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令和２年第１回知内町議会定例会（２日目） 

 

◎ 招集年月日   令和２年３月４日（水） 

◎ 招集の場所   知内町役場 議場 

◎ 開 会 日 時   令和２年３月４日（水） 午前９時３０分 

◎ 閉 会 日 時   令和２年３月４日（水） 午後２時２７分 

 

◎ 出 席 議 員 

   １番  五十嵐 捷 爾      ６番  吉 田 峰 一 

   ２番  成 澤 五 郎      ７番  花 井 泰 子 

   ３番  笠 松 悦 子          ８番  山 田 顕 人 

   ４番    松 井 盛 泰      ９番    谷 口 康 之 

    ５番  木 村   一         １０番    伊 藤 政 博 

 

◎ 会議録署名議員   ２番  成 澤 五 郎   ６番  吉 田 峰 一 

 

◎ 欠 席 議 員  な し 

 

◎ 地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した説明員 

   町 長  西 山 和 夫 

   副 町 長  大 野  樹 

   総 務 企 画 課 長  小 田 島 伸 二 

   生 活 福 祉 課 長  鳴 海 英 人 

   生 活 福 祉 課 主 幹  永 田 吉 雄 

   税 務 会 計 課 長  佐 藤 辰 治 

   産 業 振 興 課 長  西 野 俊 一 

   まちづくり政策室長   三 原 知 明 

   建 設 水 道 課 長  佐 藤 和 人 

   教 育 長  本 間 茂 裕 

   学 校 教 育 課 長  帰 山 亮 一 

   社 会 教 育 課 長  松 本 泰 行 

   知内高等学校事務長  長 谷 川 将 之 

   学校給食センター長 （帰 山 亮 一） 

   代 表 監 査 委 員  西 内 貞 治 

 

◎ 本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   議 会 事 務 局 長  森 永  茂 

   議 事 係 長  筒 井 俊 介 
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令和２年第１回知内町議会定例会議事日程 

 

（第２号）            令和２年３月４日（水）午前９時３０分開議 

日 程 議 件 番 号 議    件    名 

第 １ 

第 ２ 

第 ３ 

第 ４ 

第 ５ 

第 ６ 

第 ７ 

 

第 ８ 

 

第 ９ 

第１０ 

第１１ 

第１２ 

第１３ 

 

第１４ 

第１５ 

第１６ 

第１７ 

第１８ 

第１９ 

 

第２０ 

 

 

 

議案第 ９号

議案第１０号 

議案第１１号 

議案第１２号 

 

議案第１３号 

 

議案第１４号 

議案第１５号 

議案第１６号 

議案第１７号 

議案第１８号 

 

議案第１９号 

議案第２０号 

議案第２１号 

議案第２２号 

議案第２３号 

議案第２４号 

 

議案第２５号 

会議録署名議員の指名 ２番、成澤五郎君、６番、吉田峰一君 

令和２年度知内町行政執行方針について（町長） 

令和２年度知内町教育行政執行方針について（教育長） 

職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例について 

使用料の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例について 

知内町手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

知内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例

について 

幼児教育・保育の無償化に伴う関係条例の整備に関する条例につ

いて 

知内町子ども・子育て支援事業計画の策定について 

知内町国民健康保険事業基金条例の一部を改正する条例について 

知内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

知内町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について 

北海道知内高等学校の授業料徴収条例の一部を改正する条例につ

いて 

令和２年度知内町一般会計予算について 

令和２年度知内町国民健康保険事業特別会計予算について 

令和２年度知内町後期高齢者医療特別会計予算について 

令和２年度知内町介護保険特別会計予算について 

令和２年度知内町公共下水道事業特別会計予算について 

令和２年度知内町農業集落排水施設整備事業特別会計予算につい

て 

令和２年度知内町水道事業会計予算について 

 

議案第９号から議案第２５号までの１７議案 

（一括予算審査特別委員会（付託質疑）） 

 

 

 

● 開会宣言・開議・議事日程 

 

◎ 議  長（伊藤政博） 

おはようございます。 

令和２年第１回知内町議会定例会の２日目にお集まりいただきまして、ありがとうござい

ます。今日もよろしくお願い致します。 
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只今の出席議員数は、１０人です。 

定足数に達していますので、会議は成立します。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

 

 

 ● 会議録署名議員の指名 

 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 次に日程第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１２７条の規定により、２番、成澤五郎君及び６番、

吉田峰一君を指名します。 

 

 

● 令和２年度知内町行政執行方針について（町長） 

 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 次に日程第２、『令和２年度知内町行政執行方針について』を議題とします。 

 町長から説明を願います。 

 町長。 

◎ 町  長（西山和夫） 

 皆さん、おはようございます。令和２年度町行政執行方針を述べさせていただきます。 

 はじめに、令和２年第１回知内町議会定例会の開会にあたり、新年度の町政執行に臨む基

本方針と施策を述べさせて頂きます。 

早いもので町長に就任させて頂き振り返ればあっという間の１年でありましたが、日々進

む先は葛藤の毎日であったように思います。 

この一年間を振り返ってみますと、昨年２月１５日の町長就任以来、各種の課題解決に向

けて全力で取り組んでまいりましたが、やはり人口減少・少子高齢化をしっかりと踏まえた

「まちづくり」として、町の財政構造や公共施設のあり方、また、地域産業の担い手対策な

ど、待ったなしの課題の整理に向けて、地域を挙げて取り組んでいく必要があると、改めて

強く感じているところであります。 

基幹産業においても、農林水産・商工業の更なる振興に志を高く持ち、生産組織の結集と

団結を促し、生産環境の強化にしっかり結びつく取り組みを行っていかなければなりません。 

また、企業誘致第１号であります三洋食品知内工場、そして昭和５２年１２月道南火力の

立地が正式決定され今に至る北海道電力知内発電所、また、社会福祉法人江差福祉会等の企

業･事業所の皆さんとは、重要なパートナーとして今後も関係の維持強化に務めていかなけれ

ばならないと考えておりますし、更なる地域産業の振興に繋がればと期待しているところでも

あります。 

今、社会は人生百年時代が叫ばれ、高齢者の皆さんが夢と希望を持って暮らすことは、町

全体に安心感を与え、地域への愛着心を育み、これが心豊かな真の地域社会に繋がるものと
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強く認識しており、小さな町だからこそできる出産・子育てに対する大胆な支援と高齢者が

夢と生きがいを持って暮らせる仕組みづくりを継続して推進してまいります。 

町政２年目を迎え、今年は、雪が極端に少ない異常気象の中での新春を迎え、何が起こる

か不安な中での始まりとなりましたが、新たな発想で地域の活性化を一層進めていくととも

に、今暮らしている方々が幸せな生活が送れるよう努めてまいります。 

今後も、令和という新しい時代に行政と町民が一体となって「笑顔輝く躍動の町への再挑

戦」として、町民皆様からの負託にしっかりお応えできるよう全力で取り組んでまいります。 

 ２０２０年の日本経済は厳しいとの見方もあります。消費増税、消費税対策の終了、更に

は東京オリンピック後の反動など、不安材料には事欠かない状況に加えて、新型コロナウイ

ルスの流行による世界経済への影響も大変憂慮されるところであります。 

このような状況に備えるためにも、持続可能な行財政の強い基盤を早急に構築する必要が

あると考えております。 

なお、本年は町の最上位計画であります「第６次知内町まちづくり総合計画」を基本的な

指針とし、また、新たにスタートする第２期まち･ひと･しごと創生総合戦略、行財政改善計

画、公共施設長寿命化計画等をしっかりと実行できるよう進めてまいります。 

議会議員各位、並びに町民の皆様におかれましては、引き続きご支援とご協力を賜ります

よう心からお願い申し上げます。 

主要施策の推進について述べさせていただきます。 

第１に、「まちに希望を持ち安心して住み続ける(定住)」施策であります。 

(１)「子供から高齢者まで誰もが安心して暮らせるまちづくり」を推進します。 

①子ども･子育て支援については、令和２年度から５か年間の第２期「知内町子ども･子育

て支援事業計画」に基づき、子ども･子育て支援施策を進めてまいります。本年も学校給食費

及び保育園の給食費無料化を継続し、更に国の子育て支援策として昨年１０月から実施され

ました幼児教育・保育の無償化の対象とならない世帯に対し、町単独事業として保育料の負

担軽減を継続致します。 

次に、認定こども園の建設につきましては、昨年実施しました「しりうち対話集会」にお

いて、今後の少子化の進行や建設費用が多額なことから、既存施設の活用に関する多くの意

見を頂きました。町としましても中学校の空き教室を活用することについて、中学校との協

議を実施しましたが、教育活動への影響や総コストを考慮した結果、複合化を断念致しまし

た。従って、建設場所は、当初計画どおり旧知内小学校跡地として、本年は実施設計、令和３

年度に建設工事、そして令和４年４月の開園を目指すことと致します。 

②高齢者を対象とした取り組みとしましては、本年は、生きがいづくりとして、高齢者が

家庭菜園等で収穫した野菜を㈱スリーエスの協力により物産館で販売する取り組みを進めま

す。また、元気な高齢者の方々が経験や技能を生かして、社会で活躍していただくための組

織として、シルバー人材センターの設立についても調査検討を進めます。  

次に、「第７期知内町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」に基づき進めてきました認

知症高齢者グループホーム２ユニット(１８名入所)は、社会福祉法人江差福祉会による設置・

運営により、本年４月からこもれび温泉敷地内で開所することになります。従って、本施設

の整備により、特別養護老人ホーム（しおさい園５７名）、短期入所生活介護事業所（ショー

トステイ１０名）、軽費老人ホーム（ケアハウス３０名）、通所介護事業所（デイサービス２
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５名）の介護施設が充実することになりましたので、町の要介護認定を受けた方が、安心し

て地元の施設で生活が出来るよう今後も関係機関との連携を進めてまいります。 

(２)「活力ある産業の推進」に取組みます。 

①農業では、近年、ニラ生産量・生産額は右肩上がりの状況でしたが、昨年は生産量が増

えた一方、平均単価が低くなり生産額が前年を約６千万円下回る結果となり、ほうれん草や

トマトの販売額も苦戦した一年でした。 

本年は「知内町ほうれん草生産組合」の若手生産者が、ほうれん草の生産拡大のために立

ち上げたプロジェクトにおいて、生産拡大と所得向上を目指して、収穫作業等の効率化を図

るための「ほうれん草包装調整機」を導入する予定であることから、町として積極的に支援

を致します。 

また、担い手確保については、昨年北海道の支援のもと、知内町地域産業担い手対策連絡

協議会と連携し「地域産業担い手センター」を核とした新規就農希望者や体験希望者の受け

入れを積極的に進めることができましたので、本年もこの取り組みを推進致します。更に、

障がい者等が農業分野で活躍する取り組みとしての農福連携についても、検討組織を立ち上

げて調査研究を進めてまいります。 

②林業では、所有者や境界が分からない森林の増加等が大きな課題となっていますので、

森林環境譲与税の有効活用により、これらの課題の整理を進め、今後管理が出来なくなる民

有林については、町有林化も視野に検討してまいります。 

また、民有林整備に対しても、町独自の上乗せ補助を継続実施します。更に、有害鳥獣被

害防止のため捕獲奨励金の補助やハンター資格取得等助成について継続実施しますが、捕獲

した鹿肉の有効活用に関する調査検討を進めてまいります。 

なお、地域材の有効利用と地元建築事業者の仕事創出のため、これまで助成してきました

「地域材活用住宅等助成事業」については、一定の成果を得たものとして本年の実施を見合

わせることと致しました。 

③漁業では、中長期的な視点で地域漁業の振興を図るため、地元関係者や学識経験者等に

よる検討組織を立ち上げ、知内町水産振興計画を新たに策定してまいります。今後は、本計

画を踏まえた、増養殖施設等の生産環境整備や沿岸資源増大対策を進めるとともに、併せて

担い手と後継者の育成確保に努めます。 

また、永年継続実施しているアワビの種苗放流と今年新たに始めるナマコの種苗放流によ

り浅海資源の増大を図って行くとともに、安心・安全なむき身カキを市場に供給するため、

本年導入する海水滅菌装置に対して支援を致します。 

更には、ホタテのへい死対策のため関係機関と連携を図るとともに、ホタテ生産者への支

援や老朽化が著しい養殖ブロック係留環改善整備事業についても継続支援します。 

④商工観光業では、コープさっぽろしりうち店の出店により買い物利便性を向上すること

が出来ましたが、製造業等既存企業については、人手不足が深刻な状況であることから、よ

り一層雇用の確保対策に取り組んでまいります。 

また、商工振興指導事業や新たな商工イベントに対する助成、サマーカーニバルやカキニ

ラまつりなどイベント事業についても継続支援するほか、矢越クルーズやスポーツ合宿等の

交流人口の拡大による商業・観光振興のための支援を図ってまいります。 

更に、外国人技能実習生受入に係る初期費用についても、町内各事業所に対して助成を継
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続致します。 

（３）「安心・安全な暮らしの基盤づくり」に取り組んでまいります。 

①快適な暮らしの基盤確保のため、令和元年から１０か年の「知内町水道事業経営戦略」

を策定し、水需要の予測や料金収入の見通し等を整理し、また、老朽施設・設備の更新によ

り「安心・安全」な水道水を安定的に供給出来るよう水道事業を運営致します。 

また、下水道事業・農業集落排水事業の公営企業会計の適用に向けた法適用化基本計画を

策定致します。 

②町営住宅長寿命化計画により、良好な居住水準及び環境を維持するために計画的な予防

保全型改修を実施しております。本年は、あけぼの団地Ｂ棟・湯の里団地Ｂ棟の改修工事等

を実施致します。 

また、将来の公共施設の需要を踏まえて適正な長寿命化、集約化等を進めるために、施設

毎の管理計画である公共施設長寿命化計画に即して、公共施設の総量や配置の適正化を進め

てまいりますが、本年は、町内会館で老朽化が著しい「きらく町内会館」の建て替えを実施

致します。 

③安全安心な町づくりのために、令和元年度に策定作業を進めた河川の洪水想定区域を示

す「洪水ハザードマップ」を全戸に周知し、災害リスクに対応して町民が主体的かつ迅速に

避難行動できるよう、大規模洪水に対応した避難訓練を実施指導してまいります。 

また、電波法の改正を踏まえて、本年は、現在各戸に配布している戸別防災無線機につい

て、アナログ方式からＩＰ通信を活用した スマートフォンやタブレット受信機、戸別受信

機等に移行する事業を実施してまいります。 

④ゴミの処理については、町民の皆様のご協力により可燃一般廃棄物と資源ごみ等に分別

して収集していますが、一昨年からごみの分別が適正に処理されていない事例があるため、

各町内会に多大な負担をお願いして来ました。結果、分別は改善傾向にありますが、引き続

きご理解とご協力をお願い致します。また、町としての年間ゴミ処理事業費が３０年度実績

で約１億３,８００万円となっている一方、ゴミ袋の料金は、平成元年以来３１円で据え置い

ております。従って本年は、料金改定を予定しておりますが、町民税非課税高齢世帯等には

一部ゴミ袋を無料で配布する予定でありますので、ご理解をお願い致します。 

⑤激しく変化する社会・経済情勢に伴い、行政需要は極めて広範多岐にわたり、行政事務

も質・量ともに増大傾向にあります。また、財政調整基金や減債基金残高が減少している現

状を踏まえて、本年から令和４年度まで３年間の「行財政改善計画」を策定して、行政事務

の効率化を図るほか、組織のスリム化と事業再編を積極的に進め、持続可能な行財政の強い

基盤を構築してまいります。 

（４）「豊かな心をはぐくむ教育」に取り組んでまいります。 

①教育については、新たに小学校中・高学年の英語教育と、幼保・小・中・高の一貫した英

語教育を通じて、国際社会に通用する人材を育てていくため、外国語指導助手（ＡＬＴ）を

１名増員し２名体制でのぞむことと致します。 

②情報活用教育については、国の方針を踏まえてＩＣＴを活用した取り組みに関する計画

的な整備を進め、特に本年は校内通信ネットワーク整備（ＧＩＧＡスクールネットワーク）

事業を小･中･高で実施致します。 

③次に、幼稚園と保育園の統合による「幼保連携型認定こども園」開園に向けては、既に、
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知内保育園と教育・保育や園舎建設内容の協議を進めており、令和４年度の開園に向けて本

年は実施設計を実施し、令和３年度に施設建設を進めてまいります。 

④町内の児童・生徒数の減少から、小学校統合も視野に、我々がしなければならない苦渋

の選択も近づいています。関係者の皆さんと将来的な小学校の統合について協議を進めてま

いります。 

第２に、「まちへ新しい人の流れをつくる(移住)」施策であります。 

少子・高齢化等の一層の進行に伴う人口減少により就労人口が減少していることから、地

方への移住を検討している様々な地域や世代の方々に、町の自然や充実した各種支援施策を

積極的に発信することにより、新たな担い手の確保や定住人口の維持による地域活力の創出

が図られる取り組みを知内町地域産業担い手対策連絡協議会と連携し、継続して取り組んで

まいります。 

①継続的な「くらしと仕事相談会」を実施し、ＵＩＪターンの促進や学生をターゲットに

した移住施策を推進いたします。 

②多岐に渡る移住･定住促進に関する情報発信については、町の公式ＳＮＳ（インスタグラ

ム、ツイッター、フェイスブック）を活用するなどして、円滑な情報発信と移住等の受入れを進

めてまいります。 

③少子･高齢化等の進行に伴い町内の空き家数が増加していることから、北海道空き家情報

バンクを活用したマッチングの推進とともに、空家の除却を含めた支援制度を継続してまい

ります。 

第３に、「まちの資源を生かして賑わいをつくる(交流)」施策であります。 

本町には、他に誇れる自然景観や特産品などの資源が沢山あります。これらを活用した観

光振興による交流人口の拡充を進めるため、サマーカーニバルやカキニラまつりなどのイベ

ント事業や矢越クルーズ、スポーツ合宿等の交流人口の増加を図ってまいります。 

また、知内高校卒業生や観光や仕事で訪れた方々と、町の公式ＳＮＳを活用して繋がりを

持ち続けることにより、関係人口の構築にも取り組んでまいります。 

①健康保養センター「こもれび温泉」は、４月から社会福祉法人江差福祉会が指定管理者

として運営し、再オープンする予定となっております。オープン後は利用料金が値下げとな

るほか、知内町産の牛乳を使用したアイスクリーム製品の販売や軽食の提供も可能となるた

め、町外も含めたＰＲ活動を進めてまいります。 

②青函トンネル開通後、各学校や団体等による各種交流を継続している青森県今別町とは、

平成２年８月８日の友好町締結から本年で３０年となります。今後も交流活動を維持発展さ

せるため、今別町の方々をお招きして、町内にて式典・祝賀会を開催致します。 

③一昨年４月に設立した「一般社団法人しりうち観光推進機構」は、当町の地域資源を生

かした新たな観光マネジメント機能を備えた組織でありますが、事務局体制を強化するため、

地域おこし協力隊員を今春採用し、地元関係者との調整を進め、観光振興、交流人口対策の

推進が図られるよう支援します。 

第４に、「まちで結婚・出産・子育ての希望をかなえる(出生)」施策であります。 

本町の人口減少や少子高齢化の傾向は今後も続くことが想定されております。特に出生数

は、年間２０名前後まで減少していることから、安心して子どもを産み育てやすい環境づく

りに取り組んで行かなければなりません。育児と子育ての支援については、出会いから結婚・
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出産・育児という人生のストーリーを引き続き応援してまいります。 

①これまでも町内関係団体の協力のもとで取り組んで来ました婚活イベントについては、

本年も引き続き支援してまいります。また、新たな若者交流促進事業や結婚相談の体制構築

についても検討してまいります。 

②本年は、母子保健事業として妊婦検診助成や通院費助成の継続実施と合わせて、不妊・

不育症治療費用の助成も継続します。合わせて保健師１名を増員し、子育て相談や健康教育

の体制強化を図ります。 

③保育園の給食費無料化を本年も継続し、更に昨年１０月から実施されました国の制度に

よる幼児教育・保育の無償化の対象とならない世帯に対し、町単独事業として保育料の負担

軽減を継続致します。 

おわりに、以上、令和２年度の行政執行にあたっての基本方針を述べさせていただきまし

た。 

時代は変わり、モノとモノをインターネットでつなぐＩｏＴや、高速大容量通信の５Ｇ時

代となり、益々利便性や生産効率を追求し暮らしが良くなる一方で、自然がもたらす豊かさ

や心の豊かさも忘れてはならないだろうと考えます。人口減少のもとで自治体を維持してい

くには、そうした時代の贈り物を利用しながら、地方で田舎暮らしを極めることが私達町民

が郷土への愛着を深め、日々の生活に汗を流し生きる楽しさを味わえる人間らしい生き方で

あると考えます。「地方にこそ輝く躍動の舞台がある」を原点に、安心して暮らせる環境を

整えて行きたいと思います。 

また、『地方自治の原点』を思い返し、町の姿を思い描きながら住民が安心して住み続けら

れるためには何をすべきかを、職員共々、創意工夫と発想力で踏ん張ってまいります。 

町民の皆様にも、より多く「まちづくり」に参画できる機会を広げ、町民・行政・議会が

協働して考える、そんな「まちづくり」を目指しますので議会議員各位並びに町民皆様の一

層のご理解とご協力をお願い申し上げ、行政執行方針とさせていただきます。よろしくお願

い致します。 

◎ 議  長（伊藤政博） 

これで、町行政執行方針は終わりました。 

 

 

● 令和２年度知内町教育行政執行方針について（教育長） 

 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 次に日程第３、『令和２年度知内町教育行政執行方針について』を議題とします。 

 教育長から説明願います。 

 教育長。 

◎ 教 育 長（本間茂裕） 

令和２年知内町議会第１回定例会の開会にあたりまして、知内町教育委員会所管行政の執

行に関する主要な方針について申し上げます。 

グローバル化やインターネットの普及による社会・経済の大きな変革が進む中、平成から

令和と時代は変わり、知内町は町政施行５０年を経て次なる半世紀に向け確かな歩みを続け



9 

 

ております。知内町教育委員会は、少子高齢化と向き合いながら、「町民憲章」・「教育目標」・

「『平和のまち』宣言」の趣旨を踏まえて、未来への懸け橋である子どもたちが故郷に誇りを

持ち、それぞれの夢に向かって可能性を発揮し、幸福な人生と地域社会の担い手となること

や、幼児家庭教育から高齢者教育に至る生涯学習の充実に向けて、学校・家庭・地域との連

携を図りながら、教育行政の推進に取組んでまいります。 

Ⅱ 基本的な考え方 

このような認識の下、教育行政に臨む基本的な考え方について申し上げます。 

１点目は、「未来に向けて、よりよい学びを支える体制づくりの推進」です。 

子どもたちには、それぞれの人生の中で、これからの変化の激しい社会を人工知能や多様

な大量情報を合理的に活用し、人間としての善さを充分に発揮しながら、他者と協働し課題

を解決していく資質が期待されております。幼・小・中・高が円滑に接続し、その資質を育む

学習活動や交流・体験活動を推進してまいります。 

２点目は、「世代を超え、多様なニーズに応える社会教育の推進」であります。 

人生１００年時代を迎え、幼児から高齢者まで、世代を超え、心の豊かさ、自分らしさの

発見を求めて、様々な学習ニーズが高まりを見せております。町内外のネットワークを生か

し、自ら学ぶ意欲、まちづくりへの思いに応える事業展開に努めるとともに、身近な運動・

スポーツを通して共生社会の実現に努めてまいります。 

以下、主要な施策について申し上げます。 

１ 学びを支える体制づくり 

教師が光れば子どもたちは輝きます。子どもたち一人ひとりの可能性が花開くことを目指

し、職員研修の充実を図り、管理職のリーダーシップや教職員個々の専門性の発揮に努めて

まいります。また、学校・地域が目標を共有し、コミュニティ・スクールを推進しながら、教

科や総合学習・地域活動を通して、子どもたちの生きる力と地域への愛着を育ててまいりま

す。 

初等教育では、幼稚園・保育園と小学校が顔の見える連携・交流を図り、幼児期の生活や

遊びからの学びが、入学後のスタートカリキュラムを通して、教科学習に滑らかにつながり、

すべての児童が希望に満ちた学校生活のスタートラインに立てるよう努めてまいります。ま

た、令和４年度の幼保連携型認定こども園開園に向けては、教育・保育等の内容について関

係機関が連携して協議・検討を進め、説明会等の開催により保護者・地域の皆様に情報を発

信してまいります。 

義務教育では、教育内容・制度・校風が大きく異なる小・中学校間において、学習指導・生

徒指導・特別支援教育等の滑らかな接続に努め、小中９年間の教育課程を通して、めざす生

徒像を共有し、弾力的な指導・支援を推進する小中一貫教育の体制づくりに取組んでまいり

ます。また、この先、町内の児童数・生徒数のさらなる減少と教育環境の変化が見込まれる

ことから、今後の学校教育のあり方を踏まえ、学校運営協議会・保護者・地域の皆様と将来

的な小学校統合についての協議を進めてまいります。 

特別支援教育では、インクルーシブ教育の理念を踏まえ、一人ひとりの社会的な自立を目

指し、交流及び合同学習を推進し、教育支援委員会・特別支援教育協議会と緊密に連携し、

学校教育課に合理的配慮協力員、各園学校には実態に合わせて支援員を配置し、保護者との

信頼関係のもと、切れ目のない教育・支援を推進してまいります。 



10 

 

子どもたちの生活習慣・健康問題については、スマホ・ゲーム等の長時間使用による慢性

的な睡眠不足や視力低下、運動不足による肥満傾向等が懸念されており、学校保健会を中心

に、家庭との連携のもと、生活リズムチェックシートを活用した「早寝・早起き・朝ご飯」運

動やスマホ・メディアルールの浸透を図ります。 

子どもたちが健康で生き生きと活動するためにはバランスの取れた食習慣が大切であり、

昨年度策定の食育推進計画を踏まえ、食の大切さや楽しみに触れ合うことで、生産者への感

謝の気持ちや食生活の基本的習慣・態度を育ててまいります。また、施設の保全管理、給食

調理の基本事項の徹底を図り、保護者と連携したアレルギー対応等、安心・安全な配食に努

めてまいります。 

子どもたちの安全確保については、地震・台風等、自然災害からわが身を守るために必要

な知識や能力の育成が必要です。学校安全計画の見直しや避難訓練の工夫改善をはじめ、地

域や関係機関と連携した「１日防災学校」等の充実に努め、見守り隊や関係機関と連携を図

り、通学路の安全確保に努めてまいります。 

２ 教育力を高める施策の推進 

この４月から小学校において新学習指導要領が全面実施となり、思考・判断・表現力の土

台となる主体的な学習態度や多様な人々との協働を促す教育の充実に取り組んでまいります。    

知内町の子どもたちは、「人の役に立ちたい」「地域や社会をよくしたい」という意識が高

いという優れた面があります。自尊感情の向上や家庭学習の充実に向けて、学びの充実検討

委員会を中心に、家庭・地域との連携を継続しながら、自己肯定感を育む学級・授業づくり

や家庭学習強調週間の実施に取組んでまいります。子どもたちの体力向上については、体育

授業や休み時間を利用した運動指導の工夫改善に努め、取組みの経過や成果の見える化を図

り、「運動が楽しい」という成就感・意欲を育ててまいります。 

英語教育の充実については、新たに教科となる小学校高学年の英語では、楽しく基礎を身

に付け、自ら進んでコミュニケーションを図ろうとする態度を育ててまいります。幼稚園で

の英語あそび、中学生の留学生交流事業等を継続し、小学校外国語専科教員を配置する他、

外国語指導助手を１名増員し２名体制とすることで、指導体制の充実と子どもたちが生きた

英語と身近にふれあう機会の拡充を図ります。 

情報活用能力の育成では、小学校の文字入力やプログラミング体験に始まり、中学校・技

術や高等学校・情報でのプログラミング学習への接続に向け、情報モラルも含め、児童・生

徒の発達段階に応じた系統的な指導体制を整えてまいります。また、国の方針も踏まえて、

計画的な環境整備を図るとともに、ＩＣＴ支援員事業を継続することで教員のＩＣＴスキル

の向上に努め、デジタル教科書やＩＣＴ機器の有効活用を図ってまいります。 

いじめ防止対策については、小学校の「いじめのない学校づくり」や「スマイル行動宣言」

に代表される児童会・生徒会の活動を通して「知内町いじめ防止条例」の周知徹底を図ると

ともに、積極的な認知を基本として、予防・早期発見・早期解消に努めてまいります。増加傾

向にある不登校への支援については、背景や様相がきわめて多様であることから、家庭との

連携のもと、スクールカウンセラーを交えたきめ細やかな生徒理解や教育相談に努めるほか、

教育委員会との連携等、チーム学校として組織的な支援に取り組んでまいります。 

学校の働き方改革については、保護者・地域の理解を頂きながら、定時退勤日や学校閉庁

日の設定、部活動方針の推進、ＩＣカードによる勤務時間管理等に取り組んでいます。今後
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も教職員が健康でやりがいを持って働くことのできる環境や学校教育の質を高められる環境

の構築に向けて努力してまいります。 

３ 若者の可能性を引き出す高校づくり 

道内高校の学級減・統廃合が進む中、積極的な情報発信に努め、地元中学校をはじめ広く

選ばれる高校づくりを推進します。 

一人ひとりの進路目標達成に向けては、豊富な科目数のハイブリッド型教育課程で応え、

地域創生学習や海外研修・短期留学を通して、地域に学び、世界に学ぶことで、実生活や地

域社会で求められる課題発見力・創造力・表現力を育成します。また、インターネットによ

る学習ツール・スタディサプリを導入し、個別学習環境の充実を図ります。 

新たに創設される書道同好会等、加入率の高い部活動では、引き続き外部指導者の配置を

はじめ環境整備に努め、遠隔地からの入学生徒の寄宿環境につきましては、施設の改修等、

環境整備を図るほか、民間下宿の活用を促進してまいります。 

４ ネットワークを生かした社会教育の推進 

活力あるまちには意欲あふれる住民がいます。そのためには生涯を通して学び、楽しみ、

共に高め合う環境づくりが必要であり、みらい大学や各文化団体の活動をはじめ、中央公民

館・郷土資料館・ふれあい工房等の機能を生かした事業を推進します。 

また、廃止となる文化交流センターの利用団体については、公民館等、代替の活動環境を

提供いたします。 

幼児家庭教育では、子育てサークル事業を通して、子育て経験の少ない母親たちの身近な

情報交換や交流の機会を提供し、幼児の健康・安全教室等、広く参加者のニーズと主体性を

生かした企画・運営をサポートしてまいります。 

青少年教育では、放課後子ども教室事業を継続するほか、各事業を通じて多様な体験・交

流・研修の機会を提供し、豊かな感性や社会性の育成に努めてまいります。また、中央公民

館では児童・生徒向けの学習スペースを拡充・整備し、校外での学習環境の充実を図ります。 

成人教育では、各文化団体への活動支援のほか、新たに器楽演奏や料理教室等の幅広い趣

味・教養の公民館講座の展開に努め、町民主役の自主企画講座の拡がりに向けては、広報紙

やＳＮＳを活用する等、積極的なＰＲ活動に努めてまいります。 

高齢者教育では、町内歴史巡検や宿泊研修・修学旅行を企画する等、より参加者の学習ニ

ーズを生かした企画・運営に努めるとともに、親睦を深めるクラブ活動の充実を図ります。

また、世代間交流事業では知識・技の交流を通して、高齢者の「生きがい」、子どもたちの「生

きる力」の醸成に努めてまいります。 

芸術・文化については、各世代の心に残る芸術鑑賞の企画に努めるほか、町民文化祭では、

文化団体連絡協議会と連携を図りながら、中高生の参加等、幅広い年代の参加者が見込める

舞台発表の工夫を凝らし、飲食提供等、集客を意識した賑わいを生む運営に努めてまいりま

す。また、作品交流事業を通じて、西部四町文化団体の親睦・交流を図ります。 

郷土資料館では、郷土の自然・歴史・伝承・文化財等を素材にした各種講座を企画すると

ともに、児童・生徒には博物館教育を通じて、郷土を誇る心、愛する心を育てることに努め

ます。また、町内の文化財の調査や収蔵史料の整理に努め、みらい大学や福祉活動と連携し

生涯学習活動を支えるほか、将来的な郷土資料館の構想づくりを継続します。 

図書活動については、子どもたちが本を手に取り、読書に親しむ機会が増えるよう「ブッ
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クフェスティバル」事業をはじめ、ライラックの会との連携事業や図書ボランティアによる

小学校イベント事業を継続するとともに、作品の可視化に工夫を凝らす等、読書感想文・感

想画コンクールの一層の魅力化を図ります。また、最終年を迎えた「第３次子ども読書推進

計画」の振り返りと第４次計画の策定に取り組んでまいります。 

５ 世代を超えたスポーツ振興の推進 

活力あるまちには運動・スポーツを愛する住民がいます。昨年度策定の「スポーツ推進計

画」をもとに、世代を超えて、一人ひとりが自分に合ったスポーツを楽しみ、チャレンジデ

ーや各種イベントの開催、スポーツ合宿の受け入れを通して、人と人とがふれ合う新たな交

流を生み出してまいります。 

また、廃止となる第２町民体育館の利用団体については、学校開放事業等、代替の活動環

境を提供いたします。 

知内町体育協会が創立５０周年を迎えます。この半世紀、「わがまちのスポーツ」は常に町

民のくらしの傍らにあり、時には大きな感動を与えてくれました。社会の変化に伴い、スポ

ーツに対する関心や取組み方が多様性をきわめる中、より多くの町民が楽しみ輝ける生涯ス

ポーツのあり方について、スポーツ推進委員会・スポーツ施設運営委員会を中心に、令和の

時代にふさわしい「わがまちのスポーツ」について議論を重ねてまいります。 

また、２０２０パラリンピック競技大会開催を機会に、心のバリアフリーについての研修

や多様な特性を持つ人との交流の場を創りながら、日常生活に密着した共生社会の実現をめ

ざしてまいります。 

Ⅲ むすびに 

令和２年度は、「知内町第２次学校教育中期推進計画」・「知内町第７次社会教育中期推進計

画」の策定・実施から５年目の最終年を迎え、新たに向こう５年間の進むべき方向性を検討

する時期を迎えます。 

これまでの４年間の実践を踏まえ、未来の創り手となる人づくりに取り組むとともに、今

後も総合教育会議を通じて首長との連携を図り、信頼の原点である法令遵守と服務規律の徹

底に努めてまいります。 

令和２年度知内町教育行政の執行にあたり、町民の皆様並びに議会議員の皆様のご理解と

ご協力を心からお願い申し上げます。 

令和２年３月３日、知内町教育委員会教育長、本間茂裕。 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 これで、教育行政執行方針は終わりました。 

 

 

● 議案第９号 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例について 

 

◎ 議  長（伊藤政博） 

次に日程第４、議案第９号、『職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例について』

から、日程第２０、議案第２５号、『令和２年度知内町水道事業会計予算について』の１７議

案は、いずれも令和２年度予算に関する議案であります。 

したがって、この１７議案は一括議題としたいと思いますが、ご異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声多数） 

 異議なしと認めます。したがって、以上の１７議案は、一括議題とすることに決定しまし

た。 

 これから、議題となった議案第９号から順次、提案理由の説明を求めます。 

日程第４、議案第９号、『職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例について』説明

を求めます。 

総務企画課長。 

◎ 総務企画課長（小田島伸二） 

 議案第９号、職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例について。 

 職員の旅費に関する条例の一部を次のように改正するものでございます。 

条例のご説明の前に、今回の改正に至った背景を、まず、ご説明を致します。実は令和２

年度の一般会計予算、昨年１１月から編成作業始めました。一次の集計の中で２億円の財源

不足が見込まれるという結果になりました。これまで財政調整基金ですとか、減債基金の残

高が減っている中、今後、安定的な財政運用するために何に取り組むべきかということで、

これまでも若干ご説明して参りましたけれども、行財政の改善計画というものを定めており

ます。その中でこれまでの事務事業見直し、更にいろんな歳出の削減対策、そして人件費に

つきましては退職者の補充を抑制していく、更に使用料、手数料など歳入面での改善を図っ

ていくということを大きな施策の柱としてございます。その一貫として今回、旅費の支給に

関する条例の訂正をするものでございます。 

議案に戻っていただきまして、１７条第２項中ということなんですけれども、前段で副町

長からもご説明致しました、近距離の場合、福島町ですとか木古内町の近距離の場合に、こ

れまで半日当というものを支給して参りましたけれども、それは全て廃止をするという、支

給をしないという条例に改めます。更に３級以上の場合の日当だったんですけれども、２０

０円の差額がございましたけれども、「２，２００円」と「２，０００円」ということで、２

００円の差額は、「２，０００円」と低い方に統一するものでございます。但し、宿泊料につ

きましては甲地方、主に札幌市なんですけれども、これまで共済の施設のポールスターなん

ですが、旅行客でほとんど予約が取れないという状況で、一般のホテルに泊らざるを得ない

という状況が発生しておりまして、結果、現行の旅費で不足する場合が多々発生しておりま

したので、そちらの方、現在の３級以上と以下で実際に同じホテルに泊る訳ですから、宿泊

の支払う金額に差はありませんので、こちらの方は高い方の「１０，９００円」に統一し、更

に乙地方も「９，８００円」に統一したいという内容でございます。 

なお、今回の条例の他に町長以下３役の給料と旅費に関する条例というのは別にあるんで

すけれども、そちらの条例の確認の結果、そちらの方の町長以下の旅費の方は職員に準ずる

ということですので、今回のこちらの職員の条例改正となりました場合には、近距離の場合

の半日当も連動して廃止になるということでございます。 

附則と致しまして、この条例は、令和２年４月１日から施行するものでございます。以上

です。 

 

 

● 議案第１０号 使用料の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例について 
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◎ 議  長（伊藤政博） 

 次に日程第５、議案第１０号、『使用料の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例につ

いて』説明を求めます。 

総務企画課長。 

◎ 総務企画課長（小田島伸二） 

 議案第１０号、使用料の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例について。 

 使用料の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例を次のように制定するものでございま

す。 

総務企画課予算説明資料の３ページから１７ページまで新旧対照表を添付してございます

けれども、条例の第１条の山村開発センター運営条例から第１１条のテニスコート使用料ま

で、消費税の導入時の３％から長い間改定をして参りませんでしたけれども、この度の税率

改正に対応致しまして、１０％とする改定の内容となってございます。 

なお、１２条のプールと１３条のスキー場につきましては、使用料が少額でございます。

特に今年のスキー場、リフトが故障ということで収入が０円ということもありましたし、プ

ールも２０万円弱の収入ということでございます。その使用料をいただくためのコストに見

合わない状況となってございますので、それぞれの施設利用を促進しながら、町民の皆様の

健康増進を図ることを目的として、使用料無料としたいという内容でございます。 

なお、影響額につきましては、特に町内会館の部分、年間１５万程の収入予算で見ている

んですけれども、ほとんどお葬式の場合ということで、一般の利用の部分では無料となって

ございますので、町民の皆様に与える大きな影響はないものかと想定してございます。説明

は以上です。 

 

 

● 議案第１１号 知内町手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 次に日程第６、議案第１１号、『知内町手数料徴収条例の一部を改正する条例について』

説明を求めます。 

総務企画課長。 

◎ 総務企画課長（小田島伸二） 

 議案第１１号、知内町手数料徴収条例の一部を改正する条例についてでございます。 

 知内町手数料徴収条例の一部を次のように改正するということでございまして、複数課に

渡りますので私の方からご説明申し上げます。 

総務企画課予算説明資料の１８ページに記載してございますけれども、使用料と同様、消

費税の税率改正の対応と近隣町の手数料とのバランスを考慮し、今回、手数料の改定をお願

いするものでございます。 

その影響額と致しましては、説明資料の２５ページに添付してございます。税務会計資料

としては、８万２千円の増収。２６ページに添付してございますけれども、戸籍関係と致し

ましては、５１万５千円程度の増収を見込んでございます。 
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附則と致しまして、この条例は、令和２年４月１日から施行するものでございます。説明

は以上です。 

 

 

● 議案第１２号 知内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 次に日程第７、議案第１２号、『知内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正

する条例について』説明を求めます。 

生活福祉課長。 

◎ 生活福祉課長（鳴海英人） 

 議案第１２号、知内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について。

知内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を次のように改正する。 

予算説明資料の見出し番号４番、生活福祉課の１ページ目をご覧ください。 

現在、本町のごみ処理手数料は、いわゆるごみ袋の料金ですが、４５Ｌの容量で１枚３１ 

円となっております。この金額につきましては、平成元年４月１日から変わっておりません。

ごみ袋を作成する費用や収集業者への委託料等も上昇しており、また、近隣町と比較しまし

ても、最も低い手数料ということで、今回、１枚当たり４０円への改定を行うものです。 

なお、低所得者世帯の経済的影響を緩和するために、対象となる世帯には年間２０枚のも

やせるごみ袋を無償で配布することを予定しております。 

議案に戻っていただき、附則です。この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

 

 

● 議案第１３号 幼児教育・保育の無償化に伴う関係条例の整備に関する条例について 

 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 次に日程第８、議案第１３号、『幼児教育・保育の無償化に伴う関係条例の整備に関する

条例について』説明を求めます。 

生活福祉課長。 

◎ 生活福祉課長（鳴海英人） 

 議案第１３号、幼児教育・保育の無償化に伴う関係条例の整備に関する条例について。 

 幼児教育・保育の無償化に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように制定する。本条

例は令和元年１０月１日施行の幼児教育・保育の無償化に伴って、国の環境法令の改正が行

われたことから、町条例においても所要の改正を行うものです。 

議案１ページ、第１条では知内町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正をするものですが、家庭的保育は保育者の居宅、その他の場所で行われる小

規模の異年齢保育です。当町では該当施設はございませんが、国の法改正に合わせて行うも

のです。 
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３ページ、第２条では小規模保育事業Ａ型等の定義・規定の整備を行うための改正となっ

ております。 

４ページ、下から９行目の第３条では知内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の一部改正をするものですが、特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令（令和元年内閣府令第８号）

の施行に伴い、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を見直すた

め、所要の改正を行うものです。 

なお、昨年の１０月１日施行の幼児教育・保育の無償化に係る関係条例の改正を本定例会

に提案した理由としては、内閣府令附則第２項で市町村における準備期間を考慮し、改正法

の施行後１年間は府令で定めた内容を条例で定めたものとみなす経過措置を設けたことによ

るものです。 

予算説明資料見出し番号４、生活福祉課２２ページから５７ページに新旧対照表がござい

ますので、参考としてください。 

議案１４ページです。附則、この条例は、公布の日から施行する。ただし、第３条の規定は

令和元年１０月１日から適用する。以上で説明は終わります。 

 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 ここで、暫時休憩致します。 

 再開は、１０時４５分と致します。 

（ 休憩 １０時２８分 ） 

（ 再開 １０時４５分 ） 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 休憩を取り消し、会議を再開致します。 

 

 

● 議案第１４号 知内町子ども・子育て支援事業計画の策定について 

 

◎ 議  長（伊藤政博） 

次に日程第９、議案第１４号、『知内町子ども・子育て支援事業計画の策定について』説明

を求めます。 

副町長。 

◎ 副 町 長（大野 樹） 

 議案第１４号、知内町子ども・子育て支援事業計画の策定について。 

 知内町子ども・子育て支援事業計画を策定したいので、地方自治法第９６条第２項及び知

内町議会基本条例第８条の規定に基づき、議会の議決を求める。 

策定についての基本的な考え方を説明致します。平成２４年に国で定めた子ども・子育て

支援法に基づき、平成２７年度からスタートした当町の第１期計画の５年間が本年３月に終

了することから、５年間の第１期計画の評価を行い、令和２年度から５年間の第２期計画を

策定致しました。第２期計画においても、第１期計画の施策・確保の方策を検証し発展させ

るとともに、現在、全国的な課題となっている子どもの貧困対策を包含した推進計画を策定
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し、本町の子ども・子育て支援を積極的に推進する計画であります。 

詳細につきましては、生活福祉課長から説明を致します。よろしくお願い致します。 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 生活福祉課長。 

◎ 生活福祉課長（鳴海英人） 

 それでは詳細について、ご説明致します。 

生活福祉課説明資料５８ページ、見出し４の５８ページをご覧ください。まず、計画策定

の趣旨と位置付けにつきましては、只今、副町長の方から説明がございました。 

計画の期間でございます。この計画につきましては、令和２年度から令和６年度までの５

カ年間とします。第１期計画の目標と現状としてですね、第１期の評価をこちらでしており

ます。子どものための教育・保育給付、これにつきましては幼稚園、それから保育園の策定

当時の人数、それから平成３１年度での目標値、それから現在の実績値、それで達成率とい

うもので評価を示しております。 

次のページです。５９ページ、地域子ども・子育て支援事業と致しまして、第１期計画で

実施した内容、こちらにつきましても達成率で示しております。放課後児童健全育成事業（学

童保育）に関しましては、目標に対して達成。登録児童で６８名で１７０％。それから乳児

全戸訪問事業につきましては、生まれてきたお子さんが３１年度２０名ということで、これ

は１００％は達成しているんですが、当初の目標が４５名生まれるという設定値だったもの

ですから、一応４４．４％という数値にはなっております。それから、子育てサロンにつき

ましては、３１年度で１，０７７名が延べ利用して８２．８％。一時預かり事業につきまし

ては、当初は実施をするという目標値だったんですが、現実には５１名実施しております。

これにつきましては、平成２８年から実施です。以下、妊婦健康診査事業、それから、養育支

援訪問事業、これ、対象者ございません。ファミリー・サポート・センター事業、これは一時

預かり・学童保育で対応しております。延長保育事業も利用者なしということで、これらが

第１期の評価。それから本編の方にはですね、他の事業につきましても、現在どういう状況

で実施しているかということが詳細に記載されております。 

続きまして、第２期計画の理念でございます。次代を担う全ての子ども達が健やかに、伸

びやかに育つことができ、親も子育ての喜びを感じることができるよう地域社会の実現を目

指し、第２期の計画では「次代を担う子ども達をみんなで育むまち～しりうち」ということ

で、理念を表示しております。 

それから、第２期計画の基本目標と具体的な施策でございます。まず、１番目と致しまし

て「子どもの育つ力をのばす環境づくり」を実現するためにということで、家庭の養育力の

向上、すべての子どもが質の高い幼児教育と保育を受ける機会の確保、必要な子どもに適切

な療育を提供できる体制づくりということで、以下の詳細な事業を表示しております。それ

から②と致しまして「多様なライフスタイルの中で、子どもを生み育てる環境づくり」を実

現するために仕事と子育てを両立するための保育の確保をはじめ、あらゆる家庭、あらゆる

保護者の子育てをサポートするための仕組みを整えますということで、以下の詳細な事業を

表示しております。それから「子どもの貧困対策」を実現するためにということで、相談支

援体制の取り組み、それから切れ目のない子育て支援の取り組み、経済的支援の取り組みと

いうことで、表示しております。 
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次に計画の基本的事項、教育・保育の提供体制ということで、人口推計、下の方に書いて

おりますが、本編の方では更に１８歳までの子どもの人口推計を載せております。 

続きまして、６１ページでございます。これらは具体的な取り組みということで、まず、

認定区分ごとの教育・保育の量の見込、これにつきましては令和４年から認定子ども園に変

わるということになっております。１号認定、２号認定、３号認定、それぞれ今後出生する

子どもの数と見込みを合わせながら推計しております。それから地域子ども・子育て支援事

業の提供体制として放課後児童健全育成事業、これらについては学童保育でございます。そ

れから乳児家庭全戸訪問事業、これも出生数に合わせて全戸を訪問するという計画でござい

ます。それから療育支援訪問事業、これにつきましては対象児がいる場合は１００％実施す

るということで、これまでは実際には対象となるお子さんが居なかったということで実施し

てはおりません。それから地域子育て支援拠点事業（子育てサロン）、これにつきましても

今後継続して実施します。それで令和４年度からは認定子ども園に機能を移して実施しよう

ということで予定しております。それから一時預かり事業、これは保育園において保育園に

通っていないお子さんの一時預かりを実施するということで、令和６年まで予定数を表示し

ております。それから妊婦健康診査事業、これにつきましては全ての妊婦さんに健康診査を

無料で実施するということで予定しております。それから、キとク、子育て世代包括支援セ

ンター、これにつきましては新規事業で妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズを

把握して、妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じて、個別支援プランの作成や、医療

機関との連携調整を行うため「子育て世代包括支援センター」を設置して、孤立や不安の解

消と虐待予防を図り、切れ目のない支援を行います。それから、クにつきましては、中学生

までの虫歯ゼロ運動、これにつきましても新規事業ということで、現在３歳児までは年２回

のフッ素塗布、それから幼稚園・保育園の４・５歳児は毎日のフッ化物洗口、それから小学

生は週１回のフッ化物洗口を実施していますが、現在中学生におきましては、全く学校でも

取り組みはございませんでしたが、令和２年度からは中学生にもフッ化物洗口を実施して、

虫歯ゼロを目指す事業を実施します。それから次世代育成支援対策推進法に基づく事業と致

しまして、下記のとおり児童虐待防止、ひとり親支援、それから児童発達支援、小児医療に

係る支援、放課後の居場所づくりといった事業を実施することになっております。これらの

事業につきましては、全て第１期計画からの継承ということで実施しております。それから

７番、子どもの貧困対策、この度、包含して実施する事業でございますが、これも以前から

実施してはおりますが、具体的な施策と担当する窓口ということで、本編の方には詳しく相

談支援事業の体制の取り組み、それから切れ目のない子育ての支援の取り組み、経済的支援

の取り組みということで記載しております。それで、計画を実行するための取り組みと致し

まして、計画を実行するための協力体制でございますが、所管課である生活福祉課と教育委

員会、それから行政組織内の横断的な協力体制はもちろんのこと、民間との連携が重要とい

うことで、町全体の子どもの教育と保育を協議できる場をつくって、町にできること施設に

できることをそれぞれが担い、互いに補い、協力体制を構築してまいります。実行するため

の点検・評価として、町の行政組織内部の事務事業評価を行って、子ども・子育て会議にお

いて、点検・評価を実施します。その時々の現実にも目を向けて、計画を見直すべき部分は

ないか、常に高い意識をもって、定期的な子ども・子育て会議の開催を継続しますというこ

とで、今後ですね、１年に１度、まず、実施した内容を子ども・子育て会議の方で検討して、
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また、新たにこういった事業が出来ないかというような意見を聞き取りながら、改正してい

くという考え方でおります。 

また、本編の方にはアンケート調査の内容、それから子ども・子育て会議の委員名簿等記

載してございます。以上で説明は終わります。 

 

 

● 議案第１５号 知内町国民健康保険事業基金条例の一部を改正する条例について 

 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 次に日程第１０、議案第１５号、『知内町国民健康保険事業基金条例の一部を改正する条

例について』説明を求めます。 

生活福祉課長。 

◎ 生活福祉課長（鳴海英人） 

 議案第１５号、知内町国民健康保険事業基金条例の一部を改正する条例について。 

 知内町国民健康保険事業基金条例の一部を次のように改正する。 

改正の概要については、予算説明資料見出し番号４番、生活福祉課１２ページをお開きく

ださい。そちらの方に概要が書かれておりますが、平成３０年度から北海道が国保運営を行

いまして、小規模市町村が抱えてきた医療費増加のリスクが全道で分散されるようになりま

した。現行の条例では、保険給付費の財源が著しく不足する場合と災害等により減収を埋め

るための財源にしか処分出来ないこととなっているため、基金が手付かずの状態になると想

定されます。このことから基金を国保加入者の予防事業等に活用出来るよう改正を行うもの

です。 

議案に戻りまして、附則です。この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

以上で説明を終わります。 

 

 

● 議案第１６号 知内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 次に日程第１１、議案第１６号、『知内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ

いて』説明を求めます。 

生活福祉課長。 

◎ 生活福祉課長（鳴海英人） 

 議案第１６号、知内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について。 

 知内町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 

今回の改正につきましては、令和２年度税制改正の大綱、令和元年１２月２０日閣議決定

において、国民健康保険税の課税限度額を引き上げるとともに、国民健康保険税の軽減措置

について５割軽減及び２割軽減の対象世帯に係る所得判定基準を改正することとされたこと

に伴い、一部を改正するものであります。また、平成３０年度から北海道が国保運営を行い

医療費増加のリスクが全道で分散されるようになったため、今後も保険給付費が安定傾向に
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あり、今年度の見込では基金残高が１億円を超える見込になっております。本件の提案に対

しては、知内町国民健康保険運営協議会において数回にわたる審議を行っています。 

この条例については、予算説明資料見出し４の生活福祉課説明資料で概要を説明します。

４ページをお開きください。４段の表で記載しておりますが、３段目の表で平成３１年度の

単年度収支見込は１，３２５万２千円となります。基金残高は１億７４５万５千円と見込ん

でおります。また、令和２年度からの見込は今回の税率改正を規定している数字ですが、想

定している数字ですが、いずれも単年度収支では黒字となる見込でございます。 

３ページをご覧ください。今回の国民健康保険税条例の一部を改正する条例の概要ですが、

国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が令和２年１月２９日公布され、令和２年４月

１日から施行されることに伴い、国民健康保険税の医療費分及び介護納付金分に係る賦課限

度額を引き上げることとしております。また、被保険者の均等割額及び世帯別平均平等割を

軽減する所得判定基準については、５割軽減の基準については被保険者数に乗ずる金額を「２

８０，０００円」から「２８５，０００円」に。２割軽減の基準については、被保険者数に乗

ずる金額を「５１万」から「５２万」に引き上げることとしました。まずは、課税限度額です

けども、医療分については現行「６１万円」を改正額「６３万円」に２万円の引き上げです。

また、介護納付金分は現行課税限度額が「１６万円」から改正額「１７万円」と改正する予定

です。それから税率改正については、現行医療分の応能部分で所得割８．８％を８．５％に

引き下げ、資産割は廃止。応益部分では均等割は「３１，０００円」を「２５，０００円」、

平等割は現行のまま、それに伴う７割、５割、２割軽減の均等割、平等割がそれぞれの金額

となっております。また、後期高齢者支援分ですが、現行応能の所得割が２．９％を２．６％

に引き下げ、資産割は廃止。応能均等割は「９，０００円」から「８，０００円」に。すいま

せん。応益です。所得割を、２．９％を２．６％に引き下げ、資産割は廃止。応益部分は、応

益均等割は「９，０００円」から「８，０００円」に、平等割は現行のままです。それに伴う

７割、５割、２割軽減の額がそれぞれ記載の金額になっております。それから介護保険金分

ですが、現行、応能分所得割２％から１．９％へ引き下げ、資産割は廃止。応益の均等割を

「７，５００円」から「７，０００円」へ、平等割は現行のままです。それぞれ７割、５割、

２割軽減の額がそれぞれ記載の金額になっております。 

議案に戻りまして、２ページをお開きください。附則と致しまして、施行期日、第１条、こ

の条例は、令和２年４月１日から施行する。適用区分、第２条、改正後の知内町国民健康保

険税条例の規定は、令和２年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成３１年

度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。 

なお、説明資料５ページから１１ページに新旧対照表がありますので、ご参照ください。

以上で説明を終わります。 

 

 

● 議案第１７号 知内町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について 

 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 次に日程第１２、議案第１７号、『知内町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例につ

いて』説明を求めます。 
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建設水道課長。 

◎ 建設水道課長（佐藤和人） 

議案第１７号、知内町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について。 

 知内町道路占用料徴収条例の一部を次のように改正する。 

改正する理由と致しまして、１０月の消費税の引き上げ及び３年に１度の国によります固

定資産税の評価替によるものであります。改正点につきましては、第２条第１項中「乗じて

得た額」の次に「占用料金が１月に満たない場合に当たっては、当該道路を占用させるにつ

き課せられるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準額として

課せられるべき地方消費税に相当する合計の額」を加える。改正後の占用料金については、

別表のとおりと致します。別表につきましては、ご参照をよろしくお願い致します。 

予算資料説明見出しナンバー６、建設水道課資料２ページから６ページに新旧対照表を載

せてありますので、ご参照をお願い致します。  

なお、附則と致しまして、この条例は、令和２年４月１日より施行致します。よろしくお

願い致します。 

 

 

● 議案第１８号 北海道知内高等学校の授業料徴収条例の一部を改正する条例について 

 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 次に日程第１３、議案第１８号、『北海道知内高等学校の授業料徴収条例の一部を改正す

る条例について』説明を求めます。 

高等学校事務長。 

◎ 知内高等学校事務長（長谷川将之） 

議案第１８号、北海道知内高等学校の授業料徴収条例の一部を改正する条例について。 

 北海道知内高等学校の授業料徴収条例の一部を次のように改正する。 

資料は予算説明資料の見出しナンバー７、教育委員会関係の５ページをご覧ください。 

今回の改正は、これまで据え置いておりました知内高校授業料等を現在の道立高校の授業

料等と同水準に改正するものです。また、改正に伴う保護者等への周知期間としまして、現

在校生や令和２年度の入学生に不利益等が生じないように経過措置を設けるものです。 

議案に戻りまして、附則ですが、施行期日、この条例は、令和２年４月１日から施行しま

す。但し、第２条第３号の規定、これは入学金になりますが、令和３年４月１日から施行致

します。経過措置ですが、現在この内容につきましては、現在校生及び令和２年度の入学者

の内、国の高等学校就学支援金制度の受給資格対象外となった方についての授業料は従前の

ままで据え置き致します。という内容になっております。 

以上で終わります。よろしくお願い致します。 

 

 

 ● 議案第１９号 令和２年度知内町一般会計予算について 

 

◎ 議  長（伊藤政博） 
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 次に日程第１４、議案第１９号、『令和２年度知内町一般会計予算について』説明を求め

ます。 

 本件は初めに、令和２年度知内町一般会計予算の編成について、副町長から説明を求め、

その後、歳出から順次、担当課長より説明を求めます。 

 次に歳入等の説明については、総務企画課長。この順で行います。 

最初に令和２年度一般会計予算の編成について、副町長から説明を求めます。 

副町長。 

◎ 副 町 長（大野 樹） 

 別冊になっております「予算編成の基本的な考え方」ご覧いただきたいと思います。よろ

しいでしょうか。それでは、令和２年度一般会計予算の編成について。予算編成の基本的な

考え方。わが国の経済は、アベノミクスの推進により、デフレではない状況を作り出す中で、

長期にわたる回復を持続させており、ＧＤＰは名目・実質ともに過去最大規模に達しました。

また、雇用・所得環境も改善し、２０００年代半ばと比べて景況感の地域間のばらつきも小

さくなっているなど、地方における経済は厳しいながらも、好循環の前向きな動きが生まれ

始めています。 

 経済の先行きについては、緩やかな回復が続くことが期待されるものの、消費税率引上げ

後の経済動向を注視しながら、米中貿易摩擦など海外発の下方リスクによる悪影響に備える

と共に、今般の新型コロナウイルス感染の拡大に伴う北海道観光客の減少や中国工場の停止

によって製造業の供給連鎖にも影響を被るなど、北海道経済の動向にも注視する必要があり

ます。我が国財政は、国・地方の債務残高がＧＤＰの２倍程度に膨らみ、なおも更なる累増

が見込まれ、また、国債費が毎年度の一般会計歳出総額の２割以上を占めるなど、引き続き、

厳しい状況にあります。 

 こうした中、令和２年度においては、地方が人づくり革命の実現や地方創生の推進、地域

社会の維持・再生、防災・減災対策等に取り組みつつ、交付団体をはじめ地方が安定的な財

政運営を行うために必要となる一般財源総額について、令和元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ております。

地方税については国税収入とともに増収が見込まれることから、地方交付税は０．４兆円増

額、臨時財政対策債は０．１兆円減額となっております。 

 一方、当町の財政は、歳入では地方交付税が減少してきており、歳出においては社会保障

関係経費や公共施設の維持管理経費の負担が増加を続けています。こうした状況における一

般財源の不足に対応するため、平成２５年度より財政町政基金の繰入れを行ってきましたが、

財政町政基金の残高は令和元年度末で約１億８千万円となる見込であるなど、依然厳しい状

況が続いているところです。本年度の一般会計では地域経済のさらなる活性化を図るための

各種産業振興施策の展開と住民福祉の増進のための施策に要する財源を確保する一方で、一

般行政経費の抑制に努め、将来世代に負担を先送りしない持続可能な財政運営を意識した予

算編成といたしました。 

 令和２年度予算を編成するにあたり歳出面では、本年度実施予定の普通建設事業につきま

しては、補助事業は１億１，６００万円、単独事業は３億８，７００万円を計上致しました。

内容については、ＩＣＴを活用した安心暮らし創造事業（防災無線更新）２億３，３００万

円、向上雷橋補修工事５，０００万円、公営住宅等改修工事１億１，１００万円、スポーツセ
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ンター照明器具ＬＥＤ化事業３，０００万円など主に公共施設及び道路・橋梁の維持補修事

業となっております。 

 今後も公共施設の改修等を計画的に実施する必要があることから、緊急性に配慮しつつ事

業実施の優先度を判断し、普通建設事業費の平準化に努めた予算となっております。 

 公債費につきましては、前年度当初比８，０００万円減の５億９，２００万円となってお

ります。減少の要因としましては、過疎対策事業債及び公営住宅事業債の償還金額の減少に

よるものです。公債費残高につきましては増加傾向にあり、令和２年度末は、前年度末比６，

０００万円増の４６億３，９００万円となる見込であります。 

 歳入面では、町税につきましては、主に太陽光発電設備の完成により償却資産が増加した

ことから固定資産税の増額が見込まれており、町税全体で前年度決算見込額より２，６００

万円増の７億５，８００万円を見込んでおります。 

 地方交付税につきましては、普通交付税について地方財政計画を基本としつつ当町の特殊

事情を勘案し、交付基準額を前年度交付見込額より３，２００万円増の１７億１，９００万

円と試算しました。主な増加要因につきましては、太陽光発電設備の償却資産課税標準特例

分の町税収入減少による基準財政収入額の減などを見込んだことによるものです。また、普

通交付税の試算に関連して臨時財政対策債を８，０００万円、特別交付税を１億円と試算し

ております。 

 基金繰入金につきましては、公共施設の改修事業等に公共施設等整備基金３，２００万円

を充当するほか、教育支援事業等に教育振興基金５，３００万円を充当するなど各種基金の

目的に沿った事業へ充当し、さらに財源不足へ対応のため財政町政基金から４，５００万円

を繰入れすることとしております。 

 以上、令和２年度予算編成の概要についてご説明致しましたが、当初予算規模は前年度当

初比１億５，９００万円減、率で３．９％マイナスの３９億５，０００万円、これに補正予算

による計上予定額を２億６，８００万円見込んだ結果、４２億１，８００万円となっており

ます。 

 なお、主な事業につきましては「令和２年度予定事業調」資料をご参照願います。 

 次に令和２年度当初予算の概要であります。総額は３９億５，０００万円で、前年当初比

１億５，９００万円減で伸率はマイナス３．９％となっております。この後、前年対比の金

額につきましては、省略をさせていただきたいと思います。 

歳入につきましては、（１）町税、総額で７億５，８００万円。町民税は１億９，０００万

円、うち個人町民税は１億５，３００万円、固定資産税は５億１，９００万円です。 

（２）地方交付税につきましては、総額１８億１，９００万円。うち当初予算に計上して

いる額は１７億５，５００万円であります。 

（３）国庫支出金の総額につきましては、２億７００万円です。主な計上額は、障害者介

護給付・訓練費等給付費負担金で６，０００万円。児童手当負担金で３，０００万円。子ども

のための教育・保育給付費国庫負担金で３，４００万円。社会資本整備総合交付金で５，４

００万円です。 

（４）道支出金の総額は１億９，０００万円で、主な計上額は障害者介護給付・訓練費等

給付費負担金で３，０００万円。保険基盤安定制度負担金（国保・後期）で３，７００万円。

子どものための教育・保育給付費道負担金が１，７００万円。農業費道補助金が５，１００
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万円です。 

次に４ページ、（５）繰入金で総額は１億９，１００万円です。主な計上額は、財政調整基

金の繰入金が４，５００万円。農林漁業振興基金繰入金が２，０００万円。教育振興基金繰

入金が５，３００万円。公共施設等整備基金繰入金が３，２００万円です。 

（６）町債の総額は４億６，１００万円で、主な計上額につきましては、臨時財政対策債

に８，０００万円。公営住宅建設事業債に５，６００万円。緊急防災・減災事業債に２億２，

３００万円。過疎対策事業のソフト分として４，４００万円。 

３の歳出の関係で（１）の人件費につきましては、給与・各種報酬等含めまして当初予算

計上額は８億２，１００万円でございます。 

歳出のうち義務的な経費である人件費については、これまで同様適正な定員管理に配慮し、

その増加の抑制に努めることを基本として参ります。 

なお、令和２年度においては新規採用職員３名を予定しており、退職者と新規採用職員の

給与差により職員給は減となっておりますが、会計年度任用職員の採用により人件費総額は

増加しております。 

（２）一般行政経費でありますが、一般行政経費は、これまでも経費全般にわたる節減合

理化に努力して参りました。本年度予算編成にあたっては、義務的経費を除いた予算額につ

いて前年度より大幅に削減する目標を掲げ、職員食糧費・旅費の運用見直しや一般事務費に

ついて更なる効率化、節減の余地がないかを点検して参りました。 

しかし、物件費については、経済情勢の変化に伴う物価上昇、消費税率の引き上げにより

増加傾向が定着しています。また、維持補修費についても、公共施設の老朽化により年々増

加しています。 

今後は、更に公共施設やインフラの更新が多大な財政負担となることが予想されることか

ら、各公共施設の将来的な需要を的確に見極め、公共施設長寿命化計画により、新たな時代

を見据えた公共施設等のあり方を検討して参ります。 

一部事務組合負担金を除いた補助費については、各種補助金等の必要性や公益性、投資効

果を日常的に点検し、より効果的な執行に努めて参ります。 

（ア）物件費につきましては、当初予算計上額は６億９，５００万円。 

（イ）維持補修費については、１億６００万円。 

（ウ）扶助費につきましては、２億１，６００万円。 

（エ）補助費につきましては、６億９，２００万円。 

以下、款別予算計上の主な内容について、次のとおり説明を致します。 

２款の総務費で総額２億９，８００万円。主な事業のみ、説明をさせていただきますが、

戸籍システムの更新事業ということで、１，０００万円を計上しております。あとは、継続

事業であります。 

次に６ページ、３款の民生費の総額は５億４，９００万円で、大きなものとしましては、

障害者介護給付・訓練給付事業で１億２，０００万円、保育園の委託事業で６，７００万円

となっております。 

４款の衛生費の総額は２億５００万円。清掃費（一部事務組合の負担金等）で１億３，９

００万円となっております。 

６款の農林水産業費、総額で２億３，５００万円で、主な事業としましては、国営土地改
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良事業の地元負担金の償還が昨年度よりも減っておりまして、３，１００万円となっており

ます。あと、産地パワーアップ事業として１，４００万円、一番下の海水滅菌装置導入事業

ということで、カキの事業ですけれども、６００万円となっております。 

７款の商工費の総額は４，９００万円で、主な事業としましては、地域おこし協力隊員事

業として３００万円を計上しております。 

８款の土木費、総額は３億２，４００万円であります。下水道事業の特別会計の繰出は１

億３００万円、除雪の経費として４，８００万円、公営住宅の改修費に１億１，１００万円

であります。 

９款の消防費、総額は４億７，４００万円で、渡島西部広域事務組合負担金の他に、本年

度取り組みますＩＣＴを活用した安心暮らし創造事業（防災無線更新）に２億３，３００万

円を計上しております。 

１０款の教育費につきましては、４億４，４００万円であります。主な事業につきまして

は、ＡＬＴの派遣事業ということで、新規に１名増員するということで、６００万円を計上

しております。また、学校給食支援事業として１，８００万円の計上であります。一番下か

ら二つ目にあります中央公民館のカーテンウォール改修工事に１，３００万円、スポーツセ

ンターの照明器具ＬＥＤ化をするということで、３，０００万円を計上しております。 

１２款の公債費につきましては、総額５億９，２００万円。 

１３款の職員等給与費に、総額７億３，４００万円を計上しております。 

あとの予算の一覧表につきましては、後ほどご覧いただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 予算編成の考え方について、副町長の説明が終わりました。 

 次に議案の説明を総務企画課長そして以下、担当課長より順次、内容について説明致しま

す。 

 総務企画課長。 

◎ 総務企画課長（小田島伸二） 

 議案第１９号、令和２年度知内町一般会計予算についてでございます。 

 令和２年度知内町一般会計予算は、次に定めるところによります。 

第１条、歳入歳出予算でございます。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３９億４，

９８６万７千円と定めます。 

２と致しまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入 

歳出予算」によります。 

 第２条は、地方債でございます。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」によります。 

 第３条、一時借入金でございます。地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借

入金の借入れの最高限度額は、５億円と定めます。 

 例によって、歳出からご説明を致します。 

 ９７ページお願い致します。１款１項１目議会費に４，２８３万２千円の計上でございま

す。前年と大きく変わるものではございませんが、共済負担金で若干減額となってございま



26 

 

す。 

９８ページ、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費に５，４７２万８千円の計上

でございます。対前年２１１万１千円減の主な要因は、１２節委託料で、前年計上されてご

ざいました財務会計システム、主に元号の改正によるものだったんですけれども、委託料、

３０２万４千円の減によるものでございます。 

１００ページ、２款１項２目会計管理費に５７万７千円の計上でございます。前年と大き

く変わるものではございません。 

１０１ページ、２款１項３目財産管理費に３，２３２万円の計上でございます。対前年比

１，２７７万２千円の減となってございますけれども、備品購入費で、前年度ウィンドウズ

１０の対応のために事務用のパソコン購入費の予算を計上してございました。１，４１３万

円の減によるものでございます。 

１０３ページです。２款１項４目財政調整基金費に１，３３９万５千円の計上でございま

す。対前年比６８３万９千円の増となってございますけれども、補正予算でもご説明してお

りますが、ふるさと納税でこれまで教育振興基金に積立をして参りましたが、ふるさと創生

事業の対応部分が増えておりまして、そちらの部分、７１５万３千円が増となってございま

す。 

１０４ページです。２款１項５目公平委員会費、１万円同額計上でございます。 

１０５ページ、２款１項６目企画総務費に１，３９５万９千円の計上でございます。前年

同様の計上です。 

１０６ページ、２款１項７目広報費に２８４万４千円の計上で、１１万１千円の若干の減

となってございますのは、前年度カメラの更新部分の減でございます。 

１０７ページ、２款１項８目交通安全対策費に４４４万７千円の計上でございます。対前

年で２４万５千円の減は、交通安全車の車検整備費の減でございます。 

１０８ページ、２款１項９目環境対策費に４０３万６千円の計上でございます。大きく変

わるものではございません。委託料で、若干消費税の分が増となってございます。 

１０９ページ、２款１項１０目地域会館管理費に１，７３７万４千円の計上で、対前年７

５９万６千円の増となってございます。きらく町内会館の設計委託４７０万円と、漁村セン

ターのＬＥＤ工事１９０万円の計上の増によるものでございます。 

１１０ページ、２款１項１１目自治振興費に９，２２６万１千円の計上で、３，８０６万

２千円の減となってございますが、工事請負費で前年度計上の買い物交流エリア環境整備工

事として５，７４０万円計上してございました。更に委託料で、昨年度、追加補正対応とし

ていたデマンドバスの運行経費６６０万円が、本年度は当初予算からの計上となってござい

ますので、差引による減でございます。 

１１２ページです。２款１項１２目職員厚生管理費に２４６万８千円の計上です。前年と

大きく変わるものではございません。 

１１３ページ、２款１項１３目マイクロバス運営費に２６３万円の計上です。前年と大き

く変わるものではございません。 

１１４ページ、２款１項１４目諸費に２００万円、前年同額計上でございます。 

１１５ページ、２款１項１５目地域創生推進費に５７０万９千円の計上で、４３２万３千

円の増となってございますけれども、主な要因は、前年度、補正予算で実施しました町魅力
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発信委託料と移住就労者支援事業が今年度当初予算からの計上となったことによる増でござ

います。 

１１６ページ、２款２項徴税費、１目税務総務費に８９万３千円の計上ですけれども、大

きく変わるものではございません。 

１１７ページ、２款２項２目賦課徴収費に１，５５８万４千円の計上でございます。１，

８８８万円の大きな減となってございますけれども、委託料で、昨年度実施した総合行政シ

ステムの改修２，１９８万６千円の減によるものでございます。 

１１８ページ、２款３項１目戸籍住民登録費に２，６４５万８千円の計上で、１，３６２

万７千円の増となってございますけれども、主な要因は、戸籍附票システムの改修４９２万

８千円及び戸籍更新事業９５５万５千円の増によるものでございます。 

１１９ページ、２款４項選挙費、１目選挙管理委員会費に１１１万１千円の計上でござい

ます。昨年度、総合行政システムの改修として１４８万５千円を計上してございましたけれ

ども、事業完了による減でございます。 

１２０ページ、２款４項２目北海道知事選挙及び北海道議会議員選挙費は事務の完了して

ございます。 

同じく１２１ページ、２款４項３目参議院議員通常選挙費も事務が完了してございます。 

１２２ページ、２款５項統計調査費、１目人口農林商工教育統計調査費に３８４万円の計

上で、２１７万９千円の増となってございますけれども、今年度、２０２０年度５年毎に実

施されてございます国勢調査分の増でございます。 

１２３ページ、２款６項１目監査委員費に１１２万７千円の計上でございます。大きく変

わるものではございません。 

次に９款消防費、１７７ページをお願いします。９款１項１目消防費に２億２，９４２万

６千円の計上で、１，３８０万１千円の増となってございます。増の主な要因は、渡島西部

広域事務組合消防署費の人件費の増、３８５万１千円。更に消防指令車の購入と致しまして

７７２万９千円の増によるものでございます。 

１７８ページ、９款１項２目災害対策費に２億４，４１７万９千円の計上で、２億３，９

０４万３千円の増となってございます。主な要因は、電波法の改正に伴いまして、現在のア

ナログ電波が使用出来なくなることに対応し、デジタル方式の防災行政無線へ変更する費用

として２億３，２５４万３千円を計上したことによるものでございます。なお、当初の予算

説明資料に添付が漏れてございまして、大変申し訳ございませんでした。資料は追加配布し

てございますので、ご参照お願いします。現在、スマートフォンの携帯率が高まっておりま

して、町民の皆様にはシステムをダウンロードしていただくことを想定してございますけれ

ども、高齢でスマートフォンをお持ちでない方の対応として従来型の戸別受信機の配布、更

には耳が不自由な方もいらっしゃいますので、タブレットを配布致しまして文字情報で発信

することも想定してございますが、現在、海岸部を中心に町内３０ヶ所に屋外拡声器を設置

してございますけれども、こちらの方もデジタル方式に改修して従来どおり放送する予定で

ございます。 

次に公債費です。２１０ページです。１２款１項公債費、１目元金に５億７，００６万１

千円の計上でございます。７，４０７万５千円の減となってございますけれども、予算編成

方針の基本的な考え方で副町長からご説明のとおり、過疎対策事業債と公営住宅事業債の償
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還完了による減でございます。 

２１１ページ、１２款１項２目利子に２，１９０万６千円の計上で、５９８万１千円の減

でございます。同じく償還完了による減でございます。 

２１２ページ、１３款１項１目職員等給与費に７億３，３８２万６千円の計上で、対前年

度５，４０３万円の大きな減となってございますけれども、この度、退職手当組合の規約の

改正がございまして、これまでの負担と支払の差引残額が一定額を超えた場合に、その年度

の退職手当の負担金の支払が免除されることとなりました。今年度、新年度ですね、知内町

がその新しい制度に該当することとなりまして、知内町の比重額がおよそ３億９，０００万

円程度とされておりますけれども、今の負担と支出の差額の残が４億円となってございます

ので、その分、退職手当組合の負担金が前年度と比べて５，２７６万３千円の減となってご

ざいます。なお、予算書の２１５ページから２１９ページに人件費の内訳や増減の内訳を記

載してございますので、ご参照お願い致します。 

更に２１４ページ、１４款１項１目予備費に３００万円、前年同額の計上でございます。 

総務企画課関係は以上でございます。 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 続いて、生活福祉課長。 

◎ 生活福祉課長（鳴海英人） 

 それでは、生活福祉課関係の予算説明を行います。 

予算書１２４ページをお開きください。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務

費に４，４５６万７千円の計上でございます。前年度対比２４６万１千円の増で、主な要因

は、２７節繰出金で国民健康保険特別会計への操出金が２５１万７千円増加したことによる

ものです。 

 １２５ページです。２目国民年金費に５０万２千円の計上。前年比４４万６千円の増で年

金生活者支援給付金システムの改修によるものです。 

 次に１２６ページです。３目老人福祉費に１億１，００７万９千円の計上です。前年比１

２１万７千円の減で、主な要因は、１３節使用料及び賃借料で温泉施設入浴優待券使用料が

入浴料金の値下げ見込により減少、また、北海道後期高齢者医療広域連合負担金並びに後期

高齢者医療特別会計への繰出金の減少によるものです。 

 次に１２８ページです。４目心身障害者特別対策及び母子等福祉費に１億５，７８５万７

千円の計上。前年比１，３６３万６千円の増で、１９節扶助費で障害者介護給付費・訓練等

給付費及び自立支援医療費で対象者の増及び給付単価の増によるものです。 

 次に１３０ページです。５目介護保険費に９，５４３万円の計上。前年比２６万４千円の

増額で、繰出金で介護サービス利用者負担軽減事業補助金で３０万円の増額となった為です。 

 次に１３１ページ、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費に１，９１２万９千円の計上。

前年比２１３万７千円の減で、１９節扶助費で子ども医療費分が平成３１年度の実績見込に

より減となるものです。 

 次に１３２ページです。２目児童措置費に１億２，０８８万６千円の計上。前年比９８５

万９千円の減で、１２節委託料で知内保育園の委託料分として６４０万４千円の減、昨年度

の児童手当の総合行政システム改修業務委託料で６２７万円の減、また、１８節負担金補助

及び交付金で保育園給食支援助成金で１２３万５千円の減、扶助費で児童手当対象者の減少
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により１２５万円の減となることによるものです。 

 次に１３３ページです。３目児童福祉施設費は湯ノ里保育所の利用児童が激減することに

より令和２年度は休所とするため、予算計上はございません。 

 次に１３４ページ、３項１目災害救助費に３０万円の計上。昨年と同額です。 

 次に１３５ページです。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費に２５９万円

の計上。前年比７万５千円の減で、内容については前年度と大きく変わりません。 

 次に１３６ページ、２目予防費に２，７６５万４千円の計上。前年比６６０万９千円の減

となっていますが、事業の内容については前年度と大きく変わるものではありませんが、が

ん検診等、令和元年度実績を元に減額した他、国保加入者に係る予防接種等の料金について

は、国保会計で計上しているため、前年度比で減となっております。 

 次に１３８ページです。３目環境衛生費に５７１万８千円の計上。前年比１４０万９千円

の減で、蜂の巣駆除を職員の手により行うこととした為によるもの、また、負担金補助及び

交付金で木古内火葬場利用負担金の減によるものです。 

 次に１３９ページ、４目診療所費に１，１３６万６千円の計上。前年比１９１万４千円の

減で、１０節需用費で湯ノ里診療所の薬品購入費分で令和元年度の実績見込により減とした

ものです。 

 次に１４０ページ、５目保健医療総合センター管理費に１，１０４万円の計上。前年比１

４８万円の減で、委託料で昨年実施しました健康管理システムの改修委託料が、今年は行わ

れない為に減となったことによるものです。 

 次に１４１ページです。２項１目清掃費に１億４，３１４万１千円の計上。前年比１２０

万６千円の減で、負担金補助及び交付金で渡島廃棄物処理広域連合負担金が減額となったこ

とによるものです。 

 以上で生活福祉課関係の説明を終わります。 

失礼しました。１４２ページです。４款衛生費、３項上水道費、１目上水道費に３７３万

５千円。前年比２２８万７千円です。水道事業会計への操出金となっております。 

説明は以上です。 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 続いて、産業振興課長。 

◎ 産業振興課長（西野俊一） 

１４３ページをお開きください。５款１項１目労働費に３１万６千円を計上。前年度対比

１４０万２千円の減で、主な要因は、１８節負担金補助及び交付金で知内町新規高卒者等雇

用奨励助成金が無くなったことによるものです。 

 次に１４４ページ、６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費に４３１万円を計

上。前年度対比２６万円の減で、主な要因は、８節旅費と１０節需用費の減によるものです。 

 次に１４５ページ、２目農業総務費に５０万１千円を計上。前年度対比４万６千円の増で、

大きく内容は変わっておりません。 

 次に１４６ページ、３目農業振興費に９，２５８万２千円を計上。前年度対比３億８，３

６５万３千円の減で、主な要因は、１８節負担金補助及び交付金で産地パワーアップ事業が

当初予算で計上したことで増加、２２節償還金利子及び割引料で国営土地改良事業償還金が

昨年一括償還分を計上していましたが、今年は既定償還分のみとなることから減少したこと
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によるものです。 

 次に１４８ページ、４目農地費に１，６４５万８千円を計上。前年度対比１，３８１万６

千円の増で、主な要因は、１２節委託料と１４節工事請負費で農地耕作条件改善事業工事が

当初予算で計上したことで増加、１８節負担金補助及び交付金で農業競争力特別対策事業補

助金も当初予算で計上したことによるものであります。 

 次に１４９ページ、５目畜産振興費に５万２千円を計上。前年度対比１２万７千円の減で、

主な要因は、１８節負担金補助及び交付金で昨年計上していました発電機導入助成金が無く

なったことによるものです。 

 次に１５０ページ、６目農村活性化センター・公園管理費に１７４万９千円を計上。前年

度対比８万２千円の増で、主な要因は、１２節委託料で農村活性化センター浄化槽管理業務

委託料が施設利用が始まったことにより増加となっております。 

 次に１５１ページ、７目知内ダム管理費に２，０５１万９千円を計上。前年度対比４万３

千円の減で、主な要因は、１０節需用費で修理費が減少、１２節委託料で知内ダム堆砂量調

査業務委託料分が増加、１７節備品購入費で知内ダム警報車分が増加したことによるもので

す。 

 次に１５３ページ、２項林業費、１目林業総務費に４６万３千円を計上。前年度対比３８

万６千円の減で、主な要因は、１８節負担金補助及び交付金でエゾシカ被害対策会議負担金

と知内町鳥獣被害防止対策協議会助成金が無くなったことによるものです。 

 次に１５４ページ、２目林業振興費に１，９６３万４千円を計上。前年度対比１，２７０

万３千円の増で、主な要因は、１０節需用費で支障木等伐採分が増加と、２４節積立金で森

林環境譲与税基金積立金を当初から計上したことによるものであります。 

 次に１５５ページ、３目造林事業費に３，２９７万４千円を計上。前年度対比６９万５千

円の減で、主な要因は、１２節委託料で町有林整備事業が減となっております。 

 次に１５６ページ、４目水源林造成事業費に８万６千円を計上。前年度対比１万４千円の

減で、内容は大きく変わっておりません。 

 次に１５７ページ、５目治山事業費に１１万６千円を計上。前年度対比４万３千円の減で、

これも内容は大きく変わっておりません。 

 次に１５８ページ、３項水産業費、１目水産業総務費に３４７万４千円を計上。前年度対

比１５万５千円の増で、１８節負担金補助及び交付金で北海道漁港漁場協会負担金の事業費

割が増加したことによるものです。 

 次に１５９ページ、２目水産振興費に１，６５７万１千円を計上。前年度対比１１４万６

千円の増で、主な要因は、１８節負担金補助及び交付金で前年度補正で対応したものを当初

予算から計上したものと、新たに海水殺菌装置導入事業助成金を計上したことによるもので

す。 

 次に１６０ページ、４項１目ものづくり産業振興費に２，２４７万８千円を計上。前年度

対比２，１６５万３千円の増で、主な要因は、事業補助金が昨年は補正により対応していま

したが、今年度は当初から計上したことによるものです。 

 次に１６１ページ、５項地域産業担い手対策費、１目地域産業担い手対策事業費に１１９

万６千円を計上。昨年は全て補正対応にしましたが、今年度は当初から計上しました。 

 次に１６２ページ、２目地域産業担い手センター施設管理費に１７４万３千円を計上。前
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年度対比１１万９千円の減で、前年度の実績から清掃賃金、光熱費が減って減となっており

ます。 

 次に１６３ページ、７款１項商工費、１目商工総務費に３９万４千円を計上。前年度対比

２万７千円の減で、内容は大きく変わっておりません。 

 次に１６４ページ、２目商工振興費に１，１００万円を計上。前年度対比６０万９千円の

減で、主な要因は、「食」のスポット修繕費と除排雪業務委託料が増、雑誌広告料と備品購入

費が減、あと１８節負担金補助及び交付金で商工振興指導助成金が減になったことによるも

のです。 

 次に１６５ページ、３目観光費に８２９万２千円を計上。前年度対比８５１万５千円の減

で、主な要因は、１０節需用費で観光パンフレット印刷製本費分が増、１８節負担金補助及

び交付金でしりうち観光推進機構運営助成金が減となっております。 

 次に１６６ページ、４目公園管理費に２８１万６千円を計上。前年度対比１０万１千円の

減で、主な要因は、１０節需用費で維持補修費が減となっております。 

 次に１６７ページ、５目物産館管理費に１，５７６万３千円を計上。前年度対比７千円の

減で、内容は大きく変わっておりません。 

 次に１６８ページ、６目健康保養センター管理費に１，１１１万７千円を計上。前年度対

比１，８７７万円の減で、主な要因は、指定管理者が変わることにより、１２節委託料の管

理運営業務指定管理料が無くなったことと、１８節負担金補助及び交付金に維持管理負担金

を計上。これは、昨年まで町が直接契約していた施設の維持管理に係る委託料相当分を指定

管理者に支払い契約をして管理者が直接行うことによって、その分を町が負担金で払うこと

にしたことによるものです。 

 以上で産業振興課関係の説明を終わります。よろしくお願い致します。 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 続いて、建設水道課長。 

◎ 建設水道課長（佐藤和人） 

 建設水道課関係予算でございます。 

 １６９ページになります。８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費は１８万８千円

で、前年より５万１千円の減額であります。８節旅費の減額によるものであります。 

 続きまして、１７０ページをお開きください。２目下水道整備費は１億２，６８１万２千

円で、前年度より２２１万１千円の増額であります。これは、１８節負担金補助及び交付金

で、４８０万円で浄化槽設置補助金において昨年度の実績を考慮し、今年度７人槽４基分の

補助分で２２３万円減額するものであります。２７節繰出金で公共下水道及び農業集落排水

特別会計へ繰出金４４９万６千円の増額であります。 

 １７１ページであります。２項道路橋梁費、１目道路橋梁総務費は９７万１千円で、前年

度より１３８万８千円の減額であります。主な要因と致しまして、１０節需用費で道路・橋

梁交通安全費の電気料ＬＥＤ化に伴う５９万円の減額、及び昨年度計上しておりました１３

節委託料で道路台帳移動処理委託料について、今年度、道路台帳の移動がないことから６５

万円の減額であります。 

 １７２ページであります。２目道路維持費は７，５６９万２千円で、前年度より１，１９

０万４千円の増額であります。これは、１０節需用費で除雪車の燃料費精査による２６５万
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９千円の減、修理費で老朽化に対応する為、５０万円の増額、１４節工事請負費で１，３９

０万円の増額であります。令和２年度におきまして、渡島知内２号線ときらく７号線の生活

道路の整備、交通安全対策として区画線引工事、重内１号線の交通安全施設工事で２，０７

０万円を計上しております。 

 １７３ページであります。３目橋梁維持費で６２万４千円になります。前年度より２０万

７千円の減額であります。これは、１０節需用費で前年度の修繕状況による減額であります。 

 １７４ページをお開きください。４目道路橋梁改良工事費は８１万９千円で、前年度より

２，２３１万円の減額であります。これは、前年度で工事が完成致しました、きらく８号線

の工事請負費の減額が主な理由であります。 

 １７５ページをご覧ください。３項河川海岸費、１目河川総務費では前年度より１４万２

千円の増額で、４３６万５千円となります。これは、１０節需用費で河川維持修繕費で河川

内での局部的に繁茂する立木の伐採を実施する費用として、前年度より３１万円増額として

おります。また、減額分としては、昨年度、役務費を１５万円計上しておりましたが、その未

計上による減額であります。 

 １７６ページをお開きください。４項住宅費、１目住宅管理費で１億１，４３４万４千円

となります。前年度より１億３７９万８千円の増額であります。主な理由と致しましては、

１２節委託料に公営住宅長寿命化に則り、令和３年度工事予定のスミレ団地の改修実施設計

費として３５０万円を計上しております。また、前年度補正で対応しておりました１４節工

事請負費で同じく長寿命化計画に則り、あけぼの団地、湯の里団地、紅葉団地の改修工事及

びハマナス団地の共用部照明灯ＬＥＤ化工事として１億７００万の計上によります。 

 ２０９ページをお開きください。１１款災害復旧費、２項公共土木施設災害復旧費、１目

土木施設災害復旧費で４万７千円となります。前年度より６万２千円の減額となります。 

 以上で建設水道課関係の説明を終わらせていただきます。 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 続いて、学校教育課長。 

◎ 学校教育課長（帰山亮一） 

 それでは、教育委員会学校教育課関係の予算を説明させていただきます。 

１７９ページをお開きください。１０款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費に１

８７万２千円を計上。前年比５６万５千円の減で、主な要因は、８節旅費で２年に１度実施

しております教育委員の研修視察旅費の減となっております。 

 次に１８０ページです。２目事務局費に４，０４４万３千円を計上。前年比１３８万６千

円の増で、主な要因は、１節報酬では、昨年度まで２節で予算計上していた英語指導助手の

給料、７節で計上していたインクルーシブ教育事業賃金を、会計年度任用職員制度地方自治

法の改正等で７節の賃金が廃止になりまして、予算を報酬に組み替えたことによります。８

節旅費では、英語指導助手の派遣期間が令和２年度の途中で任期期間満了となることから帰

国旅費、新任の英語指導助手、出迎えの研修等に係る臨時的な旅費として、７６万円程度を

見込んでおります。１１節役務費につきましては、給食用のエレベーター保守点検料の減で

す。１２節委託料では、英語教育の充実を目的に英語指導助手を２名体制にする為、民間か

らの派遣委託料として５６８万円の増になります。１８節負担金補助及び交付金では、これ

までふるさと創生事業を活用してきました事業で、継続的に行われているものについて、一
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般会計予算に組み替えて継続実施しようとするもので、学校間交流事業、イングリッシュキ

ャンプ、矢越クルージングの体験事業等についての負担金について、３２万円の増となるも

のです。２４節積立金につきましては、教育振興基金積立金で奨学資金の償還分は貸付の減

少に伴い、２３０万円の減、ふるさと納税寄附金分につきましては、寄附金の事業実施要綱

の一部改正等で寄附金の使途を選択可能としたことから、教育振興基金の人材育成分として

は４８１万６千円の減となっております。 

 次に１８３ページです。３目学校給食センター費に７，７０５万２千円を計上。２１６万

３千円の減で、主な要因は、１０節需用費で、光熱水費で前年度実績から１２６万９千円の

減、また、児童・生徒数の減少や前年度実績から食材費で１３０万３千円を減としておりま

す。１２節委託料では調理業務、運転業務の委託料として８３万円の増、１７節備品購入費

につきましては、経年劣化による更新が必要な備品の購入ということで、４７万円の増とな

りますけれども、トータルとしては減となっております。給食費月額単価につきましては、

平成３１年度と同単価で設定しておりまして、歳出予算では、給食食材費として１，７５２

万１千円を計上しておりますが、教職員が負担する給食費の収入ということで、３５０万を

見込んでおります。 

 次に１８５ページ、２項小学校費、１目学校管理費に６，１４１万１千円を計上。前年比

４５７万７千円の増です。主な要因につきましては、１節報酬から７節報償費までは予算の

組み替えによるものです。特別支援教育支援員については、支援を要する対象児童の増加か

ら配置を５名から７名に増員するとともに、会計年度任用職員の制度改正によりまして、期

末手当、通勤手当の支給等から人件費全体では５１７万４千円の増になっております。１０

節需用費につきましては、修繕費、車検整備費で４６万円の増、１２節委託料では、学校用

務管理業務委託料で２８万７千円の増、それから暖房費の保守点検ということで、令和２年

度につきましては、湯ノ里と涌元小学校の保守点検を予定しておりまして、３１万４千円の

減です。１７節備品購入費につきましては、ＩＣＴ環境整備に大型テレビ、プリンターの更

新費用として、昨年度は補正対応でしたが、今年度は当初予算ということで、６４万円の増

になっております。 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 説明の途中ですが、まだ続きそうですので、昼食のため、暫時休憩致します。 

 再開は、午後１時と致します。 

（ 休憩 午後０時０１分 ） 

（ 再開 午後１時００分 ） 

 休憩を取り消し、会議を続けます。 

 学校教育課長より引き続き、説明をお願い致します。 

◎ 学校教育課長（帰山亮一） 

 引き続き、説明をさせていただきます。 

１８７ページになります。１０款教育費、２項小学校費、２目教育振興費に１，１０１万

９千円を計上。前年比４８１万４千円の増です。主な要因につきましては、１０節需用費で

指導書・教授用資料として５４０万円の増となるものですが、新年度から使用する小学校の

教科書が新しくなることに伴いまして、教師用の指導書も５年振りに改定されます。１４教

科１８指導書で３校分必要となるものであります。１７節備品購入費では９７万４千円の減、
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故障等で更新が必要な備品の更新に限ることとしまして、今年次で対応が可能な備品につき

ましては、予算計上を見送ることとした為であります。１９節扶助費では、新年度の需要見

込みから６５万６千円の増となるものであります。 

 次に１８８ページになります。３項中学校費、１目学校管理費に３，０４２万８千円を計

上。前年比３８１万２千円の増です。主な要因は、７節報償費では、小学校からのカウンセ

ラー派遣要望が多いことから、中学校を本務校として年３回程度、小学校にも派遣出来るよ

うにということで、心の教室相談員の謝金として１５万５千円を増としております。１４節

工事請負費では、体育館暖房機器の更新、小荷物専用昇降機、給食用エレベーターのリニュ

ーアル工事ということで、３９５万６千円の増になります。１７節備品購入費では、全体で

７万円の減になりますが、ＩＣＴ環境整備に大型テレビ等更新費用として４５万円、学校管

理備品につきましては、３８万円の減で、小学校費と同じく更新等で必要な備品に限ること

として予算計上しております。 

 次に１９０ページになります。３項中学校費、２目教育振興費に５６５万６千円を計上。

前年比４９万８千円の増です。主な要因につきましては、１９節扶助費で新年度の需要見込

みから７９万５千円の増としております。 

 次に少し飛んでいただきます。１９５ページです。５項幼稚園費、１目幼稚園管理費に９

７１万１千円を計上。前年比１１５万８千円の減です。主な要因につきましては、１節報酬

から７節報償費まで地方自治法の改正等により、７節賃金が廃止されまして予算を組み替え

ておりますけれども、特別支援教育支援員につきましては、職員による支援業務を予定して

いるということで、配置を３名から２名に減らすとともに、会計年度任用職員の制度改正等

で期末手当、通勤手当の支給等から人件費全体では９８万３千円の減となっております。 

 １９７ページ、２目教育振興費に５８万３千円を計上しております。前年比６万円の増で、

事業の内容は大きく変わるものではございません。 

 以上、学校教育課関係の説明を終わらせていただきます。 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 続いて、高等学校事務長。 

◎ 知内高等学校事務長（長谷川将之） 

 次に１９１ページ、ご覧ください。４項高等学校費、１目学校管理費に５，４２３万２千

円を計上しまして、前年比３６４万２千円の減額です。主な要因につきましては、昨年度、

備品購入で購入しましたスクールワゴン車の分でございます。 

 次に１９４ページです。２目教育振興費で６８８万７千円を計上。前年比１７万８千円の

減で、主な要因につきましては、１３節使用料及び賃借料で部室レンタル料が２２万９千円

増、１７節備品購入費で部活動用備品が４０万７千円減額によるものです。以上です。 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 続いて、社会教育課長。 

◎ 社会教育課長（松本泰行） 

 それでは、１９８ページをお開きください。１０款６項社会教育費、１目社会教育総務費

に１，４９８万４千円を計上。前年比５０万２千円の増です。主な要因は、１節報償及び８

節旅費で、第８次知内町社会教育中期計画策定に伴う各委員の報酬と費用弁償分、４５万１

千円の増によるものです。 
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 次に２００ページです。２目公民館費に３，８０７万８千円を計上。前年比１，４１７万

７千円の増で、主な要因は、１４節工事費で中央公民館カーテンウォール改修工事として１，

２５０万円の増、中央公民館機械室鋼製建具改修工事で１５０万円の増となるものです。 

 次に２０２ページです。３目郷土資料館費に３４６万６千円を計上。前年比９万５千円の

減で、前年度と大きく変わるものではありません。 

 次に２０４ページです。４目青少年交流センター管理費に１，００３万１千円を計上。前

年比２４８万４千円の増で、主な要因は、１２節委託料で管理運営業務委託料として３５万

９千円の増、１４節工事費では青少年交流センター冷房設置工事として２２７万３千円が増

となるものです。 

 次に２０５ページです。５目文化交流センター費については、施設の譲渡に伴い前年比２

０４万円の減となるものです。 

 次に２０６ページです。７項１目保健体育費に７，８５５万３千円を計上。前年比３，３

０７万９千円の増で、主な要因は、１２節委託料でスポーツセンター管理業務委託料として

昨年まで管理人賃金を計上しておりましたが、今年度よりスリーエスの方に委託することと

し、その管理料２４１万１千円の増、スキー場管理運営業務で７０万円の増、それと１４節

工事請負費では、スポーツセンター駐車場整備工事の完了により４６０万円の減となります

が、スポーツセンターステージ昇降バトンワイヤー更新工事で１７３万円の増、スポーツセ

ンター照明器具ＬＥＤ化工事で３，０００万円の増、町営スキー場リフト主電動機更新工事

で２３６万円の増となります。また、１８節負担金補助及び交付金では、文化スポーツ合宿

誘致補助金３００万円の増となりますが、昨年、年度間で補正しておりますものを年度当初

で予算計上した為でございます。 

 以上で社会教育課関係の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 歳出の説明が終わりましたので、次に歳入等の説明を求めます。 

 総務企画課長。 

◎ 総務企画課長（小田島伸二） 

 歳入、１４ページからです。歳入につきましては、収入見込及び歳出に対応した必要な財

源としての計上になりますので、詳細な説明は省略をさせていただきます。よろしくお願い

致します。１款町税、１項町民税、１目個人に１億５，３０３万２千円の計上でございます。

前年度の実績見込を考慮し、若干の減を見込んでございます。 

 １５ページ、１款１項２目法人に３，７１９万５千円の計上でございます。同じく前年実

績見込を勘案した計上でございます。 

 １６ページ、１款２項１目固定資産税に５億１，３２９万３千円の計上でございます。対

前年３，３０１万７千円の増となってございます。償却資産につきまして、メガソーラー発

電に係る固定資産税、昨年８月から運転開始となりましたので、固定資産税が本年度から正

式に課税となる見込でございますけれども、その内、ソーラーパネル等の一部の施設が生産

性向上特別措置法に基づく先端設備導入計画に認定されてございまして、３年間の固定資産

税の減免となってございます。但し、この減免によって本来の固定資産税収が減収となりま

すので、その７５％は普通交付税で補填されるという仕組みになってございます。 

 １７ページ、１款２項２目国有資産等所在市町村交付金に５３７万１千円の計上でござい
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ます。見込計上でございます。 

 １８ページ、１款３項軽自動車税の１目種別割に１，３３１万５千円の計上でございます。

登録台数の実績により、若干の増を見込んでございます。 

 １９ページ、１款３項２目環境性能割に１００万円の計上でございます。これまで道税で

ありました自動車取得税の廃止に伴いまして、軽自動車に係る環境性能割が新たに創設され

てございます。新規の計上です。 

 ２０ページ、１款４項１目たばこ税に３，２３３万５千円の計上でございます。前年実績

を考慮し、１３３万６千円の減収を見込んでございます。 

 ２１ページ、１款５項１目入湯税に２１９万円の計上でございます。前年実績を考慮して、

入湯客数の減少に伴う減収を見込んでございます。町税関係は以上です。なお、予算説明資

料見出し３の税務会計課資料に予算計上の内訳を記載してございますので、ご参照お願い致

します。 

 次に２２ページ、２款１項１目地方揮発油譲与税に８９０万円の計上でございます。前年

実績による若干の減でございます。 

 ２３ページ、２款２項１目自動車重量譲与税に２，２００万円の計上。同額計上です。 

 ２４ページ、２款３項１目森林環境譲与税に１，１７６万円の計上でございます。昨年度

から創設された譲与税でございます。 

 ２５ページ、３款１項１目利子割交付金、５０万円の計上です。前年実績を勘案し、若干

の減を見込んでございます。 

 ２６ページ、４款１項１目配当割交付金に７０万円の計上でございます。同じく前年実績

により、若干の減を見込んでございます。 

 ２７ページ、５款１項１目株式等譲渡所得割交付金に６０万円の計上です。同じく実績に

よる若干の減を見込んでございます。 

 ２８ページ、６款１項１目法人事業税交付金に１５０万円の計上でございます。社会保障

の安定財源の確保を図る税制の抜本的な改革を行うための、地方税法及び地方交付税の一部

を改正する法律の一部を改正する法律によりまして、北海道に納付されてございました法人

の事業税の額の一部に相当する額を市町村に対し、各市町村の従業者で案分して交付する交

付金が創設されてございます。その新規の計上でございます。 

２９ページ、７款１項１目地方消費税交付金、１億円の計上でございます。税率の引き上

げに伴いまして、若干の増を見込んでございます。 

 ３０ページ、８款１項１目環境性能割交付金に５００万円の計上でございます。昨年、１

０月１日に自動車の取得購入時に課税されてございました自動車取得税というのが廃止にな

ってございます。それに代わり環境性能割が導入されてございます。 

 ３１ページ、９款１項１目地方特例交付金に４００万円の計上でございます。前年度実績

の見込による計上でございます。 

 ３２ページ、１０款１項１目地方交付税に１７億５，４９８万円の計上でございます。令

和２年度の地方財政計画を元に本年度の事務事業に係る一般財源としての計上でございま

す。前年度比４，０２４万４千円の減となってございますけれども、今後の各種の事務事業

の追加の財源として、今後の追加補正を予定してございます。 

 ３３ページ、１１款１項１目交通安全対策特別交付金に１千円の同額の計上でございます。 
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 ３４ページ、１２款分担金及び負担金、１項分担金、１目総務費分担金に２２万７千円の

同額計上でございます。 

 ３５ページ、１２款２項負担金、１目総務費負担金に１９０万円の計上でございます。環

境監視センターの負担金ですけれども、木古内町と福島町からの負担金、委託料で消費税の

分の増に対応した負担金の増でございます。 

 ３６ページ、１２款２項２目民生費負担金に３５２万４千円の計上でございます。昨年、

１０月１日から始まった３歳から５歳児の保育の無償化によりまして、保育料負担金が減と

なってございます。 

 ３７ページ、１２款２項３目農林水産業費負担金に６８１万円の計上でございます。大き

く変わるものではございません。 

 ３８ページ、１３款１項１目総務使用料に２０万円の同額計上でございます。 

 ３９ページ、１３款１項２目民生使用料、湯ノ里保育所の休所によりまして、今年度、使

用料の計上はございません。  

 ４０ページ、１３款１項３目農林水産業使用料に３０１万３千円の計上でございます。収

入見込による計上でございます。 

 ４１ページ、１３款１項４目商工使用料に６０万円。墓地使用料、同額計上でございます。 

 ４２ページ、１３款１項５目土木使用料に４，８８１万９千円の計上でございます。基本

的に前年同様の計上でございますけれども、公営住宅使用料と道路占用料で若干の増を見込

んでございます。 

 ４３ページ、１３款１項６目教育使用料に２，１０３万４千円の計上でございます。高等

学校授業料につきまして、授業料の改定と生徒数の増により５０８万６千円の増を見込んで

ございます。 

 ４４ページ、１３款１項７目衛生使用料に３万円同額計上でございます。合同納骨塚の使

用料です。 

 ４５ページ、１３款２項１目総務手数料に２４１万７千円の計上でございます。戸籍関係

手数料の改定により、若干の増を見込んでございます。 

 ４６ページ、１３款２項２目衛生手数料に７７７万９千円の計上でございます。塵芥処理

手数料の改定を見込んでございまして、１６２万３千円の増を計上してございます。 

 ４７ページ、１３款２項３目農林水産業手数料、５千円同額計上でございます。 

 ４８ページ、１４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金に１億４，００

１万円の計上でございます。内容は、子どものための教育・保育給付費国庫負担金、対前年

３７８万２千円の増、及び障害者介護給付・訓練費等給付費負担金が対前年６００万円の増

を見込んでございます。 

 ４９ページ、１４款２項国庫補助金、１目土木費国庫補助金に５，１３３万８千円の計上

でございます。あけぼの団地及び湯の里団地、更に紅葉団地の長寿命化に向けた改修工事分

として社会資本整備総合交付金４，９００万円の増を計上してございます。 

 ５０ページ、１４款２項２目教育費国庫補助金に２１万５千円の計上でございます。特別

支援教育就学奨励費補助金の若干の増を見込んでございます。 

 ５１ページ、１４款２項３目民生費国庫補助金に２３４万９千円の計上でございます。そ

れぞれ収入見込による計上でございます。 
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 ５２ページ、１４款２項４目総務費国庫補助金に１，１３０万６千円の計上でございます。

デマンドバスの運行事業、個人番号カード交付事業、戸籍情報システム改修に係る補助金６

０９万８千円が純増となってございます。 

 ５３ページ、１４款２項８目衛生費国庫補助金に３９万３千円の計上でございます。純増

となってございますけれども、昨年度は補正予算で追加をしておりました。成人男性の風し

ん予防に係る抗体検査費の補助金でございます。 

 ５４ページ、１４款３項委託金、１目総務費委託金に２１万３千円の計上でございます。

参議院議員通常選挙委託金の減でございます。 

 ５５ページ、１４款３項２目民生費委託金に１３９万２千円の計上でございます。同様の

計上です。 

 ５６ページ、１５款道支出金、１項道負担金、１目民生費道負担金に９，６６１万４千円

の計上でございます。子どものための教育・保育給付費道負担金１８９万１千円の増、障害

者等福祉費道負担金３００万円の増、保険基盤安定制度負担金３３４万３千円の増が主なも

のとなってございます。 

 ５７ページ、１５款２項道補助金、１目総務費道補助金に１２４万２千円の計上でござい

ます。地域づくり総合交付金、買い物エリア環境整備分ですけれども、４，４００万円が減

となってございます。 

 ５８ページ、１５款２項２目民生費道補助金に１，１０７万１千円の計上でございます。

内容は、社会福祉費道補助金から妊産婦安心出産支援事業道補助金まで、それぞれ本年度事

業の歳出に対応する収入見込額の計上でございます。 

 ５９ページ、１５款２項３目農林水産業費道補助金に６，２６５万９千円の計上です。産

地パワーアップ事業補助金１，２５８万４千円の純増及び農地耕作条件改善事業補助金６０

７万２千円の純増によるものでございます。 

 ６０ページ、１５款２項４目教育費道補助金に１１１万８千円の計上でございます。昨年、

同様の計上です。 

 ６１ページ、１５款２項５目衛生費道補助金に５１万円の計上でございます。海岸漂着物

等地域対策推進事業分の４７万円が純増となってございます。 

 ６２ページ、１５款２項６目電源立地地域対策交付金に２４３万８千円の計上です。前年

同様の計上でございます。 

 ６３ページ、１５款２項７目商工費道補助金に１０万４千円の計上でございます。前年同

様です。 

 ６４ページ、１５款２項８目地域創生推進費道補助金に７５万円の計上です。移住就労者

支援事業分７５万円の純増でございます。 

 ６５ページ、１５款３項委託金、１目総務費委託金に１，１０６万７千円の計上でござい

ます。国勢調査に係る委託金２１９万１千円の増と、北海道知事選挙の終了に係る選挙費の

委託金３９２万５千円の減による差引の減でございます。 

 ６６ページ、１５款３項２目農林水産業費委託金に８万円同額計上でございます。 

６７ページ、１５款３項３目商工費委託金に７１万９千円の計上で、駐車公園トイレ維持

管理委託金で前年同様の計上でございます。 

６８ページ、１５款３項４目土木費委託金に１５５万円の計上です。樋門樋管管理、同様
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の計上でございます。 

６９ページ、１５款３項６目民生費委託金に１５万円の計上でございます。人権啓発活動

の委託金として４年に１度、法務省から交付されます花の苗を購入して学校へ配分するとい

う計画にしてございます。 

７０ページ、１６款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入に２，１２３万７千

円の計上です。セミオーダー住宅の貸付料１６９万２千円の増が比較の主な内容となってご

ざいます。 

７１ページ、１６款１項２目利子及び配当金に６９万６千円の計上でございます。各基金

の利子の見込み額の計上です。 

７２ページ、１６款２項１目財産売払収入です。１，６２９万６千円の計上でございます。

町有林売払収入の増を見込んでございます。 

７３ページ、１７款１項１目寄付金に４，５００万円の計上でございます。ふるさと納税

寄附金の若干の増を見込んでございます。 

７４ページ、１８款繰入金、１項１目特別会計繰入金、４千円同額計上でございます。 

７５ページ、１８款２項基金繰入金、１目積立金繰入金に１億９，１１８万５千円、対前

年１億４，８９６万２千円の比較減となってございますけれども、昨年度は各種のシステム、

パソコンの入れ替え等、補助金ですとか起債の対応のない多額な財源の事業がございまして、

その財源不足に対応して減災基金の繰入１億４，９３９万６千円を計上してございましたけ

れども、本年度は事業の完了に加えまして各種の歳出削減対策を行った結果、減債基金の繰

入は計上してございません。 

７６ページ、１９款１項１目繰越金、１，０００万円同額の計上でございます。 

７７ページです。２０款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目延滞金に８万円同額計

上でございます。 

７８ページ、２０款１項２目加算金、１千円同額計上でございます。 

７９ページ、２０款２項１目預金利子、４千円預金利子の計上でございます。 

８０ページ、２０款３項貸付金元利収入、１目民生貸付金元金収入に５０万円、母子会運

営資金の返還金でございます。 

８１ページ、２０款３項３目奨学資金貸付収入、５７０万円の計上でございます。本年度

収入見込額で若干の減を見込んでございます。 

８２ページ、２０款４項受託事業収入、１目総務費受託事業収入で５７０万円の計上でご

ざいます。簡易郵便局事務の受託収入の計上でございます。 

８３ページ、２０款４項２目民生費受託事業収入として１１６万６千円の計上でございま

す。後期高齢者医療広域連合からの受託収入見込の計上でございます。 

８４ページ、２０款５項１目雑入に１，８４８万１千円の計上でございます。失礼しまし

た。増減の主なものは、上から２行目、北海道市町村振興協会の助成金２００万円となって

ございますけれども、この内、知内高校の短期海外留学事業の助成金、これが対象になると

いうことがございまして、その分、増額となってございます。 

８６ページです。２０款５項２目診療所収入に７５４万円の計上でございます。収入見込

による計上です。 

８７ページ、２０款５項３目給食費収入に３５５万９千円の計上です。教員等の給食費の
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収入です。 

８８ページ、２１款１項町債、１目臨時財政対策債に８，０００万円の計上です。本年度

の地方財政計画に基づく見込み額を計上してございます。 

８９ページ、２１款１項２目土木債に６，４７０万円の計上です。道路橋梁債、公営住宅

事業債とも純増となってございます。 

９０ページ、２１款１項３目教育債に２，７００万円の計上です。スポーツセンター照明

ＬＥＤ化工事の分、地域活性化事業債の充当を予定してございます。 

９１ページ、２１款１項４目消防債に２億３，２２０万円の計上でございます。大きなも

のは防災行政無線の更新事業として、緊急防災・減災事業債の充当を予定してございます。

なお、この緊急防災・減災事業債は過疎対策事業債と同様、償還の７０％が交付税に算入さ

れることとなってございます。 

９２ページ、２１款１項５目民生債に５００万円の計上でございます。子ども医療費拡大

事業助成として、過疎ソフトの充当でございます。 

９３ページ、２１款１項６目農業債に２，０８０万円の計上です。昨年の国営土地改良事

業分、これ、過疎債でしたけれども、３億９，２７０万円の減となってございます。 

９４ページ、２１款１項８目林業債に７００万円の計上です。町有林整備事業債の計上で

す。 

９５ページ、同じく２１款１項９目総務債に２，４７０万円の計上です。買い物利便性向

上対策、過疎ソフト分の計上でございます。更に今年度建設予定してございます、きらく町

内会館の、ここの部分は設計の部分ですけれども、過疎対策事業債の充当を予定してござい

ます。 

９６ページは、自動車取得税交付金は制度の廃止となってございます。 

次に第２表地方債をご説明致します。 

１１ページをお願いします。第２表地方債です。臨時財政対策債から、きらく町内会館整

備事業債までの歳入町債でご説明致しました起債借入額、合計４億６，１４０万円の限度額

をそれぞれ設定するものでございます。 

起債の方法、利率、償還の方法につきましては、昨年同様であり、説明は省略させていた

だきます。 

説明は以上です。よろしくお願い致します。 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 これで一般会計の説明は終わりました。 

 

 

● 議案第２０号 令和２年度知内町国民健康保険事業特別会計予算について 

 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 次に日程第１５、議案第２０号、『令和２年度知内町国民健康保険事業特別会計予算につ

いて』説明を求めます。 

 生活福祉課長。 

◎ 生活福祉課長（鳴海英人） 
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 議案第２０号、令和２年度知内町国民健康保険事業特別会計予算について。 

 令和２年度知内町国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算です。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６億４，４６３万

８千円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

 一時借入金です。第２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

入の最高額は、４千万円と定める。 

歳出予算の流用です。第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出

予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）保険給付費の各項で計上された予算額に過不足が生じた場合における款内でのこれ

らの経費の各項の間の流用です。 

歳出から説明させていただきます。 

２２ページをお願い致します。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費に３８１万 

７千円の計上。昨年度対比４９万５千円の減額で、主な要因は、昨年計上の備品購入費が今

年度は無くなったことによるものです。 

 ２３ページです。２目国民健康保険団体連合会負担金に８０７万４千円の計上。前年比３

９０万２千円の増額で、ＫＤＢシステムの設置等に係る負担金並びに特定健診受診率向上支

援等共同事業負担金の増によるものです。 

 次に２４ページ、２項徴税費、１目賦課徴収費に２３３万４千円の計上。前年比４４６万

９千円の減で、１２節委託料で国保税総合行政システム改修を昨年実施したことによる減額

でございます。 

 次に２５ページです。３項１目運営協議会費に３１万７千円の計上。前年比１２万２千円

の減で、旅費の減額によるものです。 

 次に２６ページ、２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費に４億６

００万円の計上。昨年同額です。 

 次に２７ページ、２目退職被保険者診療給付費に１千円の計上。前年比１９９万９千円の

減額。退職被保険者の該当者が居なくなったことによる減額です。 

 次に２８ページ、３目一般被保険者療養費に４５０万円の計上。昨年同額です。 

 次に２９ページ、４目退職被保険者療養費に１千円の計上。前年比１４万９千円の減額で、

同じく退職被保険者の該当者が居なくなったことによるものです。 

 次に３０ページ、５目審査支払手数料に１００万円の計上。昨年度と同額です。 

 次に３１ページ、２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費に５，１５０万円の計上。

昨年度同額です。 

 次に３２ページ、２目退職被保険者高額療養費に１千円の計上。前年比９９万９千円の減

で、該当者が居なくなったことによるものです。 

 次に３３ページ、３目一般被保険者等高額介護合算療養費から、３４ページ、退職被保険

者等高額介護合算療養費、それから、３５ページの一般被保険者移送費は、昨年同額ですの

で、説明を省略させていただきます。 

 次に３６ページです。２目退職被保険者移送費は、先ほどからの説明と同様で、該当者が
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居なくなったことによる減額です。 

 次に３７ページ、４項助産諸費、１目出産育児一時金に８４万円の計上。昨年同額です。 

 次に３８ページ、２目審査支払手数料及び３９ページ、５項葬祭諸費、１目葬祭費まで昨

年同額です。 

 次に４０ページ、３款国民健康保険事業費納付金、１項医療給付費分、１目一般被保険者

医療給付費分に１億５６８万円の計上。昨年度比９２０万８千円の減で、北海道から納付金

として配分された一般被保険者医療費給付分の減となっております。 

 次に４１ページ、２目退職被保険者等医療給付費分は皆減となります。 

 次に４２ページ、２項後期高齢者支援金等分、１目一般被保険者後期高齢者支援金等分に

３，３０４万７千円の計上。昨年度比１１２万６千円の増で、一般被保険者後期高齢者支援

金等分の増となっております。 

 次に４３ページ、２目退職被保険者等後期高齢者支援金等分は皆減となります。 

 次に４４ページ、３項１目介護納付金分に１，２４３万４千円の計上。前年比３８万円の

増で、介護納付金の増となっております。 

 次に４５ページ、４款１項１目共同事業拠出金は前年度と同額となっております。 

 次に４６ページ、５款１項１目財政安定化基金拠出金は１千円で純増となっております。 

 次に４７ページ、６款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費に３２８万９千円の計

上。前年比１５８万５千円の減で、１２節委託料で前年度に健康管理システム改修を行った

ことによる減額です。 

 次に４８ページ、２項１目保健事業費に６８４万１千円の計上。前年比３００万８千円の

増で、１１節役務費及び１２節委託料で、国保加入者に係る予防接種並びに総合健診を国保

会計から支出することとした為。また、１７節備品購入費でＫＤＢシステムの端末を購入す

ることによるものです。 

 次に４９ページ、７款１項１目基金積立金に３万１千円の計上。前年比３万円の増で、基

金積立金の増額です。 

 次に５０ページ、８款１項公債費、１目利子に１千円で昨年同額です。 

 次に５１ページ、９款諸支出金、１項償還金、１目一般被保険者保険税還付金に７０万円

で前年同額です。 

 次に５２ページ、２目退職被保険者保険税還付金に１千円の計上。前年比１８万４千円の

減で、該当者が居ないことによるものです。 

 次に５３ページ、３目償還金に５千円の計上。昨年同額です。 

 次に５４ページ、１０款１項１目予備費に３６９万８千円の計上。前年比１４０万８千円

の増となっております。 

 続きまして、歳入を説明させていただきます。 

 ６ページをお願い致します。１款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税

に１億２，２９１万８千円の計上。前年比１，６７２万円の減で、税率の引き下げによるも

のです。 

 次に７ページ、２目退職被保険者国民健康保険税、２万２千円の計上。前年比２６万１千

円の減で、退職被保険者の該当者が居ないため、滞納繰越分のみの計上となっております。 

 次に８ページ、２款使用料及び手数料、１項手数料、１目督促手数料に３万円の計上で前
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年度同額です。 

 次に９ページ、３款道支出金、１項道負担金、１目保険給付費等交付金に４億７，４２８

万１千円を計上。前年比５６万７千円の減で、前年度と大きく変わらない内容となっており

ます。 

 次に１０ページ、４款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金に３万１千円を

計上。前年比３万円の増となっております。 

 次に１１ページ、５款繰入金、１項１目一般会計繰入金に４，１３５万円の計上。前年比

２５１万７千円の増で、主な要因は、１節保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）で国保保険

料軽減対象者の前年実績による見込で増となっております。 

 次に１２ページ、２項１目基金繰入金に５５０万円を計上。前年比５４９万９千円の増で、

国保加入者の予防事業等に係る経費を基金から繰入するものです。 

 次に１３ページ、６款１項１目繰越金は１千円で昨年度同額です。 

 次に１４ページ、７款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、２目一般被保険者延滞金に１

８万円の計上。昨年比２万円の増で、一般被保険者の延滞金見込によるものです。 

 次に１５ページ、３目退職被保険者延滞金に１万円の計上で、昨年度同額です。 

 次に１６ページ、２項１目預金利子から、２１ページ、３項５目雑入まで、昨年度同額で

ありますので、説明を省略させていただきます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

 

 

● 議案第２１号 令和２年度知内町後期高齢者医療特別会計予算について 

 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 次に日程第１６、議案第２１号、『令和２年度知内町後期高齢者医療特別会計予算につい

て』説明を求めます。 

 生活福祉課長。 

◎ 生活福祉課長（鳴海英人） 

 議案第２１号、令和２年度知内町後期高齢者医療特別会計予算について。 

 令和２年度知内町後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 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７，３５２万６千円と

定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表 歳入歳出予算」によ

る。 

 歳出から説明させていただきます。 

 １２ページをお願い致します。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費に２７３万

１千円の計上です。前年比４６５万６千円の減額で、１２節委託料で昨年実施の後期高齢者

総合行政システム改修に係る委託料が減となったことによるものです。 

 次に１３ページ、２項１目徴収費に２５万８千円の計上で、昨年同額です。 

 次に１４ページ、２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金に７，０５３万３千円の計

上。前年度比３７０万９千円の増額で、事務費負担金から保険基盤安定分までの納付金の見
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込によるものです。 

 次に１５ページ、３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金から１７

ページの４款１項１目予備費まで、昨年度同額でありますので、説明を省略させていただき

ます。 

 次に歳入です。 

 ５ページをお願い致します。１款１項１目後期高齢者医療保険料に４，３０６万円の計上。

昨年比６２万５千円の増で、収入見込額の増によるものです。 

 次に６ページ、２款使用料及び手数料、１項１目督促手数料に５千円の計上。昨年度と同

額です。 

 次に７ページ、３款繰入金、１項１目一般会計繰入金に３，０４５万６千円の計上。前年

比１５７万２千円の減額で、後期高齢者広域連合への納付金で事務費繰入の減によるもので

す。 

 次に８ページ、４款１項１目繰越金から１１ページ、５款諸収入、２項２目雑入まで昨年

度同額でありますので、説明を省略させていただきます。 

 以上で説明を終わります。ご審議よろしくお願い致します。 

 

 

● 議案第２２号 令和２年度知内町介護保険特別会計予算について 

 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 次に日程第１７、議案第２２号、『令和２年度知内町介護保険特別会計予算について』説

明を求めます。 

 生活福祉課長。 

◎ 生活福祉課長（鳴海英人） 

 議案第２２号、令和２年度知内町介護保険特別会計予算について。 

 令和２年度知内町介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、保険事業勘定歳入歳出それぞれ５億１，

９８２万５千円。介護サービス事業勘定歳入歳出それぞれ１５４万８千円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

 一時借入金です。第２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

入の最高額は、保険事業勘定３千万円と定める。 

 歳出予算の流用です。第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予

算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこ

れらの経費の各項の間の流用。 

 歳出から説明させていただきます。 

 ３３ページをお願い致します。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費に４８４万

１千円の計上。前年比１０５万５千円の増額で、主な要因は、１７節備品購入費で購入から

２０年以上経過した介護保険活動車の更新によるものです。 
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 次に３４ページ、２項徴収費、１目賦課徴収費に１０万２千円の計上。前年比１千円の増

で、内容は前年と同様になっております。１千円の減で、内容は前年と同様になっておりま

す。 

 次に３５ページ、３項１目介護認定審査会費に３３５万１千円の計上。前年比４５万８千

円の減で、西部四町で構成されている認定審査会共同設置負担金の減によるものです。 

 次に３６ページ、２目認定審査費に２２２万４千円の計上。前年比１２３万２千円の減で、

１１節役務費と１２節委託料で、医師意見書作成手数料及び要介護認定調査委託件数の減に

より、それぞれ減額となっております。 

 次に３７ページです。４項運営協議会費、１目介護保険運営協議会費に１６万５千円の計

上。前年比７万９千円の増で、令和２年度は第８期介護保険事業計画の策定年となっており

ますので、運営協議会の回数の増によるものです。 

 次に３８ページ、２款１項保険給付費、１目介護サービス等給付費に４億４，０２３万４

千円の計上です。前年比３，０２２万１千円の増で、介護サービス費等の給付見込額の増に

よるものです。 

 次に３９ページ、２項１目高額介護サービス等給付費に１，０９０万円の計上。前年比７

０万円の増で、高額介護サービス費等給付見込の増によるものです。 

 次に４０ページ、２目高額合算介護サービス等給付費から４２ページ、３款１項基金積立

金、１目介護保険事業基金積立金は、昨年度同額でありますので、説明は省略させていただ

きます。 

 次に４３ページです。４款地域支援事業費、１項１目介護予防・生活支援サービス事業費

に２，７３８万６千円の計上です。前年比１５１万５千円の減で、主な要因は、職員の配置

替えによる給料及び職員手当等の減によるものです。 

 次に４４ページ、２目介護予防ケアマネジメント事業費に１２３万９千円の計上。前年比

２７万１千円の減ですが、内容については前年度と大きく変わるものではありません。 

 次に４５ページ、２項１目一般介護予防事業費に３４６万６千円の計上。前年比１８万円

の減で、内容については昨年と大きく変わるものではありません。 

 次に４６ページです。３項包括的支援事業費・任意事業費、１目包括的支援事業費に８７

５万９千円の計上。前年比１５０万２千円の減で、主な要因は、１２節委託料で前年度実施

の総合行政システム改修に伴う委託料の減によるものです。 

 次に４７ページ、２目任意事業費に１１６万９千円の計上。昨年同額となっております。 

 次に４８ページ、３目生活支援体制整備事業費に１，２８４万９千円の計上。前年比１５

万７千円の増で、職員の定期昇給等による増によるもので、内容については前年度と大きく

変わりません。 

 次に４９ページ、４目認知症総合支援事業費に３万９千円の計上。前年比６２万１千円の

減で、１０節需用費で昨年、認知症啓発用パンフレットを作成したことによる減となってお

ります。 

 次に５０ページ、５目在宅医療介護連携推進事業費に７５万円の計上。前年比３万５千円

の増で、内容については前年度と大きく変わるものではありません。 

 次に５１ページ、５款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目第１号被保険者保険料

還付金から５４ページ、２項繰出金、１目一般会計繰出金まで前年度同額でありますので、
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説明を省略させていただきます。 

 次に歳入でございます。 

 ５ページをお願い致します。１款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料に

９，６７５万３千円の計上。前年比１７５万１千円の増で、現年度分保険料で被保険者の増

加に伴う見込によるものです。 

 次に６ページです。２款使用料及び手数料、１項手数料、１目督促手数料に１万円の計上。

前年度と同額です。 

 次に７ページ、３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金に７，７８０万

５千円の計上。前年比６１３万４千円の増で、介護給付サービス費の増によるものです。 

 次に８ページ、２項国庫補助金、１目調整交付金に２，９４７万２千円の計上。前年比２

０１万円の増で、介護給付サービスの増によるものです。 

 次に９ページ、２目地域支援事業（介護予防事業）交付金に５６０万４千円の計上。前年

比１０万６千円の減で、介護予防事業費の減によるものです。 

 次に１０ページ、３目地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金に８４８万１千

円の計上。前年比７３万８千円の減で、事業費の減によるものです。 

 次に１１ページ、４目介護保険事業補助金に２８万２千円の計上。前年比２７万３千円の

減で、事業費の見込によるものです。 

 次に１２ページ、５目保険者機能強化推進交付金に３８万４千円の計上。前年比２０万円

の減で、地域支援事業の見込によるものです。 

 次に１３ページ、４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金に１億２，２４２万６

千円の計上。前年比８３４万８千円の増で、第２号被保険者に対する介護給付サービス費の

増によるものです。 

 次に１４ページ、２目地域支援事業交付金に６０５万２千円の計上。前年比１１万４千円

の減で、地域支援事業の介護予防事業分の減によるものです。 

 次に１５ページ、５款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金に６，９５５万９

千円の計上。前年比３９１万５千円の増で、介護給付サービス費の増によるものです。 

 次に１６ページ、２項道補助金、１目地域支援事業（介護予防事業）交付金に２８０万２

千円の計上。前年比５万２千円の減で、介護事業費の見込による減です。 

 次に１７ページ、２目地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金に４２４万円の

計上。前年比３６万９千円の減で、事業の見込によるものです。 

 次に１８ページ、６款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金に２万８千円の

計上。純増で介護保険事業基金の利子によるものです。 

次に１９ページ、７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金に５，６６７

万８千円の計上。前年比３１２万円の増で、介護給付サービス費の増によるものです。 

 次に２０ページ、２目地域支援事業（介護予防事業）交付金に２８０万２千円の計上。前

年比１２万４千円の減で、事業の見込によるものです。 

 次に２１ページ、３目地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金に４２４万１千

円の計上。前年比１６万５千円の減で、事業の見込によるものです。 

 次に２２ページ、４目その他一般会計繰入金に１，９７４万４千円の計上。前年比９６万

２千円の減で、低所得者に対する保険料軽減分の繰入金の増により、事務費分の繰入金が減
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少するものです。 

 次に２３ページ、５目低所得者保険料軽減繰入金に２８２万円の計上。前年比１９８万円

の減で、低所得者保険料軽減額の減によるものです。 

 次に２４ページ、２項基金繰入金、１目介護保険事業基金繰入金に８０８万７千円の計上。

前年比６２７万１千円の増で、介護サービス費及び地域支援事業費の増に伴い、基金から繰

入するものです。 

 次に２５ページ、３項１目介護サービス事業勘定繰入金から３２ページ、９款諸収入、３

項３目雑入まで昨年同額でありますので、説明を省略させていただきます。 

 次に介護サービス事業勘定の説明をさせていただきます。６０ページ、歳出です。 

６０ページをお願い致します。歳出より説明致します。１款諸支出金、１項繰出金、１目

保険事業勘定繰出金に１５４万８千円の計上。昨年度同額となっております。 

 次に歳入です。 

５９ページをお開きください。１款サービス収入、１項予防給付費収入、１目居宅支援サ

ービス計画費収入に１５４万８千円の計上。昨年度同額となっております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

 

 

● 議案第２３号 令和２年度知内町公共下水道事業特別会計予算について 

 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 次に日程第１８、議案第２３号、『令和２年度知内町公共下水道事業特別会計予算につい

て』説明を求めます。 

建設水道課長。 

◎ 建設水道課長（佐藤和人） 

 議案第２３号、令和２年度知内町公共下水道事業特別会計予算について。 

 令和２年度知内町公共下水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算であります。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億４，７

１７万３千円と定める。 

 ２と致しまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。 

 地方債。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。 

 歳出よりご説明致しますので、１３ページをお開きください。１款総務費、１項総務管理

費、１目一般管理費は１，３６５万４千円で、前年度より２４５万円の増額でございます。

増額分の主な理由としまして、１２節委託料２５０万円の増額です。これは、国より令和５

年度までに会計法の適用を求められていることから、準備として基本計画を策定するもので

あります。法適用により経営状況や財政状況の的確な把握が可能となり、類似の公営企業、

民間企業との比較が容易となります。更には、経営の健全化に繋がるものであります。基本

計画は検討の洗い出し、固定資産税の台帳の整備に向けた視線の洗い出し等の準備でござい

ます。会計の法制化を実施している各市町村の状況を見ますと、行政委託し３カ年を要して
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移行しておりますので、当町としても令和２年度から３カ年で移行することを考えておりま

す。 

 １４ページをお開きください。２目施設維持費は６，６４５万５千円で、前年度より８５

３万円の増額であります。主な要因と致しまして、１２節委託料で８３７万円の増額です。

これは、ストックマネジメント計画策定委託費用で長期的な視線で施設全体の老朽化の進行

状況を考慮し、優先順位をつけて修繕及び改築の計画を策定する費用であります。計画時期

につきましては、令和３年から７年までの５カ年。２系統の電気及び設備の更新を考えてお

ります。 

 １５ページをご覧ください。２款公債費、１項公債費、１目元金は５，６０４万３千円で、

前年より８８万円の増額です。これは、２２節償還金利子及び割引料、元金返済に伴う増額

であります。 

 １６ページをお開きください。２目利子は１，１０２万１千円で、前年より９７万５千円

の減額で、２２節償還金利子及び割引料、償還利子の減額であります。 

 続きまして、歳出をご説明致しますので、６ページをお開きください。すいません。歳入

をご説明致しますので、６ページをお開きください。１款使用料及び手数料、１項使用料、

１目下水道使用料は３，７００万円で、前年同額であります。 

 ７ページをお開きください。２項手数料、１目手数料は５６万円で、前年同額です。 

 ８ページでございます。２款国庫支出金、１項国庫補助金、１目下水道国庫補助金は４５

０万円です。前年度同額になります。これは、先ほど説明致しました社会資本整備交付金事

業ストックマネジメント計画策定業務分の補助金であります。 

 ９ページをお開きください。３款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金は１

億２６１万１千円で、前年度より３８８万５千円の増額であります。昨年度に比べ、２目施

設維持費のストックマネジメント計画委託業務による増であります。 

 １０ページ、１１ページでありますが、１０ページ、４款繰越金、１項繰越金、１目繰越金

及び１１ページ、５款諸収入、１項雑入、１目雑入ともに１千円で、前年度と同じでありま

す。 

 １２ページであります。６款町債、１項町債、２目公営企業会計適用債は２５０万円にな

ります。これは、先ほど説明しました１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、１２節

委託料の会計法適用に係る委託分であります。 

 ３ページをお開きください。地方債の償還方法になります。 

第２表地方債。起債の目的、公営企業会計適用債。限度額、２５０万。 

起債の方法、利率、償還の方法は、記載のとおりであります。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 

 

● 議案第２４号 令和２年度知内町農業集落排水施設整備事業特別会計予算について 

 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 次に日程第１９、議案第２４号、『令和２年度知内町農業集落排水施設整備事業特別会計

予算について』説明を求めます。 
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 建設水道課長。 

◎ 建設水道課長（佐藤和人） 

 議案第２４号、令和２年度知内町農業集落排水施設整備事業特別会計予算について。 

 令和２年度知内町農業集落排水施設整備事業特別会計予算について。 

 歳入歳出予算であります。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，３０７

万４千円と定める。 

 ２と致しまして、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。 

 地方債です。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。 

 歳出よりご説明致しますので、１４ページをお開きください。１款総務費、１項総務管理

費、１目一般管理費は２８１万１千円で、前年より２５５万円の増額であります。主な要因

と致しましては、１２節委託料の増額になります。公共下水道事業会計と同様に、国により

令和５年度までに会計法の適用を求められていることから、準備として基本計画策定をする

ものであります。 

 １５ページをお開きください。２目施設維持費は１，９１７万２千円で、前年度より９１

１万１千円の増額になります。主な要因としては、１２節委託料で機能診断最適整備構想策

定業務に基づき電気計装設備工事実施設計委託料として８５０万の計上。１７節備品購入費

に流量調整層水中攪拌機更新費として１１０万円を計上したことによります。流量調整層水

中攪拌機とは、調整層に酸素を送り込む装置で、微生物を活性化させる目的の装置でござい

ます。 

 １６ページになります。２款公債費、１項公債費、１目元金は９４４万６千円で、前年度

より１３万８千円の増になります。 

 １７ページをお開きください。２目利子は１６４万５千円で、前年より１３万８千円の減

額になります。 

 続いて、歳入をご説明致しますので、６ページをお開きください。１款使用料及び手数料、

１項使用料、１目下水道使用料は２８０万円で、前年度より５万円の増となります。 

 ７ページをお開きください。２項手数料、１目手数料は１万円で、前年同額であります。 

 ８ページになります。２款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金は１，９２

６万２千円で、前年度より６１万１千円の増額になります。主な要因と致しまして、先ほど

ご説明致しました１款総務費、１項総務管理費、２目施設維持費、１７節備品購入費に流量

調整層水中攪拌機装置の更新費用です。 

 ９ページ、１０ページをご覧ください。３款繰越金、１項繰越金、１目繰越金及び４款諸

収入、１項雑入、２目雑入は、昨年同様１千円です。 

 １１ページをお開きください。５款国庫支出金、１項国庫補助金、１目国庫補助金は４２

０万円で、これは社会資本整備総合交付金事業、電気計装設備実施設計分の委託料でありま

す。 

 １２ページをお開きください。６款町債、１項町債、１目下水道事業債は４３０万円です。

これは、先ほど説明致しました社会資本、電気計装設備実施設計委託分の残りであります。 

 １３ページをお開きください。２目公営企業会計適用債は２５０万円で、これは、先ほど
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説明致しました会計法適用に係る委託分です。 

 ３ページをお開きください。地方債の償還です。起債の目的、下水道事業債、公営企業会

計適用債。限度額、下水道事業債が４３０万円。公営企業適用債、２５０万円。合計６８０万

円です。 

起債の方法、利率、償還の方法については、記載のとおりでありますので、ご参照をよろ

しくお願い致します。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 

 

● 議案第２５号 令和２年度知内町水道事業会計予算について 

 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 次に日程第２０、議案第２５号、『令和２年度知内町水道事業会計予算について』説明を

求めます。 

 建設水道課長。 

◎ 建設水道課長（佐藤和人） 

 議案第２５号、令和２年度知内町水道事業会計について。 

 第１条、総則です。令和２年度知内町水道事業会計は、次に定めるところによる。 

 第２条、業務の予定量です。業務の予定量は次のとおりとする。 

（１）給水戸数２，１００戸。 

（２）年間総給水量８７５，４８５㎥。 

（３）一日平均給水量２，３９８㎥。 

（４）主要な建設改良事業、浄水施設改良費２，１６０万円。営業設備費２，８０３万３千

円。消火栓設備費１３２万円です。 

 収益的収入及び支出になります。第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおり定

める。 

 収入になります。１款水道事業収益、１項営業収益１億２，２０３万６千円。２項営業外

収益２，２５０万２千円。３項特別利益２千円。合計１億４，４５４万円です。 

続けまして、２ページになります。支出と致しまして、１款水道事業費用、１項営業費用

１億３，３０９万１千円。２項営業外費用６３７万６千円。３項特別損失２千円。４項予備

費２００万円です。合計１億４，１４６万９千円です。 

 資本的収入及び支出になります。第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおり定

める。（資本的収入が、資本的支出に対し不足する額５，９４７万１千円は、当年度分消費税

及び地方消費税資本的収支調整４５１万３千円、減債積立金１，２７６万４千円、過年度損

益勘定留保資金４，２１９万４千円で補填するものとする。） 

 収入です。１款資本的収入、１項他会計補助金２９２万６千円。２項工事負担金１３２万

円。合計４２４万６千円です。 

 支出です。１款資本的支出、１項建設改良費５，０９５万３千円。２項企業債償還金１，２

７６万４千円。合計６，３７１万７千円です。 

 議会の議決を経なければ流用することができない経費。５条になります。次に掲げる経費
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については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ

の経費の金額に流用する場合、議会の議決を経なければならない。 

 職員給与費、予定額３，２１３万２千円です。 

 他会計からの補助金。第６条、営業助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金

額は３７３万３千円である。 

 たな卸資産購入限度額。第７条、棚卸資産の購入限度額は、１，０００万円と定める。 

 予算の内容を令和２年度知内町水道事業会計予算実施計画内訳書でご説明致しますので、

５ページをお開きください。 

 収益的収入についてご説明致します。１款水道事業収益が１億４，４５４万円であります。

前年度より３５７万６千円の増額となっております。内訳と致しまして、１項営業収益１億

２，２０３万６千円で、８２万円の増額です。これは、１目給水収益、１節水道料金で、１億

２，１１０万円で、８２万円の増額であります。２項営業外収益２，２５０万２千円で、２７

１万６千円の増額です。これは、３目長期前受金戻入、１節国道補助金が３７３万５千円で

２７４万８千円の増額が大きな理由であります。３項特別利益、１項過年度損益修正益は２

千円で前年度同額です。 

 収益的支出であります。７ページをお開きください。１款水道事業費用で全体合計が１億

４，１４６万９千円であります。前年度より３９７万６千円増額であります。内訳と致しま

して、１項営業費用合計が１億３，３０９万１千円で、前年度より１６９万円の増額であり

ます。これは、１目原水及び浄水費が２，７８７万６千円で、前年度より５５万４千円増額

です。主な要因と致しましては、４節委託料で、２，１５２万１千円で、６６万円の増額であ

ります。これは水質検査、電気計装保守点検項目の増加によるものです。２目配水及び給水

費が６５６万円で、前年度より３８６万１千円の減額です。主な原因としましては、前年度

計上しておりました漏水調査、管の劣化度調査の１３０万円の減。８節修繕費の１５０万で、

１００万円の減額です。９節材料費で５０万円で、１５０万円の減額です。これは、通常１

１０万程度で予算を計上しておりました修繕費が、昨年度、特定箇所を修繕する予定で増額

しておりましたが、通常に戻しております。あと、材料費につきましては、町で保有してお

ります材料がここのところ使用材料が少ないことから、新規購入分の減額であります。また、

漏水調査につきましては、平成３１年度分につきましては、３月までで漏水調査が終わる予

定でおりますので、今後、検討し調査区域、地域等を検討致しまして補正で計上したいと考

えております。３目総係費で３，１９１万３千円で、前年度より２５万３千円の減額であり

ます。これは、１８節保険料の減額であります。 

 ９ページになります。４目減価償却費、１節減価償却費６，３１３万円で３６９万６千円

の増額です。これは、中の川仮橋架替工事に伴う仮橋への水道管移設に伴う増額であります。

５目資産減耗費、１目固定資産除却費で３６１万で、１５５万４千円の増額です。これは、

出石地区配水管切り回しに伴う旧管の除却費用であります。６目その他の営業費用は１千円

です。２項営業外費用で６３７万６千円で、前年度より１２８万６千円の増額であります。

これは、３目消費税、１節消費税で３５０万円で、１５０万円の増額です。これは、消費税増

額分になります。３項特別損失は２千円になります。４項予備費、１目予備費、１節予備費

２００万円で、１００万円の増額です。これは、想定外の漏水に対応するための費用であり

ます。 
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 １１ページであります。１款資本的収入が合計４２４万６千円で、前年度より１３３万５

千円の減額です。１項他会計補助金、１目他会計補助金で２２９万５千円の増額によるもの

であります。２項工事負担金、１目工事負担金１３２万円で、消火栓更新負担金３６３万円

減額であります。これは工事箇所減少に伴うものであります。 

１２ページであります。１款資本的支出が合計６，３７１万７千円で、前年度より１，９

９４万３千円増額であります。１項建設改良費合計で５，０９５万３千円で、前年度より１，

５１５万５千円の増額であります。これは、１目浄水施設改良費、１節工事請負費で２，１

６０万円で、１５０万円の増額で、各浄水場の電気設備施設の更新であります。元町浄水場

では、２３経路のろ過流量機２箇所他、浄水場では１７年経過したメッキ設備の改修。湯の

里浄水場では、貯水槽フロート弁の更新を予定しております。２目営業設備費２，８０３万

３千円で、前年度１，７２８万５千円の増額です。これは、１節メーター費新設分３７個の

取替分２９８個で、４２万１千円の増額になります。２節委託料で１，９０９万６千円で、

１，６８６万４千円の増額であります。これは、企業会計及び料金システム更新費用で１，

３２０万円の増。水道処理設備情報システム導入で３２５万円の増額であります。企業会計・

料金システムの更新費用では、基本ソフト変更に伴う８年使用したハードの設備の更新であ

ります。水道処理施設設備情報システム、台帳になりますけども、水道法の改正により水道

施設の計画の更新及び資産の的確な管理を行えるように作成を求められております。各浄水

場設備及び施設の更新箇所につきましては、予算説明資料見出しナンバー６、建設水道課資

料１９ページをご参照ください。３目消火栓設置費は１３２万円で、３６３万円の減額であ

ります。これは設置箇所が１箇所になったものであります。設置箇所につきましては、予算

説明資料見出しナンバー６、建設課説明資料２０ページをご参照願います。２項企業債償還

金、１節企業債償還金が１，２７６万４千円で、前年度より４７８万８千円の増額です。こ

れは、平成２６年に実施されました湯の里浄水場改築工事に伴う５年据置期間が終了したこ

とに伴う償還金が始まったことによる増額であります。 

続きまして、１３ページをご覧ください。知内町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

であります。１の業務活動によるキャッシュフローは、当期純利益から支払利息等支払額ま

で合計プラス４，３５４万４千円となります。２、投資活動によるキャッシュフローは、建

設改良費からその他の投資等までの合計でマイナス４，２１９万５千円となります。 

１４ページをお開きください。財務活動によるキャッシュフローは、企業債の償還でマイ

ナス１，２７６万３千円でございます。１の業務活動、２の投資活動、３の財務活動のキャ

ッシュフローを合計した結果、資金減少額が１，１４１万４千円となり、資金期末残高見込

が３億８，１０７万８千円となります。 

なお、１５ページ以降につきましては、説明を省略させていただきますので、よろしくお

願い致します。 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 以上で、一括議題の１７議案の提案説明が終わりました。 

 お諮り致します。只今議題の１７議案について、議長を除く議員全員による予算審査特別

委員会を設置し、地方自治法第９８条第１項の規定による検査権を付与の上、これに付託し

て、審査終了まで審議することに致したいが、この取扱いにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声多数） 
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 異議なしと認めます。したがって、議長を除く議員全員による予算審査特別委員会に付託

の上、審査することに決定致しました。 

 ここで、暫時休憩致します。 

◎ 議  長（伊藤政博） 

 休憩を取り消し、会議を再開します。 

 休憩中に令和２年度予算審査特別委員会の正副委員長が決定しておりますので、議長から

そのことについて報告致します。 

 委員長に谷口康之君、副委員長に木村一君、以上のとおり選任することとし、委員会の構

成は、そのように決定致しました。 

 お諮りします。予算審査特別委員会の議案審査のため、３月５日から６日にかけて休会と

したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声多数） 

 異議なしと認めます。したがって、３月５日から６日にかけて休会することに決定致しま

した。 

 

 

● 散会宣言 

 

◎ 議  長（伊藤政博） 

以上で、本日の日程は全部終了致しました。 

本日はこれで散会致します。 

どうもご苦労様でした。 

 

（ 閉会 午後２時２７分 ） 


