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令和元年第４回定例会（第３号） 

 
令和元年１２月１３日（金曜日）午前１０時００分開会   

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

○議事日程 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 議案第６４号 七飯町下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う

関係条例の整備に関する条例の制定について 

 日程第 ３ 議案第６５号 七飯町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について 

 日程第 ４ 議案第６６号 七飯町学校設置条例の一部改正について 

 日程第 ５ 議案第６７号 七飯町公の施設に係る指定管理者の指定について 

 日程第 ６ 議案第６８号 七飯町公の施設に係る指定管理者の指定について 

 日程第 ７ 議案第６９号 七飯町公の施設に係る指定管理者の指定について 

 日程第 ８ 議案第７０号 七飯町公の施設に係る指定管理者の指定について 

 日程第 ９ 議案第７１号 令和元年度七飯町一般会計補正予算（第８号） 

 日程第１０ 議案第７２号 令和元年度七飯町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第１１ 議案第７３号 令和元年度七飯町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 日程第１２ 議案第７４号 令和元年度七飯町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

 日程第１３ 議案第７５号 令和元年度七飯町下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第１４ 議案第７６号 令和元年度七飯町水道事業会計補正予算(第２号） 

 日程第１５ 発議案第１１号 「あおり運転」に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書 

 日程第１６ 発議案第１２号 日米貿易協定に関する意見書 

 日程第１７ 閉会中の委員会活動の承認について 

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

○出席議員（１７名） 
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          ２番  神 﨑 和 枝            ３番  平 松 俊 一 
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────────────────────────────────────────── 

○欠席議員（１名） 

          １番  横 田 有 一 

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

○地方自治法第１２１条の規定により本会議に出席を求めた説明員 

   町       長  中 宮 安 一 

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

○町長の委任を受けたもので出席を求めた説明員 
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    総務部総務財政課長           俉 楼   司     総務部情報防災課長           若 山 みつる 

    総務部政策推進課長           中 村 雄 司     総 務 部 税 務 課 長           広 部 美 幸 
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    民生部環境生活課長           磯 場 嘉 和     民 生 部 福 祉 課 長           村 山 德 收 

   民生部子育て健康支援課長           岩 上   剛     経済部商工観光課長           福 川 晃 也 

   経済部農林水産課長           川 島 篤 実     経 済 部 土 木 課 長           佐々木 陵 二 

   経済部都市住宅課長           寺 谷 光 司     経 済 部 水 道 課 長           笠 原 泰 之  

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

○地方自治法第１２１条の規定により本会議に出席を求めた説明員 

   教 育 長           與 田 敏 樹  

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

○教育長の委任を受けたもので出席を求めた説明員 

    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     学校給食センター長           柴 田   憲 

    スポーツ振興課長           川 崎   元 

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

○農業委員会会長の委任を受けたもので出席を求めた説明員 

   事 務 局 長           田 中 正 彦 

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

○本会議の書記 

   事 務 局 長           関 口 順 子     書       記  妹 尾 洋 兵  

   書       記  佐々木 宏 美 

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

○会議規則第１１６条の規定により指名された会議録署名議員 

         １０番  坂 本   繁           １１番  澤 出 明 宏 

   ────────────────────────────────────────── 
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午前１０時００分 開議 

  ─────────────────── 

開 議 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） ただいまから、令和元年第

４回七飯町議会定例会の本日の会議を開きます。 

 横田有一議員から、本日の会議を欠席する届け

出がありました。 

  ─────────────────── 

 日程第１ 

  会議録署名議員の指名 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員として、 

１０番  坂 本   繁 議員   

１１番  澤 出 明 宏 議員   

以上２議員を指名いたします。 

  ─────────────────── 

 日程第２ 

  議案第６４号 七飯町下水道事業に地方 

公営企業法の規定の全部を適用すること 

に伴う関係条例の整備に関する条例の制 

定について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２ 議案第６４号七

飯町下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を

適用することに伴う関係条例の整備に関する条例

の制定についてを議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 水道課参事。 

○水道課参事（青山栄久雄） それでは、議案第

６４号七飯町下水道事業に地方公営企業法の規定

の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関

する条例の制定について提案説明を申し上げま

す。 

 このたびの整備条例は、平成２７年１月に総務

大臣通知等により国から示された公営企業会計の

適用の推進についてとする通達により、平成２７

年度から平成３１年度、令和元年度までの５年間

で、公営企業会計を導入していない市町村は公営

企業会計に移行するようにという内容の通達で、

人口３万人以上の市町村では、この間に完全に移

行すること、人口３万人未満の市町村も、この間

でできる限り移行されるようにとの国からの要請

でございます。 

 この要請により、当町の下水道事業にも地方公

営企業法を適用し、公営企業会計に移行するため

の準備作業を平成２９年度から進めてまいりまし

たが、今回、このたびの関係整備条例の提案によ

るものでございます。 

 この関係整備条例の概要につきましては、お手

元に配付しております下水道事業の地方公営企業

法適用に伴う例規に整備についてにより、簡単に

御説明したいと思います。 

 議案関連資料を御用意願います。 

 下水道事業の地方公営企業法適用に伴う例規の

整備について。 

 冒頭の１の例規整備の趣旨については説明を省

略させていただきます。 

 ２の例規整備の概要についてとなりますが、下

水道事業に地方公営企業法を適用することに伴

い、公営企業として存立するための組織等に関す

る条例、規則、規程等を合わせて４４本の例規の

整備を行います。下水道事業の形態は公営企業と

なりますが、事業内容としては従前の下水道事業

を承継していくため、例規の内容を大きく改正す

るものではございません。 

 改正の主な内容としては、次の４点が主な内容

となります。 

 ①としまして、関係法令、地方公営企業法、地

方公営企業法施行令等の規定に基づき、条例等に

定めるべき事項を整理し、水道事業と下水道事業

をあわせて公営企業に改めます。 

 その下の説明欄ですが、地方公営企業に適用さ

れる関係法令の規定に基づき、条例または規程等

に定めるべき事項を整理し、水道事業が所管する

例規において、下水道事業に併合可能なものにつ

いては統合することを基本に改正しております。 

 また、制定改廃の対象となる例規の抽出に当

たっては、新たに整理すべき事項のほか、法適用

によって適用除外となる事項など、既存例規の適

用関係を整理することに加え、公営企業への組織

変更に伴い、追随し、改正が必要となる例規、こ
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れは町長部局が所管する職員定数や組織及び事務

分掌に関する条例などについても必要な範囲内で

改正を行っております。 

 次に、②として、条例中、町長を、公営企業、

水道事業と下水道事業の管理者の権限を行う町

長、これを管理者に改めます。 

 地方公営企業法では、公営企業の管理者を置く

ことが原則でありますが、小規模な公営企業にま

で専任の管理者を置くことは、組織の肥大化を招

き、逆に非効率な公営企業となってしまいます。 

 そこで、地方公営企業法第７条ただし書きによ

り、条例で管理者を置かない旨を定めることがで

き、その際には、地方公共団体の長が管理者の権

限を行うこととされております。 

 現在の水道事業及び下水道事業に関係する条例

の中には、七飯町長の権限で行う事務と、公営企

業となった際の管理者の権限で行う事務の２種類

がありますが、七飯町の代表者である町長と管理

者の権限を行う町長のどちらの権限で行う事務で

あるかを明確にするため、前者を町長とし、後者

を事業の権限を行う町長として改正します。これ

は今回の下水道事業のほか、既存の水道事業に関

係する例規もあわせて整理を行っております。 

 次に、③としまして、条例中、規則を規程、企

業管理規程に改めます。規則は、町長や教育委員

会等の行政委員会のみが定めることができ、公営

企業の管理者には規則を制定する権限はございま

せん。そのかわりとして、規程を定めるものと

なっております。 

 下水道事業に関係する条例には、条例の運用を

規則で定める旨の委任規定が規定されております

が、地方公営企業法適用に伴い、同様に規程で条

例の運用の詳細を定めることとしております。こ

れも同じく下水道事業のほか、既存の水道事業に

関係する例規もあわせて整理を行っております。 

 最後に、その他といたしまして、今回整備する

４４本の例規の文言の使い方などを統一化し、例

規の体系を整えるために、条例の題名のほか、必

要な字句の修正や、または条項の整理などを行っ

ております。 

 例規整備の概要は以上のとおりとなりますが、

３の例規の施行期日として、地方公営企業法の規

定を適用する日といたしまして、令和２年４月１

日からとしており、令和２年度の当初予算を初め

組織及び機構、職員の身分などについても、この

日をもって公営企業会計に移行することとなりま

す。 

 それでは、議案にお戻りいただきまして、別冊

の議案関係資料の１ページをお開き願います。 

 第１条関係として、七飯町部設置及び事務分掌

条例の新旧対照表でございます。 

 こちらの改正は、下水道事業に地方公営企業法

の規定の全部を適用することから、改正前は町長

の権限に属する事務として規定している事項を、

改正後は公営企業の管理者の権限に属する事務、

これを公営企業管理者部局と言いますが、これに

所管替えが必要なため、条例から削除するもの

で、第２条第３号中、ケの事項を削ります。 

 次に、第２条関係として、七飯町職員定数条例

の新旧対照表でございます。 

 こちらの改正も同じく、法適用に伴い、町の一

般事務部局、町長部局と、公営企業管理者部局と

の間で職員定数を変更する必要があることから改

正するもので、第１条中、「町長」の次に「、公

営企業」を加え、「及び教育委員会、農業委員会

並びに水道事業」を「、農業委員会及び教育委員

会」に改めます。 

 次に、第２条第１号を次のように改めます。 

 第１号、町長の補助機関の職員、ア、一般事務

部局の職員１５２人。 

 イ、公営企業の職員１２人。 

 次のページで、第２条第５号を削ります。 

 次に、第６条の見出し中、「兼務」を「兼務

等」に改め、同条第１項中、「これを」を「当該

他の事務部局においては」に改め、同条に次の１

項を加えます。 

 第２項、任命権者は、第２条に定める各事務部

局の所掌事務の状況に応じ、必要があると認めた

ときは、他の事務部局の職員を併任させることが

できる。 

 続きまして、第３条関係として、七飯町特別職

非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の新

旧対照表でございます。 

 こちらの改正は、この後、第８条関係で提案い
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たします七飯町水道事業の設置等に関する条例の

一部改正で、公営企業管理者の附属機関として七

飯町公営企業経営審議会を新たに設置することを

規定していることから、その委員の報酬と費用弁

償の額を定めるため改正するもので、３ページの

別表中、４９の項の次に５０の項を加え、区分の

委員名を七飯町公営企業経営審議会委員、報酬額

を日額７,１００円に改めるものでございます。 

 続いて、第４条関係としまして、七飯町特別会

計条例の新旧対照表でございます。 

 法適用に伴い、地方自治法第２０９条第２項に

規定する町長部局の特別会計から、地方公営企業

法第８条に規定する公営企業管理者が原案を作成

する予算に変更する必要があることから、条例か

ら削除するもので、第１条中第４号の会計を削

り、第５号を第４号とします。 

 続いて、第５条関係としまして、七飯町水洗便

所改造等資金融資あっせん条例の新旧対照表でご

ざいます。 

 こちらの改正は、改正前の条例で使用される

「町長」という代表者の文言を、法適用に伴い、

「公営企業の管理者の権限を行う町長」に改める

ことを主な改正としており、また、この改正にあ

わせ、引き続き公共下水道の普及促進を図る必要

があることから、融資する資金の限度額を４５万

円から５０万円に引き上げる制度の拡充を図るも

のであります。 

 第１条中、「町が公共下水道処理区域に住宅を

有する者の」を削り、次のページで、「改造する

ため及び」を「改造しようとする者又は既存の家

屋に新たに」に、「ために要する」を「ものに対

し必要な」に、「町長」を「七飯町公営企業管理

者（以下「管理者」という。）」に、「に関し必

要な事項を定め、もって水洗便所等」を、「によ

り水洗便所及び」に改めます。 

 次に、第２条中、「斡旋対象」を「斡旋の対

象」に、「ため便器、洗浄用具、これに伴う給水

装置及び配水管等を新設する事業、又は」を「工

事及び当該改造工事に併せて行う給排水設備の工

事並びに」に、「事業と」を「工事（以下これら

を「工事」という。）と」に改めます。 

 次に、第３条中、「斡旋の」を「斡旋を」に改

め、同条第１号中、「住宅」を「下水道法（昭和

３３年法律第７９号。以下「法」という。）第２

条第８号に規定する処理区域内にある個人の家

屋」に改め、「改造について」を削り、「者であ

る」を「使用者で、町内に居住している」に改

め、同条第２号中、「及び使用料を完納してい

る」を「水道料金及び下水道事業受益者負担金又

は下水道事業受益者分担金を滞納していない」に

改め、同条第３号中、「、工事費」を「工事費」

に改めます。 

 次に、第４条第１項中、「融資する資金」を

「資金の融資の限度額」に、「水洗化に対して

は」を「水洗便所」に、「４５万円」を「５０万

円」に改め、「１戸」の次に「の家屋」を加え、

「２基まで」を「２基を限度」に改め、同条第２

項中、「または」を「ただし」に改め、「１基」

の次に「まで」を加えます。 

 次に、第５条の見出しを「融資の斡旋条件」に

改め、次のページで、同条中、「資金の融資条

件」を「融資の斡旋の条件」に改め、同条第１号

中、「下水道法（昭和３３年法律第７９号）」を

「法」に、「に規定する期間内に」を「の規定に

より３年以内に工事をするものに対して」に、

「無利子」を「、無利子」に改め、同号に次のた

だし書きを加えます。 

 ただし、３年を経過して工事するものに対して

は、貸付日における取扱金融機関が定める利息の

２分の１とする。 

 次に、第５条第２号を削り、同条第３号中、

「４５ケ月」を「５０月」に改め、同号を同条第

２号とし、同条第４号中、「融資した資金を期限

までに償還しない場合は、」を「融資を受けた者

が支払い期日までに償還金を支払わなかったとき

は、取扱金融機関が定めるところにより」に改

め、同号を同条第３号とします。 

 次に、第６条の見出しを「融資の斡旋申し込

み」に改め、同条中、「町長」を「管理者」に改

めます。 

 次の第７条から第９条までの３条を条文の整理

により次のように改めます。 

 第７条、融資の斡旋。管理者は、前条の申し込

みがあったときは、その内容を審査し、斡旋が適
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当と認められたものについては、取扱金融機関に

対して融資の斡旋を行うものとする。 

 第８条、融資の審査及び通知。取扱金融機関

は、前条の規定により、融資の斡旋を受けた者

（以下「融資対象者」という）について、融資の

審査を行い、その審査結果を速やかに管理者に通

知するものとする。 

 第２項、管理者は、前項の通知に基づき、融資

斡旋の可否を決定し、その結果を融資対象者に通

知しなければならない。 

 第９条、工事の完成及び検査。融資対象者は、

前条の規定により、融資内定の通知を受けた後、

別に定める期間内に工事を完成させ、速やかに管

理者に届け出なければならない。 

 第２項、前項の工事完成の届け出があったとき

は、管理者は所定の検査を行い、工事が適当と認

められたものについては、その旨を取扱金融機関

及び融資対象者に通知するものとする。 

 次に、第１０条中、「交付する」の次に「もの

とする」を加え、第１２条、「により、融資し

た」を「により融資した」に、「町長」を「管理

者」に改めます。 

 次に、第１３条中、「ほか」の次に「、この条

例の施行に関し」を加え、「別に」を「規程で」

に改めます。 

 続いて、第６条関係としまして、七飯町公共下

水道条例の新旧対照表でございます。 

 こちらの改正も同じく、改正前の条例で使用さ

れる「町長」という代表者の文言を、法適用に伴

い、普通地方公共団体の長の権限に基づいて行う

事務と、公営企業の管理者の権限において行う事

務に整理する必要があることから改正するもの

で、目次中、「第１８条」を「第１８条の２」

に、「構造」を「施設に関する構造及び維持管

理」に、「補足」を「雑則」に、「第２９条」を

「第３０条」に、「第３０条」を「第３１条」に

改めます。 

 次に、第１条中、「公共下水道の設置、維持管

理その他の公共下水道の使用」を「町が設置する

公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び

維持管理の基準等」に、「必要な」を「、必要

な」に改めます。 

 次に、第２条、各号については、改正前の条文

に不要な点があることから、これを削除するた

め、全文を次のように改めます。 

 第１号、下水及び汚水、それぞれ法第２条第１

号に規定する下水及び汚水をいう。 

 第２号、排水施設及び処理施設、それぞれ法第

２条第２号に規定する排水施設及び処理施設をい

う。 

 第３号、公共下水道、法第２条第３号に規定す

る公共下水道をいう。 

 第４号、流域下水道、法第２条第４号に規定す

る流域下水道をいう。 

 第５号、終末処理場、法第２条第６号に規定す

る終末処理場をいう。 

 第６号、処理区域、法第２条第８号に規定する

処理区域をいう。 

 次のページとなります。 

 第７号、排水設備、法第１０条第１項に規定す

る排水設備、（屋内の排水管、これに固着する洗

面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し

尿浄化槽を除く。）をいう。 

 第８号、排水設備設置義務者、法第１０条第１

項に規定する排水設備を設置しなければならない

者をいう。 

 第９号、除外施設、法第１２条第１項に規定す

る除外施設ををいう。 

 第１０号、特定事業場、法第１２条の２第１項

に規定する特定事業場をいう。 

 第１１号、水道及び給水装置、それぞれ水道法

（昭和３２年法律第１７７号）第３条第１項に規

定する水道及び同条第９項に規定する給水装置を

いう。 

 第１２号、使用者、下水を公共下水道に排除し

てこれを使用する者をいう。 

 第１３号、使用月、下水道使用料徴収の便宜上

区分されたおおむね一月の期間をいい、その始期

及び終期は水道料金算定の例による。 

 次に、第３条中、「場合」の次に「において」

を、「供用開始」の前に「当該公共下水道の」を

加え、同条ただし書き中、「町長」を「特別の事

情により公営企業の管理者の権限を行う町長（以

下「管理者」という。）」に改めます。 
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 次に、第４条第２号中、「個所」を特定の場所

や限定してそのものを指す「箇所」に、「規則

の」を「規程で」に改め、次のページで、同条第

３号中、「町長」を「管理者」に改め、同条第４

号中、「町長」を「管理者」に、「、次」を

「次」に改めます。 

 次に、第５条第１号中、「、公共ます等」を

「公共ます等」に改め、同条第３号中、「、その

他」を「その他」に、大きい、小さいの「最小限

度」を多い、少ないの「最少限度」に改めます。 

 次のページで、第６条第１項中、「規則」を

「規程」に、「町長」を「管理者」に改め、同条

第２項中、「町長」を「管理者」に改めます。 

 次に、第７条第１項中、「新設等の工事」の次

に「（規程で定める軽微な工事を除く。）」を加

え、「町長」を「規程で定めるところにより管理

者」に、「指定店」を「指定工事業者」に、

「行って」を「、これを行って」に改め、同項た

だし書き中、「町において工事を実施する」を

「特に管理者が必要と認めた」に改め、同条第２

項中、「指定店が」を「指定工事事業者は」に改

め、同条第３項を削ります。 

 次に、第８条第１項中、「行った指定店」を

「行った者」に、「町長に」を「管理者に」に、

「町長の」を「町の職員の」に改め、次のページ

で、同条第２項中、「町長」を「前項の検査をす

る職員」に、「前項」を「同項」に、「行った指

定店」を「行った者」に改めます。 

 次に、第９条及び第１０条中、「町長」を「管

理者」に改め、第１１条第１項第２号中、「水素

指数５を」の空白をとり、「水素指数５を」に改

めます。 

 次に、第１２条第１号中、「同条第３項」を

「同条第４項」に改め、次のページで、同条第９

号中、「第９条の９第１項第４号ただし書き」を

「第９条の１１第１項第４号ただし書き」に、同

条第１０号中、「第９条の９第１項第５号ただし

書き」を「第９条の１１第１項第５号ただし書

き」に改め、同条の次に次の１項を加えます。 

 第１２条の２、除害施設の設置等の届け出。前

条の規定により、除害施設を新設し、改築し、又

は増築しようとする者は、あらかじめその計画に

ついて、規程で定めるところにより、管理者に届

け出なければならない。 

 第２項、前項に規定する届け出を要する者が法

第１２条の３又は第１２条の４に規定する届け出

をしたときは、前項の規定による届け出をしたも

のとみなす。 

 第３項、管理者は、前２項に規定する届け出が

あった場合において、当該除外施設から公共下水

道に排除される下水の水質が前条に定める基準に

適合しないと認めるときは、その届け出に係る計

画内容の変更を命ずることができる。 

 第４項、第１項又は第２項の規定による届け出

をした者は、その届け出が受理された日から６０

日を経過した後でなければ、その届け出に係る除

外施設を新設し、改築し、又は増築してはならな

い。 

 ただし、管理者は、当該届け出の内容が適当で

あると認めるときは、この期間を短縮することが

できる。 

 次に、第１４条第１項中、「規則」を「規程」

に、「遅滞なくその旨」を「、遅滞なく、その

旨」に、「町長」を「管理者」に改めます。 

 次のページで、第１５条第１項中、「第９条の

８」を「第９条の１０」に、「第２項各号」を

「第６号」に、「規則」を「規程」に、「町長」

を「管理者」に改め、同条第２項中、「規則」を

「規程」に、「町長」を「管理者」に改め、同条

第３項に次の後段を加えます。「この場合におい

て、「前項」とあるのは、「第１項又は前項」と

読みかえるものとする。」 

 次に、第１６条第１項、第２項ただし書き及び

第４項中、「町長」を「管理者」に改めます。 

 次のページで、第１７条第１項中、「１００分

の１１０を乗じて得た」を「消費税法（昭和６３

年法律第１０８号）に規定する消費税及び地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方

消費税の額に相当する額を加算した」に、「１０

円未満」を「その額に１円未満」に改め、同条第

２項第１号中、「町長」を「管理者」に改め、同

項第２号を次のように改めます。「水道水以外の

水を使用した場合の使用水量の決定は、第３項の

規定による装置又は使用水量を測定し得る機器が
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あるときはそれにより測定された水量により、そ

れがないときは別に定める基準により、管理者が

認定するところによる。ただし、別に定める基準

により認定することが著しく不適当と認められる

ときは、管理者はその不適当と認められる事実を

勘案して認定することができる。」 

 次に、第１７条第２項第３号中、「併用した」

を「併用する」に、「前２号のそれぞれの使用水

量」を「第１号の水量と前後の水量と」に改め、

同項第４号中、「町長」を「管理者」に改め、同

条中、「第４項」を「第６項」とし、第３項中、

「町長」を「管理者」に、「水を使用する使用

者」を「汚水の量を算定するため、特に必要があ

ると認めるときは使用者」に改め、「所有するポ

ンプ施設その他の」を削り、「水量測定器具を取

りつけさせる」を「計測のための装置を設置す

る」に改め、同項の次に次の２項を加えます。 

 第４項、使用者は、前項の装置を適正に管理し

なければならない。 

 第５項、第２項第１号の使用水量は、七飯町水

道事業給水条例（昭和４７年条例第３号）の規定

によるものとする。 

 次に、第１８条中、「町長」を「管理者」に改

め、同条の次に次の１条を加えます。 

 第１８条の２、処理区域外の使用。管理者は、

処理区域外の下水排除のため、公共下水道を使用

しようとする者に対し、特に必要があり、当該施

設の管理に支障がないと認めたときは、公共下水

道の使用を許可することができる。 

 第２項、前項の規定により許可を受けた者に対

しては、この条例の規定を適用する。 

 次に、第４章の章名中、「構造」を「施設に関

する構造及び維持管理」に改め、次のページで、

第２０条第２号中、「最小限」を「最少限度」に

改め、同条第３号及び第５号中、「規則」を「規

程」に改めます。 

 同じく第２１条第１号中、「規則」を「規程」

に改め、第２２条各号列記以外の部分中、「処理

施設」を「第２０条に定めるもののほか処理施

設」に改め、「第２０条に定めるもののほか」を

削り、同条第２号中、「第２４条において」を

「以下」に、「規則」を「規程」に改めます。 

 次のページで、第２４条第６号中、「規則」を

「規程」に改め、第５章の章名中、「補則」を

「雑則」に、第２５条中、「町長」を「管理者」

に改め、第２７条中、「この条及び次条におい

て」を削り、「町長」を「管理者」に改めます。 

 次に、第２８条第１項中、「町長」を「管理

者」に改め、次のページで、同条第２項中、「町

長は」を「管理者は前条の専用の許可を受けた者

に対して」に、「必要な」を「、必要な」に改め

ます。 

 次に、第３３条を削り、第３２条を第３３条と

し、第３１条を第３２条として、第３０条第７号

中、「第６条第２項前段」の次に「、第１２条の

２」を加え、同条を第３１条とします。 

 次に、第２９条の見出し中、「使用料等」を

「使用料」に改め、同条中、「町長」を「管理

者」に改め、第５章中、同条の次に次の１条を加

えます。 

 第３０条、委任。この条例に定めるもののほ

か、この条例の施行に関し必要な事項は規程で定

める。 

 続いて、第７条関係としまして、七飯町下水道

事業受益者分担金に関する条例の新旧対照表でご

ざいます。 

 こちらの改正も同じく「町長」という代表者の

文言を「公営企業の管理者の権限を行う町長」に

改めることを主な改正としており、また、この改

正にあわせ、受益者分担金を徴収する特定環境保

全公共下水道事業については、排水区域の拡大が

今後予定されていないことから、主とする事業を

現在も継続している流域関連公共下水道事業に置

きかえ、題名及び条文についても受益者負担金を

主とする内容に改正するものであります。 

 題名中、「分担金」を「負担等」に改め、第１

条の見出し中、「目的」を「総則」に改め、同条

中、「この条例は」を「公営企業の管理者の権限

を行う町長（以下「管理者」という。）は、この

条例の定めるところにより」に改め、特定環境保

全公共下水道事業及び」及び「地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２２４条の規定に基づく

受益者分担金及び都市計画法（昭和４３年法律第

１００号）第７５条の規定に基づく」を削り、
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「受益者負担金」の次に「（以下「負担金」とい

う。）及び受益者分担金」を加え、「の徴収」を

「を徴収する」に改め、「に関し、必要な事項を

定める。」を削ります。 

 次に、第２条中、「第４条第２項の規定により

公告される区域」を「事業により築造される公共

下水道の排水区域」に、「分担区域」を「排水区

域」に改め、次のページで、同条ただし書き中、

「地上権」を「管理者は地上権」に、「、又は」

を「又は」に、「使用借主」を「又使用借主」

に、「、当該土地に」を「当該土地に」に、「分

担金」を「負担金」に改め、同条に次の１項を加

えます。 

 第２項、管理者は、排水区域内における土地区

画整理法（昭和２９年法律第１１９号）による土

地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換

地の指定が行われた場合において、必要があると

認めるときは、換地処分が行われたものとみなし

て、前項の受益者を定めることができる。 

 次に、第３条を削り、１９ページにお戻りいた

だきまして、第２条を第３条とし、同条の前に次

の１条を加えます。 

 第２条、用語の定義。この条例において、次の

各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

 第１号、受益者負担金。都市計画事業として実

施する事業に要する費用の一部に充てるため、都

市計画法（昭和４３年法律第１００号）第７５条

の規定に基づき徴収するものをいう。 

 第２号、受益者分担金。特定環境保全公共下水

道事業として実施する事業に要する費用の一部に

充てるため、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２２４条の規定に基づき徴収するものをい

う。 

 新旧対照表の２０ページにお戻りいただきまし

て、第４条の見出し中、「分担区域」を「負担

区」に改め、同条第１項中、「町長」を「管理

者」に、「２以上の分担区に区分できる」を「負

担区を定める」に改め、同条第２項中、「町長」

を「管理者」に、「分担区」を「負担区」に改め

ます。 

 次に、第５条の見出し中、「受益者分担金」を

「各受益者の負担金」に改め、同条中、「分担す

る分担金」を「負担する負担金」に、「次の表に

掲げる分担区の単位分担金額に当該受益者が次

条」を「次条第１項」に改め、「面積」の次に

「別表に定める区分に従い、同表に定める単位負

担金額」を加え、同条の表を削ります。 

 次のページで、第６条第１項中、「町長」を

「管理者」に「分担金」を「負担金」に改め、同

条第２項中、「下水が処理開始されているか、又

は」を「下水道法（昭和３３年法律第７９号）第

２条第８号に定める処理区域となっている区域又

は」に、「処理開始する」を「処理区域となる」

に、「予定されている」を「予定される」に改め

ます。 

 次に、第７条の見出し中、「分担金」を「負担

金」に、同条第３項中、「分担金」を「負担金」

に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中、

「町長」を「管理者」に、「前項」を「第１項」

に、「分担金」を「負担金」に、「当該」を「、

当該」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１

項中、「町長」を「管理者」に、「分担金」を

「負担金」に、「算出された」を「、算出され

た」に改め、同項の次に次の１項を加えます。 

 第２項、前項の負担金の賦課は、前条第１項の

公告の日の翌日から起算して３年を経過した以後

においてはすることはできない。 

 次のページで、第８条の見出し中、「分担金」

を「負担金」に改め、同条中、「町長」を「管理

者」に、「の一」を「のいずれか」に、「におい

て」を「おいては」に、「分担金の」を「負担金

の」に、同条第１号中、「分担金」を「負担金」

に「現に」を「その現に」に、「又は」を「、又

は」に、「地上権」を「地上権等」に、「徴収上

有利」を「適当である」に改め、同条第２号中、

「分担金」を「負担金」に改めます。 

 次に、第９条の見出し中、「分担金」を「負担

金」に改め、「非許可及び」を削り、同条第１項

中、「分担金」を「負担金」に改め、同条第２項

中、「町長」を「管理者」に、「の一」を「のい

ずれか」に、「分担金」を「負担金」に改め、同

項第４号中、「によるほう」を「による生活扶

助」に改め、同項第５号中、「物件」の次に「労
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力」を加え、同項第６号中、「分担金」を「負担

金」に改めます。 

 次のページで、第１１条中、「必要」を「この

条例の施行に関し必要」に、「別に」を「規程

で」に改め、同条を第１４条とします。 

 ２２ページにお戻りいただきまして、第１０条

中、「第６条第１項の規定による」を「第６条

の」に、「うち、新たに受益者となるべき者」を

「一方」に、「町長」を「管理者」に、「届出

た」を送り仮名で「け」をつけた「届け出た」に

改め、同条ただし書き中、「規定に」を「規定に

より」に改め、同条の次に次の３条を加えます。 

 第１１条、規定の準用。負担金の督促及び延滞

金の徴収については、七飯町債権の管理に関する

条例（平成２３年条例第１号）の規定を準用す

る。この場合において、同条例第６条第１項中、

年１４.６％とあるのは、年１４.５％と読み替え

るものとする。 

 第１２条、延滞金の減免。管理者は、受益者が

次の各号のいずれかに該当するときは、延滞金を

減免することができる。 

 第１号、災害により著しく資力を喪失したと認

めたとき。 

 第２号、受益者の責によらない理由により納付

が遅延したとき。 

 第３号、その他納付しなかったことについてや

むを得ない理由があると認めたとき。 

 第１３条、分担金への準用。 

 第３条から前条（第１１条後段を除く。）まで

及び別表の規定は、分担金について準用する。こ

の場合において、これらの規定中、「負担区」と

あるのは「分担区」と、「負担金」とあるのは

「分担金」と読みかえるものとする。 

 附則の次に、次の別表を加えます。 

 別表第５条関係として、改正前の条例第５条で

削除した表と同じ内容となりますが、縦の区切り

に単位負担金額の欄を規定し、横の区切りの項に

それぞれ大沼負担区、１平方メートル当たり１９

５円、七飯第１負担区、１平方メートル当たり２

５０円、七飯第２負担区、１平方メートル当たり

３００円、七飯第３負担区、１平方メートル当た

り３００円、七飯第４負担区、１平方メートル当

たり３００円、七飯第５負担区、１平方メートル

当たり３００円とします。 

 続いて、第８条関係としまして、七飯町水道事

業の設置等に関する条例の新旧対照表でございま

す。 

 こちらの改正は、法適用に伴い、下水道事業の

設置規定等を既存の水道事業の設置等に関する条

例に加え、公営企業として統合することを主な改

正としており、また、この改正にあわせ、公営企

業の料金改定及び経営全般に関する事項を審議す

るための附属機関を設置したいことから改正する

ものであります。 

 題名中、「水道事業」を「公営企業」に改め、

第１条の見出し中、「目的」を「設置」に、同条

中、「いう」の次に「第４条」を加え、「公益企

業の設置及び」を「本町に水道事業及び下水道事

業（以下「公営企業」という）を設置し、」に改

めます。 

 次に、第２条を次のように改めます。第２条、

法の適用。法第２条第３項及び地方公営企業法施

行令（昭和２７年政令第４０３号。以下「政令」

という。）第１条第２項の規定に基づき、下水道

事業に法の規定の全部を適用する。 

 次に、第３条第１項中、「水道事業」を「公営

企業」に、「するよう」を「するように」に改

め、同条第２項中、「給水区域」を「水道事業の

給水区域」に改め、「それぞれ」を削り、次の

ページで同項第１号ア及びイを次のように改めま

す。 

 ア、全部の区域、本町１丁目から本町８丁目ま

で、桜町１丁目から桜町２丁目まで、鳴川１丁目

から鳴川５丁目まで、緑町１丁目から緑町３丁目

まで、大中山１丁目から大中山８丁目まで、大川

１丁目から大川１１丁目まで、字緑町、字飯田

町、字中野、字中島、字豊田及び字鶴野。 

 イ、一部の区域、字本町、字桜町、字鳴川町、

字大中山、字大川、字上藤城、字藤城、字峠下、

字仁山、字大沼町、字上軍川、字軍川、字東大沼

及び字西大沼。 

 次に、第３条第２項第１号ウを削り、同条に次

の１項を加えます。 

 第３項、下水道事業の種別、計画区域面積、計
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画人口とは、次の表のとおりとする。 

 次の表として、左の欄から種別、流域関連公共

下水道、特定環境保全公共下水道とし、横の区切

りの項に、それぞれ計画区域面積を６９７.３ヘ

クタール、１０６ヘクタール、計画人口を２万３

００人、１,２３０人、１日最大計画汚水量を８,

２４７立方メートル、２,１０５立方メートル、

処理施設の名称を函館湾浄化センター、大沼下水

浄化センター、処理方式を両方ともに標準活性汚

泥法とし、１日最大処理能力を函館湾流域下水道

事業計画による処理能力水量、２,２００立方

メートルとします。 

 次のページで、第４条第１項中、「地方公営企

業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）」を

「政令」に、「水道事業」を「公営企業」に改

め、同条第２項中、「水道事業」を「公営企業」

に改め、「の管理者」の次に「の権限を行う町

長」を加え、「経済部」を「公営企業に経済部」

に改めます。 

 次のページの末尾で、第９条第１項及び第２項

第３号中、「水道事業」を「公営企業」に改め、

同条第３項中、「できなかつた」を「できなかっ

た」に改め、同条を第１０条とします。 

 第８条中、「水道事業」を「公営企業」に改

め、同条を第９条とし、第７条中、「水道事業」

を「公営企業」に改め、同条を第８条とし、第６

条中、「水道事業」を「公営企業」に、「あつて

は」を「あっては」に改め、同条を第７条としま

す。 

 次のページで、第５条を次のように改めます。

第５条、特別会計。公営企業に次の各項に掲げる

特別会計を、当該各号に定める事業のため設置す

る。 

 第１号、七飯町水道事業会計、生活用水その他

の上水を町民に供給するための水道事業。 

 第２号、七飯町下水道事業会計、町民の環境衛

生の向上及び公共用水域の水質の保全に資するた

めの下水道事業。 

 第５条の次に次の１条を加えます。 

 第６条、審議会。管理者の附属機関として、七

飯町公営企業経営審議会（以下「審議会」とい

う）を置く。 

 第２項、審議会は、公営企業の運営に関する事

項について、管理者の諮問に応じて答申し、又は

意見を具申するものとする。 

 第３項、審議会は、委員１０人以内をもって組

織する。 

 第４項、委員は、次の各号に掲げる者のうちか

ら管理者が委嘱する。 

 第１号、学識経験者又は有識者。 

 第２号、水道又は下水道使用者。 

 第３号、町の区域内の公共的団体等の代表者。 

 第４号、その他管理者が必要と認める者。 

 第５項、委員の任期は２年以内とする。ただ

し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

 第６項、委員は再任されることができる。 

 第７項、第４項第２号に掲げる委員は、公募す

ることができる。この場合において、当該公募委

員の数は、他の委員との均衡を考慮して定めるも

のとする。 

 新旧対照表の２８ページの中段となります。 

 続いて、第９条関係としまして、企業職員の給

与の種類及び基準に関する条例の新旧対照表でご

ざいます。 

 こちらの改正も、同じく法適用に伴い、下水道

事業の給与規定等を既存の企業職員の給与条例に

加える、統合することを主な改正としており、ま

た、この改正にあわせ、現行条例の条項ずれにつ

いても整理、こちらは整列するための改正をして

おります。 

 題名中、「企業職員」を「七飯町企業職員」に

改め、第１条の見出しを「趣旨」に、同条中、

「企業職員」を「水道事業及び下水道事業に従事

する職員（以下「企業職員」という）」に改め、

基準の次に、「について必要な事項」を加え、

「ことを目的」を「もの」に改めます。 

 次に、第２条第１項中、「もの」の次に「及び

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２

８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占め

る者」を加え、同条第２項中、「あつて」を

「あって」に、「もの」を「全額」に改めます。 

 次に、第３条第１項を次のように改めます。給

料については、職員の職務の種類に応じ、必要な
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種類の給料表を設けるものとする。 

 第３条第２項中、「職務級」を「職務の級」に

改め、同条に次の１項を加えます。 

 第３項、給料表の種類、給料表に定める職務の

級及び号級の数並びに各職務の級における最低の

号級の給料額及び号級間の給料額の差額は、法第

３８条第２項及び第３項の規定の趣旨にしたがっ

て定めなければならない。 

 次に、第４条中、「基づき」の次に「公営企業

の管理者の権限を行う町長（以下「管理者」とい

う）が指定する者について」を加えます。 

 次に、第５条第１項中、「全ての」を削り、同

条第２項中、「前項の扶養親族とは」を「扶養手

当の支給については」に、「ものをいう」を「も

のを扶養親族とする」に改め、次のページで、同

項中、第５号を第６号とし、第４号を第５号と

し、第３号を第４号として、第２号中、「及び

孫」を削り、同号の次に次の１号を加えます。 

 第３号、満２２歳に達する日以後の最初の３月

３１日までの間にある孫。 

 次に、新旧対照表の３３ページをお開き願いま

す。 

 末尾の第１８条の見出し中、「雑則」を「委

任」に改め、同条中、「の定める」を「に定め

る」に、「必要」を「この条例の施行に関し必

要」に、「別に町長が」を「規程で」に改め、同

条を第２１条とします。 

 次に、第１７条の見出し中、「再任用短時間勤

務職員」を「再任用職員等」に改め、同条中、

「、第５条、第５条の２、第７条」を「から第６

条まで」に、「及び第１１条の２」を「、第９条

及び第１３条」に改め、「地方公務員法」の次

に、「第２８条の４第１項、」を、「第２８条の

５第１項」の次に、「若しくは第２８条の６第１

項若しくは第２項又は地方公務員の育児休業等に

関する法律第１８条第１項」を加え、「短時間勤

務の職に」を削り、同条を第２０条とします。 

 次に、第１６条中、「（昭和２５年法律第２６

１号）」を削り、同条を第１９条とし、第１５条

中、「（期末手当及び勤勉手当を除く。）」を削

り、同条に次のただし書きを加え、同条を第１８

条とします。 

 ただし、期末手当及び勤勉手当については、こ

の限りでない。 

 次に、第１４条中、「町長」を「管理者」に改

め、同条を第１７条とし、第１３条第１項中、

「あつた」を「あった」に改め、同条第２項中、

「３歳に満たない」を「小学校就学の時期に達す

るまでの」に改め、「一部」の次に「２時間を超

えない範囲内の時間に限る」を加え、「町長」を

「管理者」に改め、同条を第１６条とします。 

 次に、第１２条の２中、「勤務時間」を「在職

期間」に、「応じて」を「応じ、かつ企業の経営

状況を考慮して」に改め、同条を第１５条としま

す。 

 次に、第１２条中、「応じて」を「応じ、かつ

企業の経営状況を考慮して」に改め、同条を第１

４条とします。 

 次に、第１１条の２中、「、管理職手当」を

「管理職手当」に、「支給される職員」を「支給

されている職員（次項において「管理職員」とい

う）」に、「臨時」を「、臨時」に改め、「短時

間勤務時間条例第３条第１項第４条及び第５条の

規定に基づく」を削り、「週休日」の次に「（勤

務時間を割り振らない日をいう。以下同じ）」を

加え、同条に次の１項を加え、同条を第１３条と

します。 

 第２項、前項に規定する場合のほか、管理職員

が災害への対処その他臨時又は緊急の必要によ

り、週休日等以外の日の午前０時から午前５時ま

での間であって、正規の勤務時間以外の時間に勤

務した場合には管理職員特別勤務手当を支給す

る。 

 新旧対照表の３１ページで、第１１条中、「そ

の間」を「、その間」に改め、同条を第１２条と

します。 

 次に、第１０条第１項中、職員の勤務時間、休

暇等に関する条例（平成６年条例第１８号。以下

「勤務時間条例」という。）第９条に規定する休

日をいい、勤務時間条例第１０条の規定により代

休日」を「（国民の祝日に関する法律（昭和２３

年法律第１７８号）に規定する休日（以下「祝日

法による休日」という。）及び年末年始の休日、

（１２月３１日から翌年の１月５日までの日をい
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い、祝日法による休日を除くをいい、、代休日」

に、「当たっても」を「当たっても」に改め、同

条第２項中、「休日等」を「休日勤務手当は休日

等」に、「には正規の勤務時間中に」を「に対し

て当該」に改め、同条を第１１条とします。 

 次に、第９条を第１０条とし、第８条中、「町

長」を「管理者」に改め、同条を第９条とし、第

７条を第８条に改めます。 

 次に、第６条第１項第１号中、「、その」を

「その」に、「あつて」を「あって」に改め、同

項第２号中、「企業職員の給与実施に関する規程

（昭和５１年規程第３号）」を「規程」に、「あ

つて」を「あって」に改め、同項第３号中、「あ

つて」を「あって」に改め、同条に次の１項を加

え、同条を第７条とします。 

 第２項、通勤手当の額は、職員の給与に関する

条例（昭和２４年条例第７号）第９条の４第２項

に規定する額とする。 

 次に、第５条の２中、「次の各号に掲げる職員

に」を「自ら居住するため住宅を借り受け、家賃

は支払っている職員（管理者が指定するものを除

く。）に対して」に改め、同条各号を削り、同条

を第６条とします。 

 新旧対照表の３４ページとなります。 

 続いて、第１０条関係としまして、七飯町水道

事業の剰余金の処分等に関する条例の新旧対照表

でございます。 

 こちらの改正も同じく法適用に伴い、下水道事

業の剰余金の処分等に関する規定等を既存の水道

事業の剰余金の処分等条例に加える、統合するこ

とを主な改正としているもので、題名中、「水道

事業」を「公営企業」に改め、第１条中、「七飯

町水道事業」を「七飯町水道事業及び下水道事業

（以下「公営企業」という。）」に、「水道事

業」を「公営企業」に、「もって水道事業」を

「もって公営企業」に改めます。 

 次に、第２条第１項中、「水道事業」を「公営

企業」に改めます。 

 新旧対照表の３５ページとなります。 

 続いて、第１１条関係としまして、七飯町水道

事業給水条例の新旧対照表でございます。 

 こちらの改正は、第６条関係で提案しました七

飯町公共下水道条例の一部改正と同様に、町長と

いう代表者の文言を普通地方公共団体の長の権限

に基づいて行う事務と公営企業の管理者の権限に

おいて行う事務に整理する必要があることから改

正するもので、目次中、「第３９条」を「第３７

条」に、「第４０条、第４１条」を「第３８条、

第３９条」に、「第７章補則第（４２条）」を

「第７章補則第（４０条）、第８章罰則第４１

条、第４２条」に改めます。 

 次に、第１条の見出しを「（趣旨）」に改め、

同条中、「条例は」の次に、「法令その他別に定

めがあるもののほか」を加え、「その他の」を

「その他」に、「ことを目的」を「もの」に改め

ます。 

 次に、第２条を次のように改めます。第２条、

給水区域。水道事業の給水区域は、七飯町公営企

業の設置等に関する条例（昭和５１年条例第８

号）第３条第２項に定める区域とする。 

 次に、第３条中、「配水管」を「需要者に水を

供給するために配水管」に改め、次のページで、

第４条中、「の２種類」を「に掲げるとおり」に

改め、同条第２号を第３号とし、同条第１号中、

「１戸」を「１世帯」に改め、同号の次に次の１

号を加えます。 

 第２号、共用給水装置。２世帯又は２カ所以上

で供用するもので、公営企業の管理者の権限を行

う町長（以下「管理者」という。）が指定するも

の。 

 次に、第５条中、「修繕、（水道法（昭和３２

年法律第１７７号。以下「法」という。）第１６

条の２第３項の厚生労働省令で定める給水装置の

軽微な変更を除く。）を削り、「撤去」の次に

「（以下「給水装置の新設等」という。）」を、

「者は」の次に、「管理者の定めるところによ

り」を加え、「町長に申し込み」を「管理者に申

し込み」に改め、同条に次の１項を加えます。 

 第２項、管理者は、前項の規定による申し込み

があった場合において、必要があると認めるとき

は、利害関係人の同意書又はこれにかわる書類の

提出を求めることができる。 

 次に、第６条の見出し中、「新設等」を「給水

装置の新設等又は修繕」に改め、同条中、「の新
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設、改造、修繕又は撤去」を「の新設等、または

修繕」に、「当該給水装置の新設、改造、修繕又

は撤去」を「給水装置の新設等又は修繕をしよう

と」に改め、同条ただし書き中、「町長」を「管

理者」に改めます。 

 次に、第７条第１項中、「給水装置の新設、改

造、修繕又は撤去の工事」を「給水装置工事」

に、「町長」を「管理者」に、「法第１６条の２

第１項」を「水道法（昭和３２年法律第１７７

号。以下「法」という。）第１６条の２第１項」

に改め、次のページで、同条第３項中、「町長は

第１項の工事」を「第１項及び前項の規定により

管理者が給水装置工事」に、「必要と認める」を

「利害関係人その他の者から異議の申し立てがあ

る」に、「当該工事の申し込みをした者に、当該

工事に関し利害関係がある者の同意書等の同意書

等の提出を求めることができる」を「給水装置の

新設等または修繕をしようとする者の責任におい

て処理するものとする」に改め、同項を同条第４

項とし、同条第２項中、「指定給水装置工事事業

者」を「前項の規定により指定給水装置工事事業

者」に、「前項の工事、修繕に係る工事を除く」

を「給水装置工事」に、「あらかじめ」を「給水

装置の新設等をしようとする者があらかじめ」

に、「町長」を「管理者」に改め、同項の次に次

の１項を加えます。 

 第３項、給水装置の修繕。（法第１６条の２第

３項ただし書きの厚生労働省令で定める給水装置

の軽微な変更を除く。）を行ったときは、速やか

に管理者に届け出なければならない。 

 次に、第８条第１項中、「町長」を「管理者」

に改め、「水道メーター」の次に、「（以下

「メーター」という。）」を加え、「に使用す

る」を「の給水装置に用いようとする」に改め、

同条第２項中、「町長」を「管理者」に、「への

給水管への取り付け工事」を「に給水管を取りつ

ける工事」に、「排水管への取り付け口」を「当

該取り付け口」に、「水道メーター」を「メー

ター」に、「条件について」を「条件を」に改め

ます。 

 次に、第９条第１項中、「町長」を「管理者」

に、「１００分の１１０を乗じて得た額（１０円

未満」を「消費税法（昭和６３年法律第１０８

号）に規定する消費税及び地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）に規定する地方消費税の額に相

当する額を加算した額（その額に１円未満」に改

め、次のページで、同条第２項中、「同項の工事

費の費用に町長が別に定める額」を「その費用」

に改め、同条第３項中、「町長」を「管理者」に

改めます。 

 次に、第１０条第１項中、「町長」を「管理

者」に改め、「工事施行前の」を削り、「特に認

める」を「その必要がないと認める工事」に改

め、同条第２項中、「町長」を「管理者」に改め

ます。 

 次に、第１１条中、「工事費の概算額は、町

長」を「前条第１項の概算額を一括して納入でき

ないものは、同項の規定にかかわらず、管理者」

に、「受けたときは」を「受けて」に改めます。 

 次に、第１２条中、「町長が給水装置」を「管

理者が、給水装置」に、「場合は、その」を「場

合における当該給水装置の所有権移転の時期は、

当該給水装置工事の」に、「なるまで町長が」を

「当該給水装置の所有権を留保し、その間給水装

置の」をなったときとし、その」に、工事申込

者」を、「当該工事の工事費が完納になるまでの

間においても工事申込者」に改めます。 

 次に、第１３条第１項中、「町長」を「管理

者」に改め、同条第２項を次のように改めます。 

 第２項、前項の規定により、管理者が給水装置

を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込

者は管理者にその損害を賠償しなければならな

い。 

 次に、第１４条第１項中、「町長」を「管理

者」に、「よつて」を「よって」に改め、同条第

２項中、「工事費はその必要を生じさせたもの」

を「場合において、その工事に要する費用は原因

者」に改めます。 

 次に、第１５条第１項中、「、この」を「こ

の」に、「制限又は」を「制限し、又は」に改

め、同条第２項中、「制限又は」を「制限し、又

は」に改め、同条第３項中、「あつても町はその

責」を「あっても町はその責め」に改めます。 

 次に、第１６条中、「あらかじめ町長に」を
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「管理者が定めるところにより、あらかじめ管理

者に給水を」に改め、第１７条の見出しを「（給

水装置の所有者の代理人）」に改め、同条中、

「町長が必要と認める」を「管理者において必要

があると認めた」に改めます。 

 次のページで、第１８条第１項中、「町長」を

「管理者」に改め、同項第２号中、「認める」を

「認めた」に改め、同号を同項第３号とし、同項

第１号の次に次の１号を加えます。 

 第２号、給水装置を供用するもの。 

 次に、第１８条第２項中、「町長」を「管理

者」に改め、第１９条の見出し中、「水道メー

ター」を「メーター」に改め、同条第１項中、

「水道メーター（以下「メーター」という。）」

を「町のメーター」に、「町長」を「管理者」に

改め、同条第２項中、「、給水装置」を「給水装

置」に、「町長」を「管理者」に改めます。 

 次に、第２０条第１項中、「町長」を「管理

者」に改め、同条第２項中、「管理者の」を削

り、同条第３項中、「前項の規定による」を、

「水道使用者等が、前項の」に、「怠つた」を

「怠った」に、「、メーター」を「メーター」

に、「その損害」を「町にその損害額」に改めま

す。 

 次に、第２１条第１項中、「町長」を「管理

者」に改め、同項中第４号を第６号とし、第３号

を第５号とし、第２号を第４号として、第１号の

次に次の２号を加えます。 

 第２号、水道の使用を中止するとき。 

 第３号、中止している水道の使用を再開すると

き。 

 次のページで、第２１条第２項中、「町長」を

「管理者」に改め、同項第１号、第２号及び第４

号中、「あつた」を「あった」に改めます。 

 次に、第２２条第２項中、「町長」を「管理

者」に「町職員」を「職員」に改め、第２３条第

１項中、「管理者の」を削り、「、水が」を「水

が」に、「、給水装置」を「給水装置」に、「町

長」を「管理者」に改め、同条第２項ただし書き

中、「町長」を「管理者」に、「がこれを負担す

ることがある」を「において、その費用の負担を

することができる」に改め、同条第３項中、「怠

つた」を「怠った」に改めます。 

 次のページで、第２４条第１項中、「町長」を

「管理者」に、「あつた」を「あった」に改め、

同条第２項中、「実費」を「実費額」に改めま

す。 

 次に、第２５条に次の１項を加えます。 

 第２項、共用給水装置によって水道を使用する

者は、料金の納入について連帯責任を負うものと

する。 

 次に、第２６条中、「１００分の１１０を乗じ

て得た額（１０円未満」を「消費税法に規定する

消費税額、消費税及び地方税法に規定する消費税

額の額に相当する額を加算した額（その額に１円

未満」に改めます。 

 次に、第２７条第１項中、「町長」を「管理

者」に、「その日」を「その使用水量をもって定

例日」に改め、「算定する」の次に「ものとす

る」と加え、同項ただし書き中、「と認めた」を

削り、「町長」を「管理者」に、「これを変更す

る」を「定例日以外の日にメーターの検針を行

い、その使用水量をもって給料日の属する月分と

して算定する」に改めます。 

 次に、第２８条中、「町長」を「管理者」に改

め、同条第１号中、「あつた」を「あった」に改

める。同条第２号中、「不明な」を「不明の」に

改め、次のページで、同条第３号を次のように改

めます。 

 第３号、共用給水装置により水道を使用すると

き。 

 第２８条に次の１号を加えます。 

 第４号、その他管理者が必要と認めるとき。 

 第２９条に次の１項を加えます。 

 第３項、２世帯以上にメーターを供用して水道

を使用するときは、管理者において使用水量及び

料金を認定して算定する。 

 次に、第３０条第１項中、「、一時的」を「一

時的」に、「町長が定める」を「水道の使用の申

し込みの際に管理者が定める」に改め、同条ただ

し書き中、「町長」を「管理者」に改めます。 

 次に、第３１条第２項及び第３項ただし書き

中、「町長」を「管理者」に改め、第３２条中

「合計額（」の次に「その額に」を加え、「際」
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を「際に」に改め、次のページで、同条ただし書

き中、「町長」を「管理者」に、「申込後」を

「申込後に」に改め、同条第１号中、「以内で町

長」を「以内の額で管理者」に改め、同条第３号

中、「町長」を「管理者」に改めます。 

 次に、第３２条の２第１項中、「町長」を「管

理者」に「、工事負担金」を「工事負担金」に改

め、同条第２項中、「町長」を「管理者」に、

「１００分の１１０を乗じて得た額（」を「消費

税法に規定する消費税及び地方税法に規定する地

方消費税の額に相当する額を加算した額（その額

に」に改めます。 

 次に、第３３条中、「町長」を「管理者」に、

「よつて」を「よって」に改め、第３４条第１項

並びに第３５条第１項及び第２項中、「町長」を

「管理者」に改めます。 

 次に、第３６条中、「町長」を「管理者」に、

「次の」を「水道の使用者が次の」に改め、同条

第１号及び第２号中、「水道の使用者」を「水道

使用者等」に改め、同条第３号中、「、汚染」を

「汚染」に、「、又は」を「又は」に改めます。 

 次に、第３７条の見出し中、「切り離し」を、

送り仮名の「り」を除いた「切離し」に改め、同

条中、「町長」を「管理者」に改め、次のページ

で、同条第１号中、「所有者が９０日以上所在不

明」を「所有者の所在が１年以上不明」に、「水

道」を「給水装置」に、「ないとき」を「いない

とき」に改め、同条第２号中、「あつて」を

「あって」に改め、同条に次の２項を加えます。 

 第２項、管理者は、前項の規定により給水装置

を切り離そうとするときは、あらかじめ給水装置

の所有者にその旨を通知し、当該通知を発した日

から３０日を経過したときでなければ給水装置の

切り離しを行うことができない。この場合におい

て、所有者の所在が不明であることなどの理由に

より通知できないときは、公示をもって通知にか

えることができる。 

 第３項、給水装置の切り離し後、再使用の申し

込みがあった場合は、給水装置に接続する費用は

申込者の負担とする。 

 次に、第３８条及び第３９条を、条項の整理に

より削ります。 

 次のページで、第４０条第１項及び第２項中、

「町長」を「管理者」に改め、第６章中、同条を

第３８条とします。 

 次に、第４１条第２項中、「別に」を「管理者

が別に」に改め、第６章中、同条を第３９条とし

ます。 

 次に、第４２条中、「この」を「この条例に定

めるもののほか、この」に、「町長が規程で」に

改め、第７章中、同条を第４０条とします。 

 最後に、第７章の次に、次の１章を加えます。 

 第８章、罰則。 

 第４１条、過料。町長は、次の各号のいずれか

に該当する者に対し、５万円以下の過料に処す

る。この場合において、次の各号のいずれかに該

当する事由が継続する間、給水を停止し、当該停

止により損害があったときは、これを賠償させる

ことができる。 

 第１号、第５条第１項の承認を受けないで給水

装置の新設等をした者。 

 第２号、正当な理由がなくて第１９条第２項の

メーターの設置、第２７条の使用水量の計量、第

３４条の検査又は第３６条の給水の停止を拒み、

若しくは妨げた者。 

 第３号、第２３条第１項の給水装置の管理義務

を著しく怠った者。 

 第４号、第２６条の料金又は第３２条の手数料

の徴収を免れようとして、詐欺その他不正な行為

をした者。 

 第５号、敷設消火栓を消防又は消防の演習以外

に使用した者。 

 第４２条、料金を免れた者に対する過料。 

 町長は、詐欺その他不正な行為によって第２６

条の料金または第３２条の手数料の徴収を免れた

者に対し、その徴収を免れた金額の５倍に相当す

る金額（当該５倍に相当する金額が５万円を超え

ないときは５万円とする。）以下の過料に処す

る。 

 議案にお戻りいただきまして、附則の前の第１

２条となります。 

 最後に、七飯町下水道設置条例の廃止でござい

ます。 

 この条例の廃止は、第８条関係で提案しました
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七飯町水道事業の設置等に関する条例の一部改正

で法の適用を受ける公営企業として下水道事業を

規定したことから、設置規定等が重複することに

より廃止するもので、第１２条、七飯町下水道設

置条例（昭和６３年条例第２１号）は廃止する。 

 最後に、附則としまして、第１項、施行期日と

して、この条例は、令和２年４月１日から施行す

る。 

 次に、第２項、調整規定として、この条例及び

地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関

係条例の整備に関する条例、これは昨日議決をい

ただいた整備条例となりますが、令和２年条例第

号に同一の条例の規定についての改正規定がある

場合において、当該改正規定が同一の日に施行さ

れるときは、当該条例の規定は地方公務員法及び

地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関

する条例によってまず改正され、次いでこの条例

によって改正されるものとする。 

 次に、第３項、七飯町特別会計条例の一部改正

に伴う経過措置として、第４条の規定による改正

前の七飯町特別会計条例第１条第４号に規定する

七飯町下水道事業特別会計（次項において「下水

道事業特別会計」という）の令和元年度の収入及

び支出並びに同年度の決算については、なお従前

の例による。 

 次に、第４項、会計の承継として、この条例の

施行の際、下水道事業特別会計に属する権利及び

義務は、第８条の規定による改正後の七飯町公営

企業の設置等に関する条例第５条第２号に規定す

る七飯町下水道事業会計に帰属するものとする。 

 次に、第５項、七飯町水洗便所改装等資金融資

あっせん条例の一部改正に伴う経過措置として、

この条例の施行の日（以下「施行日」という）前

に、第５条の規定による改正前の七飯町水洗便所

改造等資金融資あっせん条例の規定により、町長

に対してされている申請、その他の手続及び当該

申請、その他の手続に対して町長からなされた処

分、その他の行為は、施行日以後は、この条例の

相当規定により、公営企業の管理者の権限を行う

町長（以下「管理者」という）に対してされた申

請、その他の手続及び当該申請、その他の手続に

対して管理者からなされた処分、その他の行為と

見なす。 

 第６項、第５条の規定による改正後の七飯町水

洗便所改造等資金融資あっせん条例の規定は、施

行日以後に融資あっせんの申し込みがあった資金

から適用し、同日前に融資あっせんの申し込みが

あった資金についてはなお従前の例による。 

 次に、第７項、七飯町公共下水道条例の一部改

正に伴う経過措置として、施行日前に第６条の規

定による改正前の七飯町公共下水道条例（次項に

おいて「改正前の条例」という）の規定により、

町長に対してされている申請、その他の手続及び

当該申請、その他の手続に対して町長からなされ

た処分、その他の行為は、施行日以後はこの条例

の相当規定により管理者に対してされた申請、そ

の他の手続及び当該申請、その他の手続に対して

管理者からなされた処分、その他の行為とみな

す。 

 第８項、施行日前にした改正前の条例に違反す

る行為に対する罰則の適用については、なお従前

の例による。 

 次に、第９項、七飯町下水道事業受益者分担金

に関する条例の一部改正に伴う経過措置として、

施行日前に第７条の規定による改正前の七飯町下

水道事業受益者分担金に関する条例の規定によ

り、町長に対してされている申請、その他の手続

及び当該申請、その他の手続に対して町長からな

された処分、その他の行為は、施行日以後は、こ

の条例の相当規定により、管理者に対してされた

申請、その他の手続及び当該申請、その他の手続

に対して管理者からなされた処分、その他の行為

とみなす。 

 第１０項、施行日の前日までに下水道法第４条

第１項の規定による認可を受けた排水区域に係る

負担金又は分担金の徴収猶予及び減免について

は、第７条の規定による改正後の七飯町下水道事

業受益者負担等に関する条例（次項において「改

正後の条例」という）第８条及び第９条の規定に

かかわらず、なお従前の例による。 

 第１１項、改正後の条例の規定は、施行日以後

に納期限が到来する町税以外の収入金に係る延滞

金について適用し、同日前に納期限の到来する町

税以外の収入金に係る延滞金については、なお従
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前の例による。 

 最後に、第１２項、七飯町下水道設置条例の廃

止に伴う経過措置として、施行日前に第１２条の

規定による廃止前の七飯町下水道設置条例の規定

によりされた行為であって、第８条の規定による

改正後の七飯町公営企業の設置等に関する条例の

規定に相当の規定があるものは、当該条例の相当

規定によりなされた行為とみなす。 

 提案説明は以上でございます。 

 また、このたびの改正にあわせて、条項の整理

や字句の修正などもあわせて改正させていただき

ましたことを御理解願います。 

 以上で、説明を終わります。よろしく御審議の

ほどお願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） 暫時休憩いたします。 

午前１１時０８分 休憩 

────────────── 

午前１１時１９分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 議案第６４号七飯町下水道事業に地方公営企業

法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の

整備に関する条例の制定についての質疑を許しま

す。 

 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） 今回、二つのものを一つに

合わすということで、大変な努力があったのかな

と思うのですが、確認をしたいことがあります。

これは、例えばこういうことを専門になさってい

る業者のほうに外注された経緯があるのか、それ

とも、当職員が全部一字一句つくり上げたものな

のか、そこの確認をしたいのが１点と、この概要

の趣旨の中に、公営企業会計に移行することによ

り、下水道事業の効率化と事業のコスト削減を図

ることができるというふうに書いているのですけ

れども、細かい話はまた別な場面でする機会があ

るかと思うのですけれども、何か前よりも、結構

細かいことをやらなければだめだというふうな表

現が随分あちこちに出ていると思うのですが、こ

の辺はどうだったのでしょうね。今までわりとわ

かりづらい、担当者によって判断が異なるような

ことがあったので、今回はそういうものがはっき

りわかるようにしたと、こういうことが入ってい

るのかどうか、効率化なのか、わかりやすくした

のか、この点の回答をちょっと求めたいと思いま

す。 

○議長（木下 敏） 水道課参事。 

○水道課参事（青山栄久雄） まず、委託という

か、これは条例の整備に関して委託に出したかど

うかということだと思うのですけれども、これは

一応委託というよりは、一つの業務を通して委託

には出しておりますけれども、その委託の内容

は、資産の整理が主な内容で、委託に関しては、

タイトルを拾ってきたとか、そういうものがあっ

ただけなことから、これは全部私のほうで条例改

正を行っております。条例については１２本なの

ですけれども、全部合わせては４４本の規程、規

則を改正、整備をしております。 

 次に、効率化、コスト削減というようなお話で

すけれども、これまでのまず予算についてお答え

しますと、今までは町長部局と言ったら変ですけ

れども、一般会計などと同じく、地方自治法に基

づいた予算ですので、歳入歳出、これはいわゆる

現金主義の単式簿記というものを採用しておりま

して、単純に歳入と歳出の差額を載せるという

か、決算だったのが、これからは企業会計、複式

簿記、発生主義というものを採用しますので、そ

れに伴って、例えば損益計算書、財務諸表になり

ますけれども、損益計算書を作成する、貸借対照

表を作成するというように、より企業に近づいた

経営、経理を求められるようになります。 

 ここでこれを法的化する目的と効果というもの

をちょっと簡単に御説明したいと思いますけれど

も、下水道事業は特別会計を設けて経費の負担区

分を明確にした上で、独立採算制を基礎とする経

営が求められております。今後ですけれども、人

口減少に伴い、使用料収入の減少や施設の老朽化

に伴い、更新事業の増大など、経営環境が今後ま

すます厳しくなるものと予想されます。 

 そこで、これを取り入れる効果としましては、

まず、損益取り引きと資本取り引きとの区分、発

生主義、複式簿記の採用などにより、経営成績や

財務状況、これは資産などが明確になることに

よって、経営状況を明確化にまずしようとする点
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と、資産情報の正確な把握により、適正に将来の

更新事業、これは今まで過去、下水道事業につい

ては、特環下水道は昭和５０年から事業開始、公

共下水道事業については昭和５６年度から事業開

始して、それぞれ平成元年と平成４年に供用開始

をしております。 

 この間、多くの下水道整備に要した投資、費用

があります。これらを減価償却という形により資

産を期間損益により配分して、これがいつ、どの

時点で更新がされるかというものを、今後はより

計画的に予測、計画をすることが可能になるかと

思います。 

 さらに、この損益状況が明確になるため、職員

の経営意識、例えばコスト削減につながるとか、

収入確保の努力に努めるなどの向上が期待される

かと思います。 

 また、町民に対しても、こちら、損益計算書や

貸借対照表などの財務書類をつくることによっ

て、わかりやすく今後はお伝えすることができる

かと思います。 

 さらに、損益計算書を通して作成される減価償

却計算により、これらの今までかかっていたコス

トというものが、大体これまでも出していたので

すけれども、今後はより正確なコストというもの

があらわされることによって、それで適切な下水

道使用料の設定も可能になるかと考えられます。 

 以上が、考えられる効果もしくはコスト削減へ

の取り組みになるかと思われますので、そのよう

に御答弁いたします。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） 趣旨はよくわかるのです。

私は、できるだけ町内に居住している方からはき

ちんとお金をとれるような、そういうことでス

タートしたいという思いはよくわかるのですが、

例えば、１点だけ細かい話をさせてもらいます

と、関係資料の４ページの中の第３条、これの

（１）の改正前が、改正後のところで条文が追加

されていますね。この（１）につけ足された条

文、真ん中から後ろなのですけれども、町内にそ

ういう不動産を持っていらっしゃる所有者の同意

を得た使用者で町内に居住していることと、わざ

わざ町内に住んでいる方ではないとということを

指定しましたけれども、町内に住んでいなくて

も、借りている人がお金を払ってくれるのだった

ら、それはそれでよかったのではないかと思うの

ですけれども、これなら、逆に俺は住んでいない

から払わないわと言われる可能性があるのではな

いかなとか思ったのですけれども、ちょっと何カ

所かこういうものが出てきているので、余り細か

い話はできないのですけれども、その辺の趣旨

で、もう少し何か全体的に企業としてやっていき

やすい文面をつくるべきだったところがあるのか

なと思うのですが、もしこの先、修正できる機会

とかがあるのでしたら、そういうのはどうなので

しょう、もうこれで修正できないということに

なってしまうのでしょうか。 

○議長（木下 敏） 水道課参事。 

○水道課参事（青山栄久雄） 今、４ページ、こ

れは水洗便所改造等資金の利子補給の関係で、こ

れは町内に居住していることとなっていますけれ

ども、こちら、住んでいる方に対してなので、こ

の不動産が、例えば別の建物、別のところに住ん

でいる所有者であったとしても、町内に居住して

いる方に恩恵が受けられるような利子補給制度で

ございますので、さらにこれは下水道使用者から

いただいた料金をもとに利子補給されるものであ

るから、今回、このような改正案とさせていただ

きました。 

 これで改正で終わりかどうかということですけ

れども、今、これ、原案を提出している状況です

ので、これについてちょっとお答えするのは…

…。 

○議長（木下 敏） 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） では、これが原案だから、

修正はできないということなのですね。と解釈し

ていいのですか。 

○議長（木下 敏） ちょっと平松議員に申し上

げます。 

 今、一部改正で、まだ議決していないですし、

議会は修正する能力も持っているのは、あなたも

議員を長くやっているから御存じだと思うのです

けれども、それで、これは議会運営委員会でも詳

細な審査が必要だということで、経済産業常任委
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員会に付託すると。その付託の中で、もし不備が

ある場合には、議会としてはこうしてほしいとい

うことは可能なので、それを理事者に聞くという

のはおかしい話であって、修正するようなものを

提案するということはないので、根本的に。わか

りますか。だから、そういう発言をするという自

体が好ましくない。 

○３番（平松俊一） 修正できるということでい

いのですよね。 

○議長（木下 敏） 先ほども申しているとお

り、それを理事者に問うというのは、議会が修正

するのであって、悪いところは。だから、それを

修正できるのですよねというのを理事者に答弁を

求める自体がまずいのでないのですかということ

を私は言っているのです。 

○３番（平松俊一） わかりました。 

 終わります。ありがとうございます。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ございません

か。 

 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） １点だけです。形式的な

ものですけれども、「よって」とか「あって」と

か、「つ」を小さく修正するというのがたくさん

出てきたのですけれども、一番初めの七飯町職員

定数条例新旧対照表の２ページ目になるのですけ

れども、６条のところにも、同じ「あつて」とい

うのが載っていまして、これは漏れたのか、それ

とも何か特別なあれなのか、ちょっとそこだけ。 

○議長（木下 敏） 水道課参事。 

○水道課参事（青山栄久雄） これは１条から１

２条までで、１条から前段のほうは、ちょっとあ

れですけれども、町長部局側のほうで作成されて

いる条例で、後半のほうは公営企業管理者部局の

ほうに適用される条例になりますので、私のほう

では後半のほうについての「あつて」もしくは

「怠つた」というのは直してきましたけれども、

これはここで字句の修正で直すことも考えられま

すけれども、私は必要の範囲内でしか修正、改正

を加えていないということで御理解いただければ

と思います。後半の部分については、これは昭和

４７年とか、古い条例なものですから、どういう

経過で「あつて」、「あって」、今は、最近は

「あって」、ただ、国の法律でも「あつて」と

か、そういうものが多く存在していますので、こ

れはあえて直すかどうかについては別かと思われ

ますので、今は正しく直してきているというよう

な状況で御理解いただければと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議案となっております議案第６４号七

飯町下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を

適用することに伴う関係条例の整備に関する条例

の制定については、詳細な審査を要することか

ら、経済産業常任委員会に付託し、あわせて閉会

中の継続審査としたいと思いますが、これに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、経済産業常任委員会に付託

し、あわせて閉会中の継続審査とすることに決定

いたしました。 

  ─────────────────── 

 日程第３ 

  議案第６５号 七飯町印鑑の登録及び証 

明に関する条例の一部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第３ 議案第６５号七

飯町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正

についてを議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 住民課長。 

○住民課長（清野真里） それでは、議案第６５

号七飯町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部

改正について提案説明申し上げます。 

 このたびの改正は、成年被後見人等の権利の制

限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行に伴う印鑑登録証明事務

処理要領の一部改正についての通知により、成年

被後見人における印鑑登録を可能とするための取

り扱いに伴う規定の整備を行うものでございま

す。 
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 それでは、議案関係資料の４９ページの資料、

七飯町印鑑の登録及び証明に関する条例新旧対照

表をごらん願います。 

 見出し、登録資格のところの第２条第２項第２

号中、「成年被後見人」を「意思能力を有しない

者（前号に掲げる者を除く。）」に改めるもので

ございます。 

 次の見出し、登録印鑑のところの第６条第３項

中、「記録されている」を「記載（法第６条第３

項）の規定により、磁器ディスク（これに準ずる

方法により、一定の事項を確実に記録しておくこ

とができるものを含む（以下同じ。））をもって

調整する住民票にあっては、記録（以下同じ。）

が記載されている」に改めるものでございます。 

 次の見出し、印鑑登録原票のところの第７条第

１項第３号中、（法第６条第３項の規定により磁

器ディスク（これに準ずる方法により一定の事項

を確実に記録しておくことができるものを含む。

以下同じ。））をもって調整する住民票にあって

は、記録（以下同じ。）」を削り、同項第７号

中、「記録されている」を「記載がされている」

に改めるものでございます。 

 それでは、議案に戻っていただきまして、附則

といたしまして、この条例は、令和元年１２月１

４日から施行するものでございます。 

 提案説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 議案第６５号七飯町印鑑の登録及び証明に関す

る条例の一部改正について、原案のとおり可決す

ることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第４ 

  議案第６６号 七飯町学校設置条例の一 

部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第４ 議案第６６号七

飯町学校設置条例の一部改正についてを議題とい

たします。 

 提案説明を求めます。 

 学校教育課長。 

○学校教育課長（竹内圭介） それでは、議案第

６６号七飯町学校設置条例の一部改正について提

案説明申し上げます。 

 このたび提案いたします七飯町学校設置条例の

一部改正については、大沼地区の小中学校を統合

し、新たに９年制の義務教育学校を設置すること

から、廃校となる大沼小学校、軍川小学校、東大

沼小学校、大沼中学校の４校を削除し、新たに設

置する大沼岳陽学校を加えるものでございます。 

 また、大沼小学校、大沼中学校の分校である鈴

蘭谷分校についても、それぞれ本校が閉校するこ

とから、各分校を削除し、新たに設置する大沼岳

陽学校の分校として加えるものでございます。 

 改正内容については、議案関係資料の５１ペー

ジの新旧対照表により御説明申し上げます。 

 第１条中、「第２条第２項」を「第２条第１

項」に、「及び中学校」を「、中学校及び義務教

育学校」に改め、本則に次の１条を加えます。 

 義務教育学校、第４条、義務教育学校の名称及

び位置は、別表第３のとおりとする。 

 次に、別表第１、小学校の表中、大沼小学校の

項、大沼小学校鈴蘭谷分校の項、軍川小学校の項

及び東大沼小学校の項を削り、次のページになり

ます。別表第２表、中学校の表中、大沼中学校の

項及び大沼中学校鈴蘭谷分校の項を削り、別表に

次の表を加えます。 

 別表第３（第４条関係）、義務教育学校、名称

は大沼岳陽学校、位置は、七飯町字上軍川１８０

番地２。 

 次の項として、大沼岳陽学校鈴蘭谷分校、七飯

町字西大沼８番地１。 

 議案に戻っていただきまして、附則として、こ

の条例は、令和２年４月１日から施行するもので
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ございます。 

 提案説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 議案第６６号七飯町学校設置条例の一部改正に

ついて、原案のとおり可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） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第５ 

  議案第６７号 七飯町公の施設に係る指 

  定管理者の指定について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第５ 議案第６７号七

飯町公の施設に係る指定管理者の指定についてを

議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（川崎 元） それでは、議

案第６７号七飯町公の施設に係る指定管理者の指

定について提案説明申し上げます。 

 七飯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等

に関する条例第４条の規定により指定管理者の候

補者を選定いたしましたので、地方自治法第２４

４条の２第６項の規定に基づき議会の議決を求め

るものでございます。 

 １の指定管理者に管理を行わせる公の施設の名

称及び位置でございますが、施設は２カ所ござい

まして、一つは七飯町パークゴルフ場七飯コー

ス、施設の位置は、亀田郡七飯町本町２丁目１４

０番１でございます。 

 二つ目は、七飯町パークゴルフ場大中山コー

ス、施設の位置は、亀田郡七飯町大川１１丁目３

４７番地１でございます。 

 ２の指定管理者となるべき団体の住所、名称及

び代表者氏名でございますが、住所は亀田郡七飯

町鳴川１丁目６番１８号、名称は、グリーンＰＧ

サービス株式会社、代表者氏名は、代表取締役、

大森章吾氏でございます。 

 ３の管理を行わせる期間でございますが、令和

２年４月１日から令和５年３月３１日までの３年

間でございます。 

 続いて、議案関係資料５３ページの資料４、指

定管理者選定経過概要をごらんください。 

 指定管理者の選定経過について御説明申し上げ

ます。 

 表の上段が、項目、年月日、施設名となってお

りまして、施設名の最初の列が七飯町パークゴル

フ場でございます。 

 項目の条例改正議案提出及び条例改正議案可決

については、更新のため、不要となっておりま

す。 

 次に、公募開始でございますが、本年８月１日

に公募を開始し、８月１６日に公募説明会を開催

いたしました。説明会には、グリーンＰＧサービ

ス株式会社の１団体が参加しております。その

後、応募登録の申し込み期限の８月２６日までに

グリーンＰＧサービス株式会社の一団体が登録

し、９月２７日の申請書提出期限までにグリーン

ＰＧサービス株式会社が指定管理者指定申請を提

出してございます。 

 １０月１０日に選定委員会を開催し、グリーン

ＰＧサービス株式会社から提出された書類及びヒ

アリングにより審査を行い、評価した結果、評価

点は５００点満点中４０６.０点という結果を受

けて、このたびの指定管理者の候補者として選定

し、今回提案させていただくものでございます。 

 また、今回御提案申し上げます令和元年度一般

会計補正予算に関係予算として指定管理料の債務

負担行為、３カ年で総額２,３８５万６,０００円

を計上しております。 

 以上、簡単でございますが、提案説明とさせて

いただきます。よろしく御審議のほどお願い申し

上げます。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許します。 
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 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） 今、説明いただいているの

ですけれども、この指定管理者の、公募なのです

か、これ。公募という形で行っているのかという

ことが一つです。というのは、参加者、指名に参

加したのが１社しかないということなのですが、

対象として考えられるのは、近隣のまちの業者も

含めて対象と考えたのかどうか、それが１点で

す。 

 それから、今回、評価点というのが出されてお

ります。この場合は４０６.０点ということです

けれども、５００点満点に対してのということな

のですが、この評価点というのはどのようにして

つけられるものなのか。そしてまた、この評価点

に関して、基準があって、何点以上でなければな

らないとか、そういう基準を設定しておられるの

か、この２点について、ちょっとお伺いいたしま

す。 

○議長（木下 敏） スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（川崎 元） ３点の御質問

だったと思いますが、まず、指定管理者の公募か

どうかということですけれども、こちらについて

は公募とさせていただいております。 

 それと、対象業者につきましては、一応まずは

町内の団体優先ということになるのですけれど

も、一応一般的に町のスポーツセンターに募集要

項を置いたり、ホームページで公募の募集を行っ

ております。 

 それと、評価点、こちらにつきましては、どの

ようにしてということなのですが、庁舎内の関係

職員によります選定委員会、こちらで１１項目に

分けまして、そこで採点していくということでご

ざいます。今回の場合、１社ですので、点数でど

うなるかということなのですが、採決方式になり

まして、それについては、７割以上点数が入らな

いと、その選定委員会では選定されないというこ

とになります。ですから、７割ですから、３５０

点以上のものでないと採用にならないということ

になります。 

 説明については以上になります。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 私のほうからは、

指定管理の選定委員会につきましては政策推進課

のほうで所管してございますので、評価点の関係

の部分、若干補足させていただきたいと思いま

す。 

 ５００点満点中ですけれども、まず、配分され

ているのが、２００点は金額によるものでござい

ます。もともと公募時における金額を下回ったも

のにつきましては２００点満点で計算されます。

また、５００点のうち３００点は内容による審査

のもので、先ほどスポーツ振興課長から答弁あっ

たとおりでございます。５００点満点中、３５０

点以上のものについては、この基準を満たしてい

るというところでございます。ただ、基準を満た

しているからということではなくて、内容全てを

もって、今後３年間お願いできるかということを

総括的に考えて、採決方式ということで選定させ

ていただいているというところでございますの

で、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） この評価点をつけるのが、

庁舎内のそういう委員会ということなのですが、

実際、このパークゴルフをやっている人たちの評

価というのは反映されないような形に感じるので

すが、その辺についてどうなっていますか。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 利用者の意見等に

つきましては、毎年、業務状況評価ということ

で、こちらの評価を実施してございます。利用者

の方の声を聞いた中で、そういった部分を所管す

る担当課のほうでその事業について評価をさせて

いただいているというところで、利用者の声も聞

かせていただいた中での評価ということでござい

ますので、御理解のほどどうぞよろしくお願いい

たします。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 議案第６７号七飯町公の施設に係る指定管理者

の指定について、原案のとおり可決することに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第６ 

  議案第６８号 七飯町公の施設に係る指 

  定管理者の指定について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第６ 議案第６８号七

飯町公の施設に係る指定管理者の指定についてを

議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） それでは、議案第６８

号七飯町公の施設に係る指定管理者の指定につい

て御説明申し上げます。 

 七飯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等

に関する条例第４条の規定により指定管理者の候

補者を選定したので、地方自治法第２４４条の２

第６項の規定に基づき議会の議決を求めるもので

ございます。 

 初めに、１として、指定管理者に管理を行わせ

る公の施設の名称及び位置でございますが、

（１）として、施設の名称は、屋内ゲートボール

場すずらんコート、施設の位置は、亀田郡七飯町

本町２丁目９６番地１。 

 （２）として、施設の名称は、屋内ゲートボー

ル場ひまわりコート、施設の位置は、亀田郡七飯

町字大川３８７番地１でございます。 

 次に、２として、指定管理者となるべき団体の

住所、名称及び代表者氏名でございますが、住所

は亀田郡七飯町本町２丁目２２番１４号、名称

は、すずらんコート利用者の会、代表者氏名は、

会長、小林規彦のりひこ氏でございます。 

 次に、３として、管理を行わせる期間でござい

ますが、令和２年４月１日から令和５年３月３１

日までの３カ年でございます。 

 続いて、議案関係資料５３ページ、資料４、指

定管理者選定経過概要をご覧ください。 

 選定経過でございますが、本年８月１日に公募

を開始し、８月１６日に公募説明会を開催いたし

ました。説明会には、すずらんコート利用者の会

１団体が参加してございます。その後、応募登録

の申し込み期限である８月２６日まですずらん

コート利用者の会が登録し、９月２１日の申請書

提出期限までにすずらんコート利用者の会が指定

管理者指定申請を提出してございます。 

 １０月１０日に選定委員会を開催し、提出書類

及びヒアリングによる審査を行い、評価した結

果、５００点満点中３８９.１点の評価であった

ことから、指定管理者の候補者として選定し、今

回提案させていただいたものでございます。 

 また、今回、議案第７１号で御提案申し上げま

す令和元年度一般会計補正予算（第８号）に関係

予算として指定管理料の債務負担行為で、３年間

総額１５０万円を計上しております。 

 提案説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 議案第６８号七飯町公の施設に係る指定管理者

の指定について、原案のとおり可決することに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第７ 

  議案第６９号 七飯町公の施設に係る指 

  定管理者の指定について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第７ 議案第６９号七
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飯町公の施設に係る指定管理者の指定についてを

議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） それでは、議案第

６９号七飯町公の施設に係る指定管理者の指定に

ついて提案説明いたします。 

 七飯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等

に関する条例第４条の規定により指定管理者の候

補者を選定しましたので、地方自治法第２４４条

の２第６項の規定に基づき議会の議決を求めるも

のでございます。 

 初めに、指定管理者に管理を行わせる公の施設

の名称及び位置でございますが、施設の名称は、

七飯町大沼国際交流プラザ、施設の位置は、亀田

郡七飯町字大沼町８５番地１５でございます。 

 次に、指定管理者となるべき団体の住所、名称

及び代表者氏名でございますが、住所は亀田郡七

飯町字大沼町２１１番地、名称は、一般社団法人

七飯大沼国際観光コンベンション協会、代表者氏

名は、代表理事、小泉真氏でございます。 

 次に、管理を行わせる期間でございますが、令

和２年４月１日から令和５年３月３１日までの３

カ年となってございます。 

 続きまして、議案関係資料５３ページ、資料

４、指定管理者選定経過概要をごらんください。 

 選定経過の概要でございますが、本年８月１日

に公募を開始し、８月１６日に公募説明会を開催

いたしました。説明会には、一般社団法人七飯大

沼国際観光コンベンション協会の参加がございま

した。その後、応募登録の申し込み期限である８

月２６日までに１団体が登録し、９月２７日の申

請書提出期限までに一般社団法人七飯大沼国際観

光コンベンション協会が指定管理者指定申請書を

提出してございます。 

 １０月１０日に選定委員会を開催し、提出書類

及びヒアリングにより審査を行い、評価した結

果、５００点満点中４０９.９点の評価点となっ

たことから、指定管理者の候補者として選定し、

今回提案させていただいたものでございます。 

 また、今回御提案申し上げます令和元年度一般

会計補正予算（第８号）に関係予算として指定管

理料の債務負担行為、３年間で総額５,８２３万

９,０００円を計上してございます。 

 提案説明は以上でございます。よろしく御審議

のほどお願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 議案第６９号七飯町公の施設に係る指定管理者

の指定について、原案のとおり可決することに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第８ 

  議案第７０号 七飯町公の施設に係る指 

  定管理者の指定について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第８ 議案第７０号七

飯町公の施設に係る指定管理者の指定についてを

議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） それでは、議案第

７０号七飯町公の施設に係る指定管理者の指定に

ついて提案説明いたします。 

 七飯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等

に関する条例第４条の規定により指定管理者の候

補者を選定しましたので、地方自治法第２４４条

の２第６項の規定に基づき議会の議決を求めるも

のでございます。 

 初めに、指定管理者に管理を行わせる公の施設

の名称及び位置でございますが、施設の名称は、

道の駅なないろ・ななえ、施設の位置は、亀田郡

七飯町字峠下３８０番地２でございます。 

 次に、指定管理者となるべき団体の住所、名称

及び代表者氏名でございますが、住所は亀田郡七
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飯町字峠下３８０番地２、名称は、一般社団法人

七飯町振興公社、代表者氏名は、代表理事、山川

俊郎氏でございます。 

 次に、管理を行わせる期間でございますが、令

和２年４月１日から令和５年３月３１日までの３

年間でございます。 

 続きまして、議案関係資料５３ページ、資料

４、指定管理者選定経過概要をごらんください。 

 選定経過の概要でございますが、本年８月１日

に公募を開始し、８月１６日に公募説明会を開催

いたしました。説明会には、一般社団法人七飯町

振興公社の参加がございました。その後、応募登

録の申し込み期限である８月２６日までに１団体

が登録し、９月２７日の申請書提出期限までに一

般社団法人七飯町振興公社が指定管理者指定申請

書を提出してございます。 

 １０月１０日に選定委員会を開催し、提出書類

及びヒアリングにより審査を行い、評価した結

果、５００点満点中４２３.６点の評価点となっ

たことから、指定管理者の候補者として選定し、

今回提案させていただいたものでございます。 

 また、今回御提案申し上げます令和元年度一般

会計補正予算（第８号）に関係予算として指定管

理料の債務負担行為、３カ年で総額６,６５９万

７,０００円を計上してございます。 

 提案説明は以上でございます。よろしく御審議

のほどお願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許します。 

 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） それでは、何点か確認と

いうことで、この最後に載っているポイントが４

２３.６ということで、非常に高い点数になって

いますけれども、この振興公社の前回のポイント

がもしわかれば教えていただきたいということ

と、パークゴルフ場、ゲートボール場、交流プラ

ザ、全部そうなのですけれども、公募と言いなが

ら、１社しか応募がないということについて、厳

正な手続で進めているので問題があるとは思わな

いのですけれども、依頼する側からすると、同じ

人がやってくれるのがありがたいとは思うのです

けれども、はたから見ると、何かもう決まってい

るのではないかとか、そういうニュアンスを与え

るようなことに関して、ちょっと１社だけとい

う、何社かあってこちらがというようなことがあ

れば一番いい形なのでしょうけれども、その辺に

ついて、ちょっとどのようにお考えなのか、聞か

せていただきたいなと思います。 

 それと、ここのなないろ・ななえについては、

今回、９月の決算特別委員会でいろいろお話が

あったときに、申請書の内容の中に、指定管理料

についてはもらわないでもやりたいというような

ニュアンスの申し出があったというような形が

あったのですけれども、今回もそのようなやりと

りがこの段階であったのか、あるいはこれからの

打ち合わせなのか、その点。 

 それと、指定管理料、債務負担行為が６,６０

０万円ということであれば、１年間２,２００万

円ぐらいなので、去年、今年の指定管理料とほぼ

同額、端数が若干違うかもしれないですが、ほぼ

同額なのですけれども、これについては非常にい

い決算内容の振興公社に対して、同じ額でいいの

かどうかというか、今ここで議論するのかどうか

わからないのですけれども、ちょっとその辺のと

ころを御説明いただければと思います。 

○議長（木下 敏） 暫時休憩いたします。 

午後 ０時０３分 休憩 

────────────── 

午後 １時００分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 議案第７０号七飯町公の施設に係る指定管理者

の指定についての質疑を続けます。 

 若山議員に対する答弁より入ります。 

 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） では、御質問に御

答弁させていただきます。 

 まず、前回の評価点数につきましては、前回が

４０８.４点でございます。 

 それから、指定管理の公募で１社となったこと

につきましては、指定管理者の公募につきまし

は、条例、規則等に基づきまして、先ほど御提案

申し上げましたとおり、指定管理者選定経過概要

のとおり、定められた手続を進めてまいった結

果、応募が１社であったと。しかしながら、１社
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でありましても、必ずしも選定されるというよう

なものではなくて、提出書類やヒアリングで審査

をした結果でございますので、御理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

 それから、指定管理料についてでございます。

公の施設の維持管理に必要とされる金額を見積

もったのが指定管理料ということになってござい

ます。例えば、平成３０年度は道の駅の指定管理

料は２,３６８万４,０００円でございました。そ

して、今回が２,２１９万９,０００円、大体１５

０万円程度の減額となってございます。こちらの

管理料につきましては、あくまでも限度額として

設定をしてございますので、毎年度の協定時にお

いて、この範囲内で定めていくということになっ

てございます。 

 それから、道の駅の指定管理での黒字部分につ

いてでございます。これにつきましては、平成３

０年度は寄附ということになりましたが、このこ

とにつきましても、決算状況等に応じて、それら

の黒字部分が有効に活用できるように協議をして

いくという考えでおりますので、御理解願いま

す。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） そうすると、決算内容に

よっては寄附もあり得るというか、管理者がその

ような申し入れというか、打ち合わせがあるとい

うことでよろしいのでしょうか。あくまでもこち

らでそういう定めだというわけではなくて、決ま

りがあるわけではないのであれなので、もしそう

いう状況では寄附もまたあり得ますよというやり

とりというか協議の内容ですよということで考え

てよろしいのでしょうか。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） 大変申しわけござ

いません。先ほどの答弁に漏れてございました。

今回、指定管理者の応募に当たりまして、その提

案の中身に寄附という形も提案の中に出てきてお

りますので、それも含めて、決算状況等確認し

て、有効に活用していくように協議をするという

ことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 議案第７０号七飯町公の施設に係る指定管理者

の指定について、原案のとおり可決することに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第９ 

議案第７１号 令和元年度七飯町一般会

計補正予算（第８号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第９ 議案第７１号令

和元年度七飯町一般会計補正予算（第８号）を議

題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、議案第

７１号令和元年度七飯町一般会計補正予算（第８

号）について御説明申し上げます。 

 このたびの補正は、第１条、規定予算の総額に

歳入歳出それぞれ１億８,９１４万７,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１１８億

８,９９７万３,０００円とするものでございま

す。 

 第２条、繰越明許費の追加は、第２表によるも

のでございます。 

 第３条、債務負担行為の追加は、第３表による

ものでございます。 

 第４条、地方債の追加及び変更は、第４表によ

るものでございます。 

 それでは、１１ページの歳出から提案説明申し

上げます。 

 ２款総務費１項６目電算管理費は、電算管理費
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として、旅費はコンビニ証明用端末の更新に伴

い、東京で試験を行う必要があるため、一般職旅

費６万円の追加、需用費は、サーバーのハード

ディスク２台が故障したことによる交換修繕のた

め、事務用機器修繕料１６万円の追加、委託料

は、大沼の小学校の統合に伴い、学籍システム改

修が必要なことから、総合行政情報システム改修

委託料６３万８,０００円の追加、負担金、補助

及び交付金は、北海道が主体となっている電子自

治体共同システム運用保守業務と北海道自治体セ

キュリティクラウド運用保守負担金が消費税率引

き上げに伴い増額となったため、共同システム等

運用負担金２万３,０００円の追加、事業合計８

８万１,０００円の追加。光ケーブル設置管理費

として、負担金、補助及び交付金は、光ケーブル

移設による負担金の予算不足が見込まれるため、

光ケーブル等移設工事負担金７１万５,０００円

の追加、電算管理費合計１５９万６,０００円の

追加。 

 １０目交通安全対策費は、交通安全対策費とし

て、報償費は、七飯町高齢者運転免許証自主返納

支援事業の実施に伴い、当初見込みを上回る申請

があったため、高齢者運転免許証自主返納報償費

３５件分、７０万円の追加、交通安全指導車管理

費として、需用費は、交通安全指導車のマフラー

が腐蝕しており、修繕が必要なことから、自動車

修繕料１５万円の追加、交通安全対策費合計８５

万円の追加。 

 １１目交流推進費は、海外交流派遣事業及び三

木町姉妹都市提携２０周年記念事業が終了したこ

とから、報償費から使用料及び賃借料まで合わせ

て４２万９,０００円の減額。 

 ２項徴税費１目税務総務費は、税務総務費課税

として、賃金は、確定申告受け付け臨時職員賃金

として１４３万６,０００円の追加、需用費は、

消耗品費として税制改正に伴う法規追録、購入の

ための予算が不足していることから２万円の追

加、償還金利子及び割引料は、３月末決算の法人

町民税確定申告において過年度還付金の発生が見

込まれるため１００万円の追加、税務総務費合計

２４５万６,０００円の追加。 

 ３項１目戸籍住民基本台帳費は、戸籍窓口に備

え付けているＩＣ旅券用交付窓口端末機の更新が

必要なことから、委託料は、ＩＣ旅券用交付窓口

端末機保守委託料７万２,０００円の追加、備品

購入費は、ＩＣ旅券用交付窓口端末機購入費３２

万８,０００円の追加、事業合計４０万円の追

加。 

 ４項２目選挙執行費は、町議会議員選挙執行費

として、本年４月執行の町議会議員選挙執行に伴

う経費が確定したことから、報酬から負担金、補

助及び交付金まで合わせて４４２万３,０００円

の減額。 

 ３款民生費１項１目社会福祉総務費は、地域福

祉連携活動費として、委託料は、社会福祉協議会

に委託している地域要援護者支え合い事業の実績

見込みにより、委託料３５万３,０００円の追

加、地域貢献ポイント制度委託料は、各種ボラン

ティア活動の増加に伴い３１万１,０００円の追

加、事業合計６６万４,０００円の追加。 

 ２目高齢者福祉費は、長寿敬老事業費として、

今年度の事業が完了したため、報償費は、百歳到

達者祝金１０万円の減額、敬老祝品代７万２,０

００円の減額、合わせて１７万２,０００円の減

額、高齢者在宅サービス事業費として、備品購入

費は、緊急通報装置１台の購入費として９万８,

０００円の追加、高齢者支援費として、扶助費は

好日園等の施設入居者の増加及び介護サービス対

象入居者の増加に伴い、高齢者施設入居措置費は

８４２万４,０００円の追加、介護保険特別会計

繰出金は、執行見込みにより、介護保険特別会計

繰出金４２２万４,０００円の追加、福祉介護車

管理費として、需用費は、自動車修繕料５万円の

追加、高齢者福祉費合計１,２６２万４,０００円

の追加。 

 ３目高齢者医療助成費は、高齢者医療助成費と

して、負担金、補助及び交付金は、北海道後期高

齢者医療広域連合療養給付費負担金変更決定に伴

い１,３２３万８,０００円の減額、繰出金は、北

海道後期高齢者医療広域連合事務費負担金変更決

定及び保険基盤安定負担金確定に伴い３２５万

２,０００円の減額、高齢者医療助成費合計１,６

４９万円の減額。 

 ４目障がい者福祉費は、障がい者福祉費とし
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て、扶助費は、生活介護の利用者数の増加、就労

継続支援Ｂ型等の利用日数の増加、児童発達支

援、放課後等デイサービス等の利用日数の増加に

より、介護給付等費は２,７２３万８,０００円の

追加、障がい児通所給付費は、執行見込みにより

２,５２４万２,０００円の追加、事業合計５,２

４８万円の追加。地域生活支援事業費として、扶

助費は給付件数の増加による執行見込みにより、

日常生活用具給付費３４７万３,０００円の追

加、障がい者福祉費合計５,５９５万３,０００円

の追加。 

 ５目障がい者医療助成費として、役務費は決算

見込みにより障がい者医療助成費の調査支払い手

数料１４万３,０００円の追加。 

 ６目社会福祉施設費は、授産施設指定管理費と

して、備品購入費は、ぽぽろ館で長年使用してい

る丸のこ盤の自動カンナに不具合が生じており、

修繕ができないことから、買いかえるため、作業

用機械購入費４４万４,０００円の追加。 

 ２項１目児童福祉総務費は、児童手当支給費と

して、扶助費は、決算見込みにより児童手当９９

８万５,０００円の減額、償還金利子及び割引料

は、児童手当交付金前年度精算に伴う返還金６０

万円の追加、事業合計９３８万５,０００円の減

額。大中山複合施設事業費として、役務費は、事

業完了により完了検査手数料４万１,０００円の

減額、工事請負費は、事業完了により旧大中山公

民館解体工事２３１万７,０００円の減額、事業

合計２３５万８,０００円の減額。 

 ３目児童等医療助成費は、ひとり親家庭等医療

助成費として、扶助費は、決算見込みによりひと

り親家庭等医療助成扶助費５４５万４,０００円

の追加。 

 ４款衛生費１項２目予防費は、母子保健対策費

として、扶助費は、受給者数が増加傾向にあるた

め、養育医療扶助費３９万円の追加、成人保健対

策費として、委託料は、受診者数か増加している

ため、後期高齢者保健受診委託料３２万６,００

０円の追加、同様に、子宮がん検診委託料は、２

４３万６,０００円の追加、事業合計２７６万２,

０００円の追加。 

 ３目環境衛生費は、有害鳥獣対策費として、委

託料は、ヒグマ捕獲用箱檻の執行見込みにより鳥

獣捕獲用箱檻製作委託料２万２,０００円の減

額、使用料及び賃借料は、執行見込みにより、研

修会会場使用料３万５,０００円の減額、事業合

計５万７,０００円の減額。有害鳥獣対策車管理

費として、役務費は、自動車損害保険料１万９,

０００円の減額、使用料及び賃借料は、入札執行

残により自動車借上料６０万６,０００円の減

額、事業合計６２万５,０００円の減額。火葬場

及び墓地管理費として、需用費は、火葬炉での使

用の前年度実績を踏まえた執行見込みにより、燃

料費（灯油）は３５万１,０００円の追加、電気

料は１０万３,０００円の追加、委託料は、執行

見込みにより火葬場草刈り委託料１０万円の減

額、工事請負費は、執行見込みにより火葬場霊台

車耐火物張りかえ工事３万３,０００円の減額、

事業合計３２万１,０００円の追加。環境衛生費

合計３６万１,０００円の減額。 

 ４目環境保全対策費は、自然環境保全事業費と

して、委託料は、入札執行残により、河川水質検

査委託料１０万円の減額、苅間川の浄化エリア草

刈り委託料は、ヨシの繁茂状況により、直営で実

施したため、８万５,０００円の減額、事業合計

１８万５,０００円の減額。生活環境対策事業費

として、今年度の事業が完了したことから、委託

料は、空き地雑草刈取委託料１６万８,０００円

の減額、蜂駆除委託料１２万円の減額、事業合計

２８万８,０００円の減額。 

 ５目保健センター管理費は、役務費は、本年１

０月からの幼児教育保育無償化に伴う連絡が多く

なっていることから、執行見込みにより、電話料

２万８,０００円の追加。 

 ６款農林水産業費１項２目農業総務費は、農業

総務費として、負担金、補助及び交付金は、執行

残により、道南肉用牛振興協議会負担金２,００

０円の減額、渡島地区家畜自営防疫組合推進協議

会負担金２,０００円の減額、事業合計４,０００

円の減額。 

 ３目農業振興費は、農業支援対策事業費とし

て、負担金、補助及び交付金は、七飯町野菜生産

出荷組合は設立から５０年を迎え、来年２月に記

念事業が行われることから、七飯町野菜生産出荷
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組合５０周年記念事業補助金３０万円の追加。 

 ４目農地費は、道営農業基盤整備事業費とし

て、負担金、補助及び交付金は、白川地区経営体

育成基盤整備事業の事業費が増加したことから、

道営農業農村整備事業負担金４万２,０００円の

追加、農業経営高度化支援事業補助金７万３,０

００円の追加、事業合計１１万５,０００円の追

加。 

 ５目町営牧場運営費は、町営牧場運営費とし

て、今年度の事業終了により、共済費から原材料

費まで、合わせて６５万９,０００円の減額、町

営牧場看視舎管理費についても、今年度の事業終

了により、需用費から委託料まで、合わせて６万

６,０００円の減額、町営牧場作業車管理費とし

て、事業完了により、需用費は４２万３,０００

円の減額、町営牧場運営費合計１１４万８,００

０円の減額。 

 ７款商工費１項１目商工費は、商工振興費とし

て、今年度、地域おこし協力隊員２名分の予算で

ございましたが、１名のみの採用となっているこ

とから、共済費から使用料及び賃借料は、執行見

込みにより合わせて３０８万７,０００円の減

額、ふるさと納税事業費も、同じく本年度地域お

こし協力隊員１名分の予算でございましたが、採

用に至らず、共済費から使用料及び賃借料までを

執行見込みにより合わせて３０４万４,０００円

の減額、企業誘致推進費として、負担金、補助及

び交付金は、補助金額の確定による執行残とし

て、雇用創出補助金３６０万円の減額。 

 ２目観光費として、委託料は、冬の大沼観光推

進事業として、大沼公園において雪と氷の祭典で

製作するジャンボ滑り台を活用したイベントの実

施、函館空港にミニ雪像を作成し、歓迎とイベン

トのＰＲを行うため、冬の大沼観光推進事業委託

料６８万２,０００円の追加、使用料及び使用料

は、執行見込みにより、地域おこし隊員住宅借上

料７０万４,０００円の減額、事業合計２万２,０

００円の減額。 

 ８款１項１目土木総務費として、委託料は、道

路台帳整備委託料５４５万円の追加。 

 ２項１目道路橋梁維持費は、共済費、賃金、委

託料は、執行見込みにより、合わせて１５３万

５,０００円の減額、工事請負費は、補修が必要

な路線が数本あることから、町道等舗装補修工事

２００万円の追加、事業合計４６万５,０００円

の追加。 

 ５項住宅費１目住宅管理費は、公営住宅管理費

として、需用費は、今後の修繕見込みにより、町

営住宅小破修繕料１６０万円の追加、社会資本整

備総合交付金事業費（公住）として、委託料の本

町上台団地長寿命化調査設計委託料は、事業完了

により２８５万円の減額、また、公営住宅長寿命

化改修計画により、令和２年度改修予定であった

本町上台団地３、４号棟及び桜Ｂ団地５、６号棟

の長寿命化改修工事が令和元年度交付金の追加対

象事業となったことから、本町上台団地長寿命化

改修工事管理業務委託料１６２万７,０００円、

桜Ｂ団地長寿命化改修工事管理業務委託料１５３

万８,０００円の追加、委託料合計３１万５,００

０円の追加、工事請負費の冬トピア団地集会所屋

上防水改修工事は、事業完了により２７万３,０

００円の減額、本町上台団地長寿命化改修工事は

７,１０１万６,０００円の追加、桜Ｂ団地長寿命

化改修工事は６,５１７万６,０００円の追加、合

わせて１億３,５９１万７,０００円の追加、事業

合計１億３,６２３万４,０００円の追加、住宅管

理費合計１億３,７８３万４,０００円の追加でご

ざいます。 

 １０款教育費１項２目事務局費は、対外競技参

加費として、負担金、補助及び交付金は、今後の

執行見込みにより、対外競技等参加費補助金１３

５万１,０００円の追加、事務局費（学校教育）

として、賃金は、各学校で配置している学習支援

員賃金に不足が生じることから１７４万円の追

加、報償費は、教育支援委員会専門委員会委員報

償費６万４,０００円の追加、事業合計１８０万

４,０００円の追加。スクールバス運行費とし

て、委託料は、休日行事での利用等による増加に

伴い、スクールバス運行業務委託料１５０万円の

追加、教員住宅管理費として、需用費は、教員住

宅の修繕料として１０万円の追加、使用料及び賃

借料は、借上住宅入居者減により、教員住宅借上

料３９９万８,０００円の減額、事業合計３８９

万８,０００円の減額。大沼地区小中学校統廃合
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事業費として、需用費は、大沼岳陽学校の開校に

伴う消耗品費７万円の追加、委託料は、コン

ピュータの移設及び各種設定が必要となることか

ら、電子機器移設等業務委託料２６４万円の追

加、大沼小学校及び軍川小学校屋内体育館解体工

事実施設計委託料は、入札執行残により２７万

５,０００円の減額、備品購入費は、児童生徒の

机、椅子、新たな校旗の購入のため、一般備品購

入費２９１万８,０００円の追加、扶助費は、現

在の中学１、２年生に対し、新たな指定制服の費

用を助成するため、大沼岳陽学校在校生制服等扶

助費２１８万１,０００円の追加、事業合計７５

３万４,０００円の追加、事務局費合計８２９万

１,０００円の追加。 

 ２項１目学校管理費は、学校管理費（小学校）

として、需用費は、大中山小学校プリンター、各

小学校除雪機械の故障に伴い、事務機器等修繕料

１０万円の追加、役務費は、学校運営協議会委

員、学校見守り隊への郵便料５万１,０００円の

追加、委託料は、令和３年４月１日発行予定の

３、４年生社会科副読本製作業務委託料２万円の

追加、事業合計１７万１,０００円の追加。校舎

等営繕費（小学校）は、需用費として、大中山小

学校の敷地除雪に伴い、スノーポールが必要なこ

とから、校舎用消耗品費２７万８,０００円の追

加、修繕料は、今後の修繕に対応するため、校舎

ほか修繕料５０万円の追加、事業合計７７万８,

０００円の追加、学校管理費合計９４万９,００

０円の追加。 

 ３目学校建設費は、大中山小学校改築事業とし

て、需用費は、落成式記念品の購入のため、消耗

品費６６万円の追加、工事請負費は、入札執行残

により、旧プール解体工事７６万円の減額、事業

合計１０万円の減額。 

 ３項１目学校管理費は、校舎等営繕費（中学

校）として、修繕が必要な箇所があり、今後の修

繕に対応するため、校舎ほか修繕料１００万円の

追加。 

 ４項１目社会教育総務費は、高齢者教育事業費

として、職員手当等は、執行見込みにより、嘱託

職員手当３万５,０００円の追加、共済費は、執

行見込みにより、嘱託職員社会保険料４万２,０

００円の追加、需用費は、事業完了により、七飯

老人大学５０周年記念事業印刷製本費２４万２,

０００円の減額、使用料及び賃借料は、入札執行

残により、自動車借上料２２万７,０００円の減

額、事業合計３９万２,０００円の減額。生涯教

育公用車管理費として、使用料及び賃借料は、執

行見込みにより、自動車借上料１９万円の減額、

社会教育総務費合計５８万２,０００円の減額。 

 ３目社会教育施設振興費は、文化センター管理

費として、需用費は、大ホールのピンスポットラ

イト用のランプ交換のため、消耗品費２８万６,

０００円の追加、施設修繕料は、給湯室電気湯沸

かし器取りかえ、ガスオーブンコンロ交換、陶芸

室電気炉セラミックファイバー修繕のため、施設

修繕料１２５万１,０００円の追加、委託料は、

執行見込みにより、大ホール、小ホール舞台音響

設備保守点検業務委託料１４万円の減額、事業合

計１３９万７,０００円の追加。社会教育施設管

理費として、委託料は、執行見込みにより、浄化

槽維持管理業務委託料８万７,０００円の減額、

社会教育施設振興費合計１３１万円の追加。 

 ５項１目保健体育総務費は、スポーツ振興総務

費として、役務費は、執行見込みにより、手数料

２万４,０００円の減額、負担金、補助及び交付

金は、事業終了により、香川県三木町小学生ス

ポーツ交流事業負担金７６万２,０００円の減

額、スポーツ振興補助金は、今後の執行見込みに

より、３０万円の追加、事業合計４８万６,００

０円の減額。スポーツ合宿事業費として、役務費

は、執行見込みにより、横断幕設置撤去手数料８

万６,０００円の減額、体育施設管理費として、

執行見込みにより、共済費、賃金は合わせて１３

２万３,０００円の減額、需用費は、ボイラーの

部品交換、大中山地域体育館の壁補修などによ

り、施設修繕料１２０万円の追加、備品購入費

は、執行見込みにより、体育施設備品購入費４３

万７,０００円の減額、事業合計５６万円の減

額。パークゴルフ場指定管理費として、工事請負

費は、執行見込みにより、大中山パークゴルフ場

トイレ工事５万４,０００円の減額、保健体育総

務費合計１１８万６,０００円の減額。 

 ２目学校給食費は、学校給食センター運営費と
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して、扶助費は、執行見込みにより、準要保護児

童生徒給食扶助費９４万円の追加、多子世帯児童

生徒給食扶助費４０万円の減額、事業合計５４万

円の追加。 

 １２款公債費１項１目元金は、一般会計町債償

還金元金として、償還金利子及び割引料は、執行

見込みにより、長期債元金償還金５１万５,００

０円の減額。 

 ２目利子は、一般会計町債償還費利子として、

同じく執行見込みにより、長期債利子償還金３６

６万４,０００円の減額でございます。 

 次に、７ページの歳入に戻っていただきます。 

 １２款分担金及び負担金２項１目民生費負担金

は、好日園等の施設入居者の増加に伴い、高齢者

施設入居者費用徴収金３４６万３,０００円の追

加。 

 ２目農林水産業費負担金は、新函館農業協同組

合による負担額確定に伴い、新野菜広域流出施設

整備費用負担金３７万３,０００円の追加。 

 １３款使用料及び手数料１項３目農林水産使用

料は、実績に伴い、町営牧場使用料６２万円の追

加。 

 １４款国庫支出金１項１目民生費国庫負担金

は、介護給付費等の増額に伴い、国２分の１とし

て、障がい者介護給付費等負担金１,３６１万８,

０００円の追加、同じく障がい児通所給付費等負

担金１,２６２万円の追加、児童手当負担金は、

決算見込みにより、７２７万７,０００円の減

額、民生費国庫負担金合計１,８９６万１,０００

円の追加。 

 ２項衛生費国庫負担金は、受給者数の増加に伴

い、養育医療給付費負担金１４万５,０００円の

追加。 

 ２項４目土木費国庫負担金は、本町上台団地及

び桜Ｂ団地の長寿命化工事に伴い、社会資本整備

総合交付金６,５０２万１,０００円の追加。 

 １５款道支出金１項１目民生費道負担金は、介

護給付費等の増額に伴い、北海道４分の１とし

て、障がい者介護給付費等負担金６８０万９,０

００円の追加、同じく障がい児通所給付費等負担

金６３１万円の追加、北海道後期高齢者医療広域

連合保険基盤安定負担金確定に伴い、後期高齢者

医療保険基盤安定負担金１３０万９,０００円の

減額、児童手当負担金は、決算見込みにより、１

３５万８,０００円の減額、民生費道負担金合計

１,０４５万２,０００円の追加。 

 ２目衛生費道負担金は、受診者数の増加に伴

い、養育医療給付費負担金７万２,０００円の追

加。 

 ２項４目農林水産業費道補助金は、道営事業の

事業費増加に伴い、農業経営高度化支援事業補助

金７万４,０００円の追加、同じく農業農村づく

り促進特別対策事業推進交付金２万５,０００円

の追加、農林水産業費道補助金合計９万９,００

０円の追加。 

 １８款繰入金１項１目財政調整基金繰入金は

１,６００万円の追加。 

 １９款繰越金１項１目繰越金は、前年度繰越金

９０万３,０００円の追加。 

 ２０款諸収入４項１目衛生費受託事業収入は、

受診者数の増加に伴い、後期高齢者保険審査受託

事業収入１８万円の追加。 

 ５項４目雑入として、執行見込みにより、城岱

牧場放牧牛ダニ予防対策経費負担金２０万円の追

加、同じく城岱牧場放牧牛飼料給餌費負担金５万

８,０００円の追加、雑入合計２５万８,０００円

の追加。 

 ２１款町債１項１目民生費は、大中山複合施設

事業債１９０万円の減額。 

 ３目土木債は、一般財源から財源構成により除

排雪対策事業債２２０万円の追加、住宅債とし

て、本町上台団地、桜Ｂ団地の長寿命化工事に伴

い、本町上台団地整備事業債３,６２０万円の追

加、桜Ｂ団地整備事業債３,５００万円の追加。 

 ４目教育債は、大沼地区小中学校統廃合事業

債、校舎等解体事業として１１０万円の追加でご

ざいます。 

 次に、３ページに戻っていただきます。 

 第２表、繰越明許費補正でございます。 

 このたび追加となるのは、町営住宅長寿命化工

事事業となる８款土木費５項住宅費本町上台団地

整備事業７,２６４万３,０００円、同じく桜Ｂ団

地整備事業６,６７１万４,０００円、合計１億

３,９３５万７,０００円を令和２年度へ繰越明許
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事業として追加するものでございます。 

 第３表、債務負担行為補正でございます。 

 このたび追加となるのは、先ほど指定管理者の

指定につきまして議決をいただきました屋内ゲー

トボール場、大沼国際交流プラザ、道の駅、パー

クゴルフ場について、令和２年度から令和４年度

までの期間で、合計１億５,０１９万２,０００円

を限度額として設定するものでございます。 

 第４表、地方債補正でございます。 

 １の追加としましては、桜Ｂ団地整備事業、大

沼地区小中学校統廃合事業、校舎等解体事業の２

事業、合わせて３,６１０万円を追加するもので

ございます。 

 起債の方法、利率、償還の方法につきまして

は、表示のとおりでございます。 

 ２の変更としましては、大中山複合施設事業、

除排雪対策事業、本町上台団地整備事業の３事業

について、限度額をそれぞれ記載の金額に変更す

るものでございます。 

 事業の限度額の変更前、変更後の内容につきま

しては、表示のとおりでございます。 

 また、起債の方法、利率、償還の方法につきま

しては、補正前と同じでございます。 

 提案説明は以上でございます。よろしく御審議

のほどお願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許します。 

 田村議員。 

○５番（田村敏郎） それでは、何点かお聞きし

たいと思います。 

 まず、１０ページの歳入のほうですけれども、

道路橋梁債２２０万円でございますけれども、今

の説明で、一般財源と組みかえとか何とかと、

私、ちょっとあれしたのですけれども、借金のほ

うにようは切りかえたということだと思うので

す。したがって、この切りかえた理由、借金を増

やした理由というのですかね、そこら辺をちょっ

と説明いただきたいと思います。 

 それから、一般の２０ページ、商工振興費の中

の地域おこし協力隊の関係で、予定は２名でした

けれども、１名にということだと思うのです。そ

して、ふるさと納税のほうも、予定１名をゼロと

いうような、今、説明あって、それぞれ減額され

ているのですけれども、要するに必要ない人員

だったのかということを聞きたいのです。要する

に採用して、これだけの仕事量があって、これだ

けのことをするので、何とか２名、あるいは１名

を確保するために、これだけの経費をかけてやっ

てもらうという、そういう立場の中で、２名が１

名、１名がゼロということであれば、来年から１

名、あるいはふるさと納税の事業のほうには人は

要らないよという、そういう考えなのかどうか、

それをまずお聞きしたいと思います。 

 それから、２４ページ、事務局費の学習支援員

の賃金１７４万円不足で補正というのはわかりま

すけれども、この内訳をちょっと教えていただき

たい。 

 それから、スクールバス運行費の１５０万円、

休日運行で増額したということなのですけれど

も、これも積算の内訳、休日運行、１回やるごと

に何ぼ増えるのか、私、ちょっとわかりませんの

で、そこら辺、ちょっと教えていただきたいと思

います。 

 それから、教員住宅の管理費、入居減というこ

とで３９９万８,０００円、これ、実際、何戸借

り上げして、そして３９９万８,０００円減額す

るというのは、現在何戸借り上げているのか、こ

れをちょっと教えていただきたいと思います。 

 それから、２６ページの委託料２６４万円、電

子機器移設等業務委託料、これ、パソコンという

ことなのですけれども、これをどういうふうにす

る、どこにどういうふうに配置するのか、これを

ちょっと簡単に説明をお願いいたします。 

 それから、学校管理費の委託料２万円ですけれ

ども、３、４年生の社会科副読本作成委託料、こ

れはどういうような内容なのか、どう作成するの

か、ちょっとわかりませんので、教えていただき

たいと思いますし、それから、これについての改

訂というのですか、何年ごとに見直して、恐らく

改訂していくと思うのですけれども、その改訂の

年月日をもしわかっていれば教えていただきた

い。 

 それから、高齢者教育事業費なのですけれど

も、印刷製本費２４万２,０００円、これ、減額

ですけれども、たしか補正をしてやっているはず
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なのですけれども、これ、印刷製本、５０万円く

らいだったような記憶があるのですけれども、

ちょっとわかりませんけれども、余ったからとい

うのはわかりますけれども、ちょっと金額的に大

きいのではないのかなと。そこら辺の積算の補正

と減額について、もう少し教えていただきたいと

思います。 

 それから、学校給食センターの、２８ページで

すけれども、運営費の中で扶助費、準要保護と多

子世帯、これについての扶助の対象のそれぞれの

世帯と人員を教えていただきたいなと。 

 それから、恐らく４０万円の減額ということに

なると、当初の予定よりもという話になると思う

のですけれども、そこら辺の減額の理由、ちょっ

と教えていただきたい。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） では私のほうか

ら、地域おこし協力隊員の経費の減額の件につき

まして御答弁させていただきます。 

 地域おこし協力隊員は、都市部に集中する多く

の人材、こういった方々が地方のほうに来ていた

だいて、そしてその地域で地域を活性化する、そ

れぞれの持っている能力とか、そういったものを

活用して地域の活性化に貢献していただく、そし

てゆくゆくは定住していただくとか、あとは地域

のほうで新たに起業をしてただくとか、就職して

いただくとか、そういったことで人的交流を進め

て活性化していくというような制度でございま

す。 

 今般、私どものほうで募集をしてございました

が、残念ながらこちらのほうで予定していた商工

支援関係の分野と、あとはふるさと納税等の物産

振興の分野につきましては、募集した結果、どな

たも応募されなかったということで、さらに、こ

の地域おこし協力隊員の経費につきましては、あ

る程度、４００万円程度を地方交付税措置という

ようなことで措置をされると。しかしながら、期

限がもう今年度については済んでいましましたこ

とから、その残額をここで減額するものでござい

ます。これは決して人が、余計な予算だったと

か、そういうことではなくて、新たな地域の活性

化、そういった側面も踏まえて予算計上してま

いったところなのですけれども、今回は応募がな

かったため、このような形で予算を整理させてい

ただいたということで、御理解のほどお願いいた

します。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） 順序が逆になって

しまい、大変申しわけございません。 

 一般の１０ページの除排雪対策事業債の一般財

源から起債にしたというところで説明をさせてい

ただきました。事業メニューの変更により、起債

の対象になりまして、この起債につきましては、

交付税で４０％が後年次に戻ってくるというとこ

ろもございましたので、こちらのほうに振りかえ

たということでございます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（竹内圭介） それでは、御質問

があった、まず学習支援についてでございます。

こちらの学習支援でございますけれども、当初、

１８０日の１０名で学習支援員のほうを予定を立

てておりましたけれども、支援の必要な子、ま

た、支援員の出動の日数が増えたものですから、

最終的に２１０日の出勤予定の１０名分というこ

とで、差額の分を補正をさせていただいておりま

す。 

 また、休日のバスの運行の内訳ということでご

ざいますけれども、まずこちらの、今回補正を上

げておりますバスの借上料の約７０万円程度、夏

から秋口にかけて、軍川地区で熊が出没しており

ましたので、熊の部分の対応の借上料が約７０万

円から８０万円程度ということで、それ以外の部

分につきましては、約半分程度は学校行事等で休

日に部活動ですとか大会ですとか、そういったも

のに出ている部分で使用しているということにな

ります。時間数については、ちょっと今、押さえ

ておりませんので、期間中で約半分程度、時間外

で使っているということで御理解いただければと

思います。 

 また、教員住宅でございますけれども、こちら

につきましては、当初、教員の住宅の借り上げは

８名分で予定をしておりましたけれども、現在、
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実際に民間アパートのほうに入居している管理職

につきましては３名入居しているということで、

当初の８名から、３名ですので、５名分の差額と

いった部分を減額をしているというところでござ

います。 

 また、移設費、機械の電子機器の移設の委託料

でございますけれども、こちらにつきましては、

現在、各軍川、また、東大沼、大沼小学校にある

コンピュータ、パソコン、もしくはサーバー機、

こちらを大沼中学校のほうに移設をするというこ

とと、無線の設定、あと、機械が当然増えますの

で、その機械の増えた分の設定、整備の部分を含

めまして、こちらの金額となっております。 

 また、副読本の委託料でございますけれども、

こちらにつきましては、教科書の変更にあわせて

こちらの副読本というのは改訂をしておるところ

でございますけれども、教科書の改訂が来年の４

月を予定しております。ただ、今回、教科書の改

訂より１年ずれて、副読本の印刷につきましては

再来年を予定をしております。大沼の岳陽学校で

すとか、新しいところができますので、そういっ

た内容も反映させるということで、１年おくれの

発行予定となっております。今回につきまして

は、来年の改訂に向けて、冬場のやはり写真です

とかを撮ったり、作業が、来年、発行時期、冬

場、もう印刷に入ってしまうので、この冬から作

業のほうに取りかかりたいということで、一部作

業に取りかかる部分として２万円の委託料という

ことで計上させていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 生涯教育課長。 

○生涯教育課長（北村公志） 老人大学の記念誌

の印刷製本費について答弁させていただきます。 

 当初５０万円程度で補正予算を計上させていた

だきまして、３社による入札、封筒、しおり、式

次第、あわせて入札を行ったところ、半分程度の

２５万円弱で入札、契約したため、入札減の分を

今回減額させていただいた次第でございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 学校給食センター長。 

○学校給食センター長（柴田 憲） 今お尋ねの

ありました、学校給食センター運営費の扶助費の

件について御答弁申し上げます。 

 こちら、まず準要保護児童生徒給食扶助費、こ

ちらのほうは所得の低い家庭の児童生徒に対し

て、町のほうで給食費を支出しているものでござ

いますけれども、こちらの対象人員、世帯、人数

ということですけれども、ちょっと世帯のほうで

押さえておりませんで、人数のほうで押さえてお

ります。小学生で２２５名、中学生で１４２名、

合計３６７名で予算計上してございます。 

 あと、多子世帯児童生徒給食扶助費、こちらの

ほうは七飯町内の学校に通う２人目、３人目のお

子さんの給食費を、それぞれ半額、無料というこ

とで、こちらも同じく町のほうで支出しているも

のでございますけれども、こちらのほうは、対象

人員、こちらも同じく世帯でなくて人数での把握

となってございます。第２子半額対象が、小学生

４２０名、中学生４５名、合計４６５名、第３子

以降無料ということになりますけれども、こちら

のほうは小学生７０名、中学生ゼロ名、合計７０

名、合計で全体で５３５名の人数で計上しており

ました。 

 それで、４０万円の減額の理由ということです

けれども、こちらのほう、多子世帯児童生徒給食

扶助費でございますけれども、平成３０年８月か

らの制度でございました。今年度、初めて１年を

通して予算化した年度でございます。今回、支出

実績を踏まえまして４０万円減額いたしましたけ

れども、こちらのほう、初めて１年を通して予算

化したということで、このような金額に減額する

ことになりました。今後は精査して予算計上して

まいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） もう一度ちょっと確認をし

たいと思います。 

 まず、歳入の１０ページのほうですけれども、

事業メニューの中で、４０％交付税で戻ってくる

ということなのですけれども、要するに４０％戻

るということになれば、がさっといけば９０万円

くらい戻るという話になってしまうのですね。

残ってしまうと１３０万円くらい。せこいことを

言うかもわかりませんけれども、１３０万円が借
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金ということですよね。今、いろいろな意味で町

債の部分で、借金についてのいろいろな問題とい

うか、多く出ているのではないか、借金し過ぎで

はないかという中ででも、やはりこういう小さい

ものが積もり積もれば、だんだんやっぱり大きく

なるものですから、やっぱり極力、一般財源で持

てなかったのか、実際。ところが、そういうメ

ニューで交付税の見返り４０％あるからいいので

はないかという軽い考え方なのか、やはりそこら

辺はきっちり単年度、単年度でしっかりやるもの

はやっていきましょうと。そういう将来的に４０

％戻ろうが、とにかく借金を極力増やさないよう

な形でやりましょうというのが、私、普通の考え

方でないかと思うのですけれども、そこら辺につ

いてもう一度、ちょっと考え方、お知らせ願いた

いと思います。 

 それから、２２ページの地域おこし協力隊なの

ですけれども、わかりました。わかりましたけれ

ども、ただ、そういう仕組みの話ではなくて、実

際、では業務はどうなっているのという話なので

すよ。恐らく通常業務からいって、業務が多忙

で、業務をこなすためにはどうしても人員が必要

だという話だと、通常、私は思うのですけれど

も、やはり業務の側面から見れば、この部分は公

募したから、募集したから、いませんでしたで済

むのか、業務の面から見れば、そこら辺の考え方

をもう一度。私は業務がたくさんだということで

あれば、どうしても探すのではないかと思うので

すけれども、あきらめて流れてきているのはわか

るのですけれども、では業務は支障なかったのか

どうか、そこら辺の考え方をちょっとお聞きした

いと思います。 

 それから、教員住宅、２４ページですけれど

も、学校の管理職が８名、そして現在３名入って

いると。これについて、管理職というのは校長、

教頭、学校を管理するというか、今ちょっとわか

らないのですけれども、学校管理規則か何かの中

で、２４時間というのですか、校長さん、見回り

するとかしないとか、今、そういうのはないの

か。何か警備員の人に委託してやっているという

のか。前は校長さん、教頭さんが見回りをしなが

らという話でやっていたと思うのですが、ただ、

昔の流れでくると、８名が３名だという話になっ

てしまうと、では本当に学校管理上、問題ないの

かどうかという、そこら辺、ちょっとお聞かせ願

いたいと思います。 

○議長（木下 敏） 答弁、総務部長。 

○総務部長（釣谷隆士） 起債の関係、基本的な

考え方といいますか、そういう部分でありますけ

れども、安易に交付税の見返りがあるからという

ような安易な考えは、それは毛頭ないものでござ

います。ただ、一般財源というのもなかなか厳し

くなっている、歳入としては厳しい時代になって

いるというか、予算のつくる上でもなかなか厳し

いという部分では、起債に頼らざるを得ない部分

も当然出てきますし、どうせ起債に頼らなければ

ならない部分があるとすれば、当然、有利な起債

を求めていくというのが基本的な考え方でござい

ます。議員の心配されていることはごもっともだ

と思います。小さいものでも積もり積もればとい

うところは、そういう考え方もあると思います

し、そこのところは十分注意してまいりたいと思

いますので、御理解のほどをお願い申し上げたい

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） 今の再質問に御答

弁させていただきます。 

 業務への支障ということでございます。先ほど

御説明させていただきましたが、地域おこし協力

隊と私のところの予算上しているところは、その

地域おこし協力隊員の方々の知識や技能、それか

らアイデア、そういったものを業務に反映させ

て、新たな仕組みづくりとか、そういったアイデ

アをお借りして、よりよい行政推進に当たるとい

うような目的もございましたので、このような形

で地域おこし協力隊員の制度を利用して予算計上

させていただいていたところでございます。 

 この方々が採用できなかったということで、業

務のほうに支障がないかというような部分はござ

いますが、これにつきましては、業務に支障を及

ぼさないように、現有のスタッフ職員で対応させ

ていただいてございます。地域おこし協力隊員が

もし入っておれば、新たな事務事業を発生させ
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て、業務量が増えるというような形で考えており

ましたので、そのあたり、御理解のほどよろしく

お願いいたします。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） 教員住宅の件につきま

してお答えいたします。 

 基本的に学校の管理につきましては、現在、機

械警備がほとんどやってございます。それで、校

長、教頭につきましては、２４時間やるというこ

とは、今はやってございません。有事のときには

すぐできるように、基本的には校区内の住宅で、

また住んでいる先生もおりますので、それにつき

ましては現在の住宅を使用してやっている。ま

た、今後、この住宅につきましては、教育委員会

といたしましては、教員住宅を減少していって、

将来的には自宅から通うようなことを考えてござ

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ございません

か。 

 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） それでは何点か、田村議

員とダブる質問もあります。ちょっと削りながら

やるので、ちょっとお許しください。 

 まず、一般の１２ページにございます高齢者の

免許自主返納ということで、今年、条例ができて

対応しているのですけれども、４月にさかのぼっ

て適用するという状況だったので、１００人分ぐ

らい予算を見て、足りなくなったというか、３５

人分追加ということなのですけれども、この事業

の中で、条例ができる前から既に返納した分につ

いての申請と、条例ができてからの申請、その件

数といいますか、その内訳というか、わかれば教

えていただきたいなというふうに思います。 

 それと、一般の２８ページのところで、田村議

員も学校給食センター運営費で扶助費ということ

で質問されておりました。準要保護児童生徒給食

扶助費９４万円ということで増加しているのです

けれども、これは当然、規定の中で対象になった

ら、当然、やらなければいけない内容なのですけ

れども、当初の予算で１,７２６万１,０００円も

とっておりまして、こういう扶助しなければいけ

ないような金額が多いということは、七飯町全体

の経済的にちょっと困窮しているような世帯が増

えているという、そういう傾向まで読み取れるの

かどうか、単純にその計算数値が、ちょっと予定

が少なかったとか、そういうあれなのかどうか、

その辺の町の感触をちょっとお願いしたいと思い

ます。 

 それと、一般の３０ページ、利子額が３６０万

円減額になって、大変こういうものが減るという

のはいいことだと思うのですけれども、先ほど決

算の見込みその他で減ったというあれなのですけ

れども、これだけ減った理由といいますか、借り

かえして金利が安くなったとか、当初１億円借り

る予定だったのが８,０００万円でよかったと

か、それとも、当初、大雑把に利息を見積もって

いたので、確定したのでこのぐらい減ったという

ことなのか、そこのところをもしわかればお願い

したいなというふうに思います。 

 それと、ちょっと戻ります。２６ページのとこ

ろの、どういうふうに言えばいいのでしょう、教

育総務費事務局費の中の１８項目の備品購入費２

９１万８,０００円上がっています。先ほど説明

の中で、一般備品購入費、机、椅子ということで

したけれども、これは今ある学校の設備をそのま

ま移せば、本来、要らないのではないかなという

ふうに考えるのですけれども、これだけのものを

新たに購入しなければいけない理由というのです

か、その辺のところ、もしあるのであれば教えて

いただきたいなというふうに思います。 

 それと、歳入のところであれなのですけれど

も、一般の８のところ、済みません、ちょっとこ

の辺の予算のつくり方、ちょっと詳しくないので

あれなのですけれども、財政調整基金繰入額１,

６００万円ということで、これは積み立てを戻し

て使いますよということだと思うのですけれど

も、収入と支出が見合う、１対１で対応するわけ

ではないと思うのですけれども、この基金を繰り

入れてまでやらなければいけない事業というか、

トータルで足りないから繰り入れしたのか、ある

いは団地をつくるのにこうしたとか、大沼学校の

あれのためにこうだとか、何かそういう対応する

事業というか、もしあれば教えていただきたいな
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というふうに思います。 

 それと、一般の１０のところで、教育総務費で

１１０万円、大沼地区小中学校統廃合事業債、校

舎等解体事業１１０万円ということで計上されて

おります。これは当初から統合の関係で予算を見

ていたやつなのですけれども、収入のほうだけ上

がって、実際、支出のほうがちょっとあれなので

すけれども、解体する時期とかというのはもう固

まったものかどうか、もしわかれば、３月いっぱ

いは当然授業をやっていますのであれだと思うの

ですけれども、いつごろ解体する予定ということ

で、体育館だと思うのですけれども、その時期が

わかればということで、お願いします。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 住民課長。 

○住民課長（清野真里） 一般の１２ページの交

通安全対策費、高齢者運転免許証自主返納に係る

申請した方のうちの返納者数での線引きでよろし

いでしょうか。そうしましたら、現在、直近で１

００件の申請を受けております。そのうち、議決

される９月までの返納した方は４３名、それ以

降、１０月以降から現在までは５７名、合わせて

１００名という形になってございます。 

○議長（木下 敏） 学校給食センター長。 

○学校給食センター長（柴田 憲） それでは、

御質問に答弁してまいります。 

 一般の２８ページ、学校給食センター運営費の

準要保護児童生徒給食扶助費が９４万円増えた理

由ということでございますけれども、まず、積算

に関しましては、この扶助は継続して行っている

ものでございます。前年度の実績をもって積算を

しているところでございます。ただ、平成３１年

４月より学校給食費の値上げをしてございます。

先ほど田村議員の御質問に答弁いたしましたけれ

ども、こちらのほうは給食費を扶助するものでご

ざいますので、給食費が値上げされた分、どうし

てもその分の支出として大きくなってしまうとい

うところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、私のほ

うから、まず２点、お答えしてまいりますけれど

も、まず、一般の３０ページの償還金の関係でご

ざいます。この償還金の減額につきましては、今

年度、３月までの使用実績見込みの中で、使用の

見込みの中で減額をさせていただくというもので

ございます。 

 続きまして、一般の８ページの財政調整基金の

繰入金でございます。こちらにつきましては、何

の事業に対してお金を入れる、基金を繰り入れす

るというものではなくて、歳入歳出のバランスの

中で、今回、歳出のほうが１,６００万円多かっ

たということから、その分を、歳入が足りない分

を基金を繰り入れさせていただいたというもので

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（竹内圭介） それでは、大沼岳

陽学校の、まず備品購入の部分でございますけれ

ども、購入する椅子でございますけれども、こち

らは全部ではなくて一部なのですが、購入理由に

つきましては、岳陽になるからということではな

くて、使っている椅子、机が傷みが激しいので、

その部分について、傷みの激しい部分を購入して

賄うというようなことになります。 

 また、体育館の解体時期でございますけれど

も、こちらにつきましては、跡地利用の部分もご

ざいますので、解体としましては、事業としては

来年度いっぱいということになるのですけれど

も、ただ、その跡地の施設の利用等々踏まえて、

調整しながら、できるだけやはり早い時期に解体

を目指して調整していきたいと考えております。

御理解のほどお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） まず、２点ぐらい追加で

お聞きしたいなと思うのですけれども、自主返納

の関係であれなのですけれども、既に制度ができ

る前から返納した方が４３名、その方が申請した

ということでございますので、それ以降で５７名

ですから、そちらのほうが多いので、制度として

効果がある、あるいはもっとこれからもどんどん

来そうですよということで、当初想定したような

効果が出ているというふうに考えていいのか、そ

の辺の判断というか評価といいますか、ちょっと
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お聞かせいただければなというふうに思います。 

 それと、借り入れ利息のあれで、３月までの見

込みで減額という説明でしたけれども、当初上

がっているものというのは大体概算ということに

なるのですか。利息なんて大体決まっているもの

なのかなという気がしてあれなのですけれども、

何か努力したから利息が減ったとか、そういうこ

とではなくて、当初これだけ想定したけれども、

よくよく見たら３００万円少なくてよかったです

よという、そういう結果的なものだというふうに

とらえてよろしいのでしょうか。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 住民課長。 

○住民課長（清野真里） ９月定例会での補正予

算の計上当初は、初めての事業でもございますの

で、免許返納率を警察で公表している函館方面の

平成３０年の６５歳以上の免許返納率に過去４年

の最大伸び率を考慮して２％と想定してございま

す。そのうち、七飯町の免許保有者にこの保有率

を乗じまして１００人程度見込んでございました

けれども、こちらのほう、いろいろな広報の啓発

として、ポスターを掲示したりだとか、警察にも

お願いしてポスターの掲示もお願いしておりま

す。広報に関しましても、毎月広報に掲載したり

とかしまして、１０月、１１月はかなり件数が伸

びておりまして、１０月で４８件、１１月で４５

件ということで、大幅に伸びております。今後

は、その実績を勘案しまして、４月から９月まで

の計上当初は９０名程度を見込んでおりまして、

月平均を乗じましたところ、１年間で１３５件程

度見込んでおり、今回、３５件分の予算分の７０

万円を計上させていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 民生部長。 

○民生部長（杉原 太） 実は今年の春に、高齢

者のブレーキとアクセルの踏み間違い事故という

のが全国的に発生しまして、ことしの春は特に自

主的に返納される方が多かったのです。それとあ

わせて、七飯町としても何か安全対策をしなけれ

ばならないということで、９月で提案させていた

だいて、この制度ができたわけですけれども、そ

の時点で、９月の議会に提案した時点で、新聞報

道もしていただいたし、これが１０月１８日から

始まったのですけれども、その時点でも新聞報道

もしていただいて、それから、先ほど住民課長が

言ったように、ポスターだとか、警察、そして運

転免許試験場でも窓口で七飯町の方が手続すると

きに、七飯町の場合はこういうサポート制度があ

りますよというふうに周知していただいて、そう

いう中で、４月からさかのぼった分では４３件、

そしてそれ以降の分では５７件ということで、先

ほど積算根拠を示しましたけれども、おおむね１

００件くらいでないかということで補正予算を組

ませていただきましたが、今既にもう１００件に

到達しておりまして、今後の見込みとしては、あ

と３５件くらいは今年度はいらっしゃるのでない

かなということで、今、答弁させていただいてお

りますので、見込みとしては、この制度を十分に

周知した結果だというふうに思っておりますの

で、御理解いただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、利率の

件につきましては答弁してまいります。 

 当初、予算編成時のいろいろな事業で借りてい

るものがたくさんありますけれども、そのときの

利率についても、金融機関で競争して、利率の落

ちているところもありますし、３月までの総体的

な見込みの中でも、このぐらい減額できるという

ような想定のもと、補正として落としているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） １点だけ、町債利子の関

係で確認なのですけれども、今のお話でいくと、

短期借り入れの金利が下がったというようなニュ

アンスでとらえていいのか、それとも、長期の借

り入れが変動制なので、下がった局面なので減っ

たとか、そういうことではなくて、長期の借り入

れは固定でございますよね、全て。そこのところ

だけちょっと最後の質問で確認をお願いします。 

○議長（木下 敏） 総務部長。 

○総務部長（釣谷隆士） 短期の借り入れと言い

ますよりも、予算編成時の時点では、利率自体は
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ある程度の市場の利率、このくらいだろうという

利率で予算を実際に組んでいるのです。今年度、

借り入れをする、起債をする予定の部分の、今年

というよりも、年度でいうと平成３０年度の最後

に起債借り入れを行ったりしますので、その部分

が最後に入ってくるということで、会計をしめ

る、どちらかというとそういうしめ方なのですけ

れども、そのときに、金融機関から利率の見積も

り、一番安く貸してくれるところという利率の見

積もりをとるのですけれども、若干、利率が違う

だけで、借りる金額が億単位の金額で大型の事業

は動いていますので、そういうときには、利率が

若干違うだけで何百万円も変わってくるという、

現実的には変わってくる。そうすると、今年度、

返さなければいけない借金に対する元金と、どっ

ちかというと元金据え置きだったりするものもあ

りますので、特に利率だけ、利子だけは払ってい

かなければならないものの、その部分の影響額と

いうのが今も確定している利率で計算すると、３

月までに払わなければならない、今年度、３１年

度の金額がこれだけ減る予定に、結果、なりまし

たと。で、今回、減額の補正予算を御提案申し上

げているということでございます。春の時点の予

算時点では、まだそこの利率が確定をしない状態

での予算計上となってございますので、その利率

の関係だということで御理解いただければという

ふうに思います。利率も見積もり合わせといいま

すか、各銀行さんから見積もりをとって、一番安

いところでお借りしているというような形にもな

りますので、そういう形を御理解いただきたいと

思います。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ございません

か。 

 神﨑和枝議員。 

○２番（神﨑和枝） 一般の１６ページの障がい

者福祉費なのですが、歳入のほうで国庫金と道支

出金ということで３,９３５万７,０００円です

か、そのうちの一般財源、４分の１を町で見てい

かなければならないということで、町の支出が

１,６５９万６,０００円というふうな形になって

ございます。扶助費のところの、ちょっとたくさ

ん扶助費が並んでいるわけですけれども、扶助費

の障がい者福祉費の中身で、金額が結構、介護給

付費が２,７２３万８,０００円と、障がい児通所

給付費が２,５２４万２,０００円の追加というこ

とで、昨日あたりも扶助費の増が今後見込まれる

ということで、財政課長のほうからそういう話も

出ていましたけれども、一方、また一般質問で、

障害者の入れない施設があるとかというような、

いろいろな話がありまして、例えば障がい児通所

給付費、執行見込みが増になるというようなお話

で、金額が結構高額なのですね。この事業者数と

いうか、対象者数というか、そのあたりの内容、

また、その中身、給付費の、通所、通うことに

よって給付されるのか、どういった形のものなの

かを、そのあたりをちょっと、不透明というか、

なかなか私たちもさわれないというか、福祉的な

そういう個々の社会保障の中で手厚くなってだん

だんきているかなと思うのですけれども、一方、

町の持ち出しも、必ず国、道から入ると４分の１

を町としては面倒を見ていくという流れなもので

すから、ちょっとその中身を私たちも知っておき

たいなということで、ちょっとそのあたりをお知

らせください。 

○議長（木下 敏） 暫時休憩いたします。 

午後 ２時２２分 休憩 

───────────── 

午後 ２時３５分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 議案第７１号令和元年度七飯町一般会計補正予

算（第８号）の質疑を続けます。 

 神﨑和枝議員に対する答弁より入ります。 

 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） それでは、ただいま御

質問あった障がい者福祉費の部分の扶助費につい

てでございますが、特に障害児のほうの部分の施

設等の内容と対象者数と、財源等の考えというこ

とでございます。 

 まず、障害児の部分につきましては、就学前の

お子様、小学校に入学する前のお子様について

は、指定児童発達支援事業所がございまして、こ

ちらは、内容につきましては、障害がある、もし

くは障害があると疑われる小さなお子様に対し



－ 41 － 

て、お子様だけではなく、保護者の方も含めてサ

ポートするものでございますが、具体的に子供の

部分、今回も５歳児健診等でもお話はあったと思

うのですけれども、発達障害の種類によって、子

供によっては得意、不得意とありますので、そう

いった部分について、そのセンターで障害者の親

御さんへの気づきを与え、そして、親御さんに子

供の特徴を伝え、そして、どのように支援してい

くかというところでやっていくと。いいところを

伸ばし、苦手なものは今後訓練していくというこ

とで、集団生活等とか、子供の部分についてカ

バーしていくというところがメインの事業所でご

ざいます。 

 こちらについて、利用対象者といたしまして

は、療育手帳等もらっている方、また、医師の診

断で必要だと判断される方、児童相談所が判定し

て必要だという方、保健センター等の言語相談と

か発育相談、それらのケースによって、この子は

必要だと判定された方が利用できるということで

ございますので、一概に手帳だけ持っている方と

いう形ではございません。 

 それで、事業所数なのですが、まず、障害児の

事業については、函館市、北斗市、七飯町、２市

１町で協議会をつくって、連携して行っておりま

す。事業所についても、２市１町の事業所が使用

可能という形でございます。 

 現在、１０月末現在なのですが、児童発達支援

が２市１町で１６カ所あります。定員が２３０名

でございます。そのうち七飯町に所在するのが、

七飯町本町にあるにじのはしさん、聖樹の杜さん

が定員２０名、すてきなクジラさんという、はる

こどもクリニックの裏にあるところでございます

が、そちらが１０名ということで、七飯町内の事

業所は３０名カバーしていると。残りの２００名

については２市でカバーしているというところで

ございます。こちらについては、送り迎えも保険

の加算となりますので、送り迎えについても、送

り迎えが必要だと認定された方には自己負担が少

ないという事業でございます。 

 あと、小さいお子様で医療が、先ほどの就学前

の子供で、児童発達支援プラス医療が必要な方の

児童がいるのですけれども、そういう方は、２市

１町で函館の１カ所しかないのですけれども、そ

れが指定医療型児童発達支援事業所でございま

す。こちらが湯の川にありまして、定員が２０名

ということでございますが、こちらは七飯町内の

児童で利用している方は現在いらっしゃらないと

いう形でございます。 

 続きまして、子供が就学してから高校生まで、

どのサービスを使うかということですが、指定放

課後等デイサービス事業でございます。これは学

校等が終わった際に通所すると。あとは、長期の

休み、夏休み、冬休み、春休み、連休とかという

ところで利用されるということでございます。こ

ちらは２市１町で４３事業所ございまして、定員

が合計で４４０名分使用できるということでござ

います。七飯町内の事業所については、本町にあ

るななえあーすさんが定員１０名、にじのはしさ

ん、本町にあるところで聖樹の杜さんで２０名、

すてきなクジラさん、これが本町にあるむぎのこ

さんにあるところがやっております。こちらが４

カ所で５０名ということでございます。こちらに

ついても、利用回数によっては金額が変わってき

ますし、こちらは主に高校生まで使えるものです

から、学校等の帰り、迎えに来たりとか、親御さ

んが送り迎えするといった内容でございます。 

 こちらが障害児保育の主なところで、あとは保

育所等訪問支援事業所とありまして、要は発達障

害をお持ちの子、あとは発達障害と疑われるお子

様について、保育所に通っているところに、そこ

の事業所が訪問して、保育士さんとかにいろいろ

とアドバイスとか指導とか、その子を直接見てく

れるという形でございます。こちらは七飯町がに

じのはしさんが１カ所やっておりまして、こちら

がいろいろな保育所等を訪問していると。函館に

２カ所、北斗に１カ所、七飯に１カ所という形で

ございます。こちらは事業所が訪問するタイプで

ございますので、定員はないという形でございま

す。 

 続きまして、実際、七飯町でどのぐらいの対象

者が児童でいるのかというところでございます

が、まず、障害児の部分で、発達支援事業所に

通っているお子様なのですが、当初、予算計上す

るとき、毎月３０名程度ということで予算計上さ
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せていただいておりますが、今現在で３２名とい

うことでございます。当初予算も実績ベース、そ

のとき、去年の今ごろの予算で作成しますので、

そのとき大体３０名で、現在３２名というところ

でございますが、これも発達支援事業所、１人の

子供が月何回も行けば金額が上がるということで

ございますので、実際、３２名ですけれども、利

用回数が増えているというところでございます。 

 続きまして、放課後デイサービスでございます

が、予算計上のときには９０名という形で計上し

ております。大体月１人当たり１０万円程度の昨

年度の実績で計上させていただいていますが、今

現在で大体９２名、１人当たりが大体１１万円、

月かかるというところで、お金が増えていると。 

 あとは、保育所等訪問支援事業ですが、去年は

１名で、大体延べで６名程度だったのですが、今

回は対象者が２名で、毎月行っているので、２４

階という形で、そういう形で子供の部分の扶助費

が上がっているというところでございます。 

 ほかに、障害児の部分以外で、障害者の部分、

扶助費も、今回、補正で計上させていただいてい

るので、金額は上がっているのですが、傾向とい

たしましては、障害者のホームヘルプサービスの

部分については利用者が減っていますが、通所部

分、要は通ってサービスを受ける、あとは就労支

援を受けるという方が非常に増えていまして、訪

問よりも通所が増えてきているというところでご

ざいます。こちらも通所の回数によって金額が１

人当たりの単価も上がるということで、障害者数

的には、生活介護ということで、通所して生活介

護を受ける方なのですが、昨年ベースで７５名

だったのが、今８７名で、特定障害者特別支援と

いうことで、去年１１０名だったのが１２１名と

いう形になります。就労支援が、人数は当初９０

名だったのが、今９５名なのですが、回数が増え

て、１人当たり予算ベースで１０万５,０００円

だったものが、今１１万６,０００円という形に

なって、通所数、週の回数も増えふえているとい

うことでございますので、扶助費が上がっている

と。 

 神﨑議員が今御質問あったとおり、４分の３は

国と道から財源措置されておりますが、４分の１

は町で一般財源という形になりますので、扶助費

が増えて、４分の１、町で持ち出しするのが金額

が上がっていくというところでございます。その

４分の１に対して、町の一般財源に対しては交付

税相当の措置がないというところでございますの

で、御指摘のとおり、サービスの利用人数が増え

れば町の持ち出しも増えるという構図になってお

りますので、御理解のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 神﨑和枝議員。 

○２番（神﨑和枝） 本当に障害児の受け入れて

くれている施設は、本当に生活の指導から何から

大変な思いでやっているのも、指導してくださっ

ているのもわかりますし、その成果も、私もその

お子さんを見てわかっていますけれども、本当に

ありがたいなとは思っております。 

 ただ、こういった障害の扶助費だけで賄ってい

かなければならないのか、介護であれば介護保険

があって、その１割とか、障害者の、ごめんなさ

い、勉強不足なものですから、ほかにそういった

援助というか、そういうものというのは今のとこ

ろ制度的にはないのかどうなのか。 

 あと、行っていない子には通所というか、お願

いしますと言って、施設には入れないけれどもと

いうことで、回ってくださるという、そういう話

でしたよね。そこの部分、ちょっと。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） 障害者の方について

も、６５歳になると、介護保険優先になるという

形になりますが、介護保険で賄いきれない部分は

障害者の部分の支援のほうでお金が給付されると

いう形になります。 

 また、その制度以外で何か助けるものというも

のは、現在、町の単独事業では、病院に通院する

ときの移送サービスとかというもの、あとは障害

者の方が作業所に通所する際のバス代の交通費補

助等はやっていますが、直接的なサービスという

のは今のところは国の制度のもの以外にはないと

いうところでございます。 

 サービスの入所の部分ですよね。今、障害者の

部分についても、障害者の入所、高齢者でいう特
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別養護老人ホームみたいな施設もありますが、今

は障害者相互支援の絡みで、介護も一緒なのです

が、施設より地域で、在宅で暮らす、地域で見る

と。障害者の方についても、身体障害もあります

し、知的障害もありますし、精神障害もあるとい

うところでございます。今、保健所単位で、福祉

法絡みで、精神障害者の地域包括ケア、要は精神

障害者バージョンの地域包括ケアの推進というも

のを保健所単位で、七飯であれば渡島保健所単位

なのですが、そういう理念で今、国のほうも動い

ておりまして、今は地域で見る、在宅で見るとい

う流れに変わってきているので、今後、こういう

通所であるとか訪問サービスというのがメインに

なってくるのかなと思われます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 神﨑和枝議員。 

○２番（神﨑和枝） ２市１町で事業所をされ

て、面倒を見てくださっているということですけ

れども、利用する側の住所の人数でこの扶助費が

国庫なり道なり入ってきているということですよ

ね。そこのところ、ちょっと確認。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） 今、障害者のサービス

を使うときは受給者証というものがありまして、

それは七飯町の方であれば七飯町の受給者証、そ

れでも函館でサービスが使えますし、逆に２市か

ら七飯に来られたら、それぞれのまちの保険証で

やりますので、七飯の方については七飯が支出

し、北斗市の保険証の方は北斗市が支出する、函

館は函館という形の制度になっています。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 議案第７１号令和元年度七飯町一般会計補正予

算（第８号）を、原案のとおり可決することに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１０ 

議案第７２号 令和元年度七飯町国民健

康保険特別会計補正予算(第２号） 

────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１０ 議案第７２号

令和元年度七飯町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 住民課長。 

○住民課長（清野真里） それでは、議案第７２

号令和元年度七飯町国民健康保険特別会計補正予

算（第２号）について提案説明申し上げます。 

 このたびの補正予算は、既定予算の総額に歳入

歳出それぞれ３０万７,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ３４億８,１００万７,

０００円とするものでございます。 

 今回の補正の主な内容は、本年度支出見込みに

よる増減及び国民健康保険システム改修に伴う増

額を計上するものでございます。 

 それでは、国保７ページの歳出から御説明申し

上げます。 

 １款総務費１項１目一般管理費は、国保共同電

算ほか委託料減額見込みにより６０万円の減、オ

ンライン資格確認等システム対応として、国民健

康保険システム改修委託料３０万７,０００円の

減、合わせて２９万３,０００円の減額となって

おります。 

 ２款保険給付費１項２目退職被保険者等療養給

付費は、減額見込みによる６０万円の減額。 

 ３目一般被保険者療養費は、減額見込みにより

６０万円の増加。 

 ８款諸支出金１項１目一般被保険者保険税還付

金は、増額見込みによる６０万円の追加でござい

ます。 

 次に、国保５ページの歳入に戻っていただきま

して、２款道支出金１項１目保険給付費等交付金

は、オンライン資格確認等システム対応として、
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国民健康保険システム改修費に伴う国庫調整交付

金３０万７,０００円の追加でございます。 

 提案説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 議案第７２号令和元年度七飯町国民健康保険特

別会計補正予算（第２号）を、原案のとおり可決

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） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１１ 

議案第７３号 令和元年度七飯町後期高

齢者医療特別会計補正予算(第２号） 

───────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１１ 議案第７３号

令和元年度七飯町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 住民課長。 

○住民課長（清野真里） それでは、議案第７３

号令和元年度七飯町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第２号）について提案説明申し上げます。 

 このたびの補正予算は、既定予算の総額に歳入

歳出それぞれ３２５万２,０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ４億２,０２６万３,

０００円とするものでございます。 

 今回の補正の内容は、本年度の後期高齢者医療

広域連合納付金において、事務費負担金と保険基

盤安定負担金が確定したため、補正するものでご

ざいます。 

 それでは、後医７ページの歳出から御説明申し

上げます。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金１項１目後

期高齢者医療広域連合納付金は、本年度負担金の

確定により、事務費負担金を１５０万７,０００

円の減額、保険基盤安定負担金を１７４万５,０

００円減額、合わせて３２５万２,０００円を減

額するものでございます。 

 次に、後医５ページの歳入に戻っていただきま

す。 

 ２款繰入金１項１目事務費繰入金は、後期高齢

者医療事務費繰入金を歳出同額の１５０万７,０

００円の減額。 

 ２目保険基盤安定繰入金も歳出と同額の１７４

万５,０００円を減額するものでございます。 

 提案説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 議案第７３号令和元年度七飯町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号）を、原案のとおり可

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） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決いたしまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１２ 

議案第７４号 令和元年度七飯町介護保

険特別会計補正予算(第４号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１２ 議案第７４号

令和元年度七飯町介護保険特別会計補正予算（第

４号）を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） それでは、議案第７４

号令和元年度七飯町介護保険特別会計補正予算

（第４号）について御説明申し上げます。 

 このたびの補正は、既定予算の総額に歳入歳出
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それぞれ３,３５３万４,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ２９億１１９万９,０

００円とするものでございます。 

 補正の主な内容は、介護保険サービスの各種利

用者の増減に伴う保険給付費の補正及び総合事業

利用者並びに委託事業利用者の増に伴う地域支援

事業費の補正でございます。 

 それでは、介保７ページの歳出より御説明いた

します。 

 ２款保険給付費１項１目居宅介護サービス給付

費は、負担金、補助及び交付金３,０００万円の

追加。 

 ３目地域密着型介護サービス給付費は、負担

金、補助及び交付金１,７００万円の減額。 

 ５目施設介護サービス給付費は、負担金、補助

及び交付金２,７００万円の追加。 

 ９目居宅介護サービス計画給付費は、負担金、

補助及び交付金２００万円の追加。 

 ２項介護予防サービス等諸費３目地域密着型介

護予防サービス給付費は、負担金、補助及び交付

金３００万円の減額。 

 ７目介護予防サービス計画給付費は、負担金、

補助及び交付金１００万円の減額。 

 ４項高額介護サービス等費１目高額介護サービ

ス費は、負担金、補助及び交付金４００万円の減

額。 

 ６項特定入所者介護サービス等費１目特定入所

者介護サービス費は、負担金、補助及び交付金４

００万円の減額。 

 ２目特定入居介護予防サービス費は、負担金、

補助及び交付金５万円の追加。 

 次のページになります。 

 ３款地域支援事業費１項１目介護予防・生活支

援サービス事業費は、負担金、補助及び交付金３

００万円の追加。 

 ３目地域包括的支援及び任意事費は、地域支援

センター運営費として生活支援体制事業費委託料

７万９,０００円の追加、任意事業費として、ボ

ランティアポイント事業委託料３０万円の追加、

使用料及び賃借料１０万５,０００円の追加、合

わせて４８万４,０００円の追加でございます。 

 次に、介保５ページに戻っていただき、歳入で

ございます。 

 ３款国庫支出金１項１目介護給付費負担金は、

現年度分として４５６万円の追加。 

 ２項国庫補助金１目調整交付金は、現年度調整

交付金として１７７万２,０００円の追加。 

 ２目地域支援事業支援交付金は、介護予防事業

交付金として７５万円の追加、包括的支援事業等

交付金として１８万６,０００円の追加、合わせ

て９３万６,０００円の追加。 

 ４目保険者機能強化推進交付金は、保険者機能

強化推進交付金として３９１万８,０００円の追

加。 

 ４款支払基金交付金１項１目介護給付費交付金

は、現年度分として８１１万３,０００円の追

加。 

 ２目地域支援事業支援交付金は、地域支援事業

支援交付金として８１万円の追加。 

 ５款道支出金１項１目介護給付費負担金は、現

年度分として５２０万６,０００円の追加。 

 ２項道補助金１目地域支援事業支援交付金は、

介護予防事業交付金として３７万５,０００円の

追加、包括的支援事業等交付金として９万３,０

００円の追加、合わせて４６万８,０００円の追

加。 

 ７款繰入金１項１目介護給付費繰入金は、現年

度分として３７５万６,０００円の追加。 

 ２目地域支援事業繰入金は、介護予防事業交付

金として３７万５,０００円の追加、包括的支援

事業等繰入金として９万３,０００円の追加、合

わせて４６万８,０００円の追加。 

 ２項基金繰入金１目介護保険財政調整基金繰入

金は、介護保険財政調整基金繰入金として３５２

万７,０００円の追加でございます。 

 以上、簡単ではございますが、提案説明とさせ

ていただきます。御審議のほう、よろしくお願い

いたします。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 
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 これより採決を行います。 

 議案第７４号令和元年度七飯町介護保険特別会

計補正予算（第４号）を、原案のとおり可決する

ことに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１３ 

議案第７５号 令和元年度七飯町下水道

事業特別会計補正予算（第２号）   

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１３ 議案第７５号

令和元年度七飯町下水道事業特別会計補正予算

（第２号）を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 水道課長。 

○水道課長（笠原泰之） それでは、議案第７５

号令和元年度七飯町下水道事業特別会計補正予算

（第２号）について提案説明申し上げます。 

 このたびの補正予算は、既定の歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ１１６万５,０００円を

追加し、総額を歳入歳出それぞれ９億３３０万円

とするものでございます。 

 主な補正予算の内容は、下水道管理費の電気料

で、当初予算よりの不足及び函館湾流域下水道事

務組合負担金の負担見込みによる歳出の追加補正

となっております。 

 それでは、初めに歳出から御説明いたします。 

 ７ページをお開き願います。 

 １款２項１目下水道管理費は、下水道管理費

で、需用費は電気料で、当初予算からのマンホー

ルポンプ利用に伴う電気料不足分で１１万５,０

００円の追加、負担金、補助及び交付金は、函館

湾流域下水道事務組合負担金で、当初予算からの

増加見込みに伴い１０５万円の追加でございま

す。 

 続きまして、歳入でございますが、５ページに

お戻り願います。 

 ７款１項１目繰越金は、前年度繰越金で１１６

万５,０００円の追加でございます。 

 提案説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 議案第７５号令和元年度七飯町下水道事業特別

会計補正予算（第２号）を、原案のとおり可決す

ることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１４ 

議案第７６号 令和元年度七飯町水道事

業会計補正予算（第２号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１４ 議案第７６号

令和元年度七飯町水道事業会計補正予算（第２

号）を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 水道課長。 

○水道課長（笠原泰之） それでは、議案第７６

号令和元年度七飯町水道事業会計補正予算（第２

号）について提案説明申し上げます。 

 今回の補正予算は、収益的支出では、修繕費、

消費税及び地方消費税、過年度水道料金還付金等

の予算不足に伴う追加補正、また、資本的支出で

は、委託料で、来年度施工予定の道道改良工事に

伴い、今年度中に実施設計を行わなければならな

いことから、追加補正を行うものでございます。 

 まず、議案の第１条は、令和元年度七飯町水道

事業会計補正予算（第２号）を次のとおりとす

る、総則でございます。 

 第２条は、予算第３条に定めた収益的収入及び

支出についてでございます。 

 支出の第１款水道事業費用で７０万円を追加

し、４億８,１７０万円とするものでございま
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す。 

 第３条は、予算第４条に定めた資本的収入及び

支出について、本文括弧書中の資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額１億８,１００万円

を１億８,１１０万円に、当年度分消費税及び地

方消費税資本的収支調整額２,２９４万８,０００

円を２,３１５万６,０００円に、当年度分損益勘

定留保資金を６,１９８万３,０００円から６,１

８７万５,０００円にそれぞれ改め、その下の収

入の第１款資本的収入で２２０万円を追加し、２

億１,５２０万円とし、支出の第１款資本的支出

で２３０万円を追加し、３億９,６３０万円とす

るものでございます。 

 第４条は、予算第６条に定めた企業債の限度額

の補正でございます。 

 追加としまして、道道大沼公園線改良工事に伴

う水道開設事業債２２０万円を追加するもので、

起債の方法、利率、償還の方法については記載の

とおりとなっております。 

 それでは、収益的収入及び支出の支出から御説

明申し上げます。 

 ４ページ目をお開き願います。 

 １款１項１目原水及び浄水費は、取水浄水施設

修繕料に当初予算からの不足が見込まれることか

ら３７万５,０００円の追加。 

 ４目業務費は、事務用機器修繕料で、水道メー

ター検針用機器等の修繕に当初予算からの不足が

見込まれることから１１万円の追加。 

 ２項２目消費税当納付金は、消費税及び地方消

費税納付金に当初予算からの不足が見込まれるこ

とから１３万５,０００円の追加。 

 ３項１目過年度損益修正損は、過年度水道料金

還付金の当初予算からの増加に伴い８万円の追加

となっております。 

 続きまして、資本的収入及び支出の支出につい

て御説明申し上げます。 

 ７ページ目をお開き願います。 

 １款１項１目水道施設費は２３０万円の追加

で、委託料で、北海道が来年早々に道道大沼公園

鹿部線改良工事を行う予定であり、水道管の移設

が必要なことから、本年度中に実施設計を実施す

るための追加でございます。 

 続きまして、資本的収入及び支出の収入でござ

いますが、６ページでございます。 

 １款１項１目施設改良企業債は２２０万円の追

加で、資本的支出の道道大沼公園線改良工事に伴

う水道管移設の財源として起債をするものでござ

います。 

 提案説明は以上でございます。よろしく御審議

くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 議案第７６号令和元年度七飯町水道事業会計補

正予算（第２号）を、原案のとおり可決すること

に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１５ 

発議案第１１号 「あおり運転」に対す

る厳罰化とさらなる対策の強化を求める

意見書 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１５ 発議案第１１

号「あおり運転」に対する厳罰化とさらなる対策

の強化を求める意見書を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 長谷川生人議員。 

○８番（長谷川生人） 発議案第１１号「あおり

運転」に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求

める意見書。 

 標記の意見書を会議規則第１３条第１項及び第

２項の規定により、別紙のとおり提出します。 

 令和元年１２月１１日。 

 七飯町議会議長木下 敏様。 

 提出者、七飯町議会議員、長谷川生人。 

 賛成者、七飯町議会議員、川村主税議員、川上



－ 48 － 

弘一議員、中川友規議員、青山金助議員、畑中静

一議員、池田誠悦議員。 

 「あおり運転」に対する厳罰化とさらなる対策

の強化を求める意見書。 

 本年８月、茨城県の常磐自動車道で、男性が執

拗なあおり運転を受けて車を停止させられ、容疑

者から顔を殴られるという事件が発生した。 

 また平成２９年６月には、神奈川県内の東名高

速道路において、あおり運転を受けて停止した車

にトラックが追突し、夫婦が死亡している。 

 こうした事件・事故が相次ぐ中、あおり運転を

初めとした極めて悪質・危険な運転に対しては、

厳正な対処を望む国民の声が高まっている。 

 警察庁は、平成３０年１月１６日に通達を出

し、道路交通法違反のみならず、危険運転致死傷

罪や暴行罪等のあらゆる法令を駆使して、厳正な

取り締まりに取り組んでいるが、いわゆる「あお

り運転」に対する規定がなく、防止策の決め手と

はなっていない。 

 今後は、あおり運転の厳罰化に向けた法改正の

検討や、更新時講習などにおける教育のさらなる

推進及び広報啓発活動の強化が求められるところ

である。 

 そこで政府におかれては、今や社会問題化して

いるあおり運転の根絶に向け、安全・安心な交通

社会を構築するため、下記の事項について早急に

取り組むことを強く求める。 

 記。 

 １、「あおり運転」の規定を新たに設け、厳罰

化については、危険運転を行った場合のみでも、

道路交通法上、厳しく処罰される海外の事例など

も参考としながら、実効性のある法改正となるよ

う、早急に検討を進めること。 

 ２、運転免許更新時における講習については、

これまでの交通教則による講習に加え、あおり運

転等の危険性や、その行為が禁止されていること

及びその違反行為に対しては取り締まりが行われ

ることについての講習も行うこと。また、更新時

講習に使用する教本や資料などに、これらの事項

を記載すること。 

 ３、広報啓発活動については、あおり運転等の

行為が禁止されており、取り締まりの対象となる

ことや、あおり運転を受けた場合の具体的な対処

方法などについて、警察庁及び都道府県警察の

ホームページ、ＳＮＳや広報誌などを効果的に活

用し、周知に努めること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出する。 

 北海道亀田郡七飯町議会。 

 提出先、内閣総理大臣殿、国家公安委員長殿。 

 以上でございます。よろしく御審議くださいま

すようお願いいたします。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 発議案第１１号「あおり運転」に対する厳罰化

とさらなる対策の強化を求める意見書を、原案の

とおり可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） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１６ 

発議案第１２号 日米貿易協定に関する

意見書 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１６ 発議案第１２

号日米貿易協定に関する意見書を議題といたしま

す。 

 提案説明を求めます。 

 長谷川生人議員。 

○８番（長谷川生人） 発議案第１２号日米貿易

協定に関する意見書。 

 標記の意見書を会議規則第１３条第１項及び第

２項の規定により、別紙のとおり提出します。 

 令和元年１２月１１日。 

 七飯町議会議長木下 敏様。 

 提出者、七飯町議会議員、長谷川生人。 
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 賛成者、七飯町議会議員、平松俊一議員、川村

主税議員、青山金助議員、畑中静一議員、川上弘

一議員、上野武彦議員、池田誠悦議員。 

 日米貿易協定に関する意見書。 

 日米貿易協定については、１１月１９日に衆議

院、１２月４日に参議院で承認され、現在、発効

に向けた手続が進められている。 

 また、政府は、１２月５日、本協定に加え、Ｔ

ＰＰ１１、日ＥＵ・ＥＰＡの発効後の動向も踏ま

えた政策を改めて体系的に整理し、「総合的なＴ

ＰＰ等関連政策大綱」を改定するとともに、１２

月１０日、「農林水産業・地域の活力創造プラ

ン」を改定し、関連施策に係る令和元年度補正予

算及び令和２年度予算の編成作業を進めていると

ころである。 

 北海道の農業は、安全・安心で良質な農畜産物

の安定生産だけではなく、国土や環境の保全、美

しい農村景観の形成などの多面的な機能を発揮す

るとともに、食品加工や観光などの幅広い産業と

結びつき、地域の経済、社会を支えている。そし

て、農業が新たな国際環境のもとで将来にわたっ

てこうした役割を果たしていくためには、その再

生産を確保し、持続的に発展していくことが何よ

りも重要である。 

 よって、国においては、次の事項について十分

配慮するよう強く要望する。 

 記。 

 １、各国際協定による農業への影響を継続的に

検証すること。 

 ２、「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」、「農

林水産業・地域の活力創造プラン」に基づく体質

強化対策や経営安定対策の着実な実施など、農業

者が経営の規模や形態にかかわらず、将来に希望

を持って営農に取り組んでいけるよう、万全な対

策を講ずること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書

を提出する。 

 北海道亀田郡七飯町議会。 

 提出先、衆議院議長殿、参議院議長殿、内閣総

理大臣殿、内閣官房長官殿、財務大臣殿、農林水

産大臣殿、経済産業大臣殿、経済再生担当大臣

殿。 

 以上でございます。よろしく御審議くださいま

すようお願いいたします。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 発議案第１２号日米貿易協定に関する意見書

を、原案のとおり可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） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１７ 

閉会中の委員会活動の承認について 

────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１７ 閉会中の委員

会活動の承認についてを議題といたします。 

 お手元に配付のとおり、各常任委員会及び議会

運営委員会から、特定の案件について、閉会中に

委員会活動を行いたい旨の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 委員会申し出のとおり、その活動を承認するこ

とに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、委員会の申し出のとおり、その活動を

承認することに決定いたしました。 

  ─────────────────── 

閉 会 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 以上で、本定例会に付議さ

れた全ての案件の審議は終了いたしました。 

 よって、令和元年第４回七飯町議会定例会を閉

会いたします。 

 お疲れさまでした。 

午後 ３時２１分 閉会 
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