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平成３０年度決算審査特別委員会（第６回） 

 
令和元年９月１９日（木曜日）午前９時５９分開会   

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○付託案件 

 １．各課の聴取について 

 ２．その他 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席委員（１６名） 

  委 員 長   川 村 主 税      副委員長   川 上 弘 一 

  委  員   横 田 有 一      委  員   平 松 俊 一 

  委  員   池 田 誠 悦      委  員   田 村 敏 郎 

  委  員   稲 垣 明 美      委  員   畑 中 静 一 

  委  員   長谷川 生 人      委  員   上 野 武 彦 

  委  員   坂 本   繁      委  員   澤 出 明 宏 

  委  員   中 島 勝 也      委  員   中 川 友 規 

  委  員   若 山 雅 行      委  員   青 山 金 助 

   ────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

   ───────────────────────────────────────── 

○議長出席の有無    無 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席説明員（１１名） 

   総 務 部 長           釣 谷 隆 士    経 済 部 長           青 山 芳 弘 

   総務部総務財政課長           俉 楼   司    総務部政策推進課長           中 村 雄 司 

   経済部農林水産課長           川 島 篤 実    経済部商工観光課長           福 川 晃 也 

   教 育 次 長           扇 田   誠    学 校 教 育 課 長           竹 内 圭 介 

   生 涯 教 育 課 長           北 村 公 志    スポーツ振興課長           川 崎   元 

   学校給食センター長           柴 田   憲 

   ───────────────────────────────────────── 

○本会議の書記 

   事 務 局 長           関 口 順 子     書       記  妹 尾 洋 兵 
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午前 ９時５９分 開会 

○川村委員長 おはようございます。 

 それでは、第６回平成３０年度決算審査特別委

員会を開催いたします。 

 本日は、学校教育課の審査を行います。 

 教育次長、学校教育課長、おはようございま

す。 

 それでは、共通様式に基づいて、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。 

 では、説明のほう、お願いいたします。 

○竹内学校教育課長 おはようございます。 

 それでは、早速様式に沿って説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 それでは、共通様式のナンバー１でございま

す。事業決算名、教育委員会費は、当初予算額

１９９万５,０００円、補正予算額がマイナス３

万円、予算現額は１９６万５,０００円で、支出

済額１９４万２,３０２円、不用額２万２,６９

８円、執行率は９８.８％でございます。補正予

算の主なもの及び事業目的、支出内容につきま

しては記載のとおりとなってございます。 

 続きまして、ナンバー２、事業決算名、事務

局費（学校庶務）です。当初予算額４２４万９,

０００円、補正予算額はマイナス２９万１,００

０円、予算現額３９５万８,０００円、支出済額

は３８５万２,０５７円、不用額は１０万５,９

４３円、執行率は９７.３％でございます。補正

予算の主なもの、特定財源の歳入並びに事業目

的、支出内容につきましては記載のとおりと

なってございます。 

 続きまして、ナンバー３、事業決算名、私立

幼稚園対策費で、当初予算額３０万円で、補正

予算額マイナス３０万円、予算現額、支出済

額、不用額ともにゼロ、執行率もゼロでござい

ます。こちらにつきましては、内容は記載のと

おりで、旧制度による幼稚園へ通う園児がいな

かったということで、こちらにつきましては執

行額がゼロということになってございます。 

 続きまして、ナンバー４、事業決算名、対外

競技参加費でございます。当初予算額７００万

円、補正予算額等はなく、予算現額は同額、支

出済額は６９７万１,１０５円、不用額は２万

８,８９５円、執行率は９９.６％でございま

す。事業内容につきましては記載のとおりと

なってございます。 

 それでは、次のページのほうに移ります。ナ

ンバー５、事業決算名、事務局費（学校教育）

は、当初予算額３,０６０万２,０００円です。

補正予算額２４７万９,０００円、予算現額は

３,３０８万１,０００円で、支出済額は３,１５

６万２,９８６円、不用額は１５１万８,０１４

円、執行率は９５.４％となってございます。補

正予算の主なもの及び事業目的、支出内容につ

きましては記載のとおりとなってございます。 

 続きまして、ナンバー６、事業決算名、事務

局費（教育助成）は、当初予算額２８０万８,０

００円、補正予算額マイナス５０万３,０００

円、予算現額は２３０万５,０００円、支出済額

は２２８万４,７６０円で、不用額は２万２４０

円、執行率は９９.１％でございます。補正予算

の主なもの及び事業目的、支出内容につきまし

ては記載のとおりとなってございます。 

 続きまして、ナンバー７、事業決算名、外国

語指導助手活動費でございます。当初予算額３

７５万３,０００円、補正予算額がマイナス１１

５万４,０００円、予算現額は２５９万９,００

０円でございます。支出済額につきましては２

４４万３,８３３円、不用額１５万５,１６７

円、執行率９４％となってございます。補正予

算額の主なもの、事業目的、支出内容につきま

しては記載のとおりとなってございます。 

 続きまして、ナンバー８、事業決算名、ス

クールバス運行費でございます。当初予算額１,

２９２万２,０００円、補正予算額マイナス３４

万５,０００円、予算現額１,２５７万７,０００

円、支出済額は１,１９０万６,２５１円、不用

額は６７万７４９円、執行率９４.７％でござい

ます。補正予算の主なもの及び事業目的、支出

内容につきましては記載のとおりとなってござ

います。 

 続きまして、ナンバー９、事業決算名、学校

教育公用車管理費でございます。当初予算額２
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５万４,０００円、補正予算額がマイナス２,０

００円、予算現額は２５万２,０００円、支出済

額が２３万４,９４２円、不用額１万７,０５８

円、執行率９３.２％でございます。補正予算の

主なもの、事業目的、支出内容につきましては

記載のとおりとなってございます。 

 続きまして、ナンバー１０、事業決算名が教

育住宅管理費でございます。当初予算額１３０

万４,０００円、前年度からの繰越額が７２万円

あり、予算現額につきましては２０２万４,００

０円、支出済額が１９６万５３円、不用額６万

３,９４７円で、執行率は９６.８％でございま

す。事業目的及び支出内容につきましては記載

のとおりとなってございます。なお、委託料、

予算不足につきまして、修繕料より６万４,００

０円、流用を行っております。 

 続きまして、ナンバー１１でございます。事

業決算名は、大沼地区小中学校統廃合費でござ

います。当初予算額はなく、補正予算額１,０２

４万円です。予算現額、同額で、支出済額は７

８１万３,０９０円で、不用額は２４２万６,９

１０円、執行率は７６.３％となってございま

す。補正予算の主なもの、事業目的、支出内容

につきましては記載のとおりとなってございま

す。 

 続きまして、ナンバー１２、事業決算名、学

校管理費（小学校）でございます。当初予算額

は７,９４２万２,０００円、補正予算額は１,３

５７万４,０００円で、予算現額は９,２９９万

６,０００円、支出済額は８,９５１万６,７７０

円で、不用額は３４７万９,２３０円、執行率は

９６.３％でございます。補正予算の主なもの、

また、事業目的、支出内容につきましては記載

のとおりとなってございます。 

 続きまして、次のページ、ナンバー１３でご

ざいます。事業決算名が児童保健衛生費でござ

います。当初予算額６２１万９,０００円、補正

予算額がマイナス４３万６,０００円、予算現額

は５７８万３,０００円、支出済額は５７２万

４,２２４円、不用額は５万８,７７６円です。

執行率は９９％となってございます。補正予算

の主なもの及び事業目的、支出内容につきまし

ては記載のとおりでございます。 

 続きまして、ナンバー１４、事業決算名が校

舎等営繕費（小学校）でございます。当初予算

額１,６９８万円、補正予算額は７４０万４,０

００円、予算現額は２,４３８万４,０００円、

支出済額は２,３００万３,８２９円、不用額は

５８万１７１円で、執行率は９７.６％でござい

ます。補正予算の主なもの及び事業目的、支出

内容につきましては記載のとおりとなってござ

います。 

 続きまして、ナンバー１５です。事業決算名

が学校プール管理事務費でございます。当初予

算額１５３万３,０００円、補正予算額がマイナ

ス２４万１,０００円、予算現額は１２９万２,

０００円、支出済額は１２９万４１５円、不用

額が１,５８５円、執行率９９.９％でございま

す。補正予算の主なもの及び事業目的、支出内

容につきましては記載のとおりとなってござい

ます。 

 続きまして、ナンバー１６、学校プール維持

管理費でございます。当初予算額１４２万９,０

００円、補正予算額はマイナス１万８,０００

円、流・充用がございまして、流・充用額は２

０万１,０００円、予算現額は１６１万２,００

０円、支出済額は１６１万１,０３６円、不用額

は９６４円、執行率９９.９％でございます。補

正予算の主なもの、事業目的、支出内容につき

ましては記載のとおりとなってございます。 

 続きまして、ナンバー１７、事業決算名、コ

ミュニティスクール管理運営費（小学校）でご

ざいます。当初予算額５３万４,０００円、補正

予算額がマイナス１０万円、予算現額４３万４,

０００円でございます。支出済額は４１万５,６

８３円、不用額は１万８,３１７円、執行率９

５.８％でございます。補正予算の主なもの、事

業目的、支出内容につきましては記載のとおり

となってございます。 

 続きまして、次のページでございます。ナン

バー１８でございます。事業決算名が教育振興

費（小学校）でございます。当初予算額２,１４

５万８,０００円、補正予算額が２５４万６,０

００円、予算現額は２,４００万４,０００円、
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支出済額２,２５５万４,８０５円、不用額は１

４４万９,１９５円で、執行率は９４％でござい

ます。補正予算の主なもの及び特定財源の歳入

並びに事業目的、支出内容につきましては記載

のとおりとなってございます。 

 それでは、ナンバー１９、事業決算名が大中

山小学校改築事業費でございます。当初予算額

１,０８２万円、補正予算額は２億３,９３０万

円、前年度繰越額が６億９,５８４万７,０００

円、予算現額は９億４,５９６万７,０００円、

支出済額は７億１,３９６万６,７９２円、翌年

度繰越額が２億３,０９０万２,０００円、不用

額が１０９万８,２０８円、執行率は９９.９％

となってございます。補正予算の主なもの及び

特定財源の歳入並びに事業目的、支出内容につ

きましては記載のとおりとなってございます。 

 続きまして、ナンバー２０、事業決算名、学

校管理費（中学校）でございます。当初予算額

５,６０８万６,０００円、補正予算額は４６２

万６,０００円、予算現額は６,０７１万２,００

０円、支出済額は５,７８９万７,５６３円、不

用額は２８１万４,４３７円で、執行率は９５.

４％となってございます。補正予算の主なもの

及び事業目的、支出内容につきましては記載の

とおりとなってございます。 

 それでは、次のページ、ナンバー２１、事業

決算名、生徒保健衛生費でございます。当初予

算額２５０万９,０００円、補正予算額がマイナ

ス２１万８,０００円、予算現額は２２９万１,

０００円、支出済額が２２８万２,９９３円、不

用額は８,００７円でございます。執行率９９.

７％となってございます。補正予算の主なも

の、事業目的、支出内容につきましては記載の

とおりとなってございます。 

 それでは、続きましてナンバー２２、事業決

算名、校舎等営繕費（中学校）でございます。

当初予算額７９８万４,０００円です。補正予算

額が５６３万７,０００円、予算現額は１,３６

２万１,０００円、支出済額が１,２８３万３,６

１７円で、不用額が７８万７,３８３円、執行率

は９４.２％でございます。補正予算の主なもの

及び事業目的、支出内容につきましては記載の

とおりとなってございます。 

 続きまして、ナンバー２３、事業決算名、コ

ミュニティスクール管理運営費（中学校）でご

ざいます。当初予算額２０万２,０００円、補正

予算額マイナス３万円、予算現額は１７万２,０

００円、支出済額は１７万６７０円、不用額は

１,３３０円で、執行率は９９.２％でございま

す。補正予算の主なもの、事業目的、支出内容

につきましては記載のとおりとなってございま

す。 

 次に、ナンバー２４、教育振興費（中学校）

は、当初予算額２,３４９万円、補正予算額１０

３万５,０００円、予算現額は２,４５２万５,０

００円、支出済額は２,２７７万４,９８３円、

不用額は１７５万１７円で、執行率は９２.９％

でございます。補正予算の主なもの及び特定財

源の歳入並びに事業目的、支出内容につきまし

ては記載のとおりとなってございます。 

 それでは、続きまして、様式２のほうの説明

に入らせていただきます。 

 様式２の平成３０年度予算流用５万円以上の

額及び予備費の充用の状況ということでござい

ます。 

 １段目でございますけれども、こちらは流用

になってございまして、外国語指導助手住宅借

上料で、流・充用の額、流用が２４万６,０００

円です。流用元は需用費からで、流用先につい

ては使用料及び賃借料へと流用しております。

流用の具体的な内容については記載のとおりと

なってございます。 

 ２段目の流用でございます。こちらは教員住

宅の管理費の委託料不足ということで流用して

おります。流用額につきましては６万４,０００

円、流用元、また、流用先につきましては記載

のとおりで、委託料へと流用しております。流

用の理由につきましては記載のとおりとなって

ございます。 

 最後、３段目、こちらは充用ということで、

学校プール維持管理費の需用費へ充用を行って

おります。充用額は２０万１,０００円で、充用

元及び充用先につきましては記載のとおりで、

予備費から需用費へと充用しております。充用
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の内容につきましては記載のとおりとなってご

ざいます。 

 続きまして、追加資料もよろしいですか。そ

れでは、引き続いて追加資料のほうの御説明を

させていただきます。 

 まず、平成３０年度大中山小学校改築事業の

各工事費でございます。こちらにつきまして

は、別紙の資料を配付してあるとおりで、工事

の平成３０年度の決算状況につきましては、ナ

ンバー１からナンバー８までの状況となってお

ります。合計で７億６７万５,２００円というよ

うな形となっております。 

 その下でございます。平成３０年度の決算の

補助金と、起債の発行状況等につきましてでご

ざいます。こちらにつきましては、別添の配付

されていた決算の参考資料、こちらの別添資料

なのですけれども、こちらの３１ページにも記

載はされておりますので、後ほどごらんいただ

ければと思います。そちらから抜粋をさせてい

ただいております。 

 主に３本ございまして、繰り越しで大中山小

学校の建設事業費、こちらは繰り越し事業でご

ざいます。決算額と財源の内訳につきましては

記載のとおりとなってございます。 

 そのほかに、大中山の小学校建設事業費とい

うことで、こちらは３０年度、新たに起こして

いる部分と、小学校のプール等の改築工事費と

いうことで８１０万円の決算額がございます。 

 平成３０年度決算額につきましては７億１,３

２５万４,０００円となってございます。それぞ

れ補助の状況と起債の状況につきましては記載

のとおりとなってございます。 

 補助金につきましては、米印で１と書いてお

りますけれども、学校施設環境改善交付金とい

うような交付金が入っております。 

 また、その他の部分につきましては、大中山

小学校の繰り越しの部分で、前年度からの繰越

金となってございます。 

 それでは、もう一つの資料の平成３０年度大

中山小学校の光熱水費の状況でございます。こ

ちらにつきましては記載のとおりとなってござ

います。全部で経費としましては１,３７６万

９,０００円というような状況でございます。あ

と、電気、ガス、内訳につきましては記載のと

おりでございます。 

○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。 

 田村委員。 

○田村委員 １点だけ、ちょっと確認をお願い

します。ナンバー１６番、学校プールの維持管

理費で、修繕している、これはどこの学校の

プールで、いつごろ、どういう原因で修繕した

のか、ちょっとお願いします。 

○川村委員長 学校教育課長。 

○竹内学校教育課長 プールの修繕の状況なの

ですけれども、こちらは藤城と峠下と大中山

と、それぞれ昨年度、修理をしております。修

繕時期につきましては、いずれも６月、７月と

いったようなところ、５月から７月までの間

で、各プールの準備を始める際に、シートの部

分ですとか、排水の部分に問題がございまし

て、修繕をしております。 

○田村委員 わかりました。 

○川村委員長 ほかに質問のある方。 

 池田委員。 

○池田委員 ナンバー１０の教員住宅借上料と

いうことで、これは先生何名なのですか。 

 それから、ナンバー１２の１１番、食糧費と

書いているけれども、何の食料なのかなと思っ

て。 

 とりあえずそれでお願いします。 

 それと、もう一つ、ナンバー２２の１５の消

防用設備改修工事ということで、これは何カ所

の学校をやったのか、お願いします。 

○川村委員長 学校教育課長。 

○竹内学校教育課長 住宅の借り上げにつきま

しては、こちら、１名分の借り上げの支出額と

いうふうになってございます。 

 また、済みません、食糧は何番の……。 

○池田委員 ナンバー１２の１１です。 

○竹内学校教育課長 食糧費、済みません、

ちょっと今、支出の伝票がないので、ちょっと

確認して、後で報告させてもらってよろしいで
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しょうか。 

○池田委員 それは後でいいです。 

○竹内学校教育課長 あと、ナンバー２２の消

防用の工事で、設備工事の改修です。こちら、

七飯中学校と大中山中学校の防火シャッター、

扉の改修と、あと、大沼中学校が排煙設備と消

火栓設備を修繕しております。 

○川村委員長 池田委員。 

○池田委員 わかりました。 

○川村委員長 そうしたら、先ほどナンバー１

２のほうだけ、後ほど教えてください。 

 ほかに質問のある方。 

 平松委員。 

○平松委員 ちょっと数があります。 

 ナンバー１１、岳陽学校の実施設計の委託料

なのですけれども、新しくつくるだとか何とか

という委託料ならわかるのですけれども、ほと

んど構造的なものは何もなくて、内装をきれい

にする、外装を塗装するという程度の工事だっ

たのですけれども、この委託料というのは、例

えば建築工事のときだったら、工事費の３％だ

とか、何かそういうパーセントを役場のほうで

持っていると思うのですけれども、岳陽学校の

この工事の分は、そういうパーセンテージと違

いがあったのかどうかという説明を１点お願い

したいと思います。 

 これは質問というよりも意見に近い話になる

と思いますけれども、次の１２番で、これはど

この役所のセクションにも通じることなのです

けれども、インターネット環境があるところ

は、例えばケーブルテレビなどと契約をして、

テレビの受信料だとか、インターネットをやる

環境のためのお金と、ケーブルテレビと、比較

検討とかはすることがあったのかどうか、少し

でも安くなるようにということで。例えば電話

なども、ケーブルテレビで契約すればかけ放題

ですから、電話料金、テレビの受信料だ、イン

ターネットの通信料金だというのを、結構、特

に学校であれば省けるのではないかなと思うの

ですけれども、その辺、もし何か資料がありま

したら答弁をお願いしたいというのが２点目。 

 ナンバー１４の、これはきっといっぱいある

と思うのですけれども、施設管理の委託料とい

うのを、例えば警備だとかそういうことだと思

うのですけれども、これをちょっとさーっと説

明していただきたい。 

 それから、ナンバー１６のところのプールで

すけれども、どこのプールも今、全部温水シャ

ワーになっているのかどうかと、温水シャワー

があるのであれば、燃料は何を使っているの

か、それの説明をお願いしたい。 

 ナンバー１８、これは２４にも共通するので

すけれども、小学校、中学校のパソコンシステ

ムの借上料となっていますけれども、これはパ

ソコン本体を借りているだけのお金なのか、機

械に入っているソフトウェアから何から、そう

いうもの、例えば年に１回、何か更新するだと

か、そういったものがみんな入ってのお金なの

かという説明をお願いしたい。 

 ２２番のところでも、施設管理料というのが

出てきているのですけれども、これ、先ほどの

と同じだと思うのですけれども、これを入れ

て、以上６点。 

 もう１点、ごめんなさい。追加資料でいただ

いた大中山小学校体育館の床暖の配線図のほう

を見ますと、Ｘ８通りからＸ９通りというの

が、これは入っていないのですけれども、一

部、放送室以外は入っていないのですけれど

も、ここの部分は結露か何かで床とか壁とかに

カビとか生えていませんか。ちょっとその辺、

もし押さえているのだったら説明をお願いした

いと思います。普通、結露が起きるよな、結

露、カビ。 

○川村委員長 学校教育課長。 

○竹内学校教育課長 まず、１番目の御質問の

実施設計、大沼岳陽学校の実施設計の部分でご

ざいますけれども、こちら、通常は実施設計で

すと、その前に基本設計というのが通常あって

の実施設計になると思うのですけれども、こち

らの大沼岳陽学校につきましては、急遽決まっ

たということで、要は基本設計がなくての実施

設計というところでございますので、通常の実

施設計よりは、やはり基本設計も兼ねたような

形での設計になっているので、通常の実施設計
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の単価というか金額とは若干違うということで

御理解いただきたいと思います。それにして

も、実施設計と含めた、単純に合わせた金額か

というと、それよりは安くなっているのかなと

いうことで感じております。こちらの設計につ

きましては、都市住宅の建築の技師のほうにも

きちっと積算をしてもらっているものでござい

ます。 

 次のインターネットの部分なのですけれど

も、こちらの学校のインターネット環境につき

ましては、町の情報防災課のほう、もともと総

務の情報管理のほうで、町のほうで契約してい

るネット、そちらを利用しているということ

で、学校独自での契約というのは、専用回線を

引いてというような形にはなっていないので、

ちょっとそこら辺の比較検討というのはしてい

ないということで御理解いただきたいと思いま

す。 

 各学校の管理費の内訳ということなのですけ

れども、済みません、こちら、ちょっと後で整

理をさせていただいて、資料提示、御説明をさ

せていただきたいと思います。今ちょっとシス

テムの部分、全部把握していないので、こちら

は後ほど説明をさせていただきたいと思いま

す。 

 あと、町内につきましては、プールは大中山

小学校と峠下、藤城、３カ所ございまして、

ちょっと温水かどうかというのは、済みませ

ん、私、今把握しておりません。大中山小学校

は、新しいプールにつきましては温水となって

ございますけれども、ちょっとほかのところ、

シャワーの部分、燃料も含めてですけれども、

ちょっと今、把握していないということで、御

理解いただきたいと思います。 

 あと、パソコンのシステム、こちらのパソコ

ンにつきましては、学校で使っているＯＳのサ

ポートを含めた借り上げということになってご

ざいます。学校で使っているＯＳのシステムの

込みの値段ということになってございます。 

 あと、大中山小学校の暖房のカビですけれど

も、ちょっとそこら辺については、学校のほう

からは特段報告がないので、教育委員会のほう

では把握していないというような状況でござい

ます。 

 以上です。 

○川村委員長 平松委員。 

○平松委員 一番最初に聞いた岳陽学校の設計

委託料は、そういう積算根拠になるものがある

ということでやっているということですね。わ

かりました。 

 ＮＣＶなどの話は、ちょっと担当が違うと。 

 プールのボイラー関係は、ちょっとこれ、後

で教えてもらっていいですか。 

 パソコンの借り上げはＯＳ込みだということ

なのですけれども、システム変更などがあった

ら、それ込みなのですか。そのとき、役場で毎

年更新だとかで結構な額、各課から上がってく

るのですけれども、学校でもそういうことがあ

るのかどうか。年間幾らと決めている中で全部

済んでいますという、定額でいっているのか、

そこの再質問をもう１回お願いしたいと思いま

す。 

 先ほど、多岐にわたっていると思うのですけ

れども、施設の管理料、これ、各学校ごとにこ

ういうものが幾らとかというのを聞いてもしよ

うがないといえばしようがないのですけれど

も、これ、大体例年同じですか。３０年度、何

かふえているものがあるのかないのか、そうい

う質問にちょっと切りかえます。もしわかるの

でしたら、それでお願いします。 

○川村委員長 学校教育課長。 

○竹内学校教育課長 まず、パソコンの部分な

のですけれども、こちらについてはサポートも

全部込みということになっていますので、入っ

ているということで御理解いただきたいと思い

ます。 

 管理の内容なのですけれども、ほぼ例年、管

理費については大きく変わるものはないのです

けれども、ただ、ものによっては、設備の保守

系の委託のもので隔年のものとかもものによっ

てはございますので、毎年同じものをやってい

るというものではないというふうなことではご

ざいますけれども、ほぼほぼ経費はそんなに大

きく変わるものではないということで御理解い
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ただきたいと思います。 

○川村委員長 平松委員。 

○平松委員 最後に一つ。今の説明のところ

で、大中山小学校は旧校舎から一点何倍の面積

にふえましたけれども、大中山小学校に関して

いえば、施設の委託管理料というのは大きな動

きはありますか。 

○川村委員長 学校教育課長。 

○竹内学校教育課長 ちょっと管理費の中身、

全部ちょっと把握していないので、大きく変

わっているものがあるかというと、今ちょっと

即答はできないのですけれども、管理の部分で

は、恐らく光熱水費ですとか、そういうものは

やはり変わっていると思いますけれども、その

ほか、委託料ですとか点検だとかという部分で

は、大きく変わっているものは今のところない

のかなということで思います。ただ、ちょっと

こちら、確認させていただかないと、ちょっと

即答できないので、ここについては確認させて

いただいてから御回答させていただきたいと思

います。 

○川村委員長 ほかに質問のある方。 

 池田委員。 

○池田委員 さっきの、ちょっと聞き逃したの

ですけれども、ナンバー１０の約１名と、教員

住宅の借上料、約１名と言いましたけれども、

どこの学校の先生なのかということと、それか

らもう一つ、今、関連で、大中山小学校の追加

資料のこれを見ていたのですけれども、体育館

のほうにすごくヒーターパネルが入っています

よね。電気料がすごく高いのですけれども、体

育館の暖房ということで、やはり教育の部分

で、体育館は何度に設定してくださいとか、そ

ういうそれがあって、こんなに電気料をかけ

て、またこれだけの施設にしたのかなと思いま

して、ふだんでもどのくらいの利用率で、全部

ヒーターを回しているのかなと。余りにも使わ

ない部屋の、運動をすると体が温かくなるの

に、何でこんなに電気料をかけるのかなという

部分がありまして、その辺、ちょっとお願いし

ます。 

○川村委員長 教育次長。 

○扇田教育次長 ここの電気暖房につきまして

は、避難所も兼ねていますので、常に温めるよ

うな感じで、それで電気が、常にというか、夏

場はやりませんけれども、冬場ですけれども、

それについては、なるということで、電気暖房

にしていますので、どうしても電気料はかかる

ということでございます。 

 それで、何度に設定というのは、ちょっと…

…（発言する者あり）冬は２０度で設定をして

いるというところでございます。 

 学校の教員住宅の借り上げですけれども、こ

れは大中山小学校の校長先生１名分が、３０年

度から民間の住宅を借り上げして入ってござい

ます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 池田委員。 

○池田委員 それで、きのうからも道の駅の件

もありますけれども、防災、防災と言いますけ

れども、今、災害が起きたときに、電柱が切れ

た、何が切れたということで、電気が来ないの

です。これ、パネルヒーターですから、電気で

すよね。避難所として考えるのであれば、新た

に何かしらの電源を確保しなかったら、なかっ

たらいいのだけれども、つい去年、ああいうよ

うな事件があって、ブラックアウトみたいなこ

とがあったら、これ、では使えないということ

ですよね、例えばそうなった場合、緊急避難所

であれば。そういうものは、緊急避難所という

のであれば、そういうような対策みたいなもの

も考えて教育委員会のほうでやっていないのか

なと思いまして。ただ一概に図面を引いて、こ

れだけの工事費がかかりました、避難所ですよ

と。いざなりました、使えませんと、反省課題

ですよね、前回のあれ。その部分、どう考えて

いるのか。避難所というおいしい逃げ道はある

けれども、これで電気料がこんなにかかってい

たら、これから大変ではないかなと思って。 

○川村委員長 教育次長。 

○扇田教育次長 そこにつきまして、やはり停

電、ブラックアウトというあれもありましたの

で、全部そういう発電機があれば、充電という

か、電気を回せるというようなシステムには
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なってございます。それは防災のほうとリース

関係で契約を結んで、供給されるということで

教育委員会のほうは承知してございます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 学校教育課長。 

○竹内学校教育課長 先ほどの電気料の補足を

させていただきたいのですけれども、大中山小

学校の体育館なのですけれども、学校開放で、

夜、いろいろと体育館の利用もありますので、

そういった利用の使っているところの団体が結

構多いので、そういうので、夜、暖房を使って

いるというのもありまして、電気料がかかって

いるというのもございますので、そちらのほう

も含めて御理解いただきたいと思います。 

○池田委員 わかりました。 

○川村委員長 ほかに質疑のある方。 

 上野委員。 

○上野委員 ナンバー１７と２３、コミュニ

ティスクールというのが出てきました。ナン

バー１７は小学校の関係、それから、ナンバー

２３は中学校の関係ということで、就学奨励費

という金額が出てきております。この特別支援

教育就学奨励費、これがナンバー……（発言す

る者あり）ナンバー１８ですね。ナンバー１８

と２４です。この奨励費というのはどういう形

で学童、生徒に支給されて対応しているのか、

その内容について一つお伺いしたいなと。 

 それから、決算書のほうなのですけれども、

１９３ページに学習支援員賃金というのがあり

まして、これが１,０４６万２,８００円という

ことになっております。それから、１９３ペー

ジ、同じページに、特別支援教育支援員賃金、

学習支援員と特別支援員の賃金という形で出て

きているのですが、それぞれちょっと説明して

いただかないとよくわからないところがありま

すので、その説明を一つお願いしたいと。 

 それから、２点目に、コミュニティスクール

についてです。コミュニティスクールはナン

バー１７、これが小学校関係、それから、ナン

バー２３が中学校関係ということで、コミュニ

ティスクールがここで取り上げられているので

すけれども、その活動内容についてちょっと説

明いただければなというふうに思います。 

 それから、決算書のほうの２３７ページに、

地産地消用の食材購入費９９５万……（発言す

る者あり）これは給食センターに入りますか。

これはそうしたらカットします。 

 以上です。 

 それで、一応資料要求して、資料を出されて

おります。詳しい資料を提出していただきまし

てありがとうございます。この準要保護児童生

徒の給食費扶助費。（発言する者あり）これも

そうだ。 

 以上です。ちょっと間違えました。 

○川村委員長 学校教育課長。 

○竹内学校教育課長 それでは、まず一番初め

に、ナンバー１８とナンバー２４にございま

す、これは就学奨励費ですね。こちらなのです

けれども、こちら、特別支援の子につきまし

て、就学する際に、就学奨励費ということで、

学用品ですとか給食費、そのほか学校で係る経

費、修学旅行費ですとか、そういったものを奨

励費として支給をしております。それぞれ小学

校、中学校ということで、こちら、それぞれい

る児童に対して直接支給をしております。学用

品につきましては、新入学の児童の、こちらの

準備金ということで、平成３０年度から、その

前までは６月ころに学用品の経費の支給をして

いたのですけれども、実際に入学後に支給して

いるということで、事前に支給したほうがいい

のではないかということで、３０年度から事前

支給ということで、２月、３月から支給するよ

うになってございます。 

 特別支援のほかに、準要保護家庭につきまし

ても同じような形で、学用品、また、新入学児

童の学用品ですとか、係る就学後の経費ですと

か、そういったものはお金を払っているという

ことで、入学準備金につきましては３月に支給

と。ただ、３月で申し込みされなくても、その

後でも、６月でも、おくれてもよければという

ことで、そちらにつきましては、特段、３月で

なければ支給しないということではなくて、お

くれても支給しているということで御理解いた

だきたいと思います。 
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 また、１９３ページの学習支援員と特別支援

員でございますけれども、まず、学習支援員に

つきましては、通常の普通クラスで授業を受け

ているところに、授業を行っている先生の補助

的な形で、どうしても学習についていけない子

ですとかがおりますので、そういった子のサ

ポートということで入っている学習支援員と、

特別支援員につきましては、ちょっと障害とい

うか、配慮の必要なお子さんが入る特別支援学

級、こちらの支援学級の支援、特別支援学級の

先生もおりますけれども、それのさらに支援を

するということで、特別支援のほうにつきまし

ては、（発言する者あり）普通教室でちょっと

支援が必要な子の支援をするということで、教

室に行かないまでも、やはりサポートが必要だ

というような子の支援というようなことで入っ

ている支援員ということでございます。 

 あと、コミュニティスクールの活動内容とい

うことで、こちら、小学校、中学校、それぞれ

コミュニティスクールがございます。おおむね

大体年３回程度、会議を行っておりまして、こ

ちらのコミュニティスクールでは、学校経営の

部分の、その年の方針ですとか、そういったも

のを審議したりですとか、あとはそのほかに、

ＰＴＡですとかコミュニティスクールで、学校

外で行うような授業なども含めて会議、協議を

行っておりまして、約年３回、学校行事等につ

いて話し合いを行っているということでござい

ます。ちょっと学校ごとで、回数が多いところ

もございますので、おおむね３回程度というこ

とでございます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 上野委員。 

○上野委員 今お答えありましたけれども、学

習支援員賃金が１,０４６万２,８００円、それ

から、特別支援員が１,１８１万４００円、こ

れ、何人の雇用になっているのか、その辺につ

いて再度お伺いしたいのと、それから、コミュ

ニティスクールに関してですけれども、これは

教員だけでの対応なのか、それとも、他に人を

頼んで実施しているものなのか、その辺につい

てちょっとお伺いしたい。 

○川村委員長 学校教育課長。 

○竹内学校教育課長 学習支援員と特別支援員

なのですけれども、それぞれ１０名ずつという

ような形で、学習支援員１０名と特別支援員１

０名というような内訳となってございます。 

 あと、コミュニティスクールにつきまして

は、学校の先生のほかに、ＰＴＡの役員さん、

また、地域の町内会の会長さんですとか、その

ほか、地域の民生委員さんですとか、その学校

のコミュニティスクールのそれぞれの構成は

ちょっと学校ごとで違います。おおむね大体地

域の民生委員さんですとか、児童民生委員さ

ん、あと、町内会長さんですとか、そのほか、

地域でいろいろな団体の役員をやっている方で

すとか、そういった方がコミュニティスクール

のほうに入っているというようなことでござい

ます。 

○川村委員長 上野委員。 

○上野委員 学習支援員と特別支援員、それぞ

れ１０名ずつということでしたけれども、これ

は小学校、中学校ということではどういうふう

になるのでしょうか。 

○川村委員長 学校教育課長。 

○竹内学校教育課長 まず、学習支援員なので

すけれども、配置先が、小学校で６名、中学校

で４名というような形になってございます。 

 特別支援員につきましては、小学校が８名

で、中学校が２名ということになってございま

す。 

○上野委員 終わります。 

○川村委員長 ほかに質問のある方。 

 横田委員。 

○横田委員 １点、様式２の学校プール維持管

理費、需用費で２０万１,０００円、これ、予備

費充用したのだけれども、予備費として使わな

くてはいけなかったという、そういう緊急性と

か何とかというものがあったのかどうかという

のを教えていただきたいと思います。 

○川村委員長 学校教育課長。 

○竹内学校教育課長 こちらのプールなのです

けれども、時期的に、壊れた時期が７月から８

月の４日あたりにかけてということで故障をし
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ております。ちょうどプールが全盛期、使わな

ければいけない時期というようなこともござい

まして、また、９月の議会まで待っています

と、プールの使用期間が過ぎてしまうというよ

うなところで、急を要するというようなところ

で、また、流用対応するにも、予算が確保でき

るところがなかったということで、予備費から

充用させていただいて対応しているというよう

なところでございます。 

○川村委員長 横田委員。 

○横田委員 予備費の解釈を大きくし過ぎてい

るのでないかなというふうに思うのですよね。

だから、ましてこれ、８月４日にそういうのが

起きたというのだったら、共通様式の１５番の

ところに、学校プールの関係で、学校プール管

理報償費で３６万９,６００円も出しているのだ

から、その前にきちっと管理したはずではない

のですか、それ。それでも見つからなかったと

いうことなのですか。 

○川村委員長 教育次長。 

○扇田教育次長 学校のプールの管理費は、水

質等のチェックなのですよ。それでやっていま

して、その時点ではまだそういう故障の箇所と

かはわかっていない、入れてからのチェックに

なりますので、その時点ではちょっとわからな

かったということでございます。 

○川村委員長 横田委員。 

○横田委員 今、やってみないとわからないと

いうのだったら、そうしたら、こんなものに３

６万９,６００円もかけてやるということは

ちょっとわからないよね。それから、その内容

がどういう契約なのか、申しわけないけれど

も、我々はわからないので、この１５番の学校

プール管理報償費に対する業者との契約書を資

料として出していただきたいなと思いますの

で、よろしくお願いします。 

○川村委員長 今、横田委員から質問ありまし

た、学校を管理するための業者との契約書とい

うのですかね、それを委員会として資料要求す

るということで、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 それはきょう中にできますか。

（「大丈夫です」と呼ぶ者あり） 

 横田委員、それでよろしいですか。 

○横田委員 はい。 

○川村委員長 ほかに。 

 平松委員。 

○平松委員 済みません、大中山小学校の体育

館で、先ほど同僚委員が聞きましたけれども、

停電のときに発電機を持ってきてつなげるとい

う説明はいいのですけれども、よく見ました

ら、大中山小学校は消火栓のポンプ室というの

があるのですね。大中山小学校は床面積が大分

ふえたから、直で消火栓だけで消すのでなく

て、大きなマンションみたく、自分でタンクを

持っていて、タンクに水をためておいて、それ

でポンプを動かして消火するというシステムに

なっているのですか。まずこれ１点と、非常用

の発電機を借りてきて接続したときに、床暖に

万が一消火のポンプ、それから、避難所となっ

ているのですから、調理場、そこの分も避難所

施設になっているはずですが、これが発電機１

台で全部稼働できるという設計になっているの

かどうかの確認、この２点、お願いしたい。も

しわからなければ、今、横田委員の資料と一緒

に、後で説明してもらってもいいです。 

○川村委員長 学校教育課長。 

○竹内学校教育課長 ちょっと消火栓の部分

と、調理場も、設計上、体育館と含めて、外部

で発電機をつないだときに対応できるかという

ようなところなのですけれども、ちょっと確認

してみないと何とも答弁できないので、こち

ら、ちょっと確認させてください。 

○川村委員長 平松委員、それでよろしいです

か。 

○平松委員 いいです。 

○川村委員長 ほかに。 

 そうしたら、まだ３名おりますので、２０分

まで休憩とります。 

 暫時休憩いたします。 

午前１１時０６分 休憩 

───────────── 

午前１１時１９分 再開 

○川村委員長 それでは、休憩前に引き続き、再
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開いたします。 

 教育次長。 

○扇田教育次長 済みません、質疑に入る前

に、先ほど横田委員のほうから御質問がありま

した、資料の要求の件で、私の答弁に誤りがあ

りましたので、いま一度答弁してよろしいで

しょうか。 

○川村委員長 はい。 

○扇田教育次長 プールの関係で、学校プール

管理報償費を払っているのに、故障がわからな

かったのかという質問でございました。私、勘

違いしまして、管理委託料という、委託の中で

やっているのかという話だと思って答弁してし

まいました。大変申しわけございません。この

学校プールの管理報償費は、学校の先生に払う

お金でございまして、これは当然、プールが始

まった後の支払いでございますから、その前

に、プールを開く前の故障のために予備費から

充用したものでございますので、この払った時

点では、当然わからなかったということで、御

了承していただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○川村委員長 横田委員、今の説明でどうです

か。 

 横田委員。 

○横田委員 話はわかったのですけれども、結

局、そういうプールだって、２カ月しか使わな

いプールを、その前に全然そういうふうに保守

点検も何もやっていないということでいいとい

うことなのですか。やっていないのですか、実

際に。 

○川村委員長 教育次長。 

○扇田教育次長 それについてはやっていませ

ん。事前の、使うときになって初めて、入れて

みて初めて支障があったということでやってい

ますので。 

○川村委員長 横田委員。 

○横田委員 そうしたら、やはりたった２カ月

ぐらいしか使えないのだから、やっぱり当然、

そのプールを開く前に、ちゃんとものがきちっ

と動くかどうかとか、穴があいているとか何か

というのは、やっぱりそういう点検というの

は、そういうものにお金をかけるのだったら別

に構わないと思うのですけれども、それを途中

でやって、それで充用で、予備費を使ってする

のだったらまずい話だと僕は思うのですよ。だ

から、その辺はもう１回見直していただきたい

なと思います。 

 以上です。 

○川村委員長 教育次長。 

○扇田教育次長 教育委員会としましては、予

算要求をして、何とか町として予算をつけてい

ただくようにしますので、よろしくお願いした

いと思います。 

○川村委員長 よろしいですか。 

 それでは、ほかに質問のある方。 

 坂本委員。 

○坂本委員 １点だけお願いしたいというの

は、ナンバー１０番の、先ほど同僚委員が質問

したのですけれども、大中山小学校の校長先生

の教員住宅借上料の関係ですけれども、今後の

対応はどのように考えているのですか。例えば

教員住宅を建てるとか、ずっと個人にお願いす

るのか、その辺の考え方をちょっと。 

○川村委員長 教育次長。 

○扇田教育次長 この教員住宅に関しまして

は、今後は教員住宅を建てない方針でございま

す。それで、民間住宅を借り上げてしていくと

いうことでございますので、それにのっとりま

して進めさせていただいたというところでござ

います。 

○坂本委員 わかりました。 

○川村委員長 ほかに質問のある方。 

 池田委員。 

○池田委員 ちょっと納得したようで、やっぱ

りどうしても納得できない部分がありまして、

大中山小学校の光熱費の部分、余りにも、参考

資料をもらいまして、高いのではないかなとい

う気も、先ほど夜の部分の一般開放の部分、そ

ういうのがあって電気料がこのぐらいかかって

いますよと言いますけれども、今後、こういう

ふうに続いていったら、光熱費だけでとんでも

なくなるのかなと。ましてまた、ほかの学校だ

とか、そういうところもやっぱり一般開放し
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て、これからまた改築をいろいろしていった場

合に、やっぱりこういうような施設、大中山み

たいなこういうような施設を入れていった場合

に、光熱費がとんでもなくなる。今また岳陽の

大沼なども、こういう設計屋さんが、同じ設計

屋さんを使うのであれば、全然かかわらず、後

のことを考えないで、どんどんどんどんこうい

うような経費のことを考えないで設計されて

も、これから大変なことが起きるのでないかな

と思いまして、それが不安で不安でどうしよう

もならないのですけれども、その辺、この数字

を見て、自分たちが出してくれた数字を見て、

かかり過ぎると思わないでしょうか、どうで

しょうか。 

○川村委員長 学校教育課長。 

○竹内学校教育課長 高い安いでいうと、確か

に電気料につきましては、ほかの経費もそうな

のですけれども、上がっております。ただ、校

舎も体育館も、おおよそ倍程度まで、大中山小

学校につきましては広くなっております。そう

いった部分では、やはり経費もかかってくるも

のだと思っています。電気料も、使っている使

用料が多いのが、１２月、１月、２月あたり

が、暖房を別としても、やはり多いというの

は、学校の中で日も暮れるのも早くなってくる

中で、校舎の中で、やはり照明等を使うという

ようなところもふえています。そういった部分

で経費が膨らんでいるというのは確かでござい

ます。あとは、コストをどういうふうに抑えな

がら節減していけるかというのは、ちょっと学

校の利用する中で、どういった節減対策ができ

るかというのは、学校と詰めていきたいと思っ

ています。 

 以上です。 

○川村委員長 池田委員。 

○池田委員 今、課長のこれからの節減という

部分で、わかりました。 

 それから、要望として、これからやっていく

建物だとかそういうところに、やっぱりその旨

を伝えながら設計していってもらいたいなと思

います。でき上がったから仕方ないでしょうと

か、大きくなりましたからと言ったとて、責任

とるのは学校教育ですから、その部分では、

やっぱり設計のほうまでちゃんと話をしないな

がら、コストの低減ということでやっていって

もらわないと、人口がふえるのであればいいで

すけれども、減るようであれば、光熱費がすご

くかさんでくると思うのですよ。そういうこと

を考えまして、よろしくお願いします。 

○川村委員長 学校教育課長。 

○竹内学校教育課長 今後、そういう学校の改

修がまたある場合には、設計段階でこういった

コスト面も含めて設計業者に働きかけをすると

いうようなことで詰めてまいりたいと思いま

す。 

 以上です。 

○川村委員長 ほかに。 

 田村委員。 

○田村委員 関連してなのですけれども、ま

ず、今の電気のコストの問題ですけれども、七

飯中学校であれだけ電気暖房で苦労して、そし

て婦人会館でもかなり苦労していると、そうい

う教訓が全く生かされないで、今回のコストを

見ると、３００万円というような、これはどう

いう議論をして電気暖房のしたのか。婦人会館

の場合は、電気暖房から灯油のほうに切りかえ

ているのですよ、もうこれ以上無理だと。深夜

電気から何からみんな使っても、もうコストは

全然、ほかの暖房費よりも減ることはないと。

切りかえて切りかえて現在きている。七中は、

さまざまな形でやはり節電だとか、深夜電気だ

とか、いろいろなことをやったり、キュービク

ルを変えるとか何とかとやってきているとい

う、そういう暖房にかなり七飯町として、教育

委員会として、かなり苦労してきているとい

う、こういう教訓が生かされないで、また面積

を広くして、そういうものを使ってくるという

のは、どういう議論をしてそういう暖房にした

のか、ちょっと教育委員会の見解をこの場でお

聞きしたいなと思います。 

○川村委員長 学校教育課長。 

○竹内学校教育課長 確かにおっしゃるとお

り、七飯中学校も電気暖房でかなり苦労してい

ると。確かに電気代もかかっております。済み
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ません、今回の大中山の部分につきまして、

ちょっと導入の経過を確認していないので、今

のところはっきりとお答え申し上げられないの

で、ちょっと調べてお答えさせていただきたい

と思います。 

 ただ、いろいろ暖房の部分、大中山につきま

しては、電気だけではなくて、プロパンですと

か、チップボイラーを使ったりですとかという

ことで、当然、避難所にもなっている施設です

ので、燃料が１種類というのは、やはり災害が

あったときに、調達の部分でリスクが高いとい

うような部分もあろうかと思います。そういっ

た部分で、リスク分散の意味で拡散していると

いうようなことはあろうかと思いますけれど

も、ただ、電気の部分の選定につきましては、

ちょっと経過等わからないので、こちらにつき

ましては確認してからお答えさせていただきた

いと思います。 

 以上です。 

○川村委員長 田村委員、今の課長の説明でよ

ろしいですか、後日といいますか。 

○田村委員 はい。 

○川村委員長 ほかに。 

 中川委員。 

○中川委員 今話していたようなことなのです

けれども、大中山小学校の電気の関係で、暖房

以外で６３０万円で、これというのは、例えば

同等規模でいけば、七重小学校も大体６００万

円前後くらいかかっているものなのか。体育館

は電気暖房は大中山だけだと思うので、これは

抜きにしたとして、暖房以外で６３０万円とい

う数字は、普通というか、そんなものですとい

うことなのか。あと、大中山小学校はたしか、

少ないかもしれないですけれども、太陽光パネ

ルもついていたと思うのですよ。太陽光パネル

自体が、あれはただ売電しているのか、それと

もどこかの電気で消費をしているのかと、新築

ですので、大体今、ＬＥＤだとか、要は電力を

くわないものがつけられるのではないかなと思

うのですけれども、それがついた上で、さらに

これくらいかかってきているのかということの

確認。 

○川村委員長 学校教育課長。 

○竹内学校教育課長 それではまず、ほかの七

飯中学校の部分ということで、済みません、

ちょっと３０年度の資料は今ないのですけれど

も、２９年度ベースで言うと、暖房部分とは分

けていないので、ちょっと一緒の金額になりま

すけれども、七飯中学校で電気料、平成２９年

度実績で年間１,４３０万円程度ということにな

ります。平成２８年度も１,３４０万円というこ

とで、（発言する者あり）七飯中学校は暖房と

電気、照明と、全部合算になります。七重小学

校は電気暖房ではないのですけれども、七重小

学校は、２９年度、４５０万円程度、年間で

す。２８年度も大体４５０万円程度ということ

です。 

 大中山小学校もＬＥＤをつけておりますの

で、照明につきましてはできるだけＬＥＤが

入っているということで、低電力のもの、電気

代の安いものを入れているというようなところ

で、一応コストカットには努めているというと

ころであります。 

 あとは、太陽光パネルもありまして、こちら

につきましては、発電量はそれほどではないの

ですけれども、事務所の中で使う程度の使用量

というような形になります。 

○川村委員長 中川委員。 

○中川委員 七重小学校で４５０万円というの

は、これは電気代だけで４５０万円ということ

でよろしいですか。 

○川村委員長 学校教育課長。 

○竹内学校教育課長 こちら、電気代だけでご

ざいます。 

○川村委員長 中川委員。 

○中川委員 電気代、やっぱりどこの学校もあ

る程度大きいと何百万円もかかってしまうのか

なというのはわかったのですけれども、それに

しても、ちょっと２００万円くらいというの

が、ましてやＬＥＤを使って、太陽光を使って

２００万円の差額というのは、どういった理由

というか、明らかに教室の数が七重小学校より

多いとか、明らかに施設自体が七重小学校より

大きいというものがあるのであればわかるので
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すけれども、その辺でいくと、規模的にはどう

なのですか。 

○川村委員長 学校教育課長。 

○竹内学校教育課長 学校の規模なのですけれ

ども、こちらについてはほぼ同程度ということ

で、ちょっと図面とかきちんと見比べていない

のでわからないのですけれども、生徒数から考

えて、おおむね同程度の校舎の広さになってい

ると思います。こちらの電気料の上がっている

要因なのですけれども、教育委員会でも、実

際、はっきりとした要因としてはちょっと押さ

えておりません。照明についてもＬＥＤを使っ

ていますので、本来であれば安くなるはずなの

ですけれども、それ以外でちょっと考えられる

とすると、受水槽へ上げるポンプの動力系の部

分で電気を使っている部分があるのですけれど

も、そういったものが果たしてどれだけ消費電

力があるかというのは、個々それぞれ見ていな

いので、何とも申し上げにくいのですけれど

も、照明等につきましてはＬＥＤを使っている

ので、本来であれば安くなるところなのですけ

れども、そこについては、ちょっと原因につい

ては、はっきりとした原因はちょっとわかって

おりません。 

○川村委員長 中川委員。 

○中川委員 学校も同等規模ということですの

で、今回の決算はこういう結果が出ていますの

であれですけれども、今後は、やはり差額の原

因、この金額がこの施設を運営するに当たって

はこれくらいかかるのだというものが出ていれ

ば、それはそれで、高くてもそれはしようがな

いということだと思うのですけれども、ほかに

同等規模の七重小学校があって、差額が出ると

いうことは、やっぱり原因がちゃんとしていな

いと、教室が多いとか、電気を使う部分が多い

とかというのははっきりさせていたほうがいい

と思うので、その辺、今後、させたほうがいい

と思うのですけれども。 

○川村委員長 学校教育課長。 

○竹内学校教育課長 ただいま中川委員がおっ

しゃったとおり、こちらの差額の部分、やはり

ちょっと大きいというようなところで、今後、

どういったものが電気代の上がっている要因に

なっているかというのは、ちょっと調査を進め

ていきたいということで、わかるかどうかわか

らないのですけれども、調査して、できるだけ

原因をちょっと探っていきたいと考えておりま

すので、御理解、お願いしたいと思います。 

○川村委員長 それでは、ほかに。 

 畑中委員。 

○畑中委員 今回の決算委員会では、非常に電

気料だとか燃料費だとか、あるいは水道料、こ

ういったものを、各学校でどのぐらい使ってい

るかについて、比較検討できるような表をつ

くって出していただきたいなと思います。そう

でないと、ただ大中山は高い、高い、高いと

言っているのだけれども、どの程度高いものか

わからないので、だから各学校の、全ての学

校、それを出していただきたいと思うのですけ

れども、皆さんいかがでしょうか、資料とし

て。 

○川村委員長 今、畑中委員から資料要求があ

りましたが、各学校の電気代とか、そういった

かかった部分ですよね。まとめてもらうという

ことなのですけれども。 

○畑中委員 水道、電気、燃料。 

○川村委員長 青山委員。 

○青山委員 今、畑中委員がおっしゃったので

すけれども、実態は決算か何かで、何かの資料

で出ているのかな。出ていないの。言いたいの

は、要するに今、中川委員が先におっしゃった

ように、要は今回、大中山小学校、こうやって

出していただきました。それと同程度といった

ら七重小学校しかなくて、そこの部分を出して

いただくというのは話がわかるのだけれども、

全校は必要ないのではないかと思います、私

は。 

 以上です。 

○川村委員長 ほかに。 

 畑中委員。 

○畑中委員 必要ないというより、それは個人

の判断で、私は必要があると思って言っている

のだから。だから、ほかの学校でも、小さいな

りに、努力しているなというような判断もでき
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ると思うんだよ。生徒数もあるだろうし、学校

の規模もあるだろうし。人の資料を要求したの

を、一々個々の判断でそれをあれするのは困る

な。 

○川村委員長 畑中委員、小学校だけ、中学校

も含めて。 

○畑中委員 小中学校です。 

○川村委員長 小中。 

○畑中委員 小中。 

○川村委員長 横田委員。 

○横田委員 そのときに、一緒に使っている床

面積で割れば、１平米どのぐらいの単価になっ

ているのかというのがわかれば、あれでない

の。 

○川村委員長 そうしたら、比較する上で、床

面積の平方メーター当たり幾らみたいな、そこ

まで出さなければならないということですよ

ね。それで比較できる内容……。 

 中川委員。 

○中川委員 資料を出してもらうのはもらって

もいいのですけれども、要は、それを出しても

らって、今、横田委員言ったように、学校の敷

地、床面積だとか、学校でのあれを全部出した

として、何をしたいのかですよね。例えば、こ

れに載っている大中山小学校がどうたらとかと

いうのであれば、同規模のところを出して、比

較して、高い、安いというのは判断とかという

明確なものがあればいいのですけれども、全町

内のいろいろな学校のところを出して、それぞ

れまた藤城と、例えば同規模のところを比較す

るとか、そういうことになっていったら、全部

調べなければならないことになるし、今回は特

段、大中山の建築費が出ていて、この電気代が

高いというのが出てきていてという流れでこっ

ちはなっているのですけれども、ほかの学校に

関しては、新たなそういうものというのが出て

いない状態だと思うのですよ。だから、参考程

度に知りたいというレベルであればわかるので

すけれども、何をしたいかですね、委員会とし

て資料要求するのであれば。 

○川村委員長 暫時休憩します。 

午前１１時４４分 休憩 

───────────── 

午前１１時４６分 再開 

○川村委員長 では、休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 先ほどの畑中委員からの資料要求についてなの

ですが、あくまでも参考資料という部分でとどめ

るということで、各小学校、各中学校の床面積当

たりの暖房費とか電気料を一覧にした表を出して

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 学校教育課長もよろしいですか。 

○竹内学校教育課長 それでは、各小中学校の

光熱水費、面積と、床当たりのということです

ね。資料を提出させていただきます。 

○川村委員長 ほかに。 

 平松委員。 

○平松委員 大中山小学校、これ、出しても

らっているのですけれども、結局、今見て、高

い、高いとみんな言っているのですけれども、

設計時の金額、出してください。設計時の。３

０年間のライフサイクルコストだって１回出し

ましたよね。その単価、記憶でいけば、これよ

りまだ低いと思うのですけれども、そのチェッ

クをしますので、設計時の単価。（発言する者

あり）設計時からこういう値段の想定だった

ら、別に……。（「暫時休憩で」と呼ぶ者あ

り） 

○川村委員長 暫時休憩いたします。 

午前１１時４８分 休憩 

───────────── 

午後 １時０１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。 

 先ほどの平松委員の質問に対しての答弁から始

めたいと思います。 

 教育次長。 

○扇田教育次長 平松委員の御質問につきまし

ては、さっきのライフサイクルコストとかとい

うのは、電気料は含んでいない、校舎について

の暖房施設についてのライフサイクルコストで

したので、電気料については一切触れていませ
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ん。 

 それで、今年度の予算との比較をして、実績

がどうかということを答弁しようと思ったので

すけれども、今のところまだ整理がちょっとで

きないので、後で出してよろしいでしょうか。 

○川村委員長 平松委員、よろしいですか。 

○平松委員 はい。 

○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 それでは、先ほど畑中委員から資

料要求があった点なのですけれども、一応説明漏

れしたかもしれないのですけれども、各学校の金

額もきちっと出した上で、床面積当たり幾らとい

うのを出してもらえれば結構なので、よろしくお

願いします。 

 なければ、学校教育課の審査を終了いたしま

す。 

 教育次長、学校教育課長、御苦労さまでした。 

 暫時休憩いたします。 

午後 １時０３分 休憩 

────────────── 

午後 １時０４分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 これより学校給食センターの審査のほうを行

います。 

 教育次長、学校給食センター長、御苦労さま

です。 

 それでは、共通様式に基づいて、説明のほ

う、お願いいたします。 

 特段の説明がない限り、記載のとおりという

ことで、説明のほう、お願いいたします。 

○柴田給食センター長 給食センターです。よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、七飯町学校給食センターの平成３０

年度決算について、項目に従い、順次御説明いた

します。 

 決算審査求資料、共通様式のナンバー１、給食

センター運営費でございます。決算書は２３６

ページから２３９ページとなっております。１０

款教育費５項保健体育費２目学校給食費、事業区

分は学校給食センター運営費です。学校給食事業

に係る主食及び副食等の食材費用を除く施設の

維持管理、調理に要する費用など、給食調理場

施設の管理運営に係る経費でございます。当初

予算額１億３,４１０万円、予算補正額２,０３

０万９,０００円、予算現額１億５,４４０万９,

０００円に対して、１億５,２６６万８６２円の

決算額となっており、不用額は１７４万８,１３

８円で、予算執行率は９８.９％となっておりま

す。 

 続きまして、歳入でございますけれども、決

算書は３８ページから３９ページとなります。

特定財源といたしまして、給食センター運営資

金貸付金収入１,１００万円となってございま

す。事業決算の具体的な内容については記載の

とおりとなってございます。 

 以上で、資料に基づく七飯町学校給食セン

ター運営費に関する説明を終わります。 

○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。 

○柴田学校給食センター長 済みません、委員

長、資料説明が漏れておりました。 

○川村委員長 学校給食センター長。 

○柴田学校給食センター長 追加要求の資料と

いたしまして、２種類提出してございます。 

 １枚目が、平成３０年度準要保護児童生徒給

食扶助費でございます。こちらのほうは、昨年

度の準要保護児童生徒の給食扶助費につきまし

て、各学校ごとに調定額といたしまして人数と

金額を月ごとに出しているものでございます。

小学校、中学校、そして他市町に通っている児

童生徒の分を含めまして、合計で延べ４,３９３

名、金額といたしまして１,７４３万５,４２０

円となってございます。 

 続きまして、２枚目、平成３０年度多子世帯

児童生徒給食扶助費でございます。こちらのほ

うは、昨年度の８月より事業として開始いたし

ました多子軽減制度の実績の数字でございま

す。８月から行っておりますので、８月から３

月までの合計といたしまして、小学校、中学

校、第２子、延べで３,４９８名、金額６４４万

２,９３５円、第３子以降の無償化の分といたし
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まして、４８０名、金額は１７２万８,０００

円、合計で延べ３,９７８名、８１７万９３５円

となってございます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 ありがとうございます。 

 これより質疑に入ります。 

 上野委員。 

○上野委員 資料説明いただいております。私

が要求した資料なのですけれども、非常に詳し

い資料を出していただきましてありがとうござ

います。この利用人数というのは、要するに対

象の児童の数ではなくて、その間に給食を受け

た人数の合計ということなのでしょうかね。 

○川村委員長 学校給食センター長。 

○柴田学校給食センター長 多子軽減のほう、

準要保護のほう、どちらもでしょうか。 

○上野委員 準要保護も入っているのですか、

これは。 

○柴田学校給食センター長 準要保護のほう

は、申請があった人数で給食を受けている人数

となっております。 

 多子世帯のほうは、制度といたしまして、準

要保護児童生徒の分は該当になっておりませ

ん。もともと準要保護のほうでその費用負担が

賄われているものですから、多子世帯の表のほ

うには準要保護の児童生徒の人数は入っており

ません。 

 以上です。 

○川村委員長 上野委員。 

○上野委員 それはわかりました。 

 別の件ですけれども、一般の２３７ページ、

地産地消食材購入費ということで、これは２３

７ページですね。賄い材料費の中で触れており

ます地産地消用の食材購入費９９５万９,８０６

円、委託料が集荷業務委託料で４８万８０７円

というのが上がっておりますが、これは基本的

に小中学校合わせた食材ということでしょう

か、そのまず１点、お願いしたいのですが。 

 それと、この食材購入というのは、地域、七

飯町内の、そういった農家との関係があると思

うのですが、どこを通して、例えば農協を通し

て集荷しているとか、そういう対応はどういう

ふうになっているのか、ちょっとお伺いしたい

なと。 

 ２点、お願いします。 

○川村委員長 学校給食センター長。 

○柴田学校給食センター長 それでは、お答え

してまいります。 

 １点目の、地産地消の集荷業務、小学校、中

学校合わせての費用かどうかということでござ

いますけれども、こちらのほうは小中合わせ

て、七飯町全体の数字となってございます。 

 ２点目の、地産地消の賄い費でございますけ

れども、こちらのほうは、考え方といたしまし

て、学校給食のほうは地産地消ということで、

なるべく北海道産品、中でも七飯の町内産のも

のを使うということで地産地消を行っておりま

す。この賄い費については、七飯町の産品を買

うための費用となってございます。購入につき

ましては、幅広い町内の事業者さんから幅広く

買うという基本方針で行っております。ただ、

購入品の中では野菜が大きな部分を占めている

のですけれども、野菜については、やはり学校

給食という関係上、かなりのキロ数を使いま

す。１回につき百何十キロとか、なかなか大規

模なものを使っております。ほかに、買い置き

ができなくなっております。給食については、

基本的に当日、何の購入ということで、ストッ

クしないようになっておりますので、そうなる

と、なかなか対応できる事業者さんが限られて

くるところでありますけれども、なかなか農家

さんのほうは、規模とか、給食の私たちに対応

できるのはなかなか難しいということから、農

協のほうと相談いたしまして、現在では、農協

のほうで私どもと連携をとっておりまして、私

どものほうで農協さんのほうに提供できる野菜

等を確認いたしながら購入をしているところで

ございますので、野菜関係は特に農協を中心に

購入をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○上野委員 いいです。終わります。 

○川村委員長 ほかに。 

 田村委員。 

○田村委員 まず、今、話が出ましたけれど
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も、地産地消の食材購入費７８４万円、これは

給食費というのは、小学校、中学校、それぞ

れ、それこそ賄い費ですよね。給食費というの

は食材に充てる金額ということで、それにさら

にこの７８４万円プラスしているのかどうかと

いうことと、それから、もう一つには、１番目

の需用費の中で、賄い材料費が９９５万９,８０

６円というのが出てきているのは、この内容を

ちょっと教えていただきたいということと、そ

れから、もう１点は、地産地消の関係で、農協

と協議していると、お話聞きましたけれども、

七飯町中心というのは、どうしても５月から１

１月ぐらいで、あとは１２月から翌年の３月、

４月ぐらいまでというのは、どうしても北海道

の野菜がとれないと。とれるかもわからない、

そこら辺の地産地消に対する食材の仕入れとい

うのですか、そこら辺がどうなっていくか、

ちょっと教えていただきたい。 

○川村委員長 学校給食センター長。 

○柴田学校給食センター長 まず、賄い費の

分、プラスになっているのかということでござ

いますけれども、ここで購入している食材とい

うのは、学校給食の食材部分のものでございま

す。私会計、給食費会計のほうで食材を購入し

ておりますけれども、金額としてはそれに加わ

るような形になってございます。ただ、単純に

この金額が給食費の私会計のほうに入るとなる

と、私会計のほうが単に膨らむということで、

ちょっと内容的に補助しているのではないかと

いうことで捉えられがちなのですけれども、昨

年度の民生文教常任委員会の報告でもいたしま

した、重複してお答えいたしますけれども、若

干、七飯町のもの、七飯町の産品と、それ以外

の通常の産品というものでは、どうしても七飯

町産品のほうが高くなるということで、差額が

発生してございます。その差額分につきまして

は、その分、給食のほうをグレードアップさせ

ていただいておりました。単純にその分で新し

い別のものとかを購入できればいいのですけれ

ども、例えば給食については、皿の数とかが決

まっておりますので、単純に品数をふやすと

か、そういうことができませんので、それにつ

きましては、例えば缶詰を生鮮果物にしたり、

あとはなるべく加工品でも無添加のものを選ん

だりということで、そういった形で給食全体の

ほうにグレードアップさせて反映させていると

ころでございます。 

 農協の野菜関係につきましては、確かに品

目、どうしても七飯の中でとれるものというの

はいろいろ限られておりまして、どうしても野

菜に関しては、やはり収穫時期がありますの

で、集中する傾向になってございます。ただ、

野菜以外も、例えば山川牛乳さんとか、いろい

ろな加工品等もございますので、ちょっと年間

通すと、野菜を１月、３月にも買っているかと

いうことについては、ちょっとそれは難しいの

ですけれども、トータルとしては、加工品等も

含めて購入させていただいているところです。 

 以上でございます。（発言する者あり） 

 失礼いたしました。賄い材料費の９９５万９,

８０６円の内訳、大変失礼いたしました。こち

らのほうは、七飯の産品を購入しているもので

すけれども、主にホウレンソウ、ジャガイモ、

牛肉、ダイコン、ゴボウ、シロカブ、野菜関

係、ほかには鶏卵ということで、町内に養鶏業

者がございますので、鶏卵を購入してございま

す。ほか、シイタケ、王様シイタケ、あと、東

大沼さんにも水耕栽培のお店がございますの

で、パプリカ、キュウリ、ナガネギ、そういっ

たものをいろいろ購入した積み上げがこの９９

５万円となっております。 

 以上でございます。 

○川村委員長 田村委員。 

○田村委員 そうしますと、５月に地産地消で

７８４万円補正している。需用費の歳出のほう

では、今言ったようなことだと思うのですけれ

ども、約１,０００万円、そうすると、がさっと

言えば、２００万円ぐらい上乗せになって支出

しているという流れになると思うのです、ツー

ツーでないですからね。そうすると、やはり

どっかこっかから一般会計でさらに２００万円

程度上乗せして、最終的には地産地消の食材に

向かっては９９０万円、支出をしているという

考え方ですか。補正は７８０万円だけれども、
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やりくりによって、どうしても上乗せして１,０

００万円近いもので対応しているということな

のでしょうか。 

○川村委員長 学校給食センター長。 

○柴田学校給食センター長  済みません、

ちょっと説明が不足というか、ちょっと私の説

明がつたなくて、誤解をちょっと招いたという

ような形でございます。そもそも当初より２１

６万円ついておりました。これは平成２９年度

からこの特産品を町費のほうで購入するという

ことで、平成２９年度に２１６万円、予算がつ

いたものを、平成３０年度当初予算でも同額が

ついていたものでございます。購入品はあくま

でも七飯の産品ということで、先ほど私がお話

しした野菜ですとか牛乳ですとか、そういった

ものを買っておりました。ただ、平成３０年度

より、さらに規模を大きくして、七飯の特産品

をより給食のほうに反映させようと。それまで

は、月に一、二回、七飯産の日、またはプレミ

アム七飯デーということで、七飯の食材を使っ

た給食をメニューとして設定しておりました。

さらに、それだけでなく、いつもの通常の献立

の中にも七飯産品をより入れていきたいという

ことで、これに加えまして、通常の給食のほう

にも七飯産品を購入していく、そういった考え

もございまして、予算の増額ということで、

トータルで約１,０００万円という最終予算額と

いうことで、実績額がこの９９８万円の金額と

なっているところでございます。 

 以上でございます。 

○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 質問というよりも、ちょっと

お願いだったのですけれども、今までの歴代の

課長もこういう書き方をしていたと思うのです

けれども、様式のところ、不用額の記入の仕方

なのですけれども、節ごとに、これ、まとめて

不用額幾らと書いていますよね。もしできれば

来年から、項目ごとに、一つずつ不用額を入れ

てもらえればすごく助かるのですけれども。 

○川村委員長 学校給食センター長。 

○柴田学校給食センター長 では、来年以降は

そのように記載させていただきます。 

○川村委員長 もう１回、今ちょっと聞き取れ

なかったので。 

○柴田学校給食センター長 済みません。来年

度以降、そのように記載、修正させていただき

ます。失礼いたしました。 

○川上副委員長 ありがとうございます。 

○川村委員長 暫時休憩します。 

午後 １時２３分 休憩 

────────────── 

午後 １時２４分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 今の副委員長の質問に対しての回答なのです

けれども、他の課に対しても統一性をとらなけ

ればならない部分もあるものですから、次回の

委員会までに、その辺の統一のあれをするとい

うことで、来年度以降の中で、委員会が始まる

前に、その辺をちょっとまとめて統一させると

いうことで、ちょっと今、この場での質問、回

答というわけにはいかないものですから、ほか

の課、ここ以外の課も全部の課、統一という形

になるものですから、ですから、今の質問に関

しては、ちょっとこの場では……（発言する者

あり）なので、今は一旦取り下げというわけで

はないのですけれども……（発言する者あり） 

 暫時休憩いたします。 

午後 １時２５分 休憩 

────────────── 

午後 １時２６分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 副委員長のほうから発言のお話がありますの

で。 

 副委員長。 

○川上副委員長 今、私のほうから要求といい

ますか要望したわけでございますけれども、こ

の件につきましては、来年度の予算特別委員会

が始まる前に、改めて私のほうから御提案させ

ていただきまして、皆さんで協議して決めてい

きたいと思いますので、今、私が話した件につ
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きましては、取り下げをさせていただきます。

よろしくお願いします。 

○川村委員長 皆さん、よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 ほかに質問のある方、おりませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 それでは、学校給食センターの

審査を終了いたします。 

 教育次長、学校給食センター長、御苦労さま

でした。 

 暫時休憩にいたします。 

午後 １時２７分 休憩 

────────────── 

午後 １時２８分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 生涯教育課の審査を行います。 

 教育次長、生涯教育課長、御苦労さまです。 

 それでは、共通様式に基づき、説明のほう、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。 

○北村生涯教育課長 よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、平成３０年度生涯教育課の決算状況

を御説明いたします。 

 共通様式ナンバー１、１０款４項１目社会教

育総務費、事業名、社会教育総務費は、当初予

算額４８万４,０００円、補正予算額マイナス１

１万４,０００円、予算現額３７万円で、支出済

額３５万６,７６９円、不用額１万３,２３１

円、執行率９６.４％でございます。補正予算の

主なもの及び事業目的、事業内容は記載のとお

りでございます。 

 続きまして、ナンバー２、事業名、高齢者教

育事業費です。当初予算額４５４万１,０００

円、補正予算額マイナス１８万６,０００円、予

算現額４３５万５,０００円、支出済額４３１万

１,９７２円、不用額４万３,０２８円、執行率

９９.０％でございます。補正予算等、主なも

の、特定財源、事業目的、事業内容は記載のと

おりでございます。 

 ナンバー３は、青少年育成事業費で、当初予

算額５４万７,０００円、補正予算額マイナス８

万５,０００円、予算現額４６万２,０００円、

支出済額４２万７,６１１円、不用額３万４,３

８９円、執行率９２.６％でございます。補正予

算の主なもの及び事業目的、事業内容は記載の

とおりでございます。 

 ナンバー４、成人式開催事業費でございま

す。当初予算額５６万７,０００円、補正予算額

がなしで、予算現額同額の５６万７,０００円、

支出済額５６万１,７６６円、不用額５,２３４

円、執行率９９.１％でございます。事業目的、

事業内容は記載のとおりでございます。 

 続きまして、ナンバー５、事業名、町内会館

振興費でございます。当初予算額１４８万４,０

００円、補正予算額なし、予算現額１４８万４,

０００円、支出済額１４３万円、不用額５万４,

０００円、執行率９６.４％でございます。事業

目的、事業内容は記載のとおりでございます。 

 ナンバー６、事業名、放課後子ども教室事業

費でございます。当初予算額１８４万円、補正

予算額マイナス３６万４,０００円、予算現額１

４７万６,０００円、支出済額１３４万６８３円

で、不用額１３万５,３１７円、執行率９０.８

％でございます。補正予算の主なもの及び特定

財源、事業目的、事業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、生涯教育公用車管

理費でございます。当初予算額３３万５,０００

円、補正予算額マイナス５万円で、予算現額は

２８万５,０００円でございます。支出済額は２

６万４,０６９円、不用額２万９３１円、執行率

９２.７％でございます。補正予算の主なもの及

び事業目的、事業内容は記載のとおりでござい

ます。 

 ナンバー８、１０款４目２項文化振興費、事

業決算名、文化振興費でございます。当初予算

額２１７万円、補正予算額２２万６,０００円、

予算現額２３９万６,０００円、支出済額２３９

万５,１７３円、不用額８２７円、執行率１００

％でございます。補正予算の主なもの及び事業
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目的、事業内容は記載のとおりでございます。 

 ナンバー９、事業名、公民館講座事業費でご

ざいます。当初予算額２２６万５,０００円、補

正予算額なし、予算現額２２６万５,０００円、

支出済額も同額の２２６万５,０００円でござい

ます。不用額ゼロで、執行率は１００％でござ

います。事業目的、事業内容は記載のとおりで

ございます。 

 ナンバー１０、事業名、地域セミナー事業費

でございます。当初予算額２５万５,０００円、

補正予算額マイナス１万７,０００円、予算現額

２３万８,０００円、支出済額２１万７,０００

円、不用額２万１,０００円、執行率は９１.２

％でございます。補正予算の主なもの及び事業

目的、事業内容は記載のとおりでございます。 

 ナンバー１１、事業名、文化祭開催事業費で

ございます。当初予算額６５万円、補正予算額

マイナス７万３,０００円で、予算現額５７万

７,０００円、支出済額５５万５,１９７円で、

不用額２万１,８０３円、執行率９６.２％でご

ざいます。補正予算の主なもの及び事業目的、

事業内容は記載のとおりでございます。 

 ナンバー１２、事業名、図書室管理費です。

当初予算額１５７万４,０００円、補正予算額マ

イナス４万９,０００円、予算現額１５２万５,

０００円、支出済額１４９万５,１９５円、不用

額２万９,８０５円で、執行率９８.０％でござ

います。補正予算の主なもの及び事業目的、事

業内容は記載のとおりでございます。 

 続きまして、ナンバー１３、１０款４項３目

社会教育施設管理費、事業決算名、公民館管理

費でございます。当初予算額３９４万９,０００

円、補正予算額１１３万８,０００円で、予算現

額５０８万７,０００円、支出済額５０４万３,

３０８円、不用額４万３,６９２円で、執行率９

９.１％でございます。補正予算の主なもの及び

特定財源、事業目的、事業内容は記載のとおり

でございます。 

 続きまして、ナンバー１４、事業名、文化セ

ンター管理費でございます。当初予算額６,４９

２万７,０００円、補正予算額４７６万２,００

０円、予算現額６,９６８万９,０００円、支出

済額６,９４１万２,０８１円、不用額２７万６,

９１９円で、執行率９９.６％でございます。補

正予算の主なもの及び特定財源、事業目的、事

業内容は記載のとおりでございます。 

 続きまして、ナンバー１５、事業名、大中山

コモン管理費でございます。当初予算額１,２５

０万３,０００円、補正予算額１１９万円、予算

現額１,３６９万３,０００円、支出済額１,３５

４万９,１１９円、不用額１４万３,８８１円

で、執行率９８.９％でございます。補正予算の

主なもの及び特定財源、事業目的、事業内容は

記載のとおりでございます。 

 ナンバー１６、事業決算名、大沼婦人会館管

理費でございます。当初予算額７６６万７,００

０円、補正予算額３８５万４,０００円、予算現

額１,１５２万１,０００円、支出済額１,０８９

万１,９４５円、不用額６２万９,０５５円で、

執行率９４.５％でございます。補正予算等、主

なもの、特定財源、事業目的、事業内容は記載

のとおりでございます。 

 ナンバー１７は、事業名、社会教育施設管理

費で、当初予算額１,３３２万２,０００円、補

正予算額４２９万７,０００円、予算現額１,７

６１万９,０００円、支出済額１,７４８万１,５

６７円、不用額１３万７,４３３円で、執行率９

９.２％でございます。補正予算の主なもの及び

特定財源、事業目的、事業内容は記載のとおり

でございます。 

 続きまして、ナンバー１８、１０款教育費４

項社会教育費４目文化財保護費でございます。

事業名、文化財保護費で、当初予算額４３６万

２,０００円、補正予算額１４万６,０００円、

予算現額４５０万８,０００円、支出済額４２６

万７,１７１円、不用額２４万８２９円で、執行

率９４.７％でございます。補正予算の主なもの

及び事業目的、事業内容は記載のとおりでござ

います。 

 ナンバー１９、事業名、歴史館管理費でござ

います。当初予算額９３７万６,０００円、補正

予算額１２９万９,０００円、予算現額１,０６

７万５,０００円、支出済額１,０３２万９,１８

１円、不用額３４万５,８１９円で、執行率９
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６.８％でございます。補正予算の主なもの及び

特定財源、事業目的、事業内容は記載のとおり

でございます。 

 以上、生涯教育課分の説明を終わらせていた

だきます。 

 以上でございます。 

○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。 

 田村委員。 

○田村委員 １点だけ、確認したいのですが、

文化財保護審議委員会において、今のところ七

飯町の文化財の指定といったら、迫田家文書、

これが指定されていますけれども、町内とし

て、ちょっと数が、私自身は少ないのではない

かと思うのですけれども、何点か指定されるよ

うなもの、文化財として七飯町が指定するよう

なもの、あるいは、それに向かっての審議会に

おいて話し合いが３０年度においてなされたか

どうか、それをちょっと伺います。 

○川村委員長 生涯教育課長。 

○北村生涯教育課長 ３０年度において、通常

ですけれども、年２回、文化財保護審議会を開

催させていただいております。ただ、残念なが

ら３０年度に提案、議題に上がった文化財につ

いては、現在、ございませんでした。１点とい

うのはもちろん寂しいというのは学芸員を初め

我々も同じように考えているところではござい

ますが、やみくもに数をふやせばいいというも

のではないと考えてもおります。何か貴重な文

化財が発見される、あるいはこれは大事だとい

うものが出てくれば、いずれ答申いただいて、

指定という流れに持っていければなと考えてお

ります。議題としては、具体的には上がってお

りません。 

 以上でございます。 

○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 ちょっと１点だけ、共通様式

の一番最後の１９番、ナンバー１９、印刷製本

費なのですけれども、６月の定例会で補正予算

で２８万１,０００円、予算を新しくとった感じ

で、直近で発注して、決算が１３万８,２４０

円、補正予算でとったやつの半分以下の執行額

なのですけれども、これ、どういうものを印刷

して、なぜ半分以下になったのか、ちょっとわ

かれば教えていただきたい。 

○川村委員長 生涯教育課長。 

○北村生涯教育課長 補正予算で予算計上させ

ていただきまして、議決いただきまして、歴史

館の通常のパンフレットを新たに製版というの

ですか、新たにつくり直しまして、増版、新し

くつくり直したところでございます。金額が下

がったのは、見積もり合わせの結果、大分安く

おさまったということで、予算の執行残が出て

いるところでございます。 

 以上です。 

○川上副委員長 終わります。 

○川村委員長 ほかに。 

（「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、生涯教育課に対する審査を終了いた

します。 

 教育次長、生涯教育課長、御苦労さまでし

た。 

 暫時休憩にいたします。 

午後 １時４１分 休憩 

────────────── 

午後 １時４３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。 

 スポーツ振興課の審査を行います。 

 教育次長、スポーツ振興課長、御苦労さまで

す。 

 それでは、共通様式に基づき、説明のほう、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。 

○川崎スポーツ振興課長 それでは、平成３０

年度決算審査特別委員会の要求資料でございま

す共通様式につきまして御説明させていただき
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ます。 

 ナンバー１になります。こちらがスポーツ振

興総務費になります。当初予算額が８２８万４,

０００円、補正予算額がマイナスの６０万５,０

００円、予算現額の計が７６７万９,０００円、

支出済額が７５７万１,９８６円、不用額が１０

万７,０１４円、執行率は９８.６％ということ

になります。内容についてはごらんのとおりの

金額ということになっております。 

 続きまして、ナンバー２になります。スポー

ツ団体支援事業費、こちらが当初予算額１６０

万３,０００円、予算現額も同じで１６０万３,

０００円、支出済額が１６０万３,０００円と同

額になっておりまして、不用額はゼロで、執行

率は１００％ということになります。内容につ

きましては記載のとおりということになりま

す。 

 それから、ナンバー３になります。スポーツ

合宿事業費、こちらが当初予算額が３２１万９,

０００円、補正予算額が２９万２,０００円で、

流用がございまして、４万４,０００円、予算現

額につきましては３５１万１,０００円、支出済

額が３４５万３,０４７円、不用額が５万７,９

５３円で、執行率は９８.３％ということになり

ます。内容についてはほぼ予定どおりの支出と

いうことになります。 

 続きまして、ナンバー４、体育施設管理公用

車管理費、当初予算額７９万１,０００円、補正

予算額がマイナス２万３,０００円、予算現額が

７６万８,０００円で、支出済額が７６万３８１

円、不用額は７,６１９円となりまして、執行率

は９９％となります。中身につきましてごらん

のとおりの内容となってございます。 

 続きまして、ナンバー５になります。体育施

設管理費になります。当初予算額が４,２２１万

６,０００円、補正予算額が８万７,０００円、

予算現額が４,２３０万３,０００円、支出済額

が４,１９０万８,５０８円で、不用額は３９万

４,４９２円、執行率は９９.１％ということに

なります。記載内容についてはごらんのとおり

です。下のほうに米印で書いているところが

ちょっと解説しているところですけれども、不

用額の主な理由は、賃借料の部分で、重機の使

用料の減少ということでございます。あと、Ａ

ＥＤの設置場所がごらんのとおり書いておりま

す。借上料につきましては、大中山地域体育館

の用地ということで、記載のとおりとなってお

ります。 

 続きまして、ナンバー６になります。こちら

につきましては、パークゴルフ場指定管理費、

当初予算額が７１２万８,０００円、予算現額が

７１２万８,０００円で、支出済額が７１２万

７,６１６円、不用額は３８４円で、執行率は１

００％ということになります。 

 共通様式については以上となります。 

 説明は以上となります。 

○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。 

 上野委員。 

○上野委員 下のほうの１６のところに、東大

沼多目的グラウンドの管理費で１,０８７万円ほ

ど、あと、駐車場の除草委託料で３万円という

ことで１,０１０万円を超える管理料がかかって

いるわけですけれども、このトルナーレの年間

の使用回数といいますか、いろいろな団体が使

用していると思いますけれども、使用回数と、

使用に参加した人数といいますか、この辺がも

し押さえられていたら教えていただきたいな

と。 

○川村委員長 スポーツ振興課長。 

○川崎スポーツ振興課長 こちらにつきまして

は、平成３０年度決算の参考資料のほうに、一

番最後の６９ページになります。こちらのほう

に各施設の利用状況ということで、東大沼多目

的グラウンド、トルナーレになりますけれど

も、こちらにつきましては、件数が７１件で、

人数が６,５４３人ということで記載しておりま

す。 

 以上であります。 

○川村委員長 上野委員。 

○上野委員 そうしますと、７１件の利用があ

るということは、利用日数ということでいえ

ば、７１回の利用になるのか、それとも１日の
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間に二つの件数の利用があったりしているの

か、その辺、ちょっともう少しわかれば。 

○川村委員長 スポーツ振興課長。 

○川崎スポーツ振興課長 こちらに記載してご

ざいますのは、その団体の借りた件数でありま

すので、１日借りる場合もありますし、２日間

借りる場合もあるということですから、日数と

イコールではございません。資料のほうは、今

ちょっと用意はしておりませんけれども、人数

のほうは延べ人数という形になっております。 

 以上です。 

○上野委員 よろしいです。 

○川村委員長 ほかに。 

 青山委員。 

○青山委員 １点だけ、トルナーレの芝の状態

というのをちょっと耳にしたことがあるので、

管理費等々、上がっているので、関連があると

思って、聞きたいのですが、来年度、消防の渡

島大会をやるような話も聞いているので、まず

は芝の状態、それと、来年度、トルナーレが提

供できるかどうか、その辺の。 

○川村委員長 スポーツ振興課長。 

○川崎スポーツ振興課長 トルナーレの、まず

芝の状況ですけれども、きのうも行ってきたの

ですけれども、この前の土、日、大会がござい

まして、それに向けて準備していたということ

もあって、芝のほうは大変良好な感じといいま

すか、きれいになっております。ですから、芝

の管理は十分なのですけれども、今回の補正で

除草剤のほうが補正で認めてもらいましたけれ

ども、草がちょっと、スズメノカタビラという

草が、見た感じ、全然わからないのですけれど

も、やっぱりそれが原因だということで、それ

で、補正で４０万円、除草剤のほうを認めてい

ただきまして、それがあれば除草のほうもきれ

いにいきますので、環境のほうは十分確かなも

のになっております。 

 消防の全道大会、こちらにつきましては、芝

のほうを見ながら、今ちょっと検討中というこ

とでございます。ですので、今この場でははっ

きり言うことはできませんので、御了承願いた

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、スポーツ振興課の審査を終了いた

します。 

 教育次長、スポーツ振興課長、御苦労さまで

した。 

 それでは、２時１０分まで休憩をとります。 

午後 １時５３分 休憩 

────────────── 

午後 ２時０９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。 

 総務財政課の資料要求についての説明のほう

をお願いしたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 それでは、総務財政課か

ら２点ほど、今回、説明するということで、１

点目は、まず、決算の参考資料の４１ページか

らになります。一般会計決算の財務書類の説明

ということで進めてまいりたいと思います。 

 ４１ページには基本的な考え方を載せてござ

いますけれども、１として、公会計、財務書類

整備の経緯等ということで、地方公共団体にお

ける財務書類の整備については、総務省から平

成１２年から１３年に、普通会計のバランス

シート、行政コスト計算書等のモデルが示さ

れ、七飯町においても作成してきたところでご

ざいます。その後、発生主義、複式簿記の導

入、固定資産台帳の整備による統一的な基準に

よる地方公会計の整備方針が平成２６年に示さ

れ、全ての地方公共団体において、この統一的

な基準による財務書類を平成２８年度決算分か

ら作成するよう、総務省から要請されたことか

ら、七飯町においてもこの基準によって作成を

してございます。 

 ２番目、統一的な基準による財務書類の概要

でございます。統一的な基準による財務書類と

は、貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変

動計算書及び資金収支計算書の４表としてござ
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います。 

 概要は以下のとおりでございますが、括弧の

中、四角の枠の中をごらんいただきたいと思い

ますけれども、貸借対照表については、基準日

時点における財政状況（資産、負債、純資産の

残高及び内訳）を表示したものでございます。 

 行政コスト計算書は、企業会計でいう損益計

算書と言われるものでございます。１会計期間

中の費用、収益の取引高を表示したものでござ

います。現金収支を伴わない減価償却費なども

費用として計上しているというものでございま

す。 

 純資産変動計算書については、企業会計では

株主資本等変動計算書と呼ばれるもので、１会

計期間中の純資産及びその内部構成の変動を表

示したものでございます。 

 資金収支計算書は、キャッシュフロー計算書

と呼ばれるもので、１会計期間中の現金の受け

払いを三つの区分で示したものということでご

ざいます。 

 ３番の統一的な基準による仕分けの考え方で

ございます。複式簿記による仕分け処理につい

ては、統一的な基準では、それぞれ計上される

財務書類に応じて、よくあるパターンとして、

８要素の組み合わせに区分されますが、そのイ

メージは以下のとおりということで、四角の中

をごらんいただきたいと思います。 

 ４点目になります。統一的な基準の勘定科目

になります。仕分け処理するに際しては、具体

的な名称分類として、勘定科目という区分によ

り行うこととなります。統一的な基準における

主な勘定科目と現金収支を伴わない発生主義会

計特有の主な勘定科目は以下のとおりというこ

とで、ごらんをいただきたいと思います。 

 今の説明を踏まえて、４３ページになりま

す。貸借対照表になります。これについては、

平成３１年３月３１日現在における財政状況

で、資産、負債、純資産の残高及び内訳を表示

したものということでございます。 

 左側にある資産の部は、学校、道路など、将

来の世代に引き継ぐ社会資本や基金など、これ

までに住民サービス提供のために形成してきた

財産でございます。今後も住民サービス提供の

ために利用される財産で、固定資産と流動資産

に分類されますが、資産の合計では５１７億５,

３７６万４,０００円となってございます。 

 右側の上段になりますけれども、負債の部

で、財産形成に係る財源が地方債などであれば

負債に、町税や国、道の補助金等であれば純資

産に計上されるもので、その合計額は１７３億

５,９０５万７,０００円となってございます。 

 その下にあります純資産の部は、過去の世代

や国、道が負担した、将来返済しなくともよい

財源で、その合計としては３４３億９,４７０万

７,０００円となってございます。 

 一番下になりますけれども、負債及び純資産

の合計として５１７億５,３７６万４,０００円

となっており、左側の資産の部と同額となって

ございます。 

 続きまして、４４ページになります。行政コ

スト計算書というものでございます。この表

は、１年間の行政運営コストのうち、福祉サー

ビスだとかごみの収集に係る経費など、資産形

成につながらない行政コストを業務費用とし

て、人件費、物件費と、その他の業務費用、業

務費用以外に移転費用に区分して表示したもの

でございます。企業会計でいう損益計算書に当

たるものでございます。ただし、町が行う公会

計では、行政コスト計算書ということで、損益

を見ることが目的ではなく、住民が受ける行政

サービスのコスト計算に重点が置かれているも

のでございます。平成３０年度の行政コストの

総額、経常費用になりますけれども、一般会計

等で約１０５億９,４０７万５,０００円となっ

てございます。一方、行政サービス利用に対す

る対価として住民の皆さんが負担する使用料や

手数料など、これは経常収支ということになり

ますけれども、一般会計等で３億３,９３６万

７,０００円となってございます。行政コスト総

額である経常経費から経常収益を引いた純経常

行政コストは、一般会計等で約１０２億５,４７

０万８,０００円となっております。この約１０

３億円分が、税収や交付税などの財源によって

賄われているというものでございます。 



－ 27 － 

 下段にあります純資産変動計算書になりま

す。これは株主資本等変動計算書と言われるも

ので、会計期間中の純資産及びその内部構成の

変動を表示したものでございます。純資産の減

少は、現役の世代が将来世代にとっても利用可

能であった資産を支消して便益を享受する一方

で、将来世代にその分の負担が先送りされたこ

とを意味します。逆に、純資産の増加は、現役

世代からみずからの負担によって将来世代も利

用可能な資源を蓄積したことを意味するもの

で、その分、将来世代の負担は軽減されたこと

になります。平成３０年度については、表の下

から二つ目にあります本年度純資産変動額の合

計欄となりますけれども、純資産が一般会計等

においては１３億９,４３３万９,０００円の増

加となってございます。 

 続きまして、４５ページの資金収支計算書で

ございます。キャッシュフロー計算書と呼ばれ

るもので、会計期間中の現金の受け払いを三つ

の区分で表示したものでございます。 

 一つ目の業務活動収支は、行政サービスを行

う中で、毎年度、継続的に収入、支出されるも

ので、業務活動収支は３億４,５０３万５,００

０円となってございます。 

 二つ目の投資活動収支は、学校、公園、道路

などの資産形成や、投資、基金などの収入支出

などで、投資活動収支は２０億５２７万４,００

０円のマイナスとなってございます。 

 三つ目の財務活動収支は、公債、借入金など

の収入支出などで１４億７,０４１万円となって

ございます。 

 以上のことから、本年度、資金収支額は、一

般会計で約１億８,９８２万９,０００円の不足

となり、前年度資金残高から差し引いた本年度

資金残高２億１,３４４万４,０００円が一般会

計の歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収

支と同額となっているところでございます。 

 表の説明については以上でございます。 

 続きまして、本日お渡ししましたＡ３縦の表

の説明に入りたいと思います。 

 まず初めに、１番になります。平成３０年度

以降の町債の借入予定額というところでござい

ます。平成３０年度以降、令和１０年度までの

借入予定額として整理したものでございます。

平成３０年度は実績、令和元年度については９

月補正後の数値、令和２年度以降は計画値とし

て整理をしてございます。また、借入予定額に

つきましては、普通建設事業債分、臨時財政対

策債分として整理をしてございます。普通建設

事業債については、令和２年度については、道

路、公営住宅等の事業債を見込んでおりまし

て、令和３年度以降も同様の考え方により整理

をしてございます。令和３年度については、防

災行政無線のデジタル化に伴う事業債を見込ん

でございます。また、令和４年度以降について

は、今後の公共施設の改修、改築を想定して、

毎年度２億７,０００万円を計上してございま

す。ただし、この計上額につきましては、何の

事業にいつからという、まだ決まったものはご

ざいませんので、想定した中で金額を入れてい

るということで御理解をいただきたいと思いま

す。 

 続きまして、２番、平成３０年度以降の町債

の償還予定となってございます。平成３０年度

以降、令和１０年度までの償還予定として整理

したものでございます。公債費の予定額は、平

成３０年度までの借入済分、これは確定分と

なってございます。次に、元年度以降の建築事

業借入分、これは見込額となってございます。

また、元年度以降の臨時財政対策債分、これも

見込みということで、内訳を出してございま

す。その下には、公債費予定額のうち元金償還

分として整理、また、その下が公債費予定額の

うち利子の償還分と、その内訳として、長期債

利子償還分と一時借入金利子償還金を記載をし

てございます。 

 今の１、２を踏まえまして、３番の平成３０

年度以降の町債現在高の推移となってございま

す。町債の現在高として、平成３０年度以降、

令和１０年度までの償還予定として整理したも

のでございます。町債の現在高は、前年度の現

在高にＡの借入予定額を足して、Ｂの公債費の

予定額のうち元金償還分を引いた額ということ

になってございます。数値的には、今年度の１
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４１億６,１００万円が最高となってございます

が、今後の計画として、各年度の借入予定額を

元金の償還額以内とすることで、町債の現在高

を減らしていく計画としてございます。 

 資料の説明については以上でございます。 

○川村委員長 ありがとうございます。 

 今の説明に対して、御質問のある方。 

 若山委員。 

○若山委員 前回も質問したのですけれども、

この貸借対照表の預かり金の中身というのがど

ういうものなのかなということを知りたいの

と、退職手当引当金の計上がこの額で大丈夫な

のかなという検証も、大丈夫だよと言ってもら

えばいいのですけれども、あと、建物だけでい

いのですけれども、減価償却の累計額で、この

金額で償却漏れとかそういうものはないのかど

うかについてちょっと教えてもらいたいのと、

この追加資料で出てきた借入額の予定で、来年

度の借り入れの予定額が余りにも少ないので、

これ、ちょっと残高を減らすための意図的な何

か出発点で、低く抑えて、何かやるようなもの

ではないのですか。もうちょっと多目に見ない

と、今後の推移、来年、結局何もできないよう

な感じで思うのですけれども、この数字で本当

に自信持って言えますか。僕も根拠ないのであ

れなのですけれども、当てずっぽうの数字なの

か、前年度の何割だとか、そういうあれなの

か、ちょっと根拠を教えてもらいたいなと思い

ます。 

○川村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 それでは、４点御質問あ

りましたので、順に回答してまいります。 

 まず、預かり金につきましては、平成３１年

３月３１日現在の現金としてここに載せている

ものでございます。 

○若山委員 現金が負債に載るのですか。 

○俉楼総務財政課長 大変申しわけありませ

ん。ちょっと説明が悪かったですね。一般会

計、特別会計の受入金から支払高を差し引いた

残高としてこの２２億９,０００万円がございま

すので、その数字を載せているものでございま

す。 

 続いて、退職引当金ですね。これにつきまし

ては、将来負担比率等の計算をするに当たっ

て、これは国だとかどこかに資料提供するもの

の資料から拾ってきているものでございまし

て、この数値については適正なものでございま

す。 

 済みません、三つ目、何と言いましたっけ。 

○若山委員 建物の減価償却の、この数字、累

計額がきちっと全部漏れがなく出しているもの

なのかどうか。 

○俉楼総務財政課長 固定資産税についても、

固定資産税台帳というものがございまして、そ

れで、台帳ですから、取得金額がございまし

て、減価償却費というのを、毎年償却して、そ

の残りがこの金額というふうになってございま

すので、それについても毎年度精査をしてとい

うか、計算をして載せてございますので、漏れ

はないというところでございます。 

 続いて、Ａ３の資料の借入金で、令和２年度

の金額が少ないのではないかというところのお

話でございます。ここの普通建設事業債につき

ましては、平成３０年度も結構大きな事業、大

中山小学校の改築だとか、今年度につきまして

も大中山小学校の改築のまだ事業期間内であり

ますので、それについて事業を行っております

ので、ここの金額が多くなっています。令和２

年度については、そういう大きな事業が予定し

てございませんので、これは普通、一般的に、

土木で道路を直す、橋を直す、公営住宅の整備

をするということで、その分、４億円程度、毎

年度見込んでございますので、その数値となっ

てございます。３年度については、また防災行

政無線の整備がありますし、令和４年度以降に

ついては、今の既存の施設の改修、改築等の事

業をしていくこともございますので、その分も

事業債、計上してございますけれども、令和２

年度については、そういう大型の事業を今は考

えていないということで、この数値ということ

でございます。 

 以上です。 

○川村委員長 若山委員。 

○若山委員 予定というか、これでおさめると
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いうことであれば、まず町債の借り入れの残高

の件についてですけれども、これでやるという

ことであれば、下のような数字が出てくるかも

しれないのですけれども、今考えただけでも、

岳陽学校のプールどうのこうのとか、何かいろ

いろな話があって、いつつくるのか僕はわから

ないし、実際、つくるのかどうかもよくわから

ないのですけれども、まだまだ何かちょっと補

足で出てきそうな気がするのですけれども、少

しここを多目に見ておかないと、ちょっと後で

困らないのかな、大丈夫ですかということなの

ですけれども。 

○川村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 個別の事業については、

先ほど申し上げましたとおり、まだ令和２年に

それを進めるというようなことは、今、計画を

してございませんので、今はこの数値となって

ございます。プールについてのお話が出ました

けれども、そこはまだ、今、実施設計等もして

ございませんから、実際、トンカチ、建設する

となると、決まったとしても３年度以降になる

のではないかというような考えでおります。 

 以上です。 

○川村委員長 若山委員。 

○若山委員 ですから、少し意図的な減らすの

ではなくて、もう少し多目に見て、ならした形

にしたほうが、出てきた数字としては我々も安

心できるのかなというような感じなのですけれ

ども、これでやるというのであれば、頑張って

くださいというか、そういうあれだし、出てき

たら、何だとなるのですけれども、だから、い

ざとして出てきたらだめだということではない

のですけれども、ちょっと余りにも下の数字を

出すためにやっているような感じがして、もう

ちょっと二、三割ふやすような感じが妥当なの

かなという気がするのですけれども、その辺は

どうでしょうか。感じだけなので申しわけない

ですけれども。 

○川村委員長 総務部長。 

○釣谷総務部長 何か温かいお言葉をいただい

ているようで、ちょっとあれなのですけれど

も、ただ、職員、真面目なものですから、今時

点できちっと予定に入っていないですよと。役

所の仕事はどうしても、さあやるべで、すぐ１

億円、２億円の金をつけるぞというのは、余り

大きいもので、そういうことはないですね。２

年とか３年とか前から計画をされて、設計をし

て、実際に起債を借りて工事を始めるとなる

と、２年、３年後というのが通常のパターン、

よほど突然なことでもない限り、大体そういう

パターンです。そうすると、今の時点で、もう

来年度、大型の事業があるかないかという部分

については、よほどなことがない限り、今の時

点ではないのです。ないものを、ありがたい言

葉なのですけれども、かえってなめって数字を

そこに上げてしまうこと自体は、済みません、

私ども、真面目なものですから、そういうこと

は逆にできない。逆に同じような考え方で、予

定しているのは、令和３年のものは予定があり

ます、もう既に設計に入っているものはもう組

んでありますと。令和４年以降については、逆

に委員おっしゃっているような、いつなんどき

そういうものというのは、それ以降の部分とい

うのはもうわからない状態になってきている。

だから延べでだあっと入れてあります。ただ、

それだって、実際にその年度になったときに

は、少なくなったり、これ以上のものになった

りというのは、結果としてそういうものになる

可能性というのは、それ以降の部分というのは

あるということですし、当然、今ここに載って

いないから、令和２年度の予算には大型事業は

絶対出てこないという明言もできないのです。

それこそ災害だとか、そういうものがあったと

きには、そういう起債を借りてすぐ対応しなけ

ればいけないものが、１億円、２億円という大

型のものがあれば、当然、このような約束だっ

たのではないかと言われてしまっても、そこの

ときにはそれは予定していませんでしたと。当

然、それは委員皆さんが納得いただけるような

きちっと説明をした中で、当然、そういう数値

というのは計上していくということになります

ので、そう御理解していただければなというふ

うに思います。 

○川村委員長 若山委員。 
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○若山委員 僕も特に根拠があってあれしてい

るわけではないので、今回はこれであれにしま

すけれども、町債の残高については、きちっと

常に管理できるような、幾らになるのか、管理

するような形で進めていきたいなというふうに

感じております。 

 それと、１点、もう一度、預かり金の先ほど

の件なのですけれども、項目、何とかの預か

り、国からの預かり金とか、そういうようなも

のの名目であれなのかなと。何から何を引いた

数字と、さっきちょっと言ったのですけれど

も、そういう内訳のようなもの、決算書には出

てこないもののような気がするので、どんなも

のなのかなというのが、ちょっと町の財政の中

で。済みません、もう一度。 

○川村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 私、見ているのが、現金

受け払いの現計表というやつでございまして、

それの一般会計、特別会計の歳入で３５億１,７

３４万３,８３０円、これを歳入しますと。支出

のほうでは１９億２,４９３万９,０６８円歳出

しますということで、その残額として二十二億

九千何がしございますので、これは３月３１日

現在の数字となってございますので、それがこ

この数字になる、預かり金になるということで

ございます。 

 以上です。 

○川村委員長 若山委員。 

○若山委員 わかりました。この出し方という

か、一般の統一的な基準による地方公会計の出

し方が、そういう差額での数字だということで

あれば、それでしようがないと思いますけれど

も、一般的に預かり金というと、何かこういう

ものを預かっています、いずれ、負債ですか

ら、返さなければいけないというか、そういう

ようなものということだと思ったので聞いたの

ですけれども、そういうことであれば、また僕

のほうも勉強した上で質問させていただきます

ので、終わります。 

○川村委員長 ほかに質問のある方。よろしい

ですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 それでは、総務財政課の審査を

終了いたします。 

 総務部長、総務財政課長、ありがとうござい

ました。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ２時３６分 休憩 

────────────── 

午後 ２時３７分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 政策推進課の資料要求と追加の説明につい

て、２点ほど、説明のほう、お願いいたしま

す。商工観光課のほうに予算がついておりまし

たふるさと財団の男爵倶楽部の関係と、提出資

料のまちづくり活動事業実績報告書の中身につ

いて、説明のほう、お願いいたします。 

 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 それでは、私のほうか

ら、商工観光課の予算がついてございますふる

さと融資のほうについて、まず説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 まず、道の駅の併設の食と文化の交流拠点整

備事業ということで、道の駅隣接地の民間活力

導入事業といたしまして、ＴＨＥ ＤＡＮＳＨＡ

ＫＵ ＬＯＵＮＧＥを整備した株式会社男爵倶楽

部に対し、ふるさと融資としてハード整備の４

５％を貸し付けさせていただいたところです。

貸し付け対象事業の要件といたしましては、公

益性、また、事業採算性及び低収益性を持った

事業というところで、市町村にあっては１名以

上の新たな雇用が発生するというところでのも

のでございます。また、１,０００万円以上の事

業であるということから、事業の対象となった

ところでございます。 

 事業の概要でございますけれども、トータル

事業費としまして４億３,７００万円でございま

して、そのうち補助対象となる部分の４５％が

ふるさと融資の対象ということで、１億９,６０

０万円の融資をさせていただいたところでござ

います。こちらの部分が、日本語学校の部分と

同じようなスキームでございますけれども、七

飯町からふるさと財団を経由して融資をしたと
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いうところでございます。償還につきまして

は、０.５３％の利率で年２回の１５年払いとい

うところになってございます。貸し付けの部分

については、７５％が特別交付税として利子部

分が措置されることから、実質の町の負担額と

いうのが、利息が約８４０万円に対しまして、

実質、町が負担するものが２１０万円くらいと

いうところでございます。そういった中で事業

を進めさせていただいたというような内容でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 続けて。 

○中村政策推進課長 続きまして、まちづくり

活動事業補助金の関係でございますけれども、

政策推進課としましては９件、まちづくり推進

助成金として実績がございましたが、そのうち

の１件がイベント活動支援助成金ということで

支出をさせていただいてございます。内容とい

たしましては、昨年９月１７日ですけれども、

七飯大沼収穫祭が大沼地区で行われたイベント

事業に対する補助金でございます。資料の実績

報告書の４枚目でございますけれども、事業実

施概要の報告でございます。事業内容でござい

ますが、まず一つ目、無料試食ということで、

函館大沼牛のバーベキューと、試飲ということ

で、函館牛乳、函館ワインを行ってございま

す。また、二つ目としましては、米の袋詰めの

体験として、野菜の袋詰め体験、こういったも

のを無料で実施してございます。もう１点が、

三つ目でございます。無料の子牛とのふれあい

体験ということで行ってございます。四つ目

が、ステージイベントということで、よさこい

チーム、また、豊穣太鼓による演奏などのス

テージイベントが開催されてございます。開き

まして、五つ目でございます。トラクターの展

示と試乗体験ということで実施してございま

す。こちらのイベントの全体でございますけれ

ども、第１会場と第２会場ございましたが、合

わせて１,２００名の来場があったというような

事業の内容でございます。 

 そして、収支の関係で、開いて２枚目の別記

第１８号様式でございますけれども、まちづく

り活動事業収支決算書ということで添付をさせ

ていただいてございます。 

 まず、収入の部でございますけれども、収入

科目、三つほどございますが、助成金１００万

円も入ってございます。合わせて２０６万７,７

６４円という収入合計に対しまして、支出の部

でございますが、報償費、消耗品等、科目はい

ろいろございますけれども、支出合計としては

２０６万７,７６４円ということで、収入支出差

し引きゼロというところでございます。 

 開きまして、別記第１９号様式でございま

す。こちらは補助金の支出に関する計算式でご

ざいますが、まず、対象経費２０６万７,７６０

円に対しまして、５０％以内の補助率というこ

とで、１００万円ということで助成金を計算し

てございます。その下、支出の部でございます

けれども、こちらは先ほど説明させていただい

た部分の少し詳細な部分というところでござい

ます。 

 続いて、ページを開きまして、自己資金内訳

という部分がございますが、こちらは、今回、

参考にいただいた書類でございますけれども、

事業者が自己資金として整理をしたものでござ

いますが、前売券、当日券の収入から仕入れ等

踏まえた中での収益で６６万円ございました。

また、物販でございますけれども、大沼牛カ

レーだとか、豚汁だとか、そういった部分の物

販のところも合わせた中で言いますと、収益と

してはトータル６９万３２８円というところ

で、実質、この事業を行う際には、事業者が３

２万７,４３６円の持ち出しをして、自己資金を

確保したというような収支となってございま

す。 

 以上で、簡単ではございますが、説明とさせ

ていただきます。どうぞ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。 

 今の中身について、御質問のある方。 

 田村委員。 

○田村委員 １点だけちょっと。日本語学校の

融資と同じ仕組みだと思うのですけれども、返

済だとか、借入金は直接男爵倶楽部にいって、



－ 32 － 

そしてことしから償還が始まっている。来年

か。それと、恐らく男爵倶楽部のほうは元金だ

け返して、利子は７５％交付税措置で、実質２

１０万円程度という、大体同じような流れだと

思うのですけれども、この男爵倶楽部の場合の

元金、これは均等で幾ら返す、そういう形に

なっているのか、そこら辺の元金の償還につい

て、ちょっと説明をお願いします。 

○川村委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 まず、償還の部分でござ

いますけれども、事業者からふるさと財団を経

由して七飯町に償還してもらう部分につきまし

ては、ことしの８月から償還が始まってござい

ます。据え置きはなく、１５年払いの３０回払

いというふうになってございます。そして、七

飯町が指定金融機関から資金を調達してござい

ますが、その償還でございますが、今年度は利

子のみになってございます。ことしは２回償還

がありますが、利子のみでございまして、来年

以降、元金の部分もスタートしていく。利子の

分がまず１年間、２回、そして、元金、利子を

含めた償還というのが残りの１４年間行ってい

くということでの３０回払いというところでご

ざいます。そして、元金の部分の償還の、来年

から始まる償還の部分でございますけれども、

元金で言いますと７００万円を２８回払いで支

出するというような内容でございます。 

 以上でございます。（発言する者あり） 

○川村委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 この償還の部分につきま

しては、政策推進課所管ではなくて、総務財政

課所管になってございますので、ちょっと私の

ほうで、参考程度にお伝えすることはできるの

ですが、資料を提出することというのは、

ちょっと私のほうではなかなか難しい。（発言

する者あり） 

○川村委員長 総務部長。 

○釣谷総務部長 償還計画が決算で必要であれ

ば、求められれば出しますけれども、ただ、ど

うしても、ちょっと委員さんに大変申しわけな

いなというのは、この話題が出たときにちょっ

と思ったのが、実際の男爵倶楽部、男爵ラウン

ジの、あそこをやって、ある意味、運営だとか

そういうものをやっているというのが、所管が

商工観光課という所管であることは、これは間

違いないのです。ただ、ここの資金の調達の一

部のふるさと融資という、こういうシステムを

男爵倶楽部のほうで活用する、うちとしても、

当然、来ていただいてという部分ではメリット

がありますので、ぜひこういうのも使っていた

だく、どっちかというと推進する、政策推進課

としてはそういう立場であって、それを使っ

て、所管の課が違う。さらに今度、それも実際

に町がお金を市中銀行から借りて、それを貸し

付けているという、ちょっと複雑な動きをして

いるという、この貸付金の制度が、実際にお金

を借りる担当課はどこですかというと、総務財

政課というところでは、いろいろな課がまた

がってしまって、一元化はできないことも確か

にできないです。その所管、所管のところの

持っているものが違いますので。ただ、それが

ばらばらに、それはあっちに聞いてください、

こっちに聞いてくださいというふうに、結果、

なってしまうような答弁しかできなくなって、

委員さんたちにそういう意味では御迷惑をかけ

ているというのは心苦しいなというふうに思っ

てございまして、まず先にそこのところは申し

わけないなと思っています。ただ、そういう組

織的な事情もあるということで御理解をいただ

きたいなというところもあります。 

 あと、返済予定表、ありますので、そこのと

ころは別にないものをつくるわけではないの

で、求められれば出しますが、３０年度の決算

に必要であれば出させていただきます。 

○川村委員長 田村委員、どうですか。 

○田村委員 必要か必要でないかという、私は

今の話の中では、当然、町が市中銀行を通じて

男爵さんに貸し付けるということでしょう。違

うのかな。今の話であれば、町が市中銀行を通

じて男爵さんにという話でなかったかい。 

○川村委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 市中銀行から借り入れた

お金をふるさと財団を経由して事業者に融資す

るという流れになります。 
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○川村委員長 田村委員。 

○田村委員 僕は逆だったと思う。ふるさと財

団から町に来て、町が市中銀行を通じて男爵さ

んに出すのだよというふうに僕は聞こえたのだ

けれども。（発言する者あり）違ったかな。

（発言する者あり） 

○川村委員長 暫時休憩いたします。 

午後 ２時５１分 休憩 

────────────── 

午後 ３時０５分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 今、田村委員のほうから４点ほど資料請求と

いうことで、この場でもう一度確認します。ま

ず、町が返す分の償還の計画、男爵倶楽部とふ

るさと財団に対しての償還の計画、あとは保

証、担保的な部分の、その中身がわかるもの、

あとは事業の貸し付けの流れがわかるもの、一

応４点、それについて、男爵倶楽部と日本語学

校の部分ですね、二つ。 

 皆さんに諮りますけれども、よろしいでしょ

うか、委員会として。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 それでは、お願いいたします。 

 ほかに質疑のある方。 

 横田委員。 

○横田委員 まちづくり活動事業実績報告書の

七飯大沼収穫祭実行委員会のところで、この前

の年はべこっ子まつりとかという名称で、農水

の担当でお金を出した。農水のほうは１年きり

だよということで、今回、これを使ってやった

のですけれども、これは実際に、あとほかで

使っているのは、みんな町内会が草刈りをやっ

たとか何を買ったとかいうような小さな内容で

やっているのですけれども、この報告書という

のが余りにもアバウトすぎるのでないのかなと

思うので、これ、もう少しこういうのをきちっ

と精査してもらっていかなければ、また来年も

同じようなものが多分出てくるのでないかと思

いますけれども、特にこの自己資金のところと

か、持ち出し額が３２万７,４３６円とかと、こ

こで出てきているのですけれども、収入と支出

で、本当にこんなもので仕入れたのかなという

のが、ちょっと余りにも我々が見ても異常だよ

ねというふうに見えるので、この辺、来年度に

対してどういうふうに見直しするのかというの

だけお聞きしたいと思います。 

○川村委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 ただいま御指摘いただき

ました実績報告書の収入だとかという部分で

の、本当に、疑わしいという言葉もあれですけ

れども、ちゃんとしているのかということかと

思います。私ども、こちらのほう、実績報告い

ただいたときには、領収書なりを全て確認をさ

せていただいておりまして、適切だというふう

には考えているところではございますけれど

も、そういった誤解があるような書類として

は、やはり今後、改善だとかを進めていかなけ

ればならないというふうには思ってございます

ので、こういった部分、実績報告を提出いただ

いた際には、もうちょっと内容として、公文書

としてもですけれども、残るものでございます

ので、なるべく精度の高いものを求めていけれ

ばなというふうに思ってございますので、御理

解いただければなというふうに思います。 

 以上でございます。 

○川村委員長 よろしいですか。 

 ほかに質疑のある方。 

 若山委員。 

○若山委員 男爵倶楽部への貸し出しという

か、その関係の中で、ふるさと財団とかがき

ちっと、金融機関がきちっと経営だとか何かを

見ていて、審査して何とかという話があったの

ですけれども、七飯町としては、一応資金提供

の主役なわけですから、決算書だとか試算書だ

とか、事業内容はどうだとか、そういうことで

資料を請求して、我々が男爵倶楽部の決算書は

どうなっていますかと言ったときには、課とし

て回答できるような状況にはなっているのです

か。 

○川村委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 こちらの借入金の状況報

告というのがございまして、借入人ですけれど

も、男爵倶楽部が決算期ごとに書類を七飯町に
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提出するということになってございます。二つ

大きく書類がございますけれども、借入金の残

高状況報告書、そしてもう一つが、決算書等を

提出するというふうになってございますので、

そういった書類については七飯町のほうで確認

することが可能というふうになってございま

す。 

 以上でございます。 

○川村委員長 若山委員。 

○若山委員 ちなみに、決算月は何月でという

ことと、決算だと１年ごとになので、中間で何

か試算表とか事業状況のあれだとかというの

は、貸し出しの主役とはいえ、ほかの金融機関

からもらうのか、そういうことはちょっとでき

ないものなのですかね。うまくいっているので

すかねという内容でなのですけれども。そこま

で考えていないのですかね。 

○川村委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 まず、決算月なのですけ

れども、ちょっと私が把握している中では、４

月というふうに確認はしてございました。ま

ず、今回、融資した中で、まだ一度も状況報告

だとかをいただいていない状況でございますの

で、どのくらいの程度のものをいただけるかと

いうのは、今後詰めていかなければならないの

かなというふうに思ってございます。ただ、情

報をいただいたとしても、七飯町として細かい

部分というのはなかなか難しいというのもあり

ますので、過度な負担ということは極力避けな

ければならないというふうに思いますけれど

も、収支状況がどう見ても怪しいなというよう

なことになれば、当然、そういったものは求め

ていかなければならないのかなというふうに

思ってございます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 若山委員。 

○若山委員 おかしくなってからもらってもし

ようがないので、日常的に、金融機関に多分３

カ月とか６カ月とか、試算表だとかを出すよう

な形だと思うのですけれども、我々が要求する

というのは、ちょっと立場上、どうなのかなと

いうあれはあるのですけれども、定期的に、説

明も要らないので、資料だけ、同じようなもの

を出してくださいとか、そういうことは貸し主

として当然要求してもいい内容ではないかと思

います。相手にも負担がかからないで、出して

いる同じものを七飯町にも出してくださいとい

うことで、その辺のものをできるかどうか、検

討していただければなと思います。質問でない

かもしれませんけれども。 

○川村委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 相手方がおりますので、

その部分は協議した中で進めなければならない

のかなというふうに思ってございますので、よ

ろしくお願いします。 

○若山委員 終わります。 

○川村委員長 あと質問のある方。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 いいですか。 

 それでは、政策推進課の審査を終了いたしま

す。 

 総務部長、政策推進課長、御苦労さまでし

た。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ３時１２分 休憩 

────────────── 

午後 ３時２４分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 まず最初に、政策推進課のほうから資料要

求、手元にお配りしたのですけれども、一応説

明のほうは先ほどの流れということで、了解し

ているかなと思いますので、とりあえずこれに

ついては、あとよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 それでは、引き続き、商工観光

課の資料要求についての説明をしていただきま

す。 

 商工観光課長、よろしくお願いいたします。 

○福川商工観光課長 では、昨日の委員会で資

料要求のございました３点の資料をお配りさせ

ていただきました。 

 まず１点目は、平成３０年度七飯町道の駅な

ないろ・ななえの管理に係る事業計画書、そし



－ 35 － 

て２点目は、平成３０年度七飯町道の駅なない

ろ・ななえの管理に係る事業報告書、そして一

番最後に、１枚ものでございますが、平成３０

年度公の施設の指定管理者における業務状況評

価ということで資料を提出させていただきまし

た。 

 昨日の委員会のほうでまず御説明いたしまし

たとおり、指定管理者につきましては、年度の

初めに当該年度の事業計画書を提出いただく、

そして、年度が終わりましたら事業報告書を提

出いただいてございます。さらに、七飯町とい

たしまして、その指定管理者の業務状況を担当

課で評価を行うというような流れでございまし

た。 

 それで、私のほうからは、３番目の公の施設

の指定管理者における業務状況評価について、

簡単ですけれども、御説明をさせていただきま

す。 

 まず、施設につきましては道の駅なないろ・

ななえで、商工観光課が所管ということでござ

います。 

 続きまして、施設の概要があり、施設の利用

状況につきまして、利用者にアンケート調査を

実施してございます。こちらにつきましては記

載のとおりの内容の意見が見られたところでご

ざいます。 

 引き続きまして、裏面になります。３０年度

の業務評価として、まず、適切な管理運営の確

保、こちらのほうにおいては、町による評価結

果において８９.６％の結果となりました。施設

維持管理について、人件費及び委託料等が計画

を上回っております。省エネルギーの推進に努

め、光熱水費を抑えるとともに、管理業務の効

率化、作業内容の見直しや工夫を行い、使用料

や賃借料を抑えるなどの節減努力を行ってい

る。農産物直売や物販では、ＳＮＳ等で旬の野

菜や果物、人気商品のＰＲを図っており、ま

た、飲食についても、定期的にテナント担当者

との会議を開催し、販売強化へ向け連携を図っ

ている。これらにつきまして、評価をＢとさせ

ていただきました。 

 続きまして、利用者サービス等の維持向上で

す。こちらでは、特にトイレの清掃、駐車場及

びポケットパークの維持管理につきまして、努

力が認められると評価をいたしました。各種イ

ベントも随時実施がされており、利用者が来る

きっかけづくりの仕組みづくりに努めている。

そのほか、観光情報の発信につきましても、電

子掲示板を設置したり、そういった情報発信に

努めているところで、観光振興への寄与も想定

されるということで、Ａと評価をさせていただ

きました。 

 利用実績につきましては、来場者数の数字に

より評価をいたしまして、Ａとさせていただい

ております。 

 現地調査、こちらは私どもが随時指定管理者

の業務状況の確認、それから、連絡調整等行っ

ておりまして、随時に管理状況を確認している

というところで、Ａとさせていただいておりま

す。 

 最後に総合評価はＡといたしました。施設の

管理業務については、町との連絡を密にとって

いただいてる。それから、さまざまなふぐあい

等にも対応されており、特に問題なく管理を

行っていると認められます。また、利用者への

対応につきましては、特産品の販売、飲食の提

供、情報発信などの各種サービスを計画どおり

に開始しており、当初の予定を大きく上回る利

用者数となっていることからも、適切に対応さ

れていると考えております。そのほか、定員に

つきましても、急遽増員するなど、利用者への

サービスの向上に向けて臨機応変に対応してい

ただいているということで、Ａ評価とさせてい

ただきました。 

 提出資料の御説明につきましては以上でござ

います。 

○川村委員長 ありがとうございます。 

 １番目、２番目の事業計画書と事業報告書に

ついては、指定管理者が提出しているものです

ので、今、業務状況評価についても、一連の流

れとしてはこういうことでありますよと、そう

いう説明でしたけれども、よろしいでしょう

か。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 
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○川村委員長 それでは、商工観光課のほうの

審査のほうを終了いたします。 

 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 ３時３０分 休憩 

────────────── 

午後 ３時３１分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 農林水産課の追加資料の関係の説明のほうを

お願いいたします。 

 農林水産課長。 

○川島農林水産課長 それでは、私のほうか

ら、昨日の委員会でＪＡからの返済に関する予

定表、また、ＪＡが指定管理する収支計画や、

後年次に計画しているＪＡの建設に対する担保

性、また、新野菜広域流通施設全体の事業費に

ついての追加資料等がありましたので、改めて

資料に沿って説明いたします。 

 １枚めくりまして、これは指定管理の七飯町

集出荷予冷施設の管理に関する年度協定書にな

ります。 

 １枚めくりまして、これは町が指定管理、Ｊ

Ａと交わした七飯町集出荷予冷施設に関する年

度協定書になります。ここで第３条に、乙、乙

については農協になりますが、新野菜広域流通

施設整備費用負担金として３,１３７万３,１２

１円、これについては年度協定なので、毎年、

指定管理というか、そういう形で毎年４月１日

に協定書を交わす予定であります。 

 続きまして、指定管理の施設のＪＡの収支関

係の計画になりますが、１枚めくりまして、七

飯町集出荷予冷施設の管理に係る収支計画書の

中の一部になりますが、単年度の３１年度の収

支計画書、管理業務になります。ここでは、収

入の項目として、施設利用料、これについて

は、１枚めくっていただければ、ＪＡのほうか

ら七飯町宛に、施設利用料、ことしはこの金額

でやっていきたいというものに対して、次の

ページ、町のほうが告示をした書類をつけてお

ります。これについては、１億７,９８６万２,

０００円ということで収入を受ける形になって

おります。これは農家さんから利用料をもらっ

て、この中で支出の項目、これについては、こ

とし１年、ことし稼働し始めておりますが、実

際の数字については来年度になるかと思いま

す。これについては、人件費、また、消耗品、

燃料費、それから備品購入費については、農協

のほうで実際に必要とする部分での経費として

項目を立てております。委託料については、実

際、農協の職員以外に、日通の作業員が入って

いますので、その分の委託料が４,８６７万３,

０００円、これについては見積もりを農協さん

がとって、委託料の分を項目を上げておりま

す。③番の機械積立金という、この２,０００万

円については、それこそ町としては、この施設

に関して、更新等に補助なりそういうものをし

ないということで、収入の部分に対して積み立

て２,０００万円をした中で、最終的に町に納め

る金額ということで３,２００万円、これが最終

的には３,１５０万円ほどになりますけれども、

このときの計画では３,２００万円を負担金とし

て払うというふうになっております。収支の差

し引きとして６００万円ほど、収入が黒になり

ますが、これについては、まだ１年目、２年目

については、ことしの年度末というか、来年度

に実績報告で上がってきますので、その部分が

最終的にわかるかなというふうに思います。 

 次のページになります。これは指定管理制度

とは別に、本事業、新野菜広域流通施設事業に

係る支払いの担保性ということで、指定管理と

は別に、町と農協が、この整備費用負担金の支

払いに関する覚書書を交わしております。これ

については、第１条になりますけれども、これ

は新野菜広域流通施設整備費用負担金のうちの

七飯町集出荷予冷施設分、きのう説明した、現

在動いている２.３ヘクタール部分になります。

これについては、施設分として６億２,７４６万

２,３９５円を別表１のとおりということで、次

のページになりますが、別表１の部分で２０年

間、今年度から支払う予定になっております。

次の第２条については、ＪＡの将来構想施設分

として９,２６１万６,４６２円を２０年間とい
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うことで、次のページの表２、これについては

施設、農協のほうが建物を建てた翌年度の部分

から、９,２６１万６,０００円を翌年度から支

払っていく形になります。 

 次の表、次のページになりますけれども、こ

れについては、昨年、内閣府の事業採択を受け

たときに、国のほうから、採択した理由という

のですか、この市町村を採択した理由というこ

とで、国のほうが明示した部分になります。こ

れについては、きのう、部長のほうから説明あ

りましたけれども、あくまでも四つの集出荷施

設が点在しているという中で、無駄な経費を改

めて、新野菜広域流通施設を、鮮度保持が必要

な作物、また、近くに整備する、それにより鮮

度が保持された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る余剰員を

農業従事者の生産指導に当てることが可能とな

り、農業者の輸送時間及び輸送コストの削減と

農業者の生産性の向上が図られ、野菜の品質向

上、収益性の増大による生産革命を実現すると

いうことで採択されております。 

 次のページが、計画書を出すときに、町と農

協の協議の中で、将来的に施設を考えている部

分が、黄色の枠の中の丸で囲っているのですけ

れども、営農事務所なり資材事務所、また、資

材倉庫、また、共選場、これについては２年前

の協議でありますが、今現在、農協が第６次中

長期計画、来年から始めるのですけれども、今

回、今見直し最中で、来年度からこの部分が農

協の年次計画に出てくると考えております。 

 続きまして、最終協議内容ということで、Ａ

４版とＡ３版の表になります。これについて

は、照らし合わせて見てもらいたいのですけれ

ども、まず初めに、本事業に係るＪＡ新函館か

らの償還負担金についてはということで、この

Ａ３の表の見方ですけれども、左側に平成２８

年度施工分、これは単費事業ですよと。②とい

うことで、平成２９年度施工単費事業。平成２

９年度繰り越し分、昨年、繰り越しして、平成

３０年施工分として、補助事業と単費事業とい

うことで、２項目で分かれております。各年

度、それこそ今稼働分の面積、将来構想分の用

地ということで、平成２８年度分であれば、下

の２段に、集出荷予冷施設２万３,７０２平米、

将来構想分、これは面積按分で、率で、面積割

で按分で金額も算定しておりますので、基本的

には２８年度、２９年度については同じような

書き方でやっております。これについて、最終

協議内容として説明いたします。 

 Ａ４のほうになります。本事業に係るＪＡ新

函館からの償還負担金については、平成２８年

度に実施した用地測量費（約１,０８０万円）、

造成設計費約２,１５６万７,０００円、用地購

入費約５.３６ヘクタール、５,１４５万５,００

０円の総計約８,３８０万円のうち、集出荷予冷

施設分、約２.３７ヘクタール、約３,７００万

円においては、当町の企業誘致の一環とＪＡ将

来計画の事業促進として捉え、全体事業費から

除き負担することで決定しました。償還方法に

ついては、段階的とし、集出荷予冷施設分、平

成３１年度より約６億２,７００万円を２０年間

（年約３,１００万円）とする。ＪＡ将来構想用

地分については、ＪＡが将来的に計画している

営農事務所、資材倉庫兼店舗などの建設後に償

還負担金約９,２００万円を２０年間（年４６０

万円）で支払うことで決定しております。 

 米印の①というのは、Ａ３版の平成２８年度

施工分の、小さいのですけれども、集出荷予冷

施設、米印１という部分になります。それにつ

いては、企業誘致の一環と、それと今回の補助

事業の国の補助事業は、今の建物ができて完了

形ではなくて、将来の、農協が今建てているも

のが集約しての完了形ということでの採択に

なっておりますので、その分の事業促進という

ことを考えて、今稼働している２.３ヘクタール

については、全体事業費から町としては除い

て、残りの部分を利子も含めて支払うことで協

議を終えて、現在に至っております。 

 以上、簡単ですけれども、説明を終わりま

す。よろしくお願いします。 

○川村委員長 ありがとうございます。 

 何か質問等ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 よろしいですか。 
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 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。 

午後 ３時４４分 休憩 

────────────── 

午後 ３時４８分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 この後、町長質疑、質問を行うかどうかにつ

いて、皆様にちょっと諮りたいと思いますが、

いかがいたしますか。 

 畑中委員。 

○畑中委員 各課の審査を終えて、各課長にも

十分に議会としての声を伝えてあるし、それ自

体がまた町長のほうにも伝わっていると私は信

じています。ですから、今ここでさらに町長総

括などはやるあれはないかなと私は思っていま

す。 

○川村委員長 ほかに。 

 若山委員。 

○若山委員 初めてなので、総括というのがど

ういうものかよくわからないので、ちょっと

言ってしまいますけれども、今まで決算のこの

資料を見て、浮かび上がったテーマとして、道

の駅の防災対策について、何かちょっと全く考

えていないような感じがあるので、そこについ

てはちょっと問いただす必要があるのではない

かということと、道の駅の指定管理制につい

て、しっかり検討してほしいというようなこと

を伝える必要があるのではないかなというこ

と。それと、学校などの施設の建設費だけでは

なくて、ランニングコストも意識した形の何か

計画的なものをどうこうというのがテーマとし

て、何か問題点として出てきたのかなと思うの

で、ちょっとそこについて、そんなのいいのだ

と言われればあれですけれども、ちょっと問題

点なのかなという気がしました。 

 以上です。 

○川村委員長 今、若山委員のほうから、道の

駅の防災対策、同じく道の駅の指定管理の関

係、あと、学校完成後の光熱費等のランニング

コスト含めて、見直すというか、その辺を次回

に向けて検討するというようなことが意見が出

ていますけれども、あとほかに何か。 

 横田委員。 

○横田委員 今の若山委員の発言は、それは町

長に聞くということでいいのですか。そういう

考え方でいいのですか。 

○若山委員 聞くとしたらそういうテーマにな

るのかなということなので、ちょっと出してみ

ましたということです。そんなに強い思い入れ

があるわけではありません。（発言する者あ

り） 

○川村委員長 暫時休憩いたします。 

午後 ３時５１分 休憩 

────────────── 

午後 ３時５３分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 皆さんの意見を伺いましたら、町長質疑に関

しては、今回、行わないということで、皆さ

ん、そう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 暫時休憩いたします。 

午後 ３時５４分 休憩 

────────────── 

午後 ３時５４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。 

 それでは、以上で、当委員会に付託されまし

た認定第１号から認定第７号までの平成３０年

度一般会計、各特別会計、水道事業会計の７件

に係る担当課への調査は全て終了いたしまし

た。 

 以上で、当委員会に付託されました７件の決

算認定の審査は終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 これより討論、採決を行いたいと思います

が、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、これより討論、採決を行います。 



－ 39 － 

 討論、採決は、１件ごとに行いたいと思いま

すが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、討論、採決は、１件ごとに行うこと

に決定いたします。 

 最初に、認定第１号平成３０年度七飯町一般

会計歳入歳出決算認定についての討論を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 認定第１号平成３０年度七飯町一般会計歳入

歳出決算認定について、原案のとおり認定すべ

きものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、認定第１号平成３０年度七飯町一般

会計歳入歳出決算認定について、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

 次に、認定第２号平成３０年度七飯町国民健

康保険特別会計歳入歳出決算認定についての討

論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 認定第２号平成３０年度七飯町国民健康保険

特別会計歳入歳出決算認定について、原案のと

おり認定すべきものと決することに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、認定第２号平成３０年度七飯町国民

健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、

原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 次に、認定第３号平成３０年度七飯町後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についての

討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 認定第３号平成３０年度七飯町後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算認定について、原案の

とおり認定すべきものと決することに御異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、認定第３号平成３０年度七飯町後期

高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て、原案のとおり認定すべきものと決しまし

た。 

 次に、認定第４号平成３０年度七飯町介護保

険特別会計歳入歳出決算認定についての討論を

許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 認定第４号平成３０年度七飯町介護保険特別

会計歳入歳出決算認定について、原案のとおり

認定すべきものと決することに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、認定第４号平成３０年度七飯町介護

保険特別会計歳入歳出決算認定について、原案

のとおり認定すべきものと決しました。 

 次に、認定第５号平成３０年度七飯町下水道

事業特別会計歳入歳出決算認定についての討論

を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 認定第５号平成３０年度七飯町下水道事業特

別会計歳入歳出決算認定について、原案のとお

り認定すべきものと決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、認定第５号平成３０年度七飯町下水

道事業特別会計歳入歳出決算認定について、原

案のとおり認定すべきものと決しました。 

 次に、認定第６号平成３０年度七飯町土地造

成事業特別会計歳入歳出決算認定についての討

論を許します。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 認定第６号平成３０年度七飯町土地造成事業

特別会計歳入歳出決算認定について、原案のと

おり認定すべきものと決することに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、認定第６号平成３０年度七飯町土地

造成事業特別会計歳入歳出決算認定について、

原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 次に、認定第７号平成３０年度七飯町水道事

業会計決算認定についての討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 認定第７号平成３０年度七飯町水道事業会計

決算認定について、原案のとおり認定すべきも

のと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、認定第７号平成３０年度七飯町水道

事業会計決算認定について、原案のとおり認定

すべきものと決しました。 

 以上で、討論、採決を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ４時０２分 休憩 

────────────── 

午後 ４時０２分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 次に、報告書のまとめなのですけれども、報

告書については、委員長、副委員長においてま

とめ、２４日の委員会に報告案を提出したいと

思いますが、報告書に記載したい事項を希望す

る委員の発言を求めます。 

 若山委員。 

○若山委員 それでは、３点ほど御検討いただ

きたいと思います。 

 道の駅の防災機能について、その対策が不十

分だなというふうに思われましたので、その点

について記入していただきたいということと、

道の駅の指定管理料について、寄附金その他、

幾らがいいのか含めて、検討いただきたいとい

うようなことというか、ちょっとその点につい

て触れていただければなと思います。 

 あと、学校当の施設のランニングコストを意

識した計画、その辺について触れていただきた

いなというふうに思います。 

 以上です。 

○川村委員長 今、若山委員のほうから、道の

駅の防災機能の対策についてがまず１点。 

 ２点目が、道の駅の指定管理料についてなの

ですけれども、これはどういうふうに載せる

か、それをどういうふうにしたいというか、

ちょっとその中身を再度確認したい。 

 ３点目が、学校のランニングコストについて

は、きょうありました、光熱水費とか、その辺

含めた部分をどういうふうに検証していくかで

すよね、次につなげるという意味で。 

 ３点ですけれども、皆さん、まずどうです

か、以上３点についての内容について。 

 中川委員。 

○中川委員 今出た意見で、１点目、防災の関

係はすんなりわかっていいのですけれども、３

点ともいいと思うのですけれども、２点目と３

点目に関しては、もう少しわかりやすい表現を

出していかないと、後で委員長、副委員長、事

務局で精査でもいいのだろうけれども、大変で

はないかなと思ったのですけれども。 

○川村委員長 若山委員、済みません、２点目

の指定管理料の部分、もうちょっと、どういう

ふうなあれを載せるか、ちょっと中身、もう少

し確認したいなと思っているのですけれども。 

○若山委員 指定管理料については、寄附で戻

すのが本当にいいのかどうかという意見が、七

飯町としては収入になるわけですから、いいわ

けですけれども、本当にそれでいいのかどうか

ということと、果たしてその指定管理料が正し

い試算というか、そういうものだったのかどう

か。２,３００万円がよかったのか、１,０００

万円がいいのか、その辺のところで、もう少し

検証というか、じっくり考えて、結論という
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か、方向性を出していただきたいなという、考

え方としては、寄附しないで、もっと顧客の

サービスに充填してくれという考え方もありま

すし、寄附するぐらいの余裕があるなら、最初

から指定管理は要らないのではないかという考

え方もあって、それについては、どちらが正し

いのか、ちょっと僕個人もはっきりわかりませ

んので、その辺について、町でもう少しじっく

り考えていただきたいというようなことを盛り

込んでもらえればいいのかなとは思ったのです

けれども、ちょっと無理があれば、委員長、副

委員長にお任せします。 

○川村委員長 今、若山委員からの３点につい

ては、報告書のほうに載せるという形で、皆さ

んよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 中身については、副委員長と委員

長のほうでもう少し中身を詰めます。 

 あと。 

 横田委員。 

○横田委員 今の指定管理費のところで、寄附

金をもらうということが妥当かどうかというの

と、もう少し、できたばかりの公社だから、や

はり自己資金をきちっと確実なものにしてから

やるべきでないのかという、それを安易に受け

るというのは余り望ましくないのでないのかと

いうような内容のことを入れていただければと

思うのですけれども、いかがですか。 

○川村委員長 若山委員。 

○若山委員 そういういろいろな考え方がある

ということで、どれが答えとかというわけでは

ないので、その辺について、じっくりもう１回

検討する必要があるのではないかというふうに

まとめていただければいいのかなと思うのです

けれども。 

○川村委員長 あとほかに、報告書に載せたい

という。 

 田村委員。 

○田村委員 ３点ほどあります。 

 審査した中で、流用だとか、それから予備費

が随分散見されたのですけれども、その中で、

特に問題なのは、衛生費、火葬場の焼くときの

油代、これが款項目節の項間というか、款項の

項の部分で流用が１件あった。これは地方自治

法の２２０条で禁止されている。というのは、

各款の間、または各項の間において、相互にこ

れを流用することができないとなっているのだ

けれども、しているわけさ。できないのにもし

ている。ただし書きがあるのだけれども、歳出

予算の各項の経費の金額は、予算の執行上、必

要がある場合に限り云々とあるのだけれども、

原則としてはできないものをやってしまってい

る。いわゆる地方自治法第２２０条において禁

止されているものをやってしまっているとい

う。 

 それから、ほかにも予備費だとか、きょうの

話でも、小学校の話でも、プールの話、予備費

で２０万１,０００円だか、予備費を使っている

のだけれども、私が聞いたのは、５月から７月

の間、峠下、藤城、大中山小のプールのシート

の関係で予備費を使いましたと僕は記憶してい

るのだけれども、５月、７月であれば、当然、

予備費でなくて専決処分ができる。間に合わな

かったと言っているから、それは恐らく通常の

補正では間に合わないのであれば、当然、予備

費を使うことなく、専決処分で幾らでも早くで

きるという、そういう手順というのかな、経理

の手順というのが余りにも、見ると、煩雑です

ね。僕はずさんというふうに思っていたのが、

煩雑というか、非常に枠を外れてきているとい

う、そういう部分では、やはりそこら辺をしっ

かり議会としても指摘していく必要があるので

はないのかなというふうなものがまず１点。 

 それから、町債費と公債費、説明いただいた

のだけれども、町債については、もう事業を余

り考えないから、今の流れでいくのだけれど

も、公債費、返すほうは１３億円が５年間ぐら

いずっと続いていくと、これからね。それだ

け、今１２億円だけれども、さらに１億円上乗

せして続いていくという、こういう経常経費が

どんどんどんどん固定化されていく中で、やっ

ぱりもう少し慎重に財政を考えた運営というの

がやっぱり必要でないかという、これは監査委

員さんも同じだと思うのだけれども、そういう
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ようなものがきょうの説明で感じたと。借りな

ければいいという話ではなくて、返すほうが

やっぱり固定化されると、歳出が制限されてく

るというのは当たり前の話で、やっぱりそこら

辺は慎重に考えていく必要があるのではない

か。 

 それからもう１点は、町道整備の促進という

ことなのだけれども、例えば桜町１５号線だと

か、軍川６号線だとか、上藤城１号線というの

は、平成２２年、２３年に土地を買ったりいろ

いろやって事業を開始しているのだけれども、

いまだかつて完了していない、未完了という、

そういう部分があるので、やっぱりそういうも

のについては、町民サービスというか、そうい

うものに向けてもう少しスピードアップしてい

く必要があるのでないかというようなものもつ

け加えてほしいなというふうに思います。 

 以上です。 

○川村委員長 今、田村委員のほうから、流

用、予備費関係の基本的な使い方ですね、その

辺をもう少し、次回に向けて、正しく計上する

というのですかね、ちょっとその辺がまず１点

と、あと、公債費の金額が、１３億円ぐらいが

５年間続くということで、慎重に返済計画を考

えた上での運営を考えていくと。 

 ３点目が、町道整備が、用地買収等、終わっ

ているにもかかわらず、いまだに完成していな

いところがあるということで、その辺をもう少

し計画的に実行してほしいということで、その

３点については報告書に載せるということで、

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 ほかに。 

 上野委員。 

○上野委員 道の駅の駐車場部分の２カ所につ

いては、借地でもう何十年、２０年とか続けて

いくということになっているのですけれども、

これは本来、公共の施設が借地でずっと続け

て、その後、購入するということになるのかと

思いますけれども、本当に無駄なやり方だとい

うふうに思いますので、住民からもかなり疑義

の声が上がったりしているのですよ。これにつ

いては、もう少し町のほうから改善といいます

か、購入できないかという交渉を、努力をして

みて、それでもどうもというようなことであれ

ば仕方ないですけれども、２０年も借り続ける

というのはちょっと問題あるのでないかと思い

ますので、そういった購入のプッシュといいま

すか働きかけを町が意識的に努力してみる必要

があるのではないかというふうに思いますの

で、その辺、ちょっと触れていただければなと

いうふうに思いました。 

○川村委員長 ただいま上野委員のほうから、

道の駅で、基本的には用地買収でやるというの

が基本なのでしょうけれども、いろいろ地権者

のいろいろな事情もあって、借地で現在借りて

いるという状況なのですけれども、契約した以

降も用地買収に向けた働きかけを行っていただ

くと、あと、今後、他の事業についても、基本

は用地買収をしていくということで、町に対し

ても働きかけをやっていただくというようなこ

とを載せるということで、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 いいですか。 

 ほかに。 

 中川委員。 

○中川委員 今、上野委員のところ、たしか誰

か質疑に出ていたと思うのですけれども、平松

委員か、質疑が出ていたので、逆に質疑のほう

で載せて、まとめではなくて、要は委員からは

こういう意見が出て、町も答えていますよね。

会うたびに何とか早目に買ってもらえるように

みたいなことを答えていたと思うので、質疑の

ほうを載せたほうがいいのかなと思うのですけ

れども。（発言する者あり） 

○川村委員長 上野委員、今、中川委員のほう

からお話あったのですけれども、質疑の中で、

たしかそれについてのやりとりがたしか残って

いるはずなので、その部分を載せるような形で

もよろしいですか。 

 上野委員。 

○上野委員 質疑で町長なりがきちっとそれに

ついてはそういう努力をしますという表現で答
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えているのかどうか、それをちょっと確認…

…。（発言する者あり）質疑の形式で……。

（発言する者あり）質疑はやっていると思いま

すけれども、その答弁が、そういう方向で町が

意思表示をしていればいいですけれども、委員

会として、そういう方向を求めるという表現が

どこかに入っていけば、やり方はいろいろあっ

てよろしいかと……。 

○川村委員長 いろいろ地権者のほうにもたし

か働きかけていくような話もしていたと思うの

で。 

○上野委員 ではそういう形で。 

○川村委員長 よろしいですか。 

 それでは、ほかに。 

 畑中委員。 

○畑中委員 今回、各課調査する中で、事業が

各課にまたがるという部分もありましたので、

いわゆるどこが責任の所在になるのかという部

分も出てきますので、この辺の線引きというの

かな、きちっとしていただきたいなというふう

に思うのですけれども、ありましたよね、何か

そういうの、各課にまたがっていると。都市住

と商工だったか、そういう感じで。（発言する

者あり）そう。そういう感じだろうね。だか

ら、その事業はあっちの課だ、こっちの課だと

いうようでは困るのよ。そこをきちっと線引き

をきちっとしてほしいなと、そういったことを

入れてほしいかな。 

○川村委員長 ただいま畑中委員のほうから、

事業について、各課にまたがる事項があるケー

スもあるみたいなので、基本的にどこに言って

もきちっと責任所在がわかるように、また、各

課でも同じく答えられるような、そういう状況

に持っていくということでよろしいですか。 

 皆さん、その件についても載せる方向でよろ

しいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 副委員長。 

○川上副委員長 なかなか事業を仕分けるとい

うのも難しい場合も出てくるので、例えば商工

観光課で説明員に入ったときに、そこに書いて

いる項目で、自分の担当ではないところの課が

入っているのであれば、一緒に説明員として同

席してもらうと。そして、質問があったとき

は、そのほうに答えてもらうような形ではいけ

ないのかなと思うのですけれども。（発言する

者あり） 

○川上副委員長 暫時休憩いたします。 

午後 ４時１９分 休憩 

────────────── 

午後 ４時３０分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 先ほどの畑中委員の意見に関してなのです

が、私のほうから町のほうに対して、次回に向

けて、その辺、しっかりと、課をまたがっても

きちっと説明できるような体制をきちっととっ

てくれということで、私のほうから申し出する

ということでよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 ほかに。 

 横田委員。 

○横田委員 国保特別会計なのですけれども、

担当課長は、累積赤字は２年間で解消しますよ

と言ったので、それを確実にお願いしたいとい

うのを入れていただきたいなと思うのですけれ

ども、いかがでしょうか。 

○川村委員長 上野委員。 

○上野委員 その理由について、町のほうで

はっきり言わなかったけれども、北海道に移管

してから、町の財政的な負担が減って、かなり

楽になっているのですよ。要するに黒字化して

いるのですよ。それでいくと、あと２年間で今

の６億円近い赤字は解消する見込みだよという

ことを言っているのですよ。だから、それは特

に書かなくてもいいのではないかなと私は…

…。 

○川村委員長 努力目標としては、２年間でなる

べく返すことができるようにということですよ

ね、確実に。（発言する者あり） 

 今、横田委員からの、国保に関して、累積を２

年間でなるべく町としても返還できるように努力

してもらうということを、文面を載せる方向でよ

ろしいでしょうか。 
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（「はい」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 あとほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 よろしいですか。 

 それでは、ただいまの意見等について、委員会

の総意として、委員長、副委員長においてまと

め、２４日の委員会に報告案として提出したいと

思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 御異議ございませんので、２４

日の報告案として提出いたします。 

 お諮りいたします。 

 本日予定しておりました審査は全て終了いた

しました。 

 本日はこれをもって終了したいと存じます

が、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれをもって終了いたしま

す。 

 お疲れさまでした。 

午後 ４時３３分 閉会 
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