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西米良村告示第７号 

 平成30年第１回西米良村議会定例会を次のとおり招集する 

    平成30年２月20日 

西米良村長 黒木 定藏 

 

１ 期 日  平成30年３月２日 

２ 場 所  西米良村議会議場 

 

○開会日に応招した議員 

中武 智和君           白石 幸喜君 

上米良 玲君           濵砂 勝義君 

上米良秀俊君           中武 勝文君 

濵砂 恒光君           濵砂 征夫君 

○３月２日に応招した議員 

同  上 

 

○応招しなかった議員 
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平成30年 第１回（定例）西 米 良 村 議 会 会 議 録（第１日） 

平成30年３月２日（金曜日） 

 

議事日程（第１号） 

平成30年３月２日 午後１時10分開会 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定について 

日程第３ 諸般の報告 

日程第４ 議案第７号 西米良村営住宅管理条例の一部を改正する条例について 

日程第５ 議案第８号 公の施設に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第６ 議案第９号 西米良村国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

日程第７ 議案第10号 西米良村介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第８ 議案第11号 西米良村双子キャンプ場整備基金設置条例について 

日程第９ 議案第12号 公の施設の指定管理者の指定について 

日程第10 議案第13号 平成29年度西米良村一般会計補正予算（第11号） 

日程第11 議案第14号 平成29年度西米良村特別会計国民健康保険事業勘定会計補正予

算（第３号） 

日程第12 議案第15号 平成29年度西米良村特別会計国民健康保険診療施設勘定会計補

正予算（第２号） 

日程第13 議案第16号 平成29年度西米良村特別会計介護保険事業勘定会計補正予算

（第３号） 

日程第14 議案第17号 平成29年度西米良村特別会計後期高齢者医療事業補正予算（第

３号） 

日程第15 議案第18号 平成29年度西米良村特別会計簡易水道事業補正予算（第３号） 

日程第16 議案第19号 平成29年度西米良村特別会計下水道事業補正予算（第２号） 

日程第17 議案第21号 平成30年度西米良村特別会計国民健康保険事業勘定会計予算 

日程第18 議案第22号 平成30年度西米良村特別会計国民健康保険診療施設環境予算 
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日程第19 議案第23号 平成30年度西米良村特別会計介護保険事業勘定会計予算 

日程第20 議案第24号 平成30年度西米良村特別会計後期高齢者医療事業予算 

 

出席議員（８名） 

１番 中武 智和君      ２番 白石 幸喜君 

３番 上米良 玲君      ４番 濵砂 勝義君 

５番 上米良秀俊君      ６番 中武 勝文君 

７番 濵砂 恒光君      ８番 濵砂 征夫君 

 

欠席議員（なし） 

 

欠  員（なし） 

 

事務局出席職員職氏名 

事務局長 濵砂 雅彦君         書記 那須有美恵君 
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説明のため出席した者の職氏名 

村長 ------------------- 黒木 定藏君 副村長 -------------- 黒木 義光君 

教育長 ----------------- 古川 信夫君 総務課長 ------------ 黒木 敏浩君 

むら創生課長 ----------- 牧  幸洋君 会計管理者 ----------- 土持 光浩君 

福祉健康課長 ----------- 梅本 昌成君 村民課長 ------------ 田爪 健二君 

建設課長 --------------- 上米良重光君 農林振興課長 --------- 濵砂 和廣君 

教育総務課長 ----------- 濵砂  亨君 診療所事務長 --------- 渡邉 智紀君 

代表監査委員 ----------- 黒木 正近君 

 

午後１時10分開会 

○事務局長（濵砂 雅彦君） 一同、ご起立ください。一同礼。ご着席ください。 

○議長（濵砂 征夫君） ただ今の出席議員は８名です。定足数に達していますので、た

だ今から平成３０年第１回西米良村議会定例会を開会します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布したとおりであります。 

 ただちに議事に入ります。 

―――――――――――――・―――――・――――――――――――― 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（濵砂 征夫君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署

名議員は、会議規則第１２２条の規定により１番 中武 智和君、２番、白石 幸喜君を

指名します。 

―――――――――――――・―――――・――――――――――――― 

日程第２．会期の決定について 

○議長（濵砂 征夫君） 日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。第１回定例会の会期は、先の議会運営委員会において本日から３月

８日までの７日間を予定していますが、決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 異議なしと認めます。したがって、会期は７日間と決定しまし
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た。 

 なお、会期中の会議日程と本日の日程は、お手元の議事日程第１号のとおりであり

ますので、ご了承ください。 

―――――――――――――・―――――・――――――――――――― 

日程第３．諸般の報告 

○議長（濵砂 征夫君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 監査委員から報告のあった２月以降の例月現金出納検査、並びに定期監査の監査意

見に関しましては、各議員のお手元に配布しております、写しのとおりでありますの

で、ご了承願います。 

―――――――――――――・―――――・――――――――――――― 

日程第４．議案第７号 

○議長（濵砂 征夫君） 日程第４、議案第７号西米良村営住宅管理条例の一部を改正す

る条例についてを議題とします。提出者の説明を求めます。 

○村長（黒木 定藏君） 議長。 

○議長（濵砂 征夫君） 村長。 

○村長（黒木 定藏君） それでは、ただ今上程いただきました議案第７号の前に、ひと

ことだけごあいさつとお礼を申し上げさせていただきたいと存じます。本日から７日

間にわたりまして第１回の西米良村村議会定例会を開催いただき、ご審議いただくこ

とを厚く御礼申し上げます。私もこの本議会が５期２０年の最終の議会になることを

考えますと、なんか感慨ひとしおのものもございます。この間に誠心誠意、本村の振

興発展、また諸問題に取り組ましていただいたつもりではありますが、至らざる点も

多くございました。 

 多くの村民の皆様、とくに本議会の皆様のご支援やらご指導のもとに、終有の時を

迎えることができますことを厚く御礼を申し上げる次第でございます。本議会、どう

ぞまたよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、ただ今上程いただきました、議案第７号西米良村営住宅管理条例の一部

を改正する条例について提案理由の説明を申し上げます。今回の一部改正は西米良村

営住宅管理条例、別表２においてすでに解体済みである鶴教職員住宅１－１－９、及
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び宮之瀬教職員住宅１－２－２８を削除し、平成３０年度から用途廃止とする一方で、

平成２９年度に完成いたします田之元教職員住宅１－３－３４を加えるものでござい

ます。 

 また、今回の改正に合わせまして、その他、資料の整備を行うものでございます。 

 以上、概要について申し上げましたが、詳細につきましてはご質疑に応じまして、

担当課長をして説明いたさせますので、よろしくご審議の上、可決賜りますようお願

い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 

○議長（濵砂 征夫君） 提出者の説明が終わりました。これより質疑を行います。議案

第７号について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。討論はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第７号を採決します。お諮りします。本案は原案の通り決定すること

にご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 異議なしと認めます。従って、議案第７号西米良村営住宅管理

条例の一部を改正する条例については、原案の通り可決されました。 

―――――――――――――・―――――・――――――――――――― 

日程第５．議案第８号 

○議長（濵砂 征夫君） 日程第５、議案第８号公の施設に関する条例の一部を改正する

条例についてを議題とします。提出者の説明を求めます。 

○村長（黒木 定藏君） 議長。 

○議長（濵砂 征夫君） 村長。 

○村長（黒木 定藏君） ただ今上程いただきました議案第８号公の施設に関する条例の

一部を改正する条例につきまして提案理由の説明を申し上げます。 

 本案は、上米良地区にジビエ処理加工施設が完成いたすことから、その設置及び管
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理につきまして、地方自治法第２４４条の２の規定により、公の施設に関する条例に

追加掲載いたすものでございます。本施設は床面積が１９１．９㎡、鉄筋平屋建て、

上米良地区の旧米良の里跡地に、有害鳥獣対策の推進とジビエの有効活用を図り、雇

用の場の確保と地域の活性化に寄与する施設として設置するものでございます。 

 以上、議案第８号につきましてご説明申し上げましたが、詳細につきましては担当

課長をして説明いたさせますので、よろしくご審議の上、可決賜りますようお願い申

し上げ、提案理由の説明といたします。 

○議長（濵砂 征夫君） 提出者の説明が終わりました。これから質疑を行います。議案

第８号について質疑はありませんか。 

○議員（５番 上米良 秀俊君） 議長。 

○議長（濵砂 征夫君） ５番、上米良 秀俊君。 

○議員（５番 上米良 秀俊君） 担当課長にお伺いを申し上げます。このジビエ処理加

工施設は、今村長が言われましたように、有害鳥獣対策推進に伴うジビエの有効活用

を図り、雇用の場の確保と地域の活性化に寄与する施設となっておりますけれども、

そこで雇用の予定者数と、この施設を活用しながら、地域の活性化にどうつなげられ

ていくのか、伺いたいと思います。 

○議長（濵砂 征夫君） 農林振興課長。 

○農林振興課長（濵砂 和廣君） ただ今のご質問にお答えを申し上げます。まず雇用者

数でございますが、常勤の方を３名、それから臨時の方を５名雇用するという予定に

しております。それから、地域の活性化に結ぶということでございますが、今申した

方々、地元を中心に雇用するということで所得の向上を図り、生活の安定化につなげ

たいということ。それと、衛生管理を徹底した安心安全なジビエを村の特産品として

販売するほか、村内飲食店等でジビエ料理を提供することで村外からの人を呼び込み

たい。 

 また、すぐすぐではないのですが、小川地区の山菜まつりのように、現在上米良地

区で取り組まれております薬師まつりのようなイベントの折にジビエの商品を提供す

ることで、村内外からの人を上米良地区に呼び込みたいと考えているといるところで

あります。以上です。 
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○議員（５番 上米良 秀俊君） 議長。 

○議長（濵砂 征夫君） ５番、上米良 秀俊君。 

○議員（５番 上米良 秀俊君）ありがとうございました。やはり、地区は地域が元気に

なることが一番だと思います。そうしたときに、常勤が３名と臨時が５名ということ

なんですけども、やはり定住が一番求められると思いますので、地元の人も大事なん

ですけれども、よそから連れて来て、そして定住していただくというのがいちばん地

域の活性化につながると思いますし、おがわ作小屋村のように交流人口を軸とした観

光施策の施設でありませんから、地域住民が一部に対してイベント等をするというこ

とはなかなか難しいと思いますけれども、やはり地元住民の所得向上となってくれば、

そこで働く人たちだけではなく、上米良地域に住んでいる人たちみんなが協力してこ

のジビエ加工所を育てていく、見守っていく、みんなで協力して運営していく形が必

要だと思いますので、ぜひとも、最後で課長が言われましたようなイベント的な対策

もぜひとも指導して、上米良地区を元気にしてやって欲しいと思います。以上です。 

○議長（濵砂 征夫君） 他にありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 質疑なしと認めます。はい。これで質疑を終わります。討論は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第８号を採決します。お諮りします。本案は原案の通り決定すること

にご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 異議なしと認めます。従って議案第８号公の施設に関する条例

の一部を改正する条例については、原案の通り可決されました。 

―――――――――――――・―――――・――――――――――――― 

日程第６．議案第９号 

○議長（濵砂 征夫君） 日程第６、議案第９号西米良村国民健康保険条例の一部を改正

する条例についてを議題とします。提出者の説明を求めます。 
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○村長（黒木 定藏君） 議長。 

○議長（濵砂 征夫君） 村長。 

○村長（黒木 定藏君） ただ今上程をいただきました、議案第９号西米良村国民健康保

険条例の一部を改正する条例につきまして提案理由の説明を申し上げます。 

 今回の改正は平成３０年４月からの国民健康保険新制度の施行に伴い、市町村にお

ける国民健康保険業務について「事務」と明記すること、および国民健康保険運営協

議会につきましては、県に設置されます協議会と村の協議会とを区別するための文言

の修正等の改正を行うものでございます。 

 以上、議案第９について申し上げましたが、本案は先に開催されました国保運営協

議会へ諮問し、異議なしとの答申もいただいているところでございます。詳細につき

ましては、ご指摘に応じまして担当課長をして説明いたさせますので、よろしくご審

議の上、可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 

○議長（濵砂 征夫君） 提出者の説明が終わりました。これより質疑を行います。議案

第９号について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。討論はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第９号を採決します。お諮りします。本案は原案の通り決定すること

にご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 異議なしと認めます。従って議案第９号西米良村国民健康保険

条例の一部を改正する条例については、原案の通り可決されました。 

 ―――――――――――――・―――――・――――――――――――― 

日程第７．議案第１０号 

○議長（濵砂 征夫君） 日程第７、議案第１０号西米良村介護保険条例の一部を改正す

る条例についてを議題とします。提出者の説明を求めます。 
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○村長（黒木 定藏君） 議長。 

○議長（濵砂 征夫君） 村長。 

○村長（黒木 定藏君） ただ今上程いただきました議案第１０号西米良村介護保険条例

の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

 介護保険制度は３年ごとに保険料の改定を行うこととなっておりまして、３０年度

が第７期の改定年の初年度となることから、今回改正を行うものであります。保険料

の額につきましては、今後３カ年の介護給付費の見込み額をもとに算定をいたします

が、全国的にも人口の減少とか超高齢化社会を迎える中で、さらに保険料の上昇が懸

念されておるところでございます。 

 このため介護保険料軽減対策として、所得水準に応じた保険料設定を行うことから

９段階の保険料を設定をいたしているところでございます。その結果、本村の介護保

険料の標準設定である第５段階の保険料月額は、５，２００円となり、前期の６期と

比較いたしますと２０３円の増額となりました。改正の内容につきましては、第２条

におきまして、年度の更新および各号の保険料額を改正するものでございます。 

 以上、議案第１０号についてご説明申し上げましたが、詳細につきましては、ご質

問に応じ担当課長をして説明いたさせますので、よろしくご審議の上、可決賜ります

ようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 

○議長（濵砂 征夫君） 提出者の説明が終わりました。これより質疑を行います。議案

第１０号について、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君）質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。討論はありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第１０号を採決します。お諮りします。本案は原案の通り決定するこ

とにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 異議なしと認めます。従って議案第１０号西米良村介護保険条
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例の一部を改正する条例については、原案の通り可決されました。 

―――――――――――――・―――――・――――――――――――― 

日程第８．議案第１１号 

○議長（濵砂 征夫君） 日程第８、議案第１１号西米良村双子キャンプ場整備基金設置

条例についてを議題とします。提出者の説明を求めます。 

○村長（黒木 定藏君） 議長。 

○議長（濵砂 征夫君） 村長。 

○村長（黒木 定藏君） ただ今上程いただきました、議案第１０号西米良村双子キャン

プ場整備基金設置条例について、提案理由の説明を申し上げます。 

 西米良村双子キャンプ場は敷地面積が１万１，８００㎡であり、宿泊コテージ１１

室をはじめ管理棟、炊飯棟、バーベキュー棟、古民家、木工加工施設、テントサイト

などを備え、観光客等の宿泊や自然体験活動の拠点として利用されておるところでご

ざいます。近年の利用状況を申し上げますと、平成２８年度が５，０９０名、平成２７

年度が５，５１４名、平成２６年度が５，５４２名となっております。また、年間の

売上額を申し上げますと、平成２８年度が１，４２１万４，０００円、平成２７年度

が１，４８１万４，０００円、平成２６年度が１，３９７万４，０００円となってお

ります。 

 双子キャンプ場は昭和６２年の供用開始以来、約３０年間にわたり運営いたしてお

りますが、当初建築された管理棟やコテージの一部が老朽化しているほか、林道小山

重線から駐車場へ向かう急勾配な導入路や、敷地内に点在する段差など、利用者にと

って不便な状況もあり、さらに過去の台風により敷地の水没など、施設の運営上、解

決すべき課題を多く抱えているところであります。 

 これらを踏まえまして、観光客や村民の皆様がゆったりと憩い、楽しく集える場所

づくり、そしてお客様から喜んでいただける魅力ある施設づくりのために、双子キャ

ンプ場のリニューアルに向けた基本構想を検討しているところであります。 

 その主な内容は隣接する温泉施設との効率的な運営を基本といたしまして、新たな

宿泊棟の建築や敷地高の嵩上げ、敷地レイアウトの見直し、花木の植栽など効果的な

整備となるよう多面的に検討いたしているところであります。 
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 現在、役場庁舎の建築工事が行われておりますが、引き続き認定こども園の整備も

予定されており、本事業推進するためには、計画的な財源確保が必要となってまいり

ますので、本案はそのための基金を積み立てるために条例を設定いたしたいとするも

のであります。 

 以上、議案第１１号西米良村双子キャンプ場整備基金設置条例について、提案理由

の説明を申し上げましたが、詳細につきましては、ご質疑に応じ担当課長をして説明

いたさせますので、よろしくご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げまして、

提案理由の説明といたします。 

○議長（濵砂 征夫君） 提出者の説明が終わりました。これより質疑を行います。議案

第１１号について質疑はありませんか。 

○議員（１番 中武 智和君） 議長。 

○議長（濵砂 征夫君） １番 中武 智和君。 

○議員（１番 中武 智和君） 双子キャンプ場が今後整備をされていくということで、

基金を設置されるということでございますが、まず最初に基金の予定総額等について

お伺いをいたします。 

○議長（濵砂 征夫君） むら創生課長。 

○むら創生課長（牧 幸洋君） ただ今の質問にお答えいたします。今の村長の答

弁にもありましたように、今基本計画を策定している状況になっております。ま

だ敷地の造成等についての検討を中心に行っておるところでありまして、基金総

額というのがですね、正確な数字というのが出せない状況にございます。また、

そちらの基本計画が進みまして、確定しましたら議員の皆様にお知らせしたいと

いうふうに思っております。 

○議員（１番 中武 智和君） 議長。 

○議長（濱砂 征夫君） １番 中武 智和君。 

○議員（１番 中武 智和君） はい、了解しました。以前から言われております通り、

キャンプ場については非常に収益性の高い施設であるということでありますので、基

本計画をしっかり整備していただいて、集客力の高い施設として整備をいただけるよ

うにお願いしたいと思います。以上です。 
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○議長（濵砂 征夫君） はい。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。討論は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第１１号を採決します。お諮りします。本案は原案の通り決定するこ

とにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 異議なしと認めます。従って議案第１１号西米良村双子キャン

プ場整備基金設置条例については、原案の通り可決されました。 

―――――――――――――・―――――・――――――――――――― 

日程第９．議案第１２号 

○議長（濵砂 征夫君） 日程第９、議案第１２号公の施設の指定管理者の指定について

を議題とします。提出者の説明を求めます。 

○村長（黒木 定藏君） 議長。 

○議長（濵砂 征夫君） 村長。 

○村長（黒木 定藏君） ただ今、上程いただきました議案第１２号公の施設の指定管理

者の指定について、提案理由の説明を申し上げます。 

 本案は公の施設に関する条例第１０条に規定する施設のうち、指定期間が平成３０

年３月３１日で終了する施設及び新設する１施設の２施設について地方自治法第２４

４条の２第６項及び第１０条の２第３項の規定に基づき、指定管理者の指定について

本議会に付記するものであります。 

 各施設の指定管理者は次の別紙のとおりでございますので、別紙を朗読いたします。 

 別紙 

 １ 西米良村物産販売センター 

  （１）指定管理者となる団体の名称 

     株式会社 さかもと 

  （２）指定の期間 

     平成３０年４月１日から平成３８年３月３１日まで 
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 ２ 西米良村ジビエ処理加工施設 

  （１）指定管理者となる団体の名称 

     上米良地域資源活用活性化協議会 

  （２）指定の期間 

     平成３０年４月１日から平成３８年３月３１日まで 

 以上、議案第１２号の公の施設の指定管理の指定について提案理由の説明を申し上

げましたが、詳細につきましては、ご質疑に応じまして、担当課長をして説明いたさ

せますので、よろしくご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理

由の説明といたします。 

○議長（濵砂 征夫君） 提出者の説明が終わりました。これより質疑を行います。議案

第１２号について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） はい。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。討論は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第１２号を採決します。お諮りします。本案は原案の通り決定するこ

とにご異議ありませんか。 

〔「異議 なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 異議なしと認めます。従って議案第１２号公の施設の指定管理

の指定については、原案の通り可決されました。 

―――――――――――――・―――――・――――――――――――― 

日程第１０．議案第１３号 

○議長（濵砂 征夫君） 日程第１０、議案第１３号平成２９年度西米良村一般会計補正

予算（第１１号)を議題とします。提出者の説明を求めます。 

○村長（黒木 定藏君） 議長。 

○議長（濵砂 征夫君） 村長。 

○村長（黒木 定藏君） ただ今、上程いただきました議案第１３号平成２９年度西米
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良村一般会計補正予算（第１１号）につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

 今回の補正につきましては、全体的な事業といたしまして、事業量、補助金等が確

定したこと等による歳入歳出の調整を行ったところでございます。予算の内容といた

しましては、現在の予算総額に歳入歳出それぞれ１７万９，０００円を減額し、補正

後の総額を２６憶８，９４４万６，０００円とするものでございます。 

 主な歳入について申し上げます。地方交付税でございますが、特別交付税の１２月

交付分として８，９４１万４，０００円を増額させていただきました。国庫負担金は、

地域型保育給付国庫負担金が減額となる予定でございましたが、制度改正により減額

とならなかったことによる増額３０８万円等でございます。国庫補助金は、庁舎整備

国庫補助金を平成３０年度に請求することになったことに伴う減額３２４万８，０００

円、及び道路橋梁費国庫補助金が要望額を下回ったことによる減額２，０２８万

５，０００円などでございます。県負担金は国庫負担金と同様に、地域型保育給付費

県負担金が減額とならなかったことによる増額１５４万１，０００円等でございます。 

 県補助金は平成３０年度に予定いたしておりました八毛巻地区飲料水施設整備にか

かる県単補助金が前倒しで交付決定されたことに伴う増額３５７万９，０００円。地

籍調査事業の事業量確定に伴う減額８４６万９，０００円等でございます。基金繰入

金は財源としての各基金からの繰入れの調整を行い、４，３６５万円の減額といたし

ております。村債は各事業費の確定に伴い１，７９０万円の減額といたしております。 

 次に主な歳出について申し上げます。総務管理費は新庁舎建設にかかる仮庁舎への

移転等の委託料の減額２９７万４，０００円。新庁舎建設の入札執行により本年度分

の工事請負費が確定したことによる減額２，３６１万円等でございます。社会福祉費

は地域包括支援センターの事業全体が交付金事業の対象となったことに伴う繰出金の

減額６００万円等でございます。児童福祉費は、ふたば園施設整備基金へ１億円を積

み立てること等により９，３４１万４，０００円の増額となっております。 

 農業費は双子キャンプ場整備基金への積立金５，０００万円等でございます。林業

費は林道長谷・児原線について国の補正予算により事業量が増えたことによる負担金

の増額４０９万８，０００円。八毛巻地区飲料水施設整備の県単補助金が平成３０年

度から前倒しで採択されたことによる増額５１１万９，０００円等でございます。 
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 また、道路橋梁費につきましては社会資本整備総合交付金事業につきまして、事業

料が要望を下回ったことに伴う減額２，３４０万２，０００円等でございます。 

 継続費につきましては、新庁舎建設事業が入札により事業総額、年割額が確定した

ことにより調整を行うものでございます。 

 繰越明許費につきましては、各事業のそれぞれの理由によりまして年度内の事業の

完了が認められないことから、５事業５，６１２万９，０００円ついて繰越を行うも

のであります。 

 概要については以上でございますが、ご質疑に応じまして、それぞれ担当課長をし

て説明いたさせますので、よろしくご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げま

して、提案理由の説明といたします。 

○議長（濵砂 征夫君） 提出者の説明が終わりました。これより質疑を行います。議案

第１３号について質疑はありませんか。 

○議長（濵砂 征夫君） ２番、白石 幸喜君。 

〇議員（２番 白石 幸喜君） ３点ほど担当課長にそれぞれお聞きしたいというふうに

思います。まず１点目ですけど、１６ページ商工費県補助金の中の市町村間連携支援事

業、２１万１，０００円の減額というふうになってございますが、これにつきましては

２９年９月に補正をされております。内容につきましては、西都児湯地域の観光推進へ

の補助事業ということで補正をされておりましたが、実際どのような事業内容かという

こともお聞きしたいと思います。 

 それと、２点目ですが、江戸見物事業業務委託、民生費、社会福祉費の中の高齢者

福祉費２６８万２，０００円減額をされております。好評だったという話は聞いてお

りますけれども、実際の参加人数、それから全体の状況等をお話しいただければと思

います。伺います。 

 それから３点目、最後になりますが、社会教育総務費、４４ページになります。生

涯学習推進大会設備等委託１６万５，０００円減額をされてございますが、私も見さ

せていただきましたけども、音響等にかなり不備があったというふうに感じておりま

す。業者選定につきましては委託ということでございますので、十分に検討はされて

いるというふうに思いますけども、運営された担当課の方でどういうような思いをさ
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れたのかということを伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（濵砂 征夫君） むら創生課長。 

〇むら創生課長（牧 幸洋君） ご質問にお答えしたいと思います。まず市町村間連携支

援事業の概要につきましては、平成２２年発生の口蹄疫を機に西都児湯観光ネットワ

ークというものを平成２４年度に形成をいたしております。東九州道開通等の情勢を

踏まえまして、西都児湯の市町村が連携して地域資源を活用したプロモーションを行

っていくというものでございます。とくに、この市町村間連携支援事業で進めている

ものにつきましては、花のある地域づくり、スポーツの振興、伝統文化、食を中心に

各自治体が連携、磨き上げをめざすというものになっております。 

 この事業につきましては、もともと『さいとこゆ「食」の大運動会』、そして高鍋で

行われます「鍋合戦」を中心にこの連携事業は進められていたものなのですけども、

西米良村としては直接的な関りが薄うございまして、先ほど申しました４つのテーマ

に関連する事業に予算充当をしているというような状況になっています。例えば、西

米良村で言いますと、観光キャラバンの旅費等への予算充当、また「花咲かじいさん」

の賃金等への予算充当、そしてスカイランニング事業への予算充当を行っているとい

うことでございます。 

 この市町村間連携の事業の中で、この地域をＰＲするためのムック本というものを

今年度作成する予定にしておるんですけれども、１２月の議会の方で補正をさせてい

ただいたのは、それが今年度になって新たに追加されたというようなものでございま

す。今回の減額につきましては、それらの予算等も踏まえまして、充当先である「花

咲かじいさん」事業の賃金におきまして、予定していた作業日数が大幅に減ったとい

うことで、減額をさせていただくというものでございます。以上です。 

○議長（濵砂 征夫君） 福祉健康課長。 

〇福祉健康課長（梅本 昌成君） ただ今の質問にお答えしたいと思います。今回の平成

の江戸見物事業パート３は、平成２４年度のパート１、それから平成２６年度のパー

ト２に続いて３回目になります。第１班が１０月の１５日から１７日まで。第２班が

１１月の２６日から２８日までということで、それぞれ２泊３日。第１班、第２班、

それぞれ１４名ずつの参加がありまして、参加者につきましては合計の２８名という
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ことでございます。事業費につきましては、旅行費用、それからアルバム作成料等を

含めまして５６１万７，２９９円ということで、当初予算からの残額について、今回

減額をするものでございます。 

 それから、パート１、パート２に引き続いてでございますけども、同様にですね、

大変喜んで元気になって帰って来られたといったような状況でございます。 

○議長（濵砂 征夫君） 教育総務課長。 

〇教育総務課長（濵砂 亨君） ただ今のご質問にお答えしたいと思います。生涯学習大

会の本年度の実施につきましては、ご承知の通り今年度初めて小中学校の合同学習発

表会、それから例年開催しております生涯学習大会を同日に開催させていただいたと

ころです。ご指摘の通りですね、参加された村民の方々からも、当日の運営において

音響設備に不備があったことをいろいろとご指摘いただいているところです。とくに

小中学校の合同発表会の中の劇の部分等で音響に不備があったと私たちも認識してい

るところです。事前にですね、当然集音のしかたとかについて検討させていただいて

臨んだわけですけど、結果として参加していただいた方々にご迷惑をおかけしたこと

は私たちも深く反省しているところです。 

 来年度につきましては、とくに小中学校の合同学習発表会の部分については、事前

に学校で予行練習的なことを始めますので、そこの段階から音響関係もしっかり考え

ていきながら、当日を迎えるような形でですね、万全の体制を敷いていきたいと考え

ています。予算につきましては、来年度の方も既定の予算の範囲内で最大限努力して

いきたいというふうに考えております。以上でございます。 

○議長（濵砂 征夫君） ２番、白石 幸喜君。 

〇議員（２番 白石 幸喜君） はい、了解しました。市町村連携、それから江戸物事業

につきましても了解をいたしましたし、生涯学習推進大会、課長が言われましたよう

に初めての小中学校合同ということを含めての生涯学習大会ということであります。

大変楽しみにされておられた住民の方、村民の方もおられたと思いますので、ぜひ反

省等があればまた、次回の方にしっかり活かしていただきたいと思っています。以上

です。 

○議長（濵砂 征夫君） ６番、中武 勝文君。 
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〇議員（６番 中武 勝文君） 治山費県補助金、３５７万９，０００円の八毛巻地区飲

料水施設整備にかかわる補助金ということでありますが、どのような施設整備をされ

るのか、されたのかわかりませんが、このことについてご説明をお願いします。 

○議長（濵砂 征夫君） 建設課長。 

〇建設課長（上米良 重光君） 今のご質問ですけど、村長が申されたとおりですけど、

八毛巻地区は組合で水道を管理しております。あそこは雨のたびに濁るということで、

そういうふうな話がありましたので、県の事業を申請して、その中で取水壁を造って

水を取るということを考えています。そして実際に３０年計画していたわけですが、

県の方が予算がついたという連絡がありましたので、それはいいことだということで

連絡をとって計画をあげたところであります。堰堤としては、現場高で３ｍか４ｍく

らい、天場幅が１ｍくらいの堰堤を造って取水をしようということを考えています。

以上です。 

○議長（濵砂 征夫君） ６番、中武 勝文君。 

〇議員（６番 中武 勝文君） 非常にいい事業だろうというふうに思います。特に飲料

水は村民の生活の根幹にかかるわけでありますから、そういうものを利用していただ

いて、各地区、それから水に困っている世帯への供給というのも、広い意味で情報を

取っていただいて、整備していただきますようにお願いをしたいと思います。以上で

す。 

○議長（濵砂 征夫君） １番 中武 智和君。 

〇議員（１番 中武 智和君） それでは担当課長の方にお伺いをいたします。まず歳入

の方になるんですけども、村営住宅の使用料について３０５万円の減額ということに

なっております。これにつきましては退去者が出たのか、それとも住宅使用料の安価

な方が増えたのか等々、いろいろ理由があろうかと思いますが、まずそれについてお

尋ねをいたします。 

○議長（濵砂 征夫君） 村民課長。 

〇村民課長（田爪 健二君） ただ今のご質問にお答えしたいと思います。２９年度の当

初予算の算定につきましては、２８年の１２月の家賃をもとに算定をしております。

その次の月額の家賃が２６７万９，０００円ということでございましたので、単純に１２
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カ月分、２９年度の当初予算を３，２００万ほど予算を計上させていただいています。

２９年の４月の年度の当初の家賃算定時は月額が２５０万６，０００円程度の家賃と、

だいぶ移動等がありまして減額になっておりまして、その時すでに３，０００万円の年

間の家賃というふうに減額していたんですが、その間退去とか家賃の改正等でですね、

２００万円程度減額になっております。そして、２９年度の年度途中に退去者とか入居

者とかありますけれども、全体で見ると減額になった部分が多いということで、今回は

３００万円程度の減額をさせていただいております。以上です。 

○議長（濵砂 征夫君） １番、中武 智和君。 

〇議員（１番 中武 智和君）はい了解しました。一応関連になるんですが、そういう算

定については了解なんですけども、退去等もあったということでありますので、現在

の村営住宅の稼働率と言いますか、入居状況等をお聞かせください。 

○議長（濵砂 征夫君） 村民課長。 

〇村民課長（田爪 健二君） 今現在ですね、管理の住宅個数が、１４１戸を管理してお

りまして、そのうち２戸についてはですね、入居がちょっと不可能ということで、募

集は控えさせていただきまして、現在空き住宅が１０戸ございます。状況はそういっ

たところでございます。 

○議長（濵砂 征夫君） １番 中武 智和君。 

〇議員（１番 中武 智和君）はい、了解しました。空き住宅についてはですね、積極的

に村民の方等にお知らせをいただいてですね、ぜひ稼働率が上がるようにお願いをし

たいと思います。次に歳出の方で質問をさせていただきたいと思います。 

 まず、庁舎建設にかかる工事請負費の減額２，３６０万円。これについては執行に

かかわる不要額ということでありますが、最終的に予算は計上したものの、ここまで

は必要なかったというものなのか、単純に入札率に伴う執行残となったのか、そうい

った点についてお伺いをいたします。 

 同じような内容で、道路橋梁費についても３，１６２万１，０００円の減額になっ

ておりますので、こちらについてもお伺いをいたします。それから林業費なんですが、

予算説明においてはですね、マイナス７７６万８，０００円ということで説明がされ

ておるわけですが、中身を見ますと、「増額」の理由が書いてあるんですが、予算書上
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では「マイナス」の方がありましたので、そちらについてもお伺いをしたいと思いま

す。公有林の保育作業委託料でマイナス５００万円、山の道で１，０００万円近くの

減額となっていますので、こちらについてもお伺いをいたしたいと思います。 

○議長（濵砂 征夫君） 建設課長。 

〇建設課長（上米良 重光君） 今のご質問ですけど、社会資本整備事業につきましては

ですね、事業費の確定ということで、１２月ごろに補正がくるというような話で当初

はありましたけど、景気対策の方で補正ということで考えていましたけど、最終的に、

補正が来なかったことで減額させていただいたということになっております。 

 それと、山の道地域づくり交付金につきましてはですね、小川石打谷線の関連で、

全体の予算は総額として４億程度の事業費で動いていたわけですけど、事業費の確定

による減額ということになっております。そして条件としては、工区が２工区で進め

ておる関係で、それだけ予算をつけてもできないということで、法面の保護だけであ

りますので、予算の確定に伴う減額ということで了解していただいきたいと思います。

以上です。 

○議長（濵砂 征夫君） 農林振興課長。 

〇農林振興課長（濵砂 和廣君） はい。ただ今の質問の中にありました公有林保育作業

委託料５００万円の減でございます。これは庁舎建設に向けて板谷地区において開伐

を進めておったところですが、２丁歩を当初予算化しておったのですが、そこまでは

いらないということで１丁歩ほどに落としたところでございます。以上です。 

○議長（濵砂 征夫君） 村民課長。 

〇村民課長（田爪 健二君） はい。ただ今のご質問でございますが、これはこのたび庁

舎関係の工事の事業の入札をしまして、その入札残ということで、今回この額を減額

させていただいております。以上です。 

○議長（濵砂 征夫君） １番、中武 智和君。 

〇議員（１番 中武 智和君）はい。入札残ということだったんですけれども、これにつ

いては単純に入札率で残額が増えてしまったということでよろしかったでしょうか。 

○議長（濵砂 征夫君） 総務課長。 

〇総務課長（黒木 敏浩君） これにつきましてはですね、庁舎建設につきましては継続
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費ということで２９年度、３０年度分ということで決議をいただいておりまして、全

体総額として割り振っておったんですけども、その割り振り方で今回入札をかけた時

に、今回２９年度につきましては前払い金のみの支払いとなったもんですから、総額

は変わらないんですが、今年度中の支出の方が低くて済んだというかたちになってお

りますので、入札率につきましてはそんなに落ちているわけではございませんで、通

常通りと言いますか、そんなに低く落ちたわけではございません。以上です。 

○議長（濵砂 征夫君） １番、中武 智和君。 

○議員（１番 中武 智和君）はい。了解しました。予算を計上していただく時に、適正

な見積もりは当然やっていただいているとは思うんですけども、あまりにも不要額と

言いますか、減額が大きかったので質問をさせていただいたところでありました。同

じようなことになるんですけども、総体的なことでですね、３月の補正でありますの

で、当然減額等の補正をするというのが流れだと思います。もちろん、足りなかった

場合は増額する、余った場合は減額するというようなことで手続きをずっと行われて

こられているわけですけれども、軒並みですね、いろんなものが減額が大変多うござ

います。 

 要するに、予算を計上される際にですね、どのような見積もりと言いますか、どの

ような予算の計上をしているかということが、たぶん大きなところになるんだと思い

ます。もちろんその内容等によっては、先日の臨時議会等でもお話をさせていただい

た通り、修繕なんかについては、もちろん修繕が発生しなければ余ってしかるべきと

いうようなこともあるとは思うんですけど、通常の業務委託等も人員割とかそういっ

たもので、額が変わるもの変わらないもの等があろうかと思います。要するに前例踏

襲と言いますか、単純に前年度と同じ予算を計上して、また今年も予算を減額すると

いうような流れになっている部分がひとつあるんじゃないのかなと思いますので、そ

こらへんについて考え方等をお伺いをいたしたいと思います。 

○議長（濵砂 征夫君） 総務課長。 

○総務課長（黒木 敏浩君） 今の１番議員のご質問に対しては財政の立場からというこ

とでお答えさせていただきます。たしかに今回は減額が多いということでご質疑なん

ですけども、先ほどから述べておりますように、どうしようもないと言いますか、や
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むを得ない理由によりまして減額する部分も多々あります。そういったことで調整を

させていただくという部分もありまして、予算査定の場合においても、その見積もり

の詳細をかなり厳しく見させていただいて査定をさせていただいています。 

 ですが、状況が変わったといったことがございまして、今回の減額となったという

ふうには思いますけれども、議員が言われます通り、軒並み落ちているというような

状況はですね、今一度職員全体に予算の取り方、そういったものも、もう一度指示を

しながら的確な予算計上をさせていきたいなと思っておりますので、今後努力させて

いただきますということでお答えさせていただきたいというふうに思います。 

○議長（濵砂 征夫君） １番、中武 智和君。 

〇議員（１番 中武 智和君）はい。ちょっと言葉足らずの部分がありましたので、補足

と言いますか、要するに、減額があまりにも多いということは、事業の執行がどうだ

ったのかということを見られることになるんだと思います。 

 例えば、保育士の賃金を計上されておったりするのですが、これも減額になってい

ると。何のために予算を組んだんだろうなという疑問をちょっといだかざるを得ない

部分等もありますので、毎年決算監査等でも監査委員さんの方から指摘事項で不要額

が多すぎると、適正な予算の見積もりをしていただきたいという旨の監査意見報告書

等も上がっておりますので、ぜひもう一度何のために予算を組んでいるのかというこ

とを、しっかりと考えていただくというか、そういった点で執行いただければと思い

ます。以上です。 

○議長（濵砂 征夫君） 他にありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君）これで質疑を終わります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第１３号を採決します。お諮りします。本案は原案の通り決定するこ

とにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 異議なしと認めます。従って議案第１３号平成２９年度西米良
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村一般会計補正予算（第１１号）は、原案の通り可決されました。 

―――――――――――――・―――――・――――――――――――― 

日程第１１．議案第１４号 

日程第１２．議案第１５号 

○議長（濵砂 征夫君） 日程第１１、議案第１４号平成２９年度西米良村特別会計国民

健康保険事業勘定会計補正予算（第３号）、日程第１２、議案第１５号平成２９年度西

米良村特別会計国民健康保険診療施設勘定会計補正予算（第２号）の２議案を一括議

題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○村長（黒木 定藏君） 議長。 

○議長（濵砂 征夫君） 村長。 

○村長（黒木 定藏君） それでは、ただ今２議案一括上程いただきましたので、まず議

案第１４号平成２９年度西米良村特別会計国民健康保険事業勘定会計補正予算（第３

号）について提案の説明を申し上げます。本案は既定の予算総額から歳入歳出それぞ

れ２，８３６万８，０００円を減額し、補正後の総額を３億１，８６４万７，０００円

とするものであります。 

 主な歳入から申し上げます。国庫負担金の療養給付費負担金５５７万円の減、及び

共同事業交付金の保険財政共同安定化事業交付金１，３４６万８，０００千円の減は、

それぞれ医療費の減によるものであります。 

 次に歳出について申し上げます。一般被保険者療養給付費１，６００万円の減、及

び一般被保険者療養給付費１０万円の減につきましては、それぞれ医療費の減に伴う

ものであります。保健事業費２４５万５，０００円の減は検診事業の確定及び職員人

件費の最終調整等によるものでございます。 

 以上がただ今の議案第１４号の提案理由の説明でございますが、本案につきまして

は先に開催いたしました国保運営協議会に諮問し、異議なしとの答申をいただいてい

るところでございます。 

 次に議案第１５号平成２９年度西米良村特別会計国民健康保険診療施設勘定会計補

正予算（第３号）について提案理由の説明を申し上げます。本案は既定の予算に歳入
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歳出それぞれ６１万３，０００円を増額し、予算総額を２億７，５１１万７，０００

円とするものであります。 

 まず、歳入について申し上げます。診療収入の他決算見込みにより増額・減額をい

たしております。繰入金では２９６万３，０００円は特別調整交付金申請による増額

分を国民健康保険事業勘定会計より繰り入れるものでございます。 

 次に歳出について申し上げます。歳入同様決算見込みより執行残等の減額をいたし

ております。診療所一般管理費、需用費８０万４，０００円の増額は１２月からの寒

気に伴う光熱水費７３万４，０００円の増額等でございます。診療所用消耗器材費６０

万円、医薬品等衛生材料費２５０万円の増額は、院内使用分の酸素及び医薬品等が増

加したことに伴うものでございます。給食費２０万円の増額は、給食調理員の退職に

伴い引継ぎ期間の賃金が発生したことによる増額でございます。 

 以上、補正予算の概要について申し上げましたが、本案につきましても、先に開催

されました国保運営協議会において、異議なしと諮問をいただいているところでござ

います。 

 以上、議案第１４号平成２９年度西米良村特別会計国民健康保険事業勘定会計補正

予算（第３号）、並びに議案第１５号平成２９年度西米良村特別会計国民健康保険診療

施設勘定会計補正予算（第３号）についての提案理由といたします。質問に応じまし

て、それぞれ担当課長をして説明いたさせますので、よろしくご審議の上、可決賜り

ますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 

○議長（濵砂 征夫君） 提出者の説明が終わりました。これより質疑を行います。議案

第１４号について質疑はありませんか。 

○議長（濵砂 征夫君） ２番、白石 幸喜君。 

〇議員（２番 白石 幸喜君） 議案第１４号、国民健康保険事業ですけども、１１ペー

ジ保険給付費療養諸費ですね。一般被保険者の療養給付費負担金１，６００万円減額

ということを、今村長の方からもご説明がありましたが、これにつきましては医療費

の減に伴うものということでございます。もちろん医療につきましては予算を組むの

は大変むずかしいということは十分承知をいたしておりますけども、医療費の減、ど

ういった内容、減の大きな内容、わかれば伺いたいと思います。 
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 それから、もう一点ですけど、１３ページの老人保健拠出金の事務費が１，０００

円減額されていますが、これはかなり昔の保健事業だというふうに思います。項目設

定でされておるかと思いますが、まだ引き続きこれも必要な項目なのかということを

２点お聞きしたいと思います。 

○議長（濵砂 征夫君） 福祉健康課長。 

〇福祉健康課長（梅本 昌成君） ただ今のご質問にお答えいたします。まず１点目の

保険給付費の一般被保険者療養給付費の減額についてでございますが、全体的に言い

ますと、昨年の同時期から比べますと、今年度は医療費総額が減額に転じているとこ

ろでございます。それから、高額医療費とも関連するんですけれども、大きなものと

して心臓疾患等々の医療費が前年度に比べてかからなかったということになります。 

 それから２点目につきましては、今老人保健医療というのはありませんけれども、

平成２１年度以降については過年度精算となって、それにかかる事務費を予算項目で

計上しているところでございます。平成２９年度までは該当するということで計上し

ております。以上でございます。 

○議長（濵砂 征夫君） ２番、白石 幸喜君。 

〇議員（２番 白石 幸喜君） はい、了解しました。医療費がかからないということに

つきましては、大変喜ばしいことでありますし、しっかりした保健事業のサポートが

できるというふうに考えます。老人保健医療拠出金についても了解いたしました。 

○議長（濵砂 征夫君）これで質疑を終わります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第１４号を採決します。お諮りします。本案は原案の通り決定するこ

とにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 異議なしと認めます。従って議案第１４号平成２９年度西米良

村特別会計国民健康保険事業勘定会計補正予算（第３号）は、原案の通り可決されま

した。 

 議案第１５号について質疑はありませんか。 
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○議長（濵砂 征夫君） ３番、上米良 玲君。 

〇議員（３番 上米良 玲君） 議案説明書の中に、修繕料１５万円ほど上がっておりま

すが、どのような修繕をなされたのでしょうか。お伺いします。 

○議長（濵砂 征夫君） 診療所事務長。 

〇診療所事務長（渡邉 智紀君） ただ今の質問にお答えいたします。修繕料を１５万円

ほど補正予算として計上させていただいておりますけれども、診療所の平成１７年の

開設から１３年の年数を経て、いろいろな所で故障が生じてきておるところです。今

回上げさせていただいている分につきましては、エレベーターのバッテリー等の交換

が必要ということが点検の際に発覚しましたので、早急な修繕が必要というところ。

もう一点、医師住宅のボイラーから、少し水道の方から、鉄さびがちょっと出ている

というような状況がございます。先生の住宅環境ということですので、早急な修繕を

したいということで計上させていただいております。以上です。 

○議長（濵砂 征夫君） ３番、上米良 玲君。 

〇議員（３番 上米良 玲君） 了解しました。 

○議長（濵砂 征夫君） ２番、白石 幸喜君。 

〇議員（２番 白石 幸喜君） 事務長にお伺いをいたしますが、歳出の方の工事請負費

ですね。総務管理費８９万５，０００円減額されております。内容につきましては、

ＬＥＤの交換やガラスフィルム等の交換、それから３階の会議室の改修等があったと

思いますが、その３階の会議室の改修の現在の状況というか利用状況をお聞きします。 

 それともう一点ですが、医療費の中で医薬品等の増額がなされております。説明に

よりますと、院内使用分の酸素及び医薬品等が増加したことに伴う診療所医薬品と衛

生材料費２５０万の増額ですが、患者さんが増えたということだと考えますが、薬品

につきましては、いわゆるジェネリック、患者さんの方にやさしいと思いますが、金

額的にも。そうしたジェネリックをどのくらいの割合で、院内につきまして利用され

ているのか伺いします。 

○議長（濵砂 征夫君） 診療所事務長。 

〇診療所事務長（渡邉 智紀君） ただ今のご質問にお答えしたいと思います。歳出の

方で工事請負費を減額させていただいておりますが、内容は先ほど議員の方からあり
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ました通りでございます。３階カルテ庫の改修ということで、当直室の方をもう一室

設けたというような工事になっております。 

 ２９年度県立宮崎病院の方から７名の研修医の先生が１ヵ月ずつ７ヵ月来られてお

りまして、その先生方を新たな当直室の方に入れさせていただいております。その先

生方が滞在されている間にも、代直の先生、学生等が来られますので、そういった時

に以前の当直室を利用しているということで、２部屋になった関係で非常に有効的に

使わせていただいておりますので、そういった状況になっております。 

 次に２点目ですが、薬剤の補正になりますが、おっしゃる通り患者さんの増、また

院内での使用の薬剤の増等もございますが、内視鏡の検査等が増えてきておりまして、

内視鏡検査の洗浄の薬剤等もたびたび必要になってくるというところで、そういった

ところのそれぞれの経費が少しずつ嵩んでおるというところもございます。 

 次にジェネリック医薬品の件についてですが、ジェネリック薬品と言いまして、後

発の医薬品ということになります。本診療所では平成２８年の４月１日に、外来後発

医薬品使用体制加算というものをとっております。これの基準がですね、全医薬品の

５０％、かつ後発医薬品のある医薬品の７０％以上がジェネリック、後発医薬品であ

るという基準がございます。その申請当時に、診療所の方では外来薬局ということで、

在庫のパーセンテージですけれども、全医薬品中６７％以上と後発医薬品ありの医薬

品中で８２％を超える後発医薬品の使用ということになっております。 

 現在、申請以降、随時後発医薬品への移行を進めておりますので、後発医薬品につ

きましては８５％～９０％程度の使用になっておるということで認識しております。

調剤薬局の方も、村内の国保の患者様についてのみですけれども、８１％の後発医薬

品の使用ということで資料をいただいておりますので、そういう状況で後発医薬品の

方を処方させていただいているような状況です。以上です。 

○議長（濵砂 征夫君） ２番、白石 幸喜君。 

〇議員（２番 白石 幸喜君） 了解をいたしました。先生への対策もしっかりとってい

ただいているということだと思いますし、患者さんにつきましてもしっかり周知をし

ていただいて、こうした後発医薬品等の普及にも努めていただきたいと。経費の削減

にもつながってくるのかなと考えますので、よろしくお願いしたいと思います。以上



—  — 29 

です。 

○議長（濵砂 征夫君）これで質疑を終わります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第１５号を採決します。お諮りします。本案は原案の通り決定するこ

とにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 異議なしと認めます。従って議案第１５号平成２９年度西米良

村特別会計国民健康保険診療施設勘定会計補正予算（第３号）は、原案の通り可決さ

れました。 

―――――――――――――・―――――・――――――――――――― 

日程第１３．議案第１６号 

日程第１４．議案第１７号 

○議長（濵砂 征夫君） 日程第１３、議案第１６号平成２９年度西米良村特別会計介護

保険事業勘定会計補正予算（第３号）、日程第１４、議案第１７号平成２９年度西米良

村特別会計後期高齢者医療事業補正予算（第３号）の２議案を一括議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○村長（黒木 定藏君） 議長。 

○議長（濵砂 征夫君） 村長。 

○村長（黒木 定藏君） それでは、ただ今議案第１６号及び１７号につきまして一括上

程いただきましたので、まず１６号から提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第１６号平成２９年度西米良村特別会計介護保険事業勘定会計補正予算（第３

号）につきまして提案理由の説明を申し上げます。 

 本案は既定の予算総額から歳入歳出それぞれ１１８万５，０００円を減額し、補正

後の総額を２億３，４３７万１，０００円とするものであります。 

 まず、主な歳入についてご説明申し上げます。国庫負担金２１０万円及び国庫補助

金の地域支援事業２４２万８，０００円の増額は、介護給付費実績見込みにより追加

されるものでございます。一般会計繰入金の地域包括支援センター運営費繰入金６００
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万円の減額につきましては、本年度より運営費全額が国及び県補助金の地域支援対策

経費として交付されることに伴い、減額するものであります。 

 次に歳出について申し上げます。保険給付費のうち居宅介護等サービス給付費６５０

万円の増額につきましては通所介護、デイサービスでございますが、等の居宅サービ

ス利用の増によるものでございます。 

 以上が、議案第１６号の提案理由でございます。 

 次に議案第１７号平成２９年度西米良村特別会計後期高齢者医療事業補正予算（第

２号）につきまして提案の説明を申し上げます。 

 本案は既定の予算から歳入歳出からそれぞれ３３５万６，０００円を減額し、補正

後の総額を２，４３９万７，０００円とするものでございます。 

 まず、主な歳入について申し上げます。保険基盤安定繰入金６６万６，０００円及

び諸収入４２万５，０００円の減額につきましては、それぞれ確定によるものでござ

います。 

 次に歳出についてご説明いたします。後期高齢者広域連合納付金２９２万９，０００

円の減額は、保険基盤安定負担金等の確定によるものでございます。 

 以上、補正予算の提案理由について申し上げました。議案第１６号及び第１７号に

つきまして、提案理由の説明は以上でございますが、ご質疑に応じまして、それぞれ

につきまして担当課長をして説明いたさせますので、よろしくご審議の上可決賜りま

すようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 

○議長（濵砂 征夫君） 提出者の説明が終わりました。これより質疑を行います。議案

第１６号について質疑はありませんか。 

○議長（濵砂 征夫君） ５番、上米良 秀俊君。 

〇議員（５番 上米良 秀俊君）９ページのですね、最後の施設介護サービス給付費９００

万円が減額されていることで、当初の見込みの利用者が減少したということが書いて

あるんですけども、当初より減少した理由がわかれば教えていただきたいと思います。 

○議長（濵砂 征夫君） 福祉健康課長。 

〇福祉健康課長（梅本 昌成君） ただ今のご質問にお答えいたします。施設介護の９００

万円の減でございますけれど、施設入所者数の減ということで、特養が延べ１５人の
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減、それから療養型病床が延べ５人の減というふうになっております。以上でござい

ます。 

○議長（濵砂 征夫君） ５番、上米良 秀俊君。 

〇議員（５番 上米良 秀俊君）はい、了解いたしましたけれども、これは当初利用され

るはずだった人が利用されなかったということでよろしいでしょうか。 

○議長（濵砂 征夫君） 福祉健康課長。 

〇福祉健康課長（梅本 昌成君）質問にお答えいたします。当初の見込みは若干増やして

いるところがあるのも事実ですけども、途中でお亡くなりになったり、施設を出られ

るということになった方がいらっしゃいますので、合計で減額ということになりまし

た。以上でございます。 

○議長（濵砂 征夫君） ５番、上米良 秀俊君。 

〇議員（５番 上米良 秀俊君） 了解しました。 

○議長（濵砂 征夫君）これで質疑を終わります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第１６号を採決します。お諮りします。本案は原案の通り決定するこ

とにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 異議なしと認めます。従って議案第１６号平成２９年度西米良

村特別会計介護保険事業勘定会計補正予算（第３号）は、原案の通り可決されました。 

○議長（濵砂 征夫君） 議案第１７号について質疑はありませんか。 

○議長（濵砂 征夫君） ２番、白石 幸喜君。 

〇議員（２番 白石 幸喜君） 諸収入、後期高齢者医療広域連合受託事業収入の重複、

頻回受信者訪問指導業務収入２万９，０００円ということであります。重複頻回等の

指導は大変大事なことだと思いますけれど、どのくらいの方を訪問指導されているの

か。それから、毎年同じ方なのか、そのようなことを含めて、担当課長に伺いたい。 

○議長（濵砂 征夫君） 福祉健康課長。 

〇福祉健康課長（梅本 昌成君） ただ今のご質問にお答えいたします。重複頻回受診者
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訪問指導業務収入ですけも、これは国保連合会からの受託によって実施しております

が、当初は５名ほど予定しておりましたけども、結果的に６名増えまして１１名とい

うことで実施しました。内容的には重複があるんですけども、頻回とか服薬とか禁忌

とかいろいろあるんですが、１名が禁忌でそれから重複が１０名ということでござい

ます。 

 それから指導につきましては、国保連合会から委託派遣をしてもらう形で中武節子

さんが役場と別に、この事業だけの指導にあたってもらっています。対象者について

は改善された方もおりますけども、新規の方もいらっしゃいます。それから何回訪問

しても、足しげく通ってもなかなか改善が見られないという方もいらっしゃいますの

で、今後はそのへんが課題となってまいりますので、またさらにそういうものの解消

に努めてまいりたいと思っております。以上です。 

○議長（濵砂 征夫君） ２番、白石 幸喜君。 

〇議員（２番 白石 幸喜君） 大変むずかしい指導だというふうに思いますけれども、

しっかりと引き続きご指導していただきたいと考えます。 

○議長（濵砂 征夫君）これで質疑を終わります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第１７号を採決します。お諮りします。本案は原案の通り決定するこ

とにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 異議なしと認めます。従って議案第１７号平成２９年度西米良

村特別会計後期高齢者医療事業補正予算（第３号）は、原案の通り可決されました。 

―――――――――――――・―――――・――――――――――――― 

日程第１５．議案第１８号 

日程第１６．議案第１９号 

○議長（濵砂 征夫君） 日程第１５、議案第１８号平成２９年度西米良村特別会計簡易

水道事業補正予算（第３号）、日程第１６、議案第１９号平成２９年度西米良村特別会

計下水道事業補正予算（第２号）の２議案を一括議題とします。 



—  — 33 

 提出者の説明を求めます。 

○村長（黒木 定藏君） 議長。 

○議長（濵砂 征夫君） 村長。 

○村長（黒木 定藏君） それでは、ただ今議案第１８号並びに第１９号を一括上程いた

だきましたので、まず議案第１８号から提案理由の説明を申し上げます。議案第１８

号平成２９年度西米良村特別会計簡易水道事業補正予算（第３号）につきまして提案

理由の説明を申し上げます。 

 今回の補正は既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１３１万２，０００円を減額し、

補正後の総額を４，１６４万８，０００円とするものであります。歳入の主なものは

水道使用料３５万円の増額でございます。これは簡易水道施設、飲料水供給施設使用

料が当初見込み額を上回ったものことによるものでございます。一般会計繰入金１６６

万２，０００円の減額は歳入予算との調整を行うものでございます。 

 歳出の主なものは簡易水道施設費１３１万２，０００円の減額でございます。これ

は事業実施に伴う執行残によるものでございます。以上が議案第１８号の提案理由で

ございます。 

 次に議案第１９号平成２９年度西米良村特別会計下水道事業補正予算（第２号）に

ついて提案理由の説明を申し上げます。 

 今回の補正は既定の予算総額から歳入歳出それぞれ３３万円を減額し、補正後の総

額を２，４６６万３，０００円とするものであります。まず歳入の主なものについて

申し上げます。一般会計繰入金は３０万３，０００円で２，０００円の減額と、公共

下水道整備基金利子は２，０００円の増額になりました。 

 次に主な歳出について申し上げます。光熱水費は３３万３，０００円の減額でござ

います。これは日本下水道事業団の技術支援を受け、処理場の機械等の運転内容等を

改善した結果に伴う減額でございました。 

 以上が議案第１９号につきましての提案理由の説明であります。議案第１８号並び

に議案第１９号につきまして、それぞれの質問に応じまして、担当課長をして説明い

たさせますので、よろしくご審議の上可決賜りますようお願い申し上げまして、提案

理由の説明といたします。 



—  — 34 

○議長（濵砂 征夫君） 提出者の説明が終わりました。これより質疑を行います。議案

第１８号について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君）質疑なしと認めます。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第１８号を採決します。お諮りします。本案は原案の通り決定するこ

とにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 異議なしと認めます。従って議案第１８号平成２９年度西米良

村特別会計簡易水道事業補正予算（第３号）は、原案の通り可決されました。 

○議長（濵砂 征夫君） 議案第１９号について質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君）質疑なしと認めます。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第１９号を採決します。お諮りします。本案は原案の通り決定するこ

とにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 異議なしと認めます。従って議案第１９号平成２９年度西米良

村特別会計下水道事業補正予算（第２号）は、原案の通り可決されました。 

 ここで暫時、休憩とします。再開を午後２時５０分でお願いします。 

午後２時34分休憩 

 

午後２時50分再開 

○議長（濵砂 征夫君） それでは再開いたします。まず福祉健康課長の方から先ほどの

訂正があるそうです。どうぞ、福祉健康課長。 

〇福祉健康課長（梅本 昌成君） はい。それでは失礼します。一件訂正をお願いしたい
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と思います。先ほど議案第１７号でご質問のありました重複頻回事業につきまして、

国保連合会からの受託事業と説明したんですけども、正しくは後期高齢者医療広域連

合からの受託事業となりますので、訂正方をよろしくお願いしたいと思います。 

―――――――――――――・―――――・――――――――――――― 

日程第１７．議案第２１号 

○議長（濵砂 征夫君） 日程第１７、議案第２１号平成３０年度西米良村特別会計国民

健康保険事業勘定会計予算を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○村長（黒木 定藏君） 議長。 

○議長（濵砂 征夫君） 村長。 

○村長（黒木 定藏君） ただ今上程いただきました議案第２１号平成３０年度西米良村

特別会計国民健康保険事業勘定会計予算につきまして提案理由の説明を申し上げます。 

 平成３０年度予算は４月からの国保の新制度移行に伴い、歳入では県からの標準保

険税率等を参考に、また歳出では県により算定された国民健康保険事業被納付金を計

上いたしました。これに本村の医療費の動向や被保険者数を勘案し予算の編成にあた

ったところでございます。 

 一人当たりの医療費の状況を申しますと、昨年度同時期と比較いたしまして２０．７％

減、県内の順位も１位から１３位と下がってきております。ただし、本村のように被

保険者の少ない保険者は高額な医療費の発生次第で大きく影響を及ぼすために、医療

費の動向を一定の数値で把握することは大変苦慮いたしているところであります。 

 このような中でありますが、３０年度予算総額は２億６，４５０万６，０００円で、

前年度対比１３．４％の減となりました。なお、国保新制度の施行に伴い歳入・歳出

の予算項目の一部が変更となりました。変更となったものを申し上げますと、まず歳

入では、これまで国庫支出金の負担金及び補助金、並びに県負担金がそれぞれ県補助

金の普通交付金及び特別交付金に編入されております。 

 歳出では後期高齢者支援金と前期高齢者支援金等が国民健康保険事業費納付金に反

映されているところであります。 

 それでは、予算の主な歳入について申します。保険税２，１７６万２，０００円は
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前年度比１１２万９，０００円、４．９％の減となりました。新制度に伴い県から標

準保険税率が示されましたが、保険給付費の動向や県への納付金額を考慮し、当初予

算においては一人当たりの額を前年同様に据え置いて算定を行ったところでございま

す。なお、今年の課税所得が確定いたしましたら、再度精査を行いまして新たな保険

税率等を算定する予定といたしております。 

 また、県補助金２億３１４万１，０００円は療養給付費等及び診療所の運営にかか

る補助金で、県により算定された提示額となっております。基金繰入金１，０２０万

円は県への納付金に対する保険税額との差額相当分、及びその不足する財源について

の繰入金となっております。 

 主な歳出について説明を申し上げます。保険給付費１億１，９３０万１，０００円

は県が算定し、提示された額となっております。また、県全体の医療費に対して県内

市町村の所得や医療費水準等をもとに算定した各市町村からの県への国民健康保険事

業費納付金３，５２８万６，０００円につきましても、県により算定された額を計上

いたしたところであります。 

 以上、当初予算の概要について説明申し上げましたが、本案は先に開催されました

国保運営協議会に諮問し異議なしとの答申をいただいおるところであります。それぞ

れのご質疑に応じまして、担当課長をして説明いたさせますので、よろしくご審議の

上可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 

○議長（濵砂 征夫君） 提出者の説明が終わりました。これより質疑を行います。議案

第２１号について質疑はありませんか。 

○議長（濵砂 征夫君） ２番、白石 幸喜君。 

〇議員（２番 白石 幸喜君） 国保の事業ということで、全体的なことになろうかと思

いますが、平成３０年度から財政運営が市町村単位から都道府県単位になるというこ

とでございます。保険料税率等は市町村ごとに決めることになっていると思いますが、

このことについて県の関わり方、市町村が決める保険料税率等について県はどういっ

た関わり方をするのかが一点。もう一点は基金ですね。基金があろうか思いますけれ

ども、その基金の今後の運用の予定について担当課長に伺います。 

○議長（濵砂 征夫君） 福祉健康課長。 
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〇福祉健康課長（梅本 昌成君） ただ今のご質問にお答えいたします。まず市町村の

保険税について県がどういうふうに関わるかということでございますけども、今回も

ですが、３０年度の予算額につきましても、県が標準保険税率というのを算定して、

それぞれの市町村に提示をしております。内容的には本村では今四方式を採っている

わけなんですけども、県が提示してきたのは三方式ということでございます。県内の

方式を見てみますと、三方式で採っているのが、２９年度当初までは３市町。それ以

降、新制度に移行するということで動きがございまして、四方式から三方式に変えて

いく市町村がいくつかあります。先ほどの村長の話にもありましたけども、四方式か

ら三方式に変えることも視野にですね、所得が確定したらそのへんの検討もしていき

たいなというふうに思っております。 

 それから基金につきましては、以前から議員さんから心配されておったわけなんで

すが、県が提示します納付金、それと市町村のそれぞれの保険税額との差額が必ず出

ます。その差額について補填する財源として、基金を充当していいということになっ

ておりますし、保険税だけではなく、他の保健事業とか給付費についても、基金を充

当してよろしいという説明を受けております。そういうことで、基金は今後慎重に、

そして大切に使っていきたいなと思っているところでございます。以上でございます。 

○議長（濵砂 征夫君） ２番、白石 幸喜君。 

〇議員（２番 白石 幸喜君） 了解をいたしました。基金につきましては本当に心配を

しておったんですけども、県等につきましても今後は国保税料等の平準化をめざして

いくんではないかなというふうに考えをいたします。そうなると、そういった基金を

使わないと、やはり市町村の税の格差が出て来て、高いとこは高い、安いとこは安い

ということになるかと思いますが、適切な基金の運用で国保被保険者の方々の医療費

等のしっかりとしたサポートをしていただくようにお願いをしたいと思います。 

○議長（濵砂 征夫君）これで質疑を終わります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第２１号を採決します。お諮りします。本案は原案の通り決定するこ

とにご異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 異議なしと認めます。従って議案第２１号平成３０年度西米良

村特別会計国民健康保険事業勘定会計予算は、原案の通り可決されました。 

―――――――――――――・―――――・――――――――――――― 

日程第１８．議案第２２号 

○議長（濵砂 征夫君） 日程第１８、議案第２２号平成３０年度西米良村特別会計国民

健康保険診療施設勘定会計予算を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○村長（黒木 定藏君） 議長。 

○議長（濵砂 征夫君） 村長。 

○村長（黒木 定藏君） ただ今上程いただきました議案第２２号平成３０年度西米良村

特別会計国民健康保険診療施設勘定会計予算につきまして、提案理由の説明を申し上

げます。平成３０年度予算総額は２億８，３００万円で、前年度と比べて１，３７３

万３，０００円（５．１％）の増額となっております。主な歳入から申し上げます。

診療収入分担金及び負担金につきましては２９年度の決算見込みにより計上しており

まして、診療収入８，６６６万３，０００円は前年度比２８１万３，０００円の減額

で計上いたしております。繰入金１億７，０５０万４，０００円はレントゲン等医療

機器の更新に伴い１，２１９万８，０００円の増額となりました。 

 主な歳出について申し上げます。総務費２億３９９万２，０００円は職員等の人件

費や運営経費、研修等の経費で、前年度比５００万７，０００円の減額となっており

ます。医療費７，７７７万７，０００円はレントゲン等、老朽化した医療機器の更新

にかかる経費や医療材料費等で、前年度比３，８０６万８，０００円の増額となって

おります。公債費９３万１，０００円は診療所改築に伴う地方債償還がピークを過ぎ

たために、前年度比１，９３２万８，０００円の減額となりました。 

 以上、当初予算の概要について申し上げましたが、本案につきましても先に開催さ

れました国保運営協議会に諮問し異議なしとの答申をいただいておるところでありま

す。詳細につきましては、ご質疑に応じまして、担当課長をして説明いたさせますの

で、よろしくご審議の上可決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明と
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いたします。 

○議長（濵砂 征夫君） 提出者の説明が終わりました。これより質疑を行います。議案

第２２号について質疑はありませんか。 

○議長（濵砂 征夫君） ３番、上米良 玲君。 

〇議員（３番 上米良 玲君）担当課長にお聞きします。診療所の光熱水費のことなんで

すが、前年度はですね、１２月の寒気に伴って電気料が大幅に上昇したということで、

光熱費の方が７３万４，０００円を使用しております。３０年度につきましては、例

年通りの３６万円というかたちで計上されておりますが、自然が相手ですので夏場の

高温が来るとか、今年のように寒気が来るとかなかなか掴みづらいところではあるん

ですが、そのようになる前に、対策というか、まあガラスにシートを貼ると熱を遮断

する。真冬になると熱を閉じ込めて暖房の節約になるとか、そういった対策がある程

度とれると思うのですが、そのようなことを検討していく考えはあるのでしょうか。 

○議長（濵砂 征夫君） 診療所事務長。 

〇診療所事務長（渡邉 智紀君）ただ今のご質問にお答えいたします。光熱水費につきま

しては、２９年度補正で増額をさせていただいておるような状況でございます。先ほ

どありましたけれども、光熱費につきましては２９年度の当初予算が４２６万円、今

年度の当初予算が５１７万８，０００円ということで、９０万円程度の増額をさせて

いただいています。その節減の対策として、ガラスのフィルムを貼るとか、そういっ

たことについても年次的に２８年度から１階の部分、２階の部分等を施工をさせてい

ただいておる現状でございます。それに伴って、電気料の方が減額になっているかと

いうと、目に見えて減っているというところではないとは思うんですけれども、どう

しても冬場の方が電気料の方がかかりますので、室内の温度を設定した温度に上がる

まで電気を使うということが、電気代が増額する要因になっているようなところでご

ざいます。それに加えて、保健センターの方に村民課、会計室の方が移転してきてお

りますので、保健センター全体で電気代が若干上がっているような状況もございます

ので、こういった予算の計上になっております。 

○議長（濵砂 征夫君） ３番、上米良 玲君。 

〇議員（３番 上米良 玲君）了解しました。 
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○議長（濵砂 征夫君） １番、中武 智和君。 

〇議員（１番 中武 智和君）それでは事務長の方にお尋ねします。歳入の方になるんで

すけども、診療所収入がございます。事業所定期健診他一般健診等受託料、これにつ

いては昨年度と比較して４０万円程度の減額と。それから乳児健診、ふたば園児健

診、診断受託料等については昨年と同額が計上されているかと思いますけども、こち

らについてはその人数割り等で受託費が変わるかどうか、受託の金額が変わるのかど

うかについてお尋ねをいたします。 

○議長（濵砂 征夫君） 診療所事務長。 

〇診療所事務長（渡邉 智紀君）ただ今の質疑にお答えいたします。診療収入その他診療

収入の方の事業所定期健診他一般検診等受託料の４０万円等の減額につきましてです

が、森林組合の職員の健診の方を診療所の方で行っていただいておったんですが、２９

年度からは、当診療所では健診をしていただけておりません。その関係で若干減って

おります。児童生徒、ふたば園等の健診の受託料につきましては、福祉サイドの方と

人数の調整をしまして人数割りで予算を計上しております。天包荘の受診委託料とい

うのは、天包荘往診の分ということで１ヵ月１２万円ということで計上いたしており

ます。以上でございます。 

○議長（濵砂 征夫君） １番、中武 智和君。 

〇議員（１番 中武 智和君）はい了解しました。森林組合が健診を受診していないとい

うのは初めて知りました。ぜひですね、事業所がこちらにありますので、組合の経営

等もあろうかとは思いますが、村の診療所で健診を受けてくださいということで、働

きかけをお願いできればと思います。 

 次に歳出の方で何点かお伺いいたします。診療所一般管理費の方で報酬の計上がご

ざいますが、看護師、嘱託の理学療法士、窓口事務嘱託員報酬ということで、微増か

ら概ね２倍程度の増というような内容で予算が計上されております。これについては、

事務の体制といいますか、そういうものの見直しとか、そういうのがあるのかどうか

という点について、まず１点。 

 次に交際費になるんですが、昨年度と比較し２０万円程増額をされておるようでご

ざいます。一般会計等の方を見てみても、村長交際費が１４０万円、議長交際費が２０
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万円ということで、診療所での交際費の考え方といいますか、そういった点について

お伺いをしたいと思います。 

 それから３点目ですけども、工事請負費が総務費の総務管理費の中にございます。

施設改修ということで計上されておるようですが、この施設改修の内容についてお伺

いをいたします。 

○議長（濵砂 征夫君） 診療所事務長。 

〇診療所事務長（渡邉 智紀君）それではお答えをいたしたいと思います。総務管理費の

診療所一般管理費報酬の方ですが、嘱託員の報酬になります。勤務日数や勤務人数等

で若干増減しておりますけれども、窓口事務の嘱託員の報酬につきましては、昨年度

から一人減ということで、歯科の方の窓口に産休でお休みの方の代わりということで

入っていただいた方の減ということになります。その他の微増微減については調整に

なっておりますので、ご了承ください。 

 交際費の考え方についてですけれども、医師の異動に伴う餞別と、所長の方の交際

費ということで予算を計上させていただいております。その他、先ほど申しました県

立宮崎病院等の研修医の先生方が来られた際の交際費、そういったものにあてさせて

いただいているような状況です。昨年度から、県立宮崎病院の先生方が７名という、

多い人数来るようになりましたので、若干増額をさせていただいておるような状況で

す。 

 総務管理費の歯科一般管理費の工事請負費についてですけれども、診療所の方のＬ

ＥＤの改修の方は進んできておりますけれども、歯科の方のＬＥＤの改修をさせてい

ただきたいと思っております。これにつきましては、特別調整交付金の対象というこ

とで申請をしたいと思っております。以上です。 

○議長（濵砂 征夫君） １番、中武 智和君。 

〇議員（１番 中武 智和君）はい、了解しました。 

○議長（濵砂 征夫君）これで質疑を終わります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第２２号を採決します。お諮りします。本案は原案の通り決定するこ
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とにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 異議なしと認めます。従って議案第２２号平成３０年度西米良

村特別会計国民健康保険診療施設勘定会計予算は、原案の通り可決されました。 

―――――――――――――・―――――・――――――――――――― 

日程第１９．議案第２３号 

○議長（濵砂 征夫君） 日程第１９、議案第２３号平成３０年度西米良村特別会計介護

保険事業勘定会計予算を議題とします。提出者の説明を求めます。 

○村長（黒木 定藏君） 議長。 

○議長（濵砂 征夫君） 村長。 

○村長（黒木 定藏君） ただ今上程いただきました議案第２３号平成３０年度西米良村

特別会計介護保険事業勘定会計予算につきまして提案理由の説明を申し上げます。 

 はじめに本村の介護保険の概要からご説明を申し上げます。平成２７年度から本年

度まで第６期の高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画をもとに、高齢者の保健福

祉サービス等の各種施策を展開し、本村の高齢者が生きがいや幸せ感をもって住み慣

れた地域で安心して暮らせる生涯現役、元気村の実現に一歩でも近づけるよう実施を

してきたところでございます。そのような中でございますが、今回新た第７期介護保

険計画を策定し、介護保険料の設定や予算の提示を行ったところでございます。 

 保険料は団塊の世代が後期高齢者になる２０２５年を目前に控えまして、今後介護

保険給付の伸びが想定されること等を踏まえまして、標準月額であります第５段階の

保険料を６期と比べまして、２０３円増の５，２００円に設定させていただいている

ところでございます。なお、この保険料を算定するにあたりまして、基金現在高

１，１４６万円のうち、３年間で１，０００万円を投入し、設定をいたしたところで

あります。 

 平成３０年度の歳入歳出の予算の総額は２億１，０３４万１，０００円で、前年度

比４６３万６，０００円で２．２％の減額予算となりました。 

 主な歳入をご説明申し上げます。保険料は新たな介護保険料基準額に段階別被保険

者数の見込みで計上いたしました。国庫負担金、支払基金、県負担金、一般会計繰入
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金については、保険料給付費等に対し定められた負担割合で算定をいたしております。 

 また財政調整交付金につきましては、調整率、交付見込み率を乗じた額で計算をい

たしております。 

 主な歳出についてご説明申し上げます。保険給付費１億７，７２２万４，０００円

は、要支援及び要介護認定者に対するサービス費で、前年度比０．２％の減となりま

した。施設入所費は減少傾向にありますが、居宅介護サービス給付費につきまして

は、通所介護及び短期入所介護等の利用者の増加が見込まれることから増額といたし

ております。 

 地域支援事業費は２，２２９万５，０００円で、要支援者や認定前の高齢者に対し

ての介護予防及び日常生活支援にかかるものでありまして、前年度比２３．３％増と

なっております。 

 以上、平成３０年度当初予算につきまして申し上げましたが、詳細につきましては、

ご質疑に応じまして、担当課長をして説明いたさせますので、よろしくご審議の上可

決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 

○議長（濵砂 征夫君） 提出者の説明が終わりました。これより質疑を行います。議案

第２３号について質疑はありませんか。 

○議長（濵砂 征夫君） １番、中武 智和君。 

〇議員（１番 中武 智和君）それでは、お尋ねをいたします。介護保険事業については、

今年度の制度改正で様々な見直しが行われておいることと思うのですけども、今回の

一番大きな点としては、予防という部分に力を入れていくというようなことが大きな

内容であったのではないかと感じておるところであります。今後の介護保険の見込み

としては、入所等については減っていくような方向であるということで考えられてい

るような話でもあったかと思うんですけども、そうなると、通所ですとかそういった

ものがメインになろうかと思うんですが、今後、当然村内に一つしかないわけであり

ますが、特別養護老人ホームとしては。これから先、我々も年をとるわけでありまし

て、非常に村としても重要な施設ではないかと感じておるところですが、実際の経営

内容といいますか、そういった点にいろいろ大きく影響する部分が出てくるのではな

いかと考えておるところであります。いろいろなものを組み合わせることによって報
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酬額が上がったりとか、そっちじゃないですけど、経営のやりかた等もあるかとは思

うんですけども、どうしても自助努力だけではどうにもならない部分というのが出て

くるのではないかと思っておるところであります。 

 そういった点から、今後村として介護予防と言いますか、介護の拠点施設として、

今後どのように支援をされていかれるのかとう点について、お伺いをしたいと思いま

す。 

○議長（濵砂 征夫君） 村長。 

○村長（黒木 定藏君） では、私の方からお答えさせていただきますが、今までの経過

等から類推してお考えいただきたいと存じます。介護保険法が大きく変更になりまし

た３年前、小さな介護施設は極めて厳しい状況になると言われました。その時に、担

当課と中心に施設との綿密な打ち合わせをずっとやりました。そして、どこがどうい

うふうにどうなる？そういうことをずっと打ち合わせてきまして、可能な限りの支援

はしていこうということにいたしておりました。 

 ただ現実に、介護法が改正になりまして、介護度３以上の方の入所ということにな

りましたら、スムーズに３への移行ができたということが大きいわけでありますが、

介護度が大きいほど介護室料も大きいわけであります。そのへんで現在のところ、想

定したよりも経営的には安定しつつあるというふうに今現在なっております。なお、

私どもも介護施設の経営の状況につきましては、つぶさに経営の状況を見させていた

だきながら、検討は常に、毎年やらせていただいております。 

 ただ、そう言いながらも２０２５年問題はありますけれども、これから高齢者人数

は決して増えません。むしろ、介護人数は減ってくる可能性もあります。従いまして、

この地域で、議員がおっしゃいますように、絶対不可欠な施設であることにはまちが

いないわけですから、これからも特養との連絡調整をしっかりしながら、また、村が

委託して行っている事業等につきましても見直し等しながら、介護で入所者の負担が

大きくならないように、さらには介護保険料がそのことで上がらないように、しかも、

この介護事業がスムーズにいくように十分な配慮をしながら進めさせていただいてお

りますから、これからもそうだと思います。 

○議長（濵砂 征夫君） １番、中武 智和君。 
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〇議員（１番 中武 智和君）今、村長から答弁をいただきました通り、今後ともいろん

な面で財政的な支援も含めながら、密に連絡連携をとって大事な施設を今後も守って

いただければと思います。 

 それから、個別の内容についてお尋ねをいたしたいと思います。歳出の方になるん

ですが、介護保険システムの保守業務が一般管理費の中にございます。昨年度は４３０

万円ということで、結構な額が上がってきたんですが、今年度は９０万円に大きく減

額になっていますが、どのような保守の内容に変更されたのかという点について、ま

ず１点。それから、認定調査等費ということで、昨年につきましては報酬それから共

済費ということで２５０万円程度が計上してあったんですが、今年度は計上ありませ

んが、ここについてはどのような取り組みというか、体制になっているのかというこ

とについてお尋ねをいたします。はい、以上です。 

○議長（濵砂 征夫君） 福祉健康課長。 

〇福祉健康課長（梅本 昌成君） ただ今の質問にお答えいたします。まず第１点目です

けれども、委託料はシステム保守になりますけれども、昨年度は旧介護システムの保

守料がございまして、その分が本年度減額ということになっております。年度途中で

変わりましたので、補正でも落としてはありましたけれども、当初予算でもそのよう

に減額をさせていただいております。 

 それから２点目ですが、認定調査員につきましては、昨年度の保健師が産休育休と

いうことで１名となりました。それで、どうしようかと思ったんですが、元職員の保

健師がおりまして、その方にお願いをいたしまして、１年間介護認定調査員というこ

とで活動をしていただきました。３０年度につきましては、保健師が復帰いたします

ので、また保健師が認定調査を行うことになっています。以上です。 

○議長（濵砂 征夫君） １番、中武 智和君。 

〇議員（１番 中武 智和君）はい。了解しました。 

○議長（濵砂 征夫君）これで質疑を終わります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第２３号を採決します。お諮りします。本案は原案の通り決定するこ
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とにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 異議なしと認めます。従って議案第２３号平成３０年度西米良

村特別会計介護保険事業勘定会計予算は、原案の通り可決されました。 

―――――――――――――・―――――・――――――――――――― 

日程第２０．議案第２４号 

○議長（濵砂 征夫君） 日程第２０、議案第２４号平成３０年度西米良村特別会計後期

高齢者医療事業予算を議題とします。提出者の説明を求めます。 

○村長（黒木 定藏君） 議長。 

○議長（濵砂 征夫君） 村長。 

○村長（黒木 定藏君） ただ今上程いただきました議案第２４号平成３０年度西米良村

特別会計後期高齢者医療事業予算につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

 まず、本村の後期高齢者医療の概要について申し上げます。本村の７５歳以上の人

口は、１月末現在、前年比４人減の３１０名でございます。総人口に占める割合は

２６．２％、４人に１人は後期高齢者という状況にございます。また、２８年度に県

内で低い方から５番目でありました１人当たりの医療費が、２９年度は３０年１月審

査分までで、高い方から８番目となっております。このように本村のように被保険者

の少ない自治体は国保と同じように、高額な医療費の発生次第で大きく医療費総額が

変動し、医療費全体の動向を一定の数値で把握することは大変むずかしいという状況

にあることは変わりがございません。 

 このような中で、平成３０年度の歳入歳出予算総額は２，４９３万１，０００円で、

対前年度比１２０万２，０００円、４．６％の減額予算となりました。 

 まず、主な歳入から申し上げます。保険料、後期高齢者連合が算定した１，１１５

万５，０００円を計上してございますが、前年度比１５７万６，０００円、１２．４％

の減となりました。一般会計繰入の保険基盤安定繰入金８４９万１，０００円は低所

得者の保険料軽減分の相当額を繰入れるというものであります。 

 次に歳出について申し上げます。後期高齢者広域連合納付金１，９６４万９，０００

円は徴収した保険料及び保険基盤安定繰入金を後期高齢者広域連合へ納付するもので
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ございます。保険事業費３５５万８，０００円は後期高齢者を対象とした健診等にか

かる経費を計上いたしたところであります。 

 以上、当初予算についてご説明を申し上げましたが、ご質疑に応じまして、担当課

長をして説明いたさせますので、よろしくご審議の上可決賜りますようお願い申し上

げまして、提案理由の説明といたします。 

○議長（濵砂 征夫君） 提出者の説明が終わりました。これより質疑を行います。議案

第２４号について質疑はありませんか。 

○議長（濵砂 征夫君） ２番、白石 幸喜君。 

〇議員（２番 白石 幸喜君）担当課長にお伺いいたしますが、１０ページ、保険事業費

の健康保持増進事業費の中の予防費、賃金がございますけども、臨時雇賃金１４２万

１，０００円、それと訪問員賃金、これは新しくできたものかも知れませんが２３万

３，０００円、この業務内容の違いを１点。もう１点は、１１ページのその下の方に

いきまして、負担金、補助及び交付金の中ですが、口腔がん検診が削除、昨年はあっ

たんですが、なくなっているということでございます。この２点について伺います。 

○議長（濵砂 征夫君） 福祉健康課長。 

○福祉健康課長（梅本 昌成君） ただ今の質問についてお答えします。まず１点目に

ついてですけれども、訪問員賃金のことでよろしいでしょうか。これにつきましては

栄養指導を行うということで、本村は生活習慣病、とくに糖尿関係も意外と高いとい

うことでございまして、そういった健康指導を行える有資格者の方をお願いして、各

戸訪問するかたちで疾病の予防につなげていきたいということで、３０年度新たに予

算計上いたしたところでございます。 

 それから、２点目につきましては口腔がん検診でございますが、昨年度までありま

したけれども、３０年度から無料化ということで、口腔がん検診は実施いたしますけ

ども、無料ということにいたしております。 

○議長（濵砂 征夫君） ２番、白石 幸喜君。 

〇議員（２番 白石 幸喜君）了解をいたしました。 

○議長（濵砂 征夫君）これで質疑を終わります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（濵砂 征夫君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第２４号を採決します。お諮りします。本案は原案の通り決定するこ

とにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（濵砂 征夫君） 異議なしと認めます。従って議案第２４号平成３０年度西米良

村特別会計後期高齢者医療事業予算は原案の通り可決されました。 

―――――――――――――・―――――・――――――――――――― 

○議長（濵砂 征夫君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 次の会議は３月５日午前９時に開きます。議事は一般質問、平成３０年度一般会計

予算等を予定していますので、ご参集をお願いします。 

 本日はこれで散会します。ご苦労さまでした。 

○事務局長（濵砂 雅彦君） 一同、ご起立ください。一同、礼。お疲れ様でした。 

 

午後３時27分散開 

 

 


