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            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              ９時00分 開議 

              〔４番森本隆夫議長席に着く〕 

○議長（森本隆夫君） おはようございます。 

 ただいまから再開します。 

 本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付のとおりです。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 議案第８号 平成２６年度那智勝浦町国民健康保険事業費特別会計予算 

○議長（森本隆夫君） 日程第１、議案第８号平成26年度那智勝浦町国民健康保険事業費特別会計

予算を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 住民課長玉井君。 

○住民課長（玉井弘史君） 議案第８号平成26年度那智勝浦町国民健康保険事業費特別会計予算に

ついて御説明申し上げます。 

 177ページをお願いいたします。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ27億1,766万7,000円と定めるものです。 

 183ページをお願いいたします。 

 予算に関する説明書、歳入歳出予算事項別明細書です。 

 １総括、歳入、款１国民健康保険税から款12諸収入までの歳入合計と、184ページですが、

歳出合計、同額の27億1,766万7,000円です。前年度と比較いたしまして2,046万3,000円、

0.75％の減となっております。 

 歳出のほうの本年度予算額の下段合計、財源内訳のところでございますが、国県支出金は８

億1,612万6,000円、その他10億8,752万4,000円、一般財源は８億1,401万7,000円です。 

 国民健康保険の事業状況といたしまして、被保険者数は6,404人、前年度より176人の減少を

見込んでおります。内訳といたしまして、一般分が5,961人、退職者分が443人となってござい

ます。 

 本年度の予算に当たりまして、予算編成前、昨年８月27日に国民健康保険運営協議会を開催

いたしました。25年度の当初予算を御提案させていただいたころにも、国民健康保険税の税額

のことにつきましていろいろと言及もあったと思いますが、25年度は運営協議会におきまして

は保険料の改定を見送ってございます。本年に入りまして、２月６日に、改めて第２回協議会

を開催させていただき、本案を原案どおり御答申いただいております。 

 185ページをお願いいたします。 

 ２歳入です。 

 款１国民健康保険税、目１一般被保険者国民健康保険税は、本年度予算額３億7,064万

6,000円、前年度より155万2,000円の減となっております。節１現年度課税分３億5,952万
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2,000円は、１世帯当たり10万1,417円、１人当たり６万123円を見込んでおります。節２滞納

繰越分1,112万4,000円を計上いたしております。 

 目２退職被保険者等国民健康保険税は、本年度予算額3,670万4,000円で、前年度より420万

2,000円の減となってございます。節１現年度課税分3,624万4,000円は、１世帯当たり10万

9,170円、１人当たり８万1,815円で算定いたしております。滞納繰越分には、46万円を計上さ

せていただいております。 

 下段、計の欄ですが、一般、退職、合わせまして、保険税は合計４億735万円、対前年度

575万4,000円の減となってございます。被保険者数の減が要因の一つと考えております。 

 187ページをお願いいたします。 

 款４国庫支出金、目１療養給付費等負担金、本年度予算額４億8,865万4,000円は、説明欄記

載の一般被保険者医療給付費負担金から前期高齢者納付金に対する32％の国庫負担金となって

おります。 

 目２高額医療費共同事業負担金、今年度予算額1,219万8,000円は、保険者間の運営基盤安定

のため各市町村が拠出しておるものでございます。 

 目３特定健康診査等負担金、本年度予算額283万6,000円は、特定健康診査に係るもので、３

分の１が国庫負担金として交付されるものでございます。 

 項２国庫補助金、目１財政調整交付金、本年度予算額１億6,367万2,000円は、財政不均衡を

調整するための国庫補助で、説明欄記載の普通調整交付金１億5,964万円、これにつきまして

は一般被保険者の医療費、そして高額療養費等に対する９％が算定されるものでございます。

その下段、特別調整交付金につきましても、市町村の特殊事情や国指定の事業、そして広報活

動に対する交付金として403万2,000円を見込み計上しております。 

 188ページお願いします。 

 款５療養給付費交付金、目１療養給付費交付金、本年度予算額１億5,750万9,000円は、対前

年度2,639万7,000円の減となっています。これは退職被保険者の年金受給開始から65歳未満ま

での療養給付費等に係るもので、社会保険支払基金から交付されるものです。 

 款６前期高齢者交付金、目１前期高齢者交付金、本年度予算額６億1,619万4,000円は、平成

20年度から設けられました交付金でございます。65歳から74歳までの前期高齢者の医療費に対

するもので、前期高齢者数の加入数の多い保険者への支援金といたしまして、全保険者間の財

政調整を行い、その加入率により社会保険支払基金より交付されるものでございます。算定基

準に前々年度の交付金の精算も含めまして、26年度につきましては24年度の精算分が今年度の

概算交付算定となります。その結果、対前年度9,219万7,000円の減少となっております。 

 款７県支出金、項１県負担金、目１高額医療費共同事業負担金、本年度予算額1,219万

8,000円は、国庫負担金と同様、歳出の共同事業拠出金の４分の１が交付されるものでござい

ます。 

 目２特定健康診査等負担金、本年度予算額283万6,000円も国庫負担金と同様、特定健康診査

等の事業補助単価により算出した額の３分の１が交付されます。 
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 次のページの項２県補助金、目１財政対策補助金、本年度予算額234万9,000円には、重度心

身障害児者事業分など、国庫負担金の減額波及分に対する２分の１の県費補助金となってござ

います。前々年度実績をもとに算出、計上いたしております。 

 目２財政調整交付金、本年度予算額１億3,138万3,000円のうち、説明欄記載の普通調整交付

金と特別調整交付金に分けられておりますが、特別調整交付金769万1,000円は、医療費適正化

として行っている保健事業など、収納率の向上に向けた経費に対するものも県からの交付金の

対象となってございます。 

 款８共同事業交付金、目１高額医療費共同事業交付金、本年度予算額2,439万6,000円は、国

県負担金と同様な共同事業で、算定上、歳出の高額医療費共同事業拠出金に対する２分の１を

国保連合会分として計上いたしております。 

 目２保険財政共同安定化事業交付金、本年度予算額２億8,841万1,000円は、国保連合会から

交付されるものでございまして、歳出の拠出金と同額となってございます。 

 190ページをお願いいたします。 

 中ほど、款10繰入金、目１一般会計繰入金、本年度予算額は４億664万4,000円で、前年度よ

り8,778万2,000円の増となっております。要因といたしましては、節区分２その他一般会計繰

入金が8,315万4,000円増加しております。これは被保険者保険料の保険税の据え置きや前期高

齢者交付金など、交付金の概算受入額を後年度に精算補填することによる財源補填予算措置が

必要となるものでございます。節区分１保険基盤安定繰入金8,881万6,000円は、低所得者に対

する軽減措置、そして及び保険者支援措置でございます。国、県の保険基盤安定分を一般会計

で受け入れ、町負担分と合わせて国保会計で受け入れしております。節２その他一般会計繰入

金、一般財源化され、繰入基準となっています職員給与費、国民健康保険事務費、出産育児一

時金、国保財政安定化支援事業分など、その他収入を受け入れるものです。 

 192ページをお願いいたします。 

 款12諸収入、目１雑入100万円は、説明欄記載の交通事故に係る第三者行為による徴収金等

を計上しております。 

 次のページをお願いいたします。 

 ３歳出です。 

 款１総務費、目１一般管理費3,118万4,000円は、職員３名の人件費と補助対象となっており

ますレセプト点検整理に当たっている１名の臨時職員の賃金のほか、その他関係事務費となっ

てございます。次の194ページをお願いいたします。節19負担金、補助及び交付金168万

2,000円は、国保連合会事務費に係る本町負担分として、被保険者数割等によって算出された

金額を計上しております。 

 次のページです。 

 項２徴税費、目１賦課徴収費は、本年度予算額857万6,000円を計上いたしております。節４

共済費31万1,000円、節区分７賃金198万1,000円は、国保税の徴収に当たっていただいており

ます１名の臨時職員社会保険料と賃金となっております。節13委託料295万6,000円、前年同
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様、各地区集金人に対する収納業務委託166万円と法改正などの変更に対応する電算システム

改修委託料129万6,000円となっております。 

 次に、196ページをお願いいたします。 

 項３運営協議会費、目１運営協議会費31万5,000円は、前年度より21万8,000円増となってい

ます。平成26年度の運営協議会におきましては、例年御審議いただく議題に加えまして、現行

の被保険者保険税について御協議をいただく予定としております。その関係する会議などに係

る費用を計上いたしております。 

 次のページです。 

 款２保険給付費、目１一般被保険者療養給付費、本年度予算額14億7,307万9,000円は、一般

被保険者の医療費に係る保険者負担分で、対前年度2,911万1,000円の増で計上しております。

見込んでおります対象人員は5,961人で、全体で前年度より120人減少いたしましたが、前期高

齢者分は47人分増加しております。また、実績により算出した１人当たり医療費も、一般分は

減少するものの、説明欄下段の前期高齢者分は上昇しております。 

 次に、目２退職被保険者等療養給付費、本年度予算額１億1,036万4,000円は、退職者の医療

費に係る保険者負担分で、対前年度2,522万4,000円の減を見込んでおります。対象人数は

443人、対前年度56人の減を見ております。実績により算出した１人当たりの医療費が35万

5,898円、そしてそれら保険者負担分に７割を計上いたしております。 

 目３一般被保険者療養費、本年度予算額1,830万1,000円と、次の目４退職被保険者等療養費

165万1,000円は、それぞれコルセット、柔道整復師による治療、鍼灸師などに要したものでご

ざいます。説明欄記載の実績に見合う算出式を記載しております。 

 目５審査手数料501万8,000円は、診療報酬明細書の内容審査を国保連合会に委託しているも

のでございます。 

 次の198ページをお願いいたします。 

 項２高額療養費、目１一般被保険者高額療養費、本年度予算額１億8,863万6,000円と、次の

目２退職被保険者等高額療養費1,867万8,000円は、医療費の自己負担限度額を超える部分に対

して支給しているものでございます。説明欄に実績をもとに算式を記載しております。 

 次に、項３出産育児諸費、目１出産育児一時金、本年度予算額1,386万円には、１件42万円

を上限支給しており、33件分を見込み計上しております。 

 次のページです。 

 項４葬祭諸費、目１葬祭費、本年度予算額150万円は、１件３万円の50件分を計上しており

ます。 

 200ページをお願いいたします。 

 款３後期高齢者支援金、目１後期高齢者支援金、本年度予算額３億3,167万6,000円、この支

援金は後期高齢者の医療費を賄うために、国保を初め全保険者が社会保険支払基金を通じ、後

期高齢者医療広域連合へ拠出しております。後期高齢者医療費の40％を支援しております。こ

の支援金の内訳といたしましては、国民健康保険税の支援分、国の療養給付費負担金、国、県
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の財政調整交付金及び支払基金からの療養給付費交付金が財源となっております。 

 次に、款４前期高齢者納付金、目１前期高齢者納付金、本年度予算額21万1,000円は、保険

者の負担調整分として国から示されているもので、１人当たり単価に算定上の被保険者数を乗

じ、24年度精算分を合わせまして、社会保険支払基金に納付するものです。 

 次のページです。 

 款５老人保健拠出金、目１老人保健事務費拠出金、本年度予算額１万5,000円は、事務費拠

出金として社会保険支払基金へ拠出する見込み額を算定いたしましたものでございます。 

 次に、款６介護納付金、目１介護納付金、本年度予算額１億5,608万2,000円は、対前年度

249万3,000円の減となっております。これは介護保険給付費の財源とするもので、利用者負担

分を除いた２分の１は公費負担、残りの２分の１を被保険者の保険税で負担することになって

おります。 

 次に、202ページをお願いいたします。 

 款７共同事業拠出金、項１共同事業拠出金、計の欄です、本年度予算額３億3,721万

3,000円。主なものといたしまして、目１高額医療費共同事業拠出金、そして目２保険財政共

同安定化事業拠出金は、１カ月の医療費がそれぞれ制度の基準額を超える部分を、保険財政の

安定化と各市町村間の負担の平準化を図る目的で共同事業として実施しております。医療費や

被保険者数をもとに算定し、国保連合会へ拠出するものでございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 款８保健事業費、目１特定健康診査等事業費、本年度予算額1,505万1,000円は、平成20年度

から行っております特定健康診査と保健指導に係る費用で、40歳から74歳までの全ての方を対

象に、生活習慣病を予防することを目的に実施しております。特定健康診査は1,400人を見込

んでおります。また、保健指導には100人を予定しております。節13委託料ですが、1,293万

6,000円、郡医師会と契約をして、町内医療機関で個別健診1,300人、それに健診車による集団

健診に係る健診委託費用となっております。町の関係各課と連携いたしまして、受診率の向上

に努めてまいりたいと思います。 

 204ページをお願いいたします。 

 項２保健事業費、目１保健事業費、本年度予算額は404万6,000円です。節８報償費45万円

は、３年以上と５年以上、医療費にかからなかった方に対する健康優良家庭表彰です。節13委

託料209万1,000円は、30歳代を対象にした内科健診委託や希望者を対象とした歯科健診、そし

て医療費適正化を目的とした診療報酬明細書点検委託及び医療費通知等の保健事業共同処理委

託となっております。 

 次のページお願いいたします。 

 款10諸支出金、目１償還金及び還付加算金、本年度予算額100万円は、国保資格の異動や確

定申告による所得変動等の場合に生じる国保税過誤納付金の還付金の見込み額を計上いたして

おります。 

 206ページです。 
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 項２諸費、目１国県支出金返納金、本年度に予想されます国、県への返納金を予算化いたし

ております。 

 そして、款11予備費15万円をお願いするものでございます。 

 207ページ以降に給与費明細書になってございますが、説明のほうは省略させていただきま

す。 

 以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（森本隆夫君） 質疑を行います。 

 ３番下﨑君。 

○３番（下﨑弘通君） ちょっとお聞きします。 

 国保税の収入が予算額が575万4,000円減額になってきていると、前年より。そして、前年の

を見ましても、前年のときも税のほうの予算額は下がってきていると。そして、それに対しま

して、療養給付費等の負担金が、187ページですけども、ふえてきている。それから、一般会

計からのその他一般会計繰入金ですけども、３億1,782万8,000円と、これで見ましたら

8,315万4,000円とふえてきているわけですね。国保財政が厳しくなってきているわけなんです

けども、課長の説明の中でも、国保運営協議会の中でも、その税については諮問して、この答

申も受けたというようなことも聞いてるんですけども、25年のときに、課長じゃないですけど

も、そのときの説明で、運営協議会に諮問して、答申では国保財政も厳しいので、税の改正を

視野に入れて今後検討するようにというようなことで答申に付記されているわけですけども、

それについてことしの運営協議会ではどういうふうな感じだったのかだけ教えていただきたい

と思います。 

○議長（森本隆夫君） 住民課長玉井君。 

○住民課長（玉井弘史君） 国保税の収入予定額も下がり、そして一般会計の繰入金が増加してる

ということでございます。運営協議会のほうの本年度の８月に開催させていただきました第１

回目のほうで、前年25年度に保険税の検討も視野に入れた検討もさせていただくことも含めま

して、御審議をいただきました。その際に、国全体のいろいろな社会情勢、消費税が本年４月

１日から上がることもあわせまして、後期高齢者保険料の改定も26年度から実施されます。後

で御説明申し上げますが、そういった部分が重なる中で、国保療養費等の支出に対する私ども

事務方の精査等の時間もいただきたいということで、25年度１年間は御猶予いただきまして、

26年度に検討をさせていただくような方向に最終的にはお話がまとまってございます。ですん

で、新年度、平成26年度にきっちりと審議いたしまして、早ければ来年度の12月議会あるいは

27年の３月議会で新たな国保税の御提案、御審議をお願いすることとなると思います。 

○議長（森本隆夫君） ３番下﨑君。 

○３番（下﨑弘通君） 今年度、26年度検討されるということで、それで運営協議会の委員報酬で

すか、会議の回数もふやすということでふえているわけですけども、町長もし諮問して、答申

の中で、そういう税の引き上げが望ましいというような答申を受けた場合、どのように今後対

応されるのか、その点だけちょっと確認させてもらいます。 
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○議長（森本隆夫君） 町長寺本君。 

○町長（寺本眞一君） 答申どおり、実施できる範囲の中でやっていきたいと思っております。 

○議長（森本隆夫君） ほかにありませんか。 

 ６番湊谷君。 

○６番（湊谷幸三君） 私厚生常任委員会のメンバーでございますんで、余りこのことについて

は、今の件についてですよ、一般会計の繰入金、これは那智勝浦町は新しい議員もいらっしゃ

いますんで、那智勝浦町は本則より多く繰り入れてあると、国保税を据え置くためにというこ

とですね。それはいつも議論になるとこでして。というのは、町民のほとんどの方が国保に加

入してあれば、国民健康保険に加入してあれば、それで結構なんですけど、４割より少ないん

でしょ、もう、後期高齢者医療制度ができてから、その方が加入されてある。だから、不公平

感はあるんですよね。だけど、町民は知らないと。そのことについて深く認識してないという

ことですんで、やはり税の公平性あるいは負担の公平性ということであれば、やっぱり本則に

近づけていくと。ほかの健康保険に、組合とかいろんなありますね、共済もありますけど。そ

こへ加入してある方は、本則に基づいて税なり、料なりを取られてあるんですね、納めてあ

る。だから、そこらあたりも考えて。ただ、４割以下の人の利益のためにのみ、本来あるべき

姿の保険料を抑えていくという姿勢はいつまでも続かんと思うんですよ。そのあたしも指摘し

ておきますんで、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（森本隆夫君） 住民課長玉井君。 

○住民課長（玉井弘史君） 平成26年度、新年度に、運営協議会におきましても、きちんとそうい

った趣旨も含めまして協議を進めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○議長（森本隆夫君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 質疑を終結することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、質疑を終結します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 討論を終結することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、討論を終結します。 

 採決を行います。 

 議案第８号について原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決されました。 
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            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第９号 平成２６年度那智勝浦町後期高齢者医療事業費特別会計予算 

○議長（森本隆夫君） 日程第２、議案第９号平成26年度那智勝浦町後期高齢者医療事業費特別会

計予算を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 住民課長玉井君。 

○住民課長（玉井弘史君） 議案第９号平成26年度那智勝浦町後期高齢者医療事業費特別会計予算

の御説明を申し上げます。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出予算それぞれ４億1,135万2,000円と定めるもので

ございます。 

 216ページをお願いいたします。 

 予算に関する説明書、歳入歳出予算事項別明細書でございます。 

 １総括です。歳入合計と、次のページ、歳出合計は同額となってございます。 

 218ページ、歳入をお願いいたします。 

 款１後期高齢者医療保険料、目１後期高齢者医療保険料、本年度予算額は１億4,417万

3,000円です。後期高齢者医療保険料には、各市町村からの所得情報等に基づき、和歌山県後

期高齢者医療広域連合で賦課額を決定しております。そして、各市町村に通知されるものでご

ざいます。平成26年度分から第４期の改定が実施され、均等割額が年額４万4,730円、1,459円

の上昇になるということで予算化しております。この保険料につきましては、後期高齢者医療

機構が所有する準備基金を全額投入いたしまして、軽減を図っております。 

 219ページでございます。 

 款３繰入金、目１一般会計繰入金、本年度予算額は２億6,710万9,000円です。節区分１事務

費繰入金915万5,000円は、広域連合特別会計の賦課徴収費ほか事務費に係る一般会計からの繰

り入れとなっております。節区分２保険基盤安定繰入金7,084万8,000円は、同じく広域連合へ

の納付分として一般会計で受け入れる県４分の３の保険基盤安定制度負担金5,313万6,000円

に、４分の１の町負担分1,771万2,000円を加え、一般会計から繰り入れるものです。節３療養

給付費繰入金１億8,505万6,000円は、医療費に対する12分の１の町負担です。平成25年度分を

もとに広域連合において算出されたものを一般会計から繰り入れするものでございます。節４

その他一般会計繰入金205万円は、本町の後期高齢者医療事務に要する一般管理費及び徴収費

に係る分を収支差し引きいたしまして、一般会計から繰り入れしております。 

 次に、221ページをお願いいたします。 

 歳出です。 

 款１総務費、目１一般管理費、本年度予算額75万1,000円は、前年度と同額でございます。

保険証や各種通知書の郵送料等、特別会計の事務費を計上しております。 

 項２徴収費、目１徴収費は、本年度予算額121万9,000円です。主なものといたしまして、節

11需用費、封筒や納付書の印刷を行っております。節12役務費では、納税通知書、領収書等の
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郵送料を計上しております。節13委託料90万円は、普通徴収保険料の収納業務に対する委託料

でございます。 

 次の222ページをお願いします。 

 款２後期高齢者医療広域連合納付金、目１後期高齢者医療広域連合納付金、本年度予算額４

億923万2,000円です。歳入予算の後期高齢者医療保険料１億4,417万3,000円に、一般会計より

繰り入れます事務費繰入金、保険基盤安定繰入金、そして療養給付費繰入金、合わせまして広

域連合へ納付するものでございます。歳入のほうで御説明申し上げました、後期高齢者医療広

域連合の保険料が増加しております。改定して単価は増加しておりますが、保険料が予算上は

減額になっております。このことにつきましては、それぞれの軽減制度がございます。均等割

の軽減制度がございまして、保険基盤安定繰入金のほうへ軽減した分を国費として受け入れて

おります。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（森本隆夫君） 質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 質疑を終結することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、質疑を終結します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 討論を終結することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、討論を終結します。 

 採決を行います。 

 議案第９号について原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第１０号 平成２６年度那智勝浦町簡易水道事業費特別会計予算 

○議長（森本隆夫君） 日程第３、議案第10号平成26年度那智勝浦町簡易水道事業費特別会計予算

を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 水道課長藪根君。 

○水道課長（藪根敏夫君） 議案第10号平成26年度那智勝浦町簡易水道事業費特別会計予算につい

て御説明申し上げます。 
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 223ページをお願いします。 

 本年度も、簡易水道統合に向けて、整備事業を計画しております。 

 それでは、説明させていただきます。 

 議案第10号平成26年度那智勝浦町簡易水道事業費特別会計予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億4,867万3,000円と定めるものでござ

います。 

 第２条、地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第２表地方債」による。 

 第３条、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は

5,000万円と定めるものでございます。 

 224、225ページをお願いします。 

 第１表歳入歳出予算の歳入でございます。款１分担金及び負担金から款７町債まで、歳入合

計２億4,867万3,000円でございます。 

 226ページをお願いします。 

 歳出でございます。款１総務費から款４予備費まで、歳出合計は歳入合計と同額の２億

4,867万3,000円でございます。 

 227ページをお願いします。 

 第２表地方債として、配水管布設整備事業から簡易水道統合整備事業まで、総額6,450万円

の借り入れを見込んでおります。 

 228ページをお願いします。 

 予算に関する説明書、事項別明細書でございます。 

 １総括、歳入でございます。款１分担金及び負担金から款７町債まで、歳入合計は２億

4,867万3,000円でございます。前年度と比較しまして532万3,000円、2.1％の減でございま

す。 

 次のページをお願いします。 

 歳出でございます。款１総務費から款４予備費まで、歳出合計は２億4,867万3,000円で、財

源内訳でございますが、国県支出金3,808万5,000円、地方債6,450万円、その他40万円、一般

財源が１億4,568万8,000円でございます。 

 230ページをお願いします。 

 歳入でございます。 

 款１分担金及び負担金、項１分担金、目１水道費分担金26万2,000円につきましては、６件

分の加入分担金を予定しております。 

 項２負担金、目１他会計負担金40万円は、消火栓１基分の工事負担金でございます。 

 231ページをお願いします。 

 款２使用料及び手数料、項１使用料、目１水道使用料、本年度予算額6,932万8,000円は、前

年度に比べまして214万8,000円の増でございます。 
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 目２量水器使用料、本年度予算額92万2,000円は、前年度と同額でございます。 

 232ページをお願いします。 

 款３国庫支出金、項１国庫補助金、目１簡易水道事業費国庫補助金3,808万5,000円につきま

しては、簡易水道統合事業費に係る補助金でございます。事業内容につきましては、歳出のと

ころで御説明させていただきます。 

 款４繰入金、項１一般会計繰入金、目１一般会計繰入金につきましては、本年度6,430万円

を予定しております。 

 款５繰越金、項１繰越金、目１繰越金につきましては、1,087万4,000円を予定しておりま

す。 

 233ページをお願いします。 

 款７町債、項１町債、目１簡易水道事業債6,450万円につきましては、説明欄記載の配水管

布設整備事業及び簡易水道統合整備事業の財源として起債の借り入れを行うものでございま

す。 

 234ページをお願いします。 

 歳出でございます。 

 款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費5,195万9,000円は、前年度に比べまして

379万7,000円の増でございます。節区分２、節区分３、節区分４につきましては、職員２名分

でございます。節区分７賃金454万7,000円につきましては、作業員２名分でございます。節区

分11需用費1,514万4,000円のうち、説明欄記載の消耗品費96万2,000円は、取水施設で使用す

る薬剤、次亜塩素酸ナトリウムの購入でございます。光熱水費772万円につきましては、水源

地や中継所などの施設の動力費、電灯料でございます。修繕料575万8,000円につきましては、

量水器の取りかえ、量水器の再生修理、漏水修理等に係るものでございます。節区分12役務費

176万1,000円のうち、通信運搬費127万1,000円は、各水源地、配水池や太田川浄水場での電話

回線使用料、また本庁との財務会計回線使用料でございます。手数料32万3,000円につきまし

ては、口座振替手数料でございます。次のページをお願いします。節区分13委託料1,005万

7,000円につきましては、検針業務、水道料金収納業務、水質検査委託が主なものでございま

す。また、新たに管路情報システム補正業務委託184万7,000円、漏水調査業務委託170万円を

計上させていただいております。管路情報システムにつきましては、平成24年度に導入し、現

在運用しておりますが、平成24年度、25年度の管路更新分について道路台帳の補正等に合わせ

て更新したく、要求させていただいております。また、漏水調査業務委託につきましては、有

収率向上のために、今回は下里地内の給水管約920戸、管路延長約２万メートル分の音聴調査

を委託するものでございます。調査結果を管路情報システムに反映させることにより、よりき

め細やかな施設管理が可能になると考えております。太田地区、浦神地区につきましては、平

成27年度以降に予定しております簡易水道統合に伴う配水管布設替工事の後、漏水調査を実施

し、計画的に有収率向上に向けて対策を行っていく予定でございます。節区分14使用料及び賃

借料217万4,000円のうち98万円につきましては、料金調定システム借上料でございます。管路
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情報システム借上料72万9,000円につきましては、データベースで水道管路の管理、新設や更

新、また各家庭の引き込みまで一体的に行うことができるものでございます。その他は特に変

わりはございません。 

 次の237ページをお願いします。 

 款２工事費、項１施設整備事業費、目１配水管布設工事費1,781万円につきましては、説明

欄記載の工事３件分でございます。 

 目２簡易水道統合整備事業費１億5,265万9,000円につきましては、昨年度より316万3,000円

の増でございます。これにつきましては、下里、太田、浦神地区の上水道統合に向け整備事業

を行うものでございます。節区分12役務費31万3,000円は、浦神中継所の新設に伴う平成27年

度建設予定地購入のための鑑定手数料であります。節区分13委託料2,880万3,000円につきまし

ては、簡易水道統合整備事業実施計画委託及び設計監理業務委託でございます。節区分15工事

請負費１億2,354万3,000円につきましては、取水ポンプ槽の取水施設場内配管・場内整備一

式、電気室建築附帯場内整備一式、塩素注入設備、電気計装設備が主な事業となっておりま

す。また、電気計装設備につきましては、高圧受変電、非常用発電装置、制御計装設備、中央

監視設備等がございます。簡易水道特別会計といたしましては、１億5,265万9,000円を計上さ

せていただいております。 

 なお、太田川浄水建屋につきましては、平成25年度完成予定でありましたが、完成は平成

26年度に繰り越しとなる見込みであります。平成26年度中は、建屋を建設しながら、電気設備

も同時に整備していく予定としております。 

 238ページをお願いします。 

 款３公債費、項１公債費、目１元金1,797万4,000円は、前年度に比べまして274万8,000円の

増でございます。 

 目２利子777万1,000円は、前年度に比べまして15万9,000円の増でございます。公債費の増

につきましては、平成23年度に借り入れました災害復旧事業債の元金償還開始に伴う増加でご

ざいます。 

 239ページをお願いします。 

 給与費明細書でございます。本年度は職員２名分をお願いしております。 

 このページから243ページまで記載のとおりでございます。 

 244ページでございますが、地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年

度末における現在高の見込みに関する調書でございます。 

 簡易水道については以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（森本隆夫君） 質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 質疑を終結することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、質疑を終結します。 



－207－ 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 討論を終結することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、討論を終結します。 

 採決を行います。 

 議案第10号について原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４ 議案第１１号 平成２６年度那智勝浦町住宅宅地資金貸付事業費特別会計予算 

○議長（森本隆夫君） 日程第４、議案第11号平成26年度那智勝浦町住宅宅地資金貸付事業費特別

会計予算を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 福祉課長福居君。 

○福祉課長（福居和之君） 245ページをお願いいたします。 

 議案第11号について御説明申し上げます。 

 議案第11号平成26年度那智勝浦町住宅宅地資金貸付事業費特別会計予算。 

 平成26年度那智勝浦町の住宅宅地資金貸付事業費特別会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ

344万6,000円と定めるものでございます。 

 次のページをお願いします。 

 第１表歳入歳出予算でございます。 

 歳入の款１繰入金から款３諸収入まで、歳入合計344万6,000円、次のページの歳出の合計と

同額でございます。 

 250ページをお願いします。 

 歳入の関係でございます。 

 款１繰入金、目１一般会計繰入金1,000円につきましては、入金状況に鑑み、一般会計から

繰入金としてお願いするものでございます。 

 款２繰越金、節１繰越金101万2,000円につきましては、前年度の繰越金でございます。 

 款３諸収入、目１住宅宅地資金貸付金元利収入243万3,000円につきましては、貸付金の町へ

の償還金でございます。現年度分元金、利子分、計186万6,000円と滞納繰越分が56万

7,000円、計243万3,000円を見込んでおります。また、未納となっている方々は、平成13年度

から平成25年度まで５名の滞納となっております。滞納原因といたしましては、自営業不振が

主でございますが、おくれながらも分割納付をしていただいておるところでございます。ま

た、滞納家庭を訪問いたしまして、徴収を重ねているところでございます。今後とも、未収入
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の回収に努力をいたす所存であります。 

 次のページをお願い申し上げます。 

 歳出の関係でございます。 

 款１公債費、目１元金及び目２利子、計344万6,000円につきましては、いずれも国費９件、

県費５件の計14件の起債償還に対するものでございます。 

 なお、平成25年度末地方債現在高見込み額につきましては904万円でございます。最終償還

年度は平成30年度までとなっております。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（森本隆夫君） 質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 質疑を終結することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、質疑を終結します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 討論を終結することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、討論を終結します。 

 採決を行います。 

 議案第11号について原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第５ 議案第１２号 平成２６年度那智勝浦町土地取得事業費特別会計予算 

○議長（森本隆夫君） 日程第５、議案第12号平成26年度那智勝浦町土地取得事業費特別会計予算

を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 総務課長藪本君。 

○参事（総務課長）（藪本活英君） 議案第12号平成26年度那智勝浦町土地取得事業費特別会計予

算について御説明申し上げます。 

 253ページをお願いいたします。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ846万4,000円とするものでございます。 

 第２条では、一時借入金の限度額を5,000万円と定めております。 

 254ページをお願いいたします。 

 第１表歳入歳出予算ですが、このページの歳入、次のページの歳出ともに本年度予算額は
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846万4,000円でございます。 

 258ページをお願いいたします。 

 予算に関する説明書の２歳入でございますが、款１財産収入、項１財産運用収入、目１財産

貸付収入800万円につきましては、財団法人和歌山県交通安全協会へ那智勝浦自動車教習所用

地として貸し付けているものでございます。 

 目２利子及び配当金46万4,000円は、土地開発基金の利子を見込んで計上させていただいて

ございます。 

 下のページをお願いいたします。 

 ３歳出でございます。 

 款１諸支出金、項１基金費、目１土地開発基金費846万4,000円は、財産貸付収入及び基金利

子を土地開発基金へ繰り出しし、積み立てるものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（森本隆夫君） 質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 質疑を終結することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、質疑を終結します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 討論を終結することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、討論を終結します。 

 採決を行います。 

 議案第12号について原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第６ 議案第１３号 平成２６年度那智勝浦町育英奨学金貸与事業費特別会計予算 

○議長（森本隆夫君） 日程第６、議案第13号平成26年度那智勝浦町育英奨学金貸与事業費特別会

計予算を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 教育次長瀧本君。 

○教育次長（瀧本雄之君） 議案第13号平成26年度那智勝浦町育英奨学金貸与事業費特別会計予

算。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ849万5,000円と定める。 
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 次のページをお願いいたします。264ページ、５ページになります。 

 予算に関する説明書、歳入歳出予算事項別明細書でございます。 

 １総括、歳入、款１財産収入から款５諸収入まで、歳入合計849万5,000円、次のページ、歳

出でございます、款１総務費、款２奨学金貸与事業費、本年度予算額849万5,000円、同額にな

ってございます。 

 次のページお願いいたします。 

 ２歳入、款１財産収入、項１財産運用収入、目１利子及び配当金、本年度予算額９万

6,000円。奨学基金の積立金利子でございます。 

 款２寄附金、目１奨学基金寄附金、本年度予算額1,000円。 

 款３繰入金、項１基金繰入金、目１奨学基金繰入金、本年度予算額413万1,000円。奨学基金

からの繰り入れでございます。 

 次のページ、款４繰越金、目１繰越金、本年度予算額1,000円。 

 款５諸収入、項１貸与金元金収入、目１奨学資金貸与金元金収入、本年度予算額426万

6,000円。節区分１奨学資金貸与金元金収入として426万6,000円上げさせていただいておりま

す。 

 続きまして、次のページ、歳出に移らさせていただきます。 

 款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費、本年度予算額９万5,000円。節区分１報酬

２万1,000円、選考会委員報酬２人分でございます。９旅費8,000円につきましては、会議の費

用弁償でございます。 

 款２奨学金貸与事業費、項１奨学金貸与事業費、目１奨学金貸与事業費、本年度予算額

840万円でございます。節区分21貸付金、高校生５人分、大学生20人分としてございます。本

年新規の貸し出しといたしまして、高校生５人、大学５人を予定して予算を計上させていただ

いております。この奨学金の貸し付けを受けられる条件といたしまして、学力、資質が優秀で

あり、かつ健康で、経済的理由により学費の支弁が困難であると認められる高校生並びに大学

生等に無利子で貸与するものでありまして、本年度は平成22年度生から26年度生までの高校課

程５名と大学課程20名、計25名に貸与する予算としてさせていただいております。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○議長（森本隆夫君） 質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 質疑を終結することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、質疑を終結します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 討論を終結することに御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、討論を終結します。 

 採決を行います。 

 議案第13号について原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第７ 議案第１４号 平成２６年度那智勝浦町下水道事業費特別会計予算 

○議長（森本隆夫君） 日程第７、議案第14号平成26年度那智勝浦町下水道事業費特別会計予算を

議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 水道課長藪根君。 

○水道課長（藪根敏夫君） 議案第14号平成26年度那智勝浦町下水道事業費特別会計予算について

御説明申し上げます。 

 269ページをお願いします。 

 議案第14号平成26年度那智勝浦町下水道事業費特別会計予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,930万2,000円と定めるものでございま

す。 

 272ページをお願いします。 

 予算に関する説明書、歳入歳出予算事項別明細書でございます。 

 １総括、歳入でございます。款１分担金及び負担金から款４繰入金まで、歳入合計は

3,930万2,000円でございます。 

 273ページをお願いします。 

 歳出でございます。款１総務費から款２公債費まで、歳出合計は歳入合計と同額の3,930万

2,000円でございます。 

 274ページをお願いします。 

 歳入でございます。 

 款１分担金及び負担金、項１分担金、目１下水道費分担金、節区分１受益者分担金57万円に

つきましては、３戸分を予定しております。 

 款２使用料及び手数料、項１使用料、目１下水道使用料270万円は、前年度に比べ60万

6,000円減となっております。これは大口使用者１件の使用料が大きく減少したものでありま

す。本年度は現年度分59戸、新規分２戸の使用を予定しております。 

 目２量水器使用料６万7,000円につきましては、口径13ミリから75ミリの量水器使用料でご

ざいます。 

 款３財産収入、項１財産運用収入、目１財産貸付収入２万円につきましては、ソフトバンク

携帯基地局として浄化センター内用地を貸しているものでございます。 
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 275ページをお願いします。 

 款４繰入金、項１一般会計繰入金、目１一般会計繰入金3,594万5,000円は、前年度に比べま

して101万4,000円の増でございます。 

 276ページをお願いします。 

 歳出でございます。 

 款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費1,986万3,000円をお願いしております。節区

分11需用費642万8,000円のうち、説明欄記載の修繕料393万円の主な修繕といたしましては、

非常用自家発電修繕100万7,000円、投げ込み圧力式水位計179万6,000円となっております。こ

れにつきましては、毎年の計画修繕ではなく、機械の調子が悪いため計画外の修繕が必要とな

ったものであります。節区分13委託料885万7,000円は、説明欄記載の維持管理設備点検委託か

ら那智山浄化センター維持管理業務委託に係るもので、前年度と余り変わりはございません。

次のページをお願いします。節区分18備品購入費６万円につきましては、量水器の購入に係る

ものでございます。 

 款２公債費につきましては、目１元金、目２利子を合わせまして1,943万9,000円で、前年度

と変わりはございません。 

 278ページから282ページまでは給与費明細書でございます。記載のとおりでございますの

で、説明は省略させていただきます。 

 283ページにつきましては、下水道償還見込みに関する調書でございます。 

 下水道につきましては以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（森本隆夫君） 質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 質疑を終結することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、質疑を終結します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 討論を終結することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、討論を終結します。 

 採決を行います。 

 議案第14号について原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決されました。 

 休憩します。再開10時30分。 
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            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              10時08分 休憩 

              10時31分 再開 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（森本隆夫君） 再開します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第８ 議案第１５号 平成２６年度那智勝浦町介護保険事業費特別会計予算 

○議長（森本隆夫君） 日程第８、議案第15号平成26年度那智勝浦町介護保険事業費特別会計予算

を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 福祉課長福居君。 

○福祉課長（福居和之君） 285ページをお願いいたします。 

 議案第15号について御説明申し上げます。 

 議案第15号平成26年度那智勝浦町介護保険事業費特別会計予算。 

 平成26年度那智勝浦町の介護保険事業費特別会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ18億

5,840万5,000円と定めるものでございます。前年度と比べまして9,110万8,000円、5.16％の増

額となっています。この主な要因は、保険給付費全体で実績見込みベースで2.6％増を見込

み、24、25年度の実績見込みでは3.8％前後の増が見込まれており、26年秋に開設予定の小規

模特養29床の利用増及び認定者数増に伴う利用者増の影響によるものでございます。 

 292ページをお願いします。 

 歳入の関係でございます。 

 款１介護保険料、目１第１号被保険者保険料２億8,956万円につきましては、65歳以上の方

の保険料でございます。節１現年度分特別徴収保険料２億7,284万円につきましては、老齢年

金が18万円以上の方から年金受給時に差し引かれるものでございまして、被保険者数5,920名

分を計上しております。節２現年度分普通徴収保険料1,522万円につきましては、老齢年金が

18万円未満の方及び年度途中本町に転入された方並びに年度途中満65歳を迎えられた方からの

保険料で、被保険者数分330名分でございます。節３滞納繰越分150万円につきましては、１月

現在の滞納額1,500万円の10％を計上させていただいております。 

 款２使用料及び手数料、目１督促手数料２万円を計上させていただいております。 

 目２介護予防計画作成手数料1,272万円につきましては、包括支援センターで作成している

介護予防計画作成料収入を計上するものでございます。3,120件分を見込んでおります。 

 293ページをお願いします。 

 款３国庫支出金、目１介護給付費負担金３億1,779万円につきましては、保険給付費の居宅

等標準給付費見込み額の20％分、施設等標準給付費見込み額15％分の国の負担分でございま

す。 

 項２国庫補助金、目１調整交付金１億4,078万5,000円につきましては、介護保険財政の市町
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村間の調整を行うため、第１号被保険者の年齢や所得の状況等で交付されるもので、保険給付

費見込み額の８％相当分でございます。 

 目２地域支援事業交付金1,218万2,000円については、平成18年度からの介護保険制度改正に

よる介護予防事業として受け入れるものであります。節１地域支援事業介護予防交付金85万

8,000円は、介護予防事業費の25％相当分でございます。節２地域支援事業包括的支援事業等

交付金1,132万4,000円につきましては、包括的支援事業の39.5％相当分でございます。 

 294ページをお願いします。 

 款４支払基金交付金、目１介護給付費交付金５億1,134万3,000円につきましては、40歳から

64歳の第２号被保険者の方の保険料分でございまして、説明欄の社会保険支払基金より交付さ

れるもので、保険給付費の29％相当分でございます。 

 款５県支出金、目１介護給付費負担金２億5,415万1,000円につきましては、保険給付費の居

宅給付費見込み額の12.5％分、施設サービス給付費見込み額17.5％分が県の負担分でございま

す。 

 295ページをお願いします。 

 項２県補助金、目１地域支援事業交付金609万1,000円でございますが、節１地域支援事業介

護予防交付金42万9,000円につきましては、国費に連動する介護予防事業費の12.5％相当分

で、節２地域支援事業包括的支援事業等交付金566万2,000円につきましても、国費に連動する

包括的支援事業費の19.75％相当分でございます。 

 款６財産収入、目１利子及び配当金10万円につきましては、介護給付費準備基金利子でござ

います。 

 296ページをお願いします。 

 款７繰入金、目１一般会計繰入金、節１介護給付費繰入金２億2,606万9,000円につきまして

は、保険給付費介護予防事業費の12.5％分の町負担分と包括的支援事業費の19.75％の町負担

額でございます。節２その他一般会計繰入金5,348万8,000円につきましては、職員給与費、事

務費に係る介護保険事務関係経費に対する一般会計からの繰入金でございます。 

 項２基金繰入金、目１介護給付費準備基金繰入金3,410万3,000円につきましては、介護保険

料の軽減のため、準備基金積立金から繰り入れするものでございます。 

 款８繰越金、目１繰越金につきましては、前年度繰越金として1,000円を計上させていただ

いております。 

 298ページをお願いいたします。 

 歳出の関係でございます。 

 款１総務費、目１一般管理費2,953万9,000円は、職員３名の給与費等を初めとします介護保

険事業の運営に係る職員給料等、事務的経費に係るものでございます。次のページお願いしま

す。節13委託料448万7,000円でございますが、説明欄一番下の介護保険事業計画作成委託

400万円につきましては、第６期事業計画作成の委託料で、ニーズ調査の分析から計画作成ま

でを予定しており、今まで自前で作成しておりましたが、27年度からの介護保険制度について
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は平成12年度の開始以来の大幅な改正になる見込みとなっており、今回お願いするものでござ

います。299ページをお願いします。節19負担金、補助及び交付金18万円につきましては、国

保連合会負担金でございます。節25積立金10万円につきましては、介護給付費準備基金積立金

として本会計の安定を図るために積み立てするものであります。 

 項２徴収費、目１賦課徴収費209万5,000円でございますが、この科目は介護保険料の賦課徴

収に係る経費でありまして、納付書、督促状の印刷、通信運搬費等が主なものであります。節

13委託料８万円につきましては、集金人への介護保険料収納業務委託費でございます。 

 300ページをお願いします。 

 項３認定調査費、目１認定調査費1,793万7,000円でございますが、この科目は認定申請に基

づく訪問調査や認定審査等に関する経費でございます。訪問調査につきましては、４人が専従

でこれに当たっております。節12役務費808万5,000円でございますが、手数料786万円につき

ましては、主治医意見書作成手数料及び判断料などでございます。節13委託料９万8,000円に

つきましては、介護施設入所者等調査委託で、遠方の施設へ入所されている方の認定調査委託

費で、30件を見込んでおります。 

 301ページをお願いします。 

 款２保険給付費でございますが、給付費全体で17億5,982万3,000円で、25年度当初予算に対

し8,885万5,000円、5.32％増でございますが、実績見込みベースで2.6％増を見込んでおりま

す。24、25年度の実績見込みでは3.8％前後の増が見込まれておりまして、26年秋に開設予定

の小規模特養29床の利用増及び認定者増に伴う利用者増の影響もございます。 

 目１居宅介護サービス給付費10億3,614万3,000円につきましては、前年度と比べて8,219万

9,000円、8.62％の増となっております。居宅介護サービス給付費、地域密着型介護サービス

給付費が増になっております。節19負担金、補助及び交付金でございますが、説明欄記載の特

定入所者支援サービス費18万円につきましては、施設サービスの居住費と食費が全額自己負担

になりますが、所得の低い方は居住費と食費の利用者負担に上限額が設定されます。これによ

り所得の低い方は負担限度額までの支払いとなり、残りは特定入所者支援サービス費として事

業者に支払われます。年間27件を見込んでおります。介護予防サービス給付費7,952万3,000円

につきましては、介護予防訪問介護、通所介護リハビリ等、要支援１、２の方に提供される在

宅サービスで、延べ4,000件を予定しております。地域密着型介護予防サービス給付費208万

3,000円につきましては、小規模多機能型居宅介護に係るもので、年間延べ24件、グループホ

ーム５件で、次に介護予防福祉用具購入費96万3,000円につきましては、入浴用椅子、腰かけ

便座等の福祉用具購入の補助を行っております。45件を見込んでおります。介護予防住宅改修

費324万4,000円につきましては、50件の予定で、段差解消、手すり等の改修費補助でございま

す。介護予防サービス計画給付費1,272万円につきましては、予防のためのケアプラン作成に

給付するものでございます。延べ3,000件を予定しております。居宅介護サービス給付費５億

4,128万円につきましては、ホームヘルパー、デイサービス等による介護に給付するもので、

年間延べ１万1,000件、居宅介護福祉用具購入費256万円につきましては90件、居宅介護住宅改
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修費954万円につきましては100件を見込んでおります。居宅介護サービス計画給付費7,029万

円につきましては、介護１から５の人のケアプラン作成に給付するもので、延べ5,400件を見

込んでおります。地域密着型介護サービス給付費３億1,376万円につきましては、中・重度の

方で、住みなれた自宅または地域で生活が継続できるように、日常生活圏内に拠点を置き、通

いを中心に訪問や泊まりを組み合わせたサービスを提供するものでございます。年間延べ

1,750件を見込んでおります。 

 目２施設介護サービス給付費６億8,218万円につきましては、前年度と比べ367万6,000円、

0.54％の増となっております。この給付費は介護老人福祉３施設の施設入所に係る給付を見込

んでおります。節19負担金、補助及び交付金で、説明欄記載の特定入所者介護サービス費

7,193万円につきましては、町民税非課税世帯の要介護者が介護保険３施設に入所したときや

ショートステイをしたとき、食費、居住費の利用者負担は所得に応じた一定額となりまして、

負担の軽減が図られるものでございます。延べ2,800件を見込んでおります。施設介護サービ

ス給付費６億1,025万円につきましては、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型

医療施設の介護保険施設の入所サービスに係る給付費でございます。延べ2,550件を予定して

おります。 

 目３審査支払手数料100万円につきましては、介護保険給付費に伴うレセプト審査の国保連

合会の委託費に係る経費でございます。 

 302ページをお願いします。 

 項２高額介護サービス費、目１高額居宅介護サービス費1,350万円及び目２高額施設介護サ

ービス費2,300万円の計3,650万円につきましては、医療保険同様、１カ月の利用者負担額の合

計額から所得区分ごとに定める利用者負担額上限額を控除して超えた額を高額サービス費とし

て支給するものであります。 

 目１高額医療合算介護サービス費400万円につきましては、介護保険及び医療保険の自己負

担額を合算して、年間の限度額を超えた場合に申請して認められると、高額医療合算介護サー

ビス費として超えた額を支給されるものであります。 

 303ページをお願いします。 

 款３地域支援事業費、項１地域支援事業管理費、目１一般管理費403万7,000円でございます

が、この科目は包括等介護予防の運営、介護保険システム借り上げなどの一般管理費でござい

ます。節８報償費20万6,000円につきましては、地域包括支援センター運営委員報償で、学識

経験者、保健医療関係者、介護保険被保険者代表等20名の委員で構成しております。また、地

域ケア会議講師等報償につきましては、ケア会議開催による医師等への謝礼を計上させていた

だいております。節13委託料73万6,000円につきましては、説明欄記載の委託料で、システム

保守料は消費税分が増になっております。節14使用料及び賃借料145万3,000円につきまして

は、地域支援事業に対する介護予防地域支援事業システム等に係る借上料で、消費税分が増で

ございます。節19負担金、補助及び交付金90万円でございますが、町内のヘルパー数が不足し

ており、閉じこもり予防事業等受け入れ先の事業所が少なくなってきており、また事業所から
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の要望もあり、前年度に引き続き、介護職員初任者研修受講補助30名分を計上し、資格取得の

助成により人材確保に努めるものでございます。 

 304ページをお願いします。 

 目１介護予防事業費343万2,000円でございますが、元気なお年寄りが要介護者にならないよ

うに各種予防事業を行うための費用でございます。節８報償費45万5,000円につきましては、

介護予防１次予防事業といたしまして各種教室及び講習会などの報償費でございます。節13委

託料282万9,000円につきましては、説明欄の生活機能評価委託につきましては、予防事業をリ

ストアップして、特定高齢者を見つけ出す事業で、医師会に委託するものでございます。通所

型介護予防事業委託につきましては、施設に通所し、介護予防のための運動機能向上トレーニ

ングを行うもので、月10名、延べ120名分を計上させていただいております。訪問型介護予防

事業委託につきましては、特定高齢者の方に口腔機能向上や介護予防サービス支援などを行う

ため、20名分を計上させていただいております。地域介護予防活動支援事業委託につきまして

は、施設に通所し、介護予防のために運動機能向上トレーニング、閉じこもり予防事業等を行

うもので、延べ2,544件分をもくろんでおります。 

 305ページをお願いします。 

 項３包括的支援等事業費、目１包括的支援等事業費4,138万9,000円でございますが、地域の

お年寄りが住みなれた地域で安心して生活していけるよう、介護支援専門員等による介護予防

サービス、総合相談支援等を行う各種事業を行うための費用でございます。節13委託料861万

2,000円につきましては、地域自立生活支援事業委託で、介護保険認定者などの配食サービス

等支援、延べ１万4,400食、生活支援事業、延べ624回、高齢者実態把握事業として120万円を

計上させていただいております。節19負担金、補助及び交付金3,072万3,000円でございます

が、備考欄の町社会福祉協議会補助金3,050万7,000円につきましては、地域包括支援センター

事業費にかかわる主任介護支援専門員及び社会福祉士、保健師等に対する人件費７名分の補助

金でございます。福祉用具購入事業につきましては、４件分を計上しております。節20扶助費

140万円につきましては、家族介護用品給付費として紙おむつ60名分を給付予定でございま

す。 

 306ページをお願いします。 

 款４諸支出金、目１償還金及び還付加算金、節23償還金、利子及び割引料15万円につきまし

ては、過誤納金還付金として計上させていただいております。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（森本隆夫君） 質疑を行います。 

 ８番東君。 

○８番（東 信介君） 済みません、ちょっと教えていただきたいんですけど、301ページなんで

すけど、介護予防福祉用具購入とか介護予防の住宅改修とか、あと居宅の介護福祉用具購入と

住宅改修ですか。介護予防というのは、要介護の低い人とか、そういうちょっと簡単なことを

教えてもらいたいんですけど、あと介護予防の住宅改修とかというのは、居宅のほうもそうな
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んですけど、これは利用者さんが個々に業者さんに頼んで段差解消とかをやられているんかな

あ。それとも、福祉課のほうから、こういう業者さんがありますかとかというようなことなん

ですか。済いませんけど、簡単で結構なんで、お願いします。 

○議長（森本隆夫君） 福祉課長福居君。 

○福祉課長（福居和之君） 住宅改修等につきましては、介護予防については要支援１、２の方、

それ以外の方は要介護１から５の方が対象になっております。そして、住宅改修頼むにつきま

しては、ほとんどケアマネが中心になってやっていただいておるところですけども、発注につ

いては個人が大工さんを探していただいたりとか、そういうふうに事業を進めております。 

○議長（森本隆夫君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 質疑を終結することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、質疑を終結します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 討論を終結することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、討論を終結します。 

 採決を行います。 

 議案第15号について原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第９ 議案第１６号 平成２６年度那智勝浦町通所介護事業費特別会計予算 

○議長（森本隆夫君） 日程第９、議案第16号平成26年度那智勝浦町通所介護事業費特別会計予算

を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 福祉課長福居君。 

○福祉課長（福居和之君） 313ページをお願いいたします。 

 議案第16号について御説明申し上げます。 

 議案第16号平成26年度那智勝浦町通所介護事業費特別会計予算。 

 平成26年度那智勝浦町の通所介護事業費特別会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ774万

3,000円と定めるものでございます。 

 本事業は、平成14年度から開始したデイサービスセンターゆうゆう、通所介護施設に係る事

業であります。運営は、社会福祉法人紀友会へ委託をしておりましたが、平成18年４月１日よ
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り指定管理者となっております。通所介護サービス利用状況につきましては、24年度では

4,986人の利用がありました。本施設の24年度の開所は307日でございます。 

 318ページをお願いします。 

 歳入の関係でございます。 

 款１繰入金、目１一般会計繰入金514万3,000円につきましては、施設建設に伴う起債償還元

金２件と利子２件分並びに施設整備費として一般会計から繰り入れしていただくものでござい

ます。 

 款２諸収入、目１雑入260万円につきましては、事業受託者からの施設維持協力金として収

納するものでございます。 

 319ページをお願いします。 

 歳出でございます。 

 款１総務費、目１一般管理費、節15工事請負費130万円につきましては、施設の左側に位置

するのり面が太田川小学校当時のままで整備されておらず、隣接農地に土砂等が落下し、迷惑

をかけている状況から、のり面の補修工事費をお願いするものでございます。 

 款２公債費、目１元金及び目２利子の合計額384万3,000円につきましては、施設建設に伴う

起債２件分に対する起債償還元金341万6,000円と起債償還利子42万7,000円でございます。 

 320ページをお願いします。 

 款３諸支出金、目１一般会計繰出金260万円につきましては、事業受託者から徴収する施設

維持協力金を一般会計へ繰り出しするものでございます。 

 次のページをお願いします。 

 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込み

に関する調書でございます。当該年度中、元金償還見込み額341万6,000円に対し、当該年度末

現在高見込み額は2,296万1,000円となります。なお、償還最終年度は平成33年度となっており

ます。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（森本隆夫君） 質疑を行います。 

 ６番湊谷君。 

○６番（湊谷幸三君） １点だけお尋ねします。 

 ゆうゆうは、玄関入って左側に集会室ありますね。地域の方のための集会室ということで建

設当時建てられたと思うんですけど、その方たちに利用してもらうということで。その部屋

の、地域の方もその部屋を利用して、何か集会をする場合、その部屋を利用してるんですか

ね、今。どういうふうな状況になってるか、ちょっと教えていただきたい。 

○議長（森本隆夫君） 福祉課長福居君。 

○福祉課長（福居和之君） 地域の会議のある場合とか、本町のいろんな会議がある場合とか、そ

ういうときに、例えば選挙も使わせていただいておりますけども、いろんな会議では使わせて

いただいております。 
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○議長（森本隆夫君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 質疑を終結することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、質疑を終結します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 討論を終結することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、討論を終結します。 

 採決を行います。 

 議案第16号について原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１０ 議案第１７号 平成２６年度那智勝浦町・太地町介護認定審査会共同設置事業費 

               特別会計予算 

○議長（森本隆夫君） 日程第10、議案第17号平成26年度那智勝浦町・太地町介護認定審査会共同

設置事業費特別会計予算を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 福祉課長福居君。 

○福祉課長（福居和之君） 323ページをお願いします。 

 議案第17号について御説明申し上げます。 

 議案第17号平成26年度那智勝浦町・太地町介護認定審査会共同設置事業費特別会計予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ317万9,000円と定めるものでございま

す。 

 328ページをお願いします。 

 歳入でございます。 

 款１分担金及び負担金、目１総務費負担金108万2,000円につきましては、介護認定審査会共

同設置に係る太地町の負担金で、負担割合は均等割40％、人口割35％、財政割25％で、太地町

の持ち分は35.14％でございます。 

 款２繰入金、目１一般会計繰入金199万7,000円につきましては、共同設置に係る本町の負担

分で、当町の持ち分は64.86％でございます。 

 款３繰越金10万円は、前年度の繰越金でございます。 

 329ページをお願いします。 
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 歳出でございます。 

 款１総務費、目１介護認定審査会費317万9,000円でございますが、本事業は介護保険事業に

伴う被保険者認定業務を太地町と共同設置するもので、委員報酬が主な経費でございます。審

査会の状況につきましては、審査会委員16名を保健・福祉・医療の分野に４名ずつ、４合議体

で運営し、１つの合議体は週に１回開催され、月に１回出席していただいております。26年度

の審査会の開催予定回数は48回、審査件数は１回当たり37件の新規、更新、変更合わせ年間

1,776件を見込んでおります。 

 なお、平成25年12月末現在の本町の認定者数は1,180人で、第１号被保険者数6,199人の認定

率は19.04％でございます。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（森本隆夫君） 質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 質疑を終結することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、質疑を終結します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 討論を終結することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、討論を終結します。 

 採決を行います。 

 議案第17号について原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決されました。 

 休憩します。再開13時。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              11時06分 休憩 

              12時58分 再開 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（森本隆夫君） 再開します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１１ 議案第１８号 平成２６年度那智勝浦町水道事業会計予算 

○議長（森本隆夫君） 日程第11、議案第18号平成26年度那智勝浦町水道事業会計予算を議題とし

ます。 

 提案理由の説明を求めます。 
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 水道課長藪根君。 

○水道課長（藪根敏夫君） 予算書の説明に入る前に、平成26年度当初予算より、公営企業会計基

準の改正により予算科目や予算様式について昨年度より変更となっております点が幾つかござ

いますので、変更箇所について御説明申し上げます。 

 予算書18ページの平成26年度那智勝浦町水道事業予定貸借対照表をお願いします。 

 ２流動資産、(2)未収金の下に貸倒引当金という科目が追加されております。このたびの改

正によりまして、引当金の計上が義務づけられたことにより追加となったものでございます。 

 ３固定負債、(1)企業債及び４流動負債、(1)企業債となっております。これまでは、企業債

残高につきましては資本金の中の借入資本金に計上されておりましたが、これを負債に計上す

ることになっております。なお、流動負債の企業債につきましては、１年以内に償還期限が到

来するものを計上することとなっております。 

 同じく、４流動負債、(3)引当金、イ賞与引当金及びロ修繕引当金につきましても、貸倒引

当金と同様、引当金の計上が義務づけられたことによるものでございます。また、修繕引当金

につきましては、これまで固定負債に計上しておりましたが、今回の改正により引当金の性質

により、固定負債及び流動負債に分類して計上することとなっております。本町の水道事業に

おいて、これまで固定負債としてきました修繕引当金は、その性質上、流動負債に分類される

ものでありましたので、流動負債に計上しております。 

 ５繰延収益は、今回より新たに追加された負債科目で、固定資産の取得財源のうち、これま

では資本剰余金として整理されてきたものでございますが、例えば国庫補助金を受けて建設改

良事業を行った場合、その国庫補助金はこの科目に整理され、またその事業により取得された

固定資産の減価償却に伴い、国庫補助金の減価償却見合い分を収益化する取り扱いとなったこ

とから、貸借対照表においても新たな科目として追加されたものでございます。 

 20ページをお願いします。 

 平成26年度那智勝浦町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書でございます。今回の改正に

より新たに作成が義務づけられた財務諸表であります。このキャッシュ・フロー計算書は、１

業務活動によるキャッシュ・フロー、２投資活動によるキャッシュ・フロー、３財務活動によ

るキャッシュ・フローの３つに区分されることとされております。それぞれの区分で現金がど

れだけ増加し、また減少したかをあらわすものでございます。 

 21ページをお願いします。 

 注記表であります。注記とは、財務諸表を作成するに当たり採用した会計処理の基準等を開

示するために記載するものであります。新しい会計基準において複数の項目に注記が義務づけ

られたため、注記表として１つにまとめたものでございます。 

 それでは、議案第18号について御説明申し上げます。 

 １ページをお願いします。 

 議案第18号平成26年度那智勝浦町水道事業会計予算。 

 第２条、業務の予定量でございます。(1)給水戸数は6,950戸でございます。昨年度より20戸
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増加しております。(2)年間総給水量は190万立方メートルでございます。昨年度に比べまして

７万9,000立方メートルの減でございます。(3)１日平均給水量は5,205立方メートルで、前年

度に比べまして217立方メートルの減でございます。(4)主要な建設改良事業といたしまして、

送水管布設替工事、配水管布設替工事、配水管災害本復旧工事、簡易水道統合整備事業を予定

しております。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額でございます。 

 収入でございます。 

 第１款水道事業収益は４億229万1,000円、内訳といたしまして、第１項営業収益は３億

6,400万1,000円、第２項営業外収益で3,829万円を予定しております。 

 支出でございます。 

 第１款水道事業費用は３億9,594万5,000円、内訳といたしまして、第１項営業費用３億

2,208万7,000円、第２項営業外費用4,598万2,000円でございます。 

 ２ページをお願いします。 

 第３項特別損失2,737万6,000円、第４項予備費50万円を予定しております。 

 第４条、資本的収入及び支出の予定額でございます。 

 収入でございます。 

 第１款資本的収入９億8,832万5,000円、内訳といたしまして、第１項企業債７億6,980万

円、第２項負担金9,215万5,000円、第３項補助金１億2,637万円を予定しております。 

 次に、支出でございます。 

 第１款資本的支出10億7,739万5,000円、内訳といたしまして、第１項建設改良費２億

1,760万9,000円、第２項簡易水道統合整備事業費７億9,732万1,000円、第３項企業債償還金

6,246万5,000円を予定しております。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額8,907万円は、当年度分消費税及び地

方消費税資本的収支調整額5,857万円、過年度分損益勘定留保資金3,050万円で補填するもので

ございます。 

 第５条は、企業債の借入限度額を定めるものでございます。送配水施設整備事業は5,490万

円、過年災害復旧事業は4,480万円でございます。３ページをお願いします。簡易水道統合整

備事業は６億7,010万円と定めるものでございます。 

 第６条、一時借入金の限度額を２億5,000万円と定めるものでございます。 

 第７条は、経費の流用範囲を定めるものでございます。 

 第８条は、経費の流用禁止項目を定めるものでございます。 

 第９条は、たな卸資産の購入限度額を296万4,000円と定めるものでございます。 

 ４ページをお願いします。 

 予算実施計画書でございます。 

 収益的収入及び支出。 

 収入でございます。 
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 款１水道事業収益、予定額は４億229万1,000円、前年度に比べまして2,474万7,000円の増で

ございます。内訳といたしまして、項１営業収益は目１給水収益から目２その他営業収益まで

３億6,400万1,000円、前年度と比べまして429万円の減でございます。 

 項２営業外収益は、目１分担金から目４雑収益までの予定額3,829万円は、前年度に比べま

して2,903万7,000円の増でございます。 

 次のページをお願いします。 

 支出でございます。 

 款１水道事業費用、予定額３億9,594万5,000円は、前年度に比べまして2,870万円の増でご

ざいます。内訳といたしまして、項１営業費用、目１原水及び浄水費から目６その他営業費用

までの予定額は３億2,208万7,000円で、前年度に比べまして1,701万円の増でございます。 

 項２営業外費用、目１支払利息及び企業債取扱諸費から目３雑支出までの予定額は4,598万

2,000円で、前年度に比べまして81万6,000円の増でございます。 

 項３特別損失、目１過年度損益修正損から目５貸倒引当金繰入金までの予定額は2,737万

6,000円で、前年度に比べまして1,087万4,000円の増でございます。 

 項４予備費につきましては、50万円を予定しております。 

 ６ページをお願いします。 

 資本的収入及び支出。 

 収入でございます。 

 款１資本的収入、予定額９億8,832万5,000円は、前年度に比べまして２億7,895万1,000円の

増でございます。内訳といたしまして、項１企業債７億6,980万円、項２負担金9,215万

5,000円。その負担金の内訳といたしまして、目１他会計負担金160万円、目２工事負担金

9,055万5,000円となっております。 

 項３補助金１億2,637万円を予定しております。 

 ７ページをお願いします。 

 支出でございます。 

 款１資本的支出、予定額は10億7,739万5,000円で、前年度に比べまして２億8,602万6,000円

の増でございます。 

 項１建設改良費につきましては、目１固定資産購入費から目４災害復旧費まで、予定額２億

1,760万9,000円、前年度に比べ995万7,000円の減でございます。 

 項２簡易水道統合整備事業費、目１浄水施設整備事業費から目２事務費までの予定額７億

9,732万1,000円、前年度に比べ２億7,972万3,000円の増でございます。 

 項３企業債償還金は6,246万5,000円で、前年度に比べまして1,626万円の増でございます。 

 ８ページをお願いします。 

 給与費明細書でございます。８ページから13ページまで記載のとおりでございます。説明は

省略させていただきます。 

 14、15ページをお願いします。 
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 平成25年度の予定損益計算書でございます。旧基準で記載しております。税抜きでございま

す。 

 15ページの下から３段目に、当年度純利益147万9,000円を見込んでおります。前年度繰越利

益剰余金が4,456万2,000円ありましたので、当年度未処分利益剰余金は4,604万1,000円となる

ものでございます。 

 16、17ページをお願いします。 

 平成25年度の予定貸借対照表でございます。損益計算書と同じく、旧基準で記載しておりま

す。税抜きでございます。 

 資産の部の固定資産合計39億3,864万5,000円と流動資産合計３億8,632万円を合わせました

資産合計が43億2,496万5,000円となります。負債の部の固定負債合計1,350万円、流動負債合

計901万2,000円を合わせました負債合計が2,251万2,000円となり、資本の部の資本金合計が

32億9,597万4,000円で、剰余金合計が10億647万9,000円でありますので、資本合計として43億

245万3,000円となり、負債合計と資本合計を合わせました43億2,496万5,000円が負債資本合計

となり、資産合計と同額の43億2,496万5,000円となるものでございます。 

 18ページをお願いします。 

 平成26年度の予定貸借対照表でございます。この表は新基準で記載しております。資産の

部、負債の部、資本の部、それぞれ税抜きで記載しております。 

 資産の部でございます。 

 １固定資産につきましては、(1)有形固定資産のイ土地からト建設仮勘定までの有形固定資

産合計は47億847万2,000円、(2)無形固定資産合計は38万8,000円でございますので、これらを

合わせました固定資産合計は47億886万円でございます。 

 次に、２の流動資産でございますが、(1)現金預金が３億7,559万9,000円、(2)未収金が１億

1,923万1,000円、貸倒引当金が1,590万5,000円でございますので、これを差し引いた金額１億

332万6,000円となります。これに貯蔵品、前払い金を合わせました流動資産合計は４億

8,813万7,000円。 

 １の固定資産合計と２の流動資産合計を合わせました資産合計は51億9,699万7,000円となる

ものでございます。 

 次の19ページの負債の部、資本の部でございます。 

 固定負債の(1)企業債、イ建設改良費等の財産に充てるための企業債23億2,161万5,000円

で、固定負債合計が23億2,161万5,000円となっております。４流動負債でございますが、(1)

企業債、イ建設改良費等の財産に充てるための企業債7,899万6,000円、(2)未払金579万

3,000円、(3)引当金といたしまして、イの賞与引当金203万5,000円、ロの修繕引当金1,350万

円、(4)その他流動負債50万円を合わせまして、流動負債合計が１億82万4,000円となっており

ます。５の繰延収益といたしまして、(1)長期前受金として９億8,807万1,000円、収益化累計

額といたしまして１億4,451万円でございます。これを差し引いた繰延収益合計が８億4,356万

1,000円となり、負債合計は３固定負債合計、４流動負債合計、５繰延収益合計を合わせまし
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た32億6,600万円となるものでございます。 

 次に、資本の部でございますが、６の資本金は(1)自己資本金が16億269万8,000円で、資本

金合計は16億269万8,000円でございます。７の剰余金でございますが、(1)の資本剰余金合計

１億7,470万5,000円、(2)の利益剰余金合計が１億5,359万4,000円、合わせまして剰余金合計

が３億2,829万9,000円でございます。資本合計は19億3,099万7,000円で、これに負債合計32億

6,600万円を合わせまして、一番下の負債資本合計51億9,699万7,000円となり、18ページの資

産合計と同額となるものでございます。 

 次に、20ページをお願いします。 

 平成26年度那智勝浦町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書でございます。最初に御説明

いたしましたが、これは公営企業会計基準の見直しにより新たに適用になったものでございま

す。キャッシュ・フロー計算書とは、公営企業会計の資金収支の状況をあらわす書類でござい

ます。キャッシュ・フロー計算書を導入することにより、現金収入、支出に関する的確な情報

を得られることが可能となるものでございます。また、キャッシュ・フロー計算書には３つの

区分を設けなければならないとされております。１は業務活動によるキャッシュ・フローで、

通常の業務活動の状態を示しております。２は投資活動によるキャッシュ・フローで、将来に

向けた運営基盤の確立のために行われる投資活動に係る資金の状態を示しております。３は財

務活動によるキャッシュ・フローで、企業債や短期借り入れなど、資金の借り入れ及び返済等

をあらわしております。４は資金の増加や減少をあらわし、５は資金期首残高をあらわし、６

は資金期末残高をあらわしております。この資金期末残高３億7,559万9,000円は、18ページの

予定貸借対照表の２の流動資産の(1)現金預金と一致するものでございます。 

 次に、21ページ、22ページをお願いします。 

 注記表でございます。先ほども御説明いたしましたが、注記とは財務諸表を作成するに当た

り採用した会計処理の基準を開示するために記載するものであります。記載のとおりでござい

ますので、説明は省略させていただきます。 

 23ページをお願いします。 

 実施計画明細書でございます。 

 収益的収入及び支出、収入でございます。 

 款１水道事業収益、項１営業収益、目１給水収益、節１水道料金３億6,070万6,000円は、前

年度に比べまして429万3,000円の減でございます。節２量水器使用料328万5,000円は、前年度

に比べまして3,000円の増でございます。 

 目２その他の営業収益、節１手数料１万円でございます。 

 次に、款１水道事業収益、項２営業外収益、目１分担金252万円は、加入分担金でございま

す。前年度と同額でございます。 

 目２他会計補助金615万2,000円につきましては、宇久井辺地債交付税措置分でございます。 

 目３長期前受金戻入2,829万6,000円につきましては、説明欄に記載のとおりでございます。 

 目４雑収益、節１その他雑収益132万2,000円は、前年度に比べまして74万1,000円の増でご
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ざいます。増加の理由といたしましては、平成26年度に本町開催予定であります説明欄記載の

日本水道協会関西地方支部総会開催交付金78万7,000円を受け入れるものでございます。 

 24ページをお願いします。 

 支出でございます。 

 款１水道事業費用、項１営業費用、目１原水及び浄水費8,159万円につきましては、前年度

に比べまして681万4,000円の増でございます。節１給料は、職員１名分でございます。節３の

賞与引当金繰入額55万円、節６法定福利費引当金繰入額９万7,000円につきましては、説明欄

の記載のとおり、会計基準見直しによるものでございます。節４の賃金978万5,000円は、浄水

場臨時職員賃金４名分でございます。節12委託料1,431万円のうち浄水場警備委託534万円につ

きましては、太田川浄水場警備保障委託料及び宇久井浄水場機械警備委託料でございます。太

田川浄水場につきましては、平日の夜間及び休日の管理業務を委託しているものでございま

す。膜モジュール薬品洗浄作業委託561万6,000円につきましては、宇久井浄水場分でございま

す。その他は施設管理に要する委託料でございます。次のページをお願いします。節13手数料

51万7,000円につきまして、市野々地区土地鑑定料及び検便並びに浄化槽の検査手数料でござ

います。節15修繕費は950万8,000円でございます。説明欄記載の取水浄水施設修理930万

8,000円のうち、次亜塩素生成装置修理として505万7,000円を計上させていただいておりま

す。節16動力費3,000万円につきましては、太田川浄水場、市野々浄水場、宇久井浄水場及び

各配水池中継所等、機械の電気料でございます。関西電力の値上げ及び消費税率の増に伴い

417万6,000円の増となっております。 

 目２配水及び給水費2,999万9,000円につきましては、前年度に比べ107万6,000円の減でござ

います。節８委託料608万3,000円のうち、管路情報システム補正業務委託として新規に計上さ

せていただいております。簡水と同じく、平成24年度、25年度の布設がえ分について、道路台

帳の補正等に合わせてシステムの補正を委託するものでございます。26ページをお願いしま

す。節10賃借料257万2,000円のうち218万7,000円につきましては、委託料で説明させていただ

きました管路情報システムの借上料でございます。節11修繕費1,488万1,000円につきまして

は、説明欄記載の修理に要する費用をお願いするものでございます。その他の項目につきまし

ては、前年度と変わりはございません。 

 目３総係費5,377万2,000円につきましては、前年度に比べまして1,384万6,000円の増でござ

います。主なものといたしましては、昨年度退職する職員がいたため、１名減の３名分で人件

費を計上しておりましたが、本年度は従来の４名分を計上させていただいております。また、

会計基準の見直しに伴い貸倒引当金へ繰り入れをするため、27ページに記載の節20の貸倒引当

金繰入額500万円を計上させていただいております。貸倒引当金につきましては、平成26年度

末における未収金を破綻債権、一般債権等に分類し、不納欠損率等により算定された貸倒引当

金必要額がその時点における貸借対照表の貸倒引当金で不足する場合、この予算により不足額

を補う予算であります。27ページをお願いします。節13印刷製本費につきましては、本年７

月、本町で開催される日本水道協会関西地方支部総会に向けてのパンフレット作成のために
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150万円を計上させていただいております。節15委託料につきましては、説明欄記載の委託料

でございます。節22雑費でございますが、関西地方支部総会のため諸費として50万円を計上さ

せていただいております。その他の項目については、前年度と変わりはございません。 

 28ページをお願いします。 

 目４減価償却費１億5,467万5,000円につきましては、説明欄記載のとおりでございます。 

 目５資産減耗費につきましては、前年度と同額計上させていただいております。 

 29ページをお願いします。 

 款１水道事業費用、項２営業外費用、目１支払利息及び企業債取扱諸費4,119万5,000円は、

前年度より12万9,000円増加しております。財務省22件、1,310万4,000円、地方公共団体金融

機構32件、2,739万1,000円でございます。 

 目２の消費税につきましては、本年度400万円、前年度と同額でございます。 

 目３雑支出で78万7,000円につきましては、雑収益で受け入れた関西地方支部交付金を事務

費で支出するものでございます。 

 項３特別損失です。目１過年度損益修正損30万円につきましては、前年度より270万円の減

でございます。不納欠損処理の方法が貸倒引当金の取り崩しとなるため、特別損失としての費

用が不足となったものでございます。 

 目２その他特別損失1,350万2,000円につきましては、那智勝浦道路建設に伴い送水管の移設

が必要となるため、既設管の撤去に係る費用でございます。 

 目３賞与引当金繰入額、目４法定福利費引当金繰入額、目５貸倒引当金繰入額につきまして

は、営業費用におけるそれぞれの引当金繰入額が平成26年度に繰り入れが必要となるものに対

して、平成25年度までに必要となったものでございます。平成26年度の期首に引当金を繰り入

れるための予算で、会計基準の変更に伴い移行仕分けを行うため、平成26年度予算のみ必要と

なるものであります。なお、貸倒引当金1,090万5,000円につきましては、平成25年度末におけ

る未収金見込み額7,350万9,000円を破綻債権見込み額712万1,000円及びその他一般債権

6,628万8,000円に振り分け、破綻債権は全額を、一般債権につきましては直近３カ年の不納欠

損実績率5.7％を用いて貸倒見込み額を計算したものでございます。 

 項４予備費50万円は、前年度と同額計上させていただいております。 

 30ページをお願いします。 

 資本的収入及び支出。 

 収入でございます。 

 款１資本的収入、目１企業債７億6,980万円は、前年度に比べまして２億5,430万円の増でご

ざいます。配水管布設替工事１件、国交省支障移設による送水管布設替工事１件、市野々浄水

場取水施設及び導水管の災害復旧工事に係る実施設計、災害復旧工事１件、簡易水道統合整備

事業に係る企業債でございます。詳細につきましては、支出で御説明申し上げます。 

 項２負担金、目１他会計負担金160万円は、消火栓設置工事４件に係る一般会計負担金でご

ざいます。 
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 目２工事負担金9,055万5,000円につきましては、那智勝浦道路建設に係る二河地内送水管移

設補償金でございます。 

 項３補助金、目１国庫補助金１億2,637万円につきましては、前年度に比べまして1,409万

6,000円の増でございます。簡易水道統合整備事業費補助金は１億1,847万円、復旧費国庫補助

金が790万円であります。 

 31ページをお願いします。 

 支出でございます。 

 款１資本的支出、項１建設改良費、目１固定資産購入費、節１備品購入費10万円につきまし

ては、量水器購入費でございます。 

 目２送水施設整備費１億3,000万円につきましては、３月に今年度予算を減額し、26年度当

初予算で再度計上するものでございます。二河地内送水管布設替工事で、ダクタイル鋳鉄管、

口径600ミリメートル、延長650メートルの移設工事費でございます。 

 目３配水施設整備費3,464万円につきましては、説明欄記載の天満地内配水管布設替工事等

２件と旧浜ノ宮配水池解体撤去工事を予定しております。旧浜ノ宮の配水池解体撤去工事につ

きましては、台風12号被災までは使用しておりましたが、市野々浄水場の水量が不足するた

め、現在は使用しておりません。また、以前より浜ノ宮区より撤去要望があり、また消防にお

いて消防デジタル無線局を設置予定のため、消防デジタル無線局が設置された後は配水池の撤

去が難しくなるため撤去するものでございます。配水池の撤去及び鋳鉄300ミリの送配水管

180メートル２本を撤去するもので、事業費は1,023万2,000円でございます。 

 目４災害復旧費5,286万9,000円につきましては、節１委託料2,886万9,000円、市野々地区災

害復旧整備設計業務委託料でございます。市野々浄水場取水施設及び導水管につきましては、

台風12号の土石流により消失いたしました。国交省の砂防計画が進んできたことから、本町の

取水施設の計画も進み、復旧を予定しております。また、導水管及び接合井は国交省の保障に

より国交省において施工していただける部分でございます。節３工事請負費2,400万円につき

ましては、国交省において26年度に川関橋の復旧が行われる予定のため、これに添架する配水

管及び既設管への接合部分に係る工事となります。 

 32ページをお願いします。 

 款１資本的支出、項２簡易水道統合整備事業費、目１浄水施設整備事業費、節１工事請負費

７億8,073万6,000円でございますけども、先ほど簡水で御説明させていただいた事業の上水分

となっておりますので、説明は省略させていただきます。 

 目２事務費1,658万5,000円につきましては、職員１名分の給料及び諸手当でございます。節

６委託料につきましては、統合に係る工事施工監理委託料でございます。 

 次に、款１資本的支出、目１企業債償還金6,246万5,000円は、前年度に比べまして1,626万

円の増でございます。主な要因は、平成20年度に借り入れを行った宇久井簡易水道拡張整備事

業に係る起債や平成23年度借り入れの災害復旧事業債の元金償還の開始に伴い増加となったも

のでございます。 
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 上水道については以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（森本隆夫君） 質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 質疑を終結することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、質疑を終結します。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 討論を終結することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、討論を終結します。 

 採決を行います。 

 議案第18号について原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１２ 議案第１９号 平成２６年度那智勝浦町立温泉病院事業会計予算 

○議長（森本隆夫君） 日程第12、議案第19号平成26年度那智勝浦町立温泉病院事業会計予算を議

題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 事務長八木君。 

○病院事務長（八木敦哉君） それでは、議案第19号について御説明を申し上げます。 

 水道事業会計と同様に、46年ぶりの公営企業会計基準の改正がございました。予算科目、予

算書様式について昨年と変更になっている箇所が幾つかございます。変更箇所につきまして概

要を説明させていただき、該当ページの説明で内容は説明をさせていただきます。 

 それでは、地方公営企業会計制度の改正で平成26年度当初予算の予算科目、予算様式の変更

点について説明させていただきます。 

 なお、科目につきましては、内容は変わらず、順序が変更になった箇所もございます。この

点につきましては総務省の標準予算科目にできるだけ合わさせていただいておりますので、順

番のみの変更等は説明を省略させていただきますので、御了承ください。 

 また、予算書につきましては、通常病院事業分、新病院建設事業分がございますので、それ

ぞれ担当のほうから御説明を申し上げます。 

 まず、予算書６ページをお願いいたします。 

 予算に関する説明書で、実施計画でございます。 
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 収入でございますが、款１病院事業収益、項２医業外収益、目４患者外給食収益、目５長期

前受金戻入が会計基準の見直しにより追加されております。 

 ７ページをお願いいたします。 

 款１病院事業費用、項３特別損失、目２賞与引当金繰入額、目３法定福利費引当金繰入額、

目４貸倒引当金繰入額が追加されております。今回の会計基準の改正により引当金の計上が義

務づけられたものでございます。 

 22ページをお願いいたします。 

 平成26年度那智勝浦町立温泉病院事業予定貸借対照表、本年度分でございます。これは新法

によるものでございます。 

 次の23ページをお願いいたします。 

 (3)投資その他の資産というところで、イ看護師貸付金の次に貸倒引当金というのが追加さ

れております。これも会計基準の改正により引当金の計上が義務づけられたものでございま

す。 

 24ページをお願いいたします。 

 負債の部でございます。 

 ３固定負債(1)企業債となっております。これまでは資本の部、資本金の中の借入資本金で

計上をさせていただいておりましたが、会計基準の改正により負債に計上することとなってお

ります。なお、１年以内に償還期限が到来するものについては４の流動負債に計上するという

ことになってございます。(2)引当金でございますが、イ退職給付引当金が会計基準の改正に

より計上が義務づけられております。 

 ４流動負債(3)引当金、イ賞与引当金が追加になっております。これも同様に、会計基準の

改正により追加になったものでございます。 

 25ページをお願いいたします。 

 ５繰延収益でございますが、今回新たに追加された負債科目でございます。(1)長期前受金

につきましては、会計基準の改正により計上するもので、これまで固定資産の部、資本剰余金

として経理されてきたものでございます。具体的に申し上げますと、国庫補助金等を受けて建

設改良事業を行った場合、国庫補助金は科目に整理されます。その事業により取得した固定資

産の減価償却につきましては、国庫補助金の減価償却見合い分を収益化するという取り扱いに

なったことから、長期前受金として計上するものでございます。 

 26ページをお願いいたします。 

 予定キャッシュ・フロー計算書でございます。今回の改正により義務づけられた新たな財務

諸表ということになっております。この新様式が追加されたことにより、旧法の昨年までの予

算書にございました資金計画の様式が削除をされております。キャッシュ・フロー計算書につ

きましては、１業務活動によるキャッシュ・フロー、２投資活動によるキャッシュ・フロー、

３財務活動によるキャッシュ・フローの３つに区分され、それぞれの区分での現金の増減をあ

らわすものでございます。 
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 27、28ページは、その注記表となってございます。注記表につきましては、財務諸表の作成

に当たり採用した会計処理基準等を開示するために記載しているものでございます。今回の新

しい会計基準において複数の項目で注記が義務づけられておりますので、１つにまとめ、記載

させていただいております。 

 29ページからは実施計画明細書です。 

 次の30ページのほうをお願いいたします。 

 款１病院事業収益、項２医業外収益、目４患者外給食収益、目５長期前受金戻入が追加にな

っております。長期前受金につきましては、先ほど繰延収益で説明させていただいたとおりで

ございます。 

 32ページをお願いいたします。 

 款１病院事業費用、項１医業費用、目１給与費、節12賞与引当金繰入額、節15法定福利費引

当金繰入額、節16退職給付費が追加になっております。会計基準の改正により引当金の計上が

義務づけられているものでございます。 

 36ページをお願いいたします。 

 款１病院事業費用、項３特別損失、目２賞与引当金繰入額、目３法定福利費引当金繰入額、

目４貸倒引当金繰入額が追加になってございます。 

 38ページをお願いいたします。 

 最下段の款１資本的支出、項３投資その他の資産、目１長期貸付金、節１看護師貸付金とな

っておりますが、項と目が変更になっております。 

 以上が今回の会計基準の改正により変更になったところでございます。 

 それでは、予算書の説明をさせていただきます。 

 それでは、１ページをお願いいたします。 

 議案第19号平成26年度那智勝浦町立温泉病院事業会計予算。 

 第１条、平成26年度那智勝浦町立温泉病院事業会計予算は、次の定めるところによる。 

 第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。(1)病床数は150床で、うち60床が療養型とな

っています。(2)年間患者数は９万6,020人で、うち入院４万2,340人、外来５万3,680人。１日

平均患者数は336人、うち入院が116、外来が220人を予定しています。また、主な建設改良事

業といたしまして、施設維持補修工事及び医療機器整備、新病院建設事業を予定しておりま

す。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 収入です。第１款病院事業収益21億5,483万9,000円、第１項医業収益18億5,336万4,000円、

第２項医業外収益３億147万4,000円、第３項特別利益1,000円を予定しております。支出につ

きましては、第１款病院事業費用22億3,303万3,000円、第１項医業費用21億4,807万円、第２

項医業外費用1,310万5,000円、第３項特別損失7,185万8,000円を予定しております。 

 次に、第４条でございますが、資本的収入及び支出の予定額を定めるものでございます。 
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 収入、第１款資本的収入４億155万9,000円、うち4,442万8,000円が現病院、３億5,713万

1,000円が新病院建設に係るものでございます。第１項企業債１億8,650万円、うち1,000万円

が現病院、１億7,650万円は新病院建設に係るものでございます。第２項出資金２億1,505万

9,000円、うち3,442万8,000円が現病院、１億8,063万1,000円は新病院建設に係るものでござ

います。 

 ３ページをお願いいたします。 

 支出でございますが、第１款資本的支出４億2,967万8,000円、第１項建設改良費４億

1,126万2,000円、現病院が5,000万円、新病院が３億6,126万2,000円となっております。第２

項企業債償還金、６件で1,721万6,000円、第３項看護師貸付金120万円を計上しております。 

 資本的収入が資本的支出に対して不足する額2,811万9,000円は、過年度分損益勘定留保資金

及び当年度分消費税資本的収支調整額で補填をさせていただきます。 

 第５条は、債務負担行為をすることができる事項、期間、限度額を2,600万円と定めるもの

でございます。 

 第６条は、起債の目的、限度額、起債の方法及び利率、償還方法を定めるものです。 

 ４ページをお願いいたします。 

 第７条は、一時借入金の限度額を２億円と定めるものでございます。 

 第８条は、経費の流用範囲を定めるものでございます。 

 第９条は、経費の流用の禁止を事項で定めるものでございます。 

 第10条は、たな卸資産の購入限度額を４億6,270万3,000円と定めるもので、材料費の中の薬

品費、診療材料費、医療消耗備品費の合計額となってございます。 

 平成26年３月10日、那智勝浦町長です。 

 ６ページをお願いいたします。 

 ６ページから８ページまでは実施計画でございます。これを詳しく掲載したものが29ページ

から38ページの実施計画明細書でございます。後ほど詳しく説明をさせていただきます。 

 10ページをお願いいたします。 

 10ページから15ページにかけましては給与の明細となっております。職員については114名

の予定となっております。以下、それぞれ記載のとおりでございますので、説明は省略させて

いただきます。 

 16ページをお願いいたします。 

 平成25年度予定損益計算書です。これは旧法でございます。 

 次ページの17ページの下から３行目をごらんになっていただきたいと思います。当年度の純

損失4,751万円を見込んでございます。平成25年度につきましては、予算編成時の１月累計で

対24年度の稼働率を見てみますと1.5％ほど増加してございます。収益は5,400万円ほど増収と

なってきております。しかし、療養型の稼働率が3.8％ほど伸びてはございますが、一般病床

についてはほぼ横ばいの状況です。平均単価は少しずつ上がっておりますが、やはり医療看護

必要度が比較的少なく、一方で介護必要度は高いという社会的要因からの診療報酬の伸び悩み
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はございます。また、外来につきましては、１月末累計で延べ1,315人ほど減少をしておりま

す。収益に換算しますと300万円ほど外来の部は減収となっております。したがいまして、前

年度繰越欠損金と合わせまして25年度の未処理欠損金は５億1,107万8,000円を見込むものでご

ざいます。 

 19ページをお願いいたします。 

 (3)投資、看護師貸付金を合わせました固定資産合計額が右の上段、12億492万8,000円の予

定となってございます。 

 ２の流動資産について、(1)現金・預金が１億6,059万7,000円、未収金が４億4,326万

2,000円、この大部分は国民健康保険団体連合会や社会保険診療報酬支払基金へ請求する診療

収入です。なお、例年と少し未収金がふえておりますが、この未収金につきましては、４条の

新病院への出資金9,527万円の支払いが少しおくれておりますので、その分が含まれておりま

すので、少し大きくなってございます。(3)貯蔵品、(4)前払金、合わせまして流動資産計６億

2,644万4,000円、資産合計といたしまして18億3,137万2,000円となる予定でございます。 

 20ページをお願いいたします。 

 負債の部でございますが、３流動負債の計といたしまして２億2,089万5,000円、うち(1)未

払金２億2,079万5,000円を予定してございます。 

 次の資本の部をお願いいたします。(1)自己資本の計が13億6,851万4,000円、(2)借入資本

金、イ企業債でございますが、借入資本金計２億1,821万1,000円で、資本金計が15億8,672万

5,000円となる予定でございます。 

 21ページをお願いいたします。 

 ５の剰余金でございますが、(1)資本剰余金と(2)利益剰余金を合わせまして2,375万

2,000円、20ページの３流動負債、４資本金と合わせた負債資本計は18億3,137万2,000円とな

る予定でございます。これは19ページの資産計と合致するものでございます。 

 22ページをお願いいたします。 

 22ページから25ページまでは、平成26年度の予定貸借対照表でございます。22ページと23ペ

ージは資産の部、24、25は負債、資本の部となってございます。 

 それでは、23ページをお願いいたします。 

 (3)投資その他の資産、イ看護師貸付金の下段に、貸倒引当金が追加されております。会計

基準の見直しにより追加されたものでございます。これは看護師奨学金制度で、月５万円、

12カ月、２名分の240万円を計上させておりますが、240万円につきましては、卒後、看護師免

許を取得し、当院へ就職した場合は返済免除となるということになってございますので、将来

の返済がなくなるため、貸倒引当金として計上をすることになってございます。 

 ２の流動資産についてでございますが、(1)現金預金が２億1,199万2,000円、未収金につき

ましては３億7,961万円となっております。下段の貸倒引当金1,084万6,000円を差し引いた３

億6,876万4,000円を計上してございます。国民健康保険団体、社会保険診療報酬支払基金へ請

求し、２カ月おくれで入ってくるものでございます。下段の貸倒引当金につきましては、会計
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基準の見直しにより追加されたもので、患者窓口負担分の未収予定額を計上してございます。

(3)貯蔵品、(4)前払金を合わせまして流動資産計６億234万1,000円、資産合計が20億7,917万

円となってございます。 

 24ページをお願いいたします。 

 負債の部、３固定負債、(1)企業債となっております。これまでは資本の部、資本金の中の

借入資本金で計上をさせていただいておりましたが、会計基準の改正により負債に計上するこ

とと変更になってございます。なお、１年以内に償還期限が到来するものについては流動負債

に計上をさせていただくということになってございます。(2)の引当金でございます。退職給

付引当金4,841万8,000円につきましては、従来の会計基準では将来支払う退職金や年金は債務

とみなされることはございませんでしたが、新しい会計基準では退職給付金は将来発生する債

務と位置づけられます。そういったことから、引当金として計上が義務づけられたものでござ

います。 

 ４の流動負債の合計額が２億253万2,000円、(2)未払金１億2,546万7,000円を予定しており

ます。(3)引当金、イ賞与引当金につきましても会計基準の見直しにより追加されたものでご

ざいます。6,063万6,000円を計上させていただいております。賞与引当金につきましては、職

員の賞与の支払いに備えて設定するものでございます。 

 25ページをお願いします。 

 ５繰延収益、(1)長期前受金につきましては、償却資産の取得または改良に伴って交付され

ます補助金等で、長期前受金として繰延収益として計上した上で、減価償却見合い分を順次収

益化するための勘定科目でございます。会計基準の見直しにより追加されたものでございま

す。 

 次の資本の部をお願いいたします。 

 ６資本金、(1)自己資本金が15億8,357万3,000円となる予定でございます。 

 ７の剰余金につきましては、(1)資本剰余金と(2)利益剰余金の合計額が20億7,917万円とな

る予定でございます。これは23ページの資産計と合致するものでございます。 

 26ページをお願いいたします。 

 このページは、平成26年度の事業予定キャッシュ・フロー計算書でございます。今回の改正

で新しく義務づけられた様式でございますが、貸借対照表や損益計算書からでは年度内の資金

がどこから調達され、何に使われたかということを直接把握しづらいというところがございま

した。企業がどのように資金を調達し、何に使用したかを示す、いわば１年度期間の企業の資

金繰りをあらわす財務諸表と位置づけられております。 

 27、28ページには、注記表とさせていただいてございます。 

 なお、先ほども少し説明させていただきましたが、この様式が加わりましたことで従来の資

金計画の様式は削除されております。 

 29ページをお願いします。 

 実施計画明細書でございます。この29ページと次の30ページは収入の明細になってございま
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す。 

 款１病院事業収益、項１医業収益、目１入院収益は10億7,193万2,000円で、前年度に比べて

3,387万3,000円、3.2％の増。説明欄記載のとおり、急性期で１日平均72人、１日平均単価が

３万400円、前年度より1,400円増で見込んでおります。また、療養型は１日平均44人、４名増

の診療収入で、１日平均１万7,000円、1,000円の増を見込んでおります。 

 次に、目２外来収益でございますが、７億2,468万円を計上しております。前年度より73万

2,000円、0.1％の増、１日平均220人、１人１日平均診療収入が１万3,500円、また診療収入は

600円の増を見込んでおります。 

 目３その他医業収益といたしまして5,675万2,000円、前年度より428万円、8.16％の増を見

込んでおります。内訳といたしまして、節区分、室料差額収益2,388万5,000円、以下それぞれ

の金額を計上しております。増額分に関しては消費税の増というところを見込んでございま

す。 

 病院事業収益につきましては、25年度の診療報酬額、また平成26年度診療報酬改正を算出基

礎とさせていただいております。 

 30ページをお願いします。 

 款１病院事業収益、項２医業外収益、目２他会計補助金１億7,325万5,000円、目３負担金及

び交付金8,010万3,000円につきましては、一般会計からの繰入金でございます。１億7,325万

5,000円につきましては地方公営企業法17条の３、他会計負担金につきましては17条の２とい

うことになろうかと存じます。 

 目４患者外給食収益は、医師の昼食料で、昼食を病院で食している医師から徴収をしている

ものでございます。 

 目５長期前受金戻入は会計基準の改正により計上するもので、これまで固定資産の部、資本

剰余金として計上されてございました。具体的に申し上げますと、国庫補助金を受けて建設改

良を行った分、国庫補助金は科目に整理され、その事業により取得した固定資産の減価償却分

に合った分を収益化するという新しい会計基準により追加になったものでございます。

4,161万3,000円を計上しております。 

 目６その他医業外収益は、フイルムコピー代、病院実習謝礼、洗濯料など568万4,000円を計

上してございます。 

 31ページをお願いいたします。 

 このページから38ページまで、支出の明細を記載してございます。 

 目１給与費についてでございますが、12億6,556万5,000円、前年度に比べ4,847万5,000円の

増、医師９名、看護師57名、准看５名、医療技術員33名、事務員10名、計114名分の給料と手

当として計上をさせていただいております。 

 なお、4,847万5,000円の増となってございますが、これは後ほど説明させていただきます引

当金の計上が義務づけられたもので、実質的には４ページをごらんください。４ページの第９

条にございます職員給与費12億1,362万3,000円で、対前年比は346万7,000円、0.3％の減とな
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ってございます。 

 32ページにお戻りください。 

 節区分12賞与引当金繰入額でございますが、会計基準の見直しに伴い、当期の負担に属する

金額を賞与引当金へ繰り入れをするものでございます。13賃金は、眼科、耳鼻咽喉科、循環器

内科、糖尿内科等の診療応援や当直応援医師に対する賃金、看護補助者、受け付けなどの臨時

職員の賃金となっています。節15法定福利費引当金繰入額につきましては、12賞与引当金繰入

額の追加に伴い、実際に賞与を支給したときに発生する社会保険料、共済保険料が期間計算に

大きな影響を与えるため、計上を義務づけられてございます。26年度は907万7,000円を計上し

てございます。節16の退職給付費4,841万8,000円を計上しております。節12賞与引当金、節

15法定福利費引当金、節16退職給付費につきましては、会計基準の見直しに伴い追加されたも

ので、それぞれの引当金へ繰り出しをいたすものでございます。 

 33ページをお願いします。 

 目２材料費４億8,796万2,000円、前年度より108万2,000円、0.2％の減となっております。 

 目３の経費でございますが、２億7,639万6,000円、前年度に比べ1,643万3,000円、6.3％の

増、節７光熱水費の電気料2,799万4,000円、前年度に比べ424万3,000円、17.9％の増でござい

ます。電気料金の改定並びに冷暖房時間を延長したことによる増額でございます。節８燃料費

につきましても、重油単価の増、暖房時間の延長等が主な要因でございます。節11修繕費につ

きましては、昨年と同額1,700万円を計上させていただいております。建物及び医療機器の老

朽化に対処をしてまいります。34ページをお願いします。節区分13賃借料2,729万4,000円、前

年度より631万4,000円、30％増につきましては、前年度まで取りかえ費として予算化をさせて

いただきました寝具が賃借料に変更計上をさせていただいたことによるものでございます。節

区分15委託料１億5,309万5,000円、前年度より2,686万4,000円、21.5％増につきましては、昨

年まで手数料で計上してございました臨床検査業務1,617万2,000円を委託料へ変更計上をさせ

ていただいてございます。増分は検査件数がふえておりますので、消費税分と合わせて308万

4,000円の増を見込んでございます。電算機器保守料が電子カルテ導入に係る機器の増によ

り、消費税分と合わせて332万6,000円の増、また物品・物流管理システム委託777万6,000円を

新たに計上をさせていただいてございます。ほかは消費税分の増はございますが、例年と大き

くは変わってございません。 

 35ページをお願いいたします。 

 目４減価償却でございますが、１億569万7,000円、前年度に比べ638万9,000円、6.4％の

増、前年度導入の電子カルテシステム、医療機器、車両の償却が主な要因となっています。 

 目５資産減耗費でございますが、１たな卸資産減耗費100万円、固定資産除去費として前年

同様200万円を計上しております。 

 目６研究研修費は、研修講師への謝礼として節区分１謝金40万円を計上させていただいてご

ざいます。学会出席等の研修旅費並びに看護師研修等で、前年と同額を計上をさせていただい

ております。 
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 36ページをお願いします。 

 項２医業外費用でございますが、目１の支払利息及び企業債取扱諸費が830万5,000円、前年

度に比べ61万8,000円、８％の減となってございます。これは節区分１企業債利息の増による

ものでございます。 

 その他の目については記載のとおりでございます。 

 項３特別損失でございますが、会計基準の見直しにより目１その他特別損失に加え、目２賞

与引当金繰入額、目３法定福利費引当金繰入額、目４貸倒引当金繰入額が追加をされてござい

ます。目１その他特別損失は、前年と同様150万円を計上してございます。目２賞与引当金繰

入額4,856万7,000円、目３法定福利費引当金854万5,000円につきましては、平成26年度６月支

給に係る分につきましては６月１日を基準にして、その前の６カ月という計算がございますの

で、平成25年12月から平成26年５月のうち、12月から３月分を特別損失として計上をするもの

で、今年限りとなります。今年度につきましては特別損失手当引当金と分けて計上することに

なってございます。平成27年度からは手当と引当金に計上をすることとなります。目４貸倒引

当金繰入額1,324万6,000円を計上しております。行方不明等で４年を経過した破綻更生債権、

また１年から４年未満の貸倒懸念債権、現年等の一般債権を各年度の債権残高に対する不納欠

損の実績値の割合をもとに算出するものでございます。 

 37ページをお願いいたします。 

 資本的収入及び支出でございますが、収入、項１企業債、目１企業債１億8,650万円を計上

しています。通常病院経営分が1,000万円、新病院建設事業分が１億7,650万円となっておりま

す。通常病院事業分では、医療機器購入に伴う資金借り入れを予定してございます。 

 項２他会計出資金は、過疎対策債として一般会計から出資を受けるもの並びに一般会計から

の繰入基準による建設改良費企業債償還分で、２億1,505万9,000円を計上させていただいてお

ります。通常病院分は3,442万8,000円、新病院建設事業分が１億8,063万1,000円となってござ

います。通常病院事業分といたしましては、工事請負費、医療機器購入等に伴う繰入基準に基

づく負担金起債償還分を計上をさせていただいてございます。 

 38ページをお願いいたします。 

 支出でございますが、項１建設改良費として5,000万円を計上してございます。節区分１工

事請負費1,000万円は、病院施設維持補修に充てるものでございます。また、節区分２備品購

入費4,000万円につきましては、各種医療機器の購入に充てるものでございます。起債対象事

業といたしまして、多人数用透析監視装置、機械浴槽等を購入の予定をしてございます。 

 目２新病院建設事業は記載のとおりで、後ほど新病院建設推進室長より説明がございます。 

 項２企業債償還金1,721万6,000円は、前年度に比べ254万6,000円、17.3％の減となっており

ます。 

 項３、看護師貸付金120万円を計上しております。月額５万円、年60万円の２名分を予定し

ております。 

 恐れ入りますが、２ページにお戻りください。 
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 平成26年度予算につきましては、地方公営企業会計制度の見直しにより、第３条予算で

7,819万4,000円の赤字予算となってございます。病院事業収益から病院事業費用を引いた額で

ございます。平成25年度は5,176万5,000円の赤字予算を編成させていただきましたが、結論か

ら申し上げますと、旧法の25年度と同じ予算編成で26年度予算を編成いたしますと、349万

3,000円の黒字予算となります。今回の予算編成につきましては、会計基準の改正により、

32ページの病院事業費用、給与におきまして節12賞与引当金、節15法定福利費引当金、節16退

職給付費がそれぞれ引当金として新たに計上が義務づけられております。また、ページ36ペー

ジでございますが、項３特別損失におきましても、目の２賞与引当金繰入額、目３法定福利費

引当金繰入額、目４貸倒引当金繰入額の計上が義務づけられております。今回の会計基準見直

しでは新たな支出科目の計上が義務づけられておりまして、その影響額が収入におきましては

4,161万3,000円、これは収入増となります。支出におきましては、先ほどの引当金の関係で１

億2,230万円の影響がございました。差し引き8,068万7,000円のマイナス要因がございます。

これらが主な原因でございます。 

 次に、平成26年度の一般会計の繰入額について少し説明をさせていただきます。 

 地方公営企業法17条の２、同法の17条の３、同法18条、また地方公営企業法及び地方公共団

体の財政の健全化に関する法律の施行に関する取り扱いについて総務省基準、地方公営企業拠

出金についてから一般会計からの繰出金額の積算基準例を参考に、ほかの公立病院等の実例も

参考に予算要求をさせていただきました。予算書30ページで先ほど説明させていただきました

が、款１病院事業収益、項２医業外収益、目２他会計補助金１億7,325万5,000円、これは地方

公営企業法17条の３、目３負担金及び交付金8,010万3,000円、17条の２に基づくもので、計２

億5,335万8,000円が第３条、収益的収入への繰入金となってございます。先ほど、予算書37ペ

ージのほうで款１資本的収入、項２他会計出資金、目１他会計出資金２億1,505万9,000円、こ

れは第４条、資本的収入でございます。これら３条、４条合わせますと、平成26年度繰入額は

４億6,841万7,000円となります。これは一般会計予算98ページの款４衛生費、項１保健衛生

費、目10病院費、節28繰出金４億6,841万7,000円と一致するものでございます。 

 現病院経営に関する説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（森本隆夫君） 新病院建設推進室長浪花君。 

○総務課新病院建設推進室長（浪花 潔君） それでは、新病院建設関係について御説明申し上げ

ます。 

 町立温泉病院事業会計予算の３ページをお願いいたします。 

 第６条、企業債についてですが、新病院建設事業に対する企業債の限度額、起債の方法、利

率、償還方法を定めたもので、限度額を１億7,650万円としております。 

 37ページのほうをお願いします。 

 資本的収入及び支出、収入のほうでございます。款１資本的収入、項１企業債、目１企業債

１億8,650万円のうち１億7,500万円、また款１資本的収入、項２他会計出資金、目１他会計出

資金２億1,505万9,000円のうち１億8,063万1,000円につきましては、新病院建設に係るものと
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なっております。 

 38ページをお願いします。 

 支出についてでございますが、款１資本的支出、項１建設改良費、目２新病院建設事業費は

３億6,126万2,000円となってございます。内訳といたしまして、節１工事請負費３億1,860万

円につきましては、新病院建設用地の造成工事費でございます。節２委託料3,777万7,000円に

つきましては、医師住宅等実施設計費と免震構造のための設計地震動作成業務委託、新病院運

営システムコンサルティング業務委託となっております。節３雑費488万5,000円につきまして

は、建設確認申請、免震構造検査手数料等となってございます。 

 それでは、町立温泉病院会計予算の資料のほうをごらんいただけますでしょうか。 

 図面になってございます。この図面なんですけども、この図面をもとに造成工事の概要につ

いて御説明申し上げます。 

 まず、この造成する敷地の面積でございますが、約１万8,300平方メートルとなってござい

ます。この図面は、向かって左側が国道側、右側が山側、下側が朝日ヶ丘側になってございま

す。オレンジ色の部分ですが、この部分が高くなっておりまして、ここを切り土を行い、緑色

の部分に盛り土する予定になってございます。造成はこの用紙を大体半分に折っていただきま

して、右側の部分、山側の部分でございますが、を海抜約9.2メートル、左側、国道側のほう

ですね、のほうを海抜約7.5メートルにする計画でございます。薄黄色のところが擁壁を打つ

ところになってございます。少し見にくいのですが、濃い水色のところが水路となる予定で

す。 

 工事につきましては、分離発注により工期を短縮する予定で行うようにしております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（森本隆夫君） 質疑を行います。 

 ６番湊谷君。 

○６番（湊谷幸三君） １点お尋ねします。 

 会計基準の変更によりということですが、この引当金が来年度になりますと、もう相殺され

るということで、来年度は、ことしは7,000万円強ですかね、それが360万円ぐらいな黒字にな

るということですが。来年度については、これと同じようであればですよ、引当金はもう相殺

されますね、来年度になったら。そうしたら、これと同じ経営だったら360万円ぐらいは黒字

になるという、そういうことですか。 

○議長（森本隆夫君） 病院事務長八木君。 

○病院事務長（八木敦哉君） お答えいたします。 

 実は、引当金につきましては、ちょっと水道事業会計と１カ所違うところがございます。こ

れは退職手当引当金ということがあります。これは将来退職を迎えるであろう全ての退職金を

予算を計算します。それで、まずそれではかなりの金額になります。もう数億円ということに

なりますので、今回の会計基準では、これを15年かけて計上しなさいという約束事がありま

す。ただし、これは引当金でございますので、現金支出を伴うものではございません。ですか
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ら、今インターネット等、またテレビのニュース等でもよく報道されているのが、今まで何十

年も黒字を続けていた病院が今回の改正によって予算上は赤字になるというところがかなり出

てまいります。ただし、先ほど言いましたように、現金支出を急に伴うものではございません

ので実質的な影響はございませんが、やはり今回の会計基準で大きくうたわれているのが、や

はり独立行政法人化をされている病院、民間企業病院と比較対照しやすくなるという目的でや

られたものです。ですから、公立病院によっては今までせっかく何十年も黒字化を続けてきた

病院が赤字に転落するという現象は起きますが、一方で現金にはさほど影響は受けないという

状況がしばらく続くと思います。ただし、今回の改正で、私も事務長部会等で先輩の事務長方

に御相談を申し上げたんですが、やはり混乱を招くということで、一度に上げるということは

まず無理だというところで、今回はちょっと見合わせたいと。これは町当局とそれなりの文書

を交わして、町当局で持ってくれとか、そういう方式をとるところもあると聞いております

が、病院企業会計の場合はこれは義務づけられておりますので、いずれにせよ計上をするとい

うことになってまいります。ですから、15年をめどに、この退職の給付費の引き当てに関して

は計上をし続けると、現在の法律ではそのようになってございます。 

 以上でございます。 

○議長（森本隆夫君） ６番湊谷君。 

○６番（湊谷幸三君） 大変申しわけないんですけど、病院の職員も退手組合入ってるんと違いま

すか。退手組合へ積み立てているということもありますんで、これ一概に退職金を全部退職金

積み立てとして計上しなければならないというのもちょっと疑問に残るんですけど、その点ど

んなんですかね。 

○議長（森本隆夫君） 病院事務長八木君。 

○病院事務長（八木敦哉君） お答えいたします。 

 この計算につきましては、退手組合の積立金は加味されております。ですから、現に要る分

から退手組合分を差っ引いて、それを15年で計算するということになりますが、もしも退手組

合の積立金が不足している場合はマイナスになって膨れてくるという現象が起こってまいりま

すので、退職手当の積立金を加味した上での計算にさせていただいております。 

○議長（森本隆夫君） ほかにありませんか。 

 ８番東君。 

○８番（東 信介君） 図面の件なんですけど、これ図面でいうたら、どっちになるんかな。上側

のこの道路の拡幅なってると思うんですけど、実質どのぐらいに。これ擁壁の横に赤いライン

が入ってて、多分これ拡幅分ですかね、これ。この辺ちょっと教えてください。 

○議長（森本隆夫君） 新病院建設推進室長浪花君。 

○総務課新病院建設推進室長（浪花 潔君） お答えさせていただきます。 

 この拡幅部分につきましては、申しわけございません、ちょっと資料のほうを持ってござい

ませんので、後ほどちょっと調べさせてもらって回答させていただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 
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○議長（森本隆夫君） ３番下﨑君。 

○３番（下﨑弘通君） ちょっとお聞きさせていただきます。 

 ことしについては、引当金の関係があるんで340万円ほどですか、黒字になると、実質的に

は黒字になるという説明だったんですけども、昨年5,176万5,000円赤字予算となったと。それ

で、ことしも形としたら7,819万4,000円の赤字という形なんですけども、これについて経営の

健全化計画のようなものはつくられているのかどうか。そしてまた、見た目がこういう形で赤

字なんで、企業債等の借り入れに財務事務所とかそういういろんなところの指導を受けたり、

相談すると思うんですが、そういうところでの指導とかはないのかどうか、その点ちょっと確

認させてください。 

○議長（森本隆夫君） 病院事務長八木君。 

○病院事務長（八木敦哉君） お答えいたします。 

 病院の経営改革プランにつきましては、実は平成23年度まで策定してございました。これは

受診率、病床稼働率が70％以上、黒字化を目指すという計画でございました。これにつきまし

ては、達成をしたというところで、24年度からの分は策定はしておりませんが、やはり24年度

の赤字額がかなり大きかったというところで、病院内で経営改善計画はつくってございます。

これはまず診療収益をどのぐらい上げるかと。無理せずにどのぐらい上げれるのかというとこ

ろがございます。それとまず、稼働率を上げるということがまず財務事務所等で言われます。

いかに平均単価を上げても、病床の稼働率が低いと将来的な影響が大きいというところで、そ

ういう視点を示して、財務事務所等には説明をさせていただいておりますが、やはり稼働率と

収益を上げるというところはかなりシビアな指導等はあったということは聞いておりますが、

今回の平成26年度の診療報酬の改定の答申が先ほどやっと出ました。その中で、当院の今後の

課題となると思いますが、病床稼働率が実は看護師数は余り変わらずにかなり上がってきてま

す。これはやはり地域医療連携室なり何なりの退院指導と退院の支援というところがかなり効

力が出てきております。ただ、私がよく社会的要因によるということを言いますが、実は今回

の診療報酬の改定で地域包括支援病床というのが新設されます。これは病床分ががらりと機能

が変わってまいります。これによって当院の場合は、じゃあすぐに置きかえたら増収になるか

というと、もう単純に考えるとかなりの増収になるんですが、いかんせんこれは病院単独では

なかなかできない仕組みになっています。というのは、これは地域包括ケアシステムというの

がもう以前からうたわれておりまして、これはもう福祉、介護とそういう連携の中で病院はど

のような立ち位置でやるかというと、そういう地域ケアシステムというのがあるんですが、こ

れは開業医、ケアマネ、介護保険部門、社会福祉部門が全部かかわって、その地域の御高齢の

方を見守っていくというようなシステムでございます。その中で病院はどのような立ち位置で

いるかというと、先ほど言いましたように、地域包括支援病床というのを持てば、もし御病気

になられて急な入院が出てきた場合は入院をさせると、それだけの役目です。ただし、これに

は条件つきがありまして、在宅復帰率を達成しないとこの基準は守られないというところがあ

ります。先ほど議員の御質問のとおり、診療報酬によってがらりと今回は今後の方針が変わっ
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てくるところもありますが、やはり病床稼働率は維持していきたいと。内科部門が充実してき

たので平均単価が上がってるというところで、やはり健全経営に向けて努力はしてまいる所存

です。このようなことは財務局にも説明はさせていただいております。 

 以上です。 

○議長（森本隆夫君） ３番下﨑君。 

○３番（下﨑弘通君） 病床の稼働率の向上ということで健全経営を目指すというようなことも今

言われたんですけども、１ページの見ましたら、入院のほうは年間患者数は変わらないんです

けども、外来は減ってきている形ですよね。それで職員数見ましたら、25年で、25年といいま

すか、24年からですね、25年までで医療技術員が12名ふえている。そしてまた、新たに本年度

でまた１名ふえていると。医療技術員がこのようにふえてきて、看護師のほうはまた減ってい

る。そして、その前に医師のほうも減ったというような形の中で、医療技術員、この11名もふ

やすだけの必要があるのかね。健全経営するためには職員数の見直しといいますか、職員数に

ついても十分検討しませんと、これは義務費になりますんで、給料は絶対下がらないんで、も

うやめない限りは減りませんので、そういう点のほうはどのように考えているのか、ちょっと

教えていただきたいと思います。 

○議長（森本隆夫君） 病院事務長八木君。 

○病院事務長（八木敦哉君） お答えいたします。 

 医療技術員がふえているということでございますが、実は医療技術員、臨職でリハビリの理

学療法士、作業療法士等を雇用しておりました。これに関しては、かなり和歌山県立医科大学

からも御要望があったんですが、やはり同じ理学療法をする上で、同じ施術をする上で、なぜ

臨時職なのかという疑問も呈されたところでございまして、総数は変わっておりませんが、一

応正職化をしてくださいというところで、これはもう現場からの声もございまして、やはり同

じことをやるのに、そういった方を臨職と正職と分けておくのはおかしいというところで、ふ

えたという形はとらせていただいております。ただし、総数自体は変わってございません。 

○議長（森本隆夫君） ３番下﨑君。 

○３番（下﨑弘通君） 確かに、臨時職と正職員の差というのは年間の給与の関係でもいろいろと

差が出てくると思うんですけども、ただ健全経営、経営が苦しいのに、そういう、わざわざ臨

時職を正職員にすると。一般会計のほうで見ましたら、保育士なんかでも正職員が少なくて、

臨時職が何十名と採用しているわけですね。それも必要で雇っているんですけども、臨時の場

合は１日当たりの賃金で保育士なんかでもやっていると。あの予算の中で28名か30名ぐらいあ

ったと思うんですけども、そういう数が臨時でいっていると。ですから、ただ病院経営の中で

別にやっているんだから、特別に臨時職を正職員にするとかそういう、経営が黒字で十分回っ

ているんでしたら、それもよろしいかと思うんですけども、大変厳しい中で、これからも新病

院の関係で企業債とかそういうものを借りていかんならん中で健全経営を目指していかんな

ん、そういう中で、これについてはやはり検討していただいたほうが。これは採用してますん

で、もう今さらやめろとは言えませんけども、今後の検討課題というか課題、対策としてして
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いただきたいと思うんですけど。新聞なんかで見てましたら、毎年病院のほうも採用してます

んで、これだけ人が要るんかなというようなことも考えるわけなんですけども、その点どうで

しょうか。 

○議長（森本隆夫君） 病院事務長八木君。 

○病院事務長（八木敦哉君） お答えします。 

 先ほど申し上げましたように、これは主にリハビリテーションの理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士の増減というふうなことでございます。実は、当院、過去はかなり少ない人数で理

学療法やっておりました。和歌山県立医科大学からリハビリテーション科を招いて、スポー

ツ・温泉医学研究所等で、まずこの理学療法士の方も実はスポーツ・温泉医学研究所で研究を

します。やはり若手の優秀な人材を集めるというところで当初はよかったんですが、やはり雇

用条件でかなり差があるということで、現場からかなり問題が出てきておりました。やはり経

営ということを考えれば、かなり少ない人件費を抑えるというのがもうあくまで基本です。こ

れは私どもよくわかっておりますが、やはり新宮保健医療圏の中の当院の位置づけというのが

リハビリテーションの拠点病院となる、するというふうにうたわれております。ですから、リ

ハビリを看板にこれからやっていく病院にあっては、やはり優秀な若手の人材を集めるという

ところで、実はもう臨職ではなかなか募集しても来ないという状況があります。ただし、この

若い方たちは実は大体３年から５年で他院に移ります。これはあくまで当院がそういう若手を

集められるというのは、やはりスポーツ・温泉医学研究所で彼らは和歌山県立医科大学の修士

の資格を取れるというところもございまして、やはり雇用の形態でリハビリに関してはなかな

か差がつけられなかったというのが現状でございます。ただし、今後人員削減計画も実は策定

しております。電子カルテ導入に係って、医師事務作業補助も養成しておりますが、それが軌

道に乗ってくれば、カルテ等の配布だとか、そういうことがなくなりますので、かなりの人員

削減ができようかと思います。これにつきましても将来の経営の人件費の試算も行っておりま

すので、その辺で御了承願いたいと存じます。 

 以上です。 

○議長（森本隆夫君） 新病院建設推進室長浪花君。 

○総務課新病院建設推進室長（浪花 潔君） 先ほどの８番議員の質問に対してお答えさせていた

だきます。 

 この図面の上のほうのこの道路沿いのところの部分ですけども、今約３メートルぐらいかと

思うんですけども、それを５メートルに拡幅する予定でございます。 

 以上です。 

○議長（森本隆夫君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 質疑を終結することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、質疑を終結します。 
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 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 討論を終結することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、討論を終結します。 

 採決を行います。 

 議案第19号について原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本隆夫君） 異議なしと認め、本件は原案のとおり可決されました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              14時54分 散会 

 


