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 日程第５ 議案第１号 上程・付託 

○議長（武石善治） 日程第５ 議案第１号 平成 21 年度上小阿仁村一般会計

補正予算についての件を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（鈴木義廣） 予算関係議案の１ページをお開き願います。 

 議案第１号であります。一般会計の補正予算であります。1,159 万円を追加

し、補正後の歳入歳出の予算総額を 33 億 1,412 万 6,000 円とする内容となって

おります。その詳細については、７ページ、歳入であります。 

 主なものをピックアップして説明していきたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

 13 款１項１目民生費国庫負担金であります。302 万 4,000 円の追加です。そ

の内訳としましては障害者支援制度の交付金 333 万円の増が主なものとなって

おります。次に 13 款２項 1 目民生費国庫補助金であります。△77 万 5,000 円

となっております。それぞれ増減があります。その中で大きなものとしまして

は児童福祉費の補助金であります。子育て応援特別手当交付金、これは事業執

行の訂正に伴い 136 万 8,000 円を減額しております。次のページをお開き願い

ます。４目総務費国庫補助金であります。824 万 9,000 円の追加であります。

これは全国瞬時警報システム整備ということで 824 万 9,000 円であります。同

額事業費として歳出の方にも同額の事業費を計上しております。全額国庫負担

ということになります。 

 次に 14 款１項１目民生費県負担金であります。この中で大きなものとしまし

ては、国庫の方にもありましたけれども障害者支援制度交付金、これが 166 万

5,000 円の減額、それから保険基盤安定対策には 114 万 4,000 円の減額となっ

ております。 

 次の９ページ、17 款２項１目財政調整基金繰入金、18 款１項１目繰越金であ

りますけれども、繰入金を 1,800 万円、それから繰越金を 1,730 万円減額して

おります。これにつきましては、先に９月議会におきまして、繰越明許費に係

る分を追加して補正したという形、それが過っているということでその分減額

しております。 

 次をお開き願います。11 ページ歳出の主なものを説明したいと思います。全

般的な事項でありますけれども、共済費につきましては、基礎年金拠出法の改

正に伴いまして負担率の増に伴う補正となっております。 

次の 12 ページの５目財産管理費であります。その中で大きなものとしまして

は、歳入でもありましたけれども全国瞬時警報システム設置委託料ということ

で 824 万 9,000 円の追加であります。これは地震情報等につきまして、国から

直接こちらの村の方へ連絡ありまして、それが自動的に防災無線の方に放送さ
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れるというシステムの導入であります。次に交通安全推進費につきましては、

入札差額によりましてそれぞれ減額しております。それから自治振興費、コミュ

ニティーセンター費も実績により減額しております。 

 15 ページをお開き願います。３款２項２目国民健康保険費、トータルで 203

万 4,000 円の減額となっております。その主なものとしましては 28 節の繰出金

203 万 8,000 円の減額であります。これは国保の会計に繰り出す保険基盤安定

分であります。16 ページをお開き願います。６目障害者福祉費であります。572

万5,000円の追加であります。これにつきまして扶助費572万5,000円の追加、

そのうち障害者支援費 666 万円の追加であります。これに伴いまして、先ほど

説明しました国庫、県費をそれぞれ追加しております。次に３款２項１目児童

福祉総務費 96 万 8,000 円の減額でありますけれども、そのうち、その主なもの

につきましては、19 節負担金補助及び交付金 136 万 8,000 円。歳入の方でも同

額減額しておりますけれども、執行停止に伴う減額となっております。 

 19 ページをお開き願います。４款３項１目診療費であります。339 万 8,000

円の追加であります。これは国保診療所に繰出分339万8,000円でございます。

医薬材料費、共済費、それから臨時看護師の分の繰り出し分となっております。 

 23 ページをお開き願います。９款１項２目常備消防費 209 万 4,000 円の減額

となっております。この内容につきましては、常備消防の委託料、20 年度の精

算に伴う減額となっております。それから６目防災費ではトータルで 163 万

7,000 円の減額。これは実績に基づきましてハザードマップの作成委託料が 163

万 8,000 円の減額となっております。 

 次に 24 ページをお開き願います。10 款２項１目学校管理費 64 万 6,000 円の

追加であります。その中で、18 節備品購入費で 72 万 2,000 円追加しておりま

すけれども、これが教育委員会の方の行政報告でもありましたように加湿器 11

台分の購入ということで予算計上しております。 

 27 ページの予備費につきましては、財源調整ということで 121 万 5,000 円の

減額となっております。 

 簡単ですが、以上であります。 

○議長（武石善治） これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（武石善治） 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

 議案第１号は、総務産業常任委員会に付託いたします。 

 

 日程第６ 議案第２号～日程第 14 号 議案 10 号まで上程・付託 

○議長（武石善治） 日程第６ 議案第２号 平成 21 年度上小阿仁村国民健康

保険事業勘定特別会計補正予算についての件から、日程第14 議案第10号 平
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成 21 年度上小阿仁村下水道事業特別会計への繰入れについての件まで、９件を

一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。住民福祉課長。 

○住民福祉課長（鈴木壽美子） 35 ページをお開きいただきたいと思います。

議案第２号 平成 21 年度上小阿仁村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

でございますが、227 万 1000 円を追加いたしまして、３億 9,488 万 9,000 円と

する補正予算でございます。 

内容につきましては、41 ページからとなっております。その内容は保険基盤

安定繰入金の確定による精算と、それから特別調整交付金の返還金の補正であ

ります。財源につきましては財政調整基金の繰り入れを充てて予算計上してお

りますので、よろしくご審議いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（武石善治） 総務課長。 

○総務課長（鈴木義廣） 51 ページをお開き願います。議案第３号 国民健康

保険診療施設勘定特別会計補正予算であります。補正の額については 339 万

8,000 円を追加するものであります。補正後の総額は１億 1,754 万 7,000 円と

なります。 

内容につきましては、58 ページの歳出の方をご覧いただきたいと思います。

１目一般管理費であります。それにつきまして共済費、それから補助賃金とい

うことで、臨時看護師の６カ月分を計上しております。 

 それから２款１項１目医業費につきましては 240 万円の追加であります。こ

れは医薬材料に係る分の追加となっております。この追加になった部分につき

ましては、一般会計からの繰入金ということで、前のページの方へ 339 万 8,000

円となっておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（武石善治） 杉風荘施設長。 

○特別養護老人ホーム施設長（武石辰久） 65 ページをお開きいただきたいと

思います。議案第４号 平成 21 年度上小阿仁村特別養護施設特別会計補正予算

でございます。これは歳入歳出予算のうち、歳出予算の組み替えということで

ございまして、68 ページを開いていただきたいと思いますが、歳出の一般管理

費、共済費 36 万 6,000 円と予備費マイナス 36 万 6,000 円ということでござま

すので、よろしくお願いします。 

○議長（武石善治） 建設課長。 

○建設課長（加賀谷敏明） 続きまして 75 ページをお開き願います。議案第５

号 農業集落排水事業特別会計の補正予算でございます。歳入歳出にそれぞれ

２万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を１億 844 万 8,000 円とする

補正予算でございます。 
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 内容につきましては、歳出の人件費、共済費の負担率の補正２万円。その財

源につきましては一般会計からの繰入金を２万円充てているという内容でござ

います。 

 それから次に 89 ページをお開き願います。議案第６号 下水道事業特別会計

補正予算でございます。歳入歳出に 263 万 2,000 円を追加いたしまて、歳入歳

出予算の総額を 5,727 万 3,000 円とする補正の内容でございます。 

 詳細につきましては 96 ページをお開き願います。歳出でございますけれども、

一般管理費では 8,000 円の追加でございまして、これは共済組合の負担金の増

加に伴う追加でございます。それから２目の施設管理費 262 万 4,000 円の追加

でございますけれども、これは突発的な故障によりまして施設修繕費の工事

262 万 4,000 円を追加したという内容であります。その財源につきましては前

のページでございますけれども、歳入の一般会計の繰入金 74 万 2,000 円。それ

から基金の繰入金 189 万円を充てる内容でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（武石善治） 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（鈴木壽美子） 103 ページをお開きいただきたいと思います。

議案第７号 平成 21 年度上小阿仁村介護保険事業勘定特別会計補正予算でご

ざいます。歳入歳出それぞれ 13 万 1,000 円を減額いたしまして、３億 8,828

万 8,000 円とする補正予算でございます。 

 内容につきましては、109 ページからとなっておりますので、お開きいただ

きたいと思いますが、７款の基金繰入金の中に介護従事者処遇改善臨時特例交

付金繰入金ということで、これを繰り入れますことによって保険料を減額いた

しております。 

そして、歳出の方でございますが、給付費の見込額を計上しております。そ

れと 112 ページの４款でございますが、財政安定化基金繰出金ということで 33

万円減額しておりますが、これ今年度からなくなっておりますので、それを減

額させていただいております。財源の調整につきましては予備費で調整してお

りますので、よろしくご審議いただきたいと思います。 

○議長（武石善治） 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（鈴木壽美子） 119 ページをご覧いただきたいと思います。 

 議案第８号 平成 21 年度上小阿仁村後期高齢者医療特別会計補正予算でご

ざいます。16 万 9,000 円減額いたしまして 4,239 万 9,000 円とする補正予算で

ございます。 

 内容につきましては、125 ページからとなっておりますけれども、保険基盤

安定繰入のマイナスでございまして、これは保険基盤安定が確定したことによ

ります補正となっておりますので、よろしくお願いいたします。 
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 以上です。 

○議長（武石善治） 総務課長。 

○総務課長（鈴木義廣） 議案関係の綴りの方をご覧いただきたいと思います。

１ページになります。議案第９号であります。この議案につきましては農業集

落排水事業特別会計への繰り入れということで、職員の人件費分として繰り入

れる金額を２万円追加し、総額で8,452万3,000円以内とする議案であります。 

 次のページをお開き願います。議案第 10 号であります。下水道事業特別会計

への繰り入れであります。職員の人件費及び施設修繕分として一般会計から繰

り入れる額 74 万 2,000 円を追加し、総額で 3,690 万 2,000 円以内とする議案で

ありますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（武石善治） これより質疑を行います。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（武石善治） 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

 議案第２号から議案第 10 号までは、総務産業常任委員会に付託いたします。 

 

 日程第 15 陳情 上程・付託 

○議長（武石善治） 日程第 15 陳情の件を議題といたします。 

 本定例会において受理した陳情は、お手元に配布の陳情文書表のとおりであ

りますので、総務産業常任委員会に付託いたします。 

 

 散  会 

○議長（武石善治） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

  14 時 47 分 散会 


