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午前１０時００分 開会
○長谷川委員長

次のページをお開きいただきまして、こちらは

皆さん、おはようございます。

長万川の被災状況でございます。こちらの場所に

ただいまより、７回目の令和元年度決算審査特

つきましては、函館新道の峠下の合流点から山側

別委員会を開催いたします。

に向かったところとなっております。もともとこ

総括質疑に入る前に、町長より情報提供がござ
います。

こが１.５メーターくらいの河床護岸の高さなの
ですけれども、こちらが雨で掘れまして、今、３

町長、一言御挨拶をお願いいたします。

メーターくらいまで掘られております。こちらを

町長。

普通の１.５メーター程度まで戻す石積みの工事

○中宮町長

皆さん、おはようございます。

を予定しております。こちら、民家がありまし

令和元年度決算審査特別委員会の貴重なお時間

て、中間部分なのですけれども、こちらの家屋に

をいただき、先般、１５日の大雨による町内で発

被害がそろそろ出そうな状況でございますので、

生いたしました土木課及び農林水産課の被害状況

早期に対応してまいりたいと思います。

につきまして、担当課長から情報提供させていた
だきます。

次、めくっていただきまして、こちらは仁山川
になります。写真を添付しているところは、道道

なお、土木課関係の被害対応につきましては、

上磯峠下線の橋のところから上流部分と橋の下に

一般会計補正予算を今定例会最終日に提案してま

土砂が堆積しております。こちらも１.５メー

いりたいと考えておりますので、よろしくお願い

ターくらいのところが５０センチから６０センチ

申し上げます。

くらい埋まっているような状況となっておりま

それでは、担当課長のほうから説明申し上げま

す。

す。
○長谷川委員長

右下の３枚におきましては、最下流部のほうに
課長。

○佐々木土木課長

なります。最下流というと、仁山川の直線部分の

それでは、令和２年９月１５

下流、こちら、用水路と合流しますので、その上

日、豪雨による被害状況の情報提供の御説明をし

流部となりますが、こちらに関しましては、今回

たいと思います。

の補正では対応しないのですけれども、国の国土

１枚目をめくっていただきまして、気象データ
を添付しております。

強靭化関係の補助金で埋塞というのがございまし
て、そちらの補助金をねらっていきたいなと。こ

こちらは、北斗観測所、函館気象台、大沼観測

ちらに関しましては、町内全体の河川の全体計画

所、それぞれの気象データを添付しております。

を委託いたしまして、全体計画を立てて、その計

北斗観測所におきましては、９月１５日、１７

画にのっとって補助事業をいただいていくという

時に１８ミリ、１５日では８０ミリ降っておりま

事業になります。こちらは１.１メーター程度の

す。１６日にも２ミリ降っておりますので、合計

川の下から護岸の天端までございますけれども、

２日間で８２ミリ。

こちらのほうがもう５０センチから６０センチく

函館気象台につきましては、９月１５日、１７

らい埋まっているような状況となっております。

時、１８時にそれぞれ１１ミリずつ降っておりま

もう１枚めくっていただきまして、武佐川とな

す。函館に関しましては、１日５１.５ミリ、９

ります。こちらは旧国道のところに武佐川の橋が

月１６日に１３ミリ降っておりますので、２日間

ございますけれども、そちらの上下流の土砂の掘

合計で６４.５ミリとなっております。

削となります。こちらのほうは武佐川の補助事業

大沼におきましては、９月１５日、１８時、１

をやっておりましたが、そちらの計画のほうに

９時、それぞれ５.５ミリ降っております。大沼

入っておりますので、下の横断管、資料の真ん中

は１日で２８.５ミリ、９月１６日に３.５ミリ

に写っている横断管とかは、そちらの事業のほう

降っておりますので、２日間合計で３２ミリ降っ

で後に改修していきたいと思っております。その

ております。

下については、河川構造物が下流に流れてしまっ
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たものですので、こちらは撤去する方向で今回は

すが、次のページの場所になります。藤城のちょ

予算計上したいと思っております。

うど藤城保育園裏手、久根別川との間のハウスに

土木課分については以上でございます。
○長谷川委員長

なります。ここの久根別川に町道藤城３号線の両

農林水産課長。

○田中農林水産課長

脇に排水するポンプが設置されております。久根

それでは、９月１５日豪雨

別川のほうに排水するポンプなのですが、夜の８

による被害状況について、農林水産課所管分の報

時に現地を見てきましたが、その時点では相当水

告をさせていただきます。

がたまっておりましたが、翌日の朝４時半に私が

１点目は、農作物の被害状況となります。

見に行ったときには、もうほぼほぼポンプが全面

降雨量が多かったこと、河川や用排水路の越水

顔を出していて、水は相当はけていたと見てまい

や氾濫により農地が浸水しております。

りました。

降雨翌日の９月１６日に、新函館農協、渡島農
業改良普及センターと連携をとりながら、農地の

次に、農地被害ですが、以下の２点となりま
す。

見回り、一部の耕作者への聞き取りを行っており
ます。

農地浸水、現時点ではいずれも作付がないた
め、作物被害のほうはございませんが、地図をご

耕作者からは、浸水はしているものの、このま

らんいただければ分かるかと思いますが、場所は

ま水が引けば問題はないという回答をいただき、

農免農道と湯出川の接点、ちょうど交差する場所

昨日、見回りをした際には、おおむね水が引いて

の下流域になります。湯出川の河床の断面が土砂

いたことから、被害はないと考えております。今

の堆積により相当河道が狭まっておりまして、そ

後も収穫まで被害動向について注視してまいりた

の影響により、越水した水がこの２か所の農地に

いと考えております。

流れ込んだものでございます。現地で調査してい

それでは、お手元の資料の２ページ目をごらん
ください。

たときに、土現の職員のほうも、そこに浸水を経
過観察するカメラが設置されておりまして、その

１の水稲ですが、一部の若干の倒伏は見受けら
れるが、被害はないと考えております。

被害を見ていて、翌日、現地のほうを調査してい
ただきました。たまたま地権者がそばにいたとき

２の野菜、ナガネギですが、以下の１件、畝間

に来ていたものですから、河床の部分を全部河道

に浸水。現時点では作物被害はないということで

を確保するように、土砂の埋塞している部分を除

あります。水がはければ問題はないが、作物が水

去してほしい旨の要望を出しておりまして、道の

で腐った場合、被害となるため、経過観察中であ

建設管理部のほうでそこの部分を土砂を全て除去

ります。ナガネギの２番につきましては、次ペー

するという形で約束を取りつけておりますので、

ジ以降に調査箇所の図面を添付しております。そ

御報告いたします。

ちらを御参照いただければと思います。

以上、農作物の被害状況となります。

３といたしまして、営農施設被害、花卉ハウス

２点目は、農業施設の被害状況となります。

の部分ですが、以下の２件、ハウス内に浸水。い
ずれも現時点では作物被害はないということでご

施設被害は、農道９か所、道営事業１か所の計
１０か所となっております。

ざいます。ナガネギ同様、水がはければ問題ない

農道関係は、多面的機能支払事業を実施してい

が、作物が水で濁った場合、被害となるため、経

る各地区の農地管理組合で行うこととしておりま

過観察中であります。中野６０９番地につきまし

すので、当課職員が地域の状況を確認しながら支

ては、次のページの配置図となります。これは好

援しております。

日園より４５０メーターから５００メーターほど

道営事業関係は、実施主体である北海道と対応

函館側に下った、町道中野通がおりてきたところ

について協議しております。どの被害に対して

と接点のハウスになります。

も、昨日まででおおむね対応は完了しておりま

続きまして、２番の字藤城１１６及び１１９で

す。
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なお、当町で所管していない施設については、

強化や遊休財産の売却を初め、使用料、利用料の

所管する機関へ情報提供、対応依頼を行っており

値上げ等を検討していると思うが、自主財源の確

ます。

保に向けた考え方、新たな自主財源について伺い

農業施設の被害状況につきましては、農道が９

たい。

路線で、被害場所につきましては、農道大川１号

３、道の駅なないろ・ななえの指定管理者から

線、農道大川２号線、農道大中山４号線、国営支

１００万円寄附されているが、寄附に対する町の

線農道１号線、国営支線農道３号線、国営支線農

考え方を伺いたい。

道４号線、農道上藤城１号線、農道仁山２号線、
国営支線農道１０号線となっておりまして、主な

４、予備費の充用に対する町の考え方を伺いた
い。

被害の状況は、路面洗掘となっております。

５、株式会社男爵倶楽部と株式会社ダンシャク

現地確認日及び備考欄をごらんいただいて、後

ラウンジの関係について伺いたい。

ろの図面を参照いただければと思います。

６、町有財産の処分が進んでいないと思われる

道営事業の関係ですが、法面が町営牧場７牧区
下で小口どめの裏込め材が流出しております。

が、今後の町有地や財産の処分に向けた考え方に
ついて伺いたい。

以上、農林水産課所管の報告は以上となりま
す。

７、公共工事の発注方法に関して、町内業者の
育成のため、下位のランクの業者を含めるような

○長谷川委員長

ありがとうございました。

方策がないか伺いたい。

ただいまの状況提供について、質疑ございます
か。

８、今後５年間の町債現在高、実質公債費比率
に関する資料が提出されたが、今後の見込みに関

（「なし」と呼ぶ者あり）
○長谷川委員長

する考え方を伺いたい。

以上で、情報提供を終わりま

以上でございます。

す。

町長。

暫時休憩いたします。
午前１０時１５分

○中宮町長
休憩

いてお答えを申し上げます。

──────────────
午前１０時１５分
○長谷川委員長

それでは、私のほうから、８点につ

まず、１点目の、基金の積み立ての関係であり

再開

ますけれども、３月定例会の整理予算において、

引き続き、再開いたします。

財政調整基金４,７７７万円、減債基金２,０１９

前回の委員会で確認された総括質疑事項をお手
元に配付しております。

万５,０００円、活力のあるまちづくり推進基金
１,９５３万８,０００円を増額の補正予算として

これより、令和元年度決算審査特別委員会の町
長への総括質疑を行います。

計上をし、議決をいただいたところでございま
す。その時点では、その後の新型コロナウイルス

町長初め皆様、御苦労さまでございます。

感染症対策の経費が膨大になることが予見でき

総括質疑は委員長が代表で行い、町長から答弁

ず、例年どおり各基金へ積み立てることを想定し

をいただいた後、各委員から質問があれば受けて

ておりました。

いきますので、よろしくお願いいたします。

しかしながら、その後、３月末からさまざまな

それでは、令和元年度決算審査特別委員会の町
長への質疑事項を私が代表して読み上げます。

コロナ対策をとる必要があったことから、出納閉
鎖となる５月末に、今回は基金への積み立てを見

１、基金積立金について。令和２年第１回定例

送り、各種コロナ対策に係る財源として、前年度

会で、基金積立金を増額する補正予算を提案した

繰越金として翌年度に引き継ぎ、活用する判断を

が、基金への積み立てを行わなかったことへの町

したところでございます。今回は、各時点、時点

の考え方について伺いたい。

で、その後の展開が予見できないコロナ対策を、

２、自主財源の確保について。ふるさと納税の

この年度末から年度初めの時期にしなければなら
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ないという非常に特殊な要因があったことから、

用料を初め全ての手数料、使用料の見直しを進め

例年、予算額どおり基金に積み立てしているとこ

てまいります。

ろを、繰り返しになりますが、今回は積み立てを

また、見直しに当たっては、使用料が減免され

せず、翌年度繰越金とし、コロナ対策の財源とし

ている団体についても、暖房、夜間照明など、光

て弾力的に活用する手法を選択したところでござ

熱水費の受益者負担を求めてまいります。

います。そのような、例年と異なるまれな状況下
での対応について、御理解を賜りたいと思いま

さらに、ごみ処理の受益者負担の観点から、ご
み袋の値上げを検討してまいります。

す。

新たな自主財源については、現在、コロナ禍の

また、３月定例会の計上後に、そのような急な
方針転換をしたことにつきましては、４月の２４

社会状況の中でもありますので、今後の収束を見
きわめながら検討してまいります。

日、５月１日開会の臨時会、あるいは４月２８

次に、３点目であります。

日、５月２９日開催の議員全員協議会という機会

平成３０年３月の開業に当たって、指定管理者

がありながら、情報提供しなかった点につきまし

選定委員会におけるプロポーザルにおいて、自主

ては、議会との信頼関係を考えますと、極めて配

事業の利益の一部を町へ寄附したいとの説明があ

慮に欠けた対応であったと思い、真摯におわび申

り、それに沿って、平成３０年度から寄附をいた

し上げる次第でございます。

だいております。

１点目は以上でございます。

令和元年度の決算期間においては、令和２年２

次に、２点目であります。

月２８日から３月８日まで、新型コロナウイルス

自主財源とふるさと納税の関係でありますけれ

感染症対策として、町の公共施設と同様に休館を

ども、ふるさと納税については、応援していただ

お願いし、その後は再開したものの、コロナ対策

けるよう、商品を増やしてまいります。今後、体

の関係で、外出を自粛する傾向が続き、利用客入

験型の返礼品などを検討するとともに、各企業の

り込みが伸びない状況となり、前年度の入り込み

商品単品だけでなく、その商品をまとめ、七飯町

状況から令和元年度には約２万人も減少し、利益

の産品詰め合わせセットとするなどにより、返礼

も減少した中での寄附であり、貴重な利益の一部

品の種類を増やし、ふるさと納税の強化を図って

を寄附していただいたものと思っております。

まいります。

今後は、利益の還元のあり方については、指定

また、現在、ふるさと納税の２大サイト、ふる

管理者の経営維持のために留保すべきという意見

さとチョイス、さとふるを活用していますが、大

や、出店手数料割合を下げ、出店者への還元と、

手百貨店や大手のサイトでもふるさと納税を取り

新規出店者の対策にするべきなど、いろいろな御

扱う情報もありますので、拡大に向け、検討して

意見があるところでございますので、指定管理者

まいります。

と一緒に検討してまいりたいと考えております。

次に、遊休資産の利活用、売り払いについて。

次に、４点目であります。

現在、利活用されていない資産については、町

令和元年度の予備費充用は５件、金額にして１

ホームページ等により、物件情報を掲載し、遊休

７４万９,０００円で、うち４件は、新型コロナ

資産の周知を図り、利活用につなげてまいりま

ウイルス感染症対応のため、残り１件は、火災に

す。建物がある土地の売却についても、建物を除

よる災害見舞金の予算不足のためでございまし

却後、売却する経費と、建物付きで売却する場合

た。

と、費用対効果を検証し、進めてまいります。

歳出予算の不足時の対応としましては、補正予

また、現在、お貸ししている土地についても、

算による対応を原則として、各定例会や、場合に

今後、売却が可能か、借主と協議してまいりま

よっては臨時会を開催していただき、予算の適宜

す。

調整に努めているところでございます。また、そ

手数料、使用料については、パークゴルフ場使

のような通常の補正予算において対応できないよ
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うな場合においては、専決処分により予算を補正

５,０４４万３,０００円、間伐材売り払い収入は

し、後日の議会において承認をいただいたり、報

４７８万７,０００円、物品売り払い収入は４万

告をしております。

９,０００円となっております。

しかしながら、そのような専決処分による対応

また、土地の場合、住宅地や、住宅地に近い遊

でも、予算調整が困難な緊急性や必要性が高い案

休地であれば、購入希望者を募りやすく、売却が

件につきましては、やむを得ず予備費充用による

容易である一方で、そうでない、山あいなどの遊

対応をしているところでございます。決して安易

休地となると、なかなか希望者を見出せず、処分

な予備費充用はこれまでしてきた認識はございま

が思うように進まず、残るべくして残っている現

せん。また、今後も細心の注意を払いつつ対応し

状であるものと認識してございます。

てまいりますので、御理解を賜りたいと思いま
す。

そのような中ではございますが、このまま遊休
地として所有しておくだけでは、先ほど述べた自

次に、５点目でございます。

主財源の確保にはつながってこないことから、現

函館市内で長期滞在型ホテルを経営する株式会

存する遊休地の中でも処分可能なものの掘り起こ

社男爵倶楽部が字峠下の七飯町道の駅エリア民間

しを進めまして、さらなる処分に努めてまいりた

活力導入事業に応募し、ふるさと融資を活用し

いと考えております。

て、ザ・男爵ラウンジを整備いたしました。本商

また、町有財産の中には、既に貸付地として賃

業施設の運営に当たっては、西洋式農法発祥、男

貸に供している箇所も多くございますので、今回

爵イモ発祥の地である七飯町の魅力を発信するた

の決算特別委員会の中で助言のありました貸付地

め、株式会社ダンシャクラウンジを当町に新たに

の売却についても、今後は可能なものから進めて

設立し、道の駅なないろ・ななえと一体となって

まいりますので、御理解を賜りたいと存じます。

イベント等を企画し、営業しているものでござい

次に、７点目であります。

ます。

決算審査特別委員会での各課聞き取りの中で、

次に、６点目でございます。

土木課長が答弁したとおりとなっておりますが、

２点目の答弁の追加、補足となりますが、町有

各業種での発注ランクは、北海道が行っている経

財産の処分については、これまでも売却等可能な

営事項審査の中の総合評定点をもとに発注ランク

ものから順次手続を進め、対応してまいりまし

を決定しております。また、発注ランクは、会社

た。

の受注高や経営規模を総合的に評価して決定して

例えば、令和元年度の土地売り払い収入は７件

おります。

で１,９１１万７,０００円、間伐材売却収入は５

業者育成という観点で申し上げますと、発注ラ

９４万７,０００円、物品売り払い収入は８５４

ンクにより経常建設共同企業体や特定建設共同企

万円。

業体を組むことで、発注ランク以下の業者でも対

平成３０年度の土地売り払い収入は２件で５２

象ランク以上の業者と企業体を組織することによ

６万１,０００円、間伐材売却収入は３４４万

り、応札することは可能であり、企業体制度を利

円、物品売り払い収入は４７万３,０００円。

用していただくことが業者育成につながりますの

平成２９年度の土地売り払い収入は７件で２８

で、御理解をいただきたいと思います。

５万６,０００円、間伐材の売り払い収入はござ

また、下位ランクの業者を入札に入れること

いませんでした。物品売り払い収入は７万９,０

は、経営規模や施工能力を考慮すると、好ましく

００円。

はありません。公共工事という観点からも、価格

平成２８年度の土地売り払い収入は５件で１４
７万円、間伐材売り払い収入は５９１万６,００

と品質が優れている業者に施工していただくこと
が原則となっております。

０円、物品売り払い収入は６万２,０００円。

次に、８点目の最後になります。

平成２７年度の土地売り払い収入は２０件で
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令和元年度の町債現在高は１４０億６,６００

万円となり、実質公債費比率は１１.４％でござ

も、やはり各種納税、増減、各種ありますけれど

いました。

も、町税全体については少し減っている、残念な

また、令和２年度の現計予算におきましては、

がら減っているというような状況の報告がありま

町債現在高１４６億４,９００万円、実質公債費

した。自主財源確保には、今、町長が説明ありま

比率は１２.７％の推計値でございます。

したように、ふるさと納税、これも町長は、今、

今後５年間の見込みとしまして、町債現在高

品数を増やすとか、３点セットにするとか、いろ

は、計画として、令和３年度、１４０億８,００

いろ話していましたから、それはそれでまたぜひ

０万円、令和４年度、１３４億７００万円、令和

やっていただきたいと思いますし、また、利用

５年度、１２７億４,０００万円、令和６年度、

料、使用料の見直し、この必要性も言われまし

１２１億３,５００万円、令和７年度、１１５億

た。

８,２００万円を見込んでおります。

そこでまた、不動産、遊休地財産、これもやは

また、同様に、実質公債費比率は、令和３年

り処分は不可欠な問題なのですね。前回、令和元

度、１３.６％、令和４年度、１５.１％、令和５

年度は３件ですか、実績、売れたのは。それで大

年度、１５.９％、令和６年度、１６.０％、令和

体１,７００万円ぐらいですか、確保されており

７年度、１５.５％を見込んでいるところでござ

ますけれども、やはりこの遊休地、また、不動

います。

産、土地、財産、こういうものにつきましては、

現在策定中の財政計画では、町債現在高につき

たくさん表を見ますと羅列されておりますけれど

ましては、今年度末をピークに、向こう５年間で

も、そう簡単に右から左にすぐ売却できるという

約３０億円減少する計画であり、また、実質公債

ものでは僕はないと思いますし、相当なやはり対

費比率は、令和６年度にピークを迎えることを現

策を組まないと、自主財産の確保にならないのか

時点では推計しております。

なというような気がいたしますので、そこでもう

今後の考え方としましては、町債現在高をこの

一度、町長の対策といいますか、改めて具体的に

推計どおり減少させ、また、実質公債費比率につ

ちょっとお話ししていただければと思うのです。

きましても、起債許可制となる１８％を超えるこ

それと、もう１点なのですけれども、先ほども

とがないよう、投資的事業の優先度の見きわめ

言われましたけれども、法人町民税、固定資産

や、場合によっては事業凍結などにより、新たな

税、こういうものはやはり減少してきていると。

借り入れを可能な限り抑制し、借り入れる場合で

さらに、今年度になりますけれども、昆布館の閉

も、交付税算入率が高い内容での起債発行や低利

鎖だとか、コロナ禍で非常に厳しい財政は、今年

率での発行に努めるなど、効率的な公債費軽減と

度、来年度も見込まれると思いますけれども、ま

町債現在高の圧縮を目指してまいります。

た、七飯町の人口も、今日見ますと、今、二万八

以上でございます。
○長谷川委員長

千三十何人かな、ちょっと減少気味で、２万８,

ありがとうございました。

０００人を切ったら大変なことになるなというよ

次に、各委員から決算審査に係る町長への質疑

うに思っておりますけれども、そういうことを考

を受けますので、質問のある委員の発言を求めま

えていくと、やはり依存財源であります地方交付

す。

税、そういうものも減らされてくるのかなと、や

中島委員。
○中島委員

はり心配があります。

お伺いいたします。２番と６番、関

そういうものを考えると、これからの町政の運

係あると思いますけれども、自主財源確保につい

営、また、来年度の予算を立てるときに、相当な

て、今、町長からるる御説明をいただきまして、

やはり御苦労が出てくるのかなというような気が

大体理解するところは理解できるということなの

いたします。そのようなことについて含めた、

ですけれども、今回の決算委員会で、監査委員か

ちょっと町長の考え方、対策をちょっとお聞かせ

ら出されております審査意見書、これを見まして

願えればなと思うのですけれども、よろしくお願
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いいたします。
○長谷川委員長
○中宮町長

う、そういうことも言っておりますけれども、私
町長。

は、もしかすれば都市計画税なども、当町では取

ふるさと納税の関係は、実は少し前

り入れておりませんので、都市計画税みたいなも

になりますけれども、去年の暮れに、年が明けた

のが考えられるのかなと。それも簡単なものでは

ら、少し関連のある、東京、あるいは札幌の企

ございません。なかなか町民の理解を得るのも大

業、観光業を含めて、例えば観光業を営んでいる

変でございますので、ぜひ十分に熟慮しながら考

会社、私も何回か行ったことがあるのですけれど

えてまいりたいなというふうに思っております。

も、そういうところに商工観光課長と一緒に私の

それから、おっしゃるとおり、人口減少、２万

トップセールスでしっかり、トップの方にお願い

８,０００人を切ると大変な状況になる、もちろ

するのではなくて、それぞれの机を回りながら、

んそうでありますけれども、ただ、２万８,００

ぜひ七飯町の応援をしていきたいという、そうい

０人は多分切ってくると思います。それはもう覚

うことをしようねと言っていたのです。そして、

悟しなければならないと思っています。今のとこ

そこには、ただパンフレットを持っていくだけで

ろまだ切っていませんけれども、これは必ず極め

はなくて、仮に、例えば１００円くらいの小さな

て近い将来に２万８,０００人を切ってくる。と

アップルパイも添えながら、これがいいか悪いか

いうことになると、やはり交付税の減額という、

はちょっと私は分かりませんけれども、そういう

そういうものも当然考えなければなりません。で

ＰＲの仕方もしながら、ぜひ七飯町の応援をして

すから、私は町村会を通じて、国のほうにしっか

いただきたいという、そういうことも考えており

り交付税を落とすことなく従来どおりの額を確保

ましたけれども、コロナの関係で、それがちょっ

するようにということで、要望活動もしっかりや

と延び延びになって、ずっと今まで来ているとい

らせていただいているところです。

う状況です。これが収束が見えてきましたら、私

そしてまた、昆布館の話もちょっと出ました。

はこのことをしっかりやっていきたいなというふ

なかなか次の企業の方をといっても、２７年も

うに思っております。

たった施設でありますから、多分、大規模な改修

それと、いろいろ企業の方が見えられます。御

なのか、あるいは、もしかしたら建て替えをしな

挨拶をさせていただいたりしておりますけれど

ければ使えないのかもしれません。そういったこ

も、その折にも、企業版ふるさと納税、これは非

とも、後に不動産会社も決まるようでありますの

常に税制面でも優遇措置が受けられますので、そ

で、その不動産会社含めて、あるいは昆布館の本

のことを申し上げて、ぜひ企業そのもののふるさ

社の方も含めて、しっかり相談をしながら、どう

と納税の企業版、これを七飯町のほうにしっかり

いった企業が来てもらえるのか、何件かお話があ

応援していただければ大変ありがたいですという

る企業のほうにも、そういったことも、これを

ことで、随分言わせていただいております。

使っていただけませんかねと、そのためにも、施

あと、手数料、使用料、これはなかなか簡単に

設の内容をよく把握しておかないと、ただ来てく

は、今の時期では上げることができない。でも、

れ、これがある、２７年たった建物だと言って

パークゴルフ場などであれば、随分長い間、私は

も、そう簡単に企業のほうは来ないというふうに

値上げしていないというふうに思うのです。です

思いますので、それがどういう形で誘致に向かっ

から、そういったことを少しこれからしっかり考

ていくのかは、これはもしかしたら町の支援みた

えながら、それぞれの手数料、使用料についても

いなものも必要なのかもしれません。そういった

値上げを考えていきたいなというふうに思ってい

ことも含めて、しっかり考えながら対応してまい

るところです。

りたい。また、そういった折には、議会の皆様方

また、後半で、新たな自主財源については、

ともぜひ相談をさせていただきながら進めてまい

今、こういう時期だからできないのだと、今後の

りたいと考えておりますので、御理解を賜りたい

収束を見きわめながら検討してまいりたいとい

と存じます。
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以上でございます。
○長谷川委員長
○中島委員

正といいましょうか、適当な額なのか、あるいは

中島委員。

もうちょっと上げられるのかどうかということ、

ありがとうございます。

そういったことも検討しながら進めてまいります

今、町長のほうから、このことを聞きたいので

ので、また分からないことがあったらお聞きする

す。利用料と使用料の件なのですけれども、これ

こともあるかもしれませんけれども、その折には

はなかなか厳しいだろうというような話もありま

ぜひ御教唆してくださいますようお願い申し上げ

したけれども、確かにこれは町民に負担をかける

ます。

ことになるわけですよね。だから、なかなかやは

以上でございます。

り厳しいのかなと。どこまで値上げできるのだろ

○長谷川委員長

うという、ちょっと心配がありますけれども、例

若山委員。

ほかに質疑ございますか。

えば、町長は今、パークゴルフ場のことを例に挙

○若山委員

僕は２点ほど、１番のやつと最後の

げましたけれども、パークゴルフ場の今の使用料

８番の問題について、ちょっと確認させていただ

といいますか、あれは他の町村から見ると、うち

ければなと思います。

は高いのですよ、正直言いまして。北斗市だとか

まず、補正予算で、３月の整理するような補正

森町だとか鹿部町から見たら高い。うちは町外が

予算で、この積み立てをするというのと、ギガス

５１０円ですか。我々、北斗市だとか森町、鹿部

クール構想の関係の金額が主なメインで、あとは

とかへ行っても、３００円なり３１０円でできる

細かいところはちょっとありますけれども、そう

のですよ。だから、七飯町のパークゴルフ場も圏

いう補正予算が成立したという中で、我々として

外から来られる方が相当おられますけれども、

は、当然、積み立てはされるものだという認識で

バッチで判定するのですけれども、やはりよその

いたわけですけれども、今、町長が説明したとお

町村から見ると高いので、それをさらに値上げと

り、コロナ禍で、これから予見できないというよ

なると、ちょっとやはりまた問題が出てくるのか

うなコロナ禍ということで、そういう事情は分か

なと。今でもちょっと、私もたまにパークゴルフ

るのですけれども、結局、積み立てしないで残し

をやりますけれども、行くと、高いよねと言われ

ていた財源はそのまま使わなかったという説明を

てしまうことがあるものですから、それを今、町

受けて、結局、余ったやつの半分を積み立てする

長はパークゴルフ場のことを例を挙げて値上げし

ということで、６,５００万円ですか、というよ

たいという話もありましたけれども、ちょっと僕

うな説明を受けたのですけれども、このときに、

は疑問に思ったものですから、その点、ちょっと

町としては、この金額で具体的に政策として何を

もう一度、町長、考え直すか、価格、ちょっと考

しようとしていたのか、あるいは、何をしたの

え方をお聞きしたいと思います。すみません。

か、その検討していた内容について、こういうこ

○長谷川委員長

とを考えて１億円近くの金を手元に置いておく必

○中宮町長

町長。

大変申し訳ありません。ちょっと私

要があったのだとか、そういうようなところで、

のほうも認識不足だったなというふうに思いま

後でいろいろな実行をしたのは、国から１次、２

す。大変貴重な御意見として受けとめさせていた

次でもらったお金でいろいろな給付をしたり、あ

だきます。

るいは経済をアップさせるような政策をしたりし

そういったことも、近隣の市町村のパークゴル

ていますけれども、この決算を閉める５月までの

フ場の利用額、そういったものも十分考慮しなが

間の中で、どのようなことを考えて、何をやろう

ら、それが１回の使用料というのは、例えばうち

としていたのかというところ、だからこれだけ残

が５００円、隣まちが３００円、ちょっと高いよ

したのだというところをもう少し詳しく、もしあ

ねという、そういう話はもちろん出ると思うので

ればお示しいただきたいのと、ただ、全部積み立

すけれども、年間利用券というのがありますよ

てしなかったわけではなくて、公共施設整備基金

ね。そういったものがどの程度の額が、これが適

積立金についてはほぼ全額積み立てして、財政調
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整基金積立金については２００万円ぐらいで、

ということなのですけれども、ちょっと令和６年

４,７００万円ぐらい積み立てるところを２００

度の見込み、１６％というのは、確かに１８％に

万円ぐらいにしたとか、減債基金積立金について

なれば許可団体になるということなので、まだそ

は４０万円ほど、活力あるまちづくり推進基金積

こまでいいのですよということなのかもしれませ

立金については９０万円ほど積み立てして、積み

ん。ですけれども、ちょっと動いたら変わってし

立てしないでよっこしておいたということなので

まう比率について、ちょっと危機感を僕自身は持

すけれども、そこのところの町側でいろいろ考え

つのですけれども、その辺のところをもう少し、

ていた内容について、もう少しお示しいただけれ

同じ答弁になるかもしれませけれども、お答えい

ばなというふうに思います。

ただければなと思います。

それと、もう１点、一番最後の町債残高と実質

以上です。

公債費比率の今後５年間の見込み、これは総務の

○長谷川委員長

町長。

担当の方から資料をお出しいただきまして、去年

○中宮町長

ももらって今年ももらって、非常に参考になった

充てるとかというので残したのかということで

資料なのですけれども、去年の資料と、去年は町

しょうけれども、そうではなくて、やはりコロナ

債残高しかもらっていないので比較できないので

の関係で、どんなものが出るのか、あるいは、国

すけれども、去年の数字でいくと、元年度予算の

はこんなことも考えているようだという、そうい

最後のやつが１４１億円になって、今年が１４０

うこともちらちら出てきていましたので、そう

億円で積んでいますので、１億円改善されている

いったときに、町のお金もないと、本当の意味で

のですけれども、２年目の、２年度予算の、去年

のコロナに対応する予算が組めなくなったら本当

の数字からいくと１３６億円になっているので

に大変だなと、そういうことで、このそれぞれの

す。それが、今年、１４６億円になっていて、１

基金を積まないで繰り越しのほうに回していった

０億円変わっていると。これについては、いろい

と、そういうことでぜひ御理解をいただきたいな

ろな事業があって、ふれてしようがないのですけ

というふうに思います。

何か目的を持って、そのときに何に

れども、令和４年度になると、去年いただいた数

それと、町債残高と実質公債費比率の関係です

字とほぼ同じ残高になって、令和５年度以降にな

けれども、少し額が変わっているのだということ

ると、今年もらった数字は減少して、令和５年度

でありますけれども、それはしっかり財政当局の

の、去年の数字でいくと１３０億円だったのが、

ほうが見直しをした中で出した数字であります。

今年の出した数字は１２７億円ということで、見

そして、令和６年度の１６％というのは、ずっと

込みなので大きく変わる可能性はいっぱいあるの

以前からこれは変わっていないというふうに思っ

ですけれども、言いたいのは、実質公債費比率も

ています。１６％がピークで、おっしゃるとおり

町債残高にしても、今回のようなコロナだとか水

２％しかないのですね。ですから、何か突発的な

害だとか災害だとかあったときに、どうしても上

ことがあったときには１８％になったら大変だな

ぶれする、増やさざるを得ないし、それに対して

という、そういう認識はしっかり持っています。

は我々も認めざるを得ないので、どんどんやって

ですから、この１６％を超えないような、そうい

いただきたいなと思うのですけれども、今の見込

う事業にしても何にしても、そのことをしっかり

みでいって、実質公債費比率の平成６年度で１６

見きわめながら、この１６％というものを超えな

％になるという見込みを出されて、もし上ぶれし

い、そういう形でこれからも進んでまいりたいと

たら、あるいは収入が減って分母が小さくなった

いうふうに考えておりますので、ぜひ御理解を賜

場合とか、１８％まですぐ近くなので、ちょっと

りたいと存じます。

緊張する数字なのかなというところがございまし

○長谷川委員長

よろしいですか。

て、今、町長の説明で、事業凍結だとか借り入れ

ほかに質疑ございますか。

を抑制するということを念頭に置いてやっていく

横田委員。
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○横田委員

それでは、３番の道の駅の件と、４

た。

番の予備費と、５番の三つ、質問させていただき

暫時休憩いたします。

ます。

午前１１時０１分

３番の道の駅の指定管理者の決算書を見せてい

──────────────

ただいたのですけれども、決算書の指定管理のほ
うの数字が収支で９６３万９,４８８円で、その

休憩

午前１１時１３分
○長谷川委員長

再開

引き続き、再開いたします。

ほかに自主事業があるということでありましたの

町長の答弁から入ります。

で、自主事業を入れてやるならば、この決算書上

副町長。

の数字でいくならば、同じ９６３万９,４８８円

○宮田副町長

という数字を持ってきているのですよね。偶然そ

ことで求められていると思いますけれども、細か

ういうふうになったものなのかどうかというのが

い部分でございますので、私のほうからお答えし

あるのですけれども、この数字というのはどうも

たいと思います。

きちっとそちら側のほうで指定管理料を出すと
き、こういう数字というものに対して精査してい

私のほうからは、最初の部分の予備費の関係に
ついてお答えしたいなと思ってございます。

るのかどうかというのをちょっとお聞きしたいな
と思います。

それでは、町長からの発言という

一つは、コロナの関係につきまして、発生した
当時、記憶の中では２月１９日だったかと思いま

それから、予備費充用の中で、ことしは５件あ

すが、すぐ私どもも庁舎の部分のここの部分につ

りましたよというふうな話であったのですけれど

いて関係があるということで、すぐやらなければ

も、給食センターの中で給食費のやつで１２４万

だめだと。消毒だとか清掃だとか、そういう部分

９,０００円というのを水道光熱費のほうから流

について対応したというところです。その際に、

用しているのですよね。そういうやり方をしてい

そのときに、予算を流用してだとか、例えば専決

るところもあるし、今回みたく、あくまでも予備

でというのでなくて、今現在の部分について、緊

費の充用でやっているというのもある。どのやり

急性が非常に高いという判断をさせていただきま

方が正しいのかということで、その点、お聞きし

して、予備費でその分の対応をさせていただいた

たいと思います。

ということでございます。

それから、５番の男爵倶楽部と株式会社横文字

先ほど給食センターの関係がございましたけれ

のダンシャクラウンジとあるのですけれども、実

ども、給食センターについては、そこの時点で急

際にダンシャクラウンジが道の駅の隣でやってい

ぐ話ではなかったというような話の部分で、その

る事業を、実際にそこで上がった利益とか、いろ

ときには財源がまだあったということで、流用と

いろな経費だとか、全部それを見た数字であると

いう形をとったというような形で、そこの部分に

いうことでよろしいのかということと、その数字

ついて違いがあったということで、御理解をお願

というのは、少なくても、うちはあくまでも男爵

いしたいなと。

倶楽部との契約の中でやっているということであ

とにかくコロナの部分で、くどいのですけれど

りますので、その売り上げとかそういうものに対

も、すぐいろいろなものを対策をとらなければだ

して、全て男爵倶楽部のほうで責任を持ってやっ

めだと。例えば、今申し上げませんでしたけれど

てくれるのか。それから、決算上では、これとい

も、消毒のほかに、広報だとか、そういうものに

うのは連結決算になるのでないかと思うのですけ

ついての手配をしたとか、チラシをやるとか、そ

れども、それはどうなのかというのをお聞きした

ういう部分もさせていただいたというようなこと

いと思います。

がございますので、その部分について予備費で対

○長谷川委員長

横田委員、４番もありました

ね。３、４、５と聞いていましたけれども。よろ

応したということで御理解をお願いしていただい
たものでございます。

しいのですか。（発言する者あり）失礼しまし
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以上です。

○長谷川委員長

経済部長。

しかなかったところが、１００万円も何で寄附す

○青山経済部長

それでは、町長ということでご

るのですか。たったそれしか利益が出ていないの

ざいますが、内容がちょっと細かいので、失礼で

に、１００万円寄附すると。先ほどの説明では、

すけれども、私のほうからお答えさせていただき

一番最初に、これは自主事業によって利益が出た

ます。

から、そこから１００万円出しましたよと、さっ

１点目の、自主事業の部分の収益ということ

き町長、そういう答弁しているのですよね。たっ

で、報告書、決算書をつくりますけれども、それ

たそれしかないものに対して、そういうふうな、

を精査しているのかということでございますの

半分は寄附してあげますよというのだったら、そ

で、町のほうといたしましては、公社自体もき

れっておかしい話ではないですか。だからきちっ

ちっと会計事務所を通しておりますし、そういう

と、僕は、悪いけれども精査しなくてはいけない

部分で精査をして提出してくると。それに基づい

のでないですかと。何か会計事務所がこうやった

て、うちのほうも指定管理料を支払って、その中

からと。そうしたら、町に出した数字はまやかし

でどのような管理がされて、自主事業もどういう

なのですかということになってきますよ、悪いけ

ふうになったのかということで、収支決算報告書

れども。もう１回、そこのところ、答弁お願いし

の部分をいただいております。

たいと思います。

結果的には、指定管理料より施設維持管理費が

それから、予備費については、給食センターに

大体同じような金額と。自主事業の部分で努力い

ついては、閉鎖期間に使ったということなのです

ただいて、何とか収益を上げていただいている中

か。閉鎖期間があったから、それに合わせて予算

が九百数十万円ということで記載されているとい

があったから、それで使ったという考え方でいい

うことですので、そういうことで御理解をいただ

のかどうかというのを教えてください。

きたいと思います。

それから、次の男爵倶楽部とダンシャクラウン

男爵倶楽部とダンシャクラウンジの連結決算と

ジの関係ですが、決算期が同じだと、僕は同じだ

いうことの御質問でございますが、同じ決算期か

と見たのですけれども、あくまでも七飯町はあそ

ら３か月以内であれば連結決算ができるというこ

この道の駅のところの隣に貸しているのはあくま

とと、６か月で仮決算もできるよということなの

でも男爵倶楽部に対して貸しているのですよね。

ですけれども、それらについて、一自治体が民間

ですから、男爵倶楽部にその売り上げが全部入っ

企業のほうに、それはどうなのだということにつ

ていくのか、入っていかないのですかということ

いてはコメントできませんので、それらの上がっ

を聞いているのですよ。入っていくのだったら、

てきているものについて、決算書ということで報

それはいい話だと思う。それでいいと思う。それ

告をいただいているというふうに御理解いただき

できちっと男爵倶楽部さんが最終的にうちが全部

たいと思います。

責任とりますよと、そういうふうになっているの

以上でございます。
○長谷川委員長
○横田委員

かどうか、それを分かるために、この二つの会社

横田委員。

が出てきているのだったら、はっきりと、その関

まず、道の駅についてですが、会計

係はどうなっているのかということだって分から

事務所を通しているから間違いありませんよとい

なければいけないと思うのですよ、悪いけれど

うのだったら、何で当期の純利益で９６３万９,

も。だから、男爵倶楽部さんがどういう状態なの

４８８円、これ、総体の数字ですよ。それと、指

かというのを分かっていくということは、そのた

定管理料だけでこの金額ですよ。もう少し、これ

めにダンシャクラウンジの売り上げだとか、全部

を私なりに解釈すれば、税引き前利益で１,１４

かかったものに対しての、赤字になった部分も全

３万６,０８８円ありましたよということになれ

部男爵倶楽部さんが責任とるのか。とるというス

ば、実際に自主事業で利益がたったの１５０万円

タイルになっていくならば、最終的には連結にな

ぐらいしかなかった。２００万円弱として、それ

るのでないですかということを聞いたのです。も
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う１回、答弁お願いします。

つくりましたので、そことラウンジと男爵倶楽部

○長谷川委員長

はそれぞれ関係があるということで、そこについ

○青山経済部長

経済部長。
横田委員の再質問ということ

で、うちのほうで提出いたしました令和元年度収

ては、うちのほうとしてはそのような認識を持っ
てございます。

支決算報告書、なないろ・ななえの分でございま

ただ、それを連結決算とか、そういうことを強

すけれども、令和元年度の指定管理料として町が

調ということは、一自治体としてはコメントでき

２,３６４万円お支払いしてございます。その支

ないかなと思ってございますので、そういう部分

出としまして、維持施設管理費として、決算書で

は、あくまで契約は男爵倶楽部と、当然、それぞ

は２,３９７万７,０００円ということで、施設管

れ賃貸もしてございます。また、使用料もいただ

理のほうは費用がかかったということでございま

いてございます。そういう部分で実施してござい

す。向こうのほうの自主事業、事業実施収益とい

ますので、今後もそういう形でお互いに協力しな

うことで、金額的に９,４５０万円ほどあります

がら経営をしていきたいということで考えますの

ので、それらの事業実施経費としては８,６８０

で、その経営の裏がどうなのだという部分につい

万円ということなので、そこの部分で差し引きす

ては、ちょっと町としても、そこについて、民間

ると、収支としては９６３万９,４００何がしと

企業のほうの部分もありますので、そこについて

いうふうな数字になっているということで理解し

はコメントを差し控えさせていただきたいと思い

ています。

ますので、御理解のほどお願い申し上げます。

また、男爵倶楽部とダンシャクラウンジという

○長谷川委員長

教育次長。

ことでございますが、男爵倶楽部さんが公募に

○扇田教育次長

私のほうからは、給食センター

よって民活利用ということで手を挙げていただい

の流用の関係について答弁させていただきます。

て、公募の中でプロポーザルをやりながら実施し

そもそもこの補助金につきましては、学校臨時

たと。その際に、男爵倶楽部さんは函館市内の企

休業対策補助金ということで、国が保護者に対し

業ということで、今後、道の駅エリアを町と一

て給食費を返還するという意向を３月の中旬以降

体、また、地域の商工業とも一体となって盛り上

に決まりまして、やった事業でございます。

げていきたいということで、現地法人として株式

本来、歳出するとなると、当然、歳入も必要な

会社ダンシャクラウンジを設立していただいたと

わけでございますけれども、これが国の年度末の

いう形で、まず町のほうにも法人町民税というこ

決定だったものですから、歳入については令和２

とで、活動を男爵倶楽部さんはホテル業界という

年度になってからの歳入ということでございまし

ことのものですので、改めて道の駅エリアにダン

た。それでは、我々のほうは少しでも早く保護者

シャクラウンジをつくったときに、そちらの専門

のほうに返金したいという意向で財源を探したと

ということの部署ということで、株式会社ダン

ころ、令和元年度に、休校になった分の光熱費が

シャクラウンジというものを設立したと伺ってご

かからないので財源がありましたので、そちらを

ざいます。当然、地元に貢献したいということか

流用して今回の事業を行ったということでござい

ら、七飯町商工会にも加入いたしまして、企業と

ますので、よろしく御理解お願いします。

しての活動もしてございます。

○長谷川委員長

決算の部分でどうなのかということでございま

○横田委員

横田委員。

言っていることがよく分からないの

すけれども、決算時期は、ダンシャクラウンジさ

で、平行線になっているので、最後に、５番の男

んは毎年１１月１日から１０月３１日という事業

爵倶楽部の件ですけれども、これはうちはあくま

年度で、男爵倶楽部のほうは毎年５月１日から４

でも七飯町は道の駅エリアに男爵倶楽部を建てて

月３０日ということで、決算期が６か月ほどずれ

いいよと公募でやりましたよ。契約書も男爵倶楽

てございます。当然、男爵倶楽部が七飯町に専門

部との契約でありますので、何かあった場合には

に、地域のためにということで専門にその会社を

男爵倶楽部からきちっとしていただくということ
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だけ、これは確認していただきたいと思います。

はないのかなというのが一つあります。

以上です。

また、入札関連のことで御説明いろいろいただ

○長谷川委員長

経済部長。

きましたが、ランクが不足している業者を上に上

○青山経済部長

答弁の説明が不十分で大変申し

げてくれというお話ではなくて、例えばＢランク

訳ございません。契約は男爵倶楽部です。ですか

の仕事もＢ、ＣのＪＶで臨むような入札の機会を

ら、あくまで町として責任を求める場合は株式会

増やすだとか、岳陽学校であれば、ＡとＢの町内

社男爵倶楽部に契約に基づいて行っていくという

のトップ３の会社のＪＶ単独でとったのですよ。

ことで考えておりますので、御理解のほどお願い

あれは外工事、中工事、簡単なものですから、あ

申し上げます。

あいうときこそＢとＣだとか、拾い上げてやると

以上です。

いうか救い上げてやるというか、そういう考え方

○長谷川委員長

ほかに質疑ございますか。

を持っていかないと、いつまでも下の業者が金額

平松委員。
○平松委員

の大きい事業に参加できないということになりま

何点か伺いたいと思います。

すので、そういった考え方を持てないかというこ

自主財源を確保したいということで、先ほど具

とをお聞きしたい。

体的にごみ袋の値上げも検討したいというような

それと、大中山小学校のプロパンの納入は随意

ことまで町長おっしゃいました。財産の処分など

契約で行われていると。これは競争入札をしてい

も推し進めたいと、こういうことで、そのことに

ないのですが、すぐ下にある支所のほうは最初か

ついてお聞きをしますが、道の駅には借地部分が

ら入札を行っているわけですね。だから、同じ時

２件残ったままになっていると思うのです。道の

期に同じような施設が、やり方が違うという、こ

駅のオープン、この目前の定例の議会で、町長は

の向かい方は、結果的には大した金額の差はない

できるだけ早くそれは解消したいということを

のでしょうけれども、少しでも町民の血税を無駄

はっきりとおっしゃっていましたけれども、毎年

にしないためには、ルールどおりやる、何円でも

２５５万円だったかな、地代金、もう３年ぐらい

安く業者からおさめる、やっぱりこういうしっか

払っていますけれども、こういうものがなくなる

りした共通した向かい方が必要かと思うのですけ

だけでも、買い取るということになりますから、

れども、この点について御答弁をお願いしたいと

とりあえずまとまったお金が先に来れば、十何年

思います。

か、これから払う借地料は要らなくなると思いま

○長谷川委員長

すけれども、やっぱりこういった努力というのも

○宮田副町長

必要ではないのかなと思います。

あるかなと思いますけれども、全てお答えすると

また、額は小さいですけれども、今回、町のマ
イクロバスの売却をしておりますね。これは公募

副町長。
私が答える部分については何点か

いうふうにはならないので、各担当のほうからも
お答えする場があると思います。

して参加申し込みの方に７万何がしかで売ってい

まず、自主財源の部分で、先ほどごみ袋の関係

るのですけれども、税務課では一生懸命差し押さ

がございましたけれども、その辺についても、入

えの物件をインターネットとかで少しでも高く売

れて何とかそういうものを確保していきたいと。

ろうという努力をしているわけですね。車は、今

現在はごみ袋の有料化というのは全道の部分につ

はもうインターネットで売り買いのできる時代で

いても相当の、多分、調査はしてございますが、

す。ですから、なぜこういうことをしたのか。結

多くの自治体のほうでやっているかと思います。

果的には、この買い取った業者さんは売っていま

今のところは、まだ七飯町については有料化とい

すね、使っているのではなくて。ということは、

うような形ではなくて、形はそれぞれ皆さんに

七飯町が売れば、もっともっと町民のプラスにな

買っていただいているというような形でございま

る結果が望めたのではないかと思うのですけれど

す。それを正式な形の中で有料化というような形

も、こういったことについて、どうもちぐはぐで

の部分で、それについては１枚幾らというような

－ 14 －

ごみ袋も、当然、いろいろな経費がかかりますの

入ってやれるかどうかというのは、私の記憶で

で、値上げというような形を正式に検討していき

は、Ｃクラスまでは入れなかったという記憶がご

たいということで今考えているというようなこと

ざいます。それを、今、大分時代も変わっていま

でございます。

すので、そういうことができるということであれ

それと、バスの処分、教育委員会所管でござい

ば、これはやはりそういう小規模企業の育成のた

ますけれども、考え方について、私どもの売り払

めには、先ほども答弁で、企業体というのは非常

いの関係については、それを認められた部分につ

に効果的だということを言っておりますので、そ

いてやらせていただいたということでございま

ういうことができるかどうかを至急詰めて、これ

す。平松委員が言われているのは、多分、イン

から工事発注があるかどうか分かりませんけれど

ターネットだとかいうので、オークションだと

も、もしあるとすれば、そういう小さな業者もき

か、そういう形だと思いますけれども、それはそ

ちんと工事に携わっていけるような、そういうシ

のときについて、うちで認められている範囲のも

ステムにしてまいりたい。ただ、そこに法令的に

のでやっていきますというような形でございま

できないということであれば、それはまた別なこ

す。オークションをやって、どのくらいにやっ

とを考えなければならないのかなというふうに

て、すぐ反響があって、例えばどのくらいの手間

思っておりますので、御理解を賜りたいと存じま

がかかるかというようなものもございますし、逆

す。

に大型物件、今、マイクロバスであるのであれ

以上でございます。

ば、いろいろな方法はあるのでしょうけれども、

○長谷川委員長

経済部長。

もし買い手がいるのであれば、送らなければだめ

○青山経済部長

平松委員のほうから、道の駅の

だとか、届けなければだめだとか、いろいろな条

借地２か所、２件あるということでの質問があり

件がさらにきちっと詰めなければだめだと思って

ましたので、私のほうから答弁させていただきま

ございます。要は、今の部分については、認めら

す。

れた公募をいたしまして、それに応札された方に

町長からも、早く購入に向けた努力をしなさい

売却しましたよと。オークションについても、今

という指示はいただいてございます。ただ、相手

後の問題の課題の中で、ではどこまでやれるかと

がありますので、そこら辺はタイミングを見なが

いうのについては、十分な詰めが必要でしょう

ら、何とか契約を結んでございますので、その契

し、ものによっても、またできる、できないとい

約の期間内にということで、早めにということで

うものもあろうと思いますから、今後の検討課題

努力はしてございます。ただ、結果として、まだ

というようなことで押さえていただきたいなと

すぐ見出していないという状況でございますの

思ってございます。

で、今後も引き続き早めの購入に努めてまいりた

プロパンの関係ですが、これ、今、申し訳ない
のですけれども、総括質疑で何も出ていないので

いと思いますので、御理解のほどお願いいたしま
す。

はないかなと思ってございますので、これについ

以上です。

てはちょっとお答えしようがないのかなと思って

○長谷川委員長

ございます。

○平松委員

私のほうからは以上でございます。
○長谷川委員長
○中宮町長

平松委員。

分かりました。

プロパンの入札ということに関しては、入札の

町長。

執行のところで、普通であれば、まず競争入札、

工事請負の関係でお答えさせていた

それができない理由があれば随意契約と、こうい

だきます。私もちょっと実務から離れていますの

う流れになるのでしょうけれども、いろいろなと

で、しっかりしたことを言えるかどうかは別にし

ころに門戸を開くという意味で、それでまず入札

まして、例えばＡランクに発注する工事を、Ａと

を行うべきことなのかなということで質問してい

Ｂで企業体を組むと応札できる。そこにＣまで

るのですけれども、小学校関連の別の施設では入
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札を行った、小学校では随意契約のままと……。
○長谷川委員長

平松委員、すみません、先ほど

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○長谷川委員長

御異議なしと認めます。

副町長も答弁の中で話をしましたけれども、プロ

よって、これより、討論、採決を行います。

パンについては町長への総括質疑のテーマに入っ

討論、採決は、１件ごとに行いたいと思います

ていませんということですから、そこのところを

が、これに御異議ございませんか。

考えた上で質疑願います。
○平松委員

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

業者育成という７番の中には引っか

○長谷川委員長

かるのかなということで私はお聞きをしているの
ですけどね。広く入札に参加できるようにすると

よって、討論、採決は、１件ごとに行うことに
決定しました。

いうところで考えれば、これはちょっと反してい
るのかなと。委員会の中でも少し話はしているの

最初に、認定第１号令和元年度七飯町一般会計
歳入歳出決算認定についての討論を許します。

ですが、総括の中にはそういう表現ではちょっと
出ていませんけれども、私としては関連があると

平松委員。
○平松委員

いう思いで質問しました。
○長谷川委員長

御異議なしと認めます。

反対の討論を行いたいと思います。

先ほど町長に対する質問の中でも言いました

平松委員の解釈もあるでしょう

し、委員会の中でも話した件、幾つかあります。

けれども、７番の公共事業の発注方法に関してと

金額的に云々というよりは、やはり町が財政を緊

いう最初のテーマが、これが大きなテーマで、下

縮していくという姿勢のわりには、はっきりして

位のランクの業者を含めるような方策はないのか

いない事案が幾つかあったと。例えば、今言いま

伺いたいということから出発しておりますので、

した小学校のプロパン、同一敷地の中の二施設で

そこのところを考えて質疑願います。

入札の方法が違う、これはおかしい。それから、

○平松委員

バスも、幾らでもインターネットで売ろうと思え

質問を取りやめます。

○長谷川委員長

ほかに質疑ございませんか。

ば、副町長、先ほど何か言っていましたけれど

（「なし」と呼ぶ者あり）
○長谷川委員長

も、何も難しくなくできる話です。こういったこ

以上で、町長への総括質疑を終

わります。

とをきちんと調べないでやっているということ自
体が私としては納得できませんので、反対をいた

町長、御苦労さまでした。

します。

暫時休憩いたします。

○長谷川委員長

午前１１時３９分

休憩

川上委員。

──────────────
午前１１時４１分
○長谷川委員長

賛成討論はありませんか。

○川上委員

再開

ただいま反対討論がございましたけ

れども、コロナ禍における基金などの手法の違い

休憩前に引き続き、再開いたし

ます。

こそございますけれども、令和元年度の決算を不
認定にすべき大きな否は認められないと私も思っ

以上で、当委員会に付託されました認定第１号

ていますので、今回の決算につきましては認定す

から認定第７号までの令和元年度一般会計、令和

べきであると思いますので、賛成討論にかえさせ

元年度５特別会計、令和元年度水道事業会計の、

ていただきます。

以上７件に係る担当課への聴取、調査及び町長へ

○長谷川委員長

の総括質疑は全て終了いたしました。

若山委員。

以上で、当委員会に付託されました７件の決算
認定の審査は終了いたしました。

○若山委員

平松委員と同じく、反対の立場から

意見を述べさせていただきます。

お諮りいたします。

私が指摘する箇所は、２款総務費１項総務管理

これより、討論、採決を行いたいと思います
が、御異議ございませんか。

ほかに討論はありませんか。

費３目財政管理費２５節積立金についてでござい
ます。３月に補正予算で令和元年度一般会計補正
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予算第１０号で積立金の補正を上げているにもか

○長谷川委員長

討論を終わります。

かわらず、先ほど町長にも話を聞きましたけれど

これより採決を行います。

も、漠然とした不安で積み立てしないで残してお

認定第２号令和元年度七飯町国民健康保険特別

いたという状況で、これは積み立てをすべきだっ

会計歳入歳出決算認定について、原案のとおり認

たというふうに判断いたします。聞いた中で、予

定すべきものと決することに御異議ございません

定どおり執行しない理由が納得できませんでし

か。

た。なぜかというと、何か具体的にクーポン券事
業だとか何とかやるとかということでその財源を

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○長谷川委員長

御異議なしと認めます。

考えていたわけではないということだからです。

よって、認定第２号令和元年度七飯町国民健康

未知の新型コロナウイルス対策のためといいます

保険特別会計歳入歳出決算認定について、原案の

が、他の予算はためらわず執行していることを考

とおり認定すべきものと決しました。

えれば、ちょっと理解できないというふうに考え
ます。

次に、認定第３号令和元年度七飯町後期高齢者
医療特別会計歳入歳出決算認定についての討論を

以上より、令和元年度一般会計歳入歳出決算書

許します。

については認定できないということで、意見を終
わります。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○長谷川委員長

以上です。

討論を終わります。

これより採決を行います。

○長谷川委員長

ほかに討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○長谷川委員長

認定第３号令和元年度七飯町後期高齢者医療特
別会計歳入歳出決算認定について、原案のとおり

討論を終わります。

認定すべきものと決することに御異議ございませ

これより、起立により採決を行います。

んか。

認定第１号令和元年度七飯町一般会計決算歳入
歳出決算認定について、原案のとおり可決すべき

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○長谷川委員長

ものと決することに賛成の委員の起立を求めま
す。

御異議なしと認めます。

よって、認定第３号令和元年度七飯町後期高齢
者医療特別会計歳入歳出決算認定について、原案

（賛成者起立）
○長谷川委員長

のとおり認定すべきものと決しました。

起立少数であります。

次に、認定第４号令和元年度七飯町介護保険特

よって、認定第１号令和元年度七飯町一般会計
歳入歳出決算認定について、賛成少数で不認定と

別会計歳入歳出決算認定についての討論を許しま
す。

すべきものと決しました。

（「なし」と呼ぶ者あり）

中川委員。
○中川委員

○長谷川委員長
少数意見の留保をお願いいたしま

討論を終わります。

これより採決を行います。

す。

認定第４号令和元年度七飯町介護保険特別会計

○長谷川委員長

ただいま中川委員より、少数意

見の留保したい旨の発言があります。

歳入歳出決算認定について、原案のとおり認定す
べきものと決することに御異議ございませんか。

中川委員は、ほか１人以上の賛成者を得て、９
月２３日の委員会において報告書のまとめを行う

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○長谷川委員長

御異議なしと認めます。

前に、少数意見報告書を委員会に提出願います。

よって、認定第４号令和元年度七飯町介護保険

次に、認定第２号令和元年度七飯町国民健康保

特別会計歳入歳出決算認定について、原案のとお

険特別会計歳入歳出決算認定についての討論を許

り認定すべきものと決しました。

します。

次に、認定第５号令和元年度七飯町下水道事業
（「なし」と呼ぶ者あり）

特別会計歳入歳出決算認定についての討論を許し
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ます。

暫時休憩願います。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○長谷川委員長

午前１１時５６分

討論を終わります。

休憩

──────────────

これより採決を行います。

午前１１時５６分

認定第５号令和元年度七飯町下水道事業特別会
計歳入歳出決算認定について、原案のとおり認定

○長谷川委員長

休憩前に引き続き、再開いたし

ます。

すべきものと決することに御異議ございません
か。

再開

報告書については、委員長、副委員長において
まとめ、９月２３日の委員会に報告書案を提出し

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○長谷川委員長

たいと思いますが、報告書に記載したい事項等を

御異議なしと認めます。

希望する委員の発言を求めます。ございません

よって、認定第５号令和元年度七飯町下水道事

か。

業特別会計歳入歳出決算認定について、原案のと
おり認定すべきものと決しました。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○長谷川委員長

次に、認定第６号令和元年度七飯町土地造成事
業特別会計歳入歳出決算認定についての討論を許

委員長、副委員長においてまと

め、９月２３日の委員会に報告書案として提出し
たいと思いますが、御異議ございませんか。

します。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
（「なし」と呼ぶ者あり）

○長谷川委員長

○長谷川委員長

討論を終わります。

２３日の報告書案として提出いたします。

これより採決を行います。

暫時休憩します。

認定第６号令和元年度七飯町土地造成事業特別

午前１１時５８分

会計歳入歳出決算認定について、原案のとおり認
か。

午後
○長谷川委員長

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
異議なしと認めます。

再開

引き続き、再開いたします。

ついては、そのように取り扱いいたします。
お諮りいたします。

事業特別会計歳入歳出決算認定について、原案の
とおり認定すべきものと決しました。

本日の予定していた審査は全て終了いたしまし
た。

次に、認定第７号令和元年度七飯町水道事業会
計決算認定についての討論を許します。

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。

（「なし」と呼ぶ者あり）

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

討論を終わります。

○長谷川委員長

これより採決を行います。

御異議なしと認めます。

次回の委員会は、９月２３日１０時からという

認定第７号令和元年度七飯町水道事業会計決算
認定について、原案のとおり認定すべきものと決

ことで予定しておりますので、よろしくお願いし
ます。

することに御異議ございませんか。

本日は、これをもって終了いたします。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○長谷川委員長

０時０３分

ただいま休憩中に決定しました会議録の調整に

よって、認定第６号令和元年度七飯町土地造成

○長谷川委員長

休憩

──────────────

定すべきものと決することに御異議ございません

○長谷川委員長

御異議ございませんので、９月

大変御苦労さまでした。

御異議なしと認めます。

午後

よって、認定第７号令和元年度七飯町水道事業
会計決算認定について、原案のとおり認定すべき
ものと決しました。
以上で、討論、採決を終わります。
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０時０４分 閉会
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