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行政常任委員会会議録 

〔平成31年第1回定例夕張市議会付託〕 

平成31年3月14日(木曜日) 

午前10時30分開会 

――――――――――――――――――――――― 

◎付託案件 

  (1) 議案第１４号 平成 31 年度夕張市一般会

計予算 

  (2) 議案第１５号 平成 31 年度夕張市国民健

康保険事業会計予算 

  (3) 議案第１６号 平成 31 年度夕張市市場事

業会計予算 

  (4) 議案第１７号 平成 31 年度夕張市公共下

水道事業会計予算 

  (5) 議案第１８号 平成 31 年度夕張市介護保

険事業会計予算 

  (6) 議案第１９号 平成 31 年度夕張市後期高

齢者医療事業会計予算 

  (7) 議案第２０号 平成 31 年度夕張市水道事

業会計予算 

――――――――――――――――――――――― 

◎出席委員（8名） 

    大 山 修 二 君 

    高 間 澄 子 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（0名） 

――――――――――――――――――――――― 

◎出席参与 

 市長職務代理（理事）、板谷監査委員、教育長、

理事のほか、消防長、課長等 

――――――――――――――――――――――― 

午前１０時３０分 開会 

●大山委員長  それでは、ただいまから行政常任

委員会を開催いたします。 

――――――――――――――――――――――― 

●大山委員長  本日の出席委員は8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、説明員の出席でありますが、市長職務代理

者、板谷監査委員、教育長、理事のほか、消防長、

課長等が出席されております。 

――――――――――――――――――――――― 

●大山委員長  本日の行政常任委員会は、本会議

において付託されました新年度予算について審査を

行います。 

 審査の進め方についてでありますが、本会議にお

いて理事者から提案説明がなされておりますので、

一般会計は歳出より款ごとに、他の会計は会計ごと

に一括して順次審査を行いたいと思いますが、その

ように取り進めてご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議がないようでありますから、そのように取り

進めてまいります。 

 なお、本常任委員会は、本日1日間の開催となっ

ておりますので、議事の進行につきましては、特段

のご協力をお願いいたします。 

――――――――――――――――――――――― 

●大山委員長  それでは、各会計予算案の審査に

入ります。 

 初めに、一般会計でありますが、事項別明細書に

より歳出から審査してまいります。 

 それでは、53ページをお開き願います。 

 1款議会費、54ページまでであります。 

 よろしいですか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、2款総務費、55ページから76ページま

で。 

 今川委員。 

●今川委員  総務費のうち、2 項地域振興費、63

ページの19節、こちらの民間賃貸住宅建設費補助金、
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これは昨年度と同様の金額かと思いますが、内容に

ついても昨年度と同様のものを予定しているのでし

ょうか。 

●大山委員長  鈴木課長。 

●鈴木建設課長  今川委員のご質問にお答えいた

します。 

 この部分は、今年度変わらず行うということで考

えております。 

●大山委員長  今川委員。 

●今川委員  昨年度までの成果や現在の状況を踏

まえて、運用を従前と変える予定というものは現在

ではないということでしょうか。 

●大山委員長  鈴木課長。 

●鈴木建設課長  今川委員のご質問にお答えしま

す。 

 従前と変わらず同じ形で、若年層・女性向け住宅

ということでやっていきたいというふうに考えてお

ります。 

●大山委員長  よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 熊谷委員。 

●熊谷委員  62ページ、地域振興費の 08節の報

償費、ここには謝礼というふうにあるんですが、具

体的にどういったことを考えていらっしゃるのか、

お願いします。 

●大山委員長  答弁調整のため、暫時休憩いたし

ます。 

――――――――――――――――――――――― 

午前１０時３４分 休憩 

午前１０時３４分 再開 

――――――――――――――――――――――― 

●大山委員長  休憩前に続き、会議を開きます。 

 冨永課長。 

●冨永企画課長  熊谷委員のご質問にお答えいた

します。 

 報償費、謝礼につきましては、高校魅力化に係る

経費でございまして、高校魅力化アドバイザーが来

夕される際と、あと、高校魅力化サポーターの講師

による講演の費用を計上してございます。 

 以上でございます。 

●大山委員長  よろしいですか。 

 熊谷委員。 

●熊谷委員  それは何人ぐらいでこの金額になる

のか、お願いします。 

●大山委員長  冨永課長。 

●冨永企画課長  アドバイザーにつきましては、

来夕1泊2日の形で年12回予定してございます。ま

た、高校魅力化サポーターによる講師の講演につき

ましては20回を見込んで計上してございます。 

●大山委員長  熊谷委員。 

●熊谷委員  はい、わかりました。 

●大山委員長  ほかにございませんか。 

 小林委員。 

●小林委員  一つお聞きしたいんですけれども、

総務費の中の地域振興費の中でいいのかと思います

けれども、これから供用開始になってくる拠点複合

施設についてですけれども、この部分の、多分、引

っ越し代がかかるのではないかなと。その中で、ど

のところを見ればいいのか。また、その考え方、ど

ういうような準備をされているのか、また、金額的

なものがそういうふうに発生するのであれば、その

分が準備されているのかどうかお聞きしたいと思い

ます。 

●大山委員長  鈴木課長。 

●鈴木建設課長  拠点複合施設の引っ越しにつき

まして、移動も含めて検討中ということで、新年度

の補正予算で対応するような形になるかと思ってお

ります。 

●大山委員長  よろしいですか。 

 小林委員。 

●小林委員  その部分、多分これから、ある程度

積算される部分かと思いますけれども、以前から、

引っ越し、当然、私ども、委員会質問に立ったこと

はありますけれども、当然やっぱりいろんなご努力、

また準備が必要かと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。 
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 以上です。 

●大山委員長  ほかにございませんか。 

 よろしいですか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、次に3款民生費、77ページか

ら88ページまで。 

 民生費、よろしいですか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、次に4款衛生費、89ページか

ら96ページまで。 

 千葉委員。 

●千葉委員  92ページの共同浴場費の 15節工事

請負費の清陵浴場の改修工事についてですけれども、

改修工事の工期予定はいつごろ予定しているのかと、

もう1点、その間における利用者への対応をどのよ

うに考えているのか、お願いいたします。 

●大山委員長  及川課長。 

●及川市民課長  千葉委員のご質問にお答えいた

します。 

 清陵浴場の大規模改修についてでございますが、

工期は大体 8月から 9月、1カ月程度ということで

見込んでおります。その間の代替浴場につきまして

は、最も近隣の宮前浴場を想定し、そこに、その間、

清陵浴場が休業となりますので、臨時の交通機関、

バスを用意して移送をする予定でございます。 

●大山委員長  よろしいですか。 

●千葉委員  はい。 

●大山委員長  ほかにございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、次に5款農林業費、97ページ

から101ページまで。 

 今川委員。 

●今川委員  100ページ、15節工事請負費につい

てなんですけれども、昨年度は植栽工の部分、キハ

ダの植栽ということで予算を計上していたかと思う

んですけれども、キハダの植栽自体は31年度も継続

されるという考えでよろしいのでしょうか。 

●大山委員長  古村課長。 

●古村産業振興課長  今川委員の質問にお答えさ

せていただきます。 

 31年度につきましても、キハダ3,600本の植栽を

予定しております。一部、30年度に苗木が手に入ら

なかった部分もありましたので、それを含めて 31

年度に植栽をしたいと考えております。 

●大山委員長  よろしいですか。 

 今川委員。 

●今川委員  今の件で確認なんですけれども、キ

ハダの苗木については、植栽工の部分ではなくて、

16節の原材料費の苗木の部分に入るということでよ

ろしいのでしょうか。 

●大山委員長  古村課長。 

●古村産業振興課長  今川委員の質問にお答えい

たします。 

 苗木自体は、今川委員の言ったとおりということ

になります。それを植栽するに当たっての工事請負

費、植栽工ということになっております。 

●大山委員長  よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、次に6款商工費、102ページ。 

 よろしいですか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、次に 7款土木費、103ページ

から112ページまで。 

 熊谷委員。 

●熊谷委員  106 ページの交通安全施設整備費、

これはどういった工事をするのか、お願いします。 

●大山委員長  熊谷課長。 

●熊谷土木水道課長  熊谷委員のご質問にお答え

します。 

 交通安全施設整備事業につきましては、市内市道

の区画線の補修というか、薄くなったところを引く

という区画線の補修工事になります。 

●大山委員長  よろしいですか。 

●熊谷委員  はい。 

●大山委員長  ほかにございませんか。 
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  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、次に 8款消防費、113ページ

から116ページまで。 

 今川委員。 

●今川委員  114ページ、18節備品購入費かと思

われるんですけれども、乳児用液体ミルクの発売が

始まっておりますが、この災害派遣備品のところに

乳児用液体ミルクの災害備蓄などの予算が計上され

ているのか、また購入の予定があるのかどうかにつ

いてお聞きいたします。 

●大山委員長  千葉課長。 

●千葉消防本部総括課長  今川委員のご質問にお

答えいたします。 

 災害備蓄品、液体ミルクの購入等は、今のところ

考えておりません。 

 以上です。 

●大山委員長  よろしいですか。 

 今川委員。 

●今川委員  災害備品として、粉ミルクは恐らく

備蓄としてあると思うんですけども、今後、乳児用

液体ミルクも備蓄するという検討の予定は全くない

ということでしょうか。 

●大山委員長  千葉課長。 

●千葉消防本部総括課長  今川委員のご質問にお

答えいたします。 

 今後、検討していく考えはあります。 

 以上です。 

●大山委員長  よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、次に 9款教育費、117ページ

から130ページまで。 

 高間委員。 

●高間委員  128 ページなんですけれども、区分

は19節です。ここで全国大会派遣費補助ということ

で 18万円と載っていますけれども、30年度を見る

と40万円ということでしたけれども、この差という

のはどういう理由があってのことでしょうか。 

●大山委員長  押野見課長。 

●押野見教育課長  高間委員のご質問にお答えい

たします。 

 昨年度までは、例年のおおむねの対象児童数なり

を検討してきたんですが、昨年、一昨年と対象児童

数がふえたということで、今年度、18人掛ける1万

円で18万円で積算しております。 

 以上です。 

●大山委員長  よろしいですか。 

●高間委員  はい。 

●大山委員長  ほかにございませんか。 

 よろしいですか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、次に10款公債費、131ページ。 

 よろしいですか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次に11款諸支出金、132ページ。 

 よろしいですか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次に12款予備費、133ページ。 

 よろしいですか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、以上で歳出の審査を終了いたします。 

――――――――――――――――――――――― 

●大山委員長  次に、職員手当等の内訳表、134

ページから135ページまでありますので、ごらん願

います。 

――――――――――――――――――――――― 

●大山委員長  次に、歳入に入ります。 

 11ページをお開き願います。 

 1款市税、16ページまでであります。 

 よろしいですか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、次に2款地方譲与税、17ペー

ジから18ページまで。 

 よろしいですか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次に3款利子割交付金、19ページ。 
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 よろしいですか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次に4款配当割交付金、20ページ。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次に5款株式等譲渡所得割交付金、21

ページ。 

 よろしいですか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次に6款地方消費税交付金、22ページ。 

 よろしいですか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次に7款自動車取得税交付金、23ペー

ジ。 

 よろしいですか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次に8款地方特例交付金、24ページ。 

 よろしいですか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次に9款地方交付税、25ページ。 

 よろしいですか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次に10款交通安全対策特別交付金、26

ページ。 

 よろしいですか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次に 11款分担金及び負担金、27ペー

ジ。 

 よろしいですか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次に 12款使用料及び手数料、28ペー

ジから31ページ。 

 よろしいですか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次に 13款国庫支出金、32ページから

35ページ。 

 よろしいですか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次に14款道支出金、36ページから40

ページまで。 

 熊谷委員。 

●熊谷委員  35ページの01総務費委託金の中で、

自衛官募集事務交付金というものがあるんですが、

これについて教えてください。 

●大山委員長  寺江課長。 

●寺江総務課長  熊谷委員のご質問にお答えしま

す。 

 自衛隊の隊員募集に当たって、市としては、市民

に広く呼びかける方向といたしまして、広報等に記

載する、そういった手数料的な部分で自衛隊のほう

から交付のあるお金だということでございます。 

 以上です。 

●大山委員長  よろしいですか。 

 熊谷委員。 

●熊谷委員  今、寺江課長がおっしゃった広報に

載せること以外にも何かありますか、それだけです

か。 

●大山委員長  寺江課長。 

●寺江総務課長  ご質問にお答えします。 

 広報以外ですと、総務課のフロアにＰＲの媒体物

を置いたりということですが、主な自衛隊員の募集

の活動については、市としては広報誌によるところ

が大きいというところでございます。 

 以上です。 

●大山委員長  よろしいですか。 

●熊谷委員  はい、わかりました。 

●大山委員長  ほかにございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、次に 15款財産収入、41ペー

ジから42ページまで。 

 よろしいですか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、次に16款寄附金、43ページ。 

 よろしいですか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようですので、次に 17款繰入金、44ページ

から45ページ。 
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 よろしいですか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次に18款繰越金、46ページ。 

 よろしいですか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次に19款諸収入、47ページから51ペ

ージまで。 

 よろしいですか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次に20款市債、52ページ。 

 よろしいですか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、次に8ページをお開き願います。 

 第3表地方債が記載されておりますので、ごらん

願います。 

 次に、1ページをお開き願います。 

 第4条に一時借入金、第5条に歳出予算の流用が

記載されておりますので、ごらん願います。 

 次に、付属資料に入りますが、136ページから143

ページまでに給与費明細書が記載されておりますの

で、ごらん願います。 

 次に、債務負担行為に関する調書が144ページに

記載されておりますので、ごらん願います。 

 次に、地方債に関する調書でありますが、145 ペ

ージから146ページまで記載されておりますので、

ごらん願います。 

 以上で、一般会計の審査が終わりました。 

――――――――――――――――――――――― 

●大山委員長  次に、国民健康保険事業会計に入

ります。 

 147ページから 180ページまで一括して審査を行

います。 

 熊谷委員。 

●熊谷委員  152 ページの一般被保険者国民健康

保険料のところで、前年度と比較して7,545万9,000

円上がっておりますが、これはどういうことなのか

説明をお願いします。 

●大山委員長  及川課長。 

●及川市民課長  熊谷委員のご質問にお答えいた

します。 

 平成30年度からの増加ということでございますが、

平成30年度については、制度の改正に当たり道が財

政運営の主体となったことから、道で示された額を

計上したもので、実際とは若干かけ離れた数字を計

上しておりました。ちなみに、前々年度である平成

29年度の予算額は 2億 1,475万 2,000円のために、

今年度はその額の平成 29年度から比べると 13％の

減となっております。 

 また、この特別会計におきましては、歳出と歳入

の均衡を図るため、暫定的に保険料で調整している

ものであり、実数に近い金額を載せてございます。

なお、保険料につきましては、例年どおり、今後検

討し、6月議会でお諮りするものでございます。 

●大山委員長  熊谷委員。 

●熊谷委員  済みません、今の説明ではちょっと

よくわからない部分もあるんですけれども、平成30

年度の制度変化のこと、道の云々というあたりと、

それから、今後どんなふうになっていくのか、そう

いうことも含めてもう少し詳しくお願いできますか。 

●大山委員長  及川課長。 

●及川市民課長  平成30年度につきましては、国

民健康保険の財政スキームが変わったということで

従来から報告申し上げてきたところでございます。 

 従来は国民健康保険の主体は市町村でございまし

たが、小規模の自治体と保険者の財政力を一定程度

確保するために、道が市町村と一緒に保険者となる

と。その役割の中で、道が財政運営の主体になると

いうことだったものですから、平成30年度について

は、この国民健康保険料の総額、これを参考値とし

て道のほうで示された額、それをここに載せており

ます。 

 ただ、その前年度の平成29年度を比較していただ

くと、平成29年度については2億1,400万円計上し

ていて、制度が変わったことで1億1,200万円と減

額を計上しているんですが、平成31年度については

その額が示されておりませんので、実態に近いとい
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うか、決算見込みを想定して、この金額を載せてい

るということです。 

 ただ、この金額を載せて、即これが保険料の増と

か、そういうものにつながるものではないというこ

とで、あわせてご理解いただければと思います。 

●大山委員長  熊谷委員。 

●熊谷委員  市民としては、これからどんなふう

になっていくのかというところが一番心配なところ

だと思います。 

 それで、これが即、保険料につながらないという

説明なんですけど、それがちょっとどうもよくわか

らないんです。 

 運営協議会のほうで、もうそういう話が進んでい

るのか、だとすれば、平均してどのぐらい保険料が

上がるのか、そういったことをお願いします。 

●大山委員長  及川課長。 

●及川市民課長  今ご説明した中で、金額、この

保険料が1億8,000万円程度に上がったということ

で、平成30年度から7千数百万円上がった、その分

を保険料でオンするのかということではないという

ことをご理解いただければと思います。 

 ただ、保険料については、この予算とは別に、こ

の時期なものですから、交付金等不明な数値がある

ものですから、そういうものがしっかりと明確にな

り次第、今後しっかり協議しながら情報を共有させ

ていただきながら検討していきたいと思っておりま

す。 

●大山委員長  熊谷委員。 

●熊谷委員  今、不明確な部分もあって云々とい

うご説明がありましたけれども、そういう不明確な

部分がありながら、予算に、こういう形で健康保険

料というところで入れるというところに問題はない

んでしょうか。それが1点と。 

 もう一つは、市民の負担がどんなふうになってい

くのか、そこをもう少し詳しくお願いします。 

●大山委員長  及川課長。 

●及川市民課長  予算のつくり方ということで、

特別会計歳入と歳出の均衡を図るということから、

その幅を持たせるのは、国民健康保険料、この額、

この項目になります。 

 市民負担ということに関して申し上げれば、基本

的には、医療給付費がどのぐらいで推移しているか、

そして保険者がどのぐらい変更があるか、この二つ

の参酌が中心となって、今後検討させていただきた

いと思います。 

 ただ、その際については、しっかりと情報を皆さ

んと共有しながら検討をしていければなと思ってお

ります。 

●大山委員長  熊谷委員。 

●熊谷委員  もう一度お聞きしますけれども、協

議会では、もう既にこの話は出ているのか、それは

どうなんですか。 

●大山委員長  及川課長。 

●及川市民課長  運営協議会については、4 月中

に開いて、しっかりと協議させていただければと思

っております。 

●大山委員長  熊谷委員。 

●熊谷委員  一般的なやり方として、運営協議会

にかけないものをこういうふうに予算の形で健康保

険料という、そういう項目に載せるということに問

題はないというお考え方でしょうか。 

●大山委員長  及川課長。 

●及川市民課長  国保の特別会計の予算のかけ方

として、従来から、6 月議会にお諮りして保険料が

決まるという形のもので行ってきております。当初

予算においては暫定的な予算ということでご理解い

ただければと思います。 

●大山委員長  芝木課長。 

●芝木財政課長  済みません。私のほうから、予

算編成の立場として答弁させてください。 

 今、熊谷委員がご心配なされているのが、前年度

の予算と比べて本年度の予算額が余りにも差が開い

ているのではないかという、しかも上がっているの

ではないかというようなご心配だと思います。 

 それで、実際、決算見込みベースとして、平成30

年度の決算見込みの国民健康保険料としては、31年
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度のほうの予算に近い数字、いわゆる、これに基づ

いて31年度、30年度の決算見込みに基づいて31年

度の保険料の見込みを立てておりますので、そうい

った意味では、委員がご心配されるような、保険料

がドラスチックに上がるというような考え方に基づ

いた予算編成をしていないということだけはお伝え

しておきます。 

●大山委員長  よろしいですか。 

 熊谷委員。 

●熊谷委員  わかりました。ドラスチックという

のは、劇的にという意味ですかね。じゃあ、劇的に

は上がらないけど、多少は上がるかもしれないとい

うことですよね。 

 わかりました。 

●大山委員長  よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでありますから、国民健康保険事業会計

の審査を終わります。 

――――――――――――――――――――――― 

●大山委員長  次に、市場事業会計に入ります。 

 181ページから 189ページまで一括して審査を行

います。 

 よろしいですか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでありますから、市場事業会計の審査を

終わります。 

――――――――――――――――――――――― 

●大山委員長  次に、公共下水道事業会計に入り

ます。 

 190ページから 211ページまで一括して審査を行

います。 

 よろしいですか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでありますから、公共下水道事業会計の

審査を終わります。 

――――――――――――――――――――――― 

●大山委員長  次に、介護保険事業会計に入りま

す。 

 212ページから 261ページまで一括して審査を行

います。 

 よろしいですか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでありますから、介護保険事業会計の審

査を終わります。 

――――――――――――――――――――――― 

●大山委員長  次に、後期高齢者医療事業会計に

入ります。 

 262ページから 283ページまで一括して審査を行

います。 

 よろしいですか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでありますから、後期高齢者医療事業会

計の審査を終わります。 

――――――――――――――――――――――― 

●大山委員長  次に、水道事業会計に入ります。 

 1ページから25ページまで一括して審査を行いま

す。 

 よろしいですか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ないようでありますから、水道事業会計の審査を

終わります。 

――――――――――――――――――――――― 

●大山委員長  以上で、全ての審査が終わりまし

たので取りまとめに入ります。 

 本会議に報告する委員長の口答並びに文書報告の

文案につきましては、正副委員長に一任させていた

だきたいと存じますが、いかがでしょうか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 特に異議がありませんので、正副委員長に一任す

ることといたします。 

 なお、委員長の口答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搭載されますので、

結果のみの報告といたすことにしておりますので、

あらかじめお含みおき願います。 

――――――――――――――――――――――― 
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●大山委員長  次に、採決に入ります。 

 議案第14号ないし議案第20号の7議案について

は、原案のとおり可決すべきものと決定してご異議

ありませんか。 

  〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

 熊谷委員。 

●熊谷委員  今回、国民健康保険料の変更をする

ということで、さまざまな。 

  〔「国民健康保険料を変更するとは言っていま

せんよ」と呼ぶ者あり〕 

 ドラスチックには上がらないという、そういうご

説明でしたね。 

 何か、不特定発言じゃないかと思うんですけど、

どうなんですか。 

●大山委員長  芝木課長。 

●芝木財政課長  私の先ほどのドラスチックに上

がらないという言い方が、じゃあ、若干は上がるの

ではないかというふうな発言にとられたとしたら、

それは訂正いたします。 

 今回、国民健康保険の保険料の収入の予算を立て

るに当たって、あくまでも前年度、30年度の実績に

基づいて、それに一定程度の人口の落ち幅を掛けた

ものが今回の保険料の予算になります。 

 ただ、いずれにしろ、委員ご承知のとおり、保険

料というのは、協議会の審議に基づいて、31年度で

あれば30年度の国保の決算に基づいた審議で、次年

度保険料をどうするかということについての論議が

なされるはずですので、そこについては、あくまで

もこの予算というのは、毎年度のことですけれども、

前年度の決算見込みに基づいた見込みとして出させ

ていただいています。 

 ただし、平成30年度の当初予算に関しましては、

制度が今まで各基礎自治体のみで完結していた国民

健康保険、それが広域化となって、財政主体が北海

道、都道府県に移るということの制度の移行期にあ

ることから、あのような30年度の保険料の当初予算

にはなっておりましたが、実際に30年度においても、

決算見込みとしては、平成31年度の当初予算とほぼ

同額、むしろ若干上がっている、要は人口減で落と

していますから、そういったことになっております

ので、あくまでも保険料を決めるのは、これから、

30年度の実績に基づいた、これからになります。そ

れを上げる上げないということについては、私の立

場と今のこの場では申すことはできませんが、その

ような予算の中身になっているということだけはお

伝えしておきます。 

 以上です。 

●大山委員長  熊谷委員。 

●熊谷委員  基金も相当数あるというふうに思う

んですけれども、そういった基金を使って、市民負

担がふえないということもあり得るということです

か。 

●大山委員長  暫時休憩します。 

――――――――――――――――――――――― 

午前１１時１５分 休憩 

午前１１時２２分 再開 

――――――――――――――――――――――― 

●大山委員長  休憩前に引き続き、会議を再開い

たします。 

 先ほど、質問、答弁の意見の食い違いがあったよ

うですけども、ここで再度、採決を行いたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、改めて採決に入ります。 

 議案第14号ないし議案第20号の7議案について

は、原案のとおり可決すべきものと決定してご異議

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7議案については、全

会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。 

――――――――――――――――――――――― 

●大山委員長  以上で、付託議案に関する審査が

全て終了いたしました。 

 これをもって行政常任委員会を終わります。 

――――――――――――――――――――――― 



平成 31.1定付託 行政常任委員会第 1日目 

- 10 - 

   午前１１時２３分 閉会
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