写真は既存のレ・コードパーク内の遊具です。

平成

年度当初予算の審議

予算審査特別委員会
事業予算と質疑Ｑ＆Ａ

一 般 会 計（歳出）
議会費
【議会費の主な事業】

▼議会だより発行（年４回）
▼議会用備品購入費

総務費
▼清掃業務委託
竹中委員
各課毎に予算を計上しているが契約
方法は。
中村総務課長

行することはできない。

竹中委員

業務は町内業者が行っているのか。

中村総務課長

基本的には町内業者であるが、特殊

な業務は町外の専門業者としている。

▼車両購入費

秋山委員

購入する車両内容を伺う。

中村総務課長

年車で近年故障も多いこと

町長用の車両を購入する。現在の車

両は平成

から、更新時期と考えた。

芳住委員

既存の車両の処理はどうするか。

中村総務課長

町民に公売する。

▼ＯＡ備品購入費

氏家委員

のＯＳの更新状況はどうなっているか。

学校や役場で使用しているパソコン
に分けて行っている。

新しいものに替え難い。

プリケーションがまだＸＰ主流のため、

依然ＸＰを使用している。業務用のア

学校はタブレットを使用し、役場は

中村総務課長

会計法や予算の執行上、他の会計に

中村総務課長

一括で入札した方が効率的でないか。

竹中委員

委託内容によって、入札や随意契約

１３

増減率

4.6％
▲14.4％
▲43.3％
3.5％
▲１.4％
▲3.0%
13.0％
▲41.1%
▲1.7％

増減額
2億2100万円
▲3億4344万円
▲1億8913万円
760万円
▲1318万円
▲205万円
3865万円
▲1億8533万円
▲1億2244万円
前年度
48億2400万円
23億8717万円
4億3717万円
2億1922万円
9億1274万円
6884万円
2億9791万円
4億5129万円
72億1117万円
今年度
50億4500万円
20億4373万円
2億4804万円
2億2682万円
8億9956万円
6679万円
3億3656万円
2億6596万円
70億8873万円
区
分
一般会計
特別会計
簡易水道事業特別会計
下水道事業特別会計
国民健康保険特別会計事業勘定
後期高齢者医療特別会計
介護サービス特別会計事業勘定
国民健康保険診療所事業特別会計
総
計
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属するものを一つの会計にまとめて執

議会だより

３

平成28年度予算 ７会計

◎審議の内容を以下に掲載していますので、
どうぞゆっくりお読み下さい。

坂東建設水道課長
太陽地区にある町有地の整地。

▼レ・コードパークの管理
秋山委員
ペットの汚物散乱が見受けられるが、
どのような管理をしているか。
坂東建設水道課長
飼い主に処理していただく考えで、

坂東建設水道課長
６月頃が適切と考えている。
ニュータウン含め、あの地域は小さ

武田委員
い子どもがたくさんいる。子ども達の
遊ぶスペースを望む声もあるが。
坂東建設水道課長
今後調査等行い検討したい。

▼本町職員住宅改修工事

て、集約しようと考えている。

▼各種バスの活用

芳住委員

コミュニティバスの運行に伴いデマ

ンド（予約）方式の利用が下がってい

ることだが、最終的にデマンドをやめ

て、コミュニティバスの充実を図るの

か。

佐藤企画課長

年度
本工事は昨年度予定されていたが、

落ちている。対策は今後もう少し様子

と比較して、４割から５割近く利用が

西新冠地区のデマンド運行は
なぜか休止となった。特段事情が生じ

を見て考えたい。

鳴海委員

ない限り、説明の通り今年と来年で終

芳住委員

前年に比べて大幅な増額となってい

秋山委員

▼コミュニティバス運営事業委託料

を行い、可能となれば実施したい。

至っていない。今後も関係者間で協議

現状、空き座席が少ないため実施に

佐藤企画課長

討していたと思うが。

かつてスクールバスの混乗方式を検

えると理解してよいか。
中村総務課長
昨年度予定していたが、東町職員住
宅の基礎部分に問題が発生したため先
に優先した。本工事は事情がない限り
２年で終わらせたい。

▼ レ・コードパーク幼児遊具新設工事
芳住委員
レ・コードパークは水位が高いので
設置場所に適しているのか。処理等含

るが要因は。

主に運行便数増に伴う燃料費等の増

め詳細を伺う。
５歳児までの遊具が不足している実

や、運転業務に伴う人件費の労務単価

佐藤企画課長
態から設置するもので、過去に遊具を

増である。

坂東建設水道課長

設置し安定した場所を遊具ゾーンとし

４

議会だより

竹中委員
インターネットに繋がっているパソ
中村総務課長

コンのＯＳもＸＰか。

としている。

インターネット環境のものは新しい
ウインドウズ７や

▼保健師等養成修 学 資 金 貸 付 金
１２０万円

秋山委員
注意啓蒙の看板も立ててはいるが、散
乱されていれば委託業者で処理してい
る。

▼西泊津町有地スウィートタウン
地先周辺整備工事


武田委員
工事時期は。

２６

対象者は何名か。また、修了後は町
に勤めることは可能か。
１名利用されており、卒業後３年間

中村総務課長
町に勤務してもらうと免除される。

▼町公共施設の電 力 供 給 会 社
堤委員
先般報道でロジテックという会社が
自己破産したが、町との関わりは。
中村総務課長
施設をロジテックから電

高圧電力の自由化が始まった際、役
場庁舎含め

が発生したため、今後は新電力会社と
北電に供給をお願いする。

３８

▼財産管理費―重 機 借 上 料
万２千円


鳴海委員
事業内容を伺う。

ペットのフンは責任もって飼い主が処理しましょう。

１０

力を購入した。その後２月にその問題

１１

武田委員
高校生が以前の公共交通を利用する
佐藤企画課長

▼お試し生活体験事業の効果

近年実績もある事業だが、利用後は

氏家委員
どのようなアプローチを行い何が有効

説明等々しているので重複することは
ない。
【総務費のその他主な事業】

▼ふるさと納税特典購入費
５００万円

▼レ・コードパークメイントイレ
塗装工事


民生費
▼新冠町子ども発達支援センター
事業の課題


▼新冠町防犯協会の会員要件

名で、

会員に定年や報酬等の規定があるか。

長浜委員

佐渡町民生活課長

自治会より推薦いただき現在

定年や報酬等はない。

▼寿入浴券の枚数減

竹中委員

堤保健福祉課長

何か。

町の行財政改革で平成

枚に減らしている。

自治会でも加入手続きを行っている

含めて保護者等と話をしながら理解を

早い段階から相談に乗り、関係機関

でのサービスが受けられない例を聞く

保険のサービスが適用となり、これま

自治会に加入奨励のお願いをする際、

佐渡町民生活課長

が、その場合は町と重複しないのか。

受けていた方が、

歳を過ぎると介護

歳まで障がい者の福祉サービスを

堤委員

▼障がい者のサービス

現状維持としたい。

や満遍なく使っていただく対策と考え、

有 効 と は 思 う が、 現 在 の 利 用 状 況

堤保健福祉課長

町民の福利厚生を考え復活しては。

竹中委員

枚から

年に年間

過去に枚数を減らしているが要因は

４３

時と比べ料金は。
道南バスの定期券を持っている方は
と考えるか。また、今年の予算に反映

反映されていないので今後検討したい。

いる方は少ない状況であり、予算にも

利用実績はあるが、移住を検討して

佐藤企画課長

されているか。

無料で乗せている。以外は１回２００
円としている。

▼公共施設等総合 管 理 計 画
策定事業委託料


鳴海委員
①本件に調査費は伴わないのか。

氏家委員
相談内容が多岐にわたり、今後は作
業療法士等の専門職の配置が課題との
ことだが、委託相手と協議はしている
か。また、人材育成の確保にどのよう
に関わっていくか。
堤保健福祉課長
相手とは正式に協議していない。人
材育成の確保等も現在検討している。

２４

②温泉も公共施設の中に含まれると理

件で、今年度は

▼管内地方税滞納整理機構負担金
１６０万６千円


伹野委員
前年度は依頼件数

名と判断した。うち８名は継

伹野委員
説明で、正しい情報発信をしていく
とあるが具体的には。

１５

が、当町での事例は。

▼幼児・児童交通共済掛金
万１千円

続者である。

今年度

滞納繰越額と滞納者数の減少に努め、

杉山税務課総括主幹

いでいるのか。

収できなかった場合は次年度に引き継

件と減少しているが、その年度で徴

２０

深めていく。

堤保健福祉課長

１２

解してよいか。
佐藤企画課長
①前段に全ての建物を専門家が調査し、

年度に

課題等を整理して方向性を出すので、
調査費は次の段階となる。
②温泉はすでに老朽化調査を
実施しているので、その内容を活用す

１５

長浜委員
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る。

▼新冠ふるさと会 交 流 事 業 に
おけるふる さ と 納 税 の 推 進


長浜委員
実績等を伺う。
月頃、東京新冠会の方に訪れ

中村総務課長
例年

た際に宣伝をしている。納税された件

６５

６５

１５

２６

数等は多いため把握できていない。

議会だより

５

１０

経験者も含める拡充をしてはどうか。
堤保健福祉課長
今後調査を行い検討したい。

▼高齢者等買い物支援事業補助金
４３３万３千円


これまでは商工会とＡコープの共同

町内には、別に車両を持ち移動販売

はないか。

栄養バランスの指導等行うのが本来で

不定期ではなく、月に１回行うなど

芳住委員

している業者がおり、本事業により影

芳住委員

響を受けることもあるので、その業者

堤保健福祉課長

希望者や町が必要と見た家庭に設置

堤保健福祉課長

設置目標数や達成率等は。

長浜委員

▼ 老人等緊急通報システム導入事業

導が必要であれば都度行っている。

献立等の確認は常に行っており、指

にも燃料代等補助すべきでないか。商
工会加入者のみの事業か。
堤保健福祉課長
その問題も含め改善に向けて検討し
たい。

▼ふれあい夕食事業

昨年より社会福祉協議会から別業者

芳住委員

している。耐用年数５年を見込み更新

堤保健福祉課長
条例は、他の事業に係る対応も考え
て お り、 ふ れ あ い 夕 食 は 町 が 受 け 付
けから配送の手配まで行い、お弁当の
作成と配送は外注する形で主体は町が
芳住委員

行っている。
管理栄養士による提供メニューの監
修とあるが、月にどの程度携わり指導
しているか。
堤保健福祉課長
月に何回ではなく不定期に関わりな
がら、業者のメニューの相談含めて指
導等行っている。

６

議会だより

堤保健福祉課長
事例はない。介護保険移行後は町独
自の取り組みとなるので、負担増にな
らない対応を考えていく。

▼勤労者教育文化 事 業 補 助 金
万円
メーデー開催の補助金だが、説明で
であったが、今年から商工会のみとな

堤委員

他事業所の労働者の参加拡大を図りた
り町も世話になる中、商工会が負担す
る５万円と、参加店舗が１％負担する
堤保健福祉課長

考え方を伺う。

に委託しているが、関係条例では「社

事業当初より、車両及び人件費に係

が、一般の労働者も参加できるようチ

しており、達成率は１００％としたい。

各店舗の収益までは把握していない。
芳住委員
ある程度収益があれば、人件費や事
務費は登録している店舗で賄うのが当
然ではないか。
堤保健福祉課長
事業の改善に向けて今後協議したい。

ることができる。」とあるが問題ないか。

会福祉法人または指定管理者に行わせ
年には方

くものとなっている。現在商工会と事
業の課題等調整しており、

店舗の純収益の見込

針を出せると思っている。
芳住委員
登録している
堤保健福祉課長

２９

売上は６００万円を見込んでいるが、

２０

▼家族介護者リフレッシュ事業の用途
堤委員
説明では３泊４日を１回受けられる
とあるが、１泊２日を３回に分けるな
堤保健福祉課長

ど、使いやすく柔軟な対応が取れないか。 みは。
そのように考え規定を改正し対応す
る。

▼ 家族介護者ヘルパー受講料支援事業
堤委員
対象者を現在介護している方に限定
するのではなく、過去に介護していた

もしもの時はこれで緊急通報して下さい。

ラシ等で周知をしていると伺っている。 る分は町が補助する経過で負担いただ

実施者はメーデー実行委員会である

島田産業課長

るか。

いとあるが、どのような指導をしてい

芳住委員



２５

▼成年後見制度利用支援事業
山本社会教育課長

きるかとの声があるが。
堤保健福祉課長

るか。

堤保健福祉課長

今年度は住民に講演会を行い、検査

や除菌について正しく理解をいただき、

来年度から中学生の検査を検討してい

受診率向上のため、診療所医師の協
力も得て取り組む。分析は今後細かく

く。

る。

①有償ボランティアとして活動いただ
②希望者がいればバスを利用いただき、 行う。

前年度にフォローアップ研修の開催

伹野委員
とあるが、開催数や参加者数、成果は

竹中委員

少年団活動が始まる時間まで児童館で

ているが、プライバシーの配慮を強化

堤保健福祉課長

検査を取り入れてはどうか。

検査方法は安全性を考慮し、内視鏡

しては。

▼インターンシップ報償金
（保健師採用事業）
８万８千円



芳住委員
保健師の採用は苦慮しているか。
堤保健福祉課長
大変苦慮している。
芳住委員
本事業で職場体験してもらえば、間

町等に依頼する。

７月以降を考えており、その間は隣

佐渡町民生活課長

頃か。

工事は影響がない時期と思うがいつ

長浜委員



▼新冠町霊葬場２号火葬炉
拡大改修工事

する。

国もその動きのため動向見極め検討

【民生費のその他主な事業】

９万円

改善に向けて内部で検討する。

堤保健福祉課長



武藤委員

▼妊婦健診交通費助成金
９９万７千円

▼出産時宿泊費助成金

衛生費

▼新栄開拓婦人ホーム屋根塗装工事

▼共栄生活館外部改修工事

健診は主に保健センターで実施され

堤委員

どうであったか。また、今年度も前年
預かる。

名で、高い意

度同様にこの研修を開催し、制度づく
りを図るのか。
堤保健福祉課長
１回開催し参加者は
識を持っていただいたと感じている。
今年度も同様に進めていくが、すでに
相談が数件ありこの事業は重要と考え
ている。

▼いきいき１００歳体操推進事業
５万円


長浜委員
新規事業のこの予算の中身は何か。
堤保健福祉課長

北海道でも助成事業を道議会で審議

違いなく当町に勤めてもらえるか。

高齢者でも継続すれば筋力アップが

図れるエクササイズに使用するもので、 中である。可決された後は町の事業と

▼霊園・霊葬場管理事業

伹野委員

①高齢者事業団が担う業務は何か。火

葬も行っているのか。

②来年度以降、業務を町内業者への全

にあたり複数の候補があったのか。ま

面委託が計画されているが、業者選定
今年度ピロリ菌に対する講演会の費

のか。

た、それに伴い経費の節減が図られる
は。

用を計上しているが、今後の取り組み

竹中委員

▼新冠町が取り組むピロリ菌検査

結びつかない。

この取り組みをしなければ採用には

堤保健福祉課長

率が上がらない状況をどう分析してい

様々な取り組みをしているが、受診

堤委員

▼各種健診の受診率

討する。

後日正式な通知等を受理してから検

堤保健福祉課長

腕や足等に付けるおもりの費用である。 重複すると思うがその取り扱いは。

▼児童館運営事業
伹野委員
①前年度までボランティアの方の参加
もあったと思うが今年度は。
②朝日小学校の児童もスクールバス
に乗せて参加させるが、保護者からス
ポーツ少年団の関係で、バスに便乗で

議会だより

７

１０

農林水産業費
▼中山間地域等直接支払制度事業
２７５万３千円


竹中委員

島田産業課長

加できるか。

②男女関係なく前回の参加者も再度参

んでいる計画であったが支障は生じな

①対象者の範囲を拡大したこと。

期計画等では、毎年新規就農者を見込

島田産業課長

②そのように考える。

いのか。
①過去、独身の方は就農まで結びつい

て お り、 競 争 の 激 し さ 等 か ら 現 状 に

②農業支援員制度は全国的にも広がっ

ポートセンターを開設している。この

①道も婚活事業に力を入れており、サ

伹野委員

ていない状況を考慮した。

至っているため、町も関係イベント等

名とした理由は。

を道のサポートセンターに提供し、女

島田産業課長

性参加を募ってはどうか。

①まだ提供していないので今後活用し

たい。

②積極的に活用したい。

▼土壌分析業務委託料

鳴海委員

目的や調査項目と受託先を伺う。

農業者が行う施肥を目的に、畑や水

島田産業課長

田等の土壌分析を行う。受託先は新ひ

だか町。

長浜委員

事業中アロケーション負担３７０万

円の説明があり、これは配分や割り当

８

議会だより

佐渡町民生活課長
①霊園内の管理を委託しており、火葬
業務の補助は、事業団とは別の町内業
者に委託している。
②火葬業務を将来的に、業者に委託し
たいと考えており、経費節減は内容に
今回の事業内容は。

るがなぜか。

②今年度開催する婚活イベントの情報

情報を婚活希望者に提供しているか。

万円

に出向くなど対策を図りたい。

▼産業後継者婚活事業補助金


氏家委員
今年度は対象者を拡大する以外、事
業内容は同じか。
島田産業課長

長浜委員

伹野委員

よっては図れると思う。
島田産業課長
システム導入やその保守の経費で、
事業に係る予算は補正対応とする。
竹中委員
事業内容の確定はいつ頃か。
システム納品後に現地確認等を行い、

島田産業課長
対象農地を確定させてからとなる。
竹中委員
３月末に各地域で人・農地プランの

対象者を従来の農業者に漁業者・商
議する。
氏家委員

島田産業課長

ては。

女性参加者を増とする対策を強化し
だき、６月末を目途に計画を作ってい

昨年度は、チラシのＰＲや主な町内
企業へ呼びかけ等したが町内からの参
加はなかった。今年度は町内企業への

②過去２年は１名の採用しかなかった

①今回参加者を

▼農業支援員派遣事業

ただく。

地が確定した段階で相談をさせていた

別に考えており、４月に入り対象農

島田産業課長

象地域はそれも含めて説明されるのか。 工業者を加えるが、内容は参加者と協

説明会が行われるが、中山間事業の対

９４

訪問含めチラシのＰＲも繰り返し行う。 ▼ 畑地帯総合整備事業
（単独営農用水）

【衛生費のその他主な事業】

が、ピーマン集出荷施設の建設時の長

①今年度の採用要件を妻帯者としてい

▼不妊治療費助成金 ２３０万円
▼ 新ひだか町立静内病院婦人科運営費
負担金 
６３２万６千円
▼小動物火葬炉収骨場所設置工事

２０

判官館霊園

を意味するがその根拠は。

島田産業課長

堤委員

５ランクを提供できないか。

島田産業課長

枝肉にならないとランクは判明しな

回数減による売り上げ減少を試算し

い。極力Ａ５の提供をお願いしている。

頭。

ているか。続けながら他の方法を考え

頭で目標は

ていくのが、ホッカイドウ競馬の支援

①実績見込みは
②自家生産の牛を繁殖にまわす方や、

坂東建設水道課長
国の補助事業を活用している方もおり
に重要と思うが。
島田産業課長

実行委員会で試算は出していない。
現状新規で顧客を広げることができず、
毎回同じ顔触れの参加という分析をし
ている。

▼農業まつり畜産物購入費補助金
万円


伹野委員
昨年提供された牛肉はＡ４ランクと
のことだが、黒毛のＰＲのためにもＡ

購入方法は。

武田委員

そのように理解してよい。

島田産業課長

械体制は整ったと理解してよいか。

今回の購入で、牧野管理事務所の機

武田委員

▼ラッピングマシーンの購入

ため購入はない。

今年度は自家保留の中で行っていく

島田産業課長

のか。

れていたが、今年度は購入予定がない

昨年度は、町有牧野で６頭分計上さ

伹野委員

▼黒毛和種繁殖素牛購入費の未計上

費用が増加した。

町有牛の受精卵の提供と、移植する

島田産業課長

前年度対比１００万円増の要因は。

鳴海委員



▼牧野管理費の手数料
６９４万４千円

水道を設置するのに、全体給水戸数

伹野委員
今年度
時の対応は。

頭以上の申し込みがあった

のうち農家・非農家の割り返し等で求

▼軽種馬市場上場促進事業補助金
８４０万円
島田産業課長
補正予算で対応したい。

▼町酪農ヘルパー事業補助金
２８５万円


武田委員

回

１回計７回実施された。主体の実行委

昨年のアイバ祭りも大変賑わいました。

竹中委員
町内牧場育成の観点から、町内と町
外に預けた場合に補助金の差をつけて
はどうか。
島田産業課長
利用者から見れば、預け先によって

回から

全道的に見るとヘルパーが不足して
いるようだが当町は。

技術等異なるので自由度があった方が
よいと思うので、差をつけることは適
島田産業課長

島田産業課長

内容で十分に対応できるのか。導入目

員会からは、近年マンネリ化もあり参

昨年度までは５月から

標数が達成されないことも予想される

月まで毎月

今年は開催数が減るのか。

堤委員

▼今年からのアイバ祭

は１名増員し７名体制で実施している。

く推奨している。現在ヘルパー組合で

に上げて、農業者に休んでいただきた

年度から利用回数を

当でないと考える。

１００万円

▼ 黒毛和種繁殖雌牛導入事業補助金

伹野委員
近年目標頭数に達していないため伺
う。
①昨年度の導入実績数と今年度の導入
目標数は。
②素牛価格が東日本大震災以降２倍か

２０

加者が減っているため、内容の充実を

ら３倍に上がっているが、現行の助成

１６

１１



十分と考える。

１０

め算出したもの。

１６

が。

５０

１０

図り４回に減らすと伺っている。

議会だより

９

２５

▼稲わら収納庫借上料


万８千円

毎年費用がかかるのであれば、町で

芳住委員
建設してはどうか。
島田産業課長
検討したい。

▼有害鳥獣駆除対策事業
長浜委員

うが。
島田産業課長
猟友会とも相談したい。

▼今後の鹿対策
竹中委員

している。

▼水産業における支援事業

鳴海委員

新規支援事業やサメ対策の予算が計

上されていないが。

さらなる捕獲の観点から、夕方や早朝

るので、今後要望があれば対応したい。

漁組とも相談し問題点を整理してい

島田産業課長

に発砲許可をもらえないか。規制もあ

ヨシキリザメの被害に係る対応は、漁

毎年２千頭前後捕獲されているが、

るとは思うが。

ければ、日高振興局等に相談したい意

組より今年の被害状況も見た中で大き

向なので、その際には町も可能な支援

島田産業課長
法では、道の認可を得た法人であれ

猟友会の担い手育成が急務とのこと

ば夜間も発砲できる。しかし、当町含

をしたい。

島田産業課長

め日高管内は軽種馬産地であり、夜間

だが対策等は講じているか。
高齢化が進んでいるため、関係者に

い。

▼治山調査設計委託料
▼小規模治山工事
鳴海委員
施工箇所を含め計画概要を伺う。
島田産業課長
万世地区の森永の沢の小規模治山事
業で、２ヶ年計画で今年度は調査設計
を行い法面保護工事を行う。
鳴海委員
どの程度の規模か。
坂東建設水道課長
土砂流出の原因となる最上流部を施
工するもので、延長８ｍの高さ２ｍと



伹野委員

①昨年度の計画値と実績値を見ると満

度となっているが、補助は十分なのか。

島田産業課長

②漁業関係者から増額の声はないか。

①十分と捉えている。

②ない。

【農林水産業費のその他主な事業】

▼軽種馬販売促進事業補助金
１１１万円

▼水難救難所補助金 
万円

10
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島田産業課長
道営草地事業での購入は、事業主体
である北海道が入札を実施する。町単
独の場合は町で入札を実施する。
武田委員
日頃のメンテナンスは。また、故障
があった場合の対応は。
島田産業課長
職員が清掃等行っており、故障時は
町内の整備工場で行っている。

▼牧野家畜輸送箱吊り上げ施設
設置工事


芳住委員

万円前後の費用がかかるた
万円を補助した

どうか。駆除に伴い報償金も入ると思

▼漁業者漁具整備事業補助金
１８０万円

放牧等もしているのでその環境にはな

万円

資格取得を呼びかけてその費用を助成
している。

▼狩猟用具購入費補助金


芳住委員

購入には

後継者をつくりたい思惑と、銃等の

島田産業課長

が補助すべきでないと思うが。

銃器や保管庫は個人の財産なので、町

資格取得費用の補助は理解するが、

６０

工事内容を伺う。
島田産業課長
老朽化により、新たに施設を設置す
るもの。
芳住委員
予算が高額と思うが、屋根や壁も含
まれているのか。
壁はないが屋根は設置する。ウイン

島田産業課長
チで吊り上げる仕組みで鉄筋上屋建築
のものである。
芳住委員

い。

め、半額程度の限度

があると思うが。

芳住委員

予算が高額なため再度検討する余地

３２

補助ではなく貸付方式を検討しては

坂東建設水道課長
予算は当課が積算したもので、再度
入札前に検証し精査する。

１８

２０

５０

商工費
▼町商工業振興事業補助金
１２０６万３千円


秋山委員

佐藤企画課長
比率で判断するかは別に、委託は現
堤委員

指定管理者が行う。
本件に関して指定管理者の制度上、
国から指摘はなかったか。
佐藤企画課長
日高振興局から問い合わせがあった
が、説明し了解いただいている。

商工会事務局長の人件費をすべて町
が補助しているが、道の補助はないの
堤委員

▼乗馬施設管理事業


６５２万円
万円程度減となっている

③道も日高の観光推進を応援している

中、再び当町の観光協会の法人化を考

佐藤企画課長

えるべきと思うが。

①Ｇ１レースで勝利した馬を称えるこ

前年対比

伹野委員
が要因は。

とから、基本的には継続していく。

②建てる場所がなくなった場合、観光

佐藤企画課長
修繕費や燃料費の減。

協会でも検討しているのは高江地区の

サラブレット銀座駐車公園。

③国の補助事業があるので、採択を得

芳住委員
乗馬コースの一部が高規格道路の

て関係者による協議会を作り、計画を

観光関連施設含め国内の乗馬クラ

立てて事業を進め法人化を目指したい。

年に専
門業者に乗馬施設計画の分析や事業調

ルートに触れることで、平成

は。

次の２年間も現指定管理者と考えてい

ブの状況調査や、当町の乗馬クラブの

佐藤企画課長

査を委託したが結果内容は。

る。その間に温泉の赤字経営の改善を

位置付けと継続の是非を検討した結果、
継続すべきとなり新施設の事業費は
億８５００万円となっている。
芳住委員
事業費は移転場所をある程度想定し
た中で算出したものか。

しているが問題ないか。これまでは補

委託料が前年対比１００万円程度減

秋山委員

目指し、それ以降は公募をする。

期限は今年の９月末となっており、

佐藤企画課長

次回の指定管理者を指名する考え方

か。他の職員の人件費はどうなのか。
島田産業課長
％以上なければなく、当町

事務局長の補助は、町内商工会員数
の割合が
はその要件に該当しない。他の事務局
員分は半額程度出ている。
秋山委員
商工会への勧誘方法は。
島田産業課長
商工会で努力している。

▼新冠温泉の運営

正予算で増額しているが。

新冠温泉周辺としている。

佐藤企画課長
当初予算は井戸のメンテナンス費用

佐藤企画課長
で、修繕費や燃料費が減少している。

４月以降も温泉の運営は、現指定管

堤委員
理者が行うが外注比率は。また、その

伹野委員

秋山委員
②ツツジの管理業務は。

①今年度数基の優駿の碑を予定してい

委託期間は。

▼町観光協会補助金
９８８万６千円
佐藤企画課長

るが、設置はいつまで続けるのか。



①現指定管理者。

無いと思うが。

いつかこの場所に優駿の碑が設置されるのでしょうか？

２４

②今後の設置はスペース的にも余裕が

①パークゴルフ場の指定管理は。

％以上。委託期間は２年を

７０

②町が別な業者に委託している。

佐藤企画課長
比率は

目途としているが、延長も想定される。
堤委員

１０

６５
５０

％以上であれば一部委託とは思わ

ないが。

議会だより
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５０

基本的に町内業者と考えている。

収入が前年より減ったため町の支出が
増となっている。

▼ツツジ植栽地管理業務委託料
芳住委員
ツツジの移転計画等は、先般新たに

に結びつける事業である。

▼道の駅のリニューアルプロジェクト
芳住委員
プロジェクトが再開したようだが、
これは現状の道の駅のリニューアルを
検討することか。

佐藤企画課長
これまでは現状の道の駅について検
討してきたが、先般民間事業者が農協
ストアを取得し、その建物を活用する
が、空きスペースが生じるため町に活

坂東建設水道課長

町の財政事情も勘案し、先に電子化

を図りたい。

※ Ｇ Ｉ Ｓ と は・・ 地 理 的 位 置 を 手 が

用してほしいとの申し出があったので、 かりに、位置に関する情報データを管

増設やリニューアルはレ・コードパー

遊具に関して撤去は進んでいるが、

氏家委員

▼公園遊具設置の考え方

していきたい。

者の許可が必要なため十分協議し対応

箇所が国有地や民地の場合は、所有

坂東建設水道課長

った伐採ができないか。

ている。見通しをよくするため思い切

奥地に行くと木が相当覆いかぶさっ

竹中委員

▼町道沿道支障木伐採業務委託料

町内業者１社と道内数社。

坂東建設水道課長

対象指名業者は。

鳴海委員



▼地籍図数値情報化事前分析
検討業務委託料

システムです。

町はそのことも含め検討していきたい。 理・加工のうえ高度な分析等が可能な

▼新たな人の流れ
武田委員
他の市町村では、交流人口等の観点

区のどこか

ほどあるが当町の考

で道外の市町村と提携を結び、観光に
繋げている例が
え方は。
佐藤企画課長
日高管内として、東京

と交流等を進めようと検討している。
【商工費のその他主な事業】



土木費
▼地籍図のデータ化
竹中委員
ＧＩＳ化の目途は。

12
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伹野委員
観光協会が法人となれば、道の駅等
の指定管理者候補として、自活してい
く道も開けると思うが。
佐藤企画課長
事 業 を 活 性 化 さ せ、 収 入 を 高 め て
観光に結びつける部分では当然と思う。

▼台湾人誘客促進招聘事業補助金
１００万円


委員会では提案をいただく。

佐藤企画課長

そのようになれば前向きに検討できる。 設けた委員会で行うのか。
鳴海委員
増額理由は、任期満了に伴う地域お
こし協力隊員の人件費を町で持ち、観
佐藤企画課長
堤委員
継続事業か否か含めて詳細を伺う。
佐藤企画課長
単年度事業で、日高振興局が中心と

２３

光振興対策に充てたと理解してよいか。
そのように理解してよい。

▼新冠温泉に係る各種工事

負担する。内容は台湾の旅行業者やサ

なり各町１００万円、道が７００万円
鳴海委員

を台湾のメディアで流してもらい観光

７１

温泉自体は町の施設であることから、 イクリング愛好団体等の関係者が訪れ、 ▼地域おこし協力隊活動補助金
発注は町内業者と捉えてよいか。
管内各町をサイクリングし、その映像
１６３万５千円

▼にいかっぷふるさと祭り事業補助金
５７９万９千円
坂東建設水道課長

▼西泊津ヒルズパークの
指定管理料の増


芳住委員
万円程度増額しているが要因は。

主に人件費や機器修繕費の増。また、

佐藤企画課長

５５

ク以外予定がないのか。
坂東建設水道課長
レ・コードパークと東町生活館横に
集約した整備を考えている。

▼芝桜の管理
堤委員
再び東栄団地に芝桜を植えることだ
が、管理が大変困難と思うがどのよう
に行うのか。
坂東建設水道課長

▼公営住宅の改修工事に伴う
家賃の変動


秋山委員

中村総務課長
①乾パン・ビスケット・水等で、計画
は本町市街地・節婦地区・一部の大狩

▼全国学力学習状況調査の結果

る素晴らしい結果であったが、どのよ

多くの教科が全国・全道平均を上回

武田委員

もと、３日分を積み増している。

うな取り組み等を行ったのか。

部地区の７割の方が避難される想定の
②賞味期限が切れる前に学校やこども

杉本教育長

ユニットバス等の改修を行うが家賃
に変動はあるか。

園に使っていただいている。
【消防費のその他主な事業】

Ｔ環境の整備等で、家庭では保護者の

ている。学校では教員の指導力とＩＣ

声かけ等と思う。

▼冬季の体育授業

芳住委員

かつては全校スケートを実施してい

たが、近年は暖冬でリンクが設置でき

のか。

ない学校もあり、代わりの授業はない
は貸付の倍の期間と思うが、現在の情

差額が生じ減額となっている。

おり、今年度契約年のため、経費等に

現在４年に１度の長期契約を行って

工藤管理課長

前年対比で減額になっている要因は。

秋山委員

▼スクールバスの運行業務委託料

中で縄跳び等を検討している。

体力向上の推進委員会を設け、その

工藤管理課長

旨に基づき進めていく。

関係法律の改正が行われたので、趣

杉本教育長

道徳の科目化をどう考えるか。

武田委員

▼道徳教育の科目化

ので検討したい。

だいているが、経済状況等あると思う

現状、滞納者も少額ながら返還いた

工藤管理課長

勢から問題ないか。

近年滞納が生じている中、返還期間

武藤委員

▼奨学金貸付金の返還期間

教育費

▼避難路維持管理委託料

大きくは学校と家庭内の努力と捉え

坂東建設水道課長
ない。

▼公営住宅移転補償費の取り扱い
秋山委員
支給要件は。
坂東建設水道課長
町の事情で転居いただく場合のみ支
給する。
【土木費のその他主な事業】

▼新冠市街地線１号支線
道路改良工事

▼住宅リフォーム助成金 １
 千万円

消防費
▼災害対策に係る備蓄品
長浜委員
①備蓄品の量は。

前回枯れた原因として、現地は地下
水位が高く水の抜けが悪かったので今

②備蓄品の入れ替えをする時は、既存
のものは廃棄するのか。

回は地形を改良する。管理は自治会に
お願いし、町も関わり大事にしたい。

議会だより
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東町生活館の横にある遊具もたくさん使用して下さい。

秋山委員
説明によるとスムーズな運行から、
ボランティアによる乗車指導の継続と

を改修し、教員用の女子更衣室を新設
するが、未使用の詳細を伺う。

▼新冠町の学校給食
堤委員
①地場産品はどの程度使用しているか。
②以前、無料化を検討していたと思う

対象児童が一般のトイレを利用して

工藤管理課長
いるため。

あるが、いつまで続けるか。中学生や
高学年が下の学年を指導することも必

が見送りした理由は。

る。そのため職員を１名増とした

名

体制で、園児が安全・安心に園生活を

送れるよう配慮していく。

鳴海委員

１６０名は意向調査を行っての人数か。

工藤管理課長

申し込み状況に応じた人数。

鳴海委員

昨年のように急な増はないと理解し

今後０歳児の申し込みも考えられる

てよいか。

ので、増える可能性は高いと思ってい

②学校給食法により、食材費は保護者
も含めて支払い相当額を商品券に還元

工藤管理課長
する検討をしてきたが、事業のあり方

る。施設の増築等は様々な事情から難

が支払う原則のもと、町内の経済効果

提供する。

加えて今年から月１回ホロシリ牛乳を

①日常的に使用しているのは米である。

工藤管理課長

伹野委員

▼児童生徒用の机の規格

そのように理解してよい。

工藤管理課長

今後も使用はないと理解してよいか。

要と思うが。
工藤管理課長
乗車指導は、新入生等を対象に安全
確認等図るもので年度当初のみ行って
いる。

▼学校用パソコンのＯＳ
Ｂ５版が多いと思うが、近年は教科

や使用する保護者の観点から、もう少

しいが、国の通知によると当町の園の

伹野委員
書やノート類もＡ４版となっている。

し熟慮が必要となった。

竹中委員

入れ替えの際はＡ４版に適した机に変

基準面積では、１７５名まで受け入れ

ＸＰは危険なため更新を求めていた
が現状は。

堤委員




氏家委員

今年度は

万円増額しており、説明

▼レ・コード館自主企画
運営委員会補助金
５５０万円

しながら計画等を練っていきたい。

続け、今後の園児数の動向は調査研究

極力待機児童を出さないよう協議を

工藤管理課長

今後も調査が必要と思うが。

めにも、長期を見据えなければと思い、

待機児童を持たない考えで進めるた

鳴海委員

無料化を実施している事例もあるが、 が可能となっている。

更されているか。各校の更新状況は。
工藤管理課長

法の抵触をどのようにクリアしたのか。
工藤管理課長
教育局に確認したところ、抵触して
も罰則規定はないと伺っている。

▼認定こども園の運営
長浜委員
世間を賑わせている待機児童の問題
から、園児の人数や保育士の割合を伺
う。
工藤管理課長
４月から園児１６０名を見込み０歳
児・１歳児が増えているのが現状であ
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２８

工藤管理課長
更新は学校と協議し進めている。事

小学校はＪＩＳ規格品を導入してい
るため、Ａ４版に対応した机となって

務的には支障がないので当面このまま
と考えている。

いる。中学校は大きい天板を使った机

生新聞を考えている。

中学校は日常の新聞、小学校は小学

工藤管理課長

どのような新聞を配備する予定か。

長浜委員

▼学校図書室の新聞配備

としている。

竹中委員
財政面もあると思うがウイルス問題
等で大きな損害が生じることもあるた
め、早期改善を求めるが。
中村総務課長
学校の環境を十分調査し対応したい。

▼新冠小学校更衣室新設工事
伹野委員
現在未使用の特別支援教室のトイレ

５０

ないと思うが。具体的に委員会から、

それは他団体も同じなため理由になら

で消費税等関係法令の改正とあるが、

係各課とも情報共有し検討しなければ

なるのか、福祉の支援となるのか、関

ことが趣旨である。よって体育振興と

で定め、他町と同等以上の助成をする

【教育費のその他主な事業】

ならない。

この方を招聘したい旨の要請があった
のか。
山本社会教育課長
現状、年間８００万円相当の事業費
をもって実施していただいている。消

般
会

計
入（歳入）
)

▼新冠小学校プール改修工事
▼新冠中学校高圧設備改修工事
▼レ・コード館暖房用ボイラー
改修工事

▼レ・コード館展望塔エアコン
設置工事

▼認定こども園備品購入費

一一
般

計 会歳(

▼ふるさと納税
（指定寄附金）
の
使用用途


寄附は３つの目的事業に充当される

芳住委員
が、指定寄附のため使い難いと思うの
で目的を外してはどうか。
中村総務課長

歳入歳出全般
▼新冠温泉の揚湯井
鳴海委員
おおむね５年サイクルで点検業務を
行っているが、今年度予算未計上なこ
とから伺う。
①現在の揚湯井における湧水量と温泉
水の回復時間は。
②今後予定されている温泉のリニュー
アルも大事であるが、点検業務を早急
に行い温泉水の安定確保を維持すべき
と考えるが。
トンを

時間かけてお湯を汲

坂東建設水道課長
①１日

み上げており、８時間で回復させてい
る。
②本来は今年度実施年であるが、温泉
のリニューアル計画の中で、屋根や利
用者に支障を来す箇所を先に行わなけ
ればならなく、井戸は１～２年様子を
見る判断をした。

▼ ＡＥＤ
（自動体外式除細動器）
借上料
芳住委員

に相違がある。仮に購入してもその後

の保守費用等が嵩むため、コスト面か

芳住委員

ら借上としている。

使い方の講習は年どの程度行ってい

るか。

中村総務課長

これまで行っていないため、今年度

中に必ず実施する。

▼各団体の補助金の予算

芳住委員

体と協議を重ねて参りたい。

そのように編成しており、今後も団

中村副町長

するべきと思うが。

提出させ、町が精査した中で予算編成

各団体の育成からも適正な計画書を

知っていました？ 役場庁舎にも玄関からすぐ右にAEDはあります。

費税の増以外にも近年はバス代も値上
げされ、全体事業費を圧迫している状
況から今回増額した。

▼レ・コード館入館者増の取り組み
堤委員
観光にも教育にも関連するが、今年
度はどのような取り組みを行うか。
山本社会教育課長
札幌の旅行会社と長年良好な関係の
中でお願いしたり、観光協会の機能も
活用しＰＲ等図りたい。

▼スポーツ大会選手派遣事業
堤委員
全国大会の派遣費であるが、対象が
体育協会やスポーツ少年団本部となっ

年に国から通知があり、寄附
の一層の促進のためには、引き続き寄

か。また、購入とはならないのか。

予算額が各施設によって違うがなぜ

象としてほしいが。

附者が使途を選択できるようにとされ

借上年度やメーカーが異なるため額

山本社会教育課長

平成

１６
中村総務課長

ている。高齢者や障がい者の団体も対

２３

ている。

本事業は従来体育協会で行っていた
助成制度を継承し、基準を教育委員会

議会だより
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２５

簡易水道会計
▼今後の新冠簡易水道事業

様々な事情により１軒のためにとは

▼消費税還付金（歳入）
２９５万５千円


昨年度未計上であったのはなぜか。

伹野委員
坂東建設水道課長
昨年度多額の工事費があり、係る消
費税を納税したものに対し今年度還付
金が生じること。

下 水 道 会 計

竹中委員

今年度１億１８００万円の繰入金で

あるが、率を上げることによって一般

会計からの繰り入れの圧縮に結びつく

か。

坂東建設水道課長

そのように考える。

国 保 会 計

▼後発医薬品（ジェネリック）使用
促進差額通知書作成業務委託料
の未計上

伹野委員

今年度計上されていないが業務は行

わないのか。

堤保健福祉課長

これまでは町単独で行っていたが、

コスト面から国保連合会に委託した。

▼国保会計の予算（歳出）

堤委員

①診療所の無床化に伴い、国保会計の

交付金が減となる可能性はないか。

②高額療養費の予算措置にあたり、例

年前年度実績で算出しているが、実際

16
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須崎委員
自家水道を使用している一部の方に
は、思うように水が届いていない状況
から、町で管を延長し繋げる予定等は
ないか。
説明で、今後の配水管等の更新は前
ならない。対応策として、町では自家

坂東建設水道課長

歴農業事業で実績ある箇所とあるがど
水道の改修に係る補助制度を設けてい

伹野委員

こか。
る。
鳴海委員

坂東建設水道課長
現段階では大狩部・新栄・明和地区
を考えている。
竹中委員



伹野委員

説明で３地区の簡易水道会計とある
▼警報システム使用料（歳出）
が、統合すると規模が大きくなるため、
７万９千円
公営企業会計の移行化が懸念されるが
ペナルティ等生じてこないか。

今年度で統合が大方終え、今後は本
管等のマネジメントが必要となると思

使用料という表記で５万５千円が計上

昨年度はテレコントロールシステム

公営企業会計の対象は給水人口５千

されていたが、今年度から名称を変更

坂東建設水道課長
人以上であり、当町は若干下回るため

竹中委員

▼一般会計からの繰入金圧縮

加えたので、名称を変更した。

ムにマンホールポンプの警報配信料を

今年度は、テレコントロールシステ

坂東建設水道課長

したのか。

年度まで工事が延びると示され

坂東建設水道課長

ていないが。

ていたが、今年度その工事が計上され

め、

区の事業の進み具合が思わしくないた

昨年度の予算では、市街地と節婦地

鳴海委員

簡易水道会計となる。

うが。
坂東建設水道課長
年を超える水道管が多

現在芽呂地区水道の改修を行ってい
るが、建設後
くの地区に存在しているため、今年度
調査を行い事業を進めていきたい。
長浜委員
漏水対策を伺う。
坂東建設水道課長
毎年実施エリアを決めて管の漏水調
査・点検を行っており、最近は高江地

は大きくかけ離れるため過去５年平均

で算出してはどうか。

利用可能な地域の中で、下水道に繋
げている方の率は。

堤保健福祉課長

節婦地区は昨年度完了している。残
りはＪＲ線に関わる箇所のため、現在

坂東建設水道課長

①国保会計を経由し診療所に支出する

の状況から様子を見たい。

・７％。
９５

区を中心に判明した時点で修繕してい
る。

２８

４０

ものもあるので、無床化に伴い全体で
①特老

山下特別養護老人ホーム所長
床、ショートステイ

は減額になると思う。

床の計

費が読めなくこのような算定としてい

薬も高価なため、病気によっては治療
ている。

最低

山下特別養護老人ホーム所長
健康管理や栄養管理含め向上するも
のと考えている。

▼介護ロボットの導入等

▼デイサービスセンターの
指定管理拡充



鳴海委員

昨年の介護報酬改定に伴いデイサー

ビスの運営を危惧する。今後協議等行

い指定管理の範囲等を拡充する考えは。

堤委員

高地方への就職希望者がいれば、情報

山下特別養護老人ホーム所長

②介護ロボットを導入している施設も

容となっている。年度中に情勢の変動

は随時いただくが現状は見当たらない。 ①介護職の給与面は他町に比べどうか。
中村副町長

あるが検討状況は。

名。

国保診療所会計

は電子カルテの導入も考えている。

構想をその中に組み入れて、将来的に

町が提案している総合病院バーチャル

治療は当町が持つ形で進め、新ひだか

入院環境は新ひだか町とし、退院後の

の医療の確保や地域医療の向上を図り、

入れをお願いしている。管内中部地域

の受け入れや、余剰となる職員の受け

当町の診療所無床化に伴う入院患者

坂本診療所事務長

が何を定義としているか。

新ひだか町と医療連携を結んでいる

芳住委員

▼医療連携負担金（歳出）
３４００万円



現指定管理者と十分協議した予算内

②保健師や看護師の養成修学資金の貸

等があれば再協議したい。

を介護職員まで適用することを考えて

山下特別養護老人ホーム所長

比較はしていない。

①一般の行政職よりは高い。他町との

中村総務課長

③認知症の方による徘徊の対応は。

②療養給付費等交付金は２千万円以上
いる。

③最近の国保税の滞納状況は。
堤保健福祉課長

るので、ロボットという器具を付けて

②現状多床室内で一人一人容態が異な
伹野委員

の介護は難しい。

①４５７９万円。
①待機している入所希望者は何名か。

③夜間含め職員で十分気配りし対応し

年度の医療費が下がったため、そ

れに基づき減額となった。

また、そのうち町内在住者は何名か。

①現在１０９名で町民は

②現状は空きが生じた時点で、順位付
けしている方の中から、最も入所に適
した方としている。

▼入所者へのサービス向上
鳴海委員
診療所から職員の異動もあり増員さ
れているが、入所者のサービス充実に

これが介護ロボットの一例です。

②
杉山税務課総括主幹
年度滞納繰越額は約８７４５万円

名を介護するのに十分な人員

山下特別養護老人ホーム所長

ている。

▼特老の待機入所希望者

減となっているがなぜか。

①昨年国から受けた国保支援金の額は。 付制度を設けているので、今年度これ

武藤委員

▼国保会計の予算（歳入）

②専門学校や大学等と連携を取り、日

名必要となるが当町はクリアし

床の場合、介護・看護職員合わせて

１０

る。

②近年医療技術が高く、開発される新

７０

２７

８０
②待機者をなくする取り組みは。

③
％となっている。

で、２月末現在で１２２１万円が納付
され、収納率約

体制か。

①定員

伹野委員

▼特老の職員体制

介護サービス会計

１４

②介護職員の確保にあたっての対策は。 繋がっていくか。

議会だより
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７０

５１

２６
２７

秋山委員
この負担金は以降も続くのか。
この形態が続く限りは続いていくと

坂本診療所事務長
考える。
芳住委員
医療連携の協定書の中に最終年を決

後も続いていくのか。
坂本診療所事務長
入院を除く部分の増額改正があり、
この改正がいつまで続くかは不明であ
る。
竹中委員
この繰入金を考慮しての医療連携か。
坂本診療所事務長

生したが、今後はこの負担金が増える

ことも予想されるが、財政上どの程度

坂本診療所事務長

影響を与えるか試算はしているか。

試算はしているが、１年経過しなけ

ればわからない。

氏家委員

無床化になり高齢者は不安を抱いて

①経営においてある程度の目標数値が

堤委員

全くないと思い反対する。

ことで、そこに公金が発生する必要は

割を明確にして地域医療を支えていく

なスタートを切るので、１年間ある程

①今年度からは地域医療に特化し新た

額が見込まれる。町の唯一の医療機関

療所への繰出金も１億１０００万円減

があったが、医師２名体制となり、診

す。（他の会計は全員挙手で可決。）

18
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芳住委員
当町の事情で無床化したので、既存
患者等の負担金は理解できるが、今後
の入院患者に対する負担金は必要ない
と思う。患者の意向もあり必ず新ひだ
か町立病院へとは限らない。再度構築
すべきでは。
坂本診療所事務長

いるので、診療所がなくならないこと

を望むが。

無床化とした中には、財政的な問題
だけではなく、施設の老朽化や医師・

めているか。また、問題が起きた時の
協議事項は含まれているか。

坂本診療所事務長

今後も新冠町民の入院環境を確保す
る観点で、２町で共同運営していく考

看護師等の確保の難しさ、今後起きる

そのようなことは全く考えていない。

《反対討論》

武藤委員

必要と思うが。

《賛成討論》

正しい医療連携は、病院の機能や役

②入院病床を休止しているが、これは

武田委員

▼今後の診療所の経営等

入金で左右されるものではない。

病床の再編成等を考慮したもので、繰

坂本診療所事務長

▼事業系一般廃棄物（生ごみ）
収集運搬業委託料の未計上

今年度計上されていないが、生ごみ

伹野委員



が協議することとなっている。

のない事項が生じた場合は、都度両町

最終年は決めていない。協定に定め

えで協定を結んでいる。

緊急患者の受け入れが真の医療連携

芳住委員
と思う。新たな入院患者がどこの病院
に行くかは、別の判断と思うが。
坂本診療所事務長
患者の意向が最優先だが、町として
は病床を確保したい。
芳住委員

廃止届を出すまで続けられるのか。
生ごみは給食の残滓であり、入院病

度の実績を見ながら目標数値を定めて

として、町民や利用者から信頼を得る

無床化や医療連携により、様々な声
床がなくなったので給食の提供がない

いく。

べく業務に邁進してほしく賛成する。

坂本診療所事務長

こと。

②保健所等にも確認している。

▼国保会計からの繰入金（歳入）
１４６７万８千円

金が１億１３００万円ほど減額になっ

したが、挙手多数により可決していま

※診療所会計のみ、反対討論がありま



竹中委員
前年度より増額となっている。これは

ており、新たに医療連携の負担金が発

入院病床がなくなったにも関わらず、
国の法改正によるものと思われるが今

無床化によって一般会計からの繰入

氏家委員

坂本診療所事務長

看護師も受け入れしていただいたが、 の処理はどうするか。
この分も今後負担金を継続していくの

月１日より新ひだか町に

坂本診療所事務長

か。
看護師は

月までの勤務に対する

よってその後の負担はない。

が負担金として新ひだか町に支出する。

ものなので、その間在籍があった当町

質は６月から

当を支給いただいたが、この手当の性

採用いただき、その後に期末・勤勉手

１２
１１

