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決算審査特別委員会会議録 

〔平成 27年第 3回定例夕張市議会付託〕 

  平成 27年 9月 16日(水曜日) 

  午前 10時 30分開議 

――――――――――――――――――――――― 

◎付託案件 

  (1)  認定第 １号 平成 26 年度夕張市一般会

計歳入歳出決算の認定について 

  (2)  認定第 ２号 平成 26 年度夕張市国民健

康保険事業会計歳入歳出決算の認定につい

て 

  (3) 認定第 ３号 平成 26 年度夕張市市場事

業会計歳入歳出決算の認定について 

  (4) 認定第 ４号 平成 26 年度夕張市公共下

水道事業会計歳入歳出決算の認定について 

  (5) 認定第 ５号 平成 26 年度夕張市介護保

険事業会計歳入歳出決算の認定について 

  (6) 認定第 ６号 平成 26 年度夕張市診療所

事業会計歳入歳出決算の認定について 

  (7) 認定第 ７号 平成 26 年度夕張市後期高

齢者医療事業会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

   (8) 認定第 ８号 平成 26 年度夕張市水道事

業会計決算の認定について 

――――――――――――――――――――――― 

◎出席委員（7名） 

 大 山 修 二 君 

 本 田 靖 人 君 

 小 林 尚 文 君 

 今 川 和 哉 君 

 熊 谷 桂 子 君 

 君 島 孝 夫 君 

 千 葉   勝 君 

――――――――――――――――――――――― 

◎欠席委員（なし） 

―――――――――――――――――――――― 

◎出席参与 

 市長、板谷・高間監査委員、教育委員長、教育長、

消防長、鈴木・大島理事、関係の室長、課長等 

――――――――――――――――――――――― 

午前１０時３０分 開会 

●大山委員長  ただいまから、決算審査特別委員

会を開催いたします。 

――――――――――――――――――――――― 

●大山委員長  本日の出席委員は 7 名全員であり

ます。 

 ほかに議長が出席されております。 

 次に、参与の出席でありますが、市長、板谷・高

間両監査委員、教育委員長、教育長、消防長、理事

のほか、関係の室長、課長等であります。 

――――――――――――――――――――――― 

●大山委員長  次に、第 3 回定例市議会において

本委員会に付託されました認定第 1 号ないし第 8 号

の 8 案件であります。この審査の進め方について、

初めに理事者から決算の概要についての説明を聴取

し、次に理事者の説明に対する質問並びに大綱的な

質疑を行い、次に一般会計の歳出より款ごとに各会

計決算書と順次審査を行い、最後に審査結果のとり

まとめと採決を行いたいと存じますが、そのように

取り進めてよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕 

 異議がありませんので、そのように取り進めてま

いります。 

――――――――――――――――――――――― 

●大山委員長  それでは、理事者の説明を求めま

す。 

 財務課長。 

●石原財務課長  それでは、平成 26年度夕張市各

会計の決算につきまして、お配りをしております決

算報告書によりご説明申し上げます。 

 まず、予算編成から決算に至るまでの経過の概要

につきまして、2ページをお開き願います。 

 平成 26年度の予算編成に当たっては、平成 25年

度における歳入歳出予算の執行状況を踏まえ、平成

26年度においても経費の全般について適正化を図り、

着実に財政再建を推進するとともに、地域再生のた
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めに限られた財源の中で効果的な政策展開を図るこ

とといたしました。 

 再生計画実質5年度目の平成26年度の当初予算は、

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に

より変更を行った財政再生計画に基づいて編成しま

した。 

 一般会計は、対前年度約 14億、14.2％の増加とな

りました。また、各特別会計においても計画の中の

各会計繰出金と連動する形で、それぞれの制度に基

づく適切な事業と財源を考慮し編成を行いました。 

 一方、平成 26年度における国の予算につきまして

は、社会保障を初めとする義務的経費等を含め聖域

なく予算を抜本的に見直した上で経済成長に資する

施策に重点化を図り、新しい日本のための優先課題

推進枠で要望された施策を初めとして、その内容を

精査し、民間需要や民間のイノベーションの誘発効

果が高いもの、緊急性の高いもの、規制改革と一体

として講じるものを重視しつつ、真に必要な施策に

予算を重点化することを基本に編成しました。 

 また、地方財政を取り巻く状況では、平成 26年度

においては社会保障の充実分等を含め、交付団体を

初め地方の安定的な財政運営に必要となる地方の一

般財源総額について、平成 25年度地方財政計画の水

準を下回らないよう実質的に同水準を確保すること

を基本として地方財政対策を講じることとしました。 

 このような状況の中スタートした平成 26 年度は、

7 月に示された普通交付税において計画を上回る決

定となりました。計画策定後に生じた新たな諸課題

に対応するため、その必要性・緊急性、財源を考慮

しながら一般会計において計 4回、総額 12億 5,388

万 2,000 円の当該年度の計画変更を行いました。こ

れらの変更に当たっては、国、道支出金や財政調整

基金繰り入れなどにより財源対応をしました。 

 なお、計画変更増額のうち 6億 4,285万 8,000円

は、前年度生じた決算剰余金等の財政調整基金への

積み立てであり、今後の活用については国、道と協

議を行いながら決定していくこととなります。 

 さらに 7億 8,328万 8,000円は、財政再生計画計

上事業について実施の先送りに伴う将来の実施財源

や職員給与の改善及び地方債の借り入れを伴う新た

な課題に対応するための財源を明確に確保するため

に財政再生計画調整基金へ積み立てたものでありま

す。 

 決算において収支均衡を見込んでいた一般会計は、

最終予算と比較すると、地方交付税などの歳入増、

扶助費などの義務的経費や各事業における入札執行

節約などによる歳出減と関連財源の減などによって

実質収支約 6億 7,000 万円の黒字となりました。ま

た、特別会計においても全ての会計で収支均衡以上

となり、今後も適正な運営を図ってまいります。 

 財政再生団体となって実質 5 年度目の予算の執行

は、前述のとおり最終的に黒字を達成することがで

きました。各方面から夕張を支援していただいた皆

様に感謝を申し上げますとともに、引き続き市民皆

様のご理解とご協力を得ながら市民の安全・安心を

守るため山積する諸課題に適切に取り組んでまいり

ます。 

 次に、4ページをお開き願います。 

 ここでは、各会計の予算及び決算の状況を記載し

ているものでございます。 

 次に、5ページをごらんください。 

 一般会計の決算につきましては、下段に記載のと

おり、歳入決算額 132億 3,352万 2,000円に対し、

歳出決算額は 125億 5,491万 8,000円となり、差引

残額6億7,860万4,000円に翌年度繰り越し財源237

万 4,000円を差し引いた額 6億 7,623万円は全額繰

り越ししました。 

 次に、6ページ、7ページにつきましては款別の予

算執行状況、8ページ、9ページは性質別の予算執行

状況、10ページは市税の内訳、11ページは予備費充

用額の内訳をそれぞれ記載しております。 

 次に、12 ページから 21 ページまででございます

が、ここでは一般会計事業別決算に関する調べでご

ざいます。一般会計における全事業を掲載しており

ますので、後ほどご参照いただきたいと思います。 

 続きまして、22ページ、23ページ、国民健康保険
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事業会計の決算につきましては、22ページ下段に記

載のとおり、歳入決算額 16億 1,931万 3,000円、歳

出決算額 16億 1,192万円となり、差し引き残額 739

万 3,000円は全額基金へ積み立てました。 

 次に、24ページ、25ページ、市場事業会計の決算

につきましては、記載のとおり歳入決算額 2,000円、

歳出決算額 2,000円と歳入歳出同額となりました。 

 次に、26ページ、27ページでございます。公共下

水道事業会計の決算につきましては、記載のとおり

歳入決算額 2億 7,108万 6,000円、歳出決算額 2億

7,108万 6,000円と歳入歳出同額となりました。 

 次に、28ページ、29ページ、介護保険事業会計の

決算につきましては、記載のとおり歳入決算額 15億

4,665万 2,000円、歳出決算額 15億 3,369万 4,000

円となり、差し引き残額 1,295 万 8,000円は全額基

金へ積み立てました。 

 次に、30ページ、31ページ、診療所事業会計の決

算であります。記載のとおり歳入決算額 1 億 4,954

万 5,000円、歳出決算額 1億 4,954万 5,000円と歳

入歳出同額となりました。 

 次に、32ページ、33ページでございますが、後期

高齢者医療事業会計につきましては、記載のとおり

歳入決算額 2億 4,447万 3,000円に対し歳出決算額

2 億 4,336 万 5,000 円となり、差し引き残額 110 万

8,000円は全額繰り越ししました。 

 最後に、34 ページから 38 ページにかけて掲載し

ております内容につきましては、参考としてごらん

いただきたいと思います。 

 以上で、水道事業会計を除く各会計の決算の概要

につきまして説明を終わります。 

 よろしくご審議の上、ご了承賜りますようお願い

申し上げます。 

●大山委員長  上下水道課長。 

●天野上下水道課長  平成 26 年度水道事業会計

決算報告の概要について、お手元の資料によりご説

明いたします。 

 資料の 1 ページでありますが、水道事業会計決算

の概要を表にしたものです。表の左側、1 の収益的

及び支出の収入でありますが、水道事業収益の決算

額は 4億 3,248万 1,000円となり、最終予算との増

減額では 147万 2,000円の増となりました。 

 次に、支出でありますが、水道事業費の決算額は

4 億 6,353 万 3,000 円となり、最終予算との増減額

では 1,433万 8,000円の不用額となりました。 

 左側、下段にあります収益的収支の差し引きは、

税込みで3,105万2,000円の経常損益となりました。 

 次に、右側の資本的収入及び支出でありますが、

収入における資本的収入の決算額は 6,955 万 8,000

円となり、最終予算との増減額では 3万 9,000円の

減となりました。支出でありますが、資本的支出の

決算額が 2億 4,149万円となり、最終予算との増減

では 247万 6,000円の不用額となり、右側中段にあ

ります資本的収支の差し引きは 1 億 7,193 万 2,000

円の不足となったところであります。 

 次に、3 の総体収支でありますが、収益的収支と

資本的収支を合わせた総収支では 2 億 298 万 4,000

円の不足となるものであります。 

 次に、4の当年度累積資金過不足額でありますが、

（ア）の総収支差引額 2億 298万 4,000円の不足に

対し、当年度損益勘定留保資金などを補塡した結果、

（オ）の単年度資金過不足額は 1,149万 2,000円の

資金不足となりますが、（カ）の前年度の資金余剰

4,584 万円を加えた（キ）の当年度累積資金過不足

額は 3,434万 8,000円の資金余剰となりました。 

 次に、資料の 2 ページ、水道事業会計年度別収支

比較表でありますが、本表は平成 21年度から 26 年

度までの収支比較表であり、表の右端の集計は前年

度と比較したものとを記載しております。前年度比

較において、収益的収支の収入につきましては、収

入の計で前年度より 7,434万 7,000 円の増となりま

した。この主なものは営業収益で、給水人口減少な

どによる減となりましたが、営業外収益及び特別利

益において会計制度見直しにより長期前受金例年よ

り増となったものであります。 

 また、支出では、支出の計で前年度より 1億 1,143

万 5,000 円の増となりましたが、この主なものは営
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業費用の減価償却費と特別損失と減損損失、これら

が増となったものが主な要因であります。 

 資本的収支において、収入では企業債、工事負担

金の増、支出では建設改良費の増が主な要因であり

ます。 

 次に、資料の 3 ページ、年度別給水収益調べであ

りますが、平成 21 年度から 26 年度までの給水収益

の内訳を比較したものであり、右端が前年度と比較

したものを記載しております。 

 表の一番右下、比較欄の合計金額において 706 万

6,000円の減、率にして 2.1％の減となっております。 

 次に、4 ページの給水収益構成比調べであります

が、給水収益の構成比を前年度決算数値と比較した

ものでありますので、ご参照願います。 

 次に、資料の 5ページでありますが、平成 26年度

の未収金の内訳であります。決算書では、未収金の

額は 3月 31日現在のものであり、営業収益における

給水収益の現年度が 7,416万 4,000 円、給水収益の

過年度は 2,124万 4,000円で、営業外収益を含めた

未収金の合計額は 9,841万 8,000円となります。 

 平成26年度の3月末と5月末における未収金であ

りますが、差し引きで 5,432万 4,000 円の未収金の

差があります。これは、現在、メーター検針を奇数

月の隔月検針としていることから 2月分が 4月末、3

月分が 5 月末の納期となるため、この分が納付され

たことによって未収金の差が生じるものであります。

したがって、実質の未収金は 5 月末の納期までに納

付されたものを差し引きますと、未収金の計は4,409

万 4,000円となります。 

 また、給水収益の 26年度と 25年度の 5月末で比

較した場合、現年度で 78万 9,000円の減、また過年

度では 217万 9,000円の減となり、収納率も現年度

で 93.2％、全体では 91.6％とわずかでありますが前

年度より上昇したところであります。 

 次に、6 ページの水道使用量滞納状況の一覧であ

りますが、この表は滞納原因などについて前年度と

比較したものであります。 

 表の右側、平成 26年度の滞納件数の合計は 4,054

件、金額で 4,409万 4,000円であります。その中で、

区分 4その他の件数 3,766件のうち（Ｂ）の口座振

替等による一時的な未納については、5 月末までに

市に納付されない分 3,441件、1,772万９,000円が

一時的な未納として含まれているものであります。

この分を除いた未納額の合計は、一番下段に記載し

ております、4、その他（Ｂ）を除いた未納額の合計

で 613 件、2,636 万 5,000 円が実質的な未納額とな

るものであります。 

 また、後ほど税務担当より滞納状況の説明があり

ますが、下水道使用料につきましても水道使用料と

同じく奇数月検針でありますので、5 月末までに納

付されない口座振替など、一時的な未納を除いたも

のが水道使用料と同じく実質的な未納額としている

ところであります。 

 以上で、資料の説明をいたしましたが、今後も未

収金対策や経常経費の節減に努め、資金収支の均衡

を図るとともに、安定した水道水の供給に努めてま

いりますので、よろしくご審議の上、ご了承賜りま

すようお願い申し上げます。 

 以上で、説明を終わります。 

●大山委員長  税務担当課長。 

●池下財務課税務担当課長  お手元に配付してお

ります平成 26 年度決算における市税等滞納状況一

覧についてご説明いたします。 

 この資料は、平成 26年度の決算時における市の主

な未収金である市税や国民健康保険料など 14 科目

について滞納原因別に分析し、滞納件数、金額を一

覧にまとめたものであります。なお、件数につきま

しては延べ人数となっております。 

 平成 26年度決算における滞納状況は 2,451件、6

億 785万 8,000円となっており、前年度と比較し 140

件、3,197万 1,000円の減となっております。 

 未収金の全体的な推移といたしましては、過去に

おいては増加傾向にありましたが、各担当部署にお

いてさまざまな形で未収金の減少や滞納者対策に努

力を重ねてきたところであり、その結果、平成 23年

度決算以降、4 年連続で件数、金額とも減少するこ
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ととなりました。これら未納対策の基本方針といた

しまして、新たな滞納をふやさないため、現年度分

の優先納付を推進しているところであり、ほとんど

の科目において現年度分の収納率は前年に比べ上昇

しており、各担当における滞納整理強化の取り組み

が一定の成果としてあらわれているものと考えてお

ります。 

 以上です。 

●大山委員長  それでは、説明に対する質問並び

に大綱的な質疑に入ります。 

 小林委員。 

●小林委員  大綱質問をさせていただきます。 

 まず、平成 26年度の決算においては、状況につい

てはただいま財務課長から説明あったところであり

ますけれども、私は今回、決算委員会において、こ

の 26年度の鈴木市長にとりまして任期 4年間、最終

年度でありまして、それを踏まえて質問をさせてい

ただきます。 

 市長は、この年を夕張の希望をつくる年に位置づ

けられ、事業実施をするに当たり、特に住宅、医療、

交通、それら 3 本柱に加えて、特にこれらを踏まえ

総仕上げの年とされております。また、それらに踏

まえ、今の子育て世帯の充実を上げております。 

 また、希望のつくる年に当たっては、財政再建ま

た地域再生、財源と人材、人間を確保するという強

い決意のもと、この難題に立ち向かってきておりま

す。これらを踏まえて、この目標を上げて事業を実

施されてきたと思いますが、市長自身それらの達成

度、どう評価されているのかまずお聞きしたいと考

えております。 

 また、26年度実施に当たり、この状況、人口減少、

いろいろ 26年あったかと思いますけれども、今後に

また課題となっていることは市長自身あるのか、あ

わせてお聞かせいただきたいと思います。 

●大山委員長  市長。 

●鈴木市長  小林委員からの大綱的なご質問にお

答えをいたします。 

 まず初めに、先ほどご説明をさせていただきまし

たけれども、平成 26年度決算におきまして、一般会

計でございますけれども、6 億 7,000 万円という実

質黒字ということを達成したということであります。

平成25年度に初めて本格的な償還が始まって2年目、

厳しい財政の再建を進める中において、これだけの

財政的な黒字を生み出すことができたということに

対して、まず市民の皆様、議会の皆様のご理解、ご

協力のもと達成できたことを、この場をおかりして

お礼を申し上げます。 

 財政再建の部分について言えば、計画プラスアル

ファということで達成をできたところでございます

が、先ほど大綱的なご質問の中で触れていただきま

した前期 1期目 4年の最終年の年として、希望をつ

くる年というふうに位置づけた部分がございます。

対外的な部分での評価に当たるかもしれませんが、

先ほど小林委員の中でも触れていただきましたコン

パクトシティを初めとする政策の 3 本柱の中におい

て言えば、これまで本市が進めてきました住宅再編、

コンパクトシティの部分について言えば、1月 22日

になりますけれども国交大臣から住宅の表彰をいた

だくということに対して、これまでの経過経緯は一

定程度認められた部分もございましたし、また、平

成 26 年度において言えば、5 月 29 日になりますけ

れども、内閣府から、今は人口減少問題が非常にク

ローズアップされておりますが、我々はそのフロン

トランナーとして歩を進めてきた中で、超高齢化・

人口減少社会における持続可能な都市地域の形成と

いう分野において、内閣府から地域活性化モデルケ

ースへの認証。年度中の 1月でございますけれども、

1月 22日には地方版総合戦略策定の核と位置づけら

れましたけれども、地域再生計画の第 1 号認定とい

うことで本市が選ばれたところでございます。 

 これらの取り組みを財政の再建とともに一定程度

進められたことというのは、内外ともにある意味で

はこういった形で一定程度の評価がいただけたもの

というふうに思うとともに、ただ一方で、これはま

だイメージでございまして、計画においてはその実

行、実施というものを進めていかなければならない
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ということが今後目の前に立ちはだかる課題だと認

識をしています。 

 もう既に、平成 27年度の 9月ということでござい

ますけれども、これら実行実施について取り組みを

進めているところでございますけれども、今後もそ

ういったイメージから実行実施へということをいか

に財政再建とともに進めていくのかということが課

題になると認識しています。 

 以上です。 

●大山委員長  小林委員。 

●小林委員  市長から 26 年度にわたってお話を

いただきました。私ども議会にとっても、これから

夕張の再生に向けては大変市民の理解をいただかな

ければできない部分もあろうかと思っております。

その部分で、特に市長自身、子育ての充実という部

分も 4本の柱の中で、私ども議会といたしましても、

この部分については最重要課題だと思っております。 

 昨年度も、それらを踏まえて、その世代の方々と

意見交換をする場面もありましたけれども、なかな

か多く集まってきていただけていない。私どもは、

そういう部分を踏まえると、やはり夕張の再生は若

い方々が夕張に住み続けられるようなまちづくりが

必要だと思っていますし、その部分について、これ

からも周知させていかなければならないと考えてお

りますし、市長自身もこれからもそれらを踏まえて

その世代に発信をしていただければと思いますけれ

ども、その部分の考えがあればお聞かせください。 

●大山委員長  市長。 

●鈴木市長  大綱的な質問のお答えをいたします。 

 子育て世代の皆様が、これは本市だけの問題では

ございませんけれども、市政参加という中で大変お

忙しい中、なかなかそういった場に参加することが

難しいという状況も相まって、なかなかそういった

機会でご発言をするという機会が限りがあるという

状況は、本市のみならずあるかと思っています。そ

ういった状況を認識しつつ、いかにそういった機会

を確保していくのか。これは、ホームとして、ふれ

あいトークですとか、話そう会ですとかということ

はやっておるわけですけれども、私自身も議員の一

人として、さまざま公的な立場は常にはございます

けれども、できるだけ多くの方のご意見を聞くべく

市内に出て話を聞くということについては一貫して

やっておるところでございます。 

 今、総合戦略を策定する委員の中には、若い方に

も入っていただきながら今後のまちの未来を語り合

ってつくり上げていくという作業も現在進めている

ところでございますけれども、ぜひそういった方々

の声を拾うということの重要さというのは私も理解

をしておりますので、今後も引き続きそういった対

応については力を入れていきたいと思っています。 

●大山委員長  小林委員。 

●小林委員  ぜひお願いしたいと思います。 

 私ども議会も議会条例をつくらせていただいて、

それをこれから有効に活用させていただいて、議会

としても情報発信をしていかなければと考えており

ます。 

 よろしくお願いをいたしまして、質問とさせてい

ただきます。 

 以上です。 

●大山委員長  ほかにございますか。 

 千葉委員。 

●千葉委員  行政執行体制についての部分の人件

費について若干質問したいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 平成 26年度の人件費の決算割合は、先ほど報告あ

りましたように人件費総体として一般会計決算の

7％と報告をされております。職員の給与だけの割合

では 5％と私は思っております。この原因は、財政

再建のために平成 22 年度から平均で 20％の給料削

減を実施しているものと認識しております。 

 市長は、昨年 26 年の第 3 回定例市議会において、

行政執行体制の一般質問の答弁で、本市の行政運営

がいよいよ立ち行かなくなることが懸念される状況

として、その後、対応を図られてきたものと私は認

識しております。 

 その後も、国や道からの業務量がふえ続けている
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のではないかと考えられますが、各職場からの要望

状況や、またはそれらの状況把握について、どのよ

うに市長として行ってきたかについてご答弁よろし

くお願いいたします。 

●大山委員長  市長。 

●鈴木市長  千葉委員の質問にお答えいたします。 

 行政執行体制上の課題については、市長就任以降、

待遇、給与改善または定数上の改善ということを繰

り返し求めてきた中でございますが、現在において

も抜本的な改善までは至っていないという認識であ

ります。 

 そんな中において、先ほどご指摘のあったとおり、

国の事業であったり、突然の制度改正や給付に係る

事務ですとか、さまざまそういった意味では業務負

担がふえていくということが、ここ数年起こってい

るということも認識しています。 

 今お話のあった各職場からのそういった声の部分

につきましては、機構改正を 2 期目に当たりまして

行ったところでございますが、その前段、全課室に

おいて、それぞれの課題、そして今後数年にわたっ

て重要になるであろう業務の状況等の確認並びに職

場全体における課題の再確認ということで、それぞ

れ 1 時間ちょっとという時間に限りはございました

けれども、実施をさせていただいたところでござい

ます。 

 さまざまな声が寄せられたところであり、機構改

正によってそれが全て改善を図ることというのはな

かなか難しい状況ではございましたが、必要最小限

の中での人事における対応、または、今後、市政推

進に当たって必要になる体制の構築という意味での

機構体制並びに人事ということで対応させていただ

きました。 

 ただ、先ほどから繰り返しになりますけれども、

そういった根本的な問題の解決ということには当然

至ってございませんので、先ほど千葉委員のお話も

ございました給与の改善並びに安定的な行政執行体

制の確保については、引き続きしっかりと国、北海

道と協議を進めていきたいと思っています。 

●大山委員長  千葉委員。 

●千葉委員  さまざまな取り組みをしているよう

には感じますけれども、今後とも各職場から並びに

職員からさまざまな意見が、要望が出されてくると

思いますので、それらの声に耳を傾けながら行政執

行体制の確立へ向けて今後とも取り組みをしていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 以上で終わります。 

●大山委員長  ほかにございませんか。 

 今川委員。 

●今川委員  私から、公共施設の維持と市民の将

来負担について 1点質問させていただきます。 

 平成 26年度の姿勢執行方針において、市有施設の

あり方については人口減少の進展やコンパクトシテ

ィの構築に向けた取り組みを踏まえ、具体的な方針

を打ち出していくことが必要です。平成 26 年度は、

市民の皆様に対し施設維持などの将来負担をお願い

する施設として維持していくかどうかなどにつき仕

分けを行ってまいりますと表明されておりました。

コンパクトシティの構築に向け、公共施設の維持費

用をどの施設にどう振り分けるか、また、市民が将

来的にどう負担していくかもあわせて重要な問題と

考えております。 

 そこで、この進捗状況についてお伺いいたします。 

●大山委員長  市長。 

●鈴木市長  今川委員のご質問でありますけれど

も、執行方針において市民の皆様に対し施設維持な

ど将来負担をお願いする施設として維持していくか

どうか等について仕分けを行っていくというふうに

私のほうで表明をさせていただいている進捗状況で

ございますけれども、今年度の執行方針においても

触れておりますけれども、基本的に長期的な視点に

立って公共施設等の総合的かつ計画的管理を行うた

め、公共施設等総合管理計画を本年度中に策定する

というふうに触れさせていただいているところでご

ざいます。これは今年度中ということですけれども、

平成 26年度、前年度においては、この計画策定の前
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処理の部分で、それぞれの施設のあり方について内

部検討を行ったところでございます。 

 内部の検討とあわせて進めてきましたのが、例え

ば共同浴場につきましては、既に今年度の 6 月をも

って南清水沢の浴場廃止ということを行っているわ

けですけれども、こういった共同浴場のあり方とい

うことであったり、また、生活館等集会施設が市内

各所にございますけれども、こういった施設をどう

今後考えていくかという上で、庁内横串で各課担当

が集まっての協議を行ったりだとか、そういったこ

とを進めてきております。 

 いずれにいたしましても、今年度中に公共施設等

総合管理計画というところに落とし込んでいきたい

というふうに考えております。 

 また、これは内部で検討を前年度行って、計画を

作成する段においては当然のことながら、市民の皆

様にそれをご説明をし、ご意見をいただくというこ

とが重要になるかと思いますので、そういった、先

ほどもお話ししましたけれども、ふれあいトークな

どそういった場でご説明をしながら、あわせて市民

理解またご意見というものもいただいた中で策定を

していきたいというふうにも考えています。 

●大山委員長  今川委員。 

●今川委員  厳しい財政の中、維持できる施設は

限られてくるものと考えますが、これからも検討を

進め、市民にも説明を行い、市民がよりよく活用で

きるような公共財産の管理の仕方を進めていただき

たいと思いますということで、質問を終わらせてい

ただきます。 

●大山委員長  ほかにございませんか。 

 本田委員。 

●本田委員  市税等滞納状況について質問させて

いただきます。 

 先ほど担当の課長からご説明ありましたが、滞納

者対策を一生懸命職員の皆さんがやっていただいて、

4 年連続で改善されているという説明を受けたとこ

ろでありますが、この一覧表を見ますと車庫と土地

に関しては滞納者が前年よりも件数また金額ともに

ふえているという状況にありますが、この原因につ

いてはどういったことがあるのでしょうか。お願い

します。 

●大山委員長  担当係長。 

●佐々木建設住宅係長  お答えいたします。 

 今、お話ありました滞納の件数の増加についてな

のですけれども、車庫の部分についてお答えいたし

ます。 

 車庫の貸付料の部分につきましては、平成 26年度

公営住宅の入居者の中で新規に借り受けていただい

た方の滞納の部分というのがちょっと出てきており

ます。これらについては、一時的な未納の方がいる

のですけれども、金額的には大きくないのですけれ

ども、ちょっとそういった方々が一定程度出てまい

りました。決算を締めた時点ではこのような数字に

なってはいるのですけれども、そういった方々につ

いて 6 月以降、そういった未納等を納めていただい

て、実質解消されております。 

 総体的に数字がふえたりしている部分ということ

ではありませんので、ご回答させていただきます。 

●大山委員長  担当課長。 

●三浦まちづくり商工担当課長  貸地料の未収金

がふえた内訳、内容なのですけれども、昨年度まで

お示ししている滞納状況一覧の中には、実は土地開

発公社の所管していた部分の収益だとか未収金の部

分が含まれてございません。それで、土地開発公社

の解散に伴い、そういった部分も収入にするから未

納者分も今回 26 年度決算のほうに含まれておりま

して、その一部として未納者分も含まれていた分が

加えられたという状況になっておりまして、全体と

してはふえている状況にはないというふうには認識

してございます。 

●大山委員長  本田委員。 

●本田委員  今、車庫の部分では一時的なもので

というご説明がありましたので、すぐに改善される

のかなというふうに思いますので期待しております。 

 また、滞納状況で最も件数、金額ともに大きいの

が住宅使用料ということで、ただ、改善がかなり進
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んでいるというところが数字であらわれているとこ

ろでありますが、これに関しては、恐らく住宅の明

け渡しも視野に、そういった訴訟も視野に入れた話

し合いを担当の方と滞納者との間でされたと、丁寧

にやられてきたということが要因の一つとしてある

のかなというふうに考えますが、そういった話し合

いに基づいて滞納を解消された方が、その後、家賃

を滞納することなく支払いがされているのか。要は、

支払いに関する改善が見られるのかということにつ

いてお伺いしたいと思います。 

●大山委員長  建設農林課長。 

●細川建設農林課長  本田委員のご質問にお答え

いたします。 

 去年、即決和解ということで 2 名和解やっており

ますけれども、その部分についてのご質問と思いま

す。 

 即決和解については、去年の 12月の議会において

専決処分したことについてご報告申し上げています。

そして、平成 27年 1月 28日に夕張簡易裁判所にお

いて裁判官の立会のもと和解条件について相手方 2

名と合意し、おのおの和解調書が策定されていると、

そういう状況にあります。 

 この和解条項に基づく 2 名の方の支払い状況につ

いては、基本的に年金者だということで、2 カ月ご

との年金支給日に納付がされております。ですが、

一部、本来の納付に達していないと、そういう状況

にもあります。 

 この 2 名に対する今後の方針ですけれども、この

2 名から基本的に納付約束を取得しております。よ

って、明け渡しの強制執行をすることは可能な状況

になっておりますが、毎月納付がされているという

ことと、相手方から状況について説明をいただいて

いると、その都度、そういうことを踏まえて、担当

課としてはこの一部納付されていない部分について

は相手方との面談において計画納付を促していくと、

そういう形で取り組みながら、毎回、年金月の収納

状況を注視しながら考えていきたいというふうに思

っているところでございます。 

 以上です。 

●大山委員長  本田委員。 

●本田委員  ありがとうございます。状況につい

てはよくわかりました。 

 ただ、今お話ありました 2 名の方以外にも、かな

りの件数があろうかと思います。職員の方も 1 件 1

件対応するのは大変だと思うのですけれども、公平

性を保つためにも滞納の改善については引き続きご

努力いただければと思います。 

 以上で質問を終わります。 

●大山委員長  ほかにございませんか。 

   〔発言する者なし〕 

 ないようでありますので、以上で説明に対する質

問並びに大綱的な質疑が終わりましたので、決算書

の一般会計の歳出より審査してまいります。 

 2ページから 29ページまでの間には、各会計の決

算状況が記載されておりますが、款、項のみであり

ますので、事項別明細書によって審査してまいりま

す。 

 90ページをお開きください。 

 1款議会費、91ページまでであります。 

   〔発言する者なし〕 

 なければ、2款総務費、92ページから 108 ページ

まででございます。 

   〔発言する者なし〕 

 それでは、3款民生費、109ページから 119ページ

までであります。 

   〔発言する者なし〕 

 それでは、4款衛生費、120ページから 127ページ

までであります。 

   〔発言する者なし〕 

 それでは、5款農林業費、128ページから 130ペー

ジまでであります。 

   〔発言する者なし〕 

 それでは、6款商工費、131ページであります 

   〔発言する者なし〕 

 それでは、7款土木費、132ページから 139ページ

までであります。 
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 本田委員。 

●本田委員  134 ページの除雪費の中の備品購入

費について質問いたします。 

 不用費が 1,300 万円と非常に多額にわたって不用

ということで予算を余しているようですが、この原

因についてご説明を求めます。 

●大山委員長  土木担当課長。 

●熊谷土木担当課長  ただいまの本田委員のご説

明にお答えします。 

 備品購入費につきましては、除雪車の購入につき

まして予算計上していたよりかなり安い価格で入札

されたものですから執行残が発生しております。 

●大山委員長  ほかにございませんか。 

 千葉委員。 

●千葉委員  同じく、除雪費の委託料の除雪委託

料の件で 940 万円ほど余っているのですけれども、

常任委員会で降雪量が昨年より 74センチ少なく、出

動回数が前回より 5 回少ない、それらも原因なのか

どうなのか、よろしくお願いいたします。 

●大山委員長  土木担当課長。 

●熊谷建設農林課土木担当課長  除雪委託料につ

きましては、11月、12月の降雪量の降り方によって    

差があって一部しております。けれども、その後の

1月、2月、3月までの降雪量が少なかったというこ

とで除雪費が減額したということになっております。 

●大山委員長  ほかにございませんか。 

   〔発言する者なし〕 

 それでは、次に 8 款消防費、140 ページから 143

ページまでであります。 

   〔発言する者なし〕 

 それでは、次に 9 款教育費、144 ページから 157

ページまでであります。 

   〔発言する者なし〕 

 それでは、10款公債費、158ページであります。 

   〔発言する者なし〕 

 それでは、11款諸支出金、159ページであります。 

   〔発言する者なし〕 

 それでは、12款予備費、160ページであります。 

   〔発言する者なし〕 

 なければ、以上で歳出が終わりましたので、次に

歳入に入ります。 

 37ページをお開きください。 

 1款市税、40ページまでであります。 

   〔発言する者なし〕 

 2款地方譲与税、41ページであります。 

   〔発言する者なし〕 

 3款利子割交付金、42ページであります。 

   〔発言する者なし〕 

 それでは、4 款配当割交付金、43 ページでありま

す。 

   〔発言する者なし〕 

 それでは、5 款株式等譲渡所得割交付金、44 ペー

ジであります。 

   〔発言する者なし〕 

 それでは、6 款地方消費税交付金、45 ページであ

ります。 

   〔発言する者なし〕 

 それでは、7 款自動車取得税交付金、46 ページで

あります。 

   〔発言する者なし〕 

 それでは、8 款地方特例交付金、47 ページであり

ます。 

   〔発言する者なし〕 

 それでは、9款地方交付税、48ページであります。 

   〔発言する者なし〕 

 それでは、10款交通安全対策特別交付金、49ペー

ジであります。 

   〔発言する者なし〕 

 それでは、11款分担金及び負担金、50ページであ

ります。 

   〔発言する者なし〕 

 それでは、12款使用料及び手数料、51ページから

56ページまでであります。 

   〔発言する者なし〕 

 それでは、13 款国庫支出金、57ページから 63ペ

ージまでであります。 
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   〔発言する者なし〕 

 それでは、14 款道支出金、64ページから 72 ペー

ジまでであります。 

   〔発言する者なし〕 

 15 款財産収入、73ページから 75ページまでであ

ります。 

   〔発言する者なし〕 

 それでは、次に 16 款寄附金、76 ページでありま

す。 

   〔発言する者なし〕 

 それでは、17款繰入金、77ページから 78ページ

までであります。   〔発言する者なし〕 

 それでは、18款繰越金、79ページであります。 

   〔発言する者なし〕 

 それでは、19 款諸収入、80 ページから 85ページ

までであります。 

   〔発言する者なし〕 

 それでは、20 款市債、86 ページから 87ページま

でであります。 

   〔発言する者なし〕 

 それでは、次に 162ページをお開きください。 

 このページには実質収支に関する調書が、また、

163 ページから 164 ページの間には、職員手当等の

内訳が記載されておりますのでごらんください。 

――――――――――――――――――――――― 

 次に、国民健康保険事業会計に入ります。 

 181ページをお開きください。 

 このページから 194ページまで、歳出であります。 

 いかがでしょうか。 

 君島委員。 

●君島委員  184 ページと 185 ページ、保険給付

費、一般保険療養給付金、これが 10億 3,541万円に

対して不用額 1億 853万 7,424円というのが出てお

りますが、これは一人当たりの医療費が減ったのか、

被保険者の数が減ったのか、まず一つ。 

 それと、高額医療のほうなのですが、これも同じ

ように1億4,487万9,000円に対して1,852万2,617

円という約 1 割強のまま残っている、この点につい

てお聞かせ願いたいと思います。 

●大山委員長  市民課長。 

●芝木市民課長  君島委員の質問にお答えします。 

 まず、前提として保険給付費、こちらのほうはい

わゆる被保険者が病院にかかった医療費の部分の保

険者分の給付を行うものであります。そうしたこと

から、医療費ですので、非常にかかってからでない

とわからない、行政としては非常にハンドリングの

しづらい予算だということを、まずはご認識くださ

い。その上で、予算立ての場合においては、当然、

前年度前々年度実績に基づいた予算編成を行います。

ただ、当然何が起こるかわからない。例えば、イン

フルエンザが大発生して、その分、医療費が上がる

だとか、そういったことも想定して、ある程度高め

のアベレージをもって予算編成を行っております。 

 26年度の予算編成においては、25年度の実績の給

付が伸びていたものですから、若干多目に 25年度の

実績をもとに予算編成を行いました。ところが、幸

いと言っていいと思うのですけれども、こちらの予

想に反して、ある程度、医療費が抑えられた部分が

あります。そうしたことから、一般の療養給付費、

それから高額の部分も含めてなのですけれども、想

定よりは抑えられた、病院にかかれなかったという

のが実態でございます。 

 被保険者の数というのは、年々大体 5％から 6％ず

つぐらい毎年規則的に実は減っております。ですの

で、被保険者の減によりこういった結果というより

は、毎年大体不用額、26 年度決算においては 1 億

3,000 万円出ていますが、25 年度決算、それからそ

の前々年においても数千万円から 1 億円の不用額が

出ていることも申し添えます。 

 以上です。 

●大山委員長  よろしいですか。 

●君島委員  はい、結構です。どうもありがとう

ございました。 

●大山委員長  ほかにございませんか。 

   〔発言する者なし〕 

 なければ、以上で歳出が終わりましたので、歳入



平成 27年 3定付託 決算審査特別委員会第 1日目 

－12－ 

に入ります。 

 167ページから 178ページまでであります。 

   〔発言する者なし〕 

 なければ、以上で歳入が終わりましたので 195 ペ

ージをお開きください。 

 このページには、実質収支に関する調書並びに職

員手当等の内訳が記載されておりますのでごらんく

ださい。 

――――――――――――――――――――――― 

 次に、市場事業会計に入ります。 

 202 ページをお開きください。このページが歳出

であります。 

   〔発言する者なし〕 

 なければ、以上で歳出が終わりましたので、歳入

に入ります。 

 198ページから 199ページまでであります。 

   〔発言する者なし〕 

 なければ、以上で歳入が終わりましたので、203

ページをお開きください。 

 このページには、実質収支に関する調書が記載さ

れておりますので、ごらんください。 

――――――――――――――――――――――― 

 次に、公共下水道事業会計に入ります。 

 213ページをお開きください。 

 このページから 217ページまで、歳出であります。 

   〔発言する者なし〕 

 なければ、以上で歳出が終わりましたので、歳入

に入ります。 

 206ページから 210ページまでであります。 

   〔発言する者なし〕 

 なければ、以上で歳入が終わりましたので、218

ページをお開きください。 

 このページには、実質収支に関する調書並びに職

員手当等の内訳が記載されておりますので、ごらん

ください。 

――――――――――――――――――――――― 

 次に、介護保険事業会計に入ります。 

 233ページをお開きください。 

 このページから 245ページまで、歳出であります。 

〔発言する者なし〕 

 なければ、以上で歳出が終わりましたので、歳入

に入ります。 

 221ページから 230ページまでであります。 

〔発言する者なし〕 

 なければ、以上で歳入が終わりましたので、246

ページをお開きください。 

 このページには、実質収支に関する調書並びに職

員手当等の内訳が記載されておりますので、ごらん

ください。 

――――――――――――――――――――――― 

 次に、診療所事業会計に入ります。 

 253ページをお開きください。 

 このページから 254ページまで、歳出であります。 

   〔発言する者なし〕 

 なければ、以上で歳出が終わりましたので、歳入

に入ります。 

 249ページから 250ページであります。 

   〔発言する者なし〕 

 なければ、以上で歳入が終わりましたので、255

ページをお開きください。 

 このページには、実質収支に関する調書が記載さ

れておりますので、ごらんください。 

――――――――――――――――――――――― 

 次に、後期高齢者医療事業会計に入ります。 

 265ページをお開きください。 

 このページから 269ページまで、歳出であります。 

〔発言する者なし〕 

 なければ、以上で歳出が終わりましたので、歳入

に入ります。 

 258ページから 262ページまでであります。 

〔発言する者なし〕 

 なければ、以上で歳入が終わりましたので、270

ページをお開きください。 

 このページには、実質収支に関する調書並びに職

員手当等の内訳が記載されておりますので、ごらん

ください。 
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――――――――――――――――――――――― 

 次に、水道事業会計について、一括して審査に入

ります。 

〔発言する者なし〕 

――――――――――――――――――――――― 

 なければ、次に、271ページをお開きください。 

 このページから 275 ページまでは、財産に関する

調書でありますので、ごらんください。 

――――――――――――――――――――――― 

 以上で全ての審査が終わりましたので、直ちに審

査結果の取りまとめに入ります。 

 本会議に報告する委員長の口頭並びに文書報告の

文案につきましては、正副委員長にご一任願いたい

と存じますが、いかがでしょうか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がありませんので、正副委員長にご一任願い

ます。 

 なお、委員長の口頭並びに文書報告につきまして

は、この会議の全文が会議録に登載されますので、

結果のみの報告とすることといたしておりますので、

あらかじめお含みおき願います。 

 次に、採決を行います。 

 認定第 1号ないし第 8号の 8案件については、こ

れを認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〕 

 異議がありませんので、本 8 案件については全会

一致をもって、いずれもこれを認定することに決定

いたしました。 

 以上で、全て終了いたしましたので、これをもっ

て本委員会を閉じます。 

――――――――――――――――――――――― 

   午前１１時４４分 閉会 
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