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令和２年度決算審査特別委員会（第３回） 

 
令和３年９月１３日（月曜日）午前１０時１７分開会   

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

○付託案件 

 認定第１号 令和２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２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２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２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２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６号 令和２年度七飯町水道事業会計決算認定について 

 認定第７号 令和２年度七飯町下水道事業会計決算認定について 

 

 １．各課の聴取について 

 ２．その他 

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

○出席委員（１５名） 

  委 員 長   横 田 有 一      副委員長   川 上 弘 一 

  委  員   平 松 俊 一      委  員   池 田 誠 悦 

  委  員   田 村 敏 郎      委  員   畑 中 静 一 

  委  員   長谷川 生 人      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   青 山 金 助 

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

○欠席委員（１名） 

  委  員   稲 垣 明 美 

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

○議長出席の有無    無 

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

○出席説明員（７名） 

   副   町   長    宮 田   東     総務部総務財政課長           青 山 栄久雄  

   総務部長事務取扱          

   総務部情報防災課長           若 山 みつる     総務部政策推進課長           中 村 雄 司  

   総 務 部 税 務 課 長           柴 田   憲     会 計 課 長  関 口 順 子  

   議 会 事 務 局 長           広 部 美 幸 

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

○本会議の書記 

   事 務 局 長           広 部 美 幸     書       記  妹 尾 洋 兵 
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午前１０時１７分 開会 

○横田委員長 ただいまより、令和２年度決算審

査特別委員会第３回目を開催いたします。 

 稲垣委員から欠席の届出が出ています。 

 令和２年度決算に関わる各課の聞き取りを行い

ますので、よろしく御協力お願いいたします。 

 追加資料については、担当課の聴取の前までに

提出を依頼していますが、間に合わない場合は後

日となりますので、よろしくお願いいたします。 

 また、提出のあった資料については、議員とし

ての守秘義務に関わる部分もありますので、くれ

ぐれも注意していただくようお願いいたします。 

 それでは、今後の審査方法について、事務局長

の説明を受けてから進めさせていただきます。 

 事務局長。 

○広部議会事務局長 おはようございます。 

 本日からの決算審査特別委員会の審査をよろし

くお願いいたします。 

 それでは、私のほうから、改めて審査方法につ

いて説明いたします。 

 審査に当たっては、部ごとに入っていただきま

すが、それぞれ担当課長は、自分の番が来る前に

は席についていただくようにしております。 

 決算書及び提出資料に基づいて説明していただ

きます。 

 議会事務局、会計課の後に、総務部について、

順次、課ごとに説明、質疑に入ります。 

 なお、広報広聴特別委員会での決定事項でござ

いますが、決算審査特別委員会をＹｏｕＴｕｂｅ

配信する場合の作業の検証のために、本日より録

画することとなっておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 簡単ですが、以上で説明を終わります。 

○横田委員長 何か御質問ありますか、今の件に

つきまして。 

 若山委員。 

○若山委員 今、資料等の取り扱いについて、十

分注意ということで委員長よりお話ありました。

もとより注意するつもりですけれども、こうやっ

て配付されたものはもちろんあれですけれども、

そこに置いてある閲覧という形の提出資料につい

ても、メモをとりたいのですけれども、それはよ

ろしいでしょうか。その確認をお願いします。 

○横田委員長 議会事務局長。 

○広部議会事務局長 必要であれば、各自、メモ

をとっていただいて構いません。ただ、皆様、く

れぐれも外部に漏らしてはいけない部分もござい

ますので、その辺、自己責任でどうぞよろしくお

願いいたします。 

○横田委員長 あとよろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○横田委員長 それでは、初めに、議会事務局の

審査を行います。 

 なお、資料は事前に配付されておりますので、

資料の事業決算の具体的内容については、特段の

説明のない限り、「記載のとおり」でよろしいで

す。 

 それでは、議会事務局長、決算書及び提出資料

に基づく説明をお願いします。 

 議会事務局長。 

○広部議会事務局長 それでは、議会事務局所管

の令和２年度決算について、共通様式の説明をい

たします。 

 ナンバー１は庶務係分で、決算書５２から５３

ページ、事業決算名は議会費です。当初予算額１

億３６９万５,０００円、補正予算額は合計でマ

イナス１２６万９,０００円です。補正のマイナ

ス部分は、コロナ禍により会議などが中止となっ

たことによる旅費の減額と、第３委員会室に新し

いマイクユニットを購入する予定でしたが、コロ

ナ禍により、狭い会議室は使用しなくなったこと

から、当初予定しておりましたマイクユニットを

購入しないこととなり、減額したのが主な理由で

す。予算現額合計は１億２４２万６,０００円、

支出済額は１億１９２万７,９７９円、不用額は

４９万８,０２１円、執行率は９９.５％です。 

 事業決算の具体的な内容については記載のとお

りでございますが、例年と違う支出は、１７節備

品購入費に本会議場設備機器等譲渡取得費（債務

負担）として４９８万６,６３０円ございます。

これは、令和元年度に本会議場のマイクを新しい

ものに交換し、その支払いが令和元年度から令和

５年度まで、５年間で支払うことになっている、

令和２年度の債務負担分です。 
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 また、その下にある議会中継配信機器等購入費

（臨時交付金対象事業）として、５１万５,４７

１円ございまして、こちらは、コロナ禍により議

会を傍聴するのが困難となりましたので、Ｙｏｕ

Ｔｕｂｅで議会映像を配信するための機器購入代

金となっております。その他ＹｏｕＴｕｂｅ配信

に関連して、１１節役務費の電話料で、光ケーブ

ル回線２万６８０円と、１２節委託料の本会議場

等配線業務委託料９万７,９００円も臨時交付金

対象事業となっておりまして、合計６３万４,０

５１円支出しております。 

 表の歳入に特定財源の記載がございますが、新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

の歳入６億２８９万６,０００円のうち、６２万

２,０００円を充当しております。 

 ＹｏｕＴｕｂｅによる議会の映像は、今年の６

月定例会から配信を開始いたしました。その他は

例年どおりの支出となっております。 

 また、議員報酬予算不足のため、旅費より１,

０００円流用しております。予算不足となった理

由は、令和２年３月が２年に一度の常任委員会の

改選が行われ、委員長がかわった委員会がござい

ます。日割で委員長報酬を支払うこととなってお

りますので、旧委員長と新委員長がダブっている

日が１日あるため、３２１円不足となり、流用い

たしました。 

 次に、ナンバー２は調査係分で、決算書８６か

ら８７ページ、事業決算名は監査委員費です。当

初予算額１６２万６,０００円、補正予算額は合

計でマイナス６３万２,０００円です。ほとんど

が、コロナ禍により会議が中止となったことによ

る旅費の減額です。予算現額合計は９９万４,０

００円、支出済額は９９万３,２２１円、不用額

は７７９円、執行率は９９.９％です。こちらの

事業では、監査委員２名分の報酬、旅費の支出

と、参考図書の追録代や、渡島町村監査委員協議

会負担金を支出しております。例年と比べて新し

い支出はございません。 

 議会事務局の提出資料は以上となります。よろ

しく御審議のほどお願いいたします。 

○横田委員長 ありがとうございます。 

 質疑ありますか。 

 若山委員。 

○若山委員 議会費のほうの内容について、

ちょっと確認です。需用費、ここの具体的な内容

については、参考図書、議会だよりの印刷などと

いうことで上がっていますけれども、決算書の内

容を見ると、１０、需用費ということで、１０、

消耗品費、食糧費、議会だより印刷製本費となっ

ておりまして、この参考図書というのは、これは

消耗品費の中の監査委員の中にある追録代という

ことであれですか、特に書籍を別途購入している

わけではないのかどうか、そこのところのちょっ

と確認と、あと、１２番の委託料で、会議録調製

委託料というのが２２０万円ほど決算で上がって

おりまして、この会議録調製の委託の費用という

か単価というのですか、これについては、何か値

上がりする可能性があるとか、どのぐらいの金額

でどうなのかとか、この中ではこれだけが大きく

増減する可能性があるようなので、委託するの

に、時間当たり幾らだとか、ページ当たり幾らだ

とか、何かそういうのがもし分かれば教えていた

だきたいのと、それというのは、今後、値上がり

とか値下がりとか、もっと安いところを探すと

か、そういう可能性についてどうなのかを教えて

もらいたいのと、今、最後にちょっと説明があっ

た、議員報酬の不足のために流用とあるのですけ

れども、これは当初から予算化というか、足りな

くならないように予算化するというのは無理で、

流用、交代した場合には多少出る、何百円か何千

円か、出る、出ないとかというのは、こういう形

で流用するというようなこと、当初から想定して

おくとかという必要はないのかどうか、そこのと

ころの考え方をちょっと教えてください。 

○横田委員長 事務局長。 

○広部議会事務局長 ただいま御質問のありまし

た需用費の参考図書の部分でございますが、それ

は新しく図書を買ったというわけではございませ

んで、今まである図書の追録分が毎年、変わった

部分の追録が来ますので、そこの部分の参考図書

代となります。 

 また、１２番の委託料の会議録調製委託料でご

ざいますが、単価といたしましては、会議１時間

分１万９,８００円でございます。去年は大体１
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１１時間分の会議の委託をお願いしております。

これは毎年入札を行っておりまして、その年に

よって、入札のぐあいによって金額は前後する可

能性はございますが、最近、ここ数年は、大体こ

の２万円前後の金額で推移しております。 

 また、先ほど委員長の報酬、１,０００円の部

分でございますが、当初予算から２年に１回、委

員長がかわるときに、１,０００円か２,０００円

アップして予算計上するということも可能でござ

いまして、この次の４年後、ちょっと考えてみた

いと、検討してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○横田委員長 よろしいですか。 

 あとありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○横田委員長 それでは、１番の議会事務局と、

それから監査事務局、この二つ、御苦労さまでし

た。 

 続きまして、会計課に入りたいと思います。 

 会計課長、よろしくお願いいたします。 

○関口会計課長 おはようございます。 

 それでは、会計課の令和２年度の決算につい

て、よろしくお願いいたします。 

 会計課の提出資料は、共通様式の調書１枚のみ

でございます。 

 お手元の決算書では、ページ６１ページから６

３ページになります。予算科目、２款総務費１項

総務管理費４目会計管理費で、事業名も同じく会

計管理費となります。この事業予算の目的です

が、会計課は、税等の収入金や、収納金の収入や

支払いの処理のため、各種徴収、支払伝票等の印

刷や、事務用消耗品の購入に充てる経費が主な内

容となります。当初予算額２３万７,０００円、

補正予算額は９,０００円の減、予算現額は２２

万８,０００円となり、支出済額は２２万５,６２

２円、執行率は９９.０％となります。 

 支出の主な内容ですが、具体的な内容について

は記載のとおりでございます。 

 事業執行につきましては、ほぼ予算どおりの執

行をしております。 

 簡単でございますが、説明は以上です。よろし

く御審議のほどお願いいたします。 

○横田委員長 ありがとうございます。 

 これより、質疑を行います。 

 若山委員。 

○若山委員 すみません、しょうもないことであ

れなのですけれども、去年のこの資料も見たので

すけれども、旅費のところの一般職員旅費という

表現なのですけれども、これ、一般職旅費と会計

のほうには書いていて、一般職員旅費、一般職旅

費というのと、どっちが正しいあれなのか、使い

方として、何か一般職旅費と、一般職員と入れな

いような感じがするのですけれども、そこのあれ

はどうでしょうか。 

○横田委員長 会計課長。 

○関口会計課長 今後、統一してまいりたいと思

います。 

○横田委員長 よろしいですか、若山委員。統一

するということです。 

 あとありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○横田委員長 質疑を終わります。 

 これをもって、会計課に対する審査は終了させ

ていただきます。 

 会計課長、御苦労さまでした。 

 暫時休憩いたします。 

午前１０時３２分 休憩 

───────────── 

午前１０時３４分 再開 

○横田委員長 休憩以前に引き続き、再開いたし

ます。 

 次に、総務部の審査を行います。 

 副町長、総務財政課長、情報防災課長、御苦労

さまです。 

 各課に順次指名いたしますので、決算書及び提

出資料に基づき、説明をお願いします。 

 なお、資料は事前に配付されておりますので、

資料の事業決算の具体的内容については、特段の

説明のない限り、「記載のとおり」でよろしいで

す。 

 それでは、総務財政課長、お願いいたします。 

 総務財政課長。 

○青山総務財政課長 それでは、総務財政課から

御報告いたします。 
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 総務財政課では、共通資料としまして、最初に

お手元に、１番から２３番までの事業と、２番目

の令和２年度事務事業予算全額未執行の状況とし

て様式１を、追加要求資料としまして、１番から

４番までの資料、４点について、４点目は閲覧に

なりますけれども、御提出しております。 

 それでは、最初に共通様式の説明から入らせて

いただきます。 

 最初に、共通様式１ページからとなります。ナ

ンバー１、決算書のページは５４ページから５５

ページで、事業名は一般管理費（総務行政）とな

りますが、当初予算額１,３３７万７,０００円か

ら３１１万４,０００円を減額し、予算現額１,０

２６万３,０００円に対し、８７５万１,７０４円

を支出しております。不用額は１５１万１,２９

６円で、執行率は８５.３％となっております。 

 事業の説明となりますが、目的、節の執行済

額、不用額の金額等は記載のとおりですので、説

明については省略させていただきますが、特に説

明を要する点について御説明いたします。 

 補正予算額の３１１万４,０００円の減額につ

いては、新型コロナウイルスの感染症の影響によ

り、旅費で１６０万３,０００円の減額、町長交

際費で１２０万円の減額が主な内容となり、補正

後の予算においても、旅費、交際費についてはそ

れぞれ４９万５,４１０円、７１万１,０６７円の

不用額が生じております。これもコロナの影響に

より、公務出張の取りやめ、町内諸行事の中止な

どにより、旅費、交際費の支出がなかったものに

よります。 

 次に、共通様式ナンバー２、決算書のページは

５４から５７ページで、事業名は平和事業費とな

りますが、当初予算１３２万５,０００円から１

３０万６,０００円を減額し、予算現額１万９,０

００円に対し、１万８,５００円を支出しており

ます。 

 令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影

響により、広島市への平和大使派遣事業を中止

し、また、平和祈念祭も、来賓、参列者を集めな

いで、自由参拝などの簡素な内容により行ってお

ります。 

 次に、共通様式ナンバー３、決算書のページは

５６ページから５７ページで、事業名は表彰事業

費となりますが、当初予算額１１２万３,０００

円から４２万６,０００円を減額し、予算現額６

９万７,０００円に対し、６４万９６円を支出し

ております。執行率は９１.８％となっておりま

す。 

 令和２年度の功労者表彰は、表彰状、感謝状、

スポーツ栄誉賞、文化栄誉賞など、個人２１名及

び１２団体を表彰し、文化功労賞の受賞者はあり

ませんでした。 

 次に、共通様式ナンバー４です。決算書のペー

ジは５６ページから５７ページで、事業名は一般

管理費（人事行政）となりますが、当初予算額４

１４万５,０００円から１８万円を減額し、予算

現額３９６万５,０００円に対し、３９５万３,３

１７円を支出しております。執行率は９９.７％

となっております。 

 一般管理費（人事行政）は、主に職員厚生に係

る経費、人事評価制度の運用支援業務に係る経費

が主な支出額となります。 

 次に、共通様式ナンバー５です。決算書のペー

ジは５６ページから５７ページで、事業名は一般

管理費（共通経費）でありますが、当初予算額

２,２６４万４,０００円から７万６,０００円を

減額し、予算現額２,２５６万８,０００円に対

し、２,１０４万８,６３５円を支出しておりま

す。不用額は１５１万９,３６５円で、執行率は

９３.３％となっております。 

 一般管理費（共通経費）では、主に庁内共通物

品等の管理、郵便料及び電話料など、事務的経費

が主な支出額となりますが、令和２年度は郵便料

の不用額が１５０万円程度発生したので、令和３

年度はもう少し不用額の発生を抑えたいと思いま

す。 

 次に、共通様式ナンバー６です。決算書のペー

ジは５８ページから５９ページで、事業名は町長

公用車管理費でありますが、当初予算額６６万

９,０００円から５万５,０００円を減額し、予算

現額６１万４,０００円に対し、５５万３,０３８

円を支出しております。執行率は９０.１％と

なっております。 

 この経費については、特段、説明を要するもの
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はございません。 

 次に、共通様式ナンバー７です。決算書のペー

ジは６０ページから６１ページで、事業名は財政

管理費とありますが、当初予算額７５１万６,０

００円に７,１３２万８,０００円を増額し、予算

現額７,８８４万４,０００円に対し、７,８８２

万８,７９６円を支出しております。不用額は１

万５,２０４円で、執行率はほぼ１００％となっ

ております。 

 財政管理費は、財政運営に係る経費及び基金へ

の積み立てを主に行う事業でありますが、財政管

理費で管理する基金の積立金は、令和２年度の決

算額で７,２００万円と、前年度と比較して２,８

２５万９,５７３円減りましたが、取崩額は前年

度と比較して１,５３５万２,０００円減り、総額

８,０８０万円の取り崩しとなっております。こ

の結果、出納閉鎖期日である令和３年５月３１日

現在の基金残高は、前年度と比較して、町全体で

ありますが、９５２万４,０２８円増加し、１４

億２,６１１万８,９２４円となっております。 

 次に、共通様式ナンバー８です。決算書のペー

ジは６２ページから６３ページで、事業名は財産

管理費となりますが、当初予算額５６万２,００

０円から５万円を減額し、予算現額５１万２,０

００円に対し、４５万７,８６８円を支出してお

ります。執行率は８９.４％となっております。 

 財産管理費は、普通財産を適切に管理するため

の経費となりますが、令和２年度は、事業の財源

に充当している温泉使用料が、コロナ禍の影響に

より、使用者である鶴雅観光開発株式会社が３か

月間休業したため、６月から８月の温泉使用料２

６万７,３００円を減免しております。 

 次に、共通様式ナンバー９、決算書のページは

６２ページから６５ページで、事業名は庁舎管理

費となりますが、当初予算額５,３８２万６,００

０円に１,１５５万１,０００円を増額し、予算現

額６,５３７万７,０００円に対し、６,３１０万

３,４８９円を支出しております。不用額は２２

７万３,５１１円で、執行率は９６.５％となって

おります。 

 令和２年度の庁舎管理費は、新型コロナウイル

ス感染症の対応のため、消耗品費、備品購入費で

１,２０１万９,０００円の追加補正を行い、総額

１,２０１万８,０１４円の関連消耗品及び備品を

購入し、コロナ感染症の対応を行っており、ま

た、不用額が２２７万３,５１１円と多額の不用

額を発生させてしまいましたが、これは例年より

も庁舎燃料費及び庁舎電気料の支出が少なく、そ

れぞれ８７万５,４４０円、１３９万２,９５６円

の不用額を生じたことによります。 

 次に、共通様式ナンバー１０、決算書のページ

は７６ページから７９ページで、事業名は地域セ

ンター管理費となりますが、当初予算額４２６万

１,０００円から４４万６,０００円を減額し、予

算現額３８１万５,０００円に対し、３６９万７,

７４５円を支出しております。不用額は１１万

７,２５５円で、執行率は９６.９％となっており

ます。 

 地域センター管理費は、本町地区、鶴野地区、

大中山地区にある３施設の地域センター管理費

で、それぞれの施設には、社会福祉協議会、シル

バー人材センター、連合北海道七飯地区連合会が

仮設として入居しております。 

 次に、共通様式ナンバー１１、決算書のページ

は８４ページから８７ページで、事業名は選挙管

理委員会費となりますが、当初予算額８５万８,

０００円から２８万３,０００円を減額し、予算

現額５７万５,０００円に対し、５６万６,４３６

円を支出しております。執行率は９８.５％と

なっております。 

 令和２年度は選挙の執行がなかった年で、ま

た、新型コロナウイルス感染症の影響により、定

期総会及び各種研修会が中止になるなど、委員会

の開催状況としては、年４回行われる選挙人名簿

の登録に関する定時登録のみ行われました。 

 次に、共通様式ナンバー１２、決算書のページ

は９０ページから９１ページで、事業名は福祉基

金費となりますが、この事業は、福祉基金への積

み立てを行う事業となり、令和２年度の運用利息

収入８万４,０７７円を財源に、１２万７,０００

円の積み立てを行っております。令和２年度の基

金取り崩しはなく、令和３年５月３１日現在の基

金残高は９,５００万円で、前年度より１２万７,

０００円増加しております。 
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 次に、共通様式ナンバー１４、決算書のページ

は１４８から１４８ページで、申し訳ありません

でした。ナンバー１３になります。 

 次に、共通様式ナンバー１３、決算書のページ

は１２６ページから１２７ページで、事業名は環

境保全事業推進基金費でありますが、この事業

は、環境保全事業推進基金への積み立てを行う事

業となり、令和２年度の運用利息収入６万２,０

８８円を財源に、１０５万４,０００円の積み立

てを行っております。令和２年度の基金取崩額は

１５０万円で、令和３年５月３１日現在の基金残

高は６,６４１万６,０００円となり、前年度と比

較して４４万６,０００円減少しております。ま

た、基金の充当目的は、大沼の環境保全事業の推

進に充当されることから、特定目的基金となりま

す。 

 次に、共通様式ナンバー１４、決算書のページ

は１４８ページから１４９ページで、事業名は森

林環境譲与税基金費となりますが、この事業は、

森林環境譲与税基金への積み立てを行う事業とな

り、令和２年度の国から交付される森林環境譲与

税交付金の原資７６９万３,１６０円に、令和２

年度の運用利息収入５５１円を加えた７６９万

３,７１１円の積み立てを行っております。令和

２年度の基金取り崩しはなく、令和３年５月３１

日現在の基金残高は１,１７２万１,７１１円で、

前年度より７６９万３,７１１円増加しておりま

す。 

 次に、共通様式ナンバー１５、決算書のページ

は２００ページから２０１ページで、事業名は社

会教育施設整備基金費となりますが、この事業

は、社会教育施設基金への積み立てを行う事業と

なり、令和２年度の運用利息収入１２万４,６８

６円を財源に、１１１万４,０００円の積み立て

を行っております。令和２年度の基金取り崩し、

基金繰入金はなく、令和３年５月３１日現在の基

金残高は１億４,１００万円で、前年度より１１

１万４,０００円増加しております。 

 次に、共通様式ナンバー１６、決算書のページ

は２２６ページから２２７ページで、事業名は一

般会計町債償還費（元金）となりますが、当初予

算額１２億４,４６１万９,０００円に５,３２０

万円を増額し、予算現額１２億９,７８１万９,０

００円に対し、１２億９,７８１万７,５２７円を

支出しております。不用額は１,４７３円で、執

行率はほぼ１００％となります。 

 令和２年度の元金償還金は、通常償還が前年度

と比較して１億１,２７８万３９４円増加し、１

２億４,５８１万２,０２７円となったほか、令和

元年度、新規に発行した地域総合整備資金貸付金

事業で、ふるさと融資を受けた事業がコロナの事

情により断念したため、５,２００万円を繰り上

げ償還したことにより、町債元金償還金は１億

６,４７８万５,８９０円と、大幅に増加しており

ます。 

 次に、共通様式ナンバー１７、決算書のページ

は２２６ページから２２７ページで、事業名は一

般会計町債償還金（利子）となりますが、当初予

算額８,７１３万円から８０４万５,０００円を減

額し、予算現額７,９０８万５,０００円に対し、

７,８５７万５,４１２円を支出しております。不

用額は５０万９,５８８円で、執行率は９９.４％

となっております。 

 償還利子については、地方債残高は年々増加し

ているものの、元利均等償還及び近年、低い利率

により借り入れを行っていることから、過去５か

年では、毎年減少しております。また、不用額が

５０万円程度発生しておりますが、このうち５０

万９,１３５円は一時借入金利子の不用額による

ものとなっております。 

 次に、共通様式ナンバー１８、決算書のページ

は２２８ページから２２９ページで、事業名は職

員給与費となりますが、当初予算額１２億２,６

３０万９,０００円から４,４６８万１,０００円

を減額し、予算現額１１億８,１６２万８,０００

円に対し、１１億７,３６３万４,８２０円を支出

しております。不用額は７９９万３,１８０円

で、執行率は９９.３％となっております。 

 職員給与費は、一般会計に属する職員、特別

職、一般職、再任用職員の人件費を支給する事業

で、主に給料、職員手当、共済費が支出の主なも

のとなります。不用額が多少残りましたが、これ

は職員手当のうち、時間外手当分、退職手当組合

負担金の不用額によるもので、内容的にはほぼ予
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算額どおり執行されております。 

 次に、共通様式ナンバー１９番、決算書のペー

ジは２２８ページから２３１ページで、事業名は

会計年度任用職員給与費となりますが、当初予算

額２億８,８７９万３,０００円から１,４４５万

円を減額し、予算現額２億７,４３４万３,０００

円に対し、２億７,０４３万８,９０９円を支出し

ております。不用額は３９０万４,０９１円で、

執行率は９８.６％となっております。 

 会計年度任用職員給与費は、これまで臨時職員

として雇用されていた職員を会計年度任用職員に

改めた任用形態としており、賃金から報酬または

給与として支給するものとなっております。ま

た、これまで各事業に配当を行っていた予算を一

括この経費に集約して支出しております。なお、

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響

により、解雇または離職された方を対象に、会計

年度任用職員として採用するため、別枠で１０名

を雇用する補正予算を追加し、随時採用を行って

まいりました。 

 次に、共通様式ナンバー２０、決算書のページ

は２３０ページから２３１ページで、事業名は職

員諸費となりますが、当初予算額２７万１,００

０円から４,０００円を減額し、予算現額２６万

７,０００円に対し、２６万６,７００円を支出し

ております。執行率は９９.９％となっておりま

す。 

 職員諸費は、主に職員の永年勤続表彰及び相互

交流に係る派遣または帰任旅費を計上している事

業となります。 

 次に、共通様式ナンバー２１、決算書のページ

は２３０ページから２３１ページで、事業名は職

員研修費となりますが、当初予算額１３７万円か

ら１１４万２,０００円を減額し、予算現額２２

万８,０００円に対し、２２万５,８３６円を支出

しております。執行率は９９.１％となっており

ます。 

 職員研修費は、職員の能力開発及び向上を図る

ことを目的に、毎年職員研修計画を定めて、それ

ぞれの区分に応じた研修に職員を参加させていま

したが、令和２年度はコロナの影響により、計画

していた研修がほぼ中止になったことから、３月

の補正予算で１１４万２,０００円を減額してお

ります。 

 次に、共通様式ナンバー２２、決算書のページ

は２３０ページから２３１ページで、事業名は職

員厚生費となりますが、当初予算額３９２万３,

０００円から１２６万１,０００円を減額し、予

算現額２６６万２,０００円に対し、２６２万２,

６０４円を支出しております。執行率は９８.５

％となっております。 

 職員諸費は、主に職員の健康管理に要する経費

を計上しております。 

 最後に、共通様式ナンバー２３番、決算書の

ページは２３２ページから２３３ページで、事業

名は予備費となりますが、当初予算額５００万円

に、不測の予算外経費に対応するため、補正予算

で１００万円を増額し、最終的に３９５万８,０

００円を、説明欄に記載のある事業に対して予備

費を充当しております。 

 予備費の使用については、前年度と比較して２

２０万９,０００円増加となっておりますが、い

ずれも住宅火災による災害見舞金の支給や、健康

センター源泉ポンプの故障など、突発的に発生し

たもので、それ以外の経費の充当は行っていない

ことから、今後も予備費の使用については、避け

難い事故や突発的に発生した経費などに対して充

当するなど、慎重に行ってまいります。 

 以上で、共通様式事業決算の説明は終了いたし

ます。 

 続いて、要求資料の２番、令和２年度事務事業

予算、全額未執行、細節５万円以上の状況となり

ますが、こちら、総務財政課においては１点、２

款１項１目一般管理費で、総務行政、内容は委員

報酬、５万８,０００円が未執行となっておりま

すが、その未執行の理由については、倫理審査会

及び行政不服審査会が開催されなかったため、未

執行となっております。 

 この様式１については以上となります。 

 続いて、追加要求資料を説明させていただきま

す。 

 お手元に資料の１から３までお配りされている

かと思いますけれども、大丈夫でしょうか。 

 それでは、総務財政課の追加要求資料としまし
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て、４点ありますが、最初の資料としまして、１

点目の、職員及び会計年度任用職員の時間外時間

数の状況として、各課の時間外支給の対象となる

職員の時間外時間数を、令和元年度、令和２年度

でまとめた資料となり、上段は、正職員につい

て、特殊業務を除いた各課において通常行われる

業務の時間外時間数を集計したもの、中段は、各

課の所属職員を動員し、その年度に限り行われる

特殊業務において、正職員が従事した時間外時間

数を集計した表となります。下段の会計年度任用

職員の時間外時間数の状況は、令和元年度と令和

２年度の集計方法には違いがありまして、令和２

年度は、臨時職員から会計年度任用職員に改めら

れたことにより、時間外時間数の集計は総務財政

課の人事係で人事給与システムにより把握するこ

とが可能となっておりますが、令和元年度につい

ては、各担当課において、短時間臨時職員の時間

外集計を行っていることから、伝票を通して行っ

ているため、人事係の集約はできず、令和元年度

の数値については参考数値として御確認していた

だければと思います。 

 次に、２点目の追加要求資料として、職員及び

会計年度任用職員の職員健康診断の受診率とし

て、各課に所属する職員及び会計年度任用職員

で、受診対象者の受診者数、受診率及び未受診の

理由などを、令和元年度、令和２年度でまとめた

資料となります。 

 令和元年度は、受診対象者数２８２人に対し

て、町が実施する健康診断を受けた職員は２５７

人で、受診率は９１.１％、町の健診を受けな

かった職員は２５名となりますが、そのうち１５

名は、町の健診とは別に健康診断等を受けている

者で、この人数を加えた場合の健康診断受診率は

９６.５％となります。 

 同様に、令和２年度は、受診対象者数２７３人

に対して、町が実施する健康診断を受けた職員は

２４８人で、受診率は９０.８％、町の健診を受

けなかった職員は２５名となりますが、そのうち

１８名は、町の健診とは別に健康診断等を受けて

いる者で、この人数を加えた場合の健康診断受診

率は９７.４％となります。 

 次に、追加要求資料３番、今後５年間の町債残

高の推計の見込みとしまして、前年度の決算でも

求められたものでありまして、これは令和２年度

の決算数値を反映して作成したものとなります。

作成手法については、伸び率、変化の要因はある

程度前年度を踏襲して作成しております。今後５

年間、令和３年度を起点として、推計期間は令和

７年度まで、現在の中長期財政計画の期間内で作

成しております。 

 今後５年間で町債発行予定額を総額４２億１,

１００万円に試算しており、これは前年度につい

ては３４億５,０００万円。次に、今後５年間で

町債残高及び発行予定額に対して償還する金額に

ついては６８億３,４００万円、前年度について

は、この期間で６８億５,５００万円と見込んで

おります。 

 この結果、町債現在高の推移は、令和２年度

末、１３９億４,０００万円から、令和７年度末

には１１５億３,０００万円となりますが、これ

は現時点での推計結果であり、令和４年度以降、

またこの計画数値から町債の発行予定額が増えた

場合、または減少した場合は、町債現在高の推移

も当然変化いたします。 

 下段は、参考までに令和２年度決算額を反映し

た現時点で推計される実質公債費比率、将来負担

比率の見通しを示したものとなります。 

 それぞれの比率は、町の財政規模を表す標準財

政規模が増加したこと、また、実質的な公債費の

額及び将来負担をすることとなる町債現在高が

年々減少することにより、令和元年度に推計した

点線のラインから、令和２年度及び令和３年度以

降の比率が低下するものと推計しております。 

 最後に、追加要求資料４の、借り入れ目的別の

返済予定表及び借入金利の分かる資料となります

が、借り入れ目的別、これは事業になりますが、

これの償還表と金利の両方の二つが同時に分かる

資料としては、個別に総務財政課では起債台帳が

これに該当しておりますが、この起債台帳は総

ページ数が５,０００ページに及びますので、こ

れにかわる資料として、事業区分別償還予定表、

借入先別の償還予定表などを起債管理システムか

ら出力した一覧表を閲覧用として提出しておりま

すので、こちらのほうを御覧いただきたいと思い
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ます。 

 以上で、総務財政課の説明については終わりま

す。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○横田委員長 ありがとうございます。 

 これより、審議を行います。ありませんか。 

 中島委員。（発言する者あり） 

 では、１１時１５分まで休憩いたします。 

 暫時休憩します。 

午前１１時０３分 休憩 

───────────── 

午前１１時１４分 再開 

○横田委員長 それでは、休憩以前に引き続き、

再開いたします。 

 総務財政課の質疑から入ります。 

 何かありますか。 

 田村委員。 

○田村委員 総務財政課の質疑でよろしいのです

ね。 

○横田委員長 はい。 

○田村委員 それでは、まず、ナンバー１８、１

９、２２番、これについて質問をしてまいりたい

と思います。 

 まず一つ目には、三六協定の締結は当然してい

るとは思うのですけれども、まず三六協定の締結

はしているのか。 

 それから、会計年度任用職員がその中に含まれ

ているのかどうか。 

 それと、三六協定の締結内容の中で、１日何時

間、時間外ですね、何時間か、１か月何時間か、

１年何時間か、その中でそれぞれ教えていただき

たいと思います。 

 それから、この表では出していただいたのです

が、なかなか総枠の実態というのは分かりますけ

れども、この中で、正職員、それから会計年度任

用職員、それぞれ月何時間が最高の者がいたか、

最高何時間か、そしてその時間は何名いたのか。

それから、年何時間、最高の者がいたのか、ま

た、何名いたのか、教えていただきたいと思いま

す。 

 それから、三つ目については、大体正規職員、

あるいは会計年度任用職員の関係はそうなのです

けれども、管理職の場合は、なかなか時間外とい

うことにはならない。管理職手当等、あるいは休

日出た場合には休日手当、そういうものがありま

すけれども、実質、職員が行っているような時間

外の勤務、こういったようなものがなかなか目に

つきにくいという意味では、管理職の法定外労働

時間、この把握はどういうふうにしているのか。

というのは、なかなかここ何年かについては、痛

ましい疾病になったり、あるいは残念ながら亡く

なられたといったような状況がありますので、こ

の部分について、管理職に対するそういう法定外

労働時間の把握を使用者としてどのように押さえ

て、あるいは、どのような基準で、野放しにはし

ていないとは思いますけれども、公務に起因して

いるのかどうかも私は分かりませんけれども、そ

こら辺の状況を教えていただきたいと思います。 

 それから、それに連動いたしまして、労働安全

衛生委員会は何を議題として、年何回開催してい

るのか、これを教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○横田委員長 副町長。 

○宮田副町長 今、細かい資料といいましょう

か、確認の部分、必要なものですから、暫時休憩

をいただいて、まとめて一括してお答えしてまい

りたいと思いますが、時間をちょっといただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○横田委員長 暫時休憩いたします。 

午前１１時２０分 休憩 

───────────── 

午前１１時２１分 再開 

○横田委員長 休憩以前に引き続き、再開いたし

ます。 

 総務財政課長。 

○青山総務財政課長 今、質問４点いただいたの

ですけれども、１番から、その中で、内容は

ちょっと多岐にわたるものですから、これを全て

一括して、ちょっと質問をもう１回確認して、後

ほど御回答するということでよろしいでしょう

か。すみません、ありがとうございます。 

○横田委員長 暫時休憩します。 

午前１１時２２分 休憩 

───────────── 

午前１１時２３分 再開 



－ 11 － 

○横田委員長 休憩以前に引き続き、再開いたし

ます。 

 あと御質問ありますか。 

 平松委員。 

○平松委員 ナンバー９、１０の需用費、庁舎用

消耗品費ということで１,７００万円ほどあるの

と、米マークのところで、交付金の対象事業とい

うところ、合計金額が１,２００万円、この内訳、

後のほうで出てきますけれども、一覧表になって

いるのがあるのですけれども、これは各課の分

で、その中で１,２００万円というのは、交付金の

対象事業の数字がまた出てきておりますけれど

も、この内容の説明は今できるのですかね。かな

り細かくてたくさんあるのかどうか、先にそれを

お聞きしたいのです。 

 なぜ聞くのかといったら、どういう発注方法を

とったのかということと、その発注金額並びにそ

の単価等のチェックをしたいと思っていますの

で、どういう対応ができるのか、先にお答えを願

いたいなと思います。 

○横田委員長 暫時休憩いたします。 

午前１１時２５分 休憩 

───────────── 

午前１１時２５分 再開 

○横田委員長 休憩以前に引き続き、再開いたし

ます。 

 総務財政課長の答弁から入ります。 

 総務財政課長。 

○青山総務財政課長 失礼しました。消耗品、備

品合わせて１,２０１万８,０１０円の購入してお

りますけれども、大きく分けて、例えば５０万円

以上の物品と備品の扱いについては、契約件数が

２件です。さらにそれ以外の細かい数字でいきま

すと、例えばコロナ対応消耗品費として、個々の

金額があるものですから、２９４万１,８０４円

が個々で、各種に分かれていますから、その内容

については、何点あるかというのは、ここでは

ちょっと確認していないものですから、お答えで

きないものですけれども、備品購入費については

合計で９０７万６,２１０円で、件数にしては、

これについても全部で１１件の契約というか、こ

れの内容について行われております。まだちょっ

と消耗品のほうについては、全体的に何点あるか

というのは、総額でちょっと押さえていないもの

ですから、ちょっと正確なお答えにはならないか

もしれませんけれども、コロナの消耗品関係につ

いては２９４万１,８０４円で購入がされており

ます。 

 以上です。 

○横田委員長 平松委員。 

○平松委員 ほとんど分からないな。備品購入が

５０万円以上のものが２件あったというのは、ま

ずこれはいいのですかね。例えばそれは随意契約

みたいな形で行われたのか、ちょっとまずその内

訳、１回聞かせてください。 

 それと、庁舎用の消耗品が２９４万１千幾ら

あったというのは、これはちょっと件数が分から

ないというぐらい細かい金額でたくさん出たとい

うことなのですね。ちょっと説明ができないとい

うことでよろしいのですか。 

 今のは交付金事業ですけれども、需用費の中に

も消耗品費というのがあるのですよね。これは１,

７３８万円とあるのですけれども、これもやっぱ

り説明できないぐらい相当数あるということなの

ですか。もう１回ちょっとお願いします。 

○横田委員長 総務財政課長。 

○青山総務財政課長 お時間いただければ確認す

ることはできるのですけれども、まず備品につい

ては、２件の購入契約で、これは５０万円以上と

いうことなのですけれども、１点は随意契約、２

点については指名競争入札で行われているものが

ございます。これが２件の内訳です。 

 消耗品関係については、少々お待ちください。

消耗品関係については２４件の購入になります。

２４件に対して２９４万１,８０４円の支出に

なっております。 

 あと、消耗品関係については、庁舎用消耗品で

すので、これは１年間通して、いろいろな年間の

庁舎に係る消耗品ですので、相当数、四、五十

件、５０件ぐらいはあるかと思いますけれども、

ちょっと概算になります。正確なことはお答えで

きないのですけれども、そのくらいはあるかと思

います。 

 以上です。 
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○横田委員長 平松委員。 

○平松委員 そうすると、１０の需用費というの

は、これはいつもどおりの消耗品、これが２４件

ということで、交付金に関わる消耗品の２９４万

円というので、これは何件あったのですか。これ

が１１件なのですか。９００万円あるほうが１１

件と聞いたような気がしたのですけれども、ふだ

んのものはまずいいです。コロナに対する交付金

の品物はいつもと違うものを買っているというこ

となので、随意が１件と競争入札が１件あった

と。とりあえず今、まずその金額をお聞きしたい

のと、残りのもの、すみません、何か簡単な一覧

で出していただくということはできますかね。ふ

だんないものを買ったということなのでしょう。

だから、その単価と、どんなものを買ったのかと

いうチェックはやっぱりしたいものですから、そ

れ、後で出していただければありがたいのですけ

れども。 

○横田委員長 事務局長。 

○広部議会事務局長 すみません、皆様にお配り

しています資料の政策推進課のところの一番後ろ

から６ページ目の資料を見ていただきたいと思い

ます。政策の一番最後から６枚目。政策のほうで

出している資料の中で、交付金事業に関わるもの

の一覧表を出していただいていまして、そこの総

務財政課のページがあるのですけれども、そこに

１,２００万円ちょっとの、購入しているものの

内訳が記入されているのですけれども、御覧いた

だけますでしょうか。７ページあるうちの５ペー

ジ目の一番下の段が総務財政課の記入をしていま

して、そこに細かい実施概要を記載しております

ので、それでよろしいでしょうか。 

○横田委員長 平松委員、よろしいですか。 

 平松委員。 

○平松委員 今の政策推進の７枚あるうちの５

ページ、これの一番下のところですね。庁舎等の

窓口パーティション及び消毒液とか、ここで書い

ています。それがパーティション等で２１４万９,

０００円というのがあって、この契約というのは

随意契約だったのですか、入札をした契約なので

すか。まずそこから。 

○横田委員長 総務財政課長。 

○青山総務財政課長 すみません、今、手元のほ

うには、政策推進課のほうで提出した資料、こち

らのほうにちょっと手元にないものですから、備

品購入費でスクリーンパネルということになりま

すけれども、こちらについては１社随契というこ

とになります。ほかのものについては、何か抱き

合わせされていると思いますけれども、そちらの

内容はちょっと確認しておりませんので、これは

等となっておりますので、このうちの１４４万

４,３００円については、置き型透明スクリーン

パネルで、随意契約による購入、残りの額につい

ては複数合わさったものになりますので、ちょっ

とその内訳については、ちょっと精査しなけれ

ば、ちょっとお答えすることはできません。確認

しなければちょっとよく分からないという形にな

ります。 

 以上です。 

○横田委員長 平松委員。 

○平松委員 結局、コロナが出て、大変だという

ことで、慌ててやった品物なのでしょうけれど

も、この２００万円というのは随意契約だという

ことでまず間違いないのですね。随意契約にして

もいいという規則はあるのですけれども、基本は

まず競争入札になる金額ですよね。だから最初

に、例えば見積りをとって、随意契約にするの

か、競争入札にするのかという判断が最初にあっ

たのか、最初から随意契約でやるというふうに流

れたのか、まずその確認をしたいのですけれど

も、それで、このパーティション等というのがあ

るのですけれども、妥当な金額で随意契約できた

のかどうかという、そこら辺が非常にちょっと不

透明になっていると思うのです、これだけの資料

であれば。それから、そのパーティションの中

に、この議場の分は入っていないのですか。窓口

だけの分なのですかね。ちょっと二つ、お願いし

ます。 

○横田委員長 平松委員、議場のやつは議会です

から別だと思います。 

○平松委員 別ですね。入っていないということ

ですね。 

○横田委員長 総務財政課長。 

○青山総務財政課長 随意契約の考え方になりま
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すけれども、もしくは指名競争入札にするか、考

え方なのですけれども、まずどのくらいの金額内

容によって、それが金額であれば指名競争入札、

それ以下であれば随意契約ということは判断され

ますけれども、その際に、それは購入する目的物

が、例えばそこでしか扱っていないとか、もしく

は他社に比べて非常に安い値段で例えば入ると

か、いろいろ随意契約にできる根拠がいろいろあ

りますけれども、その際に、指名競争入札で行う

ことについて、例えば適当でないというふうな判

断がされたとき、そういう目的物は代替性、ここ

しかやっていないとか、こういうところでしか取

り扱っていないというものについては随意契約、

その金額が、例えば物品の場合であれば８０万円

を超えた場合であっても、随意契約によらざるを

得ないというようなことも考えられるため、それ

については随意契約で購入している場合もござい

ます。 

 それについて、妥当な金額かどうだったのかと

いうことで、このパーティションにつきまして

は、当時、令和２年４月頃に、北海道において、

その当時、第１回目の緊急事態措置が宣言された

ときに、なかなか空気感染というか飛沫感染を防

止する上で、そういうようなスクリーン型のパー

ティションというか、そういうものが、当時、い

ろいろ探した、インターネットとかそういうもの

を使って探したみたいなのですけれども、どうも

なかなか市場にはなく、品薄状態だったというこ

とでありました。ただ、ネットで検索したときに

は、その当時、町が大体このくらいのものであろ

うかなというものについての金額よりは、今回、

購入したものについては、単価については若干安

かったというような形で、その検索したサイトと

いうか、ほかのものでもいろいろ探していた経緯

はあるのですけれども、当時、残っている資料の

中では、それよりも幾分かは安かったというよう

な金額が表示されています。 

 以上でございます。 

○横田委員長 平松委員。 

○平松委員 これは納入だけで終わったのです

か、据え付けまで含めての工事というのですか、

ものだったのか。それと、例えば別々であれば、

納品した業者と据え付けした業者、これを教えて

いただきたいのですけれども。 

○横田委員長 総務財政課長。 

○青山総務財政課長 これはスクリーンのパー

ティションですので、備品として購入している。

だから完成品として納入していただいたというこ

とでございますので、これについての納入業者に

ついては、七飯ガスナカガワさんでございます。 

 以上です。 

○横田委員長 平松委員。 

○平松委員 そもそも基礎的な資料というのはイ

ンターネットでまず検索をして、大体２００万円

を超えるという金額が妥当だという中で、見積り

をとったのですか。見積りとったときには、何社

とって、最終的な業者に決まったのですか。 

○横田委員長 総務財政課長。 

○青山総務財政課長 契約するというか、その時

点の話なのか、もしくは、当時、総務財政課で探

していたときのお話であるのかちょっとあれです

けれども、インターネットにはその金額が出てお

りますので、インターネットですけれども、その

求めている製品が、俗にこのようなものが、内容

が大体似通ったものが出ておりますので、その当

時、そのときの金額を参考にして、内容について

は、購入時についてはそのぐらい、見積りです

か、それを参考にして、それよりもある程度安

かったということで判断しております。 

 以上です。 

○横田委員長 平松委員。 

○平松委員 業者さんのお名前を聞くと、ふだん

からこういうものを扱っている業者とは思われま

せんけれども、なぜインターネットなどで、大体

役場で調べた金額よりも安かったという結果に

なったのも非常に不思議なのですよ。例えばサッ

シ屋さんだとか、そういうところでふだんから

やっているのであれば、すぐ値段は出るのでしょ

うけれども、恐らくふだん、何も扱っていないと

ころが妥当な金額を出して随意契約になったとい

う、非常に不思議なのですけれども、今、私、こ

の前に聞いたのは、何社の見積りをとって、それ

でここが妥当だという判断をしたのですか。 

○横田委員長 副町長。 
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○宮田副町長 もう１年以上前の話になりますと

いうような形です。議員さんにも思い出していた

だきたいのですが、その当時のことなのですけれ

ども、３月くらいですか、本会議についても延ば

したというような形で、なかなかできないような

状況になった時期でございました。コロナの最初

の頃の話ですけれども。そのときは全国の学校に

ついても休校というような形の中の宣言でした。 

 その中の推移の中で、七飯町についても感染者

がいるということもございまして、何か対策をと

らざるを得ないというような形です。今の部分の

町のほうのところにつきましては、最初の頃の話

ですが、早急に何か対策をしなければ駄目だとい

うことで、ありあわせのビニールだとか、のぼり

を立てるポールを利用して、職員が自らカウン

ターだとか、そういうふうにして行いました。 

 その当時は、この感染症についても、全国の話

の中によっては、夏場になったら、暑くなったら

おさまるだろうとか、そういう話になってござい

ました。そのような経過の中で、ビニールだと

か、それで自前で対策を講じたのですが、それ以

降、世界的についても、日本についても、全然一

向に感染者数といいましょうか、それについては

減らないというような状況を踏まえまして、これ

ではいかんということで、きちっとした対策をと

りましょうという考え方のもとで、パーティショ

ンがないかどうかということにつきまして探した

というようなことです。考え方としては、町内業

者を基本としてというような形の中で、いろいろ

扱いできるようなところを確認しましたところ、

全然まだ取り扱ってもいないし、全国的なところ

に入れても、まだ生産が追いついていないという

ような時期になってございます。要は納品の部分

については相当時間がかかるよというような話の

中でございました。 

 そのような形の中で、どこか七飯町内において

取り扱いできるところはないかというような形で

打診したところ、感染症対策でいち早くやってい

たナカガワガスさんのほうで、そういうのででき

るのでないかという話を聞きまして、その間、会

社のほうに確認したところ、できるよというよう

な話をお伺いして、見積りをいただいたと。実

際、まだその当時は、扱っている業者について

は、品薄状態で、全然見積書的なものについても

なかなか比較できないような状況だということで

ございます。まずそのあたりについて１点。 

 その中で、では値段がどうなのかといったとき

に、総務財政課長がお答えしましたけれども、イ

ンターネットだとかそういう部分について、全国

の部分について、出始めの頃、品薄状態と言われ

た、その値段をやったところ、いただいた見積り

のほうが安かったというようなことが結果でござ

います。その部分については、当然、税の問題、

消費税の問題だとか、数が数ですから、郵送料、

送料の問題もあります。そういう部分も比較して

でも、明らかに安いというような形で、納期につ

いても早く設置をしたいというような部分で、そ

この１社の部分で取り扱うというふうにお願いし

たというような経過でございます。その状況でご

ざいます。 

 今の段階については、幾らでも取り扱いすると

ころがありましたが、その当時については全然な

いというような状況の中で進めさせていただいた

というようなことで御理解をお願いしたいなと。

これについては、取り扱い業者がいないというよ

うな形のもの、当時ですよ、ないというような形

の１社の随契については、それについては適合す

るというような判断をさせていただいたというこ

とでございます。 

 以上でございます。 

○横田委員長 平松委員。 

○平松委員 できる業者に見積りを出してもらっ

たということですね、今の説明は。普通、見積り

をとるときというのは、例えば普通であれば、

サッシ屋さんだとか、扱っているところから見積

りを、何社か、大工さんだとか、とって、それで

比較するという話が最初に来るべきだと思うので

すけれども、どうも伺っていると、できるところ

から見積りをとったという話しか説明されていな

いのですけれども、結局、見積りは１社しかとっ

ていないということでいいのですか。 

○横田委員長 副町長。 

○宮田副町長 先ほども申し上げました、その当

時、確認してやっていること、うちはまだ取り
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扱っていませんよと、取り扱いについても相当時

間がかかりますよというような形のもので確認し

てきていたということです。その状況の中で、で

きるところを探したところ、ナカガワガスという

ようなことでございます。できるところから見積

りをいただいた、だから１社しか見積りはいただ

いていないというようなことになります。見積り

を出してでも、納期としては間に合わないとか、

そういう話の部分の返事をいただいているという

ことで御理解いただきたいなと。ですから、見積

りは出せないよということで、というような取り

扱いがその当時であったということで御理解をお

願いしたいなと思います。 

 以上です。 

○横田委員長 平松委員。 

○平松委員 そうすると、この２００万円で契約

をした金額が妥当だという資料というのはお持ち

なのですね。これは出してもらっても大丈夫です

ね。比較して、これが安いという判断をしたので

しょうから、持っているのですね。 

○横田委員長 総務財政課長。 

○青山総務財政課長 当時、ものを、物品とか買

う場合に、町のほうで起工決定書を作成しており

ますので、それの内容の書類と、あとは、当時、

インターネットから探し出した、その資料がござ

いますので、これは比較のために出すことは可能

だと思いますので、これでよろしければ閲覧用に

お出しすることは可能と思っております。 

 以上です。 

○横田委員長 平松委員。 

○平松委員 それと、くどいようですけれども、

競争入札にしない、随意契約にする、その判断

は、見積りを頼んだら１社しか出せないというこ

とだったので、入札は無理だろうという判断をし

たということなのですね。 

○横田委員長 総務財政課長。 

○青山総務財政課長 まず、この契約が、広く周

りが取り扱っているかどうかから始まりますの

で、その当時については、これを取り扱っている

中で、町が知り得ている中では七飯ガス１社だっ

たということになりますので、随意契約の判断を

させて、購入したということになります。 

 以上です。 

○横田委員長 よろしいですか。 

 あとございませんか。 

 中島委員。 

○中島委員 関連になるのですけれども、私も今

の問題、ちょっと疑問に思いまして、一応開示請

求させていただきました。 

 今、同僚議員がいろいろ質問されておりました

けれども、その件についても、私もやはり総務課

長のほうにはデスクの前でいろいろと質問して聞

いたのですけれども、やはり七飯ガスナカガワガ

スに決定した経緯についても、ちょっと内容を

個々、説明していただきたいこともありますけれ

ども、それと、やはり入札をしないで、見積り合

わせで決定したと。随意契約に見積り合わせで決

定したと。見積り合わせということは、ほかにや

はり何社かないと、合わせにならないわけです

ね。私のほうも、ほかの業者、何社の業者に依頼

をして、その業者名はどこなのだと、そこの見積

書を出してくれというようなことを話をしたので

すけれども、今、答弁のように、見積書はないと

いうことなのですね。では何のための見積り合わ

せなのですかということになってくるわけです

よ。どうしてそういう形で決めてしまったのか

と。この開示請求の書類には、完全に見積り合わ

せの結果ということで出ているわけですよ。見積

り合わせしたということは、ほかの業者の見積り

もあるから合わせができたわけであって、そして

ここが一番安かったということになったはずなの

ですよ。それがなくて決定するということは、何

かやはりあるのかなと、勘繰ってしまうところも

出てくるわけですね。やはりそういうところをき

ちっとしてもらわないと、今までもこういうこ

と、何回かあったのですよ。今、いろいろな委員

会なり、また、いろいろな角度から、やはり、

言っていいかどうかわかりませんけれども、 

                  やはり慎

重をもってやはり発注するなりしてほしいという

ようなことは何回も言っているのですけれども、

こういうやはり疑問を持たれるような方法でやっ

ているというのは、これはやっぱりずっと残るの

ですよ、やっぱり。 
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 それと、余り詳しいことも、さっき聞いたから

余り聞きませんけれども、このパネルについて

は、何か役場の話では、全国的にこのパネルは品

薄なのだと。どこを探してもないのだというよう

な話をしています。だからほかの、七飯ガスナカ

ガワさん以外には集められないのだと、品薄だか

ら。何で全国的な品薄な品物が、七飯ガスナカガ

ワさんが調達できたのか、そこもちょっと私は理

解に苦しむ。 

 それと、この品薄とされているものが、いつ発

注して、どのぐらいの期間で納入されたのか。品

薄のために１か月も２か月も３か月もかかったの

か、それとも発注してすぐ来たのか、その辺はど

うなのですか。その辺もちょっと聞かせていただ

きたいと思うのですけれども。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○横田委員長 暫時休憩します。 

午前１１時５３分 休憩 

───────────── 

午前１１時５８分 再開 

○横田委員長 暫時休憩を解いて、中島委員に対

する答弁から入ります。 

 副町長。 

○宮田副町長 先ほど中島委員さんのほうで、見

積り合わせの結果というような言葉があったかと

思いますが、見積り合わせの結果というのは、ど

こにも多分そういう言葉はないと思います。起工

決定の中でも、１社随契の部分の根拠をもって見

積書をいただいて、結果をしているということ

で、見積り合わせをしたという部分の記述はござ

いませんので、この言葉としてはないのですけれ

ども、もしあれば、後で確認させていただければ

なと思ってございます。 

 それと、納品業者の関係についてですが、町の

姿勢といたしましては、町内の、消耗品でも備品

でもそうですが、町内の物品登録されている業者

から選んで、その中で競争原理に基づいて見積り

合わせなり入札を行っていると。その当時ですか

ら、今現在ではない、その当時の状況としては、

町内の物品登録の取り扱っている業者の中で、つ

くれると言ったらおかしいのだけれども、納入で

きるのはそこしかなかったということで、御理解

をいただきたいなと思ってございます。物品登録

業者に登録しているということについてになりま

すので、その辺については御理解をお願いしたい

となと思ってございます。 

 以上です。 

○横田委員長 すみません、１時まで、暫時休憩

します。 

午後 ０時００分 休憩 

───────────── 

午後 ０時５８分 再開 

○横田委員長 休憩以前に引き続き、再開いたし

ます。 

 先ほど中島委員から、 

 

       それを取り消したいということな

のですけれども、よろしいでしょうか。 

(「はい」と呼ぶ者あり) 

○横田委員長 ありがとうございます。 
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 次に、副町長より発言の訂正があるそうです。 

 副町長。 

○宮田副町長 私のほうも発言の訂正をお願いし

たいなと思ってございます。 

 先ほど中島委員の質問の中に見積り合わせとい

う言葉の表現がございましたが、私の答え方がま

ずかったかなと思ってございまして、訂正をお願

いするものでございます。 

 見積り合わせの考え方なのですが、考え方とい

うとおかしいのですが、その表記の仕方なのです

が、町のほうで、入札でも見積りでもいいのです

が、その価格の比較する場合に、予定価格調書と

いうのを作成してございます。その予定価格調書

と業者の方が提出されたものと比較するわけです

が、安いか高いかというような比較ですが、その

際に、言葉として、見積り合わせという言葉を

使ったり、入札という言葉を使ったりするという

ことです。よって、ちょっと分かりづらいかもわ

かりませんが、１社以上でも、予定価格調書と比

較するというような意味合いで、１社であろうが

２社であろうが３社であろうが、見積り合わせと

いう言葉を使うというような形で表現がなされて

いるということで、先ほどの言葉については

ちょっと訂正をさせていただきたいなと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○横田委員長 ただいまの副町長の訂正もよろし

いですね。 

(「はい」と呼ぶ者あり) 

○横田委員長 ありがとうございます。（発言す

る者あり） 

 答弁漏れ、中島委員に対する答弁漏れですか。 

 すみません、もう一度お願いします。 

○中島委員 発注から納品までの期間、どれぐら

いかかったのか、時間的に、期日的にどのぐらい

かかったのか、これ、確かめて、質問したはずな

のですけれども。 

○横田委員長 総務財政課長。 

○青山総務財政課長 パーティションについて

は、契約が令和２年７月６日、検収については令

和２年７月２７日ですので、発注してから検収が

行われるまでは３週間程度になります。そういう

ような状況になっております。 

 以上です。 

○横田委員長 中島委員。 

○中島委員 先ほど副町長のほうから御答弁あり

ましたけれども、訂正がありましたけれども、こ

れ、私はやはり、副町長と私のやはり見解の違い

かなというような感じがするのですよ。私には

やっぱりどうしてもやはり、今、副町長が答えら

れたこと、私はちょっと納得ができない。やっぱ

り見積り合わせというのは、やっぱり相手があっ

て初めて見積り合わせができることであって、１

社では、どうやって見積り合わせをするのか。行

政と業者と向かい合ってやるのか。あくまでも行

政というのは仲立ちで中立ですから、業者間の見

積りをして、そこに行政が入って、中をとるとい

うのは話はわかりますけれども、１社しかない、

出ていない見積りを、見積り合わせをした結果、

それに決定したのだという開示請求の内容ですけ

れども、私はそれはどうしても、やはり副町長の

見解の違いがやはりそこに出てくるのかなという

ようなことで、これは言ってもまた水掛け論に

なってしまうのかなというような気がしないわけ

ではありませんけれども、私は、そこはやはり、

副町長の答弁いただきましたけれども、私個人と

しては納得しかねるということを申し上げて、終

わりたいと思います。 

○横田委員長 副町長。 

○宮田副町長 今の部分の見積り合わせの考え方

の違いということでございますが、見積り合わせ

というのは、形式的な言葉というような形で押さ

えていただきたいなと思ってございます。町で

持っている予定価格調書と、１社であろうが２社

であろうが、見積りをいただいて、それで比較し

て、安ければ、そこにお願いするというような形

の中で、価格の比較をしているというようなこと

でございます。その言葉として、形式的に見積り

合わせという言葉を使っているというような表現

でございます。見積り合わせというような言葉で

はなくて、行政側とすれば、そういう一つの言葉

として形式的に使っているということで御理解い

ただきたいなと思っています。 

 以上です。 
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○横田委員長 中島委員。 

○中島委員 ちょっと別な質問でもいいですか。 

○横田委員長 はい。 

○中島委員 これ、今できるのですか。ちょっと

聞きたいのですけれども、新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金事業実績とあるので

すけれども、これ、７ページの１というのかな、

そこに総務財政課の中で、公共的空調安全・安心

確保事業ということで、たくさんの備品を購入し

ているのですね、１,２００万円程度。これは、例

えばパーティションから、窓口パーティションか

ら、マスクから、アルコールから、テントから、

エアコン消耗品から、テーブルとか、いろいろた

くさん、１,２００万円あたりの備品を購入してい

ますけれども、これの納入業者というの、それが

もし分かれば、後でいいのですけれども、資料と

していただきたいなと思うのですけれども、その

辺、ちょっと委員長、諮っていただけますか。 

○横田委員長 ただいま中島委員より、政策推進

課の資料の７－５ページの一番最後にあります公

共施設等の備品等購入状況の１,２１０万８,００

０円、この内訳を教えてくださいということです

ね。これ、資料をいただくということについて、

いかがですか。賛成ですか。（「委員長」と呼ぶ

者あり） 

○田村委員 いいですか、一言。申し訳ないで

す。 

 まず、私たちの特別委員会の主眼というのは、

事務処理で法令等に違反するものはないのかと

か、あるいは契約の方法及び手続は適正なのか、

契約見積り等、関係書類及び帳簿は確実、的確に

整備されているのか、あるいは履行の確認は適切

に行われているのかという、ここら辺が私たちの

主眼なのですよ。ということは、どういうことか

というと、今、同僚委員が言われたように、新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事

業実績の、この部分の中で、去年あたりは財産の

買い入れだとか、その他の契約の一覧表をつくっ

てもらっていたのですよね。今回はついていない

ということは、任意に、これ、途中でお願いして

いるからなのです。 

 したがって、この項目について、１行１行議論

するというよりも、とりあえず私は、ここでこの

事業実績の買い入れと、それから、その他の契

約、これについて一覧をつくっていただいて、

ばっと見ていただいて、疑問になるものは質問す

ればいいだろうし、そういうことをしないと、な

かなか何を言っているのかというのが、私たち聞

いているほうもなかなか理解しづらいということ

で、私は、この財産の買い入れ契約、８０万円以

上、それから、その他の契約、８０万円以上、こ

れは新型コロナウイルス感染症対策のこの実績、

これに関連したものを一覧表にしていただいて、

資料として追加で出していただきたいというふう

に思います。 

 それから、契約規則の中にも、随意契約の中に

は、随意契約に付するときは２人以上の者から見

積りを徴さなければならないだとか、いろいろな

項目があるのですよね。したがって、この一覧表

を見ればチェックができるということなものです

から、やはり私は、こういうものをしっかりとつ

くっていただいて、チェックしたほうがいいので

はないかと思います。 

 以上です。 

○横田委員長 田村委員から、中島委員に関連し

て、公共施設等の備品等の購入状況だけでなく

て、昨年度と同じように、追加で、その他の契約

の８０万円以上、それから、財産の買い入れの８

０万円以上、この資料も一緒に追加請求したいと

いうことなのですけれども、皆さんいかがです

か。よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○横田委員長 では、賛成の方が多いので、追加

でお願いしたいと思いますけれども、ただ、日に

ち的に間に合うものも間に合わないもの、今まで

の前にお願いしたやつもあるので、そこのところ

はちょっと御理解していただきたいと思います。

よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○横田委員長 では事務局、よろしくお願いしま

す。 

 あと総務財政に関することで。 

 上野委員。 

○上野委員  ナンバーの１６と１７について
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ちょっとお伺いします。 

 ナンバー１６では、公債費１２億９,７８１万

９,０００円、それから、ナンバー１７におきまし

ては、７,９０８万５,０００円という公債費の償

還、支払いが起こっております。 

 それで、令和２年度の監査委員の資料によりま

すと、令和２年度の決算収支の推移では、令和２

年度の実質単年度収支は７,２３０万１,３８３円

の赤字という、決算の委員のほうからの、町の財

政状況の数字が出ております。この町のこれまで

の決算状況を見ますと、２８年度から、こうした

基金といいますか、町債の支払いが起こっている

中で、町の実質単年度収支が、平成２８年度では

１億１,９９１万２,２５３円から、だんだん下

がってはきておりますけれども、令和２年度で

も、先ほど言いましたように、７,２３０万円の実

質単年度収支の赤字という状況が報告されており

ます。それでいきますと、令和２年度の町債の償

還に関しては、基本的に基金を取り崩しての支払

いであったのかというふうに思われるのですが、

まずその点について確認したいと思います。 

○横田委員長 総務財政課長。 

○青山総務財政課長 お答えいたします。 

 委員が今見られているのは、決算参考資料の１

０ページで、これまで実質単年度収支が５か年連

続で赤字となって、令和２年度については７,２

３０万１,０００円の実質単年度収支が赤字に

なっているということでの御質問だと思いますけ

れども、これと、１６ページ、１７ページで、地

方債の元金の償還金、利子の償還金、これと合わ

せて、財政調整基金の取り崩しが行われたのかと

いうような御質問であるのかなと思うのですけれ

ども、これでよろしいでしょうか。 

 この実質単年度収支は、１０ページを見ていた

だければお分かりのように、単年度収支から財政

調整基金の積立金を取り崩した場合で表される実

質単年度収支でございまして、地方債の償還金に

ついては、これとは別に、実質公債費比率、もし

くは将来負担比率のほうに影響してきます。財政

調整基金については、これは歳入と歳出の、歳入

が足りない分について、財政調整基金から積立金

を取り崩して、これの歳入に充てて、これの１年

間の歳入の決算をまとめたものとなりますので、

一概にそういう影響があるのかないのかと言われ

ますと、これについては、あくまでも財政調整基

金については財源の調整分ということになります

ので、少なからず影響はあるのかということにな

りますけれども、直接的な影響としては考えてお

りません。 

 以上です。 

○横田委員長 上野委員。 

○上野委員 この町債の支払いが今行われてきて

いるわけですけれども、令和２年度の段階で、提

出された資料でも、町債残高が１３９億４,２００

万円というような状況が生まれております。町の

減債基金は、令和２年度で１億６,０００万円、そ

れから、一般会計の財政調整基金が６億８,５００

万円という金額になっておりますけれども、この

ように単年度実質収支が赤字という状況の中で、

こうした町債の支払いが続くということになると

思うのですが、そういう状況の中で、この基金残

高が非常に少なくなっている状況の中で、１３９

億円ものこれからの町債の支払いが起こっていく

と。そういう中で、将来負担比率も、令和２年度

よりもアップしていくような、そういう状況があ

るわけですけれども、それについて、基金残高、

それから町の今後の財政運営の見通しについて、

こういう基金残高が少ない中で、どういうふうな

見通しを持っておられるのか、ちょっと伺いたい

なと思います。 

○横田委員長 総務財政課長。 

○青山総務財政課長 お答えいたします。 

 総務財政課に対して追加要求資料で３番、今後

５年間の町債残高の推移の見込みというものを、

本日、お出しさせていただきました。それを見て

いただければとまず思うのですけれども、こち

ら、令和２年度は決算が出ましたので、その１年

前に推計した令和１年度のものが点線で、今、令

和２年度で、また再度、これの見込みを立てたも

のが太線の点線で表示されております。 

 公債費というか、町債の償還金については、も

う既に借り入れたものについては、今後、その償

還計画というか、約定償還に基づいて償還が行わ

れていきますので、これについては、金額につい
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ては全て把握しております。次に、今後借り入れ

する予定のものについては、見込みとしてこの推

計を立てております。これが令和元年度で推計し

たものよりは、町債残高については幾分か減少し

ていくものと思われます。 

 また、これは今の計画時点でありますので、こ

れが、歳入がまた変わるとか、また新たな起債を

起こすというふうになりますと、この推計値は

ちょっと変化するということだけ御留意願えれば

と思います。 

 これに伴って、資料では、財政指標というもの

をお出ししております。同じく令和元年度で、同

じ時期に見積もったものと、令和２年度で、今の

決算を置きかえて作ったものについて、細い点線

から太い点線へと移動しております。これについ

ては、今回、令和２年度で、町の財政規模を表す

標準財政規模というものがあります。これは一般

的な地方公共団体が経常的に歳入し得る額で、こ

の標準財政規模が決められることになりますけれ

ども、これについての説明も、この資料に記載さ

れております。この標準財政規模については、１

０ページに記載されておりまして、財政指標等の

数字で、平成２８年の６８億５,３００万円か

ら、今現在、令和２年度では７２億３,１００万

円で、おおよそ３億５,０００万円ほど増加して

おります。この結果をもとに、実質公債費比率、

将来負担比率を推計した結果では、実質公債費比

率については、今後、起債の償還もありますが、

去年で推計した数字よりは、令和７年度末につい

ては２ポイント減、将来負担比率については、前

年度比較した８７.９％から、令和７年度につい

ては６５.２％ですから、これは２５.７ポイント

ぐらいの減になる推計を見込みを立てておりま

す。 

 いずれにしましても、まだ町の起債について

は、まだまだ多い状況ではありますので、今後も

そこの起債の発行については十分注意しながら財

政運営に当たってまいりたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○横田委員長 上野委員。 

○上野委員 今、お答えのあったのは、今後、一

切、新たな起債を起こさない場合の数字というふ

うに考えてよろしいのか、その辺についてちょっ

と伺います。 

○横田委員長 総務財政課長。 

○青山総務財政課長 先ほどの資料でもう一度確

認していただきたい部分なのですけれども、この

歳入上段に町債という欄を設けております。これ

は２７年度から令和２年度までは決算額、令和３

年度については、今既に９月まで計上しておりま

す現計予算額、これ以降については、ある程度、

今後、事業が、大きい事業が今のところ予定され

ておりませんので、このくらいの、７億円ぐらい

の数字。この７億円についても、当初予算につい

ては、既に６億円前後で出発していますので、こ

のくらいの金額で推計を立てて、令和７年度につ

いては、多少、ここら辺で事業が出てくるものと

思って、９億２,７００万円として推計しており

ます。ですので、歳入についても、これは見込ん

でおりまして、これについての元利償還金も、既

に公債費として、その次の３段目ぐらいに推計と

して出ております。 

 以上です。 

○横田委員長 よろしいですか。 

○上野委員 はい。 

○横田委員長 あとありますか。 

 若山委員。 

○若山委員 それでは、何点か、ナンバーに従っ

てちょっと確認させていただきたいと思います。 

 まず、ナンバー７のところで、財政管理費です

けれども、ここで特定財源の予算額と決算額で運

用利子の金額が載っているのですけれども、運用

の利子とかといったら、これ、細かいところまで

きちっと計算できるのではないかと思うのだけれ

ども、相当金額にぶれがあるようなのですけれど

も、これはどのような理由によるものなのか。例

えば財政調整基金運用利子でいくと、２３万円、

予算で上がっていますけれども、決算額では９４

万円になっているというところで、その辺の、

もっときちっと精査した金額を上げられなかった

のかなというところと、同じナンバー７のところ

で、積み立てしている金額が各基金でありますけ

れども、この積み立てする金額の考え方という
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か、まちづくりが２００万円だったりする、その

考え方というか、毎年このぐらい積み立てたいと

いうのか、それとも余裕金のうちの一部を入れる

という、そういう結果でのものなのか、そこのと

ころをちょっと考え方を教えてください。 

 次、ナンバー８のところで、財産管理費のとこ

ろで、特定財源のところに建物貸付収入というと

ころで金額が上がっているのですけれども、こ

れ、去年の同じ決算特別審査委員会でやっていく

と、大沼公園クリニックへの賃貸費なのかなとい

う感じなのですけれども、その賃貸契約というの

は、今まだ続いて、しかもきちっと払ってもらっ

ているという、そういうことでいいのかどうか、

そこの確認を一つお願いします。 

 それと、次、ナンバー１７に飛びますけれど

も、ここで繰上償還分ということで幾らか載って

いるのですけれども、追加資料として出しても

らったもので、起債の借入先別、利率別現在高調

べというのがあって、これで見ると、一番高い金

利のものが３.６５％のものが１件、１７７万円

ですけれども、残っていると。それに、２.１％

とか２.２％とか、ほとんどが１％以内におさ

まっているのですけれども、その高い金利につい

て、早目に返すような計画とか、そういうものが

ないのかどうか。金額はそれほど大きくないよう

なので、これを早目に返す、借り換えできないも

のもあるかもしれないですけれども、その辺の考

え方をちょっと教えていただければなというふう

に思います。 

 それと、様式１のほうの未執行の額の倫理審査

会及び行政不服審査会が開催されなかったので、

５万円以上で執行額ゼロでありますよということ

なのですけれども、これについて、倫理審査会の

委員と行政不服審査会の委員というのは、特定な

事象が発生しないと任命しないものなのか、最初

から任命していて、特定の事件が、事案が発生し

たときに出馬いただくということなのか、そこの

ところの考え方をちょっと教えていただきたいな

というのと、この倫理審査会、あるいは行政不服

審査会にかけなければいけない案件の、その下の

部分として、そういうような事案というのは全く

なかったのだと思う、だからかけなかったと思う

のですけれども、それに至らないけれども、行政

不服だとか、倫理だとか、それに関する小さなも

のについての事件だとか、そういうものはなかっ

たのかどうか、そこのところをちょっと教えてい

ただければなと思います。実際、予算も１日分し

かとっていないし、委員が任命されているのかど

うか、条例には３人以内とか５人以内とかと、そ

の金額が計上されていると思うのですけれども、

そこのところの考え方をちょっと教えていただき

たいのと、それと、追加資料で上がってきたやつ

の中の、今、説明があった町債の残高推移の見込

みのこの資料なのですけれども、これはあくまで

も見込みなので、どういうふうに出されても我々

としては反論しようがない、こう考えてこういう

ふうに作りましたということなのですけれども、

ちょっと見た場合に、ピークがぐっと落ちたの

に、５年後の残高は変わらないというのは、これ

は何でなのかなと。ピークが落ちた分、５年後の

残高も下がるべきではないのかなというふうに思

うのですけれども、そこのところで、この資料の

整合性の判断として、ピークががばっと落ちてい

ますよね。前年に出した資料は、もっと上のとこ

ろを走っているのだけれども、今年の資料は下で

すよと。だけれども、５年後の数字は同じところ

に落ちつくというのは、今日見たばかりなので、

検証のしようがないのですけれども、それで本当

に大丈夫なのかなというところをちょっと確認し

たいなと思います。 

 それと、もう１点は、ほかの委員の質問で、追

加資料で出された健康診断の受診率なのですけれ

ども、これ、未受診の人が相当いるのですけれど

も、ちょっとこれについては信じられないのです

けれども、受診していないというのは、管理者の

管理責任を問われるようなことになるのではない

かなと思うのですけれども、この辺の事情につい

てはどうなのでしょうか。たまたま総務財政課を

見ると２人、未受診なのですか。これについて、

何か特別な事情とか、あるいは年度明けてすぐ何

とかしたとか、これは労働、１年に１回、必ず健

康診断を受けさせるというのは、管理者としての

責務かなというふうに思いまして、ワクチンと同

じように、打たない人がいるとかというのもある
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かもしれないのですけれども、そこのところの考

え方を、資料が出てきたので、ちょっと確認させ

てください。 

 以上です。 

○横田委員長 総務財政課長。 

○青山総務財政課長 順にお答えいたしますけれ

ども、ちょっと答弁漏れがあるかもしれませんの

で、その際は御指摘していただければと思います

けれども、まず最初、事業ナンバーが７番、積立

金の考え方で、この予算額、運用利子から予算現

額と決算額の開きがあるということで、これは

もっと精査できないのかということになりますけ

れども、この財政調整基金運用利子、もしくは減

債基金の運用利子、この開きについては、１年間

というか、財政といいますか、役場の会計の仕組

みの中で、お金が資金ショートすると言ったら変

ですけれども、この時期が大体１月、２月ぐらい

から発生し、これが３月、４月、５月ぐらいま

で、資金ショートが発生することがあります。

ショートというか、これは何らかから借り入れす

るのですけれども、これについては、４月、５月

あたりに、外部資金である国庫支出金もしくは町

債の借り入れが５月に行われることから、この期

間について、大きいお金が入ってこないために、

一時借り入れというか、繰り替え運用をするとい

うことであります。この繰り替え運用について

は、今ある町の預金というか、財政調整基金や、

もしくは減債基金から一時用立てして繰り替え運

用をするということになりまして、これは決算書

の裏のほうに運用金という言葉で、もしくは繰替

金という形で書いていますけれども、その額が、

この３月あたりに行われまして、これに伴って運

用利子、一般会計からすると、基金から繰り入

れ、借り換えをして、繰り替え運用によって一時

用立てしていることになりますので、この期間に

ついて、当然、発生した利子を、一般会計側から

基金のほうに、最終的には出納閉鎖期間解消に

なったと同時にお支払いするのですけれども、こ

れは年度途中で繰り上げ償還してくる場合もあり

ますので、この予算額については、当初、低いの

ですけれども、これに合わせた実態での予算計上

のされ方はしていないということになりますの

で、その部分について御理解願いたいと思いま

す。これ以上の額については、確実に運用のもと

で計上できるというような形で見込んでいるとい

う数字になります。 

 あと、積立金の考え方ですけれども、今年度、

充当する基金とか、もしくは、充当というのは取

り崩す基金などについては、ある程度、これを

使った場合には減るということもありますので、

その分については運用基金の利息にプラスして、

原資を積み立てすることになりますけれども、今

現状で、町の財政的に言うと、財政調整基金を積

んだ以外には、３月、また、４月から５月の間

に、いろいろな基金から繰り入れというか取り崩

しが行われるわけですから、余りこのまとまった

基金額での、基金に対して積み立てを行えるよう

な今現状ではありませんので、この運用利息から

得られた収入にプラス、ある程度の金額、端数の

金額になりますけれども、これを加えた金額を、

今現在は財政調整基金の各種の基金に積み立てを

行っているという状況でございます。これはもう

少し財政が構造的に改善された後であれば、これ

は今回の議員の質問でもありましたように、計画

的に何らかの方法で積むことは可能とは思われま

すけれども、今現在では、そういうようなほかの

基金に対して厚めに積んでいくような形で積み立

てを行えないというのが現状でございます。 

 次に、ナンバー８番の建物貸付収入の説明にな

ります。これは議員のおっしゃるとおり、今現

在、大沼公園クリニックのほうに貸し付けしてい

るもので、現在も継続中であります。これについ

ての収入についても、確実に行われているところ

であります。 

 次に、ナンバー１７の繰り上げ償還をできない

かということで、今現在、３.６５％の高めな金

利だということになりますけれども、これは貸付

先に応じて、繰り上げ償還ができるところとでき

ないところがあります。当然、財政融資とか政府

系の資金については、これは繰り上げ償還をする

ための計画をつくらなければならないのと、ある

程度金利が、３.６５％は今現在、高いのかどう

なのかというと、この中では高めなのですけれど

も、以前は５％、６％、もしくは７％のものにつ
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いて、繰り上げ償還計画をつくった場合について

は、これの繰り上げ償還が認められるのですけれ

ども、政府資金については、これの繰り上げ償還

は、よほどでない限りはできないと。あと、縁故

資金、民間資金については、協議により応じてで

きるので、これがだからそのように、ロットとい

うか、期間が長いものについては、例えば利子の

軽減額で、例えばそれの軽減額が出てきますけれ

ども、あと１年、２年のものについては、もしく

は今、民間資金については相当安い金利で借りて

いますので、この内容についての繰り上げ償還

は、今現在は行っていないということになりま

す。 

 次に、倫理ですね。御質問の中に、倫理審査

会、行政不服審査会、これについては、令和２年

度についてはこれに係る案件がなかったというこ

とで、開催はしておりません。委員については、

倫理審査会については充て職として、町内会長さ

んなり労働組合、外部の労働組合とか、もしくは

社会福祉協議会の委員がこの委員となっておりま

す。 

 次に、行政不服審査会については、これは事件

ごとにその委員さんを選考するので、これについ

ては、前年度、なかったということで、これの開

催、もしくは委員の選任については行われており

ません。また、そういうような事案もなかったと

いうことになります。 

 次に、町債の残高の推移の見込みでございま

す。今日、午前中にお出しした、今後の５年間の

推移の見方で、ピークから下がっているけれど

も、それらの比率が余り変わっていないのではな

いかということでありますけれども、これは町債

残高が下がっておりますけれども、年間に償還す

る額というのはもう既に確定して、これに伴って

下がるということなのですけれども、これに対し

て、町債の元利償還金に対して交付税算入がされ

ます。交付税算入をもとに、実質公債費比率もし

くは将来負担比率を計算するのですけれども、こ

れが、例えば将来負担比率については、これに

伴って、今後見込まれる交付税算入が減ることに

よって、余り、町債現在高が下がっているように

見えますけれども、なかなか減っていかないとい

うのは、元利償還金に含まれる、今後見込まれる

普通交付税に、額が、これに伴って減るというこ

とになりますので、数値的には極端には下がって

いかない。ただ、これとは逆に、歳入で見られる

標準財政規模の金額が上回れば、これは分母の金

額を押し上げることになりますので、割られる数

が少なくなると、分母が大きくなると、これに

伴って比率は改善されます。今のところでは、そ

の標準財政規模の額については、見込みが余りで

きませんので、この額については抑えた形で推計

をしております。 

 次に、健康診断ですけれども、今回、令和元年

度と令和２年度の、町で健診を行った人の受診率

で、９１.１％と９０.８％という数字で、町の健

診を受けた人という形で御報告させていただきま

した。 

 さらに、町の健診を受けなかった未受診者の理

由としまして、以下、三つの欄に掲げた人となり

ます。この中で、医師の通院とかによって既に何

らかの定期健診みたいなものを受けている方と、

他の保険等によって一般健診を受けた者、これら

の人数を加えた場合は９６.５％で、受けていな

い者については３.５％、令和２年度は２.６％と

なります。これは受けなかった人の理由などにつ

いては、その時点では確認しておりませんけれど

も、今後、定期健診が年１回しかなくて、その期

間も、定められた期間にどうしても受けることが

できない人については、また別な方法を考えて、

改めてこちらのほうから受けさせるように、もし

くは所属の長から受けるようにという形で、それ

を受けられるような機会を別な方法で考えていき

たいと思いますので、この未受診者がゼロにする

ことをこちらのほうでも考えていきたいと思って

おります。 

 質問については６点だったと思いますけれど

も、よろしいでしょうか。 

○横田委員長 若山委員。 

○若山委員 答弁漏れはありません。 

 ちょっと再確認ということで、またあれしたい

のですけれども、ナンバー７のところで、利子の

金額が固まらないのは、いろいろ運用したり、流

動化に回したり、そういうことだというようなこ
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となのですけれども、去年の決算のやりとりの中

で、議決した積立金を積み立てしないで、手元流

動性において繰り越ししなければいけないという

ようなことをおっしゃっておりまして、というこ

とであれば、別に積み立てした上で、それを

ちょっと借りるというようなことが、基金のやり

とりの中で可能だったのではないかなというふう

に思うのですけれども、今の説明で、一部流用す

ると、積み立ての勘定には振り替えているけれど

も、それを一部流用すると、資金の足りない時期

に、というような運用をしているので、利息につ

いてはきちっとした数字は出てきませんよと。例

えば、定期１億円積んだので、金利何％で、幾ら

でというような確定したものではないよという答

えだったのですけれども、そうであれば、去年の

議決までした基金の積み立てをしないで、コロナ

対策のために手元流動性を残しておくのだという

ようなことが、積み立てた上でやれたのではない

かなと思うのですけれども、そこのところ、

ちょっと僕の勘違いなのか、そこのところ、もう

一度教えていただきたいなというふうに思いま

す。 

 それと、この高い金利の借り換えについて、３.

６５％は１７７万円なので、これは大したあれで

ないけれども、２.１％で１億８,０００万円あっ

たり、２.２％で５,４００万円あったりするので

すけれども、今、実際、０.３％とか、そんな非常

に優遇された金利で、決算上のあれでいくと、利

率は３.０％以内ということで、決議した上で、低

い利率を使っているのですけれども、この高い利

率については、できるだけ早く返すような、期間

が残り短くても、できるだけ早く返すような形

で、少しでも利息負担を減らすようなことを考え

る必要があるのではないかなと思うのですけれど

も、先ほど言ったとおり、この２％以上の高い金

利は全部で４件ぐらいの借り入れのようなのです

けれども、出してもらった資料のあれで見ている

のですけれども、だったら早めに返すような、こ

れが繰り上げ償還できない債権であればしようが

ないですけれども、ペナルティだとか、繰り上げ

のための手数料をとられるとか、そういうのもあ

るかもしれないので、そういうのはしようがない

のですけれども、そうでなければ、繰り上げて早

く返してしまうような、高くても１％ぐらいの金

利でおさまるようなところで運用したほうがいい

のではないかなと思うのですけれども、そこの考

え方をもう一度お願いしたいのと、健康診断のや

つについては、これは指定したところで受けなく

ても、自分の好きなところで受けて、その結果を

提出するということも、労基法上、認められてい

るものはあるのですけれども、受けないというの

はちょっと問題があるのではないかなと思うので

すけれども、何で受けないかとか、その辺の管理

をきちっと管理者がしていないのかどうか、そこ

のところは、非常に労働災害と言ったらおかしい

ですけれども、そういうのがありますので、き

ちっと、健康診断したから拾われるというわけで

はないのですけれども、速やかに、ではいつ受け

られるのだとか、そういうようなところをフォ

ローするような体制になっていないのかどうか、

そこのところを、総務財政課の仕事なのかどう

か、ちょっと分からないのですけれども、たまた

ま資料が出てきたのが、総務財政課のところで上

がっているので、確認するのですけれども、これ

は各課長だとか部長の責任として、きちっと、お

まえ、いついつまでに健康診断を受けるのだとい

うようなことをやるような仕組みを、体制をつ

くっていかないと、数が少ないからいいというこ

とではないのではないかなと思うのですけれど

も、そこの考え方をちょっともう一度お願いしま

す。 

○横田委員長 総務財政課長。 

○青山総務財政課長 再質問で、３点あると思い

ますけれども、まず一つずつ御説明いたしたいと

思います。 

 まず、７番の事業で、利息と、予算額と決算が

合わない、開きがあるという話で、去年の積み立

てという話であるのですけれども、こちら、よく

よく見ていただきたいと思うのですけれども、こ

れは特定財源で、収入の部分です。ですので、収

入の予算を立てた２３万円に対して、それ以上の

収入がまずあったということで、これは積み立て

をするための特定財源、運用利子となりますの

で、次のページというか、事業ナンバーで１４番
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とか１５番を御覧いただきたいと思うのですけれ

ども、もしくは１２番、１３番でもよろしいので

すけれども、こちらは実際の積み立て予算です。

予算現額に対して、例えば福祉基金であれば、去

年であれば１２万７,０００円、もしくは下の環

境保全推進事業推進基金ですけれども、１０５万

４,０００円に対して、これは予算額どおり、去

年のあれを踏まえて、予算額どおり積み立ては行

われております。これの原資として、先ほどの歳

入で上がっていた運用利息収入が、これの財源に

当たるということの解釈になります。ですので、

予算額どおり積み立ては行っております。 

 次に、高い金利で、先ほど説明しましたけれど

も、これは政府資金から借りたものについては、

基本的には、まず補償金免除というか、補償金が

とられますので、発生しますので、これを免除す

るための繰り上げ償還、さらに、これがある程度

の条件でなければ繰り上げ償還はできないという

ルールでございます。例えば、今現在はどのくら

いの金利で繰り上げ償還できるかどうかというの

は、ちょっと調べてみないと分かりませんけれど

も、これらについては、政府資金については、そ

れの補償金を免除する、免除しないとか、もしく

はそれに伴って繰り上げ償還の手数料が発生す

る、発生しないということによって、なかなか

ハードルが高い、政府資金から借りたものについ

ては、ものになります。ただ、民間資金について

は、これはできるものもあるのですけれども、

今、これを繰り上げ償還できる財政的な体力があ

るかどうかというと、これについては、なかなか

今の約定償還というか、公債費の定時償還で現状

的には精一杯なところですので、繰り上げ償還が

できるような体力がついたときには、長期的な財

政運営を考えた場合には、行えるものについては

行っていくほうがよろしいかと思いますので、考

えていきたいと思います。 

 最後に、健康診断で、これは今回の追加資料要

求で、我々も内容が、受けていない者がいるとい

うことで、さらに総務財政課にもいますので、内

容を確認したときには、やはり仕事が入ったと

か、そういうもので、定期に開催して、１日、２

日しかないものですから、この日の機会で逃して

しまったという職員が、多分、多かれ少なかれい

るかと思いますので、これについては、定期で行

う日と、さらにこれを延長して、その受診機関に

おいて行えるような形での方法に考えていきたい

というか、またさらに受けやすい機会をできるよ

うな体制を、今後というか、令和３年度中に考え

ていきたいなと思っていますので、この点につい

ては御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○横田委員長 よろしいですか。 

 若山委員。 

○若山委員 すみません、今の質問については、

意見は別にまたありますけれども、質問に対する

答弁としては分かりました。 

 １点だけ、大沼公園クリニックの、この家賃収

入は入ってきているということだから、契約違反

ではないのかもしれないけれども、医院を開業す

る前提での貸し付けのような感じがあって、これ

についてはずっとそのまま継続して、新しく次に

来る先生を探しているというようなことで、その

まま継続されていると考えてよろしいのでしょう

か。あそこで安くあれするのは、そこで医院を開

いてもらうからというようなイメージもあるのか

もしれないので、家賃さえ入ってくれば、それは

それでつじつまが合うのかもしれないけれども、

今後も今のままで継続していくということであれ

なのか、それとも新しい先生を見つける、今、そ

ういう動きを、運動をしているということで、そ

のままにしていると考えていていいのかどうか。

この数字がどうのこうのではなくて、その考え方

をちょっと再度確認いたします。 

○横田委員長 副町長。 

○宮田副町長 今の御質問にお答えしてまいりた

いと思いますけれども、今現在、この数か月、そ

ういう部分についての調整といいましょうか、確

認だとかしてございませんが、お支払いしていた

だいているということは、多分、御家族の方も、

そこの部分についてはそのまま継続して医院を開

設したいと、再開したいという希望があるからお

支払いしていただいているのではないかなと思っ

てございます。お支払いできない場合について

は、当然、町のほうにも御相談はあろうかと思い
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ますけれども、そういう意思を持っているのでは

ないかというふうな形の中で町としては受けとめ

ているということで、御理解願いたいと思いま

す。 

 以上です。 

○横田委員長 あとありますか。 

(「なし」と呼ぶ者あり) 

○横田委員長 これをもって、総務財政課の質疑

を終わります。 

 総務財政課長、御苦労さまでした。 

 暫時休憩して、１時５５分から再開いたしま

す。 

午後 １時４７分 休憩 

───────────── 

午後 １時５６分 再開 

○横田委員長 休憩以前に引き続き、再開いたし

ます。 

 次に、情報防災課の審査を行います。 

 情報防災課長、決算書及び提出資料に基づき、

説明をお願いいたします。 

 情報防災課長。 

○若山情報防災課長 それでは、情報防災課分の

令和２年度決算審査につきまして、共通様式に

沿って御説明申し上げます。 

 初めに、資料ナンバー１、決算書ページ、一般

の５４ページから５９ページ、事業決算名、総務

公用車管理費です。事業目的は、公用車の一元管

理を行うための経費でございます。当初予算額３

２５万４,０００円、補正予算額７２万１,０００

円の減額、予算現額２５３万３,０００円、支出

済額２３５万５,５７０円、不用額１７万７,４３

０円、執行率は９３％でございます。 

 事業の内容、補正予算、歳入については、記載

のとおりとなりますので、御覧ください。 

 次に、資料ナンバー２、決算書ページ、５４

ページから５９ページ、事業決算名、町有バス管

理費です。事業目的は、町有バスの運行管理を行

うための経費でございます。当初予算額３８３万

６,０００円、補正予算額１８万８,０００円、予

算現額計４０２万４,０００円、支出済額３７３

万５,９５８円、不用額２８万８,０４２円、執行

率は９２.８％でございます。 

 事業の内容、補正予算、歳入については、記載

のとおりとなります。 

 令和２年度では、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止のため、あかまつバスの乗車人数の

制限を４０名から２０名に削減したことに伴い、

乗車可能人数が減少することから、民間バスを借

り上げて、その乗車人数を補完する事業を実施し

ております。予算につきましては、７月の補正予

算で１９６万７,０００円計上しており、実績と

いたしましては、１３回の利用、のべ２４台の運

行実績がありまして、実績額は１５９万２,９５

４円となりました。また、同様に、あかまつバス

の運行につきましても、新型コロナウイルス感染

症の影響で大幅に減少しており、令和２年度は８

８件、令和元年度は２１８件の運行がありまし

た。それに比べまして、１３０件の減、４０％の

利用となっております。そのため、旅費、燃料費

等が令和元年度と比べて減少してございます。 

 続きまして、資料ナンバー３になります。決算

書ページ、６４ページから６７ページ、事業決算

名、電算管理費です。事業目的は、業務上必要な

電算関係に係る運営を円滑に行う経費となりま

す。当初予算額１億１,６４３万５,０００円、補

正予算額１,５８８万９,０００円、予算現額計１

億３,２３２万４,０００円、支出済額１億３,０

９４万１４２円、不用額につきましては１３８万

３,８５８円、執行率は９９％でございます。 

 事業の内容、補正の内容、それから歳入につい

ては、記載のとおりとなっております。 

 令和２年度の事業といたしましては、備品購入

費で、テレワーク用のパソコン４０台、それか

ら、保健センターの電話交換器を、コロナワクチ

ン対策のために回線の増設や電話機の増設を行っ

ており、合わせて約１,０００万円程度、昨年か

ら支出が増加しております。いずれもコロナの交

付金対象事業となっております。 

 そのほかは例年どおりの事業内容となっており

ます。 

 なお、役務費で予算不足が生じてしまいまし

て、使用料及び賃借料から７万６,０００円流用

しております。 

 電算管理費については以上となります。 
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 次に、資料ナンバー４、決算書ページ、６４

ページから６７ページ、事業決算名、光ケーブル

設置管理費でございます。事業の目的は、藤城、

峠下、大沼地区に敷設してございます光ケーブル

の運営に係る経費です。当初予算額４４４万７,

０００円、補正予算額３,０２４万６,０００円、

予算現額３,４６９万３,０００円、支出済額１,

４３２万９,６４３円、翌年度繰越額１,９８９万

円、執行率は９６.８％です。 

 主な事業の内容、補正予算、歳入については、

記載のとおりでございます。 

 支出の主なものといたしまして、負担金、補助

及び交付金となってございまして、９月に補正さ

せていただきました３,０２４万６,０００円のう

ち、翌年度繰越額の１,９８９万円につきまして

は、町内で光ケーブル未整備地区でございました

鶴野、豊田地区について、民設民営での光ケーブ

ルの敷設事業として、現在実施してございます。

整備完了は今年度中となっており、通信事業者で

は、現在、詳細設定を行っているところだと聞い

てございます。 

 また、令和２年度では、国道５号線の西大沼道

路拡幅に伴う光ケーブルの移転工事負担金といた

しまして、約７００万円ほど支出してございま

す。 

 そのほかについては、例年どおりの事業内容と

なっております。 

 なお、歳入にございます地域情報通信基盤使用

料、これは藤城、峠下、大沼地区の光ケーブルの

インターネットの利用者の数に伴い、１件につき

月９００円を通信事業者から使用料としていただ

いているものですが、令和元年４月と比べ、５１

件の増加、決算額では５７万３,０００円の増加

となってございます。 

 光ケーブルについては以上です。 

 次に、資料ナンバー５、決算書ページ、１７８

から１７９ページ、事業決算名、消防施設費で

す。事業目的は、七飯消防署の運営を行うための

負担金となっております。当初予算額６億２１５

万９,０００円、補正予算額２３万７,０００円の

減額、予算現額６億１９２万２,０００円、支出

済額は予算現額と同額、執行率は１００％となっ

てございます。 

 事業の内容及び補正予算については、記載のと

おりです。 

 補正予算の減額につきましては、コロナウイル

ス感染症の影響により、渡島訓練大会が中止に

なったことから、減額しているものでございま

す。 

 消防施設費については以上となります。 

 次に、資料ナンバー６、決算書ページ、１７８

から１７９ページ、事業決算名、災害対策費で

す。事業の目的は、災害予防及び応急対策を円滑

に行うための経費でございます。当初予算額６８

２万３,０００円、補正予算額１,４７２万７,０

００円、予算現額計２,１５５万円、支出済額２,

１３０万８,７７０円、不用額２４万１,２３０

円、執行率は９８.９％となっております。 

 事業の内容及び補正予算、歳入については、記

載のとおりです。 

 令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の対

策備品として、テントや簡易ベッド、それから防

護服などを購入しました。また、備蓄品の保管場

所が不足していることから、備蓄倉庫の設置を町

内３か所に実施してございます。そのほかは例年

どおり、備蓄食料などの更新を行っております。 

 災害対策費については以上となります。 

 次に、資料ナンバー７番、決算書ページ、１７

８から１８１ページ、事業決算名、防災行政無線

施設管理費です。事業目的は、防災行政無線施設

の維持管理を円滑に行うための経費となります。

当初予算額８億３,２３６万円、補正予算額２６

万８,０００円の減額、予算現額８億３,２０９万

２,０００円、支出済額３億４,５２８万２,３１

７円、翌年度繰越額４億８,６６３万３,０００

円、不用額１７万６,６８３円、執行率９９.９％

となっております。 

 事業の内容及び補正予算については、記載のと

おりとなってございます。 

 支出の主な内容につきましては、防災行政無線

の整備となっております。防災行政無線の更新に

つきましては、令和２年度分として、契約額６億

８,３３４万２,０００円のうち、部分払い３億

２,０００万円を支出しております。そのほか、
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移動系無線の整備や、主要避難所等のネットワー

ク更新事業を実施してございます。ほかに、防災

ハザードマップを作成し、全戸に配布しておりま

す。防災無線につきましては、今年度、令和３年

度までの繰り越し事業として、現在、おおむね順

調に進んでおり、１２月の運用開始に向けて準備

を進めております。 

 防災行政無線の管理費については以上となりま

す。 

 続きまして、最後となります。資料ナンバー

８、決算書ページ、１７８から１８１ページ、事

業決算名、国民保護対策費です。当初予算額３４

万７,０００円、予算現額も同額でございます。

支出済額２７万５,０００円、不用額７万２,００

０円、執行率は７９.３％となります。 

 事業の内容については、記載のとおりです。 

 令和２年度は、国民保護協議会の開催がありま

せんでした。補正予算及び歳入はありませんでし

た。 

 様式２、令和２年度予算流用、５万円以上、及

び予備費の充当の状況でございます。 

 先ほど電算管理費のところで御説明したとお

り、役務費の通信運搬費が不足したことによりま

して、使用料及び賃借料から、それぞれ三つの項

目で流用してございまして、合計が７万６,００

０円となってございます。 

 簡単ですが、資料の説明については以上となり

ます。よろしくお願いいたします。 

○横田委員長 ありがとうございました。 

 質疑ありますか。 

 若山委員。 

○若山委員 すみません、２か所ほど、単純な確

認なのですけれども、まず、ナンバー７の防災行

政無線施設管理費についてなのですけれども、こ

れは特定財源、何かなかったのでしたっけ。何か

交付金か起債事業か何か特別なものがあって、そ

の一部が何とかとあったような気がしたのですけ

れども、特定財源、これはなしということでいい

のかどうかの、ちょっとその確認と、続いて、ナ

ンバー８のところで、国民保護協議会委員報酬と

いうことで、これは実際、開催しなかったので、

運用ゼロとなっているのですけれども、これは条

例で決まっていて、実際、国民保護協議会委員と

いうのは、実際、任命されていて、実際、そうい

う事案が発生したときに開催するというようなこ

とになっているのか、それとも、事案が発生した

ときに任命するというような扱いなのか、そこの

ところのあれをちょっと確認させていただければ

と思います。何か法律に基づいてつくらなければ

いけないとなっているようなのが、条例を読んだ

ら書いていたのですけれども、そこのところで２

点ほど、お願いします。 

○横田委員長 情報防災課長。 

○若山情報防災課長 初めに、防災行政無線の特

定財源でございますが、防災減災対策債という起

債の交付、算入率７０％を財源に整備していると

ころでございます。 

 次に、国民保護協議会につきましては、委員に

ついては既に任命してございます。例えば開発建

設部の函館道路事務所とか、例えばＪＲ、函館警

察、消防団長、それからＮＴＴなど、あと、自衛

隊とかも、既に任命されているもので、これは武

力攻撃等の事態における国民保護のための措置に

関する法律と、国の法律がありまして、端的に言

うと、ミサイルの攻撃などがあったときに開かれ

るような会議でございますので、めったに開催さ

れないものではございますが、法律等で、委員

と、この協議会を設置しておくということなの

で、設置はしている状況で、今まで、当然、開催

も一度も、設置されてから、ないというような状

況になってございます。 

 以上です。 

○横田委員長 若山委員。 

○若山委員 今言ったように、武力攻撃事態なん

て、ちょっとあるのかどうかよくわからない事態

なのですけれども、この国民保護協議会委員なの

ですけれども、これについては、会議をしたら日

当を払うという、そういう仕組みで、任命しただ

けでは費用が発生しないという中身で、集まって

もらっていろいろ検討するとか、そういうような

ことも要らないものなのでしょうかね。いざとい

うときにどうのこうのとかという、事前に集まっ

ていろいろな考え方をどうこうするとか、そうい

うようなことは必要ないものなのかどうか、そう
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いうところの考え方をちょっと、日当７,１００円

で決まってはいるのですけれども、会議をしない

のだけれども、ときどき集まって、何かそういう

いざというときのための何かやるとか、そういう

必要はないのかどうか、そこのところ、ちょっと

考え方をというか、本当にこの法律に基づく、平

成１６年の法律で、１８年に条例ができているの

ですけれども、必要なのかどうかという問題はあ

りますけれども、常にそういう、今言ったとおり

に、任命された人が、そういうところに関係する

ような人ばかりなので、何かあったら必ず表に出

てくるような人ばかりなのであれなのですけれど

も、そこのところの考え方、ちょっと、今回、予

算は使っていないのですけれども、ちょっと教え

ていただければと思います。 

○横田委員長 情報防災課長。 

○若山情報防災課長 国民保護協議会についてで

すけれども、法律上、国とか上部組織にも同じよ

うな委員会がございまして、そちらで何か変わっ

た事項があれば、事前に打ち合わせ等する機会に

もなろうかと思うのですが、そのようなことも、

大きな変動として、この件に関して、自治体等で

検討してくださいというようなものが、設置以

降、今までございませんでしたので、今まで開催

がなかったという内容となってございます。 

 以上です。 

○横田委員長 あとありませんか。 

(「なし」と呼ぶ者あり) 

○横田委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、情報防災課に対する審査を終了しま

す。 

 情報防災課長、御苦労さまでした。 

 続きまして、政策推進課の審査を行います。 

 政策推進課長、決算書及び提出資料に基づき、

説明をお願いします。 

 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 それでは、総務部政策推進

課より、令和２年度の決算について御説明させて

いただきます。 

 政策推進課分の決算について、資料のとおりで

ございますが、令和２年度は新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金として、内閣府か

ら６億円を超える交付金をいただき、それぞれの

担当課で４５の事業を実施しております。一覧表

として整理いたしましたので、最後に若干説明を

させていただきたいと存じます。 

 初めに、共通様式ナンバー１を御覧ください。

決算書の５８ページからでございますが、総務

費、総務管理費、広報費ですが、当初予算額１,

６１２万５,０００円、補正予算額は、３月の整

理予算で１３万円を減額し、予算現額は１,５９

９万５,０００円で、支出済額１,５８１万９,８

５６円、執行率９８.９％でございます。 

 主な事業は、ななえ広報の印刷発行と配送と

なっております。具体的な内容は記載のとおりで

ございます。 

 特定財源として、行政刊行物等広告掲載収入

で、町全体の広告収入が２１９万７,７００円

で、そのうち１８５万４,４００円が広報分に掲

載された広告収入となっているところでございま

す。こちら、１５社分となっております。前年よ

りも約８０万円弱の増額となったところです。 

 次に、ナンバー２、企画費でございますが、決

算書の６６ページからでございます。当初予算額

５４４万６,０００円、補正予算額は、７月に臨

時会で函館圏公立大学広域連合負担金臨時交付金

事業９９万６,０００円の増額と、３月の整理予

算で１５万１,０００円を減額し、合わせまして

８４万５,０００円の増額、予算現額は６２９万

１,０００円、支出済額は６２７万６,２８５円

で、執行率は９９.８％でございます。 

 内容は記載のとおりでございますが、報酬は、

第５次七飯町総合計画の後期見直しとしまして、

総合開発振興計画審議会が３回、そして、その部

会が３部会ありまして、各１回開催に係る委員報

酬、これら合わせまして４８万９,９００円でご

ざいます。 

 次に、委託料は、第５次七飯町総合計画後期見

直しのための調査策定業務委託料として４２３万

９,７１０円でございます。 

 次に、下段の負担金、補助金でございますが、

下段の函館圏公立大学広域連合負担金臨時交付金

事業ですが、公立はこだて未来大学のコロナ関係

学生支援といたしまして、学生へ一律５万円を支
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給する事業などで、函館市、北斗市と費用負担を

し、実施のため、９９万６,０００円でございま

す。 

 なお、役務費、予算不足による２,０００円の

流用は、総合計画における審議会が一部書面開催

となった際、御意見を郵便にて返送いただくため

の切手代金が不足したことによるものでございま

す。 

 次に、特定財源は、国から新型コロナウイルス

の臨時交付金９３万円となっているところでござ

います。 

 次に、ページを開きまして、ナンバー３、まち

づくり政策事業費でございます。当初予算額は３

２３万４,０００円、補正予算額は、３月の整理

予算で１６３万１,０００円の減額で、予算現額

１６０万３,０００円、支出済額は１５７万５,６

３１円、執行率は９８.３％でございます。 

 主な事業内容は、まちづくりの政策事業となっ

ており、移住定住や、町内会、大中山駅トイレの

経費等でございます。記載のとおりでございま

す。 

 負担金、補助金、交付金の部分でございます

が、活力のあるまちづくり推進事業助成金につき

ましては９件ありまして、いずれも町内会で行う

緑地帯の草刈りや清掃などへの助成となってお

り、イベントへの助成はございませんでした。特

定財源は記載のとおりとなってございます。 

 次に、ナンバー４、交通対策事業費でございま

す。当初予算額は５９６万６,０００円、補正予

算額は、６月に報償費５０万円増額し、１２月に

負担金、補助及び交付金を１４万円増額、３月の

整理予算で１６３万２,０００円減額し、合わせ

て９９万２,０００円の減額、予算現額４９７万

４,０００円で、支出済額が４９７万１,４６１

円、執行率は９９.９％でございます。北海道新

幹線の事業推進と、建設促進期成会等の事業費、

地域公共交通確保の事業でございます。 

 事業内容は記載のとおりでございますが、コロ

ナ対策関連といたしまして、感染症防止対策報償

金５０万円の支出でございます。１０交通事業者

に対してそれぞれ５万円相当のアップル商品券の

配付を行いました。 

 負担金、補助金及び交付金でございますが、毎

年係る各種期成会の年間負担金でございますけれ

ども、下から４行目の北海道新幹線並行在来線対

策協議会委託調査負担金７８万４,４８４円は、

令和２年度のみの支出となっております。北海道

新幹線札幌延伸が２０３０年度末を目指して整備

を進めているところでございますが、延伸時に

は、既存のＪＲ路線である函館から小樽間の並行

在来線が分離される予定でございまして、その分

離後の方策について、北海道が主体となり、沿線

自治体と協議を進めておりますが、その協議に必

要な将来の需要予測や収支等の調査を行ったもの

で、北海道が半額負担し、そのほかの経費を沿線

自治体でそれぞれ負担するものでございます。七

飯町分は７.５４％でございます。 

 次に、七飯町地域公共交通活性化協議会負担金

は、七飯町の公共交通を検討すべく、法定の協議

会を設立し、協議をスタートしたところであり、

協議会の運営に必要な負担金１４万円でございま

す。 

 特定財源でございますけれども、コロナの臨時

交付金等は記載のとおりでございます。 

 次に、ページを開きまして、ナンバー５、交流

推進費でございます。決算書の７６ページからで

ございます。本年度当初予算額５５３万９,００

０円、補正予算額は、６月の補正予算で海外交流

派遣事業を４７３万８,０００円減額、９月の補

正予算で国際交流の集い事業を２０万円減額、３

月の整理予算で６万３,０００円の減額で、補正

予算額の合計５００万１,０００円の減額でござ

います。予算現額は５３万８,０００円で、支出

済額は５３万７,７７０円、執行率１００％でご

ざいます。国際交流や国内交流事業の推進に係る

経費となってございます。 

 事業内容は記載のとおりでございます。 

 次に、ナンバー６、国際交流公用車管理費でご

ざいます。当初予算額１１万５,０００円、３月

の整理予算で１万７,０００円を減額し、予算現

額は９万８,０００円で、支出済額９万４０６

円、執行率９２.３％でございます。国際交流事

業及び国際交流員の移動用の公用車の経費で、令

和２年度は車検がなく、関連する費用はございま
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せんでした。 

 次に、ナンバー７、セミナーハウス指定管理費

でございます。当初予算額３,００３万４,０００

円で、予算現額は同額で、支出済額３,００３万

３,１３０円、執行率１００％となっておりま

す。指定管理委託料と地下重油タンクの特別清掃

委託、自動車損害保険料、ＡＥＤの借上料が主で

ございます。 

 次に、ページを開きまして、ナンバー８、特別

定額給付金事業費でございます。決算書の７８

ページからでございますが、国で急遽実施するこ

とが決定された事業であり、当初予算額はなく、

５月の補正予算、専決処分により２７億９,８５

０万円を増額、１２月の補正予算で１,５００万

円を減額で、予算現額２７億９,８５０万円、支

出済額は予算と同額で、執行率１００％となって

おります。 

 事業の内容は、世帯主に、世帯１名当たり１０

万円を給付するものでございます。特定財源は、

この経費は国から特別定額給付事業補助金として

全額充当されているところでございます。 

 次に、ナンバー９、特別定額給付金事務費でご

ざいます。こちらも当初予算額はなく、５月の補

正予算、専決処分により、報酬と、ほか、事務経

費として３,５２４万８,０００円を増額し、１２

月の補正予算で７２７万８,０００円減額、予算

現額２,７９７万円、支出済額は２,７９６万７,

４７４円、執行率１００％となります。 

 事業の内容は、特別定額給付金の事務経費でご

ざいます。 

 報酬と共済費、旅費は、事務整理に必要となる

会計年度任用職員の経費でございます。 

 職員手当等は、主に職員の時間外手当となりま

す。 

 需用費は、圧着はがきの購入や、インク、ト

ナー、ファイルなどの消耗品のほか、印刷製本費

は専用封筒の印刷費用でございます。 

 役務費の主なものは、郵便料が申請書送付時と

振込通知のお知らせの２回分の費用となっており

ます。 

 手数料につきましては、ほとんどが振込手数料

となっており、一部、住民周知用チラシの配布手

数料となっております。 

 委託料は、特別定額給付金システムの構築、そ

して保守委託業務の費用でございます。 

 使用料及び賃借料は、物品等借上料として、パ

ソコンとプリンターのリースに係る費用でござい

ます。 

 続きまして、ページを開きまして、ナンバー１

０、統計調査費でございます。決算書の８６ペー

ジからでございます。各種統計調査の調査費でご

ざいますが、当初予算額１,２８８万７,０００

円、３月の整理予算で９６万１,０００円を減額

し、予算現額１,１９２万６,０００円、支出済額

は１,１９１万５,４３７円、執行率９９.９％と

なります。 

 令和２年度は、国勢調査、そして工業統計調

査、学校基本調査、経済センサス、農林業センサ

スとなっております。 

 特定財源ですが、この経費は、道から統計調査

委託金としまして全額充当されているところでご

ざいます。 

 次に、資料の説明をさせていただきます。 

 別添資料ですが、様式１から様式４までにつき

ましては、政策推進課では該当なしとなっている

ところでございます。 

 次に、最後の新型コロナウイルスの地方創生臨

時交付金の事業実績でございますけれども、こち

らは、内閣府から６億円を超える交付金をいただ

いて、それぞれ担当課のほうで実施をしておりま

すが、７ページの中ほどに合計額を記載しており

ます。 

 めくっていただきまして、７ページですけれど

も、令和２年度に完了した事業は４４事業ござい

まして、交付金充当事業の事業費の実績合計は、

中ほどですが、６億９,４０９万７,８８８円、そ

して、右側の財源内訳の合計といたしまして、交

付金充当額は６億２８９万６,０００円、その右

側、そのほかの国庫補助金は７,８５９万８,００

０円、そして、一般財源合計は１,２６０万３,８

８８円でございます。また、その下になります

が、１件、高度無線環境整備推進事業は、繰越事

業として令和３年度に完了する予定となっており

ます。 
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 次のページになります、財源整理についてでご

ざいますけれども、財源整理一覧表につきまして

は、町の事業科目の決算ベースで財源充当などを

整理させていただいた一覧表となりますので、御

覧いただきたいというふうに思います。 

 次に、今回、追加要求資料ということで、政策

推進課分といたしましては、株式会社男爵倶楽

部、そして株式会社ダンシャクラウンジの決算書

及び貸付対象事業に係る民間金融機関等からの借

り入れの償還状況につきまして要求がございまし

た。こちらのほうにつきましては、政策推進課の

ほうで報告を受けている資料から、まず、男爵倶

楽部の決算報告につきましては、令和２年５月か

ら令和３年４月３０日の決算報告書をいただいて

おります。その資料につきましては、奥のほうに

資料として置いておりますので、御覧いただきた

いというふうに思います。また、ダンシャクラウ

ンジの決算報告ですが、令和元年１１月から令和

２年１０月ということで決算報告をいただいてい

るところでございます。 

 そして、民間金融機関からの貸し付けの償還状

況ということで、こちらも男爵倶楽部のほうから

七飯町長宛に残高状況報告書をいただいておりま

すので、その部分につきまして、置いております

ので、御覧いただきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○横田委員長 ありがとうございます。 

 これより、質疑を行います。 

 何かありますか。 

 畑中委員。 

○畑中委員 ナンバー１の広報紙の発行に関わる

ことについてなのですけれども、今、この内容の

ところを見ていましたら、印刷製本費、これが、

例えば５月から１２月が１万１,９２０、それか

らずっと１月、３月が１万１,９４０、それか

ら、２月が１万１,９６０、４月が１万２,０００

と、このように幾らかずつ増えているのですよ

ね。ということは、これ、世帯が増えたからこう

なっているものか、まずそれが１点ですね。 

 それからもう一つは、我々、広報を目にする場

合に、町内会を通して来ると思うのです。来るの

ですよ、私たちのほうはね。だから、町内の広報

が各家庭に届くのは、例えばシルバーさんが各町

内会に配って、そこの町内会の役員を通じて各家

庭に配布されるものと私は理解しているのですけ

れども、ただ、実際、町内会に入らない方もおり

ますよね。そうしますと、そういう人の広報の配

布については、やはり直接町のほうで郵便等で

やっているものかどうか。それが、例えば役務費

の７,９９０円、これがそれに当たるのかどう

か、その辺をちょっと確認したいなと思いまし

て、以上、３点ぐらいかな、お答えをお願いしま

す。 

○横田委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 まず、印刷部数の関係でご

ざいます。若干、少しずつ増えてきているという

ような内容でございます。こちらのほうは、まず

令和２年度のスタートの段階では１,９２０だと

か４０だとかとあるのですけれども、実際、町内

会長さんのほうにお渡しした結果、２０部足りな

かったというような話もいろいろ聞こえてくるも

のですから、そういった部分で、ちょっとずつ増

えてきているというような状況です。現実に、最

終的には１万２,０００部というところまでなっ

ておりますので、私どものほうとしては、広報を

見られる方、世帯というのが増えてきているとい

うところで認識を持っているところでございま

す。 

 続いて、２点目でございます。町内会に入らな

い人には届かないのかというようなお話でござい

ます。まず、町の広報紙の配送の順番といたしま

しては、まず印刷業者さんから町のほうに納品さ

れまして、それをシルバー人材センターさんが町

内会にお渡しをする。町内会さんがそれぞれ配っ

ていただくという考え方ですが、町内会さんのほ

うに私どもお願いしているのは、町内会に限ら

ず、地域の方に配ってくださいということでお話

をさせているものですから、町内会に入ってい

る、入っていないとは関係なく、地域の方々に届

けていただけるようにお願いしているというとこ

ろでございます。 

 ですので、郵便料等、入っているかというとこ

ろでございますが、別途、町として個別に郵送す

るということは行っておりませんので、３点目の



－ 33 － 

回答としましては、その部分については、郵便料

等、個別に送付する部分には入っていないという

ところでございます。 

 以上でございます。 

○横田委員長 畑中委員、よろしいですか。 

○畑中委員 はい。 

○横田委員長 あとありますか。 

 若山委員。 

○若山委員 すみません、１点だけ。この作って

もらった資料のナンバーには入っていないのです

けれども、追加資料でお願いした地域総合整備資

金の貸付先、貸付対象事業者の決算内容について

なのですけれども、これは単純に、今回、少し詳

しくいろいろな附属明細表もついていたので、よ

り詳しい内容が分かってあれなのですけれども、

これは持ってきて、こういう状況ですよというこ

とで置いていくだけなのか、あるいは、窓口だと

商工観光課とかのほうなのかもしれないのですけ

れども、今後の事業について、売り上げを伸ばす

方針、政策というか、どうすればいいかとか、利

益を上げるにはどうすればいいかとか、そのよう

な細かいやりとりについて、人員を、経費削減す

るとか、そういうようなやりとりについて話をし

ているのかどうか。実際、あの数字を見て、地域

総合整備資金の貸し付けというか、事業全体を考

えて、これについては令和元年５月から令和１６

年までの貸付期間になっているのですけれども、

これに対して、どのように考えているかという

か、なかなか答えづらいところもあるかもしれな

いのですけれども、ちょっとどのような、運営主

体はどのように今後売り上げを伸ばそうとしてい

るのかとか、利益を改善するためのこういう施策

を考えていますよ、イベントをもっとこうやって

やりますよとか、テーブル数を増やしますよと

か、コロナ禍ではあるのですけれども、去年の決

算もコロナ禍が一部係っているので、状況として

は厳しいのはあるのですけれども、今後の展望に

ついて、そういう説明が町にあったのかどうか、

あったら、その辺を少し教えていただきたいなと

いうところと、もしないとすれば、町としても、

何かいろいろアドバイスその他をしないと、道の

駅地区としての、ともに活性化していく方法とし

て、物品の販売だとか、いろいろアドバイスその

他を含めてする必要があるのかなという気もする

のですけれども、そこのところを、差し障りのな

い範囲でちょっとお答えいただければなというふ

うに思います。 

○横田委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 今回の資料をいただいたと

いいますか、ふるさと融資の制度を使っている以

上、融資をしている側のほうから決算書等をいた

だくというような仕組みになってございますの

で、まず町からくださいと言わずしても、報告が

あるというところで、令和３年に報告をいただい

ておりますが、７月の２６日だったと思いますけ

れども、その日付で報告をいただいております。

これは郵送にて行われました。このことで、内容

を審査をしたのですけれども、その部分では十分

私どものほうでもどういった状況だというのが分

かりかねる部分もありますので、ダンシャクラウ

ンジさんのほうにヒアリングを実際してございま

す。 

 その中でも、やはり私ども、コロナの状況も

あって、どういった運営だとかを考えているのか

というようなお話を当然させていただくのですけ

れども、そういった部分、ちょっとかいつまん

で、その際にあったやりとりの中でございます

が、まず過去１年間の状況については、令和２年

の夏から、道民割やＧｏＴｏ等あって、観光促

進、旅行客に動きが見え始めて、秋くらいまで団

体客があって、１０月、１１月まで好調のような

状態だと。ただ、１１月後半には、札幌市が感染

拡大に見舞われて、北海道全体の観光需要が低下

してしまって、団体予約もキャンセルが多発して

しまったと。そして、年明けからは１都３県の緊

急事態宣言発令、そして国内全体には自粛ムード

が漂って、今回、ゴールデンウィークはまずまず

の状況だったのですけれども、５月中旬から北海

道が緊急事態宣言、そして一昨年に引き続き、コ

ロナに左右される厳しいというような状況という

ことで伺っております。 

 そして、コロナ禍の新しい取り組みというとこ

ろで、何を考えているかということでございます

が、宅配弁当事業を実際始めたと。そして、当
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初、ワンコインで提供できるものも模索したので

すけれども、コンビニとの競合するということも

ありますし、ダンシャクラウンジで提供するもの

につきましてはクオリティが高く、通常、イート

インで提供できる内容を弁当として販売したとこ

ろ、コロナ禍における自分への御褒美もかねた巣

ごもり需要があって、コロナ禍の主力事業となっ

ているというような話も伺っております。また、

バスクチーズケーキの取り扱いを実施した、好評

いただいているということです。あと、コロナ禍

の中で、実現しなかったのですけれども、本州の

百貨店での出店にも声かけいただけるようになっ

て、今後はそういった機会を増やしてまいりたい

というようなお話でございました。 

 今後の取り組みでございますが、従業員の雇用

というのは確保しつつ、券売機の導入など、施設

内で合理化できる部分は合理化できればなという

ことでお話をされてございました。 

 また、閉館しました昆布館の商品も取り扱うよ

うにして、大変好評いただいているというところ

でございまして、小売り部門の取り扱い商品の充

実を進めていきたいというところでございます。 

 また、カレーパンなどのオリジナル商品の開発

だとか、そういったものも考えているようです

し、敷地内外における外売り、キッチンカーの誘

致なども強化をしていきたいというところでござ

いました。 

 ヒアリングの際に、私どものほうに求める支援

というのが上げられましたが、飲食店の疲弊状態

が続いておりますので、飲食店向けのクーポン券

の発行事業をぜひ実施していただければ大変あり

がたいというようなこともございまして、七飯町

といたしましても、長期的な話になるかもしれま

せんが、引き続き支援できるように、また、ダン

シャクラウンジさんと綿密に意見交換できるよう

な場を継続して持っていきたいなというふうに

思っていますので、御理解のほどよろしくお願い

いたします。 

 以上でございます。 

○横田委員長 若山委員。 

○若山委員 コロナ禍で、道の駅のあの地域だけ

が大変なのではなくて、全国的に大変なので、い

ろいろ政策を協力したり、できるところはいろい

ろやりながら、見ていっていただきたいなという

ふうに思うのですけれども、なかなか今の数字だ

けを見ると、我々からすると、ちょっと厳しい、

もうちょっと頑張らなければいけないという状況

なのかなというところがありまして、その辺のと

ころをしっかり見ていただきたいのと、今回のこ

の決算書の内容について、この間、商工観光課と

いうか経済部のほうに話したら、その情報は我々

は使えないのだというような言い方をしていたの

ですけれども、商工観光課にもぜひこの決算書の

内容を見てもらって、今後どういうふうにすれば

いいのか、今言ったとおり、クーポン券事業と

か、そこのためだけにやっているわけではないの

ですけれども、そういうようなものも含めて、政

策をいろいろ考えていくという意味で、情報共有

とか、そういうものをしていただきたいなと。経

済部長さんに確認したときには、ある部署でも

らった情報については、情報管理の関係で、我々

は見られないのだというような話があったのです

けれども、こういうものは共有して、有効に活用

していくべきものなのかなと思うのですけれど

も、そこのところのお考えをちょっとお伺いしま

す。 

○横田委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 決算書等の取り扱いを庁内

で横断的に使ったほうがいいのではないのかとい

うようなお話かと思いますが、この決算書をいた

だいているのは、あくまでもふるさと融資の事務

としていただいてございますので、その部分につ

きましては、融資先であります法人からそういう

了承をいただければ可能かもしれませんが、今の

現段階では、そのままコピーをお渡しするだとか

ということも考えておりません。ただ、現状とし

て、厳しい状況だとかがもしあるということであ

れば、またヒアリングの中で、クーポン券発行事

業の実施を要望というようなお話がございますの

で、そういった要望事項等は、横の連携を密にし

ながらお伝えした中で、町全体として経済対策等

進めるような形にしてまいりたいなというふうに

思ってございますので、御理解のほどよろしくお

願いいたします。 
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 以上です。 

○横田委員長 若山委員。 

○若山委員 同じことを何回も繰り返すのです

が、念のためにあれしますけれども、確かに情報

管理という意味で、ある部署からもらったものを

安易にほかのところに流用しないとかという姿勢

はすばらしいというか立派だと思います。だけれ

ども、当然、そういうやりとりをする中で、商工

観光も含めて活用させてもらって、いろいろな応

援だとか、いろいろなことを、政策、何かできな

いかどうかというのをやっていきますということ

で説明した上で、当然、共有しますよということ

を申し入れるべきではないかなというふうに思う

のですけれども。なぜかというと、飲食店応援券

というのは商工観光課で今やろうとしている事業

ですよね、まさに。そういうものを含めて、いろ

いろ資料としても、庁内でというか、役場内で共

有するようなことをしても何らおかしいものでは

ないと。外に公表したりするのは、これはまずい

のかもしれないのですけれども、それはきちっと

仁義を切った上で、こういう形で商工観光課も含

めてみんなでこういうことで使いますよという、

そういうことでやりとりをして、使っていただき

たいと思うのですけれども、あくまでも厳格に駄

目だというようなことなのでしょうか。そこだけ

もう１回確認、お願いします。 

○横田委員長 副町長。 

○宮田副町長 それでは、私から申し上げたいと

思います。 

 担当課長のほうも非常に言いづらいのだと思い

ます。私のほうから、調整をとりながら、道の駅

エリアの活性化といいましょうか、横の連携をと

りながらというような状況の中で、資料を提供す

るという意味ではないのですが、こういう状況だ

よと、かなり厳しいよというような中で、調整等

図りながら、それぞれ事業者のほうについても御

意見を伺いながら、担当の商工観光のほうとも協

議を進めながら、前に進んでいきたいと思います

ので、その点について、こういう答弁で御勘弁い

ただきたいなと思ってございます。何もやらない

というわけではないということで、御理解いただ

きたいと思います。 

○横田委員長 よろしいですか。 

○若山委員 はい。 

○横田委員長 あとありますか。 

(「なし」と呼ぶ者あり) 

○横田委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上をもって、政策推進課に対する審査を終了

します。 

 政策推進課長、御苦労さまでした。 

 次に、税務課の審査を行います。 

 税務課長、決算書及び提出資料に基づき、説明

をお願いします。 

 税務課長。 

○柴田税務課長 それでは、税務課の令和２年度

決算状況を御説明いたします。 

 共通様式ナンバー１、事業名、税務総務費（課

税）です。当初予算現額８９０万７,０００円、

補正予算額６５５万５,０００円、予算現額１,５

４６万２,０００円で、支出済額１,４８７万３４

３円、不用額５９万１,６５７円、執行率は９６.

２％でございます。予算補正につきましては、９

月及び１２月定例議会で、例年と同じく、過年度

還付金の不足額として、償還金７００万円の増額

を行っております。特定財源の歳入は、税務手数

料１３３万５,６００円となっております。 

 事業目的、主な支出は記載のとおりでございま

す。 

 補足の説明をいたします。 

 例年と同じく、過年度還付金不足額を補正予算

で対応する措置をしております。 

 また、会計年度任用職員制度が始まったことに

より、賃金の項目がなくなり、かわって報酬が増

額となっております。 

 不用額の多い項目ですが、２２節償還金、利子

及び割引料の５６万７３６円は、過年度還付金の

執行残となりまして、こちらは１件当たりの還付

金額が多いケースがあること、また、年度末の３

月まで金額が確定しないことから、整理予算での

減額が困難ですので、御理解をお願いします。 

 続きまして、ナンバー２、事業名、税務総務費

（納税）です。当初予算額１４３万７,０００

円、補正予算額なし、予算現額１４３万７,００

０円で、支出済額１４３万６,５００円、不用額
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５００円、執行率は９９.９％でございます。 

 事業目的、主な支出は、記載のとおりでござい

ます。 

 補足の説明をいたします。 

 税務課の徴収職員は３名おりますが、昨年度決

算までは嘱託職員として、うち２名分の人件費を

こちらの事業予算から、１名分を国保会計から支

出しておりましたが、令和２年度から会計年度任

用職員制度が始まり、総務財政課で運用されてお

ります。そのため、その支出分が前年度と比較し

て減額となっており、こちらの事業は現在、渡

島、檜山地方税滞納整理機構への負担金のみの支

出となっております。なお、滞納整理機構への令

和２年度への引き継ぎ及び実績は、提出追加資料

８ページに記載しておりますので、後ほど御参照

願います。 

 次のページになります。ナンバー３、事業名、

賦課事務費です。当初予算額６４３万２,０００

円、補正予算額マイナス５３万８,０００円、予

算現額５８９万４,０００円で、支出済額５７０

万１,６３６円、不用額１９万２,３６４円、執行

率は９６.７％でございます。 

 補正予算の内容、事業目的、主な支出は、記載

のとおりでございます。 

 補足の説明をいたします。 

 委託料について、評価替えの前年度に実施する

固定資産標準地鑑定評価業務委託料５１７万円

が、業務終了により減額となっております。 

 また、不用額は１８万５,９０２円ございます

が、これは給与支払い報告書等入力業務委託料の

執行残でございます。整理予算で一部は減額いた

しましたが、金額が確定するのが３月末となりま

すので、御理解願います。 

 新規の項目として、負担金、補助及び交付金の

中に、軽自動車環境性能割徴収取扱費４万２,７

３０円がございます。こちらは、令和元年１０月

より制度化された環境性能割について、賦課徴収

を当分の間、北海道が行うこととされていること

から、道税事務所に負担金として支出しておりま

す。 

 続きまして、ナンバー４、事業名、徴収事務費

です。当初予算額５３８万３,０００円、補正予

算額マイナス２２万円、予算現額５１６万３,０

００円で、支出済額４８０万６,６５６円、不用

額３５万６,３４４円、執行率は９３.１％でござ

います。 

 補正予算の内容、事業目的、主な支出は、記載

のとおりでございます。 

 補足の説明をいたします。 

 例年どおりの支出となってございますが、不用

額の多い項目として、１２節役務費の２１万１,

３５６円は、口座振替及び郵便振替手数料の１０

月から３月分が令和３年４月の請求となるため、

残っているものです。整理予算で一部は減額して

いるため、御理解をお願いいたします。 

 共通様式の事業決算別の説明は以上になりま

す。 

 次に、当初要求のありました資料について御説

明いたします。 

 様式３、収入未済額の状況でございます。ナン

バー１からナンバー８まで、各税目別に記載して

おります。ナンバー１は個人町民税、ナンバー２

は法人町民税、ナンバー３は固定資産税、ナン

バー４は軽自動車税、ナンバー５は保育料、ナン

バー６は町営住宅使用料、ナンバー７は町営住宅

の駐車場使用料、ナンバー８は国保特別会計と

なっております。こちらは、年度ごとに調定額、

収入額、不納欠損額、収入未済額を載せてござい

ますので、内容は記載のとおりでございます。 

 次に、様式４、不納欠損処分の状況でございま

す。ナンバー１からナンバー６まで、税目別に記

載しております。ナンバー１は個人町民税、ナン

バー２は法人町民税、ナンバー３、固定資産税、

ナンバー４、軽自動車税、ナンバー５、保育料、

ナンバー６、国民健康保険税となってございま

す。左側の表は、処分事由別に件数と金額を載せ

てございます。右側の表は、法律区分による件数

と金額を載せてございます。 

 地方税法第１５条の７は、本人死亡、相続放

棄、会社倒産などの理由で滞納処分停止し、不納

欠損した分でございます。 

 地方税法第１８条は、地方税の消滅時効によ

り、５年間経過したため、不納欠損処分したもの

でございます。 
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 内容については、記載のとおりでございます。 

 次に、歳入につきまして、当初から税務課でお

出ししました追加資料によって御説明をいたしま

す。 

 令和２年度決算審査提出追加資料、税務課とい

うものでございます。 

 １ページ目でございますけれども、こちらは、

令和２年度徴収実績を一覧表でお示ししておりま

すが、前年度との対比で御説明をしていきますの

で、ページを１枚めくっていただき、２ページ目

の資料１を御覧ください。 

 上部枠外に記載したＡ欄は現年課税分、Ｂ欄は

滞納繰越分、Ｃ欄は合計となっております。左側

の番号１０番、令和２年度の合計になります。町

税全体の徴収率ですが、一般税全体では、Ｃ列の

合計、徴収率は０.４ポイント下降の９６.６％と

なりました。 

 続きまして、特別会計の国保税ですが、ページ

をめくっていただき、３ページの資料２、上段を

御覧願います。一番下、合計欄になりますが、国

民健康保険税は、現、滞、合わせて徴収率は０.

６ポイント上昇し、９０.３％となっておりま

す。 

 次に、認可保育所保育料ですが、同じく３ペー

ジの中段を御覧願います。一番下、合計欄になり

ますが、金額については、令和元年１０月より保

育料無償化が始まっていることから、昨年度に引

き続き減少しております。認可保育所保育料は、

現、滞、合わせて徴収率は４.７ポイント下降

し、９０.０％となっております。 

 次に、町営住宅使用料と町営住宅駐車場使用料

ですが、同じく３ページの下段を御覧願います。

合計で、現、滞、合わせて徴収率は０.１ポイン

ト下降し、９９.１％となっております。 

 続きまして、次のページの４ページから６ペー

ジには、町税の令和２年度における収納状況と、

過去５年間の推移及び徴収実績を掲載してござい

ます。 

 ４ページは収納状況ですが、上段の右端、収納

率の計、今年度は０.４ポイント下降し、９６.６

％となりました。滞納繰越分の一定の整理が終了

しておりますので、今後も徴収率は横ばいもしく

は若干下がる傾向になると思われます。 

 次に、５ページですが、近隣市町の実績比較と

なっておりますが、七飯町の徴収率は２位となっ

ております。前年の１位より落ちてしまいました

が、これは新型コロナウイルス関連施策として、

国の特例により、徴収猶予を行っていることか

ら、徴収猶予とした金額で、６月以降の入金は、

会計上、未納扱いになるためと考えられます。 

 次に、６ページは収入未済額、徴収率の推移で

ございます。左側は国保税を含まない表、右側は

国保税のみの表となっております。昨年度比の徴

収率は、町税は０.４ポイント下降、国保税は０.

６ポイント上昇となっております。 

 続きまして、７ページには、令和２年度に実施

した差し押さえの種類及び金額等を掲載しており

ます。右端の一番下、合計欄でございますが、

１,０９４万６,９５９円の充当額となっておりま

す。今後の傾向といたしましては、一定の債権整

理が終了すると、差し押さえ実績は総体的に低下

していくこととなります。 

 続きまして、８ページには、渡島・檜山地方税

滞納整理機構の委託内容と実績を掲載しておりま

す。 

 令和２年度では、１,８０３万１,８６９円の引

き継ぎ滞納額に対しまして、９７５万７,９２７

円の収入実績となり、徴収率は５４.１１％と

なっております。ほか、記載はしておりません

が、延滞金が８２万１,２６６円入っておりまし

て、延滞金を含めた実績額は１,０５７万９,１９

３円となりまして、令和２年度の負担金は２８７

万３,０００円でございますので、負担金より７

７０万円以上多く収納になったというところでご

ざいます。 

 続きまして、９ページですが、滞納整理機構の

収入決算額の税目別の状況と収入率となっており

ます。 

 以上で、税務課所管分の説明を終わります。 

○横田委員長 ありがとうございます。 

 質疑ありますか。 

 若山委員。 

○若山委員 ２点ほど、ちょっと確認のためにあ

れしたいのですけれども、詳しい資料、いろいろ
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つくっていただきまして、大変ありがとうござい

ます。御苦労さまでございますと言いたいのです

けれども、ちょっと気になった数字といいます

か、不納欠損額が前年と比べてちょっと金額が、

実額では大したことないのだけれども、ほとんど

増えているところがありまして、これについて何

か分析その他あるのかなと、もしあればお聞かせ

いただきたいなというふうに思います。例えば、

町民税のあれで、去年は不納欠損額が６４万円

だったけれども、今年は１８０万円ですよという

ような、単純に数字がどの項目でもぐっと増えて

いるのがありまして、これについて、何か特徴と

いうか、なかなか分析は難しいのかもしれないの

ですけれども、もしこういうことではないかと

か、たまたまこうなったことで、よくこのぐらい

の範囲でぶれるのですよというのか、そこのとこ

ろをちょっと教えていただきたいのと、差し押さ

えなどして、いろいろ徴収努力されているのです

けれども、この生命保険だとか還付金だとか預金

だとか、こういうものの発見というのは、結構努

力が要るというか、難しいのかなと思うのですけ

れども、この辺はどのようにされているのかなと

いうところで、ちょっとお聞かせいただければな

と思います。 

○横田委員長 税務課長。 

○柴田税務課長 それでは、２点、お答えしてま

いります。 

 不納欠損についてですけれども、これはちょっ

となかなか答えが難しく、これといった、例えば

法律が変わったとか、こういう状況があったとい

う、なかなかちょっとそういう単純なお答えがで

きない状況にございます。なにぶん、町民税から

固定資産税まで、いろいろございまして、また、

七飯町の位置づけが中核市である函館市の隣にあ

り、なかなか住民間の移動も多いという中で、な

かなかこういったものが、いろいろなケースが増

えていく傾向にありますので、ちょっとお答えが

はっきりできないのですけれども、ちょっとそう

いったことで御理解をいただきたいと思います。 

 あと、差し押さえの件についてでございますけ

れども、資料のほうでも御説明したように、七飯

町のほうでは、差し押さえ等、滞納処分について

はかなり細かく徹底的にやっているというところ

でございます。その中でも、やはり有効ですの

が、納税相談とか、そういったものも必要なので

すけれども、やっぱり具体的にお金が入ってくる

というのが、いわゆる預金の差し押さえ、また、

保険の差し押さえといったところでございます。

こういったものは、私どものほうから各金融機関

に照会をかけまして、道内の金融機関に照会をか

けておりまして、その結果をもとに把握したデー

タをもとに処分を行っておりますので、御理解い

ただきたいと思います。 

 以上です。 

○横田委員長 若山委員。 

○若山委員 そうすると、１問目の不納欠損額に

ついては、何か基準が変わったとか、そういうこ

とではなくて、同じ基準でやっているのだけれど

も、たまたま昨年度はちょっと件数、額が、ぐっ

と、ちょっと前年度に比べて増えましたよという

ような、そういう扱いだということなのですね。

これはちょっと増えたというほどの金額なのか、

ちょっとよく分からないのだけれども、どの項目

も多くなっているので、コロナのせいなのか、景

気が悪いのかなという、単純にそのぐらいしか分

からなかったのだけれども、基準が変わっていな

いのかどうかだけ、もう一度答弁をお願いしたい

のと、そうすると、この差し押さえについては、

各金融機関に、この方の取り引きがないかどうか

を出してもらって、あればそれで差し押さえの手

続を踏んでいくということで、そういう細かい大

変な作業をされているということですね。そこの

ところをもう一度、同じように御苦労さまという

ことを言いたいのですけれども、ちょっとお願い

します。 

○横田委員長 税務課長。 

○柴田税務課長 まず、不納欠損につきましてで

すけれども、理由の一端、細かく言えば、国の基

準とかが変わったとか、そういうことはございま

せん。ただ、細かく言えば、説明させて言えばで

すけれども、七飯町税に係る滞納処分の停止等に

関する基準というのが税務課のほうで内部基準と

いうのですか、それを定めてございます。それの

ちょうど入れかわりというか、対象になる件数が
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ちょうど令和２年度からとなりますので、それで

若干増えたのかなというところでございます。 

 ２点目の、保険等の処理でございますけれど

も、こちらのほうは、私どものほうで、滞納され

た方が発生した場合、いろいろ手続を行っていき

ます、督促とか催告とか。そういった滞納が発生

し始めたと同時に、こういったいわゆる差し押さ

えに向けての準備作業といたしまして、各金融機

関ですとか、例えば所得を把握するために、ハ

ローワークさんのほうに就労状況を確認したりと

か、そういう作業をしながら処分を進めていると

ころです。なかなか細かく、やっぱり人様のもの

ですので、特に保険会社とかは、本社が東京等に

ございますので、なかなか書類のやりとりとかも

時間がかかるのですけれども、その辺は早目に滞

納処分の準備をするということで、これだけの差

し押さえの実績を今つくっているところというと

ころで御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○横田委員長 よろしいですか。 

 あとありますか。 

 田村委員。 

○田村委員 １点だけ教えていただきたいと思い

ます。 

 まず、収入未済額だとか、それから不納欠損処

分、これについて見させていただきましたけれど

も、処分理由、９項目ありますけれども、その中

で、生活困窮と財産なし、これがほとんど集中し

ているような、私は見方をしているのですけれど

も、この二つの項目について、統一した基準を定

めているのかどうか、それをお知らせいただきた

いと思います。 

○横田委員長 税務課長。 

○柴田税務課長 不納欠損、収入未済の、この区

分の説明でございますけれども、基本的に皆さ

ん、やはり大元をくくれば生活困窮というところ

になってくるところでございます。ただ、例えば

ですけれども、生活困窮、こういった場合は、前

年には所得があったが、その後、困窮してしまっ

た場合、そういった形での整理をしています。き

ちっとした七飯町の独自の基準で整理しているの

かというところでは、七飯町ではございませんけ

れども、一般的な地方税の不納欠損処理の処分方

法というのがございますので、その中で、滞納処

分とかの執行停止の要件ですとか、そういった事

項要件とかを準用していますので、そういったこ

とで御理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○横田委員長 よろしいですか。 

 あとありますか。 

 畑中委員。 

○畑中委員 実はいただいた資料の中のナンバー

７の、令和２年度差し押さえ種類及び金額という

ところを見ているのですけれども、その中の、

ちょっと理解に苦しむところがありまして、町・

道民税、固定資産税、それから軽自動車税の欄に

ちょっと分からないところがあるのですが、教え

てください。 

 まず、町・道民税の、例えば一番下段の欄なの

ですけれども、不動産、今まで私は、こういう差

し押さえなど、不動産で差し押さえるというのは

なかなか今まで聞いたことないように、今までの

知識の中ではあるのですけれども、実際、あるの

だなと思いながら、実は下段の不動産というとこ

ろ、例えば令和元年、４万２,４００円、令和２

年、４万２,４００円というふうになっているので

すけれども、これ、実際問題として、不動産とは

何を差し押さえて、これ、均等なのですね、４万

２,０００円、４万２,０００円と。 

 もう一つ疑問なのは、それが充当金額にないの

ですね。 

 それから、もう一つ聞くのですけれども、固定

資産税の、やっぱり不動産の部分、固定資産税で

あれば何となく不動産で押さえたほうがいいのか

なというような気もしないでもないのですけれど

も、平成２９年度、３０年度、元年、令和２年度

と、毎年のように差し押さえで不動産がそれぞれ

金額があるのですね。合計の金額でも、例えば２

９年度から令和２年度までで、例えば２,１５２万

３,８００円というような金額になっている。これ

についても、充当金額がゼロなのですね。 

 それからもう一つ、軽自動車税でも若干そうい

うところが見られる。例えば軽自動車の差し押さ

えで、生命保険で差し押さえているのが、令和元



－ 40 － 

年、令和２年というようにあるのですけれども、

この部分についても充当金額がないと。そうしま

すと、こういった差し押さえた部分については、

まず町の財産管理というのでしょうか、歳入に

なっていないのですから、これ、どこを見たらこ

ういったものを管理されているのか、その辺を最

後にお聞きしたいなと思っています。 

 以上なのです。 

○横田委員長 税務課長。 

○柴田税務課長 差し押さえと充当の関係なので

すけれども、ちょっと申し訳ございません、

ちょっと１件１件、これは何だったでしょうかと

いうのは、ちょっと今、手元に資料がちょっとご

ざいません。ただ、基本的に差し押さえというこ

とでかけても、実際は金額がとれない、差し押さ

え自体はできるのですけれども、差し押さえでき

る金額がないということで、ちょっと入らないと

いうことはあるので、そういったことがこの充当

金額のところに出てきているというところでござ

います。ちょっとなかなか１件１件、ちょっと今

現在、把握できていないので、このような答弁に

なってしまいますが、御理解いただきたいと思い

ます。 

○横田委員長 畑中委員。 

○畑中委員 今の答えでは、私は不十分かなと

思っているのですよ。なぜかといいますと、この

差し押さえたものをどこで管理されているのです

かと。そしてもう一つは、不動産ですから、この

ように４万２,４００円だとか、どんなものなのだ

ろうなというふうに思うわけです。委員長、今

日、どうしても資料がなくてできないのだった

ら、後日でもいいから、この詳細について教えて

いただけませんか。 

○横田委員長 税務課長。 

○柴田税務課長 すみません、ちょっとお時間い

ただいて、確認をさせてください、この不動産の

件については。よろしいでしょうか、１０分ほ

ど。 

○横田委員長 暫時休憩いたします。 

午後 ３時１５分 休憩 

───────────── 

午後 ３時２５分 再開 

○横田委員長 休憩以前に引き続き、再開いたし

ます。 

 税務課長の答弁から入ります。 

 税務課長。 

○柴田税務課長 すみません、貴重な時間をいた

だき、大変御迷惑をおかけいたしました。 

 先ほどの、差し押さえ金額がある中で、充当金

額がゼロとなっている、これはどういうことで

しょうかと。不動産等もあるのですけれどもとい

うことでございますけれども、この差し押さえ金

額というのは、ちょっと差し押さえた金額という

より、未納の金額という考え方でございます。例

えば滞納している方というのは、いろいろな税金

を滞納している傾向がございます。こちらのほう

で差し押さえをしていきます。あるもの、預金が

あれば預金を差し押さえ、保険があれば保険とい

う中で、その方が例えば不動産を持っていたと。

不動産を持たれていたときに、その方の不動産の

滞納、未納金額が４万２,４００円ということで

あれば、その金額が差し押さえたということで、

そういう考え方で差し押さえ金額という欄が決

まっておりますので、固定資産税の金額も、不動

産のところが多いですけれども、これは不動産を

持っている方の差し押さえした中での、いろいろ

な固定資産税を滞納している方の金額の集約とい

う考え方でございます。 

 なぜ差し押さえをしているのに充当金額がゼロ

円になっているのかということでございますけれ

ども、こちらのほうは、給与とか生命保険とか、

差し押さえしますと、当然、差し押さえしていま

すと連絡が行きます。そこで初めて私どものほう

に行動をとられる方もいらっしゃいます。申し訳

ないのですけれども払いますと、差し押さえされ

たのですけれども、払いますと。では、分納誓約

といいますけれども、ではきちんと今後はこうい

う計画で払ってくださいということで、そういっ

た誓約をされる方、いらっしゃいます。その場

合、差し押さえをしたままで分納のほうをしてい

ただくことになります。例えばですけれども、

町・道民税のほうがゼロであっても、例えば、で

はまず軽自動車税から滞納を減らしていきましょ

うということで、そちらのほうに入ってきた金額
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を充てているということもありますので、全部が

全部という形ではないので、ものによってゼロ円

という形で残っているところでございます。 

 その管理でございますけれども、先ほど同僚議

員さんにも答弁したとおり、差し押さえの準備を

早くからしていく中で、滞納管理システムという

電算システムがございますので、その中に１件１

件、こういった情報とか、折衝記録も入れてござ

います。そういったもので管理して、間違いがな

いように行っておりますので、御理解いただきた

いと思います。 

 以上です。 

○横田委員長 畑中委員。 

○畑中委員 もう一度ちょっと確認したいのです

けれども、例えば固定資産税のところの２９年、

３０年、元年、２年とございますよね。これも、

要するにある物件を差し押さえたというわけでな

くて、ただの収入未済ということで理解していい

のかどうか、それを確かめておきたいです。 

○横田委員長 税務課長。 

○柴田税務課長 収入未済という、何と申しま

しょうか、こちらのほうで不動産を持っている方

を差し押さえします。差し押さえしたときに、不

動産の価値はまた別として、差し押さえをしたと

きに、その方が固定資産税を滞納している金額が

ございます。１万円だったり２万円だったり、い

ろいろございます。その金額の集約がこの、例え

ば平成２９年度では４４５万８,５００円となっ

ていますけれども、その差し押さえ金額と書かれ

ている欄の金額の内訳でございます。 

 以上です。 

○横田委員長 畑中委員。 

○畑中委員 まだぴんとこないのだけれども、

やっぱり固定資産税の場合は、あるそれぞれの土

地を幾つも差し押さえられているというふうにし

て私は聞こえたのですけれども、そうすると、こ

の全体の土地の総面積とか、幾ら幾ら差し押さえ

ていますとか、そういうのはお答えできないので

すか。できないの。どうも不思議だなと思ってい

るのだけれども、どういうことなの。 

○横田委員長 税務課長。 

○柴田税務課長 重ねて、ちょっとすみません、

説明がちょっとつたない部分があって申し訳ござ

いません。差し押さえを私どもがした中で、一番

左欄に、上から、預金、給与、保険、還付金、不

動産とありますけれども、こういったものがある

場合、差し押さえします。働いていない方は、給

与がないので、例えば差し押さえできませんの

で、働いている方は給与を差し押さえとかしま

す。その方が何を滞納しているかというところ

で、差し押さえ金額の欄が出てきます。なので、

たまたま不動産をお持ちの滞納者の方がいらっ

しゃったということで、私どものほうで、それに

対して差し押さえをして、登記をして、差し押さ

えの登記をいたしましたと。そういった方が、

町・道民税を、令和元年度で言えば４万２,４０

０円残していると。固定資産税は、１人ではな

い、何十人もいらっしゃいますけれども、その固

定資産税の金額がこれだけ滞納しているというよ

うな考えで、この相当の金額を差し押さえしてい

るという考えでこの表ができておりますので、分

かりますでしょうか、御理解いただきたいと思い

ます。 

○横田委員長 畑中委員。 

○畑中委員 どうも私、頭おかしいのか知らない

けれども、理解できないのですけれども、そうす

ると、この金額に合う土地なるものはないという

ことなのですか。ここの金額に合うような土地、

差し押さえているのなら、その台帳みたいなもの

を何か管理している帳簿というのか、そういった

ものはないのですか。 

○横田委員長 税務課長。 

○柴田税務課長 差し押さえしている土地はござ

います。当然、土地、家屋、差し押さえしてござ

います。当然、登記とかしていますので、登記で

把握できますし、先ほどお話ししたとおり、滞納

管理システムというのがございますので、そちら

のほうで、これだけ、これを差し押さえしている

というのは把握してございます。ただ、ちょっと

今手元に、１件、何平米の土地を今持っていると

か、そういったちょっと細かいデータは、今

ちょっと手元にない、お出しできないということ

で、データとしてはちゃんと税務課のほうで差し

押さえした物件は把握しておりますので、御理解
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いただきたいと思います。 

 以上です。 

○横田委員長 畑中委員。 

○畑中委員 もう一度確認しますけれども、そう

いったまとめた帳簿なるものがあるのですね、差

し押さえた物件の。（発言する者あり） 

○横田委員長 よろしいですか。 

○畑中委員 いい。 

○横田委員長 ありがとうございます。 

 あとありますか。 

(「なし」と呼ぶ者あり) 

○横田委員長 これをもって、税務課に対する審

査を終了します。 

 税務課長、御苦労さまでした。 

 以上で、総務部は終了します。 

 最後に、副町長よりお願いがあります。 

 副町長。 

○宮田副町長 総務部の関係について、決算審

査、御審議いただきましてありがとうございまし

た。 

 今朝ほど田村委員のほうから４点ほど、それ

と、午後から共通的な形の中で８０万円以上とい

うような契約の関係について資料要求されまし

た。これについては、皆様委員さんにお願いでご

ざいますけれども、１６日、教育委員会が予定さ

れていると思いますが、その終わった後に資料を

提出して、内容について説明させていただくとい

うような形で御了解をいただければ、そのような

形の中で進めたいと思いますけれども、そのあた

りをちょっとお諮りいただきたいと思います。お

願いします。 

○横田委員長 ただいま副町長より、資料要求が

あったものは、１６日の教育委員会の後に提出

し、内容を説明するということですけれども、よ

ろしいですか。 

(「はい」と呼ぶ者あり) 

○横田委員長 では、そういうことで進めたいと

思います。 

 副町長、政策推進課長、税務課長、御苦労さま

でした。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ３時３４分 休憩 

───────────── 

午後 ３時３５分 再開 

○横田委員長 休憩以前に引き続き、再開いたし

ます。 

 お諮りいたします。 

 本日予定していた審査は全て終了いたしまし

た。 

 本日は、これをもって終了したいと存じます

が、これに御異議ございませんか。 

(「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○横田委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、本日は、これをもって終了いたしま

す。 

 御苦労さまでした。 

 

午後 ３時３５分 散会 
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