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午前 ９時５８分 開会 

○川村委員長 皆さん、おはようございます。 

 平成３０年度決算審査特別委員会第５回目に

入る前に、昨日の子育て健康支援課の宿題とい

いますか、回答のほうで一部残っていることが

ありましたので、そちらのほうを先にやってか

らきょうの日程のほうに入りたいと思います

が、よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 では、子育て健康支援課長、お願

いいたします。 

○岩上子育て健康支援課長 きのうの課題につ

きまして、お時間を頂戴しまして本当にありが

とうございます。 

 内容につきましては、川上委員から質問があ

りました、公用車の管理費の部分でございま

す。ナンバー１０の部分についてでございます

けれども、これについて、決算額と不用額、予

算に対してちょっと合わないのではないかとい

う質疑だったと思いますけれども、これにつき

ましては、需用費のほうから備品のほうに１万

３,０００円の流用をさせていただいておりま

す。ちょっとバッテリーが急遽上がってしまい

まして、それを購入するための備品購入費を１

万３,０００円流用させていただいたと。その明

記が共通様式の中に、ちょっと不備、記載漏れ

ということがありましたので、それを明記させ

ていただいて、差しかえて、回答とさせていた

だければと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○川村委員長 副委員長。 

○川上副委員長 もう１回、確認だけ。当初予算

が２２万２,０００円ですよね。需用費の部分で

す。 

○岩上子育て健康支援課長 当初予算額から１

万３,０００円を引きまして、それに決算額、そ

れを差し引くと不用額と金額は一致するかと思

いますけれども。 

○川上副委員長 当初予算は２２万２,０００円の

予算ですよね。 

○川村委員長 暫時休憩いたします。 

午前１０時０２分 休憩 

────────────── 

午前１０時０７分 再開 

○川村委員長 それでは、休憩前に引き続き、再

開いたします。 

 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 貴重な時間を費や

してしまって済みません。 

 詳細についてですが、需用費の予算額につき

ましては、当初予算額２２万２,０００円ござい

ました。補正で１４万円足させていただきまし

て、２２万２,０００円と１４万円を足しますと

３６万２,０００円となります。これから流用の

分、１万３,０００円引きますと３４万９,００

０円になります。この金額から３２万５,０５３

円の決算額、これを引きますと２万３,９４７円

の不用額が発生するという状況でございます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 副委員長。 

○川上副委員長 流れ的なものはわかりました。

ただ、共通様式の中に流用の項目が入っていな

かったということで、ちょっと私、見ても、合わ

ないなという感じだったので、最後の整理予算の

４,０００円の中には需用費は含まれていないとい

うことですね。 

○岩上子育て健康支援課長 含まれていないと

いうことです。 

○川上副委員長 役務費で４,０００円落としてい

るということですね。 

○岩上子育て健康支援課長 そうです。 

○川上副委員長 わかりました。 

○岩上子育て健康支援課長 よろしくお願いい

たします。 

○川村委員長 それでは、審査のほう、終了いた

します。 

 暫時休憩いたします。 

午前１０時０９分 休憩 

────────────── 

午前１０時０９分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 環境生活課のほうも、昨日の残っている件につ

いて、審査のほうを行いたいと思います。 
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 環境生活課長。 

○磯場環境生活課長 昨日、環境生活課の資料

ページナンバー６の未使用墓地の返還金の関係

で、川上委員から、当初予算が２０万円で、補

正が４３万２,０００円、６３万２,０００円が

予算現額で、執行が６２万２,０００円なので、

不用額１万円が記載漏れではないかということ

で質問がありまして、それの答弁なのですが、

委員おっしゃるとおりで、６２万円で、執行

が、１万円、不用額が出たのですが、３月の整

理予算でその１万円を減額補正していまして、

執行、不用額はゼロということで、こちらの補

正の主なものの３月議会の整理予算の三角の１

５万円の中にその１万円が含まれているという

ことが、すぐちょっと答えが出せなくて大変申

しわけございませんでした。 

 以上です。 

○川村委員長 副委員長。 

○川上副委員長 ３月の整理予算の中で１万円減

の措置を行って、最終的には６２万２,０００円の

執行で、不用額ゼロということで、わかりまし

た。 

○川村委員長 以上で、環境生活課の審査のほう

を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

午前１０時１１分 休憩 

────────────── 

午前１０時１１分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 本日の第５回の審査のほうをとり行いたいと

思います。 

 農林水産課の審査を行います。 

 経済部長、農林水産課長、御苦労さまです。 

 それでは、共通様式に基づき、説明のほうを

お願いいたします。 

 資料の具体的な内容については、特段の説明

がない限り、記載のとおりでお願いいたしま

す。 

 それでは、お願いします。 

 農林水産課長。 

○川島農林水産課長 それでは、農林水産課所

管の平成３０年度決算説明をさせていただきま

す。よろしくお願いします。 

 それでは、共通様式ナンバー１、決算書１４

２ページから１４５ページ、事業決算名が農業

総務費になります。当初予算額２６万円、１２

月に整理補正を行い、予算現額２５万１,０００

円、決算額２４万８,８４８円、執行率９９.１

４％となっております。事業決算の具体的な内

容は記載のとおりとなっております。 

 続きまして、共通様式ナンバー２、事業決算名

が農政公用車管理費になります。中段の特定財源

については、経営所得安定対策直接支払い事業補

助金として、公用車燃料費分９万１,４１３円を受

け取ります。ここで様式の事業目的のところ、公

用車１台分の維持管理となっておりますが、リー

ス１台と、町としてのジムニー１台、計２台の維

持管理費の分になっております。訂正をお願いし

ます。よろしくお願いします。 

 続きまして、共通様式ナンバー３、事業決算

名、農業支援対策事業費になります。前年度の

繰越額合わせ、予算現額が１,４１４万７,００

０円、決算額１,４０３万５１２円で、執行率９

９.１８％となっております。 

 続きまして、ナンバー４、事業決算名が新野

菜広域流通施設整備費になります。ここでは、

農業振興を図るための広域流通施設を整備し、

農業者の所得向上及び経営安定を目的としてお

ります。ここでは、前年度繰越額２４億４,１１

０万円は、昨年度末の３月の生産性革命に資す

る地方創生拠点整備交付金採択に伴い、平成３

０年度施行として事業を進め、本年３月に事業

完了しており、本年４月よりＪＡに指定管理を

していただき、稼働しております。 

 続きまして、ナンバー５の事業決算名、経営

所得安定対策直接支払推進事業費になります。

当初予算額が５４１万６,０００円、補正予算額

がマイナス２７万５,０００円、予算現額が５１

４万１,０００円、決算額が４９６万４,８９１

円、執行率が９６.５７％となります。ここで

は、特定財源、記載のとおりですが、経営所得

安定対策事業推進補助金４１２万７,７９７円を

事務経費として歳入を受けて対応しておりま
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す。その特定財源から、七飯町地域農業再生協

議会へ事務費として１９節の負担金で補助金１

３８万円を支出しております。 

 続きまして、ナンバー６の土地改良総務費に

なります。当初予算、政策予算合わせ、予算現

額が７,６５４万８,０００円、決算額が７,６５

４万６,３９６円となっております。ここでは、

国費の関係で、多面的事業支払事業補助金をこ

の項目から支出して、農家の管理団体へ支出し

ております。 

 続きまして、ナンバー７になります。農業施

設維持管理費になります。当初予算額、中段歳

出補正内容に記載していますが、３月定例会で

それぞれの項目予算を減額整理し、予算現額が

１,０２８万５,０００円、決算額が１,０２７万

４９４円、執行率９９.８６％となっておりま

す。事業決算、具体的な内容は記載のとおりと

なっております。 

 続きまして、ナンバー８、国営農業基盤整備

事業費になります。ここでは、国営農業基盤整

備事業の円滑な推進を図るためのもので、予算

現額が７７万５,０００円、決算額が７７万３,

８５０円、執行率が９９.８５％となっておりま

す。 

 続きまして、ナンバー９、道営農業基盤整備

事業費になります。ここでは、道営農業基盤整

備事業の円滑化を図るもので、当初予算額３,７

７８万４,０００円、中段の歳出補正内容につい

ては記載のとおりで、予算現額が３,７１３万

円、決算額が３,７１１万５,４７７円で、執行

率が９９.９６％となっております。ここでは、

事業を終えた農業基盤整備事業負担金、これは

過去について、道営事業３事業の償還金になっ

ております。次からについては、現在進めてお

ります事業の分で、事業進捗にあわせて整理、

補正等を行って事業を進めております。 

 続きまして、ナンバー１０、土地改良公用車

管理費になります。予算現額１８万７,０００

円、決算額１５万９,３７４円、執行率８５.２

３％となっております。事業決算、具体的な内

容は記載のとおりとなっております。 

 続きまして、ナンバー１１、町営牧場運営費

になります。当初予算額１,８８６万７,０００

円、歳出補正内容については中段に記載してい

るとおりであります。また、事故牛に伴い、緊

急措置として予備費より４万６,０００円を充用

し、予算現額１,７８１万４,０００円、決算額

１,７７２万５,６９４円、執行率９９.５％と

なっております。主な具体的な内容は記載のと

おりであります。 

 続きまして、ナンバー１２、町営牧場看視車

管理費になります。ここでは、管理車の適正な

維持管理を図るもので、当初予算額７８万９,０

００円、中段の歳出補正内容、記載のとおり

で、補正予算額マイナス５万６,０００円、予算

現額７３万３,０００円、決算額６３万６,７４

７円となっております。事業決算の具体的内容

は記載のとおりで、おおむね予算どおりの執行

となっております。 

 続きまして、ナンバー１３、事業決算名、町

営牧場作業車管理費になります。トラクター、

トラック、バイクなどの維持管理に係るもの

で、予算現額が２１８万８,０００円、決算額２

１７万万２,５１５円、執行率９９.２９％とな

り、おおむね予算のとおりの執行となっており

ます。 

 続きまして、ナンバー１４、項が変わりま

す。林業費になります。当初予算額２６９万５,

０００円、中段の歳出補正内容、記載のとお

り、実績にあわせて補正を行って、予算現額が

４３２万６,０００円、決算額が４３２万３,６

４８円となっております。執行率は９９.９％と

なっております。事業決算の具体的な内容は記

載のとおりであります。 

 続きまして、ナンバー１５、町有林整備費に

なります。当初予算額９９０万２,０００円、実

績にあわせ整理補正を行って、予算現額が９１

０万円、決算額が９０９万８,１６０円となって

おります。ここでは、町有林の野ネズミ、間伐

委託、下刈り委託等を実施しております。予算

のとおり執行しております。 

 続きまして、ナンバー１６、水産業費で、こ

こでは、内水面漁業振興のためで、おおむね予

算のとおり執行となっております。 
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 続きまして、ナンバー１７、農道等災害復旧

事業費になります。決算書ページは２４０から

２４１ページになりますが、昨年度は緊急的な

支出する災害等がございませんでしたので、減

額補正しております。 

 共通様式は以上であります。 

 続きまして、様式３、収入未済額の状況にな

ります。２枚ありますが、初めに１枚目です

が、これは平成５年度から平成７年度にかけ、

北海道農業開発公社から借り受けた肉用牛の牛

の賠償金と売払分となっております。生活困窮

により収入額が非常に少ないのですが、引き続

き納付を要請してまいりたいと思っておりま

す。 

 続きまして、最後に、様式３の国営土地改良

事業、これは昔、農地開発事業といいまして、

それにかかわる規定償還、受益者負担金分にな

りますが、下段の滞納繰越分、１件、１１３万

円の納付ありがありましたが、先ほど同様、生

活困窮が理由になりますが、引き続き納付を要

請してまいります。 

 以上で、共通様式と様式３について説明を終

わります。よろしくお願いいたします。 

○川村委員長 ありがとうございます。 

 これより質疑を行います。 

 田村委員。 

○田村委員 ナンバー４の新野菜広域流通施設

整備費、これについてちょっと。ことしの３月

に事業が完了して、供用開始が始まっていると

いうことなのですけれども、まず、町の所有に

対して、ＪＡに貸して、そして使用料という

か、そういうものを払ってもらうという、そう

いう流れで、これは使用料を開始するというの

はことしから始まっている。そして、幾ら、こ

れは使用料として払うのか、あるいはどういう

形で払うのか、ちょっとわからないのですけれ

ども、まずその部分をちょっと教えていただき

たい。 

 それから、町が国に対して起債を借りていま

すよね。それから、交付税の算入がある。こ

れ、５０％ですから、実質、借りた半分を返

す。そして、利子もそれなりに半分の元金にか

かっていくということだと思うのですけれど

も、この部分の中で、まず先ほど言ったよう

に、ＪＡから町に入ってくるのは、使用料とし

て入ってくるのか、どういう形で入ってくるの

かということと、それから、ことしから始まっ

たということですから、まず使用料として入る

のか、どういう形で入るのか、それをまず教え

ていただきたいと思います。 

○川村委員長 農林水産課長。 

○川島農林水産課長 ただいまのナンバー４の新

野菜広域流通施設整備費の中の質問に対してお答

えいたします。 

 まず、事業については、当初、産地パワーとい

う農業系の事業から内閣府の事業に切りかえたこ

とで、補助率、また、起債の関係が有利であると

いうことで変えたのがまずそもそもであります。

農協から、指定管理者から町に払われる使用料な

り負担金については、これは新野菜広域流通施設

整備負担金として、まず今回については３,１３７

万３,０００円、３,１００万円ほど、２０年間続

けて、今年度から農協さん、指定管理者から支払

う予定であります。これについては、土地自体が

全体で５万３,０００、約５.４ヘクタールあるの

ですけれども、現在使われている約２.３ヘクター

ル、道路も入れて、整備されている部分、２.３ヘ

クタールの部分を今年度から２０年間、３,１００

万円ほど支払う予定になっております。また、残

りの将来構想という部分で、残り約２万９,９０

０、約３ヘクタールについては、今後、農協さん

のほうが集約化を図っていくという部分で、用地

を協力した部分がありますので、その部分につい

ては、指定管理者、農協さんのほうが建物を後年

次にこれから建てていくと思うのですけれども、

そこから、整備された次の年から、残りの９,２０

０万、２０年間として４６０万円ほど、２０年分

を翌年度から今の３,１００万円に合わせて、そこ

から２０年間支払うような形に、協定、覚書を

とっております。 

 以上です。 

○川村委員長 田村委員。 

○田村委員 今の話ですと、約３,１００万円、２

０年間、負担金として町に払う。そして、土地に
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ついては２.３ヘクタール、２０年間。 

○川村委員長 農林水産課長。 

○川島農林水産課長 済みません、改めて詳細に

ついて説明します。 

 最初の、ことしから支払われる負担金、２０年

間、３,１３７万３,０００円ほどについては、用

地費、５.４ヘクタールのうち、今、実際稼働して

いる敷地というか使われている敷地が２.３ヘク

タールほどありますので、その分について事業按

分して３,１００万円の２０年間分を算出しており

ます。残りについては、農協さん、指定管理者さ

んのほうが集約化を図るということが大前提で用

地を協力しておりますので、その分については、

後年次に施設を建てた次の翌年度から、残りの９,

２００万円、２０年で割ると年間４６０万円ほ

ど、負担金として上乗せして支払うような形を

とっております。 

 以上です。 

○川村委員長 田村委員。 

○田村委員 そうしますと、先ほどの繰り返しに

なりますけれども、約３,１００万円掛ける２０

年、これは土地の分、５.４ヘクタールのうちの

３.２ヘクタールも含めた形で、（「２.３ヘク

タール」と呼ぶ者あり）２.３ヘクタール含めた形

で負担金として払うと。それから、残りの３ヘク

タールちょっとについては、４６０万円掛ける２

０年間を、後年度として、使った場合ですよね、

それについては翌年度というか、使った翌年度か

ら払いますよという話だと。これだけが全てで、

町のものと言えばおかしいけれども、町が所有し

ている、そういうものについての負担金という

か、これはゆくゆくはＪＡのものになるのです

か、それともずっと町のもの、負担金、使用料と

いうことであれば、ずっと町のもので、貸してく

ださいねという話になるのだけれども、負担金と

いうことになれば、２０年後はどういう形になる

のですか。 

○川村委員長 農林水産課長。 

○川島農林水産課長 ただいまのことについて説

明いたします。 

 これについては、使用料ではなく、負担金で

とっておりまして、町としての考え方は、当初か

ら町として事業整備したことについては、農協の

ほうで何年かに分けて払うというのが大前提で進

んでおりまして、今始まった３,１００万円の２０

年、また、残りの９,２００万円、４６０万円の２

０年で９,２００万円については、支払いが終わっ

たら、町としては指定管理者、農協なのですけれ

ども、そちらのほうに渡すような形で、町として

は用地としては、施設としては持たない考えであ

ります。今後、２０年のうち、大型で大規模修繕

なり、そういうものはあるとは思いますが、基本

的には、その分については、指定管理者というか

農協のほうが事業更新なり、そういう部分をして

いくということで、町のほうが整理するというふ

うに決めております。 

 以上であります。 

○川村委員長 田村委員。 

○田村委員 そうすると、大雑把に言えば、２０

年間、負担金を払って、その後、所有権移転を町

からＪＡのほうにするという考え方でいいという

ことですね。 

 それから、もう１点、今度、町の部分なのです

けれども、起債を借りて、補助金ももらってとい

う、１２億円が補助金だと思うのですよね。残

り、起債充当率が１００ということは、一般財源

の持ち出しがないという考え方でいいのか。そし

て、交付税算入が半分ですから、実質６億円、起

債を借りて、そして、この起債の償還が何年で、

利子が何年、幾らつくか、そこをちょっと教えて

いただきたいのですけれども。 

○川村委員長 農林水産課長。 

○川島農林水産課長 ただいまの質問に対して、

補助金１２億円となっておりますが、これについ

ては、地方創生の事業に対しての補助金について

は１１億２,２００万円ほどになります。トータ

ル、これについては平成２８年から、測量、また

用地取得、入っておりますが、この総事業費全体

でいけば、２３億９,９００万円ほどになります。

今回の決算についての地方創生については、この

分については、２２億４,４００万円の事業に対し

て１１億２,２００万円ほどが補助金、そして、こ

の補助事業に対しての一般財源については７万２,

０００円ほど、一般財源にしております。残りに
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ついては借り入れして、利子が発生して、利子を

含めたもの全てを指定管理者からもらうような形

になっております。 

○川村委員長 農林水産課長。 

○川島農林水産課長 起債元金については１１億

２,２００万円、利子については２０年で７,６１

１万６,３５０円、起債元金と利子を合わせて１１

億９,８１１万６,３５０円になっております。一

般財源が７万１,８００円、元金、利子、一般財源

合わせて１１億９,８１８万８,１５０円となって

おります。 

 以上です。 

○川村委員長 田村委員。 

○田村委員 ちょっとわからないのですけれど

も、要するに町の一般財源が７万２,０００円、そ

して、起債元金と利子で１１億９,８００万円、そ

ういう流れで、あとは補助金が１１億円でした

か。 

○川村委員長 農林水産課長。 

○川島農林水産課長 補助金については１１億２,

２０７万１,０００円になります。 

○川村委員長 田村委員。 

○田村委員 そうしますと、大体２３億円ぐらい

の総事業費ということですよね。そうなります

と、今の負担金だとか、それから、後年度、３ヘ

クタールのものだとか、全部足したとしても、な

かなかそこまでの金額にいかないような気がする

のですよね。ＪＡの負担金の総額と、それから、

七飯町が持った２２億円まで、合計金額。ツー

ツーにはならないものなのですか。 

○川村委員長 農林水産課長。 

○川島農林水産課長 今、自分が説明したとき

は、あくまでも補助事業分でありますので、２８

年度から２９年で施行した事業については、今の

やつは含まれておりませんので、今、説明したの

は、あくまでも平成２９年度の繰り越し分のほう

の説明でありますので、これが総体の事業で説明

したほうがいいですか。 

○川村委員長 田村委員。 

○田村委員 要は、私が聞きたいのは、確かに２

９年度も大事なのだけれども、町がお金をかけた

総額、総体の金額と、要は２０年かかってＪＡか

ら償還されるというか、負担金として入ってくる

お金と、ツーツーか、それとも、利子だとかいろ

いろなことを考えると、ＪＡのほうが若干多く

入ってくるというのなら基本的に理解できるのだ

けれども、町が負担した、それよりも少ない金額

が入ってくるという話であれば、やはりどういう

ものだろうかという、そういう感じがするもので

すから、そこら辺、ちょっと説明、お願いしま

す。 

○川村委員長 農林水産課長。 

○川島農林水産課長 改めて少し説明いたしま

す。総体の総事業費で説明いたします。まず、こ

の事業は平成２８年から３０年でやって、総事業

費が２３億９,９０９万９,９６６円になります。

そのうち、昨年の事業が採択を受けましたので、

補助金としては１１億２,２０７万１,０００円。

そのうちの残金に対しての起債元金でありますの

で、起債元金の総トータルが１２億３,１７０万

円。利子は、２０年として、利子だけで７,９６０

万９６９円。起債の元金と利子を合わせまして１

３億１,１３０万９６９円。総事業費の一般財源と

しては４,５３２万８,９６６円。今説明した元

金、利子、一般財源、合わせて合計が１３億５,６

６２万９,９３５円。交付税算入、５０％と考えま

すと、１３億５,６００万円の半分ということで、

５億９,９０５万８,１７５円が交付税算入として

額を想定しております。それを差し引いたもの、

それが７億５,７５７万１,７６０円。これについ

て、指定管理者のほうから、それの２０年で、３,

７８７万８,５９８円、それが２０年間で支払う予

定でありますが、現在、覚書で交わしているの

は、あくまでも２.３ヘクタール、先行して稼働し

ている分を先にもらって、残りの将来構想につい

ては、建物が建築して稼働した年、その翌年度か

ら２０年間で支払う予定であります。 

 以上であります。 

○川村委員長 田村委員。 

○田村委員 申しわけないのだけれども、なかな

か数字、ぼっかけることできないものだから、申

しわけないのだけれども、できれば今言われたの

を表にして出していただければ、私はすごく助か

りますし、それから、ＪＡから来る負担金、これ
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も出していただいて、かかったお金と、負担して

いただくお金を対比できるような表をつくってい

ただければ非常に審査もしやすいのですけれど

も、何とか協力していただけないでしょうか。 

 今お話ししたのですけれども、一覧表にして、

かかった経費と、それからＪＡから入ってくるお

金を対比できるような、そういう表をつくってい

ただいて、そういう表を提出というか、資料とし

て要求したいと思いますけれども。 

○川村委員長 今、田村委員のほうから、ＪＡに

関する金額の入った一覧表を、後日でよろしいで

すか、田村委員。今……。後日出してもらうとい

うことで。（発言する者あり）ちなみに、どれく

らいでできますか、もしつくるとなると。（発言

する者あり） 

 そうしたら、委員会としても、今の資料、あ

す、資料要求するということで、皆さん、よろし

いですか。（「はい」「委員長、ちょっと関連な

のですけれども」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 そうしたら、まずあす、資料のほ

う、お願いいたします。 

 田村委員もそれでよろしいですか。 

○田村委員 はい。 

○川村委員長 ほかに質問ある方。 

 平松委員。 

○平松委員 今は２.３ヘクタール分で契約書があ

るのですか。残りの約３ヘクタール分の契約書と

いうのもあるのですか。例えば、建物を建てたら

お金を払いますよという話がちゃんと文書に残っ

ているのかどうか。万が一、ずっとこれを建てな

いままだったら、この分のお金は町に入ってこな

いということになると思うのですけれども、その

辺の農協さんとの契約もできればきちんと書いて

おくべきだなと思っています、今の資料の中に。 

○川村委員長 農林水産課長。 

○川島農林水産課長 今の平松委員の質問なので

すけれども、指定管理なので、あくまでも指定管

理は指定管理の契約はあるのですけれども、別

に、この総事業に対しての負担金の支払い方法と

いうことを覚書で交わしていまして、その中で、

まず、今稼働する２.３ヘクタール、２０年間で払

うのだよと。そして、そのうちの将来構想の部分

については、施設稼働したら２０年間払うのだよ

という、っていうというか、覚書を交わしてあり

ますので、これを添付すると。 

○川村委員長 平松委員。 

○平松委員 その中に、３ヘクタールの使用がな

い場合というのは想定されていないのでしょう

か。使う前提の契約書だけと。聞きたいのは、３

ヘクタール分がちゃんと回収できるかどうかとい

う担保があるどうかなのです。 

○川村委員長 農林水産課長。 

○川島農林水産課長 そもそもこれ自体は将来構

想も含めて事業要望がありましたので、それに対

しては、担保という部分については、あくまでも

この部分しかないのですけれども、そもそもは平

成２６年、２５年度末から事業要望があって、町

がどこまでお手伝いするかという部分を常に話を

している中で、最終的にこの覚書で、指定管理と

は別に、農協とこういうふうに覚書を交わしてい

ますので、将来構想については、事業できないと

いうのは、町としては想定していません。 

○川村委員長 経済部長。 

○青山経済部長 るる質問ありましたけれども、

この生産性革命に資する地方創生拠点整備交付

金というのは、まず、七飯町が事業主体となり

まして、事業概要といたしましては、七飯町、

北斗市には四つの野菜集出荷施設が点在してお

り、人員、輸送時間に無駄が生じている。その

ため、統合、集約し、新たに真空予冷装置を備

えた新野菜広域流通施設を鮮度保持が必要な作

物主力産地の近くに整備する。それにより鮮度

が保持され、高品質な青果物の出荷を可能とす

るとともに、人員の整理、統合により、余剰人

員が農業従事者の生産指導に当てられる可能性

となり、農業者の輸送時間及び輸送コストの削

減と農業者の生産向上が図られる。野菜の品質

向上、収益性の増大による生産性革命を実現す

るということで、ここに施設を集約するという

ことの文言が記載されて、国の内閣府で承認を

されているという事業でございますので、当

然、農協さんのほうも、中長期計画の中で、や

はりそういうものをうたってくるというもので

ございます。 
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 それで、町といたしましては、課長が答弁し

たとおり、未使用の部分が、将来、ずっと未使

用ということではなくて、早期に使用していた

だきたいことを要望はしてございますので、農

協さんも経営関係がありますので、そういう計

画にのっとって事業を展開するということでご

ざいますので、町といたしましては、その部分

は未使用ということでなくて、将来的には施設

が集約され、そこに集まってくるということを

考えてございますので、御理解のほどお願いい

たします。 

 また、この事業の中に、当初、産地パワー

アップという補助メニューで施設を計画してい

こうということで動きましたが、当然、優遇な

制度であって、補助が５０％、また、起債も１

００％の充当率５０というような内容もありま

して、有利だと。その有利な中に、条件といた

しましては、農協さんありきでなくて、必ず指

定管理者として公募をしなさいというのが条件

でございますので、今回も公募をし、結果的に

は１団体の農協さんが指定管理者として手を挙

げてきたということでございますので、それも

３年という形で指定管理期間が決まってござい

ますので、終了後はまた改めて公募をし、また

その期限が切れれば、また公募をしていくとい

うような状況になるかと思ってございますの

で、そういう補助制度にのっとって事務手続を

今後も進めていきたいと考えておりますので、

参考までに情報として提供させていただきまし

た。よろしくお願いします。 

○川村委員長 平松委員、いいですか。 

○平松委員 わかりました。 

○川村委員長 田村委員。 

○田村委員 １点、ちょっと聞き忘れたのですけ

れども、先ほどもありましたけれども、指定管理

の関係ですけれども、金額は幾らになって……。 

○川村委員長 経済部長。 

○青山経済部長 指定管理制度で公の施設という

ことで押さえてはいるのですが、あくまでこれ

は特殊な施設ということでございますので、使

用する方々が農業関係、青果物関係ということ

で、従来の真空予冷庫、峠下にございますが、

それにのっとって、農家の方々が使用料を支払

い、その使用料の中で運用していただきたいと

いうことで、ほかの施設とは違って、町として

は指定管理料を支払ってございません。あくま

で農家さんの利用した使用料を指定管理者の収

入と見なしますので、それらの中で運営をして

いただくと。 

 当然、課長も先ほど言いましたが、長い期

間、町が所有するということで、本来であれ

ば、何かがあれば町が修繕をしなければならな

い案件ではございますが、あくまでこれは、当

初、これはフロンガスの関係で、もう来年から

フロンガスの規制が始まって、今の真空予冷庫

が使えないということで、新しい真空予冷施設

をつくりたいということが農協さんのほうから

要望があり、町も動いてきたと。その中で、産

地パワーアップで何とか進めていって、本来で

あれば３１年度、令和元年度に事業は動くはず

でしたけれども、先ほど来、説明してございま

すが、この内閣府の地方創生の新しい交付金制

度ができたということで、結果的には当初の計

画より１年早く事業展開をし、農協さんのほう

にもその部分については早目に施設が提供でき

て、その部分については、農家さんのほうにも

大変いい状況でこの施設が稼働したということ

でございますので、あくまで農家さん方の利用

料で賄っているということで、町からの負担は

今ございません。 

 以上でございます。 

○川村委員長 田村委員。 

○田村委員 本来、指定管理の考え方ということ

であれば、やはり町のほうから幾らか、その町の

ほうから幾らかというのは、農家さんの使用料と

いうか、そういうもので賄うから町からは出して

いないというのは、理屈はわかるのですけれど

も、逆に言えば、幾ら利用料が農家から上がる見

込みを持って、それと、町が積算した指定管理料

と、そういう利用料と合わせるとこうだから、

真っすぐＪＡのほうに使用料をやって、プラマイ

ゼロですよという、そういう話だと思うのですけ

れども、具体的に、では農家さんの使用料と指定

管理料というのは、町が考えた指定管理料、運営
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費ですよね、それとツーツーなのか、あるいはど

うなのかという、そこら辺、積算しているのかど

うか、そこをちょっと教えていただきたいと思い

ます。 

○川村委員長 農林水産課長。 

○川島農林水産課長 今の質問については、公募

をかけたときに、収支計画みたいなものを出して

きますので、その中に、ちょっと今、資料がない

ので、今、追加資料がありましたので、その資料

もつけて、あした、改めて説明したいと思います

が、基本的には、ツーツーではなくて、農協さん

が使用料も上げていますので、将来の更新とか、

そういうのを見込んで、収支的にはツーツーには

なっておりませんので、あした改めて説明しま

す。 

○田村委員 わかりました。 

○川村委員長 ほかに質問のある方。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 よろしいですか。 

 それでは、農林水産課の審査を終了いたしま

す。 

 経済部長、農林水産課長、御苦労さまでした。 

 暫時休憩にいたします。 

午前１０時５６分 休憩 

────────────── 

午前１１時０９分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 商工観光課の審査を行います。 

 経済部長、商工観光課長、御苦労さまです。 

 それでは、一般会計と特別会計、続けて説明

のほう、お願いいたします。 

 特段の説明がない限り、記載のとおりでお願

いいたします。 

 それでは、お願いいたします。 

 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 それでは、様式に基づきま

して概要を説明させていただきます。 

 まず、特別委員会要求資料、共通様式からでご

ざいます。 

 ナンバー１、事業決算名は食品衛生費で、当

初予算額、予算現額ともに２万円、支出済額２

万円、執行率は１００％で、内容は記載のとお

りでございます。 

 ナンバー２、事業決算名、労働諸費で、当初

予算額、予算現額ともに３,９３０万５,０００

円、支出済額３,９３０万５,０００円、執行率

１００％で、内容は記載のとおりでございま

す。 

 次のページになります。ナンバー３、事業決

算名は商工振興費で、当初予算額１,７３６万

３,０００円、補正予算額５９６万８,０００円

の追加、予算現額は２,３３３万１,０００円、

支出済額は２,２０１万２,１６７円で、執行率

は９４.３％です。こちらは、右に内容記載のと

おりでございますが、主なものの中に、道の駅

感謝祭開催負担金８８万３,５９６円、それか

ら、一番下の段になりますが、七飯町商工会青

年部創立５０周年記念事業に対しまして１００

万円の補助金を支出しているところでございま

す。 

 次のページになります。ナンバー４、事業決

算名は商工業経営安定支援事業費で、当初予算

額３,６２３万２,０００円、補正予算額１１万

５,０００円の減額で、予算現額は３,６１１万

７,０００円、支出済額が３,５８８万６９５円

で、執行率は９９.３％です。内容につきまして

は記載のとおりでございます。 

 次に、ナンバー５、事業決算名は特産品ＰＲ事

業費で、当初予算額１５１万４,０００円、補正予

算額１４万４,０００円の減額、予算現額は１３７

万円、支出済額が１３１万４,９５１円で、執行

率は９６％でございます。内容は記載のとおり

でございます。 

 次のページになります。ナンバー６、ふるさと

納税事業費で、当初予算額６,６７４万４,０００

円、補正予算額は４,２４６万５,０００円の減

額で、予算現額は２,４２７万９,０００円、支

出済額は２,４１６万６,２９４円で、執行率は

９９.５％でございます。内容につきましては記

載のとおりですが、この事業の中で、ふるさと納

税消耗品費、いわゆる返礼品費、こちらが予算不

足を生じたため、役務費から５万２,０００円を流

用してございます。 
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 次、ナンバー７、事業決算名は企業誘致推進費

で、当初予算額は１億４７万２,０００円、補正

予算額は１億９,６９８万円、予算現額は２億

９,７４５万２,０００円、支出済額は２億９,７

３１万５,４９７円、執行率は１００％でござい

ます。こちらの中身は記載のとおりでございま

すが、このたび、工場等設置投資補助金といた

しまして、北海道キヨスク函館支店みかど弁当

工場に１億円の補助金、それから、道の駅エリ

アの民間活力導入事業に係る男爵ラウンジに対

しまして地域総合整備資金保証料補助金９８万

円と、貸付金、地域総合整備資金貸付金１億９,

６００万円を支出してございます。ただし、こ

ちらの事務につきましては、所管が政策推進課

となってございまして、支出課目のみ商工費で

支出を処理してございます。 

 次のページになります。ナンバー８、事業決

算名は観光総務費、当初予算額は４２９万円、補

正予算額は７４万１,０００円の減額、予算現額

は３５４万９,０００円で、支出済額３４７万

３,２２４円、執行率は９７.９％でございま

す。内容は記載のとおりでございます。 

 続きまして、ナンバー９、事業決算名は観光事

業費で、当初予算額２,０２４万６,０００円、補

正予算額は７２９万９,０００円の増額、予算現

額は２,７５４万５,０００円、支出済額は２,７

３４万１４８円で、執行率は９９.３％、内容に

つきましては記載のとおりでございます。 

 次のページになります。ナンバー１０、事業

決算名は観光地整備管理費、当初予算額は２０５

万円、補正予算額は８万３,０００円の減額、予

算現額は１９６万７,０００円、支出済額は１８

８万４,９６６円で、執行率は９５.８％でござ

います。内容につきましては記載のとおりでご

ざいます。 

 ナンバー１１、事業決算名、国際交流プラザ管

理費で、当初予算額は１,９０４万６,０００円

で、予備費より充用額５９万４,０００円を加

え、予算現額は１,９６４万円で、支出済額は

１,９６３万９,８４３円、執行率は１００％で

ございます。こちらは、国際交流プラザの暖房

ボイラーの取りかえ工事に予備費を充用して対

応してございまして、本年の１月１１日、議会

運営委員会及び２月１５日の議員全員協議会に

おいて情報提供で経過説明等を行っているもの

でございまして、５９万４,０００円を執行して

ございます。 

 次のページになります。ナンバー１２、事業

決算名は道の駅指定管理費で、当初予算額は２,

６２１万８,０００円、補正予算額は９０万８,

０００円を増額、さらに予備費より１０万６,０

００円を充用いたしまして、予算現額は２,７２

３万２,０００円、支出済額は２,７２１万７,４

７２円で、執行率は９９.９％でございます。こ

の中で、予備費の充用を行ったものにつきまし

ては、去る９月６日の北海道胆振地震に伴う道

内全域における停電に対応するため、道の駅に

仮設トイレを設置いたしました。これに係る設

置費及び仮設トイレのくみ取り手数料を予備費

で対応したところでございます。 

 次に、共通様式の様式１、事務事業予算全額

未執行５万円以上の状況につきましては記載の

とおりでございます。 

 さらに、様式２、予算流用及び予備費充用の

状況につきましては、先ほど御説明したとお

り、流用１件、充用が３件でございます。 

 引き続きまして、土地造成事業の特別会計につ

きまして概要を御説明させていただきます。 

 決算書の土地の部分、ページ４２０から４２１

ページになります。事業決算名は造成地販売管理

費、当初予算額、予算現額ともに９万円、支出

済額は３万３,０００円で、執行率は３６.７％

でございます。 

 続きまして、土地ページ、４２２ページから

４２３ページになります。事業決算名は土地造成

会計予備費で、当初予算額、予算現額ともに９１

万円で、予備費充用はございませんでした。 

 これらから、土地造成会計につきましては、形

式収支、実質収支ともに１３７万７,００６円の黒

字となってございます。 

 引き続きまして、平成３０年度の決算審査特別

委員会追加要求資料について御説明をさせていた

だきます。 

 商工観光課からは５件、平成３０年度の入札方



－ 12 － 

法別の契約件数と契約金額、２点目は、平成３０

年度の寄附金の項目別の内訳、３点目は、道の駅

なないろ・ななえの指定管理者の決算書の写し、

４点目は、道の駅なないろ・ななえの指定管理者

との協定書、基本協定と年度協定の写し、最後

に、道の駅基本計画の営業収支の想定額に対する

平成３０年度の実績額を添付してございます。 

 なお、大変申しわけございません、最後の５番

目の営業収支の想定額に対する平成３０年度実績

額の上の欄、右のほうに、増減Ａ－Ｂと表題に記

載してございますが、こちら、Ｂ－Ａの誤りでご

ざいました。大変申しわけございません。 

 以上、商工観光課提出資料についての御説明

を終了させていただきます。 

○川村委員長 ありがとうございます。 

 これより質疑のほうを始めます。 

 質問のある方。 

 中島委員。 

○中島委員 ５番目の想定額に対する営業収支

の実績なのですけれども、これ、私、課長のほ

うに、７月の末にちょっと数字をお願いして、

８月の上旬に御返答いただいたのですけれど

も、その数字と見まして、きょういただいた数

字を見ますと、想定額の数字は合っているのだ

けれども、実績の数字が全く違うというのはど

ういうことなのか。私がいただいた、例えばテ

イクアウトコーナー、想定額は４,８６０万円、

私がいただいたのは４,４５５万２,０００円。

自販機コーナーは１,３００万円、でも実績につ

いては１２３万５,０００円。それから、地場産

品販売コーナーが１,０５３万円、これも想定額

です。いただいた資料は５,６７２万２,０００

円、でもこちらですと、２億２,４００万円だ

ね。それから、農産物販売、これ、想定額が２,

１０６万円、これもあっているのですけれど

も、実績としては、あなたからいただいた実績

は１,０８１万円ということで、数字が全く違う

のだけれども、これ、私はこのとおりの項目で

あなたにお願いして、この表をもらったのです

けれども、今いただいた数字と全く違うのだけ

れども、実績の数字が来たのだけれども、こ

れ、どういうふうにしてこういうふうに違った

のか。私が正式にあなたに依頼して、部長を通

してもらった数字と、この数字が本当に全然違

うのだけれども、私がいただいた数字というの

は何なのですか。ちょっとその辺、ちょっと教

えてください。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 今、ちょっと事前にお話

しした際に、まず、この数字が大きく違う理由

といたしましては、私のほうで、以前、中島委

員のほうに、道の駅のほうに聞き取りで数字を

いただいたものを御説明させていただいている

ところでございますが、その際の表と、このた

び出している表につきましては、まず、上のほ

うの材料費というところがございます。こちら

と、下に売上高というところがございまして、

これらの差し引きがいわゆる収入というか、そ

ういった形になるものですから、例えば、下の

収入のところの売上高、例えばテイクアウト

コーナーの基本計画の想定額は４,８６０万円と

なってございます。これにつきましては、上に

あります材料費、これでテイクアウトコーナー

の仕入高というのでしょうか、こういったもの

が１,９４４万円ございます。そうすると、実際

の収入というものは、差し引きを行いますと２,

９１６万円になるというような仕組みでござい

ます。 

 同様に、今御質問のありました３０年度の実

績額につきましては、収入額７,４５０万８,０

００円から、上のテイクアウトコーナー、２,９

９５万６,０００円を差し引いたところで、差し

引きますと４,４５５万２,０００円となってご

ざいます。 

 ただし、以前に委員のほうにお渡しした資料

が、実は聞き取りの資料なものですから、若

干、端数とか、そういったところの含む、含め

ないで若干の違いはあるかもしれません。ただ

し、今回は、道の駅指定管理者と確認した上、

作成した資料でございますので、こちらのほう

をごらんになっていただきたいなと思います。 

 以上でございます。 

○川村委員長 中島委員、よろしいですか。 

○中島委員 想定額のほうから材料費を引い
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て、それを売り上げの想定額にしてある、実績

の想定額にしてあるということですか。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 今回の資料につきまして

は、収支想定というもの、基本計画に載ってい

る収支想定の表に当てはめてございますので、

どうしても材料費と売上高という２本立てで出

てきています。なので、実績につきましても、

当初、基本計画に載っている想定にあわせて、

そのように分解している状況でございます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 中島委員。 

○中島委員 農産物の直売所の売り上げありま

すよね。想定額が２,１６６万円ですよね。そし

て、売り上げ実績が、これ、実績でしょう、３

０年度の実績、７,４５９万円、これですよね。

そして、私がいただいたのは、２,１０６万円に

対して実績は１,０８１万円ですよという数字を

もらったのだけれども、これを、ＢからＡを、

７,４００万円から２,１００万円を引くの。そ

の辺、ちょっとよくわからないので、実質的に

農産物直売所の売り上げは幾らあったのかとい

うことなのです。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 済みません、説明がわか

りづらくて。まず、上のほうに材料費というと

ころがございます。ここの、今のところで言え

ば、農産物直売所、こちらに書かれている６,３

７８万円、（発言する者あり）これが仕入れ額

です。そして、今度は下の収入の売上高の欄の

農産物直売所の実績額を見ていただきますと、

７,４５９万円、これは売り上げ総額になりま

す。そして、この売り上げ総額から仕入額のほ

うを引いていただきますと、委員おっしゃると

おり、１,０８１万円ということになってござい

ます。 

○中島委員 そういうふうに見ればいいの。 

○福川商工観光課長 はい。 

 以上です。 

○中島委員 わかりました。 

○川村委員長 ほかに質問のある方。 

 平松委員。 

○平松委員 関連する質問含めて２問なのです

けれども、まず、昨年の３月、オープンすると

きの議会で、町長は道の駅の不動産の借地に関

しては、できるだけ早く解決したいということ

を本会議場で答弁していましたけれども、一昨

年の１０月から毎年２５０万円ぐらいのお金が

支払われていますけれども、何かきちんとこれ

を解消するという交渉事があったのかどうか、

それを報告していただきたいのが１点。 

 それから、道の駅の主な位置づけというとこ

ろで、防災拠点になるということをさんざん

おっしゃっていましたけれども、今、追加資料

で、緊急時の対応というのを、甲乙の内訳を見

ましたら、道の駅を借りている人は速やかな措

置を講じるということしか書いていないです

し、２行というか、２種類の文章がありますけ

れども、これはどう見ても災害対応とは思えな

いですよね。何かその辺で事故があったときに

は、それの対応をしてくれ、その事故の原因を

調べて役場に届け出してくれ程度のことしか書

いていませんけれども、たまたま昨年の９月に

ああいう大停電があったときに、道の駅はさっ

さと店を閉めていたということがあって、結

局、仮設トイレも設置しないと対応できなかっ

た。これはトイレそのものの電気もなければ浄

化槽も動かなかったということだと思うのです

けれども、この点についてどう思うか、ちょっ

と意見をお聞きしたいと思います。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 今の御質問にお答えして

まいりたいと思います。 

 まず、土地、借地の部分でございます。これ

は以前、議会のほうでも答弁をさせていただい

ております。交渉につきましては、購入につい

て、こちらの意図、こちらが購入したいという

ことはお伝えしているところでございます。し

かしながら、こちら、お相手がいる部分ですの

で、必ずしも回を重ねればいいとか、ちょっと

そういったところもなかなか敏感なところもご

ざいます。ただし、例えば所有者の方と日常的

にお会いする機会もございますので、その際に

は、若干、様子を伺ったり、そういったお話は
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させていただいております。さらに、もう一方

の方につきましても、何度か役場のほうに御来

庁いただきまして、いろいろな御相談、土地の

関係にかかわらず、町政、観光の分野とか、そ

ういったところのお話もさせていただいている

ところでございますので、今のところはいい、

良好な関係を引き続き維持していると認識して

ございます。町としては、早期に購入していき

たいという考えには変わりはございません。 

 次に、防災の関係です。指定管理者との中で

の防災、いわゆる災害、そういったものに対す

る対応は、現在のところ、一義的には町のほう

で実施すると。ただし、指定管理者におきまし

ても、指定管理者のほうで業務ができるとか協

力いただけるといった部分があれば、ぜひ御相

談させていただいて、お互いに協力してやって

いきますけれども、実際はそういった協定は現

在のところ結んでございませんので、こと防災

に関しましては、主体として町が対応していく

という考えでございます。 

 さらに、トイレの部分、こちらも電気がな

く、停電になってしまいますと、井戸水を使っ

てフラッシュを流しておりますので、こちらの

くみ上げができない、それから、浄化槽も御指

摘のとおりでございます。ということで、トイ

レにつきましては、緊急的に今回の９月の災害

のときには予備費で、機動的に、迅速に対応さ

せていただいたと。仮設トイレを設置して対応

させいただいたところでございます。 

 さらに、現在、情報防災課のほうで、防災計

画の中で、道の駅につきましては、道の駅の駐

車場を避難場所という形で指定をしてございま

す。残念ながら建物の中につきましては、多く

の方を入れるというつくりではございませんの

で、駐車場を御利用いただく、一時的に避難場

所として御利用いただくとか、国やら関係機関

の一時中継地点、そういったところとして駐車

場が活用されることをちょっと期待していると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 平松委員。 

○平松委員 さんざんつくるまでに、何かあっ

たときには重要な役目を果たす施設だからとい

うことをおっしゃっていましたけれども、結

局、発電機をつなげる設備にもなっていない

し、例えば猛吹雪でトンネルがふさがって、通

行ができなくて、あそこに車がたくさんとまっ

たときに、そういうことを対応するということ

が片隅にあったはずです、昔、ありましたから

ね、トンネルが通れなくなったことが、随分昔

ですけれども。そのときに道の駅の中に入れな

いというのは、そういうのを防災拠点というの

ですかね。決算の中で、仮設トイレの借上料が

出てきたのであれば、例えば緊急的に発電機を

借りてきたらすぐつなげて、少なくともトイ

レ、浄化槽を使えるようにするとか、そういう

話まではで全然出なかったのですか、これは今

後の話ということなのですか、そこだけちょっ

と確認させてください。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 今の御質問にお答えして

まいりたいと思います。 

 まず、トイレにつきましては、外部電源を接

続するためには、実はちょっと非常に現実的に

難しい状況になってございます。ですので、今

回のような仮設トイレ等の対応にならざるを得

ないかなと考えてございます。 

 そのほか、今回の発電機を直ちに手配してと

いうところがございましたが、発電機の手配も

なかなかままならない状況でありましたので、

現在は指定管理者のほうで発電機を購入いたし

まして、そういったときに内部の冷蔵庫とか、

そういったところの電源確保とか、あとは、い

わゆる今言われているスマホの充電とか、そう

いったものに適宜対応できるような体制をとっ

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○平松委員 わかりました。 

○川村委員長 よろしいですか。 

 ほかに。 

 池田委員。 

○池田委員 今の課長の答弁であれば、今の関

連なのだけれども、町長いわく、道の駅という

のを防災の拠点にしますよという部分で、るる
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今、これはだめです、これはできませんと言わ

れますけれども、そういうようなものは当初の

計画の中で、やっぱり防災の基準にしますよと

言っていた部分、同僚議員の平松さんが言われ

たように、隧道が閉鎖になった場合とか、そう

いう場合はやっぱり避難場所なのですよね。

やっぱり僕も推進する側で、そういうことを、

町はこういうことを考えていますと言ってきた

のですけれども、今になったら、それはできま

せんという回答でいいのですか、それとも、こ

れから、次年度から、この予算は予算でいいの

ですよ。今後、そういうことを考えていく気持

ちがあるのかないのか、その辺、ちょっと教え

てください。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 今の御質問に御説明をさ

せていただきたいと思います。 

 全くそういった対応をしないという、選択肢

から除くということは毛頭考えてございませ

ん。しっかりとした設備を、大規模改修なり必

要かもしれません。こういったところも含め

て、検討は当然しなければならない。皆さん

おっしゃるとおりに、防災という観点であの施

設を活用いただくためには、どのような対応が

できるのかというのは常に考えてまいりたいと

思ってございます。 

 それから、今の段階ですと、例えばトンネル

が通れなくなったときに、一時滞留場所とし

て、道の駅の駐車場を御利用いただく、もっと

もなお話でございまして、そういった、今、現

存でできるもの、例えば停電に限った話ではあ

りませんので、豪雪もあり得ましょうし、大雨

もあると思います。そういったものも踏まえ

て、ぜひ道の駅につきましては、特に自動車で

往来されている方の一時滞留場所、それから、

情報を確認していただく場所として大いに活用

していただいて、減災に努めていきたいという

考えは変わりございませんので、御理解のほど

よろしくお願いいたします。 

○川村委員長 ほかに質問のある方。 

 若山委員。 

○若山委員 防災関係については課が違うの

で、ほかのところでじっくり議論すればいいの

かなというような気はしますけれども、きょ

う、決算書と協定書と配付されて、見させてい

ただきましたけれども、一般質問でも聞いたの

ですけれども、指定管理料の返還の協定の箇所

というか、どこで読めばいいのか。この中でう

たっているのか、それとも別なもので返すとい

う、寄附という形になっているので、なってい

るのかどうか、どこかの条文で返すというよう

な、そういう計画なのかどうかがちょっとわか

らなかったので、もしこの何条のここで読むの

だよというのがあれば教えてほしいなというこ

とと、この指定管理者なのですけれども、一般

社団法人七飯町振興公社、この決算の内容は、

道の駅の業務だけということで考えていいのか

どうか、ほかの売り上げの中に入っているのか

どうか。というのは、３０年度と想定の実績の

比較の中で、売上高がちょっと微妙に違うの

で、項目がいろいろあるので何とも言えないの

ですけれども、ちょっと売上高の載っている数

字がちょっと違うので、何かほかにもあるのか

どうかなという、指定管理料も売り上げに載っ

ているのもあったりすので、そこがどうなのか

なというところです。そこのところ、ちょっと

お願いします。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 今の御質問についてです

が、まず、寄附につきましては、本日提出いた

しました協定書の中には出てきておりません。

まず、議会のほうでも答弁させていただいたの

ですけれども、指定管理者の選定に当たりまし

て、選定委員会を実施してございまして、その

中で、自主事業等につきまして提案をいただく

というスタイルになっています。これは民間の

活力を存分に発揮していただくということで、

今までの地方公共団体の枠を超えて、民間でで

きること、そういったものをどんどん出してい

ただきたいという考え方でございます。 

 その中で、先般、お話ししたとおり、指定管

理料につきましては、ゆくゆくはゼロにしたい

というような考え方です。いわゆる収益を上げ

た場合に、その収益の一定割合もしくは定額を
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寄附という形で町のほうに出すといって、そし

てゆくゆくは、最終的には指定管理料のかから

ない状態で運営していきたいというような提案

がなされたところでありまして、それにのっ

とってこのたびの寄附をいただいたという形で

ございます。 

 もう１点、この提出しました指定管理者の決

算書の写しに関しましては、これはあくまでも

指定管理者の七飯町振興公社の３０年度の決算

書になります。こちらのほうは公社のホーム

ページのほうで発表されているものを添付させ

ていただきました。 

 それと、収入のところは、これら全てを足し

上げると一致すると思いますので、もし違うと

ころ、御指摘いただければ、ちょっと確認させ

ていただきますけれども。 

○川村委員長 若山委員。 

○若山委員 この七飯振興公社の損益計算書の

売り上げが４億円ちょうどのような数字なの

に、この比較表で見ると４億２５３万６,０００

円とかになっていて、ちょっと微妙に違いが

あって、指定管理料が入っているので、これを

引くと、この売り上げがもっと少なくなるの

で、もしかすると道の駅以外のところで何か

売っているものがあったりして、その売り上げ

がここに入ったりしているのかなという、そう

いう感じです。何で一致しないのかなと、そう

いうことです。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 申しわけございません、

私、ちょっときちんと理解できなくて。損益決

算書のほうをごらんになっていただいて、この

営業外収益のところが、こちらの収支の実績額

のほうにも入ってきておりますので、これらを

合わせていただければ、売り上げと一致するは

ずですので。 

○若山委員 この雑収入ですか。 

○福川商工観光課長 そうです。これで、こち

らのほう、上の売上高の４億７万９,５２２円

と、雑収入に計上されております２４５万６,８

５１円、これらを足していただければ４億２５

３万６,３７３円というような形で、全て収支内

訳のほうに入れてございましたので、大変申し

わけございません。 

○川村委員長 若山委員。 

○若山委員 その雑収入の中身というのは、こ

ちらの比較の中でも雑収入で１２２万円とか

載っていて、ちょっと微妙にずれるということ

なのですか、項目を分けるときに。この中身、

何なのですかね。今回の決算の中では関係ない

話になるのでしょうか。確認していなければ、

それで構いません。 

○川村委員長 商工観光課長、今の中身について

はわかりますか、今。 

○福川商工観光課長 ちょっと今、手元に資料

がなかったので……。 

○川村委員長 そうしたら、若山委員から申し

上げました雑収入と中身についてなのですけれ

ども、後日、提出していただくという形で、皆

さん、よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 若山委員。 

○若山委員 それはわかりましたので、よろし

くお願いします。急ぎませんので。 

 それと、決算書なのでちょっとあれですけれ

ども、委託管理料、これ、今後とも計上すると

いう、何かこの間の回答であったのですけれど

も、これだけ利益が出ていて、そういう意向が

あれば、今、選定期間なので、別な人がなる可

能性もあるかもしれないのですけれども、委託

管理料を今後、予算に計上しないというよう

な、そういう考え方はだめなものでしょうか

ね。この間も回答ではだめだということで、一

応想定はするのだというようなお話だったので

すけれども。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 今の御質問にお答えして

まいりたいと思います。 

 まず、先般の議会での答弁に関しましては、

現在の指定管理期間でございましたので、当初

の予定どおり指定管理料を計上してまいります

という趣旨でございました。 

 それと、今後、今おっしゃられるとおり、収

益が大きく見込まれて、指定管理料も不要にな
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るのではないかという可能性、こちらのほうは

全く否定いたしません。というのも、今回の、

先ほどの収支額の実績額の資料をごらんいただ

いても、ちょっと指定管理料がなければ若干の

収益がマイナスになる可能性もございました。

ですので、今の段階、町のほうといたしまして

は、指定管理料は施設の維持管理に最低限必要

であろうと思われる部分について、指定管理料

を設定しているというのが現状でございます。

今後、指定管理者の提案、そのほかさまざまな

事由も考えられますが、その検討の中で、指定

管理料がゼロに近くなるとか、そういったこと

になる可能性は全く否定いたしませんので、た

だし、今の３０年度分につきましては、施設の

維持管理費に充てるための指定管理料というこ

とで計上させていただいておりますので、御理

解のほどお願いいたします。 

○川村委員長 若山委員。 

○若山委員 終わります。 

○川村委員長 それでは、ほかに。 

 横田委員。 

○横田委員 まずはナンバー６のふるさと納税

のところで、実際にはお金は５,０３０万２００

円を収入を得たと。かかった経費は２,４１６万

６,２９４円がかかっていますよということは、

実際には半分程度の支出がある。去年の９月か

ら３０％に落としてくださいねというふうに

なったのだけれども、実際にはそれはやったの

かやらなかったのかというのが１点と、ナン

バー７の２１の貸付金のところで、地域総合整

備資金貸付１億９,６００万円、男爵倶楽部とい

うのがあるのですけれども、前にもやったもう

一つの日本語学校のやつは政策のほうでやって

いて、これも政策だよと言いながら、これを商

工のほうに回したという理由が何かということ

を教えていただきたいと思います。 

 それから、もう１点、すごいくだらない話な

のですけれども、ナンバー８の１９節の負担金

の中で、北海道カントリークラブ大沼コース年

会費６万４,８００円のやつがあって、これはそ

の前までは、町長は職員のための福利厚生に使

うよといってそういうふうにやっていたもの

を、ここに振りかえたというので、実際にはこ

の商工観光のこれをこっちに振って、何かこれ

を利用したというのが実際にあったのかないの

かというのをお願いしたいと思います。 

 それから、道の駅ですけれども、ナンバー３

のところにあるのですけれども、実際に需用費

で道の駅のエリアパンフレットで２５万９,２０

０円、道の駅案内横断幕印刷費が９万７,２００

円、道の駅案内看板印刷費が９万７,０２７円、

それから、１２節の役務費で道の駅エリア広告

料で６５万３,４００円、１９節の負担金補助及

び交付金で道の駅の感謝祭開催負担金では８８

万３,５９６円と、こう上がってきているのです

けれども、これもある意味、広域の部分に対し

て町がお金を出したよというのだったらわか

る。でも、収益事業のほうの部分もあるのだか

ら、これというのは、本来からいくと按分しな

くてはいけないのではないのかと思うのですよ

ね。その点、どうなのかというのと、それに

伴って、今回、指定管理料分のお金が寄附金で

戻った。それというのは、まだ会社ができて、

内部留保もないという状態で、それをやったと

いうことは、全部返してくれというのも、それ

はおかしい話ではないのかと思うのだけれど

も、その辺、どういうふうな話し合いで向こう

は指定管理料たけ寄附として扱ったのかという

のを、わかるのだったら教えていただきたい。 

 以上です。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 では、今の御質問に御答

弁をさせていただきます。 

 まず、１点目のふるさと納税の関係でござい

ます。こちらのほうは、委員御存じのとおり、

総務省から３０年の４月付で、まず３０年度分

のふるさと納税事業に関する助言があったと。

そして、さらにその後、９月とか、そのころに

なりまして、今度は見直しをしてくれというよ

うなお話になってまいりました。結果といたし

まして、国のほうが示した見直しのリミットが

１１月でございました。それで、七飯町といた

しましては、まず、地場産品に限る、それか

ら、返礼品の割合を３０％以内にとどめるとい
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うような国の通知に基づいて、１１月１日から

見直しを行ったということでございます。 

 それから、次の７番目のところの貸付金、地

域総合整備資金貸付金がなぜ商工費に計上され

ているのかということでございます。今お話に

ありましたとおり、いわゆるふるさと融資制度

につきましては、所管が政策推進課で推進をし

ているところでございます。ただし、このたび

の商工費にこちらのほうを計上したのは、道の

駅エリアとして民間活力導入事業として整理を

してまいりましたので、支出科目、歳出につき

ましては目的別ということでございますので、

その目的にあわせて商工費のほうに計上して整

理をさせていただいたという次第でございま

す。 

 そして、その次が、北海道カントリークラブ

の大沼コースの年間費、ロッカー代ですが、こ

ちらのほうの利用があったかという御質問でご

ざいますか、商工観光課では利用はゼロという

形で把握をしてございます。 

 そして、ナンバー３の商工振興費の部分でご

ざいます。道の駅エリアの印刷製本費から、そ

れから感謝祭の開催負担金、これらは按分され

て執行してもよかったのではないかというよう

なお話でございます。 

 まず、道の駅エリアパンフレットにつきまし

ては、町が目指しております、道の駅を核とい

たしまして、あのエリア一帯を活性化してまい

りたいということで、町のほうでまずエリアパ

ンフレットの印刷をしていこうという意図で、

こちらのほうを執行させていただいてございま

す。 

 そして、道の駅の案内横断幕印刷費につきま

しては、これは道の駅の駐車場内に、大沼国定

公園をＰＲするために、大沼国定公園の画像を

一面に押し出した横断幕を設置したものでござ

いまして、こちらも峠下の道の駅エリアから、

さらに町内のいろいろなところにお客様を誘客

するという目的で設置をさせていただきまし

た。 

 それから、道の駅案内看板の印刷費、こちら

は七飯町役場の下のほう、商工会の周りのとこ

ろの看板、ごめんなさい、役場の来客用駐車場

のところに看板を更新して設置をさせていただ

いたところでございます。これによって、役場

にいらっしゃる町民の方にもいろいろ道の駅エ

リアを知っていただきたい、道の駅の状況を

知っていただきたいというＰＲ看板でございま

す。 

 これらにつきまして、収益を上げているので

あれば、指定管理者から按分等で費用をただく

という選択肢もあったかと思いますが、こち

ら、いわゆる開業ほぼ初年度ということでござ

いましたので、まずは町のほうで支出をさせて

いただきたいという形で、このような決算とさ

せていただきました。 

 それから、道の駅感謝祭の開催に当たりまし

ては、この負担金、道の駅の感謝祭は、当初、

１０月８日を予定して進めていたところでござ

いましたが、いわゆる台風の接近に伴いまし

て、安全が確保できないということで、１０月

８日をやむやむ延期をさせていただきまして、

改めて１１月１１日に開催をしたところでござ

います。当初進めていたものにつきまして、か

なりスケジュール的に、できる、できない、参

加していただける業者さんとか、そういったと

ころもかなり縮小されてしまいまして、例えば

道の駅に出店されている農家さんの御協力を最

大限いただきまして実施にこぎつけたところで

ございます。これにつきましては、金銭的な、

例えば道の駅なりから金銭的な負担はいただい

てございませんが、例えば抽選会を行った際の

人的負担、それから、抽選の景品、そういった

物的協賛、そういったものもいただいて開催し

ているところでございますので、このような形

で町のほうで負担金を支出したということでご

ざいます。 

 最終的に、当初、１００万円を先に概算で負

担金として支出してまいりましたが、１０月８

日、当初予定を延期して縮小開催ということ

で、その後、精算をさせていただいて、戻し入

れを含めて８８万３,５９６円という決算になっ

たということでございます。 

 以上でございます。 
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○川村委員長 横田委員。 

○横田委員 寄附金の件はどうなったの。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 申しわけございません。

答弁漏れがございました。 

 寄附金につきましては、どのような交渉でそ

の金額ということでございますが、まず、指定

管理者の提案にございましたとおり、その収益

の一部、一定割合を寄附として町のほうに還元

する、そしてゆくゆくは指定管理料をゼロにす

るというような指針で提案をいただいてきたと

ころでございます。この金額につきましては、

当然、指定管理者の会議、理事会、役員会等で

金額を決定されて、町のほうにこの金額を寄附

しますというような形で寄附されたものでござ

いまして、指定管理料を上限として寄附がなさ

れたという形でございます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 横田委員。 

○横田委員 指定管理料をゼロにするというの

にこだわり過ぎる必要があるのかないのかとい

うのが一つ問題点だと思うのですけれども、結

局は、今、例えば農家さんが出しているやつ

だって１５％だか、とっていますよね、ちょっ

とパーセントは正確でないですけれども。そう

いうので、今、七飯の町民の人たちは、あそこ

へ行ったって何も安いものはないと。いきはい

いけれども、値段は高いよと。それだったら、

その農家のところに行くとか、もうちょっとい

い、１００円街道とかと昔言われたようなとこ

ろに行って買ったほうがいいですよというふう

に言われている。それは表から来た人は安いと

言うかもしれないけれども、でも、結局そうい

うものでやっぱり町民に還元していかなかった

らだめだと思うのさ。それなのに１５％もとっ

ていくとか、それから、地場産品とか農産物と

か、そういうのに対してすごい利益が出ている

よねというのがあるのだから、これというのは

どうなのよという部分、やはりもう少し考えて

いって、町民のため、地元の人たちのためにな

らないのだったら困る話ではないですか。そん

な観光客ばかり、観光客というのは、車で来た

人を相手にしてばかりいるというのでなくて、

やはりそういうことも考えながら、やっぱりし

ていくということを考えるならば、どっちかと

いうと指定管理料をゼロにする、ゼロにすると

いうことに対してどうなのかという、そこはす

ごく問題点だと僕は思うのですよね。だから、

その点、どうなのかというのと、もう１点は、

今の道の駅は公益事業と収益事業とあって、収

益と公益で幾ら、幾らというのはたしか出てい

るはずですよ。それで公募して出してきて、そ

れでそれが納得したよということで、町側もそ

れを受けているのだから、少なくたって公募で

かかる部分というのは、利益の出る部分でなく

て、いろいろなものを、あそこでパンフレット

を置いたり、トイレットペーパーでかかったり

何なりというものがあるのだから、それという

のまで返してくれということは、返してくれと

言ったのか、それは返しますよと言っても、そ

れは受けつけませんよというのが普通だと僕は

思うのですよ。だから、そこのところをやっぱ

りもう少しきちっと町側で、内部留保もない、

できたばかりの会社で、結局、この決算を見る

と、大した金額ではないですよね、自己資金な

どというのは。これでやっていくというのは、

やっぱりこれで、何かそれこそあったならば、

少なくたって１週間なり２週間、今の千葉の停

電みたいなことが起こったら、お給料を払わな

いというわけにいかない話だと思うのですよ。

そういうときのために、それなりの内部留保を

していかなければ、俺はまずい話だと思うので

すけれども、その辺、どうなのですか。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 今の御質問に御答弁させ

ていただきます。 

 まず、寄附の金額、そういったもののあり方

というのは、今、御指摘いただいた部分も当然

重要な考え方だと思いました。 

 それで、まず、寄附の金額につきましては、

町のほうでは、この金額でというようなお話で

はなくて、決定につきましては公社のほうで会

議に諮って決めていただいたという経緯をまず

御説明させていただきます。 
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 それと、例えば例示されていました野菜の部

分、こういったところで、例えば手数料をもっ

と低くして町民に還元していく、こういった考

えも当然あると思います。これにつきまして

は、指定管理者のほうも含めて、町もどのよう

な形が最も町民のためになる、七飯町の道の駅

になり得るかというところで、重要な考え方だ

と思いますので、再度、今後、指定管理者と十

分そういった考えを詰めてやっていきたいと思

います。 

 それから、寄附の金額ありきではなかったと

いうことで、今御説明させていただきました

が、企業経営におきまして、内部留保が少ない

という御指摘でございます。この点に関して

は、私どもも地方公共団体の職員としまして、

そういった民間の感覚、そういったものについ

て、余りちょっと理解が及んでいなかった部分

もございますので、そういったところも含め

て、指定管理者と再度、適切な内部留保なり、

それから町民還元の方法、そういったものにつ

いて議論をさせていただきたいと思いますの

で、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

○横田委員 終わります。 

○川村委員長 ほかに質問ある方。 

 そうしたら、２名ほど質問する方がおります

ので、午後１時からまた再開するということ

で、お願いいたします。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ０時０２分 休憩 

────────────── 

午後 ０時５７分 再開 

○川村委員長 それでは、休憩前に引き続き、再

開いたします。 

 まず最初に、先ほど午前中行いました若山委員

からの中身についての説明で、それを先に課長の

ほうから説明していただきます。 

 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 先ほどは答弁できません

で大変申しわけございませんでした。 

 若山委員から御質問のございました収支想定

額、実績額のうち、売上高の雑収入１２２万２,

０００円、こちらの内訳についてでございます

が、まず、がちゃがちゃ、それから、ピンバッ

ジの販売の手数料で５５万６,０００円、そし

て、農家さんが野菜を納める際に添付するラベ

ル、こちらの代金で２９万４,０００円、それか

ら、ガラナソフトのＰＲを札幌のデパートで

行った、催事の際の収入が３３万円、そのほ

か、廃油の引き取り業者への販売、過剰入金、

それから、検便等検査料の立てかえ分、そう

いったものの収入を合わせまして１２２万２,０

００円ということになってございました。大変

お時間いただきまして申しわけございませんで

した。 

○川村委員長 若山委員、よろしいですか。 

○若山委員 ええ、内容さえ把握していれば。 

○川村委員長 それでは、引き続き質疑のほう

に入ります。 

 ほかに質問のある方。 

 中川委員。 

○中川委員 ナンバー３番の道の駅の関係です

けれども、先ほどもお話あったのですけれど

も、道の駅の中で、情報発信だとか、観光の関

係で、追加資料を見ればというか、決算書を見

れば、非常に盛況な道の駅の運営だとは思うの

ですけれども、運営自体は非常にいいのかなと

思うのですけれども、実際に私もたまに行け

ば、実際、混んでいるときに結構行っているか

らなのかもしれないのですけれども、観光案内

だとか、情報発信に対応する人というのが見当

たらないなと。道の駅にいる人たちというの

は、大体商品の陳列だとか、そういう対応をし

ているのしか目につかなくて、たまたまなのか

もしれないですけれども、道の駅としての道の

駅のエリアの発信だとか、例えばここであれ

ば、大沼公園があるとか、いろいろな観光につ

ながるルートだとかという発信を、ただの映像

は流れていますよ。映像は流れていますけれど

も、実際にそういうふうに教えてくれる方がい

ないのではないかなということと、先ほど、３

０年度だけと言っていたか、ちょっとわからな

かったので、もう１回聞きますけれども、道の

駅の感謝祭だとか、エリアパンフレットだと

か、案内看板だとか、そういう、要は道の駅の
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宣伝だとか、そういうものに関するものという

のは、基本的に指定管理者が行うものなのでは

ないかなということと、ここに書いている自動

車の保険料だとか自動車借上料というのは、町

の車なのか、それとも、基本的に指定管理者も

一会社ですから、もし会社の人たちが使うので

あれば、普通であれば自社の車になるのか、こ

こに載っているということは違うのかもしれな

いですけれども、そこと、ナンバー４の商工業

の経営安定の関係で、これも企業の支援ではす

ごくいいと思うのですけれども、何社くらい、

何件くらいあったのかということ。あと、これ

に関する周知は、要は七飯町の企業さんに伝

わっているかどうかということ。 

 あと、ナンバー９の観光パンフレット、ガイ

ドマップだとか、９の委託料の１３のところ

で、観光ガイド整備事業委託料というのはどう

いうものなのかなと。このパンフレットとガイ

ドマップについては、ある意味、大沼だけに特

化したものなのか、それこそ道の駅だとか、全

町的にやっているものなのかというところで

す。 

 以上です。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 ただいまの御質問に御答

弁させていただきます。 

 まず、道の駅の中の観光の案内のスタッフが

ちょっといないのではないかというようなお話

でございました。確かに忙しい時間帯等ござい

まして、十分な対応ができないというところは

ございます。それで、実は今、指定管理者のほ

うで、スタッフの雇い上げについていろいろ手

続を進めてございます。指定管理者のほうで

も、ちょっと人員が不足している場面が出てく

るというのは把握してございましたので、今

後、そのようなところに対応できるように、人

員の配置をしていくという予定でございます。 

 それから、広告料、今回、町の予算の中で、

道の駅エリア全体の広告料を打ってまいりまし

た。特に春先にＰＲするのが最も効果が高いと

見込みまして、こういった形で一挙に広告を

打ってきたところでございます。こちらにつき

ましては、既にもう令和元年度の予算では広告

料はございません。これは当初の、一番最初の

町として町の施設を皆さんに知っていただくと

いう目的もございますので、こういった形で実

行したところでございます。 

 それから、こちらの商工振興費の中にある自

動車関連経費なのですが、こちら、今回の決算

では、地域おこし協力隊の経費をこの中で盛り

込んでございます。今回あります自動車につき

ましては、地域おこし協力隊員の活動のための

経費ということで、この自動車は地域おこしの

経費で、いわゆる交付税措置の対象になる経費

ということでございます。 

 それから、ナンバー４の商工業経営安定支援

事業費の経営安定資金の保証料、補給金とか、

利子補給の関係でございます。こちらは七飯町

の商工会、それから、町内の金融機関、うみ街

信金、それから渡島信金、北洋銀行、こらちの

窓口でもこれらの制度について御案内を差し上

げているところでございます。 

 それから、函館市、北斗市、七飯町、この２

市１町の、いわゆる工業技術センターとか、そ

ういった活性化協議会等でも、これらの制度に

ついては２市１町がそれぞれ制度を持っていま

すよということで、お問い合わせの際には制度

について御説明を差し上げるということで、制

度の利用を促進しているところでございます。 

 なお、平成３０年度の経営安定資金の融資、

いわゆる融資に係る補給金、これの取り扱い件

数なのですが、３０年度は１４件ございまし

た。 

 それから、利子補給につきましては、上期、

下期で分かれるのですが、上期で５６件、下期

で５３件でございます。 

 それから、ナンバー９の観光事業費でござい

ます。まず、パンフレット、ガイドマップのほ

うなのですが、こちら、数年間、同じ原版を、

文言の修正等、軽微な修正のみで更新をしてい

るところでございます。来年度、もしくは再来

年度に全面更新を控えてございますので、その

際に、最新の情報を載せていくというような形

になります。 
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 現在のところ、新しい施設、峠下地区のエリ

アについては、情報量がほぼないので、その

他、今まで例えばアカマツ並木ですとか大沼国

定公園はしかりで、特産品のＰＲとか、そう

いった項目を載せてございましたが、次回の改

定時には、道の駅エリアにつきましても網羅し

ていきたいと考えてございます。 

 それから、同じ観光事業費の委託料の七飯町

観光ガイド整備事業委託料でございます。こち

らは、文字のごとく、ツアーガイドを養成しま

して、大沼国定公園を中心とした自然のガイド

を養成していて、お客様に自然をよりよく、よ

り深く楽しんでいただくということで進めてい

る事業でございます。ちなみに、こちらのほう

は年間通じて事業を実施してございまして、４

月から１１月ぐらいまでは徒歩による散策、そ

れから、バードウォッチングや、それから、自

転車、サイクリングによるガイドツアー、そう

いったものを行っておりまして、冬は主にス

ノーシューということで事業を実施してござい

ます。ちなみに、平成３０年度は人数にして２

８３名の方に御利用をいただいているところで

ございますが、前年度に比べ、ちょっと利用が

減ってございますので、今年度は引き続きより

多くの方に使っていただくように周知をしてま

いりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 中川委員。 

○中川委員 わかりました。 

 まず、３番のほうで、道の駅の感謝祭に関し

ては答弁なかったのですけれども、これはどう

ですか。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 申しわけございません、

答弁漏れてございました。 

 感謝祭につきましては、初年度、道の駅が大

変盛況であったということで、そのときに、こ

の３０年度につきましては、町のほうで主体的

に呼びかけを行って実施をしたというところで

ございます。ちなみに、令和元年度につきまし

ては、指定管理者と、新たにエリアとして民間

活力導入事業の男爵ラウンジも設置されており

ますので、そういった道の駅エリアの各事業者

さんと、町であれば、例えばアドバイスとか、

それからものとか、そういったもので御協力で

きるところについては積極的に御協力をさせて

いただいて、地域の活性化につなげてまいりた

いと、そういうような意向でございます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 中川委員。 

○中川委員 そうしたら、あくまでも３０年度

は出だしの支援という形ということで、あとは

指定管理者が自前でいろいろな企画をしてやっ

ていくというスタンスでよろしいのですねとい

うこと、そこの確認だけ、最後に。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 今、確認の御質問でござ

います。町といたしましては、今、委員おっ

しゃられたとおり、当初、スタートにつきまし

ては、感謝の意を表したいというのもございま

して、町のほうで全面的に進めてまいったとこ

ろです。もう既に指定管理者が管理運営をして

おりまして、さらに新たな施設も運営をされて

ございます。こういったところでは、民間の

力、お知恵をおかりしながら、町のほうではで

きる限りのサポートをして、エリアの活性化に

努めてまいりたいという、そういう趣旨でござ

います。 

 以上でございます。 

○川村委員長 それでは、ほかに質問のある

方。 

 田村委員。 

○田村委員 ４点ほど、ちょっとお聞きしたい

と思います。 

 まず１点目は、七飯町の公の施設に係る指定

管理者の指定手続等に関する条例の第１１条、

事業報告の提出、これがどうなっているかとい

うこと。 

 それから、２番目として、これは条例の施行

規則の中の５条、管理の目標、これは町がこう

いう目標を立てて、それに向かってどうなのだ

という、そういうあれですけれども、これもど

うなっているのか。 

 それから、道の駅の業務状況調査に関する実
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施要綱、この中の第３条、担当課の評価、これ

がどうなっているか。 

 それから、４点目は、ちょっと聞いていた

ら、指定管理料について、寄附するとか、要ら

ないとか、そういう話が出ていたのだけれど

も、それに対する町としての考え方、それを

ちょっとお聞きしたいと思います。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 まず、道の駅の年次の業

務の計画書、それから業務報告書、こういった

ものは年次でいただいているところでございま

す。 

 それから、担当課の評価につきましては、こ

れも先般、議会のほうでも触れられてございま

したが、ホームページ等で掲載させていただい

て、担当課評価というものを掲載しているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

 済みません、漏れてございました。 

 管理目標等につきましては、これも計画が出

されまして、それに対して事業報告書という形

で出てまいります。 

 それから、寄附金のところの考え方でござい

ますが、今回、町のほうで、この金額を出して

くれということではなくて、公社のほうでそう

いった提案、それから、役員会、会議等に諮っ

て決定さた金額であります。町のほうは、七飯

町のため、町民のために有効に使っていただき

たいという趣旨のもと、今回は寄附を受けたと

ころでございます。 

 先般、他の委員の方からの御意見もありまし

たとおり、こちらの寄附金の考え方につきまし

ては、こういった寄附金という考え方だけでは

なくて、事業者本体の経営の安定、それから、

一番大事なところでは、町民へのどのような形

でそういった収益を還元していくかといったと

ころは大いに検討されるべきところでございま

すので、これらにつきましては、指定管理者と

町と一緒になって、よりよい方向で進められる

ように、意見等を共有してまいりたいと考えて

おりますので、御理解のほどよろしくお願いい

たします。 

○川村委員長 田村委員。 

○田村委員 １番目の事業報告の関係は、何て

言いましたっけ、私、ちょっと聞き漏らしまし

たので。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 事業報告、年度当初に事

業計画書をいただきまして、年度協定を結びま

す。その後、事業終了後には、それらに対する

業務の執行状況というのですか、状況の報告を

いただいてという形になってございます。さら

にそれとあわせまして、先ほどの担当課の評価

というものを行いまして、ホームページ等で周

知をしているというような形でございました。 

 以上でございます。 

○川村委員長 田村委員。 

○田村委員 確認ですけれども、これは両方、

事業報告も担当課の評価も、それぞれホーム

ページに載っているという考え方でいいのです

ね、そうしたら。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 ちょっと申しわけござい

ません、担当課の事業評価につきましてはホー

ムページで掲載しておりました。それで、事業

報告書なり事業計画書については、ちょっと

ホームページのほうに掲載をしていたかどう

か、ちょっと今、わからなかったのですけれど

も、申しわけございません。 

○川村委員長 田村委員。 

○田村委員 これに関しては、事業報告の提出

というのは、年度終わって３０日以内というよ

うに、もううたっていますよね、管理業務だと

か、利用料金の収入実績だとか、項目が五つぐ

らいありまして、それを、できれば、申しわけ

ないのですけれども、その評価と事業報告につ

いて、ペーパーで議会のほうに資料として出し

ていただきたいのですけれども。 

○川村委員長 皆さんにお諮りします。 

 今、田村委員から、事業評価の内容について、

委員会として資料要求という形でよろしいでしょ

うか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 課長、後日、お願いいたします。 
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 田村委員。 

○田村委員 それから、管理の目標、第５条な

のですけれども、これは町のほうからつくっ

て、そしてそれに向かって、これの考え方とい

うのは、御存じだと思うのですけれども、公の

施設の効用を最大に発揮させるとともに、当該

公の施設の設置の目的を効果的に達成させるた

め、指定管理者が指定期間に管理に係る業務を

通じて住民に提供するサービスほかの業務の向

上に係る目標を定めなければならない。町長が

定めなければならないのですよ。それに向かっ

て指定管理者が、こうこうこういうものをやり

ましたというのが、この第５条でいう管理の目

標なのですよね。だから、向こうから出てきた

という話ではなくて、指定管理を出す側が、こ

ういうサービスの向上を目指して、こうこうこ

ういうことをという目標を定めて、それに向

かって指定管理者がやるという、そういう考え

方ですので、もう一度そこをお願いしたいと思

いますけれども。 

 それから、もう一つ、指定管理の関係で、収

益の共有というような、いかに町民に返してい

くかということなのだけれども、そもそも指定

管理というのは、今、公社がとっていますけれ

ども、３年ごとの更新ですから、必ずしも公社

がとるという話ではないですよね。したがっ

て、先ほど出ていましたけれども、指定管理料

を要らないとかという話になれば、これ、やや

こしい話になりますよね。指定管理の要件に外

れますよね。例えば寄附をするとか、何らかの

形、今回のようであればいいのだけれども、要

らないという話であれば、指定管理をしないと

いうことなのですよ、逆に。指定管理料が、町

はだからこういう管理の目標だとか定めて、要

は指定管理をお願いします、運営管理をお願い

しますというのが指定管理ですから、基本的な

考え方ですね。それを要らないとか要るとか、

そうなってしまうと、逆に言えば、公社であれ

を買い取ればいい話なのですよ、正直言えば。

そうすると、寄附だとか何も考えず、自分の好

きなようにできるのであって、要るとか要らな

いとかという金額ではなくて、基本的な指定管

理の考え方というのはそこにあるわけですか

ら、やはりそういう議論をすること自体が、で

はほかに、３年後に新たな指定管理を希望す

る、そういう事業者というのが入ってこれない

ですよ。それだって公募は必ずするのですか

ら。そして、点数とは言わないですけれども、

いろいろ調査した中で、要はどれがいいのかと

いう話ですから、その場は平場なのですから

ね。それを考えたときに、公社云々、要らない

からとか何とかという話ではなくて、そういう

のも全部度外視して、要は町はこれだけ出しま

すので、町の考える管理の目標をきちっとやっ

てくださいという話ならいいのだけれども、も

う事前に経営の収益をどうするとか、町民のあ

れをどうするとかということ自体が、やはり町

と公社と話し合うこと自体が、私は何の法に抵

触するかわからないけれども、基本的に問題あ

ると思うのですよ。３年間、町の考え方で管理

してくださいというのが指定管理ですから、元

来。そういう意味では、ちょっとこの管理料、

要るとか要らないとか、寄附するとかしないと

かという、そういう、向こうは向こうの考え方

があるかもしれませんけれども、やはり基本的

に町として、こうですと、指定管理というのは

こういうものですよと。したがって、そういう

話というのは、いろいろな３年間の間にはある

かもわからないですけれども、基本的な考え方

としては、やはり私はそう思うのですけれど

も、もう一度そこら辺の考え方、お知らせ願い

たいと思います。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 今の御質問にお答えして

まいりたいと思います。 

 まず、指定管理の目標、申しわけございませ

ん、まず、指定管理者制度の公募に際して、い

わゆる仕様、業務内容というものを町のほうで

定めてございます。それに基づいて、指定管理

者が事業提案をしてくるという仕組みでござい

ます。私の御説明がちょっと足りなくて申しわ

けございませんでした。 

 それと、指定管理料のゼロとか、そうではな

いケース、こういったものもございます。例え
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ば、一応指定管理者の公募の際には、指定管理

料が幾ら幾ら以内というような表示をさせてご

ざいましたので、可能性として、ゼロになり得

るということもちょっと排除できないというよ

うな状況でございます。ただし、別の委員から

御質問いただいた際に御答弁申し上げましたと

おり、現状、道の駅の指定管理料につきまして

は、施設の管理、維持に必要な最低限度の指定

管理料を見積もらせていただいて、これを御提

示申し上げて、提案を受けているところでござ

いますので、そのあたり、御理解のほどよろし

くお願いいたします。 

○田村委員 終わります。 

○川村委員長 ほかに質問のある方。 

 副委員長。 

○川上副委員長 共通様式のナンバー３、商工振

興費、１４節の使用料の中に、地域おこし協力隊

住宅借上料５５万円、それと、ナンバー８の観光

総務費の中の使用料及び賃貸料で、同じく地域お

こし協力隊員住宅借上料４９万８,５４６円、これ

を見ると、決算の中で２カ所しか出てきていない

から、多分、２人分だと思うのですけれども、単

純に１２で割り切れない数字なのですよね、両方

とも。家賃が違うのはいいのだけれども、どうい

う内訳で５５万円と四十九万何ぼになっているの

か。 

 それと、決算でのちょっと内訳を教えていただ

きたいと思います。これ、多分同じ名前で二つ計

上しているからなのだけれども、片方は地域おこ

し協力隊でとまって、住宅借上料。ナンバー８の

ほうは地域おこし協力隊員がついているのです、

員。住宅借上料。これ、もし同じ項目が出ていた

ら、どっちかに統一したほうが、予算書も決算書

もばらばらになっているので、その辺、ちょっと

考え方を教えていただければ。 

 以上。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 では、ただいまの御質問

にお答えしたいと思います。 

 まず、地域おこし協力隊員の商工振興費のほ

うでございますが、こちら、地域おこし協力隊

員が２月末をもって退居をしてございます。各

月とも５万円の支払いを行っていまして、１１

カ月分ということでございます。 

 それから、同じく観光総務費のほうでござい

ますが、こちらも中途で退職をされてございま

して、１２月末をもって退職をされてございま

す。同じく金額は各月５万円でございまして、

９カ月分のお支払いをしてございます。なお、

こちらの住宅につきましては、退居時の原状回

復費といたしまして４万８,５４６円が追加で支

出が必要ということになりまして、このような

決算金額になってございます。 

 以上でございます。 

○川上副委員長 わかりました。 

 名前のほう、今後どうするか。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 名称のほうにつきまして

は、ちょっと混乱を招くというようなところも

ございましたので、財政当局ともちょっと確認

をして、きちっと適切な表示に直していきたい

と思いますので、御理解のほどよろしくお願い

いたします。 

○川村委員長 副委員長。 

○川上副委員長 最後、確認。こっち側の観光総

務費のほうの地域おこし協力隊の住宅借り上げ、

１カ月５万円で、９カ月で４５万円、そのほかに

退居何だか費ですか、それが細かく４万８,５４６

円ということで間違いないのですか。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 こちら、契約書にのっと

りまして、退居時原状回復費という形で、貸し

主のほうから見積もりが上がってまいります。

その金額をお支払いするという形で執行してお

りまして、その金額が４万８,５４６円というこ

とになってございます。 

 以上でございます。 

○川上副委員長 終わります。 

○川村委員長 ほかに質問ある方。 

 稲垣委員。 

○稲垣委員 地域おこし協力隊のことでちょっ

とお聞きしたいのですけれども、任期３年でし

たよね。３年たつ前にやめられている方が、私

の知る中で３人いらっしゃるのですけれども、
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考え方的に、この辺はどうお考えですか。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 今、委員おっしゃったと

おりでございまして、今回も２名、年度途中で

退職ということになってございます。この退職

につきましては、理由が、地域おこし協力隊、

七飯町の場合ですと、臨時的任用職員と大体同

程度の賃金水準になってございます。そして、

この方々はそれぞれに新しい目標をお持ちに

なって、新しい就職先と言ったらあれなのです

が、そちらのほうで頑張ってまいりたいという

ことでございます。地域おこし協力隊の制度自

体は、主な形といたしましては、都市部ではな

い、町村部とかで、そういった技能とか知識と

か、そういったノウハウをお持ちの方々が地域

に入って、そこで起業なり何かされて定住、そ

れから、地域の活性化を図っていくというのが

趣旨でございますが、地域おこし協力隊員の生

活、人生もございますので、そういった意味で

は、今回の退職につきましても、それぞれの目

標を持って前向きに検討した結果というふうに

受けとめてございますので、七飯町としては非

常に残念な結果ではございますが、御本人の

方々のこれからの発展も期待して、応援してま

いりたいと思ってございます。 

 なお、引き続き当町におきましては、地域お

こし協力隊の総務省の制度を活用して、地域の

活性化につなげてまいりたいと思っております

ので、御理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○川村委員長 稲垣委員。 

○稲垣委員 ありがとうございます。 

 ただ、やっぱり一応３年間の任期というとこ

ろもありますし、仕事がなれてきたり、わかっ

てきたり、これからやっぱり七飯町のために、

地域おこしのために活躍できるというところが

目的だと思いますし、やはり次の新しい道とい

うのは当然わかるところではあるのですけれど

も、せっかくやっぱり七飯町に来ていただい

て、これからというときにやめてしまうのは非

常にもったいないかなというふうに思いますの

で、ぜひ働きやすい環境とか、自分たちの役割

みたいなものを、きちんとやっぱり３年間でこ

んなことをやってほしいですとか、役割とか目

的というのを最初にお伝えすることで、本人の

意識も変わってくると思いますので、その辺を

今後に生かしてほしいなと思いますけれども、

いかがでしょうか。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 まさに委員おっしゃると

おりでございまして、最大３年間、地域おこし

協力隊員として勤務することができるという制

度でございます。さらに、３０年度の決算で中

途で退職された方々、それぞれにすばらしい活

躍をされてございまして、地域での評価も高い

ところでございます。当然、今おっしゃったよ

うな中身で、地域おこし協力隊員の能力、力を

存分に発揮していただいて、地域のために頑

張っていただければ一番よろしいのですけれど

も、残念ながらこのような形になってしまいま

した。 

 今後も引き続きこういった能力、ノウハウを

お持ちの方に御協力をいただいて、町の発展に

少しでも貢献できるように、勤務環境もできる

限りの改善、向上をして対応してまいりたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

○稲垣委員 終わります。 

○川村委員長 ほかに質問のある方。 

 若山委員。 

○若山委員 済みません、１点だけ。この様式

でいくと、ナンバー７の男爵倶楽部への貸出金

１億９,６００万円ということで、これについて

は、以前にも、金融機関の保証があるので、町

としては、相手の財政状況の悪化に対してと

りっぱぐれはないよというふうな話があったの

で、特にどうこう言うつもりはないのですけれ

ども、こういう貸し出しをする場合に、１年に

一遍、決算書をもらったり、状況の報告とか、

そういうものを聴取したりするあれがあるの

か、それとも３カ月に一遍とか４カ月に一遍と

か、売り上げはどうですかとか、試算表でどう

ですかというような、最近の状況はどうですか

と、そういうヒアリングとか管理というのは町

の職員のほうでしっかりやるものなのか、やっ
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ているものなのかということで、いかがなもの

でしょうか。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 今の御質問なのですが、

冒頭、御説明申し上げましたとおり、実はこち

らの制度の事務手続に関しましては政策推進課

のほうで対応してございまして、残念ながら私

どもにはちょっとわからない部分ではございま

す。ただ、町として、この貸し出し、いわゆる

地域総合整備資金の貸付金というものは、委員

おっしゃられたとおり、貸し倒れのないよう

に、保証契約も結んで、第三者による保証もと

りつけて、そして行うと。さらに、町と直接貸

付先とが金銭のやりとりをするのではなくて、

その間にふるさと財団、総務省管轄の財団が

入って対応しているところでございますので、

そういったことで、ちょっと御説明にはならな

いかもしれないのですけれども、御理解のほど

お願いいたします。 

○川村委員長 若山委員。 

○若山委員 課が違うということで、ふるさと

財団の関係については、何日か前にもそういう

話が出ていました。その仕組みについてはあれ

なので、僕はここで終わります。 

○川村委員長 ほかに質問のある方。 

 中川委員。 

○中川委員 今の関連なのですけれども、まず

１点が、今言っていた男爵倶楽部の話で、決算

のやつでここに載せていますよと。ただ、実際

は政策ですよということですけれども、やはり

先日も政策のほうでちゃんと日本語学校の関係

がこうやって出ていて、そこで質疑ができてい

るのですよ。ですので、今回、載ってしまって

いるので、終わっているし、どうしようもない

ということになるのかもしれないのですけれど

も、こっちで予算は通しているからこっちとい

うから、内容は政策ですよという話しでいけ

ば、何でもありになってしまうのかなと。何で

もありというか、全部聞けなくなってしまうの

ではないかなという部分があるのですけれど

も、そこ、要はそもそも商工観光ではなくて、

政策で最初から載せればよかったのではないか

なと、予算をとるときから。というふうにしな

いと、結局、こういう予算のとり方、決算のや

り方をしていれば、こっちでとったのでこっち

に載せていますけれども、内容は知りませんと

いって、その内容はこっちの課ですよと、その

こっちの課がこの後にあるのであれば聞けます

けれども、こっちの課がもう終わっているとこ

ろであれば、決算委員会として聞けなくなって

しまいますよね。だから、そこら辺、ちょっ

と、今回はどうしようもないのだろうけれど

も、整理して、次回になるのか。 

○川村委員長 経済部長。 

○青山経済部長 ただいまの中川委員の質疑でご

ざいますが、総務財政課、予算の策定する際、

査定もございますので、今回、３０年度につい

てはこういう形になってしまいましたけれど

も、今後、こういうふるさと融資を使うような

案件がありましたら、そこら辺は統一して予算

措置するように協議させていただきたいと思い

ます。 

 先ほど来、課長のほうで、ちょっと内容につ

いてはということでございますけれども、申請

自体には必ずその団体の信用調査というのはあ

ると思いますので、そういう会社の、どういう

財政状況かとかいうものは、当然、添付書類と

して提出されると思ってございます。うちのほ

うも町を経由してふるさと財団のほうから対象

の事業者にお金が流れていくと。償還について

もふるさと財団が責任を持って償還の事務も

行って、町のほうに返済してくるというような

流れでございますので、そういうところも十分

加味しながら、予算のときに統一的な予算措置

の計上の仕方、御指摘ありましたとおり、先に

その所管が終わって、後からこういうふうに出

てくるということになりますと、各委員のほう

にも御迷惑をおかけいたしますので、そこら辺

は予算の要求段階で、こういう事案がある場合

は、統一して、そこで予算計上していただくと

いうような流れで交渉して、御迷惑のかからな

いような状況にしたいと思いますので、御理解

のほどお願い申し上げます。 

○川村委員長 ほかに質疑のある方。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 よろしいですか。 

 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、商工観光課に対する審査を終了いたし

ます。 

 経済部長、商工観光課長、御苦労さまでした。 

 暫時休憩いたします。 

午後 １時４０分 休憩 

────────────── 

午後 １時４２分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 土木課の審査を行います。 

 経済部長、土木課長、御苦労さまです。 

 それでは、共通様式に基づき、説明のほうを

お願いいたします。 

 資料の具体的な内容については、特段の説明

がない限り、記載のとおりでお願いいたしま

す。 

 では、お願いいたします。 

○佐々木土木課長 それでは、提出資料の共通

様式ナンバー１、土木総務費について御説明い

たします。８款１項１目土木総務費は、土木総

務に関する運営と、町が所有する重機車両と、

車両センターの維持に係る経費でございます。

当初予算額８１万５,０００円、補正予算額６７

７万７,０００円、予算現額７５９万２,０００

円、支出済額７５２万５,４３８円、不用額６万

６,５６２円、執行率９９.１％となっておりま

す。補正は、９月、１２月、３月で行っており

ます。主な内容は、道路台帳整備委託料、河川

占用料還付金、整理予算でございます。また、

歳入は記載のとおりとなっております。 

 次のページに移りまして、共通様式ナンバー

２、土木作業車管理費は、当初予算額１,１７４

万６,０００円、補正予算額１９７万２,０００

円、予算現額１,３７１万８,０００円、支出済

額１,２４８万７,１４９円、不用額１２３万５

８１円、執行率９１.０％となっております。補

正は３月で行っております。主な内容は、需用

費の燃料費、整理予算でございます。不用額の

主なものは、需用費の燃料費となっておりま

す。 

 次のページに移りまして、共通様式ナンバー

３、車両センター管理費は、当初予算額９３万

３,０００円、予算現額９３万３,０００円、支

出済額９０万１９０円、不用額３万２,８１０

円、執行率９６.５％となっております。主な内

容は、車両センターの維持管理費でございま

す。 

 ナンバー４、水防センター管理費は、当初予

算額３０７万４,０００円、補正予算額マイナス

４２万２,０００円、予算現額２６５万２,００

０円、支出済額２４７万４,６９４円、不用額１

７万７,３０６円、執行率９３.３％となってお

ります。補正は３月で行っております。主な内

容は、整理予算でございます。不用額の主なも

のは、電気料など光熱費となっております。 

 共通様式ナンバー５、６、道路橋梁維持費に

ついて説明いたします。８款２項１目道路橋梁

維持費は、町道等の維持管理に係る人件費、消

耗品費、役務費、委託料、道路照明、工事請負

費、原材料、ロードヒーティング電気料、除雪

費などでございます。 

 共通様式ナンバー５、道路橋梁維持費は、当

初予算額４,０２７万２,０００円、補正予算額

４,７５９万５,０００円、予算現額８,７８６万

７,０００円、支出済額８,７１５万１,１９２

円、不用額は７１万５,８０８円、執行率は９

９.２％となっております。補正は、５月、１２

月、３月で行っております。主な内容は、工事

請負費で、１１路線での工事費の増額と整理予

算でございます。不用額の主なものは、職員手

当、共済費、需用費、役務費、委託料となって

おります。 

 共通様式ナンバー６、除排雪対策費は、当初

予算額８,９４２万４,０００円、補正予算額６,

２５５万８,０００円、予算現額１億５,１９８

万２,０００円、支出済額１億３,１３９万９,７

５７円、不用額２,０５８万２,２４３円、執行

率８６.５％となっております。補正は、５月、

９月、３月で行っております。主な内容は、需

用費で、除雪車両自動車消耗品費、ロードヒー

ティング電気料、委託料で町道除雪委託料、使
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用料及び賃借料で除排雪、除雪作業用重機借上

料の増額、整理予算となっております。不用額

の主なものは、共済費、賃金、需用費、委託

料、使用料及び賃借料となっております。ま

た、歳入は記載のとおりとなっております。 

 次に、共通様式ナンバー７からナンバー１

１、８款２項２目道路橋梁新設改良費は、道路

や橋梁の改良舗装工事等に係る経費でございま

す。 

 共通様式ナンバー７、道路改良事務費は、当

初予算額２１７万７,０００円、補正予算額マイ

ナス６万９,０００円、予算現額２１０万８,０

００円、支出済額２１０万４,３３１円、不用額

３,６６９円、執行率９９.８％となっておりま

す。補正は、５月、３月で行っております。主

な内訳は、報償費及び整理予算となっておりま

す。ここでは、報償費の予算不足のため、旅費

より報償費に３万１,０００円の流用を行ってお

ります。 

 ナンバー８、町道等単独改良事業は、当初予

算額２２０万円、補正予算額４,１０１万１,０

００円、予算現額４,３２１万１,０００円、支

出済額４,３１０万８,２００円、不用額１０万

２,８００円、執行率９９.８％となっておりま

す。補正は、５月、３月で行っております。主

な内訳は、５月に政策予算分として工事請負費

で７本の工事を補正予算にて計上し、３月に整

理予算を行っております。また、歳入は記載の

とおりとなっております。 

 共通様式ナンバー９、道路用地取得費は、当

初予算額８万８,０００円、補正予算額４０万

円、予算現額４８万８,０００円、支出済額４３

万８,０８１円、不用額４万９,９１９円、執行

率８９.８％となっております。補正は、９月、

３月で行っております。主な内訳は、公有財産

購入費で３路線の用地購入費となっておりま

す。不用額の主なものは、峠下８号線用地取得

協議不調による公有財産購入費と、補償及び補

塡及び賠償金の残額となっております。また、

歳入は記載のとおりとなっております。 

 共通様式ナンバー１０、道路工事連絡車管理

費は、当初予算額６４万２,０００円、補正予算

額マイナス４,０００円、予算現額６３万８,０

００円、支出済額６３万５３０円、不用額７,４

７０円、執行率９８.８％となっております。補

正は、１２月、３月で行っております。内訳

は、消耗品費の増、燃料費の減、整理予算と

なっております。 

 続きまして、ナンバー１１、社会資本整備総

合交付金事業費（道路）は、当初予算額ゼロ

円、補正予算額１億２,４８１万２,０００円、

予算現額１億２,４８１万２,０００円、支出済

額１億２,１４６万５,７２８円、不用額３３４

万６,２７２円、執行率９７.３％となっており

ます。補正は、５月、３月で行っております。

内訳は、補助内示額の変更に伴う整理予算と

なっております。また、歳入は記載のとおりと

なっております。 

 共通様式ナンバー１２からナンバー１３、８

款３項１目河川費は、普通河川の維持管理や河

川工事などに係る経費であります。 

 共通様式ナンバー１２、河川改修事務費は、

当初予算額２８万１,０００円、補正予算額マイ

ナス９万２,０００円、予算現額１８万９,００

０円、支出済額１８万８,４００円、不用額６０

０円、執行率９９.７％となっております。補正

は３月で行っておりまして、整理予算でござい

ます。 

 共通様式ナンバー１３、河川維持管理費は、

当初予算額１３５万円、補正予算額２,９００万

円、予算現額３,０３５万円、支出済額２,９７

６万１,８３０円、不用額５８万８,１７０円、

執行率９８.１％となっております。補正は、５

月、１２月、３月で行っております。主な内訳

は、工事請負費で２本の増額と、整理予算と

なっております。また、歳入は記載のとおりと

なっております。 

 共通様式ナンバー１４、１１款１項１目道路

橋梁災害復旧費は、道路の災害復旧に係る経費

であります。当初予算額５０万円、補正予算額

マイナス４０万円、予算現額１０万円、支出済

額９万５,９０４円、不用額４,０９６円、執行

率９５.９％となっております。 

 共通様式ナンバー１５、１１款１項２目河川
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災害復旧費は、河川の災害復旧に係る経費であ

ります。河川災害復旧事業は、当初予算額５０

万円、補正予算額マイナス４０万円、予算現額

１０万円、支出済額９万５,９０４円、不用額

４,０９６円、執行率９５.９％となっておりま

す。 

 共通様式に係る説明は以上でございます。 

 追加資料の土木課分の説明となります。 

 土木課分の１番、平成３０年度の水防セン

ターの施設ごとの利用状況でございます。こち

らに関しましては、資料に記載のとおり、開放

日数が１９９日、来館人数が３７０人、うち、

町内会利用が６０人となっております。 

 ２番目の、町道整備に関する未完了の道路の

一覧でございますが、１番から９番までの路

線、路線名で記載しております。こちらに書い

ているＨ２９だとかというのは、施工年度であ

りまして、この間、用地補償ですとか、そうい

うものに関しては記載しておりません。備考欄

には補助事業名を記載しております。 

 説明については以上でございます。 

○川村委員長 それでは、質疑のほうに入りま

す。 

 質問のある方。 

 田村委員。 

○田村委員 今、追加資料のほうの説明があっ

たのですけれども、まず、１番の水防センター

ですけれども、まず、来館者数というのは、こ

れは条例でいう見学者を指しているのか。 

 それから、開放日というのが、条例を見る

と、４月からはずっと３６５日オープン、その

中で、いつ休むよとかというのは別途定められ

るようになって、通常は３６５日あくような流

れですよね。それで、この開放日数というのが

何かぴんとこないのですよ。これをもう少し、

１９９日ということで、それから、来館者数、

子供が多いのか大人が多いのか、そこら辺、若

干、わかる範囲で。町内会はわかりました。 

 それから、展示、どんな展示をしているの

か、それをちょっと教えていただきたいなと思

います。 

 それから、２番目の、町道整備に関する未完

了の道路一覧ということなのですが、これ、例

えば１番の飯田町８号線というのが平成２９

年、３０年、これ、手をかけたけれども、まだ

終わらないという、そういう解釈でいいのです

ね。そうすると、例えば軍川６号線、９番なの

ですが、ずっとやっていても、まだ終わってい

ないよという、そういう考え方でいいのです

ね。わかりました。 

○川村委員長 土木課長。 

○佐々木土木課長 １番の水防センターの条例

の関係なのですが、条例上、４月末から１０月

末か１１月まで、毎日やりますという条例に

なっております。（発言する者あり）規則で定

めております。その間は、土日関係なくあける

という条例になっております。（「補足」と呼

ぶ者あり） 

○川村委員長 経済部長。 

○青山経済部長 条例の後に条例施行規則があり

まして、休館日ということが第２条で、規則の

ほうでうたってございます。１１月１日から翌

年の３月３１日までとするということで、その

間は開放していないということが原則です。 

 以上でございます。 

○川村委員長 土木課長。 

○佐々木土木課長 子供が多いのか、大人が多

いのかという内訳につきましては、特に受付簿

で名前を書いていただくという程度になってお

り、生年月日等は書いてもらっていませんが、

来ている人を見ますと、町内会の見学ですと

か、町内会以外の見学ですとかという、大人の

ほうが多いかなという気はします。最初の年

は、学校で見に来ていただいたこともありまし

た。 

 展示物でございますが、大沼のポッポ爺さん

のＳＬ関係の展示物が主になっております。あ

と、防災のカレンダー、ポスターですとか、そ

ういうものもたまには掲示しております。 

 以上です。 

○川村委員長 田村委員。 

○田村委員 ＳＬ関係の展示というのですけれ

ども、実際、防災センターのその部分の展示と

いう話になってしまうと、目的外使用になるの
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ではないかと思うのですよね。というのは、補

助金の適正化で、要は水防センターの設置目的

にずれていれば、やはり問題が出てくると思う

のですよね。補助金の適正化の法律があると思

うのですけれども、それを読めばわかると思う

のですが、それに、水防に関するものであれば

いいのだけれども、ＳＬという話になってしま

うと、なかなかなじまないのではないかと思う

のですよね。そこら辺の考え方をちょっと。 

○川村委員長 土木課長。 

○佐々木土木課長 補助金の適正化に関する法

律につきましては、水防センター自体、防災ス

テーション設置事業という国の事業になってお

りまして、そちらに関しては、地域のコミュニ

ティですとか、水防に絡んだもの、地域に絡ん

だものの展示、もしくは催しというものは許可

されておりますので、目的外使用ということは

ないと思っております。 

 以上です。 

○川村委員長 田村委員。 

○田村委員 今、説明あったのですけれども、

その部分とＳＬの展示というのはまた別問題

で、地域云々ではなくて、やはり地域で活動す

るというのは、防災関連の中で、水防センター

を利用するというのはそのとおりで構わないの

だけれども、そういう展示だとか、そういうも

のについては、私はちょっと外れているのでな

いかと思うのですが、もう一度そこら辺、

ちょっと。 

○川村委員長 土木課長。 

○佐々木土木課長 防災の日に絡めて防災のパ

ネルの展示ですとか、そういうものは水防セン

ター、防災というものは関連づいてはくると思

うのですが、広く七飯町のコミュニティ、地域

として考えたときには、大沼にポッポ爺さんが

あり、ほかに展示したいというものがあれば、

それはまた再度検討いたしますけれども、主要

目的は水防と防災だけではなくて、一応国の基

準の中でも、広く地域に利活用していただきた

いというのが目的となってございますので、目

的から外れていないと思っております。 

 以上です。 

○田村委員 終わります。 

○川村委員長 ほかに。 

 上野委員。 

○上野委員 共通様式ナンバー１１なのですけ

れども、橋梁の長寿命化についてなのですけれ

ども、道路に関しては、今、資料を出されまし

て、９路線が未完了ということでありましたけ

れども、橋梁に関しても、こういった道路に関

連していると思いますので、こういう長寿命化

の点検をされている状況の中で、町内の老朽化

している橋梁の数といいますか、それに対し

て、現在までに改良が進行している橋梁、未整

備の橋梁の数的なものを、ちょっとわかりまし

たら教えていただきたいなと思います。 

○川村委員長 土木課長。 

○佐々木土木課長 数については、正式なもの

は特に押さえてございません。５年に１回の点

検をしてくださいというものが道路法で決まっ

ております。道路法第４２条の中で、道路管理

者は常に良好な状態を維持し、修繕し、常に良

好な状態で走れる、歩ける状態にしなければな

らないという条項がございます。その条項にあ

わせて、橋梁の点検というものはランク１、

２、３、４というふうに、橋梁点検した際にラ

ンクづけをして、ランク１が健全ですよと。ラ

ンク２がちょっと問題あります、傷んでいます

ねと。ランク３が５年以内に修繕が必要。ラン

ク４というものが即修繕が必要で、ランク４を

つけた場合には、ほぼ通行止にして、即かけか

え、もしくは修繕の検討をするということに

なっております。七飯町の点検結果におきまし

ては、ランク４という、即かけかえ、もしくは

修繕しなさいという橋梁はございません。ラン

ク３に関しましても、毎年、点検かけていきま

すので、５年に１回、必ず点検しなさいという

ことですので、その年によって、修繕して、

減って、またふえて、減ってということになっ

ております。橋梁長寿命化自体が、通常、５０

年かけて、５０年で耐用年数ですねというもの

を、１００年、２００年もたせましょうと。少

ない投資で最大の効果を発揮するように、長く

ものを使っていきましょうということが橋梁修
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繕事業の目的となっております。今、六、七年

くらい前から橋梁点検というものを始めまし

て、今、２巡目に入っております。修繕した橋

梁は、今、単独費も含めて５橋程度となってお

ります。１橋大体５,０００万円くらい、高くて

も５,０００万円くらいですねというのが点検と

長寿命化計画の中でうたっております。多額な

費用を要する場合にはかけかえ、地域性も考え

て、かけかえするか修繕するかという検討をし

ていくことになっております。今現在といって

も、また橋梁点検自体も今発注中ですので、特

に今、何橋、何橋といっても、毎年、月によっ

て動いていくような形ですので、今現在の状況

といたしましては、そのような状況となってお

ります。 

 以上です。 

○川村委員長 上野委員。 

○上野委員 そうしましたら、５０年、大体耐

用として、それを超えたような橋梁は、今はな

いのでしょうか。 

○川村委員長 土木課長。 

○佐々木土木課長 久根別川にかかっている、

昔から見ている方は御存じかと思うのですが、

丸太でかけたような橋、あれに関しましては五

十数年が過ぎております。町内でも戦後、高度

経済成長期に橋梁が日本全国でふえているので

すけれども、そのときにかけた橋梁が平準化さ

れていなくて、高度経済成長期に一気にかけて

いるものですから、耐用年数が一気に来る。そ

れを分散させて平準化させて、なるべく町の予

算を圧迫しないように、国の補助をいただきな

がら延命していくということを考えております

ので、先ほど言ったランク１、２、３、４とい

うランクづけをしまして、あと５年、１０年、

５年以内に壊れるねというようなものに関しま

しては、延命を図って、１０年、２０年、３０

年、もっと長く使っていけるようにしていく

と。その中で、長寿命化計画を策定して、予算

が一気に１０億円とかという修繕費がかからな

いように、５,０００万円、１億円という中でお

さまるように、計画を立てながら、順次修繕し

てきている状況でございます。 

 以上です。 

○川村委員長 上野委員、ちょっと済みませ

ん。 

 ほかに質疑ある方はいますか。 

 そうしたら、１０分ほど休憩とりますので。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ２時０５分 休憩 

────────────── 

午後 ２時１５分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 上野委員からの質問、お願いします。 

 上野委員。 

○上野委員 今、状況はある程度お答えいただ

いたのですけれども、何かはっきりしないの

は、一応全体的な橋梁の検査はやっているはず

なのですよね。そうしますと、その中で、３と

４の対象になる橋梁数も押さえているのではな

いかと思いますので、ちょっとわかったら教え

ていただきたい。 

○川村委員長 土木課長。 

○佐々木土木課長 今、ちょっと下にいかない

と、押さえている橋梁数は十数橋、私の記憶の

中では。それを、１年に２橋ですとか修繕し

て、延命していると、そういう形をとっており

ます。 

 以上です。 

○上野委員 それでよろしいです。 

○川村委員長 ほかに。 

 平松委員。 

○平松委員 ２３のところで、河川の占用料金

で徴収していますけれども、１１万８,０００

円、これ、どこの部分か、ちょっと……。 

○川村委員長 １問でいいですか。 

 土木課長。 

○佐々木土木課長 こちらは、もとのスバル

パークのほうにかかっていたのですが、ショウ

フウエン団地というのが道道との間にあるので

すが、その団地のところに精進川がございまし

て、その精進川にかけている橋でございます。

もともと建設時に東管のほうでかけた橋梁なの

ですけれども、そちらの橋梁の占用料というこ
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とになっております。 

 以上です。 

○川村委員長 平松委員。 

○平松委員 藤城北部町会の中で、株式会社Ｒ

Ｃという、ペットボトルなどの処理をするとい

うことで、いろいろ２８年から問題になったと

ころなのだけれども、この敷地の中に長万川と

いうのかな、（「長万川です」と呼ぶ者あり）

流れていまして、その敷地の中には横断管が

入っていますけれども、これは町が入れたのか

どうか。 

○川村委員長 土木課長。 

○佐々木土木課長 今、道の駅のちょっと奥の

ほうになると思うのですけれども、長万川の上

のほうになります。ここの横断管自体は町の台

帳的には、特に占用台帳にも載っていません

し、町で入れたという経歴も、ここ最近はない

ですね。何十年か前に、もしかしたら町のほう

で一部入れている可能性もございますけれど

も、裏のほう、町道のほうにも長万川に流入す

るパイプですとかというものがあるのですけれ

ども、それは道路の下に入っている横断管があ

りまして、川については、特にうちのほうでも

把握しているものでもないかなと思います。 

○川村委員長 平松委員。 

○平松委員 地元の人が言うには、この会社が

出てきて造成をしたときに、管を入れて、奥の

敷地に入れるようにしたのだというふうに言っ

ています。これ、一度確かめておいていただき

たい。長万川というのは、前に一度、氾濫した

ことがありますので、勝手にそういう横断管な

どを入れて被害を大きくするようなことになる

と困りますので、誰が、いつ、そういうふうに

して、どういう管理方法をしているのか、それ

から、町の河川敷を利用しているということに

なれば、当然、占有料というのを払う、その前

に、そういう工事が勝手にやられれば困るとい

う前提はあるのですけれども、その辺のチェッ

クをきちんとしておいていただきたいと思いま

す。 

○川村委員長 土木課長。 

○佐々木土木課長 現地調査の上、適切に処理

したいと思います。 

 以上です。 

○川村委員長 ほかに質問のある方。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 よろしいですか。 

 それでは、土木課の質疑を終わります。 

 経済部長、土木課長、御苦労さまでした。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ２時１９分 休憩 

────────────── 

午後 ２時２１分 再開 

○川村委員長 それでは、休憩前に引き続き、再

開いたします。 

 都市住宅課の審査を行います。 

 経済部長、都市住宅課長、御苦労さまです。 

 それでは、共通様式に基づき、説明のほうをお

願いいたします。 

 資料の具体的な内容については、特段の説明

がない限り、記載のとおりでお願いいたしま

す。 

 それでは、説明のほう、お願いします。 

 都市住宅課長。 

○寺谷都市住宅課長 それでは、都市住宅課の決

算、説明いたします。 

 それでは、共通様式ナンバー１から順に御説

明いたします。ナンバー１、事業決算名が建築

指導費（私道）です。当初予算額２７万１,００

０円、補正予算額マイナス１９万４,０００円、

予算現額７万７,０００円、支出済額７万１,５

１０円、不用額は５,４９０円、執行率は９２.

８７％であります。補正は、３月に整理予算で

減額しております。事業の目的は、建築確認事

務にかかわる業務になります。決算内容は記載

のとおりでございます。 

 ナンバー２、事業決算名は建築指導費（営

繕）です。当初予算額２０万７,０００円、補正

予算額３１万７,０００円、予算現額５２万４,

０００円、支出済額５１万７,４４０円、不用額

６,５６０円、執行率は９８.７５％でありま

す。補正は、５月に営繕積算システム新規導入

費として３１万７,０００円増額しております。

事業の目的は、営繕業務の設計積算に係る業務
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になります。決算内容は記載のとおりでござい

ます。 

 ナンバー３です。事業決算名は建築指導車管

理費です。当初予算額２２万７,０００円、補正

予算額マイナス９,０００円、予算現額２１万

８,０００円、支出済額１９万３２６円、不用額

２万７,６７４円、執行率は８７.３１％であり

ます。補正は、３月に整理予算で減額しており

ます。事業の目的は、建築指導、建築現場管理

のための公用車の維持管理になります。決算内

容は記載のとおりです。 

 ナンバー４、事業決算名は都市計画総務費で

す。当初予算額７２万７,０００円、予算現額７

２万７,０００円、支出済額７０万４,９６９

円、不用額２万２,０３１円、執行率９６.９７

％であります。事業の目的は、都市の健全な発

展と秩序ある整備を図るものでございます。決

算内容は記載のとおりです。 

 ナンバー５、都市計画総務費、事業決算名は

社会整備資本整備総合交付金事業（都市再生）

です。当初予算額９万２,０００円、補正予算額

１,９７９万円、予算現額１,９８８万２,０００

円、支出済額１,９８７万７,４００円、不用額

４,６００円、執行率９９.９８％であります。

事業の目的は、峠下地区の面的整備により地域

の活性化を図るものでございます。決算内容は

記載のとおりでございます。 

 ナンバー６、事業決算名は公園整備管理費で

す。当初予算額２,０３８万５,０００円、補正

予算額７０万３,０００円、予算現額２,１０８

万８,０００円、支出済額２,０８９万１,９８８

円、不用額１９万６,０１２円です。執行率９

９.０７％であります。補正は、９月に見晴公園

擁壁の一部補修工事として８０万円、１２月に

総合公園等除雪委託料ほかとして２５万１,００

０円、３月に整理予算として３４万８,０００円

の減額をしております。事業の目的は、公園の

通常の管理になります。決算内容は記載のとお

りでございます。 

 ナンバー７、事業決算名は公園整備連絡車管

理費でございます。当初予算額１７万円、支出

済額１４万３１７円、不用額２万９,６８３円、

執行率は８２.５４％であります。事業の目的

は、公園等事業で使用する公用車の維持管理費

です。決算内容は記載のとおりでございます。 

 ナンバー８、都市環境整備費、事業決算名は

都市環境整備費です。当初予算額２７７万６,０

００円、補正予算額４６５万５,０００円、予算

現額７４３万１,０００円、支出済額７３４万

１,２８８円、不用額８万９,７１２円、執行率

９８.７９％であります。補正は、５月に大川地

区環境整備工事として５２２万８,０００円、１

２月に団地内緑地草刈り及び搬出委託業務の入

札執行減で４３万３,０００円、３月に整理予算

で１３万円減額しております。事業の内容とし

て、潤いのある都市整備景観の創出と公衆衛生

の向上、行政財産の適正な管理を目的としてお

ります。決算内容は記載のとおりとなります。 

 次のページに移りまして、ナンバー９、住宅

管理費、事業決算名は町営住宅管理費です。済

みません、公営住宅管理費でございます。当初

予算額１,８０３万６,０００円、補正予算額５

０１万円、予算現額２,３０４万６,０００円、

支出済額２,３０１万８,５４９円、不用額２万

７,４５１円、執行率は９９.８８％でありま

す。補正は、９月、１２月、３月で行っており

ます。事業の内容は、町営住宅の維持管理の経

費になりますが、決算内容については記載のと

おりでございます。 

 ナンバー１０、事業決算名は社会資本整備総

合交付金（公住）です。当初予算額ゼロ円、補

正予算額４億４,３２２万４,０００円、前年度

繰越額１億７,１８２万３,０００円、予算現額

６億１,５０４万７,０００円、支出済額１億５,

４５４万８,０００円、翌年度繰越額４億４,３

２２万４,０００円、不用額１,７２７万５,００

０円、執行率は８９.９４％となっております。

主な内容としては、冬トピア団地８９棟のう

ち、長寿命化改修工事管理委託業務として２５

４万８,８００円、桜Ｂ団地長寿命化調査設計委

託業務として１,１０５万９,２００円、吉野山

団地長寿命化調査設計委託業務として４７０万

８,８００円、冬トピア団地８９棟のうち、長寿

命化改修工事として１億３,６２３万１,２００
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円、翌年度繰越額として４億４,３２２万４,０

００円。歳入につきましては、今年度の収入は

ございませんが、社会資本整備総合交付金とし

て、前年度に概算で８,４１５万１,０００円受

け取ってございます。交付金の確定額は、入札

執行減により７,５５２万７,０００円となって

ございます。このため、概算で受け取っている

８,４１５万１,０００円から確定額の７,５５２

万７,０００円を引いた差額８６２万４,０００

円につきましては、北海道からの指導を受け、

平成３０年度、家賃低廉化事業で年度間調整す

ることとなってございまして、差額分の８６２

万４,０００円を引いた額を平成３０年度の家賃

低廉化事業分として収入してございます。 

 共通様式での説明は以上でございます。 

 続きまして、提出資料について御説明いたし

ます。 

 様式１及び様式２については、当課について

は該当はございませんでした。 

 様式３の収入未済額の状況でございますが、

町民住宅使用料、調定額１４４万円、収入額１

３８万円、収入未済額６万円となっておりま

す。この未収金につきましては、令和元年７月

３日に収入済みであることを御報告させていた

だきます。 

 また、繰り越し分につきましては、平成２９

年度、町民住宅使用料として、収入未済額が４

万円ございましたが、こちらは平成３０年、昨

年の７月１７日に収入済みですので、あわせて

御報告いたします。 

 様式４については、該当はございません。 

 資料についての説明は以上で終わります。 

○川村委員長 ありがとうございます。 

 これより質疑を行います。 

 質問のある方。 

 平松委員。 

○平松委員 平成２８年の６月に、藤城北部町

内会というところで、株式会社ＲＣという会社

がリサイクル工場を建設すると、こういう届け

出が都市住宅課にあったのかどうかをお聞きし

たいと思います。それは、住民から苦情があ

り、ペットボトルですとかいろいろなものを運

び込んだ後に、町長も出向いて、こういう迷惑

施設は直ちになくしますという経緯がありまし

た。それで、環境課に聞きましたら、ことしの

夏に全部きれいになくなりましたという説明

が、報告があったのですけれども、もともと町

に正式なそういう申請があって、受理したのか

どうか、それとも、勝手にできたものなのか、

そこを確かめておきたいのですけれども、わか

りますでしょうか。 

○川村委員長 平松委員、済みません、一応今

回、決算委員会なものですから、あくまでも平

成３０年度の予算に関して御質問であればいい

のですけれども、今、御質問の内容がそれに合

うかどうか、それだけ確認して、もしちょっと

外れるような部分であれば、また別なところで

ちょっと都市住のほうに聞いていただければと

思うのですけれども、どうですか、平松委員。 

○平松委員 私の認識では、これがきちんと町

の申請が受理されていったのであれば、今年度

できちんと終わりましたということであれば、

都市住のほうも、そういう事業者がいなくなっ

たという扱いをしているはずなのですよ。一切

そういうのがあるのかないのか、そこをお聞き

したいのですよね。やめましたと言っているの

ですから、ことしの７月で。 

○川村委員長 暫時休憩します。 

午後 ２時３６分 休憩 

────────────── 

午後 ２時３８分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 今、平松委員からの質問内容についてなのです

けれども、今回の平成３０年度決算審査特別委員

会の中に関する部分とはちょっと外れている部分

が私としても思うのですけれども、皆さん、いか

がいたしますか、この件について。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 田村委員。 

○田村委員 それ、いつきれいになりましたと

かって、さっき言っていましたけれども、いつ

きれいになったの。 

○川村委員長 平松委員。 
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○平松委員 環境課に聞いたときには、７月時

点で最終的に全部なくなったのを確認していま

すという答弁がありましたね。だから、今年度

まで長引いている話なので、メーンは２９年、

３０年ですから、そういう事件というか、トラ

ブルが起きていたのが、認識があるのであれば

と思って聞いているのですよね。 

○川村委員長 田村委員。 

○田村委員 定かではないのですけれども、例

えばことしの７月にそうやってきれいに町がし

たということであれば、端的に言えば、来年あ

たりでも、きちっと始まってから終わるまでの

経過を、やっぱりその場で、来年、こういう流

れがあったようだけれども、どうなのだという

ことでしかないと思うのだよね、今の段階では

だよ。と私は思います。 

○川村委員長 中島委員。 

○中島委員 そう思いますけれども、これ、事

案の発生が３０年度であれば、僕は構わないと

思うのです、質問するだけは。それは３１年度

の７月にどうのこうのと言ったからおかしく

なったのであって、事案の発生が３０年度の問

題というのだったら……（「２９年度」と呼ぶ

者あり）２９年度の話なの。２９年度。（「は

い」と呼ぶ者あり）３０年度は全然かかってい

ないわけだ。（「はい」と呼ぶ者あり）そうし

たら……。（「来ている」と呼ぶ者あり）来て

いるけれども、飛び越えたわけでしょう。

（「だから２９、３０の、３１年度の７月にき

れいになりましたよということ。だからことの

初めは２９年度に始まって、いろいろなことが

あって、そしてことしの７月にきれいになりま

したという話だから」と呼ぶ者あり）それは

ちょっと無理があるかもしれないね。委員長、

ちょっと無理があるかもしれない。 

○川村委員長 今、皆さんの意見も聞いたので

すけれども、やはり今、３０年度の決算審査特

別委員会の中では、やっぱり予算とはちょっと

外れる要素がやっぱり多いものですから、この

場での、平松委員の今の質問はちょっと差し控

えていただきたいなと。また平松委員のほうで

一般質問なり、別な、例えば直接聞くとか、そ

ういったところでちょっと聞いていただければ

と思います。皆さん、そういうことでよろしい

ですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 それでは、続きまして、ほかに

質問のある方。 

 田村委員。 

○田村委員 ナンバー４の歳入で都市計画占用

料、決算が２４万９,９０７円という、これは何

件で、どういう理由の占用料なのか、ちょっと

教えていただきたい。 

○川村委員長 都市住宅課長。 

○寺谷都市住宅課長 こちらにつきましては、北

電、ＮＴＴの都市計画占用料、開発行為で、帰属

緑地したところに北電柱、あるいはＮＴＴの電

柱、そういうものについて、占用料として貸して

いるものでございます。件数については、ちょっ

と今、手元にないのですけれども、全体として調

べてきたほうがよろしければ、暫時休憩をいただ

きたいのですが。 

○川村委員長 田村委員。 

○田村委員 そうすると、帰属緑地の、これは

全て記憶としては北電とＮＴＴということで。 

○川村委員長 都市住宅課長。 

○寺谷都市住宅課長 それと、帰属緑地を一部、

その目的を害さないということで、駐車場として

貸した部分が１件ございます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 田村委員。 

○田村委員 これは法的には問題ない、法的に

も許されているというか、ＮＴＴ、北電以外

の、目的にあれしないというから貸したと思う

のですけれども、それは法的には問題ないとい

うことと、それから、占用料というのは町で決

まっていますよね、貸すとかと、条例上で。あ

れに基づいているのか、それとも独自の都市計

画の法的なもので占用料が決まっているのか、

そこら辺、教えてください。 

○川村委員長 都市住宅課長。 

○寺谷都市住宅課長 地方自治法上、問題ないと

いうことで確認をとりまして、決まっているの

は、町の条例のほうで決まって、それに基づいて



－ 37 － 

貸し出しをしているということでございます。 

○川村委員長 田村委員。 

○田村委員 終わります。 

○川村委員長 ほかに質問のある方。 

 上野委員。 

○上野委員 都市住の関係で、要求資料を出し

ているのですけれども、町有公共施設の建設年

度と耐震性の有無の評価一覧表ということで、

これは都市住ばかりでなくて、学校教育も関連

しているので、まだ未提出……。（発言する者

あり） 

○川村委員長 上野委員、済みません、それ、

前回、委員会で諮ったときに、だめですという

ことで。 

○上野委員 そうなのですか。何で。 

○川村委員長 暫時休憩いたします。 

午後 ２時４５分 休憩 

────────────── 

午後 ２時４６分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 ほかに質問のある方。 

 若山委員。 

○若山委員 都市住宅課だけの問題でなくて、

ほかにもいろいろなのが出てきたのですけれど

も、ナンバー３とかナンバー７で、ドライブレ

コーダー購入とかありまして、これは業務上必

要だとか、そういうことではなくて、七飯町の

車としても安全対策から全部入れるという、そ

ういうような流れの中でのあれなのですか、今

までの課でもたくさん購入されているのです

が、そういうことでよろしいですね。 

○川村委員長 経済部長。 

○青山経済部長 これ、私が前職のときに、各決

算の際に、職員の交通安全の警鐘というか、公

用車の運転のマナーというものの問題になりま

して、違反もあったということで、そういう抑

止力も兼ねて、各車にドライブレコーダーをつ

けるということになりまして、各公用車につけ

たということでございます。その後は、違反と

かいう部分も発生は余りないということを伺っ

てございますので、なくても本来は、公務員で

すから、そういうことはきちっと守っていかな

ければなりませんけれども、逆に事故に遭われ

たときも、ドライブレコーダーをつけているこ

とによって、また守れるということもございま

すので、そういう考えから一斉につけたという

ことで、御理解ください。 

○川村委員長 若山委員。 

○若山委員 このドライブレコーダーのナン

バー３とナンバー７の値段が何か違うようなの

ですけれども、性能が違うのでしょうか。 

○川村委員長 都市住宅課長。 

○寺谷都市住宅課長 それ、私も打ち間違いかな

と思って、確認したのですけれども、ナンバー３

のほうが１万７,２８０円で、ナンバー７のほうが

１万７,８２０円と、若干違うのですけれども、こ

れ、何でかと調べたら、高いほうが、シガレッ

ト、要はドライブレコーダーを使うのに、シガ

レットにさす。ただ、青色回転灯をつけているの

で、一つしかないので、二股のやつをつけたので

す。それで、青色回転灯とドライブレコーダーを

同時に使えるために、シガレットを一緒にこれで

購入したので、若干こっちのほうが高くなってい

る、そういうことでございます。 

 以上です。 

○川村委員長 若山委員。 

○若山委員 大変よくわかりました。ありがと

うございます。 

 ということは、七飯町の車には全部設定され

ているというか、都市住宅課に聞く質問ではな

いのですけれども、そういうふうに考えてよろ

しいのですね。 

○川村委員長 経済部長。 

○青山経済部長 各課公用車、それぞれ全部つけ

ております。 

 以上でございます。 

○川村委員長 若山委員。 

○若山委員 終わります。 

○川村委員長 ほかに質問のある方。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 よろしいですか。 

 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、都市住宅課に対する審査を終了いたし



－ 38 － 

ます。 

 経済部長、都市住宅課長、御苦労さまでした。 

 暫時休憩にいたします。 

午後 ２時４９分 休憩 

────────────── 

午後 ３時００分 再開 

○川村委員長 それでは、休憩前に引き続き、再

開いたします。 

 水道課の審査を行います。 

 経済部長、水道課長、御苦労さまです。 

 それでは、一般会計、特別会計の説明のほうを

続けてお願いいたします。 

 資料の内容については、特段の説明がない限

り、記載のとおりでお願いいたします。 

 それでは、説明のほう、お願いいたします。 

 水道課長。 

○笠原水道課長 それでは、平成３０年度七飯

町下水道事業特別会計決算の概要から、資料に

ついては、先にお配りしております決算書のほ

うに基づいて御説明いたします。 

 最初に、決算書の３８３ページになります。

実質収支に関する調書となりますが、歳入総額

は９億３,１２７万４６９円に対しまして、歳出

総額は９億２,４６３万８,４６７円で、歳入歳

出差引額は６６３万２,００２円となり、翌年度

へ繰り越すべき財源がないため、実質収支額も

同額となっております。 

 次に、３８４ページになります。歳入の合計

でございます。１款分担金及び負担金から９款

町債まで、予算現額は９億２,７００万円に対し

まして、調定額は９億３,７６３万２,２３９

円、収入済額は９億３,１２７万４６９円で、不

納欠損額は受益者分担金と下水道使用料を合わ

せた６６万２,５３０円となっております。収入

未済額は、同じく受益者分担金と下水道使用料

を合わせた５６９万９,２４０円となっておりま

す。 

 続きまして、３８６ページになります。歳出

の合計でございます。１款公共下水道費から３

款予備費まで、予算現額は９億２,７００万円に

対しまして、支出済額は９億２,４６３万８,４

６７円で、不用額は２３６万１,５３３円とな

り、執行率としましては９９.７％となっており

ます。 

 続きまして、決算調書となりますが、３９０

ページの歳入から御説明いたします。 

 最初に、１款１項１目下水道事業分担金は、

調定額３８１万９,０００円に対しまして、収入

済額は３１０万３,９００円、不納欠損額は１８

万８,０００円で、収入未済額は５２万７,１０

０円となっております。 

 次に、２款 1項１目下水道使用料は、全体では

調定額３億９,８４２万１,１６０円に対しまし

て、収入済額が３億９,２７７万４,４９０円、

不納欠損額は４７万４,５３０円で、収入未済額

が５１７万２,１４０円となっております。使用

料の内訳となりますが、１節公共下水道使用料

は、調定額３億５,０４４万１,８５０円に対し

まして、収入済額は３億４,５２９万７,４８０

円、不納欠損が４２万９,６９０円で、収入未済

額が４７１万４,６８０円となっております。そ

の下の２節特環下水道使用料は、調定額で４,７

９７万９,３１０円に対しまして、収入済額が

４,７４７万７,０１０円、不納欠損が４万４,８

４０円で、収入未済額は４５万７,４６０円と

なっております。 

 次に、３款 1項１目下水道費国庫補助金でござ

います。調定額、収入済額とも２,８０３万６,

８００円でございます。内訳としまして、１節

公共下水道費補助金が、汚水管渠実施設計に対

する補助金で１,２１６万６,２００円、その下

の特環下水道費補助金は、大沼下水道浄化セン

ターの設備更新工事に対する補助金で１,５８７

万６００円となっております。 

 次に、４款 1項１目下水道費道補助金は、調定

額、収入済額ともに５５５万８,０００円でござ

います。 

 次に、５款財産収入は、大沼下水浄化セン

ターの改築更新に伴い発生する撤去物の売り払

い収入で３万８,８８０円の収入となっておりま

す。 

 次のページの６款繰入金は、一般会計からの

繰入金で４億２,７００万円、前年度と比較して

２,２４７万４,０００円の減となっており、内
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訳は、公共下水道分で２億７,９００万円、特環

下水道分で１億３,８００万円となっておりま

す。 

 次に、７款繰越金は、前年度からの繰越金で

２２５万２,３７８円で、前年度と比較して２９

０万２,２４９円の減となっております。 

 次に、８款１項１目雑入でございます。臨時

職員１名分の雇用保険料個人負担金６,０２１円

となっております。 

 次に、歳入最後でございます。９款１項１目

下水道債は、調定額、収入済額ともに８,２５０

万円で、前年度と比較しまして５３０万円の増

となっております。内訳につきましては記載の

とおりとなっております。 

 続きまして、３９６ページ、歳出でございま

す。 

 最初の１款１項１目下水道事業費ですが、予

算現額は１億５,５１３万９,０００円に対し

て、支出済額は１億５,４０２万５,９３４円

で、執行率は９９.３％となっております。 

 右側の事業別の内訳でございます。下水道整

備事務費の主な支出は、臨時職員の雇用費、職

員旅費、水道事業会計の負担金など、下水道整

備に要する事務費で、計４,７０２万１,７２５

円、執行率は９９.１％の支出となっておりま

す。 

 次に、公共下水道整備事業は、汚水マスの新

設、移設工事などで合計２,７７６万５,３６７

円、執行率で９８.９％の支出となっておりま

す。 

 続いて、流域下水道整備事業は、道の函館湾

流域下水道事業の設備更新に伴う当町の負担分

で２,２３０万５,０５３円、執行率は９９.１％

となっております。 

 次に、３９８ページでございます。特環下水

道整備事業は、大沼浄化センターの設備更新事

業に要する建設改良費で２,９１０万８,５１３

円、執行率は１００％となっております。 

 次に、法適化移行及び経営戦略策定費は、下

水道事業会計の令和２年度法適用開始に向けた

準備費用で１,８８７万１,１９６円、執行率で

９９.７％となっております。 

 次に、下水道工事連絡車管理費は、公用車１

台分の燃料費、保険料などで１３万３,０１２

円、執行率は９８.５％となっております。 

 次に、下水道整備職員人件費は、職員２名分

の人件費１,３８２万１,０６８円となってお

り、執行率は９９.２％でございます。 

 続きまして、４００ページになります。２項

１目下水道管理費ですが、予算現額１億９,４１

５万７,０００円に対しまして、支出済額が１億

９,３５１万２,７５４円で、不用額６４万４,２

４６円となり、執行率で９９.７％となっており

ます。 

 右側の事業別の内訳でございますが、下水道

管理費でございますが、こちらは函館湾流域下

水道事務組合の負担金などで合計９,４９１万

７,０５５円、執行率は１００％となっておりま

す。 

 次に、４０２ページでございます。賦課収納

事務費は、下水道使用料と受益者分担金の賦課

業務に要する経費で、合計１,６０２万５,７７

４円、執行率は９９％の支出となっておりま

す。 

 次に、浄化センター作業車管理費は、大沼浄

化センターに配置している２台の自動車損害保

険料及びクレーンつきトラックの借上料で９７

万９,２００円の支出をしております。 

 次に、浄化センター管理費でございますが、

浄化センターの維持管理に要する経費で、合計

８,１５９万７２５円、執行率で９９.６％と

なっております。 

 続きまして、４０４ページになります。２款

１項公債費は、予算現額５億７,７１０万４,０

００円に対しまして、支出済額は５億７,７０９

万９,７７９円、不用額で４,２２１円、執行率

はほぼ１００％となっております。 

 内訳では、１目元金は、町起債元金償還金４

億７,７４８万３２０円、任意の繰り上げ償還と

して２,３６４万８,０００円を返済しており、

元金償還金の合計は５億１１３万５,３２０円、

また、繰り上げ償還に係る手数料として５,４０

０円の支出となっております。 

 次に、２目利子でございますが、町起債利子
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の償還金が７,５７５万１０９円、その他繰り上

げ償還に伴う利子償還金、一時借入金利子など

で総額７,５９５万９,０５９円の支出をしてお

ります。 

 最後に、４０６ページの３款予備費ですが、

予算現額６０万円の全額が不用額となっており

ます。 

 以上で、３０年度下水道事業特別会計決算の

概要についての説明を終わらせていただきま

す。 

 続きまして、各課共通の要求資料一覧につい

て御説明いたします。 

 まず、共通様式の一般会計の８款４項３目の

公共下水道費でございます。こちらは、普通交

付税に算入される下水道費のうち、下水道事業

特別会計の元利償還金及び運営費の一部を一般

会計から繰り入れするもので、予算現額４億２,

４１４万４,０００円に対しまして、支出済額は

４億２,７００万円、執行率で９８.３２％と

なっております。繰出金については記載のとお

りでございますが、ほとんどが下水道事業の元

利償還金となっております。 

 次に、様式２でございます。予算流用及び予

備費充用の状況でございます。手数料で北海道

胆振東部地震に伴う停電対応の際、手数料から

の支出が必要となったため、５万円を委託料か

ら、また、工事請負費で下水道マンホール等補

修工事で予算不足が生じたため、１５万６,００

０円を委託料から流用しております。 

 次に、様式３の収入未済額の状況でございま

す。現年度分では、収入未済額で、公共下水道

使用料が１７５万７,６４０円、特環下水道使用

料が２３万９３０円、合計で１９８万８,５７０

円となっております。 

 次に、滞納繰越分では、収入未済額で、公共

下水道受益者分担金は２３年度から２９年度ま

で、５４万７,１００円、公共下水道使用料は２

３年度から２９年度までの２９５万７,０４０

円、特環下水道使用料は２４年度から２９年度

までの２２万６,５３０円の合計で３７１万６７

０円となっております。 

 次に、様式４でございます。不納欠損処分の

状況でございますが、ナンバー１の公共下水道

受益者分担金は、平成２３年度、２５年度分で

９件、１８万８,０００円の不納欠損処分をして

おり、事由は生活困窮によるものでございま

す。 

 次のページになります。ナンバー２の公共下

水道使用料は、平成２３年度、平成２５年度分

で２３６件、４２万９,６９０円の不納欠損処分

をしており、事由は、主に居所不明などによる

ものでございます。 

 次のページ、最後になりますが、ナンバー３

の特環下水道使用料は、平成２４年度、２５年

度分で、対象者２６件、４万４,８４０円の不納

欠損処分をしており、事由は、生活困窮、居所

不明となります。 

 法的根拠につきましては、いずれも地方自治

法第２３６条の金銭債権の消滅時効の規定に基

づいて処分を行っております。 

 以上で、下水道分の提出した決算資料の説明

を終わらせていただきます。 

 引き続きまして、水道事業会計の決算につい

て説明させていただきます。 

 まず、決算書のほうから説明させていただき

ます。 

 最初に、決算書の目次からとなりますが、水

道事業会計の決算につきましては、三部構成と

なっており、上から順に、決算報告、財務諸表

の項目、次に事業報告、最後は決算附属書類の

説明となりますので、ページ総数５１ページに

及ぶため、内容については要所のみ説明させて

いただきます。 

 それでは、最初に、２ページの決算報告書を

ごらん願います。 

 （１）収益的収入及び支出の決算報告でござ

いますが、これは消費税込みの決算額となりま

す。収入では、第１款水道事業収益は、予算額

５億４,０００万円に対しまして、決算額は５億

４,７５５万９,２７８円で、予算額に比べ決算

額は７５５万９,２７８円の収入増となってお

り、また、決算額のうち、借受消費税及び地方

消費税として３,３１２万１,４５７円が消費税

分として決算額に含まれております。 
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 次に、下段の支出では、第１款水道事業費用

は、予算額４億６,８００万円対しまして、決算

額は４億５,９６２万２６９円で、不用額８３７

万９,７３１円、執行率で９８.２％となってお

ります。同じくこちらにも消費税が含まれてお

りまして、９７３万５,３５７円の消費税が含ま

れております。 

 続きまして、４ページの（２）資本的収入及

び支出の決算報告でございます。こちらのほう

も同じく消費税込みの決算額でございます。収

入では、第１款資本的収入は、予算額１億１,５

２６万８,０００円に対しまして、決算額は１億

１,５２６万７,９６０円で、予算額に比べ決算

額は４０円の収入増となっております。 

 次に、下段の支出では、第１款資本的支出

は、予算額２億９,５６４万５,０００円に対し

まして、決算額で２億９,５６４万１,０４８

円、不用額が３,９５２円、執行率は１００％と

いうことになっております。同じく決算額には

消費税のほうが含まれておりまして、１,２２４

万７,６００円の額が含まれているというところ

でございます。 

 決算報告書の１番下の注意書きの１でござい

ますが、資本的収入額が資本的支出額に対して

不足する額、１億８,０３７万３,０８８円につ

きましては、当年度分消費税及び地方消費税資

本的収支調整額などで不足額を補塡していると

ころでございます。 

 次に、７ページとなります。ここからは財務

諸表の説明となりますが、会計処理につきまし

ては、消費税額が除かれたものの計算書となっ

ております。 

 最初に、損益計算書の１、営業収益の合計４

億２,８８６万２,６３４円から、２の営業費用

の合計３億９,６７７万８,２７７円を差し引い

た３,２０８万４,３５７円が営業利益です。 

 次に、３の営業外収益の合計８,４５９万４,

０７９円を加え、４の営業外費用の合計４,６７

６万３,１７２円を差し引いた６,９９１万５,２

６４円が計上利益となり、５の特別利益１０２

万２,０５０円を計上利益に加え、６の特別損失

１２３万１,４６３円を差し引いた６,９７０万

５,８５１円が当年度の純利益となります。この

当年度純利益に前年度からの繰越利益剰余金７,

２３７万４,９１０円を加えた１億４,２０８万

７６１円が当年度未処分利益剰余金となり、こ

の額の一部を積立金などへ処分するということ

になっております。 

 続きまして、８ページの３、剰余金計算書に

なります。この表は、貸借対照表で整理する資

本金及び剰余金がその年度中にどのように増減

変動したかをあらわす計算書となります。先ほ

どの当年度純利益６,９７０万５,８５１円は、

利益剰余金の未処分利益剰余金、当年度変動額

の欄に記載されており、前年度の繰越利益剰余

金は７,２３７万４,９１２円を加えた１億４,２

０８万７６０円となっております。 

 次に、下段の４、剰余金処分計算書です。平

成３０年度の未処分利益剰余金の当年度末残高

１億４,２０８万７６１円に対して、七飯町の水

道事業の剰余金処分に関する条例の規定に基づ

き、積立処分を行うものでございます。未処分

利益剰余金１億２,００８万７６０円の２０分の

１以上の額、５,０００万円になりますが、これ

は企業債の償還に充てる目的の減債積立金に積

み立てをし、同じく建設改良費の補塡財源に使

用されている建設改良積立金に２,０００万円を

積み立てております。 

 続きまして、１０ページの貸借対照表でござ

います。 

 最初の資産の部からでございます。１の固定

資産については、配水管や電気計装設備など、

４条予算により整備した水道施設の取得価格、

減価償却累計額、残存価格などをあらわし、固

定資産合計では前年度より５,５０８万５,１５

５円減少した４４億９,８６３万８,１０４円と

なり、次の２の流動資産では、現金預金の期末

残高、未収分の水道料金などを計上しており、

前年度と比較しまして２,９５６万２,２３２円

増加の４億６,０６２万５,９０６円となってお

ります。 

 次に、１１ページの負債の部となります。３

の固定負債と４の流動負債には、主に企業債の

年度末現在高を計上しており、平成３１年度の
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企業債償還額として１億４,１１７万８,３８４

円を流動負債に、平成３２年度以降の総支払予

定額の２３億９,９９３万４,８９３円を固定負

債に計上しております。平成３０年度末の企業

債現在高は、前年度と比較して３,０２９万８,

４４８円減少し、２５億４,１５１万３,２７７

円となっております。 

 次に、繰延収益は、償却資産の取得に伴い交

付された補助金等を長期前受金の項目に整理し

ており、長期前受金の年度末残高は２４億４,５

７２万５,１４５円、資産の減価償却に見合う収

益化累計額は８億８,７８８万８,１７７円で、

繰延収益合計は１５億５,７８３万６,９６８円

となり、約６３.７％が今後収益化する残存価格

となっております。 

 続いて、１２ページの資本の部となります

が、６、資本金と、７、剰余金は、先ほどの剰

余金計算書のほうで説明しておりますので、説

明は省略させていただきます。 

 続きまして、１３ページの、６、注記でござ

います。１の重要な会計方針に係る事項に関す

る注記には、①棚卸資産の評価基準、評価方

法、②固定資産の減価償却の方法、③引当金の

計上方法、④消費税等の合計処分の基準を定め

ているものでございます。 

 次のページになります。２の貸借対照表に関

する注記については、当年度の引当金の移動額

について記載しております。 

 次の、３ページのセグメント情報に関する注

記ですが、水道事業会計規定により、報告セグ

メントを、七飯、藤城及び大沼地区に分けて、

それぞれの営業収益、営業費用等の金額を表示

しております。 

 次に、１７ページからの事業報告書となりま

す。１８ページをお開き願います。平成３０年

度七飯町水道事業報告書でございます。１、概

要、（１）の総括事項でございます。イの給水

人口及び配水状況は、給水人口で２万７,７４７

人、給水戸数は１万１,８６０戸となっておりま

す。 

 次に、建設改良事業ですが、①の管路新設・

更新事業では、本町地区において新設工事を約

１３５メートル実施しております。また、老朽

管布設がえ工事についても、町内４地区におい

て、１,２３３メートルを実施しております。②

の設備更新事業等では、軍川第１管理塔の着水

流量計の更新、さらには、水源確保のために鳴

川地区で新設水道水源を設置するための調査を

行っております。次のページの、ハ、財政状況

でございますが、こちらのほうも前段で説明し

ておりますので、説明のほうは省略させていた

だきます。次のページです。２０ページから２

１ページには、議会議決事項、行政官庁認可事

項、職員に関する事項、料金その他供給条件の

設定または変更に関する事項などを記載してお

ります。 

 次の２２ページ目には、２、工事に関する事

項でございますが、平成３０年度において着工

または進行した建設工事、改良工事の施工内容

を記載しております。（１）建設工事は２件で

ございます。（２）の改良工事は９件でござい

ます。また、２４ページの（３）保存工事は、

水道メーターの購入費と取りかえ工事で、台数

及び金額を記載しております。なお、（４）の

着工工事については、当該年度、該当がござい

ませんでした。 

 次に、２５ページになります。３、業務に関

する事項ですが、予算に定められた業務の予定

量について、年度末における実績を記載してお

り、それぞれ前年度と比較しておりますので、

後ほど御確認いただければと思います。 

 続きまして、２７ページ、４、会計に関する

事項となっております。（１）の重要契約の要

旨でございますが、平成３０年度中に契約締結

した１件１００万円以上の契約を記載しており

ます。総数は２７件となっております。次に、

２９ページの（２）企業債及び一時借入金の概

況でございますが、こちらのほうも先ほど説明

しておりますので、説明のほうは省略させてい

ただきます。その下の（３）その他会計経理に

関する重要事項は記載のとおりで、３０ページ

の５、付帯事項についても記載のとおりとなっ

ております。 

 ６、その他の（１）付加税収入の使途の特定
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について、（２）決算日後に生じた企業の状況

に関する重要な事項についても記載のとおりで

すので、説明は省略させていただきます。 

 続きまして、決算附属書類となります。３３

ページになります。こちらはキャッシュフロー

計算書でございます。水道業務の会計キャッ

シュフローは、民間企業の多くで採用されてい

る間接法表示で準拠して作成しております。こ

ちらのほうも後ほどごらんいただければと思い

ます。 

 次、３４ページの、２、収益費用明細書でご

ざいます。損益計算書の内訳となりますが、

（１）の収益明細書については、前段で説明し

ておりますので、ここでの説明は省略させてい

ただきます。 

 次のページ、３６ページでございます。

（２）費用の明細から簡単に御説明いたしま

す。水道事業費用は４億４,４７７万２,９１２

円で、前年度との比較が２,３８６万６,１０１

円減少し、増減率は５.１％の減となっておりま

す。 

 １項の営業費用は３億９,６７７万８,２７０

円で、各費目の内訳でございますが、１目原水

及び上水費で３,４７８万５,２９１円、次の２

目配水及び給水費で６,１６７万３,４１８円、

次の３目受託工事費は今年度の支出はございま

せんでしたので、その次の４目業務費は５,２９

５万５,９６１円となっております。次のページ

でございます。５目総経費は２,９６２万２,５

３５円、次の６目減価償却費は、有形固定資産

の減価償却費として２億１,０８６万２,９１４

円となっております。７目の資産減耗費は、固

定資産の除却費として６８７万８,１５８円と

なっております。 

 次の２項営業外費用は４,６７６万３,１７２

円で、支払利息の企業債利息となっておりま

す。 

 次に、３項特別損失でございます。災害対応

復旧費で、胆振東部地震の際の突発的に支出し

た経費と、過年度損益修正損で決算額は１２３

万１,４６３円となっております。 

 次に、４０ページでございます。資本的収支

明細書でございます。こちらは全て消費税込み

での決算書となります。（１）収入の明細で

は、資本的収入が１億１,５２６万７,９６０円

でございます。 

 次のページでございます。（２）の支出の明

細でございます。資本的支出は２億９,５６４万

１,０４８円でございます。１項建設改良費は、

水道施設の整備改良等に要する経費を計上して

おり、決算額は１億６,５３４万２,６００円、

２項の企業債償還金は１億３,０２９万８,４４

８円となっております。 

 ここまでが収益費用と資本的収支の明細でご

ざいます。 

 次のページから、固定資産の企業債明細書に

つきましては、前段で説明したものもございま

すので、説明は省略させていただきます。 

 最後に、決算書の５０ページ、５１ページに

は、参考でございますが、七飯町水道事業の経

営分析、財務分析表を掲載しております。後ほ

どごらんいただければと思います。 

 以上で、水道事業会計の決算書の概要につい

て説明を終わらせていただきます。 

 続きまして、要求資料のほうの説明に入らせ

ていただきます。 

 まず最初に、共通様式、４款１項１目保健衛

生総務費でございます。こちらのほうは、予算

現額１,９５２万９,０００円に対して、支出済

額は１,９４９万円で、執行率は９９.８％と

なっております。繰出金の充当内訳については

記載のとおりとなっております。 

 次に、様式２、予算流用及び予備費充用の状

況でございます。災害対応復旧費で、平成３０

年９月の胆振東部地震の影響による災害対応等

を行うための費用を予備費から充用及び流用し

ているところでございます。 

 次に、様式３の収入未済額の状況でございま

す。現年度分では、１番上の水道料金から１番

下の下水道使用料賦課収納業務負託金までの平

成３０年度の予算から発生した収入未済額は６,

４０１万３,４００円でございます。 

 次に、滞納繰越分では、収入未済額では、水

道料金で、１番下の合計の欄でございますが、
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調定合計額５,５４６万６,７２０円から収入額

合計４,９８１万１,４２０円と、不納欠損額合

計８４万５,５９０円を差し引いた４８０万９,

７１０円が収入未済額となっております。年度

別の内訳につきましては記載のとおりでござい

ます。 

 次に、様式４の不納欠損処分の状況でござい

ます。事由別では、生活困窮、居所不明、本人

死亡等による事由で、３７２件、８４万５,５９

０円の不納欠損処分を行っております。なお、

法的根拠につきましては、いずれも民法第１７

３条の金銭債権の消滅時効によるものでござい

ます。 

 以上で、提出しました資料のほうの説明を終

了させていただきます。審査のほど、よろしく

お願い申し上げます。 

○川村委員長 ありがとうございます。 

 これより質疑のほうを行います。 

 青山委員。 

○青山委員 １件だけ、教えてほしいのですけ

れども、上下水道、下水道、水道の利用料金、

利用金額、わかれば教えてほしいのですけれど

も、車両基地でそれは出ますか。 

○川村委員長 水道課長。 

○笠原水道課長 車両基地分のということであ

れば、ちょっと今、手元にはないので。 

○青山委員 そうしたら、後でいいです。 

○笠原水道課長 後で、はい。 

○川村委員長 よろしいですか。 

 今の青山委員の質問に対する資料なのですけ

れども、委員会として資料要求する形でよろし

いですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 では、後日、またお願いします。 

 ほかに質問ある方。 

 坂本委員。 

○坂本委員 ちょっと１点だけ。今、うちの水

道で、大体１億４,０００万円ぐらいのお金があ

るのですけれども、うちの規模の水道事業で、

このくらいであると、将来のいろいろな面での

財政状況はどうなのですか。 

○川村委員長 水道課長。 

○笠原水道課長 ほかの自治体にもいろいろよ

るのですが、今考えているのは、これくらいあ

れば、当面は維持できる、修繕、水道のほうは

特に老朽管が今、かなり年数が出てきますの

で、当面は大丈夫と思うのですが、今後、人口

がこの規模でずっと推移していけば、当然、こ

のぐらいの利益をキープできるとは考えている

のですけれども、結局、人口が減ってくるとい

うことなどがあると、当然、給水収益も下がっ

ていくという考えがありますので、その辺、

ちょっと推移を見ながら、現在は大丈夫ですけ

れども、今後、５年、１０年のスパンで計画を

立てながらやっていきたいと考えております。

よろしくお願いします。 

○坂本委員 わかりました。 

○川村委員長 ほかに質問。 

 横田委員。 

○横田委員 水道会計決算書の４２ページ、量

水器で、今年度は３,０００万円と書いて、減少

額というのは、検満で、古いやつは２,７０８万

円ということは、かなり今、単価が上がってい

るということでいいのかというのが１点と、同

じくずっとくると、固定資産の除去損で４４８

万５,１２５円とあるけれども、これというのは

あくまでも検満前に交換したから、除去損が出

たという考え方でいいのですか。４２ページ。 

○川村委員長 水道課長。 

○笠原水道課長 済みません、もう１回、量水

器の……。 

○横田委員 水道メーターの量水器の、今年度

は同じ数買ったと思うのですよ、検満メーター

と。それで３,０００万円していて、当年度の減

少額とか２,７００万円ぐらいになっているけれ

ども、単価がそれだけ上がっているのかという

ことが１点と、それから、ずっときて、４４８

万５,１２５円と、固定資産の除去損が出ている

けれども、これは理由として、検満メーターを

先に交換したという理由でやったのか、それと

も、メーターが使えなくなったから交換したか

ということ。 

○川村委員長 水道課長。 

○笠原水道課長 メーター購入は、当然、今の
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単価で買ったということですけれども、検満

メーターの取りかえた後の除去した部分につき

ましては、当然、減価償却をまずしているの

で、価格的には、当時の価格は、当然、恐らく

安い価格で購入していると思うのですが、さら

に減価償却をしていて、その分、除却されてい

るという部分と、残存価格が残っている分を固

定資産除却等の四百何万円で除却しているとい

う考え方で御理解いただければと思います。 

 以上です。 

○横田委員 ありがとうございます。 

○川村委員長 それでは、ほかに質問のある

方。 

 副委員長。 

○川上副委員長 先ほど青山委員のほうから、水

道のほうの車両基地の年間の、ついでに下水道の

ほうもお願いしたいのですけれども、上下水道

で。（発言する者あり） 

○川村委員長 水道課長。 

○笠原水道課長 過去１年分でいいですか。１

年分のスパンのもので、下水、上水、１年分と

いうことで。（発言する者あり）それとも、当

初からいつまでというのを示していただけれ

ば。（発言する者あり）では、オープンしてか

ら、３０年度までの。（発言する者あり）で

は、オープンしてから３０年度いっぱいという

ことで、わかりました。 

○川村委員長 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 それでは、水道課の審査を終了い

たします。 

 経済部長、水道課長、御苦労さまでした。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ３時４０分 休憩 

────────────── 

午後 ３時４１分 再開 

○川村委員長 それでは、休憩前に引き続き、再

開いたします。 

 本日の審査は全て終わったのですけれども、

あすからの残り、学校教育関係四つ、審査があ

るのですけれども、それが終わった後、ちょっ

と総務課のほうの宿題、１件やって、その後

に、一応あさって、予備日になっているのです

けれども、この間のいろいろちょっと出ており

ました町長質疑含めて、やるかやらないか、も

しやるとなった場合に、どのような内容のもの

を行うか、一応聞き取り終わった段階での話に

なるものですから、もしその内容について、も

し事前にあれば、各自、一応頭に入れておいて

いただければなと思いますので。 

 あと、何かありますか。 

 横田委員。 

○横田委員 きょういただいたまちづくり活動

事業実績報告書の中の大沼の収穫祭実行委員会

のやつ、それを見せていただいたのですけれど

も、これは福祉課がやるということはちょっと

なじまないのでないかと思うのですけれども、

その点、どうなのかということ、ちょっと聞き

取りをもう１回お願いしたいなと思います。 

○川村委員長 暫時休憩にいたします。 

午後 ３時４３分 休憩 

────────────── 

午後 ３時４４分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 先ほどの横田委員からの申し出なのですけれど

も、政策推進課ということで、特に問題ないとい

うことで、よろしいですか。 

 あとほかに。 

 田村委員。 

○田村委員 さっきもちょっと出たのですけれど

も、政策推進のほうのふるさと財団の、きのうか

な、おとといかな、日本人のあれだけれども、そ

して、きょう、説明あるかなと思ったのだけれど

も、男爵の関係、一億九千何ぼの貸し付けの関係

が、終わってしまっていたというか、だから、あ

す、もし時間があれば、その部分だけでも、来て

もらって、どういったような借り按配して返済し

ていくのかという、そこら辺、全然見えてこない

ものだから、もし滞った場合、どうなっていくの

かというのは、やっぱりきちっと押さえておく必

要があると思うので、できれば、時間があれば呼

んでもらいたい。 

○川村委員長 今、田村委員から申し出ありまし
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た……。 

○田村委員 何かキヨスクもあるの。（発言する

者あり） 

○川村委員長 キヨスクはふるさと財団ではない

ですね。 

○田村委員 ３０年度やっているの、それ、キヨ

スク。 

○川村委員長 載っていますけれども、ふるさと

財団は男爵と日本語学校だけです。 

○田村委員 ふるさとに限らず、そういうみかど

の貸付金も町がかかわっているのであれば、同じ

……。（発言する者あり）補助金でいっている

の。 

○川村委員長 たしか、何か普通の補助金で、

ちょっと中身……。 

 暫時休憩します。 

午後 ３時４５分 休憩 

────────────── 

午後 ３時４９分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 先ほどのふるさと財団の男爵に関する返済計画

は、それも含めて、あす、政策推進課の、都合の

いい時間にちょっと来ていただいて、説明してた

だくということで、あと、追加で、先ほど横田委

員からありましたまちづくり事業実施報告書の中

身についても、ちょっと説明してもらうというこ

とで、皆さん、よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 あと、何かありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 よろしいですか。 

 それでは、本日予定していました審査を終わり

まして、本日はこれをもって終了したいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 御異議なしと認め、本日はこれを

もって終了いたします。 

 御苦労さまでした。 

午後 ３時５０分 閉会 
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