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議      長  これより、認定第１号平成27年度松田町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て、担当課長の細部説明を求めます。 

 説明の前に、各担当課長に申し上げます。決算審査特別委員会を設置いたし

ますので、詳細についてはそのときにお聞きしたいと思います。この本会議で

は、款項ごとに簡潔に説明をしてくださるようお願いいたします。 

 それでは、政策推進課長、お願いいたします。 

政 策 推 進 課 長  それでは、細部説明に入らさせていただきます。一般会計、歳入につきまして、

町税につきましては税務課長から、それ以外については私のほうから説明をさせ

ていただきます。また、歳出につきましては、各担当課長より説明をさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

税 務 課 長  それでは、税務課より町税につきまして説明させていただきます。20、21ペー

ジ、事項別明細書の歳入でございます。20、21ページをお開きください。款の１、

町税でございます。予算現計の計15億5,270万7,000円、その右欄の調定額は16億

6,228万4,925円、収入済額は15億7,342万3,551円で、予算と比較しますと約

2,000万円の増となっております。不納欠損額は75件で391万2,423円、収入未済

額は1,267件で8,494万8,951円で、昨年より約188万円の減となり、収納率は

94.65％になっております。前年度より0.12％の増となっております。なお、75

件の不能欠損の内訳でございますが、５年経過した消滅時効によるものが56件、

執行停止後３年経過したものが13件、徴収金を徴収することができないことが明

らかであることの即時消滅が８件でございます。 

 続きまして、税目ごとに説明させていただきます。項の１、町民税、目の１、

個人住民税です。納税義務者数6,167人、右の収入済額は６億2,577万3,575円、

収納率は95.96％となっております。町民税の個人につきましては、前年度中

の収入済額より約80万円の増となっておりますが、主な理由といたしましては

退職所得に係る所得割の増によるものでございます。 

 続いて、目の２、法人税でございます。収入済額7,902万8,300円で収納率は

98.71％です。法人税に関しましては、緩やかでありますけれども回復の動き

が続いており景気低迷から立ち直りつつあるものの、平成26年10月から法人税

割が12.4％から9.7％への税率改正により前年度比約2,600万円の減収となって



 10 

おります。 

 次に項の２、固定資産税でございます。収入済額７億8,947万1,812円、収納

率は92.91％でございます。固定資産税につきましては、前年度より約610万円

の減となっております。企業の設備投資の増により償却資産は増となっている

ものの、３年に一度の評価がえにより土地及び家屋の部分が減収となったため

です。 

 次に項の３、軽自動車税です。収入済額2,020万7,000円、収納率は94.66％

です。対前年度比56万円の増となっております。燃費がよい、税金が安いとい

った低維持費による理由により、乗用軽四輪車の登録台数の増によるものでご

ざいます。ちなみに、全体的には82台の増となっております。 

 次に項の４、町たばこ税です。収入済額5,797万364円です。たばこ税につい

ては、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が町内の小売販

売業者に売り渡したたばこに対し、製造者販売業者等に課します。１箱約430

円のたばこ１箱に対して105.24円が町の税収となります。対前年度比約290万

円の増で、平成26年４月からの消費税増税に伴う値上げ等により、平成26年度

は購入本数が減少となったものの、平成27年度においては若干でありますが購

入本数がふえたことによるものでございます。 

 以上で税関係の説明を終わらせていただきます。 

政 策 推 進 課 長  それでは、それ以降の部分について、私のほうから説明をさせていただきます。 

 22ページをお開きください。地方譲与税から御説明をさせていただきます。 

 節１、自動車重量譲与税でございます。自動車の重量税を原資として、市町

村道の延長及び面積によって按分して配分されるものでございます。 

 続きまして、地方揮発油譲与税。ガソリン等に課税される国税で、県指定都

市58％、市町村42％をこちらも市町村道の延長と面積で按分されるものでござ

います。 

 利子割交付金。利子課税20％は、所得税15％と利子割５％として徴収される

ものでございます。利子割の一部、57％が個人県民税の収入率の割合で、県か

ら市町村に交付されるものでございます。 

 １つ飛びまして、株式等譲渡所得割交付金でございます。株式等譲渡所得課
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税５％が県税として徴収されるものでございます。その99％のうち５分の３を

市町村へ交付するものでございます。 

 続きまして、地方消費税交付金。消費税は、国分の6.3％と合わせまして地

方分1.7％が徴収されております。地方分の２分の１が都道府県に、残りの２

分の１は国勢調査人口と経済センサスによる従業者数の割合で市町村に配分さ

れることになっております。引き上げ分については、社会保障４経費、年金、

医療、介護、少子化対策に充てられるもので、松田町では8,626万4,000円が充

たってございます。 

 １ページおめくりください。節１、ゴルフ場利用税交付金でございます。県

が収納しましたゴルフ場利用税の10分の７を交付標準税率としまして、交付さ

れるものでございます。利用者１人800円でございます。 

 続きまして、節、その下、自動車取得税交付金でございます。県に納入され

ました自動車取得税の66.5％を市町村に、28.5％を指定市に配分されるもので

ございます。それぞれ市町村道の延長と面積によって交付されるものでござい

ます。 

 続きまして、地方交付税８億2,025万1,000円でございます。地方交付税、原

資は国税のうち所得税が33.1％、酒税50％、消費税22.3％、たばこ税は今回除

外となっております。地方法人税全額が充てられております。こちらは、27年

度分から内訳が変更されております。 

 特別交付税につきましては、普通交付税では措置されない個別緊急の財政需

要に対する財源不足に見合った額として算定され、交付されるものでございま

す。 

 決算書412ページに詳細ございますけれども、基準財政需要額としまして22

億7,089万7,000円、基準財政収入額としましては14億8,141万8,000円となって

ございます。 

 続きまして、交通安全対策特別交付金でございます。道路交通法の反則金の

収入相当額から手数料を控除した額を地方公共団体における道路交通安全施策

の設置及び管理に要する経費に充てられるため、国から交付されるものでござ

います。 
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 １ページおめくりください、26ページです。総務管理負担金の庁舎管理負担

金でございます。こちらにつきましては、上水道の企業会計職員の庁舎管理負

担分を収入してございます。 

 その下段、保育所運営費負担金。備考欄、保育所運営費負担金現年度分でご

ざいます。松田町保育所徴収基準額の70％を保育料として徴収させていただい

ております。 

 その下段、児童福祉費負担金現年度分、470万7,750円につきましては、学童

保育保護者負担金でございます。利用者としまして、松田町70人、寄12人でご

ざいます。 

 その下段、十文字橋償還費負担金414万3,000円でございます。十文字橋起債

償還に対する開成町の負担金を歳入させていただいております。27年度末で3,

543万9,981円でございます。こちらにつきましては、平成31年３月までの償還

となってございます。 

 続きまして、使用料及び手数料、使用料、総務使用料、節の２、町営臨時駐

車場使用料。備考欄、町営仲町屋臨時駐車場使用料456万6,000円につきまして

は、仲町屋の駐車場の収入でございまして534台、それと小山町の分を24台、

収入してございます。 

 その下段、町営臨時駐車場使用料につきましては、ＪＲ松田駅前の臨時駐車

場でございます。延べ２万4,753台の駐車料金でございます。 

 その下段、備考欄、その下段にございます町営住宅使用料現年度分541万8,8

00円につきましては、現在68戸分の歳入でございます。 

 その１つ飛びまして、行政財産目的外使用料291万451円につきましては、庁

舎３階にございますドコモのアンテナ182万6,676円、また分庁舎の貸付料94万

897円が主なものでございます。 

 続きまして、ドッグラン使用料でございます。駐車場使用料としまして292

万4,500円につきましては、5,849台分の駐車料金でございます。ドッグランの

入園料につきましては、大人１万646人、子供1,118人、それから犬8,483頭の

収入でございます。 

 続きまして、その下段、寄ロウバイ園使用料、寄のロウバイ園の入園料とし
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て345万9,000円につきましては、１万2,408人分の入園料でございます。 

 その下段、西平畑公園駐車場使用料につきましては、桜まつり、きらきらフ

ェスタなど２万1,856台の駐車場料金を収入してございます。 

 １枚おめくりください。28、29ページでございます。上段、土木使用料のう

ち、備考欄の道路占用料でございます。98万7,510円につきましては、電柱、

電線等の使用料でございます。９企業でございまして、ＮＴＴ、東電、東京ガ

スが主なものでございます。 

 続きまして、教育使用料、節の２教育施設使用料。備考欄、保育園保育料87

4万9,500円につきましては、延べ1,458人、基本料金6,000円でございます。月

平均で121人。その下段、預かり保育料につきましては、預かり保育669件を歳

入してございます。 

 続きまして、手数料です。総務手数料、徴税費手数料から戸籍住民基本台帳

手数料につきましては、いわゆる仮ナンバーから戸籍住民票関連の手数料を収

入してございます。 

 続きまして、衛生手数料、清掃手数料の備考欄中段、し尿処理手数料現年度

分につきましては、現在159世帯の使用料でございます。 

 １枚おめくりください。30ページ、31ページ。国庫支出金、国庫負担金、民

生費国庫負担金でございます。節の１、障害者福祉費国庫負担金。備考欄上段

にございます障害者自立支援給付費等負担金845万、8,451万5,306円でござい

ます。済みません。総合支援法に基づきます障害福祉サービス等給付費に係る

国庫の負担金でございます。 

 続きまして、その下段備考欄、保育所運営費国庫負担金4,166万8,333円につ

きましては、民間保育所運営費委託料に係るこちらも国庫負担金で基本額の２

分の１を歳入してございます。 

 １つ飛びまして、児童手当国庫負担金9,524万1,665円につきましては、児童

手当は原則中学生までの児童につき１万円、３歳未満と第３子以降は１万5,00

0円を支給されるものでございます。支給総額の70％を国が負担、残り30％を

県と町で負担するものでございます。 

 続きまして、民生費国庫補助金。節の２、子ども・子育て支援国庫交付金、
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備考欄、子ども・子育て支援国庫負担金961万5,000円につきましては、子育て

支援センターやファミリーサポート、学童保育などの事業費に係る国庫補助金

でございまして、国・県３分の１ずつを負担するものでございます。 

 その下段、臨時福祉給付金事業費補助金1,002万円につきましては、課税者

の扶養となっていない生活保護の受給も受けていない非課税者が対象でござい

まして、1,670人掛ける6,000円となってございます。 

 １ページおめくりください。32、33ページです。ここにございましては中段

にございます土木費国庫補助金の土木費国庫補助金。備考欄、社会資本整備総

合交付金でございます。こちらにつきましては、自由度が高く創意工夫を生か

せる総合的な交付金として平成23年度に創設されております。町道の舗装・補

修、それから橋梁長寿命化、狭隘道路の整備促進、また町営住宅の解体工事な

どに充当してございます。 

 その下段、総務費国庫補助金の節の３、総務管理費国庫補助金。こちらにつ

きましては、昨年初めてできたものでございまして、地域創生の地域消費喚

起・生活支援型としましてはプレミアム商品券を発行し、またその下段、地域

住民生活等緊急支援のための交付金としましては、学校のＩＣＴ、それから松

田・寄村合併60周年記念事業に充当してございます。 

 １枚おめくりください。34、35ページでございます。目の民生費委託金、節

２、国民年金費委託金。備考欄、国民年金事務委託金320万2,913円につきまし

ては、国民年金法に基づき、年金事務を円滑に行うための事務費の交付金でご

ざいます。 

 その下段、市町村移譲事務交付金191万3,625円につきましては、県の人件費

相当分で換算した単価を乗じて得たものでございます。権限関係の交付金とし

まして28項目、経由関係としまして８項目がございます。主な事務でございま

すけども、権限につきましては動物の死体の収容、それから鳥獣捕獲の許可等

がございます。また、経由事務といたしましては、開発行為に係る経由事務、

町立学校教員の教職員免許状の授与・出願等に係る事務が充てられております。 

 その下段、障害者自立支援給付費等負担金でございます。総合支援の障害サ

ービス等給付に係る県の負担分で４分の１となってございます。 
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 ２つ飛びまして、備考欄、保育所運営費負担金2,083万4,167円につきまして

は、民間保育所運営費委託料に係る県の負担金でございます。４分の１でござ

います。 

 続きまして、その少し下段になります児童手当負担金2,117万6,665円につき

ましては、国庫負担金同様、児童手当に対する県の負担金で、おおむね15％と

なってございます。 

 その下段、市町村自治基盤強化総合補助金でございます。橋梁長寿命化事業

や空き店舗対策、学校ＩＣＴ整備事業に対して交付を受けております。 

 続きまして、水源環境保全・再生施策市町村交付金2,119万円につきまして

は、県民税均等割に1,000円、超過課税としまして300円、所得割４％でござい

ます。地下水調査に180万、河土川整備380万、地域水源林630万円と充当して

ございます。 

 市町村事業推進交付金につきましては、それぞれの地域の実情に応じて実施

する事業に要する経費に対しまして、県の予算の範囲内で交付金を交付される

ものございます。障害者地域生活支援関連事業、青少年教育推進事業、鳥獣保

護管理対策事業などに充てられてございます。 

 １ページおめくりください。36ページ、37ページです。ここでは、節の４、

児童福祉費補助金、備考欄２つ目にございます民間保育所の運営費補助金でご

ざいます。民間保育所の運営を県と共同で補助しております。 

 １つ飛びまして、小児医療費助成事業補助金。子育て支援センターやファミ

リーサポート、学童保育などの事業に係る補助金でございます。国・県３分の

１でございます。 

 １つ飛びまして、備考欄、災害救助費市町村交付金66万円につきましては、

東日本大震災の被災者住宅の経費に充当してございます。当初８世帯、25名お

りましたけども、年度末に転居されまして現在のところゼロでございます。 

 続きまして、目、農林水産業費補助金、節の２、林業費補助金。備考欄、水

源の森林づくり協力推進事業補助金でございます。36年以上の樹木に対しまし

て伐採する際、県80％が歳入されます。昨年は10.84ヘクタールでございまし

た。 
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 続きまして、商工費補助金の節の３、観光費補助金。県西地域ウォーキング

コース整備補助金299万2,000円につきましては、最明寺史跡公園のトイレと案

内板に充当してございます。 

 その下段、地籍調査費補助金877万5,000円につきましては、平成25年より事

業展開をしてございまして、27年度につきましては中沢・沢尻地区12ヘクター

ルの測量を行っております。 

 最下段、市町村減災推進事業費補助金105万3,000円につきましては、３分の

１の補助でございまして、防塵めがね、マスク、６分団の可搬ポンプ等に充当

してございます。 

 １枚おめくりください。38、39ページです。項の３、県委託金、目、総務費

委託金の節３、県税徴収委託金。備考欄、個人県民税徴収委託金につきまして

は、納税義務者5,805人の単価3,000円でございます。また、過誤納の還付按分

がございます。 

 続きまして、財産収入でございます。目の１、財産貸付収入。備考欄、土地

貸付収入3,311万3,886円につきましては、チェックメイト91万6,948平米が主

なものでございます。 

 １枚おめくりください。目の１、一般寄附金、節、一般寄附金。備考欄、ふ

るさと寄附金でございます。いわゆる、ふるさと納税でございます。昨年７月

よりインターネットにより受付を開始したところ、予想を上回る寄附がござい

ました。4,783件の実績でございます。また、財政調整基金の繰入金としまし

て１億4,000万を繰り入れてございます。 

 備考欄、最下段、町税延滞金につきましては、納期限の翌日から納付日まで

の期間の日数に応じ、平成27年１月１日からは9.1％を税額に乗じた金額でご

ざいます。主なものは、固定資産税でございます。 

 １枚おめくりください。42、43ページでございます。中段にございます項の

５、事業収入、目、介護予防サービス計画費収入でございます。備考欄、介護

予防サービス計画費収入としまして297万6,540円、地域包括センターで介護予

防支援事業を行っており、その業務に対する介護の報酬収入でございます。１

件につき4,300円でございます。 
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 続きまして、雑入でございます。節の２、配分金。備考欄、松田町外二ケ町

組合配分金でございます。二ケ町の配分金950万を以下の割合に応じて配分す

るものでございます。松田町としては１万分の6,762、大井町が１万分の1,813

開成町におきましては１万分の1,425となってございます。 

 その下段、市町村振興協会市町村交付金につきましては、サマージャンボ、

オータムジャンボなどの宝くじの収益金を配分40％が均等割、平等割として2

0％、人口割40％で交付されるものでございます。 

 続きまして、その下段、市町村振興協会市町村助成金100万につきましては、

今回限りでございますけども、マイナンバー法の改正、それから行政不服審査

法の法改正に対する補助でございます。 

 １枚おめくりください。最上段、備考欄の雑入1,500万余でございますけど

も、一番大きなものとしましては足柄上地区資源循環型処理施設整備調整会議

事務局へ職員を出向させておりますので、その人件費が約650万、それから西

平畑公園関連光熱費としましてハーブ館の電気料、一度町が支出したため、そ

の歳入で約200万、それからふれあい農園の地代としまして報徳農場から一括

歳入が約70万、これらが主なものでございます。 

 続きまして、備考欄、その下段にございます消防団員退職報償金基金収入に

つきましては、退職消防団員12名分の退職金につきまして退職報償基金からの

収入とさせていただいています。 

 続きまして、その１つ飛んで、ＬＥＤ照明導入促進事業補助金614万7,000円

につきましては、防犯灯1,143基の導入に伴う補助金でございます。 

 またその下段、地域防災組織育成助成金につきましては、宝くじ収入基金が

原資となってございまして、防火衣８着分を各分団に配備してございます。 

 歳入につきましては、以上でございます。 

議 会 事 務 局 長  それでは、歳出について御説明申し上げます。 

 ページ、46ページ、47ページをごらんください。款、項、目ともに議会費で

ございます。予算現額9,352万4,000円、支出済額9,256万3,169円、不用額96万

831円となりました。26年度決算と比較し、210万3,471円の増額となりました。

備考欄をごらんください。増額になった主な理由は、議員報酬及び手当で、議
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員期末手当は選挙により新たに４名の方が議員となり、期末手当の期間率が下

がり176万4,100円の減額となりましたが、統一地方選挙の年であったため、議

員共済会負担金の負担率が上がり、392万4,000円の増額となったものでござい

ます。また、職員給与費の中で、地域手当29万4,024円の支出があり、昨年度

の決算との相違点となってございます。以上で説明を終わらせていただきます。 

参事兼総務課長  続きまして、48、49ページをお開きください。款の２、総務費、項の１、総務

管理費、目の１、一般管理費について説明いたします。予算現額４億1,465万

6,000円、支出済額４億1,231万7,169円、不用額190万2,831円でございました。

この目については、特別職と総務課等の職員の給与費、職員管理に関する経費、

あるいは法律相談、情報公開に関する経費等を支出してございます。主なものと

しましては、備考欄、01、職員人件費に要する経費、0101、職員給与費、その給

与から負担金補助及び交付金までのところで、特別職２名分、総務課、政策推進

課、出納室、税務課、町民課の職員合わせて39名分の給料等を支出してございま

す。 

 中段やや下、02、一般管理事務に要する経費でございますが、町の表彰関係、

町長交際費、職員健康診断、条例検索システム、産業医報償、弁護士相談事業、

情報公開に関する経費を支出してございます。弁護士報償では、毎月の法律相談

分として96万円、そのほかで756万円が支出されてございます。これは、寄のキ

ャンプ場で起きました転落事故に関して賠償請求、県・町、それとそのキャンプ

場に請求された事案がございましたが、それに係る弁護士費用でございます。訴

えについては、棄却され確定してございます 

 次のページをお願いいたします。次のページ中段、13の委託料、1,165万8,2

89円でございますが、職員健康診断委託料以下、庁舎の夜間警備、町例規検索

システム保守、市町村電子自治体共同運営等の委託料、合わせて９本分をごら

んのとおり支出してございます。 

 その１つ飛ばして下、19、負担金補助及び交付金では、県町村会負担金ほか、

７団体等に負担金並びに補助金を交付いたしました。 

 その下、0202、職員研修事業でございますが、職員の資質向上等に努めるた

め、県市町村振興協会負担金、次のページをおめくりいただきまして、市町村
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職員中央研修所職員研修負担金等に支出してございます。 

 続きまして、情報公開制度運営事業費でございますが、これは上郡５町で共

同運営してございますが、情報公開並びに個人情報保護に関する審査会等の委

員報酬ほか、費用を支出してございます。以上でございます。 

政 策 推 進 課 長  続きまして、文書広報費になります。こちらにつきましては、主に広報まつだ

の発行に伴うものでございます。８、報償費の町広報配布謝礼につきましては、

各自治体や世帯数に応じて配布をさせていただいております。また、中段にござ

います印刷製本費、広報まつだ、それからおしらせ号23回分の印刷費でございま

す。広報は104ページ、カラー29ページ、白黒75ページを作成しております。ま

た、使用料及び賃借料の自治体データ放送使用料につきましては、ＴＶＫのデー

タ放送分でございます。また、ヘリコプターの借上料として６万4,400円、イル

ミネーション、それから桜まつりのときにヘリコプターを飛ばしております。そ

の動画は、ホームページのほうへ既にアップさせていただいております。 

 続きまして、0102、まつだフォトコンテスト開催事業の経費でございます。

昨年は159件の応募がございました。 

 続きまして、財政管理費でございます。こちらにつきましては、賃金の臨時

雇用賃金72万8,200円が主なものでございまして、平成29年度に公表します新

公会計制度に伴う支援員の賃金でございます。 

 １枚おめくりください。備考欄下段に、財政調整基金積立金利子分として７

万9,966円を計上してございますが、財政調整基金につきましては、27年度末

で２億8,458万9,815円となってございます。以上です。 

会計管理者兼出納室長  続きまして、目の４、会計管理費でございます。予算現額37万8,000円に対し

まして、支出済額36万4,412円、不用額は１万3,588円となりました。備考欄をご

らんください。会計事務に要する経費の主な内容は、節11、需用費の印刷製本費

６万588円で、金融機関とのやりとりに使います収支日報報告書及び納入通知書

の印刷に要したものです。節12、役務費、手数料は21万514円ですが、主な内容

としまして、指定金融機関さがみ信金さんの派出事務手数料19万4,400円、また

残高証明書発行手数料１万6,114円でございます。以上でございます。 

参事兼総務課長  続きまして、目の５、財産管理費について御説明申し上げます。予算現額
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4,879万4,000円、支出済額4,542万7,341円、不用額336万6,659円でございました。

この目では、役場庁舎の管理、町有財産の管理、庁用車等の管理経費を支出して

ございます。備考欄、0101、財産管理経費の主な支出としましては、節の13、委

託料でございますが、町有林整備委託料388万8,000円、県の補助事業で水源環境

保全・再生施策市町村交付金を使い、整備したものでございます。場所は、チェ

ックメイトカントリークラブ周辺の23.26ヘクタールの測量調査及び三廻部林道

沿いの秦野市境３ヘクタールの杉を、これは間伐を実施させていただきました。

その３段下、公有財産台帳更新委託料421万2,000円でございますが、これも公

会計制度導入に伴う委託でございます。 

 続きまして、0102、庁用車管理経費でございます。総務課で管理してござい

ます６台分の庁用車の管理経費を支出してございます。主なものとしては、報

酬で運転手１名分263万7,615円。それから次のページおめくりください。上か

ら４段目、自動車賃借料でございます。208万7,181円、自動車２台分をリース

してございます。 

 次に、0103、庁舎管理経費でございます。節の11、需用費の中の光熱水費は

616万9,998円、庁舎等の電気水道料等を支出してございます。修繕料272万2,3

98円の主なものとしては、庁舎の自動ドアの修繕に係るもので、これが242万4,

600円ほどかかってございました。その下、13、委託料、主なものとしては、

電気保安業務、エレベーターの点検や保守、清掃など庁舎管理法定業務等委託

料として一括委託してございます。784万800円でございます。 

 続きまして、0104、町営臨時駐車場管理経費は、仲町屋の月極駐車場とＪＲ

松田駅北口にあります町営臨時駐車場の管理にかかった経費でございます。 

 次のページをお願いいたします。一番上ですね、工事請負費として町営臨時

駐車場の整備工事288万2,898円支出してございます。これは、その前年に壊し

ました部分を、町営住宅を壊しました部分を臨時駐車場として整備したもので

ございます。 

 次に目の６、住宅管理費について御説明申し上げます。予算現額1,146万円、

支出済額1,048万6,821円、不用額97万3,179円でございました。この目では、

町営住宅90戸の住宅管理に係る経費を支出しており、主な支出としましては、
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節14、使用料及び賃借料727万2,557円、住宅敷地借地料として支出してござい

ます。続きまして、工事請負費199万6,920円、町営住宅の解体工事として沢尻

住宅２棟、仲町屋住宅１棟の３棟を解体いたしました。ちなみに、入居戸数で

すが68戸でございます。以上でございます。 

政 策 推 進 課 長  続きまして、企画費でございます。企画費、主なものとしまして、中段にござ

いますふるさと寄附金返礼品発送等委託料でございます。こちらにつきましては、

業者への委託料が12％プラス税でございます。それと返礼品はおおむね30％程度、

それと発送料がこの中の主なものでございます。昨年、足柄牛につきまして

2,877件、ミカンが1,896件、キウイ383件、珍しいものとしましてヘリコプター

が13件、返礼品としてございます。 

 １枚おめくりください。最上段の足柄上地区地下水保全連絡会議負担金でご

ざいます。県の補助金を10分の10使ってございます。水源環境保全・再生施策

市町村交付金でございまして、足柄上１市５町で地下水の連続モニタリングを

しているとこでございます。 

 続きまして、0103、自治体交流事業につきましては、主なものとして、11月

15日、横芝光町で行われました産業まつりの参加委託料が主なものでございま

す。 

定住少子化担当課長  定住少子化対策支援事業の決算額につきましては、総額663万9,090円でござい

ます。８、報償費につきましては４万1,000円で、主に大学連携、そして司法書

士会に対する謝礼金でございます。11、需用費28万1,400円、こちらのほうは主

に印刷製本費としまして大学連携をしたパンフレット作製業務の費用でございま

す。13、委託料につきましては、平成27年度より開始しました縁結びサポート事

業委託料10万円でございます。19、負担金補助及び交付金につきましては、621

万2,000円でございます。内訳としましては、住宅取得促進奨励金21件、210万で

ございます。同じく27年度より開始いたしました二世帯同居等支援奨励金につき

ましては、同居が３件、近居が12件、計15件で330万の支出決算でございます。

同じく27年度より、ふるさと松田同窓会助成費用としまして19件、81万2,000円

でございました。以上です。 

政 策 推 進 課 長  続きまして、0201、国際交流事業でございます。委託料、国際交流事業推進支
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援業務委託料269万円につきましては、まつだ観光まつり、産業まつり、桜まつ

りに外国人をお呼びしたり、英会話カフェを開催させていただいております。ま

た、アメリカ大使館の即売会にミカンの販売を行っております。そして、国際交

流協会立ち上げの調査・研究等を行ったものでございます。 

 １ページおめくりください。続きまして、03、松田町・寄村合併60周年記念

事業に要する経費362万7,885円と、下段04にございます、まち・ひと・しごと

創生総合戦略等策定に要する経費394万2,000円につきましては、地方創生の先

行型の交付金を充てております。10分の10でございます。 

 それでは、0301、松田町・寄村合併60周年記念事業につきまして、報償費の

成人式出演者謝礼金につきましては、１月10日、成人式の日にふるさと大使で

ございます山崎一さんの講演をいただいております。また、講演会謝礼金の５

万円につきましては、寄地区におきます里地里山資本主義の可能性を考える講

演会として藻谷浩介様をお呼びしております。 

 続きまして、節の13、委託料、記念コンサート業務委託料32万4,000円につ

きましては、敬老会の日にですね、９月27日の敬老会の日に、ふるさと大使で

ございます北川大介さんのコンサートを催してございます。また、その下段、

記念講演委託料30万円につきましては、地方創生に伴います講演会、樋渡さん

をお呼びしまして開催し、また、２月20日、みんなの学校の上演会時に教育講

演としまして、榊原洋一さんをお呼びしてございます。また、その下段、備品

購入費23万40円につきましては、広報縮刷版の制作のためのスキャナーを購入

させていただきました。また、0401、まち・ひと・しごと創生総合戦略等策定

事業につきましては、一連の地方創生交付金はこの総合戦略に位置づけられた

ものが事業対象となることから、昨年、作成をさせていただきました。以上で

ございます。 

参事兼総務課長  次に、目の８、町政連絡費について御説明申し上げます。予算現額1,585万

6,000円、支出済額1,570万6,669円、不用額14万9,331円でございました。この目

は、行政協力委員と自治会に係る経費でございます。主なものとしましては、節

の１、報酬、行政協力委員26名分、各自治会長さんに行政協力委員として報酬を

お支払いしてございます。その最下段、19、負担金補助及び交付金、地域コミュ
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ニティ活動交付金として1,076万655円、これを26の自治会にそれぞれ交付させて

いただいております。以上でございます。 

教 育 課 長  最下段になります、目９、町民文化センター管理費です。予算現額4,051万

4,000円、支出済額3,673万3,044円になります。主な支出といたしましては、次

の65ページをお願いいたします。0102、施設管理経費の11の需用費、燃料費並び

に光熱水費265万9,078円、879万9,531円が主なものでございます。13の委託料、

町民文化センターの施設管理に係る法定点検等の委託料で、委託料総額で1,331

万9,293円を支出してございます。需用費の光熱水費を含めまして、文化センタ

ーの維持管理に係る経費の主なものでございます。下段のほうへ行きまして、15、

工事請負費では、非常用放送アンプの改修、エレベーターの改修工事に484万

4,448円を支出いたしております。その下段、0103、自主事業経費につきまして

は、松田町の小中学生を対象に芸術鑑賞として中国雑技団をお呼びし、演技を鑑

賞いたしました。参加人数については約600名でございました。97万9,257円を支

出しております。以上です。 

政 策 推 進 課 長  続きまして、電算管理費でございます。１ページおめくりください。66、67ペ

ージでございます。上段、委託料にございます共同化アウトソーシング委託料に

つきましては、住民基本台帳をもとに大量出力をします納付書等の印刷代でござ

います。個人町県民税、固定資産税、軽自動車税が主なものでございます。また、

その下段、住民情報システム設定委託料につきましては、住民基本台帳システム

が使えるよう設定をお願いしたもので８台分でございます。また、使用料及び賃

借料の電算端末機器賃借料につきましては、住民基本台帳用の帳票読み取り装置

ほかの賃借料でございます。また、事務用備品としまして、住民基本台帳用のパ

ソコン11台を購入させていただいております。 

 続きまして、神奈川県町村情報システム共同事業組合負担金につきましては、

県下13町村で32業務を共同で行っております。松田町につきましては、平成28

年２月から介護システムを導入させていただいております。 

 続きまして、0102、財務会計端末機器関係の13、委託料、電算端末機器等保

守委託料につきましては、財務会計システム及びプリンターの保守委託料でご

ざいます。 
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 続きまして、中段、委託料、ファイアウォール環境構築委託料としまして、

176万400円につきましては、28年１月からマイナンバーの利用に伴いますセキ

ュリティ確保のため、ファイアウォール機能を追加したものでございます。 

 その19、負担金補助及び交付金、県市町村電子自治体共同運営協議会負担金

98万8,813円につきましては、神奈川県市町村共同で行っております電子申請、

施設予約システムの協議会の負担金でございます。 

 それから、0104、庁内ＬＡＮ関係の中で、下から２つ目、12の役務費、通信

運搬料284万3,424円につきましては、財務会計システムを幼稚園・小・中学校

などの施設で使用するためのＷＡＮ、回線使用料が主なものでございます。 

 １枚おめくりください。68、69ページ、最下段にございます備品購入費につ

きましては、パソコン７台を購入させていただいております。以上です。 

参事兼町民課長  それでは、目の11、寄出張所費についてです。予算現額488万2,000円、支出済

額469万7,033円、不用額は18万4,967円となっております。寄出張所の施設の維

持管理を含めた運営経費ということになります。支出の主なものといたしまして

は、中段の節の28、繰出金、診療所特別会計の繰出金348万9,000円です。これは、

診療所特別会計で支出しています出張所との兼務職員１名分の給与の一部を一般

会計から診療所会計へ繰り出すものでございます。そのほかの支出といたしまし

ては、電気料、コピー機の賃借料、夜間等の警備委託料、電話料等の施設の管理

経費ということになっております。以上です。 

安全防災担当課長  続きまして、目12、交通防犯安全対策費について説明いたします。予算現額

計1,068万8,000円、支出済額957万8,350円、不用額110万9,650円です。この目

は、交通安全対策と防犯活動にかかわる経費を支出しております。 

 １枚おめくりください。主な事業といたしまして、71ページ、備考欄上段、

0103、交通安全啓発事業では、県道711号と仲町通りとの交差点、横断歩道へ、

児童の登下校時に交通指導員３名を交代で配置するなどの事業を実施いたしま

した。 

 次に、0105、防犯活動事業では、454万7,584円を支出いたしております。主

な支出といたしまして、節11、需用費の光熱水費191万8,664円は、防犯灯の電

気料として、節14、使用料及び賃借料では、ＬＥＤ防犯灯リース料として156
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万1,020円を支出しております。以上です。 

政 策 推 進 課 長  続きまして、目13、地域交通対策費でございます。主なものとしまして、19、

負担金補助及び交付金、乗合バス運行事業補助金346万5,413円につきましては、

新松田から寄までの枝線乗り入れが３便、また増便を１便、金曜日22時40分発の

増便を１本入れております。 

 １枚おめくりください。バス通学定期券助成事業補助金としまして、町それ

から業者、本人の３分の１の負担でございます。現在、68人の方が利用され、

50％が高校生でございます。 

 その下段、高齢者バス定期券助成事業補助金につきましても、３分の１の負

担でございます。現在、129名が利用されておりまして、寄116名が御利用され

ております。１人7,200円の負担となっております。以上でございます。 

議      長  暫時休憩といたします。10時30分より再開いたします。   （10時15分） 

議      長  休憩を解いて再開いたします。              （10時30分） 

 ページ、72ページ、総務費、徴税費の担当課長の説明を求めます。 

税 務 課 長  項の２、徴税費、目の１、税務総務費でございます。予算現額181万円、支出

済額154万2,674円、不用額26万7,326円でございます。支出の主なものといたし

ましては、節の７、賃金で、確定申告時や税の賦課事務などの繁忙期に雇用して

います臨時雇用賃金３名分108万7,815円と、備考欄、0102、庁用車管理経費の９

万2,889円でございます。その次の0103、固定資産評価審査委員会に係る経費で

ございますが、昨年度は１回開催し、固定資産税の課税状況や縦覧、閲覧の実績

報告をさせていただきました。 

 次に目の２、賦課徴収費、予算現額2,057万円、支出済額1,871万8,987円で、

不用額は185万1,013円となっております。支出の主なものは、備考欄の0101、過

誤納還付金及び還付加算金の527万8,547円でございます。これは、地方税法第17

条などで定める過誤納還付や還付加算金で、個人の修正申告や法人の決算の状況

により発生したものを還付したものでございます。次に、0102の収納対策事業に

関する経費ですが、収納対策員１名分の報酬などで184万6,560円でございます。

次に、0103、固定資産評価事業のうち、次の75ページの固定資産評価業務委託料

405万円につきましては、平成30年度の評価がえに向けて、標準宅地にかかわる



 26 

路線価などを算出する業務で、正確な課税のための資料作成を委託したものでご

ざいます。以上でございます。 

参事兼町民課長  次に、項の３、目の１、戸籍住民基本台帳費でございます。予算現額2,603万

1,000円、支出済額2,285万4,406円でございます。次の繰越明許費271万7,000円

につきましては、地方公共団体情報システム機構にお支払いをする個人番号カー

ドの関連事業費分で、額の確定に時間を要するため、国から繰越明許費に取り扱

うよう通知がありましたので、繰越明許費とさせていただいております。主なも

のといたしましては、備考欄、0101、一般事務経費の中の節の13、委託料のうち

24年10月から開始いたしました広域証明発行サービス委託料でございますけれど

も、この制度を利用された方は168件でございます。 

 次に、次のページになります。0102、住民基本台帳ネットワークシステム管

理経費638万7,844円につきましては、住基ネットの端末機器賃借料が主なもの

となってございます。 

 次に0103、戸籍電算システム管理経費1,729万9,008円、これにつきましては

23年11月から導入いたしました戸籍の電算化に伴います管理経費で、機器の賃

借料と運用保守料が主なものでございます。 

 次に0104、個人番号制度の管理費、個人番号通知カードと個人番号カードの

発行のための経費でございます。これについては、カード発行のための事務用

品と事務を請け負っております地方公共団体情報システム機構への負担金323

万5,000円になりますが、これら経費につきましては、ほぼ国の補助金で賄わ

れてございます。８月末現在の発行枚数については、921人の方に個人番号カ

ードを発行してございます。以上です。 

参事兼総務課長  次に項の４、選挙費、目の１、選挙管理委員会費について説明いたします。予

算現額87万1,000円、支出済額34万5,652円、不用額52万5,348円。この目は、選

挙管理委員会、委員さん４名分の報酬のほか、事務経費を支出してございますが、

最下段、19、負担金補助及び交付金、選挙システム改修費負担金14万9,167円、

これは選挙年齢が18歳に引き下げられることに伴うシステム改修、これを神奈川

県町村情報システム共同事業組合に負担金として支払っております。この金額が

ですね、当初に比べ、国・県の補助金がいただけることになり、それが直接組合
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のほうに交付されました。それに伴って、町の負担金がこの金額になったという

ことで、不用額が大分大きくなったものでございます。 

 次のページをお願いいたします。78、79ページでございます。目の２、県知

事及び県議会議員選挙費について御説明申し上げます。予算現額512万円、支

出済額433万1,580円、不用額78万8,420円でございました。昨年４月12日に執

行された県知事と、結果的には無投票でございましたが県議会議員選挙にかか

った経費でございます。主な支出は、期日前投票及び投開票事務に係る投票管

理者・立会人への報酬、職員の選挙事務従事者に対する手当でございます。 

 次に、目３、町議会議員選挙費について御説明いたします。予算現額901万9,

000円、支出済額757万8,063円、不用額144万937円でございました。昨年９月

に執行しました議会議員選挙に係る経費で、主なものとしては期日前投票を含

む投開票事務に係る投票管理者・立会人への報酬、職員の事務従事者に対する

手当でございます。説明は以上です。 

政 策 推 進 課 長  続きまして、統計調査費でございます。支出済額501万948円でございますが、

こちらにつきまして県委託金でほぼ満額の500万5,050円を歳入しているとこでご

ざいます。主なものとしまして、昨年は国勢調査が行われたため、中段にござい

ます報酬、国勢調査指導員・調査員報酬でございます。調査員が56名、指導員が

99名でございました。松田町の調査区につきましては、87調査区でございます。

ちなみに、平成22年の国調で１万1,676人、平成27年速報値でございますが１万

1,162人、514人の減少となっております。 

 続きまして、１ページおめくりください、82、83ページ。監査委員費でござ

います。主なものとしましては、報酬で87万7,700円、決算審査及び定期審査

など33日、慎重な審査をいただいております。また、中段の印刷製本費につき

ましては、広報に印刷します監査広報の印刷代となってございます。説明につ

いては以上です。 

福 祉 課 長  続きまして、民生費前半を説明させていただきます。款３、民生費でございま

す。予算現額12億4,779万6,000円、支出済額11億8,033万2,119円となりました。

前年度比較4,211万1,488円の減となりましたが、主な減額要因は、臨時福祉給付

金事業等の縮小実施、民間保育所支援整備事業の終了などによるものでございま
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す。 

 82ページ、83ページをごらんください。項１、社会福祉費、目１、社会福祉総

務費でございます。予算現額４億5,248万6,000円、支出済額４億1,425万3,673円、

前年度比較692万5,579円の減となりました。なお、年金生活者等支援臨時福祉給

付金給付事務経費につきましては、繰越明許費といたしております。 

 備考欄をごらんください。主な支出でございます。01、職員人件費に要する経

費、0101、職員給与費では、職員10名分の人件費を支出いたしました。 

 02、社会福祉業務に要する経費、0201、火葬料援助費では、節20、扶助費、火

葬料援助費120件分を支出いたしました。 

 0203、一般事務経費でございますが、次のページをお願いいたします。節13、

委託料では健康福祉センター指定管理委託料として、入浴施設の運営も含めて町

社会福祉協議会に支出したほか、健康福祉センター特殊建物等定期調査委託料で

は、例年の建築物等定期調査を行いました。節15、工事請負費では、健康福祉セ

ンター非常用自家発電機修繕と健康福祉センター空調機修繕を行いました。なお、

節11、需用費、修繕料では健康福祉センター給水ポンプの修繕を行っております。

節19、負担金補助及び交付金では、町社会福祉協議会補助金として、社会福祉協

議会職員給与費５名分などを支出したほか、町民生委員協議会活動交付金などが

支出の主なものとなります。昨年度は、隔年開催の足柄上地区慰霊大祭が開催さ

れ、負担金を支出しております。 

 また、0204、地域福祉推進事業において、ふれあい相談員活動を推進し、年度

末には地域の茶の間の設置が18カ所となりました。 

 0212、臨時福祉給付金事業は、平成26年４月の消費税引き上げによる影響を緩

和するため、所得が低い方々に対して制度的な対応を行うまでの間の暫定的臨時

的な措置として実施されております。この事業では、平成27年度分町民税均等割

が課税されない、かつ課税者の扶養となっていない方に対しまして、臨時福祉給

付金お一人6,000円を支給しております。次のページをお願いいたします。節19、

負担金補助及び交付金のシステム改修費負担金は、神奈川県町村情報システム共

同事業組合に支出し、臨時福祉給付金は対象者1,816人のうち1,670人、92.0％に

支給決定し、支出いたしております。節23、償還金利子及び割引料につきまして
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は、平成26年度の臨時福祉給付金事業に係る実績額が確定し、特定財源を精算、

返還いたしました。 

 03、繰出金に要する経費でございますが、節28、繰出金の支出済額は２億8,13

3万296円、前年度比較776万3,724円の増となりました。 

 0301、国保会計に対する繰出金の国民健康保険事業特別会計繰出金の内訳は、

法定繰入基準に基づき繰り出した国保会計の職員３名分の給与費等分と、国保会

計の出産育児一時金、財政安定化支援事業分の法定繰入分3,784万3,129円と法定

外繰出分3,000万円となります。また、国民健康保険基盤安定制度繰出金は、低

所得者に対して保険料の一定割合を補填する制度でございまして、国・県の補助

が財源措置されております。町負担は1,422万9,543円になります。 

 0302、介護保険特別会計繰出金は、法定割合に基づく繰り出しで、人件費４名

分の給与費等と事務経費分、また介護給付費の12.5％、地域支援事業の介護予防

日常生活支援総合事業の12.5％、同じくそれ以外の包括的支援事業任意事業の19.

5％を町負担分として一般会計から支出しております。 

 目２、老人福祉総務費でございます。予算現額１億4,285万4,000円、支出済額

１億3,926万7,285円で、前年度比較378万1,438円の増となりました。 

 備考欄をごらんください。主な支出でございます。0101、一般事務経費、節19、

負担金補助及び交付金のあしがら広域福祉センター関係負担金につきましては、

５町の利用率等で按分された金額を負担しております。 

 0102、健康福祉センター送迎事業は、老人クラブ単位で車両を用意し、健康福

祉センターへの送迎を行っております。 

 0103、後期高齢者医療制度経費、節19、負担金補助及び交付金の後期高齢者医

療広域連合事務費負担金につきましては、連合会の運営費負担金で、共通経費負

担金として人口割47.5％、被保険者割47.5％、均等割５％の割合で負担している

ものでございます。次の後期高齢者医療広域連合市町村定率負担金は、後期高齢

者医療制度の公費負担割合でございますが、町負担として全体の12分の１を負担

しております。次のページをお願いいたします。節28、繰出金につきましては、

後期高齢者医療保険基盤安定制度繰出金として低所得者の負担軽減を図るものを、

また後期高齢者医療特別会計繰出金は、一般管理経費事務費分として一般会計か
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ら繰り出しをしております。 

 0104、敬老会関係でございます。節８、報償費の敬老祝金の支給対象者は362

名でございました。また、100歳をお迎えになられた２名の方には、御自宅へお

祝金をお届けいたしております。なお、敬老会の対象者は2,594人でございまし

た。民生委員、児童委員の皆様の御協力によりまして、対象者の皆様全員に記念

品を配付いたしております。この記念品の費用につきましては、節11、需用費、

消耗品費で支出しておりますが、一昨年度から障害者優先調達推進法による障害

者就労施設等からの物品等の調達に関する方針に基づく物品等の調達を行ってお

ります。また、節13、委託料で敬老会の式典等の文化センター大ホールの舞台技

術者委託料を支出いたしております。 

 0105、高齢者生きがい事業でございます。節19、負担金補助及び交付金の松田

町シルバー人材センター振興補助金につきましては、事務局職員給与費２名分な

どの人件費と法人化初年度経費の補助として支出いたしました。 

 0106、高齢者生活支援事業では、緊急通報サービス事業等を行っております。

緊急通報サービス事業では、ＮＴＴから電話機等24台をリースし、システム保守

を委託するほか、通報等の業務については24時間対応できるあしがら広域福祉セ

ンターに委託して実施しております。平成27年度の設置稼働は18台でございまし

た。誤報３件を含む通報件数は10件となっております。節19、負担金補助及び交

付金の福祉有償サービス事業補助金につきましては、前年度まではしあわせサー

ビス、有償サービス事業への福祉サービス協会事業費補助金と社会福祉協議会へ

の移送サービス事業町負担金を統合いたしまして、補助基準を統一の上、支出科

目も組みかえいたしております。２事業所合わせて、46万3,400円を支出いたし

ております。 

 0107、老人クラブ運営補助事業では、地区老人クラブ６クラブと老人クラブ連

合会の活動に対して補助金を支出いたしております。 

 0109、地域課題対応型ＥＭＳサービス実証事業では、県の事業に協力し、30人

の方にモニター協力をいただきました。モニター終了後もサービスを希望された

方には機材の無償設置を継続し、見守りサービスを安価な料金で御利用いただい

ているところでございます。 



 31 

 目３、障害者福祉費でございます。予算現額２億4,048万6,000円、支出済額２

億2,939万1,127円、前年度比較445万9,838円の増となりました。備考欄をごらん

ください。主な支出は0101事務経費。次のページをお願いいたします。節19、負

担金補助及び交付金の歯科二次診療所運営費負担金の……カットさせていただき

ます。障害者全般の部分のところを総括的にお話させていただきます。障害者に

つきましては、平成27年度末の障害者の総数は537名、延べ549名となっておりま

す。このうち、身体障害者手帳取得者が411人、療育手帳取得者が61人、精神保

健福祉手帳取得者が77人となっております。これらのうちの重度者の259人中206

人が、4,120件でございますが重度障害者医療費を御利用されております。また、

0103、障害福祉サービス等給付事業の中では、受給者証の交付を受けました障害

者82人、延べ264人が、35種類のサービス中の14種類のサービスを御利用されて

おります。補装具給付につきましては、障害児者計19人が御利用いただきました。 

 地域生活支援事業でございますが、次のページにわたりますけれど、町単独の

事業として障害者施設通所者交通費助成が22人、自動車燃料費助成が24人、福祉

タクシー利用助成につきましては72人が御利用されております。このほか、町の

福祉バス制度については５人が御利用でございました。 

 日常生活用具につきましては、23人に対しましてストーマ装具など193件の給

付を行っております。0105、障害者機能訓練・社会参加支援啓発事業としまして

は、節７、賃金におきまして相談対応に従事する保健師を臨時雇用したほか、相

談支援事業等を御利用いただく方に対して事業を行っておるところでございます。

節19、負担金補助及び交付金におきまして、郡障害児訓練会負担金については５

町で、相談支援事業負担金並びに地域活動支援センター負担金につきましては、

１市５町で実績割等で按分された金額を負担しております。 

 続きまして、目４、国民年金事務費でございます。予算現額119万4,000円、支

出済額98万9,437円、前年度比較203万5,577円の減となりました。この科目は、

国民年金事務に関する事務経費でございまして、各種申請の受付や相談業務を行

っております。節19、負担金補助及び交付金、町村共同システム改修費負担金に

つきましては、昨年９月に補正対応させていただきましたが、これは国民年金に

おける保険料納付猶予制度の年金範囲拡大に伴うシステム改修でございまして、
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全額国費対応となっております。前半の説明は以上でございます。 

子育て健康課長  続きまして、項２、児童福祉費、目１、児童福祉総務費、予算現額9,380万

4,585円、支出済額8,534万4,924円、前年度比較918万5,846円の増額となりまし

た。増額の主な理由としましては、学童保育室の整備工事でございます。備考欄

をごらんください。0101、一般事務経費206万3,791円。主な支出は、節１、報酬、

要保護児童対策のための児童相談員１名の報酬でございます。 

 次のページをお開きください。0102、小児医療費助成事業4,338万7,154円。松

田町では中学生まで対象に医療費を助成しておりますが、実績としまして通院

7,814件、入院104件、調剤5,149件、計１万3,067件でございます。 

 0103、ひとり親家庭等医療費助成事業615万3,782円。こちらは、ひとり親74世

帯174名に対する医療費でございます。 

 0104、子育て支援センター・ファミリーサポート事業1,387万1,368円。子育て

支援センターの年間利用者は3,232組、7,714人。うち松田町の住民は2,775組、

6,639人でした。ファミリー・サポート松田の会員は、27年度末で355名の登録が

あり、会員相互による支援活動が行われております。 

 0105、学童保育事業1,656万5,541円。学童保育室の入室児童は、平成27年４月

１日時点で松田学童62人、寄学童12人計74名であり、松田学童は１教室ふえて２

教室での保育となっております。主な支出は、７、賃金の学童保育支援員21名分

の臨時雇用賃金となっております。 

 次のページをお開きください。15、工事請負費、松田学童保育室整備工事とし

て456万7,320円。こちらは６年生まで対象者を拡大するため２教室の整備工事を

行い、夏休みから使用を開始しました。 

 0107、子育て世帯支援事業326万8,348円。27年度の新規事業として２人以上の

子供がいる世帯の水道料基本料金相当額を補助するもので、392世帯、323万

3,214円の実績となっております。 

 続きまして、目２、児童措置費でございます。予算現額３億1,556万1,415円、

支出済額３億1,033万6,241円。備考欄をごらんください。0101、保育所運営事業

１億6,649万5,130円。平成27年４月１日時点で123名の児童を町内外の保育所16

施設に保育委託しております。そのうち、松田さくら保育園は104名でございま
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す。この児童に対する保育所運営委託料が１億3,849万7,330円でございます。負

担金補助及び交付金の民間保育所運営費補助金2,242万1,728円は、低年齢児受入

対策緊急事業として、０歳から２歳児について定員を超過して受け入れている保

育所に補助するものでございます。次のページをお願いいたします。民間保育所

開設支援補助金400万円は、松田さくら保育園が開設した25年度から５年間の補

助となっております。27年度の主な補助内容は、移動式ローラー滑り台、幼児用

プール、回転式遊具等の購入でございます。 

 0102、保育促進事業は282万7,698円で、松田さくら保育園に対する一時預かり

保育事業補助金。保育所に入所していない児童を対象として一時預かりを行い、

年間延べ235人の利用がございました。 

 0103、児童手当ですが、中学校修了までの児童を対象に年間延べ１万2,785人

に対して１億3,734万5,000円を支出いたしました。 

 0104、子育て世帯臨時特例給付金事業366万8,413円。消費税増税に伴う子育て

世帯支援策として、子供１人につき3,000円、26年度のときは１万円でした、給

付する事業で対象者1,039人に対する給付金と給付に伴う事務費で100％国の負担

となっております。 

 項３、災害救助費、目１、臨時災害救助費ですが、予算現額141万円、支出済

額74万9,432円。これは、平成23年３月11日に発生しました東日本大震災に対す

る災害救援事業でございます。備考欄をごらんください。支出の主なものは、節

14、使用料及び賃借料の民間賃貸住宅借上料66万円となり、１世帯４名の方の家

賃でございます。 

 続きまして、款４、衛生費、項１、保健衛生費、目１、保健衛生総務費、予算

現額6,229万3,000円、支出済額6,111万6,114円。備考欄をごらんください。主な

支出ですが、0101、職員給与費では、職員６名分の人件費3,787万8,755円を支出

しております。 

 次のページをお願いいたします。保健衛生事務に要する経費の0201、一般事務

経費では、節19、負担金補助及び交付金として各種医療関係団体等に対する負担

金など428万2,945円を支出しました。 

 0203、一般健康づくり事業では、640万6,583円を支出しましたが、26年度末で
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退職した保健師の代替を含め、健康福祉センターと役場での臨時雇用賃金５名分、

558万6,605円のほか、健康づくり普及員、食生活改善推進員養成事業等を実施い

たしました。 

 次のページをお願いいたします。03、繰出金に要する経費、0301、寄簡易水道

事業特別会計繰出金ですが、節28、繰出金として環境上下水道課所管の寄簡易水

道事業特別会計への繰出金1,221万6,000円を支出いたしました。 

 続きまして、目２、予防費、予算現額5,626万9,000円、支出済額4,444万8,560

円。備考欄をごらんください。0101、母子保健事業では983万5,101円を支出しま

した。乳幼児や妊婦の健康診査などのほか、月齢の育児相談、おっぱい相談、母

子保健推進活動、養育支援家庭訪問、妊産婦歯科健診を実施しました。主な支出

は、各種事業に対する医師、保健師、栄養士などへの報償費322万7,000円、健康

診査等に対する医療機関等への委託料488万５円でございます。また、27年度よ

り新たに始まりました特定不妊治療助成金111万802円でございます。申請実績は、

実人数で５名、延べ８件となっております。 

 0102、感染症予防事業では、2,370万7,140円を支出しました。個別接種による

定期予防接種各種と任意予防接種として高齢者インフルエンザワクチン予防接種、

定期外高齢者肺炎球菌ワクチン及び成人の風疹予防接種を実施いたしました。次

のページをお願いいたします。主な支出は、個別予防接種委託料2,359万3,042円

でございます。 

 0103、健康増進事業では、912万3,391円を支出しました。健康診査、各種がん

検診、集団健康教育などを実施しております。主ながん検診の集団検診の受診率

は、肺がん男性27.7％、女性20.1％、胃がん男性19.8％、女性12.0％、大腸がん

男性29.7％、女性24.1％となっております。 

 0105、後期高齢者健診事業では、164万1,550円を支出しました。高齢者の医療

を確保する法律に基づく健診事業を実施しました。主な支出は、後期高齢者健康

診査事業委託料130万5,520円で、対象者は1,723人、受診者は集団健診が212人、

施設健診が30人、合計242人で受診率は14.0％でした。説明は以上になります。 

環境上下水道課長  それでは、目３、環境対策費をお願いいたします。予算現額1,221万4,000円、

支出済額998万5,209円。この環境対策費では、環境対策に要する経費として、
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畜犬登録事務、環境美化推進事業など実施してまいりました。主な事業につい

て説明をさせていただきます。 

 107ページ、備考欄をごらんください。0102、畜犬登録事務事業では16万6,33

6円を支出させていただいております。 

 0103、環境美化推進事業では、環境美化推進員報酬26名分43万6,800円、臨

時雇用賃金２名分243万875円、市街化区域内清掃美化に係る報償費21万8,304

円と委託料17万5,640円が主な支出でございます。 

 次の0104、鳥獣防除対策事業です。１枚おめくりください。109ページ最上

段の節13、委託料の有害鳥獣駆除委託料40万円と有害獣防護柵巡視委託料23万

400円を猟友会松田支部及び寄支部に支出しております。また、節19、負担金

補助及び交付金の有害獣防止柵設置材料費補助金66万6,000円は３名、444メー

トルの防止柵設置に対する補助金です。 

 中段の0105、の節19、負担金補助及び交付金332万2,657円は、小田原市ほか

１市５町での斎場建設に係る事務費、人件費等の負担金です。 

 0106の再生可能エネルギー利用促進事業の節19、負担金補助及び交付金15万

5,000円は、太陽光発電システムを設置した４件分の経費を補助いたしました。 

 続きまして、項２、清掃費、目１、塵芥処理費をお願いいたします。予算現

額１億3,502万6,000円、支出済額１億2,749万9,721円でございます。塵芥処理

費は、ゴミ減量推進事業や廃棄物収集運搬事業と足柄東部清掃組合に係る負担

金が主なものでございます。節19、負担金補助及び交付金の中の足柄東部清掃

組合負担金7,977万4,000円は、30％を均等割、20％を人口割、50％を処理量割

で算出し、松田町はそれぞれ2,530万、1,499万3,000円、3,948万1,000円とな

ります。人口割の占める割合は29.63％、処理量割が31.21％で、前々年度の平

成25年度数値に基づいて積算されます。 

 次ページをお願いいたします。0103、ゴミ減量推進事業の主なものといたし

まして、19、負担金補助及び交付金の減量リサイクル機購入補助金８万5,000

円は、電動生ごみ処理機３機分の購入補助、リサイクル活動団体等奨励金43万

3,744円は、廃品回収業者へ納品した子供会やＰＴＡなど、14団体、延べ55回

の活動に対する奨励金でございます。次の0104、廃棄物収集運搬委託事業の委
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託料4,361万1,259円は、可燃ごみ、缶、びん、ペットボトル、プラスチック、

古紙などを収集する運搬業務に係る経費です。次の廃食用油回収モデル事業で

は、27事業者から3,910キログラムの廃油の回収をし、そのうち町トラック、

園バスの燃料として1,117キロを購入しております。購入費は１キロ当たり130

円で購入してございます。 

 次に、目２、し尿処理費をお願いいたします。予算現額886万円、支出済額7

67万6,327円でございます。し尿処理処分事務に要する経費ですが、主なもの

としてくみ取りトイレのし尿159世帯、250人の運搬委託業務として、13、委託

料、し尿処理委託料121万9,818円と、19、負担金補助及び交付金、合併処理浄

化槽整備費補助金91万8,000円は、７人槽２基分の設置費、合併処理浄化槽検

査費補助金11万円は、法定点検22件分の検査費を補助しております。 

 次に、足柄上衛生組合負担金536万3,000円ですが、搬入実績経費8,500万円

を前々年度、25年度搬入実績で算出したもので、松田町の搬入実績割が6.31％

でございます。以上です。 

参事兼観光経済課長  続きまして、款５、農林水産業費、項１、農業費、目１、農業委員会費をお願

いいたします。農業委員会運営等に要する経費でございまして、主なものといた

しましては、１の報酬、農業委員８名分の報酬となっております。 

 １ページおめくり願います。112ページ、113ページになります。下段の目３、

農業振興費822万8,602円でございます。この農業振興費は、１ページめくってい

ただきまして114ページ、115ページになりますけれども、0102、施設管理経費73

0万7,280円が主な執行でございます。まちづくり課が農道、農業水路の整備、そ

れから小規模修繕などのハード面を中心に担当しておりまして、11、需用費で農

林道の小規模保守17件、176万6,880円を修繕料として執行いたしております。工

事請負費では、一般農林道、水路等を補修工事といたしまして６件、229万680円

と、宇津茂農道の待避所設置工事といたしまして301万7,520円の計530万8,200円

を執行いたしました。 

 次に中段、目４、自然休養村管理費、管理費1,049万6,501円になります。こ

こでは、自然休養村管理センター、それから寄ふれあい農園経費、みやま運動

広場、ロウバイ園経費、ドッグランに要する経費となってございます。 
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 １ページおめくりください、117ページになります。上段、0102、自然休養

村管理センター施設管理経費におきましては、13、委託料が主なものとなって

おります。自然休養村管理センター等の指定管理委託料、あと管理センターみ

やま運動広場に係る有限会社みやまの里への委託料でございます。 

 中段の0104、みやま運動広場管理経費につきましては、14、使用料及び賃借

料274万9,629円が主なものとなっておりまして、20名の方から約１万1,000平

米の土地を借地してございます。 

 また、0105、寄ロウバイ園施設管理経費につきましては、13、委託料でこと

し１月から２月にかけて開催いたしました寄ロウバイまつりに対しまして、15

4万2,369円を支出しております。入園料といたしまして、歳入で見ました345

万9,000円の歳入となっております。また、ことしは昨年度に比べて入園者は2

5％の減という結果になっておりました。 

 １ページおめくりください、119ページになります。上段の02、ふれあい農

林体験施設管理に要する経費940万4,943円でございますけれども、主なものは

節７、賃金、臨時雇用賃金、７名分の賃金でございます。ドッグランの職員の

賃金でございます。節14の使用料及び賃借料260万9,563円、これも施設用地の

借地料でございます。面積は１万1,159平米、地権者は10名となっております。 

 次に中段、項の２、林業費、目の１、林業振興費でございます。主な支出と

いたしましては、最下段の0102、水源の森づくり事業326万7,538円が主なもの

となっております。 

 １ページおめくりください。121ページになります。最上段19、負担金補助

及び交付金の水源の森づくり協力協約推進事業補助金322万6,000円につきまし

ては、森林整備を実施したものに対しまして、おおむね県80、町10、地元10を

基本といたしまして森林組合を通じ補助を行ったものでございます。27年度に

つきましては、10.84ヘクタールの整備と、あと44メートルの作業道を執行い

たしました。その下の0103、地域水源林整備委託事業につきましては、3.03ヘ

クタールの森林整備を行ってございます。 

 次に、目の２、林道費でございます。上段13、委託料は林道の施設管理とい

たしまして最明寺林道ほか、２路線ののり面下がり、それと側溝清掃を85万3,
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200円で執行いたしております。 

 次に、款、項ともに商工費でございます。下段の目２、商工振興費でござい

ます。主な支出といたしましては、19、負担金補助及び交付金の中の２番目、

町中小企業退職金共済制度奨励補助金41万2,100円でございます。この退職金

共済に新たに加入した場合、５年間にわたりまして１人当たり１カ月5,000円

を基本に補助するもので、現在24事業所80人の利用者がございました。 

 １ページおめくりください、123ページになります。0102、勤労者福祉事業

ですけれども、これは19、負担金補助及び交付金117万9,000円につきましては、

町勤労者住宅資金利子補助金といたしまして、町内に自己の居住する住宅を新

築、購入、増築をした場合の金融機関からの借入金3,000万円を限度にしまし

て、その利子の一部を補助する制度でございまして、34人の方が利用されまし

た。 

 次に0103、商工振興対策事業では、13、委託料、まつだ産業まつり委託料で、

昨年11月の22日に執行いたしましたＪＲ松田駅前から仲町通り周辺で開催した

産業まつりにかかわる経費と、19、負担金補助及び交付金で、足柄上商工会負

担金と足柄上商工会松田支部補助金と商店街共同施設維持管理補助金159万7,7

23円、これは商店街の街路灯の電気料でございます。また、次の商店街街路灯

ＬＥＤ化事業補助金682万1,734円は、町内の118基の街路灯を水銀灯からＬＥ

Ｄにかえまして電気料の縮減を図ったものでございます。 

 次に、0104、コスモス館運営支援事業では、コスモス館117.73平米の賃貸借

料を支出してございます。 

 0201、地域消費喚起事業は、国からの100％補助で実施いたしましたプレミ

アム付商品券発行事業補助金1,596万3,746円でございます。この商品券につき

ましては、２割のプレミアムをつけまして松田町内のみで使用できる商品券、

これが3,600万、それと中井町を除く足柄上郡１市４町で使用できる商品券3,6

00万、合計7,200万を発行いたしました。それに伴うプレミアム分と事務経費

となってございます。 

 中段、項２、観光費、目１、観光振興費でございます。観光振興に要する経

費の0101、フェスティバル事業費の主なものといたしましては、13、委託料の
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フェスティバル事業委託料で、松田きらきらフェスタ、桜まつりを実施してご

ざいます。また、桜まつり交通誘導委託料につきましては、桜まつり期間中の

町内・園内歩行者の交通整理・誘導を実施してございます。 

 次に、0102、一般事務費でございます。１ページおめくり願います。125ペ

ージになります。13、委託料では、公衆便所清掃、それと公衆便所の浄化槽維

持管理委託を行っておりまして、寄地域の６カ所のトイレの清掃管理を行って

ございます。 

 中段の0103、観光宣伝事業費でございますけれども、19、負担金補助及び交

付金の３番目の町観光協会補助金800万円と、５番目の開成町と合同でいたし

ました合同花火大会負担金が主なものとなっております。他の負担金につきま

しては、広域で観光行政を推進するために関係団体へ支出するものでございま

す。 

 下段の0105、これは昨年初めての事業でございまして、県からの100％補助

となっております。0105、ウォーキングコースの整備事業、これは最明寺史跡

公園にトイレ１基、それとあと案内板、それとテーブルベンチを整備いたしま

した。 

 １ページおめくり願います。127ページになります。目の２、公園管理費で

ございます。これにつきましては、最明寺史跡公園、西平畑公園、ハーブガー

デン、子どもの館、自然館等11カ所の公園に係る管理経費でございます。0101

公園管理事務経費の中段、13、委託料の最初、公園清掃委託料は草刈り、ごみ

拾い、トイレ清掃などにかかわる経費で、地元自治会や松田町のシルバー人材

センターに委託してございます。 

 ５つ下がりまして、川音川パークゴルフ場の指定管理委託料につきましては、

パークゴルフ場の除草、芝の養生、利用者の受付などの施設管理を松田町シル

バー人材センターに委託しているものでございます。ちなみに、27年度の利用

者につきましては、町内２万1,211人、町外7,103人、合計２万8,314人、一日

平均128名が御利用されてございます。 

 それとまた、この中の15、工事請負費につきましては、最明寺史跡公園進入

路補修工事181万1,160円につきましては、公園の進入路の路肩のところが経年



 40 

劣化によりまして、大分剥離して浮いてございました。これは桜まつりの途中、

直前にわかったものでして、これは当然車両・歩行者の安全を確保するために

緊急に行う必要がございまして、予備費を充用させていただいております。 

 続きまして、129ページになります。西平畑公園の管理費でございますけれ

ども、主な支出といたしましては、13、委託料で、ふるさと鉄道委託料を松田

町シルバー人材センターへ委託してございます。 

 続きまして、0103、ハーブガーデン管理費でございますけれども、これは松

田山ハーブガーデンパートナーズへの指定管理料といたしまして、委託料とあ

と14、使用料及び賃借料の158万4,467円が主なもので、ハーブ園3,667平米を

３名の地権者から借地してございます。次に15、工事請負費におきましては、

ハーブ館の給水ポンプユニットの更新工事を実施いたしました。給水ポンプは

２基ありますけれども、設置後18年を経過し、１号機の運転が急遽停止いたし

ました。片肺運行という形で２基ありますので考えましたけれども、修理業者

を呼んだところ、その２番目のポンプも絶縁抵抗値も非常に低下して、いつ壊

れるかわからないということで、緊急性を要するために予備費を充用して整備

をいたしました。 

 次に下段、0104、子どもの館管理運営費でございます。27年度につきまして

は、14講座を開設しまして、延べ参加数は306名、そのうち町内の方は153名参

加されております。26年度は、延べ参加者が192名でしたので、６割の増加と

なっております。毎月では、和太鼓教室、伝承・文化教室等、定期的に行って

ございます。また、この経費は、西平畑公園にある子どもの館を運営するため

の臨時雇用賃金、６名分の人件費や施設の維持費に係る経費でございます。 

 １ページおめくり願います。131ページになります。0105、自然館管理運営

費でございます。27年度につきましては、272日開園いたしまして、来園者数

は１万6,442名、昨年は１万5,373名でしたので７％の増という結果となりまし

た。子どもの館と同じく、遠足での利用者が非常に多く、また教室では春・秋

の季節の自然観察等を通じまして66名の方が参加されました。この経費は、自

然館を運営するための人件費や施設の維持経費でございます。次に、02、児童

遊園地管理経費でございます。９カ所の児童遊園地に係る維持管理経費で、主
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なものといたしましては、遊具の保守点検業務を自治会等に委託して、遊園地

の草刈りなどの維持管理経費となってございます。以上でございます。 

まちづくり課長  続きまして、132ページ、款の７、土木費でございます。予算現額４億7,377万

5,305円に対しまして、支出済額４億1,105万5,937円、繰越明許費3,721万2,000

円、不用額2,550万7,368円です。それでは、項、目に沿って説明をいたします。 

 項の１、土木管理費、目の１、土木総務費です。内容といたしましては、職

員人件費に要する経費として支出させていただきました。01、職員人件費に要

する経費といたしまして、職員８名分の給料・手当等を5,310万9,558円を支出

しております。02、土木総務全般に要する経費といたしまして、1,449万7,523

円を支出しております。主な事業支出といたしましては、備考欄下段の委託料

です。道路台帳補正業務委託料として、151万2,000円を支出いたしました。道

路台帳の補正業務委託は、隔年ごとに実施し、今回は平成26年、27年に実施し

た道路改良により幅員等が変更となった場所について道路台帳の補正を行った

ものです。 

 次のページをお願いいたします。備考欄中段、地籍調査事業委託料といたし

まして、中沢自治会及び沢尻自治会の約12ヘクタールの境界立会を実施し、地

籍図及び地籍簿を作成し、1,171万9,080円を支出しております。 

 続きまして、道路橋梁費、目の１、道路橋梁総務費です。523万3,326円の支

出です。備考欄で説明いたします。01、道路橋梁事務費に要する経費です。主

な事業といたしましては、需用費、光熱水費で、道路照明灯の電気代など370

万4,463円を支出しております。また、公有財産購入費といたしまして、町道

寄15号線拡幅工事関連での４件用地買収を行い、101万8,326円を支出しており

ます。 

 続いて、目の２、道路維持費です。2,834万9,875円の支出です。備考欄をお

願いいたします。一般事務経費で主な支出でありますが、次のページをお願い

いたします。需用費、修繕料で町道の小規模補修として22件、226万9,609円の

執行と、委託料で毎年執行しております町道28路線分ののり面草刈り等を執行

して、213万1,822円を支出しております。 

 続きまして、道路補修事業です。工事請負費といたしまして、生活道路補修
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工事から町道３号線舗装工事までの６事業につきまして、2,333万4,480円を執

行いたしました。なお、明許繰越費といたしまして、町道23号線の道路改良費

といたしまして200万円、現在用地買収が完了し、工事に向けて準備を進めて

いるところでございます。なお、不用額につきましては、落札差金によるもの

です。 

 中段をお願いいたします。目の３、道路新設改良費です。3,686万5,821円の

支出です。主な事業といたしましては、狭隘道路の整備を目的とした改良事業

を執行いたしました。委託料では、道路用地登記書類作成業務委託料といたし

まして、道路後退用地に伴う用地買収や土地交換の登記書類作成など、６路線

21件分として316万3,934円を支出し、その下段、家ノ河原地内２分団の詰所か

ら砂利線までの区間でございます、道路詳細設計委託料として259万2,000円を、

また、町道19号線道路改良工事町屋踏切付近でございます、設計業務委託料と

して248万4,000円を支出し、それぞれ翌年以降での事業実施予定箇所の設計業

務を委託いたしました。なお、明許繰越費といたしまして340万、かなん沢・

中里線については、繰越をさせていただいております。 

 続いて、工事請負費では、狭隘道路協議５カ所について、道路後退用地整備

工事として312万8,760円を執行し、現地視察をしていただきました谷津地内道

路後退用地整備工事として1,199万3,400円を執行し、狭隘道路の拡幅を行い、

未利用地の活性化や行き止まり道路の解消による防災面の強化を図りました。 

 その下段でございます、公有財産購入費では、狭隘道路整備や道路改良工事

の予定箇所の用地買収といたしまして、３路線12件、957万8,206円を支出して

おります。また、補償補填及び賠償金で物件補償につきましては、用地買収に

伴う箇所で、同じく11件、290万3,041円を支出しております。なお、不用額に

つきましては、委託料での落札差金及び公有財産購入費、補償等におきまして、

一部用地買収において同意をいただけなかった部分と、もしくは抵当権解除等

に時間を要してしまい、年度内に契約に至らなかった場合でございます。また、

狭隘道路工事等におきましては、無償提供で交渉がまとまった案件などもござ

いました。 

 次に、下段をお願いいたします。橋梁維持費です。6,942万5,048円の支出で
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す。備考欄最下段、委託料、次のページをお願いいたします。最上段、大寺橋

ほか４橋定期点検業務委託料といたしまして260万2,800円を支出いたしました。

この業務は、平成26年より５年ごとに点検が道路法で義務づけられたため実施

しております。 

 その下段になります。橋梁長寿命化事業、委託料、橋梁長寿命化修繕工事委

託料といたしまして、現地視察をしていただきました東名高速道路をまたぐ西

山橋、城山橋です。ネクスコ中日本に工事委託をし、高速道路内での工事を実

施し、3,328万3,808円を執行いたしました。なお、この事業は前年度繰越事業

でございます。その下段、工事請負費です。同じく西山橋、城山橋の舗装打ち

かえ、フェンス等の補修を実施し、同じく視察していただきました寄の田代橋

についても耐震補強を行い、３橋で3,331万1,640円を支出いたしました。なお、

田代橋につきましては、一部工種を工期延期させていただき、平成28年度3,18

1万2,000円を繰り越しさせていただきましたが、28年７月には完成しておりま

す。不用額につきましては、ネクスコ中日本との工法協議によるコスト縮減や

落札差金によるものでございます。 

 続きまして、項の３、河川費です。目の１、河川総務費です。428万200円の

支出です。備考欄をお願いいたします。主な支出、委託料でございます。河

川・水路自然浄化対策事業費といたしまして、寄弥勒寺地内村山沢の多自然型

護岸整備に伴う詳細設計委託料を387万7,200円で執行いたしました。この事業

につきましては、引き続き今年度28年度から工事を実施いたします。不用額に

つきましては、この委託事業の落札差金でございます。 

 次に、項の４、都市計画費です。目の１、都市計画総務費、備考欄下段です。

委託料、都市マスタープラン策定業務委託料は、都市計画版総合計画として、

平成27年、28年で策定を進めているところで、27年度分677万9,160円を支出し、

その下段、耐震改修促進計画改定業務委託料は、神奈川県の耐震改修促進計画

の改定に合わせ、５年に一度、町の計画を見直し、耐震に関する補助金のパン

フレットを全世帯に配布をいたしました。 

 続いて、負担金補助及び交付金です。執行額70万9,400円で、不用額239万6,

600円。不用額の主な要因といたしましては、木造住宅耐震診断補助、補助金
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は５件、35万円の予算に対し、１件の５万7,000円の申請、また、改修補助金

等につきましては５件、250万円の予算に対し、１件50万円の支出であったた

め、不用額が生じました。この状況を踏まえて、制度の活用の推進を目的とし

て、今年度も職員により個別訪問を実施してまいります。 

 次のページをお願いいたします。目の２、都市整備事業費です。426万3,983

円の支出となります。備考欄をお願いいたします。新松田駅南口駅前広場整備

事業の主な支出といたしましては、委託料、新松田駅南口建物・工作物調査委

託料として、291万6,000円を支出いたしました。今後、地権者の方との交渉に

おいて、必要となる資料を作成いたしました。 

 次に、まちづくり構想推進事業では、主に委託料、新松田駅北口周辺まちづ

くり計画検討委託料といたしまして114万5,880円を支出し、まちづくり協議会、

各部会の立ち上げ、運営支援、資料作成を行いました。今年度も引き続き協議

会・部会の開催をしてまいります。 

 次に、中ほどになります、目の３、都市排水路費です。需用費、修繕料とい

たしまして、水路の新設など５件、106万9,200円を支出しております。その下

段、工事請負費、河内地内都市排水路改修工事では、護岸の石積みの補強工事

を82万800円で執行いたしました。 

 目の４、下水道費です。下水道事業特別会計への繰り出しでございます。繰

出金といたしまして、下水道債の元利償還金等に１億8,300円を繰り出してい

るものでございます。説明は以上です。 

参事兼総務課長  続きまして、項の５、住宅費、目の１住宅建設費について御説明申し上げます。

当初予算1,507万6,000円計上させていただいておりますが、これ、昨年12月の定

例会で、実施設計委託料の部分1,500万を補正減させていただきました。ＰＦＩ

といった民間資金の導入を目指した整備手法を見直した関係で、その分補正減さ

せていただいたものでございます。その結果、支出は8,545円、消耗品費で8,545

円を支出したのみでございます。説明は以上となります。 

安全防災担当課長  続きまして、最下段、款８、消防費、項１、消防費、目１、常備消防費です。

予算現額計１億9,067万8,000円、支出済額１億9,067万7,579円、不用額421円

です。１枚おめくりください。143ページ、備考欄最上段、小田原市消防への
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広域消防事務負担金として支出しております。 

 次に、目２、非常備消防費、予算現額計2,420万937円、支出済額2,343万2,7

62円、不用額76万8,175円です。この目は、消防団の管理運営に関する報酬・

職員手当等として、団員出動手当や団員装備品整備などの関係で経費を支出し

てございます。 

 続きまして、目３、消防施設費、予算現額計859万3,030円、支出済額827万1,

649円、不用額32万1,381円です。この目では、消防団詰所、消防自動車、消火

栓等の維持管理に要した経費を支出しています。１枚おめくりください。主な

支出といたしまして、145ページ、備考欄、0103、消防水利整備事業、節18、

備品、施設用備品では194万4,691円を支出いたしまして、第６分団可搬ポンプ、

ホース格納箱などを購入しております。 

 続きまして、目４、災害対策費につきましては、予算現額計1,364万3,033円、

支出済額1,339万6,736円、不用額24万6,297円です。この目は、自主防災会に

対する育成強化のための経費、防災資機材整備、同報無線、防災行政無線の維

持管理経費などを支出しています。 

 １枚おめくりください。主な支出といたしまして、147ページ、備考欄、010

4、防災資機材等整備事業で、節18、備品購入費、防災備品で突然の心臓停止

時に対応できるよう寄中学校等７カ所にＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置

するため購入をさせていただいております。説明は以上です。 

教 育 課 長  下段になります。款９、教育費、項１、教育総務費になります。目１、教育委

員会費です。予算現額93万7,000円、支出済額87万5,286円でございますが、これ

はですね、教育委員にかかわる経費ということで、主な支出といたしましては、

教育委員の報酬４名分の報酬であります。 

 次のページをお願いいたします。149ページになります。目の２、事務局費で

す。予算現額３億5,193万6,507円、支出済額３億4,374万375円でございます。主

な支出といたしましては、職員人件費に要する経費といたしまして、事務局職員

から幼稚園職員までの合計24名分の人件費でございます。 

 次のページをお願いいたします。151ページになります。中段の02、幼稚園、

学校教育活動全般に要する経費になります。主な支出としましては、0201、一般
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事務経費の１、報酬、幼稚園運転手を１名、常勤雇用として283万3,200円を、下

段、７、賃金、臨時雇用については、寄幼稚園の園バス運転手として１名を雇用

し、186万4,215円を支出しております。下段の13、委託料、職員健康診断委託料

は40名分の健康診断料、教職員につきましては47名分の健康診断委託料になりま

す。 

 次のページ、153ページをお願いいたします。上段、19、負担金補助及び交付

金では、下から４行目の給食費保護者負担軽減措置補助金といたしまして、846

名分、毎月の保護者の負担に対しまして、小・中学校が950円、幼稚園が200円の

補助をしております。年間773万9,550円の支出をいたしました。 

 下段になります、0204、学校警備員配置事業659万7,436円でございます。11名

の方を直接雇用し、幼・小・中学校にそれぞれ１名ずつローテーションにより配

置をしております。 

 次のページをお願いいたします。155ページになります。上段、0207、国際理

解教育振興事業469万8,564円です。外国人講師の報酬１名分が主なものでありま

して、各幼・小・中学校、年間205回の授業を行っております。松田小学校56回、

寄小学校55回、松田中学校31回、寄中学校31回、松田幼稚園14回、寄幼稚園７回、

あと、ほほえみ教室について11回、計205回という内訳でございます。 

 次に、0208、福田奨学金給付事業につきましては、27年度で１名の方が継続対

象となっております。規定に基づく月額を給付し、年間12万円を給付いたしまし

た。 

 次の0209、教育施設整備事業として、１億円を基金に積み立てを行っておりま

す。施設整備に係る積み立てを財政とも相談しながら計画的に行ってまいりたい

と考えております。ちなみに、28年度については１億円の積み立てを予定してお

りますので、現残高は積み立ての元金といたしまして３億円になる予定でござい

ます。 

 最下段の0212、学校ＩＣＴ環境整備事業でございます。タブレット端末の通信

環境整備のため、校内のＬＡＮ環境整備工事、また授業に使用するタブレットを

購入いたしました。寄小学校15台、松田小学校５年・６年生用に130台、松田中

学校１年１学級38台を整備しております。 
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 157ページをお願いします。0214、学校のあり方に関する経費でございます。

幼稚園、小・中学校の適正規模配置に関する座談会を設けたときの経費でござい

ます。ＰＴＡ、地域住民を交えた会議を５回開催している経費でございます。 

 その下、03、学校プール管理に要する経費714万3,451円の主な支出といたしま

しては、小学校並びに中学校のプールを合わせた、13、委託料のプール管理業務

委託料、小学校131万7,600円、中学校は下段の268万9,200円ということで、夏休

み期間中一般開放するための管理業務委託料であります。42日間、小学校、中学

校、それぞれ松田が利用人数が1,108人、寄が304人の利用がございました。 

 次に、下段になります項の２、小学校費、目１、寄小学校費になります。予算

現額1,699万1,000円、支出済額1,519万4,771円でございます。01、学校管理運営

に要する経費877万9,235円の主な支出につきましては、７、賃金、臨時雇用職員

105万9,465円は、用務員１名分の賃金でございます。 

 次のページをお願いいたします。159ページになります。下段の0102、学習支

援事業の７、賃金で、支援員１名分の賃金になります。 

 次の161ページをお願いいたします。中段にあります0202、教科書採択に伴う

経費でございます。４年ごとの改訂で教科書の購入に係る経費でございます。総

額201万1,910円を支出してございます。 

 その下段、03、給食管理に要する経費といたしまして、396万7,540円の主なも

のにつきましては、７、賃金、278万5,370円で、給食作業員５名分の賃金になり

ます。１日3.5人体制で実施しております。 

 次に、最下段、目２、松田小学校費です。予算現額4,487万2,960円、支出済額

4,196万5,026円であります。次のページをお願いいたします。163ページになり

ます。01、学校管理運営に要する経費の主なものといたしましては、７、賃金、

109万2,635円は用務員１名分の賃金になります。11、需用費におきまして学習、

それから施設管理などの消耗品、光熱水費、備品や施設の修繕費などが主なもの

でございます。13、委託料では、施設管理のための法定点検等の委託業務になり

ます。下段の、最下段になります、0102、学習支援事業619万5,416円のうち、７、

賃金で介助員５名、学習支援者３名、計８名分の賃金を支出させていただきまし

た。 
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 次のページ、165ページをお願いいたします。上段0104、施設整備事業といた

しまして、407万1,556円につきましては、教室の網戸の取りつけ、図工室水道施

設の増設、管理棟屋上雨漏り改修などを実施いたしました。 

 その下段、0201、教育振興事務に要する経費につきましては、293万887円を支

出しております。そのうち、20、扶助費の要保護・準要保護児童就学援助費では、

27年度31世帯37人の方に対し支出を行ったものでございます。 

 次に、0202、教科書採択に伴う経費は、これは寄小学校と同様に教科書の購入

に伴う経費といたしまして、292万9,352円を支出しております。 

 続きまして、03、給食管理に要する経費873万4,736円につきましては、７、賃

金594万5,425円でございます。給食作業員７名分の賃金になります。１日4.5人

体制で実施をしております。 

 次のページをお願いいたします。上段になります。項３、中学校費、目１、寄

中学校費でございます。予算現額1,498万4,000円、支出済額1,306万2,056円。こ

の経費の主な支出といたしましては、７の賃金110万4,595円につきましては用務

員１名分の賃金になります。また、11、需用費におきましては、学習、それから

施設管理などの消耗品、光熱水費や備品、施設の修繕料などに383万7,975円を支

出しております。13、委託料では、施設管理のための法定点検委託業務が主な支

出になります。 

 次のページをお願いいたします。169ページになります。中段の0103、学習支

援事業でございます。128万2,220円につきましては、１名分の学習支援員に対す

る支出を行ったものでございます。 

 0104、施設整備事業125万2,800円につきましては、体育館の舞台のワイヤー交

換、それから教職員用のトイレ改修を行っております。 

 0201、教育振興管理の下段、20、扶助費、要保護及び準要保護児童就学援助費

につきましては、５世帯５人の方に対し支出を行ったものでございます。 

 続きまして、最下段、目２、松田中学校費になります。予算現額7,855万1,200

円、支出済額6,393万5,189円であります。国の補助事業が認められ、補正で予算

をお認めいただきました繰越明許費につきましては、トイレ改修工事を実施して

いるところでございます。 
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 それでは、01、学校管理運営に要する経費5,483万6,361円の主なものについて

説明させていただきます。次のページをお願いいたします。171ページになりま

す。上段１、報酬262万3,200円につきましては、栄養士１名分の報酬になります。

また、７、賃金112万3,190円は、用務員１名分の支出になります。11、需用費に

おきましては、学習、それから施設管理などの消耗品、光熱水費、備品や施設の

修繕などに963万4,594円を支出してございます。13、委託料につきましては、施

設管理のための法定点検等の委託業務が主なものであります。 

 次のページをお願いいたします。173ページになります。上段、0103、学習支

援事業では、７、賃金536万1,150円につきましては、介助員４名、学習支援員３

名、計７名分の賃金になります。介助員につきましては４名で、１日２名のロー

テーション体制、学習支援員３名につきましては１日２名のローテーション体制

で勤務をさせていただいております。 

 0104、施設整備事業2,918万1,600円は、27年度生徒用のトイレの改修工事、１

階から３階まで現場視察をしていただきましたところで改修を行っております。

また、教員用・給食調理員用のトイレ改修につきましては、先ほど申しましたと

おり、繰越明許とさせていただき、28年度で実施しております。 

 次に、0201、教育振興管理経費388万3,365円でございます。下段の20、扶助費、

要保護及び準要保護児童就学援助費につきましては、27世帯30人に対して支出し

たものでございます。 

 続きまして、下段の0301、給食管理経費521万5,463円の主なものにつきまして

は、７、賃金285万8,020円、給食作業員７名分の賃金でございます。１日4.5人

体制で実施をしております。 

 次のページをお願いいたします。175ページになります。中段、項の４、幼稚

園費、目１、松田幼稚園費になります。予算現額は2,592万8,300円、支出済額2,

329万3,248円であります。01、幼稚園管理運営に要する経費ですが、1,873万7,5

83円の主な支出につきましては、幼稚園管理経費の１、報酬567万6,560円は、園

長並びに栄養士２名分の報酬でございます。７、賃金459万9,185円につきまして

は、５名分の補助員の賃金になります。11、需用費317万6,660円におきましては、

学習や施設管理などの消耗品、光熱水費、施設の修繕費などが主なものでござい
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ます。13、委託料につきましては、施設管理のための各種業務委託を支出いたし

ました。 

 次のページをお願いいたします。177ページになります。下段の0103、施設整

備事業132万1,920円につきましては、各保育室の入り口のひさしを設置して支出

させていただきました。 

 その下の0104、預かり保育事業につきましては、平成27年度から実施しており

ますが、７、賃金では５名の補助員を確保し、体制を整えてまいりました。教職

員のローテーションで実施、必要に応じて臨時職員を充てるなど、25万5,920円

の支出で済むことができました。現在、預かり保育に係る子供たちにつきまして

は、登録者が２名おり、一時預かりとして平均、毎日８人から10人の園児が利用

しているということでございます。 

 次のページをお願いいたします。179ページになります。目２、寄幼稚園費で

す。予算現額415万8,000円、支出済額372万583円となります。01、幼稚園管理経

費288万8,709円の主なものでございますが、11、需用費の学習、施設管理などの

消耗品、光熱水費、施設の修繕費など、また13、委託料につきましては、施設の

法定点検等の管理業務委託でございます。 

 次のページをお願いいたします。181ページになります。中段の0103、施設整

備事業は、園舎の耐震補強工事のための設計委託料として46万4,400円を支出し

ております。この耐震補強工事につきましては、28年度工事として実施し、現在

完了しております。 

 次に、項の５、社会教育費、目１、社会教育総務費になります。予算現額333

万7,000円、支出済額289万4,259円でございます。社会教育推進事業289万4,259

円の主な支出でございますが、１、報酬、社会教育員14名分、社会教育指導員１

名分の報酬でございます。 

 次のページをお願いいたします。目２、青少年教育費になります。予算現額18

9万2,000円、支出済額172万6,916円でございます。青少年の育成に要する経費17

2万6,916円の主な支出といたしましては、0101、一般事務経費の中の19、負担金

補助及び交付金の中の中学生交流洋上体験研修事業負担金37万円になります。１

市４町１村の中学生が参加した事業で、27年度につきましては７名が参加をして



 51 

おります。 

 次に、0102、青少年教育推進事業109万1,973円につきましては、報酬といたし

まして青少年問題協議会委員に８名、青少年指導員16名の報酬51万5,200円を支

出しております。 

 次に、目の３、児童館費になります。予算現額91万6,000円、支出済額73万8,6

17円でございます。昨年と比較して、支出が増額になっておりますけれども、13、

委託料にあります児童館耐震補強設計委託料39万9,600円、湯の沢児童センター、

河内児童センターの耐震補強設計を実施いたしました。 

 次に下段、目４、公民館費です。予算現額696万5,000円、支出済額656万7,665

円でございます。主な支出については、次のページをごらんください。上段、19、

負担金補助及び交付金の地域集会施設修繕費補助金59万1,215円でございます。

トイレの照明ほか修繕57万5,415円、ガスコンロの購入など、自治会の計９件

の費用の75％分を補助金で交付したものでございます。 

 0102施設管理経費のうち、13、委託料、地域集会施設19施設分の指定管理委

託料287万4,851円、それと地域集会施設耐震補強設計委託料30万2,400円、14、

使用料及び賃借料の施設用地借地料７施設分77万3,635円が主な支出となりま

す。 

 次に、目５、図書館費になります。予算現額1,022万5,000円、支出済額1,01

2万7,124円でございます。図書館運営及び維持管理に要する経費の主なもので

ございますが、７、賃金、369万7,410円で６名分の賃金でございます。１日２

人体制で実施をしてございます。13、委託料の図書館用パソコン保守管理129

万6,000円につきましては、図書検索システムのパソコンの保守管理に係る経

費でございます。 

 次のページをお願いいたします。187ページになります。上段15、工事請負

費につきましては、図書館こどもコーナーにエアコンを設置させていただきま

した。 

 続きまして、目６、文化財費でございます。予算現額213万1,000円、支出済

額179万9,684円であります。文化財管理に要する経費の主な支出といたしまし

ては、１、報酬９万7,700円、文化財保護委員５名の報酬であります。また、
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昨年度は文化財保護委員による古文書、所在目録に登録されている個人の所蔵

文書の確認作業を実施いたしました。ことし10月からは、県古文書館職員によ

る古文書のデータ化について実施をしていきたいと考えてございます。 

 次に、項の６、保健体育費、目１、保健体育総務費であります。予算現額1,

424万円、支出済額1,332万6,574円でございます。これに要する経費の主なも

のといたしましては、0102、スポーツ振興推進事業のうち、１、報酬、スポー

ツ推進委員報酬９名分の報酬が主なものでございます。 

 次のページをお願いいたします。189ページになります。上段、13、委託料

では、町立幼稚園運動能力テスト委託料16万9,560円。これにつきましては、

幼児期に適した、また幼児期につけたい体力を測定し、個々に必要な運動につ

なげていくものでございます。27年度につきましては、年長児55名の調査を実

施いたしました。また、町立小学校体力向上推進委託料22万320円につきまし

ては、小学校教員を対象に授業の中で取り入れる年齢児に適した運動の研修を

行ってございます。22名の教員が参加しております。19、負担金補助及び交付

金の町体育協会補助金につきましては、町から委託しております町民親睦の各

種スポーツ大会等に対して交付しております。 

 02、体育施設管理に要する経費では、13、委託料、健楽ふれあい広場委託料

維持管理として156万6,000円、酒匂川町民親水広場等維持管理料といたしまし

て106万1,024円を支出してございます。以上で、教育課の説明を終わります。 

議      長  ただいま12時を過ぎておりますけれども、あとわずかですのでね、説明のほ

う続けさせていただきます。 

政 策 推 進 課 長  最後になります、公債費でございます。目の１、元金、２億8,148万6,787円に

つきましては、85本分の元金になります。詳細につきましては、428ページ以降

に詳細が記されております。 

 続きまして、次のページ190ページをお開きください。利子については、4,2

74万5,558円でございますが、こちらにつきましては109本分の利子でございま

す。 

 続きまして、予備費です。1,392万8,683円を流用させていただきました。備

考欄、職員人件費に要する経費に充用としましては、退職者がふえたことによ
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る市町村退職手当組合への特別負担金の増でございます。また、企画調整事務

に要する経費への充用としましては、補正をさせていただきましたふるさと納

税返礼品に間に合いませんでしたので、予備費を充用させていただきました。

賦課及び徴収による経費への充用につきましては、町税の還付金及び還付加算

金の増に対応したものでございます。 

 １つ下段の公園管理に要する経費（公園管理事務経費）への充用でございま

す。こちらにつきましては、最明寺史跡公園内の進入路の路肩が経年変化の老

朽により剥離して危険なため、対応させていただいたものでございます。 

 続きまして、公園管理に要する経費（ハーブガーデン管理費）でございます。

ハーブ館の給水ポンプ更新工事に対応させていただいたものでございます。 

 最後に、375ページ以降に財産に関する調書、405ページ以降に決算資料が添

付されていますので、後ほど御高覧ください。よろしくお願いします。以上で

説明を終わります。 

議      長  それでは、暫時休憩といたします。午後１時30分から再開をいたしますので、

昼食をとってお願いいたします。              （12時08分） 

議      長  休憩を解いて再開いたします。              （13時30分） 

教 育 課 長  済みません、貴重なお時間を頂戴いたしまして、先ほど教育課決算について説

明をさせていただきましたが、一部誤った説明をさせていただきましたので、訂

正をさせていただきたいと思います。 

 教育費予算のですね、ページ、155ページになります。中段に教育施設整備基

金積立金というのがございます。先ほどの説明で、28年度末見込みとして３億円

の積み立てというふうに申し上げました。27年度末で２億円の積立元金、28年度

予算で5,000万円の積み立てを予定してございますので、28年度末は２億5,000万

円ということになります。申しわけありませんでした、訂正をさせていただきま

す。以上です。 


