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令和元年度決算審査特別委員会（第８回） 

 
令和２年９月２３日（水曜日）午前９時５９分開会   

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○付託案件 

 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 

 認定第２号 令和元年度七飯町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 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 

 認定第４号 令和元年度七飯町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 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 

 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 

 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 

 

 １．報告書のまとめについて 

 ２．その他 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席委員（１６名） 

  委 員 長   長谷川 生 人      副委員長   田 村 敏 郎 

  委  員   横 田 有 一      委  員   平 松 俊 一 

  委  員   池 田 誠 悦      委  員   稲 垣 明 美 

  委  員   畑 中 静 一      委  員   上 野 武 彦 

  委  員   坂 本   繁      委  員   澤 出 明 宏 

  委  員   中 島 勝 也      委  員   川 村 主 税 

  委  員   中 川 友 規      委  員   若 山 雅 行 

  委  員   川 上 弘 一      委  員   青 山 金 助 

   ────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

   ────────────────────────────────────────── 

○議長出席の有無    無 

   ────────────────────────────────────────── 

○出席説明員（０名） 

   ────────────────────────────────────────── 

○本会議の書記 

   事 務 局 長           関 口 順 子     書 記           妹 尾 洋 兵  
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午前 ９時５９分 開会 

○長谷川委員長 皆さん、おはようございます。 

 ただいまより、令和元年度決算審査特別委員会

第８回目を開催いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日は、これまで行ってきた令和元年度決算審

査について、お手元に配付のとおり、当委員会の

報告書案ができておりますので、報告書案につい

て提案いたします。 

 報告書案については、事務局のほうで読み上げ

て提案したいと思いますが、御異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 御異議なしと認めます。 

 それでは、事務局のほうでお願いいたします。 

 事務局長。 

○関口議会事務局長 それでは、読み上げさせて

いただきます。 

 委員会報告第９号、令和元年度決算審査特別委

員会報告書。 

 令和２年９月１０日第３回定例会における議決

に基づき、当委員会に付託された令和元年度七飯

町一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算並びに

水道事業会計決算について、審査した結果を下記

のとおり報告する。 

 令和２年９月２３日。 

 七飯町議会議長木下敏様。 

 令和元年度決算審査特別委員会委員長長谷川生

人。 

 記。 

 １、事件名。 

 （１）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。 

 （２）認定第２号令和元年度七飯町国民健康保

険特別会計歳入歳出決算認定について。 

 （３）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。 

 （４）認定第４号令和元年度七飯町介護保険特

別会計歳入歳出決算認定について。 

 （５）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。 

 （６）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。 

 （７）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 

 ２、審査の経過。 

 令和２年９月１０日、１１日、１４日、１５

日、１６日、１８日、２３日の７日間、委員会を

開催した。 

 審査に当たっては、町長から提出された決算書

及び決算に関する関係書類、証書類のほか、当委

員会が要求した資料等をもとに、町長、副町長、

教育長、担当部長、教育次長、担当課長、局長、

センター長の出席を求め、審査を行った。 

 ３、審査の総括。 

 （１）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。 

 決定。不認定。 

 概要及び理由。 

 一般会計の歳入歳出決算は、次表のとおりであ

る。 

 表をごらんください。 

 令和元年度の一般会計歳入歳出決算は、歳入総

額１１９億８,８５３万２,４６４円で、前年度と

比較し、国庫支出金、町債などの減少により、全

体で２４億２,９０８万２,６８７円減少してい

る。町財政の根幹をなす町税の収入済額は２９億

７,４０３万５,１３４円と、前年度より２,３５

１万７,１５８円減少している。 

 委員からは、歳入のスクールバス売払収入７万

円について、インターネットオークションを活用

せずに公募により売却したことは、自主財源確保

の観点からもオークションを活用するべきである

との意見があった。 

 歳出総額は１１８億５,６５８万８,５２６円

で、前年度と比較して、農林水産業費、商工費な

どの減少により、全体で２３億４,７５８万２,８

７５円減少している。 

 委員からは、歳出の学校管理費（小学校）の燃

料費（プロパン）１５０万６,８５１円につい

て、同一の敷地内にある施設に関して、同じ燃料

の契約方法が異なることに統一性がないとの意見

があった。 

 また、町道の着手がなされているが、引き続き



－ 3 － 

未完了となっている工事箇所については、住民

サービス向上の観点からも、計画的に早期での工

事の完了をするべきとの指摘があった。 

 歳入歳出差引額は１億３,１９４万３,９３８円

で、翌年度に繰り越すべき財源６２５万５,００

０円を差し引いた実質収支額は１億２,５６８万

８,９３８円の黒字である。 

 なお、当年度の実質収支額から前年度の実質収

支額を差し引いた単年度収支額は２,００１万８

１２円の赤字であり、これに財政調整基金への積

立金７,５００万円を加え、基金取り崩し額６,５

００万円を差し引いた実質単年度収支額は１,０

０１万８１２円の赤字である。 

 不用額は、２億９,５７６万７,４６４円（うち

繰越明許分２,４０９万７,９６６円）となってお

り、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の

ため、各種会議、行事等の中止、公共施設の休館

や学校の臨時休校などの措置がとられたことによ

る不用額があるものの、減額を見込めるという

ケースも一部見受けられた。委員からは、監査委

員からの意見書にも記載されているように、常に

財源の有効活用という観点に立ち、執行状況の把

握と早期の予算整理に努めるべきとの指摘があっ

た。 

 特に財政管理費の積立金８,４５２万４,４２７

円の不用額については、補正予算において積立金

を計上しているにもかかわらず、積み立てを行わ

なかったことに対する意見があった。 

 討論においては、同一の敷地内にある施設に関

して、同じ燃料の契約方法が異なること、スクー

ルバスの売却に関して、インターネットオーク

ションを活用せずに公募により売却しているこ

と、基金積立金に関して、補正予算において積立

金を計上しているにもかかわらず、新型コロナウ

イルスへの対応という漠然とした理由で積み立て

を行わなかったことが認定に反対する理由として

挙げられた。 

 以上、本会計について、起立採決をした結果、

賛成５名、反対９名により、不認定すべきものと

決定した。 

 なお、賛成者から、少数意見の留保があった。 

 （２）認定第２号令和元年度七飯町国民健康保

険特別会計歳入歳出決算認定について。 

 決定。認定。 

 概要及び理由。 

 国民健康保険特別会計の歳入歳出決算は、次表

のとおりである。 

 表をごらんください。 

 本会計の歳入総額は３３億４,２０１万３,０７

９円、歳出総額は３３億２,３８４万６,７７８円

で、実質収支額は１,８１６万６,３０１円の黒

字、単年度収支額は７,３０９万２,９７５円の黒

字となっており、累積赤字の解消が達成されてい

る。北海道との共同保険者へ移行したことによ

り、町の保険給付負担が減少したものの、今後も

税収の確保や収入未済額の緊縮などにより、国保

事業の適正かつ安定した運営に努めていただきた

い。 

 以上のことを踏まえ、本会計は、実質収支額が

黒字であることから、適正に歳入が確保され、歳

出も適正に執行されているものと判断し、全員一

致で認定すべきものと決定した。 

 （３）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。 

 決定。認定。 

 概要及び理由。 

 後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算は、次

表のとおりである。 

 表をごらんください。 

 本会計の歳入総額は４億１,８６１万９,８１３

円、歳出総額は４億１,１８７万８,４２２円で、

実質収支額は６７４万１,３９１円の黒字となって

いる。 

 本会計は、実質収支額が黒字であることから、

適正に歳入が確保され、歳出も適正に執行されて

いるものと判断し、全員一致で認定すべきものと

決定した。 

 （４）認定第４号令和元年度七飯町介護保険特

別会計歳入歳出決算認定について。 

 決定。認定。 

 概要及び理由。 

 介護保険特別会計（保険事業勘定）の歳入歳出

決算は、次表のとおりである。 

 表をごらんください。 
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 本会計の歳入総額は２８億７,７２０万１,８６

９円、歳出総額は２８億２,３５８万２,６６０円

で、実質収支額は５,３６１万９,２０９円の黒字

となっている。 

 次に、介護サービス事業勘定については、歳入

歳出同額の９７０万９３０円となっており、歳入

は、介護予防サービス計画費収入で、歳出は、保

険事業勘定繰出金である。 

 本会計は、実質収支額が黒字であることから、

適正に歳入が確保され、歳出も適正に執行されて

いるものと判断し、全員一致で認定すべきものと

決定した。 

 （５）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。 

 決定。認定。 

 概要及び理由。 

 下水道事業特別会計の歳入歳出決算は、次表の

とおりである。 

 表をごらんください。 

 本会計の歳入総額は８億５,２１７万２,８９７

円、歳出総額は８億２,８８５万１,０６０円で、

実質収支額は２,３３１万６,８３７円の黒字と

なっている。 

 収入済額は前年度に比べ７,９０９万７,５７２

円減少しているが、その主なものは使用料及び手

数料である。これは、下水道事業に地方公営企業

法が適用され、令和２年３月３１日現在の収入済

額をもって本会計が廃止されたことにより、令和

２年３月分の下水道使用料の全額と道補助金が未

収入となっているためである。未収金として、新

会計である七飯町下水道事業会計へ引き継がれて

いる。 

 本会計は、実質収支額が黒字であることから、

適正に歳入が確保され、歳出も適正に執行されて

いるものと判断し、全員一致で認定すべきものと

決定した。 

 （６）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。 

 決定。認定。 

 概要及び理由。 

 土地造成事業特別会計の歳入歳出決算は、次表

のとおりである。 

 表をごらんください。 

 本会計の歳入総額は１４５万８,１２６円、歳出

総額は３万３,０００円で、実質収支額は１４２万

５,１２６円の黒字となっている。 

 本会計は、実質収支額が黒字であることから、

適正に歳入が確保され、歳出も適正に執行されて

いるものと判断し、全員一致で認定すべきものと

決定した。 

 （７）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。 

 決定。認定。 

 概要及び理由。 

 総収益５億１,５６１万２,０８０円で、１１３

万３,３１７円の増加、総費用４億４,７５３万５,

５９０円で、２７６万２,６７８円の増加、差し引

き当年度純利益は６,８０７万６,４９０円で、１

６２万９,３６１円減少したが、黒字決算となっ

た。 

 当年度純利益６,８０７万６,４９０円に前年度

繰越利益剰余金７,２０８万７６１円を加えた当年

度未処分利益剰余金１億４,０１５万７,２５１円

のうち、令和２年度期首に減債積立金５,０００万

円、建設改良積立金２,０００万円を積み立てした

処分後の繰越利益剰余金は７,０１５万７,２５１

円としている。 

 以上、本会計については、適正な予算執行が行

われていると判断され、適切な施設整備、維持管

理を行っており、充実した安全な水の供給を図

り、住民サービスの向上と健全な企業会計の運営

が図られていることから、全員一致で認定すべき

ものと決定した。 

 以上でございます。 

○長谷川委員長 御苦労さまでした。 

 ただいま事務局のほうで報告書案について読み

上げて提案とさせていただきましたが、加除、修

正はありませんでしょうか。 

 澤出委員。 

○澤出委員 ２ページ目のところなのですけれど

も、２段目のところの、「委員からは、」と続く

ところなのですが、お分かりになりますか。「委

員からは、歳入のスクールバス売払収入７万円に

ついて、インターネットオークションを活用せず
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に公募により売却したことは、」というのは、何

か文章の呼応がちょっと悪いような感じがするの

ですが、こちらはどうでしょう。例えば、「売払

収入７万円に関して、インターネットオークショ

ンを活用せずに公募により売却したことについて

は、」とかに直すと通りいいような気がするので

すけれども。 

○長谷川委員長 ほかに。 

 若山委員。 

○若山委員 すみません、内容ではなくて形式的

なところなので、御意見をいただきたいというと

ころですけれども、それぞれの表が書かれており

ますけれども、一番下の６のところ、「実質収支

のうち地方自治法」何とかとなっているのですけ

れども、これ、「実質収支額のうち」の間違いだ

と思うのですけれども、「額」というのを追加し

ていただければなと思います。 

 それと、３ページ目の２行目、不用額は、これ

でいくと「２億９,５７６万７,４６４円」になっ

ていますけれども、これ、「４７４円」の間違い

ではないかどうか、ちょっと確認をお願いしたい

と思います。 

 そのほかの数字は、ちょっとチェック未済なの

で、大丈夫でしょうかというところはありますけ

れども、以上２点、ちょっと見解をお願いしたい

と思います。 

○長谷川委員長 ほかに。 

 横田委員。 

○横田委員 １ページ目の下から３行目、「審査

に当たっては、町長から提出された決算書及び決

算に関する関係書類、証書類」と書いてあるのだ

けれども、前は、こういうときは「証拠書類」と

いうような言葉を使っていたような気がするのだ

けれども、どうなのか、その１点だけです。 

 すみません、もう１点。３ページの上から５行

目の後半、「委員からは、監査委員からの意見書

にも記載されているように、常に財源の有効活用

という観点に立ち、執行状況の把握と早期の予算

整理に努めるべきとの指摘があった。」とあるの

ですけれども、「常に財源の有効活用という観点

に立ち」と、これは監査報告の中からとったとい

うことなのですか。というところをお願いしま

す。 

○長谷川委員長 それでは、これから委員長、副

委員長、事務局を交えて協議してまいりたいと思

います。 

 暫時休憩します。 

午前１０時２１分 休憩 

───────────── 

午前１０時３４分 再開 

○長谷川委員長 それでは、引き続き再開いたし

ます。 

 ただいま、加除、修正について、澤出委員、若

山委員、横田委員から指摘、修正部分がありまし

た。 

 そのことについて、事務局のほうから報告いた

します。 

 事務局長。 

○関口議会事務局長 それでは、ページごとにい

きたいと思います。 

 まず、１ページ目の下から３行目のところです

ね。横田委員から指摘のありました「証書類」の

部分だったのですが、ここ二、三年、こういう使

い方をしております。 

 次、２ページ目です。若山委員から指摘のあり

ました表の６番目、「実質収支」の後に「額」が

入ります。これは全会計の表に「額」を追加しま

す。 

 澤出委員から御指摘のありました中段の文章か

らの５行目、「委員からは、」という部分なので

すけれども、澤出委員から「について」という御

提案だったのですけれども、そうしますと、上の

部分と、「ついて」、「ついて」とかぶってしま

うので、これは「７万円に関して、インターネッ

トオークションを活用せずに公募により売却した

ことについては」と修正したいと思います。 

 次、３ページ目の２行目の不用額、「２９５,７

６７,４６４」と書かれておりますが、「４７４」

の、すみません、打ち間違いです。 

 上から６行目の、「常に財源の有効活用という

観点に立ち」という部分なのですけれども、これ

は監査意見書の４４ページに書かれている部分で

ございます。 

 以上でございます。 
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○長谷川委員長 ただいま修正箇所については事

務局長より読み上げていただきましたが、これに

対して御意見ございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 なければ、加除、修正に対する

質疑を終わります。 

 それでは、令和元年度決算審査報告書について

は、承認されたものとし、９月２４日に開催され

ます第３回定例会最終日に委員会報告といたしま

す。 

 また、少数意見報告書も提出されておりますの

で、委員会報告書とあわせて議長へ提出します。 

 お諮りいたします。 

 以上で、本委員会の審査を全て終了したいと存

じますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 御異議なしと認めます。 

 本日の委員会は、これで終了させていただきま

す。 

 長期間にわたり……。（「少数意見の内容は報

告しないのですか。配って終わり。」と呼ぶ者あ

り） 

 明日報告する。（「ここで検討しないの、これ

は。ちょっと間違えて、訂正させていただきたい

ところがあるのですけれども」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 暫時休憩いたします。 

午前１０時３８分 休憩 

───────────── 

午前１０時３９分 再開 

○長谷川委員長 引き続き再開いたします。 

 局長のほうから説明いたします。 

○関口議会事務局長 少数意見の留保につきまし

ては、会議規則７５条２項によりまして、少数意

見を留保した者がその意見を議会に報告する場合

においては、簡明な少数意見報告書をつくり、委

員会の報告書が提出するまでに委員会を経て議長

に提出しなければならない。 

 委員会を経てということで、皆様にお配りした

ところなのですけれども、その報告書につきまし

ては、出された方の意見ですので、委員会として

は……。（発言する者あり）それは報告者の意見

なので、それについて……。（発言する者あり） 

○長谷川委員長 暫時休憩いたします。 

午前１０時４１分 休憩 

───────────── 

午前１０時５３分 再開 

○長谷川委員長 引き続き、再開いたします。 

 ただいま中島委員のほうから御異議のお話がご

ざいましたことに対して、事務局長より説明がご

ざいます。 

 事務局長、よろしくお願いします。 

○関口議会事務局長 道議長会のほうに照会しま

したところ、規定はないのですけれども、通常、

余り個人の名前を出すことはないということでし

たので、提出者のほうに、こちらの部分について

は訂正をして、今日、委員会報告を出すときに間

に合わせて提出したいと思います。 

 以上です。 

○長谷川委員長 中島委員、どうぞ。 

○中島委員 町村会から聞いたという話を聞いた

けれども、町村会というのは一般的なことしか言

わないのですよ。我々は会議規則で動いているわ

けですよ。会議規則にだめだと書いてあるのです

よね。問題ないよと、今、局長、言ったけれど

も、町村会は一般的なことしか言わないのです

よ。ここがだめだとか、これはいいとかとは、町

村会は絶対言わないですから。一般的な常識的な

ことしか言わないですからね。やってもいいよ、

でもやらないほうがいいですよとか、そういう言

い方しかしないですから、だから、そういう言い

方ではだめなのですよ。七飯町議会としてはどう

なのだということなのだから、会議規則というも

のがあるのだから、会議規則にのっとってやれば

いいのですよ。町村議会はこういうことを言いま

したとか、問題はないようだけれども、名前は消

しますと、そういう言い方はどうかと僕は思いま

すよ、七飯町議会として。町村会というのは一般

常識的なことしか言わないのですから。七飯町議

会のためには言わないですから、全体的な平均的

なことしか言わないですから。うちには会議規則

という立派なものがあるのですよ。 

○長谷川委員長 事務局長。 

○関口議会事務局長 うちの会議規則にも個人名

を出してはいけないという部分は書かれていませ
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んので、では、委員長のほうから皆さんに諮って

いただいてという形でよろしいでしょうか。この

件について言いました。 

○長谷川委員長 ですから、当初、事務局長がお

話ししました、中島委員に対する御異議に対し

て、町村会の意見、あるいは助言をいただいて、

先ほど１回目に説明しましたけれども、それに対

して、提出者が、その名前の部分を削除して修正

して改めて提出するということなのですけれど

も、それでよろしいかなと私は思いますけれど

も。よろしいですか。 

 ほかに何かこのことに対しての御異議ございま

すか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 なし。御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 それでは、改めましてお諮りい

たします。 

 以上で、本委員会の審査を全て終了したいと存

じますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○長谷川委員長 御異議なしと認めます。 

 本日の委員会は、これで終了させていただきま

す。 

 長時間にわたり、大変御苦労さまでした。 

 以上でございます。 

午前１０時５７分 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


