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午前１０時００分 開会

ございます。補正予算の主な内容及び事業目的

○川村委員長 皆さん、おはようございます。

は記載のとおりで、主な支出は、使用料及び賃

ただいまより、４回目の平成３０年度決算審査
特別委員会を開催いたします。

借料のＬＥＤリース料が２,８５１万２,０００
円、負担金、補助及び交付金の街灯維持費助成

まず、上野委員から欠席の届け出がありまし
た。御報告いたします。

金６７４万２,６６２円、街灯新設改良助成金１
９０万９,４４０円などになっております。

それでは、会議のほうを開きます。

次のページになります。

まず最初に、民生部長、住民課長、おはよう

４番は、事業決算名、交通安全対策費で、当

ございます。

初予算額７０３万３,０００円、補正予算額マイ

審査のほうを行いたいと思います。

ナス５万円、予算現額は６９８万３,０００円、

それでは、共通様式に基づき、説明のほう、

支出済額は６８６万２４２円、不用額は１２万

お願いいたします。

２,７５８円、執行率は９８.２％となってござ

特別会計のほうもありますので、最初に一般

います。補正予算の主な内容及び事業目的は記

会計と特別会計、最初に説明していただいて、

載のとおりでございます。主な支出は、女性交

その後、質疑するような形をとりますので、よ

通指導員３名の報償費として２４４万２,０００

ろしくお願いいたします。

円や、委託料の交通安全注意喚起看板設置委託

では、お願いいたします。
○清野住民課長

料７万８,６２４円、工事請負費の道路反射鏡設

それでは、平成３０年度、住民

課の決算状況を説明いたします。

置工事等に係るもので４２万３３６円、交通安
全推進委員会補助金として３８０万円などに

共通様式１、事業決算名、大沼出張所運営費

なってございます。

は、当初予算額７０万３,０００円で、補正予算

次に、５番に移らせていただきます。事業決

等はなく、予算現額も同額です。支出済額は６

算名、交通安全指導車管理費は、当初予算額１

３万７,１７６円、不用額６万５,８２４円、執

８９万９,０００円、補正予算額はマイナス１０

行率は９０.６％でございます。事業目的は記載

万円、予算現額１７９万９,０００円、支出済額

のとおりで、主な支出の内容は、施設管理に係

１６０万４,７７４円、不用額は１９万４,２２

る消耗品、燃料、光熱水費などで、支出金額は

６円、執行率８９.２％でございます。補正予算

記載のとおりとなっております。

の主な内容及び事業目的は記載のとおりでござ

次に、２番は、事業決算名、大中山出張所運

います。主な支出は、交通安全指導車４台分の

営費です。当初予算額７６万円、補正予算額１

維持管理費で、需用費の消耗品、燃料費、修繕

３３万３,０００円、予算現額は２０９万３,０

料合計で２８万６,０５６円、役務費の手数料、

００円、支出済額２０３万６,３７３円、不用額

保険料合計で１４万９,６９０円、使用料、賃借

は５万６,６２７円、執行率は９７.３％でござ

料は、交通安全指導車借上料で１１２万６,７８

います。補正予算の主なもの、事業目的は記載

８円、備品購入はドライブレコーダー購入で３

のとおりとなっております。主な支出の内容

万５,６４０円でございます。

は、施設管理に係る消耗品、燃料、光熱水費、

続きまして、６番、事業決算名、戸籍住民基

大中山複合施設新築に伴う備品購入などで、支

本台帳費は、当初予算額２,９５９万６,０００

出金額は記載のとおりとなっております。

円、補正予算額マイナス３１３万円、予算現額

次に、３番、事業決算名、地域防犯等対策費

２,６４６万６,０００円、支出済額２,６１１万

は、当初予算額３,６８５万８,０００円、補正

１,９５１円、不用額は３５万４,０４９円、執

予算額５２万円、予算現額は３,７３７万８,０

行率は９８.７％でございます。補正予算の主な

００円、支出済額は３,７３５万５,９１６円、

内容、特定財源としての歳入及び事業目的は記

不用額２万２,０８４円、執行率は９９.９％で

載のとおりとなってございます。主な支出とい
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たしましては、需用費、消耗品、印刷製本費で

者医療広域連合への医療給付費負担金が３億８,

５０万４,９１０円、役務費は郵便料、住基ネッ

３０３万１,３１８円、また、後期高齢者医療特

トワーク回線通信料として１３３万６,０００円

別会計に対する繰出金として１億２,０３７万

の支出、委託料は戸籍総合システム保守ほか３

３,８４８円となっております。

業務合わせて１,０９２万８,４１０円、使用料

次のページに移らせていただきます。

及び賃借料は住基ネットワークシステム機器

１０番、事業決算名、障がい者医療助成費

リース料ほか３業務合わせて１,１０５万１,０

は、当初予算額１億５,６２７万９,０００円、

１０円、負担金補助及び交付金は個人番号カー

補正予算額マイナス１,２０４万８,０００円、

ド交付事業負担金などで２２３万７,４００円で

予算現額は１億４,４２３万１,０００円、支出

ございます。

済額は１億３,７６３万１２９円、不用額は６６

次のページに移らせていただきます。

０万８７１円で、執行率は９５.４％でございま

７番、事業決算名、社会福祉総務費（国保・

す。補正予算の主な内容、特定財源としての歳

年金）は、当初予算額２１万６,０００円、補正

入及び事業目的は記載のとおりとなっておりま

予算額１６万円増で、予算現額は３７万６,００

す。主な支出は、役務費では国保連合会への調

０円、支出済額は３６万４,３２１円で、不用額

査支払手数料と医療機関への請求事務手数料が

は１万１,６７９円で、執行率は９６.９％と

合わせて５４４万４,１５３円となっておりま

なっております。補正予算の主な内容、特定財

す。扶助費は医療費自己負担の助成に１億３,２

源としての歳入、事業目的は記載のとおりと

１１万４,０５９円となってございます。

なっております。主な支出は、役務費の電話料

続きまして、１１番、事業決算名、児童手当

が１０万５,８８８円、委託料は年金生活者支援

支給費は、当初予算額４億９６４万２,０００

給付金支援業務に伴う国民年金システム改修委

円、補正予算額マイナス６８９万３,０００円、

託料として２４万３,０００円の支出でございま

予算現額は４億２７４万９,０００円、支出済額

す。

は４億１８８万２,２９９円、不用額は８６万

続きまして、８番、事業決算名、国民健康保

６,７０１円で、執行率は９９.８％でございま

険特別会計繰出金は、当初予算額３億３２１万

す。補正予算の主な内容、特定財源としての歳

１,０００円、補正予算額３,６３９万２,０００

入及び事業目的は記載のとおりとなっておりま

円の増、予算現額３億３,９６０万３,０００

す。主な支出といたしましては、扶助費の児童

円、支出済額３億３,９４４万８,０４１円、不

手当で４億１７９万円でございます。

用額は１５万４,９５９円で、執行率は１００％

続きまして、１２番、事業決算名、子ども医

でございます。補正予算の主な内容、特定財源

療助成費は、当初予算額１億３,１９９万８,０

としての歳入、事業目的は記載のとおりとなっ

００円、補正予算額マイナス９５６万９,０００

ております。主な支出は、国民健康保険特別会

円、予算現額は１億２,２４２万９,０００円、

計への繰出金となってございます。

支出済額は１億１,６４５万６０６円、不用額は

続きまして、９番、事業決算名、高齢者医療

５９７万８,３９４円で、執行率は９５.１％で

助成費は、当初予算額５億３,９４３万１,００

ございます。補正予算の主な内容、特定財源と

０円、補正予算額マイナス３,５８８万５,００

しての歳入及び事業目的は記載のとおりとなっ

０円、予算現額は５億３５４万６,０００円、支

てございます。主な支出といたしましては、役

出済額は５億３４０万５,１６６円、不用額は１

務費では国保連合会の調査支払い手数料と医療

４万８３４円で、執行率は１００％となってご

機関などへの請求事務手数料が合わせまして６

ざいます。補正予算の主な内容、特定財源とし

６８万５,８７０円、扶助費は医療費自己負担の

ての歳入及び事業目的は記載のとおりでござい

助成に１億９６１万６,９４４円となっておりま

ます。主な支出は、負担金では北海道後期高齢

す。
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次のページに移らせていただきます。

記載のとおりとなっております。

共通様式の最後は、１３番、事業決算名、ひ

３款繰入金１項１目一般会計繰入金は３億３,

とり親家庭等医療助成費で、当初予算額５,２１

９４４万８,０４１円で、前年度対比１,４９７

７万３,０００円、補正予算額マイナス４３５万

万１,６５９円の増となってございます。

２,０００円、予算現額４,７８２万１,０００
円、支出済額は４,６９２万６２円、不用額は９

４款繰越金は、決算額なしとなってございま
す。

０万９３８円で、執行率は９８.１％でございま

次に、２６４ページ、２６５ページになりま

す。補正予算の主な内容、特定財源としての歳

すが、５款諸収入の収入済額は５６２万７,６５

入及び事業目的は記載のとおりでございます。

９円で、対前年度比は７２０万８,９３８円の減

主な支出は、役務費では国保連合会への調査支

となっております。内訳は、１項延滞金加算金

払手数料と医療機関への請求事務手数料が合わ

及び過料１目一般被保険者延滞金が４５１万３

せて２９５万６,９４９円となっております。扶

０５円で、２項雑入１目一般被保険者第三者納

助費は医療費自己負担の助成に４,３８９万９,

付金が８１万１,５０５円、３目一般被保険者返

５６３円の支出となっております。

納金が２０万２,２０７円、５目雑入が１０万

以上で、一般会計の説明を終わらせていただ

３,６０２円となっております。

きます。

次に、２６６ページ、２６７ページになりま

それでは、平成３０年度七飯町国民健康保険

すが、６款国庫支出金の収入済額は２１万４,０

特別会計歳入歳出決算書の２５１ページをごら

００円で、特定健康診査等負担金となっており

んください。２５１ページの実質収支に関する

ます。

調書で、歳入総額が３４億１,２２５万５,９６

次は、歳出に移らせていただきます。

１円に対し、歳出総額は３４億６,７１８万２,

２７０ページ、２７１ページをごらん願いま

６３５円で、歳入歳出差引額は５,４９２万６,

す。１款総務費は、主に国保の運営に係る経費

６７４円の赤字となっております。このため、

となっております。１款１項総務管理費１目一

歳入不足は翌年度歳入繰上充用として、令和元

般管理費は、予算現額３,５２６万３,０００円

年度当初予算に追加補正したところでございま

に対し、支出済額は３,３７３万８,６７６円、

す。

不用額は１５２万４,３２４円となってございま

次に、２５２ページ、２５３ページは、歳入

す。１項総務管理費１目一般管理費には、一般

の款項ごとの決算状況で、次に、２５４ペー

管理費国保事業と国保事務職員の人件費の２事

ジ、２５５ページは、歳出の款項ごとの決算状

業があり、主な支出は記載のとおりとなってご

況となっております。

ざいます。

それでは、２６０ページ、２６１ページの歳
入から御説明いたします。

２項徴税費１目賦課徴収費は、予算現額３５
０万４,０００円に対し、支出済額は３１３万

１款国民健康保険税の状況でございます。現

７,６７９円、不用額は３６万６,３２１円でご

年度分と滞納繰越分を合わせた収入済額は６億

ざいます。１目賦課徴収費には、国保賦課事務

３,９４４万７,８９０円で、前年度対比３,６４

費と、次のページの２７２ページ、２７３ペー

９万１,７８９円の増となってございます。

ジになりますが、国保徴収事務費の２事業があ

次に、２６２ページ、２６３ページをごらん
ください。２款道支出金につきましては、一般

り、主な支出は記載のとおりとなってございま
す。

被保険者に係る医療費等に対する道負担補助で

３項運営協議会費１目運営協議会費は、予算

ございます。収入済額は２４億２,７５１万８,

現額１４万２,０００円に対し、支出済額は１１

３７１円で、内訳は、１項１目保険給付費等交

万４,９２０円、不用額は２万７,０８０円でご

付金から２項１目財政安定化基金交付金まで、

ざいます。主な支出は、事業名、運営協議会費
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で、運営協議会２回の開催で、委員９名分の報

額は３６万円でございます。支出済額は前年度

酬費、費用弁償等となっております。

より１２万円の増となっております。

４項特別対策事業費は、予算現額６５４万円

続きまして、２８０ページ、２８１ページを

に対し、支出済額５９８万３,５０２円、不用額

ごらんください。３款国民健康保険事業費納付

は５５万６,４９８円でございます。１目医療費

金です。３款国民健康保険事業費納付金は、国

適正化特別対策事業費及び次のページ、５７３

民健康保険事業に係る経費でございます。予算

ページまでの２目収納率向上特別対策事業費２

現額、支出済額同額で８億４,５３０万８,００

事業の主な支出は記載のとおりとなってござい

０円でございます。

ます。

１項医療給付費、予算現額、支出済額同額の

続きまして、２７６ページ、２７７ページの

６億１,１９２万３,０００円となっておりま

２款保険給付費です。２款保険給付費は、療養

す。１目一般被保険者医療給付費分、２目退職

の給付費等に係る経費でございます。２款保険

被保険者等医療給付費分は記載のとおりとなっ

給付費の決算額は２４億１７２万１,８９０円

てございます。

で、前年度決算に比べ６,９３４万５,７１５円
の減となっております。

２項後期高齢者支援金等では、後期高齢者医
療制度に係る支援経費でございます。予算現

１項療養諸費は、予算現額２１億４,８５８万

額、支出済額同額の１億７,３１１万８,０００

２,０００円に対し、支出済額２０億５,３７５

円でございます。１目一般被保険者後期高齢者

万８５０円、不用額は６,８８３万８,１５０円

支援金等分、２目退職被保険者後期高齢者支援

でございます。１目一般被保険者療養給付費か

金等は記載のとおりの支出となってございま

ら５目審査支払手数料までは記載のとおりと

す。

なってございます。

３項介護納付金分１目一般被保険者介護納付

２項高額療養費は、予算現額３億２,９９０万

金分は、介護保険制度に係る支援経費でござい

円に対し、支出済額３億１,７６４万９,７３６

ます。４０歳から６５歳までの医療保険加入者

円、不用額は１,２２５万２６４円でございま

である第２号被保険者が負担する費用につい

す。１目一般被保険者高額療養費から、２７８

て、納付金として社会保険診療報酬支払基金に

ページ、２７９ページになりますが、４目退職

納付いたします。予算現額、支出済額同額の６,

被保険者等高額介護合算療養費までは記載のと

０２６万７,０００円でございます。

おりとなってございます。

続きまして、２８２ページ、２８３ページの

３項移送費は、予算現額５０万円に対しまし

４款共同事業拠出金です。１項１目共同事業事

て、支出済額は１８万６,７５０円、不用額は３

務費拠出金は、国保財政の安定化を図るための

１万３,２５０円でございます。支出済額は前年

事業経費となっております。市町村からの拠出

度よりも１３万２,５７０円の増となっておりま

金を財源に、高額な医療費について都道府県単

す。

位で費用負担を調整するための経費となってお

４項出産育児諸費１目出産育児一時金は、予

ります。予算現額１万円に対し、支出済額３８

算現額７５６万５,０００円に対し、支出済額は

５万円、不用額は９,６１５円でございます。主

５４４万３,３４０円、不用額は２１２万１,６

な支出は記載のとおりとなっております。

６０円でございます。支出済額は前年度より２

続きまして、２８４ページ、２８５ページの

３万１,４８７円の減となっております。１目出

５款財源安定化基金拠出金は、支出額はなしと

産育児一時金及び２目審査支払手数料の主な支

なっております。

出は記載のとおりとなってございます。

次のページ、２８６ページ、２８７ページの

５項葬祭諸費１目葬祭費は、予算現額２１０

６款保健事業費でございます。保健事業費は、

万円に対しまして、支出済額１７４万円、不用

疾病予防を図るための事業経費となっておりま
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す。予算現額２,６７９万９,０００円に対しま

万９,０００円に対し、支出済額は１億１,８６

して、支出済額は１,９９６万２８０円で、不用

１万８,６２５円、不用額は３７５円となってお

額は６８３万８,７２０円でございます。決算額

ります。事業目的は、地方自治法施行令第１６

は、前年度に比べ１６３万２,８５５円の減と

６条の２の規定による繰上充用でございます。

なっております。

主な支出は、国保会計の決算累計赤字１億１,８

１項１目保健衛生普及費は、予算現額１,４１

６１万８,６２５円でございます。

４万５,０００円に対しまして、支出済額１,０

国保会計の決算状況は以上でございます。

５０万２,６７２円、不用額は３６４万２,３２

次に、提出の求められた資料について御説明

８円でございます。主な支出は記載のとおりと

いたします。

なっております。

様式１の予算未執行の状況でございますが、

２項１目特定健康診査等事業費は、予算現額

国保会計の５万円以上の未執行は４件ありまし

１,２６５万４,０００円に対し、支出済額９４

て、１行目は、事業名が退職分高額療養費、予

５万７,６０８円、不用額は３１９万６,３９２

算未執行額は７０万円。

円でございます。主な支出は記載のとおりと
なってございます。

２行目は、事業名が退職被保険者の高額介護
合算療養費で、予算未執行額は３０万円。

次は、２８８ページ、２８９ページの７款公
債費でございます。公債費の内容は、一時借入

３行目は、退職分移送費でございまして、予
算未執行は２０万円。

金の利子でございます。予算現額３１万９,００
０円に対し、支出済額は３１万３,２５９円で、

ともに未執行の理由は、申請がなかったもの
でございます。

不用額は５,７４１円でございます。決算額は、

４行目は、事業名が退職被保険者等保険税還

前年度に比べ４,９７８円の減となっておりま

付金で、予算未執行額は５０万円、未執行の理

す。

由は、退職被保険者等に係る保険税の還付金が

続きましては、２９０ページ、２９１ページ

なかったためのものでございます。

の８款諸支出金でございます。諸支出金は、過

提出した資料の説明は以上でございます。

年度分国保税の還付金及び国庫支出金等の返還

それでは、平成３０年度後期高齢者医療特別

金に係る経費となっております。予算現額４,０

会計歳入歳出決算書の２９７ページをごらんく

２５万３,０００円に対し、支出済額は３,８２

ださい。２９７ページになります。

８万５,４１９円で、不用額は１９６万７,５８

１ページ目は、実質収支に関する調書で、歳

１円でございます。決算額は、前年度に比べ１,

入総額が４億１,１５９万７,３３９円に対し、

０６２万９,５１７円の減となっております。

歳出総額は４億４５８万２,５３９円で、歳入歳

１項償還金及び還付加算金の主な支出額は、

出差引額は７０１万４,８００円となっておりま

１目一般被保険者保険税還付金で５４万３,２０

す。この剰余金は、平成３１年４月１日から５

０円、３目その他償還金は、国庫支出金等返還

月３１日までの出納閉鎖期間中の保険料の収入

金で３,７７４万２,２１９円の支出となってご

分でございまして、平成３０年度の歳入として

ざいます。

決算し、令和元年度の歳出の予算から同額を広

２項１目延滞金は、予算現額１万円に対し、
支出額はなしとなっております。

域連合負担金として支出するため、令和元年度
へ全額繰り越ししております。

続きまして、２９２ページ、２９３ページの

次に、２９８ページ、２９９ページは歳入の

９款予備費でございます。９款予備費は、予算

款項ごとの決算状況で、次の３００ページ、３

現額１００万円に対し、支出済額はなしとなっ

０１ページは歳出の款項ごとの決算状況となっ

ております。

ております。

１０款繰上充用金は、予算現額１億１,８６１
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それでは、歳入から御説明いたします。

３０４ページ、３０５ページをごらんくださ

ください。２款１項１目後期高齢者医療広域連

い。１款１項１目の後期高齢者医療保険料の状

合納付金については、予算現額４億２,２０５万

況でございますが、調定額２億８,８８５万６,

７,０００円に対し、支出済額は４億１,６０４

５５４円に対し、収入済額は２億８,４２８万

万２,７６９円、不用額は２,０４１万４,２３１

８,５７４円、不納欠損額が３,２００円で、収

円でございます。主な支出は記載のとおりと

入済額は４７１万４,５８０円となってございま

なっております。

す。収納率は、現年度分が９９.６６％、滞納繰

次に、３１４ページ、３１５ページをごらん

り越し分が３８.９３％でございます。なお、収

ください。３款諸支出金は、予算現額５５万円

入済額には還付未済額１４万９,８００円が含ま

に対し、支出済額は６,５００円、不用額は５４

れております。

万３,５００円でございます。

２款繰入金１項一般会計繰入金１目事務費繰

１項１目償還金及び還付加算金は６,５００円

入金は１,５９３万７,２６４円で、２目保険基

の支出となっており、内訳は、１目保険料還付

盤安定繰入金は１億４４３万６,５８４円となっ

金は予算現額５０万円に対しまして、支出済額

ております。

は６,５００円、不用額は４９万３,５００円で

３款１項１目繰越金は、前年度繰越金６８８
万９,４１１円となっております。

ございます。２目還付加算金は、予算現額５万
円に対しまして、支出済額はなしとなってござ

４款諸収入１項延滞金、加算金及び過料は、

います。

収入なしとなっております。

次に、３１６ページ、３１７ページをごらん

次に、３０６ページ、３０７ページをごらん

ください。４款予備費は、予算現額２万７,００

願います。２項償還金及び還付加算金は６,５０

０円に対し、支出済額はなしとなってございま

０円の収入となっており、内訳は、１目保険料

す。

還付金で６,５００円、２目還付加算金はなしと
なっております。

以上が、平成３０年度後期高齢者医療特別会
計の決算状況でございます。

３項雑入は３万９,００６円の収入となってお
り、２節の後期高齢者医療特別会計特別調整交

続きまして、提出の求められた資料について
御説明いたします。

付金となっております。

様式３になります。様式３の収入未済額の状

続きまして、歳出の状況です。

況については、現年度分は、平成３０年度普通

３０１ページ、３１１ページをごらん願いま

徴収保険料で、調定額が１,７２１件で９,５０

す。１款総務費は、予算現額３０１万円に対し

８万２,１００円に対しまして、収入済額が１,

まして、支出済額は２９３万３,２７０円、不用

７１１件で９,４０６万７,３００円、収入未済

額は７万６,７３０円でございます。

額が２７件で１１０万３,８００円となっており

１項総務管理費１目一般管理費は、予算現額

ます。滞納繰越分では、平成２２年度から２９

５３万５,０００円に対し、支出済額は５０万

年度までの普通徴収保険料合計で、調定額が９

９,８５５円、不用額は２万５,１４５円となっ

１件で５９１万８,４５４円に対しまして、収入

ております。主な支出は記載のとおりとなって

済額は５７件、２３０万４,４７４円となってお

ございます。

ります。不納欠損額は１件で３,２００円、収入

２項徴収費１目賦課徴収費は、予算現額２４
７万５,０００円に対し、支出済額は２４２万

未済額が４９件で３６１万７８０円となってお
ります。

３,４１５円、不用額は５万１,５８５円でござ

次に、様式４に移らせていただきます。不納

います。主な支出は記載のとおりとなっており

欠損処分の状況についてでございます。事由別

ます。

では、本人死亡１件で３,２００円でございま

次に、３１２ページ、３１３ページをごらん

す。項別内容は記載のとおりでございます。
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以上で、後期高齢者医療特別会計の説明を終

○杉原民生部長

３８だから、３１が元年だか

わらせていただきます。

ら。ＬＥＤはそれで全部リースは終了になりま

○川村委員長 ありがとうございます。

す。

これより質疑を行います。

○清野住民課長

何か質問のある方。

は、今現在はまだ明確なものというのは未定とい

田村委員。

う形になってございます。現在、精査している最

○田村委員

２点ほどちょっと伺います。

医療助成の所得制限に関して

中ではございますけれども、まだどうするかとい

まず、ＬＥＤ、２,８５１万２,０００円、

うのは明確にはまだ考えていないところでござい

リース料を払うということですけれども、これ

ます。

は定額で払っていくのか、それとも、ふえたり

○川村委員長

減ったり毎年していくので、その都度変動して

○杉原民生部長

いくのか、その辺をまずお聞きしたいというこ

り親世帯とか、それから、乳幼児等とか、それ

とと、もう一つは、医療費の助成、これについ

から、重度心身障害者等ということで、それぞ

ては、以前、所得制限を考えるのだというよう

れあるわけですけれども、今、昨年、３０年度

な発言があったのですけれども、その後、どう

から、実は電子カルテの部分の導入が完了いた

いうふうな流れの中で所得制限をかけるのか、

しまして、事務処理手数料、請求事務手数料

あるいはかけないでこのままいくのか、そこら

が、もう電子化によって必要なくなったという

辺の考え方、今現在、それをちょっとお聞かせ

ことで、手数料のほうが削減になっています。

願いたいと思います。

今後もそれについては事務費がかからないとい

○川村委員長 住民課長。

うことで、事務費については大分節約できるよ

○清野住民課長

うになりました。

ＬＥＤの料金なのですけれど

民生部長。
医療費助成については、ひと

も、一応こちらのほうは３７年度までは定額と

あと、乳幼児等、今、高校生の医療費まで

なっております。３８年度に関しては若干下回る

やっていますけれども、その部分につきまして

形でございます。年度に関しては、２,８５１万

は、少子化ということもあって、年々、子供の

２,０００円を３７年度まで定額として支払う形に

数が減っているということもあるものですか

なります。３８年度だけが２,１３８万４,０００

ら、乳幼児等の高校生までの医療費について

円を払うという予定になってございます。（発言

は、所得制限というふうにして、事務処理の部

する者あり）済みません、令和ですね、ごめんな

分で煩わしくなって、その分、人件費が上がる

さい。

よりも、子供の数が減っているということもあ

○川村委員長

民生部長。

○杉原民生部長

るので、しばらくは所得制限は考えずにいきた

ＬＥＤの防犯灯につきまして

いというふうに思っています。

は、平成２８年度から、その当時、契約で平成

あと、それ以外の医療費については、重度心

３７年度までなのですけれども、リースで１０

身障害者等の医療費については、道の制度もあ

カ年で分割して払うということで、各年度、同

る部分があるのですけれども、初診料だとかを

じ額をお支払いするということで、そのちょう

定額……。

ど半端になる年だけ、若干、２,８００万円より

○清野住民課長

は低くなりますけれども、１０年間で支払いま

円、歯科であれば５１０円の初診時負担金がとら

すので、最終的には平成３８年だから令和８

れている、その部分も七飯町としては全額助成し

年。

ているという形になっています。

○清野住民課長 ８年度で終わる形になります。

○杉原民生部長

○杉原民生部長

象外ということもありまして、その部分、初診

７年か。

○清野住民課長 ８年度。

一般的な病院であれば５８０

北海道のほうはその部分が対

料について、道の補助制度にあわせて、それを
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今後負担していただくのかどうかというような

通徴収で徴収できなかった方が、こういった形で

検討は、今、担当課でしているところでござい

収入未済額として残るというような形の仕組みと

まして、今後、所得制限等は検討はしておりま

なっております。

すけれども、まだそこまでは進んでいないとい

○川村委員長

うことで御理解いただきたいと思います。

○畑中委員

以上です。
○田村委員

畑中委員。
ここを見ると、全て生活困窮と

なっているのだけれども、そういう生活困窮と
わかりました。

○川村委員長

いう判断については、どういう調査をもって、

よろしいですか。

誰がするのかについて聞かせてください。

ではほかに。

○川村委員長 住民課長。

畑中委員。

○清野住民課長

○畑中委員

生活困窮というのは、ある程度

大変基本的なことなのですけれど

の生活、どうしてもその方の生活というのもござ

も、収入未済のところを、私、今、資料を見て

いますので、その生活を、徴収することによっ

いるのです。収入未済というのは、入らないの

て、生活ができない状況になるというのがまず

を収入未済というのだと。不納欠損は、それぞ

ボーダーラインと……。

れの法令にあわせて帳簿上から落とすのだと。

○川村委員長

それはわかるのですけれども、こういう判断と

○杉原民生部長

いうのは、例えば課長と部長とか、あとは何人

たしますけれども、基本的に後期高齢者医療の

かの合議でこういうのを決定されるのか、その

保険料というのは、年金収入の方の天引きでお

決定の時期だとか、例えば３０年度の収入未

支払いいただいているのですが、その年金額が

済、後期高齢者医療の１１０万３,８００円とい

ある一定程度、上の方からもらっているという

うのがあるのだけれども、こういったものを決

ことで、低い方は、年金から引いてしまうと、

定するに当たって、どういう時点で、どういう

生活費自体が成り立たないので、普通徴収とい

方々の合議によってこういうことを、例えば収

う、普通納付で払ってもらうようになっていま

入未済であれ、不納欠損であれ、決めるもの

して、だからある程度、そういう生活困窮の方

か。私も今まで、こんなことを聞くのは本当に

が普通徴収になっているものですから、そうい

申しわけないのだけれども、教えてください。

う部分では、なかなか支払いの部分では、自主

○川村委員長 住民課長。

納付という形で、ちょっと収入未済額になる可

○清野住民課長

収入未済、こちらに関しまして

能性が高いということで、あと、この部分につ

は、月ごとにちゃんと調定をとっていまして、そ

いては、担当のほうで電話したりとか直接伺っ

れにあわせまして、ちゃんと月ごとのデータは

たりして、状況というか、相談しながらやって

ちゃんと管理しているところで、これは課長決裁

いますので、基本的には、ほぼほぼ生活困窮と

となっております。

いう形の方が未済額で残っているというふうに

不納欠損に関しましては、こちらは町長決裁、

私のほうからちょっと補足い

理解していただければいいかなというふうに思

（発言する者あり）後期は課内でやっているの

います。

で、こちらのほうは町長決裁となっております。

○川村委員長

また、この状況に関しては、一概に後期単独と

民生部長。

○畑中委員

いうわけにはいかないので、ある程度、税務課の

○川村委員長

ほうとは連携をとり合って実施しているところで

中島委員。

よろしいですか。
はい。
ほかに。

はございます。どうしても後期の収入未済額につ

○中島委員

きましては、特別徴収、年金からの徴収がほとん

関係かな、ジェネリック医薬品について、ジェ

どでございます。ただ、年金から引かれない方と

ネリック。これは昨年１年間、医療機関に対し

いうのは普通徴収になりますので、どうしても普

てどのような啓蒙活動をしてきたのか。そのこ
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１点だけ教えてください。国保の

とによって、町内の医療機関のジェネリックの

○清野住民課長

普及率、これは今、何％ぐらいいっているの

おっしゃっているのではないかなとこちらで思っ

か。それと、できれば全国平均、これがわかれ

ているのですけれども、一応御相談に来ました。

ば教えていただきたいのと、さらに詳しくいっ

こちらとしては、一度、補助金等を払ったもの

て、道内関係、道内ではどのぐらいの普及率に

を、また分割するということはできないので、補

なっているのか、ジェネリックの、それを

助申請に基づいての補助金なので、それは戻すこ

ちょっと教えていただきたいと思います。

とというか、分けることはできませんよという形

○川村委員長

で、その中で、まだこの１年間という経過の中

中島委員、もし時間がかかるよ

今年度、御相談に見えた団体を

うであれば、後ほど資料で……。

で、十分、どういったものをどうするとか、この

○中島委員

後で、わからなかったら資料で出

部分は分割するとか、そういったものを精査して

していただければありがたい。去年はすぐ出た

いただきたいと。あとは、街灯の本数によって

みたいな感じだったのだけれども。

も、例えば街灯組合が二つに分かれたとしても、

○川村委員長

その街灯の数がちゃんと精査されていなければ、

住民課長、もし時間がかかるよ

うであれば、後ほど資料で。

街灯の燃料費というか、電気代も変わってきます

○清野住民課長 わかりました。

ので、ちょっと１年かけて、そちらのほうは御相

○中島委員

談して、精査していただきたいということで、そ

結構ですよ。資料でお願いしま

す。
○川村委員長

して、それがはっきり明確になった時点で、来年
民生部長。

○杉原民生部長

度から分けて申請していただきたいということは

ジェネリック薬品の使用に関

お話はしております。

しては、国民健康保険の納付書だとかを送ると

○川村委員長

きに袋に一緒に同封して通知したり、広報だと

○池田委員

かそういうものでジェネリック薬品を指定して

明確な回答で、これから恐らく結構こういうふ

使いましょうというような、今、どの保険制度

うな分散型みたいなのがふえてくるのかなと。

もみんなそういう形でやっていますけれども、

結局、町内会長さんもやり手がいないどうのこ

それはそういう形で、広報、あるいは個別に

うのというので、そうしたら解散とか、そうい

は、納付書を送るときに一緒に同封して送って

うような変な方向にまちがなびいていかれると

いるというふうな状況です。

困るのですけれども、そのあたり、住民課のほ

あと、今の普及率とかについては、後で資料

池田委員。
今聞いたように、そういうふうに

うで明確な、街灯に関しては、回答だとか、そ

を提出したいと思いますので、御理解していた

ういうものを言ってもらえれば助かります。

だきたいと思います。

○川村委員長

○中島委員

○杉原民生部長

○川村委員長

お願いします。わかりました。
ほかに質問のある方。

今、現状でいきますと、各地

域に街灯組合があるのですけれども、大中山地

池田委員。
○池田委員

民生部長。

域だけが、実は大中山連合ということで、一つ
１点だけ。ナンバー３のＬＥＤの

になっているのです。その中で、たまたま今

関係なのですけれども、たしか大中山のほうは

回、美園町内会さんがそこを脱退したいという

街灯組合で一括でこれを払っていたと思うのだ

ふうな形になったものですから、ただ、今年度

けれども、今、大きい町内会が組織から抜けた

というか、３０年度もそうなのですけれども、

という話を聞きまして、今年度はもらっている

３０年度は大中山連合町内会で一括で補助申請

だろうけれども、次年度からこうですよという

して、受け取っているということもあって、３

町内会に指導的なものはしているのだろうかな

１年度につきましても、手続はもう既に終わっ

と思って、街灯に関して。

ていて、一括でやっているということもあっ

○川村委員長 住民課長。

て、その中の一部、一町内会ということになる
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ので、含まれているものですから、既に町のほ

ては、大体５年間かけて３,０００万円ぐらいを返

うでは補助金を出していると。ですから、その

せればいいなという考えではいたのですけれど

分については、連合町内会の中できちっと話を

も、３０年度に関しましては、共同保険者になっ

した上で、そこの精査ができて、単独でも認め

たことも影響してか、そういうのもありますの

るよという形になれば、町としては受けざるを

で、６,０００万円程度の黒字会計となりました。

得ないですねと。それが別れないのであれば、

ただ、２年度から、今まで据え置きとなった２９

できれば今までどおりやってくださいというよ

年度分の決算というか、交付金部分の決算が始ま

うな指導はお互いに、連合町内会のほうにもお

るというか、これは４年かけてやる形になりま

願いしていますし、美園町内会のほうにもそう

す。こちらのほうは、今現在の情報としては、う

いうお話をして、何とか一体でできればいいな

ちのほうは追加加算はないということなので、順

というふうには思っていますけれども、何か地

当にいけば、今年度、もしくは端数が出れば来年

元のほうでは、ちょっとまだそれの話がついて

度、２年以内には解消できる見込みでおります。

いないというのか、まだ決まっていないという

（発言する者あり）

ふうに、その部分までは今把握している状況で

あと、歳入の部分で、３０年度が少なくなって

すので、見守っていくというか、指導もしてい

いるのは、共同保険者になったことで、国庫支出

きたいというふうに考えていますので、御理解

金は町に入らなくなりました。国のほうで道にお

いただきたいと思います。

金を入れて、道で支払うという、そういった方法

○川村委員長

に切りかわったので、歳入の部分で国からの基金

○池田委員
○川村委員長

よろしいですか。
はい。

だったり収入部分が入らない形になったので、少

ほかに質問のある方。

なくなっているということになっております。

横田委員。
○横田委員

○川村委員長
２点ほど。国保の件なのですけれ

○横田委員

横田委員。
例えば不納欠損の部分では、平成

ども、ことし、単年度では６,３６９万１,９５

２９年度は一般の被保険者分で３２２万５,９５

１円の黒字だったよと。繰り越しで赤字が５,４

３円、３０年度で４２２万７,１７５円と、不納

２９万６,６７４円になっているということで、

欠損の額がふえているのですよね。というのは

ということは、今まで引きずった赤字は今年

どうしたのかということが１点と、収入未済額

度、平成３１年度にはなくなるという考え方で

もそんなに、現年度分も滞納繰越分はこんなに

いいのかどうかというのが１点と、それから、

残っているのだけれども、これ、本当に回収で

不納欠損とか収入未済額で一般の被保険者分の

きるのかなという部分で、どうなのか、お願い

ほうが多額の分が残っている。不納欠損では４

します。

２２万７,１７５円、それから、収入未済額では

○川村委員長 住民課長。

６,４７３万５,２５６円、現年度分は大してな

○清野住民課長

いのですけれども、繰り越し分で４,０００万円

損の部分に関しましては、税務課のほうの所管

ぐらいある。監査報告書の２８ページを見てい

で、税務のほうで実施してございます。だから、

たのです。一般のほうがそんなにあるというの

多分、資料のほうも税務課からの資料として提出

は、何でそういうふうになっているのかとい

されているかと思いますけれども、御了解いただ

う、その理由を教えていただきたくて、お願い

きたいと。

したのです。

○川村委員長

以上です。

こちらの収入未済額とか不納欠

よろしいでしょうか。

ほかに。

○川村委員長 住民課長。

中川委員。

○清野住民課長 国保の、今年度は６,０００万円

○中川委員

程度黒字会計ということで、本来、予定としまし

たのですけれども、女性交通指導員で３名分と
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ナンバー４の交通安全の関係だっ

ありますけれども、これは男性分はないのかと

ながらやっていて、一概に普通徴収というか普

いうのと、交通安全推進委員会、交通安全の

通の納付書で払っている人が全員生活困窮かと

方々というか団体さん自体が、見ていれば、結

いえばそうではないのですけれども、金額も幅

構高齢化で、なり手不足みたいなのが、ここ近

がありますので、国民年金などですと、満度に

年、何年も続いてきていて、すごい大変そうだ

もらっても８０万円くらいとかで、低い人なん

なと。それで、多分、何年も前から、どうにか

かは、やっぱり３０万円とか４０万円とかとい

しなければという話は出ているのだろうけれど

う人もいるものですから、その中の、先ほどは

も、結局、時間だけが過ぎていって、人が減っ

ちょっと大雑把に言った形になりますけれど

ているのかなと、何か大変そうな感じがすごく

も、もっと繊細に言うと、そういうふうに金額

見られてきていたので、その対策というのはと

によって、やっぱり大変な方もいらっしゃっ

られているのかということと、先ほどの高齢者

て、全部が全部というわけではないのですけれ

の医療の関係で、答弁の中で、そもそも年金か

ども、ちょっとその部分は、ちょっと言い方が

ら引くから、その時点で生活困窮になるという

まずかったかなというふうに思いますので、御

ことだったのですけれども、それでいけば、そ

理解いただきたいと思います。

ういう方々は最初から払えない前提になるのか

さっき住民課長のほうでお話しした女性交通

なと思うのですけれども、先ほどの答弁だとそ

指導員の報償費というのは、いわゆる緑のおば

ういうふうに感じたのですけれども。

さんといって、朝とか、信号機のところに立っ

○川村委員長 住民課長。

ている、今、３名いるのですけれども、その３

○清野住民課長

まず、交通安全指導員の報酬、

名の方の報償費で、１９番の交通安全推進委員

これは緑のおばさんで、女性３人分の報償費とい

会の補助金のほうが、各種イベントだとか、交

うことで計上してございます。

通安全の普及啓発を行ってもらっている交通安

交通指導員に関しましては、ことし、１名入る

全指導員さんの活動費というか、委員会費にな

ことが９月に決まっております。そして来年度も

りますので、そういう意味で、そっちのほうの

もう１人、交通指導員として入ってくださるとい

人材が大分高齢化してきているということで、

う方を見つけまして、今後、なかなか交通指導員

その辺も含めて、先ほど答弁したような形で、

のほうも高齢化していますけれども、地道に、交

何とか人を探してお願いしている状況だという

通指導員のお友達であったりとか、どなたかいる

ことですので、御理解いただきたいというふう

かというのは、ちょっと情報網を広げて、努力し

に思います。

ていきたいと思っております。

○川村委員長

○川村委員長

民生部長。

○杉原民生部長

ほかに。

ちょっと１回取り計らいます。

後期高齢者の年金から引かれ

まだ質問、二、三人いるのですけれども、一

ている人と、年金から引かれていない人、それ

度休憩をとるか、それとも終わるまで……（発

ぞれにやっぱり個別に保険料は、そうは言って

言する者あり）休憩とったほうがよろしいです

も保険料は違うので、おおむね生活の大変な人

か。

なことは間違いないのですけれども、保険料の
部分が、金額、所得によって違うという、最低

それでは、２０分まで、暫時休憩といたしま
す。

の保険料とかというふうになるので、やりくり

午前１１時０８分

によって、家庭で支払える人もいるということ

休憩

─────────────

で、その中で、どうしてもやりくりがきかな

午前１１時２１分

かった方については、そういう納税相談なども

○川村委員長

しながらはしているのですけれども、そういう

再開いたします。

部分で、減免制度だとか、そういうものも入れ

－ 12 －

再開

それでは、休憩前に引き続き、

まず、質疑のある方。

平松委員。

レートというのがあるのです。そちらのほうを、

○平松委員

ＬＥＤのことで、ちょっと細かい

傷んでいたりとか、つけかえとか、そういうふう

話なのですけれども、ナンバー３の資料の中

に使った１９カ所分の取りつけ修理にかかった分

に、ＬＥＤ防犯灯等プレート交換修繕料と、七

となっております。管理札の修理ですね。防犯灯

万幾らですけれども、これは瑕疵担保の中に

の管理札の取りつけ修理といたしまして、１９カ

入っている分とは別の分という意味なのですか

所分を修理した形になっております。

という質問が１点。

あと、システム管理に関しましては、こちらは

それから、ナンバー６で、これはいろいろな

情報防災課の管轄とリンクというか、している部

課にも聞くのですけれども、庁内にあるコン

分もございます。総合的な部分に関しましては、

ピュータで使っているソフトのことです。シス

システム管理に関しましては、情報防災課のほう

テムの保守点検だとか、委託業務だとかと、い

の管轄も含めている形となってございます。

ろいろものすごい数があって、たしか全部足し

○川村委員長

ていくと１年間に１億円くらいになっていると

○平松委員

思うのですよね。もっと今、ふえているかもし

○川村委員長

れません。そのことでちょっと聞きたいのです

方。

けれども、ＨＩＤという、札幌の会社に一番何

平松委員、よろしいですか。
はい、わかりました。
それでは、ほかに質問のある

若山委員。

かよく払っているみたいなのですけれども、例

○若山委員

えばこの会社が持っているソフトの使用料とか

思うのですけれども、まず、ナンバー１の大沼

というならわかるけれども、恐らく違うものだ

出張所運営費のところなのですけれども、こ

と思うのです、この伝票を見ていると。この会

れ、予算書を見たら、燃料費のところで灯油、

社というのは、あくまでも業務をやっているだ

プロパンのほかにその他１,０００円とか上がっ

けではないですか、請求書を見ると。こういう

ていて、決算に載っていなかったのです。こ

のって、役場はきちんと押さえているのだろう

れ、何で１,０００円とか上げているのがあった

か。何かだだ漏れでとられるだけとられている

のかなというのと、ナンバー１とナンバー２の

ような気が前からしているのだけれども、その

関係で、大中山出張所と大沼出張所の中で、大

辺、（発言する者あり）自信持って言えます

中山出張所にはないのですけれども、大沼のほ

か。監査委員の仕事でない、俺らが見ていい話

うで消防用設備等保守点検というのが上がって

だから。請求伝票だけれども、その辺、部長、

いて、委託料の中にですね。あと、施設機器警

ちょっと１回答えてもらいたいなと思います。

備業務というのが両方にあって、何でこれ、片

○川村委員長

方だけこれがあるのかなというのがちょっとわ

○平松委員

ちょっと今、２点。
２点。

○川村委員長

それでは、３点ぐらいになるかと

からなかったということです。

ちょっと時間かかりそうです

か。

それと、もう１点は、ナンバー６のところの
個人番号カード交付事業負担金とか載っている

暫時休憩いたします。
午前１１時２４分

ので、ちょっと確認ということで、個人カード
休憩

の進捗状況的なものはどんな感じになっている

─────────────
午前１１時３３分
○川村委員長

かということ。

再開

あと、何人か質問が出ていてあれだったので

それでは、休憩前に引き続き、

再開いたします。

のところのナンバー１のところで、調定額が

住民課長、お願いいたします。
○清野住民課長

すけれども、様式３の後期高齢者医療特別会計
あって、収入済額があって、収入未済額２７

ＬＥＤのプレート交換修理なの

件、百十何万円と載っているのですけれども、

ですけれども、ＬＥＤは必ず番号を振っているプ

この何件というのは、何人とは違うのか。１人
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が何回かに分けて払う、その件数なのか、そこ

重なって払いづらくなっているという傾向にはあ

がちょっとわからなかったのと、こういう普通

ります。

徴収の場合には、１回おくれると、もうずっ

ただ、こちらといたしましては、分納誓約で

と、だんだんおくれていきますよね。というこ

あったりとか、ちゃんと随時、職員のほうで、臨

とで、メンツ的なものはほとんど一緒、２９年

戸訪問とかも、あと、電話でのお願いとかも実施

度、２８年度とかとあわせて、同じメンツがダ

しているところでありますけれども、なかなか

ブって上がっている、例えば若山が２９年度に

やっぱり高齢になると収入も、そうやって滞納し

おくれていて載っていて、３０年度でもおくれ

ている部分が膨らんでくると、払いづらくなって

て載っているという形になっているのか、その

いるというのが現状でございます。

辺のおくれてくる傾向というか、生活困窮で普

○川村委員長

通徴収できないという形になると、１回おくれ

○杉原民生部長

たらどんどんどんどん詰まっていくと思うの

の状況の部分で、調定額が１,７２１件で、収入

で、同じような人がおくれているのか、そのお

済額の部分が１,７１１件ということで、差し引

くれていく傾向というのはふえつつあるのかど

き１０件の未納の方ということなのですけれど

うかとか、その辺のニュアンスのところを

も、具体的説明の右側に、一部納付が１７件と

ちょっとだけ、わかれば教えていただきたいな

いうことで、一部納付の方が１７件あったとい

と思います。

うことで、合わせて収入未済額のところは２７

○川村委員長 住民課長。

というふうな形になっておりますので、御理解

○清野住民課長 大沼出張所の１,０００円の経費

いただきたいと思います。

ですよね。

○川村委員長

○若山委員

何か予算に１,０００円と上がって

○若山委員

民生部長。
加えて、様式３の収入未済額

若山委員。
確認なのですけれども、収入未済

いた。

額２７となっているのは、１人で何件というの

○清野住民課長 この１,０００円は、混合ガソリ

もあるということなのか、人数でいいのです

ンの草払い機の燃料分ということでなってござい

か。（発言する者あり）２７人ということでい

ます。

いのですか。２７人のうち、何回かあって、一

○若山委員

これは使わなかったということな

部払って人もいるので、その件数として上がっ

のですね。（「使っているんだ」と呼ぶ者あ

ていると。わかりました。済みません。

り）使っているのですか。

○川村委員長

○清野住民課長 使っています。

○若山委員

いいですか。
はい、よろしいです。

マイナンバーなのですけれども、こちらの負担

○川村委員長

ほかに質問のある方。

金に関しましては、平成２８年１月から交付して

副委員長。

いる形になります。３月末現在で、平成２８年１

○川上副委員長

月から２,７７４件の交付がございます。３０年度

５、交通安全指導車管理費、この需用費のところ

に関しましては２８３件の交付枚数という件数に

なのですけれども、当初予算で５８万円予算計上

なってございます。

していて、多分、ここの枠の中に３月議会で整理

２点だけ。共通様式のナンバー

こちらの傾向なのですけれども、どうしても後

予算で１０万円落としていますけれども、これ、

期だけの滞納ということではなくて、税務課、固

多分需用費だと思うのですよね。その中の燃料費

定資産税であったりとか、軽自動車、所得税、い

のガソリン、ガソリンは当初予算で３９万２,００

ろいろあるのですけれども、大体がやっぱり同じ

０円、予算計上していますけれども、実際、使わ

方というか、そういう方がほとんどなのですよ

れたのは半分以下の１７万９,０００円ということ

ね。実際、そういうふうに固定資産税も膨らんで

で、大概、予算をとるとき、前年度を参考にしな

いる方もいらっしゃるので、だんだんそれが積み

がら、ガソリン、燃料だとかとるのだけれども、
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実際、使われていない、半分以下しか使われてい

刷したものを同封したので、今回、落とさせてい

ない。何かこれ、当初予算をとり間違えたのか、

ただきました。

それとも何かの関係で大幅にガソリンが使われな

○川村委員長 副委員長。

くなったのか、それが１点。

○川上副委員長

では、初めから自分たちでつく

国保の２８７ページ、特定健康診査等事業費、

れるようなパンフレットだったのでしょう。で

この需用費の中で、当初予算では印刷製本費とし

は、予算のときに十分精査して予算計上するよう

て２７万３,０００円計上しているけれども、決算

にしてください。

のときにはこの印刷製本費がなくなって落とされ
ている感じ。当初、何かパンフレットをつくる予

あと、ガソリン代とかも同じく、お願いしま
す。

定だったのか、何かの理由で取りやめたのか、
ちょっとその辺、２点、お知らせください。

以上です。
○川村委員長

○川村委員長 住民課長。
○清野住民課長

ほかに質問のある方。

（「なし」と呼ぶ者あり）

交通安全指導車の管理費の中の

○川村委員長

よろしいですか。

ガソリン代なのですけれども、去年は１９万７,０

それでは、質疑を終わります。

００円程度の実数でありました。ことしも、

以上で、住民課に対する審査を終了いたしま

ちょっと補正の段階で１０万円、ガソリン代を落

す。

としたところでございますけれども、見込みのほ

民生部長、住民課長、御苦労さまでした。

うで、ちょっと残し過ぎたということで、精査不

暫時休憩いたします。

足ということで、今後、この辺のところは月々の

午前１１時４７分

状況に応じて対応していきたいと思いますので、

─────────────

御理解のほう、お願いいたします。

午前１１時４８分

特定健診に係りますパンフレット代を計上し
ていましたけれども、作成しなかったというこ

○川村委員長
す。

追加で資料が必要な方。

○川村委員長 副委員長。

横田委員。

まず１点目、去年も１９万円の

再開

休憩前に引き続き、再開いたしま

とで、落としております。
○川上副委員長

休憩

○横田委員

きょういただいた平成３０年度の

ガソリン代、大体決算で出ているのだけれども、

七飯町活力のあるまちづくり推進事業助成実績

今回、３９万円、倍のガソリン代を計上した予算

一覧表の一番下のところの９番に、七飯大沼収

で、よく総務課は通したと思う。

穫祭実行委員会で２１０万円の申請が出て、そ

それと、パンフレット、作成しなかったから全

の半分ということで、１００万円いただいてい

額落とした。余り必要性のない予算をとったので

るのですけれども、これの精算をしたと思うの

すか、当初予算で。何のパンフレットをつくる予

ですけれども、精算の内訳をつけていただきた

定だったの。

いと思いますので、お願いしたいと思います。

○川村委員長 住民課長。

○川村委員長

○清野住民課長

○横田委員

一応特定健診のパンフレット

中身のわかるもので……。
これは必ず精算すると思うのです

代、６０円ということで、４,２００世帯に配布す

よ。交付金、お金をもらって、事業をやって、

る予定ではありましたけれども、こちら、パンフ

事業が終わったら精算して、精算の金額がこれ

レット、自分たちで、白黒にはなりますけれど

をオーバーしていたらそのままもらえると。少

も、印刷したものを同封した形になります。納付

なかった場合に返済するとかというふうなルー

書とかを送るときに、特定健診の受診の啓発のほ

ルになっていると思うので、その精算書をいた

うの用紙も同封しているところでございますけれ

だきたい。

ども、こちら、業者に委託はしないで、職員で印

○川村委員長
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ほかに追加で資料要求ある方、

おりませんか。

円でございます。不用額７万４,９０４円、執行

（「なし」と呼ぶ者あり）
○川村委員長

率９８.８９％でございます。

それでは、１時まで、暫時休憩と

いたします。

事業決算名、長寿敬老事業費でございます。当

午前１１時４９分

休憩

初予算額３７１万７,０００円、補正予算額マイ

─────────────
午後
○川村委員長

次のページのナンバー４をごらんください。

０時５９分

ナス６７万３,０００円、予算現額計３０４万

再開

４,０００円に対し、支出済額３０４万３,３１

休憩前に引き続き、再開いたしま

す。

６円、不用額６８４円、執行率９９.８％でござ
います。

福祉課の審査を行いたいと思います。

続きまして、ナンバー５をごらんください。

民生部長、福祉課長、御苦労さまです。

事業決算名、高齢者在宅サービス事業費でござ

それでは、共通資料に基づき、説明のほうを

います。当初予算額８５０万１,０００円、補正

お願いいたします。

予算額マイナス４４万３,０００円、予算現額計

最初に一般会計のほうが終わりましたら、引

８０５万８,０００円に対し、支出済額８００万

き続き特別会計のほうも説明のほう、お願いい

８,６６４円、不用額４万９,３３６円、執行率

たします。

９９.３９％でございます。

それでは、お願いいたします。
○村山福祉課長

続きまして、ナンバー６をごらんください。

それでは、平成３０年度一般

事業決算名、高齢者支援費でございます。当初

会計歳入歳出決算並びに介護保険特別会計歳入

予算額９,９６５万９,０００円、補正予算額２

歳出決算の状況について、要求資料に基づき説

５５万９,０００円、予算現額計１億２２１万

明させていただきますので、よろしくお願いい

８,０００円に対し、支出済額１億１６２万２,

たします。

７５１円、不用額５９万５,２４９円、執行率９

先に、要求資料の共通様式ナンバー１をごら

９.４２％でございます。

んください。事業決算名、社会福祉総務費（地

次のページをごらんください。ナンバー７で

域福祉）でございます。当初予算額５３７万

ございます。事業決算名、介護保険特別会計繰

円、補正予算額２０万９,０００円、予算現額５

出金でございます。当初予算額３億９,３０３万

５７万９,０００円に対し、支出済額５１５万

円、補正予算額４５６万６,０００円、予算現額

２,０８８円、不用額４２万６,９１２円、執行

計３億９,７５９万６,０００円に対し、支出済

率９２.３５％でございます。内容については右

額３億８,７９６万１,３９７円、不用額９６３

記のとおりでございます。

万４,６０３円、執行率９７.５８％でございま

続きまして、ナンバー２をごらんください。

す。

事業決算名、地域福祉連携活動費でございま

続きまして、ナンバー８をごらんください。

す。当初予算額２,３０３万円、補正予算額４０

事業決算名、福祉介護車管理費でございます。

万７,０００円、予算現額計２,３４３万７,００

当初予算額５６万１,０００円、補正予算額１４

０円に対し、支出済額２,３４１万５,６００

万９,０００円、予算現額７１万円に対し、支出

円、不用額２万１,４００円、執行率９９.９１

済額７０万４,４２９円、不用額５,５７１円、

％でございます。

執行率９９.２２％でございます。

続きまして、ナンバー３をごらんください。

続きまして、ナンバー９をごらんください。

事業決算名、民生委員児童委員費でございま

事業決算名、障害者福祉費でございます。当初

す。当初予算額７５３万３,０００円、補正予算

予算額８億３,４９６万１,０００円、補正予算

額マイナス８０万８,０００円、予算現額計６７

額６,８４２万円、予算現額９億３３８万１,０

２万５,０００円に対し、支出済額６６５万９６

００円に対し、支出済額８億５,２５４万８,６
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３７円で、不用額５,０８３万２,３６３円、執

００円、補正予算額２９０万５,０００円、前年

行率９４.３７％でございます。

度繰越額１,３２２万７,０００円、予算現額計

続きまして、ナンバー１０をごらんくださ

６,４４１万円に対し、支出済額６,３７４万３,

い。事業決算名、障害者介護審査費でございま

１４６円、不用額６６万６,８５４円、執行率９

す。当初予算額１０５万７,０００円、補正予算

８.９６％でございます。こちらの繰り越しでご

額マイナス１５万８,０００円、予算現額８９万

ざいますが、昨年度の３月にポンプが壊れたた

９,０００円に対し、支出済額８２万６,０７２

め、専決処分をいただき、次年度、３０年度へ

円、不用額７万２,９２８円、執行率９１.８９

繰り越したものでございます。

％でございます。

続きまして、次に、指定様式により要求され

続きまして、ナンバー１１をごらんくださ

た資料について御説明申し上げます。

い。事業決算名、地域生活支援事業費でござい
ます。当初予算額１,９５２万５,０００円、補

様式１、平成３０年度事務事業予算全額未執
行（細節５万円以上）の状況でございます。

正予算額８３万６,０００円、予算現額２,０３

３款１項１目委託料、行旅死亡人、措置、委

６万１,０００円に対し、支出済額１,８０１万

託料１９万６,０００円でございますが、こちら

９３６円で、不用額２３５万６４円、執行率８

については実績なしということになります。

８.４６％でございます。

同じく下の行になります。同じ款項目で、貸

ナンバー１２をごらんください。事業決算

付金、応急生活資金貸付金でございます。こち

名、さくら共同作業所指定管理費でございま

らについても、貸付金の申請がなかったため、

す。当初予算額３２８万４,０００円、補正ゼロ

執行していないという形になります。

円、予算現額３２８万４,０００円、支出済額３

続きまして、３款１項４目障害者福祉費にな

２８万３,５５８円、不用額４４２円、執行率９

ります。１９、負担金、補助及び交付金でござ

９.９９％でございます。

います。こちら、障害者運転免許取得費補助金

次のページ、ナンバー１３をごらんくださ
い。事業決算名、授産施設指定管理費でござい

でございます。こちらも申請がなかったため、
執行していないという形になります。

ます。当初予算額４,１９２万８,０００円、補

一番下の３款３項１目扶助費、災害見舞金で

正予算額２７５万９,０００円、予算現額４,４

ございます。こちら、先ほど言った災害救助費

６８万７,０００円に対し、支出済額４,４６１

でございますが、火事等がなかったため、実績

万２,９９４円、不用額７万４,００６円、執行

がないという形になります。

率９９.８％でございます。

続きまして、その下の様式２でございます。

ナンバー１４になります。事業決算名、ゲー

平成３０年度予算流用（５万円以上）及び予備

トボール場指定管理費でございます。当初予算

費充用の状況でございます。こちら、充用でご

額４９万２,０００円、補正予算額ゼロ、予算現

ざいます。

額４９万２,０００円に対し、支出済額４９万

臨時職員賃金６万１,０００円、こちらは健康

２,０００円、不用額ゼロ、執行率１００％でご

センターの部分の需用費から健康センターの賃

ざいます。

金のほうに流用しております。理由といたしま

ナンバー１５をごらんください。事業決算

しては、決算見込みで減額補正後にパート職員

名、災害救助費でございますが、こちらは災害

が入院し、シフトの臨時職員の時間外対応で支

等がなかったことから、全額未執行でございま

出が増になったことが原因でございます。

す。

次のページになります。様式３、平成３０年

続きまして、次のページ、ナンバー１６をご

度収入未済額の状況でございます。こちらは、

らんください。事業決算名、健康センター管理

一般会計の現年分はございませんが、滞納繰越

費でございます。当初予算額４,８２７万８,０

分、平成２５年度、１２款２項１目、こちら、

－ 17 －

高齢者施設入所費用徴収金、これは養護老人

続きまして、下の国庫補助金でございます

ホームに入っている方等に対する徴収金でござ

が、３２６ページから３２９ページにわたって

います。こちら２件が、調定額２万３８３円あ

記載されております。３款国庫支出金は、収入済

りましたが、不納欠損で落としております。理

額が６億８,９７８万５,１６１円でございます。

由といたしましては、納付する者が死亡したこ

内訳としましては、国庫負担金として介護給付費

とにより、５年も経過したことにより、不納欠

負担金、国庫補助金として調整交付金、介護事業

損という形でございます。

交付金、包括的支援事業等交付金、３２９ページ

続きまして、次のページ、様式４でございま
す。平成３０年度不納欠損処分の状況でござい

の介護保険電算システム改修補助金、保険者機能
強化推進交付金でございます。

ます。こちら、先ほど説明した高齢者施設入所

次に、４款支払基金交付金は、収入済額が７億

費用徴収金でございます。こちら、事由別でご

２,２５５万５,０００円でございます。６５歳未

ざいますが、本人死亡２件、２万３８３円でご

満の２号被保険者からの保険料で、こちらは介護

ざいます。法別内訳としましては、自治法２３

給付費交付金、地域支援事業支援交付金でござい

６条、金銭債権の消滅時効、５年経過のもので

ます。

ございます。

次に、３２８ページから３３１ページになりま

一般会計は以上になります。

す。こちらは道支出金でございますが、３２８

続きまして、特別会計のほうにいきます。介

ページの道支出金、収入済額が３億９,６４５万

護保険の決算書のほうをもとに説明させていた

６,２４７円でございます。内訳は、道負担金と

だきます。ページが３１９ページからになりま

して介護給付費負担金、道支出金として介護予防

す。

事業交付金、包括的支援事業等交付金、次のペー

それでは、平成３０年度介護保険特別会計歳
入歳出決算、保険事業勘定の説明をさせていた

ジの介護サービス利用者負担軽減事業補助金でご
ざいます。

だきます。

次に、財産収入でございます。３３０ページの

３１９ページをごらんください。実質収支に関

財産収入でございます。収入済額が１０万２０２

する調書でございます。歳入総額２８億６,３２６

円で、利子及び配当金、介護保険財政調整基金運

万９,１５８円に対し、歳出総額２８億１,０７０

用利子となっております。

万４,４４３円であり、歳入歳出差引額は５,２５

次に、繰入金でございます。７款繰入金でござ

６万４,７１５円となっております。実質収支も同

います。収入済額が３億９,７１６万７,３９７円

額となっております。

でございます。内訳は、一般会計繰入金として介

続きまして、歳入について説明させていただき
ますので、３２６ページをごらんください。

護給付費繰入金、介護予防事業費繰入金、包括的
支援事業費繰入金、介護保険事務費繰入金、その

それでは、３２６ページから３２７ページの１

他繰入金となっております。介護サービス事業勘

款保険料でございます。保険料、収入済額が５億

定からのサービス事業勘定繰入金９２０万６,００

８,０８９万８,７３３円で、こちらは６５歳以上

０円を繰り入れしているところでございます。こ

の１号被保険者の保険料となっております。内訳

ちら、３３３ページになります。

は、特別徴収保険料で５億３,０５７万１,４４０

続きまして、８款になります。３３２ページで

円、普通徴収保険料、こちらが４,７８５万６,６

ございます。収入済額が７,５３７万３,２１２円

１０円、滞納繰越分が２４７万６８３円となって

で、こちらは前年度繰越金となっております。

おります。また、不納欠損額は３０５万４,２００
円て、８３名分となっております。

３万３,２０６円でございます。内訳は、雑入の返

次に、２款使用料及び手数料でございます。
こちらについては、収入がゼロでございます。

次に、９款諸収入でございます。収入済額が９
納金として介護事業者の不正利得による返納金、
諸実費徴収金として、徘回高齢者等家族支援サー
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ビス事業利用負担金、介護予防教室参加負担金、

次のページになります。８款予備費でござい

雑入として臨時職員に係る雇用保険料の個人負担

ますが、こちら、予備費からの充用はございま

金及び措置者分審査料でございます。

せんでした。

続きまして、歳出に移らせていただきます。

介護保険特別会計の歳入歳出決算書の説明は

決算書３３６ページをごらんください。１款で

以上でございます。

ございます。総務費でございます。予算現額４,５

委員長、介護保険の次の会計にいってから共

４９万９,０００円に対し、支出済額４,２６０万

通様式を説明したほうがいいですか。

３,２９５円、不用額２８９万５,７０５円、執行

○川村委員長

率９３.６％でございます。

○村山福祉課長

続きまして、２款でございます。こちら、３４
０ページでございます。この保険料については、

それでは、次、介護保険の特

別会計で、介護サービス事業勘定でございますの
で、３６５ページをごらんください。

３４０ページから３４７ページにかけて、保険給
付費が一覧として出ております。

それでお願いします。

それでは、平成３０年度介護保険特別会計
（介護サービス事業勘定）歳入歳出決算につい

最初に、２款保険給付費、予算現額２６億３１

て説明させていただきます。

万８,０００円に対し、支出済額２５億５,０２９

初めに、３６５ページの実質収支に関する調書

万９,８０４円、不用額が５,００１万８,１９６円

でございます。こちら、歳入総額９２０万６,００

で、執行率が９８.１％でございます。

０円に対し、歳出総額も同額であります。歳入歳

次に、３４８ページをごらんください。こち
ら、３款でございます。地域支援事業費で、予算

出差引額及び実質収支額ともにゼロ円でございま
す。

現額１億５,１１２万１,０００円に対し、支出済

続きまして、歳入のほうを説明させていただき

額１億４,６８８万９,３１８円、不用額４２３万

ますので、３７２ページのほうをごらんくださ

１,６８２円、執行率９７.２％でございます。

い。こちら、１款サービス収入でございます。収

次に、３５４ページをごらんください。こち

入済額が９２０万６,０００円で、こちらは地域包

ら、４款の保健福祉事業費でございます。こち

括センターが行う要支援認定者を対象とした介護

ら、３５５ページになりますが、予算現額が１３

予防サービス計画の収入でございます。

万６,０００円に対し、支出済額１０万９２５円、
不用額３万５,０７５円、執行率７４.２％でござ

次に、２款雑入でございます。下の雑入になり
ますが、収入額はゼロ円でございます。

います。

続きまして、３７６ページの歳出のほうを説明

続きまして、次のページになります。３５６

させていただきます。

ページになります。５款でございます。基金積立

１款総務費でございますが、需用費として消耗

金で、予算現額３６０万１,０００円に対し、支出

品１万円の予算現額となっておりましたが、未執

済額３６０万２０２円、不用額７９８円、執行率

行でございます。

が９９.９９％でございます。

続きまして、次のページになります。２款諸支

次、３５８ページでございます。６款公債費で

出金でございますが、保険事業勘定繰出金の予算

ございます。予算現額５万７,０００円に対し、

額として１,２７２万６,０００円に対して、支出

支出済額５万６,６３５円、不用額３６５円、執

済額９２０万６,０００円、不用額３５２万円でご

行率９９.９９％でございます。

ざいます。執行率は７２.３％でございます。

続きまして、次のページをごらんください。７

次のページでございます。３款予備費でござ

款諸支出金でございます。予算現額６,７４３万

いますが、こちらも予備費からの充用はござい

１,０００円に対し、支出済額６,７１５万４,２６

ませんでした。

４円、不用額２７万６,７３６円、執行率が９９.
６％となっているところでございます。

特別会計の説明は以上になりますので、次
に、指定様式のほうを説明させていただきます。
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それでは、様式３になります。平成３０年度収

円、不納欠損しているところでございます。

入未済額の状況、会計名が介護保険特別会計（保
険事業勘定）となっているものでございます。

続きまして、追加で出した資料の説明をさせ
ていただきます。

こちら、現年度分、３０年度、一番上が１款１

これは一般会計に戻ってしまいますが、先週

項１目、現年度分、普通徴収保険料となっており

に出させていただいた平成３０年度の七飯町社

ます。１,３０６件に対して調定額が５,２２３万

会福祉協議会委託事業収支の状況の追加資料の

５,４７０円、収入済額が１,２２８件で４,７８５

説明をさせていただきます。こちらでございま

万６,６１０円でございます。収入未済額でござい

すが、追加要求資料、福祉課１と書いているも

ますが、１１２件で４３７万８,８６０円でござい

のでございますが、一番左の、１、地域要援護

ます。

者支え合い事業、１番、事業と概要としては、

次の下の行になります。９款２項２目でござい

地域と行政、関係団体が連携し、見守り運動等

ます。こちら、返納金、法第２２条の不正利得に

の必要なサービスを提供することによって、高

よる返納金でございます。こちらについては、介

齢者等の自立を図り、住みなれた家で人々に囲

護保険事業者が不正に受給したものの保険料を返

まれながら健康づくりの支援をするという形で

していただいているものでございます。調定額

ございます。

は、１件でございますが、１,０７８万８,４７０

２番目の事業収支でございます。区分１の委

円、収入済額が７２万円、収入未済額が１件で１,

託料、こちらは町からの委託料で、９５１万１,

００６万８,４８０円でございます。こちらについ

４００円支払っております。その下のほうに、

ては、平成３０年の７月から分納誓約を結んでお

区分、職員手当から、一番下の助成金まであり

ります。払い終わるのが令和５年６月までとなっ

ますが、支出額の合計が９５３万９７円という

ております。

ことでございますので、委託料と支出の差額

続きまして、下の行の滞納繰越分でございま
す。こちら、平成２９年度から平成２３年度分

が、支出のほうが１万８,６９７円多いという状
況でございます。

の普通徴収保険料でございます。こちら、２９

続きまして、下の２、ボランティアポイント

年度から２３年度までのトータルの調定額が、

事業でございます。こちらについても、ボラン

一番下に書いているとおり、４３１件、金額が

ティア活動の実績に基づき、ポイントを付与す

１,６２３万４,４００円、収入済額が１１７

ることによって、ボランティアの育成、人材確

件、２４０万７,６８３円で、不納欠損件数が８

保を目的としております。事業収支でございま

３件、金額が３０５万４,２００円、収入未済額

すが、委託料、一番上のほうの３５５万３,２０

が２８０件、１,０７０万９,５１７円となって

０円、これは町委託料、一般会計のほうから支

おります。

出しております。下の２０万円、こちらは介護

続きまして、次のページ、様式４でございま

保険特別会計のほうから支出しております。委

す。こちら、平成３０年度不納欠損の状況でござ

託料の合計が３７５万３,２００円でございま

います。こちら、先ほど説明したとおり、滞繰分

す。下の区分、事務費、事業費の合計でござい

を不納欠損した件数でございます。事由別として

ますが、４１４万２,１８６円支出しておりま

は、生活困窮が４９件で１９７万２,１５０円、居

す。委託料と支出の差額を言うと、支出のほう

所不明が２件で５万４,３３０円、生活保護受給者

が３８万８,９８６円多いという状況でございま

が４件で１３万２,６００円、財産なしが２件で１

す。

１万２５０円、本人死亡が２６件で７８万４,８７

次のページになります。３番でございます。

０円、合計８３件で３０５万４,２００円でござい

外出支援サービス事業でございます。こちら

ます。法別内訳としましては、自治法第２３６

は、寝たきり高齢者等、障害者等の、公共交通

条、金銭債権の消滅で８３件、３０５万４,２００

機関、寝たきりで使えない者を、医療機関や福
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祉施設へ通院する際にリフトバスで送迎を行っ

おります。事業の合計として１３４万７,７９６

ているものでございます。委託料でございます

円支出しており、支出のほうが５万１,７９６円

が、町から支払っているのが３２０万１,４００

多いという状況でございます。

円でございます。支出済額の合計が３４４万７

続きまして、７番、地域介護予防活動支援事

８０円、収支の部分については、支出のほうが

業でございます。こちらも介護保険の事業でご

２３万９,３８０円多く支払っている、社協で支

ざいます。こちらは地域住民の介護予防活動を

払っているという状況でございます。

地域で創出し、活動する場所を創出し、持続可

続きまして、４番目になります。生きがいデ

能な運営を支援することで、介護予防になるこ

イサービス事業、こちらのほうについては、閉

とを目的としているというところでございま

じこもりの高齢者が社会的孤立を防ぐために、

す。こちら、委託料として１４８万２,５７４円

介護予防を図るためにデイサービスに通ってい

支出しており、事業費として、助成金として１

ただくというものでございます。委託料につい

４８万２,５７４円、委託料と支出は同額のた

てでございますが、３６５万４００円支払って

め、収支がゼロとなっている状況でございま

おりますが、トータルの事業費として３６５万

す。

７,６６７円ということで、支出のほうが７,２
６７円多いという状況でございます。

提案説明は以上でございます。よろしくお願
いします。

続きまして、次のページでございます。この

○川村委員長

ありがとうございます。

５番目なのですけれども、名前が間違えており

これより質疑を始めます。

まして、済みません、５番目、介護保険の事業

田村委員。

でございますが、こちら、生活支援事業委託料

○田村委員

２点ほど伺います。

でございます。これ、介護保険のほうの事業で

まず、一般会計のほうのナンバー３の民生委

ございます。済みません、名前を間違えており

員の関係ですけれども、民生委員の定数と、そ

ました。こちら、事業の概要、これは合ってい

れから、現在の民生委員の数と、教えていただ

ます。地域ボランティア等の多様な主体による

きたいと思います。

生活支援サービスの提供体制の構築及びコー

それから２点目は、今、説明のあった社会福

ディネートを提供することによって地域の共助

祉協議会の委託料の関係ですけれども、これは

を推進する、こちら、生活支援コーディネー

赤字ですよね。委託する場合、こういう赤字を

ターというものを町で置いておりまして、そち

どういうふうに町は考えて指導、出すなと言っ

らを社協に委託しているというところでござい

ているのか、あるいは、勝手に赤字を出せばあ

ます。委託料として払っているのが、介護保険

なた方のせいだよという話なのか、そこら辺、

特別会計から７６３万５,６００円でございま

赤字を、ずっと見ていると出ているということ

す。こちら、事業の支出としては７８６万９,５

自体が、委託を出す上でちょっと問題ではない

００円、委託先で支払っておりますので、支出

かと思うのです。そこら辺の考え方をちょっ

のほうが２３万３,９００円多いものとなってい

と。

る状況でございます。

○川村委員長 福祉課長。

続きまして、下の６番、生活支援サポート事

○村山福祉課長

先に民生委員でございますが、

業でございます。こちらは、有償ボランティア

民生委員の定数が７３名、これは民生委員さんと

の育成、生活支援希望者と有償ボランティアの

主任児童委員さん、合わせて７３名が定員でござ

調整を行い、実施することで、要支援者が住み

います。こちら、３月末の民生委員さんの所属状

なれた地域で安心、安全な環境を整備すること

況でございますが、６５名ということで、８名欠

を目的としております。こちら、委託料として

員となっているところでございます。

介護保険会計から１２９万６,０００円支出して
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続きまして、委託料の考え方でございます。こ

ちらの委託料、まず、１２月の議会のほうに補正

いうか、実情に合っていないのか、５万円とか

予算で委託変更で増額できるものはしているので

何万円とかというのはまだわかるのだけれど

すが、その段階の、社協さんと決算見込みはどう

も、２３万円とかという、このぐらいになって

なのだという打ち合わせをするのですけれども、

しまうと、どういう積算をしているのだろうと

そのときは大体１０月末現在の委託の実績で動い

いう話になるので、やはりそこら辺の考え方を

てしまっていて、そこで社協とすり合わせして、

ちょっと。

では補正が必要だ、補正は必要ではないというこ

○川村委員長 福祉課長。

とでやっています。その中で、委託料の中でも補

○村山福祉課長

正して、要援護者支え合い事業とか、補正してあ

状況でございますが、実際、８名欠けた部分とい

げたのですけれども、金額を上げたのですけれど

うのは、病気でやめられたり、民生委員さん自体

も、結局、町内会の活動が多かったということ

が七飯町外へ転出したり、亡くなられたりという

で、ちょっと委託料が赤字になっているというと

形でなっており、やりとりしていたのですけれど

ころがあったりして、ちょっとその辺の社協さん

も、ことし、民生委員さんの一斉改選時期なの

との委託料の実績見込み、うちも補正予算を皆さ

で、そういうところで、今、町内会とかに顔を出

んに提案させていただいて、ついて、委託契約、

しながら、埋めてはいるところでございます。

まず先に民生委員さんの欠員の

変更契約という形をとりたいので、その辺の精度

また、欠けているところの対応策でございます

を今後上げながら、極力赤字を出さないようには

が、周りの民生委員さんと協力しながらやってい

していきたいなという考えではいるところでござ

ただいたり、また、町の職員が事前にある程度情

います。

報を、包括とか私どもで情報を得ているものは、

○川村委員長 田村委員。

そこは情報を埋めながら、周りの民生委員さん、

○田村委員

町内会と連携しながら、そういうところはカバー

民生委員の関係は８名欠員という

ことで、七飯町内、７３区画に分かれて、要は

していっているというところでございます。

地域福祉に対する対応として民生委員さんを７

委託料の、精算するのか、実質、どうなのだと

３名配置するという形になっているのですけれ

いうことでございます。確かに委員のおっしゃら

ども、実際、６５名しか配置になっていないと

れるとおり、当初予算の積算の段階で、まずいろ

いう話であれば、これはやはり問題ある話で、

いろと見積もりは社協からいただいて、例えばボ

今、当座は８名の欠けた部分は周りの民生委員

ランティアポイントだったら、大体このぐらいの

さんがその地域をカバーしているのか、どうい

ポイントがことしついたから、来年もこのぐらい

うような形をとっているのか。やはり早急に補

ですねというふうに見積もりはいただいていると

充すべきだと思うのだけれども、なかなかでき

ころでございますが、そういったところで、年度

ない場合は、どういったような対応をして地域

途中でかなりポイントがふえてしまったとかとい

福祉の向上というかサービスの安定に向けてい

うのがあった場合、極力間に合えば補正に間に合

るのか、そこら辺の考え方をちょっとお聞きし

わせて精算はしたいという考えで社協とはやって

たい。

いるのですけれども、実際、ふたをあけたら、こ

それから、今、話ありましたけれども、要は

んなに齟齬が生じたとかというのが出てきている

赤字、社協の話ですけれども、赤字が出た場合

のが実際でございますので、町としては、実際、

の、これは精算をするのかしないのか、最終的

委託料なので、本当は精算というか、本当はプラ

にそこだと思うのですよ。年度途中で補正す

マイゼロがベターなのかなと思っております。そ

る、しない、あるかもわからないですけれど

ういったところでは、今後、もっと社協と緊密に

も、最終的に精算してプラマイゼロにするの

連携をとりながら、その辺、赤字の出ないよう

か、あるいは、積算そのものが、逆に言えば、

に、どういう形で、３月、補正をお願いして、ゼ

委託に出す積算そのものがちょっと低過ぎると

ロに近づけるような形を持っていくのかという形

－ 22 －

で、ちょっと緊密に連携はとっていきたいなと。

会の活動に助成しているというのですけれど

社協だけでなく、委託先全てそういう考えでいき

も、この中身はどういうふうな中身なのかとい

たいなと思っていますので、よろしくお願いしま

うのがちょっとわからないので教えてもらいた

す。

いということ。

○川村委員長 田村委員。
○田村委員

それから、次のボランティアポイントの事業

精算はしていないのか。というの

で、介護保険特別会計の中から２０万円出てい

は、社協だとか何とかではなくて、今おっしゃ

る。あくまでもボランティアポイントというの

られたように、委託が社協でないところにいく

は、健康な状態を維持してあげようと、それに

にしても、いずれはきちっとこういうものを、

対してどうのこうのというのでなくて、ボラン

三角というようのはうまくないので、要は今は

ティア活動に対して、本人が、ボランティアを

精算はしていない、これからしたいという考え

受ける人間も、ボランティアを支える人間も、

なのか、そこら辺、ちょっとお願いします。

ボランティアをしようとする人間に対してアッ

○川村委員長 福祉課長。

プル商品券を出しますよというふうになってい

○村山福祉課長

契約書の中身に、精算するとい

ると思う。実際に介護保険特別会計ということ

う形にはなっていなかったので、その辺、契約の

は、要支援か要介護の人間であるのだから、そ

中身に、そこの精算制にはなっていないので、そ

ういう人たちが反対に、本当に受けることが可

ういった意味では、あらかじめ単価契約で件数、

能なのかどうかというのがちょっとわからない

実績に対して払うものについては、あらかじめ年

ので教えていただきたいと思うし、それから、

度当初、補正とかで、あらかじめ何百件、こうい

ここの中で、事務費の中で、保険料が１万８０

う調査がありましたと、委託料はとってございま

円のボランティア活動保険と、これ、何名分を

すが、社協さんとか町内会とか住民の方を対象に

指しているのか。

している事業でございますので、なかなか件数等

それから、その下の手数料で４万９,７３４

ははかれないというところでございますので、そ

円、振り込み、新聞折り込み手数料と、何回分

ういったところでは、なかなか今のところ、契約

をやっているのか。

書もしかり、委託事業の性質から、なかなかゼロ

それから、下の事業費の雑支出の９０万６,０

にすることが厳しいというところでございますの

００円、アップル商品券の交換分、これという

で、うちも予算、契約書と同じ金額にして、負担

のは何名分がいただいているのかというのがわ

行為等で予算をとりますので、あらかじめ多目に

からないので、これを教えていただきたいとい

とることもなかなかかなわないという状況でござ

うふうに思います。

いますので、そういったところでは、ゼロに近づ

それから、４番目の生きがいデイサービスと

けるように、何度も何度も言って申しわけないの

いうのを町内３カ所の施設においてやっている

ですけれども、精算制というよりも、どちらかと

という、これはどことどこなのかというのが

いうとゼロに近づけていきたいという考えで今

ちょっとわからないので教えていただきたいと

やっていますので、今後もそういう形で、それを

いうことと、給食費の７５万８,４８０円、利用

もっと精度を上げていきたいという考えでござい

者の給食費といっているのですけれども、これ

ますので、よろしくお願いします。

は何名分なのか。それに伴って、手数料といっ

○田村委員

て、配食手数料で２万４,４３８円と払っている

終わります。

○川村委員長 それでは、ほかに質問のある方。
横田委員。
○横田委員

けれども、これは何を意味しているのかという
こと。

社協からの資料ですけれども、１

最後の地域介護予防活動支援事業、２の事業

番の地域要支援、要援護者支援支え合い事業、

収支の助成金の１４８万２,５７４円、介護予防

この中の助成金で５６７万６,０００円で、町内

活動団体支援助成金、２０団体、これはもしあ
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れでしたら後で資料でいいですから、資料請求

開催、こちら、６町内会実施しておりますが、延

をお願いしたいと思います。

べ実施回数が１５回という形になります。

以上です。

次に、町内会が行う啓発広報活動でございます

○川村委員長 福祉課長。

が、地域ごとの福祉だよりの発行でございます

○村山福祉課長

が、こちら、３１町内会が実施しておりまして、

それでは、支え合い事業の町内

会活動、内容はどうなっているのだというところ

延べ回数が３３３回という形になっております。

でございますが、まずは見守り活動がありまし

町内会の実施事業は以上でございます。

て、それが毎月定期的に訪問する友達訪問活動

続きまして、ボランティアポイントの、まず委

が、町内会が２８団体やっております。回数的に

託料の特別会計の２０万円の部分でございます

延べ回数が２８９回、町内会で実施しておりま

が、こちらについては、６５歳以上の１号被保険

す。

者がボランティアをした場合、こちらの方は、元

もう一つが、ひとり暮らし高齢者の安否確認運

気高齢者であっても要支援であっても、ボラン

動でございますが、こちら、４１町内会が実施し

ティア活動をした場合、一般会計ではなく特別会

ておりまして、こちらについては延べ回数も４１

計のほうから繰り出しして事業を実施していると

回、年１回やっているというところでございま

いう考えでございます。

す。

続きまして、ボランティア活動保険でございま

次に、ひとり暮らし高齢者等の会食会の開催、

すが、実際、今、社協の内訳として、ボランティ

こちらが２４町内会が実施しております。延べ実

ア活動保険が何人分だというのは、ちょっと今、

施回数が５１回になっております。

データがないというところでございます。

次に、お年寄りと子供の集いというものをやっ

そして、新聞折り込み等手数料についても、何

ております。こちらが２３町内会やっております

回分だと、ちょっとデータが今、手元にございま

が、延べ回数が３７回やっているところでござい

せんので、申しわけないのですけれども、今は

ます。

ちょっと細かい数字が答えられないというところ

ふれあいサロン、茶話会なのですが、こちらは

でございます。

２１町内会やっております。これも年１回でござ

次に、商品券交換分でございます。９０万６,０

いますので、延べ回数も２１回という形になって

００円でございますが、こちらについて、アップ

おります。

ル商品券交換分として、今、ボランティアとして

続きまして、福祉活動といたしましては、ひと

登録している個人が６０名、団体が５１８名、こ

り暮らし高齢者等の除排雪活動、３９町内会が実

ちら、２５団体で５１８名いるところでございま

施しております。延べ回数が２３２回実施してお

す。それで、個人が活動したポイントでございま

ります。

すが、１,４１８ポイントでございますので、１４

地域での景観づくり運動、こちらは４２町内会

万１,０００円分のポイントが個人としてはついて

が実施しております。年１回で４２回という形に

いるというところでございます。団体としては、

なっております。

２５団体で活動したのが７,６８７ポイント、こち

入浴・外出支援活動、こちらが２５町内会が実

ら、ポイントに転換したのが７６万５,０００円と

施しております。こちらについても延べ回数は、

いう形になります。こちらを足すと９０万６,００

年１回となっておりますので、２５回という形に

０円になるという形でございます。

なっております。

続きまして、生きがいデイサービスでござい

続きまして、支え合い事業の健康づくり活動で

ます。まず、生きがいデイサービスの実施場所

ございますが、１８町内会が実施しておりまし

でございますが、本町地区は保健センター、大

て、延べ回数が３７２回実施しております。

中山地区は大中山コモン、大沼地区は大沼の出

続きまして、介護予防活動として、介護教室の

張所、ポロトポントで実施しているという形で
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ございます。

なのですけれども、手数料というのは振り込み

次に、給食の利用料でございますが、生きが

手数料と言ったよね、さっきね。それでいいの

いデイサービスでございますが、本町のほうの

か、もう１回確認、申しわけないけれども。

保健センターの延べ利用人数が８２９名、大中

（「折り込み手数料です」と呼ぶ者あり）折り

山コモンが３１１名、大沼多目的会館、ポロト

込み手数料ですか。そうしたら、１枚何ぼなの

館が３５２名ということで、合計して１,４９２

かというのを、申しわけないですけれどもお願

名利用しております。そちらの方々のお昼御飯

いします。

が、先ほどの賄い費、利用者給食費として、延
べ人数としてはその形になります。

４番目の生きがいデイサービスのほうの手数
料は、これは振り込み手数料でいいのですね。

そして、その配食手数料でございますが、こ

これは、さっきそういうふうに、どちらかが振

ちら、振り込みで社協さんから配食している事

り込み手数料と言っていたから、それがちょっ

業者に振り込んでいるところでございますが、

と気になって。

こちら、何回分の手数料なのかというのは、

追加で、資料の共通様式のナンバー１の負担

ちょっと今、手元にデータがございませんの

金補助及び交付金の中で、成年後見人養成研修

で、大変申しわけございません、こちらについ

負担金で１０万円というのは、これは何名で１

ては、ちょっと今、詳細がわからないという状

０万円なのかというのを教えていただきたいな

況でございます。

というふうに思います。

続きまして、７番の地域介護予防活動支援事

同じくナンバー１１の、同じく負担金の中

業費助成金、２０団体の部分でございますが、

で、成年後見人制度利用支援事業補助金４７万

どういう団体が活動しているのかというのは、

円、これは実際に利用した人がどのぐらいい

今、手元に資料がありますけれども、後ほど団

て、今現在、七飯町の後見人になっている人

体の概要等の資料を提出させていただきたいと

が、登録している人が何人いるのかというのを

思いますけれども、今、わかる範囲で答えなく

教えていただきたいなと思います。

てもいいですか。（「資料請求でいいです」と
呼ぶ者あり）わかりました。

○川村委員長 福祉課長。

以上でございます。
○川村委員長

以上です。
○村山福祉課長

最初に、ナンバー１のほうの負

今、横田委員から求められまし

担金の成年後見人養成研修負担金、こちら、何名

た、７番目の２０団体の部分に関しては、委員会

分かということでございますが、こちら、４名の

としても資料要求するということで、皆さん、よ

受講者が参加しております。

ろしいですか。

そして、ナンバー１１のほうの地域生活支援事

（「はい」と呼ぶ者あり）
○川村委員長

業、障害のほうでございます。こちら、４７万円

では、そのようにお願いいたしま

す。

に使って、後見人が活動した費用に対して裁判所

横田委員。
○横田委員

の利用支援事業でございますが、こちら、もう既
が４７万円、対価を払いなさいというところでご

１番目の、地域の要援護者支え合

ざいますので、こちら、活動の、実際にもう動い

い事業の一番最後の助成金の５６７万６,０００

ている方について、裁判所から後見人さんの対価

円、これはもうほとんど町内会がかわりにやっ

として４７万円支出しなさいという命令が来たも

ていますよということで、社協さんが独自に

のでございます。利用しているものが、生活保護

やっているというのが何があるのかというの

受給者の障害者でございますが、その方を後見人

を、申しわけないけれども、教えてもらいたい

の方が見ているというものでございますので、こ

なというふうに思います。

れは単価というか、裁判所の審判を受けて、年間

それから、２番目で、ボランティアポイント

の活動費、幾らですよということでなっているも
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のでございます。ちょっと人数とか、細かいとこ

つあったので、それだけいいですか。介護保険

ろの活動自体は、今、手元に資料がないのですけ

の３５３ページ、３５１ページの任意事業の１

れども、先ほどの１０万円は、これは函館市と七

９節の負担金、補助及び交付金の中の補助金の

飯町とか渡島管内で後見人を養成する負担金でご

認知症カフェの運営補助金２７万４,３００円、

ざいます。１人当たり２万５,０００円でお金を出

これは何なのか教えてください。

して、函館市に負担金を払って、函館市が開催し

○川村委員長 福祉課長。

て、七飯町民が４名参加したというものの負担金

○村山福祉課長

でございます。

の下の認知症カフェの運営補助金の部分の詳細で

あと、冒頭の支え合い事業の社協の事業内容と
いうことでございます。委託事業の中の支え合い

介保の３５１ページの任意事業

すね。ちょっとお待ちください。今、資料を出し
ます。

事業の社協の事業でございますが、ひとり暮らし

済みません、お待たせいたしました。認知症カ

高齢者等との交流会開催、こちら、中学校区ごと

フェでございますが、こちら、認知症カフェを

にやっていますので、本町地区、大中山地区、大

やっている団体が、今１カ所ございまして、認知

沼地区、中学校地区のひとり暮らしの高齢者をバ

症とともに歩む会の方の認知症カフェを運営して

スに乗せて外に連れ出して、温泉に入ったり食事

いるところと、ちょっと今、細かい内訳がちょっ

をして、いろいろとふだん出かけられない人が一

とわからないのですけれども、あと２団体。（発

緒に出かけるという事業でございます。

言する者あり）済みません。

あとは、ふれあいサロン事業というものもやっ

○川村委員長

よろしいですか。

ております。こちら、年２回やっておりますが、

○横田委員

今回は本町地区と大中山地区のほうでふれあいサ

○川村委員長

ロンというものをやって、いろいろと地域の福祉

いいですか」と呼ぶ者あり）

について語り合ったものでございます。

いいです。
それでは、ほかに。（「ちょっと

田村委員。

あとは、介護予防事業としては、高齢者健康

○田村委員

ちょっとさっきの社協の委託料の

維持教室ということで、延べ件数が１２９回

関係に関連してなのですけれども、一般会計の

やっております。こちら、社協の職員が町内会

これを見ますと、結構障害者だとか、いろいろ

に出向いて、ふまねっととか、いろいろな軽ス

な分野で委託料を出していますよね。特に１１

ポーツ、ペタンクとか、いろいろなターゲット

番などを見ますと、結構不用額だとか出ていま

ゲームとか、今、社協でやっている簡単なス

すけれど、これらの委託料については、みんな

ポーツを講師しに行っているというのがござい

精算して、プラマイゼロという考え方で、社協

ます。

だけはそういういろいろな事情があってという

あとは、地域ごとの福祉懇談会の開催という

考え方でということですか。

ことで、こちら、中学校区ごとに、これもまた

○川村委員長 福祉課長。

福祉推進会議というものを中学校区ごとに設定

○村山福祉課長

してやっております。こちら、年２回、各地域

生活支援事業の委託料でございますが、こちら、

でやっておりますので、６回やっております。

この１３万円の障害者移動支援事業の中に社協も

要求資料のナンバー１１の地域

あとは、ボランティア教室ということで、ボ

入っているのですけれども、こういう事業につい

ランティアの方の養成ということで、年７回実

ては単価契約を結んでおりまして、１時間当たり

施しているのが社協独自の事業でございます。

幾らだよとか、介護つきだと１時間幾ら、介護な

以上でございます。

しだと１時間幾らというふうにやっているのです

○川村委員長 横田委員。

けれども、そちら、ある程度予算、昨年度とかの

○横田委員

実績をもとに予算をとっているものでございます

わかりました。

介護保険のほうでちょっと聞き忘れたのが一

ので、こちらについては精算というよりも実績払
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いになっているので、ちょっと予算が多めにあっ

身元不明の方が亡くなったときの処理が、遺体の

て、実際、毎月、翌月に実績が来て、支払ってい

見つかった場所の市町村長がやらなければだめだ

るということになるので、こちらについてはある

という法律でやっているのがまず基本でございま

程度の予算をとっていますので、不用額も生じて

す。それで、こちらのほうも、ことしはなかった

きているというのが現状でございます。この中に

のですけれども、２９年度はありました。ＪＲ

も社協さんも入っているので、その事業によって

で、よくＪＲに飛び込む方とかいらっしゃるの

は、要は単価契約で精算できるものと、先ほど

で、そういう方とかの処理をするときに使うと。

言ったような、ちょっとはかれない部分があると

この委託料の内容なのですが、まず、大体そう

いうところでございますので、御理解のほう、よ

いう方、亡くなっていたりする方というのは、１

ろしくお願いします。

回ちょっと警察とかで身元を調べるのに、警察の

○田村委員

ほうの安置所にいるという形になりますが、その

わかりました。いいです。

○川村委員長 ほかに。

後、誰も遺族とか見つからないのであれば、町で

畑中委員。
○畑中委員

引き受けなければならないものですから、そのと
この資料なのですけれども、３０

きの移送するときの葬儀屋さん、葬斎屋さんに

年度の様式１、事務事業予算未執行という、

こっちへ運んできてもらって、桜町に行ってとい

今、その資料を見ているのですけれども、例え

うところで、委託とかあるのですけれども、家の

ば、上のほう、一般会計委託料の中で、行旅死

中でとかだとわかるのですけれども、たまに生き

亡人処理委託料、これ、１９万６,０００円の実

ているか死んでいるか微妙なときなのですけれど

績のやつと、私の記憶では、最近、この実績と

も、そういうときはドクターの診断が必要なので

いうのはないように思うのですけれども、これ

す。完全に死んでいるなというときはあれなので

はやはりどうしてもこういった事業名というの

すけれども、微妙なときは身元不明でも病院へ救

は、国とか何かから言われて、どうしても設け

急搬送してしまうので、そのときのいろいろもろ

なければならないものなのか、この事業自体。

もろの諸経費が委託料という形で、この１９万６,

それともう一つは、この事業自体、委託料と

０００円というのは生活保護基準のものでござい

なっていますから、これ、どこかで、見知らぬ

ますので、これは法律でやらなければならないと

人がどこかで亡くなった、そうした場合に、委

いうところでございます。

託料をどこに委託するのか、その２点。

次に、応急生活資金でございますが、こちら、

もう一つは、節の２１番の貸付金、この８万

委員のおっしゃられるとおり、私の記憶では、も

円なのだけれども、これも実績はないというこ

う１０年ほど対象者がいない。この内容について

となのだけれども、ほかのものはいいのだけれ

は、本当に急に病気になったり、急激に、自分で

ども、どうもこの８万円も、いつもこれ、余り

はどうしようもならないような病気になって、お

実績がないように私は記憶しているのですよ。

金が払えないとか、あとはそういう災害とか、火

そうしますと、この応急生活資金貸付金という

災とか、下の見舞金とかの、別個にまた足りない

のは、今の時代に、もう既にそぐわない予算づ

よという、そういうちょっと使える範囲が狭いの

けではないかな、事業ではないかなと思うので

で、それも厚生労働省の要綱中のものなので、な

すけれども、この辺について、要らないあれな

かなかちょっとうちでもなかなか広げることもで

のですけれども、詮索なのですけれども、

きず、実際、８万円とはいえ、ずっと未執行であ

ちょっと教えてください。お願いします。

るので、ちょっと今後、検討させていただきたい

○川村委員長 福祉課長。

と思っておりますので、御理解のほどお願いしま

○村山福祉課長

す。

まず先に、行旅死亡人の処置委

託料でございます。まずこちらについては、畑中

○川村委員長

委員おっしゃられるとおり、七飯町内のところで
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ほかに。

あとほかにまだ質問ある方。２名。やります

か、休憩とりますか。（「休憩」と呼ぶ者あり）
それでは、２０分まで休憩をとりたいと思いま
す。

正利得のほうでカバーしなさいよということにな
るので、流れ的には、お金を返してもらうという
のは、介護報酬全体、１年半分の介護報酬全額を

暫時休憩いたします。
午後

２時１０分

返してくれと。ペナルティ的には、特に今回、道
休憩

と協議したのですけれども、特には、割り増しと

─────────────
午後
○川村委員長

２時２１分

かというのはなしでございますので、ただ、１０

再開

０％戻してもらうという形でございます。あと

休憩前に引き続き、再開いたしま

す。

は、改善勧告ということで、文書で警告を出し
て、改善計画を出してもらったりということはし

まず、質疑のある方。

ていますけれども、特に延滞とかそういうのはな

若山委員。

い、還付加算金とか、そういうものはなしという

○若山委員

介護保険特別会計の、ここで載っ

形でやっているところでございます。

ている資料の中で、３０年度の返納金で１,００

分納誓約でございますが、順調に、毎月滞ら

０万円上がっているのがありまして、これは過

ず、現在も返していただいているという状況で

去の中で補正とかそういう中で説明済みなのか

ございます。

もしれないのですけれども、この不正利得によ

以上でございます。

る返納金が発生した中身と、これは不正に１,０

○川村委員長

００万円使いました、１,０００万円だけ請求し

○若山委員

たのか、４０％割り増しなのか、２００％あれ

のは特になかったという、うちが判断するので

したのかということと、それと、分割返納の契

はなくて、介護保険の審査のところがやるので

約をしているのですけれども、これが順調に進

あれなのですけれども、というような内容で、

んでいるかどうか。それと、こういう場合に、

今でも事業は継続されているということなので

何か告発とか、そういうペナルティのようなも

すか。

のを何かしたりしたのかどうかという、そこの

○川村委員長 福祉課長。

ところを。既に説明済みの可能性があるので、

○村山福祉課長

ごめんなさい、もしそうならそういうふうに

については、かなり長い期間やっていないので、

言っていただければと思います。お願いしま

かなり法から照らすと、怠っているということ

す。

で、結構重大なことなのですけれども、初回だっ

○川村委員長 福祉課長。

たということもありますし、過去の道とかも、そ

○村山福祉課長

ただいまの不正利得でございま

ういうケースがあったときには、特にペナルティ

すが、一事業者が９名の入所者に対して、過去に

もなく返していただいていると。今回、七飯町だ

１年半の部分、ケアプランというのですか、介護

けの分ではなく、そこの施設には生活保護の方も

計画をつくらず、そのままやっていたということ

いらっしゃるので、北海道にも返さなければなら

で、この部分について、介護保険のほうが給付す

ないだろうし、近隣の市町のほうの保険者にも返

るのですけれども、例えば介護保険の診療報酬か

さなければならなかったので、七飯町だけではな

らその業者にその分を払うのですけれども、ペナ

いのですけれども、そういった意味では、各市町

ルティというか、そこで見つけて、指導が入っ

と北海道と協議して、結果、決めたという形にな

て、見つけて、これはだめだよ、戻しなさいとい

ります。現在、そこのステーションなのですが、

うときには、私どもの会計のほうに１回戻しても

今、そこの事業者自体も、今、ちょっと赤字精算

らうのです。そこの、例えば支払い基金とか、国

とか、不採算事業の部分とか縮小しているので、

保連とかには、町の補助金とかが、その年の分、

今、そこの部分については休止しているという形

１,０００万円削られるわけなのです。その分は不

になります。
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若山委員。
そうすると、悪意とか、そういう

悪意があったとか、そこの部分

以上でございます。
○若山委員

ざいますが、こちらは侑愛会さんとカラーズさ

いいです。終わります。

ん、七飯町社会福祉協議会、３者でやっておりま

○川村委員長 ほかに。

す。次の日中一時預かり事業については、侑愛会

平松委員。
○平松委員

のほか、社協等がやっております。侑愛会で契約
社会福祉協議会というのは、本

来、各自治体に一つ認められるということで、

していますが、侑愛会の事業所が複数ありますの
で、事業所的には６カ所でございます。

それで、民間業者がなければ、社会福祉協議会

そして、こちら、地域介護予防活動支援事業、

としての事業を認めるけれども、民間がやり出

１番から２２ありますけれども、お金を出してい

したら、協議会の事業というのは減っていかな

るのは２０番までという形になっております。こ

ければいけないという基本的なスタンスがある

ちらの補助内容についてなのですが、こちら、介

と思うのですけれども、例えばナンバー５の外

護保険の地域生活支援事業で一般介護予防事業、

出支援サービス委託料というのは、資料をもら

任意事業ということで、国のほうで認められてい

いましたけれども、ナンバー５のほうの委託料

る事業でございます。こちらの事業の趣旨につい

というのは、これは何社に委託しているのかと

ては、閉じこもりではなく、社会に出て、人とふ

いうのがまず１点。

れあうことを目的に、こういうサークル等を立ち

それから、社協だけでないのかなと思うのだ

上げ、住民みずから運営することによって、介護

けれども、違うのかな。ナンバー１１は訪問入

予防になる、認知症予防になるという国の施策で

浴サービス事業というのがありますけれども、

ございます。こちらの補助内容、一番上のプロ

これ、ここに書いてある会社１社だけで４００

ジェクター購入とか、いろいろだーっと、一番下

万円なのか。前はたしか社協がやっていたと思

もプロジェクター購入までありますが、これにつ

うのですけれども、ちょっとその確認。

いての内容については、町の私どもと最終的に判

それから、今いただいたこの資料ですけれど

断して、オーケー、だめというのを決めておりま

も、各団体がいろいろ購入をし、それを町がお

す。この金額についても、立ち上げ補助が十万何

金を出して、結構残金が余っているという形を

がしとか、そういう形でもう決まっていますの

とっていますけれども、これって誰が審査をし

で、１回、この会を立ち上げるのに、立ち上げ補

て、こういうものを買ってもいいよとか、この

助が１０万８,０００円であったり、運営費補助が

金額を認めているのか、ちょっとその辺の流れ

１人当たり４５０円、１回来たら１人４５０円の

というのですか、どういうやり方をしているの

運営費補助を出しますよという形でやっておりま

かという説明をちょっとしてもらいたいなと思

す。という形で、そのグループの立ち上げ補助と

います。

運営費補助の上限というのは決めてやっています

○川村委員長 福祉課長。

ので、その範囲内で、この会の運営の、本当に必

○村山福祉課長

要であると認められるものを精査して、補助を

まず、共通様式ナンバー５の委

託料ですね。外出支援サービス事業については社

オーケーしているという形でございます。

会福祉協議会１者、生きがい通所活動委託料も社

以上でございます。

協、食の自立支援委託料というのは、過去に１者

○川村委員長

平松委員。

ありましたけれども、もうやめてしまったので、

○平松委員

現在はやっていないと。緊急通報体制整備事業委

費節減していかなければいけないと思うのです

託料、こちらは北海道の健康づくり財団１者に委

けれども、その辺の見直しをやっぱりしっかり

託しているというところでございます。

やっていく時期かなと思うのですけれども、こ

これからいろいろ役所の予算は経

続きまして、ナンバー１１でございますが、訪

れ、国のお金で、町が窓口になって買う、残金

問入浴サービス事業委託料、アースサポート、こ

は町に戻るということなのですか。その確認だ

ちら１者でございます。障害者移動支援事業でご

けお願いします。
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○川村委員長 福祉課長。

円、支出済額７,４１６万３,６３２円、（発言

○村山福祉課長

する者あり）

この残金というのは、精算し

て、後から町に戻ってくるお金でございますの
で、実際、補助をまず出して、先ほど言ったとお

申しわけないです。ちょっと説明の仕方が間
違っておりました。もう一度繰り返します。

り、１人、何人来れば４５０円なのですけれど

児童福祉総務費、当初予算額５,２８６万４,

も、例えば計画どおり、１０人とか来ないときが

０００円、補正予算額２,６０４万２,０００

ありますよね、その週によって、ぐあいが悪いと

円、予算現額７,８９０万６,０００円、支出済

か、病院へ行ったとか、冠婚葬祭で行けないと

額７,４１６万３,６３２円、不用額４７４万２,

か、そういうところで精算とか出てくるので、あ

３６８円で、執行率は９４.０％でございます。

と、安かったものに対して、見積もりを出して、

児童福祉業務を円滑に行う経費でございまし

では１０万円補助しますねと言ったけれども、結

て、主な特徴としては、委託料、決算額４,３５

局、ちょっと安いものを買って、その範囲内だっ

７万６,９８４円に対し、不用額が４６８万９,

たらいいですよということで、残金が戻ってくる

０１６円発生している状況でございます。主な

という形もありますので、この残金は町に戻って

内容としましては、病児保育事業、障害児保育

くるという形でございます。

事業、一時預かり、延長保育に係る不用額と

○川村委員長 ほかに質問のある方。

なってございます。これについては、今後、精

（「なし」と呼ぶ者あり）
○川村委員長

度を高めた整理のほうをしていきたいと考えて

ないようなので、それでは、質疑

おります。

のほうを終わりたいと思います。

続きまして、ナンバー２になります。放課後

以上で、福祉課に対する審査を終了いたしま
す。

児童対策費、当初予算額６,９７８万８,０００
円、補正予算額マイナス２９８万２,０００円、

民生部長、福祉課長、御苦労さまでした。

予算現額６,６８０万６,０００円、支出済額６,

暫時休憩いたします。

４９３万６,２０６円、不用額１８６万９,７９

午後

２時３２分

休憩

４円で、執行率は９７.２％でございます。学童

─────────────
午後
○川村委員長

２時３３分

保育クラブの運営を円滑に行う経費でございま

再開

して、記載のとおりとなってございます。

休憩前に引き続き、再開いたし

ます。

ナンバー３です。本町子育て支援センター運
営費、当初予算額１８８万８,０００円、補正予

子育て健康支援課の審査を行います。

算額マイナス５,０００円、予算現額１８８万

民生部長、子育て健康支援課長、御苦労さま

３,０００円、支出済額１７６万９,５５４円、

です。

不用額１１万３,４４６円で、執行率は９４.０

それでは、共通様式に基づいて説明をお願い
いたします。

％でございます。本町子育て支援センターの運
営を行う経費でございまして、記載の状況のと

資料の具体的内容については、特段の説明が

おりでございます。

ない限り、記載のとおりでお願いいたします。

ナンバー４、大中山子育て支援センター運営

では、説明のほう、お願いいたします。

費、当初予算額１０９万８,０００円、補正予算

子育て健康支援課長。

額マイナス１万１,０００円、予算現額１０８万

○岩上子育て健康支援課長

それでは、子育て

７,０００円、支出済額９７万５,０１２円、不

健康支援課所管分の決算の状況について御説明

用額１１万１,９８８円で、執行率は８９.７％

をさせていただきたいと思います。

でございます。大中山子育て支援センターの運

資料ナンバー１になります。児童福祉総務費
でございます。予算現額７,８９０万６,０００

営経費となってございまして、支出状況は記載
のとおりでございます。
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続きまして、ナンバー５、大中山複合施設事
業費でございます。当初予算額３億２２１万

なってございまして、支出状況は記載のとおり
となってございます。

円、補正予算額３,５４５万６,０００円、予算

続きまして、ナンバー１０、保健指導車管理

現額３億３,７６６万６,０００円、支出済額３

費でございます。当初予算額４２万７,０００

億１,６５２万６,５２０円、翌年度繰越額２,１

円、補正予算額１３万６,０００円、予算現額５

１３万５,０００円、不用額４,４８０円で、執

６万３,０００円、支出済額５３万６,８５１

行率は９３.７％でございます。大中山複合施設

円、不用額は２万６,１４９円で、執行率は９

の整備を行うための経費となってございまし

５.４％でございます。保健指導車の運行経費と

て、事業内訳は記載のとおりとなってございま

なってございまして、支出状況は記載のとおり

す。

となってございます。

ナンバー６になります。大中山保育所運営

続きまして、ナンバー１１、疾病予防等保健

費、当初予算額５,０３６万９,０００円、補正

対策費、当初予算額６,８６１万円、補正予算額

予算額マイナス９１万４,０００円、予算現額

マイナス１１２万円、予算現額６,７４９万円、

４,９４５万５,０００円、支出済額４,９２７万

支出済額６,３１７万２,７５３円、不用額４３

４,０３７円、不用額１８万９６３円で、執行率

１万７,２４７円で、執行率は９３.６％でござ

は９９.６％でございます。大中山保育所の運営

います。防疫、健診及び疾病予防などを行う経

を円滑に行う経費となっておりまして、記載の

費となってございまして、支出状況は記載のと

とおりとなってございます。

おりとなってございます。

続きまして、ナンバー７、子ども・子育て支

続きまして、ナンバー１２、母子保健対策費

援給付事業費、当初予算額７億４,８５７万４,

でございます。当初予算額１,８５１万７,００

０００円、補正予算額マイナス３,２５５万７,

０円、補正予算額マイナス５,０００円、予算現

０００円、予算現額７億１,６０１万７,０００

額１,８５１万２,０００円、支出済額１,６１１

円、支出済額６億７,４３５万４,６４６円、不

万８,７７６円、不用額２３９万３,２２４円

用額４,１６６万２,３５４円で、執行率は９４.

で、執行率は８７.１％でございます。健診など

２％でございます。私立保育所、幼稚園及び認

の母子保健対策を行う経費となってございまし

定こども園、小規模保育事業の運営を委託する

て、記載のとおりとなってございます。

ための経費となっておりまして、これについて

ナンバー１３、成人保健対策費でございま

は不用額４,１６６万１,８１０円の不用額が発

す。当初予算額２,５９３万９,０００円、補正

生してございます。

予算額マイナス３万１,０００円、予算現額２,

続きまして、ナンバー８、青少年育成対策費

５９０万８,０００円、支出済額２,５２４万１,

でございます。当初予算額１１９万円、補正予

１８２円、不用額は６６万６,８１８円で、執行

算額マイナス２８万円、予算現額９１万円、支

率は９７.４％でございます。各種健診などの健

出済額７０万６,９３６円、不用額は２０万３,

康増進を行う経費となってございまして、記載

０６４円で、執行率は７７.７％でございます。

のとおりとなってございます。

青少年の健全育成を図るための経費でございま
して、記載のとおりとなってございます。

ナンバー１４になります。保健センター管理
費、当初予算額４９９万５,０００円、補正予算

ナンバー９です。保健衛生総務費、当初予算

額９４万円、予算現額５９３万５,０００円、支

額１,０３６万８,０００円、補正予算額マイナ

出済額５８０万６,０２７円、不用額１２万８,

ス３６万５,０００円、予算現額１,０００万３,

９７３円で、執行率は９７.８％でございます。

０００円、支出済額９９７万６,８７６円、不用

保健センターの維持管理を行う経費となってお

額２万６,１２４円で、執行率は９９.７％でご

りまして、支出状況は記載のとおりとなってご

ざいます。保健衛生事業を円滑に行う経費と

ざいます。
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続きまして、様式３になります。当課としま

ございます。

しては、平成３０年度収入未済額の状況という

また、フッ化物の塗布事業、これについては

ことで添付をさせていただいております。これ

１４９人が対象となっておりまして、これは

については、現年度分、３項目ございまして、

フッ化物洗口とはちょっと違うのですが、実際

学童保育料、これについては８件の８万９,４６

に歯のほうにそういう薬品を塗って予防に努め

０円。２項目、保育所特別保育料、１件の１,６

る、虫歯予防といいますか、それは希望者が対

００円。そして、学童の延長保育料で１０件、

象となって受診されているというような状況に

５,８００円。合わせて１９件の９万６,８６０

なってございます。

円でございました。なお、平成２９年度につき

○川村委員長

ましては、２９件の２４万９１０円でございま

○田村委員

田村委員。
わかりました。

したので、比較しましたら、１０件の件数の減

これ、洗口事業のほうは実施して３年くらい

少、そして１４万４,０５０円の減となってござ

たっていると思うのですよね。これは前任の方

います。

もわかっていると思うのですが、学校でも洗口

また、滞納繰越分についてでございますけれ

の事業を実施ということで、１１３万円、学校

ども、平成２８年度の保育所特別保育料、２件

がやるということで、実施当時は、学校から始

分、２,１００円が未済額となっておりまして、

まっても、その前の小さい幼児からやらないと

平成２９年度では６件、４万９,２６０円でござ

効果がないのではないかということで、幼児ま

いました。比較しますと、４件の減少、そして

でおろして、町内の子供たちを対象にやりま

４万７,１６０円の減額ということで、説明を終

しょうということで、これだけで、洗口事業

わらせていただきたいと思います。よろしくお

を、当時、やるというような、そういう塗布よ

願いいたします。

りも洗口のほうが、ぐじゅぐじゅするだけでい

○川村委員長 ありがとうございます。

いからというようなことでやったのだけれど

それでは、質疑のほうに入ります。

も、最終的に、今お聞きしたら、洗口事業は大

質問のある方。

沼、それからマリアの２カ所でやっているけれ

田村委員。

ども、塗布事業は希望者を対象に１５０人弱を

○田村委員

１点、確認したいのですけれど

やっているというようなことで、これは小学校

も、子供に対するフッ化物塗布事業、これは１

だとかの連動とちょっと欠けるのではないかと

６万円というようなあれですけれども、それか

思うのですけれども、もう少しこれ、範囲を広

ら、フッ化物の洗口事業、これが４万８,０００

くしていかないと、特にフッ化物の洗口事業と

円ということで、これはどういうような対象に

いうのは効果がなかなか出にくいのではないか

どういうような要件で実施しているのか、それ

と思うのですけれども、そこら辺の考え方を

ぞれ洗口事業と塗布事業、この違いをちょっと

ちょっと教えてください。

教えていただきたいのですが。

○川村委員長 子育て健康支援課長。

○川村委員長 子育て健康支援課長。

○岩上子育て健康支援課長

○岩上子育て健康支援課長

ただいま御質問の

しゃられたとおり、まだちょっと始めて間もな

ありましたフッ化物洗口事業、これにつきまし

い部分もあろうかと思いますので、その辺につ

ては、まず件数としましては２園で実施をして

いては、まず各園だとか保護者を対象に、この

おりました。内訳としましては、大沼保育園、

制度といいますか、予防の目的等、そういうも

そしてマリア幼稚園が対象となっている４万８,

のを徹底周知しながら、小学校に上がる前にぜ

０００円でございます。これについては、虫歯

ひ受けていただきたいと、そういうことで七飯

予防等、そのような成分を口の中に含ませて、

町は積極的に扱っている事業だということを周

虫歯予防等に寄与する効果がある摂取となって

知をかけていければなというふうに思っていま
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今、委員がおっ

す。

また、備品につきましては、ナンバー５のほ

○川村委員長 田村委員。

うでも５３０万７,０００円、これはあくまで学

○田村委員

童保育クラブ、そして多世代交流スペース分の

このかかる経費については、個人

負担は今のところはないという考え方で。

備品ということになってございまして、大中山

○川村委員長 子育て健康支援課長。

出張所の備品とはまた別で発注のほうをされて

○岩上子育て健康支援課長

おります。

はい、ないという

ことでとらえています。
○田村委員

５歳児健診については、今、内部のほうでも

終わります。

調整している段階でございますけれども、３０

○川村委員長 ほかに質問のある方。

年度については、まだ準備経費のほうは決算と

平松委員。
○平松委員

しては発生しておりません。３１年、今年度か
ナンバー５のところで、複合施設

ら、ちょっと補正のほうでも、今回、とらえさ

の新築工事のことが入っています。一般質問で

せていただきましたけれども、まずは保健師、

もちょっと聞いているのですけれど、設備工事

そして携わる関係機関の従業員が、まずそのこ

費の中に、恐らくプロパンのバルクタンクが

とを認識するための知識を得るための研修、ス

入っていると思うのですけれども、一般質問の

キルアップを目指すためのケアの研修というこ

ときに、ライフサイクルコストという言葉で

とを盛り込ませていただいております。これは

ちょっと答弁されていましたけれども、１５年

引き続き、今年度に限らず、来年度も継続して

と言っていましたけれども、ここで設計された

進めていきたいと。一応あくまで目標は来年度

バルクタンクの寿命というのは１５年という意

実施を定めておりますけれども、やっぱり医師

味なのか、ちょっと確認をしたいと思います。

の皆さん方の意思疎通だとか考え方、さまざま

それから、備品購入、同じ項目のところで、

ございます。今、それを調整している段階で、

五百三十万何がし、載っかっていますけれど

あくまで目標は来年度からやっていきたいと。

も、住民課のほうの明細にも大中山支所の備品

もしかすると、ちょっと年度途中、もしくは

購入で１３０万円という金額が上がっているの

ちょっと１年延びる可能性もなきにしもあらず

ですけれども、この辺の説明をちょっとしてい

ですけれども、そこは一生懸命やっていきたい

ただきたい。

なと思っております。

それから、ナンバー１２で、１歳半健診、３

以上です。

歳児健診というのがありますけれども、昨年、

○川村委員長

５歳児健診を実施するというふうに決めたので

○平松委員

すけれども、まだその分の予算は発生していな

れども、この５３０万円、どういったものを買

いということなのでしょうか。

われたのかという簡単な説明と、今のバルクタ

この３点、お願いします。

ンクが耐用年数１５年、１５年ごとに複合施設

平松委員。
備品購入、大雑把でいいのですけ

○川村委員長 子育て健康支援課長。

ではガスの設備を全部更新するという考え方と

○岩上子育て健康支援課長

まず、１点目のバ

いうことですよね。私が、２年くらい前だった

ルクタンクの１５年ということの考え方なので

かな、この件で質問したときに、当時、道から

すけれども、当該施設については、大型施設で

来られた女性の技師が、設計比較をして、プロ

はないということで、ごく一般的な建物のとら

パンの使用を決めましたという説明をしました

えとしてのガス設備、これについては耐用年数

けれども、そのときには、キュービクルを使う

１５年ということで、小学校だとか大きい施設

か、プロパンを使うかという話をしたのですよ

になると３０年だとか、そういう年数になるか

ね。だけど、キュービクルというのは寿命は

と思いますけれども、当該施設は１５年という

ずっと長いのですけれども、１５年ごとに設備

基準で施工されております。

を更新するという判断が果たして理にかなって
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いたのかどうかというのは、耐用年数の違うも

のほうでお話しできるというふうに思います。

のを比べて、１５年でしめて、要は１５年の評

以上です。

価をして、こっちのほうが安いですよと。だけ

○平松委員

ど、１５年たったらまた同じ設備更新し、４５

○川村委員長

年たったらまた設備更新しという、どうもその

副委員長。

辺が、俺は納得できないなと思うのだけれど

○川上副委員長

も、ものを決めるときは同じ基準で決めていか

けれども、共通様式の１０番、保健指導車管理

ないと、比べようがないと思うのだけれども、

費、事業目的のところ、右のほう、需用費、１

この辺について、今ここで説明できるかどうか

１、不用額の確認だったのですけれども、２万

わからないのですけれども、何か町というのは

３,９４７円と書いているのですけれども、３万

鉄筋コンクリートの建物は４９年というふうに

２,９４７円の間違いでないかと思うのですけれ

決めていますから、だから４９年の間にどのく

ども、どうですか。答え出ないなら後でいいで

らいのお金がかかるのかという、それをはじい

すよ。

た上でこっちにしましたという説明が全部通っ

○川村委員長

ているなら話はわかるのだけれども、この設備

終わります。

暫時休憩いたします。
２時５９分

休憩

─────────────

いうのは納得できないなと思うのですけれど

午後

も、その辺、もし部長、何か答えられることが

○川村委員長

あったら。

ます。
民生部長。

○杉原民生部長

大したことない質問なのです

午後

を入れるためにみたいな、その上限が変わると

○川村委員長

ほかに質問のある方。

３時０１分

再開

休憩前に引き続き、再開いたし

子育て健康支援課長、お願いします。

まず、備品購入に関しまして

は、複合施設で合築して、出張所と学童保育と

○岩上子育て健康支援課長

貴重な時間を費や

してしまい、済みませんでした。

合築しているものですから、学童保育で使う部

川上委員から質問がございました、需用費３

分の備品と大中山出張所で使う部分の備品、部

２万５,０５３円に対する不用額の金額の確認な

屋でいきますと、大中山出張所の部分と、それ

のですけれども、後ほど予算書と照らし合わせ

からコミュニティルームという、２部屋、ちょ

ながら、執行状況を確認して、この金額につい

うど出張所側についている、仕切れるお部屋が

て再度御報告をさせていただきたいと思います

あるのですが、そこは出張所のほうで備品購入

ので、よろしくお願いいたします。

と。それ以外の部分、多世代交流ルームだと

○川村委員長

か、それと学童の施設のほうの必要な備品はこ

ろしいですか、後ほどということで。

ちらの子育てのほうで、それぞれ分担してそろ

（「はい」と呼ぶ者あり）

えているというような状況です。

今の課長の回答で、皆さん、よ

○川村委員長

それと、今御質問にあったようなガスの部分

それでは、ほかに質問のある

方。

につきましては、設計の部分で、技術的な部分

（「なし」と呼ぶ者あり）

があるので、こちらのほうでは、都市住宅課の

○川村委員長

ほうで設計担当してやっていただいているし、

たいと思います。

ガスの耐用年数の部分に関しましては、当然、
法令にのっとって、危険物であることもありま

以上で、子育て健康支援課の審査のほうを終
了いたします。

すので、その部分は基準に従って更新はきちっ
と対応していきたいというふうに考えていま

それでは、質疑のほうを終わり

民生部長、子育て健康支援課長、お疲れさま
でした。

す。

暫時休憩いたします。

以上のところまでは、こちらの子育ての担当
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午後

３時０２分

休憩

─────────────
午後
○川村委員長

３時０５分

なってございます。

再開

次に、ナンバー４、有害鳥獣対策費です。当

それでは、休憩前に引き続き、再

開いたします。

初予算額６２１万８,０００円、補正額がマイナ
スで４９万６,０００円、予算現額は５７２万

環境生活課の審査を行います。

２,０００円で、支出済額が５２３万７,７８４

民生部長、環境生活課長、御苦労さまです。

円、不用額が４８万４,２１６円で、執行率９

それでは、共通様式に基づき、説明のほうを

１.５％となってございます。事業の目的は、有

お願いいたします。

害鳥獣対策業務を円滑に行うための事業で、主

資料の具体的な内容については、特段の説明
がない限り、記載のとおりでよろしいです。

獣被害対策実施隊員２６名への報酬、報償費、

では、お願いいたします。
○磯場環境生活課長

な支出は、記載のとおり、町が委託している鳥
費用弁償を行っているほか、需用費では、ヒグ

それでは、環境生活課所管

マ追い払い用の火炎玉などの購入、熊のわなの

分の平成３０年度決算審査特別委員会要求資

修繕などで、需用費合計で４６万３,７３６円の

料、共通様式について御説明申し上げます。

支出となってございます。

ナンバー１、事業名称は自治振興費です。こ

次のページになります。ナンバー５、有害鳥

の予算は、環境生活課のほか、政策推進課、住

獣対策車管理費です。予算現額１７万１,０００

民課の３課で共有しており、私のほうから環境

円、支出済額が１４万３,３３０円、不用額が２

生活課分について御説明いたします。予算額は

万７,６７０円で、執行率８３.８％です。事業

６９万４,０００円で、支出済額６４万７０円

の目的は、有害鳥獣対策の公用車の管理でござ

で、不用額５万３,９３０円、執行率は９２.２

います。支出内容は記載のとおりでございま

％となっています。事業の目的は、広聴、苦情

す。

処理業務を円滑に行うための事業でございま
す。支出内容は記載のとおりでございます。

ナンバー６、火葬場及び墓地管理費です。当
初予算額１,０９０万４,０００円、補正額が１

次に、ナンバー２、環境衛生費です。当初予

６４万２,０００円で、６月に未使用墓地の返還

算額４８万９,０００円、火葬場の管理燃料費へ

還付金で４３万２,０００円、９月に火葬場の畳

４万２,０００円流用しており、予算現額は４４

の表がえと除雪費で１０６万４,０００円、１２

万７,０００円で、支出済額が４０万５,９３１

月に燃料費で２９万６,０００円、３月整理予算

円、不用額が１,０６９円で、執行率は９９.８

でマイナス１５万円となってございます。流・

％となっています。事業の目的は、畜犬取り締

充用は７万２,０００円で、予算現額は１,２６

まり及び狂犬病予防、その他環境生活業務を円

１万８,０００円、支出済額が１,２５９万２,４

滑に行うための実施で、支出の内容は記載のと

９３円で、不用額が２万５,５０７円で、執行率

おりとなっております。

９９.８％となってございます。事業の目的は、

続きまして、ナンバー３、環境衛生車管理費

火葬場及び墓地管理運営を円滑に行うための事

です。当初予算額１５万２,０００円、補正額

業で、主な支出内容ですが、給料及び手当、共

が、９月に冬タイヤ購入で４万４,０００円増、

済費につきましては、火葬場嘱託職員１名分の

３月に燃料費、ガソリン代３万３,０００円の

ものとなってございます。需用費の燃料費、灯

増、また、火葬場の管理燃料費へ３,０００円流

油につきまして、１２月に燃料単価の高沸のた

用しており、予算現額は２２万６,０００円で、

め補正をしましたが、１２月から３月にかけて

支出済額が２２万３,２９３円、不用額は２,７

火葬の件数が急激にふえまして、特に３月は５

０７円で、執行率は９８.８％となっておりま

２件と、年度末と重なったことから、環境生活

す。事業の目的は、衛生業務を行う公用車の管

課内の事業予算の中からかき集めて対応したと

理でございます。支出の内容は記載のとおりと

ころでございます。
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続きまして、ナンバー７、事業名は自然環境

物対策車管理費です。当初予算額６５万６,００

保全対策費です。当初予算額７７４万円、補正

０円、火葬場のほうに２万７,０００円流用しま

予算額がマイナス６５万４,０００円、予算現額

して、予算現額６２万９,０００円、支出済額が

は７０８万６,０００円、支出済額が６９３万

６１万３,０５５円、不用額が１万５,９４５円

９,０７９円、不用額が１４万６,９２１円で、

で、執行率９７.５％となってございます。事業

執行率９７.９％となっています。事業の目的

の目的は、不法投棄の監視処理に係る公用車の

は、環境保全業務を円滑に行うために実施する

管理でございます。支出内容は記載のとおりと

ものです。主な支出としては、給料、職員手

なってございます。

当、共済費は嘱託職員１名分となってございま

ナンバー１１、リサイクル推進対策費です。

す。需用費については、９月の台風で苅澗浄化

当初予算額が３７２万２,０００円、補正額がマ

エリアの橋の欄干が損傷し、９月議会で１０万

イナス１８万４,０００円、予算現額３５３万

円を補正し、修繕しております。

８,０００円、支出済額は３０９万９,１５４

続きまして、ナンバー８、生活環境対策事業

円、不用額が４３万８,８４６円で、執行率は８

費です。当初予算額は１,１５３万７,０００

７.６％となってございます。事業の目的は、リ

円、補正額が２,２９４万７,０００円、予算現

サイクル推進事業を円滑に行うためで、報償費

額３,４４８万４,０００円、支出済額が３,４４

が資源ごみ分別回収奨励報償金として、町内会

８万３,２８５円、不用額が７１５円で、執行率

など４７団体に２８８万５,１２４円を支出して

１００％となってございます。主な内容は、委

おります。

託料で、草刈り業務で４７９万９,６８５円、ま

続きまして、ナンバー１２、廃棄物対策処理

た、負担金補助金で合併処理浄化槽設置補助金

費です。当初予算額５億７２６万３,０００円、

が２,９６４万円で、法人で２８０人槽が１件、

補正額が三角の２０万６,０００円、予算現額５

これが１,５３０万円、それから、５０人槽が１

億７０５万７,０００円、支出済額が５億４９３

件、これが８００万円、その他一般住宅１０件

万２,９１４円、不用額が２１２万４,０８６円

で６３４万円となってございます。

で、執行率９９.６％となってございます。事業

次に、ナンバー９、廃棄物対策費です。当初

の目的は、廃棄物処理業務を円滑に行うためで

予算額４６７万円、補正額が４９５万２,０００

ございます。主な支出は、委託料で廃棄物収集

円、予算現額は９６２万２,０００円で、支出済

運搬及び処理施設管理業務委託で１億７,７１４

額が９３３万２,１８０円、不用額が２８万９,

万４,８４０円、また、渡島廃棄物処理広域連合

８１８円で、執行率９７％となってございま

負担金が３億１,００７万７,０００円となって

す。事業の目的は、不法投棄の監視処理及びご

います。

み処理全般に関する業務を円滑に行うためのも

次のページになります。ナンバー１３、廃棄

ので、支出の主なものとしては、環境整備清掃

物対策処理作業車管理費です。当初予算額１４

員４名の賃金、保険料などとなってございま

５万９,０００円、補正予算額が４６万８,００

す。そのほかには、タイヤ処理などはほぼ例年

０円で、タイヤとチェーンを購入しています。

どおりで記載のとおりですが、平成２５年３月

予算現額は１９２万７,０００円、支出済額が１

に策定しました一般廃棄物処理計画の改定業務

３８万７５円、不用額が５４万６,９２５円で、

として１９２万２,４００円、クリーンセンター

執行率７１.６％となっています。事業の目的

延命化調査のための計画対策業務委託料３６５

は、廃棄物処理施設の作業車の管理を行うため

万４００円を支出しております。なお、この延

の事業で、支出内容については次のとおりと

命化業務の結果、推定埋め立て可能年数は２０

なっております。

３２年２月までとされております。

続きまして、ナンバー１４、し尿処理費で

次のページになります。ナンバー１０、廃棄

す。予算現額６,１７２万７,０００円、支出済
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額は同額で、不用額ゼロ、執行率１００％と

が３.２ということで、ちょっと基準を上回って

なっております。支出は負担金及び補助金で、

いるというような状況でございますが、何とか

南渡島衛生施設組合への負担金となってござい

下げていきたいということで、調査ももちろん

ます。

継続していますし、さまざま取り組みをしてい

最後、ナンバー１５、消費者行政事業費で

るところでございます。

す。予算額７４万４,０００円、不用額はゼロ、

資料については以上でございます。

執行率は１００％となってございます。支出は

○川村委員長 ありがとうございます。

負担金及び補助金で、消費者行政広域化負担金

これより質疑を行います。

として函館市に支出しております。

質疑のある方。

続きまして、追加資料の、初めに合同墓の関

田村委員。

係でございます。合同納骨塚の平成３０年度の

○田村委員

まず、一般のほうのナンバー９の

町内、町外それぞれの利用状況ということで資

委託料の中に、一般廃棄物処理基本計画改定等

料の要求がありまして、合同納骨塚は利用開始

業務委託料、それから、七飯町クリーンセン

が平成２９年１０月から、埋葬容量は約１,５０

ター延命化計画対策業務委託料、この内容、簡

０体の焼骨を埋葬可能となってございます。使

単に、どういったような内容になったのかと、

用料については、焼骨１体につき１万５,０００

それから、資料の説明ありましたけれども、平

円ということで、これは条例の第４条第２項に

成３０年度は町外が１３件ということで、これ

定めてございます。

については、町内とは違って、特別な事情があ

町内、町外の利用状況ですけれども、２９年

る場合ですよね。町長が認めた場合ですよね、

度も記載しましたけれども、町内が９件、町外

条例上では。どういったような中身で入れたの

が４件、合計１３件。平成３０年度は、町内が

か、そこら辺、ちょっと教えていただきたい。

５４件、町外が１３件で、合わせて６７件とい

通常、差をつけたりすると、ある程度、条件な

うことで、２９年度、３０年度、合わせて８０

しで入るのですけれども、町内、町民と同じ１

体の御遺体が埋葬されているというところでご

万５,０００円ということで、その前段には、や

ざいます。

はり特に町長が認めた場合においては、町外も

それから、平成３０年度に関する大沼の水質

入れることができると。ヨーイドンのときには

調査の結果と流入河川の水質調査の結果につい

４件なのですけれども、１３件ということで、

てということで、カラー版のグラフのほうと、

だんだんふえてきているという、そういう中

それから白黒の表のほうと、２枚つけてござい

で、３０年度について、どういったような理由

ます。

で入れたのか、ちょっと教えていただきたい。

カラーのほうが、北海道が統計を最終的には

○川村委員長 環境生活課長。

発表している数字でございまして、これは最新

○磯場環境生活課長

まず、ナンバー９の委託料

のもの、まだ２９年度のものしかございません

の関係でございますけれども、まず最初に、一

けれども、２９年度の大沼のＣＯＤの値が３.

般廃棄物処理基本計画の改定等の委託業務につ

５、小沼が４.２ということになってございま

いては、廃棄物処理法の６条第１項の規定に基

す。

づきまして、平成２５年３月に処理計画を策定

次の表のほうが、町のほうで採取している水

してございます。この計画というのが、平成２

の状況ということで、例えばＡの軍川のＣＯＤ

４年から令和８年までの１５年間の計画という

が、４月は１.６、５月１.７とか、ずっと基準

ことでやっていまして、おおむね５年ごとに見

値を下回っているのですけれども、１１月のと

直しをするということで、今回、既存施設の老

きに３.９ということで、３.５を超えてしまっ

朽化ですとか、処分の逼迫などにより、将来の

たと。また下回ったのですけれども、３月８日

ごみの使用量を反映したデータ更新を行って、

－ 37 －

改定を行っているというところでございます。

それから、業務委託の関係ですが、これは、

成果としましては、現状、平成２９年が１人１

例えば委託で上がってきますよね。例えば町が

日当たりのごみの排出量が９５１.０４グラム、

かみ砕いて概要版みたいなものを議会のほうに

それが、目標、令和８年については８４０グラ

資料として出すということはできるのか、もう

ムを目標としているというところでございま

出ているの。

す。

○川村委員長 環境生活課長。

それから、クリーンセンターの延命化の計画

○磯場環境生活課長

概要版が実はなくて、大き

の業務でございますけれども、こちらのほうに

い、結構ページも７６ページという形になっ

ついても、埋め立ての処分場が、もともと１５

て、これが廃棄物基本計画です。それから、延

年でいっぱいになるという当初の計画で策定し

命化のほうも、簿冊が結構厚くて、一応ホーム

ていたのですけれども、現状を見ると、まだ見

ページには載せてはいるのですけれども、

た目の段階で、まだ余力があるのではないかと

ちょっと資料的に量が、ボリュームがちょっと

いうところから、リサイクルなども進んでいる

あるということで、一応ホームページに掲載し

ということで、１回ちょっとこれを本当に逼迫

ているところでございます。議会のほうも

しているのかどうか、もう１回検査、チェック

ちょっと考えさせていただきます。

をしようということで、業務の内容としては、

○川村委員長

現地測量、それから、残容量の算出、それか

○田村委員

ら、延命化の計画の検討ということで、一応

力してください。

やった結果、まだ今の排出量で埋め立てをして

終わります。

いったとしても、２０３２年の２月まではもつ

○川村委員長

だろうというところで策定されているところで

平松委員。

す。

○平松委員

田村委員。
早急に考えて、手に入るように努

ほかに質問のある方。
ナンバー６の電気料金のことを

それから、合同墓の関係ですけれども、条例

ちょっとお聞きしたいのですけれども、２月

では、七飯町に住所のある方という形で定めて

に、私の母をここで火葬したのですが、トイレ

います。特に町長が認めたものという形になっ

の電気ヒーターがとめられていた。それは予算

ていまして、それは何かというと、一つは、本

がないということでとめていたということが

籍が七飯町にあるというのが一つ。それから、

あったのですけれども、本来であれば、町民

そのお骨を納めたいと言っている人、その人の

サービスをちゃんとやって、足が出たら出たの

住所が七飯町にあるという、その二つが、町長

処理を考えればいいのですけれども、年度末を

が特に認めたと、そういう形に処理させていた

控えて、予算が足りなくなりそうだからとめる

だいております。

ということがあったということは事実ですか

以上です。
○川村委員長
○田村委員

ら、そういうことについてちょっとどうなのか
田村委員。

と。

そうすると、納骨のほうについて

それから、その下に、施設の修繕料という、

はわかりました。要は、入れたい人、希望する

６０万円ありますけれども、これのちょっと説

人が地元で、親が秋田であろうが東京であろう

明をお願いしたいと思います。

がという、そういう感じ、あるいは、入りた

それと、ナンバー１２で、廃棄物の収集運搬

い、今函館だけれども、本籍が七飯の場合は、

をやっているわけなのですが、これは私は事実

入りたいと言ったら入れる、そういう人方が全

確認をしていませんけれども、ある業者から、

部、２年間で１７件というのはそれらに合致し

町外のごみを、お金をとって自分の車に積ん

た人が入っているということですね。そうです

で、このリサイクルセンターで処理をしてい

か、わかりました。

る、要は七飯町のお金でごみ処理をしていると
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いう話がちょっとあったのですけれども、そう

持ってきているというところは、クリーンセン

いう事実はないとは思うのですけれども、一応

ターのほうからはそういう情報は、報告は受け

そういうことについての認識があるかどうかと

てはおりませんが、そういうのがあれば是正し

いうのをお聞きしたい。

ていきたいということで考えてございます。

もう１点、これは藤城北部町内会というとこ

それから、藤城北部の関係でございますけれ

ろで８月に出した資料を見ているのですけれど

ども、３月の予算の特別委員会のときにも、小

も、平成２８年から、この町内会の真ん中にＲ

松委員のほうからそういうお話がありまして、

Ｃという会社が、ペットボトルとか、ここでは

早速、うちのほうでも対応させていただいてい

ごみと書いていますけれども、そういったもの

ます。所有者というか、事業をやっている方に

を集めて、どこかに持っていくという事業を始

も言って、処理をするようにということで催告

めたと。町内会のほうでは弁護士を雇ったり何

しまして、７月の末までに全て撤去、処分をさ

なりして、早くこういうものをなくしてくれと

れまして、現地についても、うちのほうでも写

いうことをやった結果、ことしの夏で全部なく

真ももちろん撮って、きれいになっているとい

なりましたということが書かれているやつなの

うところを確認していますし、町内会の方にも

ですけれども、これには、途中で町長にも来て

そこの現状は見ていただいて、そういう報告を

もらっているし、何回も早く処理をしてくれと

して、全て処理は終わっているという状況でご

いう要望をしたということが書かれているわけ

ざいます。

なのですけれども、こういうことというのは、

以上でございます。

決算の特別委員会の中で、もし町のほうでちゃ

○川村委員長

んと説明ができるものであればしてもらいたい

○平松委員

なと思ったのですけれども、その点についてい

ものって、はっきり言えばどこから持ってきた

かがなものかなと。今ここでしろということで

ものか全然わからないという可能性がないわけ

はないのですけれども。

ではないと思うのですけれども、その辺、何か

○川村委員長 環境生活課長。

町外か町内かというものを確かめるのは業者任

○磯場環境生活課長

まず、ナンバー６の電気料

せではないかなと思うので聞いてみたのですけ

の件でございますけれども、大変申しわけござ

れども、その辺、何かしらきちんと、今のとこ

いませんでした。パネルヒーター、暖をとるト

ろは間に合っているから、そんな危機感はない

イレは、凍結防止というのが主な目的で使って

のでしょうけれども、そういう声があったとい

いるところではございますけれども、利用者が

うことは、少し何か対応策を考えてもいいので

いるときは、少し暖房をつけて、これから対応

はないかなというのが一つ。

してまいりたいと思ってございます。大変申し
わけございませんでした。

平松委員。
リサイクルセンターの埋め立ての

それから、最後のＲＣの件なのですけれど
も、どうも全体がどうだったのかということ

それから、修繕料についてですけれども、焼

が、我々、把握できていないのですよ。例え

く基盤が一部消耗していたということで、そち

ば、町内会の言い分であれば、突如、そういう

らの部品の交換ということで聞いてございま

ものが、自分の町内会にごみが集まってきたと

す。

いう話から始まっていますけれども、これは町

それから、収集運搬については、ちょっと具

がちゃんとそういうことを認めた上で始まった

体的にうちのほうでそういう情報は、クリーン

事業だったのか、それとも、後追いで、先にご

おしまのほうからも入ってきてはいないのです

みを持ってきてしまって、騒がれたから、そこ

けれども、町外のものを七飯町の業者が運ぶと

をちゃんとそういう事業申請をしたというよう

いうことが……（発言する者あり）埋め立ての

なことだったのか、何かその辺がいつまでもぶ

ほうも、町外のものをうちのほうにわざわざ

つぶつぶつぶつ聞こえてくるので、確かに去年
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も小松議員も言っていましたし、何かちゃんと

り景観上もよくないと。それから、周りに住ま

説明がほしいなという気がしているのですけれ

われている方々のやっぱり衛生上の関係もあっ

ども。

て、そういうような相談というか苦情という

○川村委員長

民生部長。

○杉原民生部長

か、町のほうに町内会からございまして、それ

初めに、収集運搬の、埋め立

に対して、環境生活課のほうで、その事業を行

て処分場、クリーンセンターのほうの関係です

われている方に直接電話したりお会いしに行っ

けれども、あくまでも町内の許可業者、町内の

たり、出向いて、協力を求めてきたというよう

運行の許可をとった一般廃棄物の処理業者の事

な中で、ちょっと期間はかかりましたけれど

業者に頼んだ分が、町内のごみを持っていく場

も、最終的にことしの７月で全てのものを約束

合に受け入れ可能ということで、だから函館市

どおり片づけていただいたというような状況

内のごみ収集運搬の事業者も、その部分に関し

で、最初のときは資源活用、利用するというこ

ては、七飯町内での運行許可も持っているとこ

とで、有価物というか、そういう意味できちっ

ろもございますので、函館市内の、例えばごみ

とそこの廃棄物の一時保管場所みたいな許可も

の収集運搬業者が、七飯町内の、例えば事業所

得て、正式にやっていたのです。ところが、途

とか一般家庭のごみを頼まれて運んでいって、

中で断念されたということで、そういうような

埋め立てに持っていくということはあります。

今の状況になったということで、それで責任

ただ、そのときに、ごみ処理手数料というのが

とって片づけてくださいということで、何回も

絶対かかるのです。はかりではかって、空にし

環境生活課長を初めそこの事業者さんの事務所

てからまたはかって、何キロですよと。その部

に足を運んで、協力をしてもらって、ちょっと

分のごみ処理手数料は納付書で払ってもらうも

期間は７月までかかりましたけれども、何とか

のですから、住所と名前を聞いて、それで納付

今、きれいに整理されたという状況ですので、

書、切符を渡すという形になっているので、そ

御理解いただきたいというふうに思います。

の部分で、どちらの町内のごみかどうかという

以上です。

のは判断するようにはしておりますけれども、

○川村委員長

うそを言われれば、ちょっと入ってしまう場合

澤出委員。

ほかに質疑のある方。

もないとは言いがたいので、その部分に関して

○澤出委員

１点だけ。短く終わります。こっ

は今後も注意するようにというふうに指導は入

ちの資料、平成３０年の水質のところで、１０

れていきたいというふうに思います。

月９日と１１月２１日というところの乱数、下

それから、藤城北部町内会のＲＣというとこ

を追っていくと、苅間浄化エリアのＨとＩのと

ろのごみの部分ですけれども、当初は、そもそ

ころで、特に１１月２１日の数値、ＣＯＤにつ

もは資源ごみのリサイクル事業をするという目

いて１６、１５と異常数値が出ていまして、全

的で、藤城の場所で、土地、整地された場所

窒素に至っても３.５、４.０と出ているのです

に、５トンの土嚢袋というのですか、５トンの

けれども、これ、何か事故でもあったのです

大きい袋がありますよね、よく工事現場とかで

か、この日に。１１月２１日のＨ、Ｉのとこ

使うような大きい袋です。土嚢の、大きい、５

ろ。大雨が降って流れ込みが、だけど１５、１

トン入るやつ、それに瓶とか缶とか、そういう

６と異常数値ですよ、ＣＯＤ。工事の何か水で

ような資源なのですよね、もともとは。それを

も流れたのか。１０月の段階でも６.１、５.５

そこに並べていたのですよ。ところが、それが

と、異常に高いのですよね。何かあったのかな

いろいろ市場価格だとかの動向もあったのだと

という、不法投棄でもあったのか。ちょっと原

思うのですけれども、一時中断して、放置され

因がわからなければ、後で教えていただけれ

たような状態になったものですから、それでそ

ば。ちょっとせっかく出た資料なので、異常数

のまま放置された状態で、それは非常にやっぱ

字が出ていますから。
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○川村委員長 環境生活課長。

が現状でございます。

○磯場環境生活課長

○川村委員長

後ほど調べてお知らせした

民生部長。

いと思います。

○杉原民生部長

○澤出委員

見込みも含めて、きちっと精査するということ

○川村委員長

はい。いいです。
ほかに。

で、担当課のほうで今反省しているところで

副委員長。
○川上副委員長

大変これは、ちょっと予算の

す。というのは、３月、整理予算で燃料費とか
共通様式のナンバー６、一番

も落として、その後にこのように足りなくし

下に流用の関係がずらっと並んでいるのですけ

て、大変だということで、財政の係とも相談し

れども、米印のやつ。これ、上の二つ、火葬場

てかき集めさせてもらってやったということ

及び墓地からの同じ事業内の流用ですけれど

で、大体１体当たり、灯油が４５リッターから

も、ほかの下は全部事業別というか、どこから

５０リッターくらいかかるのです。そういう部

でも引っ張ってきて流用をかけている感じ、こ

分を含めて、十何人、１０人にしても５００

ういうのって全然好ましくないと思うのですよ

リッターとか、というとホームタンク１個分と

ね。これ、部長決裁までいっているのですか。

かということもありまして、これについては、

○川村委員長 環境生活課長。

今後、これからの運営に関して、あと、灯油の

○磯場環境生活課長

先ほどちょっとお話ししま

入れ方も、空になったから満タンでなくて、あ

したけれども、焼き場の火葬の燃料費が、ぎり

る程度年度末では調整しながら、必要な部数で

ぎり補正して、３月で整理予算をかけたのです

細々入れるとかというようなことも、現場での

けれども、２月、３月と急に火葬の件数がふえ

対応として今検討しているところなので、今回

て、当初の見込みでは足りなくなってしまっ

は非常にちょっと運営の部分では、もうちょっ

て、半生というわけにもちろんいかないので、

と精査したいなというふうに反省しているとこ

全部本当にかき集めたという形で、一応事業予

ろですので、御理解いただきたいと思います。

算の中と、あとは持ってこれるところ、書類上

○川村委員長

というか、決裁できる範囲内では集めていま

○川上副委員長

す。変なところから持ってきているとかという

はないのではないかなと思うのですよね。もう

ことはないのですけれども、一応課内でも持っ

ちょっと、整理予算で落とすというのもありな

てこれるところの範囲内で、細かくとにかく集

のですけれども、長期的な見込みで対応してい

めて集めて灯油代にしたというのが現状でし

かなければ、こういうのをやっている課なんて

て、経理の流用の判も適正に判はいただいてい

ないですよね。ほかの事業別のほうから寄せ集

るところではございますが、今後こういうこと

めて持ってくるというのは、これをやったら、

がないように、ちょっと見込みが、一気に、こ

みんなどこでもやってしまうと思うので、これ

ちらの黄色いやつの５２ページをちょっと見て

からやらないようにしてもらいたい。

副委員長。
やっぱりこういう流用の仕方

いただけると、ちょっと異常なことがわかると

それと、その上のほうに、２３の償還金利子

思うのですけれども、実際、１月ぐらいで整理

及び割引料、これ、未使用墓地返還金還付金、

予算、大体これで件数で整理予算をかけるの

これ、６２万２,０００円と書いていますけれど

で、大体もう３０件とか４０件ぐらいというこ

も、６３万２,０００円の間違いでないですか。

とでは見るのですけれども、実際には右肩に

それと、不用額ゼロ円になっているけれども、

なって、４５件、５２件ということで、月平

１,０００円でないかなというふうに思うのです

均、平年であれば３７件というのが平均なので

けれども、今答え出なかったら、後で教えてく

すけれども、ちょっと異常にふえて、担当とし

ださい。

てもどうにもならなくて、何千円でもいいから

○川村委員長 環境生活課長。

集めて、とにかくかき集めて対応したというの

○磯場環境生活課長

－ 41 －

先ほどの流用に関しては、

大変申しわけございませんでした。今後気をつ

も、あす以降分で追加の資料要求のある方。

けたいと思います。

池田委員。

それから、未使用返還金の実績の内訳ですけ

○池田委員

それでは、１９日分のやつで、学

れども、これは返還金６２万２,０００円で、返

校教育関係で、大中山小学校体育館の暖房費、

還までの期間が３１年以上だったものが、返還

新しくなりましたから、どのくらいかかるのか

区画２区画ありまして、５万５,０００円、それ

なと思って、旧の暖房費用と現在の暖房費用、

から、２１年から３１年未満のものは……。

教えてもらえればと思います。体育館。（発言

○川村委員長

する者あり）もしあれだったら全部でもいい

副委員長。

○川上副委員長

そういうのでなくて、単に６

し。全部、そうしたら。（発言する者あり）

２万２,０００円と書いているのですけれども、

○川村委員長

これが６３万２,０００円の間違いではないです

○池田委員

かということと、不用額がゼロ円になっていま

○川村委員長

すけれども、不用額１,０００円が発生するので

というか。

はないですかということ。補正で４３万２,００

○池田委員

０円、補正していますよね。当初予算２０万円

あるから。

だから、足せば６３万２,０００円の予算現額に

○関口議会事務局長

なってしまうから。この表だけ見ればわかりま

（発言する者あり）

す。（発言する者あり）補正の主なものという

○川村委員長

ところで、６月議会で４３万２,０００円、補正

り）

かけているけれども、これが４２万２,０００円

発生する分の体育館の燃料費。
燃料費。
どのくらいかかったか、暖房費
そうそう。今後の維持費のことも
暖房費、体育館……。

全部の……。（発言する者あ

光熱費でいいですか。

なら合っているのかもしれないけれども、４３

○池田委員

万２,０００円、増額補正していますよね。当初

らのことがわかってくるから。

予算２０万円なのですよ。足せば６３万２,００

○川村委員長

０円、予算現額が。

加資料。

○川村委員長 環境生活課長。

○池田委員

○磯場環境生活課長

建築方法で、床のほうの建築の部分、床暖のほ

調べて、後ほど。済みませ

いいです。そうすると大体これか
あとほかに何かありますか、追
あと、体育館のほうの下のほうの

ん、ちょっと今宿題で、申しわけないです。

うの建築の図面等、施工図ありましたら。（発

○川村委員長

言する者あり）

ほかに。

ほかになければ。

○川村委員長

（「なし」と呼ぶ者あり）

３０年度にもしそれをやってい

たら、それを出してもらうということで……。

○川村委員長 それでは、質疑を終わります。

（発言する者あり）

以上で、環境生活課に対する審査を終了いた
します。

○関口議会事務局長

まず、３０年にかかる大

中山小学校の需用費ですよね、燃料費と光熱水

民生部長、環境生活課長、お疲れさまでし
た。

費含めた部分と、それが体育館も入っていると
いうことですよね。それで、体育館の……。

暫時休憩いたします。
午後

３時４５分

○川村委員長
休憩

○池田委員

─────────────
午後
○川村委員長

３時４６分

これは体育館だけですか。
体育館の図面。ヒーティングの、

床暖。

再開

○川村委員長

休憩前に引き続き、再開いたしま

す。

体育館の床暖の図面。

○関口議会事務局長

それの数字と、プラス体

育館の図面がほしいと、暖房の図面。

まず、きょうの日程は終わったのですけれど

○池田委員
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そうです。

○関口議会事務局長

ということで、１９日ま

でですね。

今、田村委員のほうからの内容について、今、
後日、まとめのときでやるか、また、町長質疑で

○池田委員

はい。

○川村委員長

やるか、その辺も含めて、また改めてちょっと皆

あとほかに。

さんのほうとまた協議したいなと思っておりま

（「なし」と呼ぶ者あり）
○川村委員長

す。一応そういう形で、こういう問題は一度やっ

それでは、本日予定していた審査

は全て終了いたしました。

ぱり皆さんでやらなければならないなという認識
では皆さん了解していただくということでよろし

本日は、これをもって終了したいと存じます

いですかね。

が……。（「ちょっといいですか」と呼ぶ者あ
り）

（「はい」と呼ぶ者あり）
○川村委員長

○田村委員

すぐ終わりますけれども、先ほど

川上委員のほうから出ましたけれども、この流

したが、本日はこれをもって終了したいと存じ
ますが、これについて御異議ございませんか。

用の問題、確かに答弁では、いい、いい、反省
していますという話だけれども、これ、このま

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○川村委員長

まにしていいかどうかだよね、決算の特別委員
会として。そこら辺で議論してもらえればいい

す。

部分の中で一つのルールに基づいてやっている
以上は、確かに事情はわかるのだけれども、そ
れをやってしまえば、理由なんて幾らでもつい
てくるよね。それを認めたという話になってし
まうと、特別委員会は、基本的にはオーケーだ
よという話になってしまうよね。だから、認め
る、認めないというか、特別委員会の報告書に
は、やっぱりこういう事実があるということで
きちっとうたって、そしてやっぱりこういうこ
とはないようにしてもらわないとだめだという
指摘をしないとさ、やっぱり我々の立場といっ
たら、今まで苦労して、早く帰りたいのにさ、
ずっときたというのに……。（発言する者あ
り）それは誰でも言う話でさ、あれだけれど
も。（発言する者あり）
そうしたら、最後のほうのまとめ

なり、また、町長質問もまだありますので、その
ときにまたどうするかを話をするでよろしいです
か。（発言する者あり）
暫時休憩いたします。
午後

３時５２分

休憩

─────────────
午後
○川村委員長

３時５５分

異議なしと認めます。

よって、本日はこれをもって終了いたしま

のだけれども、やっぱり款項目節の、そういう

○川村委員長

それでは、ちょっと途中になりま

再開

休憩前に引き続き、再開いたしま

す。
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お疲れさまでした。
午後

３時５５分 閉会
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