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午前 ９時５８分 開会

は、記載のとおりでございます。なお、歳入につ

○長谷川委員長 皆さん、おはようございます。

きましても同様でございます。

ただいまより、令和元年度決算審査特別委員会
第５回目を開催いたします。

一般会計については以上でございます。
○長谷川委員長

ありがとうございました。

直ちに本日の会議を開きます。

これより質疑を行います。

昨日、資料要求のありました、株式譲渡収入の

若山委員。

内訳、算出根拠の分かる資料、それから、観光パ

○若山委員

内容についてどうこうというあれは

ンフレット、観光ガイドマップ、それから、昨日

ないのですけれども、特定財源の内容について

審査しました住民課からの資料と福祉課からの資

ちょっと教えていただきたいと思います。農業委

料については、机の上に置いてありますので、御

員会活動費交付金というのがありまして、予算で

覧ください。

は６６０万円だったのが、決算では８７０万円に

本日も引き続き各課の聞き取りを行います。

なって、この金額の変動要因というか決め方、何

初めに、農業委員会の審査を行います。

に対して幾らとか、そういうのがあるのかどうか

農業委員会事務局長、御苦労さまです。

というのと、入ってきた金以上に使わなくて問題

それでは、決算書及び提出資料に基づき、説明

ないのかどうかというところをちょっと教えてい

をお願いします。

ただければと思います。

なお、資料は事前に配付されておりますので、

○長谷川委員長

事務局長。

資料の事業決算書の具体的な内容については、特

○田中農業委員会事務局長

段の説明がない限り、「記載のとおり」でよろし

活動促進事業の交付金につきましては、３月５日

いです。

に内示がありまして、その後、実績、農業委員及

それでは、事務局長、よろしくお願いします。
○田中農業委員会事務局長

この農業委員会等の

び農地利用最適化推進委員の活動に対する補助金

それでは、令和元年

が交付されているものでございます。金額につき

度決算、農業委員会関係分の概要について説明さ

ましては８７０万８,０００円が歳入として入っ

せていただきます。

てきております。特にここの部分については、う

令和元年度一般会計歳入歳出決算の歳出を説明
させていただきます。

ちの予算とは特に関係なく入ってくるものでござ
います。残りの部分は、職員の人件費だとか、そ

なお、歳入につきましても、決算審査要求資料
共通様式での歳出の説明の中で説明いたします。

ういう部分に充てられておりますので、御理解い
ただきたいと思います。

一般会計において、農業委員会の業務は、６款
農林水産業費１項農業費１目農業委員会費のみで

以上です。
○長谷川委員長

あります。

よろしいですか。

ほかにございますか。

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

（「なし」と呼ぶ者あり）
○長谷川委員長 それでは、質疑を終わります。

ンバー１となります。決算書では１４０ページ及
び１４１ページの部分ですが、一般会計、６款農

以上で、農業委員会に対する審査を終了しま
す。

林水産業費１項農業費１目農業委員会費の予算現

農業委員会事務局長、御苦労さまでした。

額は８４５万４,０００円で、支出済額は８３３

次に、経済部農林水産課の審査を行います。

万５,６８２円であります。不用額は１１万８,３

経済部長、農林水産課長、御苦労さまです。

１８円となっており、執行率は９８.６％です。

それでは、決算書及び提出資料に基づき、説明

この項目は、農業委員会の運営に関する執行経費

をお願いします。

として支出しております。職員は３名、臨時職員
は１名であります。支出の内訳といたしまして

課長。
○田中農林水産課長
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初めに、全体の決算状況に

なりますが、当初予算額１億４,５０４万５,００

率は８６.２％です。支出の内訳といたしまして

円、補正予算額６,３７６万８,０００円、最終予

は、記載のとおりとなっております。

算額は２億８８１万３,０００円、支出済額２億

次、一般会計、６款農林水産業費１項農業費３

８５４万８,７２３円、不用額２６万４,２７７

目農業振興費、決算書では１４２ページないし１

円、執行率については９９.８７％となっており

４５ページの部分ですが、予算現額は１,１９６万

ます。

５,０００円で、支出済額は１,１９１万２,８９４

それでは、共通様式にしたがって説明させてい
ただきます。

円であります。不用額は５万２,１１６円となって
おり、執行率は９９.５６％です。内訳といたしま

一般会計において、農林水産課農水振興係の業

して、決算審査共通様式ナンバー３となります。

務。６款農林水産業費１項農業費２目農業総務

農業支援対策事業費につきましては、農業及び農

費、決算書では１４０ページないし１４３ページ

村振興に係る事業の推進を目的に予算執行され、

の部分ですが、それでは、最初に、２目農業総務

予算現額は６７２万５,０００円、支出済額が６

費の決算状況について説明させていただきます。

６８万４,６０１円であります。

一般会計、６款農林水産業費１項農業費２目農業

続きまして、ナンバー３です。農業支援対策事

総務費の予算現額は９８万９,０００円で、支出

業費、補正予算が５３万２,０００円、支出の内

済額は９２万７,４１７円であります。不用額は

訳は記載のとおりとなっております。

６万１,５８３円となっており、執行率は９３.７

次に、決算共通様式ナンバー４となります。経

７％です。内訳といたしまして、決算審査共通様

営所得安定対策直接支払推進事業費につきまして

式ナンバー１になります。農業総務費につきまし

は、経営所得安定対策直接支払事業業務を円滑に

ては、主に各種協議会に対する負担金の支出に予

推進する目的に予算執行され、予算現額は５２４

算執行され、予算現額は５７万５,０００円で、

万円、支出済額は５２２万８,２８３円でありま

支出済額は５７万７０２円であります。不用額は

す。不用額は１万１,７１７円となっており、執

４,２９８円となっており、執行率は９９.２５％

行率は９９.７８％です。支出の内訳は記載のと

です。支出の内訳といたしましては記載のとおり

おりとなっております。歳入の特定財源につきま

でありますが、１２節役務費、決算額２１万７,

しても記載のとおりとなっております。

２４０円、不用額が２,７６０円であります。こ

次に、環境保全型農業直接支払対策補助金にな

この部分につきましては、昨年４月より指定管理

りますが、これは化学肥料及び農薬を使用しない

者制度により稼働しております新野菜広域流通施

有機農業等に取り組む農業者団体に４７万３,６

設七飯町集出荷予冷施設建物災害共済保険料とな

００円を支出、うち、特定財源としては、国の２

ります。そのほかの部分については記載のとおり

３万６,８００円、５０％です。道が１１万８,４

となっております。なお、歳入については、それ

００円、２５％の負担となります。３５万５,２

ぞれ記載のとおりでございますが、新野菜広域流

００円を受けております。

通施設整備費用負担金、１８ページから１９ペー

次に、一般会計、６款農林水産業費１項農業費

ジになります、３,１３７万３,１２１円のうち、

４目農地費、決算書では１４４ページないし１４

２２万円については、１２節役務費、建物災害共

７ページの部分ですが、予算現額は１億５,１６

済保険料２１万７,２４０円分を措置、支出して

９万１,０００円で、支出済額は１億５,１６３万

おります。

３,９９５円であります。不用額は５万７,００５

次に、共通様式ナンバー２となります。農政公

円となっており、執行率は９９.９６％です。内

用車管理費についてですが、公用車３台分の維持

訳といたしまして、決算審査共通様式ナンバー５

管理費に予算執行され、予算現額は４１万４,００

となります。土地改良総務費につきましては、農

０円で、支出済額は３５万６,７１５円でありま

業農村の多面的機能の維持、発揮を図るため、そ

す。不用額は５万７,２８５円となっており、執行

れを支える地域活動、農業生産維持、自然環境の
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保全に資する農業生産活動へ支援を目的に予算を

用で２,０００円を入れております。歳入の特定

執行され、予算現額は７,６８１万４,０００円

財源については、国営土地改良事業受益者負担金

で、支出済額は７,６８０万９,１４６円でありま

滞納繰越分１２１万円を徴収しております。

す。不用額は４,８５４円となっており、執行率

次に、決算審査共通様式ナンバー８になりま

はほぼ１００％です。支出の内訳といたしまして

す。道営農業基盤整備事業費につきましては、道

は記載のとおりとなっております。歳入の特定財

営農業基盤整備事業の円滑な推進を目的に予算執

源は記載のとおりとなっております。うち、１０

行され、予算現額が７,３４０万３,０００円で、

万円につきましては、本事業を行うための推進活

支出済額は７,３３６万４２１円であります。不

動支援として、対象経費、旅費、委託費、事務費

用額は４万２,５７９円となっており、執行率は

分として定額を受けております。また、町負担補

９９.９４％です。支出の内訳は記載のとおりと

助金２５％につきましては、普通交付税６０％及

なっております。また、歳入の特定財源につきま

び特別交付税４割の６０％、２４％が措置される

しても記載のとおりとなっております。先ほど説

ため、実質８４％が措置されることとなりますの

明いたしましたが、予算不足により、国営農業基

で、実質の町負担につきましては１６％となりま

盤整備事業費へ事業間流用で２,０００円を行っ

す。したがいまして、事業全体としては、実質、

ております。

９６％が措置されることになり、町負担につきま

次に、決算審査共通様式ナンバー９になりま

しては、全体事業費７,６３２万２,１９６円の４

す。土地改良公用車管理費につきましては、土地

％、３０５万２,８８８円の持ち出しとなりま

改良事業の円滑な推進に係る公用車の維持管理等

す。

を目的に予算執行され、予算現額は２５万３,０

次に、決算審査共通様式ナンバー６となりま

００円で、支出済額は２４万６,４３０円であり

す。農業施設維持管理費につきましては、農業用

ます。不用額は６,５７０円となっており、執行

施設の適正な維持管理を目的に予算執行され、予

率９７.４％です。支出の内訳といたしましては

算現額は４２万７,０００円で、支出済額は４２

記載のとおりとなっております。なお、歳入の特

万５,６７０円であります。不用額は１,３３０円

定財源についてはございません。

となっており、執行率は９９.６９％です。支出

次に、一般会計、６款農林水産業費１項農業費

の内訳といたしましては記載のとおりでございま

５目町営牧場運営費、決算書では１４６ページな

す。なお、歳入の特定財源も記載のとおりとなっ

いし１５１ページの部分ですが、予算現額は２,

ております。

３１８万９,０００円で、支出済額は２,３０９万

次に、決算審査共通様式ナンバー７となりま
す。国営農業基盤整備事業費につきましては、国

９,２０８円であります。不用額は８万９,７９２
円となっており、執行率は９９.６１％です。

営事業の円滑な推進を目的に予算執行され、予算

内訳といたしまして、決算共通様式ナンバー１

現額は７９万４,０００円で、支出済額は７９万

０になります。町営牧場運営費につきましては、

２,３２８円であります。不用額は１,６７２円と

町営城岱牧場の円滑な運営を目的に予算執行さ

なっており、執行率は９９.７９％です。支出の

れ、予算現額は２,０９０万１,０００円で、支出

内訳といたしましては記載のとおりとなっており

済額は２,０８２万５,６１１円であります。不用

ますが、１９節の負担金、補助及び交付金、決算

額は７万５,３８９円となっており、執行率は９

額７６万６,１２８円、不用額８７２円で、国営

９.６４％です。支出の内訳といたしましては記

造成施設管理体制整備事業負担金７６万６,１２

載のとおりとなっております。なお、歳入の特定

８円の支出となっておりますが、当初、３４.６

財源については、町営牧場使用料１,００６万７,

１％で７６万４,３６２円の支出を見込んでおり

９５０円、ダニ対策経費負担分１８０万８,０１

ました、３４.６９％に上がったために、予算不

０円及び飼料給餌費負担金１１万８,０４０円を

足を生じ、道営農業基盤整備事業費より事業間流

受けており、おおむね予算どおりの執行となって
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おります。

ただいております。あと、林道橋梁長寿命化点検

次に、決算審査共通様式ナンバー１１になりま

委託業務事業費の２１５万６,０００円に対しま

す。町営牧場監視舎管理費につきましては、町営

して、２分の１で農村漁村地域整備交付金１０９

城岱牧場監視舎の適正な維持管理を目的に予算執

万９,５６０円を受けております。公益的機能の

行され、予算現額は５８万４,０００円で、支出

発揮に配慮した伐採を促し、伐採後の確実な植林

済額は５７万２,８６０円であります。不用額は

等への支援という形で、未来につなぐ森づくり事

７万１,１４０円となっており、執行率は９８.０

業補助金９２万３０３円を受けております。２０

９％です。不用額１万１,１４０円、済みませ

３円です。済みません。

ん、間違えました。なお、歳入の特定財源につい

○長谷川委員長

てはございません。

いる数字が、若干分かりづらくなっているので。

続きまして、決算審査共通様式ナンバー１２に

ちょっと説明と、委員が聞いて

○田中農林水産課長

２０３円です。済みませ

なります。町営牧場作業車管理費につきまして

ん。

は、町営城岱牧場管理用作業車両、トラクター３

○長谷川委員長

台、ダンプトラック１台、バイク４台等の適正な

バーをおっしゃったら、事業名を話して、そして

維持管理を目的に予算執行され、予算現額は１７

当初予算、補正予算を説明して、予算現額、支

０万４,０００円で、支出済額は１７０万７３７

出、不用額、執行率というふうにして、僕たちの

円であります。不用額は３,２６３円となってお

見ているとおりで目を追いかけていかないと、

り、執行率９９.８１％です。支出の内訳につき

ちょっと目玉が混乱しているので、済みません、

ましては記載のとおりとなっており、特定財源の

そこのところよろしくお願いします。

歳入についてもございません。

○田中農林水産課長

それで、まず一番最初にナン

続きまして、決算共通様式

次に、一般会計、６款農林水産業費２項林業費

ナンバー１４になります。事業決算名は町有林整

１目林業費、決算書では１５０ページないし１５

備費で、当初予算額１,３１９万９,０００円、補

３ページの部分ですが、予算現額は２,０８３万

正予算額３３万８,０００円、予算現額は１,２８

円、支出済額は２,０８２万７,２０９円でありま

６万１,０００円、支出済額は１,２８６万６００

す。不用額は２,７９１円となっており、執行率

円、不用額は４００円で、執行率はほぼ１００％

は９９.９８％です。内訳といたしまして、決算

となっております。支出の内訳といたしましては

審査共通様式１３になります。林業費につきまし

記載のとおりとなっております。また、歳入につ

ては、林務行政の円滑な推進を目的に予算執行さ

きましても記載のとおりとなっておりますので、

れ、予算現額は３９４万１,０００円、不用額は

よろしくお願いいたします。

２,３９１円となっており、執行率は９９.９４％

次に、水産業費の部分になりますが、一般の１

です。支出の内訳といたしましては記載のとおり

５２から１５３ページになります。６款農林水産

となっております。１３節の委託料、決算額２１

業費３項水産業費１目水産業費、事業決算名は水

５万６,０００円で不用額はゼロ円です。これに

産業費になります。予算執行額１４万９,０００

つきましては、林道橋梁長寿命化点検委託業務を

円で、予算現額は１４万９,０００円、支出済額

行いまして、和光技研が受注しております。あと

は１４万８,０１０円で、不用額は９９０円で

は、予算不足により、森林環境譲与税基金費へ事

す。執行率は９９.３％になります。支出の内訳

業間流用で１,０００円行っております。これに

といたしましては記載のとおりとなっておりま

つきましては、記載はないのですが、基金のほう

す。

へ積み立てておりまして、受けたものを使わない

次に、決算書２３４ページから２３５ページの

場合は、全額、基金として積み立てなさいという

部分になりますが、１１款災害復旧費１項農林水

ことになっていまして、当初の予算よりも１,０

産業施設災害復旧費１目農業用施設災害復旧費、

００円足りなかった関係で、ここで流用させてい

事業名は農道等災害復旧事業費です。予算当初は
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５０万円、補正予算額はマイナス５０万円で、執

円であります。

行はございませんでした。ここの部分につきまし

以上です。

ては、緊急支出による災害等がなかったことか

○長谷川委員長 ありがとうございました。

ら、３月定例会において原材料費全て皆減してお

これより質疑を行います。

ります。また、歳入の特定財源についてはござい

平松委員。

ません。

○平松委員

ナンバー１３の中に委託料というの

次に、収入未済額の状況になります。初めに１

がありまして、林道橋梁長寿命化点検委託業務と

枚目ですが、これは平成５年度から平成７年度に

いうのがあるのですけれども、林道の橋梁は全部

かけて、北海道農業開発公社から借り受けた肉用

で何基くらいあって、そのうち、長寿命化として

牛の牛の賠償金と売払分となっております。生活

点検をしなければいけない橋梁というのは何基く

困窮により収入額が非常に少ない状況ですが、引

らいあったのか教えてください。

き続き納付を要請してまいりたいと考えておりま

○長谷川委員長 課長。

す。

○田中農林水産課長

林道橋梁長寿命化点検委託

次に、国営土地改良事業、農地開発の受益者負

業務の橋梁につきましては、町内４路線、林道が

担金になりますが、下段の滞納繰越分５件、１２

ありますが、橋梁のかかっているのはこの２か所

１万円の納付がありましたが、先ほど同様、生活

であります。１か所は横川林道と、もう１か所は

困窮の理由になりますが、引き続き納付を要請し

東大沼の精進川林道に、精進川の部分にかかって

てまいります。

いる林道橋がございます。以上の２橋でございま

次に、契約金額１３０万円以上の工事または製
造の請負の状況ですが、道営農道整備特別対策事

す。
○長谷川委員長 よろしいですか。

業、防除用水移設工事のみの１件であります。契

ほかに質疑ございませんか。

約業者につきましては、北海道の発注した道営農

川村委員。

道整備特別対策事業の請け負い業者であります株

○川村委員

共通様式の様式１１の収入未済額の

式会社森川組であります。なお、契約金額は１７

状況の関係なのですけれども、まずこれ、件数、

６万円で、随意契約により契約を締結しておりま

平成５年から６年、７年のやつで、１件、１件、

す。

１件になっていますけれども、これは別々の方が

次に、契約金額１３０万円以上の財産の買入

１件なのか、同じ人がばらばらになっているの

れ、その他の契約の状況ですが、財産の買入れの

か、ちょっとその確認と、下から、平成６年の４

状況につきましては、城岱牧場の草地肥料の購入

４万２,９４３円、ほかもそうなのですけれども、

及び寄生虫駆除剤の３件であります。

年間１万２５０円の返済で、４０万円のやつと

また、その他の契約の状況につきましては、城

いったら、４３年とか、そんなペースなのですけ

岱牧場ポンプ室、送水ポンプ１号機修理、修繕、

れども、これで大丈夫なのかなというのが、

町有林間伐事業及び下刈り事業、林道橋梁点検委

ちょっとその辺の詳細を教えてください。

託業務の４件であります。

○長谷川委員長 農林水産課長。

次に、町単独補助金内訳金額の状況ですが、農
林水産課においては、新規が２件、継続が１３件

○田中農林水産課長

貸付肉用牛の部分について

は１件の農業者でございます。

で、合計１５件であります。ＪＡと協調して実施

収入未済額の国営土地改良事業の受益者負担の

している補助や、国などの間接補助事業も含めて

部分についてですが、収入額が非常に少ないと。

の内容となっております。

このままで全部納めていただけるのかという部分

なお、新規につきましては、西洋果樹発祥１５

だと思いますが、生活困窮ということで、引き続

０年事業補助金３００万円及び七飯町野菜生産出

きうちのほうとしては納めていただく形で請求を

荷組合５０周年記念事業補助金１６万５,０００

ずっとし続けるということにしております。ほぼ
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ほぼ、今持っている方自体が、農地は持っている

欲しいのね。（発言する者あり）では後で。分か

のですけれども、農業をほとんど営んでいないと

りました。

いう農家のほうが多いのです。もう世代も変わっ

ほかに。

ているところもございますので、そこの部分につ

坂本委員。

いては、引き続き納めていただく形で請求はして

○坂本委員

おります。ただ、厚沢部町さんでこのような形で

岱牧場の年間２,０００万円ぐらい出費されてい

ちょっと問題になった部分がありましたけれど

るのですけれども、これは当然、今までずっと

も、なるべくそれにはならないような形で請求を

やっている酪農家の経営基盤の拡充ということで

していきたいと思っておりますので、御理解いた

いいのですけれども、今放牧されている牛、馬、

だきたいと思います。

昨年度はどういう状況だったか分かりますか。

○長谷川委員長 川村委員。

○長谷川委員長 課長。

○川村委員

○田中農林水産課長

分からないですけれども、親が借り

共通様式の１０番ですけれども、城

元年度、乳牛は２１件で４

ていて、次の世代になっても返済、要は、例えば

９８頭で、のべが５万６,６００頭です。肉牛につ

４０万円のやつを１万円で返していくとしたら４

きましては１２戸で８８頭、のべ頭数は１万１,０

０年かかるよと、極端な話なので、その辺も含め

７５頭です。乳牛、肉用牛、計３３件、５８６

て大丈夫ということでいいですか。

頭、のべ頭数は６万７,６７５頭になります。馬の

○長谷川委員長 課長。

部分については、ポニーも含みますが、３戸で実

○田中農林水産課長

頭数１８件、のべ頭数は２,０５２頭となっており

確かに１万円ずつだと４０

年かかるという計算になりますが、基本、相続さ

ます。

れるときというのは、正の遺産もあれば負の遺産
もあって、負の遺産の部分については相続しない

以上でございます。
○長谷川委員長

よろしいですか。

というふうにはならないので、相続をした場合に

ほかにございますか。

ついては、引き続きその負の部分も相続されると

若山委員。

いう形になりますので、相続人に引き続き納付を

○若山委員

今と同じようなところで、ちょっと

依頼していくという形をとれるということで御理

確認なのですけれども、３点ぐらいの質問になる

解いただければと思います。

かと思いますけれども、まず、共通様式のナン

○長谷川委員長 よろしいですか。

バー１０で、城岱牧場の利用状況については、こ

ほかに質疑ございますか。

ちらの決算参考資料の５８ページに載っておりま

横田委員。

して、前年との比較とかで見ると、町内は減少し

○横田委員

予冷庫の件なのですけれども、指定

ているのですけれども、町外地区の分が増えてい

管理料がゼロだということで、動いている実態が

るような結果になっているのですけれども、この

どういうふうな実態で動いているのかというのが

増加の要因とか何とかというのと、町外、町内

全然見えないのですけれども、そういう見えるも

で、値段というか、そういう差があるのかどうか

のをもらえないかということ、運営状況というの

というのをちょっと教えていただければなと思い

ですか、そういうのがあったらいただきたいと思

ます。

うのですけれども。
○長谷川委員長

それと、ナンバー１４の中の特定財源の中の間

資料として。（発言する者あ

り）

伐材売り払い収入というところで、６１０万円ほ
どの予算だったのに、決算が５９０万円で、若干

課長。

減少なのですけれども、この予算の立て方といい

○田中農林水産課長

データのほうはございます

ますか、費用のあれで、今回下がったとかという

ので、後ほど皆様に。

のは、価格が下がったとか、切り出し材の立米が

○長谷川委員長

ちょっと少なかったとか、その辺のところを

今欲しいのです。横田委員は今
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ちょっと教えていただければなと思います。

いいでしょうか。

それと、先ほどもちょっと出ました、共通様式

○長谷川委員長 答弁してください。

１１の、僕はナンバー２のほうで、国営土地改良

○田中農林水産課長

事業受益者負担金ということで、今年は発生して

は、皆さん御存じかと思いますが、山の頂上部分

いないし、去年等もないのですけれども、平成２

を使って農用地を開発したりしている部分が非常

７年度からずっとさかのぼって、前まであって、

に多い事業でした。頂上付近に農用地を開発する

相当な金額が残っていて、未済に係る具体的説明

と、地力は、その当時、相当あったものと思われ

で、生活困窮による分割とか書いているのですけ

ますが、その後、土づくりのためには大量に肥料

れども、これは、この事業をしたときには生活困

を供給してやらないと立派な土ができないという

窮ではなかったというか、生活困窮の人がこうい

ところが非常に多かった。頂上付近ですから、当

う事業をしたというようなことはないのか、安易

然、肥料の供給はございませんので、大量に畑に

な事業をしたとかというような、過去の話なので

肥料を投入していかなければ満足な畑はできな

すけれども、そういうようなことはないものなの

かったというふうに私は思っておりまして、そう

でしょうかね。ちょっとその辺のところ、記憶の

いう部分が、やはりつくってもいいものがとれな

範囲で構わないので、分かる範囲でちょっと御説

かったとか、そういう部分もあったのではないか

明していただければと思います。

ということで、農業経営を圧迫していったものと

以上です。

考えております。

○長谷川委員長 課長。
○田中農林水産課長

農用地開発事業というの

以上です。

飼養頭数の町外の放牧者が

○長谷川委員長

若山委員。

多くなっているというところにつきましては、実

○若山委員

自分の代に関係ない説明を詳しくあ

は隣の北斗市の酪農家さんが放牧しているもので

りがとうございました。

あります。聞いた話によると、きじひきの牧場も

もう１点、確認を、先ほどの城岱牧場の町外地

北斗市のほうでやっておりますが、こちらのほう

区の依頼が結構増えたということに対しては、積

が管理がいいということで、放牧させてもらって

極的なセールスをしたとか、そういうような営業

いるという話を伺っております。

活動の一環、結果なのか、あるいはたまたまそう

次に、町内、町外は単価は違いませんが、生ま

いうようなことで増えたということなのか、そこ

れてからの年数によって費用が少しずつ、１０円

のところはいかがなのでしょうか。

とか２０円とか、差額がある状況でございます。

○長谷川委員長 課長。

間伐材の売り上げの部分につきましては、ちょ

○田中農林水産課長

特に町としてはそういう部

うど売り渡しが３月下旬までに売り渡したいとい

分についてはＰＲというか、しておりませんが、

うことで、土場のほうで引き渡しした経緯もあり

利用者が口づてというか、情報交換の中で城岱の

ます。また、コロナの影響で、材のほうが全然動

ほうがいいよという形を受けたものだと思ってお

かないということで、ちょっと港のほうまでは搬

ります。

出できなくて、土場のほうで渡したという形で、

以上です。

そこから港までの搬出経費、そこの部分を差し引

○長谷川委員長

いた形での売り渡しになっておりますので、その

○若山委員

差額が生じたものでございます。

える可能性も秘めている、この数字の結果だけで

あと、国営農地につきましては、当初、国営農

若山委員。

そうしたら、町外の依頼も今後は増

は分からないのですけれども、そういうことも言

用地開発事業の受益者の部分については、営農状

えそうな感じなのでしょうか。

況が非常によかった農家さんがあったのですけれ

○長谷川委員長 課長。

ども、そこの部分で生活のほうが徐々に苦しく

○田中農林水産課長

なってきたという部分もありますが、私の思案で

飼っている方も、飼養頭数を今ちょっと徐々に増
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そこの部分については、

やしていける状況ではなくなってきておりますの

になります。こちらは、事業決算名が食品衛生

で、この数字はほぼピークに近いかなと思ってお

費、予算現額は４万円、支出済額も同額の４万円

ります。これ以上増えることはあっても、減る方

で、執行率は１００％です。事業内容は記載のと

向のほうが、ちょっと肉牛のほうのバブルも崩壊

おりでございます。

していますので、ここの部分でちょっと飼養頭数

次に、ナンバー２です。事業決算名は労働諸費

が減っていく可能性もあるかなと思っておりま

で、予算現額は３,９３０万５,０００円、支出済

す。

額も同額で３,９３０万５,０００円で、執行率は

以上です。

１００％です。事業の内容は記載のとおりでござ

○長谷川委員長
○若山委員

若山委員。

います。さらに、特定財源といたしまして、労働

今ので終わろうと思いましたけれど

も、町外の数からいくと、肉牛がゼロで乳牛ばか

金庫貸付金元利収入としまして、収入済額３,０
００万１,０００円を収入してございます。

りなのですけれども、それでも今のようなコメン

続きまして、ナンバー３、事業決算名は商工振

トになるのですか。このまま増えればいいなと

興費で、当初予算額２,５８７万７,０００円、補

思って、町内のやつが減っていますので、せっか

正により３０８万７,０００円を減額し、予算現

くの城岱牧場があれなので、町外が増えればいい

額は２,２７９万円、支出済額は２,０４０万５,

なと思ってあれなのですけれども、この資料を見

９７７円で、執行率は８９.５％です。事業の内

ると、肉牛はゼロで、乳牛ばかりなのですけれど

容は記載のとおりでございますが、このうち１９

も、それでも今のようなコメントになるのでしょ

節負担金、補助及び交付金のうち、当初、ちびっ

うか。肉牛は確かにコロナの影響で、牛乳も影響

こ雪祭りの負担金を計上してございましたが、こ

があるのかもしれないですけれども、何とも言え

ちら、雪が暖冬によりなくなったために未執行と

ないですけれども、特にそれについてはもう質問

なり、１８０万円を不用額としているところでご

しませんけれども、町外でも増えて、幾らでも収

ざいます。

入が上がるのであればいいなと思いますので、こ

続きまして、ナンバー４、事業決算名は商工業

れからもしっかりやっていただければなというこ

経営安定支援事業費で、当初予算額は３,６１７

とで、終わります。

万５,０００円、予算現額は３,６４２万２,００

○長谷川委員長

０円で、支出済額が３,６４２万１,８１８円、執

ほかに質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

行率は１００％になってございます。事業内容は

○長谷川委員長 質疑を終わります。

記載のとおりでございますが、事業内で負担金、

以上で、農林水産課に対する審査を終了しま
す。

補助及び交付金に予算不足を生じたことから、予
備費より２４万７,０００円を充用してございま

農林水産課長、御苦労さまでした。

す。新型コロナウイルス関連の対策経費として充

次に、商工観光課の審査を行います。

用をしてございます。特定財源につきましては、

商工観光課長、御苦労さまです。

中小企業融資貸付金元利収入として３,５００万

それでは、決算書及び提出資料に基づき、説明

５,７５０円を歳入してございます。

をお願いします。特別会計についてもあわせて説
明願います。

ＰＲ事業費で、当初予算１１５万７,０００円、補

課長。
○福川商工観光課長

続きまして、ナンバー５、事業決算名は特産品
正により３１万３,０００円を増額し、予算現額は

それでは、私のほうから、

１４７万円、支出済額は１４４万８,６９１円で、

商工観光課所管分につきまして、要求資料の共通

執行率は９８.６％でございます。事業内容につ

様式に基づきまして概要を御説明させていただき

きましては記載のとおりでございますが、事業内

ます。

におきまして、旅費予算不足のため、需用費から

まず、委員会要求資料の共通様式、ナンバー１

５,０００円を流用してございます。
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続きまして、ナンバー６、事業決算名はふるさ

円で、執行率は９９.８％でございます。このた

と納税事業費で、当初予算額２,１８３万６,００

びの企業誘致推進費におきましては、１９節負担

０円で、補正により２５２万６,０００円を増額

金、補助及び交付金で、雇用創出補助金といたし

し、予算現額は２,４３６万２,０００円、支出済

まして、設備投資等により雇用が増加した分に対

額は２,１７７万１,７７８円で、執行率は８９.

して支出する補助金として１,９４０万円を支出

４％でございます。事業内容につきましては記載

しているところでございます。

のとおりでございますが、使用料及び賃借料に予

続きまして、ナンバー９、事業名は観光費で、

算不足を生じたため、役務費より４万５,０００円

当初予算は３,０５２万６,０００円、補正により

を流用してございます。また、議会におきまして

５６万３,０００円を減額し、予算現額は２,９９

も御説明をさせていただき、御承認をいただいて

６万３,０００円で、支出済額は２,９８１万５,

おりますが、１月臨時会におきまして、需用費に

１１４円で、執行率は９９.５％でございます。

不足を生じたため、専決処分をいたしまして、８

事業内容につきましては、このたび、新規で支出

００万円を承認いただいているところでございま

しているところで、１９節負担金、補助及び交付

す。特定財源、歳入につきましては、総務費寄附

金のうち、下から３行目なのですが、戊辰戦争終

金として４,２２８万９,２００円を歳入してござ

結１５０周年記念事業実行委員会負担金として４

います。

９万円を支出してございます。こちらは単年度の

次に、ナンバー７、プレミアム付商品券発行事

みの支出でございます。特定財源といたしまし

業で、補正によりまして９,６０６万７,０００円

て、観光ポスター売り払い代金として２,１００

の予算現額で、支出済額は７,７０７万３,２８４

円を歳入しているところでございます。

円、執行率は８０.２％でございます。事業の内容

次に、ナンバー１０、観光地整備管理費で、当

につきましては記載のとおりでございます。さら

初予算額は２４４万１,０００円、補正により７

に、この事業につきましては、国の補助事業であ

万４,０００円を減じまして、予算現額は２３６

りまして、全額を国の補助金及びプレミアム付商

万７,０００円、支出済額は２３４万２,３３８円

品券売り払い収入により特定財源として事業を実

で、執行率は９９％でございます。事業内容につ

行してございます。なお、プレミアム付商品券に

きましては記載のとおりでございまして、特定財

つきましては、お客様がお買い求めいただいたと

源といたしまして、城岱牧場に設置してございま

きの売り払い収入、また、国の事業費補助金とし

す自動販売機の設置手数料として８万１,８８０

て、プレミアム分の上乗せ分につきましては、全

円を収入済でございます。

額を国が補助金として支出してございますが、こ

次に、ナンバー１１、国際交流プラザ管理費

の中で、商品券の換金事業者への交付金、これに

で、当初予算額１,９０６万円、補正により１９

つきましては、プレミアム分なのか売り払い収入

万１,０００円を増額し、予算現額は１,９２５万

分なのか不明なため、これに関わらず、売り払い

１,０００円、支出済額は１,９２５万３００円

しているプレミアム付商品券のプレミアム分につ

で、執行率は１００％でございます。こちらの補

いて、国から補助金が支出されているため、こち

正予算にございます１９万１,０００円につきま

らの特定財源全て合計しますと、事業費を２５万

しては、施設修繕料といたしまして、暖房用の循

６,８００円上回る歳入超過となってございます。

環ポンプの修繕費を支出してございます。

こちらのほうは、そのまま町の臨時の一般財源と
して歳入をしているところでございます。

続きまして、ナンバー１２、道の駅指定管理
費、こちら、予算現額は２,６１７万６,０００

ナンバー８です。事業決算名は企業誘致推進費

円、支出済額は２,６１７万２,９３５円で、執行

で、当初予算２,３４７万２,０００円、補正によ

率は１００％でございます。事業内容につきまし

り３６０万円を減額し、予算現額は１,９８７万

ては記載のとおりでございます。

２,０００円、支出済額は１,９８３万２,９２３
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引き続きまして、特別会計、土地造成事業につ

きまして引き続き御説明をさせていただきます。

食ペア宿泊券スタンダードツイン、契約者名、選

ナンバー１、こちらは土地造成事業の造成地販

考業者名はともに鶴雅観光開発株式会社、こちら

売管理費で、予算現額は１０万円、支出額は３万

も単価契約でございまして、１セット当たり５万

３,０００円で、執行率は３３％でございます。事

円、消費税増税後は５万９２６円で、総額は１６

業内容は記載のとおりでございます。

７万９,６３２円を支出してございます。

次に、ナンバー２、こちら、事業名は予備費、

次に、業務は七飯町観光ガイド整備事業委託業

予算額は９０万円で、予備費充用はございません

務で、契約者名、選考業者名ともに一般社団法人

でしたので、執行率はゼロ％となってございま

七飯大沼国際観光コンベンション協会で、契約金

す。

額は１４９万３,３００円となってございます。

次に、様式２、令和元年度予算流用及び予備費
充用の状況でございますが、こちらは負担金、補

次に、町単独補助金の内訳及び金額につきまし
てです。

助及び交付金に２４万７,０００円を予備費より

補助金は、高年齢者労働能力活用事業補助金

充用してございます。先ほど御説明いたしました

で、交付先は七飯町シルバー人材センター、金額

とおり、こちらは新型コロナウイルス感染症関連

は８８０万円です。

の商工業経営安定資金融資保証補助金の不足によ
る予備費充用でございます。

次に、七飯町商工業経営安定資金信用保証料補
給金で、交付先は有限会社田中清掃、金額は２万

引き続きまして、特別委員会より追加要求資料

７,２２５円です。

として示された資料の御説明をさせていただきま
す。商工観光課所管分でございます。Ａ３の横の

次に、雇用創出補助金で、交付先は株式会社
ジェイデバイス、金額は１,９４０万円です。

資料になります。

次に、商工業振興事業費補助金で、交付先は七

めくっていただきまして、契約金額１３０万円

飯町商工会、金額は６５０万円です。

以上のその他の契約の状況、ナンバー１、業務の

次に、第１０回ななえ赤松街道納涼祭事業補助

名称は、七飯町プレミアム付商品券事業システム

金で、交付先は七飯町商工会、金額は２５０万円

改修等業務で、契約者名、選考業者名は株式会社

です。

エイチ・アイ・ディになります。契約金額は２４
５万４,７３２円でございます。

次に、七飯町商工業経営安定資金信用保証料補
給金で、交付先は有限会社七飯ガスナカガワ、金

次に、業務の名称は、七飯町プレミアム付商品

額は５万７,７５０円です。

券販売業務で、契約者、選考業者ともに七飯町商

次に、第１１０回大沼湖水祭り補助金で、交付

工会でございます。契約金額は１４９万１,１７

先は七飯大沼国際観光コンベンション協会、３０

８円及び商品券販売１冊ごとに金５９円といたし

０万円を支出してございます。

まして、実績に基づきまして、支出額は２３０万
７,５０２円でございます。

引き続き、一般社団法人七飯大沼国際観光コン
ベンション協会運営補助金で、同団体に３００万

次に、業務、ふるさと納税返礼品でございま

円を支出してございます。

す。大沼ビール３５０ミリリットル１２本詰め合

次、ナンバー２です。

わせ、こちらは契約者名、選考業者名、ともに株

２件、七飯町商工業経営安定資金信用保証料補

式会社ブロイハウス大沼、単価契約といたしまし

給金で、交付先は松栄建設株式会社及び有限会社

て、１セット５,９４０円、さらに消費税増税後

昭和運輸、それぞれ１万１,２５０円と２万８,７

につきましては６,０５０円といたしまして、総

５０円を支出してございます。

額として２４７万４,５６０円を支出していると
ころでございます。

次に、第８回大沼ハロウィンナイト・アンド・
紅葉ライトアップクルーズ事業で、交付先は一般

続きまして、ナンバー２にまいります。

社団法人ぐるり道南観光推進協議会で、５０万円

業務の名称は、ふるさと納税返礼品で、１泊２

を支出してございます。
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次に、七飯町物産グルメ発表会事業補助金で、
交付先は七飯町商工会、金額は２０万円です。

次に、七飯町商工業経営安定資金利子補給金、
令和元年度下期分で、交付先は、有限会社篠田商

次に、特産品ＰＲ等事業補助金で、交付先は七
飯町商工会、４０万円を支出してございます。

会ほか５０件、総額で２２万８,７９８円を支出
してございます。

次に、４件ございます。七飯町商工業経営安定

次に、七飯町商工業経営安定資金信用保証料補

資金信用保証料補給金で、交付先、有限会社庭田

給金で、交付先は、日通ガスサポート株式会社、

工業、金額は６万１,８７５円。同様に、株式会

金額は６万１,８７５円でございます。

社ヒラタ設備、５万４９０円。ブルーアイズ、

次のページになります。

に８万８５０円、アカサカ・フォー・ヘ

こちら、任意様式でございまして、土地貸付収

に８万６,１３０円を支出してござ

入、建物貸付収入の内訳金額、面積でございま

ア、
います。

す。商工観光課所管分では、一般会計につきまし

次に、七飯町商工業経営安定資金利子補給金、

ては、土地の貸し付けで、峠下３７９の３、面積

令和元年度上期分です。交付先は有限会社篠田商

２,０００平米、金額は１２３万１,９２０円、目

会ほか３９件で、総額１７万６,５６４円を支出

的は事業用敷地でございます。

してございます。

次に、土地造成事業特別会計になりますが、土

次、ナンバー３になります。

地の貸し付けで、場所は字峠下７０の１９で、９

こちらも同様の補給金でございまして、交付先

８４.０４平方メートル、金額は８万１,１２０

は有限会社かけがわほか４件、金額は総額２万

円、事業目的は事業用敷地でございます。

９,６４５円です。

次に、Ａ４の縦の追加要求資料、商工観光課所

続きまして、８件ございます。

管分でございます。

七飯町商工業経営安定資金信用保証料補給金

こちらには、道の駅なないろななえの指定管理

で、交付先は株式会社羽衣運輸、１万６,６６６

者の決算書の写し及び男爵ラウンジの土地に係る

円。

町との契約書の写し、それと、ふるさと納税の過

奴寿司、

１０万円。

去５年間の推移、返礼品の内容につきまして提出

松栄建設株式会社、１万１,２５０円。

をさせていただきました。

松江エンジニアリング株式会社、７万２,６０
０円。

ふるさと納税の過去５年間の推移、返礼品の内
容につきましては、上段に寄附件数及び寄附金額

有限会社昭和運輸、２万８,７５０円。

を過去５年間のグラフであらわしたものでござい

料理こにし、

ます。なお、平成３０年度につきましては、皆様

２万２,２７５円。

有限会社道新原子販売所、７,２００円。

御存じのとおり、総務省によりますふるさと納税

株式会社工房蕎麦小屋、１０万円の支出となっ

のルールが厳格に適用されてございます。１１月

てございます。

以降からそのルールにのっとってふるさと納税事

続きまして、令和元年度労働者福祉安定事業補

業を実行してございます。下の表につきまして

助金で、交付先は連合北海道七飯地区連合会、金

は、寄附件数と寄附金額、それから、それぞれの

額は３６万円でございます。

納税サイト、備考にはそれぞれの人気のある商品

続きまして、ナンバー４になります。

を表示させていただいてございます。

こちら、２件ございます。

次に、同様に、追加要求資料で、商工観光課所

七飯町商工業経営安定資金信用保証料補給金
で、交付先は有限会社金見電器で６万１,８７５

管分でございます。もう１枚、別葉のＡ４縦の資
料になってございます。

円。

ふるさと納税寄附金額単価構成比でございま

有限会社かわじり生花店で１０万円となってご
ざいます。

す。過去２年分です。令和元年度分と平成３０年
度分を記載させていただいてございます。
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なお、昨日、追加要求資料の提出が求められて

ということでございますが、令和元年度につきま

ございました峠下地区、中島地区の企業誘致を予

しては１９件の利用がございまして、総融資額で

定している土地の一覧につきましては、現在、町

７,０７０万円分を融資、実行してございます。

が保有している空き分譲地等がございませんの

特に新型コロナウイルスの影響と思われます、お

で、現在、企業誘致等の土地に関しましては、民

おむね令和２年の２月以降につきましては６件の

間の土地等の斡旋に取り組んでございますので、

利用がございました。利用状況につきましてはこ

提出できる資料がございませんので、御了承願い

のような状況になってございます。

たいと思います。

それから、ふるさと納税の件数の違いでござい

また、観光パンフレット、ガイドマップにつき

ます。特に平成３０年度等につきましては、２万

ましては、左前方のほうに設置をしてございます

円以下のところにかなり件数が集中してございま

ので、御覧いただきたいと思います。

すが、これはいわゆる返礼品の総務省の改定前の

商工観光課からの説明は以上でございます。

部分で、七飯町に事業所をお持ちであったところ

○長谷川委員長 ありがとうございました。

の海産物等が非常に多く取り扱われた、選ばれて

それでは、１０分間休憩しまして、１１時２０
分から再開します。

てございます。逆に令和元年度につきましては３

午前１１時１１分

休憩

割ということがきちっと定められましたので、ど

──────────────
午前１１時２１分
○長谷川委員長

いたというところで、このような件数の形になっ

ちらかというと２万円の価格帯、非常に選びやす

再開

いところではあるのですが、こちらも多いところ

それでは、引き続き再開いたし

ます。

でありますが、２０万円以上というところにつき
ましても、非常に件数が多くなっているというこ

これより質疑を行います。

とで、七飯町へのふるさと納税、寄附いただく方

上野委員。

におかれましては２極化しているというような形

○上野委員

２点ほど、ちょっとお伺いします。

で見てとれると思います。

ナンバー４なのですけれども、商工業経営安定

以上でございます。

資金貸付金、これが３,５００万円用意されたわ

○長谷川委員長

上野委員。

けですけれども、コロナ関係の事業者に対しての

○上野委員

貸付金だということなのですけれども、利用状況

件、７,７００万円と言いましたでしょうか。そ

についてお伺いしたいと思います。

れをちょっと確認と、これは予算が３,５００万

まず、最初の商工業関係で、１９

それから、２点目なのですけれども、ふるさと

円という形で組んだわけですけれども、それはど

納税のところで、国の指示で返礼品の内容が変

ういうことになったのかということが１点です。

わったということなのですけれども、２万円以下

それから、令和２年では６件、これは金額的には

の寄附が非常に多いという状況になっております

幾らになったのか、再度、ちょっとお伺いしま

けれども、このふるさと納税の返礼品の関係で、

す。

ふるさとチョイスというような形のセットのもの

それから、ふるさと納税のほうなのですけれど

があったと思いますけれども、２万円以下に関し

も、令和元年、２万円以下、平成３０年は非常に

てはどのような内容の返礼品が用意されているの

２万円以下が多かったけれども、令和元年には二

か、幾つか例があって、選択できるようになって

極化してきたということですけれども、返礼品に

いるのかどうかとか、その辺についてちょっとお

ついては、それぞれ２０万円以上と２万円あたり

伺いします。

のところはどんな内容だったのか、ちょっともう

２点、お願いします。

一度お願いします。

○長谷川委員長 課長。

○長谷川委員長 課長。

○福川商工観光課長

○福川商工観光課長

まず、融資制度の利用状況

－ 13 －

まず、融資制度の実行金額

は７,０７０万円になります。この制度自体は、

ういったものをＰＲして、例えばふるさと納税サ

先ほどの町の融資用の貸付金のおおむね４倍を融

イトに上げるとか、そういった取り組みをしてい

資実行していただきたいというような仕組みに

るところでございます。そのほか、七飯町のふる

なってございますので、このような金額になって

さと納税返礼品につきましては、大体５０品目以

ございます。

上の商品を構成してございます。今もいろいろな

それから、２月以降の貸し付け実行分につきま

事業者等と商品の設定について詰めているところ

しては、２,０００万円が実行されているところ

でございます。今後もこういったものをどんどん

でございます。

開発して、広くニーズに応えられるようにしてま

それから、ふるさと納税の寄附金額でどのよう

いりたいと考えてございますので、よろしくお願

なものがあるのかということでございますが、例

いいたします。

えば２万円以下ということで、代表的なところを

以上です。

上げますと、地ビール、それからソフトクリーム

○長谷川委員長

セットやヨーグルトチーズセット、七飯町に工場

ほかに。

がございます清涼飲料水のセット等が上げられま

中島委員。

よろしいですか。

す。そのほかにも、農産物でトウモロコシにつき

○中島委員

それでは、ふるさと納税について

ましても２万円以下の金額設定をしているところ

ちょっとお伺いしたいと思うのですけれども、ふ

でございます。そのほか、ブランドのシイタケ

るさと納税の税収額というのですか、これはこの

セットとか、そういったところもその商品の価格

表を見ますと、令和元年度は４,２００万円強ぐ

帯のラインナップがございます。

らいの収入額があるわけですけれども、これは返

逆に、高額の寄附金額になりますものにつきま

礼品を返すと半分ぐらいに減ってしまうのかなと

しては、例えばホテルの宿泊券が代表的なものに

いうふうな気がしますけれども、非常に少ないの

なってございます。そのほか、大沼の牛肉ブロッ

で、ちょっとこれが毎年下がってきているという

クといったものも高額商品に設定してございま

のが非常に残念な状況なのですけれども、努力は

す。

しているとは思うのですけれども、依然、やはり

以上でございます。
○長谷川委員長
○上野委員

よその自治体と比較しましても、木古内とか森だ

上野委員。

とか小さいまちと、七飯町の２万８,０００人の

今、返礼品の件、お伺いしましたけ

人口の規模からして、非常にやはり金額的にも少

れども、余り地元の特産品といいますか、そうい

ないし、非常にやはり残念な状況というのはもう

う感じがしないような内容があったのですけれど

目に見えているところなのですけれども、課長の

も、例えば七飯町の特産品ということでいえば、

考え方をちょっとお聞きしたいのですけれども、

例えばリンゴとか、そういう農産品、それから、

この伸びない理由、なぜなのか、どこに原因があ

牛肉関係、それから牛肉の加工品だとか、そう

るのか、やり方が悪いのか、その辺をちょっと課

いったものをもっと打ち出す必要もあるのでない

長の考え方もお聞きしたいと思いますし、やはり

かと思うのですが、その辺についてはどうお考え

七飯町単独でいろいろ考えてやっているとは思う

なのでしょうか。

のですけれども、やはりこういうことになってき

○長谷川委員長 課長。

ますと、やはり他町村のこともちょっと勉強する

○福川商工観光課長

先ほど御答弁申し上げたも

なり、また、専門家を招いて勉強会をするとか、

のは主なものをラインナップさせていただきまし

そういうこともやられていないのか、非常にやは

た。当然、そのほか、今お話にございましたよう

り残念でならないのですね。やはりもうちょっと

な特産品等も取り扱ってございます。例えばリン

うちの七飯町という規模からして、やはりどこか

ゴにつきましては、こちらは農産物で、季節のも

ら見ても残念な状況であるということは間違いな

のでございますので、その季節になりましたらそ

いわけですから、その原因、一生懸命やっている
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と思いますけれども、担当課長としてどういうふ

用する方々、顧客がいらっしゃるということで

うに考えておられるのか、将来どういうふうに

す。ですから、そのほかにも大きなふるさと納税

持っていきたいのか、その辺、ちょっとお聞きし

サイトというものがございますので、こういった

たいと思いますけれども。

ところに新たに加入をして、そういったところの

○長谷川委員長 課長。

顧客の方々に七飯町のふるさと納税を見てもらう

○福川商工観光課長

先ほど提出いたしました追

というようなことで、少しでも多くの方々に七飯

加資料につきましてもおっしゃるとおりのところ

町を知っていただいて、ぜひふるさと納税にとい

がございます。例えば、平成２９年度につきまし

うことで取り組んでまいりたいと考えてございま

ては、先ほど御説明いたしました町内に進出いた

す。

だいた業者の取り扱い商品、海のものも山のもの

こういった取り組みを地道に進めながら、それ

も、こういったものを商品ラインナップしたとこ

から、町内の事業者さんとも連携して、新たな魅

ろ、おおむね８,０５０万円とあるふるさと納税

力ある商品づくりに取り組んでいかなければなら

金額の約半分をそちらが占めるといったような状

ないと考えてございますので、御理解のほどよろ

況でございました。それが平成３０年の１１月

しくお願いいたします。

に、先ほどお話いたしました総務省の厳格なルー

○長谷川委員長

ルを適用されました。それに伴い、そういった事

○中島委員

業者の提供している商品が特産品と認められなく

納税もやはり七飯町の大事な財源確保の一つであ

なったということで、こちらを選ばれた方々の

りますので、しっかりこれからもやっていただき

ニーズがすっぽりとなくなってしまったというこ

たいというふうに思います。

中島委員。

いずれにしましても、このふるさと

とがまずこのグラフに考えられるところでござい

それと、ふるさと納税の納税額の活用方法、い

ます。引き続き令和元年度につきましても、その

ろいろな形で使われると思うのですけれども、大

ルール適用下で若干下がってしまったというとこ

体今、４,２００万円ぐらいの金額がありますけ

ろで、私のちょっと力不足も非常にあると考えて

れども、実質を見たら１,８００万円か２,０００

ございます。

万円ぐらいのお金しか使えないのかなというよう

当然、町としましても、ふるさと納税につい

な気がしますけれども、その活用方法について

て、より多くの方々に御満足いただけるように、

ちょっとお聞きしたいのですけれども、今、七つ

商品のラインナップを拡充していくという取り組

か八つぐらいの項目、事業に分けて使われている

みは常日ごろ行っているところでございまして、

と思うのですよ。一つは、町長が認める公益的な

また、新たに、七飯町の大沼国定公園を有してご

事業といいますか、そういうものに大体３５０万

ざいますので、体験型のふるさと納税返礼品、そ

円から使われていると。それとまた、子供の健全

ういったものに現在取り組んでいるところでござ

育成を図る事業に大体５００万円ぐらい使われて

います。また、いろいろ新聞等でも出ています

いると。それとまた、健康、福祉、医療の関係に

が、異業種と言ったらあれなのですけれども、百

は５５０万円ぐらい使われているというようなこ

貨店だとか、そういったところが新たにふるさと

とですけれども、それをもっと細かく具体的に、

納税のサイトを立ち上げるとか、そういった取り

例えば町長の認める公益的な事業、３４０万円

組みもしているところがございます。

使っていますけれども、この内容についてちょっ

今、七飯町のほうで取り扱っているのは、ふる

と教えていただけませんか。

さとチョイスから始まりまして、さとふると、そ

○長谷川委員長 課長。

のほか直接納付という方法もございますが、こう

○福川商工観光課長

いった２大サイトを利用させていただいてござい

ます。まず、ふるさと納税の七飯町の窓口といた

ます。それで、このサイト等を見ましても、それ

しましては、私ども商工観光課ということになっ

ぞれ見えてきているのが、それぞれのサイトを利

てございます。しかし、これを財源として活用、
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ただいまの御質問でござい

実際にその事業に充てていくというような、そう

でございますので、観光レクリエーションの振

いった確保された財源の活用につきましては、ま

興、こちらが商工観光分野に充てられる部分でご

た別の担当、例えば財政なり、そういったところ

ざいます。そのほかにも、地域づくりの増進と

で担当してございますので、その詳細につきまし

か、こういったものも一部商工振興系につながる

ては、ちょっと今、御答弁申し上げることはでき

ところもあると考えてございます。個々具体的の

ませんが、ふるさと納税を七飯町にしていただい

事業については掲示をしてございませんが、こう

ている皆様が、ぜひ七飯町の、例えば子育ての事

いった七つの大枠の中で使途を自由に選んでいた

業に使ってほしいとか、福祉の事業にとか、商工

だいてというような制度で進めてございますの

業の振興にだとか、そういったことを選んで、自

で、御理解願います。

由度を持った形で、いろいろな角度で七飯町の支

○長谷川委員長

援をしていただいてというようなことが趣旨でご

畑中委員。

ほかにございますか。

ざいますので、このいろいろな事業、七飯町で

○畑中委員

やっている事業、さまざまございますが、ちょっ

ども、労働費の中の事業が労働金庫貸付金元利収

と大枠に見えるかもしれませんが、それぞれの行

入となっていますけれども、３,０００万円、こ

政分野への支援を選んでいただくというような選

れの実態というのがどうなのでしょうか。例え

択肢と考えてございますので、御理解のほどよろ

ば、これはあくまでも借りる人というのは労働者

しくお願いいたします。

だろうと思うのですけれども、例えばこれは労働

○長谷川委員長

者だけに限っているのか。それともう一つは、こ

○中島委員

中島委員。

共通様式のナンバー２なのですけれ

確かに活用方法については各課にわ

の預託先の金融機関、こういったものはどこなの

たって幅広く使われているのは、七つぐらいに分

か。それから、貸し付けに当たっては、全く預託

かれていますから、例えば、今言ったように健康

先の金融機関に任せているものか、その判断。例

福祉だとか、学童、文化、また、芸術、スポー

えば、この方には貸してはいけないだとかどうだ

ツ、そういうものにも使われていますし、また、

とかという判断、そういったものは任せているの

まちづくり、地域づくりですか、そういうものに

かどうか。

も使われている、また、子供の健全化の育成にも

それから、この貸付金の事業というのについて

使われている、また、観光レクリエーション、そ

は、国の制度か何かで決まっているものかどう

ういうほうにもこういうふるさと納税が使われて

か、その点も分からないものですから、お願いし

いると。国際交流、地域交流、そういうものにも

ます。

相当な額が使われているということで、やはり

○長谷川委員長 課長。

もっともっと幅広く使われたらいいことだと思い

○福川商工観光課長

ますけれども、それでいくと、商工観光事業とし

れはいわゆる労働金庫に対して預託をしているも

て使われている事業は、このふるさと納税にはな

のでございます。労働金庫自体は、大体大まかに

いということでよろしいですか。

お話ししますと、労働者、勤労者のための金融機

○長谷川委員長 課長。

関ということで、そういった方々の生活の支援と

○福川商工観光課長

今定例会で提出されてござ

か、例えば家を建てるですとか、そういった資金

います令和元年度決算参考資料の中の６１ページ

需要に応えていくというのが大きな役割の一つで

に、行政実績といたしまして、ふるさと納税の実

ございます。この貸し付けの実行につきまして

績、使途の状況というものを載せさせていただい

は、そういった金融機関それぞれできちっと貸し

てございます。先ほどお話されたとおり、寄附の

付けの基準等、審査を行って実行しておりまし

使途の項目を七つほど設定してございます。これ

て、直接七飯町が携わるというところはございま

らの中に充当事業名等と右の欄に書かれてござい

せん。ただし、この預託金が、その目的、労働

ますが、これはいわゆる代表的な例を指したもの

者、勤労者の皆様の福祉の向上に役立つように、
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まず、こちらの貸付金、こ

その目的を確認しながら、金融機関と毎年契約を

み街信用金庫、それから、渡島信用金庫、それぞ

行っているという形をとってございます。

れ七飯町内の支店、それと、みちのく銀行のき

国の制度かというようなお話なのですけれど

きょう支店、この３行に対してこの貸付金を出し

も、これは国の制度とか、そういった枠組みでは

ていますので、そちらを利用いただければ、そう

なくて、あくまで地方公共団体として、そういっ

いった経営安定資金とか、そういった需要に応え

た目的を達成するために、地域の金融機関と協力

ていけるということでやってございます。

してこの事業をやっているということで御理解願
います。

○長谷川委員長

○長谷川委員長
○畑中委員

以上でございます。

畑中委員。

○畑中委員

畑中委員。

今お話聞いてみると、毎年、三十何

これ、年間どの程度の利用というの

億円ですか、そういった貸し付け残高があるとい

でしょうか、そういったものか毎年あるものなの

うことは、非常に利用されているのだなというこ

ですか。その年によって若干違うのではないかと

とが分かるし、ただ、この場合、労働者のため

思うのですけれども。

に、特別利息等について、町のほうで幾らか支援

それから、もう一つは、たしか労働金庫という

するというような形をとっているものかどうか、

と、函館の千代台かな、どこかだったと思うので

それを最後にお聞きします。

すけれども、何かしら非常に不便だなという感じ

○長谷川委員長 課長。

はするのですけれども、この地元の金融機関では

○福川商工観光課長

預託するというような、そういったものはできな

し付け等は、ローンとか、そういったものにも活

いものかどうか、再度。

用いただけるものでして、七飯町ではこういった

○長谷川委員長 課長。

ところの利子補給とか、そういった支援は行って

○福川商工観光課長

いない形になります。

まず、労働金庫の活用、こ

この個々人の労働金庫の貸

の制度の活用状況についてなのですけれども、こ

ただし、先ほど御答弁いたしました商工業経営

れは融資が実行されれば長期にわたって返済と

安定資金、こちらのほうは利子補給、通常であれ

か、そういったこともございますので、その時

ば０.５％以内で利子を補給します。それから、

点、時点の残高と件数をちょっと御報告したいと

契約保証料につきましても、１０万円を限度に補

思います。これについては、今会計年度ではない

給をしていくというような制度で、町内の商工業

のですが、前年度、平成３０年度になるのですけ

の振興、そういった経営の安定を目的として、利

れども、３３億８,１８４万５,８６５円の残高に

子補給等の支援を行っているところでございま

対しまして、件数が５１１件。さらにその前、平

す。

成２９年度につきましては、３１億６,３０３万

以上でございます。

１,２８７円で４９８件。おおむね５００件前後

○長谷川委員長

の中で推移をしてきているところでございます。

○畑中委員

畑中委員。

今質問しているのは、私、商工業の

それから、労働金庫、おっしゃるとおり、この

安定資金の貸付金の部分でなく、いわゆる労働者

管内で函館ということになってしまうのですけれ

の労働金庫に対するそういった支援というのはさ

ども、それ以外の、例えばこちらの共通様式でお

れているのかと私は聞いたのだけれども、こっち

示ししましたところのナンバー４に、商工業経営

のほう、商工業者のほうのあれを話してください

安定支援事業費というところがございます。ここ

ましたけれども、要するに労働者の部分について

に金融機関に対しての経営安定資金の貸付金とし

は利子補給とかそういうものはされていないとい

まして３,５００万円を拠出しまして、これをも

うことでいいのですか。

とにそういった融資をしてくださいということで

○長谷川委員長 課長。

やってございます。これらは３行、三つの金融機

○福川商工観光課長

関に分けて貸し付けを実行していまして、道南う

りづらい答弁になってございまして。
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申し訳ございません、分か

今御指摘のとおり、労働者福祉安定事業につき
ましては、労働金庫の原資預託金の制度を利用し

は、町の基本的な考え方で、現状復旧ということ
をここの条文で表したものでございます。

た、そういった融資については、七飯町として利
子を補給したりだとか、そういった事業は行って

答弁漏れがございましたら御指摘いただければ
と思います。

いないのが現状でございます。

以上です。

以上です。

○長谷川委員長

○長谷川委員長

よろしいですか。

○中川委員

中川委員。

今、公正証書のほうを見て、契約が

ほかに質疑ございますか。

３０年の４月からということだったので、今回出

中川委員。

てきている前の年からということですかね。私、

○中川委員

道の駅の土地の賃貸契約書のやつ

ちょっと勘違いして、この差額分というのは、単

で、まず、単純にＡ３の大きいほうの土地貸し付

純に１か月とかというふうにちょっと勘違いして

けのやつには、単純に男爵倶楽部さんのやつで１

というか、金額が大体１４万円くらいだったの

２３万１,９２０円で、契約書では１３７万２,０

で、１か月分が減ったのかなと単純に思ってし

００円で、単純に１か月くらいの家賃分が減って

まったのですけれども、そこは違うということで

いるということなのですけれども、第２条のとこ

すよね。

ろに、２０条に定める公正証書の作成費からとい

○長谷川委員長 課長。

うので、まず１点、この公正証書がほしいなとい

○福川商工観光課長

うのと、第２条の２で、いろいろ書いているので

の金額１３７万２,０００円につきましては、初

すけれども、更新その他の期間の延長は行わない

年度の契約金額でございます。しかしながら、実

ということで、満了になった場合、本契約が終了

際は、事務手続等に日にちを要しまして、資料、

した後、直ちに本件土地に存ずる建物を収去し

契約書の日付は４月２６日付となってございます

て、要は返すとうたっているのですけれども、こ

ので、これにつきましては日割り計算をさせてい

の辺についてどうなのかなと。この公正証書とい

ただきまして、そして３月までの分を合計します

うのは、多分というか、これが契約になると思う

と１２７万８,０２７円が平成３０年度に歳入さ

ので、すぐあると思うので、それを出していただ

れてございます。そして、今年度の決算の歳入金

いた後に、本当は話をしたかったなと思いますけ

額につきましては、この第２項にございますとお

れども。

り、固定資産税の評価替えの影響を受けたもので

○長谷川委員長 暫時休憩いたします。

すから、それに基づいて再計算した結果、金額が

午前１１時５３分

休憩

決算額のように変更になっているということで、

──────────────
午後

０時５８分

御理解をお願いいたします。

再開

以上でございます。

○長谷川委員長 引き続き、再開いたします。

○長谷川委員長

商工観光課長の答弁から始めます。

ほかに。

課長。

平松委員。

○福川商工観光課長

提出しました契約書に記載

お時間いただきまして、資

○平松委員

よろしいですか。

ダンシャクラウンジとの契約書のこ

料のほうは、先ほど要求されました資料につきま

とでちょっとお聞きをしたいのですけれども、裏

しては、皆さんの左手前方に設置をさせていただ

に温浴施設ができるという、前に資料をいただい

きましたので、御覧いただければと思います。

たときに、ダンシャクラウンジが町から借地をし

第２条の２０年後ということで、更地にすると

ている土地の中を通り抜けられるようになってい

いう第２条のところの期間満了等になりました

ると思うのですけれども、もし違ったら言ってく

ら、建物その他を撤去して土地を返還させるとい

ださい。借地の中を通すという前提では契約書が

う形で規定してございますが、これにつきまして

できていないので、これを読んでいくと、全部、
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乙は、甲はとあるのですけれども、乙のほうに対

○長谷川委員長

上野委員。

して、町のほうから、甲のほうから、いろいろ条

○上野委員

件をつけているのですけれども、町のほうで、こ

いうことなのですが、何件それはあるのでしょう

の貸した土地に対して、もし通行するのであれ

か。

ば、契約書を書き直すか何かしなければだめなこ

○長谷川委員長 課長。

とになるのではないかなと思ったのですが、

○福川商工観光課長

ちょっとそこの説明をお願いしたいと思います。

○長谷川委員長

今、残ったのは一部借地の部分だと

１件でございます。

よろしいですか。

○長谷川委員長 部長。

ほかに質疑のある方。

○青山経済部長

横田委員。

それでは、平松委員の質問にお

答えいたします。

○横田委員

決算書の一般の３７ページの寄附金

まず、この借地の部分は、計画上は含まれてお

の商工費の寄附金で１００万円とあるのですけれ

りませんので、新たにその部分を契約でし直すと

ども、これは何なのかということを教えていただ

いうことはないですので、あくまで借地の部分を

きたいと思います。

外れているということで御理解ください。
○長谷川委員長

それから、一般共通様式のナンバー８で、企業

よろしいですか。

誘致の推進ということでやっているのですけれど

ほかに質疑のある方。

も、これは大きい負担金だとか補助金については

上野委員。

動いているのですけれども、実際にはみずから自

○上野委員

ナンバー２、これは予備費として９

分たちのほうで動いたというようなものはないと

０万円予定していたのが、流通団地の販売管理に

いうことでいいのですか。たしかそういう誘致の

関わる予備費ということで予定していたのが、使

委員会とかというのが前にあったような気がする

用しなくなったということなのですが、これはコ

のだけれども、今はそれはないということか。

ロナ関係が発生したから販売もできないというこ

それから、町の単独の補助金のナンバー３の一

とでこうなったのかどうか、その辺についての状

番下に、令和元年度労働者福祉安定事業補助金３

況をちょっとお願いします。

６万円、連合に出しているのですけれども、これ

○長谷川委員長 課長。

というのはどういう補助金、運営補助金だとか何

○福川商工観光課長

御指摘のところは、土地造

とかといろいろあると思うのですけれども、これ

成事業の特別会計の予備費の記載事項だと思いま

は何に該当するのか教えていただきたいと思いま

すが、この予備費については、従来から１００万

す。

円程度の形式収支で予算を組んでございまして、

それから、特別会計の土地は質問していいので

結果、予備費に９０万円を予算計上してございま

すか。

すが、コロナウイルス等に関連して予備費を活用

○長谷川委員長

できなかったということではなくて、予算の組み

○横田委員

方としてこのような金額を計上させていただいて

金額、面積の中にある土地貸し付け収入の２番目

いるということで御理解いただきたいと思いま

に、モリチさんが８万１,１２０円、土地を借り

す。

ているよというのがあるのですけれども、前にモ

特別会計ね。

土地貸付収入、建物貸付収入の内訳

また、峠下の団地につきましては、現在、一部

リチさんが借りたときに、何年かたったら買い取

借地として利用、貸し付けをしているところ以外

りしますよという、そういうのがあったような気

は、全てが販売完了してございますので、こちら

がするのだけれども、それはいつの話だったのか

の借地につきましても、１０年以内に購入をする

というのが分かったら教えていただきたいなと思

という前提で貸し付けを行っておりますので、そ

います。

の期間内に売却を完了したいというふうに考えて
ございますので、御理解願います。

それから、先ほどと同じ男爵倶楽部の土地の貸
付金のやつですけれども、一番最初に公募をやっ
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たときに、土地の賃貸契約のときはあくまでもこ

の２９年１１か月というところの表示は、公募要

この第２０条に定める公正証書作成日から２９年

件にうたわれていたかという点につきましては、

１１か月とするというふうになっているのか、最

ちょっと今、手元に資料がなくて、御答弁できま

初の条件は、公募のときの条件はどうだったのか

せんので、後ほどちょっとお時間をいただいて御

というのをちょっと教えていただきたいと思う。

答弁させていただきたいと思います。

それから、第４条の貸付料の４の２の固定資産

それから、固定資産の評価替えの関連に関する

税の評価額の出し方というのは、もともと町の部

貸付料の変更なのですが、これは公共用地、町有

分については固定資産税の出し方というのはない

地ということではなくて、近傍の用地の評価額を

と思うのだけれども、どういう方法でこれを出し

基本として算定をしているものでございます。

たのかというのを教えていただきたいと思いま
す。

以上でございます。
○長谷川委員長

以上です。

○横田委員

横田委員。

反対に、今の固定資産税の出し方で

○長谷川委員長 課長。

すけれども、近郊の土地といっても、あのそばに

○福川商工観光課長

あるというのは、例えばラーメン屋だとか、その

答弁漏れございましたら御

指摘をお願いしたいと思います。

向かいのあれをいうのですか、今休んでいる昆布

まず、商工費の寄附金１００万円については、

館だとかというのを言っているのか。

こちらは七飯町振興公社、道の駅の指定管理者か
らの寄附でございます。

それから、道の駅の指定管理をやっているとこ
ろが１００万円の寄附金を出しましたよというの

企業誘致の事業の関係なのですが、企業誘致の

があるのですけれども、これは町に戻すというこ

委員会は、現在のところ解散してございます。そ

とは、指定管理料が多かったという、そういう見

して、こちらの事業費の中で、町が実際に活動し

方をしてもいいのか。

ている事業費、町から働きかけている事業費があ

それから、決算書を見せていただくと、損益計

るのかということでございますが、ここのうちで

算書と貸借対照表だけではちょっと分からない部

一般食糧費に関しまして、東京で行われておりま

分はあるのですけれども、一般管理費だとか、販

す日経エクステックエキスポ２０１９の商談会に

売費だとかというところを入れていただければ

参加しまして、七飯町の企業立地のＰＲをしてき

ちゃんとしたものが言えるのですけれども、その

ているところでございます。

中で、これだけの利益を出すということは、かな

それから、連合に対する補助金で、労働者福祉

り数字が落ちているに関わらず、これだけの利益

安定事業補助金ですが、これは連合北海道のとこ

を出していくということは、ちょっと甘い数字の

ろでいろいろな労働者の就業相談とか、そういっ

指定管理料でないのかというふうに思うのか、そ

た事業、それから、レクリエーション等の事業を

ういうふうにするのがいいのか、それとも、例え

実施していただいている部分、それから、連合北

ば出店手数料とかテナントの収入とかあるのだけ

海道の事務所設置分の光熱水費とか、そういった

れども、その割合を、例えば今の、たしか１５％

費用を補助対象としているものでございます。

とっていたというけれども、そこを反対に下げて

それから、追加提出の様式にございます土地の

いただいて、それで七飯の町民が買いやすくして

貸付収入のうちの土地造成事業の特別会計の部分

あげるとか、それから。生産者が売りやすくして

のモリチクリーニングの件でございますが、

あげるとか、そういうことを考えることはないの

ちょっと申し訳ございません、手元に資料がない

かどうか。

のですが、平成２７年度だったと記憶してござい

さっきのモリチさんのやつは、平成２７年から

ます。それから１０年以内に購入をしていただく

１０年間ということで、１０年でいいですね。

というような考え方でおります。

ちょっとはっきり聞こえなかったけれども、１０

それと、もう１件、ダンシャクラウンジの公募

年でいいのか。
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それから、連合北海道に対する３６万円のやつ
というのは、途中で事務所が変わったりしている

月１０日までの２泊３日の行程で支出をしている
ということで御理解をお願いいたします。

けれども、それでも３６万円という数字というの

連合の補助の内訳につきましては、今、手元に

は今年も続けているのかなと、ちょっと私も予算

資料がございませんので、ちょっとお時間をいた

書がないものですから、ちょっと分からないので

だきたいと思います。

教えていただきたい。できましたら、その３６万

○長谷川委員長

円の内訳、こういう目的でこう使うからというの

よろしいのですか、それとも、休憩して今そろえ

は、多分、連合さんのほうから上がっていると思

ますか。後日でよろしいですか。

うのですけれども、それが分かったら出していた
だきたいなと思います。

横田委員。
○横田委員

それから、企業誘致の商談会があったと。これ
は１回分なのかどうか。

横田委員、追加の資料は後日で

道の駅ですけれども、それが、例え

ば自主事業なのか、それとも町のもう一つ何とか
事業と言いますよね。二つの事業で成り立ってい

以上です。

るということなのだったら、少なくとも我々に

○長谷川委員長 課長。

は、それは多分、そこのやっている一般社団のと

○福川商工観光課長

まず、固定資産の関係の土

ころは、自主事業が幾らで、それ以外の事業は幾

地の貸付料の算定の基礎になるものでございます

らで、こういうような利益が出たよというものが

が、先ほどの御答弁、不足してございまして、路

出してきていると思うのですよね。そういうデー

線価を参考とさせていただいて評価をしていると

タだったら私たちも見られるけれども、この決算

ころでございます。

書というのは、たった損益とあれしかないという

それから、道の駅の指定管理者からの寄附の関

中身の中で、見てくれといってもなかなか厳しい

係でございます。こちらの寄附については、道の

部分があるので、もしそれがあるのだったら、

駅の場合は道の駅の施設の管理業務と、自主事業

やっぱりこれは急いでお願いしたいなというふう

というところを２本立てで考えてございます。特

に思います、資料として、あるのだったら。

に自主事業につきましては、指定管理者が自分の

○長谷川委員長 休憩しますか。

考え方というか、そういった努力によって展開を

暫時休憩いたします。

していく事業でございまして、管理部門の指定管

午後

理料が多かったから１００万円という考え方では

休憩

──────────────

なくて、自主事業と合わせて、総体の中で１００
万円を七飯町に寄附できたということで認識をし

１時２１分

午後

１時５５分

再開

○長谷川委員長 引き続き、再開いたします。

てございます。

商工観光課長の答弁から入ります。

ただし、今お話にあったように、例えばこの１

課長。

００万円を寄附という形ではなくて、例えば直売

○福川商工観光課長

部分の手数料を下げる、これによって新たに参入

まいまして大変申しわけございませんでした。

しやすくするとか、道の駅に関連して参加してい
ただいている事業者なり、そういった方々に還元

貴重なお時間を費やしてし

今、資料要求に基づきまして、２件、提出をさ
せていただきました。

するというのも一つの考え方だと考えておりま

まず１件は、連合北海道への補助ということ

す。これらについては、当然、指定管理者に任せ

で、それの内訳ということでしたので、直近の連

るということだけではなくて、町としてもそう

合北海道七飯地区連合会の決算書をお持ちいたし

いった声があるということも含めて、一緒になっ

ました。これらが対象事業費ということでお考え

て連携して対応していきたいと考えています。

いただきたいと思っております。

それと、企業誘致の旅費のところなのですが、

それと、もう１件、道の駅の部分で、自主事業

こちらについては、１回分、１０月８日から１０

と施設の維持管理の事業ということで、大きく２
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本で考えているということで、これは令和元年度

ございます。

の指定管理者の収支決算報告書でございます。こ

そして、実際に今年度の予算執行につきまして

ちらは、収入のところが指定管理料と、その他、

は、この状況を踏まえて、当然、多額な補助金に

自主事業等に基づく収入が記載されてございま

なるということもないように、調整をさせていた

す。下のほう、歳出につきましては、上段、施設

だいて、協議をさせていただいた上で、予算の範

維持管理費に係る内訳、そして、下段が自主事業

囲内で補助金を執行してまいりたいと考えてござ

の実施経費に係る内訳となってございます。

います。

御説明は以上でございます。
○長谷川委員長
○横田委員

もう１件、収支の決算報告書と公社の決算書の

横田委員。

写しと収支が一致するということでございます

連合さんのやつを見ると、今年度

が、当然、このような形で数字がそれぞれリンク

は、これは１０月１日は９月３０日で見るのです

しているというような考え方で、私ども、これを

ね。ということは、去年の９月時点の決算書とい

収支報告書として受理をさせていただいたという

うことですよね。それでもすごい、半分以上は利

ことでございますので、御理解のほどよろしくお

益が出ているという形ですけれども、私は何を聞

願いいたします。

きたかったかというと、前に言った、例えば家賃

○長谷川委員長

も入っているよと言ったので、前にいたところの

○横田委員

本町のところの土地、建物のところにいたのと、

ことで私たちはやらせていただくというのだった

それから、途中で移ってしまって、今、大中山の

ら、これを正しいというものにしたならば、この

町が所有する土地のほうに移っている。そのとき

一番最後の数字というのは、少なくとも税引き前

に家賃がかかっているのかかかっていないのかと

の当期の利益だと思うのですよね。ということに

いうのは分からないのですけれども、そうした場

なれば、１,１４３万６,０８８円からこの金額を

合には、家賃がかかっていなければ、当然、３６

引いたものが、自主事業はたった２００万円しか

万円というのは変わっていくのかなというのはあ

利益を出さなかったということでいいのですか。

るので、それを聞きたかった。それが１点。

○長谷川委員長 課長。

それから、これはあくまでも指定管理の部分で

横田委員。

この数字が正確なものですよという

○福川商工観光課長

報告書に基づきまして、こ

すよというのですけれども、この決算書の収支の

の資料を確認した場合は、そのような結果になる

一番下の数字の９６３万９,４８８円は、先ほど

と考えてございます。

いただいた損益計算書の当期の純利益と同じ数字

以上でございます。

ですよね。こういうことはあり得るのですか。こ

○長谷川委員長

の数字が正しいのだったら、今、全部ソロバン動

○横田委員

かさないと困ってくるのだよね。だって、今日の

思うのですけれども、この決算書をいただいた数

朝いただいた七飯振興公社の損益計算書の当期純

字を見ると、売り上げのほかにテナント収入とか

利益金額とまるっきり同じなのですよ。どうなの

出店手数料だとか、最後のほうに雑収入で３２０

ですか、これ。

万円とかと上がってくる。この中身についてはき

○長谷川委員長 課長。

ちっと見ないと分からないのですけれども、これ

○福川商工観光課長

まず、連合の関係でござい

だけのものは、自分たちの自主事業、こんなにい

ます。こちらは、ちょっと連合の決算期が半年ず

ろいろなものが出てきていながら、それでたった

れている関係で、ちょっと助成金等の表示に不都

２００万円程度しか計上利益というのですか、税

合がございますが、この会計年度は、移動した当

引き前利益というのですか、それがないと言って

初の会計年度になりまして、ちょっと実際の形を

いるのか、ちょっとバランスがとれないのでない

見なければ、今後の金額の確認ができないという

のかと思うのですよね。

ことでございましたので、このような形になって
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横田委員。

これ以上やっても押し問答になると

それと、もう１点は、それだけあるのだった

ら、先ほどのやっぱり１００万円の寄附というの

もっとこれを増やすのだということで力説されて

は、やっぱりこれは多くいただいたからお返しし

おりましたけれども、僕としては、ものにつられ

ますという意味以外に捉えられない内容ですよ

て寄附するという人の態度について、余り好まし

ね。ということは、少なくてもおたくたちの出し

く思わないのであれなのですけれども、この金額

ている指定管理料の数字というのは甘いというこ

が多いか少ないかというのは中身をもっと分析し

とになるのでないのかと思うのですけれども、そ

なければいけないなというふうに思っているので

の点、お願いします。

すけれども、昨日出していただいた単価構成比で

○長谷川委員長 課長。

見ると、全体では確かに件数も金額も減ってはい

○福川商工観光課長

今、御質問、御指摘のござ

るのですけれども、例えば２０万円以下という

いました件、そのお話にももっともの部分がござ

か、大きな金額の数字を見ると、一番大きなとこ

います。指定管理料につきましては、債務負担行

ろで４０万円の区切りで見ると、去年は８件だっ

為で複数年度にまたがって限度額を設定している

たのが今年は１３件だったと。あるいは、２０万

ものでございますが、皆さんのそういった御指摘

円以下が、去年は２９件だったけれども、７２件

の部分もございますので、重々、指定管理料につ

だったということで、３万円以上の金額が軒並み

いては適正な金額で毎年度契約して、協定してい

増えているわけです。少なくなったのは、２万円

けるように、協議を続けさせていただきたいと思

以下の件数のところが、去年は２,７９６件あっ

いますので、御理解のほどよろしくお願いいたし

たのが１,０４７件になったということで、こう

ます。

いうのを見ると、大きな金額を寄附してくれると

○長谷川委員長
○横田委員

横田委員。

いうのは、コアなファンなのか、景気がいいの

部長、どうなのですか。

か、その辺はよく分からないのですけれども、だ

○長谷川委員長 経済部長。

からこの辺のところは、もう少し分析して、同じ

○青山経済部長

それでは、課長のほうからも答

人が、リピーターがいるのか、あるいは、ある景

弁ありましたけれども、指定管理料の積算、甘い

品に対して反応しているのか、そこのところを

のではなかろうかというような御指摘だと思いま

じっくり見ないと、一概に５,０００万円あった

す。そこにつきましては、ある程度基準というも

のが４,２００万円になったからどうのこうのと

のはございますので、そういうものを運用しなが

かということではなくて、もう少しじっくり調べ

ら、町としても根拠なく積算しているわけでござ

ていけばいいのかなというふうに僕は思いまし

いませんので、経過を踏まえて、ここ２年、やっ

た、この資料を見まして。

てございます。今回は予期しない新型コロナウイ

それで、要はものをやるから寄附してくれとい

ルスということもございますので、社会情勢上、

う話ではなくて、寄附してくれた人には七飯町の

今後も変化があるということもございますけれど

魅力をお届けしますというような形で考えて、リ

も、課長の言ったとおり、そこの積算について、

ンゴがいいのか地ビールがいいのか黒ベコの肉が

本来、もうちょっと絞ってもいいのではないかと

いいのか、それはよく分かりません、僕も。だけ

いう部分があれば、再度検討してまいりたいと思

れども、そういう意味で七飯町の魅力を発信す

いますので、御理解のほどお願い申し上げます。

る、そういうことを重点に考えていけばいいのか

○長谷川委員長

なというふうに思いますので、一概にどうなのだ

よろしいですか。

次、質疑ある方。

ということではないと思います。ただ、ほかの市

若山委員。

町村が何億円とかとやっているので、あれは

○若山委員

何点か質問あるので、まず、形式、

ちょっとどうなのかなというふうに思います。だ

共通様式のナンバー６のところのふるさと納税に

から、余りそっちのほうは見なくても、じっくり

関してですけれども、これに関して、特定財源が

少しずつ積み上げていくということで仕事をして

多いとか少ないとか、あるいは総務課長などは

いただければなというふうに思います。
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僕がナンバー６で質問したかったのは、委託料

て、僕も一般質問でちょっとさせていただいたも

の計算方法、ここで上がっているのが、ふるさと

のがあるのであれなのですけれども、話の前提と

納税業務委託料ということで３２０万円ほど執行

して、まず、担当が違うので分からないと言われ

額が上がっていますけれども、これは取り扱い量

たらそれで終わりですけれども、町債のこの決算

が増えたら増えるものなのか、それとも、取り扱

時点の返済額、元金、利息、幾らあったのか、お

い量がゼロでも三百何十万円かかるというような

分かりだったら教えていただきたいなというふう

ものなのかどうか、そこのところをちょっと教え

に思います。

ていただきたいなというふうに思いました。

それと、先ほど道の駅の決算の話でいろいろ議

それと、次に、ナンバー８のところで、雇用創

論されておりましたけれども、売り上げ原価が２

出補助金ということで１,９４０万円ほど決算金

億４,５００万円ほどあるので、これが単純に上

額で上がって、これは当初予算では２,３００万

にも下にも足されるという形なので、利益はほぼ

円あって、補正で３６０万円減額してということ

同じ額になってしまうよということなのかなと

なので、今日いただいた資料を見ると、１社でた

思って、ただ、この資料だけではちょっと分析は

しか上がっていたと思ったのですけれども、ジェ

できないのですけれども、僕が思ったのは、去年

イデバイス株式会社ということで、新規で１件上

の決算のときには、委託費とほぼ同じ額が寄附さ

がっていて、この金額の効果というのですか、補

れたので、指定管理料というか、そういうものに

助金として雇用がどのくらいできているとか何と

ついて、余り言ってもしようがないのかなと思っ

か、それに基づいて予算が立っているので、予算

たのですが、今回は１００万円にとどまっている

のときに聞かれている話なのかもしれないのです

ので、そこから、委託料を払っている先から寄附

けれども、これでどのくらい効果が上がっている

をもらうことの是非について、去年も議論しまし

とか、その後の状況について、もし資料があれば

たけれども、もう一度お話したいのと、毎年決算

教えていただければなというふうに思います。

で１,０００万円ほどずつ、公社の純資産が積み

それと、次は、ナンバー９の観光費のところ

上がっていくわけですよね。これはいつまでも

で、本当に細かいのですけれども、特定財源で観

ずっと積み上がっていて、町には全然、公社が幾

光ポスター売り上げ代金ということで２,０００

ら売り上げが上がって利益が出ても、町には一切

円上げているのですけれども、これはどこかに何

関係ないというような、そういう構造というか仕

枚かポスターを売るとか、そういう契約というか

組み、今そうなっているので、これが悪いとか何

話が最初からあって、必ず予算に上げているもの

とかではないのですけれども、利益の中から一部

なのか、２,０００円なんて大したあれではない

町のほうに納めてもらうとか、そういうような工

のですけれども、その内容についてちょっと教え

夫とか、できるものがないのかどうか。あるい

ていただければなというふうに思いました。

は、指定管理料をもっと減らすような工夫とか、

それと、同じく観光費の中のパンフレット、見

そういう余地がないかどうか。指定管理者を決め

本として出していただきましてありがとうござい

るときに、もう金額が決まっているので、ずっと

ます。このパンフレットについては、毎年内容的

先の話になるかもしれないのですけれども、そこ

にはほぼ同じというものなのでしょうか。それと

のところをちょっと教えていただければなと。そ

も、今回、ここに上がっているやつは、大きくレ

の考え方をちょっと教えていただければなという

イアウトだとか内容について変更があったとか、

ふうに思います。

そういうような工夫があったのかどうか、そこの

それと、この参考資料の６０ページのところ

ところをちょっと教えていただきたいなというふ

に、七飯町観光客入込数というのがずっと載って

うに思います。

いて、基本的にはずっとマイナス、マイナス、マ

それと、次は、ナンバー１２の道の駅指定管理

イナスというか、三角の数字がずっと載っている

費について、先ほども何回かいろいろな話が出

のですけれども、ぱっと見ただけのあれなのです
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けれども、道内客のところで、９、１０、１１月

で、こういった直接の人数の雇用が生まれたとい

とかでプラスで推移しているのですけれども、こ

うことで、まずその効果、それから、これのため

れについて何か理由とか、とらえているものがも

に設備投資等で投資をしていただかなければなり

しあれば、ずっとほかのところは減っていたりし

ませんので、これについても一定の効果が見込ま

ているところに、ここだけちょっとプラス、道内

れると考えてございます。こういったケースで、

客の、８、９、１０、１１月ぐらいかな、若干で

企業誘致等にも使える補助金であろうかとも考え

すけれども、そこのところの分析しているものが

てございますので、地元に効果のあるものだと認

もしあれば教えていただければなというふうに思

識してございます。

いました。

それから、観光費の中のポスター売り払いの収

とりあえず以上です。

入でございます。こちらは、このたび２,１００

○長谷川委員長 課長。

円ということで、内訳といたしましては３枚、７

○福川商工観光課長

００円掛ける３枚という形で売り払いを行ってご

済みません、答弁漏れ等あ

りましたら御指摘ください。

ざいます。ポスターにつきましては、七飯町を観

まず、ふるさと納税の委託料に関してでござい

光地としてのイメージを向上させる、そしてＰＲ

ます。こちら、利用しているサイトが、今、２件

していくというのが大前提でつくっておりますの

ございまして、ふるさとチョイスとさとふるとい

で、見たくなるというような、そういったすばら

うようなことでやってございます。それぞれ若干

しいポスターがあればということで常に考えてい

取り扱っている委託業務の範囲が異なってござい

るところでございまして、これにつきまして、こ

ますけれども、基本的には寄附金額の何％という

のポスターがほしいという個人の方がいらっ

ような決め方をしまして、それを委託料として

しゃって、購入をされていったということでござ

払っているというのがまず現状でございます。例

います。

えば、一部のサイトについては、寄附額の１２％

それから、あわせて、観光費の中の観光パンフ

を業務委託料としてお支払いしているというよう

レットやガイドマップ、こういったものは５年と

なことでございまして、寄附金額が増えると委託

か６年とかのスパンで印刷の版をつくる、リ

料も増えていくという形でございます。

ニューアルをしていくという考えでございます。

それと、雇用創出補助金の関係でございます。

現在のは、もう数年たってございまして、毎年、

こちらはお話のとおり１社、Ｊデバイス、今、名

例えば文言の整理とか、施設の増減とか、そう

称変更でアムコということに変わってございます

いった小さな修正を加えながら活用をしていると

が、こちらにつきまして、設備投資等により、七

ころでございます。今後、まだ確定的なことは申

飯町民の雇用が拡大されたものに関して補助金を

し上げられませんが、今後、またある程度の期間

出すという仕組みでございます。当初予算から、

を見て、新たなリニューアルをしてまいりたいと

その後、減額となりましたのは、当初予算計上の

考えているところでございます。

際には、会社の雇用計画というものを確認させて

それと、補足でございますが、今回のこの決算

いただきまして、その雇用計画の人数の範囲内の

につきましては、常にポスターとパンフレットと

予算を確保したところ、実際のところはそれより

かガイドマップの在庫を確認しながら、その年度

減ったということで、減額補正をさせていただい

内で使うであろう枚数を必要な分だけつくってい

てございます。このたびは合計で５８人の方の雇

くという前提で進んでございまして、今年度、令

用が創出されたということで、１人から１０人ま

和２年度につきましては、コロナウイルスの感染

でにつきましては１人当たり５０万円、そして、

症の関係もありまして、需要がちょっと減ってい

それ以降につきましては１人当たり３０万円とい

るので、それに見合う数量の印刷を進めていると

う計算で支給して、１,９４０万円ということに

ころでございます。

なってございます。当然、雇用の確保といった面
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それから、道の駅の町債に関してなのですけれ

ども、大変申しわけないのですけれども、こち

こういったものが薄れたといったところも要因と

ら、手元にちょっと資料がなくて、御答弁申し上

して考えられるものがございます。そのほか、宿

げられないのですけれども、当初に建築にかかっ

泊客の考え方につきましては、いわゆる海外航空

た事業債につきましては６億８１０万円という形

会社のストライキによるツアーの中止、そのほか

で起債をしておりまして、これらのうち、一部交

に、対外の外交悪化による来日客の減少、そう

付税算入されるものが１億８０万円、起債が発行

いったものも考えられます。特に七飯町の場合

されているという状況でございまして、大変申し

は、冬期間については、宿泊客のほぼほぼがイン

わけございませんが、こちらの起債の償還等につ

バウンドに頼っているという現状がございますの

きましては、商工観光課で把握しているところで

で、海外情勢の変化には非常に敏感に反応してし

はございませんので、申し訳ございませんが、御

まうので、こういった形で数字に表れてきている

答弁できません。

のではないかと考えるところでございます。

それから、道の駅の指定管理者の財政状況等、

いずれにしても、以前からインバウンドの堅調

寄附の考え方でありますが、これも以前からいろ

な増加によりまして、宿泊客を中心に増加を続け

いろ御意見をいただいているところでもございま

てきたところでございますが、やはりどうにもし

す。今までの議会の皆様との御意見等も踏まえた

がたい海外要因に左右されてしまうというところ

ところ、例えば公社の事業規模を考えたときに、

もございますので、いま一度、ウィズ・コロナ、

安定的に経営できる規模が必要なのではないかと

アフター・コロナも鑑みながら、近隣の皆様、国

いう御意見があったり、先ほど同僚委員の方の御

内のお客様にどうこの魅力を伝えていくかという

質問にもございましたが、販路の拡大、直売を

ところが課題だと考えているところでございま

もっと事業者に還元できるように、そちらのほう

す。

に振り向けるべきではないかとか、いろいろな御

以上でございます。

意見をいただいてございます。重ねての答弁にな

○長谷川委員長

りますが、この寄附の考え方や指定管理料、こう

○若山委員

若山委員。

いろいろありがとうございました。

いった金額も含めて、きちっとちょっと指定管理

観光客の入込客数については、去年の数字も見

者と協議し、内容を把握して、必要に応じて指定

てあれなのですけれども、僕もじっくり分析とい

管理料の増減、もしくは寄附に関しましても、そ

う理由は分からないのだけれども、地震の影響だ

のある、なしも含めて、いろいろな角度で協議を

とか、そういうものもあるかもしれないのですけ

して、よりよい形にしたいと考えてございますの

れども、増えているものもあるということでみて

で、御理解をよろしくお願いいたします。

おきたいなというふうに思います。

それと、観光の入込客分析についてですが、こ

それと、もう１点、道の駅の公社の決算の関係

のたび、平成３０年度に対して、令和元年度の数

でいきまして、これ、先ほども言ったとおり、必

字は下がっているというところがあったり、逆

ずしも毎年利益が出るとは限らない、商売ですか

に、お話にありましたとおり、９月、１０月、１

ら、あるのだけれども、１,０００万円ぐらい利

１月、１２月もそうなのですが、若干、前年度よ

益が出ている計算が２年ぐらい続いているわけで

りも状況がよくなっているというようなお話がご

すけれども、今後ともずっと利益が出ていく中

ざいました。これを考えますときに、その前に、

で、町にその分を還元するような仕組みについて

いわゆる地震によるブラックアウトの関係で、お

じっくり協議するというか、そういうのが必要な

客様の入り込みが落ちたといったところがありま

のではないかと。その振りの前提として、町債の

して、それの反動による数字が出てきている場合

返済額、何千万円も払っているのに、一銭も入っ

もございます。そのほかにつきましては、例えば

てこないというのはどういうことなのだというこ

日帰り客の動きに関しましては、これも前年度の

とを言いたかったのですけれども、それについて

比較になりますと、いわゆる道の駅の開業効果、

は担当が違うということで、分かりましたけれど
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も、じっくり、公社はちゃんと儲けてもらいたい

れたと。そして、先ほどの御答弁と重複しますけ

と思いますけれども、町にもそれを還元するよう

れども、そういった還元の方法のほかにも、いろ

な仕組みというのですか、それを考えて、一緒に

いろな還元の仕方があるのではないかと。適正な

やっていける方法を見つけてほしいなというふう

指定管理料や運営資産、そういったものはどのよ

に思います。

うなものが適正なのかということも含めまして、

それと、もう１点、ふるさと納税の、この決算

当然、指定管理者と内容につきまして協議をさせ

資料の参考資料の６１ページのところに、充当事

ていただいて、都度、調整をして、適切に執行し

業名等ということで書いているのがあるのですけ

ていきたいと考えてございますので、御理解のほ

れども、これが去年の書いている数字とちょっと

どよろしくお願いいたします。

違うような項目もあったりするのですけれども、

それと、ふるさと納税の充当の関係でございま

何か理由があるものなのでしょうか。例えばで言

す。こちらは、充当科目につきましては私どもの

いますと、地域づくりの増進を図る事業というこ

所管では若干ないのですけれども、ここの表記に

とで、去年は２００万円充てて、今年は１１０万

ついては、さまざまな事務事業が財源を持って実

円ほどですけれども、そこに地域防犯灯対策費に

施されておりますので、その町の中の事業の中の

なっていて、去年は自治振興費とかになっていた

主なものがここに表示されているというように考

りして、これは書かれている項目で変化があるの

えていただければよろしいかなと思ってございま

か、たまたま主なものを入れたというだけの理由

す。

なのか、そこのところをちょっと教えていただき

以上でございます。

たいなというふうに思います。

済みません。土地造成の予算の考え方でござい

それと、済みません、委員長、造成事業特別会

ます。こちらの土地造成の特別会計につきまして

計のほうもよろしいのですね。

は、目的が峠下の団地の関係の事業を行う予算で

○長谷川委員長

ございます。そして、こちらはもう既に全ての区

○若山委員

はい。

それのナンバー１のところで、造成

画が、貸し付けしている区画が１か所ございます

地販売管理費ということで、１０万円予算をつ

が、それ以外、全てがもう売却済みとなってござ

くっていて、執行額が経済ジャーナル３万３,０

います。しかしながら、その貸し付けしていると

００円ということで、雑誌を買っただけというこ

ころにつきましても、購入を前提に貸し付けを

となのかなと思うのですけれども、それはちょっ

行っているところでございますので、これらにか

と事業としてはいかがなものかと思うのですけれ

かる費用が出るならば、こちらから費用を支出し

ども、経済ジャーナルを購入するということが造

ていくという目的の特別会計でございます。それ

成地販売管理費の内訳としてふさわしいのかどう

ら全て売却が完了すれば、この特別会計の部分で

か、そこのところをちょっとコメントいただきた

は事業がなくなるということで、これの特別会計

いと思います。

の閉鎖ということも考えていかなければならない

○長谷川委員長 課長。

のですが、現状、まだ売却が完了していないとい

○福川商工観光課長

まず、道の駅の町への還元

う考え方で、このように予算を立てているところ

の方法ということでございます。先ほど来の御答

でございます。資料にも記載のとおり、毎年８万

弁と重複するかもしれませんが、一応指定管理者

何がしの貸付料も入ってきてございます。こちら

は、このたび指定管理者の公募をいたしまして、

は繰越金が、歳出が８万円を超えなければどんど

事業の提案をして、そして選考をさせて、指定を

ん増えていくというスタイルになってしまいます

させていただいたところでありまして、その中の

が、先ほどお話ししましたこの特別会計の目的を

一つの事業者の考え方として、寄附による町への

踏まえていただいて、御理解をいただきたいと思

還元方法がまず提案されておりまして、それがこ

います。

のたび２回続いたよと。２年度にわたって実行さ
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そこで、１０万円という予算の枠を設定してご

ざいますが、これは完全にその１０万円を使い切

例えば儲かったから、見直す考えはないというよ

るというような考えではございません。庁舎内で

うなことをはっきり言ったような記憶があるので

商工観光課だけではなくて、庁舎内における管内

すけれども、間違いなく見直しができるのです

の経済状況の把握のために、このような企業の状

か。大丈夫ですか、その辺。

況を知ることができる書籍、冊子を購入して、各

○長谷川委員長 部長。

課で活用をしているというのが現状でございます

○青山経済部長

ので、御理解のほどよろしくお願いいたします。

した中で、指定管理料を見直すということは、社

以上でございます。

会の変化もございますので、積算根拠というの

○長谷川委員長

も、それがずっと続くかというと、それもまた変

○若山委員

若山委員。

答弁、同僚委員から質問ありま

造成地の件のところですけれども、

わる可能性もあります。ですから、そういう状況

今のような説明であれば、ここから支出しなくて

を踏まえながら、見直しをさせていただきたい

も、共通項目で、総務関係の何かで出せば済むよ

と。ですから、結果的には変わらない部分が出て

うなあれで、この雑誌を購入することが峠下の団

くるかも分かりませんけれども、その精査をする

地の販売管理に有効だとか、そこに広告が出てい

ということで、指定管理は３年間ということで、

るとか、動きが分かるとか、そういうものでもな

それぞれ公募して各指定管理を決めていくという

いような感じがするので、大した金額ではないの

ような流れになりますから、そういう中で、町と

ですけれども、ちょっと大きな事業名にしては決

しても根拠のある積算をしていきたいということ

算内容がちょっと、言葉は悪いですけれども、ち

で、そのときの根拠になる数字がやはり変われ

んけなのかなという感じを持ったのですけれど

ば、やっぱりそこは上がったりするし、逆に下が

も、どうしてもやっぱりこの予算項目で買わなけ

れば下がるというようなこともございますので、

ればいけないものなのですか。

そういう意味でのことですので、よろしくお願い

○長谷川委員長 課長。

いたします。

○福川商工観光課長

○長谷川委員長 よろしいですか。

こちらにつきましては、予

算の編成の関係もございますので、一概に商工観

ほかに質疑ございますか。

光課でこうするというのはちょっと御答弁は差し

副委員長、何かございますか。

控えますが、考え方の一つとして、そういった企

副委員長。

業の方々の情報に触れるというような理由でこの

○田村副委員長

特別会計から支出をしているという考え方です。

れども、この中で不用額が２３８万云々と出てい

今後、以後の予算編成等を通じまして、その考え

ますけれども、先ほど雪祭りか何かの中止という

方ではなくて、先ほど御質問の中にもありました

ことで、ただ、この中に１９番の負担金、補助及

ような、一般会計の総務的な部分の経費で賄うと

び交付金の中に、それが出ていないですよね、雪

いうのも当然あり得るお話でございますが、

祭りとかちびっこ何だかというのは出ていないで

ちょっと現状のところはこういった形で決算を示

すよね、この中に。やっぱりこれは載せて、ゼロ

させていただいているので、御理解のほどよろし

ならゼロ円にして、そしてこういうことで不用額

くお願いいたします。

が出ましたとかという説明でないと、これをこの

○長谷川委員長

まま見てしまうと、なかなか理解できない話にな

よろしいですか。

まず、ナンバー３でありますけ

ほかに質疑ありますか。

るので、そこら辺、ちょっとどういう考えなの

平松委員。

か。

○平松委員

今のやりとりの中で、指定管理料を

それから、６番、これはふるさと納税の事業費

見直しするような発言があったように私は解釈し

なのですけれども、事業費というよりも、納税す

ましたけれども、これは道の駅をつくるときに、

る人が納税してから返礼品を送るまでの日数、実

町長が直接答えたと思うのですが、指定管理料、

際どのぐらいかかっているのか。納税があって、
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そして返礼品をそれぞれの部分で送ると思うので

な期間で返礼品を配達していると考えてございま

すけれども、それまでにどのぐらい日数をかけて

す。

いるのか、そこをちょっと教えていただきたいと
思います。

それと、ナンバー７のプレミアム付商品券発行
事業でございますが、こちらは国の補助事業で、

それから、プレミアム商品券の関係で１,８０

売り払い収入も含めて全額をということで御説明

０万円、不用額が出ていますけれども、これの事

をさせていただきました。当然、この金額につき

務的な流れというのは、要は国から補助金が来

ましては、収入額につきましては、実績に基づい

て、事業を展開して、１,８００万円不用額が出

て確定をしておりますので、ここに出た不用額、

て、これは精算をして国に返すという考え方でい

１,９００万円弱につきましては、これは予算上

いのかどうか、そこをちょっと教えていただきた

の不用額でありまして、実態はございませんの

い。

で、ここに関する国へ返還するものだとか、そう

以上です。

いったことは全くございませんので、御理解のほ

○長谷川委員長 課長。
○福川商工観光課長

どよろしくお願いいたします。

まず、ナンバー３の商工振

以上でございます。

興費の負担金、補助及び交付金の不用額の御説明

○長谷川委員長

田村副委員長。

に関しまして、これにつきましては大変申し訳な

○田村副委員長

ふるさと納税の関係で、今、納

いと思ってございます。ちびっこ雪祭りの負担金

税を確認してから１週間分をまとめるという意味

である旨を表示した上でゼロ円と記載すべきだっ

なのか、そこら辺、ちょっともう一度。そして

たと思いますので、お詫びして御説明をさせてい

二、三日たって発送して、そして送るという話だ

ただきたいと思います。

と思う。そうすると、大体１０日から２週間ぐら

それから、ふるさと納税の返礼品の到達の期間

い、長くてそのぐらいかかるのだろうと思うので

についてなのですけれども、これはさまざまな

すけれども、実際、業者と、今の説明の中では、

ケースがございます。基本的には約１週間程度の

完了を確認するという話の中では、実際、送って

申し込みを取りまとめて業者への発注を行い、業

から何日ぐらいでついているのか、大体そこら辺

者に対応していただくというのがまずスタンダー

の確認した、していないかも分からないのですけ

ドな形でございますので、そこから直ちに手配を

れども、おおむね大体、一つには、まれにだと思

していただいて発送いただければ、おおむね二、

うのですけれども、来ないとか、遅いとか、忘れ

三日、遠いところでも１週間かからない間に発注

たころに来たとかというのは聞かないわけではな

手続から返礼品が届くというように考えてござい

いということを考えると、やはり基本的に、実

ます。

際、１０日ぐらいでつくのか。１週間まとめると

それから、そのサイトによりましては、町を経

いうのは分かるのですけれども、大体何件ぐらい

由せずに発注事務を行っている場合もありまし

になったらまとめてやるとか、ただ単に漠然と１

て、そちらにつきましても、随時、返礼品を発送

週間なのか、そこら辺の考え方をもう一度ちょっ

をしている対応をしてございます。

とお願いしたいと思います。

また、返礼品、例えば町のほうで手配した返礼

それから、プレミアムのほうは、では実際、精

品につきましては、完了しましたというようなや

算というか、やった場合、国のほうに戻すのは、

りとりを事業者とともに行っているところでござ

今段階では幾ら、そして翌年度に返すという話に

いまして、返礼品が届いていないとか、そういっ

なるのか、そこら辺、返さないのか、通常、精算

た苦情はほぼほぼないという状況でございます。

して、足りなければ国からもらうのだろうし、

ただし、長期不在にされていたり、たまたま受け

余っていればお返しするだろうし、そこら辺のや

取りが不可能であった場合などは、そういった問

りとりの中で、七飯町の場合はプレミアム商品券

い合わせがごくたまにあったりはしますが、適切

の発行事業についてはどうだったのか、精算した
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段階でどうだったのか、それをちょっと教えてく

ございます。これらにつきましては、未使用の場

ださい。

合、換金に回らないといったところが出てきます

○長谷川委員長 課長。

ので、その分で２５万６,８００円が過充当と

○福川商工観光課長

ふるさと納税の返礼品の関

なってしまいますので、これについては返還をす

係なのですけれども、これにつきましては、１週

る必要がないということになっておりますので、

間程度をまとめてというのがうちのほうの事務の

御理解のほどよろしくお願いいたします。

考え方です。というのは、事業者への連絡に関し

○長谷川委員長

副委員長。

ましても、随時、五月雨式であれば、いろいろな

○田村副委員長

ふるさと納税の関係ですけれど

取り違え等が起こる可能性がございますので、あ

も、業者と外でやっているという話ですけれど

る程度の期間をまとめて対応していくということ

も、やはり納税した人の目線で、こっちもその都

で、事業者ともそのように対応しているところで

度その都度やるのも大変でしょうけれども、やは

ございます。

り納税した人の気持ちというのは、そういうもの

また、事業者によりましては、件数が少ないと

があれば早く届けてほしいというのが通常の心理

か、そういったことで、随時という対応をしてい

ですので、やはり町と業者というのは送ったりす

るところもございますし、それぞれの事業者さん

る側ですけれども、送ってもらう側というのは１

のニーズを踏まえた中で、最も適切な方法で対応

日でも早くもらいたいというのは、これは人間の

できるようにやっているところでございます。

常日ごろの心情だと思うのですよね。ですから、

また、大体事業者さんから請求をいただく際

やはり少しでも早く届くような工夫というものを

も、おおむね１か月単位で御請求をいただくとこ

町で考えて、業者とともに１日でも、少しでも早

ろもありますし、頻度の少ないところに関しまし

い発送というものを心がけることができないの

てはそれ以下でということもございますが、発注

か、もう一度そこら辺をお聞きしたいと思いま

と到達の管理をしまして、それぞれの事業者さん

す。

と常に連絡をとって対応をしているところですの
で、御理解をいただきたいと思います。

それから、ちょっとプレミアムの関係は、過充
の２６万６,８００円ですか、それは返すこと、

それと、プレミアム商品券事業の関係なのです

そこら辺のプレミアムがついているかついていな

が、私の説明が不足して大変申しわけございませ

いか、国のほうも分からないというようなこと

んが、こちらは予算はあるのですが、これを執行

で、そこら辺がきちっと会計監査あたりで整理が

して、その後に、実績をもって補助金を受け入れ

つけられるのかどうか。今の説明で、ついている

てございますので、この不用額につきましては、

のだろうと思うのですけれども、そこら辺、もう

不用額分に充当されている補助金額はゼロ円、存

１回、ちょっと説明をお願いします。

在しませんので、返還するといったようなことは

○長谷川委員長 課長。

全くありませんので、現状、このまま決算という

○福川商工観光課長

ことになります。

わけございません、漏れてございまして、返礼

先ほどの答弁で、大変申し

ただし、最初の御説明をさせていただいたとこ

品、これは当然、ふるさと納税を行っていただく

ろですが、このたびのプレミアム付商品券の売り

方、相手がございます。その方の期待に応えるた

払い収入と、それに乗っかっているプレミアム分

めにも、返礼品はできる限り速やかに発送に努め

の金額、これは国庫の補助金ですが、これらにつ

ているところですので、御理解をいただきたいと

きましては、その購入された方が、プレミアム分

思います。

を使ったのか、それとも売り払い収入分の商品券

また、お申し込みの際に、その期間は不在にな

額面の金額を使用したのかが分けることが不可能

りますので別に期間とか、この期間に送ってほし

ですので、国からは販売された商品券に応じたプ

いというような御依頼がある場合もありますの

レミアム分の国庫補助が入っているということで

で、それらにはほぼ個別に、適切に対応している
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ところですので、御理解のほどよろしくお願いい

予算現額５５５万円、支出済額５５３万３,６３

たします。

１円、不用額１万６,３６９円、執行率９９.７％

プレミアム付商品券の関係ですが、こちらは、

となっております。補正は、１２月、３月で行っ

結局、販売された商品券のプレミアム分を含めた

ております。主な内容は、道路台帳整備委託料、

額面金額、これが歳入に入っているということで

整理予算でございます。また、歳入は記載のとお

御理解いただきたいと思います。

りとなっております。

また、これに見合いの歳出につきましては、１

次に、共通様式ナンバー２、土木作業車管理費

９節の商品券換金事業者交付金になりますので、

は、当初予算額１,２５３万円、補正予算額マイ

こういったところもちょっと御理解いただいて、

ナス６万２,０００円、予算現額１,２４６万８,

この差額がどうしても生じてしまうということ

０００円、支出済額１,００７万１,９７６円、不

で、御理解をいただきたいと思います。重ねての

用額２３９万６,０２４円、執行率８０.８％と

御答弁になりますが、国のほうからは返還の必要

なっております。補正は３月で行っております。

がないとされておりますので、御理解願いたいと

主な内容は、整理予算でございます。不用額の主

思います。

なものは、雨、雪が少なかったことにより、需用

以上でございます。
○長谷川委員長

費の燃料費となっております。

よろしいですか。

次に、共通様式ナンバー３、車両センター管理

ほかに質問ございますか。

費は、当初予算額６３２万５,０００円、補正予

（「なし」と呼ぶ者あり）

算額マイナス２１万６,０００円、予算現額６１

○長谷川委員長 質疑を終わります。

０万９,０００円、支出済額６０８万２,７３５

以上で、商工観光課に対する審査を終了しま
す。

円、不用額２万６,２６５円、執行率９９.６％と
なっております。補正は３月で行っております。

商工観光課長、大変御苦労さまでした。

主な内容は、整理予算でございます。

それでは、１０分ほど休憩します。
午後

２時５４分

次に、共通様式ナンバー４、水防センター管理

休憩

費は、当初予算額２７９万円、補正予算額マイナ

──────────────
午後
○長谷川委員長

３時０６分

ス１３万円、予算現額２６６万円、支出済額２４

再開

７万７,４０３円、不用額１８万２,５９７円、執

休憩前に引き続き、再開いたし

ます。

行率９３.１％となっております。補正は３月で
行っております。主な内容は、整理予算でござい

次に、土木課の審査を行います。

ます。不用額の主なものは、電気料などの光熱費

土木課長、御苦労さまです。

となっております。

それでは、決算書及び提出資料に基づき、説明
を簡素にお願いいたします。

路橋りょう維持費について説明いたします。決算

課長。
○佐々木土木課長

次に、共通様式ナンバー５からナンバー６、道
書は１６８ページから１７１ページとなります。

それでは、提出資料の共通様

８款２項１目道路橋りょう維持費は、町道等の維

式ナンバー１からナンバー４、土木総務費につい

持管理に係る人件費、消耗品費、役務費、委託

て御説明いたします。

料、道路照明、工事請負費、原材料、ロードヒー

決算書は１６４ページから１６７ページとなり
ます。８款１項１目土木総務費は、土木課総務に

ティング電気料、除雪費などに関する経費であり
ます。

関する運営と、町が所有する重機車両と、車両セ

共通様式ナンバー５、道路橋りょう維持費は、

ンターの維持に係る経費でございます。共通様式

当初予算額３,５７４万５,０００円、補正予算額

ナンバー１、土木総務費は、当初予算額９２万

１,４０８万９,０００円、予算現額４,９８３万

５,０００円、補正予算額４６２万５,０００円、

４,０００円、支出済額４,８７８万８,１５８
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円、不用額１０４万５,８４２円、執行率は９７.

た、歳入は記載のとおりとなっております。

９％となっております。補正は、６月、９月、１

次に、共通様式ナンバー９、８款２項２目道路

２月、３月で行っております。主な内容は、委託

用地取得費は、当初予算額５万７,０００円、補

料で、町道街路樹剪定伐採委託料、工事請負費と

正予算額１６８万円、予算現額１７３万７,００

なっております。不用額の主なものは、職員手当

０円、支出済額１６６万１,８００円、不用額７

等、役務費で廃棄物処理手数料、委託料等となっ

万５,２００円、執行率９５.７％となっておりま

ております。また、歳入は記載のとおりとなって

す。補正は、６月、９月、３月で行っておりま

おります。

す。主な内訳は、公有財産購入費で、用地購入

次に、共通様式ナンバー６、除排雪対策費は、
当初予算額７,８６４万４,０００円、補正予算額

費、整理予算となっております。不用額の主なも
のは、委託料の入札執行残となっております。

８,７２６万４,０００円、予算現額１億６,５９

次に、共通様式ナンバー１０、道路工事連絡車

０万８,０００円、支出済額１億５,５９７万９２

管理費は、当初予算額４３万６,０００円、補正

３円、不用額９９３万７,０７７円、執行率９４

予算額マイナス１０万円、予算現額３３万６,０

％となっております。補正は、９月、３月で行っ

００円、支出済額２８万４,７０５円、不用額５

ております。主な内容は、除雪委託料、整理予算

万１,２９５円、執行率８４.７％となっておりま

となっております。不用額の主なものは、雪が少

す。補正は、３月で行っております。主な内容

なかったことにより、人件費関係、委託料が少な

は、整理予算となっております。内訳は、雪が少

く済んだことと、ミニホイールローダー購入の入

なかったことにより、冬期パトロールが少なかっ

札執行残等となっております。また、歳入は記載

たため、燃料費の減でございます。

のとおりとなっております。

次に、共通様式ナンバー１１、社会資本整備総

次に、共通様式ナンバー７からナンバー１１、

合交付金事業費（道路）は、当初予算額１億６,

決算書は１７０ページから１７３ページになりま

２６０万円、補正予算額マイナス８,７９３万４,

す。８款２項２目道路橋りょう新設改良費は、道

０００円、予算現額７,４６６万６,０００円、支

路や橋梁の改良舗装工事等に係る経費でありま

出済額４,０４７万６９３円、翌年度繰越額３,２

す。

４８万５,０００円、不用額１７１万３０７円、

共通様式ナンバー７、道路改良事務費は、当初

執行率９５.９％となっております。補正は、９

予算額１７８万６,０００円、補正はございませ

月、３月で行っております。内訳は、ＪＲをまた

ん。予算現額１７８万６,０００円、支出済額１

ぐ橋梁をＪＲ北海道に委託して施工していただい

７７万２,５０８円、不用額１万３,４９２円、執

ておりますが、その際の入札に応札者がいなく、

行率９９.２％となっております。ここでは、報

再度入札を数度行い、２月に委託業者が決まった

償費で整備促進要望報償費、予算不足のため、需

ことによる翌年度繰り越しとなっております。ま

用費の消耗品費より１万２,０００円流用。旅費

た、歳入は記載のとおりとなっております。

の一般職旅費、予算不足のため、需用費の消耗品
費より１万円流用を行っております。

次に、共通様式ナンバー１２からナンバー１
３、決算書は１７２ページから１７５ページにな

次に、共通様式ナンバー８、町道等単独改良事
業は、当初予算額３,８３０万円、補正予算額１,

ります。８款３項１目河川費は、普通河川の維持
管理や河川工事などに係る経費であります。

６００万円、予算現額５,４３０万円、支出済額

共通様式ナンバー１２、河川改修事務費は、当

５,４１２万６,４００円、不用額１７万３,６０

初予算額２１万円、補正予算額マイナス２万５,

０円、執行率９９.７％となっております。補正

０００円、予算現額１８万５,０００円、支出済

は、９月で行っております。主な内訳は、当初、

額１８万４,９００円、不用額１００円、執行率

７路線の工事請負費を計上しておりましたが、１

９９.９％となっております。補正は３月で行っ

０本の工事を補正予算にて計上しております。ま

ております。主な内容は整理予算でございます。
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次に、共通様式ナンバー１３、河川改良費は、

町道峠下８号線道路用地の購入で２件。物品の買

当初予算額３,１３０万円、補正予算額６９０万

入れはございません。財産の売り払いで、軍川遊

円、予算現額３,８２０万円、支出済額３,６１１

休地１件。物件の貸し付けはございません。その

万５,９３０円、不用額２０８万４,０７０円、執

他の契約は１４件で、道路台帳整備委託業務、水

行率９４.５％となっております。補正 は、９

防センター管理委託業務、除雪委託業務が１０

月、３月で行っております。主な内訳は、中野川

件、橋梁点検委託業務、橋梁長寿命化修繕設計委

の工事請負費と整理予算となっております。ま

託業務となっております。町単独補助金はござい

た、歳入は記載のとおりとなっております。

ません。

次に、共通様式ナンバー１４、決算書は２３４

次に、土地貸し付け、建物貸し付け収入の内

ページから２３５ページになります。１１款２項

訳、金額、面積についてでございますが、合計３

１目道路災害復旧費は、道路の災害復旧に係る経

件で、水防センター敷地内に北海道電力の警報装

費であります。当初予算額５０万円、補正予算額

置のための貸し付け、鳴川の採石場下の側道との

マイナス５０万円、補正は３月で行っておりま

交差点部分を、北海道発注工事の現場事務所用地

す。主な内容は、令和元年度は災害が少なかった

としての貸し付けが２件でございます。

ことから、全額整理予算で減額補正しておりま
す。

次に、不用財産の売り払い状況についてでござ
いますが、土地の売り払い２件で、１件目は、大

共通様式ナンバー１５、決算書は２３４ページ

沼周遊道路のレストランキャビン裏側のカタヤの

から２３５ページになります。１１款２項２目河

原野の売却、大沼はワッズへ行くところの道路区

川災害復旧費は、河川の災害復旧に係る経費であ

域外の不要地の売却となっております。

ります。当初予算額５０万円、補正予算額マイナ

次に、土木課分の追加資料で、過去５年間の道

ス５０万円、予算現額ゼロ円、補正予算は３月で

路用地の購入状況は、平成２７年度が４路線で１

行っております。主な内容は、令和元年度は災害

６件、平成２８年度は２路線で５件、平成２９年

がなかったことから、全額整理予算で減額補正し

度は６路線で１７件、平成３０年度は４路線で５

ております。様式の収入未済額ですが、こちらは

件となっておりまして、令和元年度はございませ

コロナ関係で横津岳で除雪連絡協議会というもの

ん。５年間で、路線数で１２路線、４３件となっ

が７社ございますが、その中の１社が、会社が営

ております。

業自粛しておりまして、手続ができなかったとい

次に、道路用地購入した路線の過去５年間の道

うことで、繰り越し、令和２年度に、出納閉鎖

路整備済みの路線と未完了の路線につきまして

後、すぐに入ってきております。

は、改良済みが２路線、未処理用地として購入し

引き続きまして、決算審査特別委員会追加要求

た路線が４路線、未完了路線が６路線ございま

資料になります。こちら、各課共通分で、初め

す。未完了路線のうち、令和２年の完成予定路線

に、契約金額１３０万円以上の工事または製造の

が１路線ございますので、令和２年度末での未完

請け負いの状況についてでございますが、配付資

了となっている路線は５路線でございます。

料ナンバー１からナンバー４までで２０件ござい

続きまして、昨日の土木課の追加分の追加資料

ます。内訳は、土木一式が１１件で、Ａランク対

となります。土木課（福祉課）（子育て健康支援

象工事が１件、Ｂランク対象工事が６件、Ｃラン

課）と書いている資料になります。

ク対象工事が４件、舗装工事が８件、建築一式が
１件となっております。

１件目が、大中山出張所解体工事、旧大中山公
民館解体工事、（いずれも子育て健康支援課の指

次に、契約金額が１３０万円以上の財産の買入

名選考委員会での選考経過の分かる議事録、選考

れ、物品の買入れ、財産の売払い、物件の貸し付

決定した決裁）となっておりまして、１枚めくっ

け、その他の契約状況についてでございますが、

ていただきまして、４枚ついております。こちら

財産の買入れで、除雪用ドーザー５台の購入と、

は指名選考委員会を、書面会議でございますが、
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開催しておりまして、大中山出張所解体工事（そ

○長谷川委員長

課長。

の２）ということで、平成３１年２月２５日に開

○佐々木土木課長

催しております。こちらの開催内容といたしまし

なく、１７１万３０７円となっております。こち

ては、解体工事９６.３９平米、起案予定日が３

らは、補助事業、どうしても要望はするのです

月、概算予定金額が２７０万円、ランクはＢまた

が、なかなか内示が要望どおりについてこない。

はＣランクでの発注ということで、記載の業者選

震災の影響ですとか地震の影響ですとか、その他

考をしております。

もろもろ、国の財政状況、ございますので、そち

不用額は１,０００万円では

もう一つが、旧大中山公民館解体工事、こちら

らの関係で、なかなか１回ではついてこない。補

は平成３１年４月１日に委員会を開催しておりま

正はねらっていくのですが、補正予算自体もなか

す。起案予定日が４月、入札方式は地域限定型一

なかつかないという状況で、要望額イコール予算

般競争入札、総合評価はなし、概算予定工事費が

額ということで予算はとっていくのですが、どう

１,８３０万円、業種が建築一式で、Ｂランクで

しても補助事業の内示が４月ですとか５月という

の発注を予定しているということでございます。

形になりますので、国のお金がつかないというこ

続きまして、介護予防拠点七飯町文化センター

とで、それにあわせて減額補正したり増額補正し

改修工事、介護予防拠点大川コミュニティセン

たりということになります。

ター改修工事、介護予防拠点大沼婦人会館改修工

内容的には以上です。

事（いずれも福祉課の指名選考委員会での選考結

○長谷川委員長

果の分かる議事録、選考決定した決裁）というこ

○上野委員

上野委員。

説明である程度分かりました。

とですが、こちらに関しましては、先ほどの次の

町内の橋梁で老朽化した橋梁がかなりあるとい

ページに３本分の入札参加資格の通知ということ

うことで、今後の改修工事が必要だと思うのです

で、通知と申請書が２件ずつ、裏にも決定と申請

が、その老朽化した橋梁の状況といいますか数、

書が２件、その裏にも申請と決定書が２件となり

それから、既に改良を実施した橋梁の数、今後の

ます。こちらの工事に関しましては、指名選考委

計画の状況とか、この辺についてちょっとお伺い

員会を通すということをしておりません。課での

したい。

発注となっております。指名選考することが好ま

○長谷川委員長

しいのですが、こちらに関しましては、指名選考

○佐々木土木課長

委員会を開催せずに発注したということになりま

梁数は町内に９７橋ございます。今、どの橋が何

す。

年にどうかという内訳は、今ちょっと資料的には

以上です。
○長谷川委員長

課長。
土木課で管理している管理橋

持っていませんけれども、毎年点検をして見直し
ありがとうございます。

をしていきます。ですので、数字は毎年動いてい

これより質疑を行います。

く形となります。橋梁の評価といたしましては、

上野委員。

ランク１からランク４までを評価します。９７橋

○上野委員

ナンバー１１です。土木工事の関係

を５年に１回ずつ点検、基本的には平準化して、

なのですけれども、社会資本整備総合交付金事業

５年に１回、９７橋全てをやるということではな

ということで、かなり出入りの激しい予算執行

く、５年に１回に分けます。１５橋ですとか１６

だったと思うのですけれども、まず最初に、補正

橋、１７橋、その橋梁によって点検費用が変わり

予算で大幅な減額をして、さらに、そのうち不用

ますので、９７橋を５年間に１回ずつ点検しなさ

額が１,７００万円発生していると。合わせます

いということが道路法上で定まっております。ラ

と２億円近い、とにかく大きな変動があった予算

ンク１につきましては、５年間は大丈夫という評

執行だったのですけれども、その理由について、

価になります。ランク２につきましては、５年間

もう一度分かりやすく説明していただきたいなと

経過観察しましょうという評価になります。ラン

いうことです。よろしくお願いします。

ク３の評価につきましては、５年以内に修繕また
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は架け替えをしなさいと。ランク４につきまして

○長谷川委員長

は、即座に橋梁を通行止をかけてすぐに直しなさ

○佐々木土木課長

いという評価になります。内訳については、

せん。ランク３、今、修繕している、工事請負費

ちょっと今、数字を持っていませんので、よろし

ですとかＪＲ負担金で修繕しているものはランク

いでしょうか。

３がついている、もしくはランク２で、すぐにラ

以上です。

ンク３に上がるであろう橋梁を平準化して直して

○長谷川委員長
○上野委員

上野委員。

課長。
ランク４についてはございま

いるということでございます。

全体の状況把握がまだ十分されてい

以上です。

ないように感じたのですけれども、そういうこと

○長谷川委員長

でいえば、耐用年数といいますか、限度内での耐

平松委員。

ほかに。

用年数内の橋梁を維持するということでは、どの

○平松委員

ような対応を考えておられるのか。

たは製造の請け負い契約の状況ということで、一

○長谷川委員長

般会計のナンバー４、軍川の排水路の整備工事と

○佐々木土木課長

課長。

追加資料の中に、厚いやつ、工事ま

橋梁の耐用年数は、建設当初

いうのは２,８３８万円という契約金額なのです

は５０年と言われておりましたが、今は橋梁長寿

けれども、選考業者のランク別、Ａになっていま

命化、維持または修繕していくということで、耐

すけれども、ここだけではないのですけれども、

用年数を倍の１００年にもっていこうと。それま

ＡとかＢとかＣとか、決める基準をちょっと１回

でに、１橋であれば何年に直してということがで

説明していただけないですか。

きますが、９７橋を毎年一定の予算、一応今のと

○長谷川委員長

ころは計画上は５,０００万円ベースと考えてお

○佐々木土木課長

りますけれども、５,０００万円ずつ、どうやっ

というものを２年に１回の指名願いの提出もしく

たら先ほど言ったランク３、５年以内に直しなさ

は１年に１回の中間年で業者さんから上がってき

いですとか、今、ランク４の橋梁については七飯

ます。その中で、経営事項審査の持ち点があるの

町にはございませんけれども、ランク３の橋梁、

ですけれども、そちらに七飯町で実績があれば、

毎年点検して、ランク２がランク３に上がるとい

工事施工成績評定の点数を主観点としてプラスし

うこともございます。その中で、修繕計画を毎年

ます。そのプラスしたものと生点を全て点数をつ

立て直していって、５年以内に予定して３年後に

けまして、Ａランクにつきましては、その点数が

かけようと思っていたけれども、点検した結果、

９７０点以上、土木工事で言いますと１,５００

１年以内にかけなければならないとなると、順番

万円以上が対象となります。Ｂランクにつきまし

を全部変えなければならない。ただ、毎年順番を

ては、９６９点から８５０点、こちらは土木工事

入れ替えながら、経済的にどうやったら平準化し

でいくと１,５００万円から５００万円の間の工

て５,０００万円ずつ直せるのかと。単年度で２

事となります。Ｃランクにつきましては、８４９

億円、３億円架け替えですとなると、財政的にも

点から７５０点、こちらは５００万円未満、１３

きつい話になってきますので、なるべく平準化し

０万円以上となります。Ｄランクにつきまして

ながら全橋梁を１００年の長寿命化にもっていこ

は、それ以下、７４９点以下で、Ｄランク、１３

うというのが橋梁長寿命化計画でございます。

０万円となります。

以上です。
○長谷川委員長
○上野委員

課長。
指名選考に関する基本的事項

その中で、入札方式につきましては、制限付一
上野委員。

般競争入札というものが一番上にございまして、

それと、今、町内の橋梁関係では、

建設工事であれば予定価格が５億円以上、２４億

ランク３以上は今のところないというような状況

７,０００万円、こちらはマラケシュ協定で２４

で進行しているのかどうか、その辺についてはど

億７,０００万円のアッパーというものが決まっ

うでしょう。

ております。地域限定型一般競争入札、建設工事
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は１３０万円から５億円、町単独工事については

わってやるということなのでしょうか。

１,０００万円から５億円。指名競争入札におき

○長谷川委員長

ましては、建設工事は町単独工事においては１３

○佐々木土木課長

０万円以上１,０００万円未満、随意契約は１３

が大きいから育成ができるという問題ではなく

０万円以下となっております。町単独工事という

て、Ｃランクの中でも、工事監督員、役場の職員

言い方をしましたけれども、国の交付金事業な

が業者育成をしながらお互いに、業者にも現場監

ど、補助事業が入っている場合においては、一般

督にも育成されることもありますけれども、そう

競争入札というものが国の標準入札となっており

いう中で、育成のために業者数を増やすというこ

ますので、指名競争入札ではなく一般競争入札を

とは考えておりません。ランクで点数を決めてお

行うということになっております。

りますので、そこは各業者が経営努力、営業努力

以上です。
○長谷川委員長
○平松委員

土木課長。
業者育成というのは、ランク

をして点数を上げてくればランクは上がるという
平松委員。

ことになります。

ナンバー１の表をちょっと見ていた

だけれると、車両センターの屋根、外壁、塗装工

以上です。
○長谷川委員長

よろしいですか。

事というのは５１８万４,０００円の工事なので

ほかに質疑ございますか。

すけれども、選考業者のランクはＡとＢになって

中川委員。

いますよね。５００万円くらいでもＡの業者が入

○中川委員

らないとだめなのですか。今の説明とは何か合わ

料要求したから、多分、副委員長も同じかもしれ

ないような気がするのですけれども。

ないのですけれども、ちょっと聞きたかったの

○長谷川委員長

が、追加資料で、文化センターとコミュニティセ

○佐々木土木課長

課長。

ちょっと１点だけ。副委員長から資

先ほど言いました町内業者の

ンターと婦人会館の福祉課のやつ、昨日、民生部

中で建築のＢランクというものが２社しかござい

でやっていたやつなのですけれども、これ、先ほ

ません。こちらは一般競争入札で入札を行ってお

どの資料説明を聞いた中で思ったのですけれど

りますので、極力３社以上にしたいということ

も、最初の子育て支援課のほうは指名選考委員会

で、Ｂランクが２社とＡランクが、実際動いてい

があったという説明だったと思うのですけれど

るのでいくと２社あります。合計、ＡとＢで４社

も、福祉課のほうの文化センターとコミュニティ

になるのですが、こちらに関しましては、基本的

センターと大沼婦人会館のほうの説明だと、選考

事項の中で、対象ランクで業者数が少ない場合に

委員会もかかっていないという形だったと思うの

は、直近上位のランクを入れて業者数を確保し、

ですよ、説明が。ちょっと私の聞き間違いだった

入札することとなっておりますので、こちらはＡ

らあれですけれども、本来であればかけられるも

とＢが対象ということになっております。

のはかけたほうがいいというようなお話も聞こえ

以上です。
○長谷川委員長
○平松委員

たと思うのですけれども、ただ、昨日の民生部長
平松委員。

の質疑の中だと、工事に関するもの、同僚議員の

町のほうでランクを決める、それか

ほうからＢとかＡとかいろいろな質疑が出ていた

ら、選考委員会で業者を指名する、入札に参加で

のですけれども、そのときには、工事のことを

きる業者を。今の説明はよく分かるのですよ。い

やっているのは、要はうちではないという話の答

つまでもＢには上がれない、Ａには上がれないと

弁だったので、だから今日、副委員長のほうから

いう、業者を増やすという観点で、少し、例えば

こういう資料要求が出たのかなと私は思っていた

１本工事を２本に分けて、分けたらだめか、何か

のですけれども、その点についてどうなのです

町内の業者の育成に向けて、できるようなやり方

か。

とかというのは、その選考委員会の中で考えると

○長谷川委員長

いうことはないのですか。あくまでも数字にこだ

○佐々木土木課長

－ 36 －

課長。
役場の決まりとして、やはり

指名選考委員会を通して、そこで入札方式を決定

仕事が進むと思ってございます。ただ、今回のは

するということが基本となります。望ましいとい

そこまで徹底したかというところが、経済部とし

いますか、基本ですね。工事の委任に関しまして

ても、本来、謝るという部分があるかなと。です

は、いろいろな委任の方法はあるのですが、結

から、やはりそういう部分がもし欠落しているの

局、原課に技術者がいないですとかいうときに

であれば、例えば係長以上、こういう建設、例え

は、建築ですとか土木ですとか下水道、水道だと

ば道路の関係、そういうものが出てきた、そこが

か、農業土木であれば農業というふうに、委任を

技師がいないというところであれば、従来どお

して、できる職員のいる課のほうにお願いすると

り、方式としては、まずは担当課で全部考えてい

いうことをやっております。

ただくような形になりますけれども、できないと

土木課に関してなのですが、委任を受ける内容

ころは委任をしてもらうという中で、そこの意識

といたしましては、設計及び積算業務と、競争入

を共通していただくように、共有するということ

札の執行、業務管理及び完成検査というものを委

がこれから求められると思いますので、そういう

託で受ける。工事中に起きる地元調整などは、依

部分について、これから対応していかなければな

頼した原課のほうで行ってくださいということに

らないと考えておりますので、御理解のほどお願

しております。なので、指名選考に関しまして

い申し上げます。

は、先ほどの追加要求の大中山公民館ですとか大

○長谷川委員長

中山出張所解体工事の２枚目をめくっていただけ

○中川委員

ると、指名執行調書という中で、提出課が子育て

ども、要は昨日の質疑の中では、今の仕組みの話

健康支援課ということになっております。指名選

は分かったのですけれども、昨日の質疑の中で

考に上げるのは原課で上げますので、ここは子育

は、民生部長のお話だと、あくまでもうちは予算

て健康支援課から上がってきたものに対して、指

を通しているからここに載っていると。工事の受

名選考委員会で、どういう指名がいいのか、上

注ではない、ああだこうだというのは、違う課が

がってきた指名内容がいいのか、指名ではなくて

担当しているというので、本日になったというこ

一般ではないのか、総合評価を入れるべきではな

とだったと思うのですけれども、その辺はどうな

いかというものは指名選考委員会で審査し、決定

のですか。

します。それに基づいて、原課のほうで、あとは

○長谷川委員長 部長。

どこかの課に、土木工事であれば土木課に委任す

○青山経済部長

るですとか、建築であれば建築に委任するという

りませんけれども、経済部としては、委任される

形になります。もっとほかのほうではあるのです

立場なので、そこの部分は土木課長が答えた考え

が、競争入札の執行ということになっておりま

方ということを従来やってきておりますので、そ

す、委任先の受けた側の課としては。ですので、

こについては、うちのほうとしては委任をされる

指名選考委員会に諮る、諮らないというものは原

という形です。ただ、そこの共通認識のところが

課の判断になるかなというふうに思います。

職員間の中で一致していなかったということが今

○長谷川委員長 経済部長。

回あったということでございますので、そこにつ

○青山経済部長

今、土木課長のほうから答弁あ

いては、経済部としては、委任をする際の、やは

りましたけれども、そこの委任、いわゆる工事の

り意思の疎通を徹底していこうということで、係

所管をする各課に技師等がいなければ、やはりそ

長職以上でもしそういう事案がある場合は、まず

こは事務方で設計とかはできませんので、そこは

は事務局をやっているのは土木課がありますか

やっぱり委任をしていただくという形の中で、意

ら、そちらのほうに相談するとか、そういう部分

思の疎通というのでしょうか、土木課みたく書面

で対応していけば、共通の認識を持って今後事務

でやりとりをするということになれば、明らかに

を進めることによって、委任したからそっちが全

そこの部分はお互いの担当の中では共通の認識で

部やるというのではなくて、本来の姿はそういう
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中川委員。

言っていることは分かるのですけれ

同じような答弁になるかも分か

姿ということで土木課長が答えてございますの

りますので、御理解のほどお願いいたします。

で、そういう形にしていきたいということで、経

○長谷川委員長

済部としては努力していきたいと思いますので、

○中川委員

よろしくお願いいたします。

側に対してはそうですけれども、本来、委員会と

○長谷川委員長

しては、終わった課ですから、もう今さらですけ

○中川委員

中川委員。

中川委員。

そうして改善していただく、理事者

土木の立場も経済部の立場も分かる

れども、昨日の言い方であれば、うちは予算を通

のですけれども、そう言うしかないと思いますけ

すだけの課だから、この工事のことは違うという

れども、それしかないと思うのであれですけれど

話でこういうふうになったということは、ちょっ

も、それであれば、今、部制で、部長が３人いま

と委員会としてどうなのかなと思いますけれど

すので、経済部長、今日、こういうことが分かり

も、理事者の答弁として。今のではなくて、昨日

ましたので、発覚しましたので、各課の意思共通

の。要は次の課に投げて、ちょっと言い方を悪く

というのは当然のことなのですけれども、やはり

言うと、次の課に投げて、終わってしまえばもう

課長ではなくて部長が昨日答弁して、うちは予算

関係ないと。私たち委員会もさかのぼってやるこ

を通すだけのあれだという説明をしていたので、

とはできないとなれば、先ほど経済部長からそう

部長会議等でそこはしっかりと言っていかないと

いうお話があったので、それはそれでいいのです

いけないと思いますので、お願いします。

けれども。

○長谷川委員長 部長。

○長谷川委員長

○青山経済部長

余り気がつかなかったのですけれども……。（発

大変中川委員の貴重な御意見賜

委員会として、昨日は私自身は

りましてありがとうございます。今後、そういう

言する者あり）後日の予定の中に、その話を

ことのないように、やはり部長同士でも週１回、

ちょっと議論して、必要であれば報告書に載せる

会議をやっていますので、そういう場面でもお話

とか、そういう方法で検討していくとか、少しそ

させていただきながら、また、やはりこれは事務

のときまで時間をください。

を直接とるのは、やはり係長クラスが出てくるの

それでよろしいですか、皆さん。

かなと。確かに研修の中で、契約事務の研修は職

（「はい」と呼ぶ者あり）

員もやります。ただ、その中で、例えば建物を建

○長谷川委員長

てるとか、道路、農道とか、そういう部分という

ろしいですか。

のは、なかなか事務方で対応するというのはでき

平松委員。

質問のほうはこれで終わりでよ

ない。だから、そこによって、契約の仕方の研修

○平松委員

はされているのですけれども、ホームページ上も

れども、今、中川委員も言ったのですけれども、

載っているのですけれども、なかなか職員に周知

介護予防拠点、大沼婦人会館の改修工事というの

されているかというと、ちょっと私は弱いという

は４７３万円、これが出ていて、ＣとＢというラ

認識を持っています。ただ、過去どうだったかと

ンクだったのですよね。Ｃというのは、別の工事

いうと、その研修もやったと。ただ、その実績か

では６社も７社も入札参加しているのですけれど

らちょっと空間があきましたので、そういう部分

も、この工事に関しては、たしか地域限定という

を、やはり周知を、一部の職員だけが知っている

枠がついたので、それにかなう業者というのが足

のではなくて、やっぱりある程度の係長以上職

りないからＢをおろしてきたということなのだと

は、もしこういうものがあったら、指名選考委員

思ってはいるのですけれども、要は上の人を下に

会にかけなればならないよねとか、そういう部分

おろすよりも、下の人をできるだけ上に上げてあ

を気づくように、やはりちょっと研修というか、

げるための後押しをするという考え方があれば、

マニュアル的なものもちょっと検討させていただ

地域限定にしないで、一般競争入札にしても、こ

きながら、今後、このようなことのないように事

ういう改修工事なんて大したランクの高い工事で

務を進めてもらうためにも、経済部としても頑張

はないと思うのですけれども、その辺の基本的な
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さっきの質問の続きになるのですけ

考え方。ＡもＢも少ないのですよ。だからＣだけ

やっているのでしょうけれども、ほぼ１年間通し

で募集すればがーっと来ると。だから、その人た

ての補修工事を出しているから、なるべく地元の

ちの中から少しでもＢランクに上げてあげると

業者に多くの業者にとらせるということで区切っ

か、そういう考え方は持っていないのか、もう１

てやっているものなのか、こういった維持修繕の

回ちょっと答弁を。

関係であれば、通常だと１年間分、年間で一つ

○長谷川委員長

ぼーんと出すケースもあると思うのですけれど

課長。

○佐々木土木課長

平松委員おっしゃいますよう

も、ちょっとその辺の考え方をまず一つ教えてく

に、Ｂランク対象工事でＣランクを入れてはどう

ださい。

かということになりますが、指名選考の考え方と

○長谷川委員長

いたしましては、その業者であればこの金額、こ

○佐々木土木課長

のレベルの工事はできるであろうという点数で割

持管理組合ですとかというものに１年間委任す

り振りしております。ですので、同じ工事を入れ

る、委託する、その都度、月別に精算、請求を上

るのであれば、より技術力の高い会社、できない

げて精算払いしていくですとか、４期に一度、４

ということではないのでしょうけれども、技術力

期に分けて払うですとかという考えもあると思い

や会社の規模によってランク別に決めております

ます。当町も、除雪等に関する調査特別委員会の

ので、直近上位を入れるというのが基本的な考え

報告だったと思うのですが、そちらの中で、組合

方となります。今回の工事は、指名でよかったの

方式も検討するというふうになっております。今

ではないのかということでございますけれども、

もそれは除雪委託に関しまして、担い手不足です

先ほども答弁いたしましたけれども、今回の工事

とかというものもございますので、組合に対して

は国の補助事業となっておりまして、一般競争入

の発注というものも常に検討はしております。な

札を行うということが基本となっております。で

かなか各社、今まで七飯町も今まで別々に、今も

すので、今回は指名競争ではなく、一般競争入札

１０ブロックに分けて除雪を発注していますし、

を行ったという経緯でございます。

舗装補修に関しましては２５０万円程度を分けて

以上です。
○長谷川委員長
○平松委員

課長。
北海道のほうとかですと、維

発注するということをとっております。舗装業者
平松委員。

も少ないですので、なるべく受注機会を増やした

確認ですけれども、婦人会館の改修

いというのも一つでございます。経費的にも、こ

工事というのは国の補助事業だったのか。

の程度の１,２００万円、１,４００万円であれ

○長谷川委員長

ば、一括発注しても分けて発注しても経費率は変

課長。

○佐々木土木課長

原課でないので、何の補助

わりませんので、経費的不利というものはござい

だったのかというのは自分も分かりませんけれど

ませんので、なるべく１本目を出して２本目は

も、補助事業で国の補助金が入っているというふ

ラップするようにと。終わって、入札に入るので

うに伺っております。

はなくて、終わる前に実績を上げてもらって、そ

以上です。
○長谷川委員長

ろそろこの工事は終わるよ、その前になるべく発
よろしいですか。

注して、間があかないように、住民サービスが滞

ほかに。

らないようにということで、細かく分けて今は発

川村委員。

注しているところでございます。

○川村委員

資料要求の１３０万円以上の工事の

以上です。

関係で、ナンバー１とナンバー２なのですけれど

○長谷川委員長

も、最初の町道等舗装補修工事と、工期が３１年

○川村委員

川村委員。

分かりました。

の４月５日から令和元年７月１日で、その後に町

ナンバー２の１番目、２番目、町道の随時補修

道舗装補修、その２、その３、その４、その５

工事と、その６というの、これは工期が３月１９

と、２ページに、１年間ずつ、工期を区切って

日から３月３１日、１０日間ずつしかないのだよ
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ね、両方とも。この間というのは何をやったの

な経費がかかる可能性も出てくるということを考

か。これはラインを引いた作業なのか、それとも

えれば、やっぱり計画的に購入して、速やかに道

穴ぼこの補修でやったのか、余りにも工期が、二

路の舗装工事の完了をするとか、そういったよう

つとも１０日間しかないから、ちょっとその辺の

なことができないのかどうか、そこら辺、ちょっ

説明をお願いします。

とお聞かせください。

○長谷川委員長

○長谷川委員長

○佐々木土木課長

課長。
こちらは、令和元年度、雪が

○佐々木土木課長

土木課長。
一番最後のページが分かりや

少なく、春の舗装の傷みというものが激しかった

すいかなとは思うのですけれども、用地購入して

ということです。こちらのほうは全て舗装補修、

未実施の路線が６路線ございます。こちらも道路

パッチングでの対応となります。１日大体４トン

整備５か年ですとか、いろいろな補助事業が入っ

から５トン、１業者こなせますので、工期自体は

てきた用地など、峠下８号線も補助事業となって

１２日間にはなっておりますが、中身的には１０

おりますし、道道大野大中山線は道の事業に対す

日くらいでの施工で、３月３１日までぎりぎりで

る未処理用地の処理、単独になって、中野７号線

舗装のほうは完了しております。おかげさまで事

も補助事業だったのですけれども、こちらも単独

故等もなく、舗装状態が悪かったのですけれど

事業となっております。追っかけで、距離が長い

も、何とか迷惑をかけずに舗装補修のほうで済ん

路線、桜町１０号ですとか藤城８ですとか６です

だということになっております。

とか、この辺はちょっと距離が長い工事路線と

以上です。
○長谷川委員長

なっておりますし、なかなか優先順位をつけて道
よろしいですか。

路整備５か年も着手はしていくのですけれども、

ほかに。

ちょっと優先順位がその年によって落とさざるを

（「なし」と呼ぶ者あり）
○長谷川委員長

得なかったですとかということになります。未処

副委員長から何かございます

か。

路線。その民地を現道未処理用地と言いますけれ

副委員長。
○田村副委員長

理用地というのは、現道の中に民地が入っていた
ども、その現道内に民地が入っていたところを官

１点、過去５年間の道路用地購

地にするために購入する、その辺の表現が未処理

入状況の２７年度、これは１６件あるのですけれ

用地という表現になります。もともと民地だった

ども、１件だけ完了して、あとはそのままという

ところを、道路がちゃんと走っているので、私権

ことで、やっぱりこれには何か理由があるのか。

を発生させないために用地を購入して、役場の道

次のページなのですけれども、２８年度、これ
で工事完了の有無なのだけれども、これ、２８年

路用地とするということも未処理用地という表現
でございます。

の間違いかな、でいいですか。

以上です。

それと、未処理用地というのはどういう意味な

○長谷川委員長

のか、ちょっと教えていただきたいということ。

ほかに質疑ございますか。

あと、２９年度もなかなか処理が進んでいない
ということで、道路の計画か何かあると思うの

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。

で、そこら辺から照らし合わせると、２７年、２

以上で、土木課に対する審査を終了します。

９年、このあたりがなかなか進んでこない。た

土木課長、大変御苦労さまでした。

だ、道路用地は買っているという、非常に不自然

次に、都市住宅課の審査を行います。

な考え方が。当然、買ったらそれなりの効果を上

都市住宅課長、御苦労さまです。

げるというか、費用対効果から考えれば、５年も

それでは、決算書及び提出資料に基づき、説明

３年も投げているという話になると、やはり雨が

を簡潔にお願いいたします。

降れば穴があいて、砂利を入れるとかという余分
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課長。

○川島都市住宅課長 それでは、都市住宅課所管

１,７８６万３,１８０円、執行率９９.８％で

の決算説明をさせていただきます。

す。ここでは、１３節委託料、１５節工事請負費

共通様式ナンバー１、決算書１６６ページから

は、ＰＲ情報看板設置に伴う実勢価格調査委託

１６７ページ、事業決算名、建築指導費（指導）

料、また、峠下地区情報看板設置工事として１,

になります。事業目的は、建築確認事務の推進を

７５６万７,０００円。歳入については記載のと

目的としているもので、当初予算２９１万円、３

おりとなっております。

月に整理補正を行い、予算現額１１万３,０００

続きまして、共通様式ナンバー６、１７６ペー

円、決算額が１０万６,３０５円、執行率は９４.

ジから１７７ページ、事業決算名が公園整備費に

１％になっております。歳入については記載のと

なります。事業目的としては、都市公園内の維持

おりとなっております。

管理を目的としております。当初予算額２,０６

続きまして、共通様式ナンバー２、決算書、同

２万４,０００円、９月に記載のとおり補正を行

ページになります。事業決算名、建築指導費（営

い、予算現額２,１５４万３,０００円、決算額が

繕）になります。事業目的は、建築営繕事務の推

２,１０４万５,６５１円、執行率が９７.７％と

進を目的としております。当初予算６９万２,０

なっております。ここでは、需用費の光熱水費に

００円、補正なしで、決算額が６８万６,０１０

なりますが、都市公園等の電気料１０８万８,４

円、執行率が９９.１％で、内容については記載

４５円は、施設として２２施設の光熱水費の分と

のとおりになっております。

なっております。上下水道料７０万３,２１０円

続きまして、ナンバー３、決算書１６６ページ

については、施設としては１５施設となっており

から１６９ページ、事業決算名は建築指導車管理

ます。１２節役務費の汲取り料はやまびこ児童公

費になります。目的としては、公用車１台分の維

園になります。次に、委託料は８項目あり、ここ

持管理となっております。当初予算１１万５,０

では、委託料の総体で３８万円ほど不用額があり

００円、９月に冬タイヤ購入分として７万６,０

ますが、これについては、総合公園等の除雪委託

００円補正しており、予算現額が１９万１,００

料となって、理由としては、降雪量が少なかった

０円、決算額が１６万７,１７３円、執行率が８

ことでの除雪回数分の減となっております。

７.５％となっております。

続きまして、共通様式ナンバー７、決算書ペー

続きまして、ナンバー４になります。項が変わ

ジが、事業決算名、公園整備連絡車管理費になり

り、決算書１７４ページから１７５ページ、事業

ます。ここでも公用車１台分の維持管理を目的と

決算名は都市計画総務費になります。目的として

して、当初予算額２１万７,０００円、９月に冬

は、都市の健全な発展と秩序ある整備の推進を目

タイヤ購入分として補正し、予算現額が２６万

的としています。当初予算額４９５万２,０００

８,０００円、決算額が２４万４,７６１円、執行

円、３月に記載のとおりそれぞれ整理補正を行

率が９１.８％となっております。

い、予算現額が４５１万９,０００円、決算額が

続きまして、共通様式ナンバー８、ページが１

４４８万８,８７０円、執行率が９９.３％で、歳

７８ページから１７９ページ、事業決算名が都市

入については記載のとおりになっております。お

環境整備費になります。目的は、都市計画の創出

おむね予算どおりの執行になっております。

と行政財産の維持管理を目的としているもので、

続きまして、共通様式ナンバー５、決算書、同

予算現額が９４７万３,０００円、決算額が９４

ページ、事業決算名が社会資本整備総合交付金事

４万３,１９０円、執行率９９.７％となっており

業（都市再生）になります。ここでは、峠下地区

ます。

の面的整備による地域活性化の推進を目的として

続きまして、共通様式ナンバー９、決算書ペー

おります。当初予算額１,８５８万３,０００円、

ジ、１７８ページから１８１ページ、項が変わっ

３月に記載のとおりそれぞれ整理補正を行って、

ております。事業決算名、公営住宅管理費になり

予算現額が１,７８９万５,０００円、決算額が

ます。目的としては、町営住宅の円滑な維持管理
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を目的としているもので、当初予算１,３６０万

１５件、２万６,５００円、未納額として提出し

３,０００円、記載のとおりそれぞれ補正を行っ

ておりますが、昨日時点では完納されておりま

ております。予算現額が１,９８５万６,０００

す。

円、決算額が１,９８２万７,７６７円、執行率が

続きまして、追加資料として、別冊でＡ３で提

９９.９％になっております。歳入、特定財源に

出しております、各課共通としては、都市住宅課

ついてはそれぞれ記載のとおりとなっておりま

としては２項目ございます。

す。

１枚目から２枚、３枚目、ナンバー３まで、令

続きまして、共通様式ナンバー１０、決算書

和元年度の工事または製造の請け負い契約１３０

ページ１８０から１８１ページ、事業決算名は社

万円以上の状況ということで、全体で１５本、契

会資本整備総合交付金事業（公住）になります。

約事務を行っております。そのうち１０本、長寿

目的としては、公営住宅長寿命化計画に基づく円

命化の繰り越し事業関係になっております。地域

滑な更新を目的としております。当初予算２,１

限定の一般競争入札としては１５件のうち１１

２０万７,０００円、記載のとおりですが、補正

本、指名入札としては３件、随意契約として１

予算額が１億３,６２３万４,０００円、前年度繰

件、計１５本となっております。詳細については

越額が４億４,３２２万４,０００円、予算現額が

記載のとおりです。

６億６６万５,０００円、支出済額が４億３,８０

続きまして、最後の４枚目になります。土地貸

９万３４円、翌年度繰越額が１億３,９３５万７,

し付け収入、建物貸し付け収入の内訳金額、面積

０００円、不用額として２,３２１万７,９６６

という状況で、都市住宅課所管としては、土地貸

円、執行率９６.１％となっております。歳入に

し付け収入ということで、１２万２,７７０円、

ついては記載のとおりです。ここでは、不用額

これについては、鳴川３丁目１５９の１ほか１と

２,３１１万７,９６６円になりますが、右の左下

いうことで、貸付者は記載のとおりです。場所と

に参考として内訳を載せておりますので、御覧願

しては、公住団地の跡地で、上にラーメン屋があ

います。ここでは、令和元年度については執行率

りますので、それの駐車場分を４００平米貸して

１００％でありますが、下段の前年度繰越額予算

おります。

については、不用額２,３１１万７,９６６円、執

簡単ですが、以上、説明を終わります。

行率としては９４.８％となっております。これ

○長谷川委員長 ありがとうございました。

は繰越明許事業で実施した表右側に記載しており

これより質疑を行います。

ます冬トピア団地、桜Ｂ団地、吉野山団地の工事
管理委託料と改修工事分となっております。その

（「なし」と呼ぶ者あり）
○長谷川委員長 質疑を終わります。

入札執行残になっておりますので、御理解願いま
す。

以上で、都市住宅課に対する審査を終了しま
す。

共通様式は以上です。

都市住宅課長、御苦労さまでした。

続きまして、様式３についての収入未済額の状

暫時休憩します。

況になります。

午後

これについては、ナンバー１とナンバー２、２

午後

４時２５分

再開

○長谷川委員長 引き続き再開いたします。

ります。収入未済額については１８件で９７万
９,２００円となっておりますが、昨日の９月１

休憩

──────────────

枚目もありますけれども、１枚目が町営住宅使用
料ということで、収入未済額の状況を記載してお

４時１４分

横田委員から早退の届け出がありました。報告
いたします。

４日時点では、残り２件で、未納が５万５,８０

次に、上下水道課の審査をいたします。

０円程度になっております。２枚目の収入未済額

上下水道課長、御苦労さまです。

については、これは駐車場の使用料分としては、

それでは、決算書及び提出資料に基づき、説明

－ 42 －

を簡潔にお願いします。

３,９６０円となり、予算執行率は９４.２５％と

なお、下水道事業特別会計、水道事業会計につ
いてもあわせて説明願います。

１,８３７円で、この残高は令和２年４月１日か

水道課長。
○笠原上下水道課長

なっております。歳入歳出差引額は２,３３２万
ら開始した新会計へ引き継いでおります。

それでは、令和元年度、ま

ずは七飯町下水道事業特別会計の決算の概要につ

続きまして、決算調書となりますが、３８４
ページの歳入の説明をいたします。

いて、資料については、先にお配りしております

最初に、１款１項１目下水道事業分担金は、調

決算書に基づいて説明いたします。決算書のほう

定額３９６万９,１００円に対し、収入済額は３

の御準備をよろしくお願いいたします。

５５万４,５００円、不納欠損額は１７万２,００

今回の決算では、令和２年４月１日より下水道
事業が公営企業会計に移行したことに伴い、下水

０円で、収入未済額は２４万２,６００円となっ
ております。

道事業会計は令和２年３月３１日をもって打ち切

次に、２款１項１目下水道使用料は、全体では

り決算を行っております。それに伴い、下水道事

調定額３億９,８７８万７,４１０円に対し、収入

業特別会計では、出納整理期間がないため、例年

済額は３億５,３３３万７,８００円、不納欠損額

と比較し、収入では調定額より下水道使用料など

は３８万３,６７０円で、収入未済額は４,５０６

の収納率が少なく、支出でも４月以降の執行分が

万５,９４０円となっております。使用料の内訳

ないため、予算に対する執行率も低くなっており

となりますが、１節公共下水道使用料は、調定額

ますが、４月１日から、未収金、未払い金として

３億５,２８５万７,７２０円に対し、収入済額は

引き継いだ下水道事業会計において収入、支出を

３億１,２９７万５,６００円、不納欠損額は３４

行っているところでございます。

万７４０円で、収入未済額は３,９５４万１,３８

まず最初に、決算書の３７７ページでございま

０円となっております。その下、２節特環下水道

す。実質収支に関する調書となりますが、歳入総

使用料は、調定額４,５９２万９,６９０円に対

額は８億５,２１７万２,８９７円に対しまして、

し、収入済額は４,０３６万２,２００円、不納欠

歳出総額は８億２,８８５万１,０６０円で、歳入

損額は４万２,９３０円で、収入未済額は５５２

歳出差引額は２,３３２万１,８３７円となり、翌

万４,５６０円となっております。

年度へ繰り越すべき財源５,０００円を差し引い

次に、３款１項１目下水道費国庫補助金は、調

た実質収支額は２,３３１万６,８３７円となりま

定額、収入済額ともに３,３０５万３,４４０円で

す。

ございます。内訳は、１節公共下水道費補助金

次に、３７８ページになります。歳入の合計で

は、汚水管渠実施設計に対する補助金２８４万４

ございます。１款分担金及び負担金から９款町債

００円、１節特環下水道費補助金は、大沼下水浄

まで、予算現額は８億８,８４０万円に対しまし

化センターの設備更新工事に対する補助金で３,

て、調定額は９億２６４万７,５５４円、収入済

０２１万３,０４０円となっております。

額は８億５,１７２万８９７円で、不納欠損額は

次に、４款１項１目下水道費道補助金は、調定

受益者分担金と下水道使用料を合わせた５５万

額４６１万円に対して、収入未済額となっており

５,６７０円となっております。収入未済額は、

ますが、４月１日から公営企業会計に移行後に全

同じく受益者分担金と下水道使用料を合わせた

額収入済となっております。

４,９９１万８,９８７円となっております。

次に、５款財産収入は、大沼下水浄化センター

次に、３８０ページの歳出の合計となります

の改築更新に伴い発生する撤去物、主に鉄くずな

が、１款公共下水道費から３款予備費まで、予算

どですが、売り払い収入で５万６,１８８円の収

現額は８億８,８４０万円に対しまして、支出額

入となっております。

は８億２,８８５万１,０６０円、翌年度繰越額は

次に、３８６ページの６款繰入金は、一般会計

８５０万５,０００円で、不用額は５,１０４万

からの繰入金で、４億円となっており、内訳は、
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公共下水道分で２億７,７５５万４,４７９円、特

道事業会計の令和２年度法適用開始に向けた準備

環下水道分で１億２,２４４万５,５２１円でござ

費用で１５万８,９０６円、執行率は１.３８％の

います。

支出となり、予算に対しての支出はほとんどござ

次に、７款繰越金は、前年度からの繰越金で６
６３万２,００２円となっております。

いませんが、４月１日からの公営企業移行後に支
出しており、支出後の執行率はほぼ１００％と

次に、８款１項１目雑入は、臨時職員１名分の

なっております。

雇用保険料個人負担金のほか、道路改良工事支障

次に、下水道工事連絡車管理費は、公用車１台

物件移設保障金を受けており、２６３万８,９６

分の燃料費、保険料などで２１万４,４３７円、

７円となっております。

執行率は８７.５％となっております。

次に、９款１項１目下水道債は、調定額、収入
済額ともに５,２９０万円となっております。

次に、下水道整備職員人件費は、職員２名分の
人件費で１,４００万８,１６６円、予算執行率は

続きまして、３９０ページの歳出についてでご

９８.４１％となっております。

ざいます。

続きまして、３９４ページの２項１目下水道管

最初に、１款１項１目下水道事業費ですが、予

理費ですが、予算現額２億４１２万６,０００円

算現額は１億８,６４４万４,０００円に対し、支

に対しまして、支出済額は１億８,３２７万６,７

出済額は１億４,８５８万８,３３９円、翌年度に

６８円で、不用額２,０８４万９,２３２円となっ

繰り越す事業費８５０万５,０００円を差し引い

ております。右側の事業別の内訳となりますが、

た不用額は２,９３５万６５１円でございます。

下水道管理費の主な支出は、公共下水道の維持管

右側の事業別の内訳とありますが、下水道整備

理に要する経費として、マンホール、ポンプ場の

事務費の主な支出は、臨時職員の雇用費、職員旅

電気料、維持管理委託料のほか、函館湾流域下水

費、水道事業会計の負担金など、下水道整備に要

道事務組合の負担金などで、合計１億７０５万

する事務費で、合計４,６９７万９,２２４円と

９,９４７円、執行率で９９.０８％の支出となっ

なっております。

ております。

次に、公共下水道整備事業は、汚水桝の新設、

次に、３９７ページ、賦課収納事務費でござい

移設工事などで合計２,１２７万１,５６０円、予

ます。下水道使用料と受益者分担金の賦課収納業

算執行率では９８.０４％の支出となっておりま

務に要する経費で、水道事業会計への委託してい

す。

る下水道使用料の賦課収納業務の委託料などで、

続きまして、流域下水道整備事業は、北海道が
施工する函館湾流域下水道事業の設備更新に伴う

合計１,４７３万６,３７６円、執行率で９４.４
５％の支出となっております。

七飯町分の負担分で１,０５６万６,２０６円、執

次に、浄化センター作業車管理費は、大沼下水

行率は５５.３５％の支出となっております。な

浄化センターに配置しているホイルローダー、ダ

お、予算額１,９０８万９,０００円のうち、翌年

ンプトラック各１台の自動車損害保険料及びク

度への繰り越し事業分として８５０万５,０００

レーンつきトラックの借上料で６２万９,２００

円が含まれておりますので、実質的な予算執行率

円の支出をしております。

はほぼ１００％となっております。

次に、浄化センター管理費は、大沼下水浄化セ

次に、３９３ページの特環下水道整備事業は、

ンターの維持管理に要する経費として、施設修繕

大沼下水道浄化センターの設備更新事業に要する

費、浄化センター管理業務委託料などで合計６,

建設改良費で５,５３８万９,８４０円、執行率は

０８５万１,２４５円の支出となっております。

９９.５％の支出となっております。浄化セン

続きまして、３９８ページの２款１項公債費

ターの機械、電気設備の更新事業などを行ってお

は、予算現額４億９,７２３万円に対し、支出済

ります。

額は４億９,６９８万５,９５３円、不用額は２４

次に、法適化移行及び経営戦略策定費は、下水

万４,０４７円で、予算執行率は９９.９５％と
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なっております。内訳ですが、１目元金は、長期

の消滅時効の規定に基づいて行っております。

債元金償還金４億３,１９９万２,５６１円の支出

最後に、下水道分の追加要求資料といたしまし

となっております。次に、２目利子は、長期債利

て、上下水道所管分、下水道事業特別会計の使用

子の償還金として６,４９９万３,３９２円の支出

料として、契約金額１３０万円以上の工事または

をしております。

製造の請け負い状況は４件、財産の買入れは１

最後に、４００ページの３款予備費ですが、予

件、その他の契約は５件、また、町単独補助金の

算現額６０万円の全額が不用額となっておりま

内訳金額については、水洗便所改造等資金利子補

す。

給の１件の内容の資料を提出しておりますが、内

以上で、令和元年度下水道事業特別会計の決算

容については記載のとおりとなっております。

の概要についての説明を終わらせていただきま
す。

引き続きまして、水道事業会計決算について説
明させていただきます。

続きまして、各課共通の要求資料一覧について
御説明いたします。

まず、薄い冊子の水道事業会計の決算書のほう
から説明させていただきます。

下水道事業分でございます。様式２の予算流用

まず最初に、決算書の目次からとなりますが、

及び予備費充用の状況ですが、委託料で地方公営

水道事業会計決算についは三部構成となってお

企業法適用に当たり、公認会計士等への相談が必

り、上から順に、決算報告、財務諸表の項目、次

要となったため、１６万５,０００円を需用費か

に事業報告、最後は決算附属書類の説明となりま

ら流用しております。

す。決算書のページ総数が３５ページにも及ぶた

次に、様式３の収入未済額の状況でございま
す。現年度分では、収入未済額で、公共下水道使

め、内容については要所のみを説明とさせていた
だきます。

用料が３,８１０万６,４６０円、特環下水道使用
料が５３２万５,７８０円、合計で４,３４３万

それでは、初めに、２ページ目の決算報告書を
御覧願います。

２,２４０円となっております。

（１）収益的収入及び支出の決算報告でござい

次に、滞納繰越分では、収入未済額で、公共下

ますが、これは消費税込みの決算額となります。

水道受益者分担金は、平成２４年から３０年度ま

収入では、第１款水道事業収益は、予算額５億

での２４万２,６００円、公共下水道使用料は２

８,３００万円に対しまして、決算額は５億５,２

４年度から３０年度までの１４３万４,９２０

５１万８,２６１円で、予算額に比べ決算額は３,

円、特環下水道使用料は２６年から３０年度まで

０４８万１,７３８円の収入減となっておりま

の１９万８,７８０円の、全ての合計で１８７万

す。また、決算額のうち、借受消費税及び地方消

６,３００円となっております。

費税として３,６９５万６,０６９円が消費税分と

次に、様式４、不納欠損処分の状況でございま

して決算額に含まれております。

す。

次に、下段の支出では、第１款水道事業費用

ナンバー１でございます。公共下水道受益者分

は、予算額４億７,４００万円対しまして、決算

担金は、平成２４年度、２６年度分で８件、１７

額は４億６,７３５万６,８４１円で、不用額は６

万２,０００円の不納欠損処分をしております。

６４万３,１５９円、執行率は９８.６％となりま

次のページのナンバー２の公共下水道使用料

す。同じく決算額には仮払い消費税及び地方消費

は、平成２４年度から２６年度分で１９６件、３

税分として１,１５２万２,３５１円の消費税支払

４万７４０円の不納欠損処分をしております。

額が含まれております。

次のページ、ナンバー３の特環下水道使用料

続きまして、４ページになります。（２）資本

は、平成２６年度分で３３件、４万２,９３０円

的収入及び支出の決算報告でございますが、こち

の不納欠損処分をしており、法的根拠につきまし

らも同じく消費税込みの決算額となります。収入

ては、いずれも地方自治法第２３６条の金銭債券

では、第１款資本的収入は、予算額１億４０７万
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４,０００円に対しまして、決算額は１億４０７

及び剰余金がその年度中にどのように増減したか

万４,０００円で、予算額と同額となっておりま

を表す計算書となります。先ほど説明した当年度

す。次に、下段の支出では、第１款資本的支出

純利益６,８０７万６,４９０円は、利益剰余金の

は、予算額３億３,７８０万９,０００円に対しま

未処分利益剰余金、当年度変動額の欄に記載され

して、決算額は３億３,７８０万４,１０４円で、

ており、前年度の繰越利益剰余金７,２０８万７

不用額は４,８９６円、執行率は１００％とな

６１円を加えた１億４,０１５万７,２５１円が当

り、同じく決算額には仮払い消費税及び地方消費

年度末残高となります。

税分として１,６２１万４,７２０円の消費税支払

次に、下段の４、剰余金処分計算書となりま

い額が含まれております。

す。令和元年度の未処分利益剰余金の当年度末残

○長谷川委員長

高１億４,０１５万７,２５１円に対して、七飯町

あらかじめ申し上げます。

本日の会議時間は、審査の都合により、あらか

の水道事業の剰余金処分等に関する条例の規定に

じめ延長いたします。

基づき、積立処分を行うものでございます。未処

以上でございます。

分利益剰余金の２０分の１以上の額、５,０００

課長、続けてください。

万円を企業債の償還に充てる目的の減債積立金に

○笠原上下水道課長

決算報告書一番下の注意書

積み立て、同じく建設改良費の補塡財源に使用さ

き１でございますが、資本的収入額が資本的支出

れている建設改良積立金に２,０００万円を積み

額に対して不足する額は２億３,３７３万１０４

立てしております。

円で、これについては、当年度分消費税及び地方

続きまして、１０ページ、５、貸借対照表とな

消費税資本的収支調整額などで不足分を補塡して

ります。最初の資産の部からとなりますが、１の

おります。

固定資産については、配水管や電気計装設備な

次に、７ページになります。

ど、４条予算に整備した水道施設の取得価格、減

ここからは財務諸表の説明となりますが、財務

価償却累計額、残存価格などをあらわし、固定資

諸表の会計処理につきましては、消費税額を除い

産額合計では４４億７,６３８万７５１円となり

た税抜きの方式の計算書となっております。

ました。

最初に、損益計算書１の営業収益の合計４億

次に、２の流動資産は、現金預金の期末残高、

３,３８８万５,８２２円から、２の営業費用の合

未収分の水道料金などを計上しており、４億５,

計４億３９２万４,１５４円を差し引いた２,９９

３２３万９１４円となっております。

６万１,６６８円が営業利益となります。

次に、１１ページの負債の部でございますが、

次に、３の営業外収益の合計８,０５９万２,９

３の固定負債と４の流動負債には、主に企業債の

４７円を加え、４の営業外費用の合計４,３４２

年度末現在高を計上しており、令和２年度の企業

万５,７０５円を差し引いた６,７１２万８,９１

債償還額として１億４,２８１万３,８０８円を流

０円が計上利益となり、５の特別利益１１３万

動負債に、令和３年度以降の総支払予定額の２３

３,３１１円を計上利益に加え、６の特別損失１

億５,７１２万１,０８５円を固定負債に計上して

８万５,７３１円を差し引いた６,８０７万６,４

います。令和元年度末の企業債現在高は、２４億

９０円が当年度の純利益となります。この当年度

９,９９３万４,８９３円となっております。

純利益に前年度からの繰越利益剰余金７,２０８

次に、５の繰延収益は、償却資産の取得に伴い

万７６０円を加えた１億４,０１５万７,２５１円

交付された補助金等を長期前受金の項目に整理し

が当年度未処分利益剰余金となり、この額の一部

ており、長期前受金の年度末残高は２４億６,２

を減債積立金などへ積み立て処分を行うこととな

５８万８,２４０円、資産の減価償却に見合う収

ります。

益化累計額は９億５,１７７万８,６１０円で、繰

続きまして、８ページ、３、剰余金計算書にな
ります。この表は、貸借対照表で整理する資本金

延収益合計は１５億１,０８０万９,６３０円と
なっております。

－ 46 －

続きまして、１２ページの資本の部となります

を記載しております。それぞれ前年度と比較して

が、６、資本金と、７、剰余金は、先ほどの剰余

おりますので、後ほど御覧いただければと思いま

金計算書で説明しておりますので、説明は割愛さ

す。

せていただきます。

次に、２７ページから２９ページまでは、４、

続きまして、１３ページの、６、注記となりま
す。

会計に関する事項となります。（１）重要契約の
要旨でございますが、令和元年度中に契約締結し

１の重要な会計方針に係る事項に関する注記に

た主要な契約を記載しております。

は、棚卸資産の評価基準、評価方法、固定資産の

次、３０ページの（２）企業債及び一時借入金

減価償却の方法、引当金の計上方法、消費税等の

の概況でございます。企業債の当年度末現在高

会計処理の基準を定めております。

は、先ほども説明しましたが、２４億９,９９３

次のページとなります。

万４,８９３円で、前年度と比較して４,１５７万

２の貸借対照表に関する注記には、当年度の引

８,３８４円減少しております。

当金の移動額について記載しております。

その下、（３）その他会計経理に関する重要事

次のページの、３、セグメント情報に関する注

項は記載のとおりで、３１ページになりますが、

記ですが、水道事業会計規程により、報告セグメ

５の付帯事項についても記載のとおりでございま

ントを、七飯、藤城、大沼地区に分けて、それぞ

す。

れの営業収益、営業費用等の金額を明示しており
ます。

６、その他の（１）付加税収入の使途の特定に
ついて、（２）決算日後に生じた企業の状況に関

次に、１７ページからは事業報告書となりま

する重要な事項についても記載のとおりでござい

す。１８ページをお開き願います。令和元年度七

ますので、説明は省略させていただきます。

飯町水道事業報告書でございます。１、概要、総

続きまして、決算附属書類となります。

括事項ですが、イの給水事項及び配水状況とし

３５ページになります。キャッシュフロー計算

て、給水人口は２万７,６５４人、給水戸数は１

書でございます。水道事業会計のキャッシュフ

万１,８１４戸で、前年度と比べ２４戸の減と

ロー計算書は、民間企業の多くで採用されてお

なっております。

り、間接法表示に準拠して作成しており、当年度

次のロの建設改良事業等の①管路新設、②の設
備更新事業等は記載のとおりでございます。

純利益が計算の起点となりますので、後ほどこれ
もご覧いただければと思います。

次のページ、ハの財政状況の説明でございます

次に、３６ページの、２、収益費用明細書でご

が、前段に説明したとおりでございますので、こ

ざいます。損益計算書の内訳でございますが、

こでは説明は割愛させていただきます。

（２）の収益明細書については、前段で説明して

次に、２０ページから２１ページには、議会議

おりますので、説明は省略させていただきます。

決事項、行政官庁認可事項、職員に関する事項、

次に、３８ページ目となります。（２）費用の

料金その他供給条件の設定または変更に関する事

明細から簡単に説明させていただきます。水道事

項などを記載しております。

業費用は４億４,７５３万５,５９０円で、前年度

次に、２２ページから２４ページまでは、２、
工事に関する事項です。令和元年度において着工

と比較し、２７６万２,６７８円減少し、増減率
は０.６％の減となっております。

または竣工した建設工事、改良工事等の施工内容

１項営業費用は４億３９２万４,１５４円で、

を記載しておりますので、後ほど御覧いただけれ

各費目の内訳ですが、１目の原水及び上水費は、

ばと思います。

原水の取り入れ並びに原水の滅菌に係る設備の維

続きまして、２５ページから２６ページまで

持及び作業に要する費用で、３,９０９万８,４６

は、３、業務に関する事項ですが、予算に定めら

０円となっております。次に、２目配水及び給水

れた業務の予定量について、年度末における実績

費は、配水池、配水管など、配水に係る設備並び
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に給水装置に付属する揚水機等の維持及び作業に

せていただきます。

要する費用で、７,１６５万８,８１６円となって

最後に、決算書５２ページ、５３ページは、参

おります。次に、３目受託工事費は、給水装置の

考で、七飯町水道事業の経営分析、財務分析表を

新設及び修繕等の受託工事に要する費用で、当該

掲載しております。後ほど御覧いただければと思

年度の支出はございませんでした。次に、４目業

います。

務費は、水道料金の調定、集金及び検針等の業務
に要する費用で、４,９４４万１,２３４円となっ

以上で、水道事業会計の決算書の概要について
説明を終わります。

ております。

続きまして、要求資料について説明いたしま

次のページでございますが、５目総係費は、水

す。

道事業活動の全般に関連する費用で、２,８４３

様式３の収入未済額の状況ですが、現年度分の

万５,４３１円となっております。次の６目減価

内訳で、一番上の水道料金から一番下の工事検査

償却費は、有形固定資産の減価償却費として２億

手数料まで、令和元年度予算から発生した収入未

９０６万３,５２２円となっております。７目資

済額は４,６２３万５,８６０円でございます。

産減耗費は、固定資産の除却費として６２６万

次に、滞納繰越分の状況ですが、収入未済額は

６,６９１円となっております。

全て水道料金でございます。一番下の合計の欄で

次に、２項営業外費用は４,３４２万５,７０５

ございますが、調定額合計５,３９８万７,７１０

円で、内訳は、支払利息の企業債利息となりま

円から、収入額合計５,０９１万１,８５０円と、

す。

不納欠損額の合計６８万１,５２０円を差し引い

次に、３項特別損失は、過年度損益修正損で、

た２３９万４,３４０円が収入未済額となりま

前年度以前の損益の修正で、損失の性質を有する

す。年度別の内訳については記載のとおりでござ

ものを計上しており、この内容は水道料金の過年

います。

度還付金となっております。

次に、４の不納欠損処分の状況でございます。

次に、４２ページ、３の資本的収支明細書でご

件数３２０件、金額で６８万１,５２０円の不納

ざいます。こちらは全て消費税込みの決算書と

欠損処分をしており、いずれも民法第１７３条の

なっておりますが、（１）収入の明細では、資本

金銭債権の消滅時効によるものでございます。

的収入が１億４０７万４,０００円で、前年度と

最後に、追加要求資料として、上下水道課所管

比較して１,１１９万３,９６０円の減少で、増減

分水道事業会計の資料としまして、契約金額１３

率は９.７％の減となっております。

０万円以上の工事または製造の請負状況は、ナン

次のページで、（２）の支出の明細ですが、資

バー１からナンバー３までの１５件、財産の買い

本的支出は３億３,７８０万４,１０４円で、前年

入れは２件及びその他の契約は、これもナンバー

度と比較して４,２１６万３,０５６円の増加、増

１からナンバー３までの３枚で、１４件を提出し

減率で１４.３％の増となっております。

ております。内容については記載のとおりとなっ

支出の内訳では、１項建設改良費は、水道施設

ております。

の整備改良等に要する経費を計上しており、決算

以上で、提出した資料の説明を終わらせていた

額は１億９,６２２万５,７２０円、２項の企業債

だきます。よろしくお願いいたします。

償還金は１億４,１５７万８,３８４円となってお

○長谷川委員長 ありがとうございます。

ります。

これより質疑を行います。

ここまでが収益費用と資本的収支の明細でござ
います。

上野委員。
○上野委員

今回、公共下水道に関する町内の施

この後のページには、固定資産、企業債明細書

設状況ということで、図面、地図を出していただ

について記載しております。前段でも説明してい

きました。これを見ますと、町内の人口密集地域

るものもございますので、ここでの説明は省略さ

を中心に、公共下水道の整備が進められていると
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いうことが分かります。ただ、ここで図面で出さ

す。

れている人口に関しては分かりますけれども、大

上下水道課長、御苦労さまでした。

沼の特環の下水道に関しては、人口がちょっと記

暫時休憩します。

載されていなかったので、分かればそれをちょっ

午後

と、赤井川と大沼地域の人口はどのような状況な

午後

課長。

○笠原上下水道課長

休憩

──────────────

のか、ちょっとお伺いしたいのですが。
○長谷川委員長

５時０３分
５時０４分

再開

○長谷川委員長 引き続き再開いたします。

行政区域、これは３月末現

在でございますが、特環の部分で、行政区域内人

次は、その他に移りますけれども、何かござい
ますか。

口は２,０７３人でございます。今、この中で水

（「なし」と呼ぶ者あり）

洗化済み人口ということでございますが、これは

○長谷川委員長 それでは、お諮りいたします。

全体の人口に対して７３９名、その前に処理区

本日予定していた審査は全て終了いたしまし

域、人口が２,０７３人で、色を塗っている処理

た。（発言する者あり）そうです。そう考えてい

区域内の人口、これが９１４名ととらえておりま

ました。

す。その中で、水洗化済み人口として９１４名の
うち７３９名が水洗化済みの人口ととらえており

本日は、これをもって終了したいと存じます
が、それに御異議ございませんか。

ます。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

以上です。
○長谷川委員長
○上野委員

○長谷川委員長
上野委員。

よって、 本日は、これをもって終了いたしま

今のお答えは、赤井川と大沼地域を

す。

合わせた数字ということなのでしょうか。
○長谷川委員長

御苦労さまでした。

課長。

○笠原上下水道課長

午後

区域内人口はそういうこと

で大丈夫です。
○長谷川委員長
○上野委員

上野委員。

そのほかに、こういう浄化槽の設置

されていない地域には、合併浄化槽などの設置が
必要な地域があるわけですけれども、町内の合併
浄化槽が設置されている個数などは分かりません
か。
○長谷川委員長

課長。

○笠原上下水道課長

申し訳ありません、私、下

水道事業担当なものですから、浄化槽は環境生活
課のほうになると思います。申し訳ございませ
ん。
○長谷川委員長

御異議なしと認めます。

よろしいですか。

ほかに。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○長谷川委員長 副委員長、ございませんか。
○田村副委員長 ありません。
○長谷川委員長 それでは、質疑を終わります。
以上で、上下水道課に対する審査を終了しま

－ 49 －

５時０５分 閉会
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