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午前９時５８分 開会

指摘につきましては真摯に受けとめております

○長谷川委員長 皆さん、おはようございます。

が、今回は、各時点、時点で、その後の展開の予

ただいまより、令和元年度決算審査特別委員会

測がつかないコロナ対策を、この年度末から年度

第４回目の会議を開催します。

始めにかけてしなければならなかったという、非

直ちに本日の会議を開きます。

常に特殊な要因がありまして、例年はきちんと予

本日は、引き続き各課の聞き取りを行います。

算額どおりの基金への積み立てをしているところ

初めに、総務部総務財政課の審査を行います。

を、繰り返しになりますが、やむを得ず、やむに

総務部長、総務財政課長、御苦労さまでござい

やまれず、積み立てをせずに、翌年度の繰越金と

ます。

してコロナ対策の財源として弾力的に活用する判

それから、先日、追加で要求した資料、Ａ４サ
イズを配付しております。

断をしたところでございますので、そのような例
年と異なる非常にまれな状態のもとでの対応をし

前回の委員会で質疑のありました答弁より入り
ます。

たということで、ぜひ御理解をいただきたいと思
います。

総務部長。
○釣谷総務部長

以上でございます。（発言する者あり）
前回の委員会ですぐに即答する

○長谷川委員長

部長。

ことができなく、大変お時間とらせてしまいまし

○釣谷総務部長

失礼いたしました。

たことをまずは重ねてお詫び申し上げたいと思い
ます。

補正予算時点での財源内訳でございますが、共
通様式の７番の今回の財政管理費の表でございま

座って答弁させていただきたいと思います。

す。この中に、特定財源のみ記載というところの

それでは、田村委員からの質疑に対する答弁で

表がございます。ここに決算額という形で、財政

ございますが、まず、３月定例会の整理予算にお

調整基金運用利子９８万４,００７円、減債基金

きまして、財政調整基金４,７７７万円、減債基

運用利子２１万９,５１０円、活力のあるまちづ

金２,０１９万５,０００円、それと、活力あるま

くり推進基金運用利子３３万９,５９６円、それ

ちづくり推進基金１,９５３万８,０００円を増額

と、土地開発基金運用利子７万９,１２３円、そ

の補正予算として３月の定例会で計上させていた

れと、公共施設整備基金運用利子６万９０８円と

だきまして、議決をいただいたところでございま

いうのが財源の内訳でございます。

す。その時点では、その後、コロナ対策の経費が

補正予算の財源内訳は、残りは一般財源でござ

膨大になることが予見できませんでした。例年ど

います。

おり各基金へ積み立てることを想定しておりまし

○長谷川委員長

副委員長。

た。しかしながら、その後の３月の末から、さま

○田村副委員長

説明はわかりましたけれども、

ざまなコロナ対策をとる必要があったことから、

コロナのということで、新年度に向けてどのぐら

出納閉鎖となる５月末に、今回は基金への積み立

いかかるかわからない状況の中で、余剰金のほう

てをせず、令和元年度の余剰金として翌年度に引

に回したということは十分説明ではわかったので

き継ぎ、各種コロナ対策に係る財源として、前年

すけれども、基本的には同じなのですよね。年度

度繰越金として活用するという判断をしたところ

末に基金に入れる、新年度で基金から取り崩して

でございます。

やる、結果的に余剰金からやるといっても、いず

田村委員のおっしゃるとおり、補正予算として

れにしても補正を通さなければどうにもならな

計上し、議会から承認をいただいた以上、基金に

い。そういう手続の手順というものを考えると、

積み立てをして、財源不足の際には、改めてその

きちんと積むものは積んで、そして新年度使うも

基金から繰り入れをするのも、議会との信頼関係

のは使う、あるいは当該年度の年度末で使うとい

を踏まえれば、とるべき手法の、それも一つだっ

うことであれば、専決処分も十分にできているの

たということも、今思えば考えております。その

です。ですから、不用額で残すというよりも、基
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金できちんと１億８,４４６万９,０００円を積ん

こが一つ、判断をしなければならない、その日に

で、そしておろすものはおろす、専決処分するも

ちとしては３月３１日。そこのところの時点で

のはする、あるいは４６％不用額で残すのではな

は、町としてはまだ基金へ積んでいくという、そ

くて、実際、専決処分で使う分は使って、残りは

ういう判断をしていたから、３月３１日までに専

幾らでも、５月の末までに、会計閉鎖までの期

決処分による基金の積み立ての金額を変更すると

間、５月３１日までの間に、残りは積むことは私

いう措置はとっていなかったという、まず一つが

はできたと思うのです。

そこです。

いろいろそういうきちっとした流れの手続、手

それと、そこから４月、皆さん委員さん御存じ

順に沿ってやるべきだったのではないか、そうす

だと思いますけれども、４月に入ってから、結構

るのが通常のやり方であって、余剰金に回すとか

コロナに対する対策の予算、国からの第１次、第

という、このことが、今度は逆に補正をして、議

２次は６月過ぎてからですけれども、第１次と

決をいただいて、そしてそういう状況だからとい

か、そういう動きがものすごく動いてきたという

うことで、４６％も不用額を出して、それを余剰

のは御存じだと思いますけれども、そういう動き

金としていつでも使えるようにした。いつでも使

が４月から始まった中で、５月３１日まで、出納

えるようにするということは、逆に言っても、補

閉鎖期間までの間に予定どおりの基金を積むとい

正をする、そしてきちっと手続をとってからでな

うのが、考えていたのは、３月３１日ではそうい

いと支出はできないという話ですからね。ですか

う予定でした。ただ、４月に入ってそういう動き

ら、基金に積まないで、即効性があるかといった

が出てきて、町の一般財源としてすぐに活用ので

ら、何もないですよ。手続上は何も同じことなの

きる対応をするために、５月の出納閉鎖期間まで

ですよ。余剰金があれば、そのまま専決処分とか

の間に基金を積むことをしなかった、それが町の

いろいろできるかもわからないですけれども、い

判断で行ったということでございます。

ずれにしても、基金に積めば、基金からおろし

田村委員のおっしゃるように、積むものは積

て、専決処分をして、あるいは間に合うのであれ

む、崩すものは崩すと、その都度、その都度、

ば補正をして、そして支出をしていくという流れ

どっちにしろ令和２年度予算で執行する、コロナ

になるわけですから、結果的には、私は、残し

対策は令和２年度予算で大きいものは執行してい

て、８,０００万円も不用額として余剰金に回すと

ますので、そこの部分のやり方としてはどうなの

いう理由が全く見当たらない。これがどこかで支

だという部分に関しては、それも一つの方法とい

出してなくなるというならわかりますよ。でも、

うか、ある意味、議会を通さないと、補正予算と

基金に積みますよという話なのですから、基本的

して議決をいただかないとその予算というのは動

には、やはり基金から、積んだらおろして、そし

いていけないということは、これは当然ですの

て補正をして、そして支出をする、そういう手

で、積もうが残そうが、崩す、それは全て議決を

続、手順をきちっと踏んでいないのはなぜですか

いただかなければならないことですから、何ら手

ということなのです。そこをもう一度ちょっと答

続的に、そこのところに違いはないのではないか

弁をお願いします。

という御指摘ですけれども、それはそのとおりで

○長谷川委員長

ございます。ただ、その手法の中の一つとして、

○釣谷総務部長

部長。
まず一つ、専決処分の件です

基金を積まずに繰越金として残すというのも手法

が、基金の部分の専決処分は３月３１日まで、こ

の一つでございますので、そこのところにつきま

の日にちまでに、もしも専決処分をして、基金の

しては、町として選ぶ手法の判断の一つを選んだ

積み立てる予定の額を変更する場合の専決処分を

という、そういうふうにとらえてございます。

する場合には、３月３１日までに専決処分をしな

ただ、繰り返しになりますけれども、３月の時

ければ、手続はもう既に、元年度予算ですので、

点で、整理予算の時点で、議会の議決をいただい

基金会計は３月３１日で締まりますので、まずそ

た、元年度予算の議決を整理予算でいただいた部
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分に関して、５月の出納閉鎖まで、それが結果的

ということで、再度、そこら辺についての考え方

な判断として、そこまで引っ張って、結果的に積

をお願いします。

めなかったということが決算の事実でございます

○長谷川委員長

部長。

から、その部分が、議員に議決というお約束をし

○釣谷総務部長

同じ答弁になりますけれども、

たものを執行できなかったという部分、それか

そういう手法は幾らか手法があると思ってござい

ら、もしもそういうやり方を変えるというより

ます。委員のおっしゃるのも、それも一つ、どち

も、やり方がこういうふうになりますという部分

らかというと、通常はそういう手法できちっと予

があったのであれば、そういう部分をその時点で

算を講じて執行していくという、そういう手続、

議員の皆様に何らかの方法で情報を提供すること

手順を踏んでございます。ただ、今回のとった手

が、今となってはですが、そうすべきであったな

法が、そことは違う手法をとったという、手法の

というふうに思ってございます。それは反省とし

違いでございまして、何らやってはいけないこと

ては、その点は非常に反省しなければいけないと

をしたとかという部分よりも、どちらかというと

いう点であるというふうにとらえておりますの

議決をいただいている部分を予定どおり執行でき

で、御理解いただきたいと思います。

なかった、しなかったという、理由があってでき

以上でございます。

なかったという部分に尽きるものと私は思ってご

○長谷川委員長

副委員長。

ざいますし、そのためのこういう形で、結果がこ

○田村副委員長

今の説明の中で、ちょっと私、

ういう形で数字として出るということは当然理解

混同しているのでないのかなと思うのは、専決処

した中での執行残でございますので、そこは何が

分が３月いっぱいまで云々、基金のですね、それ

正しいとか正しくないとかという、そういうこと

はそれでいいのです。４月に入れば、もう新年度

ではなく、こういう執行をさせていただきました

の予算ができ上がっているわけですから、新年度

というところでしかないというふうに思ってござ

の予算をくっていく、それだけしかないのです。

います。

旧年度がどうのこうの、５月末までの会計閉鎖ま

以上でございます。

での積む、積まないというのは、いずれも債務負

○長谷川委員長

副委員長。

担行為が３月３１日までであって、それ以後とい

○田村副委員長

言い分はそれぞれあるとは思う

うのは新年度だけれども、債務負担が３月３１日

のですが、基本的には、前回にも私、申し上げた

までとっていれば、５月末までの会計閉鎖までに

とおり、補正をしますよと。議会でいいですよと

金銭の動きはいいですよというだけの話ですか

議決をしている。そして、４６％もの８,０００万

ら、そういうことを考えれば、４月に入れば、と

円ほどの額が未執行で残して、コロナですよとい

にかく新年度予算を執行していくという、そうい

う、そういう理由というのは本当に理由に当たる

う流れですから、私は３月の定例、３月の初めあ

のかといったら、私は理由に当たらないと思うの

たりにやったと思うのですが、そのあたりから１

です。幾らでも、全くないところからではなく

か月ぐらい時間があって、その中で、整理予算も

て、幾らでも新年度予算、あるいは旧年度使わな

あれば、新年度の新たな予算の枠組みの審査も

くても、新年度予算で十分対応できていたはずな

あったという、そういういろいろな動きの中で、

のですよね。だから、私は８,４００万円の不用額

やはりきちっと入れるものは入れる、おろすもの

というのは、実際にはコロナの理由ではないよう

はおろす、使うものは使う、新年度になったら新

な気がしてならないし、また、コロナがその８,０

しい予算執行の中でしっかりやっていくという、

００万円を不用額にした理由に当たらないという

これは私はルールだと思うのですけれども、やっ

ふうに私は理解しているのですけれども、その見

ぱり説明の中で、違法性があるとかないとかとい

解はどうですか。

う話ではなくて、やはりきちっとそういう行政の

○長谷川委員長

部長。

手続、手順を踏んでやるべきだったのではないか

○釣谷総務部長

委員がおっしゃっているコロナ
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の理由以外に何があるのだろうというふうに私は

く説明してほしいなと思います。今のやつ、何だ

思います。間違いなくコロナの対策をとる、幾ら

かわからない、ただ時間だけ費やしたみたいな感

かかるかわからない、これから１次補正、２次補

じになるから。

正、新年度予算、それを一般財源としてあてがっ

○長谷川委員長

ていかなければいけない、交付金だけではそれこ

わかりました。

それでは、再び暫時休憩します。

そ事業を組んでいけない、一般財源を入れてすぐ

午前１０時２２分

に町民に執行していかなければいけないという、

休憩

─────────────

そういう考えの中では、私はそこのところはほか

午前１０時４２分

の理由というものは、当然、私の立場からいって

○長谷川委員長

も、それ以外の議論はした記憶もございません

再開いたします。

再開

それでは、休憩前に引き続き、

し、コロナの対策のみだと、理由としてはそれだ

ただいま休憩中に調整いたしました。

けです。

それで、部長のほうの答弁で、追加答弁があり

以上です。

ますので、よろしくお願いいたします。

○長谷川委員長 暫時休憩願います。
午前１０時１９分

部長。

休憩

○釣谷総務部長

─────────────
午前１０時２０分

大変申しわけございません。追

加の答弁をさせていただきたいと思います。

再開

先ほど来、田村委員のおっしゃっています、本

○長谷川委員長 休憩前に引き続き、再開いたし

来、こうすべきではなかったのかと、手続的なも

ます。

の、それにつきましては重々理解をしております

副委員長、田村委員からの質疑、これで終了い
たします。

し、通常はそういう、何もなければそういう手続
を例年とっていたということは、そこのところは

よって、本日の聞き取りを終了いたします。

間違いないことでございます。

総務部長、総務財政課長、大変御苦労さまでし
た。

ただ、今回の町としてのコロナ対策の部分とい
うのは、ある意味、財政的にも重要な部分で、こ

暫時休憩いたします。
午前１０時２０分

ういう手法をとる判断を５月の末にしたというこ
休憩

とでの違いでございますので、ただ、実際にこれ

─────────────
午前１０時２１分

だけの基金の積み立ての執行をしないという判断

再開

をした時点で、ある意味、予算の執行を約束をし

○長谷川委員長 休憩前に引き続き、再開いたし

た部分に変更が生じているわけでございますか

ます。

ら、その部分は丁寧に何らかの機会を持って議員

○畑中委員

今、暫時休憩だけれども……。

○長谷川委員長
○畑中委員

いえ、再開しています。

ころ、その点につきましては、本当に今さらでは

再開する。

○長谷川委員長
○畑中委員

の皆様に御説明を申し上げるべきだったというと
ございます、もう過ぎてしまって、ああ、という

再開しました。

こともありますけれども、反省すべき点で、今後

今の議論、田村委員と部長の答弁で

の部分につきましても、こういう事態がないこと

はかみ合わないで平行線になっているし、我々に

を切に願うばかりでございますが、今回の対応の

してみれば、どっちがどうなのかわからないま

仕方は、若干、イレギュラーな対応であるという

ま、これで閉じるということは、本当に何かすっ

ところも含めまして、追加の答弁にさせていただ

きりしないものがある。逆に、今、休憩を挟んで

きたいと思います。

もいいですから、きちっと２人で、２人でという

以上でございます。

より、もうちょっといろいろ有識な方々が集まっ

○長谷川委員長

て、それについてきちっと我々議会にわかりやす

○田村副委員長 ないです。
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副委員長、何かございますか。

○長谷川委員長

それでは、質疑に対して、これ

で終了いたします。大変御苦労さまでした。

１,１１６円、執行率は９９.９％でございます。

暫時休憩いたします。
午前１０時４４分

補正予算の主な内容は記載のとおりでございま
休憩

す。主な支出は、使用料及び賃借料のＬＥＤリー

─────────────
午前１０時４６分

出済額は３,６７５万８,８８４円、不用額は３万

ス料が２,８５１万２,０００円、負担金、補助及

再開

び交付金の外灯維持費助成金６８８万５,５３６

○長谷川委員長 休憩前に引き続き、再開いたし

円、外灯新設改良助成金１２２万３４０円などで

ます。

ございます。

それでは、民生部住民課の審査を行います。

次に、４番は、事業決算名、交通安全対策費

民生部長、住民課長、御苦労さまです。

で、当初予算額７０９万５,０００円、補正予算

それでは、決算書及び提出資料に基づき、説明

額２９０万円、予算現額は９９９万５,０００

をお願いします。

円、支出済額は９９３万５,４７９円、不用額は

なお、資料は事前に配付されておりますので、

５万９,５２１円、執行率は９９.４％でございま

資料の事業決算の具体的な内容については、特段

す。補正予算の主な内容は記載のとおりでござい

の説明がない限り、「記載のとおり」でよろしい

ます。主な支出は、報償費の女性交通指導員３名

です。

分２４４万２,０００円、新規事業の高齢者運転

それでは、特別会計についてもあわせて説明を
お願いいたします。

万円、工事請負費の交通安全注意喚起看板設置や

住民課長。
○清野住民課長

免許証自主返納１４５件分といたしまして２９０
道路反射鏡の設置工事などに６０万５,５６３

それでは、令和元年度、住民課

の決算状況を説明いたします。

円、交通安全推進委員会補助金といたしまして３
８０万円などでございます。

共通様式１番、事業決算名、大沼出張所運営費

次に、５番、事業決算名、交通安全指導車管理

は、当初予算額５５万５,０００円で、補正予算

費は、当初予算額１９４万６,０００円、補正予

額マイナス１万７,０００円、予算現額は５３万

算額は８万円、予算現額２０２万６,０００円、

８,０００円、支出済額は４９万８,７８１円、不

支出済額１９９万５,２３６円、不用額３万７６

用額３万９,２１９円、執行率は９２.７％でござ

４円、執行率９８.５％でございます。補正予算

います。補正予算の主なものは記載のとおりでご

の主な内容は記載のとおりでございます。主な支

ざいます。主な支出の内容は、施設管理に係る消

出は、交通安全指導車４台分の維持管理費で、需

耗品、燃料、光熱水費などで、支出金額は記載の

用費、消耗品、燃料費、修繕料、合わせて６７万

とおりとなっております。

２,３０８円、役務費の手数料、保険料合計で１

次に、２番は、事業決算名、大中山出張所運営

７万２,９４０円、使用料及び賃借料は、交通安

費です。当初予算額１５５万５,０００円、補正

全指導車借上料で１１２万６,７８８円でござい

予算額マイナス３６万７,０００円、予算現額は

ます。

１１８万８,０００円、支出済額９７万１７４

続きまして、６番、事業決算名、戸籍住民基本

円、不用額は２１万７,８２６円、執行率は８１.

台帳費は、当初予算額３,０７６万７,０００円、

７％でございます。補正予算の主なものは記載の

補正予算額１４６万１,０００円、予算現額３,２

とおりとなっております。主な支出の内容は、施

２２万８,０００円、支出済額２,８７９万７,３

設管理に係る消耗品、燃料、光熱水費などで、支

５０円、不用額は３４３万６５０円、執行率は８

出金額は記載のとおりでございます。

９.４％でございます。補正予算の主な内容、こ

次の３番、事業決算名、地域防犯等対策費は、

の事業の特定財源としての歳入については記載の

当初予算額３,６７６万６,０００円、補正予算額

とおりとなってございます。主な支出といたしま

２万４,０００円、予算現額は３,６７９万円、支

しては、需用費、消耗品、印刷製本費で５２万
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７,９７８円、役務費は郵便料、住基ネットワー

療助成費は、当初予算額１億３,３２５万１,００

ク専用回線通信料１３４万７,９１０円の支出、

０円、補正予算額マイナス３８４万７,０００

委託料は戸籍総合システム保守ほか４業務合わせ

円、予算現額は１億２,９４０万４,０００円、支

まして１,１４１万５５２円、使用料及び賃借料

出済額は１億２,８０５万１,１２５円、不用額は

は住基ネットワークシステム環境使用料ほか、２

１３５万２,８７５円で、執行率は９９.９％と

業務合わせまして１,０１６万９,７００円、備品

なっております。補正予算の主な内容、特定財源

購入は、ＩＣ旅券用交付窓口端末機及び住基ネッ

は記載のとおりとなってございます。主な支出

トワークシステム機器等譲渡取得で１４２万５,

は、役務費では国保連への調査支払手数料と医療

０１０円、負担金、補助及び交付金は個人番号

機関などへの請求事務手数料などを合わせて２４

カード交付事業負担金で３８４万８,０００円で

１万４,８７０円となっております。扶助費は医

ございます。

療費自己負担の助成に１億２,５５６万６,７０６

次の、７番、事業決算名、社会福祉総務費（国

円となってございます。

民年金）は、当初予算額１９万８,０００円、補

続きまして、１１番、事業決算名、児童手当支

正予算額６万９,０００円で、予算現額は１２万

給費は、当初予算額４億６０６万７,０００円、

９,０００円、支出済額は１１万９,５６５円で、

補正予算額マイナス９３８万５,０００円、予算

不用額は９,４３５円で、執行率は９２.７％でご

現額は３億９,６６８万２,０００円、支出済額は

ざいます。補正予算の主な内容、この事業の特定

３億９,３２３万１,４９０円、不用額は３４５万

財源については記載のとおりとなっております。

５１０円で、執行率は９９.１％でございます。

主な支出は、国民年金に係る一般旅費、消耗品、

補正予算の主な内容、特定財源は記載のとおりと

電話料などの支出になってございます。

なっております。主な支出といたしまして、扶助

続きまして、８番、事業決算名、国民健康保険
特別会計繰出金は、当初予算額３億１,９７８万

費の児童手当で３億９,２５８万５,０００円でご
ざいます。

７,０００円、補正予算額１,２３８万円、予算現

続きまして、１２番、事業決算名、子ども医療

額３億３,２１６万７,０００円、支出済額３億

助成費は、当初予算額１億２,１５６万１,０００

２,９４７万６,１１１円、不用額は２６９万８８

円、補正予算額マイナス８４６万５,０００円、

９円で、執行率は９９.２％になっております。

事業間流用４４万３,０００円、予算現額は１億

補正予算の主な内容、特定財源は記載のとおりと

１,３５３万９,０００円、支出済額は１億１,３

なってございます。主な支出は、国民健康保険特

５３万４,１２０円、不用額は４,８８０円で、執

別会計への繰出金でございます。

行率は１００％となっております。補正予算の主

続きまして、９番、事業決算名、高齢者医療助

な内容、特定財源は記載のとおりとなってござい

成費は、当初予算額５億２,１４８万５,０００

ます。主な支出といたしまして、役務費では国保

円、補正予算額マイナス１,６４９万円で、予算

連合会への調査支払い手数料と医療機関などへの

現額は５億４９９万５,０００円、支出済額は５

請求事務手数料を合わせまして３４９万８,６５

億４８４万７,８５７円、不用額は１４万７,１４

２円、扶助費は医療費自己負担の扶助に１億９９

３円で、執行率は１００％でございます。補正予

５万６,１５０円となってございます。

算の主な内容、特定財源は記載のとおりとなって

共通様式の最後は、１３番、事業決算名、ひと

おります。主な支出では、負担金の北海道後期高

り親家庭等医療助成費で、当初予算額４,２２１

齢者医療広域連合への療養給付費負担金が３億

万４,０００円、補正予算額５４５万４,０００

８,７６３万２,２０８円、また、後期高齢者医療

円、事業間流用といたしましてマイナス４４万

特別会計に対する繰出金といたしまして１億１,

３,０００円、予算現額４,７２２万５,０００

７２１万５,６４９円となっております。

円、支出済額は４,６６２万６,６９５円、不用額

続きまして、１０番、事業決算名、障がい者医

は５９万８,３０５円で、執行率は９８.７％でご
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ざいます。補正予算の主な内容、特定財源は記載

目は、新規事業、高齢者医療免許証自主返納支援

のとおりとなってございます。主な支出は、役務

事業に係る委託業務で、ＩＣカード、乗車券、イ

費では国保連合会への調査支払手数料と医療機関

カスニモカの契約者名、選考業者は函館バス株式

などへの請求事務手数料を合わせまして１２２万

会社、七飯アップル商品券の契約者名、選考業者

１,４５７円となっております。扶助費は医療費

は七飯町商工会となっており、各業務の契約金、

自己負担の助成に４,５３３万５,２３３円の支出

納期、契約、検収、支出命令、根拠法令などは記

となってございます。

載のとおりとなっております。

以上で、一般会計の共通様式の説明を終わりま
す。

３段目の戸籍総合システム共同利用機器等保守
委託業務及び使用業務は、平成２７年９月から、

続きまして、資料について御説明いたします。

渡島、檜山６町の共同利用分で、七飯町が代表に

様式２の予算の流用の状況は、子ども医療助成

なって契約、支払いを行い、後日、各町から分担

費、予算不足のため、総額といたしまして７６万

金を納入していただいております。この契約は長

３,０００円を流用しております。

期契約となってございます。契約者名、選考業者

続きまして、追加要求資料について御説明いた
します。

は、株式会社エイチ・アイ・ディ、契約金額、納
期、契約及び検収、支出命令、根拠法令は記載の

１ページをお開きください。

とおりとなってございます。

財産の買入れ契約の状況といたしまして、物品

次の４段目から３段目は、住基ネットシステム

の名称は北海道市町村備荒資金組合譲渡事業とし

共同利用機器買い入れに係る保守データセンター

て、住基ネットシステム共同機器といたしまし

接続料、環境利用の委託業務で、長期契約、３０

て、買入れは、契約業者が、取得先が北海道市町

年から令和５年度となっております。いずれも随

村備荒資金組合、納品者は株式会社エイチ・ア

意契約で、契約者名は、選考業者名、株式会社エ

イ・ディ、選考業者はエイチ・アイ・ディの１社

イチ・アイ・ディ、契約金額、納期、契約検収、

で、令和元年度分の契約金額は１０９万７,２１

支出命令、根拠法令は記載のとおりとなっており

０円、納期、契約日、債務負担検収日、支出命

ます。

令、根拠法令は記載のとおりとなっております。

次の４ページをお開きください。

次の２ページをお開きください。

町単独事業の補助金の状況でございます。七飯

物品の借入れ金額の状況でございます。物品の

町交通安全推進委員会運営補助金は、金額３８０

名称は、防犯灯及び街路灯等ＬＥＤリース事業

万円、交付先、補助申請、支出命令、実績報告は

リース料は、契約業者名が日立キャピタル株式会

記載のとおりとなっております。

社北海道法人支社、選考業者も日立キャピタル株
式会社北海道法人支社の１社で、令和元年度分の

２段目以降は、外灯維持費助成金で、金額、交
付先などは記載のとおりでございます。

契約金額は２,８５１万２,０００円、納入金額、

８段目から次の５ページまでは、外灯新設助成

契約日、検収日、支出命令、根拠法令は記載のと

金で、金額、交付先などは記載のとおりとなって

おりとなっております。

ございます。

次の物件の名称は、交通指導車２台分の賃借料

一般会計につきましては以上でございます。

といたしまして、契約業者が函館日産自動車、選
考業者はトヨタカローラ函館ほか４業者で、令和

それでは、国民健康保険特別会計に移らせてい
ただきます。

元年度分の契約金額は１１２万６,７８８円、借

令和元年度七飯町国民健康保険特別会計歳入歳

り入れ期間、契約日、検収日、支出命令など、根

出決算の状況を決算書にて説明させていただきま

拠法令は記載のとおりとなっております。

す。

次の３ページをお開きください。

２４５ページを御覧ください。

その他契約の状況でございます。１段目、２段

実質収支に関する調書で、歳入総額が３３億
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４,２０１万３,０７９円に対して、歳出総額は３

８４２円となってございます。主な支出は、１目

３億２,３８４万６,７７８円で、歳入歳出差引額

一般管理費の、事業名、一般管理費国保事業で

は１,８１６万６,３０１円となってございます。

は、役務費の郵便料、電話料合わせて９８万７,

次に、２４６ページ、２４７ページは、歳入の

５２７円、委託料では、国保共同事業ほか委託

款項ごとの決算状況で、２４８ページ、２４９

料、国保システム改修委託料、合わせまして３５

ページは、歳出の款項ごとの決算状況となってご

８万２,９８３円、使用料及び賃借料のシステム

ざいます。

使用料６４万６,０００円、備品購入費、国保総

それでは、２５４、２５５ページの歳入から御
説明をいたします。

合システム端末購入といたしまして１４万７,２
９０円、負担金、補助及び交付金では、北海道国

１款国民健康保険税の状況でございますが、現

保連合会負担金、保険者ネットワーク負担金、情

年度分と滞納繰越分を合わせた収入済額は６億

報収集システム負担金、月報クラウド運用負担

１,４５１万７,０２１円で、前年度対比２,４９

金、合わせまして２４１万１,９７０円となって

３万８６９円の減となってございます。

おります。また、事業名、国保事務職員人件費に

次に、２５６ページ、２５７ページを御覧くだ
さい。

ついては、国保事務従事者４名分の人件費が給
与、職員手当、共済費、合計で２,２１３万９,８

２款道支出金につきましては、一般被保険者に

２８円となってございます。

係る医療費等に対する道負担補助でございます。

２項徴税費１目賦課徴収費は、予算現額３３０

収入済額は２３億９,２０６万６,９４１円で、内

万円に対して、支出済額が２９９万４,８０４

訳は、１項１目保険給付費等交付金から２項１目

円、不用額は３０万５,１９６円となっておりま

財政安定化基金交付金まで、記載のとおりとなっ

す。主な支出は、事業名、国保賦課事務費では、

てございます。

次の２６６ページ、２６７ページの役務費の郵便

３款繰入金１項１目一般会計繰入金は３億２,

料で３１万５,０５３円となっており、事業名、

９４７万６,１１１円で、前年度比９９７万１,９

国保徴収事務費では、役務費の郵便料、振り替え

３０円の減となってございます。

振り込み手数料合わせて１０９万６０６円、負担

４款繰越金は、決算額なしとなってございま
す。

金補助及び交付金の渡島檜山地方税滞納整理機構
負担金、納税貯蓄組合事務費補助金、合わせて１

次に、２５８ページ、２５９ページになります

５５万６,１００円となってございます。

が、５款諸収入の収入済額は５９５万３,００６

３項運営協議会費１目運営協議会費は、予算現

円で、前年度比３２万５,３４７円の増となって

額１２万５,０００円に対し、支出済額が５万３,

ございます。内容は、１項延滞金、加算金及び過

７４０円、不用額は７万１,２６０円となってご

料１目一般被保険者延滞金が４５６万２,７８４

ざいます。主な支出は、事業名、運営協議会費

円で、２項雑入１目一般被保険者第三者納付金が

で、運営協議会１回の開催で、委員９名分の報

１２４万４,５３３円、３目一般被保険者返納金

酬、費用弁償などでございます。

が１３万２,９６７円、５目雑入が１万２,７２２
円となってございます。

４項特別対策事業費は、予算現額６３６万円に
対しまして、支出済額６１４万６,３３６円、不

次は、歳出に移らせていただきます。

用額が２１万３,６６４円となってございます。

国保２６４ページ、２６５ページを御覧願いま

１目医療費適正化特別対策事業費の主な支出は、

す。

委託料のレセプト点検委託料、ジェネリック医療

１款総務費は、主に国保の運営に係る経費でご

品変更差額通知作成委託料、合わせて１６２万

ざいます。１款総務費１項総務管理費は、予算現

４,８１３円などでございます。また、２目収納

額３,１３５万６,０００円に対し、支出済額は

率向上特別対策事業費の主な支出は、事業名、収

３,００７万７,１５８円、不用額は１２７万８,

納率向上特別対策事業費では、徴収嘱託員１名分
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の人件費、給料、職員手当、共済費など、合わせ

済額は同額で、８億４,７９１万９,０００円と

まして４１５万６１４円。

なっております。

次の２６８、２６９ページになりますが、事業

１項医療給付費、予算現額、支出済額同額の６

名、国保公用車管理費では、公用車１台分の管理

億２,５２７万９,０００円となっております。１

にかかる３３万８,９７８円の支出となっており

目一般被保険者医療給付費分、２目退職被保険者

ます。

等医療給付費分は記載のとおりの支出となってお

続きまして、２７１ページの２款保険給付費で

ります。

す。２款保険給付費は、療養の給付費等に係る経

２項後期高齢者支援金等分は、後期高齢者医療

費でございます。２款保険給付費の決算額は２３

制度に係る支援事業費でございます。予算現額、

億５,５２９万２,３０８円で、前年度決算額に比

支出済額同額の１億６,７３８万７,０００円でご

べ４,６４２万９,５８２円の減となってございま

ざいます。１目一般被保険者・後期高齢者支援金

す。

等分、２目退職被保険者等後期高齢者支援金等分

１項療養諸費は、予算現額２０億８,５４２万

は記載のとおりの支出となってございます。

１,０００円に対しまして、支出済額２０億３,４

３項介護納付金分１目一般被保険者介護納付金

９４万７,５５１円、不用額が５,０４７万３,４

分は、介護保険制度に係る支援経費となっており

４９円でございます。１目一般被保険者療養給付

ます。予算現額、支出済額同額の５,５２５万３,

費から５目審査支払手数料までは記載のとおりの

０００円でございます。

支出となってございます。

続きまして、２７６、２７７ページの４款共同

２項高額療養費は、予算現額３億１,４１０万

事業拠出金です。

円に対しまして、支出済額３億１,３１５万５５

１項２目共同事業事務費拠出金は、国保財政の

３円、不用額が９４万９,４４７円となってござ

安定化を図るため、事業経費でございまして、市

います。１目一般被保険者高額療養費から、２７

町村からの拠出金を財源に、高額な医療費につい

２ページ、２７３ページになりますが、４目退職

て都道府県単位で費用負担を調整するための経費

被保険者等高額介護合算療養費までは記載のとお

となっております。予算現額１万円に対して、支

りの支出となってございます。

出済額５３０円、不用額は９,４７０円となって

３項の移送費は、予算現額５０万円に対しまし

ございます。

て、支出済額はなしでございます。

続きまして、２７８、２７９ページの５款財政

４項出産育児諸費は、予算現額７１５万円に対
しまして、支出済額は６１４万４,２０４円、不

安定化基金拠出金は、支出額はなしとなっており
ます。

用額が１００万５,７９６円となってございま

続きまして、２８０ページ、２８１ページの６

す。支出済額は前年度より７０万８６４円の増と

款保健事業費です。保健事業費は、疾病予防を図

なっております。主な支出は、１目出産育児一時

るための事業経費でございます。予算現額２,９

金の６１４万１,６８４円、また、２目審査支払

１１万５,０００円に対しまして、支出済額は２,

手数料２,５２０円となってございます。

３８０万４,５８１円で、不用額は５３１万４１

５項葬祭諸費１目葬祭費は、予算現額１５０万
円に対しまして、支出済額１０５万円、不用額が

９円となってございます。決算額は、前年度に比
べ３８４万４,３０１円の増となっております。

４５万円となってございます。支出済額は前年度
より６９万円の減となっております。

１項１目保健衛生普及費の主な支出は、役務費
の郵便料に５７万３,３６４円や、委託料の各種

続きまして、２７４、２７５ページの３款国民
健康保険事業費納付金などです。

健診委託料、高齢者インフルエンザ予防接種委託
料、合わせて９５４万５,０１０円となってござ

３款国民健康保険事業費納付金は、国民健康保

います。

険事業に係る経費でございます。予算現額、支出
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２項特定健康診査等事業費の主な支出は、医療

費のデータ提供委託料、特定健康診査委託料、特
定保健指導委託料、特定健診受診勧奨業務委託

３行目は、一般被保険者分移送費でございまし
て、予算未執行は３０万円。

料、特定健診等データ管理委託料、合わせまして
１,２６３万９,０２３円となってございます。

次に、退職分移送費でございまして、予算未執
行額は２０万円。

次は、２８２ページ、２８３ページの７款公債
費でございます。公債費の内容は、一時借入金の

ともに未執行の理由は、申請がなかったための
ものでございます。

利子となっております。予算現額３１万９,００

５行目は、事業名が退職被保険者等保険税還付

０円に対して、支出済額は７万６,２４７円で、

金で、予算未執行額は１０万円、未執行の理由

不用額は２４万２,７５３円となっております。

は、退職被保険者等に係る保険税の還付金がな

決算額は、前年度に比べ２３万７,０１２円の減

かったためのものになります。

となってございます。

次に、提出を求められました追加資料要求につ

続きまして、２８４ページ、２８５ページの８

いて御説明いたします。

款諸支出金でございます。諸支出金は、過年度分

その他の契約の状況になります。事業の名称が

国保税の還付金及び国庫支出金等の返還金に係る

特定健康診査受診勧奨等委託業務で、契約及び選

経費となっております。予算現額４８８万８,０

考業者は大和産業株式会社、契約金額が２０８万

００円に対し、支出済額は２５５万５,４００円

４,５００円、工期は令和元年８月２８日から令

で、不用額は２３３万２,６００円となっており

和２年３月３１日までで、契約日、令和元年８月

ます。決算額は、前年度に比べ３,５７３万１９

２８日で、検収日、支出命令、根拠法令などは記

円の減となっております。

載のとおりとなっております。

１項償還金及び還付加算金の主な支出額は、１
目一般被保険者保険税還付金で１０１万５,４０

提出した資料の説明は以上でございます。
○長谷川委員長

０円、３目その他償還金は、国庫支出金などの返

ありがとうございました。

暫時休憩いたします。

還金で１５４万円の支出となってございます。

午前１１時２８分

２項１目延滞金は、予算現額１万円に対して、

─────────────

支出額はなしとなってございます。

午前１１時３８分

続きまして、２８６ページ、２８７ページの９

休憩
再開

○長谷川委員長 引き続き、再開いたします。

款予備費でございます。９款予備費は、予算現額

住民課長。

１００万円に対して、支出済額はなしとなってお

○清野住民課長 それでは、令和元年度後期高齢

ります。

者医療特別会計歳入歳出決算書の２９１ページを

次のページ、１０款繰上充用金は、予算現額

御覧ください。実質収支に関する調書で、歳入総

５,４９２万７,０００円に対し、支出済額は５,

額が４億１,８６１万９,８１３円に対して、歳出

４９２万６,６７４円、不用額は３２６円、執行

総額は４億１,１８７万８,４２２円で、歳入歳出

率は１００％となっております。

差引額は６７４万１,３９１円となっておりま

国保会計の決算状況は以上でございます。

す。この剰余金は、令和２年４月１日から５月３

次に、提出の求められた資料について御説明い

１日の出納閉鎖期間中の保険料収入分がございま

たします。

す。令和元年度の歳入として決算し、令和２年度

様式１の予算未執行の状況でございます。国保

の歳出の予算から同額を広域連合負担金として支

会計の未執行は５件ありまして、１行目は、事業

出するため、令和２年度へ全額繰り越しすること

名が退職分高額療養費、予算未執行額は３０万

となります。

円。

次に、２９２ページ、２９３ページは歳入の款

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。

項ごとの決算状況で、２９４、２９５ページは歳
出の款項ごとの決算状況となっております。
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それでは、歳入から御説明いたします。

数料が２２万３,２９３円、１３節の委託料では

２９８ページを御覧願います。１款１項１目後

保険料の通知書等の印刷製本費などで、合わせて

期高齢者医療保険料の状況でございますが、調定

１９２万２,０００円の支出になってございま

額２億９,８５７万４,１８０円に対し、収入済額

す。

は２億９,４２２万５,４４２円、不納欠損額が５

次に、３０６ページ、３０７ページを御覧くだ

３万８,４００円で、収入済額は４０９万７,３３

さい。２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付

８円となっております。なお、収入済額について

金については、予算現額４億１,６８５万６,００

は、還付未済額２８７万円が含まれてございま

０円に対し、支出済額は４億９００万６,８２０

す。

円、不用額は７８４万９,１８０円でございま

２款繰入金１項一般会計繰入金１目事務費繰入

す。主な支出は、保険料の負担金、広域連合の事

金は１,２２１万４,６８０円で、２目保険基盤安

務費負担金、保険基盤安定負担金となってござい

定繰入金は１億５００万９６９円となってござい

ます。

ます。

次に、３０８ページ、３０９ページを御覧くだ

３款１項１目繰越金は、前年度繰越金７０１万

さい。

４,８００円となっております。

３款諸支出金は、予算現額５５万円に対し、支

４款諸収入１項延滞金、加算金及び過料は、収
入なしでございます。

出済額は１２万５,３００円、不用額は４２万４,
７００円となってございます。

次に、３００ページを御覧ください。２項償還

１項１目保険料還付金は、予算現額５０万円に

金及び還付加算金は１２万５,３００円の収入と

対して、支出済額は１２万５,３００円、不用額

なっており、内訳は、１目保険料還付金で１２万

は３７万４,７００円となっております。２目還

５,３００円、還付加算金はなしとなっておりま

付加算金は、予算現額５万円に対し、支出済額は

す。

なしで、不用額は５万円となっております。

３項雑入は３万８,６２２円の収入となってお
り、２節の後期高齢者医療特別調整交付金となっ

次に、３１０ページ、３１１ページを御覧くだ
さい。

てございます。

４款予備費は、予算現額１万７,０００円に対

続きまして、歳出の状況になります。

し、支出済額はなしとなっております。

３０４ページを御覧願います。

以上が、令和元年度後期高齢者医療特別会計の

１款総務費は、予算現額２８４万円に対しまし

決算状況でございます。

て、支出済額は２７４万６,３０２円、不用額は
９万３,６９８円となってございます。

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。

１項総務管理費１目一般管理費は、予算現額５

様式３の収入未済額の状況についてでございま

１万円に対し、支出済額は４６万９,３２１円、

すが、現年度分は、令和元年度普通徴収保険料

不用額は４万６７９円となっております。主な支

で、調定額が１,６８６件で９,８９８万４,３０

出は１３節委託料で、被保険者証等投入投函委託

０円に対しまして、収入額が１,６７２件で９,７

料、後期高齢者医療システムハードウェアの保守

８７万７,９３９円、収入未済額が２８件で１１

業務合わせて４１万１,７１１円などを支出して

０万６,３６１円となっております。滞納繰越分

おります。

は、平成２２年度から３０年度までの普通徴収保

２項徴収費１目賦課徴収費は、予算現額２３３

険料合計で、調定が７７件、４７１万４,５８０

万円に対して、支出済額は２２７万６,９８１

円に対し、収入額が４２件、１１８万５,２０３

円、不用額は５万３,０１９円となっておりま

円、不納欠損額は４件、５３万８,４００円、収

す。主な支出は、１１節需用費の消耗品、印刷費

入未済額が４４件、２９９万９７７円となってお

１３万１,６８８円、１２節役務費の振り込み手

ります。
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次に、様式４の不納欠損処分の状況でございま

は、２７１ページの保険給付費５,３３７万８,０

す。４件で５３万８,４００円でございます。事

００円、この部分が大きく占めておりますけれど

由別では、本人死亡によるものとなってございま

も、この歳出合計の不要額につきましては、予算

す。

全体の決算額と合わせた部分の不用額でございま

以上で、後期高齢者医療特別会計の説明を終わ
らせていただきます。

すので、額がこういうふうに大きくなるのは、全
体ということで御理解いただきたいと思います。

○長谷川委員長 ありがとうございました。

以上です。

これより質疑を行います。

○長谷川委員長

上野委員。

○上野委員

○上野委員

それでは、ちょっと質問させていた

上野委員。

それでは、これは国保の不用額では

なくて、保険全体といいますと、どういうことに

だきますけれども、２８９ページ、国保の関係で

なるのでしょう。

す。不用額が６,４１５万３,２２２円と、かなり

○長谷川委員長

部長。

大きな金額になっておりますけれども、これにつ

○杉原民生部長

これ、国保会計歳出全体の予算

いてはどのように考えておられるのか、ちょっと

額と支出済額との差し引きの不用額でございます

お伺いします。２８９ページです。

ので、御理解いただきたいと思います。国保会計

○清野住民課長

ということで御理解いただきたいと思います。

不用額３２６円となってござい

ますが。

○長谷川委員長

○長谷川委員長

上野委員、もう一度確認します

○上野委員

上野委員。

それはそれとして、追加なのですけ

けれども、２８９ページ。

れども、繰り上げ充用金が５,４９２万６,６７４

○上野委員

不用額の欄の一番下というのは、こ

円ということで、５,０００万円を超える繰り上

れは不用額ではないのですか。トータルでしょ

げ充用がされてきて、今回、決算では黒字になっ

う。トータルで６,４１５万３,２２２円というこ

たと。黒字になったけれども、繰り上げ充用を消

となのですが、前のページを見れば、それぞれそ

化することなく、そのまま翌年度繰越金で、決算

の金額を足していけばこの金額になるというふう

では１,８１６万６,３０１円の翌年度繰り越しを

に思うのですけれども、金額的にかなり大きいわ

しておりますよね。これでいくと、本来ならばこ

けなので、これについての評価といいますか、考

の繰り上げ充用金を消化していくことにすれば、

え方をちょっと聞きたいなということなのですけ

この決算の１,８００万円で消化して、残が３,６

れども。ですから、２８５ページから２８６、２

７６万円ほどになるということになるのですが、

８７、２８９ページというふうに、これが重なっ

繰り上げ充用はそのままにして、決算の黒字もそ

たのが６,４００万円ということだとは思うので

のままにして決算をしておりますけれども、これ

すが。

でいきますと、国保の赤字については、近々解消

○長谷川委員長 課長。

されるような見通しだと思うのですが、どのよう

○清野住民課長

に考えておられるか、ちょっとお伺いします。

一般的な事業的なものに関して

は、ある程度の精査は可能なのですけれども、給

○長谷川委員長 課長。

付費だったりそういう部分に関しては、なかなか

○清野住民課長

見通しが明確にとられない部分もございます。そ

かげさまで被保険者の方々の御理解と御協力のお

の部分に関しての執行残が積み重なっての歳出の

かげで、想定よりも早い段階で赤字決算を解消で

執行残という形であらわれております。

きたところでございます。今回、１,８００万円程

○長谷川委員長

度の全体で黒字ということになっておりますが、

○杉原民生部長

部長。

今回の黒字に関しましては、お

ただいまの御質問ですけれど

実はこちら、元年度におきまして、２月診療分に

も、２８９ページの不用額につきましては、歳出

係る国民健康保険の診療分ということで、道が国

総合のトータルの不用額ということで、主なもの

保連合会に概算で払って、確定した通知というの
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は、本来であれば道に返還が可能であればそうし

やはり高齢者の交通事故が多くなってということ

ていただきたいところなのですけれども、この返

で、ある面では、令和元年度あたりの目玉政策み

還金の部分を、１回、町の会計を通さなければな

たいな感じであったのですけれども、これは担当

らないということで、歳出分におきましては１,５

課としては、この執行について、やはり予算的に

５０万円程度、国保連合会からの払い戻しによっ

よかったなという思いでおられますか。その辺、

て１,５００万円程度の歳出からの減額をされてご

コメントをお願いします。

ざいます。それによって、黒字会計のほうも１,８

○長谷川委員長 住民課長。

００万円程度という数字を示しておりますけれど

○清野住民課長

も、実質、留保という形で、来年の１月に戻さな

てございます。この事業に関しましては、前年、

ければならないので、実質は２６０万円程度の黒

高齢者による事故がメディア等でも報じられてお

字会計ということになってございます。今後は、

りますけれども、当初、１００件程度見込んでお

今現在の社会情勢であったり、財政状況とかを鑑

りましたけれども、実質上、それを上回っており

みながら、状況を把握しながら考えていきたいと

まして、１２月にも補正、３月にも補正したとこ

思いますので、御理解のほう、お願いいたしま

ろでございます。この趣旨といたしましては、イ

す。

カスニモカを交付しておりますけれども、例えば

○長谷川委員長
○上野委員

上野委員。

前年度の件数は１４５件となっ

そういう車がなくてもバスを使ったり電車を使っ

そうしますと、この繰り越し充用の

５,４００万円くらいは、今後もなかなか解消に

たりとか、利活用できるということを目的に、イ
カスニモカを事業の一つとしております。

ならないような見通しなのでしょうか。その辺に

また、アップル商品券に関しましても、これは

ついてちょっと、今後の見通しを。

タクシー等でも使えますし、また、一時的ではご

○長谷川委員長 課長。

ざいますけれども、家計の一部負担、補充にして

○清野住民課長

今回、黒字会計というのは、赤

いただければ、一時的ではございますが、皆さん

字会計は解消していけるのではないかなという見

の生活の一部の援助にできるのでないかという趣

通しはございますけれども、来年度におきまし

旨でやっております。今後も、これをきっかけづ

て、国保税の一般財源がどの程度の財源になるか

くりといたしまして、もし不安のある方は、こう

というのが、見通しが今現在で立てられませんの

言ってはあれですけれども、事故を起こす前に返

で、明確な状況というのは、来年度の調定の状況

納していただいて、バスを使って、電車を使っ

だったりを見据えて考えていきたいと思っていま

て、タクシーを使って活用していただければと考

す。

えております。

○長谷川委員長

よろしいですか。

以上です。

ほかに。

○長谷川委員長 よろしいですか。

畑中委員。
○畑中委員

ほかにありますか。

共通様式の資料のナンバー４のとこ

若山委員。

ろなのですけれども、高齢者運転免許証自主返納

○若山委員

今も出ましたけれども、ナンバー４

報償費２９０万円なのですが、これは大体何人ぐ

の高齢者運転免許証自主返納報償費、今説明が

らいのあれなのか、まずそれが１点。

あったとおり、予算、予定よりも多く出たという

そしてもう一つは、自主返納された場合には、

ことで、これに対する町民の声というか、アン

それなりの返納された方にいろいろＩＣカードで

ケートのようなものをとっていたりした、非常に

したか、そういうのとアップル券をやっています

いいなとか、あるいはもっと金額が多ければなと

けれども、この二つのあれについて、どのぐらい

か、そういうような声があれば、その辺のところ

のカードを受けた方がアップル券、そういうのを

を、なければ構いませんけれども、聞かせていた

計算されていますか。そしてもう一つは、これは

だければなと思います。
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それでは、２番目の質問を、同じ共通様式ナン

るのではなく、この個人番号を取り扱ってござい

バー６の、特定財源のところの個人番号カード交

ます地方公共団体情報システム機構というところ

付事業費補助金が、予算額よりも大きく減ってい

で、予算から、途中での計上の予算予定額という

るのですけれども、この理由についてちょっと御

ものを算出しまして、通知をしていただいている

説明いただければというのと、執行内容のところ

ところでございます。今回、１月２９日に最終的

の節の１９になるのですかね、個人番号カード交

な金額というのを示されまして、それに基づいて

付事業負担金のところで、補正で増やしたにもか

補正したところでございますが、この３か月の間

かわらず、不用額が大きく出ているというのは、

に、国がシステム機構で想定したものよりも下

この理由、先ほど説明あったのかもしれないです

回ってしまったというのが現状でございます。さ

けれども、もう一度、ちょっと金額が大きいの

まざまな理由が考えられますけれども、こういっ

で、教えていただければなと思います。

たコロナの状況を鑑みて、そういった出向くとい

それと、最後、もう１点は、こちらの参考資料
の中の５３ページのところに、各種医療助成費の

うことを敬遠される方もいらっしゃったのではな
いかなということを想定しております。

状況というのが載っていまして、住民課に聞けば

次に、ひとり親家庭になりますけれども、この

いいのかどうかわからないのであれなのですけれ

助成額というところでございますけれども、これ

ども、ここでひとり親家庭等というところで、給

は自己負担分の医療費の全額を補助しているとい

付のほうは、ちょっとこの資料の見方がよくわか

うことで、医療費の助成額ということになりま

らなかったのですけれども、ひとり親家庭等の全

す。対象者に関しましては、離婚や転入等に伴う

体像が少なくなっているのに、ひとり親家庭等の

ものがありますので、年々、月ごとに増加傾向に

助成の対象が前年度に比べて増えているというの

あるということが鑑みられます。

は、何か理由があるのか、それとも、この資料の

以上です。

見方がちょっと違うのか、そこのところで、どう

○長谷川委員長

部長。

してなのかなと。ひとり親家庭等の助成だけが増

○杉原民生部長

私のほうから、運転免許証の自

えている、件数で対象者として増えているので、

主返納の関係なのですけれども、窓口、各出張所

ちょっとそこの中身について知りたいなと思うの

でも受け付けしていますけれども、特に大川、大

ですけれども。

中山地域の方が多くて、役場周辺も本町が多いの

以上です。

ですけれども、交通の利便性が発達しているとこ

○長谷川委員長
午後

暫時休憩いたします。
０時０２分

ろは、これでＩＣカードとアップル商品券、タク

休憩

シーにも使えるということで、公共交通を使う

─────────────
午後
○長谷川委員長

０時５８分

きっかけにということでやっているのですが、

再開

やっぱり大沼地区とか峠下とか、その辺に関して

休憩前に引き続き、再開いたし

ます。

は、免許証を返してしまうと、自分の交通機関、
足が失われるということもあって、躊躇されてい

住民課長の答弁から入ります。

る方がその地域では多くて、ちょっとその辺の格

住民課長。

差みたいなものがあるのですけれども、今後、今

○清野住民課長

それでは、個人番号カードのこ

年に入ってからも、大体月１０件くらいの手続に

とについて、まず先にお答えしたいと思います。

いらっしゃっているものですから、政策推進課と

この個人番号カードについては、歳出において計

の関係もありますけれども、今後はそういう地域

上しておりますが、国での補助金を受けることが

ごとの足の部分も考えていかなければならないの

ありますので、町単独での支出金というのはござ

かなということでしょうけれども、まず住民課と

いません。この計上の中身といたしまして、予算

しては、安全対策という意味で、この運転免許証

計上から歳出に関しましては、町が単独で積算す

返納を推進して、公共交通機関の利用するきっか
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けにということで進めている事業ですので、御理

庭の一万四千幾らというのは、総体で一万四千の

解いただきたいというふうに思います。

ひとり親家庭があるということではないのでしょ

それから、今、先に住民課長が答弁しましたけ

うか。そこの資料の見方だけちょっともう１回教

れども、個人番号カードの関係なのですが、これ

えていただければと思います。

は町が実は件数に関与していなくて、全部、これ

○長谷川委員長 課長。

は全国の市町村の分を、総務省の外郭団体といい

○清野住民課長

ますか、そちらのほうで割り振りというか、今年

らのほうの御説明をさせていただきます。この件

度の目標値を決めて、交付の予算を出してきてい

数というのは、レセプト１枚当たりの件数という

るということで、それが、今回、補正して追加し

ことになってございます。要するに１件当たりの

ているにもかかわらず、個人番号の手続が極端に

金額によって医療費も増えることもあれば減るこ

少なかったということで、非常に整理予算でいく

ともある、その方の診療内容によって金額にも変

と、補正して整理予算になっていないというよう

動しているところでございます。

なこともあるのですけれども、この部分に関して

以上です。（発言する者あり）

はそういう仕組みなものですから、なかなか住民

対象者数ということでよろしいでしょうか。こ

課のほうでもこれは手がつけられないということ

の対象者数、今年の３月末現在になりますけれど

でしたので、御理解いただきたいというふうに思

も、１,１４８名が対象者数になってございます。

います。

以上です。

以上です。
○長谷川委員長
○若山委員

まず、件数ということで、こち

○長谷川委員長
若山委員。

○若山委員

質問の順番からすると、高齢者運転

若山委員。

終わります。

○長谷川委員長

免許証自主返納報償費というのは、結構事業の内

ほかに。

容としてはうまく回っているのかなという印象を

横田委員。

よろしいですか。

持って、やっぱり田舎のほうの車、免許を返して

○横田委員

しまったら足がなくなってしまうという人たちの

の不用額が２０万２,８９４円、この内訳、言っ

対策が今後課題なのかなということで、あわせて

たような気もするのですけれども、ちょっと聞き

一生懸命やっていただければなと思います。

そびれたので、もう１回お願いしたいと思いま

それと、個人番号カードのあれについては、国

ナンバー２の大中山出張所の需用費

す。

がやっている政策で、結果的に不用額が多くなっ

それから、ナンバー４の運転免許証の返納で１

たけれども、それはそれでしようがないというの

４５件で、補正が３回あって、これで２９０万円

は理解できましたので、そういう事業もたくさん

とあって、これしかないはずだと思うのですけれ

あるのだろうなと思いますので、わかりました。

ども、だとすると、全部カードとアップル商品券

ひとり親家庭のところの資料、ちょっと前年と

で全部使い終わったという考え方でいいのかどう

のあれで見たら、ひとり親家庭等の助成費は増加

か。

しているのだけれども、右側の下のほうに載って

それから、ナンバー６の１３の委託料のところ

いる補助対象となっている内訳のひとり親家庭が

の⑤のＩＣ旅券用の交付窓口端末機保守とか、１

減っているのにもかかわらず、１万４,５７１

８の備品購入費の中の一番上にあるＩＣ旅券用交

で、少し減少しているのだけれども、助成費のほ

付窓口端末機購入費とか、これはパスポートなの

うが１万３,２１０で、合計ですね、増えている

かということなのですけれども、パスポートの場

というのがあって、何でこういう結果になるのか

合、町のほうにはお金は、手数料とかというのは

なと、ちょっと漠然と思ったのですけれども、い

入らないのかどうか。

ろいろな事情があるとなかなか難しいということ

それから、ナンバー１２の、流用があるのです

でよろしいのでしょうか。それとも、ひとり親家

けれども、何で流用が発生したのかというのをも
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う１回説明していただきたいと思います。

競争入札になっていますけれども、１社というこ

同じく１３のマイナスになっているところ、

とで、ここら辺をちょっと説明をもう一度お願い

そっちはお金が余っているからそっちに回したと

したいと思います。

いうのか。

○長谷川委員長 住民課長。

以上です。

○清野住民課長

まことに申し訳ありませんけれ

○長谷川委員長 課長。

ども、今のその他契約の大和産業ですね、選考業

○清野住民課長

まず先に、大中山出張所の不用

者名が大和産業のみになってございますけれど

額についてでございますが、需用費の燃料費等に

も、こちら、株式会社ウェルクル札幌支店との２

当たります。これに関しては、新たな起動という

社との指名競争入札ということになっておりま

ことで、元年度から大中山出張所が新しい施設に

す。申し訳ありません、この２社に関しては、道

なったということで、どの程度かかるかという見

内でこの２社しか取り扱うことができないという

通しというものはある程度は立てていたのですけ

ことで、選考業者は２社という形になります。申

れども、冬に関しては、税の窓口業務ということ

し訳ありません。ウェルクル、差しかえいたした

で、１か月程度使うということで、ある程度、ど

いと思います。後日、差しかえいたしますので、

のくらいかかるのかなという見通しが、前年度対

お願いいたします。

比という部分で読み取れない部分がありましたの

○長谷川委員長

で、この部分で若干、２０万円程度残った形に

よろしいですか。

ほかに質疑ございませんか。

なっております。

（「なし」と呼ぶ者あり）

高齢者の運転免許証自主返納、これは奇跡的に

○長谷川委員長 質疑を終わります。

といいますか、ちょっきり１４５件。当初、内

以上で、住民課に対する審査を終了します。

心、間に合うかなという不安はあったのですけれ

住民課長、御苦労さまでした。

ども、１４５名きっちりということで、今回、こ

次に、福祉課の審査を行います。

れに関しては不用額というのはございません。

福祉課長、大変御苦労さまです。

ＩＣというのはパスポートに係る保守と機器の
購入ということになってございます。申し訳あり

それでは、決算書及び提出資料に基づき、説明
をお願いします。

ません。この分に関しては特定財源はございませ
ん。

特別会計についてもあわせて説明をお願いいた
します。

子ども医療の流用でございますけれども、これ

○村山福祉課長 それでは、令和元年度一般会計

は１２月の補正予算の段階で、実は減額しており

歳入歳出決算並びに介護保険特別会計歳入歳出決

ます。この件に関しましては、ちょっと精査し過

算の状況について、要求資料等に基づき説明させ

ぎたということで、落とし過ぎたというのが現状

ていただきますので、よろしくお願いいたしま

でございます。今後、このようなことがないよう

す。

に、しっかり３月までの見込みというのを精査、

初めに、一般会計算入歳出決算でございます。

十分していきたいと思います。申し訳ありませ

共通様式を御覧ください。

ん。

ナンバー１、３款民生費１項１目、事業決算

○長谷川委員長

横田委員、よろしいですか。

名、社会福祉総務費（地域福祉）でございます。

ほかに質疑ございますか。

当初予算５６３万４,０００円、補正予算額マイ

副委員長。

ナス１６万３,０００円、予算現額５４７万１,０

○田村副委員長

契約のほうですけれども、国保

００円、支出済額４７５万４,３３０円、不用額

会計の特定健康診査受診勧奨等委託業務の部分

７１万６,６７０円、執行率８６.９％でございま

で、ダイワ産業というのかヤマト産業というのか

す。こちらは、事業目的として、地域福祉の推進

ちょっとわからないけれども、これは契約が指名

でございます。なお、詳細については記載内容で
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ございますので、御参照願います。

額１億６４３万２５６円、不用額４６万２,７４

次に、ナンバー２を御覧ください。同じ款項目

４円、執行率９９.６％でございます。こちらに

で、事業決算名、地域福祉連携活動費でございま

ついては、事業目的としては、高齢者の生きがい

す。当初予算額２,３３２万５,０００円、補正予

や健康づくり、あとは措置費でございます。事業

算額６６万４,０００円、予算現額計２,３９８万

の詳細については記載のとおりでございます。

９,０００円、支出済額２,３９７万９,０００

続きまして、ナンバー７を御覧ください。民生

円、不用額１万円、執行率１００％となっており

費の高齢者福祉費、介護保険特別会計繰出金でご

ます。こちらの事業内容については、地域福祉の

ざいます。当初予算額４億１,８４６万５,０００

連携活動の推進でございます。詳細については記

円、補正予算額１９４万９,０００円の追加、予

載のとおりでございます。

算現額４億２,０４１万４,０００円、支出済額４

次に、ナンバー３でございます。款項目は同じ

億１,１００万４,９１７円、不用額９４０万９,

でございます。事業決算名、民生委員児童委員費

０８３円、執行率９７.８％でございます。こち

でございます。当初予算額７６７万円、補正予算

らについては、介護保険事務の円滑化でございま

額９１万９,０００円の減額、予算現額計６７５

す。繰出金の内訳といたしましては、介護保険給

万１,０００円、支出済額６６６万１,４５９円、

付分で３億２,２７４万１,４９６円、地域支援事

不用額８万９,５４１円、執行率９８.７％でござ

業分で２,５５３万３９円、事務費分として４,１

います。こちらの事業目的は、民生委員、児童委

２２万７,７８０円、低所得者保険料軽減分繰入

員に関わる活動経費でございます。詳細について

金として７５０万６,２４０円でございます。事

は記載のとおりでございます。

業内容は記載のとおりでございます。

続きまして、ナンバー４を御覧ください。民生

続きまして、ナンバー８でございます。事業決

費、社会福祉費、高齢者福祉費、事業決算名、長

算名、福祉介護車管理費でございます。当初予算

寿敬老事業費でございます。当初予算額１２２万

６０万５,０００円、補正予算５万円の追加、予

２,０００円、補正予算額１７万２,０００円の減

算現額６５万５,０００円、支出済額５８万７,９

額、予算現額１０５万円、支出済額１０４万８,

０９円、不用額９万７,０９１円。事業内容は、

０７６円、不用額１,９２４円、執行率９９.８％

公用車、福祉バスの維持管理費でございます。詳

でございます。こちらの事業については、長寿敬

細については記載のとおりでございます。

老のお祝いでございます。詳細については記載の

次のページを御覧ください。

とおりでございます。

ナンバー９でございます。事業決算名、障がい

次のページになります。

者福祉費でございます。こちら、当初予算８億

ナンバー５を御覧ください。民生費の高齢者福

５,０１７万２,０００円、補正予算額４,７９８

祉費、事業決算名、高齢者在宅サービス事業でご

万円の追加、予算現額計８億９,７６７万円、支

ざいます。当初予算額８４０万２,０００円、補

出済額８億７,９１６万８,５６２円、不用額１,

正額、２,０００円減額、予算現額８４０万円、

８５０万１,４３８円、執行率９７.９％でござい

支出済額７８８万４,０９３円、不用額５１万５,

ます。こちらについては、障害者福祉の推進とい

９０７円、執行率９３.９％でございます。こち

うことでございます。内容については、主に自立

らについては、事業目的は高齢者の在宅サービス

支援の給付費がメインでございます。詳細につい

の執行でございます。詳細については記載のとお

ては記載のとおりでございます。

りでございます。

次に、ナンバー１０を御覧ください。事業決算

ナンバー６を御覧ください。同じ款項目で、事

名、障がい者介護審査会費。当初予算額１０５万

業決算名、高齢者支援費でございます。当初予算

円、補正予算額１０万８,０００円の減額、予算

９,９１８万３,０００円、補正予算額７７１万

現額計９４万２,０００円、支出済額９０万１,８

円、予算現額１億６８９万３,０００円、支出済

１０円、不用額４万１９０円、執行率９５.７％
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でございます。こちらは、障害者区分の認定審査

でございます。こちらは社会福祉施設整備等の推

に係る事務費用でございます。詳細は記載のとお

進で、民間の介護施設等の防災等に係る工事費の

りでございます。

補助でございます。詳細は記載のとおりでござい

続きまして、ナンバー１１を御覧ください。事

ます。

業決算名、地域生活支援事業費。当初予算１,８

続きまして、ナンバー１６を御覧ください。民

６１万３,０００円、補正予算額２９８万７,００

生費、３項災害救助費でございます。事業決算

０円の追加、予算現額計２,１６０万円、支出済

名、災害救助費、当初予算３３万円、流充用額６

額１,７２８万２,０６１円、不用額４３１万７,

１万２,０００円、予算現額９４万２,０００円、

９３９円、執行率８０％でございます。こちらに

支出済額９４万２,０００円、執行率１００％で

ついては、障がい者福祉の推進でございますが、

ございます。事業目的は、非常災害による罹災住

こちらについては、主に法定以外のものの負担の

民の応急的救護でございます。こちらについて

ものでございます。詳細については記載のとおり

は、扶助費として災害見舞金を支払っているもの

でございます。

でございます。

次のページを御覧ください。

次のページを御覧ください。

ナンバー１２でございます。事業決算名、さく

ナンバー１７でございます。こちらは衛生費の

ら共同作業所指定管理費でございます。当初予算

１款６目健康センター管理費でございます。当初

３４８万６,０００円、予算現額３４８万６,００

予算額５,１０２万３,０００円、補正予算額１２

０円、支出済額も３４８万６,０００円、執行率

万８,０００円の減額、予算現額計として５,０８

１００％でございます。こちらの事業は、さくら

９万５,０００円、支出済額４,９１３万８,０９

共同作業所の指定管理の運営費でございます。

５円、不用額１７５万６,９０５円、執行率９６.

続きまして、ナンバー１３を御覧ください。授

５％でございます。こちらは健康センターアップ

産施設指定管理費でございます。当初予算４,３

ル温泉の管理運営に係る経費でございます。詳細

１６万５,０００円、補正予算額８６万７,０００

については以上でございます。

円の追加、予算現額４,４０３万２,０００円、支
出済額４,３９２万３,１１４円、不用額１０万

続きまして、要求された資料について御説明申
し上げます。

８,８８６円、執行率９９.８％でございます。こ

まずは、様式１、令和元年度事務事業予算全額

ちらについては、授産施設、ぽぽろ館の運営費と

未執行（細節５万円以上）の状況でございます。

職員の処遇改善費等でございます。詳細について

まず、一番上の民生費、１項１目委託料でござ

は記載のとおりでございます。

いますが、こちら、行旅死亡人処置委託料でござ

続きまして、ナンバー１４でございます。ゲー

います。未執行についての金額は１９万６,００

トボール場指定管理費でございます。当初予算４

０円。未執行の理由については、こちらの行旅死

９万２,０００円、予算現額も４９万２,０００

亡人が発生しなかったことによる実績なしという

円、支出済額も４９万２,０００円、執行率１０

ところでございます。

０％でございます。こちらについては、ゲート

その下の、３款１項４目、１９番、負担金、補

ボール場の効率的な運営ということで、指定管理

助及び交付金、事業細節明は、障がい者自動車改

料が主なものとなっております。

造費補助でございます。こちら、１０万５,００

続きまして、ナンバー１５を御覧ください。事

０円。こちらについても申請がなく、取り扱いが

業決算名、社会福祉施設整備費でございます。当

なしということで、実績がございませんでした。

初予算ゼロ、補正予算額３,１１０万３,０００

３行目、４款衛生費１項６目委託料でございま

円、予算現額３,１１０万３,０００円、支出済額

す。源泉地草刈等業務委託料５万１,０００円が

２,３５２万８,５００円、翌年度繰越額７５７万

未執行でございます。こちらについては、予算を

４,０００円、不用額５００円、執行率７５.６％

とっておりましたが、草を刈るタイミングで近く
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で土木課がちょうど草を刈っていたので、土木課

は２年２月２５日、支出命令日は２年２月２６日

のほうで直営でお願いし、未執行となったもので

に支出命令しております。

ございます。

３行目でございます。こちらも同じ事業で、介

続きまして、様式２、令和２年度予算流用（５

護予防拠点大沼婦人会館改修工事でございます。

万円以上）及び予備費充用の状況でございます。

こちらについては、契約業者は株式会社明優、選

こちらについては充用をしております。予備費か

考業者は株式会社明優と松栄建設株式会社でござ

ら充用でございますが、扶助費６１万２,０００

います。契約金額は４７３万円、こちらも工期は

円、こちらは予備費から災害救助費のほうへ充用

１１月１５日から翌２月１３日まで、契約日は１

しております。内容については、令和２年１月２

１月１４日、検収は２年２月２５日、支出命令日

５日発生の火災について、七飯町の罹災者救護条

が２年２月２６日となっているものでございま

例第３条に基づく災害見舞金の給付に係る予算が

す。

不足したためというところでございますが、詳細

続きまして、次のページになります。

については、予算を当初３３万円とっていたとこ

令和元年度契約金額１３０万円以上、その他の

ろでございますが、それが１２月に１件、火事が

契約の状況でございます。

ありまして、年明け、１月にまた火事があって、

ページの一番上でございます。こちら、委託事

１２月の定例会後に火事が発生して、３月の定例

業でございますが、地域要援護者支え合い事業委

会前にまた発生したというところで、補正予算の

託業務でございます。こちら、契約、選考等に七

提案ができないことから、予備費から６１万２,

飯町社会福祉協議会のほうを選考し、随契で契約

０００円、充用させていただいたというところで

しております。契約金額でございますが、当初、

ございます。

９１６万６,９００円で契約しております。そし

一般会計の追加資料分のほうを説明させていた
だきます。

て、元年１２月２４日に契約変更を行い、９５１
万９,９００円となっているものでございます。

令和元年度契約金額１３０万円以上の工事また
は製造の請負契約の状況でございます。

こちらについては委託業務でございますので、期
間は４月１日から翌３月３１日という形になって

こちら、Ａ３の横のもので、ナンバー１でござ

おります。契約のほうは、今説明したとおり、４

いますが、工事等でございますが、工事等の名称

月１日に契約しておりますが、１２月２４日で契

は、介護予防拠点七飯町文化センター改修工事で

約変更し、年度末に検収を行っております。支出

ございます。こちら、契約業者が松栄建設株式会

については、各四半期ごとに支出していることか

社、選考業者は松栄建設株式会社と株式会社東商

ら、４月、７月、１０月、１月という形で支出し

建設でございます。契約金額は８０３万円、工期

ているものでございます。

については元年１１月１５日から令和２年２月１

続きまして、次の行でございます。ボランティ

３日の期間でございます。契約日が元年１１月１

アポイント事業委託業務でございます。こちらも

４日、検収が２年２月２５日となっております。

七飯町社会福祉協議会に随契で契約しておりま

支出命令日が２月２６日で支出しております。

す。こちらについても、当初契約は４月１日で３

続きまして、２行目でございますが、こちらも

５８万６,１００円で契約を結んでおりますが、

同じ事業でございますが、介護予防拠点大川コ

令和元年１２月２４日付で契約変更で、３８９万

ミュニティセンター改修工事でございます。こち

７,１００円という形で契約の金額を変更させて

らは株式会社東商建設が契約しています。選考業

いただいております。期間については、４月１日

者は松栄建設株式会社及株式会社東商建設でござ

から翌３月３１日まででございます。支出命令に

います。契約金額は５３９万５,５００円、工期

ついても、各四半期ごとに支払いをしております

は元年１１月１５日から２年２月１３日と契約し

ので、４月、７月、１０月、１月と、４回払いを

ております。契約日は元年１１月１４日、検収日

しております。
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次の行でございます。外出支援サービス事業、

次のページを御覧ください。

委託業務でございます。こちらについても、七飯

同じ、令和元年度、契約金額１３０万円以上、

町社会福祉協議会に随契で契約しております。こ

その他の契約の状況のナンバー２でございます。

ちらも同様に、当初契約が４月１日でございま

業務の名称は障害者訪問入浴サービス事業でご

す。こちらが３５０万９,８００円という形でご

ざいます。こちらはアースサポート株式会社と随

ざいます。そして、年度末、３月３１日に３３４

契で契約しております。契約金額は３６６万３,

万５,９７０円と減額の契約をしております。委

６９０円、委託契約の期間は４月１日から翌３月

託の期間は、４月１日から翌３月３１日という形

３１日までという形でございます。４月１日に契

でございます。支出命令についても、各四半期ご

約し、毎月検収し、毎月支出、翌月に支出してい

とに、４月、７月、１０月、１月と、４回払いを

るという形で、１２回払いをしているところでご

しております。

ざいます。

次の行でございます。生きがい活動通所支援事

次の行でございます。七飯町さくら共同作業所

業委託業務でございます。こちらについても七飯

指定管理料でございます。こちらについては、指

町社会福祉協議会と随契で行っております。当初

定管理ということで、七飯町身体障害者福祉協会

契約、４月１日には３６６万２,４００円で契約

のほうが指定選考の中で決まっておりましたの

しておりましたが、年度末に金額を３４２万９,

で、こちらと契約しております。委託契約が３４

８６３円と減額して契約しております。期間につ

８万６,０００円、期間については４月１日から

いては、４月１日から翌３月３１日までの期間で

翌３月３１日までとなっております。契約も４月

ございます。こちらも各四半期ごとで、４月、７

１日、検収も３月３１日でございます。支出につ

月、１０月、１月と、４回払いをしております。

いては、四半期払いということで、４月、７月、

次の行でございます。こちら、高齢者入浴助成

１０月、１月と、４回払いをしておるところでご

事業でございます。こちらについては、テルメな

ざいます。

なえさん、ゆうひの館でございますが、こちらと

次の行でございます。七飯町精神障害者通所授

賃貸借契約を随契で結んでおります。賃貸借の期

産施設ぽぽろ館、指定管理料でございます。こち

間としては、４月１日から翌３月３１日まで、賃

らについても指定管理の指定ということで、社会

貸借契約４５０万円でしております。こちらにつ

福祉法人ななえ福祉会のほうに契約、随契してお

いては、４月２６日に１回払いで支出しておりま

ります。金額については４,１２４万円、期間に

す。

ついては４月１日から翌３月３１日、１年間と

最後の行になりますが、福祉灯油（ななえアッ

なっております。こちらについても、契約、は４

プル商品券）でございます。こちらについては消

月１日、検収は３月３１日でございます。支出に

耗品で購入しておりますが、契約は七飯町商工会

ついても四半期払いということで、４月、７月、

と随契で行っております。アップル商品券でござ

１０月、１月の４回払いをしているところでござ

いますが、単価契約１,０００円で契約しており

います。

ます。そして、こちら、その納品指示書に基づい

最後の行でございます。七飯町健康センター

た積み重ねの支出負担行為額が３９７万円という

アップル温泉清掃委託業務でございます。こち

ことでございます。契約が１１月１日でございま

ら、株式会社トーショウビルサービスと契約して

して、３月３１日までの納期の契約で、毎週納品

おります。選考については、名美工業（株）、株

してもらいながら契約、納入していただいている

式会社トーショウビルサービス、株式会社マルゼ

というところでございます。支出命令については

ンシステムズ七飯営業所、及明ビル管理株式会

毎月行っておりまして、１回目が１２月１２日、

社、株式会社東洋実業函館営業所、５者を指名し

２回目が２年１月６日、次が２月３日、３月３

ております。契約金額については１,１９１万９,

日、４月６日という形で行っております。

１５０円でございます。委託の期間は４月１日か
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ら翌３月３１日まででございます。契約について

日、実績報告はＲ２年６月４日でございます。

は、４月１日に契約し、毎月末日に検収を行って

続きまして、次の障がい者社会福祉施設等通所

いるものでございます。支出命令については、毎

交通費事業補助金、こちらの１８万６,６６０円

月の検収の後、毎月、業務の翌月には支払ってい

から、次のページの下から４行目の障がい者社会

るという形で、１２回払いとなっているものでご

福祉施設通所交通費助成１０万９,０６０円ま

ざいます。

で、こちら、同じ補助でございますが、こちらは

次のページを御覧ください。

障害者の方が社会復帰施設等に通う際の交通費を

令和元年度、町単独補助金の状況でございま

町から助成しているものでございます。こちらに

す。

ついては、毎月町内から町外とかのほうに、Ｊ

こちらについては、一番上、七飯町社会福祉協

Ｒ、バス、公共交通を使って通所している方につ

議会運営補助金でございます。こちらは継続事業

いてのバス代を、実績に基づいて毎月申請いただ

でございます。補助金額は１,０１７万７,０００

いて給付しているところでございます。こちらに

円、交付先は七飯町社会福祉協議会。４月１日に

ついては同じ内容でございますので、一括で説明

申請があり、補助決定の後、４月、７月、１０

させていただきますので、ナンバー１の先ほどの

月、１月と、４回払いで支出しております。実績

ところから、次のページの下から４行目まで利用

報告は今年の６月２５日に提出しているところで

されておりますが、使っている方については、毎

ございます。

月２０名から１０名ほどということで利用されて

次の行でございます。高齢者保健福祉事業（ボ

ございますので、合計金額については決算のほう

ランティア活動補助金）でございます。こちらも

の障害者福祉のほうの金額でございますが、合計

継続事業で、３８万５,０００円を七飯町社会福

で１７９万１,０１０円でございます。こちらの

祉協議会に交付しているところでございます。補

ほう、一括で説明させていただきますので、よろ

助申請日は４月１日、支出命令日は２年２月１８

しくお願いいたします。

日でございます。実績報告は、申し訳ございませ

ナンバー２の下から３行目でございます。障が

ん、実績報告日、Ｈ３１になっていますが、済み

い者地域活動支援センター３型運営費補助（基礎

ません、Ｒ２でございます。申し訳ございませ

的事業）でございます。こちら、継続事業で、４

ん。令和２年２月１２日に実績報告をもらって、

００万円を社会福祉法人道南福祉ネットのほうに

翌週に払っているというところでございます。

交付しております。申請日が元年の５月２０日で

３行目になります。七飯町介護職員初任者研修

ございます。支出命令日は元年の６月５日で、実

受講補助金でございます。こちらも継続事業でご

績報告についてはＲ２年の５月７日に実績報告が

ざいます。こちら、初任者研修を受講し、七飯町

上がっているものでございます。

内の施設に３か月以上勤めた方に補助するもので

続きまして、障がい者用自動車運転免許証取得

ございます。交付先は記載のとおりでございま

費助成金でございます。こちらも継続事業で、１

す。金額は２万円でございます。補助申請日は、

０万５,０００円を記載の方のほうに交付してお

令和元年の７月８日に申請いただき、３１日に支

ります。こちらについては、障害者の方で、運転

出しております。３か月勤めてから申請になるの

免許を取得して社会活動をする際に必要なものと

で、実績報告、申請日が同一でございます。実績

いうところで、運転免許の取得費のうちの１０万

報告が７月８日という形でございます。

５,０００円を町から補助しているものでござい

次の行でございます。七飯町民生委員、児童委

ます。

員運営協議会運営費補助金でございます。こちら

最後の行になりますが、七飯町身体障害者福祉

も継続事業でございます。こちら、８５万円を民

協会運営費補助金でございます。こちらは１０万

生委員協議会のほうに支出しております。申請日

５,０００円を七飯町身体障害者福祉協会のほう

はＲ元年５月２２日、支出命令日は翌５月２３

に助成しております。申請日については４月２９
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日に来て、支出命令日は５月７日、実績報告は今
年の４月２４日に上がっているものでございま

初めに、実質収支に関する調書のほうを御説明
させていただきます。

す。

歳入総額２８億７,７２０万１,８６９円、歳出

次のページ、ナンバー３を御覧ください。七飯

総額２８億２,３５８万２,６６０円、歳入歳出差

町手をつなぐ育成会運営補助でございます。こち

引額５,３６１万９,２０９円、実質収支額も同額

ら、継続事業で、育成会のほうに６万４,０００

でございます。

円補助しております。申請日は３１年４月２６

続きまして、歳出のほうを説明せていただきま

日、支出命令日は元年の５月７日、実績報告は２

すので、介保、３２０ページのほうを御覧くださ

年の４月２７日に上がっているものでございま

い。

す。

それでは、ページでいうと３２０ページから３

次の行でございます。七飯町障がい者地域交流

２１ページの１款保険料でございます。こちらに

推進事業補助金でございます。こちら、継続事業

ついては、収入済額が５億６,８３１万２,９００

で、６０万円を七飯町障がい者地域交流推進事業

円となっております。不納欠損額が３３０万５,７

実行委員会に補助しているものでございます。こ

９０円、収入未済額が１,３７０万９,０５７円で

ちらは元年６月５日に申請があり、６月１０日に

ございます。内訳でございますが、特別徴収保険

支出命令をしております。事業終了後、９月１０

料で５億２,１４３万８,９８０円、普通徴収保険

日に実績報告が上がっております。こちらについ

料４,４８９万１,３８０円、滞納繰越額で１９８

ては、サマースクール・イン・七飯の実行委員会

万２,６１０円となっているものでございます。ま

のものでございます。

た、不納欠損額は３３０万５,７９０円、こちらは

次の行になります。自閉症を支えよう・あっぷ

９０名分となっているところでございます。

る運営補助金でございます。こちらも継続事業で

次に、２款使用料及び手数料でございますが、

ございます。こちら、８万円を自閉症を支えよ

こちらは収入額がゼロ円となっているものでござ

う・あっぷるのほうに交付しております。３１年

います。

４月２６日に申請があり、同日に支出命令してお

次に、このページから３２３ページにかけての

ります。２年４月２４日に実績報告が上がってい

３款国庫支出金でございます。こちら、予算現額

るものでございます。

６億７,５８１万７,０００円に対して、収入済額

済みません、先ほどの６０万円、サマースクー

が６億９,８８７万４,５７８円となっているとこ

ルと言いましたが、障害者の旅行のほうの補助金

ろでございます。内訳は、国庫負担金として、介

でございます。申し訳ございませんでした。

護給付費負担金が４億９,２１９万２,０００円、

最後の行でございます。サマースクール・イ

国庫補助金として調整交付金１億５,８８３万円、

ン・七飯事業補助金でございます。こちら、継続

介護予防事業交付金２,４７２万１,５８３円、包

事業で、１０万円をサマースクール・イン・七飯

括的支援事業等交付金が１,８９５万８,９９５

実行委員会に支出しております。こちらは元年４

円。３２３ページの介護保険電算システム改修補

月３日に申請があり、同月の９日に支出命令を

助金が２５万４,０００円、保険者機能強化推進交

し、２年２月２８日に実績報告をいただいている

付金が３９１万８,０００円でございます。

というところでございます。

次に、４款でございます。支払基金交付金でご

一般会計については以上でございます。

ざいます。こちら、予算現額計が７億３,６８１万

それでは、介護保険特別会計については、令和

１,０００円に対し、収入額が７億３,０７８万２,

元年度各会計決算書のほうを用いて説明させてい

０００円でございます。こちらについては、４０

ただきます。

歳から６５歳未満の方の２号被保険者からの保険

それでは、ページでいうと、介保、３１３ペー
ジを御覧ください。

料で、ございます。内訳は、介護給付費交付金が
７億５３２万７,０００円、地域支援事業支援交付
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金が２,５４５万５,０００円でございます。

負担金調整額、雑入として臨時職員に係る雇用保

次に、このページから３２５ページにかけて
の、５款道支出金でございます。道支出金の款の

険料の個人負担金及び措置者分審査料が主なもの
となっているものでございます。

予算額計が４億５,０６０万９,０００円、収入済
額が４億３４４万９,２０２円となっているもので

続きまして、歳出のほうの御説明をさせていた
だきます。

ございます。内訳といたしましては、道負担金と

ページは３３０ページを御覧ください。

して、介護給付費負担金が７億５３２万７,０００

１款総務費でございます。総務費については、

円、道補助金として介護予防事業交付金が１,１７

このページから３３０ページにわたりますが、総

８万４,７３９円、包括的支援事業等交付金につい

務費、款の予算で事業予算４,２８７万７,０００

ては９４７万９,４９７円、３２５ページの介護

円に対し、支出済額が４,１０４万５,９７８円、

サービス利用者負担軽減事業補助金が１２万１,０

不用額が１８３万１,０２２円、執行率が９５.７

００円でございます。

％でございます。内訳は、一般事務に係る一般管

続きまして、３２４ページの６款財産収入でご

理費５１６万７６２円、介護保険事務職員人件費

ざいます。こちら、予算現額１０万７,０００円に

１,４０１万７９円、賦課徴収費３０万８,８６３

対して、収入額が１０万６,９５７円となっている

円、審査認定審査会費４８３万２,４５２円、介護

ものでございます。こちらは利子及び配当金でご

認定事務職員人件費３６万２,１５０円、介護認定

ざいますが、介護保険事業の調整基金の運用利子

調査費１,６３６万５,６７２円が内訳となってい

というところでございます。

るものでございます。

続きまして、７款繰入金でございます。繰入金

次に、３３４ページを御覧ください。

の予算現額が４億４,５９５万７,０００円、収入

こちら、２款保険給付費でございます。こち

済額が４億２,０７６万５,８４７円となっており

ら、保険給付費の款の予算現額でございますが、

ます。こちらについては、一般会計繰入金として

２６億３,５４６万８,０００円でございます。支

介護給付費繰入金３億２,２７４万１,４９６円、

出済額が２５億８,４００万８１０円、不用額が

介護予防事業費繰入金１,１４５万３,４６８円、

５,１４６万７,１９０円でございます。執行率は

包括的支援事業費繰入金９０８万４,９８０円、介

９８％でございます。こちらについては、内訳

護保険事務費繰入金４,０７０万２,１７３円、そ

は、要介護認定者への給付となる介護サービス等

の他繰入金２,７０２万２,８００円となっており

諸費についてが２３億２,１２３万２,２３１円、

ます。介護保険財政調整基金繰入金はゼロで、３

要支援認定者への給付となる介護予防サービス等

２７ページの介護サービス事業勘定から介護サー

諸費で７,４４４万２,３３０円でございます。給

ビス事業勘定繰入金として９７０万９３０円を繰

付費等の審査支払い手数料については２１３万７,

り入れしているものでございます。

５７２円、高額介護サービスでございますが、こ

次に、３２６ページの８款繰越金でございま

ちらについては７,１９０万８,５７６円、特定入

す。繰越金の予算額が５,１２１万３,０００円に

所者介護サービス費等については１億５１５万８,

対して、収入済額が５,２５６万４,７１５円でご

１０２円でございます。

ざいます。こちらについては前年度繰越金となっ

次に、３４２ページを御覧ください。

ているものでございます。

こちら、３款でございます。地域支援事業費で

次に、９款諸収入でございます。こちらについ

ございます。こちらについては、予算現額１億５,

ては、予算現額１２万６,０００円に対し、収入済

５００万円に対し、支出済額１億４,８６１万９６

額が２３４万５,６００円でございます。内訳は、

０円、不用額６３８万９,０４０円、執行率は９

雑入の返納金として介護事業者から不正利得によ

５.９％でございます。内訳は、介護予防生活支援

る返還金、諸実費徴収金として、徘回高齢者家族

サービス事業が７,００７万６,０１３円、介護予

サービス支援事業利用負担金、介護マネジメント

防ケアマネジメント事業費８２０万９００円、介
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護予防事業費４７１万６,４７６円、介護予防事務
職員人件費６３３万５,４７５円、地域包括支援セ

なお、資料は事前に配付されておりますので、
できるだけ簡潔にお願いいたします。

ンター運営費２,１７６万２,３１４円、任意事業

以上でございます。

費４８２万４,９３５円、包括的支援事務職員人件

福祉課長。

費３,１８３万１,９３７円、包括的支援公用車管

○村山福祉課長 それでは、次に、介保の３５９

理費６６万４,５７８円、審査支払い手数料１９万

ページを御覧ください。こちら、介護保険のほう

８,３２２円でございます。

の介護サービス事業勘定の歳入歳出の決算につい

次に、３４８ページを御覧ください。

て説明させていただきます。

こちら、４款の保健福祉事業費でございます。

３５９ページ、実質収支に関する調書でござい

予算現額２３万８,０００円に対し、支出済額１５

ますが、歳入総額９７０万９３０円、歳出総額９

万９,７２３円、不用額が７万８,２７７円でござ

７０万９３０円、歳入歳出差し引きゼロ、実質収

います。執行率は６７.１％でございます。こちら

支ゼロでございます。

については、訪問介護等利用者負担金助成という
ところで１５万９,７２３円を支出しているもので

続きまして、３６６ページの歳入から説明させ
ていただきます。

ございます。

１款サービス収入でございます。こちら、予算

次に、３５０ページを御覧ください。

現額９７２万７,０００円に対し、収入額が９７０

こちら、５款基金積立金でございます。こち

万９３０円でございます。こちらは地域包括セン

ら、予算現額２１０万７,０００円に対し、支出済

ターが行っている介護予防サービス計画収入でご

額が２１０万６,９５７円でございます。内訳は、

ざいます。

介護保険財政調整基金の積立金でございます。

その下、諸収入でございます。予算額１,０００

次のページを御覧ください。

円に対し、収入がゼロでございます。

６款公債費でございます。予算現額１０万円に
対し、支出済額が５万７,３９０円、不用額４万

続きまして、３７０ページ、歳出のほうを御説
明させていただきます。

２,６１０円、執行率５７％でございます。内容

１款総務費でございます。こちら、需用費でご

は、資金借入の繰り替え運用利子でございます。

ざいますが、予算１,０００円に対し、執行額はゼ

次のページを御覧ください。

ロでございます。

７款諸支出金でございます。予算現額４,７７２

次のページを御覧ください。

万３,０００円に対し、支出済額が４,７６０万８

２款諸支出金でございます。こちら、繰出金

４２円、不用額１２万２,１５８円、執行率が９

で、保険事業勘定のほうに繰り出しているもので

９.７％でございます。内訳は、第１号被保険者へ

ございます。こちら、９７０万９３０円を繰り出

の過年度還付及び前年度事業確定に伴う国庫支出

しているものでございます。

金等の返還金となっているものでございます。

次のページを御覧ください。

次に、８款でございます。３５６ページでござ
います。こちら、予備費についてでございます

３款予備費でございます。こちら、予算１,０
００円に対し、支出額はゼロでございます。

が、予算現額３１２万８,０００円に対し、支出

これで特別会計のほうの説明を終わらせていた

済額はゼロでございます。

だきますので、要求資料のほうを説明させていた

○長谷川委員長

だきます。

午後

暫時休憩いたします。
２時０４分

休憩

介護保険の特別会計の部分になりますが、令和

─────────────
午後
○長谷川委員長
ます。

２時１７分

元年度、契約金額１３０万円以上、その他の契約

再開

の状況でございます。

休憩前に引き続き、再開いたし

こちら、このページ、一番上の健康づくり体操
から生活支援サポートについては、一番上は株式
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会社ルネサンス、残り三つは社会福祉協議会に随

こちらの繰出金については、Ａ４のこの１ページ

契しているものでございます。

目の下、４番、交付税算入されております。この

済みません、ページを飛ばしてしまいました。

四億一千百何がしに対して、結果でいうと⑤番の

様式３の令和元年度収入未済の状況でございま

３億２０７万９,０００円が交付税算入されている

すが、こちら、介護保険特別会計のものでござい

というものでございます。

ます。こちら、様式３が、一番上、元年度分でご

続きまして、共通様式のナンバー９で、障害者

ざいます。こちら、普通徴収の介護保険料でござ

の扶助費、自立支援医療介護の部分の扶助費の部

いますが、現年度分はこんな形でいきます。下の

分の御質問をされまして、まず、給付費のサービ

滞納繰越分は、２３年度から３０年度までの保険

ス事業所ごとの集計でございますが、こちら、

料普通徴収の分の滞納繰越分でございます。普通

ざっくり言うと、介護事業所ごとのデータという

徴収の部分については、調定額が３９２件で、収

のは、介護保険も含めてなのですけれども、介護

入額が９９件、不納欠損額が９０件、未済額が２

保険と障害も含めて同じ説明になりますけれど

４５件で、記載の金額となっているものでござい

も、３ページを御覧ください。３ページに図がつ

ます。一番下の３０年度の返納金については、不

いているのですが、右上が市町村が七飯町だとし

正受給したところからお金を返していただいてい

て、サービスを使った人というのが左上でござい

るものでございます。

ますが、こちらが、サービスを使うと、左下に

次の様式４でございます。不納欠損の状況でご

サービス事業所があるのですけれども、そちらか

ざいます。こちらについては、９０件で３３０万

ら国保連に請求がいって、その人たちのまとまっ

５,７９０円を記載のとおり不納欠損しているもの

た請求が七飯町に来るものですから、請求内容に

でございます。

ついては国保連が押さえていると。ただし、利用

続きまして、金曜日にさらに追加で要求してい

者本位の請求でございますので、介護事業所が幾

ただいたものでございますが、Ａ４のものでござ

らというふうな請求ではございませんので、七飯

います。１ページ目に円グラフの書いているもの

町においては介護事業所ごとの積み上げた金額と

でございます。こちら、表題が令和元年度決算審

いうのは今のところは存在しないというところ

査特別委員会追加要求資料というところで、Ａ４

で、今回、すぐは出せない。ただ、毎月毎月、国

の縦のものでございます。

保連から請求が来る際、例えば私が介護サービス

決算の共通様式の、まず７の、介護保険特別会

を使ったら、どこどこの事業所の何々を使ったと

計繰出金のところの追加というところで御説明、

いうのがありますので、それをまめに拾うことに

概略をさせていただきます。

よって、事業所ごとは出ますけれども、決算書ど

一般会計から特別会計に繰り出すものでござい

おりの訪問介護だったり、デイサービスだった

ますが、介護保険の先ほど説明した保険給付費の

り、特養であったり、ヘルパーであったりという

１２.５％が介護保険法により定められておりまし

分類ではなかなか集計はできないというところだ

て、保険料で５０％、１号と２号で２３％、２７

け御理解いただければなと思っております。

％、町が１２.５％、道が１２.５％、国が２５％

具体的な資料は、ページの次のほうに書いてい

というところで、この１２.５％が一般会計から繰

ますので、後ほど御参照いただければと思いま

り出しますよというルールになっております。こ

す。

の１２.５％のほかに、介護保険の賦課徴収に係る

なお、障害者の自立給付とかの部分について

職員の分の人件費であったり、国で行っている介

は、人数は押さえていますので、５ページ、６

護保険料の軽減の事業の補助金が、国と道のお金

ページ以降に、障害者の給付の細かく分けたとこ

が一般会計に歳入されるので、それも含めて繰り

ろの人数、介護給付、訓練給付、あとは計画相

出ししているというのがナンバー７の４億１,１０

談、高額、特例介護といったところの実人員等は

０万４,９１７円というものでございます。なお、

載せております。障害児についても、障害児給付
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費というところで、８ページとかに人数、実人員

の二つは金額が高いというせいもあるのですけれ

を載せてございますので、御参照いただければな

ども、選考業者がＢランクだったけれども、ここ

と。

だけはＣとＢが入っているのですけれども、そう

最後の９ページでございます。昼、机に上がっ
ていたと思われますが、こちら、自立支援医療の

いうふうに工事費の問題でこういうふうになった
のか。

利用状況ということで、こちらも自立支援医療

それから、次のページの１３０万円以上、その

は、大きく療育医療と更生医療と二つに分かれて

他の契約の状況の下から２番目の高齢者入浴助成

おりまして、こちらの実人員を、療育医療、入院

事業、テルメななえの４５０万円、これで実際に

で１名であったり、更生医療がトータルで５９名

利用の数が増えているのか減っているのか。たし

だったりという形で記載されておりますので、後

か資料にあったと思うのですけれども、ちょっと

で御参照いただければなと思います。

探せないので、後でページ数を教えてくれればそ

以上でございます。

れで構いませんので。

○長谷川委員長 ありがとうございました。

以上です。

これより質疑を行います。

○長谷川委員長 福祉課長。

横田委員。

○村山福祉課長

○横田委員

まず、共通様式の３番、事業決

共通様式のナンバー３の民生委員児

算名、民生委員児童委員の９１万９,０００円の減

童委員費で、補正で９１万９,０００円を引いた

額補正でございますが、委員のおっしゃるとお

ということは、民生委員が定員に達していないの

り、当初予算において七飯町の民生委員の定数満

で減額したという考え方でいいのかどうか。

額を補正しております。その後、執行しているう

それから、共通様式の１５番の１５の工事請負

ちに、民生委員が欠員しているというところで、

費の介護サービス提供基盤等整備工事１,８１５

実際の数字に合わせて補正で減額しているという

万５,５００円というのがあるのですけれども、

ところでございます。

これは具体的にどこの工事なのか教えていただき
たいと思います。

続きまして、共通様式の１５番、社会福祉施設
整備の具体的な施設でございます。今、資料を探

それから、共通様式の１７番の健康センターの

しますので、ちょっとお待ちください。

歳入のほうですけれども、歳入のＰ４０から４３

まず、工事請負なのですが、工事請負について

というところの温泉泉源ポンプ電気料負担金２７

は、先ほど、今委員から御質問いただいたＢラン

１万２,０００円、多分、社協さんと好日園さん

クとかの文化センターの改修とコミュニティセン

の電気代だと思うのですけれども、その内訳がわ

ターの改修、大沼婦人会館の改修、こちらが工事

かったら教えていただきたいと思います。

請負費で１,８１５万５,５００円。

介護保険の特別会計の様式３の滞納繰越分で、

１９番の負担金、補助及び交付金でございます

３０年の一番下、９款２の２の返納金を２２条の

が、こちらのほうについては、国のほうの補助を

不正利得による返納金、今回は１４１万円で、分

もらって、防災の発電機の改修をしている事業所

納しているということで、これと、それから、予

が３件あります。あと、繰り越ししているのは、

算書の介護保険の３２７の雑入の２の返納金、同

本町地区のグループホームでございます。

じく法第２２条の不正利得による返納金２０６万

あとは、１７の電気料、社協とななえ福祉会の

７,０１３円、これは同じものなのか、別の方な

内訳でございますが、ちょっと今、手元に集計し

のか、これ、わかったら教えていただきたいと思

ていないので、それは後ほどということでよろし

います。

かったでしょうか。

それから、福祉課の追加の１３０万円以上の工

様式３の不正利得の部分で、様式３に出ている

事のナンバー１の３番目に介護予防拠点大沼婦人

ほうが１社でありますが、こちらは分納成約で滞

会館改修工事というのがあるのですけれども、上

繰になっていますが、もう１社、不正利得がござ
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いまして、それは令和元年中に１社、６５万７,

うは一般会計に入ると思いますので。

０１３円、こちらのほうは請求したら一括で現年

○横田委員

分、請求したらすぐ振り込んでいただいたので、
２０６万７,０００円のほうの繰入金、予算書の

わかりました。

以上です。
○長谷川委員長 ほかに。

３２７ページの２０６万７,０１３円の内訳が、

川上委員。

６５万７,０１３円が滞納していなくて、分納し

○川上委員

ていない、別の会社で、様式３に分納しているの

１、補正予算額よりも不用額が多いのですけれど

が、分納成約している１社で１４１万円で、予算

も、ちょっとここの説明をお願いします。

書の決算書のほうは２社でございます。

○長谷川委員長 課長。

そして、追加資料のＢランクがずっと並んでい

共通様式のナンバー８とナンバー１

○村山福祉課長

８番、福祉介護管理車でござい

て、一番下の４７０万円の部分が、大沼婦人会館

ますが、こちら、５万円補正させていただいて、

がＣとＢが入っているというところでございます

不用額が６万７,０００円というところでございま

が、こちらは指名選考委員会のほうに確認したと

す。補正予算を上げさせていただいたときには、

ころ、この金額であればＣとＢ、混在で問題なし

車検料の部分が足りなくて、修繕料が足りなくて

ということで御助言いただいたので、町内のＣラ

補正させていただいたというところでございま

ンクも入れさせていただいたというところでござ

す。

います。

そして、不用額については、主にこちら、燃料

テルメななえの利用者数でございますが、テル

費の部分について、不用額が増えたというところ

メななえの令和元年の利用者数でございますが、

です。なぜかというと、こちらのバス、生きがい

２万６,４８７件、そして、平成３０年度でござ

デイサービスの送迎に使っているバスでございま

いますが、参考までに、２万８,２９９件で、平

す。こちら、２月から３月にかけて、コロナが発

成２９年が３万１２９件ということで、今年、２

生した際、生きがいデイサービスを一斉に中止さ

月、３月がぐっと落ち込んでいて、減っていると

せていただいたので、１か月半ほどの需用費が、

いう状況ではございますが、これに２万６,４８

燃料費が使わなかったというところで、どちらに

７に現額、アップル温泉とか１人２００円引きで

しても毎月大体燃料費が月一万五、六千円かかっ

高齢者が入っているので、仮に２００円掛けても

ていたところの、２か月近くお休みさせていただ

５２９万７,４００円相当の方が利用していると

いたということで、それでも順調にコロナがなく

いうことですので、４５０万円であれば下回って

１年間ずっと生きがいデイサービスをやっていて

いるなというところでございます。

も不要額は３万円ぐらい発生したかと思います

○長谷川委員長

が、燃料費の部分が大きく、２月、３月で支出し

○横田委員

横田委員。

この不正利得による２社というの

は、二つとも高齢者ですか、それとも障害です

なかったというところが上回る原因でございま
す。

か。

続きまして、不用額のナンバー１１、地域生活

○長谷川委員長 福祉課長。

支援事業でございます。こちらも補正予算につい

○村山福祉課長

ては、日常生活用具で１２月に補正させていただ

不正利得の２社ということです

か。
○横田委員

き、３月でも一部事業が完了したということで、
はい。

○村山福祉課長

４８万６,０００円減額させていただいて、トータ

介護保険のプランのほうのとい

う形で……。
○横田委員

ル２９８万７,０００円の補正予算であったが、四
百三十一万七千何がしの不用額が発生した理由で

この間、新聞に出たところの人だ

ね。
○村山福祉課長

ございますが、こちらについて、主な部分につい
てでございますが、委託料の障がい者の移動支援

はい。介護保険料の、障害のほ

事業委託料及び日中一時支援事業委託料について

－ 28 －

が、こちらも年明け、利用者が減ったというとこ

ざいます。他の事業予算からというところの考え

ろが大きいところでございます。

もありますが、なかなか、１２月の段階でありま

あとは扶助費についても、障がい者の日常生活

すので、それはできれば補正予算の範囲でまず対

支援の部分、当初見込んでいたところよりも２０

処して、もし仮に３月で足りなくなるのであれ

０万円近く不用額が出たというところでございま

ば、ほかの事業予算からというところで考えてい

す。扶助費の日常生活給付については、見込みが

たところ、１月、２月、２月からの自粛で事業が

ちょっと甘かったというところはありますが、委

できなくて、ガソリン代が浮いたという形でござ

託料については、日中一時支援とか、こちらの日

いますので、御理解のほどよろしくお願いしま

中、障がい者、障がい児の方を預けて、親御さ

す。

ん、保護者の皆さんがちょっと活動するといった

○長谷川委員長

ところで、委託料だったのですが、こちらも１月

畑中委員。

ほかにございますか。

過ぎからの自粛で、預かり等とかが伸びず、１８

○畑中委員

０万円ほどとか、そういう形で不用額を出させて

えば共通様式のナンバー７、介護保険の繰出金、

いただいてしまったというところでございますの

これについてもＡ４の資料をつくっていただきま

で、こちらについても、そこの部分を差し引いて

して、これ、ちょっと確かめたいのですけれど

も、不要額がちょっと大きいので、今後、扶助費

も、２枚ですか、綴り、このＡ４のあれは２枚な

については特に３月補正までには何とかもう少し

のですか。説明の中ではまだあったような……。

実数に近い形で補正させていただきたいと思って

（発言する者あり）そんなにあるの。

おりますので、今回は本当に大変申しわけござい

○長谷川委員長

ませんでした。

○畑中委員

以上でございます。
○長谷川委員長
○川上委員

実は私、資料要求して、先ほど、例

今、差し上げますから。

それは後でいただくとして、これ、

つくっていただきましてありがとうございます。

川上委員。

それで、次に出してほしかったあれには、扶助

１１番のほうはよくわかりました。

費の件について、やはり法人ごとに、共通様式の

８番のほう、これ、車検代と言っていましたよ

ナンバー９なのですけれども、これは実は２０番

ね。１２月に補正をかけているのですけれども、

の扶助費の部分の自立支援医療費とか、あるいは

ほかの需用費の中から何とかやりくりして、流用

介護給付費、あるいは障がい児通所給付費、こ

か何かでこの５万円分出そうという考えは、この

れ、多額の予算なものですから、一応法人別に出

ときになかったのですか。

してほしいと言ったけれども、町のほうではそう

○長谷川委員長 福祉課長。

いうシステムになっていないということで、出せ

○村山福祉課長

この事業予算については、需用

ないというような、私、答弁をいただいたと思う

費、役務費、公課費と三つの節しか持っておら

のですけれども、ただ、どうなのでしょうね、例

ず、役務費についてはほぼ車検、手数料等々、あ

えばこれから、今、第４次の介護の事業をやって

とは保険料等々、定額のものでございますので、

いると思うのです。第５次の介護の計画を立てる

役務費についての不用額が８９０円というところ

場合に、こうした詳細をある程度つかんでいない

で、そこは計算どおりの執行でございましたの

と、なかなか次の計画を適切につくるというの

で、公課費についても、自動車重量税なので、そ

か、難しいのではなかろうかなと思うもので、こ

この予算についても不用額５００円というところ

の辺について、例えば次年度から何とかこういっ

でありましたので、こちらの事業予算の範囲内で

たものについて、私が要求したのは法人別、ある

あれば、修繕のほうは、とりあえず１２月に補正

いはもうちょっと深く掘り下げて、そこで扱う人

しておかなければ、まずは車検が上げられずとい

数だとか、そういったものをお願いしたと思うの

うところで、ほかの事業予算というか、ほかの節

ですけれども、こういったものについては、次年

からのやり繰りはできなかったというところでご

度あたりはできないものでしょうか。
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○長谷川委員長 福祉課長。
○村山福祉課長

○長谷川委員長

畑中委員のほうから御質問あっ

よろしいですか。

ほかに質疑。

た内容ですけれども、実際問題、請求書自体は、

中川委員。

内訳については、国保連から来るものについて

○中川委員

は、要は介護プランを立てた方の個人のデータが

ろなのですけれども、委託料でいろいろな環境整

もとで来ると。その人たちがどういうサービスを

備だとか清掃料とか出ているのですけれども、業

使っているかという枝では、分析すれば、細かく

務委託料は業務なので、清掃にしてもその状況に

やれば、ある程度按分をすればできるとは思うの

よって変動していくというのはわかるのですけれ

ですけれども、今回の決算の金額と、今回、分析

ども、機械関係とか保守点検の委託料が何点かあ

させていただいて、ちょっと途中で国保連のデー

るのですけれども、一般的に保守点検とかの委託

タが足りなくて、合わせられないというところ

料は、固定の金額ではないのかなと思うのですけ

で、今回はちょっと難しいところでございます

れども、その辺について、固定ではないのかな

が、細かく分析すれば、事業所、全国の事業所ご

と。

とのやつは把握はある程度は可能でございます。

○長谷川委員長 福祉課長。

また、計画を立てる際も、実際問題、この施設

ナンバー１７の、ちょっと細いとこ

○村山福祉課長

業務委託の中の、例えば機械設

は定員何人で、そのうち七飯町の人は何人いると

備保守点検委託料とか、消防用設備保守点検委託

いうのは、その時々の調査の時点の、直接介護と

料についての金額のところですので、中川委員、

かの施設に連絡して、七飯町、何人いますかとい

よろしかったのですよね。こちらについても、う

う形では対応はしながら、計画の策定には至って

ちの消防用設備の委託であれば、庁舎内の、例え

いるというところでございますので、今後、今、

ばこれ、アップル温泉に予算がついていますけれ

委員のほうにお渡しした２ページの４番目のデー

ども、入札とか自体は七飯町の施設全体で総務課

タ部分のところにはちょっと説明書きは書かせて

のほうが取りまとめて、一括で入札を行って、そ

いただいているのですけれども、今、現状で、国

のうち保健センターの分が幾らだよという形で振

保連からのデータでは、要は決算書の、例えばヘ

り分けされてやっているもので、いろいろなとこ

ルパーさんの部分で、ここの事業所何人、この事

ろの事業者の入札でやられているので、こういう

業所、通所で、事業予算ごとで、さらにその事業

ところについては経費の削減にはなっているのか

所を分けるというのはちょっと不可能であるとい

なと思っております。

うことは述べさせていただいたのですが、それを

機械設備の保守点検については、うちはアップ

関係なく、全体の給付費として、扶助費の中でこ

ル温泉、大きいボイラー等々ございまして、そち

の事業所は幾らぐらいだよというのは、ざっくり

らについては、そちらが壊れるとお客さんが入園

は把握は可能でございますので、今年度、さかの

をちょっとストップせざるを得ない状況とかござ

ぼって、委員の言うような、統計上、できる範囲

いますので、こちらについてもいろいろなところ

で、ちょっと事業所の単位で把握のほうに努める

から見積もりをもらいながら、経費は削減させて

形では思っているところでございます。いかんせ

いただきながらやっていますので、毎年いろいろ

ん、七飯町の保険者は七飯町だけではなく、全国

と経費削減するのに、見積もり合わせとか、金額

でサービスを使われているので、本州のほうでも

は小さいけれども、見積もりをもらいながら、あ

使われている方もいますし、道内、いろいろなと

とは庁舎内一括で入札していただきながらという

ころで使われている方がいるので、この事業所と

形で保守点検させていただいているというのが現

いうのはかなりの数になるので、かなり煩雑にな

状でございます。あとはいろいろと分煙カウン

ると思うのですけれども、できる限り収集には努

ター保守点検とかも、いろいろとそういうところ

めたいという気持ちでいるところでございます。

について、ほかの委託の部分についてもいろいろ

以上でございます。

と経費を削減するように今後も努めさせていただ
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きますので、御理解のほどよろしくお願いいたし

なかたばこの喫煙者が少なくなってきているとい

ます。

うところで、フィルター等々もそこまで寿命が短

○長谷川委員長
○中川委員

中川委員。

くないという業者の判断でそうなったというとこ

消防だとか、そういうので設備の関

ろでございますので、御理解のほどよろしくお願

係でいけば一括で取り扱っているということなの

いします。

ですけれども、今のボイラーだとかいろいろなお

○長谷川委員長

よろしいですか。

話ありましたけれども、経費削減されているとい

ほかに。

う説明だったのですけれども、去年よりも、例え

副委員長、何かございますか。

ばボイラー保守点検だと、去年よりも５,８００

副委員長。

円くらい上がっていたり、昨年と比べると、わず

○田村副委員長

かなのですけれども、ほとんどが上がっているの

１３０万円以上、この部分で、先ほどもちょっと

ですよね。減っていなくて上がっていて、それ

触れられていたのですけれども、介護予防の拠点

で、何となく保守点検は大体月何千円という固定

の七飯町文化センター、それからコミュニティセ

費でいくのかなというふうに思っていたので、と

ンター、婦人会館、これ、どこを直したのか。

追加資料の１ページの契約金額

いうのと、もう一つ、分煙カウンター保守点検委

そして、条項では１６７の５ということで、指

託料というのは４万５,７８０円とあるのですけ

名競争入札の部分で、５番目、どんな理由で５号

れども、これ、予算でいけば７万２,０００円に

を使ったのか、それをちょっと聞きたいというこ

なっているのですけれども、前の実績、決算では

とと、それから、それぞれ２社なのだけれども、

４万５,３６０円、四万五、六千円、５万円いか

２社でいいのかどうか、その部分もあわせてお願

ないくらいなのですけれども、何で今回の予算は

いします。

７万２,０００円になったのかなと。

○長谷川委員長 福祉課長。

○長谷川委員長 福祉課長。

○村山福祉課長

○村山福祉課長

昨年度の決算額、保守点検等々

修についてでございますが、まず、介護予防拠点

の、まず金額が上がった理由なのですが、消費税

というところで、１階のスターホール、小ホール

が上がって、今年度は、前回は８％で、８％のと

のほうでございますが、そちらを介護予防の拠点

きに全部保守点検させていただいているので、消

と認定を道にさせていただきまして、北海道に申

費税増税前にやらせていただいているというのが

請して、１階部分のトイレの和式から洋式化で、

増減の大きなもので、今年度は１０％になります

そこの部分について、ウォシュレットとか、和式

ので、決算額が上がっているというところでござ

から洋式になるので、扉を開けるときに、洋式だ

います。

と、どちらかというと内側に押して開くことがで

まず、七飯町文化センターの改

あと、分煙カウンターについてなのですが、こ

きないので、外側に開くようなパーティションと

ちら、当初、予算７万１,０００円で見ていました

いうのですか、洋室、大きい方をするほうの扉を

が、事前に予算をとるときに見積もりをもらうの

内開きから外開きに変えたり、あとは手すりをつ

ですけれども、保守点検のほかにフィルター交換

けたりという形で、文化センターは１階のトイレ

等々も全部含めて予算を計上させていただいたと

の男女の和を洋式化にさせていただいたというと

ころでございますが、今回お願いしたところの別

ころでございます。

の業者とか、聞いたところ、見てもらったとこ

次の大川コミュニティセンターの改修工事でご

ろ、そこはまだ大丈夫ではないかというところ

ざいますが、こちらの駐車場から玄関に上がるス

で、消耗品系の交換するものを、今回はやらな

ロープがございますが、もともとスロープがあっ

かった。そして定期の保守点検の四万何がしでや

たのですが、そのスロープの面がひび割れした

らせていただいたというところでございます。実

り、コンクリート製でがたがたしているという、

際、今、分煙カウンターの部分についても、なか

そこの面をゴムチップタイルに張り替え工事をし
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たのと、あとはコミュニティセンターの厨房でご

○長谷川委員長 再開いたします。

ざいますが、こちら、廊下から厨房が１０センチ

福祉課長の答弁から入ります。

ほど下に下がっている、バリアフリーではない、

福祉課長。

フラットではない状況でございましたので、床の

○村山福祉課長

底上げをしたのと同時に、床についていた厨房機

大変申しわけございませんでした。

器、シンクとか、全てかさ上げするという形の工
事をさせていただいているところでございます。

貴重な時間を費やしてしまい、

１６７条の関係の件でございますが、１６７条
の５の条項でございますが、普通地方公共団体の

大沼婦人会館の改修については、コミュニティ

長は、前条に定めるもののほか、この前条に定め

センターと同じく、外からのアプローチのスロー

るもののほかというのは、一般競争入札の参加資

プが、そこももともとスロープがあったのです

格でございますが、一般競争入札に参加する者に

が、経年劣化でひび割れ等していたので、こちら

必要な資格として、あらかじめ工種の種別及び金

も冬、特にあの辺、スロープが氷になって滑りや

額に応じ、工事、製造、または販売、実績、従業

すいという苦情も入っていましたので、ゴムチッ

員の数、資本、その他経営の規模及び状況を要件

プ化して、踏んだらすぐ割れるような形のゴム

とする資格を定めるものというところの条項で実

チップの改修をしたのと、大沼のほうもトイレの

施しております。指名競争入札でございますの

ほうを男女の和式を洋式化、それにウォシュレッ

で、そういったところの部分で、今回、１６７の

トとか手すりとか、また、部屋、大をするところ

５の条項を使って入札させていただいたというと

の仕切り等の変更をしたものでございます。

ころでございます。

そして、今、契約条項の運用方針、ちょっと
今、手元にないので、１６７条の５の部分の、

以上でございます。
○長谷川委員長

ちょっと今、詳しい説明ができないので、そちら

ほかにございませんか。

のほう、後で飛ばさせていただいて、指名選考業
者、２社ずつでよかったのかという質問でござい

副委員長、よろしいですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○長谷川委員長 質疑を終わります。

ますが、こちらについても、町内のランク、Ｂラ

以上で、福祉課に対する審査を終了します。

ンクもしくはＣランクの業者を、まず地元発注と

福祉課長、御苦労さまでした。

いうことで選考させていただくということで、地

次に、子育て健康支援課の審査を行います。

区割りをある程度しながら、金額も見ながら、Ｂ

子育て健康支援課長、御苦労さまです。

とＣを入れながらという形で指名選考委員等々に

それでは、決算書及び提出資料に基づき、簡素

相談しつつ、この２社ずつの指名で大丈夫だとい

に説明をお願いいたします。

うところで、選考を３か所とも２社にしている

課長。

と。町内の、金額はこういう形で、ＢランクとＣ

○岩上子育て健康支援課長

ランクと入れながら指名をさせていただいたとい

管分の令和元年度一般会計歳入歳出の決算の状況

うところでございます。契約条項の１６７の５が

について御説明をいたします。

ちょっと今、手元にないので、そこの部分、どこ
を使ったと言われると、ちょっと今、正確な答え

子育て健康支援課所

資料、共通様式を御覧いただきたいと思いま
す。

が出ないので、そこだけ、暫時休憩をもらって

ナンバー１、事業名、児童福祉総務費は、当初

ちょっと調べさせてもらってもよろしいでしょう

予算額５,５９８万９,０００円、補正予算予算額

か。

２,５５９万３,０００円、予算現額８,１５８万

○長谷川委員長
午後

暫時休憩させてください。
３時０５分

休憩

─────────────
午後

３時１７分

再開

２,０００円に対し、支出済額は７,９６６万４,
０５８円、不用額１９１万７,９４２円で、執行
率は９７.６％でございます。この事業は、児童
福祉業務を円滑に行うためのもので、補正の主な
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もの、歳入の状況及び支出状況は記載のとおりで

０円に対し、支出済額は５,０３６万３,８１８

ございます。

円、不用額２５４万１８２円で、執行率は９５.

続きまして、ナンバー２、事業名、放課後児童

２％になります。事業目的は、大中山保育所の運

対策費で、当初予算額８,４６６万７,０００円、

営を行うもので、支出状況は記載のとおりとなっ

補正予算額マイナス９１４万６,０００円、予算

てございます。

現額７,５５２万１,０００円に対し、支出済額は

次のページになります。

７,１３５万１,３７８円、不用額４１６万９,６

ナンバー７、事業名、子ども・子育て支援給付

２２円で、執行率は９４.５％になります。事業

事業費でございます。当初予算額７億７,５５１

目的は、学童保育クラブの運営を円滑に行うため

万３,０００円、補正予算額マイナス４,８８９万

のもので、支出状況は記載のとおりでございま

６,０００円、予算現額７億２,６６１万７,００

す。

０円に対し、支出済額は６億９,８４２万９,３５

次のページになります。

４円、不用額２,８１８万７,６４６円で、執行率

ナンバー３、事業名、本町子育て支援センター

は９６.１％になります。事業目的は、私立保育

運営費で、当初予算額１９４万８,０００円、補

所、幼稚園及び認定こども園、小規模保育事業の

正予算額マイナス２万６,０００円、予算現額１

運営を委託するもので、支出状況は記載のとおり

９２万２,０００円に対し、支出済額は１８０万

となってございます。

３,８０４円、不用額１１万８,１９６円で、執行

ナンバー８になります。事業名、青少年育成対

率は９３.９％になります。事業目的は、本町子

策費で、当初予算額は１０９万２,０００円、補

育て支援センターの運営を行うもので、支出状況

正予算額マイナス１９万４,０００円、予算現額

は記載のとおりでございます。

８９万８,０００円に対し、支出済額は６７万６,

ナンバー４、事業名、大中山子育て支援セン

４１５円、不用額は２２万１,５８５円で、執行

ター運営費で、当初予算額１１５万８,０００

率は７５.３％になります。事業目的は、青少年

円、補正予算額４０万７,０００円、予算現額１

の健全育成を図るためのもので、支出状況は記載

５６万５,０００円に対し、支出済額は１５２万

のとおりとなります。

８,７７１円、不用額３万６,２２９円で、執行率

民生費については以上でございます。

は９７.７％になります。事業目的は、大中山子

続きまして、衛生費に入ります。

育て支援センターの運営を行うもので、支出状況

ナンバー９、事業名、保健衛生総務費は、当初

は記載のとおりでございます。

予算額１,０７４万９,０００円、補正予算額マイ

次のページになります。

ナス３６万４,０００円、予算現額１,０３８万

ナンバー５、事業名、大中山複合施設整備事業

５,０００円に対し、支出済額は１,０３５万２,

費は、当初予算額１,８３４万２,０００円、補正

５４８円、不用額３万２,４５２円で、執行率は

予算額マイナス２３５万８,０００円、前年度繰

９９.７％になります。事業目的は、保健衛生事

越額２,１１３万５,０００円、予算現額３,７１

業を行うもので、支出状況は記載のとおりとなっ

１万９,０００円に対し、支出済額は３,７００万

てございます。

５,０００円、不用額１１万４,０００円で、執行

次のページになります。

率は９９.７％になります。事業目的は、大中山

ナンバー１０、事業名、保健指導車管理費は、

複合施設の整備を行うため、旧大中山公民館解体

当初予算額５８万円、補正予算額３万５,０００

工事、大中山複合施設の前年度繰越工事費として

円、予算現額６１万５,０００円に対し、支出済

執行されたものでございます。

額は５８万８,０６７円、不用額２万６,９３３円

ナンバー６、事業名、大中山保育所運営費で、

で、執行率は９５.６％となります。事業目的

当初予算額５,３５８万４,０００円、補正予算額

は、保健指導車４台分の運行経費で、支出状況は

マイナス６８万円、予算現額５,２９０万４,００

記載のとおりとなります。
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ナンバー１１、事業名、疾病予防等保健対策費

また、滞納繰越分ですが、２８年度の保育所特

は、当初予算額６,２３５万円、補正予算額３６

別保育料が２件で２,１００円、３０年度学童保

３万１,０００円、予算現額６,５９８万１,００

育料が５件で３万１,５００円、学童保育延長保

０円に対し、支出済額は６,０７７万７７０円、

育料が４件で３,２００円の収入未済となってお

不用額５２１万２３０円で、執行率は９２.１％

ります。今後も解消に向けて対処してまいりま

となります。事業目的は、防疫、健診及び疾病予

す。

防等を行うもので、支出状況は記載のとおりとな

次に、追加資料について御説明をいたします。

ります。

工事または製造の請負契約、１３０万円以上の

次のページになります。

状況でございますが、これにつきましては、大中

ナンバー１２、事業名、母子保健対策費は、当

山複合施設新築に係る各種工事でございます。契

初予算額２,１５８万２,０００円、補正予算額マ

約業者及び金額等は記載のとおりでございます。

イナス２２７万円、予算現額１,９３１万２,００

次のページになります。

０円に対し、支出済額は１,６９２万４,４８４

その他の契約、１３０万円以上の状況でござい

円、不用額２３８万７,５１６円で、執行率は８

ます。

７.６％となります。事業目的は、乳児健診など
の母子保健対策を行うもので、支出状況は記載の

ナンバー１の１件目、病児保育事業委託は、は
るこどもクリニックと契約をしております。

とおりとなります。

２件目、３件目は、体調不良児対応型病児保育

ナンバー１３、事業名、成人保健対策費は、当

事業委託料で、社会福祉法人聖樹の杜、これにつ

初予算額２,４９９万２,０００円、補正予算額２

いては七飯ほんちょう保育園、株式会社八晃建

１９万円、予算現額２,６２８万２,０００円に対

設、これについては認定こども園どんぐりとそれ

し、支出済額は２,５２６万６,６４５円、不用額

ぞれ契約をしております。

は１０１万５,３５５円で、執行率は９６.１％と
なります。事業目的は、各種健診などの健康増進

４件目は、障がい児保育事業委託料で、社会福
祉法人ななえ福祉会と契約をしております。

を行うもので、支出状況は記載のとおりとなりま

次のページになります。

す。

ナンバー２の１件目は、一般型一時預かり事業

次のページになります。

及び幼稚園型一時預かり事業委託料で、株式会社

ナンバー１４、事業名、保健センター管理費

八晃建設と契約しております。

は、当初予算額４８１万４,０００円、補正予算
額１０万８,０００円、予算現額４９２万２,００

２件目、３件目につきましては、記載のとおり
でございます。

０円に対し、支出済額は４７７万４,３１４円、

ページが変わりまして、ナンバー３の１件目か

不用額１４万７,６８６円で、執行率は９７.０％

らナンバー８まで、ページがかなり飛びますが、

でございます。事業目的は、保健センターの維持

保育所運営委託料、施設型給付費委託料及び地域

管理に関する経費で、支出状況は記載のとおりと

型保育給付費委託料でございます。契約業者につ

なります。

いてはそれぞれ記載のとおりでございます。

共通様式については以上でございます。

ナンバー９につきましては、第２期七飯町子ど

続きまして、様式３、令和元年度収入未済額の
状況について御説明をいたします。

も・子育て支援事業計画策定支援業務及び子ど
も・子育て支援システム改修業務でございます。

現年度分といたしましては、学童保育料が７件
で３万８,５００円、学童保育延長保育料が３件

契約業者、金額については記載のとおりでござい
ます。

で６００円、保育料副食費が１２件で５万４,０

ナンバー１０の１件目から３件目までは予防接

００円、合計９万３,１００円が収入未済となっ

種、４件目からナンバー１１の３件目まで、これ

ております。

については、各種健診委託業務になります。それ

－ 34 －

ぞれ各医療機関と契約をしている状況でございま

説明については以上でございます。よろしくお

す。なお、複数にわたる契約者及び単価契約等に

願いいたします。

ついては、資料１と２を参考添付してございます

○長谷川委員長 ありがとうございました。

ので、御確認をお願いいたします。

これより質疑を行います。

ナンバー１１の４件目は妊婦健診。

上野委員。

ナンバー１２の１件目については風疹抗体検査

○上野委員

及び風疹第５期の定期接種に係る委託。

二、三、ちょっとお伺いします。

まず、ナンバー２の学童保育クラブの件なので

２件目の保健センターの清掃業務委託料につい

すけれども、現在、学童保育クラブに関しては、

ては、３年間の長期継続契約で、平成２９年度か

待機児童は発生していないのかどうか、これにつ

ら３１年度までの契約となってございます。

いてちょっとお伺いします。

３件目の休日当番医の委託料で、町内１６医療
機関と契約を行っております。

２点目は、ナンバー８のいじめ問題等の委員報
酬がゼロ円ということで予算計上され、不用額が

続きまして、町単独補助金の状況ですが、ナン

７万９,０００円ということで、ちょっとこれ、

バー１の１件目と２件目が、学童保育交通費補助

理解ができなかったので、この点について説明を

金、３件目と４件目が学童保育クラブ保育料減免

お願いしたいなと。

補助金でございます。

それから、ナンバー９ですけれども、道南ドク

また、ナンバー２の１件目からナンバー３の７
件目までがロタウイルス予防接種費用助成金。

ターヘリの運航、経費負担が２５０万円を超える
わけですけれども、導入後、利用の実績がどう

８件目と９件目が予防接種償還払い。

だったのか、特に令和元年はどうだったのか、そ

ナンバー４の１件目と２件目が、妊婦健診立て

の辺についてちょっとお伺いします。

替え分の補助金。

以上３点、お願いします。

３件目が、がん健診推進事業立て替え分の補助
金でございます。

○長谷川委員長 課長。
○岩上子育て健康支援課長

さらに、本日配付させていただきました追加の

それでは、お答えし

てまいります。

資料について御説明をいたします。Ａ３で、左、

まず、１点目の、資料ナンバー２、学童保育ク

１か所、ホチキスでとめているものがその資料で

ラブの待機の状況でございますけれども、令和元

ございます。タイトルが、令和元年度病児保育事

年度に関しましては、待機児童数はゼロというこ

業委託料の内訳という一覧でございます。これに

とで確認をしております。これについては、町内

ついては、施設名、そして各月ごとの利用人数、

公営の学童保育、そして民設民営の、民間の学童

委託料、それぞれ記載をさせていただいておりま

クラブもある中で、その全体枠の中として、待機

す。

の状況はないということでございます。ただ、ど

次のページになります。

うしても特定の場所に行きたいというふうに申請

特別保育の利用状況の一覧でございます。これ

をされている方の、確かに待ちのような状況は否

については、一時保育の利用実績、そして延長保

定はできませんけれども、全体としては待機はな

育の利用、障害児の受け入れ実績ということで記

いというふうな現状でございます。

載をさせていただいております。

続きまして、資料のナンバー８、青少年問題、

続きまして、３枚目の資料になります。

いじめ問題等委員の報酬についてでございますけ

これにつきましては、令和元年度認可保育所入

れども、これは例年、年度末、３月に、１年の総

所児童数保育委託料の状況ということで、各施設

括の意味合いで、この委員会を開催して、話し合

の入所状況と、それぞれの委託料について記載を

いをするという場でございます。今回、２月、３

させていただいておりますので、御参考にしてい

月のコロナの影響で、そういう会議の自粛という

ただければと思います。

ことでございましたので、書面会議なるもので一
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応内部の状況等説明させていただいて、委員の皆

う警備の内容を自粛したという内容でございます

さんにはお集まりいただくことのないような対処

ので、その分、停止した分の不用額が発生してい

をしてまいりましたので、これについては不用額

るということでございます。

が発生してございます。

また、ドクターヘリにつきましては、先ほどお

また、ナンバー９につきましては、ドクターヘ

答えした内容が七飯町分の出動件数ということで

リの運航経費２５１万２,０００円が、令和元年

ございましたので、ちょっと今、全体の件数を調

度、かかったわけですけれども、平成３０年度の

べます。平成３０年度につきましては３１件とい

実績としましては３１件の実績がございました。

うことでございました。全体の管内の渡島、檜山

それに対して、令和元年度の実績については４１

含めた出動件数でございますけれども、４５０回

件という実績の中で、この負担金を支払っている

出動してございます。そのうちの七飯町分として

状況でございます。

は３１回が実績でございます。令和元年度につき

以上でございます。
○長谷川委員長
○上野委員

ましては、同じくここの管内で４１２件の出動が

上野委員。

ございました。そのうちの４１件ということでご

最初の待機児童の件なのですけれど

ざいます。

も、民間も含めてないということでよろしいで
しょうか。それが２点目に一つお伺いします。

また、この支払いの考え方でございますけれど
も、均等割、そして利用割ということの積算でこ

それと、いじめの実態、コロナ問題が発生した

の負担金が積算されているわけでございますの

ということで、活動が中止みたいな形になったの

で、これについては、出動件数が多いと、おのず

かどうか、これについてはどうなのか、その辺に

と増えていくという部分もございますけれども、

ついてもう少し判断の理由を説明していただきた

基本ベース、基礎部分の経費というものに上乗せ

いなと。

されて積算されている状況でございますので、御

それから、最後のドクターヘリですけれども、

理解のほどよろしくお願いいたします。

これは全体の利用件数ということでなくて、全体

○長谷川委員長

の利用件数の中で、七飯町としての利用がどうい

○上野委員

う状況だったのかということで、ちょっとお伺い

めの件に関しては、令和元年については、途中か

したいなということです。

らそういうことで活動中止をしているわけですけ

以上３点、お願いします。

よくわかったのですけれども、いじ

れども、令和２年、学校が始まりまして、子供た

○長谷川委員長 課長。
○岩上子育て健康支援課長

上野委員。

ちもコロナ関係でストレスもたまって学校に通学
学童クラブの待機の

というような形で、今後、これは改めて委員の活

状況でございますけれども、これについては、民

動は検討し、必要になれば再開するということで

間学童施設も含めて、その中で、総体の器という

よろしいのでしょうか。

ものが必然的に決まりますので、その中で待機の

○長谷川委員長 課長。

状況はないと、空きがあるよということでござい

○岩上子育て健康支援課長

ますので、そういうことで御理解をいただきたい

ほうからも、そろそろちょっと現場のほう、回っ

と思います。

て歩きたいのだけれども、どうしたらいいものか

今現在、委員の方の

また、青少年の健全育成の部分でございますけ

ということで、私たちも感染予防対策を徹底した

れども、これにつきましては、先ほどお答えいた

上でやっていただくと、コロナの期間でもそうい

しましたとおり、この委員会については例年３月

うやっぱり子供たちの精神状態だとか、そういう

に行っている状況でございまして、これについて

ことも踏まえると、この必要性というものは当然

は会議自粛ということでございました。また、２

あると思いますので、これについては徐々に解除

月、３月にかけての現場回りの指導員につきまし

して、行動、活動してまいりたいというふうに考

ても、完全に警備、子供たちの様子を見守るとい

えてございます。
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以上でございます。
○長谷川委員長

からとか、情報収集した上でいろいろな取り組み

ほかにございますか。

をしていくべきではないのかなと思うのですけれ

中川委員。
○中川委員

ども、その辺、どうなのですか。

ナンバー２の待機児童の件で、今、

○長谷川委員長 課長。

答弁ありましたけれども、私、何年か前に一般質

○岩上子育て健康支援課長

まず、ナンバー２の

問、待機児童関係とかしていたことがあるのです

待機の児童の関係でございますけれども、先ほど

けれども、要は町として把握しておく基準みたい

学童保育クラブということでお答えしてまいりま

なものは、大沼も入れての待機児童数を把握する

した。中川委員のおっしゃっているのは、それも

という形でたしかやっていたと思うのですよ。そ

含めて、保育所の利用者の待機ということも網羅

のときも、たしか一般質問だったと思うのですけ

されての内容だとは思うのですけれども、これに

れども、そのときも話になったのですけれども、

ついては、確かにエリアごとに考えなければなら

それはそれで町の発表としてはそういう基準です

ないというのは十分私たちも承知しております。

からいいのですけれども、各地域ごとの実際の待

ただ、実際、その地域によって、空きがある場

機児童も把握しなければならないのではないです

所、やっぱり利用者のニーズ、人気がある場所と

かという話をしたときに、それは必要ですねとい

いうのは、確かに当然それだけの希望者があふれ

う形で言っていたと思うのですけれども、例えば

てくるわけなのですけれども、限られた現状の器

七飯本町に住んでいて、函館市で仕事をする人

の中で、最大限の定員を確保して、今、事業展開

が、朝、大沼に預けて、そこから函館に勤務に行

している状況でございます。これについては七飯

くという現状と、もしくは大中山、大川地区に住

だけではなく、近郊の函館、北斗の施設にも協力

んでいる人が、朝、大沼に預けて函館市に行くと

を求めながら、函館市内に通うお母さん方が通過

いう現状を考えたときに、例えば大中山地域に何

点で入れる場所、そういうところも調整をさせて

件あって、どれくらい大中山地域に入りたい方、

いただいて、なるべくなら待機が出ないような状

本町地区だとか、ある程度地区ごとで把握してい

況をということで進めておりますけれども、なか

ないと、実際の待機児童というのが、町の発表で

なか委員おっしゃるとおり、全てが解消されてい

はゼロ、ゼロと言っていても、実際にお母さんた

る現状ではないものですから、これについては、

ちの中では、入れないという方も出ていますの

また再度、継続的な課題としてとらえていきたい

で、そこは基準はわかるのですけれども、基準と

というふうに考えております。

してはこうですけれどもというものをちょっと考

また、ナンバー８の青少年の委員会の開催時期

えて把握していかないと、実際に全体ではゼロだ

でございますけれども、従来までは年度末の反

から、待機児童はゼロのまちだというふうにやっ

省、そして次年度以降の活動の計画ということ

ていけば、本当に現状、困っている方々には何も

で、皆さんで議論してまいりましたけれども、こ

進まないというのもありますので、その辺につい

れについては３月にやらなければならないという

てというのと、ナンバー８の青少年問題、いじめ

ものではございますので、この開催時期について

問題というので、先ほど例年３月に開催している

は、今後、いろいろまた検討課題として対処して

ので、コロナの関係で開催できなかったというの

まいりたいと考えております。

は、それはしようがないといいますかあれですけ

以上でございます。

れども、そもそも青少年問題だとかいじめ問題の

○長谷川委員長

会議が３月１回だけなのは何でなのかなと。要は

○中川委員

年度が終わったときに開いて、例えば、こういう

ちょっと混ざってしまっていたのですけれども、

ことをやったほうがいいねとかというのを年度末

学童保育もそうだったのですけれども、メインは

にやるものなのか、それとも、年度当初なのか中

保育所のほうを聞きたかったのですけれども、同

間なのか、今の現状、こういうふうになっている

僚委員の答弁でそれを全部一緒くたにしてしまっ

－ 37 －

中川委員。

済みません、私も今言われて、

たのですけれども、多分、質疑が変になると思う

ちょっとその辺も説明してください。

ので、改めて保育園の待機児童を聞いたほうがい

○長谷川委員長 課長。

いと思うので、改めて保育園の待機児童の現状を

○岩上子育て健康支援課長

教えていただきたいなと。

は、まず、病児保育所はるっこ、これについて

○長谷川委員長 課長。

は、はるこどもクリニックのほうで受け入れをい

○岩上子育て健康支援課長

これにつきまして

御質問の保育所の待

ただいております。これについては、本当に風邪

機児童数でございます。これについては、七飯町

をひいて熱を出しただとか、そこで、病院なもの

全体のエリアで考えた場合には、待機児童数の判

ですから、先生、看護師さんの医療体制も整って

断の基準というものが、どこかに空きがあれば、

いるということで、これについては本当に純粋な

そこは待機にはならないという前提で今お話をさ

病児保育事業の受け入れ施設として、この委託料

せていただきますけれども、これについては、確

で行っている現状です。

かに空きのある施設はございます。そういうこと

また、その他、ほんちょう保育園と認定こども

で、待機はないということでございますけれど

園どんぐりにつきましては、これについては、そ

も、大中山だとか本町だとか、やっぱり利便性の

の事業を委託するという時点で、国の基礎分とい

いい場所で、多くの住民が住まわれているエリア

うことで、４４７万２,０００円がかかってくる

については、それだけやっぱり人気が高いという

わけです。これが１人だろうが１００人だろうが

部分もございますので、確かにそこに入りたくて

２００人だろうが、これを委託として受け皿とし

待っていらっしゃる申請者の方もいらっしゃいま

て備えるということであれば、この金額がかかっ

す。これについては、段階的に、七飯町内の限ら

てくるということでございます。この中身はほぼ

れた器ではございますけれども、先ほどの広域的

ほぼ人件費ということでございまして、体制的に

な部分も見当、視野に入れて対処してまいりたい

は看護師さんの資格を持たれている保育士さんと

と考えておりますので、よろしくお願いいたしま

いうことで人材を確保して、常時常駐していると

す。

いうことでございますので、体調不良者が発生し

○長谷川委員長

よろしいですか。

てからその人を呼ぶということではなくて、日常

ほかに。

的に張りついている状況でございますので、それ

川村委員。

だけ人件費がかかってしまうということでござい

○川村委員

病児保育の委託内訳の、こっちの資

ます。

料のほうで何点か。

また、はるっこの２０３人に対して、今回、こ

まず、施設二つ、ほんちょう保育園とどんぐり

の委託料でございますけれども、加算分、２００

さんでやっている病児保育の内容をちょっとまず

人以上、４００人未満ということで、はみ出し部

教えてほしいのがまず１点と、基礎委託料、本町

分にはこれだけの相当の金額が加わるということ

保育とどんぐりさん、４４７万２,０００円で、

でございますけれども、これについては国からの

はるっこさんは加算分を入れて六百九十何がしに

交付金に基づいて対処されているという、国の基

なっているのですけれども、例えばこれ、極端に

準に基づいて算出されているということでござい

はるっこさんで１９９人以内だったら、２４６万

ますので、御理解いただければと思います。

９,０００円、余りにも基礎分の、片や２５０万

○長谷川委員長

円、片や４５０万円で、この違いが何なのか教え

○川村委員

てください。

うのですけれども、余りにも人数に差があります

川村委員。

多分、国の基準で決まっていると思

あと、これには、例えば保育士さんの給料とい

よね、正直なところ。例えばほんちょう保育園で

うのですか、人件費が入っているものなのか、

１６人で４５０万円で、はるっこさんで２０３人

ちょっとその辺の内訳、多分、定まったものが、

も来て、２００人を超えて加算分が来ているから

基準が何かあるのだと思うのですけれども、

あれなのですけれども、もともとの基礎分に差が
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あるというのが何なのかなと思って。例えばは

８,０００円というのは、例えばこの資料でいき

るっこさんで別に何かそれに関する補助金なり何

ますと、どの金額に、例えばはるクリニックさん

か入っているならいいのだけれども、何かこの差

と社会福祉法人聖樹の杜、４４７万２,０００

がわからないのだよね。その辺、お互い、多分、

円、八晃建設も４４７万２,０００円、これを合

国の補助金が入っているのはわかるのですけれど

計したものがこれになるものかどうか、それがま

も、この差は何なのかなと。

ず一つ。

○長谷川委員長 課長。
○岩上子育て健康支援課長

それから、障害児保育というのは、一番下の社
これについては、は

会福祉法人ななえ福祉会、１７７万８,０００

るっこにつきましては、病児保育ということで、

円、それと、どこの部分の指すのかなと思うので

完全なる熱や風邪、インフルエンザ等、そういう

すけれども、障害児の、例えばナンバー１の資料

症状の方が受け入れられる医療機関保育施設と。

では３１８万７,１６０円という金額になってい

これについては、特定の保育施設の子供だけでは

るのですけれども、まずそれがちょっとどれなの

なくて、例えば七飯町内全体の中で、たまたま七

かわからないということですね。

飯ほんちょう保育園、どんぐりというのは、ここ
に入所している子供をそのまま体調不良児として

それから、一時預かり事業、これについては、
この資料のナンバー幾つなものか。

扱うという施設でございます。それ以外に、例え

それからもう一つは、よく聞かれるのですけれ

ば大沼保育所だとか藤城保育園だとか、そういう

ども、企業内保育というのがあるのですけれど

ところで体調不良になって、どうしても預けなけ

も、例えばこれ、七飯町の場合は何か所ぐらいあ

ればならない、病児保育の中で、そういうときに

るのか。そして、その企業内の国の基準というの

ははるっこの先生のところで受け皿として利用し

か、例えばその企業内の従業員の預ける子供さん

ていただく形になっておりますので、確かに基礎

が半分は出なければならないだとか、そういう

部分がほんちょうとどんぐりの四百何万円に比べ

ルールがあるのかどうか、その辺についてもお尋

て基礎部分が低いという部分があるのですけれど

ねします。

も、これについては、病児保育事業と体調不良型

以上です。

の受け皿の違いということで、病児保育のほう

○長谷川委員長 課長。

は、医療機関の体制の中で受け入れてくださる

○岩上子育て健康支援課長

と。ほんちょう保育園とどんぐりについては、そ

保育の一覧と共通様式の見方、ちょっと私のほう

の子供たちを保育士の資格では見られないもので

でも表示の仕方がちょっとはっきりよくわからな

すから、やっぱり看護師という資格の方、有資格

くて、見づらい部分もあったかと思いますけれど

者を確保しなければならないということで、その

も、まず一覧の内訳のほうを御覧いただきたいと

基礎部分があらかじめ違うのかなというふうに考

思います。何月から何月までと計がありまして、

えております。

その隣、委託料、年額ということで、合計１,５

以上でございます。
○長谷川委員長

８４万８,０００円と記載されております。これ

ほかに。

については、ナンバー１のちょうど中間ぐらいに

畑中委員。
○畑中委員

まず、１点目の病児

病児保育事業ということで、この金額と合致して

きのう、共通様式のナンバー１の委

託料の部分について資料を要求したら、いろいろ

いるということで御確認をいただければと思いま
す。

つくってくださったと思うのです。その中で、

また、病児保育事業につきましての３１８万

ちょっとわからないのがあるのでお尋ねしたいな

７,１６０円、これにつきましては、２枚目の一

と思っています。

覧の特別保育利用の状況という一覧の一番下の真

例えば、ナンバー１のことを言っているのです

ん中あたりに令和元年度の委託料３１８万７,１

けれども、委託料、病児保育事業の１,５８４万

６０円、この数字と合致するということで御確認

－ 39 －

をいただければと思います。

すけれども、空きがあるようであれば地域枠とし

また、一時預かり事業の２,４８９万９４０円

て増やしてもいただけるという現状でございます

ですが、これについても、ちょっと見づらいと思

ので、そこは情報共有しながら、そちらのほうに

います。この一覧の上の段と真ん中の段、これが

利用者を御紹介したりだとか、そういうことを今

保育所型と幼稚園型ということで、ちょっと二区

現在取り組んでいる状況でございます。

分に分かれておりますけれども、上の部分の委託

以上でございます。

料の合計８３８万６,４００円と、真ん中の部分

○長谷川委員長

の委託料の合計１,６５０万４,５４０円、これを

○畑中委員

足すことによって２,４８９万９４０円という委

えば資料のどこの部分の金額が出ているのです

託料となりますので、これについては御理解をお

か、これ。

願いしたいと思います。

○長谷川委員長 課長。

また、企業内保育の事業所としましては、町

畑中委員。

それでは、企業内保育のほうに、例

○岩上子育て健康支援課長

企業内保育につきま

内、七飯町では１か所、御協力をいただいて、事

しては、認可外保育になりますので、こちらのほ

業展開をしていただいております。この施設の内

うについては町の予算の中のやり繰りとして経費

容につきましては、企業の独自の手法の中で、グ

として委託料を支払っているものはございません

ループ内での従業員の方のお子さんを面倒を見る

ので、これについては、認可外保育と国との申請

と。この枠も、半分が企業枠、残りの半分は地域

の中で利用者の負担、そして委託料、国からのと

枠、地元の周辺の方が活用できるということもご

いう部分で、実態としてはそのような流れで動い

ざいまして、それは利用状況に応じて割合は変動

ておりますので、御理解いただければと思いま

できるということで確認しておりますので、これ

す。

については、施設と町のほうの情報を共有しなが

○長谷川委員長

ら、入所については対応してまいりたいというふ

○畑中委員

うに考えておりますので、御理解のほどよろしく

はり担当課である程度把握していないというの

お願いいたします。

は、やっぱりちょっと問題だなと思うのですよ。

以上でございます。
○長谷川委員長
○畑中委員

畑中委員。

そういう細かいことについても、や

やっぱりきちっとそれぞれの施設の状態というの

畑中委員。

を把握しているのがやっぱり担当課ではないのか

今、企業内保育のことについてお話

なと私は思うのですよ。ですから、今後、そう

いただいたのですけれども、ルールというのが企

いったものをきちっと押さえておくようにお願い

業の子供さんが半分なら半分、地域がそれ以下と

いたします。答弁いいから。

いうのかな、とにかく企業の子供さんが半分いな

○長谷川委員長 よろしいのですか。

ければならないというようなルールみたいなのが

○畑中委員

あるみたいですけれども、七飯町の実態というの

○長谷川委員長 ほかにございますか。

はどうなのですか。押さえていないのですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○長谷川委員長 課長。
○岩上子育て健康支援課長

ええ。

○長谷川委員長
今の現状の企業内保

副委員長のほうから何かござい

ますか。

育の割合については、今の段階ではちょっと押さ

○田村副委員長 １点だけ。

えてはいないのですけれども、大体半々ぐらいの

○長谷川委員長

副委員長。

割合で、とりあえずは今、進められているのでな

○田村副委員長

部長にちょっと確認したいので

いかなというふうに思ってございます。これにつ

すけれども、まず、福祉課の１３０万円以上の一

きましては、企業内保育ですので、もちろんグ

覧表と、それから、今説明あった子育て健康支援

ループ内優先という部分で、半分以上占めるのは

課のナンバー１、これはそれぞれ子育てのほうは

そういう目的でつくられている保育園でございま

ＢまたはＣということで、１,５９８万４,０００
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円の契約金額でもＢまたはＣで実施している。そ

─────────────

れから、２９１万６,０００円については７業者が

午後

４時１６分

再開

参加しているというようなことと、それから、福

○長谷川委員長 休憩前に引き続き、再開いたし

祉課のほうは、これは８００万円でＢ、Ｂ、それ

ます。

から、５００万円でもＢ、Ｂ、それから、４７３

次に、環境生活課の審査を行います。

万円でもＣ、Ｂというようなことで、いずれも２

環境生活課長、御苦労さまでございます。

社ということになっているということで、これは

それでは、決算書及び提出資料に基づき、説明

やっぱり入札というのか、発注時の業者の選定

を簡潔にお願いいたします。

と、部内で調整できないのかどうか。各課に任せ

課長。

るというのもわからないわけではないのですけれ

○磯場環境生活課長

ども、ここら辺をどういうふうに理解していい

ます。

それでは、御説明申し上げ

か、ちょっとわからないものですから、統一でき

ナンバー１、事業決算名は環境衛生費です。予

るのかできないのか、そこら辺、ちょっと考え方

算現額は４４万９,０００円、支出済額が４０万

を教えていただきたいと思います。

７３５円、不用額が４万８,２６５円で、執行率

○長谷川委員長

部長。

８９.３％となっております。事業の目的は、畜

○杉原民生部長

この工事請負関係につきまして

犬取り締まり及び狂犬病予防、その他環境衛生業

は、七飯町のほうでは建築サイドのほうで、技術

務を円滑に行うための事業です。主な支出は記載

系のほうでこの辺は、庁舎内の工事関係について

のとおりとなっております。

は常に連携して、相談した上で、予算がついてい

次に、ナンバー２、事業名は環境衛生車管理費

る担当課で発注というふうな形になっているもの

です。当初予算２８万５,０００円、支出済額が

ですから、その分については、部内というか、役

２４万９,２５７円、不用額が３万５,７４３円

場庁舎内で統一していけるものというふうに考え

で、執行率８７.５％となっております。事業の

ております。今回のＡランクとかＢまたはＣとか

目的は、衛生業務を行う公用車の管理費で、事業

というふうに、選考業者名につきましても、当

内容は記載のとおりとなっております。

然、うちでいくと工事関係の入札の担当課、入札

次に、ナンバー３、事業決算名は有害鳥獣対策

の指名願いを受けている担当部署と協議した上で

費です。当初予算６２１万円、補正でマイナス１

の執行でございましたので、その辺は再度精査し

０６万４,０００円、予算現額は５１４万６,００

ていきたいと思いますし、経済部になりますけれ

０円、支出済額が５０１万３,２３９円、不用額

ども、経済部と今後も詰めていって、ばらばらな

が１３万２,７６１円で、執行率９７.４％です。

関係にはならないように気をつけていきたいとい

事業の目的は、有害鳥獣対策を円滑に行うための

うふうに思いますので、御理解いただきたいと思

事業で、主な支出は記載のとおりとなっておりま

います。

すが、委託料では、ヒグマの捕獲用の箱檻製作費

以上です。
○長谷川委員長

として１基分、３８万８,８００円の支出となっ
よろしいですか。

ており、令和元年度の捕獲実績としては、ヒグマ

ほかにございますか。

８頭、エゾシカ７５頭などとなっております。

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、ナンバー４、決算名は有害鳥獣対策車管

○長谷川委員長 質疑を終わります。

理費です。予算現額１５５万９,０００円、補正

以上で、子育て健康支援課に対する審査を終了
します。

予算でマイナス６７万３,０００円、支出済額が
８３万８１８円、不用額が５万５,１８２円で、

子育て健康支援課長、大変御苦労さまでした。

執行率９３.８％です。事業の目的は、有害鳥獣

暫時休憩いたします。

対策業務用の公用車の管理費でございます。支出

午後

４時０９分

休憩
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ラックのリース料として半年分、３５万３,７６

が４４万２,２０５円、不用額が９万５,７９５円

０円を支出しております。

で、執行率８２.２％となっております。事業の

次のページになります。

目的は、不法投棄の監視処理に係る公用車を管理

ナンバー５、決算名は火葬場及び墓地管理費で

する業務で、主な支出は記載のとおりとなってお

す。当初予算１,１９２万４,０００円、補正予算

ります。

額５４万１,０００円で、６月に未使用墓地の返

次のページになります。

還還付金として４３万２,０００円、１０月に燃

ナンバー１０、リサイクル推進対策費です。当

料費で３２万１,０００円、３月整理予算で２１

初予算額３３８万６,０００円、補正がマイナス

万２,０００円となっております。予算現額は１,

４０万円、予算現額２９８万６,０００円、支出

２４６万５,０００円、支出済が１,２３７万５,

済額が２７４万１,０９３円、不用額が２４万４,

２００円、不用額が８万９,８００円で、執行率

９０７円で、執行率９１.８％となっておりま

は９９.３％となっております。事業目的は、火

す。事業目的は、リサイクル推進業務を円滑に行

葬場及び墓地管理運営を円滑に行うための事業

うための事業で、主な支出では、報償費で資源ご

で、主な支出は記載のとおりとなっております。

み分別回収奨励報償費として、４６団体に２５１

次、ナンバー６、決算名は自然環境保全対策費

万４,４８６円を支出しております。

です。当初予算７３４万４,０００円、補正がマ

続きまして、ナンバー１１、廃棄物処理費で

イナス３５万５,０００円、予算現額は６９８万

す。当初予算５億８,５４１万円、補正がマイナ

９,０００円、支出済が６９１万４,０２８円、不

ス９８７万４,０００円、予算現額４億９,８６６

用額が７万４,９７２円で、執行率９８.９％と

万７,０００円、支出済が４億９,８２７万８,３

なっております。事業目的は、環境保全業務を円

４７円、不用額が３８万８,６５３円で、執行率

滑にするための事業で、主な支出は記載のとおり

９９.９％となっております。事業の目的は、廃

となっております。

棄物処理を円滑に行うための事業で、主な支出で

次のページになります。

は、委託料で廃棄物収集運搬及び処理施設管理委

ナンバー７、生活環境対策事業費です。当初予

託業務で１億７,８７８万３,９８０円、ダイオキ

算額は１,０５９万５,０００円、補正が３００万

シン類実態調査で５４万円、自家発電機の定期保

５,０００円、予算現額は１,３６０万円、支出済

安管理業務で２０万２,７４０円、消防設備点検

が１,３５９万８,５６５円、不用額が１,４３５

で４,３６０円などとなってございます。

円で、執行率１００％となっております。事業の

次に、ナンバー１２、決算名は廃棄物処理作業

目的は、生活環境対策業務を円滑に行うための事

車管理費です。当初予算額１６１万７,０００

業で、主な支出は記載のとおりとなってございま

円、予算額は同額で、支出済が１１１万８,５２

す。

１円、不用額が４９万８,４７９円で、執行率６

次、ナンバー８、廃棄物対策費です。当初予算

９.２％となっております。事業目的は、廃棄物

４９０万円、補正がマイナス３５万６,０００

処理施設の作業車の管理を行うための事業で、主

円、予算現額は４５４万４,０００円、支出済が

な支出は記載のとおりとなっております。

４２４万８,７１７円、不用額が２９万５,２８３

次のページになります。

円で、執行率９３.５％となっております。事業

ナンバー１３、し尿処理費です。当初予算額

の目的は、不法投棄の監視処理及びごみ処理全般

６,５１２万７,０００円、予算額は同額で、支出

に関する業務を行うための事業です。主な支出は

済は６,５１２万７,０００円、不用額はゼロで、

記載のとおりとなっております。

執行率１００％となっております。支出は、南渡

ナンバー９、廃棄物対策車管理費です。当初予

島衛生施設組合への負担金でございます。

算額５４万９,０００円、補正がマイナス１万１,

続きまして、ナンバー１４、事業決算名は消費

０００円、予算現額５３万８,０００円、支出済

者行政事業費です。当初予算が７２万２,０００

－ 42 －

円です。支出済額は７２万２,０００円で、執行
率は１００％となっております。この支出は、消

リーンおしまに運搬するためのトラックの借り上

費者行政広域化負担金として函館市に支出をして

げです。契約業者は函館バス商会株式会社で、選

おりまして、令和元年度の相談件数は９９件でし

考業者以降は記載のとおりとなっております。

た。

次のページになります。

以上が共通様式の説明でございます。

財産の売り払いの状況でございます。物件の名

次のページになります。

称は、資源ごみ売り払い処分（アルミ缶）となっ

様式３、収入未済額の状況ですが、再生利用売

ています。契約者は株式会社馬場本商店七飯事業

り払い代金のうち、中古衣料の売り払い代金、年

所で、参加者以降は記載のとおりとなっておりま

間３,７８４円について、取り引き業者の株式会

す。

社キョクサンに対して、４月１２日に納付書を発

次のページになります。

送いたしました。例年であれば納期限を１か月程

その他契約になります。大沼流入河川簡易水質

度に設定しまして、事業者もすぐ入金するところ

検査業務は、大沼へ流入する軍川、苅澗川、宿野

ですが、コロナの影響で事業所が止まってしま

辺川の３河川及び苅澗浄化エリア内の３か所の水

い、対応に時間がかかると連絡があったことか

質検査を行うもので、毎月晴天日に１回、３河川

ら、納期限を５月２９日に再設定しております。

及び浄化エリアの中から３か所から採取を行うほ

キョクサンのほうから入金が５月２５日にありま

か、年３回、降雨時に採取、検査を行うものでご

したが、コロナの影響もあってか、金融機関から

ざいます。契約者は環境コンサルタント株式会社

の引き継ぎが遅れまして、最終的に町への入金が

で、選考業者以降は記載のとおりとなっておりま

６月２日となったことから、令和元年度の収入未

す。

済となっております。今後、入金については、納

次に、空き地の雑草草刈り業務でございます。

期限を早めに設定し、必要に応じて業者と連絡を

こちらのほうは、空き地の草刈り雑草を所有者か

とるなど、対応してまいりたいと思っておりま

ら町へ依頼及び入金をいただきまして、町が委託

す。

業者へ依頼して草刈りするものでございます。契

続きまして、追加資料の説明をさせていただき
ます。

約者は七飯町森林組合で、選考業者以降は記載の
とおりとなっております。

初めに、財産買入れの契約でございます。物品

次は、平成３０年から３２年度七飯町廃棄物収

名称は発泡スチロールの減容機です。これは資源

集運搬及び廃棄物処理施設管理業務委託でござい

回収した発泡スチロールを溶かしてパレット状に

ます。これは塵芥収集業務と資源ごみの回収業

整形するものです。契約者は株式会社久慈製作所

務、それから廃プラの運搬業務、リサイクルセン

で、選考業者以降は記載のとおりとなっておりま

ター及びクリーンセンターの管理を行うもので、

す。

契約者は渡島環境管理協業組合でございます。契

次は、ペットボトル減容機の梱包機です。これ

約金額は３年間の長期契約で５億３,６３５万３,

は回収したペットボトルを溶かしたものを梱包す

０２０円で、工期以降は記載のとおりとなってご

る機械となっております。契約者はナラサキ産業

ざいます。

株式会社北海道支社で、減容機本体との接続があ

次に、町単独補助の状況でございます。

ることから、１社随契とさせていただいておりま

最初は、平成２４年７月に大沼がラムサール条

す。契約金額は１９２万５,０００円で、納期限

約登録湿地になったことを受けて、地元の大沼の

以降は記載のとおりとなっております。

各種団体が中心となって大沼の環境保全を継続的

次のページになります。

に引き継ぐことを目的に、大沼ラムサール協議会

物件の借り入れ契約でございます。こちらの物

が設立されたことに伴い、運営補助金を交付して

.５トンディーゼルト

おります。金額は２５万円で、交付先は大沼ラム
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サール協議会です。補助申請日以降は記載のとお

の結果のデータについてどのような状況になった

りとなっております。

のか、これについて、この３点、お願いしたいと

続きまして、合併処理浄化槽設置整備補助金

思います。

で、こちらのほう、交付先の小松朋也さんは大中

○長谷川委員長 課長。

山にアパート用の２８人槽の浄化槽を設置してお

○磯場環境生活課長

りまして、１５５万円の補助をしてございます。

検査の流入河川のほう、こちらのほうは流入河川

申請日以降は記載のとおりとなってございます。

の水質の検査をしていまして、今、上野委員の言

以上でございます。

先ほど御説明しました水質

われたナンバー６で河川の水質検査、こちらのほ

○長谷川委員長 ありがとうございました。

うをやっている状況です。河川でない、湖水の水

質疑に入る前に、それ以前に、福祉課で、横田
委員の質問に対しまして答弁漏れがございました

質検査をやっているというところで、ナンバー６
が湖水の水質検査というところでございます。

ので、先に福祉課の福祉課長より答弁申し上げま
す。

それから、ナンバー７の、全体の区域外の浄化
槽をつけているところとつけていないところとい

福祉課長。

うのは、全体の数は、つけているところは当然わ

○村山福祉課長

大変申しわけございません。横

かるのですけれども、つけていないところが何件

田委員の、共通様式ナンバー１７の歳入、諸収

あるかというのは、ちょっと把握はしてございま

入、雑入の温泉源泉ポンプ電気料負担金の内訳で

せん。申し訳ございません。

ございます。こちら、社協とななえ福祉会で負担

それから、ナンバー１１のダイオキシンの関係

しておりますが、社会福祉協議会で８０万５,５７

ですけれども、ダイオキシンの調査はもちろん契

０円、ななえ福祉会で１８７万９,６０６円、それ

約してやっていまして、結果としては発生してい

ぞれ３０％と７０％を負担しているというところ

ないというのが調査結果としては出てございま

でございます。

す。詳細について、仕様としましては、ダイオキ

以上でございます。

シン類排出実態等点検測定業務委託ということ

○長谷川委員長 横田委員、よろしいですか。

で、クリーンセンター、こちらのほうの状況を調

それでは、話を戻しまして、質疑を行います。

査しておりまして、放流水で献体１、それから地

上野委員。

下水で献体２という形で採取してございます。

○上野委員

それでは、質問させていただきま

以上でございます。

す。ナンバー６なのですけれども、先ほど流入河

○長谷川委員長

川については毎月３か所のデータを把握している

○上野委員

ということなのですけれども、大沼湖に関して

とでしたけれども、大沼湖そのものの環境調査、

は、これとセットで毎月やっておられるのかどう

水質調査といいますか、これについてお伺いした

か。そのほうが環境把握にはよろしいのではない

いのですけれども、聞いてもちょっと把握しづら

かと思うのですが、その辺についてどうなってい

いところがありますので、河川のデータと、大沼

るのか、一つお伺いします。

湖の水質調査の結果を資料で出していただきたい

それから、二つ目は、ナンバー７です。下水道

上野委員。

ナンバー６では河川の調査というこ

なと思います。

未整備地域の問題なのですけれども、合併浄化槽

それから、二つ目は、下水道の未整備の件なの

の設置されている戸数と未設置の戸数の数字的な

ですけれども、数では把握できないということな

ところがわかれば、ちょっとお伺いしたいなとい

のですけれども、基本的に下水道整備がされてい

う、２点目です。

ない地域が対象になるのかなというふうに思いま

それから、３点目は、ナンバー１１です。ダイ

すので、これについても、地域を図面的な形で、

オキシンの調査委託、５４万円ということなので

この地域が下水道の整備されていない、合併浄化

すが、これ、どのような調査がおこなわれて、そ

槽が本来設置されなければならない地域ですよと
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いうような図面的なもので示していただきたいな
と思います。

中川委員。
○中川委員

それから、ダイオキシンの関係はわかりまし
た。

今の資料要求だったのですけれど

も、要求するのはいいのですけれども、水道課で
要求したら、それでは遅いと言っていたので、と

以上なのですけれども、よろしくお願いしま

いうことは、今、その資料が来ないと、この審議

す。

が終われないということなのかなと思って。

○長谷川委員長 課長。

○長谷川委員長 そういうことではなくて……。

○磯場環境生活課長

流入河川の水質検査の表に

局長。

ついては、一覧表がＡ３で３枚ございますので、

○関口議会事務局長

後ほどコピーして委員の皆さんにお配りしたいと

てから請求しても、明日まで間に合うという確信

思います。

はちょっとわからないので、明日の請求でもしで

○長谷川委員長

それでよろしいですか、上野委

これから、委員会が終わっ

きれば、それからまた後で説明をという形でもい

員。（発言する者あり）

いでしょうか。（発言する者あり）今日、この委

○磯場環境生活課長

それから、浄化槽の関係で

員会が終わってからの請求になりますので、時間

すけれども、水洗の入っているところは、基本的

内にできるかどうかというのがまず一つです。で

に皆さん、水洗区域はやっていますので、そちら

すので、その辺をちょっと覚えていていただい

のほうは図面というか、下水道の課のほうで所管

て、もちろん、きょうしていただいたものについ

していると思いますので、そちらのほうからとい

てはしますけれども、明日までという形には、

う形になるのかなと。うちのほうでは、区域外の

ちょっとどうなるかというところだけ、ちょっと

ところで、申請があれば、住宅で、補助をすると

お願いします。

いう形になりますので、常に下水道がメインに

○平松委員

なっていますので、そちらのほうになるのかなと

環境課に対する質問が終わらないのではないかと

思っております。

いう話をしたのだよね。資料請求は資料請求でい

○長谷川委員長

それでよろしいですか、下水課

のほうで。

今、中川委員が言ったのは、結局、

いのだけれども、だから、その資料が出てきた
ら、その時点でまた環境課に対する質問があると

○上野委員

下水道のほうにその資料をちょっと

いうことか。（発言する者あり）

要求していただければなと思うのですが。

○長谷川委員長

○長谷川委員長

したいと思います。

下水のとき、明日ですが、その

ときにまた同じ質問されたらいかがですか。
○上野委員

午後

そのときに質問しても地図は来ない

４時４２分

休憩

─────────────

ので、今、資料要求として、図面として、あの地

午後

域が対象になりますよというような大雑把な、ま

○長谷川委員長

たは地域名をリストにしたものとか、そういう形

ます。

で示していただければなと。
○長谷川委員長

暫時休憩します。ちょっと整理

４時４３分

再開

休憩前に引き続き、再開いたし

上野委員の資料要求は、それはそれで、済みま

資料要求としてくださいという

ことで。

せん、認めていただいて、明日の水道課のときに
提出していただくということで、改めて環境問題

○上野委員

はい、そうです。

○長谷川委員長

については上野委員のほうから質問してもらうと

皆さん、それでよろしいです

いうことで、ほかの委員、よろしいですか。

か。

上野委員。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○長谷川委員長
しいですか。

○上野委員

ほかに、上野委員、これでよろ

水道課、下水道課云々という、その

辺ではよろしいのですけれども、大沼湖のデータ
に関しては、見た上で、また再質問あるかどうか
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というのはデータ次第ですので、それはちょっと

す。こちらについても、ＣＯＤの値が３.０以下

保留にしていただきたいなと。だから、資料が出

というのが目標値として出ているところでござい

た段階で……（発言する者あり）そうですか。そ

ます。

うしたら、今出して……。
○長谷川委員長

それから、最後が令和元年度の大沼方面の水質

そうしましたら、あらかじめ皆

様に申し上げます。

まして、こちらについては宿野辺、苅澗、軍川、

本日の会議時間は、審査の都合により、あらか
じめ延長いたします。
４時４５分

しておりまして、こちらもＣＯＤの値が３.０以
休憩

下というのを目標としておりますけれども、クリ

─────────────
午後
○長谷川委員長

旧パークのホテル跡地、それから、大沼駐車場の
排水路ですとか、大沼駅の排水路とかの水を採取

それでは、暫時休憩します。
午後

検査ということで、８か所、水質検査をしており

４時５４分

アされているときもありますし、そうでないとき

再開

もあるというような状況でございます。

それでは、引き続き、再開いた

します。

以上でございます。
○長谷川委員長

上野委員。

お手元に水質検査の資料が届いております。

○上野委員

環境生活課長の答弁、よろしくお願いいたしま

すけれども、河川については降雨時も検査してい

す。
○磯場環境生活課長

今、データを出していただいたので

るということを聞いたような気がしたのですけれ
済みません、貴重なお時間

を費やして申し訳ございませんでした。

ども、そのデータが載っていないような気がする
のですけれども、ありますか。

一番上のが、これはちょっと私、先ほど言い間

○長谷川委員長 課長。

違えましたが、北海道が大沼湖の水質については

○磯場環境生活課長

調査をしておりまして、町のホームページに掲載

回と降雨時という形で採取しておりますけれど

されているものをプリントしたものです。目標と

も、こちらの表には載せてございません。表には

しては、このＣＯＤの数値が３.０、基準が３.０

入っていません。

なので、それを下回るというのを目標としており

○長谷川委員長

ますが、この後、残念ながら平成３０年度は大沼

○上野委員

湖で３.３、それから、小沼湖で３.６ということ

のですが、このデータを見まして、一つ考えられ

で、ＣＯＤの値、３.０をクリアはしておりませ

るのは、大沼に関して、年１回なのですか、この

ん。

データというのは。その調査の時期はどういうふ

それから、次のページになりますが、こちらが

採取については、晴天時１

上野委員。

明らかにこれより高い数値だと思う

うになっているのか、この辺についてちょっと確

大沼に流入河川の水質検査の一覧という形になっ

認したいのですけれども、大沼。

てございます。判定でバツとついているところが

○長谷川委員長 課長。

数値がクリアされなかったときという形になりま

○磯場環境生活課長

して、例えば一番上、軍川のＡの４月１１日のＣ

取しておりまして、７５％で、一番数値の悪いの

ＯＤは１.９なのでクリアしていましたけれど

と一番いいのと、それを除いて、三つの平均とい

も、８月７日のＣＯＤについては３.８というこ

う形で数字を出して、１回ではないです。年の平

とで、クリアはできなかったというような形で見

均値というようなイメージになります。

ていくようなものになります。

○長谷川委員長

次のページが、河川の水質検査という形で、こ

○上野委員

年４回、北海道のほうで採

上野委員。

年４回はいつの時期なのか、それは

ちらは久根別川についての河川の水質検査を、久

わかりますか。

根別の７号橋、１２号橋、大川と新川の８号の取

○長谷川委員長 課長。

水口という形で取水した結果となってございま

○磯場環境生活課長
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北海道の調査なので、うち

のほうでやっていないのですけれども、ちょっと

以上の工事なのですが、介護予防事業拠点名、七

正確には、道のほうに確認しないとわからないで

飯町文化センター、コミュニティセンター、大沼

す。

婦人会館、こちら、３本、私、指名競争入札と答

○長谷川委員長
○上野委員

上野委員。

えさせていただいていましたが、済みません、書

調査の時期にもよるし、それから、

類を見たら、地域限定型一般競争入札で執行して

降雨時が入っていない、入っているという、そう

おりました。大変申しわけございません。訂正さ

いった問題もあって、北海道のほうももう少し回

せていただきます。

数をふやした平均的な数字が本当に示せるような

以上でございます。

データを出してもらいたいなというふうに思うの

○長谷川委員長 それでは、その他に移ります。

で、その辺について、町の河川のデータ等の関係

明日のために何か資料要求などございますか。

が少し明らかになるのではないかと思うので、そ

暫時休憩いたします。

の辺については、今後、要望するなり何なり、も

午後

う少し町の調査とセットになるような、そういう

休憩

─────────────

取り組みをしていただければなと思うのですが、
その辺について。

５時０３分

午後

５時０３分

再開

○長谷川委員長 再開いたします。

○長谷川委員長 課長。

その他に移ります。

○磯場環境生活課長

明日のための資料要求などございましたら。

北海道のほうと連携して、

大沼環境保全対策協議会だとか、そういうのも

若山委員。

やっていますので、そのときにも、ルールといい

○若山委員

ますか、どういうルールで道のほうでやっている

で、ふるさと納税事業の中で、過去５年間の推移

かというのは、うちのほうでも改めて確認しなが

の資料請求とかしているのですけれども、それに

ら、同じ、昭和４８年からずっと継続して調査し

あわせて、金額の分布がわかるもの、１万円だと

ているので、同じ物さしでずっとやっているもの

か１０万円だとか１００万円だとか、金額の分布

ですから、それが急に物さしが変わりとまた変な

がわかる資料があれば、検討したいと思うので、

話になってきますので、それは北海道は北海道の

お願いしたいなということと、２年度分ぐらいお

ルールでやっておりますので、その辺、ちょっと

願いしたいなということと、同じく商工観光課の

詳しく意見交換というか、話をしたいと思ってお

観光費の中で、観光パンフレット、ガイドマップ

ります。

等作成しているのですけれども、もし在庫が残っ

以上でございます。
○長谷川委員長

明日の商工観光課の聞き取りの中

ているのであれば、現物を、全員に配らなくて

ほかにございますか。

も、こういうものだということで、見本として出

（「なし」と呼ぶ者あり）

していただければということで、以上２点です。

○長谷川委員長 副委員長のほうから何かござい

○長谷川委員長

ただいまの若山委員の、書きと

ますか。

めていただきましたか、局長。よろしいですか。

○田村副委員長 ありません。

わかりました。

○長谷川委員長

福祉課長。

ほかにございますか。

○村山福祉課長

先ほどの回答の、田村委員とか

副委員長。

に、１３０万円以上の工事または製造の請け負い

○田村副委員長

の状況で、私、選考方法を指名競争入札と先ほど

０万円以上の中で、大中山出張所の解体工事と、

からしゃべっていましたが、済みません、訂正さ

旧大中山公民館の解体工事、それぞれの指名選考

せていただきたいなと思いまして。

委員会の選考過程がわかる議事録等の書類を出し

○長谷川委員長 福祉課長。

ていただきたいということと、それから、各課で

○村山福祉課長

対応しているものですから、選考決定した決裁の

追加様式の契約金額１３０万円
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まず、子育て健康支援課の１３

写し、いただけるのであればそれもいただきた

も、多分、函館空港ビルデングを売ったとかと出

い。

たけれども、これ１本なのかどうか、そして、こ

それから、介護予防の拠点の三つの、文化セン

の売却した値段というのはどういうふうにして出

ター、コミュニティセンター、婦人会館、これも

したのかというのがわかるものがあったら出して

同様に、指名選考委員会の選考過程がわかる議事

いただきたいと思います。（発言する者あり）３

録等の書類、選考決定した決裁、これの写しをい

５ページ、一番右側の下から２番目。その八百何

ただきたい。

万円とあるのですけれども、その内訳が、多分、

○平松委員

副委員長、さっきの補足説明のとき

函館空港ビルデングを売った一筆なのか、それ以

に、地域限定一般競争入札だと言ったのだから、

外もあるのか。それ一筆だとすると、その価格に

指名委員会とかそういうの開いていないのではな

決まった流れというのがわかるもの、売却契約書

いの。

みたいなものが多分あると思うのですよね。そう

○田村副委員長

それ、私もわからないのだけれ

いうのがあったら出していただきたいと思いま

ども、部長の答弁では、建築サイドで相談して

す。

やっているのだという発言がありましたよね。で

○長谷川委員長

すから、したがって、先ほど私、聞いたのは、

ろしいですね。

こっちは２業者だ、こっちは７業者だとか、ばら

○関口議会事務局長

ばらだから、統一できないのかという話をしたの

渡収入の８４０万２,０００円の内訳で、１社と

ですよ。ということは、やはりそういう何らかの

いうか、函館ビルデングだけなのか、そのほかに

選考過程があって、出てきて、決裁して発注して

もまだあるのかということと、その算定根拠がわ

いるという考え方なものですから、それがわかる

かるものでいいですか。

ものを提示してもらいたい。（発言する者あり）

以上です。

そうそう。ですから、そこら辺が何かわからない

○長谷川委員長

横田委員の資料要求、局長、よ
一般の３５ページの株式譲

よろしいですか。

部分でずっときているものですから、そこを

それでは、皆様にお諮りいたします。

ちょっと理解するためにも、そういう書類を提出

本日、予定しておりました審査は全て終了いた

いただきたいということです。
○長谷川委員長

しました。（発言する者あり）

そうしましたら、局長、副委員

まだ指名していません。少々お待ちください。

長が今申された件について。

好きなことをぽんぽん言われても、それにちょっ

○関口議会事務局長

と……。

それでは、まず、先ほど若

山委員から求められたもの、商工観光費でふるさ

上野委員、要求資料があるのですか。

と納税の金額の分布がわかる資料、２年間分程

○上野委員

はい、そうです。

度、ナンバー９の観光パンフレット、観光ガイド

○長谷川委員長

マップの地図を見せてほしいということですね。

○上野委員

どうぞ。

明日の審議のときに、審議する予定

田村委員については、子育てで契約金額１３０

になっている観光課の取り組みに関してなのです

万円以上で、大中山の出張所解体と旧大中山公民

けれども、企業誘致の件がありますけれども、こ

館、二つの指名選考の過程がわかるものと、選考

れについて、これでは一応峠下の企業誘致の土地

決定した書類。福祉課の３点についても同じ書類

があって、それに対する団地の取り組みがあると

ということですね。

いうことなのですけれども、そのほかに、大中山

以上です。
○長谷川委員長
○横田委員

地域にもまだ残っているのではないかと思うの
どうぞ。

で、この企業誘致の予定される土地がどのように

一般の３５ページにあります財産売

り払い収入の２の物品売り払い収入の中の株式譲

あるのか、その実態をちょっと出していただけれ
ばということです。

渡収入８４０万２,０００円とあるのですけれど
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以上ですけれども。

○長谷川委員長

今、上野委員がおっしゃってい

池田委員、どうぞ。

るのは、商工観光課の資料様式では、ナンバーで

○池田委員

いうとどのあたりに……。（発言する者あり）８

いる。前みたく、部長はいて、課長だけ説明し

番。（発言する者あり）スイッチ入っていないの

て、そして終わるという方式がいいのかなと思っ

で、もう少し大きい声でお願いします。

て、今日、黙って見ていたのですけれども、その

○上野委員

ここでは企業誘致ということになっ

辺、どういうものなのでしょうかね。一番最初の

ていますので、これは峠下だけでなく、全町対象

ときに、何かそれでちょっと話が出ましたけれど

ということでいえば、どのような企業を誘致する

も、明日もこういう形でやるのではなくて、課、

土地が残っているのか、その辺のリストを出して

課でやったらどうでしょうかねという話です。

いただければということでお願いしたいのです。

○長谷川委員長

○長谷川委員長

たけれども、委員長、副委員長で、昼休みにお話

局長、今の件。

○関口議会事務局長

今、課長たちが朝からずっとついて

それはきのう、僕、説明しまし

決算の中で大中山地区があ

して、このように進めてまいりますというふうに

るというようなことが確認がとれているのでしょ

して、今日は終わりましたよね。それでもまだ何

うか。

か、今の話、それが終わったら、その先に帰すと

○長谷川委員長
○上野委員

上野委員。

いう方法ですか。（発言する者あり）

書いていないのですけれども、まだ

○横田委員

各課で重なる部分があるから、一緒

残っているのではないかという推測。

にいたほうがいいと言っていましたよ。

○長谷川委員長

○長谷川委員長

局長。

○関口議会事務局長

確認されてからの資料請求

では遅いということでしょうか。明日の質疑の中

向こうにとっては、今日も二元

中継、三元中継をやっているように、メリットも
あるみたいですね。

で出てきた上ではだめでしょうか。もしあればと

それから、川村委員、何か。

いうことでしょうか。

○川村委員

○長谷川委員長

あったものですから、それで、要は説明する課長

○上野委員

上野委員。

拘束してしまっているような感じが

峠下に関しては明らかにありますの

以外は、最初のほうのようにいなくてもいいのか

で、どれだけの箇所があいているのか、企業誘致

なと思ったのですけれども、今言ったように、理

といえば、土地が用意されていなければ対象にな

事者側の都合もあるのであれば、それはそれでい

りませんので、その辺、どの程度残っているのか

いです。

ということをちょっと出していただければと。峠

○長谷川委員長

下を中心に、大中山にも残っていれば、その辺に

で、一応参考という形で、私、伺っているのは、

ついて。（発言する者あり）

職員が、部の中で、関連しているところもあるの

○長谷川委員長

で、同席しておいたほうがよいのではないかとい

上野委員、局長が今伺っていま

すので。

きのう、ちょっとお話する中

う横田委員の話とものすごく一致しておりますの

○関口議会事務局長

大中山の企業誘致と言って

で、そこら辺はこっちのほうの進め方でお任せし

いましたけれども、峠下地域のほかのという部分

たほうがよいのではないかと私は思いますけれど

とかでうまく言っていいですか。

も、それでよろしいですか。

○上野委員

峠下を含めて、そのほかの……。

○長谷川委員長

（「はい」と呼ぶ者あり）

ほかにございませんか。よろし

○長谷川委員長 ほかにございますか。

いですか。（発言する者あり）

（「なし」と呼ぶ者あり）

その他の件に移って、今、明日の会議について

○長谷川委員長 ございませんか。

の要求資料というふうに聞いています。

それでは、お諮りいたします。

ほかに何かありますか、要求資料以外のその
他。

本日予定していた審査は全て終了いたしまし
た。
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本日は、これをもって終了したいと存じます
が、これに御異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○長谷川委員長 異議なしと認めます。
よって、本日は、これをもって終了いたしま
す。
御苦労さまでした。
午後

５時２１分 閉会
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