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午前１０時００分 開会

○田村委員

○川村委員長 皆さん、おはようございます。

はい、済みません。

○川村委員長

ただいまより、第３回平成３０年度決算審査特

あと、皆さんのほうで、何か抜

けているなとか、あれば。

別委員会を開催いたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）

横田委員と池田委員の遅参の届けがありまし
たので、御報告いたします。

○川村委員長

よろしいですか。（発言する者あ

り）

まず、本日の日程のほうと、資料要求の確認
をしたいと思います。

事務局のほうからお願いします。
○関口議会事務局長

資料要求の別紙になって

お手元に資料があるかと思いますけれども、

いるものが、今朝、上野委員から出てきていた

本日の予定が、議会事務局から始まりまして、

のですけれども、こちらについても委員会とし

会計課、農業委員会、税務課、政策推進、総務

ての資料請求という形にするかどうか。

財政課、情報防災課の順番になっていますけれ

○川村委員長

ども、まず、順番的に、こちらでよろしいかど

ちょっときょう出てきたものですから、改めて

うか、皆さん、どうですか。よろしいですか。

ちょっと読み上げて、１番目の学校給食費の軽

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○川村委員長

資料要求の２枚目のほう、

減の実施状況、対象児童数と軽減費用の実績が

あともう一つ、資料要求、昨日、

一つ。二つ目、大中山小学校建設に関して、各

資料要求したものをまとめたものなのですけれど

工事の費用と補助金、町債発行状況。三つ目、

も、この内容でいいかどうか。本日、まだ資料の

大沼の水質調査の結果と流入河川の水質調査の

ほう、届いていませんので、とりあえず審査のほ

結果について。四つ目、水道、下水道の未整備

うを先に進めて、もしその中で、来た場合は、ま

地域の実態について。町有公共施設の建設年度

た追加で審査するということで、もし本日、間に

と耐震性の有無の評価の一覧表が出てきている

合わなければ、後日、またさらに日程のほうに組

のですけれども、この点についてどうですか。

み入れて、この部分に関してだけちょっとやりた

（発言する者あり）

いなと思っていますけれども、その点についても
よろしいでしょうか。

済みません、これはちょっと後で訂正いたし
ます。大変申しわけない。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○川村委員長

事務局のほうから。

中身のほう、どうですか。一応お

○関口議会事務局長

こちらの２番、３番につ

手元に２枚ありますけれども、１枚目のほうと、

いても、あくまでも３０年度の数値ということ

２枚目の。

でよろしいでしょうか。

田村委員。
○田村委員

○川村委員長

上野委員、あくまでも３０年度

私のほうからきのう言ったのは、

の決算委員会になりますので、３０年度分に

総務財政課のほうで、町債の借り入れと、町債

限ってのものであれば問題ないかと思うのです

というか、公債費返済の部分と二本立てでたし

よね。それでよろしいですか。

か言ったはずなのですよね。これ、償還……。

○上野委員

（発言する者あり）わかりました。いいです、

も、いいです。

いいです。

○川村委員長

○川村委員長
○田村委員

いいですか。

○上野委員

見ないとわからない。済みませ

できればと思ったのですけれど
よろしいですか。
ええ。

○川村委員長

では、３０年度分ということ

ん、わかりました。

で。

○川村委員長

○関口議会事務局長

そうしたら、もし資料が出てき

あと、４番、５番につい

た段階で、ちょっと違うなとなったら、そのと

ての、この辺について、３０年度分というよう

きにまた追加でもよろしいですか。

な……。

－ 2 －

○川村委員長 暫時休憩いたします。
午前１０時０６分

出ましたよね。それから、建設工事のほうも出

休憩

ましたよね。これをもとに、私、チェックして

─────────────
午前１０時１１分
○川村委員長

いったほうが早いのではないのかなと。この中

再開

身を見れば、こういうふうに、何々について

それでは、休憩前に引き続き、

再開いたします。

は、がん検診総合支援事業、国庫補助で７４万
３,０００円だとかと、結構大雑把だけれども、

上野委員からの資料要求について、１番、２

出ているものだから、これが実際、やられたの

番、３番については資料要求を行うということ

かやられていないのか、あるいはまた、減額補

で、皆さん、よろしいでしょうか。

正しているとか、増額補正しているとかとい

（「はい」と呼ぶ者あり）

う、なぜなのだという話にもなっていくと思う

○川村委員長 暫時休憩いたします。
午前１０時１１分

のです。ですから、これをベースに、これを見

休憩

ていけば、細かいところまで全部一々聞かなく

─────────────
午前１０時１２分
○川村委員長

ても、あらかたこれに基づいて我々が議決した

再開

のですよね、予算を、百四十何億円というのを

休憩前に引き続き、再開いたし

ます。

議決してスタートさせたという観点からする
と、やっぱりこれに基づいて、この建設にも基

始める前に、今回の特別委員会のポイントと

づいてチェックして、そして、一定程度できて

いいますか、進める上で、基本は、あくまでも

いるということであれば、おおむね実施してい

平成３０年度の決算、予算に関して質疑等行う

るという、僕は結論で構わないのでないかと。

ということで、皆さん、まずよろしいでしょう

さらに、個々にいろいろな情報の中で見て、ど

か。

うもおかしいというものがあれば、それはそれ
（「はい」と呼ぶ者あり）

○川村委員長

で確認すればいいけれども、我々は議会全体と

昨日、田村委員のほうからも、要

して、やはりこういうものに基づいて、一応

点を絞ったほうがいいのではないかという部分の

チェックしていったほうが、時間的にもちょっ

中で、私も、予備費の関係は、やはり前回も指摘

と早いのでないのかなというふうに思います。

事項があったにもかかわらず、今回もきちっとし

ぜひそういう流れの中でやったほうが、今回、

た利用の仕方というのですか、ちょっとどうかな

だめだったらだめで、また来年あるかもわから

という部分もありましたので、各課で予備費を計

ないけれども、とりあえずそうやらないと、期

上している部分に関しては、少し絞って、どうい

間的にも短い中で、チェックをしていくという

う経緯で使われたものなのかとか、その辺は

のが、これで見れば、一定程度、早くチェック

ちょっと確認したいなと思っていますけれども、

できるのかなという、そんな思いで、もしこう

皆さん、どうでしょうか。（「いいですよ」と呼

いうものがあれば、事務局に用意してもらっ

ぶ者あり）

て、そして各委員に、これプラス、あとは施政

○川村委員長 よろしいですか。

方針だとか教育行政方針の考え方がプラスにな

田村委員もよろしいですか、そういう形で。

れば、それでチェックしていけばいいのでない

田村委員。

かと。あとはそれぞれ個人が持っている情報の

○田村委員

はい。それと、もう１点、決算の

中で、おかしいものがあれば、それはそれで別

審査に向けて、きのう、どういう視点でという

な形で聞いていけばいいのではないかなと。そ

話をちょっとやったのですけれども、今も出ま

うすることによって、少しでも早めと言えばお

したけれども、予算に対する、結果、どうなっ

かしいのだけれども、無駄のないような形で進

たのだと。３０年度の政策編成後の予算とい

められるのでないのかなと。

う、これがありますよね。これ、予算のときに

－ 3 －

以上です。

○川村委員長

今、田村委員のほうからポイン

ただきます。決算書は一般の９０から９１ペー

トについてお話が出たのですけれども、皆さ

ジになります。当初予算額１５７万円、補正予

ん、どうですか。

算額６万９,０００円減額し、予算現額１５７万

畑中委員。
○畑中委員

円に対し、支出済額１５６万７,６８１円、不用
いいと思いますよ、すごく。効果

額２,３１９円で、執行率は９９.９％で、ほぼ

的だと思うのだけれども、今、それは前に渡さ

予算どおり執行しております。事業決算の具体

れたけれども、今、持っていない。今、用意で

的な内容については記載のとおりであります。

きますか。（「用意できます」「用意できるの

簡単ですが、監査費については以上でござい

だって」「いいですよ」「皆様の机の上に配付

ます。

いたします」と呼ぶ者あり）

○川村委員長

○川村委員長 暫時休憩いたします。
午前１０時１６分

何か質問等ございましたら。

休憩

上野委員。

─────────────
午前１０時３２分
○川村委員長

ありがとうございます。

○上野委員

再開

今、補正予算額が１８８万３,００

０円。この補正というのはどういう、３月議

それでは、休憩前に引き続き、

再開いたします。

会、整理予算とありますけれども、どういう状
況だったのかというのが１点。

議会事務局の審査を行います。

それから、不用額が、会議録の調製委託料で

事務局長、御苦労さまです。

４２万３,０００円、これも結構大きな金額にな

それでは、共通様式に基づいて説明をお願い

りましたけれども、この辺の発生事情につい

いたします。

て、ちょっと説明がなかったので、お願いしま

資料の内容については、特段の説明がない限
り、記載のとおりでよろしいです。

○川村委員長

それでは、お願いいたします。
○関口議会事務局長

す。
議会事務局長。

○関口議会事務局長

おはようございます。

整理予算につきまして

は、旅費の部分で、旅費が見込みよりも多く余

議会費のほうの説明をさせていただきます。
よろしくお願いします。

る予定なので、その分の減額補正とか、今回の
共済費の部分とか、金額的には、内容について

それでは、ナンバー１のほうになります。事

は、何が幾らということは、ちょっと今、押さ

業名が議会費で、決算書は一般、５０から５１

えていないのですけれども、そういった見込み

ページになります。当初予算額９,９０７万２,

によって予算を落としているものでございま

０００円、補正予算額１８８万３,０００円の減

す。

額、予算現額は９,７１８万９,０００円に対

会議録の不用額につきましては、３１年度の

し、支出済額９,６５７万２,２３６円で、不用

予算審査特別委員会が、いつもですと業者のほ

額は６１万６,７６４円となり、執行率は９９.

うに出しているのですが、こちらの部分、職員

３７％で、ほぼ予算どおり執行しております。

のほうで起こしたので、そちらの分が不用額と

補正の主なものは、整理予算であります。事業

して出ているということで御理解願います。

決算の具体的な内容については、記載のとおり

○川村委員長

であります。流用関係で、備品購入費で、委員

○上野委員

会のマイクバッテリーが消耗したために、需用

いうことで、こんなに違いがあるのかなと思い

費、消耗品費から１８節備品購入費へ３万３,０

ましたけれども、この整理予算に関してなので

００円流用し、購入しております。

すけれども、基本的に、計画を立てて、これが

上野委員。
会議録に関して、職員がやったと

議会費については以上でございます。

いかなかったとかという、事業内容が変わった

次に、ナンバー２の監査費の説明をさせてい

ということでないと、このような大きな内容に

－ 4 －

ならないと思うのですが、その辺についてはど

で９万２,０００円です。

うなのでしょうか。

○上野委員

○川村委員長

○川村委員長

議会事務局長。

○関口議会事務局長

１８８万３,０００円の内

いいです。わかりました。
それでは、ほかに質問のある

方。

訳についてなのですけれども、先ほど言ったよ

若山委員。

うに、会議録の手数料の減額とか、交際費の部

○若山委員

進め方についてなのですけれど

分でも達していない部分がありますので、極力

も、補正予算の内容については、議会で決算さ

見込んで、余剰というか、いかない部分につい

れているので、その内容について一々どうして

ては落としているということなので、それぞれ

そういうふうにしたのだというのは、今さら

実績を積み上げていったことによって、見込み

言ってもあれなのかなと思うのですけれども、

予算よりも大幅にいかない場合に、見込みとし

要は、補正した後の残額についてどうしたか、

てこのぐらいかかるだろうというものの数字

それでもなお残ったのは、今のように、どうし

で、あとは整理予算で落としているという形に

たのかということなのかなと思うのですけれど

なります。

も、当初の予算がどうだったのかと言ってもし

議会の場合は、事業というものは、多分、委

ようがないのかなと思うのですけれども、補正

託料的なものとかしかないので、よろしいで

予算の内容についても聞いて構わないのです

しょうか。

か。委員長に、進め方で、お答えしてくださ

○川村委員長
○上野委員

上野委員。

い。

余り納得いかないような感じがし

○川村委員長

ましたので、要するに手数料だとか交際費だと

暫時休憩いたします。

午前１０時４２分

かというのは、年度当初に、基本的にこの時期

休憩

─────────────

にこのぐらい要るだろうという予算は組んで執

午前１０時４８分

行しているとは思うのですが、合計で１８０万

○川村委員長

円というのは余りにもちょっと大きかったのか

ます。

なというふうに思いますので、今後の問題も含

再開

休憩前に引き続き、再開いたし

その他、御質問ある方。

めて、ちょっと事務局長のほうから、これにつ

（「なし」と呼ぶ者あり）

いてもう少し納得のいくような……。

○川村委員長

○川村委員長

いと思います。（発言する者あり）

議会事務局長。

○関口議会事務局長

済みません。内訳なので

それでは、質疑のほうを終わりた

議会事務局長、お願いします。

すけれども、報酬のほうで６万１,０００円、こ

○関口議会事務局長

済みません、追加資料で

ちら、補選で議員が１人いなかった時期が

要求のありました入札執行の状況でございま

ちょっとありまして、そちらの部分の支払いを

す。

していないので、減額という形です。３０年度

指名競争入札、委託業務で１件ございますの

から始まりまして、５月まで減だったものです

で、内容については記載のとおりでございま

から、その分で減額したということ。あと、共

す。

済費も、４月１日現在が１名減だったので、そ

以上です。

ちらに係る共済費の部分が予定よりも落ちてい

○川村委員長

るという形になります。４月１日現在で計算さ

なたかございますか。

れる共済費の部分がありまして、その部分での

資料要求についての御質問、ど

（「なし」と呼ぶ者あり）

請求になりますので。あと、費用弁償で６万３,

○川村委員長

０００円、交際費で２０万２,０００円、あと、

り）

議会だよりのほうで３８万５,０００円、会議録

－ 5 －

横田委員。

よろしいですか。（発言する者あ

○横田委員

この入札執行の資料、今までの書

容、入札結果等がわかるような資料ということ

き方とちょっと違って、本当は選考業者３社と

でよろしいですか。（発言する者あり）予定価

いったら、選考業者名も書いて、横長で出した

格とか……（発言する者あり）落札率は入って

のでなかったかと思うのだよね。

いないですけれども、入札額とか、金額の入っ

○川村委員長 暫時休憩いたします。

ているものですね。入札に参加した業者さんと

午前１０時４９分

休憩

か、そういったものが一般的にわかる資料を閲

─────────────
午前１０時５０分
○川村委員長

覧するということでよろしいですか。

再開

（「はい」と呼ぶ者あり）

では、休憩前に引き続き、再開

○川村委員長

いたします。

午前１１時１７分

資料のほうはこちらでよろしいということ

午前１１時３８分

（「なし」と呼ぶ者あり）

○川村委員長

それでは、質疑のほうを終わりた

休憩

─────────────

で、あとほかに何かございますか。
○川村委員長

では、暫時休憩いたします。

再開

休憩前に引き続き、再開いたし

ます。

いと思います。

引き続き、会計課の審査のほうを行います。

以上で、議会事務局のほうの審査を終了いたし

会計課長、御苦労さまです。

ます。

それでは、共通様式に基づき、説明のほう、

議会事務局長、御苦労さまでした。

お願いいたします。

暫時休憩いたします。
午前１０時５０分

資料の中身、具体的な内容については、特段
休憩

の説明がない限り、記載のとおりでお願いいた

─────────────
午前１１時１５分
○川村委員長

します。

再開

決算書のページ数とかも、そのまま記載のと

休憩前に引き続き、再開いたし

ます。

おりでおっしゃっていただければ結構です。よ
ろしくお願いいたします。

追加資料の関係で、まず、入札執行について
の状況の資料なのですけれども、昨日、頼んで

○青山会計課長

それでは、会計課の決算審査

について、よろしくお願いいたします。

いる分に関しては、とりあえず資料をまずいた

会計課の提出資料は、共通様式の調書１枚の

だくと。追加の分として、まず、物品に関して

みで、お手元の決算書では、ページは６０ペー

は１３０万円以上７００万円以下のもの、工事

ジから６３ページとなります。予算科目は、２

に関しては１３０万円以上５,０００万円以下の

款１項４目会計管理費で、事業名も同じく会計

ものに対してを、とりあえず閲覧できるものを

管理費となります。この事業予算の目的とあり

ちょっと出してもらうと。必要な方はコピーを

ますが、会計課では、各種収入金の収納や支払

とるということでよろしいですか。

い処理のため事務用消耗品の購入や、各種支払

（「はい」と呼ぶ者あり）

い伝票の印刷に充てる経費が事業予算の主な内

○川村委員長 暫時休憩いたします。
午前１１時１６分

容となっております。当初予算額は２４万７,０

休憩

００円で、補正予算額、事業間の流用充用はな

─────────────
午前１１時１６分
○川村委員長

く、支出済額は２１万３,５９７円の支出で、不

再開

用額は３万３,４０３円、執行率は８６.５％と

休憩前に引き続き、再開いたし

ます。

なりました。支出の内訳でありますが、右横事
由欄に記載のとおりですので、説明は省略させ

ただいまの追加の分の中身については、よく

ていただきます。事業執行については、ほぼ予

議案のときに出されている、工事名、期間、内

算どおりの執行となりますので、説明は以上の
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とおりとなります。

課事務補助員３名のうちの１人の方の同居して

よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

いた親が体調を崩し入院し、その後、お亡くな

○川村委員長 ありがとうございます。

りになったため、なかなか仕事に復帰すること

質疑のある方。

ができなく、お休みが続いたためでございま

（「なし」と呼ぶ者あり）
○川村委員長

す。３月の整理予算に間に合いませんでしたの

ないということなので、質疑のほ

うを終わります。

で、落とすことができませんでしたので、不用
額となっております。ほかに、２３節償還金、

以上で、会計課に対する審査を終了いたしま
す。

利子及び割引料の不用額が９１万５,４８３円ご
ざいます。これは、法人町民税の確定申告によ

会計課長、御苦労さまでした。

る予定納付額の還付や、固定資産税、町・道民

○川村委員長 では、暫時休憩いたします。
午前１１時３９分

税の過年度還付分となってございまして、昨年

休憩

度は約１,０００万円の支出がございましたの

─────────────
午前１１時４２分
○川村委員長

で、今年度は少なかったように感じておりま

再開

す。１件の還付金額が多い場合があり、３月の

休憩前に引き続き、再開いたし

ます。

年度末まで金額は確定いたしませんので、整理
予算では落とせない分となりますので、御理解

それでは、税務課の審査を行います。

願います。その他、具体的な決算の内容は記載

途中、お昼を間もなく挟むものですから、途

のとおりとなっております。

中できりのいところで切って、また午後から始

次に、ナンバー２、事業決算名は税務総務費

めたいと思いますので、よろしくお願いいたし

（納税）です。予算現額８６１万４,０００円、

ます。

支出済額８６０万５,９５４円、不用額は８,０

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。

４６円、執行率は９９.９％でございます。特定
財源の歳入は、町税延滞金３７５万８,０２５円

資料の具体的な内容については、特段の説明

です。税務課に嘱託徴収職員が３名おります

がない限り、記載のとおりでお願いいたしま

が、１名分は国保会計から支出しておりまし

す。

て、こちらの事業予算からは２名分を支出して

決算書のページ数とかも、記載のとおりでと

おります。嘱託職員の給料、手当、共済費な

いうことで、言わなくても結構なので、よろし

ど、具体的な決算の内容は記載のとおりとなっ

くお願いいたします。

ております。その他、渡島・桧山地方税滞納整

○広部税務課長

理機構への負担金として１４７万９,５００円

それでは、どうぞよろしくお

願いいたします。

を、一般会計からと国保特別会計からそれぞれ

税務課所管の決算につきまして、提出要求資
料に基づきまして説明いたします。

２分の１ずつ支出しておりまして、滞納整理機
構へは合計で２９５万９,０００円を支払ってお

歳出の部分ですが、共通様式で御説明いたし
ます。

ります。なお、滞納整理機構への平成３０年度
の引き継ぎ及び実績は、提出追加資料に添付し

ナンバー１、事業決算名は税務総務費（課

ておりますので、後ほど御参照ください。

税）です。予算現額１,３３３万２,０００円、

次に、ナンバー３、事業決算名は賦課事務費

支出済額１,２１２万９,７１４円、不用額は１

です。予算現額５５３万円、支出済額５０７万

２０万２,２８６円、執行率は９１.０％でござ

７,３２２円、不用額は４５万２,６７８円、執

います。特定財源の歳入は、税務手数料２１０

行率は９１.８％でございます。不用額の４５万

万３００円です。不用額の主なものは、７節賃

２,６７８円は、主に１３節委託料の給与支払い

金の臨時職員賃金２３万６,０６８円ですが、賦

報告書パンチ業務委託料の執行残です。こちら
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の金額が確定するのが３月となりますので、整

その次のページ、ナンバー７、町営住宅駐車場

理予算には間に合わず、落とせないこととなり

使用料現年課税分の収入未済額は２万２,５００

ますので、御理解願います。その他、具体的な

円となりますが、昨年度は両方未納額がゼロで

決算の内容は記載のとおりとなっております。

した。

次に、ナンバー４、事業決算名は徴収事務費

次に、ナンバー８、特別会計の国保税全体の

です。予算現額５２０万３,０００円、支出済額

現年課税分の収入未済額は２,３９６万６,５９

４９１万１,７８８円、不用額は２９万１,２１

９円となり、昨年に比較して、金額では３２６

２円、執行率は９４.４％でございます。不用額

万３,１０３円減少しております。

２９万１,２１２円の主な内訳は、１２節役務費

次のページ、ナンバー９からナンバー１６ま

の中の口座振替や郵便振替手数料ですが、１０

では、先ほど説明した国保会計の節ごとの内訳

月から３月分の請求が３１年４月に来るため、

となってございますので、説明を省略させてい

残しておいた分です。整理予算で３０万円は減

ただきます。

額しておりますので、御理解願います。その
他、具体的な決算の内容は記載のとおりとなっ

次に、様式４、不納欠損処分の状況でござい
ます。

ております。

左側の表は不納欠損となった事由別で、右側

共通様式の事業決算ごとの説明は以上になり
ます。

の表は該当する法律での内訳となっておりま
す。

次に、様式３、収入未済額の状況です。

ナンバー１からナンバー３は、個人町民税の

現年度分のみ説明させていただき、滞納繰越
分は記載のとおりとさせていただきます。

不納欠損です。現年分、滞繰分、合わせて２０
件、金額では６３万１,９５１円となり、昨年度

初めに、ナンバー１、個人町民税現年課税分
の収入未済額は９４３万２,７９０円となり、昨

に比較して、金額では１万２,５５３円増加して
おります。

年に比較して、金額で６０万７,５９９円減少し
ております。

ナンバー４からナンバー６は、法人町民税の
不納欠損です。現年分、滞繰分、合わせて１

次のページ、ナンバー２、法人町民税現年課

件、金額では１６万３００円となり、昨年度に

税分の収入未済額は３７万１００円となり、昨

比較して、金額では１２万３００円増加してお

年に比較して、金額で１８万４,９００円減少し

ります。

ております。

ナンバー７からナンバー９は、固定資産税の

次のページ、ナンバー３、固定資産税現年課

不納欠損です。現年分、滞繰分、合わせて１８

税分の収入未済額は２,００９万４,３３２円と

２件、金額では６７９万４,４００円となり、昨

なり、昨年に比較して、金額で６５万７,１７９

年度に比較して、金額では２万２,１００円増加

円減少しております。

しております。

次のページ、ナンバー４、軽自動車税現年課

ナンバー１０からナンバー１２は、軽自動車

税分の収入未済額は１１３万４,５９０円とな

税の不納欠損です。現年分、滞繰分、合わせて

り、昨年に比較して、金額で１３万３,６９２円

４７件、金額では３１万５,４００円となり、昨

増加しております。

年度に比較して、金額では８万６,４００円増加

次のページ、ナンバー５、認可保育所保育料

しております。

の現年課税分の収入未済額は６４万８,５５０円

認可保育所保育料と町営住宅使用料、町営住

となり、昨年に比較して、金額で２４万１,４０

宅駐車場使用料の不納欠損はございませんの

０円増加しております。

で、様式は提出しておりません。

次のページ、ナンバー６、町営住宅使用料現

ナンバー１３からナンバー１５は、国民健康

年課税分の収入未済額は７６万２,９７７円と、

保険税の不納欠損です。現年分、滞繰分、合わ

－ 8 －

せて５５件、金額では４３２万７,７７５円とな

の種類及び金額等を掲載しております。預貯金

り、昨年度に比較して、金額では１０１万１,８

の差し押さえから不動産の差し押さえまで、合

２２円増加しております。

計は右下の欄になりますが、１,２４４万６,１

次に、歳入について説明いたします。提出追
加資料で説明いたします。

８４円、前年比７３万９,９７２円、６％増の実
績を上げることができました。今後の傾向とし

１ページ目は、平成３０年度徴収実績を一覧
表で示しておりますが、前年度との対比で説明

て、一定の債権整理が終了すると、差し押さえ
実績は低下していく予定でおります。

していきますので、１枚めくっていただき、２
ページ目の資料１をごらんください。

次に、８ページは、渡島・檜山地方税滞納整
理機構の委託内容と実績を掲載しております。

細かい説明は省略させていただきますが、平

平成３０年度では、１,２０８万５,７５１円

成３０年度の町税全体の徴収率ですが、一般税

の引き継ぎ滞納額に対し、３２７万７,６９５円

全体では０.１％減少し、９７.２％となりまし

の収入実績となり、収入率は２７.１２％であり

た。

ました。ここには記載されてございませんが、

次に、特別会計の国保税ですが、提出追加資
料の３ページ、資料２をお開きください。

ほかに延滞金が９０万５,９５５円入っておりま
す。

国民健康保険税、現、滞、合わせて徴収率は
０.２％減少し、９０.２％となっております。

９ページは、滞納整理機構の収入決算額の税
目別の状況と収入率となっております。

同じ３ページの下のほう、認可保育所保育料
ですが、現、滞、合わせて徴収率は０.１％増加

以上で、税務課所管の説明を終わらせていた
だきます。

し、９６.８％となっております。

今後も七飯町の貴重な自主財源確保のため、

資料の一番下、町営住宅使用料と町営住宅駐
車場使用料になります。現、滞、合わせて徴収

適正な賦課と公平な税負担を念頭に置いた徴収
を心がけてまいります。

率は０.７％減少し、９９.３％となっておりま
す。

御審議のほどよろしくお願いいたします。
○川村委員長

次に、追加資料４ページから６ページには、
町税の３０年度における収納状況と、過去５年

ちょうどお昼の時間が近づいてい

るので、一旦、これで暫時休憩しまして……（発
言する者あり）

間の推移及び徴収実績を掲載しております。

では、質問のある方。

４ページの収納状況ですが、昨年度までは徴

（「なし」と呼ぶ者あり）

収率か右肩上がりになっておりましたが、今年

○川村委員長

では、午後１時から再開するの

度は０.１％減少いたしました。滞納繰越分の一

で、暫時休憩……。（発言する者あり）

定の整理が終了しておりますので、今後も徴収

そうしたら、質疑を受けます。

率は横ばいもしくは低下していくと思われま

横田委員。

す。

○横田委員

共通様式のナンバー１の２３、償

５ページは、近隣市町の実績比較でありま

還金、利子及び割引料の中の過年度還付金の、

す。七飯町はトップの徴収率を保っておりま

さっき６８０万円と言ったよね。これは町民税

す。

ということでいいのかどうかというのが１点。

６ページ、左側には、国保税を含まない推移

町民税だったら、それは個人の分と法人の

と、国保税のみの推移を徴収率とあわせて掲載

分、わかったら教えていただきたいというふう

しております。国保税を含まない徴収率は、昨

に思います。

年に比較し、０.１％減少しており、国保税では
０.２％減少しております。

それから、様式３のナンバー３で、ごめんな
さい、それじゃない、これ。ごめんなさい。

７ページには、３０年度実施した差し押さえ
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様式４のナンバー７、不納欠損のやつで、生

活保護の方が３名で、３件で４万１,６００円と

収、出ませんけれども、確かにあることはあり

あって、これ、固定資産税って、生活保護の

ます。その場合、発生してすぐ還付しておりま

方って、土地を持ったり何なりはできないので

す。件数はちょっと押さえておりませんので、

はないかと思うのだけれども、どうしてなのか

申しわけございません。

というのと、同じく様式４のナンバー１０で、

○平松委員

同じく生活保護で軽自動車税が入っている。軽

○広部税務課長

自動車を持てるのかどうかというのを教えてい

す。年度が変わってからわかった分は、この過

ただきたい。

年度還付金のところで、例えば固定資産税だ

この３点。

と、誤徴収だけではございませんが、固定資産

○川村委員長

金額は大きいの。
そんなに大きくないと思いま

会計課長、お願いします。（発

税では６件、８３万２,１００円という還付がご

言する者あり）ごめんなさい、税務課長、お願

ざいますので、この中にもしかしたら何件かは

いします。失礼しました。

含まれているかもしれません。

○広部税務課長

○平松委員

まず、過年度還付金でござい

ますが、これは町・道民税、固定資産税、軽自

○川村委員長

動車税、法人町民税、四つの税金全部が入って

若山委員。

わかりました。いいです。
ほかに質問のある方。

おります。主に町・道民税と法人町民税でござ

○若山委員

滞納の整理の関係で、滞納整理機

いまして、この中で町・道民税は１０９件、３

構に委託する基準というか、何年たったらすぐ

４２万３,４１７円、法人町民税は３９件、２５

委託するのか、自分たちである程度やるのかど

８万８,９００円が入っております。固定資産税

うかということと、時効に関しては、判断する

と軽自動車税はほんの少しでございます。

手続で、こういう状況だというような、そうい

次に、様式４の生活保護の部分でございます

う流れみたいなのがもしあれば、こういうとこ

けれども、賦課課税になったときに、もう生活

ろで、もう本当にやるだけやったのだけれども

保護になっている方については、減免規定がご

というようなところを、どこでどう判断してい

ざいまして、申請をいたしますと減免されます

るのかというか、機構にもう任せてしまってい

が、その当時、生活保護ではなくて、賦課され

るのかとか、そこのところ、もしあれであれ

た後に生活保護になっていた方は、当初からの

ば。

減免がございませんので、そのまま滞納となっ

○川村委員長

て残っておりますが、結果として、５年とかの

○広部税務課長

時効で落ちるということになっております。

ですが、うちのほうでどうしてももうとれな

軽自動車税も、生活保護でも必要であると所

税務課長。
滞納整理機構に引き継ぐ場合

い、幾ら折衝しても、もうこれ以上はどうにも

有が認められております。

ならないという方たちを滞納整理機構に引き継

○横田委員

いでおりまして、お願いしております。

後からそれ、資料ください。

○広部税務課長
○川村委員長
○横田委員
○川村委員長
○平松委員

はい、わかりました。

あと、不納欠損の基準ですね。死亡とか、す

よろしいですか。

ぐわかる部分については、不納欠損の内訳で分

いいです。

かれておりますが、上のほうの地方税法第１５

次、平松委員。

条の７、滞納処分の停止の要件等というところ

１点だけなのですけれども、税の

は、財産なし、生活困窮、居所不明、そこに至

誤徴収というのがあったかどうか。もしあった

るまでには、預貯金のある方については差し押

とすれば、どういった内容で、何件くらいあっ

さえ、生命保険をかけている方には生命保険も

たのか、説明をお願いします。

差し押さえして、解約して町税に充当、そのよ

○川村委員長

うに全部やれることをやっておりまして、それ

税務課長。

○広部税務課長

今すぐ件数はちょっと、誤徴

でもなおかつどうしても残ってしまった方たち
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で、上の１５条の７は３年で落とす方も、死亡

かということ」と呼ぶ者あり）

とかして、もうこれ以上どうしようもないよと

皆さん、委員会として要求してよろしいでしょ

いう方で、下の１８条という方は、５年間、納

うか。（「個人なら個人で、はっきりしておいた

入がなく、法律によって時効となる方たちでご

ほうがいいと思いまして」と呼ぶ者あり）

ざいます。そこに至るまでには、差し押さえと
か、やれることは全てやっております。

資料要求しませんけれども、個人として、後ほど

以上でございます。
○川村委員長

横田委員のほうにお渡ししていただければと思い

若山委員。

○若山委員

そうしたら、委員会としては、先ほどのほうは

ます。

時効中断の手続とかも当然とりな

がら進めているということでよろしいのかどう

○広部税務課長
○川村委員長

かということと、悪質な滞納者に対して機構に

わかりました。

あと、質疑はよろしいですね。

（「なし」と呼ぶ者あり）

委託するということではなくて、ある程度職員

○川村委員長

が手続をした上で、もうとれないよというよう

了いたします。

以上で、税務課に対する審査を終

な判断をした上で渡すということでよろしいの

お疲れさまでした。

ですか、基準というか、何か。

休憩いたします。

○川村委員長

税務課長。

○広部税務課長

午後

悪質な滞納者というのは、う

休憩

─────────────

ちのほうで何度言っても、もうどうしようもな

午後

い、悪質だという方で渡している方もいらっ

○川村委員長

しゃいます。

開いたします。

その前、ごめんなさい、もう一つ、何でした
か。

０時１６分
１時００分

再開

それでは、休憩前に引き続き、再

続きまして、農業委員会の審査を行いたいと思
います。

○若山委員

悪質な先だけを渡しているわけで

農業委員会事務局長、御苦労さまです。

なくて、悪質なのもあるし、十分やった上で渡
しているか。

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。

○川村委員長

税務課長。

○広部税務課長

資料の具体的な内容については、特段の説明が

今おっしゃるとおりでござい

ます。

ない限り、記載どおりでよろしくお願いいたし
ます。

あと、時効の中断の手続はとっております。
○若山委員

農業委員会事務局長。

わかりました。

○田中農業委員会事務局長

以上です。

それでは、平成３

０年度決算、農業委員会関係分の概要について

○川村委員長

よろしいですか。

説明させていただきます。

ほかに。

平成３０年度一般会計歳入歳出決算の歳出を

（「なし」と呼ぶ者あり）
○川村委員長

説明させていただきます。

それでは、質疑のほうを終わりた

なお、歳入につきましても、決算審査要求資

いと思います。

料共通様式での歳出の説明の中で説明いたしま

○中川委員

す。

さっき横田委員、資料、後でちょ

うだいと言っていたから、それは資料要求なの

一般会計において、農業委員会の業務は、６

か、個人的なのかと、一応聞いたほうがいいの

款農林水産業費１項農業費１目農業委員会費の

ではないですか。

みであります。

○川村委員長

済みません、先ほどの横田委員か

ら申し出がありました……。（「皆さん必要です

それでは、１目農業委員会費の決算状況につ
いて説明させていただきます。
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決算審査共通様式ナンバー１となります。決

１４節使用料及び賃借料、決算額２４万２,３

算書では１４２ページ及び１４３ページの部分

５２円、不用額は６４８円。農地管理地理情報

ですが、一般会計、６款農林水産業費１項農業

システム賃借料２４万２,３５２円となっており

費１目農業委員会費の予算現額は８７６万８,０

ます。

００円で、支出済額は８７５万１,９８６円であ

１９節負担金、補助及び交付金、決算額５５

ります。不用額は１万６,０１４円となってお

万２,７００円、不用額３００円です。内訳とい

り、執行率は９９.８２％です。この項目は、農

たしまして、会議負担金２回の１万円、北海道

業委員会の運営に関する執行経費として支出し

農業会議負担金、拠出負担金ですが、１４万９,

ております。職員は３名、臨時職員は１名の配

７００円、渡島地方農業委員会連合会負担金６

属であります。

万９,０００円、デジタル地図情報利活用負担金

支出の内訳として、１節報酬、決算額６４４

３２万４,０００円となっております。なお、こ

万７,０００円、不用額ゼロ円。内訳といたしま

のデジタル地図情報利活用負担金というのは、

しては、農業委員会会長１名、３８万２,０００

水土里情報システムの利用負担金でありまし

円、農業委員１３名分で４５１万１,０００円、

て、農林及び農業委員で実施する事業等の採択

農地利用最適化推進員の６名分で１５５万４,０

要件となっていることにより、負担をしている

００円となっております。

ものであります。なお、今年度の予算から、こ

４節共済費、決算額２万円、不用額ゼロ円。
その他共済費で、農業委員会公務災害保険料２

このデジタル地図の情報利活用負担金の部分に
ついては減額となっております。

万円となっております。

続きまして、歳入について御説明いたしま

９節旅費、決算額７６万１,５６０円、不用額

す。

３,４４０円。内訳といたしまして、農業委員費

決算書では２２ページ及び２３ページの部分

用弁償５７万１,３２０円、一般職旅費１５万

ですが、１３款使用料及び手数料２項手数料４

６,３２０円、研修視察随行職員旅費３万３,９

目農林水産手数料１節農業手数料で、現況証明

２０円であります。

手数料等で予算現額は５万４,０００円で、決算

１０節交際費、決算額１万８,０００円、不用

額は６万１,９００円であります。内訳といたし

額６,０００円。農業委員会交際費といたしまし

まして、現況証明手数料２４件、３万４,３００

て、香典供花、行事等でございます。内訳とい

円、その他の証明手数料４５件で２万７,６００

たしましては、行事２件で８,０００円、香典２

円です。

件で１万円となっております。

次に、決算書２８ページ及び２９ページの部

１１節需用費、決算額５５万７,３７４円、不

分ですが、１５款道支出金２項道補助金５目農

用額は５,６２６円。内訳といたしまして、消耗

林水産業費道補助金１節農業費補助金で、農業

品費９万９,２２６円、燃料費ですが、庁舎用燃

委員会活動費交付金等ほかで、予算現額は５６

料費、Ａ重油代１１万７,０００円、印刷製本費

０万４,０００円で、決算額は８７２万３,００

は農業委員会だより２５万７,１４８円、１４号

０円であります。内訳といたしまして、農業委

を町広報１０月号合冊で１万１,８９０部、１５

員会活動費交付金というのがございまして、８

号を町広報３月号合冊で１万１,９００部作成し

６１万９,０００円、国有農地等管理処分事業管

ております。光熱水費は、庁舎電気料８万４,０

理事務交付金１０万４,０００円となっておりま

００円。

す。

１２節役務費、決算額１５万３,０００円、不

次に、決算書４２ページ乃至４３ページの部

用額ゼロ円。郵便料６万３,０００円、電話料９

分ですが、２０款諸収入５項雑入４目雑入２節

万円ですが、これは庁舎の郵便料と電話料にな

雑入で、農業者年金業務委託手数料ほか２ 件

ります。

で、予算現額は３７万円で、決算額は３３万４,
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９００円であります。内訳といたしまして、農

利用の形で、水田のほうの多面の形で草刈り機

業者年金業務委託手数料３１万４,５００円、農

を買ってもらって、赤坂地区の遊休農地になり

地保有合理化事業委託金６,０００円、課税情報

つつあるところを、毎年１回ずつ、草を刈って

提供事務費収入４万８,０００円のうち１万４,

いただいたりということはしてもらっていま

４００円が農業委員会の収入であります。

す。

一般会計につきましては以上でございます。
○川村委員長

遊休農地の部分の解消の部分というのは、な

ありがとうございます。

かなか相対で契約して、こちらのほうに情報が

これより質疑を行いたいと思います。

来ないというところもあるのですよね。そうい

中川委員。

うところが、相対ですから、いきなり返すよと

○中川委員

農地利用の最適化推進委員でし

いうので、全然耕作されていないという状況の

たっけ、新しく何年か前にできたやつ、あれが

部分もありますので、そういう部分について

できて、３０年度もやってきたと思うのですけ

は、ちょっとうちらのほうも情報を得つつ、農

れども、農地利用に関して、何かそれができた

業委員さんのほうと相談して、そこを遊休農地

結果というか、というのが……。

にさせないというような活動をしております。

○川村委員長

農業委員会事務局長。

○田中農業委員会事務局長

以上です。

なかなか目に見え

○川村委員長

よろしいですか。

ていない部分があるかと思いますが、農地の、

ほかに。

不意に開発されたり、そういう部分のところ

副委員長。

を、農地をずっと管理してもらっていて、そう

○川上副委員長

いう異常があった場合に、こちらのほうに情報

ですけれども、特定財源、これ、合計すれば９

をいただいて、その旨、うちら、事務局のほう

１１万９,８００円、予算額が八百何ぼなのです

から出向いていって指導したりとか、手続の仕

けれども、この辺の説明、どこかで補正で入れ

方を教えたりとかすることがありますし、あ

かえしたのですか。特定財源が多いということ

と、広く一般のことを考えていろいろやってく

だね。

れていると思いますので、今回も大沼の最適化

○川村委員長

推進委員の方は、軍川沿いの、軍川、川尻のあ

○田中農業委員会事務局長

たりから六軒橋の間の軍川の河川敷の河畔林が

制度が発足してから、農業委員会の活動に対し

すごく成長してきて困っているというようなこ

て交付金を交付するよという、そういう補助金

とで、そういう意見をいただいて、うちのほう

というか交付金の制度ができました。この事

も早速冨原道議先生のほうにもお願いしつつ、

業、ちょっと皆さんにはオフレコでお話ししま

うちのほうから要望を出させていただいたとい

すけれども、この交付金をもらっている市町村

う経緯もありまして、広く周りの農地のことを

が非常に少ないのですよ。渡島管内も、こと

考えていろいろ行動していただいているという

し、ようやく函館市がもらうかどうかわからな

部分がございます。

いですけれども、北斗市とうちと、もう１町あ

以上です。
○川村委員長
○中川委員

ちょっと１点だけ、確認なの

農業委員会事務局長。
新しい農業委員会

るか、あとの部分は全部自己財源で農業委員会
中川委員。

の活動をしているというところがあります。こ

遊休農地の解消関係まではまだ、

の事業をやる前は、定額の、たしか３７３万９,

そこまではまだ動きはないという感じですか。

０００円くらいが入っていたと思うのですが、

○川村委員長

その事業をして、実績報告を出したことによっ

農業委員会事務局長。

○田中農業委員会事務局長

遊休農地の解消に

て、農業委員会活動費の交付金、８６１万９,０

ついてということで、推進委員さんではないの

００円というふうに交付されております。これ

ですが、うちの会長職務代理のほうが、多面的

がほかの市町村もこの活動をすると、交付の額
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がどんどんどんどん落ちていくかなという感じ

部分はそれなりに実績報告を出さなければだめ

はしています。ですから、当初の予算も、これ

だということで、使える用途も決まっています

に見合った歳入を見ればよかったのですが、ほ

し、そこの部分は、うちのほうも支出もしなけ

かの市町村の動向がちょっとわかりませんの

ればいけないという部分で、町の電気料だと

で、やっていないので、交付される金額が大き

か、そういう部分だとかを支出しているという

いという部分もあります。

経緯もございますし……。

以上です。
○川村委員長

○川村委員長
副委員長。

○川上副委員長

午後

聞きたいのは、特定財源の金

午後

いのはなぜかということ。

○川村委員長

○川村委員長

す。

農業委員会事務局長。
当初予算という

か、うちのほうはもう少し予算いただきたいな

１時１６分

休憩

─────────────

額のほうが当初予算、最後の予算現額よりも多

○田中農業委員会事務局長

暫時休憩いたします。

１時２３分

再開

休憩前に引き続き、再開いたしま

事務局長からの答弁から始めたいと思いま
す。

という部分はあるのですけれども、ちょっとな

お願いいたします。

かなか上部のほうとの折り合いがつかなかった

○田中農業委員会事務局長

という部分もあって、詰められた部分もありま

進事業交付金の部分につきましては、農林水産

すけれども、ただ、歳入のほうは、確かに多い

業費道補助金というくくりの中で歳入になって

というのは実際であります。ただ、臨時職員の

いますので、農林水産の補助金の一部だという

給与の部分が出ていませんので、１人配属は受

ことで御理解いただきたいと思います。

けているのですが、そこの賃金の部分は農林水

以上です。

産関係の補助金か何かで雇っている人間をこち

○川村委員長

らに回していただいているという状況なので

○川上副委員長

す。ですから、本来、うちのほうで予算を計上

○川村委員長

して、臨時職員を１人つければ、大体同額の金

○川村委員長

ているのでないですか。（発言する者あり）

いと思います。

副委員長。

○川上副委員長

副委員長。
わかりました。
ほかに質問ある方。

（「なし」と呼ぶ者あり）

額になるかなと思います。そういうことを聞い
○川村委員長

農業委員会活動促

なければ、質疑のほうを終了した

以上で、農業委員会に対する審査のほうを終了

なぜ農業委員会で補正しな

いたします。

かったのか、要するに歳入の多い部分を。それ

農業委員会事務局長、御苦労さまでした。

とも、この多い部分を一般会計のほうに渡し

暫時休憩いたします。

て、一般会計のほうで補正して、その分をどこ

午後

かで人件費とか賃金だとかに使ったのかという

１時２３分

休憩

─────────────

ことなのですよね。普通なら、歳入より、一

午後

般、特定財源よりも少ない額が当初予算とか、

○川村委員長

予算現額で出てくるはずなのだけれども、特定

す。

１時２５分

再開

休憩前に引き続き、再開いたしま

財源の額が多いから、その差額分はどうしたの

それでは、政策推進課の審査を行います。

だということなのです。

総務部長、政策推進課長、御苦労さまです。

○川村委員長

それでは、共通様式に基づき、説明のほうを

農業委員会事務局長。

○田中農業委員会事務局長

それは町長部局の

お願いいたします。

ほうに渡しています。要するに全体の中で、う

具体的な内容等につきましては、特段の説明

ちも補助金の関係だとかありますので、そこの

のない限り、記載のとおりでお願いいたしま
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す。

でございます。また、貸付金として、地域総合

よろしくお願いいたします。

整備資金貸付金、日本語学校整備事業は、学校

政策推進課長、お願いします。

建設の貸付金として５,６００万円を貸し付けし

○中村政策推進課長

それでは、総務部政策推進

ております。予算時には５,８００万円としてお

課所管の平成３０年度の決算につきまして、決算

りましたが、結果、事業費の変更がありまし

書と提出資料に基づき説明させていただきま

て、３月２２日にふるさと財団との変更の手続

す。

が完了し、２００万円の不用額となっておりま

それでは、共通様式、ナンバー１をごらんく

す。貸し付けに当たっては、連帯債務保証が必

ださい。総務費、総務管理費、広報費ですが、

要となることから、地域総合整備資金保証料補

当初予算額は１,６５４万６,０００円、補正予

助金として２８万円となってございます。特定

算額は、３月の整理予算で１０万６,０００円の

財源は記載のとおりとなってございます。

減額、予算現額は１,６４４万円で、支出済額は

次に、ナンバー３、まちづくり政策事務費で

１,６３５万９,５８５円、執行率は９９.５１％

ございます。当初予算額は８７万１,０００円、

でございます。主な事業は、ななえ広報の印刷

補正予算額は、３月の整理予算で３万２,０００

発行と発送となっております。各月の印刷部数

円の減額、予算現額は８３万９,０００円、支出

は、月にもよりますが、１万１,８９０部から１

済額は７０万２８０円、執行率は８３.４７％で

万１,９２０部でございました。広報誌の契約

ございます。主な事業内容は、男女平等参画審

は、ページ数による単価契約としております。

議会で、委員報酬と費用弁償、平成３０年度に

印刷ページ数によって支払い額が変動すること

審議会を１回開催しております。需用費につい

から、今後も適切な予算執行を心がけ、計画的

ては、大中山駅公衆トイレの消耗品、光熱水

な編集、発行を続けたいと考えております。行

費、上下水道料となってございます。このほ

政刊行物配送委託料については、毎月の広報誌

か、移住・定住対策のパンフレット印刷製本費

を役場から各町内会の指定場所へ配送するシル

９万９,３６０円などでございます。大中山駅公

バー人材センター分と、各町内会が各戸配布す

衆トイレは、その他、掃除等の管理委託料２４

る分の委託料となっております。また、特定財

万円でございます。そして、負担金補助金につ

源としては記載のとおりとなってございます。

いては、北海道移住促進協議会負担金５万円と

次に、ナンバー２、企画費でございます。当
初予算額は６７万３,０００円、補正予算額は、

なっております。なお、特定財源としましては
記載のとおりでございます。

５月、１２月、３月の補正予算で５,８７４万

次に、ナンバー４、住民参画支援費です。当

１,０００円の増額、予算現額は５,９４１万４,

初予算額２４６万円、３月の整理予算で活力の

０００円、支出済額は５,７３９万４,９９７円

あるまちづくり推進事業助成金６２万７,０００

で、執行率は９６.６０％でございます。主な業

円を減額補正し、予算現額は１８３万３,０００

務は、企画事務に要する経費となっておりま

円、支出済額は１８３万２,１２４円、執行率は

す。主な支出は、渡島総合開発期成会負担金を

９９.９５％でございます。事業内容としては、

初めとした団体の負担金３８万７,２００円と

主に活力のあるまちづくり推進事業助成金と

なっております。また、まち・ひと・しごと創

なっておりまして、平成３０年度は９件の助成

生推進委員会委員６名の報酬費４万２,６００円

となりました。このほか、北海道地域振興協会

でございます。企画事務の旅費、需用費など、

負担金１万円及び七飯町連合町内会補助金４５

ほぼ予算どおりの執行でございます。平成３０

万円となっております。特定財源としては記載

年度は、備品購入費として、行政区域管内図作

のとおりでございます。

成ソフトを購入し、２万５,０００分の１と５万

次に、ナンバー５、交通対策事業費でござい

分の１の管内図の地図データを更新したところ

ます。当初予算額は４７９万２,０００円、補正
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予算額は、３月の整理予算で６６万２,０００円

いました。

減額、予算現額は４１３万円で、支出済額は４

次に、ナンバー８、セミナーハウス指定管理

１２万７,７２３円、執行率は９９.９４％でご

費でございます。当初予算額は２,９８６万３,

ざいます。北海道新幹線の事業推進と、建設促

０００円で、補正予算額は、６月、１２月、３

進期成会等の事業費、地域公共交通確保事業で

月の補正予算で４８万２,０００円の増額、予算

ございます。事業内容は、小学五、六年生１０

現額は３,０３４万５,０００円で、支出済額は

名を公募しまして、仙台市と宮城県利府町まで

３,０３４万３,６９７円、執行率は１００.００

１泊２日で実施した新幹線体験ツアーの報償

％となります。指定管理委託料と施設修繕料、

費、建設促進期成会の要望、会議出席に係る旅

自動車及び建物災害共済保険料が主なものでご

費、負担金の費用などでございます。地域公共

ざいます。

交通確保のための路線バスに対する補助金は、

次に、ナンバー９、統計調査費でございま

国、道の基準に合わせて予算どおり執行でござ

す。各種統計調査の調査費ですが、当初予算額

います。

は１８２万２,０００円、３月の整理予算で７万

次に、ナンバー６の交流推進費でございま

８,０００円を減額、予算現額は１７４万４,０

す。本年度、当初予算額は１,４９６万４,００

００円、支出済額は１７４万２,０９０円、執行

０円で、補正予算額は、６月、１２月、３月の

率は９９.８９％となります。平成３０年度は、

補正予算で４０万３,０００円の減額、予算現額

工業統計調査、住宅土地統計調査となっており

は１,４５６万１,０００円で、支出済額は１,４

ます。この経費は、道から統計調査費委託金と

５２万９,３４９円、執行率は９９.７８％でご

して、特定財源として全額充当されておりま

ざいます。国際交流や国内交流事業に必要な経

す。

費となります。コンコード町からの国際交流員

次に、資料の説明でございますが、資料の様

１名の給料、共済費、住宅借上料のほか、嘱託

式１から４までにつきましては、いずれも該当

職員１名分の給料や共済費、三木町との交流に

しないというふうになってございます。

関する旅費や、ふるさと会に係るお土産などの

説明は以上でございます。

需用費、関係団体の負担金が主なものでござい

御審議のほどよろしくお願いいたします。

ます。例年同様の取り組みとしましては、中高

○川村委員長

ありがとうございます。

生と町民代表の海外交流派遣研修事業や、コン

これより質疑のほうに入ります。

コード町からの来町時記念品等の報償費、引率

平松委員。

職員の旅費、見学施設の入場料等が主なもので

○平松委員

セミナーハウスのことなのですけ

ございます。国際交流のつどいは七飯町が発祥

れども、大分傷みがきていて、それで修繕料も

ですが、東京や大阪など、首都圏に滞在してい

１００万円から四、五十万円くらい、毎年か

る海外からの留学生に、夏休みを利用して地方

かってきているのですけれども、指定管理業者

での生活をホームステイにより体験する貴重な

というのは、建物を維持していくということが

国際理解を深める事業であり、受け入れのため

主なのでしょうけれども、例えばこの辺を早く

の負担金３０万円が主なものでございます。特

こういうふうに直してくださいとか、何かそう

定財源は記載のとおりでございます。

いう要望などを指定管理者のほうから町に報告

次に、ナンバー７、国際交流公用車管理費で

というのですか、上げたりとか、そういう業務

ございます。当初予算額は１９万２,０００円、

というのですか、こともやっているのですか

予算現額も同様で、支出済額は１８万７,２６３

ね。それとも、ただあるものだけきちんとやっ

円、執行率は９７.５３％となります。国際交流

ていればそれでいいという仕事の内容なのです

事業及び国際交流員の移動用の公用車の経費

か。ちょっとそこら辺、１回聞きたいなと思っ

で、平成３０年度は車検のない年となってござ

ていますけれども。
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○川村委員長

政策推進課長。

○中村政策推進課長

総合整備資金貸付事業債、１２月に補正をして

ただいまの御質問ですけ

いるということで、まず最初に２９万円、保証

れども、まず、指定管理の業務の中で、通常業

料の補助金、これはどちらから歳入として受け

務としては、修繕等、壊れた部分も当然修繕す

ているのか、まず。

るというのもございます。そのセミナーハウス

それから、貸付事業債、これはふるさと財団

に限りましては、１０万円の軽微な修繕につき

ということなのですけれども、確認ですけれど

ましては指定管理の業務の範疇というところで

も、５,８００万円で借りているという話です

なってございます。施設の老朽化に関する部分

ね。５,６００万円ですか。５,６００万円で確

の修繕でございますけれども、こちらは指定管

定していると。ふるさと財団からは５,６００万

理者が業務の範疇外ということではございます

円借りているという話ですね、そうしたら。

が、その施設自体が、長期的に見たときに、や

○川村委員長

はり古くなってきていますねということであれ

○中村政策推進課長

ば、施設管理の私ども町のほうにその情報を教

も、当初予算では５,８００万円ということで事

えていただくということでの連絡体制はとって

業計画を組んでございましたが、５,６００万円

ございます。当然、町としましても、施設管理

ということでの金額で、町の借りた金額をもっ

は指定管理だからということで、見回りだとか

て貸し付けを実施しているというような金額で

をしないということではございませんので、当

ございますので、５,６００万円で整理をしてご

初予算だとか、予算要求する際には、指定管理

ざいます。

者のほうに、どうでしょうかねということでお

政策推進課長。
貸付金の金額ですけれど

以上でございます。

話をかけさせていただいて、また、町としても

○川村委員長

施設の状況だとかを確認させていただいている

○田村委員

というような状況でございます。

は入ってきていないという考え方でいいのです

以上でございます。
○川村委員長
○平松委員

田村委員。
そうすると、実質、５,８００万円

ね。

平松委員。

○川村委員長

セミナーハウスというのは、同時

政策推進課長。

○中村政策推進課長

５,８００万円ではなく、

通訳ができる機器が入っていますけれども、何

５,６００万円の財源となっております。

年か前に、あれ、たしか故障していたと思うの

○川村委員長

ですけれども、今は正常に動いているのですか

○田村委員

ね。何かあれを直したという予算みたいなのが

ですけれども、いいのですけれども、５,６００

上がっていないような気がするので、ずっと同

万円で、わかりました。

じでないのかなと思って気にしていたのですけ

田村委員。
いいのです。ちょっとわからない

それであれば、逆に５,６００万円の、まず償

れども、ちょっとそこも。

還年、何年で償還するのか。それから、償還終

○川村委員長

了までの利子が幾らなのか。償還開始年がいつ

政策推進課長。

○中村政策推進課長

今、同時通訳の部分につ

なのか。

いてでございますけれども、済みません、私、

そして、これ、ふるさと財団に町として借り

今、その部分を認識してございませんでした。

るという、これはわかるのですけれども、逆に

戻りまして早急に確認したいと思います。

そういう貸付金を借りたいという事業主がいま

以上でございます。
○川村委員長

すよね、町が貸すほうで、借りたいという事業

よろしいですか。

者、これはどういう形なのですか。誰でもそう

ほかに質問のある方。

いう要件があれば貸してもらえるという考え方

田村委員。

でいいのでしょうか。

○田村委員

ナンバー２の貸付金の関係、地域

○川村委員長
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政策推進課長。

○中村政策推進課長

まず、前段の部分での貸

主のほうに貸すと、こういう流れですよね。

付金の関係でございますけれども、まず、償還

○川村委員長

の部分、回答させていただきたいと思います。

○中村政策推進課長

まず、償還につきましては、１５年償還になっ

ら相談を受けたものを持って、それをふるさと

てございます。そして、年２回払いでございま

財団に実現可能かどうかということをまず相談

すけれども、ですので３０回払いになってござ

させていただきます。その内容をふるさと財団

います。利子につきましては、こちら、町が借

のほうで審査をします。それでオーケーが出

り入れした際の利率が０.５３％で決定してござ

て、初めてふるさと財団を経由してのお金の融

いますので、その利率は、利子は２４１万３,３

資が始まるということですので、実は七飯町だ

３２円を想定してございます。こちらの部分

けではなくて、ふるさと財団のほうでの検討も

が、利息の部分が町が負担をするというような

強いというところもございまして、今回の日本

仕組みになってございます。

語学校の部分につきましても、ふるさと財団、

○田村委員

東京のほうからなのですけれども、七飯町のほ

償還開始年は。

○中村政策推進課長

償還開始は、据え置きが

政策推進課長。
町がまず民間事業者様か

うにいらっしゃいまして、状況だとか確認した

なくて、もう既に始まっております。

上で、融資の決定というような流れになってい

○田村委員

るところでございます。

３０年からということ。

○中村政策推進課長

最初が、町が借りた部分

以上でございます。

の、銀行からお借りした部分の償還について

○川村委員長

田村委員。

は、ことしの９月３０日から始まっておりま

○田村委員

す。事業者さんが償還する金額につきまして

する、ふるさと財団もいいだろうと。七飯町

は、もう既に始まっています。ことしの夏に一

も、先ほど言ったように、公益性だとか、いろ

度始まっています。済みません、日にちは

いろなことを勘案するという、その基準という

ちょっと、申しわけないです。

のは、極端に言えば、口頭のやりとりではなく

そして、基本的には七飯町も推薦

もう１点なのですけれども、ふるさと融資の

て、指定管理の基準みたいなもので、一定程

受けられる要件というのが幾つかございます。

度、庁舎内の中でいろいろな話を出しながら、

対象事業の要件でございますけれども、公益

点数でオーケーだねというような、そういうや

性、事業採算性の観点から実施されることとい

り方ではなくて、口頭で、いいのでないかとい

うのがまず一つ。あと、事業の営業開始に伴

うような、そういうような流れで決まるのか。

い、事業地域内において雇用が１名以上、七飯

○川村委員長

町の場合であれば１名以上が確保されるという

○中村政策推進課長

ことがまず要件になっております。また、事業

でございますけれども、指定管理のような評価

費が１,０００万円以上の事業、そして、事業開

委員会ということは設けてございません。です

始が５年以内に開始ができるというような要件

ので、その事業内容だとかを、状況を見たとこ

になっております。町としましても、そういっ

ろで、今後のふるさとの融資の制度と合致して

た相談があれば、公益性、事業採算性などの観

いるかどうか、また、町として公益性、事業採

点も含めて検討していくというようなところで

算性がとれるかどうかという観点のところで、

ございます。

含めて決定しているというようなところでござ

以上でございます。
○川村委員長
○田村委員

政策推進課長。
決定の過程というところ

います。

田村委員。

○川村委員長

そうすると、融資を受けたいとい

○田村委員

田村委員。
わかりました。

う相談があれば、町はそれなりに検討して、町

償還が年２回で１５年、３０回だよという話

が融資の申請をして、借り受けて、そして事業

で、そして元金のほうは事業者のほうが返すの

－ 18 －

だろうし、先ほど言ったように、町が二百四十

ものが、利子の部分については自治体で負担を

一万何がしの利子については持つのだよという

するということでのルールになってございます

話だと思うのですよね。これについては、ま

ので、そのルールにのっとって実施させていた

ず、なぜ町が利子を持つのか、そして、今言う

だいたというところでございます。

ように、きちっとした基準も何もないで、では

以上でございます。

やりましょうと、借りたものについて、町が、

○川村委員長

借り方が丸々元金から利子から持つのであれ

○田村委員

ば、それは町がスルーだからいいのですけれど

れなりの借用書だとか、あるいは契約書だと

も、元金を借り方が返して、町が二百四十一万

か、そういうものについてはきちっと整理して

何がしの利子を持つ、負担するのだという話で

とっているということなのですね。

したよね。そうなると、やはりそこら辺の町民

○川村委員長

に対する責任というのか、そういう、まず二百

○中村政策推進課長

四十一万何がしの利子、こういったようなもの

約書だとか、そういったものは全ていただいて

がなぜ町が持たなければだめなのか、まずそれ

ございます。

をお聞きしたいと思います。
○川村委員長

そして、借り方のほうからは、そ

政策推進課長。
今の御質問ありました契

以上でございます。

政策推進課長。

○中村政策推進課長

田村委員。

○川村委員長

今のこの制度の部分で、

○田村委員

田村委員。
あともう１点、ナンバー５なので

ちょっと私の説明不足がございました。２４０

すけれども、新幹線のツアー、決算では１３万

万円の利息が発生します。そこで、その利息の

５,０００円ということなのですけれども、当初

部分の７５％が特別交付税として措置をされる

の主要事業の中では２３万７,０００円というよ

ということで、差し引きで申し上げますと、大

うな、恐らく予定しておったのだろうと思うの

体６０万円くらいが持ち出しというような計算

ですけれども、もう新幹線のあれが始まってか

になろうかと思います。その部分で、多いか少

ら１０年近くたつので、ここら辺の一つの、こ

ないかということではございませんが、一定程

のまま続けるというのもよろしいのでしょうけ

度、まちに新しい企業が来ると。また、雇用も

れども、この間、用意ドンから始めてきた、こ

ふえるというところで考えたときに、その部分

ういう事業の評価というのをどういうふうにと

で、町の政策として進めるべきものではないか

らえているか。

というところで考えたところでございます。

○川村委員長

以上でございます。
○川村委員長
○田村委員

政策推進課長。

○中村政策推進課長

田村委員。

ただいまの質問の中で、

事業費の関係ですけれども、こちら、実は十三

利子を持つと、交付税で措置され

万何がしという報償費以外にも、職員の旅費の

るから、７５％。２５％持てばいいよという、

部分が、２名おりまして、１０万円、旅費が支

今、説明ありましたけれども、利子の多い、少

給されてございます。このため、２３万円くら

ないの問題ではないと言いますけれども、根拠

いの実際の執行額となってございますので、当

は何ですか、持つ根拠というのは。

初の予定どおりというところで考えておりまし

○川村委員長

た。

政策推進課長。

○中村政策推進課長

こちらは、ふるさと融資

何年間たってきたのではないか、それで評価

の制度の仕組みでございます。そもそもふるさ

をどう考えるかということでございますけれど

と融資の、今までも町内の事業で今まで取り組

も、まず、平成３０年度の取り組みについて

んできた内容とすれば、ゆうひの館だとか、昆

は、まず１０月の末に、今回、この事業を実施

布館だとかも、この制度を使用して使ってきた

させていただいたというところでございます。

ところでございます。ふるさと融資の制度その

そのときの事業なのですけれども、９月にブ
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ラックアウトもあったということで、時期的に

○若山委員

北海道の観光を控えるというような風潮もあっ

総合整備資金貸付金のところなのですけれど

たこともあって、昨年の実施のときには、子供

も、このような貸付金、１５年にかかる貸付金

たちに仙台の駅で大沼といいますか、七飯、北

があったような場合、相手方からどのような形

海道の観光もできますよというようなイメージ

で報告だとかヒアリングを受けたり聴取したり

の中でＰＲをさせていただいたようなこともご

する、そういうことというのはされるのかどう

ざいます。新幹線のＰＲについてというところ

かというのと、１年に一遍、決算状況だとか営

では、あわせて行ってございます。ただ、実際

業報告をするとか、そういうような形だけなの

にこの中では、利府町でお祭りを見てもらうと

か、何カ月に一遍、そういう報告義務だとか、

いうようなところで実施してございます。子供

そういう活動状況というのですか、貸した後の

たちも、新幹線に乗れる機会というのは余りな

事業の進捗だとか、そういうものをどのように

い中でのイベントだったものですから、多くの

把握するような仕組みになっているのかなとい

方といいますか、フルに出席して、皆、いい経

うことで、お願いします。

験ができたなというふうに思ってございます。

○川村委員長

ただ、新幹線の事業も、こちらも３回、４回

田村委員から質問が出ていた地域

政策推進課長。

○中村政策推進課長

ただいまの質問でござい

やってございますので、検討して、また新たな

ますけれども、そちらの部分のコントロールと

ものに考えていかなければならないなというよ

いいますか管理につきましては、ふるさと財団

うな時期に来ているのかなとも思ってございま

で実施してございます。町とふるさと財団が事

すので、今後、検討してまいりたいというふう

務委託契約を締結しているということで御理解

に思ってございます。

いただければなというふうに思ってございま

以上でございます。
○田村委員

す。

終わります。

○川村委員長

以上でございます。

それでは、ほかに質問のある

方。

○若山委員

横田委員。
○横田委員

○川村委員長

若山委員。
そうすると、ふるさと財団に任せ

ているということなのですか、それとも、ふる
資料要求なのですけれども、ナン

さと財団からその資料をもらうということにな

バー４の活力のあるまちづくり推進事業助成

るのでしょうか。

金、全部で９件あるのですけれども、この事業

○川村委員長

の中身で、何に対して何ぼ、何に対して何ぼと

○中村政策推進課長

あると思うのですけれども、もう一覧表をつ

いただくという形にはなろうかと思いますが、

くっていると思うのですけれども、その資料だ

地元の企業でございますので、当然、ふるさと

けいただければいいのですけれども、出してい

財団に、その資料関係だとかという部分でいい

ただきたいです。

ますと、ふるさと財団と町が連携し、地域の企

○川村委員長

業と情報をいただくというような流れになろう

ちょっと取り計らいます。

今、横田委員から御質問ありました、ナン

政策推進課長。
ふるさと財団から資料を

かと思います。

バー４の活力のあるまちづくりの中の９件分に

以上でございます。

ついての資料要求なのですけれども、こちらの

○川村委員長

若山委員。

ほうはよろしいでしょうか、委員会として。

○若山委員

（「はい、お願いします」と呼ぶ者あり）

に、ここの貸付金だとか、この事業がどうなっ

○川村委員長 後ほどお願いいたします。

ているのかということで、町の職員に聞くよう

そうした場合に、こういうとき

ほかに質問のある方。

な場合には、町の職員がちゃんと絶えず把握し

若山委員。

ているのかどうかということがちょっと心配な
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ので、定期的に事業内容というのですか、そう

○川村委員長

いうのを確認しているよということでないとい

○中村政策推進課長

けないのかなと思うのですけれども、どうなの

大変申しわけございません。まず、日本語学校

でしょうか。

の開設でございますけれども、まず、日本語学

○川村委員長

政策推進課長。

○中村政策推進課長

政策推進課長。
済みません、説明不足で

校としての入国管理局からの開設認可というの

運営、１５年だとかとい

が、今、必要になっているという状況でござい

う期間を、町としてその事業管理をしているか

ます。このため、現段階では、融資をさせてい

というところで見ますと、書類上としては、そ

ただいたところでございますが、学校がまだ

ういうのを、今までもゆうひの館だとか、ほか

オープンをしていないという状況でございま

の自治体がございましたけれども、そういった

す。このため、実は運営のほうの部分について

部分を、運営について管理をしているという状

は、まだ状況が見えていないというのが本当の

況はございませんので、同様な取り扱いとなろ

ところでございます。

うかというふうに思ってございます。ただ、こ

実際の学校のどういったものができるかとい

ちらの部分が、もし運営が整わないということ

うところでございますけれども、開設認可を受

になれば、それはふるさと財団だとかと協議を

けるための要件としまして、面積要件で言いま

していくような事項になりますので、その状況

すと、校舎の面積が１１５平米以上、また、入

については把握していく必要があるというふう

る方にしてみると、１人当たり２.３平米以上の

に思ってございますので、確認していければな

施設が必要となります。また、施設につきまし

というふうに思ってございます。

ては、教員室、事務室、図書室、保健室など、

○川村委員長

そういったものも兼ね備えなければなりませ

○若山委員

若山委員。
ちょっと物足りないのですけれど

ん。人員要件としては、定員６０名で、３人の

も、ここであれしておきます。しっかり管理し

教員が必須というところでなってございます。

てほしいなという感じです。

当初、この日本語学校を開設する一番最初の年

○川村委員長

なのですけれども、３０名程度を受け入れると

ほかに質問のある方。

中川委員。
○中川委員

いうような流れで計画をしてございました。平
今の話を聞いていても、ちょっと

成３０年度に、今回、融資をさせていただい

町側が把握しなすぎではないのかなと。事業の

た、そのときの当初の予定といたしましては、

内容までは、それはその事業者さんのことなの

令和２年の４月にオープンを目指すというよう

で、関係ないのですけれども、今、現状で、例

な内容でございました。

えば前の事例でいけば、男爵ラウンジさんも、

しかしながら、現在のところ、３名の先生が

たしかこれを使っていたと思うのですけれど

必要というところでございましたが、そのうち

も、それでいけば、こういう構想で、こういう

主任教員１名が、なかなか今、難しいというと

ことをやりますよというものをちゃんと出して

ころでのお話があって、申請が進まなかったと

きて、道の駅と連携してやっていくというもの

いう状況があって、日本語学校の認可がまだと

もちゃんと出てきていたし、町のほうでも答弁

れていなかったという状況がございました。と

できたのですけれども、今回のこの件でいけ

いう状況ではございましたが、現在、主任教員

ば、ふるさと財団が基準でと言って、その基準

１名の見通しも立ってきたというところで、半

に対して、町は雇用だとか地域の何だかんだと

年おくれではございますけれども、半年おくれ

言って、それをオーケーするというのは、それ

のスタートということを現在予定をしていると

はいいのですけれども、では、例えば雇用がど

いうところでございます。運営だとか、全く町

れくらい生まれているとか、そういうものが一

のほうで管理をしていないということではなく

切説明を今されていないのですけれども。

て、スタートをするところを、今、事業者様の
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ほうに頑張っていただいているという状況でご

めの認可すらおりないというような前提に始

ざいますので、御理解いただければなというふ

まっていますので、そういった部分で言います

うに思ってございます。

と、１年前にその判断をするということは、町

以上でございます。

はまず不可能だというふうに思ってございま

○川村委員長
○中川委員

中川委員。

す。

今の説明で大体のことはわかった

この部分、ではどうなるか、これからできな

のですけれども、そもそもが、今回、事業者さ

くなったらどうなるかというお話でございます

んのほうで３名の確保ができなくて、何とか

が、まず、ふるさと融資の関係で言いますと、

なって、半年おくれで何とか開業できるという

融資をしてから４年とかという猶予期間がござ

ことだと思うのですけれども、これ自体を、ふ

いますので、その間にオープンにつなげていた

るさと財団のこの制度を使う時点で、やっぱり

だくというような、まず制度としての前提と

そこは町として、金額のどうこうではなくて、

なってございます。もしそれが整わなければ、

ちゃんとそういうのまで事業者さんと確認した

ふるさと財団と相談をし、また、事業者と相談

上で、本来であればこれを許可するべきだと思

し、その取り扱いを協議するというような仕組

うのですよ。簡単にと言ったらあれですけれど

みになってございますので、御理解いただけれ

も、計画を出しました、この確保もちゃんと大

ばなというふうに思ってございます。

丈夫ですねとか、その辺を事前に事業者さんと

○川村委員長

のやりとりをしていれば、事業者さんだって困

○中川委員

ることもなく、そのときにちゃんとやり直し

れば、それこそこの話が事業者さんから来たと

て、再度申請すれば、こういうふうにおくれた

きとかに、余計、確認して、１年前に雇わなけ

りとかならないと思うので、これ、今回、事業

ればならないよとかというものはなおさらでき

者さん側で、多分、何とかできたから、半年お

たのではないのかなと思いますけれども、町と

くれで開業というのがめどがついたと思うので

して。

すけれども、これ、つかなかった場合、町とし

○川村委員長

てもどうするのですかということですよね。事

○中村政策推進課長

業を申請してきた人の中身を精査しないまま、

は、１名を確保できるという見通しのもとに始

いいですよとやっているのと一緒になってしま

まってございます。それが、事情があって確保

いますので。

できなくなったというのが現状でございますの

○川村委員長

政策推進課長。

○中村政策推進課長

中川委員。
逆にそこまでわかっているのであ

政策推進課長。
その協議があった際に

で、御理解のほどよろしくお願いいたします。

まず、日本語学校の仕組

○川村委員長

中川委員。

みでございますけれども、認可をとるために

○中川委員

は、施設をまず先行してつくらなければなりま

今回のは日本語学校ですけれども、事業者さん

せん。というのが、学校を運営するに当たって

が、はっきり言って、今言ったように、自腹と

も、一定程度財力がなければだめですというよ

いうか、自分の財力でこういう事業を発展して

うなルールがございます。また、職員について

いこうというので手を挙げてきていると思うの

も、３名というお話をさせていただきました

ですよ。なので、都合が変わったからと言われ

が、その開設をされる１年前には雇用を絶対し

ればしようがないですけれども、基本的にはそ

なければならないという部分で、要は日本語学

ういうのがないように、町としても、来た時点

校が運営されていなくても、それを雇わなけれ

でそういう必要要件とかが確認できているので

ばならないというルールがございます。そもそ

あれば、途中で変わったと言われればそれまで

もなのですけれども、そういった一定程度の財

ですけれども、せっかくこういういい事業が来

力がなければ、日本語学校をオープンさせるた

ているのですから、無駄にならないように、
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せっかくこうやって日本語学校、

もっと事業者さんとやりとりを密にしていかな

由して事業者様にお貸しするという流れです。

いと、もうもらっているから町は関係ないとか

それが、償還については逆に回ってくると。事

ではなくて、もらっているけれども、大丈夫で

業者様からふるさと財団を経由して町に入る

すよねとか、どこまでやっていけるかは別とし

と。町は、そのお金とは別として償還をしてい

て、そういう体制をつくっていかないと、今回

くというような流れです。

はこういう日本語学校さんですけれども、いつ

○川村委員長

か違う業者が来たときにも、また同じようなこ

○若山委員

とがあれば困るので、さっき言った、６０万

業団ということで、その資金のもとだというこ

円、町負担、約６０万円負担と言っていますけ

とですね。わかりました。

れども、ふるさと財団の基準がくぐっていれ

○川村委員長

ば、ある程度、町もいいのかなみたいなニュア

方。

ンスだったので、厳しい規定までは要らないと

若山委員。
わかりました。町債の受け手が事

それでは、ほかに質問のある

（「なし」と呼ぶ者あり）

思いますけれども、確認事項みたいなものは

○川村委員長

ちゃんとつくっておいたほうがいいのではない

いと思います。

なければ、質疑のほうを終わりた

かなと思いますけれども。

政策推進課に対する審査を終了いたします。

○川村委員長

総務部長、政策推進課長、御苦労さまでした。

政策推進課長。

○中村政策推進課長

前段のほうで、その審査

暫時休憩いたします。

の段階、当初の段階で、もっと見込めたのでは

午後

ないかというお話かと思います。結果としまし

２時１１分

休憩

─────────────

ては、職員の、先生を確保できなく、おくれた

午後

ということであれば、公益性だとか、事業の採

○川村委員長

算性だとかという部分では、やはりなかなか、

開いたします。

２時２６分

再開

それでは、休憩前に引き続き、再

当初予定したとおりにいけなかったということ

総務財政課の審査を行います。

では、今後の課題だというふうにとらえてござ

総務部長、総務財政課長、御苦労さまです。

います。

それでは、共通様式により説明のほうをお願

また、後段での、審査の過程だとかという部

いいたします。

分については、今後のこともございますので、

資料の具体的な内容については、特段の説明

検討していければなというふうに思ってござい

のない限り、記載のとおりでお願いいたしま

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

す。

○川村委員長

よろしいですか。

総務財政課長、お願いします。

ほかに質問のある方。

○俉楼総務財政課長

若山委員。

正をお願いしたいと思います。大変申しわけあ

○若山委員

済みません、ちょっと当初の説明

まず初めに、おわびと訂

りません。

を聞き間違ったのかもしれないのですけれど

平成３０年度決算参考資料の３３ページをお

も、今の地域総合整備貸付金の関係です。特定

開き願いたいと思います。３３の（２）に、ま

財源として町債を発行して、先ほど何とか事業

さにきのう、御意見をいただきました予備費の

団から金を町が借りて、それを転貸するような

充当の状況を示した表になってございます。こ

ニュアンスで聞いたのですけれども、町債の予

れの右側に内訳、内容を示しているところでご

算との関係というのはどうなるのですか。

ざいますが、その一番下になります。これは予

○川村委員長

備費充当が学校プール維持管理費でございま

政策推進課長。

○中村政策推進課長

町債として、町が銀行、

す。内容が、ヒグマ捕獲用箱・檻の修繕となっ

金融機関から借りて、それをふるさと財団を経

てございますが、ここが去年のやつをちょっと
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直し忘れたというところで、正式には学校プー

額が３万３,５４６円で、執行率は９２.４％と

ルの修繕というところでございます。学校プー

なります。特定財源、事業の目的、決算内容は

ルの修繕になります。大変申しわけございませ

記載のとおりとなってございます。

ん。ヒグマに壊されたわけではございませんの

続いて、ナンバーの４、決算書の５２から５

で、そこは……。（「どこの学校のプール」と

７ページになります。継続事業で、２款総務費

呼ぶ者あり）これは大中山と峠下になります。

１項１目で、事業決算名が一般管理費の人事行

学校プールの修理になります、修繕。

政となります。当初予算が８４２万１,０００円

○川村委員長

に対して、それぞれ６月、９月、３月に補正予

皆さん、よろしいですか。

（「はい」と呼ぶ者あり）
○俉楼総務財政課長

算をしてございますが、９２万５,０００円を増

申しわけございませんで

した。
○川村委員長

額して、予算現額を９３４万６,０００円として
おります。支出済額が９１５万９,３３３円、不

それでは、説明のほう、お願い

いたします。
○俉楼総務財政課長

用額が１８万６,６６７円、執行率は９８.０％
となってございます。決算内容は記載のとおり

それでは、改めまして、

となってございます。

総務財政で提出いたしました共通資料によりま
して説明をまずさせていただきます。

続きまして、ナンバーの５、決算書の５２
ページから５７ページになります。継続事業

まず、ナンバーの１になります。決算書の

で、２款総務費１項１目の、事業決算名が一般

ページの５２から５３ページになります。継続

管理費の共通経費になります。当初予算２,１３

事業で、２款総務費１項１目、事業決算名は一

５万８,０００円に対しまして、３月の補正予算

般管理費の総務行政になります。当初予算が９

で４３万８,０００円を増額して、予算現額を

６７万９,０００円に対しまして、３３万円を３

２,１７９万６,０００円として、支出済額が２,

月に減額補正をして、予算の現額を９３４万９,

１１２万２,６７８円、不用額が６７万３,３２

０００円として、支出済額が７９５万１,０４６

２円、執行率は９６.９％でございます。事業の

円、不用額が１３９万７,９５４円で、執行率は

目的、決算内容については記載のとおりでござ

８５.１％となってございます。特定財源、事業

います。

の目的、決算内容については記載のとおりと
なってございます。

続きまして、ナンバーの６になります。決算
書のページが５２から５９ページで、継続事

続きまして、ナンバーの２、決算書の５２

業、２款総務費１項１目、事業決算名が町長公

ページから５５ページになります。継続事業

用車の管理費となります。当初予算が７７万８,

で、２款総務費１項１目、事業決算名が平和事

０００円に対しまして、３月の整理予算で１５

業費になります。当初予算が１３０万１,０００

万円を減額し、予算現額を６２万８,０００円と

円で、支出済額が１２７万７,０３０円、不用額

し、支出済額が４７万９,２６３円、不用額が１

が２万３,９７０円で、執行率は９８.０２％で

４万８,７３７円で、執行率は７６.３％でござ

ございます。決算内容については記載のとおり

います。事業の目的、決算内容は記載のとおり

でございます。

でございます。

続きまして、ナンバーの３、決算書の５２

続きまして、ナンバーの７、決算書の６０

ページから５５ページになります。継続事業

ページから６１ページ。継続事業で、２款総務

で、２款総務費１項１目の、事業決算名は表彰

費１項３目、事業決算名が財政管理費になりま

事業費になります。当初予算が１１４万３,００

す。当初予算が７５４万円に対し、補正予算で

０円に対しまして、整理予算で７０万２,０００

９,５９５万９,０００円を増額し、予算現額を

円を減額し、予算現額を４４万１,０００円に対

１億３４９万９,０００円として、支出済額が１

しまして、支出済額が４０万７,４５４円、不用

億３３７万５,７０２円、不用額は１２万３,２
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９８円、執行率は９９.９％となってございま

務費４項選挙費１目の、事業決算名は選挙管理

す。事業の目的、決算内容は記載のとおりとな

委員会費になります。当初予算が８７万７,００

ります。

０円に対し、補正予算で２３万４,０００円を減

続きまして、ナンバーの８、決算書の６２か

額し、予算現額を６４万３,０００円とし、支出

ら６３ページになります。継続事業で、２款総

済額が６３万４,４１８円、不用額が８,５８２

務費１項５目、事業決算名が財産管理費になり

円で、執行率は９８.７％となります。事業の目

ます。当初予算８９万１,０００円に対しまし

的、決算内容は記載のとおりとなります。

て、補正予算で１５万８,０００円を増額し、予

続いて、ナンバーの１３になります。決算書

算現額を１０４万９,０００円として、支出済額

の８６から８９ページになります。継続事業

が９７万７,０３４円、不用額が７万１,９６６

で、２款総務費４項２目の、事業決算名は北海

円、執行率が９３.１％でございます。事業の目

道知事・道議会選挙執行費になります。当初予

的、決算内容は記載のとおりでございます。

算はなく、補正予算で９０６万４,０００円を増

続きまして、資料の９ページ、決算書の６２

額し、それを予算現額としまして、支出済額が

から６５ページになります。継続事業で、２款

５６８万６,６１８円、翌年度への繰越金２８６

総務費１項５目、事業決算名が庁舎管理費にな

万２,０００円で、不用額が５１万５,３８２円

ります。当初予算５,２６２万３,０００円に対

で、執行率は９１.７％でございます。事業の目

しまして、補正予算で９８万４,０００円を増額

的、決算内容は記載のとおりとなります。

し、予算現額を５,３６０万７,０００円とし

続きまして、ナンバーの１４、決算書の８６

て、支出済額が５,１１５万９,３３０円、不用

から８９ページになります。継続事業で、２款

額が２４４万７,６７０円、執行率が９５.４％

総務費４項２目、事業決算名は町長・町議会議

でございます。事業の目的、決算内容は記載の

員補欠選挙執行費になります。当初予算１,０３

とおりでございます。

２万８,０００円で、補正予算で１５２万５,０

続きまして、ナンバーの１０、決算書の６６

００円を減額しまして、前年度繰越金２３７万

から７１ページになります。継続事業で、２款

６,０００円で、予算現額を１,１１７万９,００

総務費１項７目、事業決算名が新幹線事業推進

０円としまして、支出済額が１,１１２万３,６

基金費になります。当初予算６,０００円に対し

２７円、不用額が５万５,３７３円で、執行率は

まして、補正予算で２４万４,０００円を増額

９９.５％となります。決算内容は記載のとおり

し、予算現額が２５万円で、支出済額も同額の

となります。

２５万円、不用額はなしで、執行率は１００％

続きまして、ナンバーの１５になります。決

でございます。事業の目的、決算内容は記載の

算書の９４から９５ページになります。継続事

とおりとなります。

業で、３款民生費１項１目、事業決算名が福祉

続いて、ナンバーの１１、決算書の７８から

基金費になります。当初予算６万９,０００円に

８１ページになります。継続事業で、２款総務

対しまして、補正予算で９３万１,０００円を増

費１項１２目、事業決算名が地域センター管理

額し、予算現額を１００万円とし、支出済額が

費となります。当初予算４７６万４,０００円に

１００万円、不用額がなしで、執行率は１００

対し、補正予算で５０万８,０００円を減額し、

％となります。事業の目的、決算内容は記載の

予算現額を４２５万６,０００円とし、支出済額

とおりでございます。

が４２３万５,３６９円、不用額が２万６３１円

続いて、ナンバーの１６になります。決算書

で、執行率は９９.５％でございます。事業の目

の１１６から１１７ページになります。新規事

的、決算内容は記載のとおりでございます。

業で、３款民生費３項１目、事業決算名は災害

ナンバーの１２になります。決算書の８６か

救助費になります。補正予算で５３万８,０００

ら８７ページになります。継続事業で、２款総

円を増額し、予算現額として、支出済額が５３
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万７,０００円、不用額は８００円で、執行率は

で１億５２５万６,０００円に対しまして、補正

９９.９％でございます。この事業については、

予算で６２１万円を減額し、予算現額が９９４

昨年の北海道胆振東部地震の際に、厚真町へ七

万６,０００円に対しまして、支出済額が９,３

飯町の職員を派遣した際の経費となります。派

４３万９７６円、不用額が５６１万５,０２４円

遣は２回、第１陣、第２陣ということで派遣を

で、執行率が９４.３％になります。事業の目

しており、第１陣については９月２６日から１

的、決算内容は記載のとおりとなります。

０月２日まで、第２陣については１０月２８日

続きまして、ナンバーの２１、決算書の２４

から１１月３日まで、それぞれ３人ずつ、計６

４から２４５ページになります。継続事業で、

名を派遣してございます。そのための経費でご

１３款職員費１項１目、事業決算名が職員給与

ざいます。

費になります。当初予算１２億５,９３８万８,

続きまして、ナンバーの１７、決算書の１２

０００円に対しまして、３月の整理予算で２,９

２から１２９ページになります。継続事業で、

８４万円を減額し、予算現額を１２億２,９５４

４款衛生費１項３目、事業決算名が環境保全事

万８,０００円に対しまして、支出済額が１２億

業推進事業基金になります。当初予算で２万７,

１,０９０万３０２円、不用額が１,８６４万７,

０００円に対しまして、補正予算で９７万３,０

６９８円で、執行率は９８.５％となります。事

００円を増額し、予算現額を１００万円とし

業の目的、決算内容は記載のとおりとなりま

て、支出済額が１００万円、不用額はなしで、

す。

執行率は１００％でございます。事業の目的、
決算内容は記載のとおりでございます。

続きまして、ナンバーの２２、決算書の２４
４から２４７ページになります。継続事業で、

続きまして、ナンバーの１８、決算書の２１

１３款職員費１項１目、事業決算名が臨時職員

０から２１５ページまでになります。継続事業

雇用費になります。当初予算４,８４２万４,０

で、１０款教育費４項１１目、事業決算名が社

００円に対しまして、３月の整理予算で５９０

会教育施設整備基金費になります。当初予算で

万９,０００円を減額し、予算現額を４,２５１

６万１,０００円、補正予算で９３万９,０００

万５,０００円としまして、支出済額が４,２０

円を増額し、予算現額を１００万円とし、支出

５万３,８１９円、不用額が４６万１,１８１円

済額が１００万円、不用額はなしで、執行率は

で、執行率は９８.９％となります。事業の目

１００％でございます。事業の目的、決算内容

的、決算内容は記載のとおりとなってございま

は記載のとおりでございます。

す。

続いて、ナンバーの１９、決算書の２４２か

続きまして、ナンバーの２３、決算書の２４

ら２４３ページになります。継続事業で、１２

６から２４７ページになります。継続事業で、

款公債費１項１目、事業決算名は一般会計町債

１３款職員費１項２目、事業決算名が職員諸費

償還金（元金）となります。当初予算が１１億

になります。当初予算１９６万円に対しまし

１６７万５,０００円に対し、補正予算で３７万

て、３月の整理予算で１７万６,０００円を減

円を減額し、予算現額が１１億１３０万５,００

額、流用で７万３,０００円を増額し、予算現額

０円に対しまして、支出済額が１１億１３０万

を１８５万７,０００円とし、支出済額が１８５

３,９９２円、不用額は１,００８円で、執行率

万６,７６０円、不用額が２４０円で、執行率は

は１００％となります。事業の目的、決算内容

１００％となります。記載内容はごらんのとお

は記載のとおりでございます。

りでございますが、流用につきましては、相互

続いて、ナンバーの２０、決算書の２４２

交流職員で、七飯町から北海道に派遣している

ページから２４３ページになります。継続事業

職員の帰任する職員旅費が不足しましたことか

で、１２款公債費１項２目、事業決算名が一般

ら、７万３,０００円を流用しているというもの

会計町債償還金（利子）となります。当初予算

でございます。
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続きまして、ナンバーの２４になります。決

研修職員の旅費から職員諸費の相互交流派遣職

算書の２４６ページから２４７ページになりま

員の旅費へ流用ということになってございま

す。継続事業で、１３款職員費１項２目、事業

す。先ほど一部触れましたけれども、七飯町の

決算名が職員研修費になります。当初予算が１

ほうから北海道のほうに職員を２年間の予定で

４７万３,０００円に対しまして、３月の整理予

派遣をしてございましたが、ちょっと体調が悪

算で１７万１,０００円を減額、流用で、先ほど

くなりまして、１年で帰任する、１年で帰って

説明した７万３,０００円ですけれども、こちら

くるということになりました。その帰任するた

から流用で減額をして、予算現額を１２２万９,

めの旅費が当初予算では組んでおりませんでし

０００円とし、支出済額を１１９万２,９２６

たので、その不足する分を流用したというもの

円、不用額が３万６,０７４円、執行率が９７.

でございます。

１％となります。事業の目的、決算内容は記載
のとおりとなります。

２件目の流用につきましては、派遣職員の給
与費の負担金ということで、流用の額が３４万

続きまして、ナンバーの２５、決算書の２４

８,０００円となります。流用元が１３款１項１

６から２４７ページになります。継続事業で、

目で共済費、流用先が１３款１項１目１９節の

１３款職員費１項２目、事業決算名が職員厚生

負担金・補助金及び交付金ということになりま

費になります。当初予算３２６万６,０００円に

す。こちらについては、北海道のほうから七飯

対しまして、３月の整理予算で７１万８,０００

町に来ていただいている北海道からの派遣の職

円を減額し、予算現額を２５４万８,０００円と

員の給与部分については北海道で払うのですけ

し、支出済額が２５３万３,９８０円、不用額が

れども、七飯町のほうから負担金としてお支払

１万４,０２０円、執行率は９９.５％となって

いをすることになってございます。当初予算で

ございます。決算内容は記載のとおりとなって

組んでいたのですけれども、平成３０年度の人

ございます。

事院勧告がございまして、その分で、勧告で給

最後になります。ナンバーの２６、決算書の

与が上がりましたので、その分、予算が不足し

２４７から２４９ページになります。継続事業

たことから、３４万８,０００円を流用したとい

で、１４款予備費１項１目、事業決算名が一般

うものでございます。

会計予備費になります。当初予算が５００万円

それでは、本日、追加の資料として提出いた

に対しまして、９４万７,０００円を充用し、予

しました資料について説明をさせていだきま

算現額を４０５万３,０００円としております。

す。

事業の目的、決算内容については記載のとおり
となってございます。

まず、追加の資料ですけれども、きょう、朝
に一度、追加の資料の報告を、こういう資料が

共通様式は以上でございます。

必要ですよといただきまして、１２時半にも資

続きまして、追加の資料がございますので、

料の要求をいただきましたけれども、その２回

説明をしたいと思います。

目の資料要求につきましては、ちょっと時間が

様式の２の説明をしてまいりたいと思いま
す。

なくて、今回、提出することができませんでし
たので、それについては追ってまた、資料を作

平成３０年度、予算の流用、５万円以上及び
予備費の充用の状況でございます。

成次第、説明にまいりたいと思っております。
今回は１回目の資料要求があったものについて

総務財政課、２件ありまして、流用について
は、相互交流派遣職員の旅費として７万３,００

説明したいと思いますので、よろしくお願いし
たいと思います。

０円となってございます。流用元は１３款１項

それでは、説明をしたいと思います。

２目の旅費で、流用先が同じ科目の旅費となり

まず、平成３０年度の入札の執行の状況とい

ますが、予算不足のため、職員の研修費の一般

うことで、契約の方法として、指名競争入札と
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して、総務財政課としては全部で１２件があり

４年度以降につきましては、先日の本会議での

ます。

中でも副町長が答弁申し上げた際に、公的施設

具体的には、この書いているとおりになりま

の中でも老朽化が激しい施設もありますので、

すけれども、右の備考の上のほうに、契約の内

そこも少し事業費として載せていかなければな

容というか種類を書いておりますけれども、物

らないということで、大体令和４年から令和１

件の借り入れ契約が１件、その他の契約の修繕

０年までの間で、総体、４０億円程度、そのぐ

が２件、その他の契約の委託が６件、次のペー

らい見込んでおります。そのほかに、単年度ご

ジになりますけれども、財産の買い入れとし

と、４億円ぐらいは、例えば今までも継続して

て、燃料の購入になりますけれども、これが３

やってございます町営住宅の改修だとか、土木

件ということで、全部で１２件ということでご

課で持っております町道の整備、道路だとか橋

ざいます。

梁の整備部分で、単年度、４億円ぐらいずつを

次に、平成３０年度の寄附金の項目別の内訳

見込んでございまして、それを足した額が令和

としてございます。歳入の項目としては、１７

４年度以降が６億７,０００万円というような見

款１項１目寄附金、総務費の寄附金となってご

込みを立ててございます。

ざいます。内容としては、ばんだい号の慰霊碑

続きまして、下のほうの２番目になります。

の管理費として３万円となってございます。寄

平成３０年度以降の町債の償還の予定という

附者の住所、氏名になりますけれども、記載の

ことでございます。公債費の予定額としまし

とおりということでございます。こちらについ

て、内訳の一番上は平成３０年度までの借入済

ては、毎年、ばんだい号が遭難しました７月３

額分ということで、これは確定した分でござい

日に、日本航空の役員等がいらっしゃって、そ

ます。次が、元年度以降の建設事業費の借入分

の際に、町に対して３万円寄附をいただくとい

の見込額、その次が、元年度以降の臨時財政対

うことで、例年いただいております。ことしに

策債分の見込みというところでございます。そ

ついても、役員の方、８名が来てということ

の下が、公債費予定額のうち元金償還分が幾ら

で、ことしはそういう状況となってございま

かというものを数字を載せてございます。その

す。

下が、公債費の予定額のうち、利子償還分が幾

続きまして、３枚目になります。平成３０年

らですよということで載せてございます。

度以降の町債の借入予定表ということで、資料
提供させていただきます。

資料の説明については以上でございます。
○川村委員長

左のほうに歳入の予定額とございまして、内

ありがとうございます。

これより質疑を行います。

訳として、普通建設事業費、その下に臨時財政

質問のある方。

対策債ということで、それぞれの歳入予定額の

上野委員。

合計と、借入予定額の内訳を年度別に載せてご

○上野委員

ざいます。元年度予算から１０年度までの予定

ンバー１９なのですけれども、これでその年

額として載せてございます。この中で、普通建

の、平成３０年度の支出済額が１１億円を超え

設費の事業費については、毎年このぐらいの事

るという支出になっております。この１１億

業債を見込んでいるということでございます。

円、単年度にしては非常に大きな金額になって

令和３年度に、大きく１０億円となってござい

きているわけですけれども、この償還の先とい

ますが、ここはまだ金額についてはしっかり確

いますか支出先というのは、事業内容としては

定しているわけではございませんが、防災行政

どんな内容にこの１１億円が支払われることに

無線デジタル化の整備費といいますか、事業費

なっているのか、それについてまずお伺いした

が約６億円、７億円ぐらいかかるだろうという

いのですけれども。

ことで、その数値も見込んでございます。令和

○川村委員長
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今説明いただいた、共通資料のナ

総務財政課長。

○俉楼総務財政課長

この分につきましては、

計画などが載っておりますので、町の今後の計

今までずっと事業をやった中で、借りたものの

画については、ある程度、この資料で推測でき

元金の償還分として、単年度で、平成３０年度

ますけれども、要するに基金の繰り出しだけで

で１１億円の金額となってございます。詳細の

はもうやっていけないというようなことで、借

全部といいますと、今まで借りた分の全部を出

入金をふやしながら、借入しながら償還の対応

すということになりますので、今、書類として

をしていくという内容だということでよろしい

は持っておりませんけれども。

のでしょうか。

○上野委員

○川村委員長

よろしいです、そうしたら。細か

総務財政課長。

いいろいろな事業が次々と支払いの対象になっ

○俉楼総務財政課長

まず、基金につきまして

ているということですね。

は、この間、いろいろな事業をやらせていただ

それでは、平成３０年度にこのように単年度

きまして、基金についてはすごく減ってきたと

で１１億円を超える償還の支払いがあったとい

いうことでございます。この基金につきまして

うことでいえば、町の、その時点で、平成３０

は、標準財政規模、七飯町としては約７０億円

年度の基金残高といいますか、これは今回、提

となってございますので、最低７億円は、これ

出されました決算の参考資料の１２ページにあ

は何かのために残しておかなければならないと

る金額がそうなのかどうか、ちょっと確認をし

いう中で、そういう計画をしてございます。

たいのですが。
○川村委員長

町債については、これから、先ほど少し触れ
総務財政課長。

○俉楼総務財政課長

ましたけれども、事業をやる際に、どうしても

それでは、この黄色い冊

基金を使わないような形でいきたいということ

子の平成３０年度決算、参考資料の１２ページ

で思ってございますので、そこは起債を借りな

が基金残高の状況ということで、こちらにつき

がらしていきたいと。事業をやる際には、やむ

ましては、基金会計年度末ということで、３月

を得ずそういうような形になっていくと思って

３１日現在の基金の数字を載せてございます。

ございます。ただし、お金を返す以上にまた借

これで全部の会計でいくと１８億３,７００万円

りてしまうと、町債の残高がふえていく一方に

ということでございます。

なりますので、町債を借りるのですけれども、

ただ、その次に、資料の３２ページをごらん

返す額より少なく借りていって、だんだん町債

いただきたいと思います。３２ページ、こちら

の残高を少なくしていきたいという計画のもと

は年度ごとの、３月３１日と、出納閉鎖が、４

に、そういう事業をやっていきたいなというと

月、５月かかって、５月３１日が出納閉鎖末と

ころで思っているところでございます。

なりますので、その現在のそれぞれの基金、こ

以上です。

ちらは１２ページにある育英基金だとか介護保

○川村委員長

険の財政調整基金の金額は入っておりませんけ

○上野委員

れども、一般会計で持っている基金について整

金としては７億円を維持しますよと。そういう

理したものになりますけれども、これでいく

中で、７億円を維持するためには、さらなる借

と、右のほうから二つ目を見ていただければと

入金も考えながら当面はやっていくということ

思いますけれども、令和元年５月３１日現在の

なのですね。それの確認だけ。

基金残高としては１３億１,４００万円というこ

○川村委員長

とでございます。

○俉楼総務財政課長

○川村委員長

やる上で、歳入が足りなければ、起債によって

○上野委員

上野委員。

上野委員。
そうしますと、基本的に町は、基

総務財政課長。
起債は、やっぱり事業を

基金残高が平成３０年度で１３億

事業をしていくというのは、それはしていかな

円ちょっとという形になっているということな

ければならないと思ってございます。ただし、

のですが、今出された資料には、今後の償還の

やっぱりこれ以上多くというか、今、結構１４
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０億円ぐらい、起債の残高としてはありますの

と思うのですけれども、いかがでしょうか。

で、起債を借りるのですけれども、それを少な

○川村委員長

くする形で借りていくといいますか、借りるの

○俉楼総務財政課長

ですけれども、返す以上にふやさないような使

出してしまって大変申しわけございません。今

いかた、借り方をしていきたいというように考

の意見を取り入れまして、また再度、別な資料

えてございます。

もございますので、その際に、今の御意見に

○川村委員長

沿った資料を作成して、説明に来たいと思いま

上野委員。

○上野委員

そうしますと、今出された資料

は、そういう基準で今後運営するという内容で

○川村委員長

の資料も追加でまた委員会としてお願いすると

その計画、その方針に

いう形でよろしいですか、皆さん。

沿ってこういう表をお出ししております。
○上野委員

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

わかりました。終わります。

○川村委員長

○川村委員長

それでは、ほかに質問のある

方。

○田村委員

田村委員。
つけ加えますけれども、一時借入

金もありますよね。３０年度は一時借入金の利

田村委員。
○田村委員

まずちょっと諮ります。

今、田村委員から申し入れのありました累計

総務財政課長。

○俉楼総務財政課長

大変説明不足な資料を提

す。

の計画だということでよろしいのですか。
○川村委員長

総務財政課長。

子が２４７万１,０００円ついている。そこら辺
今の資料の関係ですけれども、元

年というのは、平成３０年ですよね。違うので

ももしわかるのであればつけ加えてお願いした
いと思います。

すかね。（「３１年だ」と呼ぶ者あり）元年の

それと、これはこれでいいのですけれども、

予算というのは３１年の予算ということなの、

あと何点か、ちょっと教えていただきたいので

元年予算というのは、これの。

すが、まず、この項目でどこに該当するか、

○川村委員長

私、ちょっとわからないのですけれども、ま

総務財政課長。

○俉楼総務財政課長

令和元年になりますの

ず、人事評価制度の運用ということを３０年

で、平成でいうと３１年の予算になります。

度、掲げていますけれども、これについての予

○川村委員長

算が２３７万６,０００円という、わかります

○田村委員

田村委員。
そうしますと、ことしの予算とい

か、これを見て。これが実際、どういうふうな

う、借入金の予算が１４億３,５００万円で、返

ことできて、これは毎年このぐらいずつかかっ

す予定が１２億２,１００万円ということなので

てきているのか、それだけのお金をかけないと

すけれども、申しわけないですけれども、単年

人事評価というのができないのかどうか、そし

度、単年度のは十分理解できるのですが、累計

て、どういったような、もう３年くらいになる

というのですか、借り入れの累計をできれば載

のではないかと思うのですよね、やって。評価

せていただくことによって全体像が見えてくる

がどういうふうになっているかということと、

ということで、それと、公債費のほうも、やっ

それからもう一つ、どこに該当するかわからな

ぱり累計で、これから、今、１１２億円だけれ

いですけれども、地方の公会計の整備というこ

ども、２年後からは１５億円にふえるとか、あ

とで、平成２７年あたりから国のほうでは実施

るいは１０億円まで下がるとかというのが見え

しなさいというようなことで言われていますけ

てくると、それなりの議会も議論ができるのだ

れども、６４万８,０００円、予算計上しており

けれども、こうやって単年度で出されてしまう

ますけれども、この部分について、いつから

と、なかなか先が読めなくて、議論ができない

やって、今どういう段階にあるのか、それを

ということがあるので、できればちょっとつけ

ちょっと教えていただきたいと思います。

足して、新たな資料として何とかお願いしたい
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それから、きのうもちょっと話を出しました

けれども、第５次の行革なのですが、３２年度

てからどういうふうになっているかというのを

で終わりなのですけれども、順調に推移してい

個々に、各個人ごとに評価をしていくという

るかどうか、目標に向かってですね、 それを

か、人事評価をしていくというようなつくりに

ちょっと教えていただきたいということです。

なっております。

それから、もう１点、最後になりますけれど

今、七飯町のほうで事業としてやっている、

も、指定管理者制度、これもずっと長年やって

この金額に係るものについては、みんなそれぞ

きていますけれども、恐らくまだ庁舎内の中で

れ職員はパソコンを持っていますので、その中

は指定管理者制度に移行できていないものがあ

で、会社のほうでウエブの中でそういう人事管

るのではないかと思うのですけれども、平成３

理システムといいますか、人事評価のシステム

０年度末では何件残っているのか、実際、移行

を搭載しております。搭載することによって、

できないでいるのか、それがもしわかれば教え

みんなが同じような様式でやっていくというこ

ていただきたいと思います。

とで、それをシステムとしての委託料と、プラ

○川村委員長

ス、例えば９月だとか３月とかに、業者のほう

総務財政課長。

○俉楼総務財政課長

まず、人事評価制度の運

に来ていただいて、まだ人事評価というのが十

用でございます。これについては、毎年このぐ

分に浸透していない部分もありまして、講習

らいの金額をかけているということで、今の町

会、研修会をしていただいて、人事評価という

職員の人事評価ということで、毎年、当初、４

のはこういうものだよと、自分の能力を開発す

月ぐらいに、自分がどのような業務をやってい

る、育成するために必要ですから、こういうも

て、どういうような目的を立ててやっていくの

のをやっていきましょうというような、会社の

かというような計画を立てることになります。

ほうに来ていただいて、研修会をして、精度を

それを私ども課長とかがその目標を見て、それ

上げていっているというところのものでござい

をいいのかどうか、もう少しこういう目標にし

ます。

ていったらいいだとかというのを話をさせてい

続いて、資料にある公会計の関係でございま

ただいて、年度の目標を決めるようなシステム

す。黄色い参考資料の中に、４１ページからに

になっています。

なります。財務会計書類ということで、この表

中間月である９月ぐらい、半年ぐらいたった

をつくるに当たって、こういう地方公会計の整

ときに、中間の今の進捗、目標を立てたものに

備ということで、今回はここに、先ほど説明し

対してどういうようにそれを取り組んできた

ていた記者発表の資料では６４万８,０００円と

か、どのぐらいの達成をしているのかというこ

いうことになっていますけれども、実績として

とを、職員個々が精査をして、その時点での目

６３万７,２００円を支出しているということで

標に対する達成率を整理すると。それを管理職

ございます。ですので、これは毎年度、資料と

に上げて、それについて、その達成率がどうな

して作成することになりますので、支出が発生

のか、達成が進まなかった場合には、進捗率が

するというものでございます。

悪い場合には、どこが課題となっているか、そ

その次になります。行政改革大綱の推進とい

ういうものを整理して、中間の整理というか、

うことで、２８年度から３２年度までの実績と

目標に対する進捗の整理をすると。

いうことでございます。１０月にも、今、職員

期末になります３月には、１年間かけて、自

のほうの行政改革推進本部ということでやらせ

分が４月に立てた目標に対して、どのように達

ていただきます。去年なども、手数料の見直し

成してきたのか、達成できなかった点はどうい

ということで、草刈り条例の手数料見直しだと

うところなのかというようなところを整理をし

か、合併浄化槽の補助金を少し見直しをするだ

て、評価を出す。それは管理職のほうに個人が

とかということでやらせていただいておりま

出して、管理職のほうで、それで目標が達成し

す。また、高齢者のお祝いのほうも少し削らせ
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ていただいたところでございまして、また来年

理に出せないという結果が出てしまっているわ

度以降は、例えば手数料の見直しだとか、手数

けです。そういう意味では、やれるのにやって

料の見直しについては、今まで決まったものが

いないみたいな、結局、進められるのに進めて

なくて、必要なときにやっていたというような

いないというような状態のものは、もうある意

私も認識なのですけれども、北海道がやってい

味、手詰まり状態であると。それこそ新しくで

る、例えば北海道は３年に１回、手数料、使用

きた道の駅の関係だとか、そういう部分という

料については定期的に見直しをするというとこ

のは初めから指定管理に出していくという考え

ろで行っておりますので、七飯町においても、

で物事をやっていますので、今までの部分の中

利用者負担の観点から、適正な価格を使用料と

では、これ以上のものはあるかなというところ

していきたいという考えのもと、そういうふう

はちょっと、古い分といいますか、新しい分で

に考えているところでございます。また、遊休

はなくて古い分の中ではここまでかなというの

地の売り払い等についても、今後、七飯町のほ

はちょっと思っているというところで御理解い

うで使用しないような遊休地については売り払

ただきたいなと思います。なかなか、やってみ

いをしていくと。今までもやってきたところで

たのですけれども、現実問題、昔でいう委託と

ございますけれども、そういうものは進めてい

いう、そこのところとはやっぱり違うのです

きたいというところでございます。

ね、指定管理者は。それになじまない部分とい

達成度合いということで、田村委員のほうか

うのもあって、子育ての部分などでの学童など

らお話がありました。なかなか今、数字で、こ

は、結果的には、一度指定管理に出したけれど

ういうものをやってきましたよということでお

も、やっぱり直営に戻っているという、そうい

話し申し上げましたけれども、金額で、ちょっ

う実態もございますので、そこのところで、今

と今、手元にどのぐらいというのはございませ

の現状がそういう現状だということで御理解い

んが、まだまだ本当に行革としては足りないと

ただきたいというふうに思います。

いうところで思ってございます。それはもう少

○川村委員長

し突っ込んで今後もやっていかなければならな

○田村委員

いと思ってございますので、今のところはそう

ていますということで、これを読みますと、２

いう答弁で、大変申しわけありませんけれど

６年にということで、２８年度決算分から、総

も、そういうところでございます。

務省から全国の自治体に、こういう形でやって

田村委員。
公会計の関係で、４１ページに出

最後になりますけれども、指定管理者制度の

くださいという要請があって、経理全体をやる

移行施設の推進ということで、こちらのほうに

という意味合いではなくて、これでも構わない

つきましては、政策推進課のほうの所管となり

のだという理解なのか、これで構わないという

ますので、ちょっと私のほうからは答弁は差し

ものに対して、６４万８,０００円のお金をかけ

控えさせていただきたいと思います。

ているというのは、ちょっと私は理解できない

以上でございます。
○川村委員長

のですけれども、システムにしても、１回入れ

総務部長。

○釣谷総務部長

てしまうと、大体それなりに動くのではないか

政策推進課のほうの答弁とい

と思うのですけれども、私は、全体の今の、単

うことに所管はなるのですけれども、実際、指

年度というか、今の行政の会計システムから、

定管理の部分につきましては、やれるだけのも

こういうバランスシートだとか、公会計のこう

のはやってきていて、もう手詰まりというか、

いうものに移行するものだと私は思っていたの

ではこれはというには、強いて言えば、例えば

ですけれども、そうではないという考え方なの

アップル温泉だとか、ああいうところはどうな

でしょうか。まずそれ１点。

のだというところの議論というのはもう出尽く

最後に、もう一つ、どこかわからないのです

してしまっていて、結局、今の状態では指定管

けれども、人権の花運動、何か１０万円予算を
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つけて、それを実施、どのぐらいの規模で実施

というものが３１８万円を筆頭に、いわゆる委

したか、それをあわせて。

託料というのが６５ページにも相当出てきてい

○川村委員長

ます。総合行政情報システムだとか、庁内ＬＡ

総務財政課長。

○俉楼総務財政課長

それでは、今の公会計の

Ｎ運用支援業務委託料だとか。それで、総合行

ほうから説明してまいりたいと思います。公会

政情報システムというのは、これは国の都合で

計のほうで、七飯町のほうで２８年度から導入

変わるということですね。かかるお金は来ると

したということでございますけれども、今の財

いうことは前に議会で聞いていますので、いい

務システムというか、七飯町の会計のシステム

のですけれども、いわゆるソフトウェア、一番

自体は、その以前から入ってございまして、そ

最初にうちの庁内に入れるときというのは、一

れを運用しているところでございます。この公

つしかないものを入れているのか、幾つかのシ

会計が入ったときも、七飯町のほうで、会計の

ステムがあって、入札をして、選んでやってい

中でできればということで話をさせていただき

るのかということがまず１点と、毎年毎年、こ

ましたけれども、結構多額な金額が必要となっ

の委託料がかかってくるのですけれども、これ

たということから、こういうふうに外出しで、

は向こうが請求してくる金額をただ払うだけ

システムで、今のシステムにしないで、こうい

で、例えばどこかの会社などに、 そのソフト

う安価なほうを選んだという ことでございま

ウェアは著作権があるので、ほかの会社が多分

す。

使えないとは思うのですけれども、ソフトその

続きまして、人権の花の関係になります。人

ものを入れかえたら何百万円も安くなるのでは

権の花運動につきましては、平成３０年度は大

ないかとか、そういう点検というようなことを

中山小学校でやっているのですけれども、小学

やれるものなのか、やれるとすれば、これから

校にプランターと花と、人権の花シールという

やっていくということも行政改革の中で考えら

のがあるのですけれども、そういうものを配っ

れるのかということをまず１点、ソフトウェア

て、３０年度の実績としては８万９３０円の支

のことをお聞きしたいなと。

出がございます。これ、各小学校ありますけれ

ぽんと話が飛びますけれども、５７ページの

ども、順番に回っていまして、ことしについて

中に、現行法規等使用料とありますけれども、

は峠下小学校でやらせていただいておりまし

これは何かインターネットで使用料を払いなが

て、大体そのぐらいの、１０万円の予算内でや

ら新しい法規をとっているということなのか、

らせていただいているということでございま

その確認です。

す。それについては、これの共通様式の１ペー

それから、６３ページの中に、庁舎の修繕料

ジにございますけれども、人権啓発活動活性化

が３９９万３,０００円とあるのですけれども、

事業委託金ということで、７万５,０００円をい

これ、何を修繕したのかを教えていただきた

ただいていると。その中で、少し町費が多く

い。

なっていますけれども、事業を行っているとい
うものでございます。

ども、ナンバー２６、昨年の地震が発生したと

以上です。

きに、道の駅では停電で、仮設のトイレを設置

○川村委員長
○田村委員

田村委員。

したということですけれども、防災拠点として

終わります。

つくったはずなのですけれども、今さらくどく

○川村委員長

それでは、ほかに質問のある

方。

ど言ってもしようがないのですけれども、こ
れ、停電で何がだめだったのですか。トイレそ

平松委員。
○平松委員

それから、共通様式の一番最後なのですけれ

のものが動かなかったのか、浄化槽が動けない
こっちの本のほうで、一般の５５

がために、この仮設のトイレが必要だったの

ページ、委託料で、例規類集データ更新委託料

か、その辺、ちょっと詳しく説明をしてくださ
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い。
○川村委員長

てしまって、それの取りかえ修繕が２１４万９,
総務財政課長。

○俉楼総務財政課長

６００円でございます。また、高圧気中開閉器

済みません、時間がか

かってしまい、申しわけございません。

交換といいまして、道道のところに、電柱のと
ころに、北電の本線からこっちに電気の線を

まず、決算書の５５ページにある例規類集の

引っ張っているのですけれども、七飯町の役場

データ更新委託料ということでございます。こ

の中で、電気関係で何かトラブルがあって、そ

れは、今、大体そういうデータを取得するの

れがショートして停電が、この機械がなけれ

が、パソコンで取得してございます。七飯町の

ば、ちょっとここら辺の周辺に影響があると、

例規集、条例、規則だとか、例規集をパッケー

与えてしまうということで、こういう高圧気中

ジでデータ管理してもらっております。プラ

開閉器というのを設置するのですけれども、そ

ス、国の法律なども見られたり、ほかのまちの

れも経年劣化により相当古くなりましたので、

状況なども見られるような、パッケージでそう

それを交換、修繕ということで９１万８,０００

いうものがありまして、それは株式会社ぎょう

円と、大きくはこの２点となってございます。

せいというところと、今、七飯町はやってござ

ここの２６ページについては、予備費の流用

いまして、そのデータ、法律も毎年というか、

の関係で整理したものとなってございまして、

常にいろいろなものが変わっている、また、七

実際の使用先は商工観光課になってございます

飯町の条例、規則についても、常に変わってい

ので、そちらのほうで確認いただければと思い

くというもの、最新の状況にしながら、私たち

ます。

は常に新しいものを確認しながら行政運営して

以上です。

いくということになりますので、そういうもの

○川村委員長

でこのデータ更新委託料ということでかかって

○平松委員

いるということで御理解をいただきたいと思い

お金がかかるというのは、それは十分承知をし

ます。

ています。１回入れたものをずっとやっていか

平松委員。
ソフトウェアを更新していくのに

次に、５７ページにある現行法規の使用料と

なければだめな可能性は極めて高いですけれど

いうことでございます。これも、今までは関連

も、いろいろな会社がやっているはずなのです

法規といいますか、法規のＱ＆Ａではないです

よね。だから、例えば途中で、これだけ、１０

けれども、質疑応答集みたいなものが冊子でぼ

本なら１０本分くらいをまとめてあなたの会社

んとありまして、加除については自分たちでや

でやったら幾らくらいになりますかとか、そう

るのか、法律屋さん、ぎょうせいだとか第一法

いう見直しとかというのは今までやっていない

規とかとあるのですけれども、そこの出版元の

ものなのか。入れたら、また入れかえるのは大

担当者が来て加除をするというような形になっ

変だという思いで、多分、変えてはいないと思

ていたのですけれども、今はそれもウエブの中

うのですけれども、こういう競争社会ですか

で最新のやつが見られるのです。それのやつ

ら、入れかえるときは意外と安く入れて、年間

を、ウエブで見られるやつを更新というか、使

のランニングコストで食べていくというのが、

用料、それを見るための使用料ということで

いわゆるＩＴ業者の飯の種ですから、だからど

なってございます。

こかで見直しをして、少しでも安くなる方法と

続きまして、庁舎の修繕料、３９９万円、何

いうものを探るべきではないかなと常々思って

にかかったのですかというところでございま

いたのですけれども、そういうことというのは

す。まず、大きなもので二つありまして、役場

難しいのかどうか、そこをちょっと聞きたかっ

庁舎の放送設備の取りかえということで、ス

たのです。

ピーカーというか、その本体、電話交換室にあ

○川村委員長

るのですけれども、その本体が非常に古くなっ

○俉楼総務財政課長
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総務財政課長。
今、私どもが委託費とし

て持っているのか、機械とかではなくて、ソフ

ステムという部分についても、ある意味、それ

トを使うというところのものでございまして、

も含めてということですので、ただ、それにつ

それについてはそんなに、例えばさっき、法律

きましては、百何十人という職員がそのシステ

の話をいたしましたけれども、そんなに会社と

ムを使ってやってきて、もう古くてふぐあいが

しては多くないのです。七飯町としても、今、

あって、そのシステム自体が更新もしていない

取り引きをしているのが株式会社ぎょうせいだ

ということであれば別ですけれども、どんどん

とか第一法規だとかという、本の出版会社とか

どんどんそこの部分も新しくシステムもなって

になっておりまして、そこが、今、平松委員の

きている、対応も、国からの関係の対応も、法

おっしゃるような視点でちょっと考えていな

改正に関する対応もしているとか、そういう部

かったのですけれども、それができるのであれ

分からいくと、そうむやみやたらに、ものを買

ば考えていきたいなとはちょっと思ったのです

うみたいなような形で、どっちがいい、新しい

けれども、それができるかどうかというのが、

ほうがいいとかというような、そういうような

まだ今の段階でちょっと不透明というか、お答

比べというのは単純にはできないものというふ

えできませんので、できるものであれば、それ

うに思ってございます。

が将来的に七飯町の財政を減らすということ

そういうところも含めまして、変えられるも

で、今までと同じようなソフトが提供していた

のと変えられないもの、簡単に変えられるもの

だけるというものであれば、今後、検討してい

と変えられないものというふうに認識してござ

くことはできると思ってございます。ちょっと

います。ただ、一つの提言として、そういう見

答弁になっているか……。

直しもしたらどうだというような提言としては

○川村委員長

承りたいなというふうに思っておりますので、

総務部長。

○釣谷総務部長

私のほうから答弁させていた

御理解いただきたいなと思います。

だきます。課長、ちょっと勘違いしたかもしれ

○川村委員長

ない。

○平松委員

平松委員のおっしゃっているのは、役場の基

平松委員。
質問というより提言になるかもし

れませんけれども、いわゆるビル管理であれ

幹の部分の総合システムの話ですか。

ば、ビル管理会社というものが存在しますよ

○平松委員

ね。エレベーターから電気から水道から下水か

いや、総合システムだけではなく

て、いろいろ。
○釣谷総務部長

ら、全部その会社が委託でやっているという、
まずは、一つ、今、一部とし

それと同じように考えてもらっていいのです

ては課長の言っていました、ある意味、ぎょう

よ。いろいろなソフトウェアを、そこに預けて

せいさんだったりとかの書籍部分で、法律関

おくと、その会社を通してやってくれるという

係、どんどんどんどん変わっていくというもの

ことで、いろいろな会社にそれぞれ契約するよ

で、今は紙、ペーパーものではなくて、どんど

りも安くなるというケースもあるはずなので

んどんどんインターネットを使った使用料みた

す。その辺をちょっとお時間あるときに見直し

いな形で常に新しいものをという、今はもうそ

ていただければなと思います。

ういう時代、うちの例規集は１年に一遍しか

以上です。

ペーパーものは出てこなくて、だけど中身はい

○川村委員長

つも私どものパソコン上では常に新しいものに

方。

なっているという、そういう時代ができるもの

それでは、ほかに質問のある

若山委員。

といって、業者の、ある意味、制約のあるとこ

○若山委員

公会計の部分で、決算と関係ない

ろ。

と言われてしまうとあれかもしれないのですけ

それともう一つ、先ほど全部含めてというこ

れども、貸借対照表の中に、流動負債の中に預

とであれば、七飯町で使っている基幹部分のシ

かり金とあるのですけれども、これ、町の場合
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の預かり金というのはどういう内容になるのだ

若山委員、それでよろしいですか。

ろうなと、ちょっと済みません、勉強不足で、

○若山委員

教えてもらいたいなというところと、ちょっと

○川村委員長

貸借対照表に出てくる中で、建物の減価償却累

了解です。

（「なし」と呼ぶ者あり）

計額、相当な額、載っていますけれども、あ

○川村委員長

と、固定負債のところに退職手当引当金とか

いと思います。

載っていて、これの、ソフトか何かでやってい
るのだろうから、償却漏れだとかそういうこと

では、ほかに質問のある方。
それでは、質疑のほうを終わりた

総務財政課長、総務部長、お疲れさまでした。
ありがとうございます。

はないとは思うのですけれども、この数字が検

暫時休憩いたします。

証できるような計算式とか、何かそういうも

午後

の、退職引当金であれば、何人の職員がいて、

３時４４分

休憩

─────────────

その何割を負担とか、そういう考え方のものと

午後

か、この数字が妥当なのだよと検証できるよう

○川村委員長

なもの、何か簡単にお示しできれば、資料請求

す。

３時５３分

再開

休憩前に引き続き、再開いたしま

とさせていただきたいなと思うのですけれど

まず、情報防災課の審議に入る前に、横田委

も、余りちょっと量が多いとかデータが多いと

員と中川委員のほうから早退の届け出がありま

ころはあれなのですけれども、一応この決算書

したので、御報告いたします。

の後ろに載っている資産の建物の財産に関する

それでは、情報防災課の審査を行います。

調書の建物の部分というか、その内容につい

情報防災課長、総務部長、御苦労さまです。

て、個別にどの建物が幾ら償却累計があるとい

それでは、共通様式に基いて、説明のほう、

うような形で出してもらえれば。だからどうだ

お願いいたします。

というわけではないのですけれども、お願いし
ます。

具体的な内容については、特段の説明がない
限り、記載のとおりでお願いいたします。

○川村委員長

総務財政課長。

○俉楼総務財政課長

それでは、情報防災課長、お願いします。

大変申しわけございませ

○若山情報防災課長

初めに、様式のナンバー

ん。ちょっと細かい数値の根拠については、

１、２款総務費１項総務管理費１目一般管理

今、その資料を持ち合わせておりませんので、

費、事業決算名、総務公用車管理費から説明い

次の機会に、少し説明できるような状態にして

たします。主な事業内容は、一元管理している

いきたいなと思います。ただ、今、私どもで、

公用車１２台に関するものでございます。当初

皆さんも持っているこの決算書だとか、この資

予算３９３万３,０００円、補正予算額１３万

料の中で説明する数値以外のものの積み上げの

円、予算現額計４０６万３,０００円に対し、支

場合もありますので、できるだけ説明できるよ

出済額は３６８万１,６３８円、不用額は３８万

うな状態で来ますけれども、全部が全部説明で

１,３６２円、執行率は９０.６％です。事業の

きないかもしれませんので、その際は御容赦い

具体的な内容につきましては記載のとおりでご

ただきたいと思います。

ざいます。

○川村委員長

今の若山委員の質問に対しての

続きまして、様式ナンバー２、２款総務費１

資料要求というのか、それは、今、課長のほう

項総務管理費１目一般管理費、事業決算名、町

で説明した範囲で、また後日、説明してもらう

有バス管理費でございます。事業内容は、町有

ということでよろしいですか。

バスあかまつに関するものでございます。当初

（「はい」と呼ぶ者あり）。
○川村委員長
いいたします。

予算額１,１４７万５,０００円、補正予算額７

そういう形で、後日、またお願

２万３,０００円の減額、予算現額計１,０７５
万２,０００円に対しまして、支出済額が１,０
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２４万５０円、不用額は５１万１,９５０円、執

下、大沼地区に整備してございます光ケーブル

行率は９５.２％でございます。事業決算の具体

の管理費となってございます。当初予算４４５

的な内容、補正予算の歳入に関しては記載のと

万円、補正予算額１,２１４万８,０００円、予

おりとなってございます。

算現額１,６５９万８,０００円、支出済額７３

また、流用の状況についてなのですが、資

８万１,４３６円、翌年度繰越額９０７万２,０

料、ちょっと飛んで申しわけございません。資

００円、不用額１４万４,５６４円となってござ

料２の予算流用及び予備費充用の状況をごらん

います。事業決算の具体的な内容、補正額、歳

ください。様式の２段目と３段目に、本事業で

入については記載のとおりでございます。繰り

の流用が記載されてございます。需用費から備

越しした内容は、国道５号線の西大沼の道路拡

品購入費と公課費に流用しておりますが、備品

幅に伴う電柱の移設工事等が翌年度まで事業を

購入費はバッテリーの電圧低下がございまし

繰り越しているということで、予算を繰り越し

て、流用して購入させていただきましたが、公

てございます。

課費につきましては、予算計上が漏れていたた

続きまして、様式５、９款消防費１項消防費

めの流用となってございます。予算編成時のと

１目消防施設費、事業決算名は消防施設費でご

きのチェックが不足していたということで、反

ざいます。事業内容は、七飯消防運営のための

省してございます。申しわけございません。

負担金でございます。当初予算額５億８,１４６

続きまして、共通資料に戻っていただきまし

万２,０００円に対しまして、予算現額計、支出

て、ナンバー３です。２款総務費１項総務管理

済額も同額となっており、執行率は１００％と

費６目電算管理費、事業決算名、電算管理費で

なってございます。

す。主な事業内容は、電算システム等の管理運

続きまして、様式ナンバー６です。９款消防

営に係るものでございます。当初予算額１億１,

費１項消防費２目災害対策費、事業決算名は災

２３７万２,０００円、補正予算額４,１５８万

害対策費でございます。事業内容につきまして

３,０００円、予算現額計１億５,３９５万５,０

は、防災に関するものとなってございます。当

００円に対しまして、支出済額１億４,３３９万

初予算額５２５万７,０００円、補正予算額８８

６,６４９円、翌年度繰越額１６６万９,０００

万９,０００円、予算現額計が６１４万６,００

円、不用額８８８万９,３５１円、執行率９４.

０円、支出済額は５９６万６,７７４円、不用額

２％でございます。繰り越ししている額は、令

が１７万９,２２６円、執行率は９７.１％と

和に変わる元号改定のためのシステム改修の委

なってございます。事業決算の具体的な内容、

託料となってございます。事業決算の具体的な

補正予算、歳入については記載のとおりとなっ

内容については記載のとおりですが、不用額に

てございます。

つきまして、使用料及び賃借料で６６４万８,０

次に、資料ナンバー、様式の７番、９款消防

００円程度と大きくなってございますが、これ

費１項消防費２目災害対策費、事業決算名は防

は総合行政情報システムの利用料について、額

災無線施設管理費でございます。事業内容は、

の確定が年度末となってしまいまして、減額補

防災行政無線の維持管理に関するものでござい

正が行えなかったという状況でございました

ます。当初予算額４４７万円、補正予算額７７

が、もう少し精査して、整理予算の補正をすべ

６万円、予算現額計が１,２２３万円、支出済額

きだったと、こちらもまたちょっと反省してご

が６３５万５,８８５円、翌年度繰越額５６４万

ざいます。申しわけございません。

５,０００円、不用額２２万９,１１５円、執行

続きまして、共通資料ナンバー４になりま

率９６.５％でございます。翌年度繰り越しして

す。２款総務費１項総務管理費６目電算管理

おりますのは、防災無線の実施設計が２カ年に

費、事業決算名、光ケーブル設置管理費でござ

わたってございますので、その部分を繰り越し

います。事業内容といたしましては、藤城、峠

てございます。事業決算の具体的な内容、補正
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は記載のとおりでございます。

場の職員の方の講習をしたのか。

最後に、様式ナンバー８番、９款消防費１項

それともう一つ、ナンバー４の光ケーブル、

消防費２目災害対策費、事業決算名は国民保護

今、これ、藤城、峠下、大沼地区、やっていま

対策費です。事業内容は、国民保護協議会委員

すけれども、あとどのくらいかかるのかなと。

の報酬、費用弁償、また、Ｊ－ＡＬＥＲＴと呼

これがまだかかるのと、それから、全町にこの

ばれる通報装置の保守費でございます。当初予

ケーブルを配布する予定があるのか。お願いし

算２８万４,０００円、予算現額も同額の２８万

ます。

４,０００円、支出済額２３万７,６００円、不

○川村委員長

用額４万６,４００円、執行率８３.７％。事業

○若山情報防災課長

決算の具体的な内容は、国民保護協議会が開催

のほうから説明申し上げます。まず、どのくら

されてございませんので、報酬及び旅費の支出

いかかるのかということなのですが、整備自体

はございませんでした。その他の内容は記載の

は平成２１年度に終わってございまして、それ

とおりでございます。

の管理費になります。ナンバー４の様式を見て

それでは、様式２の予算の流用につきまして
は、３０年度は３件ございました。

情報防災課長。
まず最初に、光ケーブル

いただければ、まず、光ケーブルの保守委託料
といたしまして、ＮＴＴに保守の委託をしてご

先ほど説明いたしましたバスの２件に加えま

ざいますので、それが１４万３,０００円程度で

して、電算管理費の旅費で、コンビニの証明書

す。あとは、使用料、賃借料につきましては、

につきまして、制度が変わって、旧姓を印字で

北電柱やＮＴＴ柱を借り上げて光ケーブルを敷

きることになったことから、東京にあるコンビ

設してございますので、それの借上料。あと、

ニの証明センターというところで、全国にある

負担金、補助及び交付金ということで、工事の

コンビニ交付のコピー機みたいなものが置いて

負担金なのですが、北電とかＮＴＴ柱を借り

あるセンターがあるのですが、そのところでテ

て、七飯町で立てている自営柱もあるのです

ストをしなければちょっと出せないということ

が、それが道路拡幅等で移動する場合は、七飯

になってございまして、それを当初予算等で見

町の負担でケーブルを動かさなければならない

込んでございませんでしたので、流用して執行

ので、それの負担金となってございます。事業

させていただきました。先ほどと重複いたしま

自体は完成してございますので、これから藤

すが、あかまつ１号のバッテリーの電圧低下に

城、峠下、大沼をさらに整備を高めていくとい

伴って、バッテリーの購入をしたということ

うことではなく、現在できているものにかかっ

と、あかまつの自動車重量税の予算が確保され

ているお金でございます。

ておらなかったということで、流用させていた
だいたところでございます。

あと、全町的にという話ですが、この前の、
きのうの議会ですか、一般質問の中で、稲垣議

そのほかの該当する様式はありませんでし
た。

員から質問ございましたときにお答えしたとお
り、今、鶴野と豊田につきまして、町内では光

追加要求されました入札執行の状況は、配付

ケーブルがない状態です。町でそこを敷設し

のとおりでございます。

て、藤城、峠下、大沼のように整備するという

以上でございます。

方法もあるのですが、大体総延長で３５キロ程

○川村委員長 ありがとうございます。

度、光ケーブルを張りめぐらさなければならな

これより質疑のほうを行います。

くて、ざっと予算というか事業費を計算したら

池田委員。

９,０００万円程度かかるのです。ただ、同じ町

○池田委員

済みません、二つだけ。

内の中にいながら、インターネットが十分に使

ナンバー６の無線技士講習ということで、無

えない区域があるところがあるというのは、

線技士というのは一般の方ですか、それとも役

やっぱりこちらのほうも気にしてはございまし
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た。

これは各町民になっているのでしょうか、

ただ、一般質問のお答えのときも言わせてい

ちょっと確認。

ただいたのですけれども、最近、よく聞くポ

○川村委員長

情報防災課長。

ケットＷｉ－Ｆｉとか、携帯電話の電波を使っ

○若山情報防災課長

たインターネットなのですけれども、あれが結

化ということで、事業的には終了して、現在も

構高速になってきてございまして、光と遜色な

七飯町のホームページのほうに公開されており

いとは言いませんけれども、一般的にインター

ます。内容は、ゼンリンの地図の上に避難所、

ネットを使うような環境の速度にはもうなって

それから、土砂災害の警戒区域、それから、噴

きているということで、町からは改めてそこは

火の区域がわかるような図面になっておりま

整備していくというよりも、そういう新たに出

す。七飯町のホームページから入っていくと、

てきた、そういう携帯網の無線に関して、それ

防災マップウエブということで、閲覧できるよ

でインターネットをやっていただくと。金額も

うにはなってございます。

ハザードマップのウエブ

そんなに高くないので、そちらをやっていただ

以上です。

くということと、引き続き今までもＮＴＴに

○川村委員長

は、ちょっとエリアを広げてくださいとお願い

○田村委員

はしていますので、そこはことしの４月にもさ

でなかなか、ある程度限定されると思うので、

せていただいているのですけれども、引き続き

そういういざというときの、その前に、何とか

そこはやっていきたいと思います。町では整備

ペーパーで、私どものような高齢者にわかりや

する予定は今のところはございません。

すいようなお知らせはできないでしょうか。

ナンバー６の報酬なのですが、これはこの委

○川村委員長

田村委員。
わかりましたけれども、ペーパー

情報防災課長。

員が１５名おりまして、その中で、報酬が発生

○若山情報防災課長

平成２５年だったと思う

する方、例えば民間の方、ＪＲの社長とか、Ｎ

のですが、これ、見たことありますか。これ、

ＴＴの函館支店長とか、あとは町長とか開建の

２５年につくっていて、これに避難所、避難所

道路事務所長とか、振興局とかという、報酬が

もちょっと変わっているのですが、避難所とか

発生しない委員で構成されておりますので、報

ハザードマップもついているものなのですけれ

酬が、今回使わなかった……。（発言する者あ

ども、これ、年数がたっているので、ちょっと

り）

見直しの時期は当然来ていると思います。以前

済みません、間違えました。無線、講習は、

からも言ってございます、防災計画、今、今年

３０年度は２人、講習を受けてございます。

度中に改定版をお示しする予定なのですが、そ

（発言する者あり）町職員です。町職員が２人

れが終わりましたら、今後この防災マップ、

受けてございます。

ちょっと手をつけていこうかということで、課

以上でございます。
○川村委員長
○池田委員
○川村委員長

内ではお話しておりますので、更新して、これ

池田委員、よろしいですか。

もあわせてまた全町民に配りたいと思って、

はい。

今、計画はしてございます。

ほかに質疑のある方。

以上です。

田村委員。
○田村委員

○川村委員長
１点だけ。ナンバー６に該当する

○田村委員

と思うのですけれども、施政方針の中では、ハ

○川村委員長

ザードマップを改定し、災害時には避難先を容

平松委員。

田村委員。
終わります。
ほかに質問のある方。

易に把握できるよう工夫を行い、減災に心がけ

○平松委員

てまいりますという、そういう文言があるのだ

同じような質問になるのですけれども、１３番

けれども、これはもうでき上がって、そして、

の委託料に電算システムの保守やシステム改修
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ナンバー３のところで、さっきと

等ということで六千幾ら、そのうちの行政シス

いうことで、あれを運用するサーバーがうちの

テムの分が４,２００万円ということなのでしょ

サーバールームに入っていて、バックアップは

うね。残りの分が、町内にある電算システムの

札幌か何かでとれているという話だったと思う

維持とか、そういうのにかかると思うのですけ

のですけれども、うちの庁舎の中で、例えば火

れども、１４番の中の金額には、これ、パソコ

事があっても、札幌のバックアップは使えるの

ンだとかサーバーだとか、リース品があって、

でしょうけれども、うち自体は全然アウトにな

この４,６００万円の中にそういうのが入ってい

るのだよね。何か別の機械で引っ張り出せるよ

るのかと、それから、１８番ではパソコンの備

うな仕組みになっているのですか。

品としての購入費が上がっていますけれども、

ちょっとお聞きしたいのは、去年、停電だっ

うちの、例えば電話交換器だとか、コピー機だ

たと。あのとき、議会がありましたね。議会に

とか、パソコン、サーバー、リースと購入品と

電気を集めて、議場の電気を、ちらちらしなが

はどんなふうに分かれているのかをちょっと１

らつけて、とりあえず議会は開いたのですけれ

回説明してもらいたいと思います。

ども、あのときには、当然、サーバーだとか使

○川村委員長

えなかったわけでしょう。ということは、あの

情報防災課長。

○若山情報防災課長

この電算システムの中

議会が終わった後、うちのサーバーを動かすた

で、リースと備品購入とどのように分かれてい

めには、うちの発電機で間に合う状況に今も

るかということなのですが、大きくは住基や

なっているのか。ちょっとこれと関係ないけれ

税、それから、印鑑だとか、戸籍に関してもそ

ども、そこも一緒に聞いておきたいなと思った

うですね。それに関してはリースでやってござ

のですけれども。

います。というのは、絶対とめられないシステ

○川村委員長

ムでございますし、定期的にやはり機械を更新

○若山情報防災課長

していくということで、毎年の費用を平準化し

リースで、ことし５年目です。なので、５年前

ていくために、リース契約をして運用してござ

に更新している電話でございます。だからそん

います。備品購入で行っておりますのが、事務

なに古くはございません。

情報防災課長。
まず、電話に関しては、

の人方が使っているパソコンだったりとか、事

停電のときにサーバーを動かすという話なの

務の人方が使うサーバーというのに関しては、

ですが、ことしの６月の議会で補正させていた

とまったら困るものに関しては、備品で買って

だきました避難所の電源強化の中に、役場の電

いるのですけれども、ちゃんとバックアップも

源強化ということでも含まれておりまして、そ

とられてという対策はとってやっているのです

の中では、庁舎の発電機からサーバー室まで、

が、町民に直接急に影響しないようなものとい

電気を発電機から引っ張るような工事をしてい

うのは備品購入しております。耐用年数等も、

ただくということで補正予算を上げさせていた

購入しているものですから、関係なく、修理で

だきました。

きるうちはずっと修理して使っているというよ

なので、停電時は、庁舎内、結構ＬＥＤに

うな状態で、大きくはそのような感じで備品と

なっているというのもありますし 、もともと

リースについては分けて運用してございます。

ちょっと余力があるような計算でもなってござ

以上です。
○川村委員長
○平松委員

いますので、サーバーを動かしても全然容量に
平松委員。

問題ないということでしたから、そのような補

電話交換器は、そうするとどっち

正をさせていただいて、自家用の庁舎の発電機

に入るのですかね。リースになるのかな。結構

からサーバーを動かすと。サーバーと、窓口の

古い機械を使っているので、危ないのではない

機械、住民票、印鑑証明等は最低出せるような

かなという思いがあるのですけれども、道南の

電気は確保するような工事をするということで

自治体で、戸籍のシステムですか、共有すると

補正させていただいてございます。
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以上でございます。
○平松委員

以上です。

終わります。

○川村委員長

○川村委員長

ほかに質問のある方。

（「なし」と呼ぶ者あり）

副委員長。

○川村委員長

○川上副委員長

全然体制に影響ない質問させ

び賃借料、決算で多分１５万３,０００円とっ

総務部長、情報防災課長、御苦労さまでした。
お疲れさまです。

て、４００円不用額という感じなのですけれど

暫時休憩いたします。

も、予算の段階で１５万２,０００円しかとって

午後

いないので、多分、１,０００円、どこかから流

午後

の借上料が上がったのか、電波の使用料が上

○川村委員長

がったのか、途中で上がったかどうか。

す。

○川村委員長 暫時休憩いたします。

○川村委員長

４時２１分

休憩

４時２２分

再開

休憩前に引き続き、再開いたしま

本日予定していた審査は全て終了いたしまし
た。

再開

本日はこれをもって終了したいと存じます

それでは、休憩前に引き続き、再

が、これに御異議ございませんか。

開いたします。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

課長の答弁からお願いいたします。
○若山情報防災課長

休憩

お諮りいたします。

─────────────
午後

４時２１分

─────────────

用している感じだと思うのですけれども、土地

４時１８分

それでは、情報防災課の審査を終

了したいと思います。

てもらいますけれども、ナンバー７の使用料及

午後

ほかに質問のある方。

○川村委員長

貴重な時間を費やしてし

御異議なしと認め、本日の審査

は、これをもって終了いたします。

まい、申しわけございません。

お疲れさまでした。

御質問ありました、何が去年よりも上がった
のかということなのですが、防災行政無線電波

来週、１７日火曜日１０時からまた行います
ので、よろしくお願いいたします。

利用料が６万７,１００円から６万８,６００円
に値上げしてございます。５万円以上の流用し
か出てこないので、さっきの資料には出てこな
いのですが、備品のほうから１,０００円、流用
させて、支出させていただいてございます。
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午後

４時２２分 閉会
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