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令和２年度決算審査特別委員会（第４回） 

 
令和３年９月１４日（火曜日）午前１０時０４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（１６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   稲 垣 明 美 

  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（０名） 

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

○議長出席の有無    無 

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

○出席説明員（５名） 

   民 生 部 長           杉 原   太     民 生 部 住 民 課 長           清 野 真 里  

   民生部環境生活課長           磯 場 嘉 和     民 生 部 福 祉 課 長           村 山 德 收  

   民生部子育て健康支援課長  岩 上   剛  

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

○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０４分 開会 

○横田委員長 それでは、ただいまより、令和２

年度決算審査特別委員会第４回目を開催します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日は、民生部の審査を行います。 

 民生部長、住民課長、福祉課長、御苦労さまで

す。 

 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

説明がない限り、「記載のとおり」でよろしいで

す。 

 それでは、住民課長、特別会計についても併せ

て説明をお願いします。 

 住民課長。 

○清野住民課長 まず初めに、追加要求資料とし

て提出を求められています一般会計分になりま

す。 

 大中山複合施設の燃料の単価、使用料等にござ

いますけれども、月ごとに分けたものを提出して

ございますので、御参照願います。 

 それでは、令和２年度、住民課の決算状況を説

明いたします。 

 共通様式１番、事業決算名、大沼出張所運営費

は、当初予算額５７万円で、補正予算額３１万

２,０００円、予算現額は８８万２,０００円、支

出済額７２万８,６７４円、不用額１５万３,３２

６円、執行率は８２.６％でございます。 

 補正予算の主なものは記載のとおりでございま

す。 

 主な支出の内容は、施設管理に係る消耗品、燃

料、光熱水費などで、支出額は記載のとおりと

なっております。 

 次に、２番は、事業決算名、大中山出張所運営

費です。当初予算額４２３万３,０００円、補正

予算額マイナス３４万６,０００円、予算現額は

３８８万７,０００円、支出済額３８６万４,１５

４円、不用額２万２,８４６円、執行率は９９.４

％でございます。 

 補正予算の主なものは記載のとおりでございま

す。 

 主な支出の内容は、施設管理に係る消耗品、燃

料、光熱水費など及び工事請負費の国旗等掲揚

ポール設置工事２７３万９,０００円などでござ

います。 

 次に、３番、事業決算名、地域防犯等対策費

は、当初予算額３,６７３万３,０００円、補正予

算額は３０万円、予算現額は３,７０３万３,００

０円、支出済額は３,６９６万４,７８７円、不用

額６万８,２１３円、執行率は９９.８％となって

おります。 

 補正予算の主な内容は記載のとおりとなってお

ります。 

 主な支出は、使用料及び賃借料のＬＥＤリース

料が２,８５１万２,０００円、負担金、補助及び

交付金の外灯維持費助成金６７５万２,６３２

円、外灯新設改良助成金１５５万４,０８０円な

どでございます。 

 次に、４番、事業決算名、交通安全対策費で、

当初予算額８９８万１,０００円、補正予算額３

２万６,０００円、予算現額は９３０万７,０００

円、支出済額は９２７万８,３５７円、不用額２

万８,６４３円、執行率は９９.７％でございま

す。 

 補正予算の主な内容は記載のとおりとなってお

ります。 

 主な支出は、報償費の女性交通指導員３名分と

して２４４万２００円、高齢者運転免許証自主返

納１０２件分といたしまして２０４万円、工事請

負費の交通安全注意喚起看板設置や道路反射鏡設

置工事などに８７万７,３６０円、負担金及び補

助金の交通安全推進委員会補助金３９０万円など

でございます。 

 なお、高齢者運転免許証自主返納報償費の予算

不足のため、需用費より２人分の４万円を流用し

てございます。 

 次に、５番、事業決算名、交通安全指導車管理

費は、当初予算額１８２万１,０００円、補正予

算額は１０万１,０００円、予算現額１７２万

円、支出済額１６７万３,４７１円、不用額４万

６,５２９円、執行率９７.３％でございます。 

 補正予算の主な内容は記載のとおりでございま

す。 
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 主な支出は、交通安全指導車４台分の維持管理

費で、需用費の消耗品、燃料費、修繕料合計で３

９万８,２３３円、役務費の手数料、保険料合計

で１４万２５０円、使用料及び賃借料は、交通指

導車借上料で１１２万６,７８８円などでござい

ます。 

 続きまして、６番、事業決算名、戸籍住民基本

台帳費は、当初予算額３,８１５万７,０００円、

補正予算額７９９万２,０００円、予算現額４,６

１４万８,０００円、支出済額４,４９９万６４８

円、不用額は１１５万７,３５２円、執行率は９

７.５％でございます。 

 補正予算の主な内容、この事業の特定財源歳入

は記載のとおりとなってございます。 

 主な支出といたしまして、会計年度任用職員の

報酬１７６万９,１８４円、期末手当３８万３,３

２２円。共済費３３万３,６４１円。需用費は、

消耗品、印刷製本費で５２万１,１７８円。役務

費は、郵便料、住基ネットワーク専用回線通信料

として１３６万円の支出。委託料は、戸籍総合シ

ステム保守ほか４業務合わせまして１,８９５万

２,７２５円。使用料及び賃借料は、住基ネット

ワークシステム環境使用料ほか、２業務合わせま

して８４６万５,０５０円。備品購入費は、住基

ネットワークシステム機器等及び戸籍総合システ

ム機器等譲渡取得費で１１０万３,５４８円。負

担金、補助及び交付金は、個人番号カード交付事

業負担金で１,２０９万６００円でございます。 

 次は、７番になります。事業決算名、社会福祉

総務費、当初予算額及び予算現額６１万９,００

０円、支出済額５９万８,０５８円、不用額２万

９４２円で、執行率は９６.６％でございます。 

 この事業の特定財源、歳入については記載のと

おりとなっております。 

 主な支出は、年金事務に係る消耗品、電話料、

委託料などの支出となっております。 

 続きまして、８番、事業決算名、国民健康保険

特別会計繰出金は、当初予算額３億２,３１５万

９,０００円、補正予算額３１万円、予算現額３

億２,３４６万９,０００円、支出済額３億２,２

０２万５,４２６円、不用額１４４万３,５７４

円、執行率は９９.６％でございます。 

 この予算の主な内容、この事業の特定財源とし

ての歳入については、記載のとおりとなってござ

います。 

 主な支出は、国民健康保険特別会計への繰出金

となっております。 

 続きまして、９番、事業決算名、高齢者医療助

成費は、当初予算額５億１,１４０万２,０００

円、補正予算額２,０２６万８,０００円で、予算

現額は５億３,１６７万円、支出済額５億３,１６

０万７,３２７円、不用額は６万２,６７３円、執

行率は１００％となっております。 

 補正予算の主な内容、この事業の特定財源とし

ての歳入は、記載のとおりとなっております。 

 主な支出は、負担金では、北海道後期高齢者医

療広域連合への療養給付費負担金が４億７,６０

５万９,８４２円、また、後期高齢者医療特別会

計に対する繰出金として１億２,３９４万７,４８

５円となってございます。 

 続きまして、１０番、事業決算名、障がい者医

療助成費は、当初予算額１億２,６４７万３,００

０円、補正予算額３６１万４,０００円、予算現

額１億３,００８万７,０００円、支出済額は１億

２,９０３万５６７円、不用額は１０５万６,４３

３円で、執行率は９９.２％でございます。 

 補正予算の主な内容、この事業の特定財源とし

ての歳入は、記載のとおりとなっております。 

 主な支出は、役務費では、国保連への調査支払

手数料と医療機関などへの請求事務手数料が合わ

せて２２６万１,３４４円となっております。扶

助費は、医療費自己負担分の助成に１億２,６６

９万９,３９９円となっております。 

 続きまして、１１番、事業決算名、児童手当支

給費は、当初予算額３億８,５８６万７,０００

円、補正予算額８０５万４,０００円、予算現額

は３億９,３９２万１,０００円、支出済額は３億

９,２５３万１,１５２円、不用額は１３８万９,

８４８円で、執行率は９９.６％でございます。 

 補正予算の主な内容、この事業の特定財源とし

ての歳入は、記載のとおりとなってございます。 

 主な支出といたしまして、扶助費の児童手当で

３億９,２３０万円でございます。 

 続きまして、１２番、事業決算名、子育て世帯
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臨時特別給付金事業費は、国に係る新規事業で、

予算現額３,５８０万６,０００円、支出済額は

３,５８０万４,２９４円、不用額は１,７０６円

で、執行率は１００％でございます。 

 補正予算の主な内容、この事業の特定財源とし

ての歳入は、記載のとおりとなっております。 

 この事業は、国の新型コロナウイルス感染症の

影響を受けている子育て世帯への緊急経済対策の

ための事業で、主な支出は、報酬から委託料まで

の事務費が合わせまして９０万３,３９４円、負

担金、補助及び交付金は、子育て世帯臨時特別給

付金で３,４５５万円でございます。 

 続きまして、１３番、事業決算名、ひとり親世

帯臨時特別給付金事務費は、国に係る新規事業

で、補正予算額、予算現額６１万７,０００円、

支出済額は６１万５,２０９円、不用額は１,７９

１円で、執行率は９９.７％でございます。 

 補正予算の主な内容、この事業の特定財源とし

ての歳入は、記載のとおりとなっております。 

 この事業は、国の新型コロナウイルス感染症に

より、子育てと仕事を１人で担う低所得のひとり

親世帯に対する支援を行うため、事業主体となる

道が支給する臨時特別給付金の申請受付などに係

る事務的経費で、主な支出は、報酬、職員手当な

ど、需用費、役務費で、支出金額は記載のとおり

となってございます。 

 続きまして、１４番、事業決算名、子ども医療

助成費は、当初予算額１億２３１万５,０００

円、補正予算額マイナス１０９万４,０００円、

予算現額１億１２２万１,０００円、支出済額は

９,６９７万２,８３６円、不用額は４２４万８,

１６４円で、執行率は９５.８％でございます。 

 補正予算の主な内容、この事業の特定財源とし

ての歳入は、記載のとおりとなってございます。 

 主な支出といたしまして、役務費では、国保連

への調査支払い手数料と医療機関などへの請求事

務手数料が合わせて２８６万３,２５２円、扶助

費は、医療費自己負担の助成に９,４０１万４０

８円となってございます。 

 次に、共通様式の最後は、１５番、事業決算

名、ひとり親家庭等医療助成費で、当初予算額

４,３１４万２,０００円、補正予算額１００万

８,０００円、予算現額４,４１５万円、支出済額

は４,３０５万４４８円、不用額は１０９万９,５

５２円で、執行率は９７.５％でございます。 

 この補正予算の主な内容、この事業の特定財源

としての歳入は、記載のとおりとなっておりま

す。 

 主な支出は、役務費では、国保連への調査支払

手数料と医療機関などへの請求事務手数料が合わ

せまして１０８万９５２円となっております。扶

助費は、医療費自己負担の助成に４,１８９万６,

９０９円の支出となっております。 

 一般会計については以上でございます。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

○横田委員長 特別会計も一緒に。 

 住民課長。 

○清野住民課長 それでは、まず初めに、追加要

求資料がございました、国保関係分の資料につい

て、簡単ではございますが、説明させていただき

ます。 

 まず、１ページを御覧ください。 

 １、国保会計の累積赤字の推移といたしまし

て、項目で、繰上充用額（累積赤字）の欄がござ

います。こちらが累積赤字の推移となっておりま

すので、御参照願います。 

 次の２ページになります。 

 国民健康保険税現年度分、１人当たりの調定額

の推移となっております。平成２８年度から令和

２年度分を掲載してございます。１人当たりの調

定額は、年度末の調定割る年度平均の被保険者数

をもとに積算してございます。 

 次に、３ページになります。 

 療養費の推移といたしまして、過去５年分の件

数、給付額などを掲載してございます。こちらの

ほうは、年度ごとは、３月から翌年２月までの診

療ベースとなってございます。 

 次に、４ページになります。 

 ３番、特定健康診査受診率の推移になります。

こちらは、法定報告による国公開値になっており

ます。平成２７年度から令和元年度分になりま

す。なお、令和２年度分は、令和３年１２月に公

表される予定となってございますので、御理解願

います。 
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 以上でございます。 

 それでは、令和２年度七飯町国民健康保険特別

会計歳入歳出決算書の２３５ページを御覧くださ

い。 

 実質収支に関する調書で、歳入総額が３３億

５,７９５万８,１４７円に対し、歳出総額は３２

億７,４８２万９,８６９円で、歳入歳出の差引額

は８,３１２万８,２７８円となっております。 

 次に、２３６ページ、２３７ページは、歳入の

款項ごとの決算状況でございます。 

 次に、２３８ページから２４１ページは、歳出

の款項ごとの決算状況となっております。 

 それでは、２４４ページ、２４５ページの歳入

から御説明いたします。 

 １款国民健康保険税の状況でございますが、現

年度分と滞納分を合わせた収入済額は６億２１１

万１,０８４円で、対前年比１,２４０万５,９３

７円、マイナス２％の減となってございます。 

 ２款道支出金については、一般被保険者に係る

医療費等に対する道負担補助でございます。収入

済額は２３億９,２８６万１,７７０円で、対前年

比は７９万４,８２９円、０.０３％の増となって

おります。 

 内訳は、１項１目保険給付費等交付金から、次

の２４６ページの２項１目財政安定化基金交付金

までは、記載のとおりとなっております。 

 ３款繰入金１項１目一般会計繰入金は３億２,

２０２万５,４２６円で、前年比７４５万６８５

円、２.３％の減となっております。 

 内訳は、１項１目一般会計繰入金から、２項１

目国民健康保険財政調整基金繰入金までは、記載

のとおりとなってございます。 

 ４款繰越金の収入済額は１,８１６万６,３０１

円でございます。 

 ５款諸収入の収入済額は１,０２６万７,３９６

円で、前年比４３１万４,３９０円、７２.５％の

増となっております。 

 次に、２４８ページになります。 

 内容は、１項延滞金、加算金及び過料１目一般

被保険者延滞金が３３７万３５４円で、２項雑入

１目一般保険者等第三者納付金が１７０万８８７

円、２目一般被保険者返納金が５１８万４,９６

１円、３目雑入が１万１,１９４円となっており

ます。 

 ６款国庫支出金の収入済額は１,２５２万６,０

００円、内容は、１項国庫補助金１目災害等臨時

特別補助金、新型コロナウイルス感染症に係る国

民健康保険税減免に係る補助金で５９４万３,０

００円、５目社会保障税番号制度システム整備事

業補助金６５８万３,０００円となっておりま

す。 

 ７款財産収入の収入済額は１７０円となってご

ざいます。 

 次は歳出になります。 

 国保２５４ページ、２５５ページを御覧願いま

す。 

 １款総務費は、主に国保の運営に係る経費でご

ざいます。総務費の決算額は４,８０２万５,０３

５円で、前年度決算額に比べ８７５万２,９９７

円、２２.３％の増となっております。 

 １項総務管理費は、予算現額３,９９８万７,０

００円に対し、支出済額は３,３９７万１,０４０

円、不用額は１０１万５,９６０円、執行率は９

７.５％でございます。 

 主な支出は、１目一般管理費の、事業名、一般

管理費国保事業では、役務費の郵便料、電話料合

わせて９７万５,４４０円。委託料では、国保共

同電算ほか委託料、国保システム改修委託料、合

わせまして１,０２５万１,３２５円。使用料及び

賃借料のシステム使用料が６４万６,０００円。

負担金、補助及び交付金では、北海道国保団体連

合会負担金、保険者ネットワーク負担金、情報収

集システム負担金、月報クラウド運用負担金、合

わせまして２４３万５,２６０円となってござい

ます。 

 また、事業名、国保事務職員人件費について

は、国保事務従事者４名分の人件費が、給料、職

員手当など、共済費合計で２,４５０万９,７４６

円となってございます。 

 次に、２５６ページになります。 

 ２項徴税費１目賦課徴収費は、予算現額３２８

万７,０００円に対しまして、支出済額は２９５

万８,５６４円、不用額は３２万８,４３６円、執

行率は９０％となってございます。 
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 主な支出は、事業名、賦課事務費では、役務費

の郵便料で３１万３,３７０円でございます。 

 事業名、国保徴収事務費では、役務費の郵便

料、振替振込手数料合わせまして１１１万７,９

４４円、負担金、補助及び交付金の渡島・檜山地

方税滞納整理機構負担金及び納税貯蓄組合事務費

補助金、合わせまして１５２万７,２５０円と

なっております。 

 ３項運営協議会費１目運営協議会費は、予算現

額１４万１,０００円に対しまして、支出済額が

１３万１,０２０円、不用額は９,９８０円で、執

行率は９２.９％となっております。 

 主な支出は、事業名、運営協議会費で、運営協

議会２回の開催、委員９名分の報酬、費用弁償な

どでございます。 

 ４項特別対策事業費は、予算現額６５８万９,

０００円に対しまして、支出済額５９６万４,４

１１円、不用額は６２万４,５８９円、執行率は

９０.５％でございます。 

 １目医療費適正化特別対策事業費の主な支出

は、委託料のレセプト点検委託料、ジェネリック

医療品変更差額通知書作成委託料、合わせまして

１３１万３,４２３円となっております。 

 また、２目収納率向上特別対策事業費の主な支

出は、事業名、収納率向上特別対策事業費では、

徴収事務に係る会計年度任用職員１名分の報酬、

職員手当など、共済費、旅費、合わせまして４３

２万５,８２５円。 

 次の２５８ページになります。 

 事業名、国保公用車管理費では、公用車１台分

の管理費に３０万３,５３９円の支出となってお

ります。 

 続きまして、２６０ページになります。 

 ２款保険給付費です。保険給付費は、療養の給

付費等に係る経費となっております。保険給付費

の決算額は２３億６,８７９万１,１９０円で、前

年度決算に比べ１,３４９万８,８８２円、０.６

％の増となっております。 

 １項療養諸費は、予算現額２０億９,１１９万

２,０００円に対しまして、支出済額２０億３,６

６５万７,３１６円、不用額が５,４５３万４,６

８４円で、執行率は９７.４％となっておりま

す。 

 １目療養給付費から３目審査支払手数料まで

は、記載のとおりの支出となってございます。 

 ２項高額療養費は、予算現額３億２,８４１万

７,０００円に対し、支出済額３億２,５２２万

２,９２８円、不用額が３１９万４,０７２円、執

行率は９９％でございます。 

 １目高額療養費及び２目高額介護合算療養費

は、記載のとおりの支出となっております。 

 ３目移送費は、予算現額３０万円に対し、支出

済額はなしとなっております。 

 ４項出産育児諸費は、予算現額７５７万円に対

しまして、支出済額５５６万９４６円、不用額が

２００万９,０５４円で、執行率は７３.５％でご

ざいます。支出済額は前年度より５８万３,２５

８円、９.５％の減となってございます。 

 主な支出は、１目出産育児一時金の５５５万

８,８４６円、また、２目審査支払手数料２,１０

０円となってございます。 

 次に、２６２ページになります。 

 ５項葬祭諸費１目葬祭費は、予算現額１３５万

円に対しまして、支出済額１３５万円、執行率は

１００％となっております。支出済額は前年度よ

り３０万円、２８.６％の増となっております。 

 ６項傷病手当金は、予算現額１１１万円に対し

まして、支出済額はなしとなっております。 

 続きまして、２６４ページ、３款国民健康保険

事業費納付金です。国民健康保険事業費納付金

は、国民健康保険事業に係る経費でございます。

国民健康保険事業費納付金の決算額は８億１,９

０９万７,０００円、前年度決算に比べ２,８８２

万２,０００円、３.４％の減となっております。 

 １項医療給付費は、予算現額６億１,４６１万

３,０００円に対しまして、支出済額は６億６９

万６,０００円、不用額は１,３９１万７,０００

円で、執行率は９７.７％でございます。 

 １目一般被保険者医療給付費分、２目退職被保

険者等医療給付費は、記載のとおりの支出となっ

ております。 

 ２項後期高齢者支援金等分は、後期高齢者医療

制度に係る支援経費でございます。２項後期高齢

者支援金等分は、予算現額１億７,２４３万２,０
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００円に対し、支出済額１億６,６５２万円、不

用額は５９１万２,０００円で、執行率は９６.６

％でございます。 

 １目一般被保険者・後期高齢者支援金等分、２

目退職被保険者等後期高齢者支援金等分は、記載

のとおりの支出となっております。 

 ３項介護納付金１目介護納付金では、介護納付

金制度に係る支援経費でございまして、４０歳か

ら６５歳までの医療保険加入者である第２号被保

険者負担にする経費でございます。納付金とし

て、社会保険診療報酬支払基金に納付します。 

 ３項介護納付金分は、予算現額５,４５２万９,

０００円に対し、支出済額５,１８８万１,０００

円、不用額が２６４万８,０００円で、執行率９

５.２％でございます。 

 １項介護納付金分は、記載のとおりの支出と

なっております。 

 続きまして、２６６ページの４款共同事業拠出

金です。 

 １項１目共同事業事務費拠出金は、国保財政の

安定化を図るための事業経費でございます。予算

現額１万円に対し、支出済額３９０円、不用額が

９,６１０円で、執行率は３.９％です。記載のと

おりの支出となっております。 

 続きまして、２６８ページの５款財政安定化基

金拠出金です。退職分年金受給者名簿作成に係る

拠出金となっております。決算額は２,１１２

円、前年度決算に比べ２,１１２円の増となって

おります。記載のとおりの支出となっておりま

す。 

 続きまして、２７０ページ、６款保健事業費で

す。保健事業費は、疾病予防を図るための事業的

経費となっております。保健事業の予算現額２,

６７６万１,０００円に対し、支出済額は１,８７

４万６,１２８円、不用額は８０１万４,８７２

円、執行率７０.１％でございます。決算額は、

前年に比べ５０５万８,４５３円、２１.３％の減

となっております。 

 １項保健事業費は、予算現額８９５万２,００

０円に対し、支出済額４８７万３,０７７円、不

用額が４０７万８,９２３円、執行率は５４.４％

でございます。 

 １目保健衛生普及費の主な支出は、役務費の郵

便料５３万９,０９１円や、委託料の各種健診診

査委託料など、４３３万２,０２０円となってご

ざいます。 

 ２項特定健康診査等事業費では、予算現額１,

７８０万９,０００円に対し、支出済額は１,３８

７万３,０５１円、不用額が３９３万５,９４９円

で、執行率は７７.９％でございます。 

 １目特定健康診査等事業費の主な支出は、委託

料のデータ提供委託料、特定健康診査委託料、特

定保健指導委託料、特定健診等委託料管理委託

料、合わせて９３９万７,３５４円、負担金、補

助及び交付金の特定健康診査受診率向上支援等共

同事業負担金３９７万８,５７９円となっており

ます。 

 次は、２７２ページ、７款の公債費でございま

す。公債費の内容は、一時借入金の利子でござい

ます。予算現額３１万９,０００円に対し、支出

済額は７万５,８４３円、不用額は２４万３,１５

７円、執行率は２３.８％でございます。決算額

は、前年度に比べ４０４円、０.５％の減となっ

ております。 

 続きまして、２７４ページ、諸支出金は、過年

度分国保税の還付金及び国庫支出金等の返還金に

係る経費となっております。予算現額１,５８９

万３,０００円に対し、支出済額は１,３８２万

１,７３０円で、不用額は２０７万１,２７０円、

執行率は８７％となってございます。決算額は、

前年度に比べ１,１２６万６,３３０円の増となっ

ております。 

 １項償還金及び還付加算金は、主な支出は、１

目一般被保険者保険税還付金で１９２万５,７０

０円、３目その他償還金、国庫支出金等返還金で

１,１８９万７,０３０円の支出となってございま

す。 

 ２項１目延滞金は、予算現額１万円に対し、支

出額はなしとなっております。 

 続きまして、２７６ページ、予備費になりま

す。９款予備費は、予算現額１００万円に対し、

支出済額はなしとなっております。 

 次のページ、１０款基金積立金、予算現額６２

７万１,０００円に対し、支出済額は、国保財政
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調整基金積立金として６２７万４４１円、不用額

は５５９円、執行率は１００％でございます。 

 国保会計の決算状況は以上でございます。 

 次に、提出の求められた資料について御説明し

ます。 

 様式１の予算未執行の状況でございますが、国

保会計の５万円以上の未執行は４件ございまし

て、１行目は、移送費となっております。予算未

執行額は３０万円。申請がなかったためのもので

ございます。 

 ２行目は、事業名が傷病手当で、予算の未執行

額は１１１万円。申請がなかったためのものでご

ざいます。 

 ３行目は、事業名が退職被保険者等後期高齢者

支援金等分で、予算未執行額は３０万円。事業納

付金のうち、退職被保険者等後期支援金分の請求

がなかったためのものでございます。 

 ４行目は、事業名が退職分被保険者税過年度還

付金で、予算の未執行額は１０万円。未執行の理

由は、退職被保険者等に係る前年度還付金がな

かったためでございます。 

 提出した資料の説明は以上でございます。 

○横田委員長 住民課長、後期高齢者も。大丈

夫？ 

○清野住民課長 それでは、令和２年度後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算書で説明させていた

だきます。 

 ２８１ページを御覧ください。実質収支に関す

る調書で、歳入総額が４億４,５１５万３,２６９

円に対し、支出総額は４億３,８２３万８,９６９

円で、歳入歳出差引額は６９１万４,３００円と

なっております。この剰余金は、令和３年４月１

日から５月３１日の出納閉鎖期間中の保険料収入

分でありますが、令和２年度の歳入として決算

し、令和３年度の歳出予算から同額を後期高齢者

負担金として支出するため、令和３年度に全額繰

り越すことになります。 

 次に、２８２ページ、２８３ページは歳入の款

項ごとの決算状況で、２８４ページ、２８５ペー

ジは歳出の款項ごとの決算状況となっておりま

す。 

 それでは、歳入から御説明いたします。 

 ２８８ページを御覧願います。 

 １款１項１目後期高齢者医療保険料の状況でご

ざいますが、調定額３億１,９３９万６,３３８円

に対し、収入済額は３億１,３９８万８,５９３

円、不納欠損額が２３万９,６００円で、収入済

額は５３２万６４５円となっております。収納率

は、現年度分が９９.２６％、滞納繰越分が２４.

６８％でございます。なお、収入済額について

は、還付未済額１５万２,５００円が含まれてご

ざいます。 

 ２款繰入金１項一般会計繰入金１目事務費繰入

金は１,２４１万１,８３１円で、２目保険基盤安

定繰入金は１億１,１５３万５,６５４円となって

おります。 

 ３款１項１目繰越金は、前年度繰越金６７４万

１,３９１円となっております。 

 ４款諸収入１項延滞金、加算金及び過料は、収

入なしとなっております。 

 次に、２９０ページを御覧ください。 

 ２項償還金及び還付加算金は４７万５,８００

円の収入となっており、内訳は、１目保険料還付

金で４７万５,８００円、２目還付加算金がなし

となっております。 

 ３項雑入は収入なしとなっております。 

 続きまして、歳出の状況です。 

 ２９４ページ、２９５ページを御覧願います。 

 １款総務費は、予算現額３０４万８,０００円

に対し、支出済額は２９９万６,８３１円、不用

額は５万１,１６９円で、執行率は９８.３％でご

ざいます。 

 １項総務管理費１目一般管理費は、予算現額１

６万５,０００円に対しまして、支出済額は１６

万３,９４５円、不用額は１,０５５円で、執行率

は９９.４％となっております。 

 主な支出は、１２節委託料で、被保険者証封入

封かん委託料１１万７,８９９円となっておりま

す。 

 ２項徴収費１目賦課徴収費は、予算現額２８８

万３,０００円に対し、支出済額は２８３万２,８

８６円、不用額は５万１１４円で、執行率は９

８.３％でございます。 

 主な支出は、１０節需用費の消耗品、印刷製本
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で１３万４,９７０円、１１節の役務費の郵便

料、振込手数料など、２１万８,４６６円、１２

節の委託料では、保険料納入通知書印刷製本封入

一括委託料１２９万１,４５０円、１３節の使用

料及び賃借料では、総合行政情報システム利用料

で１１８万８,０００円などを支出しておりま

す。 

 次に、２９６ページを御覧ください。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金に

ついては、現年度予算４億３,９１０万９,０００

円に対し、支出済額は４億３,４７６万６,３３８

円、不用額は４３４万２,６６２円で、執行率は

９９％となっております。 

 主な支出は、保険料等負担金３億１,３８１万

５,６８４円、広域連合の事務費負担金９４１万

５,０００円、保険基盤安定負担金１億１,１６３

万５,６５４円。 

 次に、２９８ページになります。 

 ３款諸支出金は、予算現額５５万円に対し、支

出済額は４７万５,８００円、不用額は７万４,２

００円で、執行率８６.２％となっております。 

 １項１目保険料還付金は、予算現額５０万円に

対し、支出済額は４７万５,８００円、不用額は

２万４,２００円で、執行率は９５.２％になって

おります。 

 ２目還付加算金は、予算現額５万円に対し、支

出済額はなしでございます。 

 次に、３００ページを御覧ください。 

 ４款予備費は、予算現額１万４,０００円に対

して、支出済額はなしとなっております。 

 以上が、令和２年度後期高齢者医療特別会計の

決算状況でございます。 

 続きまして、提出の求められた資料について御

説明いたします。 

 様式３になります。現年度分は、令和２年度普

通徴収保険料で、調定額が１,６４２件で１億６

８７万７,８００円に対しまして、収入済額が１,

６２８件で１億４４０万３,８００円、収入未済

額が３９件で２４７万４,０００円となっており

ます。 

 滞納繰越分は、平成２５年度から令和元年度ま

での普通徴収保険料合計で、調定が７２件、４０

９万７,３３８円に対しまして、収入額が３７

件、１０１万１,０９３円、不納欠損２件で、２

３万９,６００円、収入未済額が４７件で、２８

４万６,６４５円となってございます。 

 様式４になります。不納欠損処分の状況につい

ては、２件で２３万９,６００円でございます。

事由別では、本人死亡２件によるものとなってご

ざいます。 

 以上で、後期高齢者医療特別会計の説明を終わ

らせていただきます。 

○横田委員長 ありがとうございます。 

 暫時休憩いたします。 

午前１０時５６分 休憩 

───────────── 

午前１１時１０分 再開 

○横田委員長 休憩以前に引き続き、再開いたし

ます。 

 先ほど住民課長から、住民課並びに国民健康保

険、後期高齢者の説明がありました。 

 これより、質疑を行います。 

 畑中委員。 

○畑中委員 簡単に二つほどお聞きします。 

 まず一つ目は、ナンバー１、大中山出張所のと

ころかな、違うか。ごめんなさい、ナンバー４で

すね。交通防犯係のところのあれなのですけれど

も、後期高齢者の免許自主返納の予算、報償費２

０４万円ですか、これ、書かれているのですけれ

ども、例えばこの事業をされない前と例えば比較

してみて、例えば６５歳以上の高齢者の交通事故

の割合とか、そういったものをデータとしてお調

べになっているのかどうか。もしお調べになって

いましたら、この事業がやる前とどう変わってい

るのか。多分、減っているのかなというふうに私

は思うのですけれども、その辺をお聞きしたいと

思います。 

 それから、様式１の国民健康保険特別会計の中

に移送費というのがございますね。３０万円ほど

未執行になっています。これについてなのですけ

れども、私、移送費というのは、例えば病院で亡

くなって、自宅まで運ばれている、そうしたもの

の移送費なのかなという受けとめをしているので

すよ。そうしますと、今であれば、一般的にこう
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いった作業というのでしょうか、あれを葬儀屋さ

んが行うのでないかなという感じをしていたもの

ですから、それに対して、被保険者のほうで申請

がなかったためというのですけれども、これ、最

近、こういったものの請求というのかな、決算と

いうのが実は出ているものか、最近ですね。ま

た、全然出ていないとしたら、こういった予算と

いうのは必要なのかなという感じもするのですけ

れども、その辺、担当課のお考えをお聞かせいた

だきたいと思います。 

 以上、二つです。 

○横田委員長 畑中委員、先ほどの最初の交通安

全対策費の中の、そういうデータがなかった場合

には、これ、必要でないということでよろしいの

ですか。 

○畑中委員 もしデータがなかったなら、答えは

必要ないかと。実際問題として、この事業がなさ

れましたよね、自主返納という。多分、高齢者の

事故が減ったのではないかなと、私は自分なりに

考えるものですから、そういったもののあれが実

際データとしてあるのかなということで、ありま

したらもしお答えいただきたいなと思うのです。

そしてまた、実際、数字的にデータがなかった

ら、大体警察のほうからもお聞きすると、減って

いますよとか、そういうコメントでもいいのです

けれども、なかったらね。以上です。 

○横田委員長 住民課長。 

○清野住民課長 この返納事業をする前とする後

のデータとしては、今ちょっと手元に資料はござ

いませんけれども、ちょっと私の記憶では、特

段、特に減ったとか、特段、急激に減ったとか、

そういったのはちょっと記憶では残っておりませ

ん。ただ、今、ちょっと集計したものというの

は、ちょっと手元にございませんが、今ちょっと

答えられないので、ちょっと申し訳ございませ

ん。 

 もう一つ、移送費に関しましては、こちら、亡

くなられた方、亡くなられた後に運ぶというもの

ではございません。医師の判断、医師の証明をも

とに、例えば病気を、急遽、転院する、転院とい

うか、どこか運ばなければならないとか、例えば

どこかの島から病院に急遽搬送しなければならな

いとか、そういった想定をもとにしての移送費と

いうことになっております。ここは移送費の支出

というのは、私の記憶では、支出した実績はない

と捉えております。 

 以上でございます。 

○横田委員長 民生部長。 

○杉原民生部長 畑中委員の御質問している免許

の自主返納の件なのですけれども、７０歳以上

の、もう免許証をお返ししてもよろしいというふ

うな判断をされた方が、窓口で手続をして、この

事業になっているのですけれども、これ、今、全

国的に、アクセルの踏み間違えというか、ブレー

キとアクセルの踏み間違い事故というのが起こっ

ているということで、高齢者のそういう意識、免

許証をそろそろ返還してはどうかというような意

識を持っていただくために始めた制度であります

けれども、始める前については、運転免許証の返

納者の数とかというのは、警察の公安委員会のほ

うで押さえていたのですけれども、その部分か

ら、警察のほうとお話すると、七飯町でこの事業

をやるようになって、公表してから、大分意識的

に免許証をお返しする方が増えてきたというふう

にお話を聞いております。そして、私たちも申請

される方の年齢を見ますと、７０歳以上なのです

けれども、結構８５歳以上の方も返納もしていま

すけれども、７０歳になったかならないかで返納

されている、自信がない方もいるようでして、そ

ういう意味では、ここ数年というか、これを始め

て以降、七飯でお店とかに踏み間違いで突っ込ん

だとかというような事故は今起きていないという

こともありまして、データ的にどうかと言われる

と、なかなか事故のデータと結びつけるというの

はちょっと難しいかなというふうなことで今考え

ていまして、ただ、この事業は、今、今年度も、

結構月に１０人くらいの方が申請に訪れていると

いうことですので、交通安全対策に有効な事業だ

というふうに考えておりますので、ちょっとした

交通事故との因果関係でデータ的に数字がどうだ

というふうなことは、ちょっとこちらも押さえて

は実際いないのですけれども、そういう意味で、

事故防止にはつながっているというふうには確信

しておりますので、御理解いただきたいというふ
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うに思います。 

 以上です。 

○横田委員長 畑中委員。 

○畑中委員 本当でありますと、もしそういう事

業がされていたら、例えば何年か前の高齢者の事

故件数だとか、そういったものを警察のほうと調

べて、やはりデータとして持つということが、よ

り一層、この事業の、いいか悪いかについて、町

民の理解も得られるのでないかなと思いますの

で、もし、余分な要求かもしれませんですけれど

も、もしそういうあれがありましたら、ぜひそち

らのほうもやってほしいなと思っていますので、

よろしくお願いします。 

○横田委員長 住民課長。 

○清野住民課長 ちょっと事故に関しては、物損

事故に関してはちょっとデータが来ていないので

すね。それで、うちのほうでできる範囲の方法、

手段で、そういったデータ管理を考えていきたい

と思います。 

 以上でございます。 

○横田委員長 あとありますか。 

 平松委員。 

○平松委員 何点かお尋ねをしたいと思います。 

 資料のナンバー２、この中で、大中山出張所の

プロパン燃料のことで資料請求しましたら、御丁

寧な資料をいただきましてありがとうございま

す。 

 お聞きしたいのは、結局、バルクタンクという

のは、まず毎月毎月充填をしているのかというの

がちょっと分からない資料なものですから、聞き

づらいのですけれども、価格が変動制になってい

ることにちゃんと対応しているというのは、この

資料で分かります。ただ、極端に言うと、バルク

が何立米入るタンクか分かりませんけれども、

三、四か月に１回ぐらいしか充填しないときに、

毎月この変動価格で払うというのは、何かつじつ

まが合わないような気がするのです。例えば安い

ときにたくさん入っていて、三、四か月に１回ぐ

らいしか入れないとしますよね。ところが、変動

価格で上がってきたときに、上がった料金で払っ

ていくと。充填しているなら話は別ですけれど

も、充填していないのに払うということが、

ちょっと何かつじつまが合わないような気がした

ものですから、この資料の請求をしていますの

で、その支払いについて、ちょっと説明をいただ

きたいなと思って、まずこれが１点です。 

 次に、ナンバー４、交通指導関係なのですが、

女性の交通指導員の報償費、３名ということで２

４４万円、これが、前はこれにたしか研修費みた

いなのがついていたと思うのですけれども、ここ

と、それから、１８番のところで、交通安全推進

委員会の補助金というのがあります。女性交通指

導員のほうは、どういった積算といいますか、そ

れから、実質、例えば何時間働いたから払うとい

う方法をとっているのか、それとも、年間で幾ら

という積算をしているのか。１８番のほうの推進

委員会の補助金というのも、どういった積算をし

てこの費用が出ているのか。この説明をちょっと

お願いしたいと思います。 

 それから、同じページですが、ナンバー６、こ

の中の委託料１２万円、戸籍の総合システム保守

委託料ということで、９００万円を超えている金

額が出ているのですが、この仕組みというのは、

幾つかの自治体で分担をしているということに後

のほうで出てきているのですが、この９１８万円

というのは、ほかの自治体から人口割でこれに対

して戻ってきているのかどうかをちょっとお聞き

をしたいなと思います。保守、うちが払っている

分は、ほかの自治体の分も含めてということでは

ないかなと思いますので、その説明をお願いした

いと思います。 

 そこだけですね。その２点、３点か、お願いし

ます。 

○横田委員長 住民課長。 

○清野住民課長 まず先に、４番、女性交通指導

員の報償費、これは３人、大中山地区、鳴川、本

町のほうで、小学校、中学校が通学する時間帯を

推測して、その場所に立っていただいているとこ

ろでございます。大体その始まる時間という、子

どもの歩く時間、通勤する時間、学校までの距離

というものに、各三方が立っている場所が、一律

はしていませんので、始まる時間と終わる時間に

若干の差はございます。 

 次に、交通安全推進委員会の補助金に関しまし
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ては、これは指導委員会の補助でなくて、推進委

員会自体を運営する上の補助金となっておりま

す。これは交通安全の啓発であったりとか、あ

と、もちろん交通指導員のほうの補助金も含めま

して、ちゃんと事業をやる上で、決算していただ

いて、承認していただいてやっている事業なの

で、それに対しての補助金をいただいているとい

うところでございます。 

 次に、６番の戸籍総合システム保守委託料に関

しまして、ここでいう１番の保守委託料と、使用

料、賃借料、２番の戸籍総合システムソフト等の

使用料、これ、二つ合わせたものが６町で合同で

運営としております。歳入において、戸籍総合シ

ステム共同利用事務費分担金という金額を、鹿部

町、知内、松前、江差町、奥尻町からいただい

て、それに七飯町分を足したものを一括して払っ

ているという形になってございます。 

 以上です。 

○横田委員長 民生部長。 

○杉原民生部長 １点目の大中山出張所のガスの

件ですけれども、これは毎月メーターで、住民

課、大中山出張所所管分と、子育て健康支援課所

管分、学童保育の分ということで、それぞれに

メーターがあって、そのメーターで、その数量と

基本料金と、これに消費税を合わせて金額合計と

いう形でお支払いをしていまして、バルクタンク

のほうにつきましては、これはガス欠にできない

ので、大体月１回くらいだとは思うのですけれど

も、確認していないですけれども、これは自動的

に、大体定期的に来ていただいて、充填していた

だいているということなので、今、状況が安いか

らとか高いからとかというような形の中で、今

待ってくれとか、次、来てくれとかと、そういう

ふうな形にはなかなかならないというふうには考

えておりますけれども、今後、充填の方法だとか

も、現場でちょっとその辺、再確認して、その上

でまた進めていきたいというふうに思います。今

は定期的に充填してもらっているという形だとい

うふうに考えております。 

 それから、２点目の、女性の交通指導員報償費

ですけれども、これは先ほど課長が説明したとお

り、３名、通称、いわゆる緑のおばさん、この方

たちが１年中、危険な横断歩道の付近だとか、そ

ういうところに立って、子どもさんたちをお迎え

して誘導しているというようなことで、これは３

名の方々には毎月お支払いしているというような

形ですので、これは単純に３名で割って月に割れ

ば、大体六万七、八千円、月という形で、天候に

関わらず、学校のある限り、雨の日も雪の日も

立っていただいているというようなことですの

で、御理解いただきたいというふうに思います。 

 それから、戸籍のシステムの保守委託料ですけ

れども、課長からも説明あったとおり、この委託

料の①の戸籍総合システム保守委託料、それと、

１３、使用料及び賃借料の②の戸籍総合システム

ソフト等使用料８０８万円、この部分を、左側の

歳入の特定財源のみ記載の部分の一番上の分担金

及び負担金、こちらのほうの収入で、先ほど言っ

た構成の町から分担金、負担金として支払ってい

ただいて、これを財源充当しているということで

すので、御理解いただきたいというふうに思いま

す。 

 以上です。 

○横田委員長 平松委員。 

○平松委員 プロパンの件は大体わかりました

が、例えば春とか秋とかというのは、この表を見

ても、充填量が少ないので、そういうときは入れ

ないでもらう。私はプロパンを使っていませんけ

れども、例えば灯油を入れるにしても、安そうな

時期にたっぷり入れてもらっているので、けちく

さい話ですが、そういうふうにしているものです

から、ちょっとお聞きをしました。説明は理解し

ました。 

 交通指導員、女性のほうのことなのですけれど

も、３名が立っている。これ、登校時という説明

をされましたけれども、下校時というのは、これ

は義務に入っていないのですか。結構私は見て歩

くのですけれども、下校時にいないとき、わりと

あるような気がします。誰がとか、そういう話で

はなくて。だから、その辺は自主性に任せている

のか、それとも、ちゃんとタイムカードみたいな

考え方で、時間幾らと押さえているのか、年俸と

いいますか、その役として受けていただいてい

る、それは極端なことを言えば、出ても出なくて
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も年間払うのだという、そういう仕組みなのか、

その管理と言ったら失礼かもしれませんけれど

も、どういうふうにしているのか。例えば何日間

か都合悪くて休みたいというときに、誰かかわり

をちゃんと立てているとか、そういうことがある

のかどうか。それなりの収入をもらっているので

あれば、いないということはちょっとまずいので

はないかなと思ったので、これ、質問しています

ので、そこをもう一度答弁をお願いしたいと思い

ます。 

 それから、総合システムのほうですけれども、

ちょっと表現の仕方が、１３のソフトの使用料と

いうのは共同利用分ということで数字が出てい

る。委託料は、分担している分が充当されるとい

うことで、説明として分かったのですけれども、

人口比率で、人口数で分けているのでしょうね、

多分。ちょっと何か、うちはどうしても多くなっ

ているのかなと思うのですけれども、極端なこと

を言うと、うちに置いている機械ですよね。だか

ら電気代でも何でもここでかかっているのだか

ら、基本的に全部がそういうふうに均等に分けら

れているのかどうか、そこの確認だけ、もう１回

お願いします。 

○横田委員長 住民課長。 

○清野住民課長 まず、女性交通指導員に関しま

しては、申し訳ありません、下校時も実施をして

いただいております。こちらに関しては、月に、

御本人様から実績報告、何時から何時まで実施を

したということで、実績報告を月ごとに出してい

ただいているところでございます。たまに、長期

はないですけれども、たまに体調が悪いとか、そ

ういうときが実際ございますけれども、それにか

わって誰かを実施をするといった対応は、今現

在、しておりませんけれども、御理解いただけれ

ばと思います。 

 あと、戸籍のほう、基本、こちらのほうは、基

本は人口割で算出している形になります。 

 また、うちのほうはちょっとコンビニ交付も

持っているので、若干、ほかのコンビニ交付を

持っていない他町村に比べて、そういったシステ

ム起動の分面で若干高くなってはいますけれど

も、こちらのほうは、先ほども繰り返しになりま

すけれども、人口割で構成しているという形に

なってございます。あとは、均等割とか、そう

いったものも決めて、協議に図って、ほかの町村

と決めているところでございます。 

 以上です。 

○横田委員長 よろしいですか。 

 あとありますか。 

 上野委員。 

○上野委員 何点か質問させていただきます。 

 まず、共通様式のナンバー１１、ナンバー１２

ですけれども、ナンバー１１、これは児童手当支

給事務の円滑化を図るということの中身になって

おりますけれども、この対象といいますか、児童

手当の支給条件がどうであって、コロナ禍におい

て、この支給の対象が増えたのかどうかとか、そ

の辺について、分かるようでありましたらちょっ

とお願いしたいなと。対象世帯と、児童の人数な

ども分かりましたら一緒にお答えいただきたいな

と。 

 それから、ナンバー１２は、子育て世帯の臨時

特別給付事業、これはコロナ禍での特別の対応で

あったかというふうに思っておりますけれども、

金額だとか、世帯、対象者、対象者の年齢はどん

な範囲で行われたのか、そういったところについ

てお伺いしたいと思います。 

 それから、決算書のほうのページで言いますと

２７１ページ、ここで受診率向上支援等共同事業

負担金という形で３９７万８,５７９円、事業の

予算が計上されておりますけれども、この事業内

容といいますか、事業内容について、どんな内容

だったのか。 

 七飯町の国保の収納率といいますか、受診率で

すね、受診率ですから、特定健診の受診率に関し

ては、従前、大体２０％程度、２０％以下という

ような状況で推移してきております。令和２年度

においては、これがアップしております。そうい

う、令和１年度で２３.３％ということになって

おりますけれども、この事業はいつから実施して

きているのか。そしてまた、この事業で目標とし

ている受診率はどういう数字を目指しておられる

のか、その辺についてちょっとお伺いしたいな

と。 
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 それから、２５７ページに関してですけれど

も、ここで１２節委託料、レセプト点検委託料と

いうのが計上されております。１３１万３,４２

３円ということなのですけれども、このレセプト

点検というのをちょっと説明していただきたいな

ということで、このレセプト点検の内容と、目的

といいますか、この辺についてちょっと説明して

いただければいいなというふうに思います。 

 それから、その下のほうに、ジェネリック医薬

品変更差額通知作成委託料ということで、これは

１２万１,０００円という予算が計上されており

ますが、ジェネリック医薬品、利用する人がどの

程度この割合があって、そのことによって七飯町

の医療費の削減がどのような効果があったのかと

いう、具体的な数字がありましたら、ぜひ教えて

いただきたいなということをお伺いします。 

 それから、提出していただいた資料で、国保会

計の累積赤字の推移ということで提出していただ

いております。２９年に、たしか国保税の増税実

施をしておりますけれども、令和１年の段階で赤

字が解消されている感じになっていますね。それ

で、今年度は繰越金で８,３１２万８,２７８円と

いう繰越金、黒字化の結果として計上されている

わけですけれども、当初、増税のときには、５年

くらいかけて累積の赤字といいますか、１億１,

８００万円ほどありましたけれども、これが解消

されるのかなというふうに見ておりましたけれど

も、２年ちょっとでもう解消されてしまったとい

うようなことになりますけれども、これは増税の

効果というふうに考えたらいいのか、それとも、

北海道と事業が一体化して、町のこういう国保の

会計に対して……。 

○横田委員長 上野委員、すみません、決算に関

わるようなものの言い方でお願いします。 

○上野委員 そういう形で、効果が表れたのかと

いうことで、今回の決算に関しては、こうした黒

字がいっぱい出たということに関連して、そうい

うことをちょっとお伺いしたいと。 

 以上です。 

○横田委員長 住民課長。 

○清野住民課長 まず初めに、児童手当の対象者

ですね。こちらの令和２年の対象になりますけれ

ども、対象者数は３,０３７名となっております。

申し訳ありませんが、世帯数までは押さえており

ませんので。（発言する者あり） 

 資格ですね。ある程度の所得制限が設けられて

ございますので、それを上回らないというか、そ

ういった方が対象になっておりまして、小中学

生、中学生までを対象にして、所得制限を上回ら

ない方に支給しているところでございます。内容

は、資料の４８ページのほうに掲載されておりま

すので、そちらのほうを御参照いただければと思

います。 

 次に、子育て臨時世帯給付金に関しましては、

こちらのほうは、１人、児童手当の対象者に支給

される制度となっております。子ども１人に対し

て１万円、この対象者は３,４５５人、世帯は２,

０６７世帯ということになってございます。 

 次に、国保ですね。２７１ページの特定健診受

診率向上支援共同事業負担金でございます。これ

は、例年、単独で町のほうでやっていた事業なの

ですけれども、国保連合会で新規に立ち上げた事

業に、うちのほうがそれに負担金を払って、受診

率の勧奨業務を委託しているところでございま

す。国保連合会から、全国の優秀というか、実績

のある業者を委託契約して、七飯町もそちらのほ

うに負担金を払って勧奨業務を請け負ってもらっ

ているという制度になってございます。 

 ジェネリックですね。 

○横田委員長 レセプトもある。 

○清野住民課長 レセプト点検に関しましては、

各医療機関のほうから国保連合会にレセプトが上

がってきます。そちらのほうを、そのレセプトの

内容が正当に行われているかを審査していただく

もの、要はその人がまた保険の対象者であるかな

ど、レセプトの中身を精査していただくものと

なってございます。 

 次に、ジェネリックですけれども、令和元年度

の９月の審査分になりますけれども、七飯町の国

保の加入対象者のジェネリックの普及率というも

のが７７.５％になっており、今回、２年の９月

の診療審査分になりますけれども、七飯町の普及

率が８０.０％と、若干ではありますが、２.５％

ほど上昇しているという形になっております。 
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 次に……。 

○横田委員長 累積赤字の解消。 

○清野住民課長 追加資料に添付してございます

１ページ目になります。この累積赤字は、平成３

０年度をもちまして解消されております。それか

ら、赤字は解消され、健全な黒字会計となってい

るところでございます。 

 なお、返還金も含んでございます。返還金は、

その年度、翌年に精算しなければならないので、

一応備考欄にも掲載しているところでございま

す。 

○横田委員長 民生部長。 

○杉原民生部長 最後、累積赤字、国保税の収入

の件でございますけれども、これは上野委員が

おっしゃっているとおり、まさに道の共同事業に

移行した部分が大きいというふうに考えておりま

す。しかしながら、今、協会けんぽ、昔の社会保

険、協会けんぽのほうの対象者の部分も緩和が進

みまして、国保の加入者が減少傾向にございま

す。そういう意味では、国保税の収入が今後減少

してくる可能性が強いということと、それから、

これ、北海道と共同事業者になったことで、北海

道、全道一円の保険の算出根拠を平準化していく

という、今後の国から出ております都道府県運用

国保の課題ということで、国保税の平準化という

ものを今後検討されていくというふうになってお

りますし、それからまた、今後、生活保護の方に

ついても国保加入の議論が、今、国のほうではさ

れておりまして、低所得者世帯の部分だとかを加

味しながら、全体の国保税の算定が今後また検討

されていくという状況の中にあって、七飯町とし

ても、平成２９年から資産割の所得割の移行とい

うようなことで、資産割の算定をなくしてきたと

いうような状況もございまして、北海道の運営方

針だとか、そういうものも協議しながら、国保税

の適正化に今後も検討していきたいというふうに

考えておりますので、御理解いただきたいという

ふうに思います。 

 以上です。 

○横田委員長 上野委員。 

○上野委員 質問の中でお答えいただいているの

ですけれども、児童手当のところで、お答えいた

だいていましたけれども、所得制限があるという

ような形でお話されておりましたけれども、その

条件について、もう少し分かるようでしたら教え

ていただきたいなと。 

 それから、受診率の件で質問させていただいて

おりまして、これで対策事業ということで予算が

計上されておりますけれども、具体的に町として

も受診率向上策という形の事業を行って、予算化

もされているというふうに認識しておりますけれ

ども、その取り組み内容といいますか、受診率向

上のための取り組み内容、もう少し分かるように

お答えいただければということと、七飯町、こ

れ、令和元年で２３.３％という数字なのですけ

れども、これに対してどういう評価をされて、目

標はどういうふうに設定……。 

○横田委員長 上野委員、完全に一般質問化して

いるのですけれども。 

○上野委員 いやいや、これは実際に決算の中身

から言っているのですけれども。 

○横田委員長 そこのところ、ちゃんと強調して

しゃべってください。 

○上野委員 ということで、ひとつお願いしたい

なと。 

 それから、ジェネリックのところで、医療費へ

の削減効果、これ、かなりジェネリックの利用が

進んでいるというふうに思いますけれども、削減

効果ということで言えば、大体普通の医療の医薬

品を使用した場合に比べて、ジェネリック医薬品

というのがある程度安いということで、その効果

についてはどの程度だったのか、ちょっとそれ、

分かるのでしたら、分からなければあれですけれ

ども、お願いしたいなと。 

 それから、先ほど最後の答弁されていただきま

したけれども、全道の平準化、北海道と運営が共

同運営という形になってから、全道の国保税の平

準化という形で推進されておりますけれども、七

飯町への効果というのは、先ほどから言いました

ら、かえっていい効果といいますか、軽減の効果

に表れているのかなと思いますけれども、その辺

についてもう一度、どの程度そういった効果に

なっているのか、分かりましたらちょっと教えて

いただきたい。 



－ 16 － 

○横田委員長 住民課長。 

○清野住民課長 この児童手当の制度に関しまし

ては、町単独でなく、もちろん国の制度となって

いるところでございます。その所得制限は、扶養

している人数によって、１人につき６万円加算さ

れたりという方式になっております。扶養等の人

数が、例えばシミュレートして、シミュレーショ

ンといたしまして、１人であれば、所得制限限度

額が６６０万円程度というふうになっておりま

す。これがまた２人であれば６９８万円と、だん

だん段階的に上がっていくので、一律にこの金額

が所得制限ということは、ちょっとここでは表現

することはちょっと難しいところでございます。 

 次に、ジェネリックに関しましては、若干では

ございますが、普及率は上昇しておりますけれど

も、これがどのような効果ということに関して

は、こちらのほうで押さえてございませんので、

御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 特定健診の取り組みなのですけれども、この特

定健診に関しましては、今現在、個人の負担金の

無償化を行い、先ほど説明をしましたけれども、

その勧奨業務を国保連合会に委託、そして今年

は、ちょっと課内、係内でポスター等も掲示し

て、それを各施設に掲載する予定になっておりま

す。なかなか受診率に関しましては、急に受診率

が上がるということが難しいところで、地道にこ

ういった業務に取り組んでいって対応していきた

いと考えております。 

○横田委員長 民生部長。 

○杉原民生部長 ジェネリック医薬品の効果につ

いては、目に見えて分かるという部分はございま

せんけれども、今、過去の医療費の１人当たりの

医療費で見ますと、例えば平成３０年に一般分の

医療費で１人当たり３１万２,１５７円になって

おりました。それが令和２年では、１人当たり３

２万１,１９１円ということで、１万円程度、医

療費が増加傾向にあるというふうになっておりま

す。消費税の１０％になったということもあるの

ですけれども、そういう意味では、ジェネリック

薬品の普及、促進、啓発していくということに

よって、今後、この医療費を少しでも抑えられる

ように進めてまいりたいというふうに考えており

ますので、御理解いただきたいというふうに思い

ます。 

 以上です。 

○横田委員長 あとありますか。 

 川村委員。（発言する者あり） 

 答弁漏れですか。そこだけ言ってください。 

○上野委員 町への、道との共同経営という形に

なって、町への経済効果といいますか、保険料の

軽減効果というのはどの程度あるような感じなの

か、ちょっとお伺いします。 

○横田委員長 課長、答えられる。 

 住民課長。 

○清野住民課長 税率を上げての経済効果という

ことでよろしいですか。 

 当初、２９年度に税率を上げたところ、調定額

がおよそ３,０００万円程度上昇しているところで

ございます。 

 以上です。 

○横田委員長 よろしいですね。 

 次、川村委員。 

○川村委員 ちょっと確認のために質問させても

らいます。 

 決算書の２５７ページ、１の１款４項２目の収

納率向上特別対策事業費、ほとんど人件費だと思

うのですけれども、この方の仕事内容、事務作業

になるのか、また別な仕事内容なのかがまず１点

と、実際、収納率の効果アップにつながっている

のか。例えば昨年と比べてこのくらい収納率が上

がりましたみたいな、そういうのがあればちょっ

と教えてください。 

 あと、これについて、交付税なり補助金が入っ

ているのか。 

 ３点、お願いします。 

○横田委員長 住民課長。 

○清野住民課長 それでは、お答えいたします。 

 人件費、こちらのほうは、税務課に１人、国保

関連の差し押さえだったり、そういったものをお

願いしている職員を税務課に配置して、国保税の

収納をお願いしているところでございます。その

収納方法としては、税務の収納方法とさほど変わ

りはないところでございます。 

 収納率に関しましては、国保の収納率に関しま
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しては、今年度、９０.３％、前年度が８９.７％

で、収納率は向上しているところでございます。 

 次に……。 

○横田委員長 交付税算入しているか。 

○清野住民課長 こういったほうに、人件費でご

ざいますので、補助というものは、交付税等の財

源措置はございません。 

 以上です。 

○横田委員長 川村委員。 

○川村委員 分かりました。効果は上がっている

ということで、これ、今後、継続して、もう３年

度ですけれども、にもう入っているものなのか、

継続してやっていくという形になっているのか、

その点と、あと、旅費が計上されているのですけ

れども、この旅費というのは、何か研修とか、そ

ういった部分の旅費の計上になっているのか、

ちょっとその点、２点、お願いします。 

○横田委員長 住民課長。 

○清野住民課長 それでは、お答えいたします。 

 こちらのほう、今現在は継続予定となっており

ます。 

 あと、旅費に関しては、この方の通勤費に当た

りますので、通勤手当ですね、そちらに当たりま

すので、御理解のほどよろしくお願いします。 

○横田委員長 川村委員。 

○川村委員 確認まで。旅費の部分で、１２万円

計上なのですが、これは通勤費を旅費で計上して

いるということですか、これ、職員の、何か手当

とかそういう……。 

○横田委員長 旅費、交通費ということです。 

○川村委員 旅費、費用弁償になっているのです

よ、これ。 

○横田委員長 民生部長。 

○杉原民生部長 予算計上上、会計年度任用職員

の通勤手当も費用弁償扱いで計上されているもの

ですから、これは一般会計も全部そういう形で、

人事管理の部分で、そういうふうに統一してやっ

ておりますので、この旅費について、費用弁償と

いうふうになっている部分については、この職員

の通勤手当相当ということで御理解いただきたい

というふうに思います。 

 そして、この収納の専門員なのですけれども、

この方のやっている業務では、銀行口座の差し押

さえだとか、非常に有効な、そういう滞納処理を

しているということなので、継続して今年度も勤

めていただいております。 

 以上です。 

○横田委員長 あと、若山委員のほかに質問のあ

る方いますか。 

 申し訳ないですけれども、午後１時から再開い

たします。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ０時００分 休憩 

───────────── 

午後 ０時５９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。 

 住民課の質疑の、若山委員の質疑から入りま

す。 

 若山委員。 

○若山委員 全部で４点ぐらい、確認の質問にな

ろうかと思いますけれども、まず、ナンバー１２

の子育て世帯臨時特別給付金事業費のところで、

これ、特定財源に３,６０７万円、収入額に入っ

ていて、支出済額が３,５８０万四千幾らとか

なっていて、これ、差額はこのまま収納すること

になるのか、返すのか、そこのところの考え方を

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、次、ナンバー１４と１５なのですけれ

ども、に関係する子ども医療助成費とひとり親家

庭等医療助成費なのですけれども、これ、参考資

料の４７ページを見ると、２８年度から２年度ま

で、ずっと各種医療助成額の推移と載っていて、

僕は単純に去年のこの資料と比較したら、今年は

結構大きな額、減っているのですけれども、この

理由というか、分析というか、何か基準が変わっ

たのか、対象人員が減ったのか、そこのところを

ちょっと分析していたら、例えば子ども手当のあ

れで、去年は１億９９５万６,０００円だったの

が、今年は９,４０１万円になっていて、結構な

大きな額、減っていて、この資料を見ると、基本

的にずっと２８年度から、増えているときもある

のだけれども、基本的に減ってきているような状
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況があって、この理由というか分析。ひとり親家

庭等についても、若干ですけれども、減ってきて

いるという、この分析というか、こういう理由が

考えられるのではないかなというのがもしあれ

ば、コロナで病院に行かなくなったとか、そうい

うあれなのか、よく分からないのですけれども、

障がい者のほうは基本的には、長いタームでいく

と減っているのだけれども、去年と比べてちょっ

と増えているというか、横ばいという形になって

いるのであれなのですけれども、そこのところの

課の捉え方というのですか、そこのところを

ちょっと教えていただきたいなというふうに思い

ます。 

 それと、この決算書の、国保の決算書の２７８

ページ、２７９ページで、国民健康保険財政調整

基金積立金ということで、６２７万４４１円、今

回、積み立てしているのですけれども、今まで

ずっと積み立て、条例はあるのだけれども、積み

立て、ずっとゼロできていて、今回、久し振りに

ぽこっと出てきたということで、この積み立てす

る考え方というのですか、幾らに対して１割積み

立てするとか、余った額の幾ら積み立てすると

か、今後、少しずつ積み立てていくとか、そうい

うような考え方を、今まではずっと赤字だったか

ら、積み立てどころではなかったということなの

か、そこのところの考え方を、基本的には補正予

算のときに質問すればよかったのでしょうけれど

も、これ、僕も勉強不足で、少しずつ毎年積んで

いるのかなと思ったら、ずっと積んでいなくて、

ずっと残高ゼロで、今回初めて残高が出てきて、

来年度以降もまた少しずつ積んでいくのかなと思

うのですけれども、そこの積み立ての考え方をお

願いしたいなと思います。 

 ちなみに、条例でいくと、七飯町国民健康保険

特別会計の財源を不足を生じたときの財源として

積み立てするというような形になっておりまし

て、そこのところの考え方を少し教えていただき

たいなと思います。 

 それと、最後の１点は、同僚議員が質問した、

ナンバー４のところの女性交通指導員報償費のと

ころなのですけれども、僕は緑のおばさんてボラ

ンティアでやっているのかなと思って、御苦労さ

んと思ってずっといたのですけれども、報酬が支

払われていたというのは、ちょっとびっくりした

というか、ずっと予算にも載っているし、決算も

ずっとしているのであれなのですけれども、これ

は正式にＡさんに委託するということで、委託契

約書だとか、どういう内容をするのかとか、そう

いうものをきちっと取り交わした上で、先ほど何

か実績報告書のようなものを提出しているという

形だったのですけれども、何か町がお願いする３

人の方には、どのような業務でどうだとか何とか

というのを契約書的なもので、委託書とか、文書

できちっと取り交わして、何をすればいいのか、

どういう義務を負うのか、どういうペナルティが

あるのかとか、その辺のところはきちっと決まっ

ているものなのかどうなのか、すみません、条例

でこうですよということであれば、その条例とか

規則の内容を教えていただければと思うのですけ

れども、以上４点、質問です。 

○横田委員長 住民課長。 

○清野住民課長 それでは、１２番の子育て世帯

給付金、これはまだ通知は来ていませんけれど

も、精算する予定となってございます。ですか

ら、返還金として返す予定ということで。 

 そして、医療費のほう、医療助成費に関しまし

ては、まずこちら、障がい者のほうに関しては、

月平均になりますが、件数が前年度と比べまして

１３５件程度減少はしております。ただ、助成費

に対しては９万４,３９１円程度、月平均が増加に

なっていますが、障がい者の場合は、通院してい

る方が一定化していますので、こちらのほうは件

数、医療費ともに考慮しますと、回数が減っただ

けで、１回に対する医療費が、月平均で医療費が

増加したということが考えられます。診療内容に

よっても、点数が上がったりとかありますので、

こちらのほうはそういうふうに捉えているところ

でございます。 

 ひとり親、こちらのほうは、件数が月平均１３

２件、助成費も２８万６,５２７円減少しており、

また、併せまして、子ども医療費のほうも月平均

がマイナス７５０件、助成費も１,３２８万８１２

円減少しておりますけれども、コロナ禍の中で、

皆さんが感染防止、マスクであったり、除菌する
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といったことが、そういったことによって、はや

りものといいますか、風邪であったり、もしくは

インフルエンザの流行というのが抑えられたので

はないかということで分析してございます。それ

によって件数ともに医療費も下がっているという

考え方でございます。 

 積立金に関しましては、決算が認定された後

に、今後の補正で、その額を積み立てる予定と

なってございます。 

 あとは、緑のおばさんですね。緑のおばさん、

女性交通指導員の報償費によっては、今現在はそ

ういった条例等は定めてございません。実績をも

とにしての報酬としての支出を通年しているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○横田委員長 民生部長。 

○杉原民生部長 課長からも答弁あったのですけ

れども、まず、２点目の子ども医療の関係、やは

りコロナになって、非常に小児科にかかる割合が

減ったということで、全国的にも小児科医院さん

の経営の悪化というのも伝えられているほど、子

どもさんが病院にかかる率が減っている状況でし

て、それが七飯町的にも同じように出ていまし

て、結構、余り外で遊ばないとか、家から出ない

ということで、けがとかも少なくなっています

し、インフルエンザがほとんど、昨年、またイン

フルエンザの無償の接種の対応もしましたけれど

も、余り子どもさんの病院にかかる機会が、昨年

は本当に顕著に減ったようでして、その表れがこ

こに出ているというふうに考えております。 

 それと、国保の基金の積み立てですけれども、

国民健康保険の場合は国保会計でやりくりしてい

るわけですけれども、病気によっては、今回のよ

うに、コロナの部分では、国自体で対応して、交

付金扱いで、国のお金で全部対応できているので

すけれども、一般的なローカルにはやった病気だ

とか、そういうものに関しましては、自分たちで

医療費の対応だとかしなければならない。そうい

うような緊急の事態に備えて、やはりある程度そ

ういう積立金を積めるだけ積んでといいますか、

余裕があれば積んで、もし万が一、何か病気がは

やったとか、そういう場合には、財政出動という

ような形で、一般会計にまず頼ることなく、国保

会計の中で対応できるように、ある程度一定の財

調の国保の基金も積んでいきたいというふうに

思っていまして、一定のというのが、今、赤字か

ら脱出したばかりなものですから、これは状況を

見極めながら、一定程度の額を今後定めて、目標

的に積み立てていきたいというふうに考えており

ます。 

 それから、最後に女性交通指導員の関係なので

すけれども、これ、慣例と言ったらあれですけれ

ども、代々、昔からきていて、その方を任命し

て、報償費を払っているというような形の事業

だったものですから、結構御本人たちも大分高齢

になってきていることは確かなのですよね。そう

いう意味でいきますと、今後、任命の方法だと

か、後継者、子どもさんたちの安全を考えて、こ

ういうふうな部分で、民生委員の方々だとか、そ

ういうボランティアだとかというふうな部分での

御協力も考えながら、後継者の育成も考えていき

たいというふうに思いますけれども、今現在は、

もともと大分昔から任命されていた方に継続的に

というか、慣例的に、このような形で、毎月実績

というか、何日の日、立ったよとかというような

形のものに対して報償費を払っていたというもの

ですので、今後、その辺はまた御相談というか、

検討というか、協議しながら考えていきたいと思

いますので、御理解いただきたいというふうに思

います。 

 以上です。 

○横田委員長 若山委員。 

○若山委員 説明いただきましたけれども、ま

ず、２点ほど再質問ということで、子ども医療助

成費だとか、ひとり親家庭等医療費助成費が減っ

たのは、何か制度だとか使い勝手だとか、そうい

うもので減ったのかなという心配をまず持つわけ

です。そういうのはなくて、コロナだとか、何か

特別な理由、あと、病気が増えたり減ったりとい

うのは、これは我々、予想つかないところでござ

いますので、だけれども、ちょっと減り方が大き

いのかな、率としてちょっと大きいのかなと思っ

て、何か特別な理由がないのかなと。だから、現

在、町としては、特に何か使い勝手が悪いとか、
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町民が困っているとか、そういうことはなくて、

たまたまコロナだとか、そういう特殊なことでこ

ういう数字、推移になっているということで、特

に懸念するものではないと捉えているということ

でよろしいわけですね。 

 そこのところの確認をもう一度と、あと、国保

の財調積み立てについては、これはわずかずつで

も、１０万円でも１００万円でも、少しずつ積み

立てていって、いざというときに、こんなコロナ

が出たときに、ぱっとやるとか、あるいは保険料

を下げるとか、いろいろなことができますので、

当然、やっていただきたいと思います。ゼロだっ

たのが６００万円増えたと、非常に大きな今後の

活動の指針になるのではないかなと思います。た

だ、毎年どのくらい、余った金の何割とか、どの

くらいの金額を、１億円までとか、どのくらいま

で、国保の規模の何割とか、そういう目標とか

あって、場合によっては積み立てできない年もあ

るのかもしれないけれども、目標というか、その

考え方として、このぐらいの金額をこのぐらいま

で毎年できれば積み立てていきたいというような

ところをちょっとお聞かせいただければなという

ふうに思います。僕はもっともっと積み立てと

か、内部留保的なものはしていくべきだなと考え

ておりまして、今回、６００万円がどういう計算

で出てきたのかなというのもちょっと分からない

のだけれども、結構大きな額だなと思いますし、

そこのところをもう少し説明いただければなと思

います。お願いします。 

○横田委員長 住民課長。 

○清野住民課長 医療助成費に関しましては、特

に制度的なものの変更はなかったところでござい

ます。先ほども御説明しましたけれども、実際、

コロナ禍の中で、もちろん病院にかかる人も少な

くなったのは現状でございますけれども、はやり

ものというか、風邪やインフルエンザ等の、そう

いうものが抑えられたということで、それがこの

数字に表れているかと捉えてございます。 

 次に、積立金の目安といいますか、今現在、被

保険者数もちょっと減少傾向にございます。今

後、国の税率改正もございますので、それの動向

を踏まえて、それはある程度、できる限り積み立

て、何かあったとき、今後、赤字にならないよう

に、計画を立てて、注視していきたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○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 質疑を終わります。 

 以上で、住民課に対する審査は終了します。 

 住民課長、御苦労さまでした。 

 次に、福祉課の審査を行います。 

 福祉課長、決算書及び提出資料に基づき、説明

をお願いします。併せて特別会計も説明をお願い

いたします。 

 福祉課長。 

○村山福祉課長 それでは、令和２年度一般会計

歳入歳出決算並びに介護保険特別会計歳入歳出決

算の状況について、要求資料に基づき説明させて

いただきますので、よろしくお願いいたします。 

 初めに、一般会計から始めさせていただきま

す。 

 共通様式を御覧ください。 

 共通様式、ナンバー１、３款民生費１項１目、

決算事業名、社会福祉総務費（地域福祉）でござ

います。当初予算１,２９２万９,０００円、補正

予算額２,９００万８,０００円、予算現額計４,

１９３万７,０００円に対し、支出済額３,６５０

万１,６１６円、不用額５４３万５,３８４円、執

行率８７％でございます。 

 補正予算の内容及び歳入の内容については記載

のとおりでございます。 

 また、決算の内容については、詳細については

右の記載のとおりでございます。 

 次に、ナンバー２でございます。同じ款項目

で、事業決算名、地域福祉連携活動費でございま

す。当初予算額２,５４３万９,０００円、補正予

算額ゼロ、予算現額２,５４３万９,０００円に対

し、支出済額２,５３９万５,５００円、不用額４

万３,５００円、執行率９９.８％でございます。 

事業の目的は地域福祉の連携活動で、決算内容に

つましては記載のとおりでございます。 

 次に、ナンバー３を御覧ください。同じ款項目

で、事業決算名、民生委員児童委員費でございま
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す。当初予算額７５８万５,０００円、補正予算

額マイナス１３２万１,０００円、予算現額計６

２６万４,０００円に対し、支出済額６２２万２,

２１７円、不用額４万１,７８３円、執行率９９.

３％でございます。 

 事業の目的は民生委員、児童委員に関わる活動

経費でございます。 

 次のページに移ります。 

 ナンバー４を御覧ください。３款１項２目、決

算事業名、高齢者支援事業費でございます。当初

予算１億８８７万１,０００円、補正予算額６１

４万３,０００円、予算現額計１億１,５０１万

４,０００円に対し、支出済額１億１,２４０万

８,０３４円、不用額２６０万５,９６６円、執行

率９７.７％でございます。 

 事業の目的は長寿敬老の祝い、高齢者在宅サー

ビス、生きがい、健康づくりの活動の支援でござ

います。 

 決算内容については記載のとおりでございま

す。 

 次に、ナンバー５を御覧ください。同じ款項目

で、事業決算名、介護保険特別会計繰出金でござ

います。当初予算額４億５,０１９万５,０００

円、補正予算額マイナス７４３万４,０００円、

予算現額計４億４,２７６万１,０００円に対し、

支出済額４億３,１９８万３,１２６円、不用額

１,０７７万７,８７４円、執行率９７.６％でご

ざいます。 

 目的は介護保険事務の円滑化でございます。 

 次に、ナンバー６を御覧ください。同じ款項目

で、事業決算名、福祉介護車管理費でございま

す。当初予算額５８万４,０００円、補正予算額

２５万１,０００円、予算現額計８３万５,０００

円に対し、支出済額７４万２,６５１円、不用額

９万２,３４９円、執行率８８.９％でございま

す。 

 目的はリフト付き福祉バスの維持管理でござい

ます。詳細については記載のとおりでございま

す。 

 次のページに移ります。 

 ナンバー７を御覧ください。３款民生費１項４

目、事業決算名、障がい者福祉費でございます。

当初予算８億６,１４３万５,０００円、補正予算

額１億１,０９３万円、予算現額計９億７,２３６

万５,０００円に対し、支出済額９億５,８９７万

１,１１０円で、不用額が１,３３９万３,８９０

円、執行率が９８.６％でございます。 

 事業の目的は障がい者福祉の推進で、決算内容

については記載のとおりでございます。 

 次に、ナンバー８でございます。同じ款項目

で、事業決算名、障がい者介護審査会費でござい

ます。当初予算額１０５万円、補正予算額マイナ

ス２３万８,０００円、予算現額計８１万２,００

０円に対し、支出済額７８万４,３５０円、不用

額２万７,６５０円、執行率９６.６％でございま

す。 

 事業の目的は障がい者区分の認定審査会でござ

います。 

 内容については記載のとおりでございます。 

 次に、ナンバー９を御覧ください。同じ款項目

で、事業決算名、地域生活支援事業費でございま

す。当初予算２,０３９万１,０００円、補正予算

額１６０万５,０００円、予算現額計２,１９９万

６,０００円に対し、支出済額１,８８５万５６９

円で、不用額３１１万４３１円、執行率８５.９

％でございます。 

 事業の目的は障がい者福祉の推進で、決算内容

につきましては記載のとおりでございます。 

 次のページに移ります。 

 ナンバー１０でございます。３款民生費１項６

目、事業決算名、社会福祉施設指定管理費でござ

います。当初予算４,７２９万円、補正予算額１

２９万１,０００円、予算現額計４,８５８万１,

０００円、支出済額４,８３８万９,７４３円、不

用額１９万１,２５７円、執行率９９.６％でござ

います。 

 事業の目的はさくら共同作業所、ぽぽろ館、

ゲートボール場の指定管理でございます。 

 内容につきましては記載のとおりでございま

す。 

 次に、ナンバー１１でございます。同じ款項目

で、事業決算名、社会福祉施設整備費でございま

す。当初予算額はゼロ円、補正予算額５３７万

５,０００円、前年度繰越金７５７万４,０００
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円、予算現額計１,２９４万９,０００円に対し、

支出済額１,２９４万８,０００円、不用額１,０

００円、執行率１００％でございます。 

 事業目的は社会福祉施設整備等の推進でござい

ます。 

 決算内容については記載のとおりでございま

す。 

 次に、ナンバー１２を御覧ください。３款民生

費３項１目、事業決算名、災害救助費でございま

す。当初予算額３３万円、補正予算額ゼロ円、予

備費充用額９０万円、予算現額計１２３万円に対

し、支出済額１２３万円、不用額ゼロ、執行率１

００％でございます。 

 事業の目的は非常災害による罹災住民の応急救

護で、決算内容につきましては、当初予算では罹

災者１名、１世帯分、３３万円計上しておりまし

たが、６月、１１月、１２月と、火事が増え、予

備費から９０万円充用し、執行したものでござい

ます。 

 次に、ナンバー１３を御覧ください。４款衛生

費１項６目、事業決算名、健康センター管理費で

ございます。当初予算額３,７６１万５,０００

円、補正予算額２４７万７,０００円、予備費充

用額３０５万８,０００円、予算現額計４,３１５

万円に対し、支出済額４,２６８万６,７０４円、

不用額４６万３,２９６円、執行率は９８.９％で

ございます。 

 目的はアップル温泉の円滑な管理運営で、源泉

ポンプの故障により、源泉ポンプの購入を予備費

から充用し、その入れ替え工事については、令和

３年第１回定例会により補正をし、計上、執行し

ているところでございます。 

 続きまして、各様式により要求された資料につ

いて説明させていただきます。 

 様式１でございます。令和２年度事務事業予算

全額未執行、（細節５万円以上）の状況でござい

ます。 

 こちら、３款１項１目社会福祉総務費、行旅死

亡人処置委託料でございますが、１９万６,００

０円。こちらは、行旅死亡人が発生していないの

で、未執行となっております。 

 同じ款項目で、貸付金でございます。こちら

は、応急生活資金、こちらは申請がなかったこと

による未執行でございます。 

 ３款１項４目でございます。こちらは障がい者

福祉費のもので、障がい者の自動車改造費補助金

でございますが、こちらも申請がないため、未執

行となっているものでございます。 

 次に、下の様式２でございます。予算流用（５

万円以上）及び予備費充用の状況でございます。 

 まず、こちら、上から三つ、扶助費でございま

す。こちらは、先ほど説明した火事の災害救助費

の扶助費の案件でございます。こちらについて

は、６月１日、１１月２日、１２月１日と、火事

が発生し、それぞれ６万円、３６万円、４８万円

と、予備費を充用しているものでございます。 

 次の機械機具費でございます。こちらも、アッ

プル温泉のポンプ故障により、ポンプ購入のた

め、３０５万８,０００円を予備費から充用させ

ていただいております。 

 一番下の施設管理費委託料でございますが、こ

ちらにつきましては流用でございます。こちらに

ついては、３月１９日の健康センターが休館中、

長期で工事中に、いつも浴室のほう、天井が高い

もので、足場を組んで清掃するところ、休館中に

前倒し実施したことにより、需用費から委託料に

流用させていただいたものでございます。 

 次に、本日、皆様にお渡ししました追加要求資

料でございます。その他契約、８０万円の状況で

ございます。 

 こちら、コロナの臨時交付金を活用した８０万

円以上のその他契約の状況でございますが、お手

元のほう、大丈夫ですか。 

 それでは、一番上の社会福祉施設等における新

型コロナウイルス感染症予防対策支援事業、アッ

プル商品券でございます。こちらは、施設の職員

のほうに慰労という形でアップル商品券を配布、

給付したものでございます。アップル商品券なの

で、七飯町商工会、随契で行っております。単価

契約１,０００円のアップル商品券、これは実績

払いになりますので、９９０万円の実績という形

でございます。工期及び契約、検収、支出につい

ては記載のとおりでございます。 

 次に、介護施設等新規入所者検査委託業務でご
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ざいます。こちらは、介護施設等に新規で入所す

る方々を事前にＰＣＲ検査する事業でございま

す。こちらについては、その当時は、函館医師会

健診センターのほうで実施できるというところ

で、そのときは管内１か所でございましたので、

随契で単価契約２万円で実施し、実績払いで１２

０万円という形でございます。工期等については

記載のとおりでございます。 

 一番下の高齢者、障がい者、入所施設職員等定

期検査委託業務でございます。こちらについて

は、施設職員に定期的に月１回のＰＣＲ検査を

行っていただく委託料でございます。こちらは、

人数が多いので、健診センターではなかなか受け

られないということでございますので、民間のほ

うのＢＭＬさんと随契で契約しています。単価１

万円で、実績として７１５万円。あとについては

記載のとおりでございます。 

 一般会計は以上でございます。 

 それでは、引き続き介護保険特別会計の決算に

ついて説明させていただきます。 

 決算書を用いて説明させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 まず、ページで言うと、介保、３０３ページで

ございます。 

 それでは、こちら、実質収支に関する調書でご

ざいますが、歳入総額２８億８,２０８万４,３３

８円に対し、歳出総額２８億３,９８２万４,５９

１円であり、歳入歳出差引額４,２２５万９,７４

７円となり、実質収支額も同額となっているとこ

ろでございます。 

 次に、歳入について説明させていただきますの

で、３１０ページを御覧ください。 

 １款でございます。保険料。こちら、収入済額

でございますが、収入済額は５億５,７９５万７,

８７０円で、こちら、６５歳以上の１号被保険者

の介護保険料でございます。内訳としましては、

特徴で５億８６９万５,５８０円、普通徴収で４,

７１７万１,７２０円、滞納繰越分で２０９万５

７０円となっております。また、不納欠損は３９

４万５,６０７円となっているところでございま

す。 

 次に、２款使用料及び手数料でございます。こ

ちらについては、収入済額がゼロでございます。 

 次に、３款でございます。国庫支出金でござい

ますが、収入済額でございますが、７億６４１万

３６８円でございます。内訳は、国庫負担金とし

て、介護給付費負担金、国庫補助金として調整交

付金、介護予防事業交付金、包括的事業交付金、

次のページに移ります。介護保険電算システム改

修補助金、保険者機能強化推進交付金でございま

す。 

 次に、４款支払基金交付金でございます。収入

額が７億２,２７８万６,０００円でございます。

こちらは６５歳未満の２号被保険者からの保険料

で、介護給付費交付金、地域支援事業支援交付金

でございます。 

 次に、５款でございます。道支出金でございま

すが、収入済額が３億９,６６２万８,４７３円。

内訳は、道負担金として介護給付費負担金、次の

ページに移りまして、道補助金として介護予防事

業交付金、包括的支援事業交付金、あとは介護

サービス利用者負担軽減補助金でございます。 

 次に、６款でございます。財産収入でございま

す。収入額が６万３,３９０円で、利子及び配当の

介護保険財政調整基金の運用利子となっているも

のでございます。 

 次に、７款繰入金でございますが、収入済額が

４億４,２３７万５,５７６円でございます。内訳

は、一般会計繰入金として介護給付費繰入金、介

護予防事業費繰入金、包括的支援事業繰入金、介

護保険事務費繰入金、その他繰入金、次に移りま

して、介護保険サービス事業勘定からの介護サー

ビス事業勘定繰入金を繰り入れしているものでご

ざいます。 

 次に、８款繰越金でございます。収入済額が５,

３６１万９,２０９円。こちらについては、前年度

の繰越金となっているものでございます。 

 次に、９款諸収入でございますが、収入済額が

２２４万３,４５２円。内訳は、雑入の返納金とし

て介護事業者からの不正利得による返納金、諸実

費徴収金として、徘回高齢者家族サービス事業利

用負担金、介護予防教室参加者負担金、次のペー

ジに移りまして、雑入として、会計年度任用職員

に係る雇用保険料の個人負担及び措置者分審査料
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でございます。 

 次に、歳出のほうを説明させていただきますの

で、決算書の３２２ページを御覧ください。 

 このページから３２５ページになりますが、１

款総務費でございます。予算現額が４,３００万

１,０００円に対しまして、支出済額４,０１３万

８,６２２円、不用額が２８６万２,３７８円、執

行率は９３.３％でございます。 

 内訳は、事業予算としては、介護保険事務に係

る一般管理費、こちら、保険事業勘定でございま

す。次に、介護保険事務職員人件費、賦課徴収費

（介護保険事業）、介護認定審査会費、次のペー

ジに移りまして、介護認定事務職員人件費、次

に、認定調査費、認定調査事務職員人件費となっ

ているものでございます。 

 次に、３２８ページを御覧ください。 

 すみません、３２６ページを御覧ください。こ

のページから３３３ページまでについて、２款の

保険給付費でございます。予算現額でございます

が、２６億６,４８６万８,０００円に対しまし

て、支出済額２６億１,１２５万６,８７５円、不

用額が５,３６１万１,１２５円で、執行率が９８

％でございます。 

 内訳としましては、介護サービス等諸費、介護

予防サービス等諸費、審査支払い手数料、高額介

護サービス費、高額介護予防サービス費、高額医

療合算介護サービス費、高額医療合算介護予防

サービス費、特定入所者介護サービス費及び特定

入所者介護予防サービス費となっているものでご

ざいます。 

 次に、３３９ページを御覧ください。 

 すみません、飛ばし過ぎました。すみません。

３３４ページでございます。このページから３３

９ページにかけてが、３款地域支援事業費でござ

います。予算現額でございますが、１億４,５８３

万円に対しまして、支出済額１億３,８８７万５１

４円、不用額６９５万９,４８６円、執行率は９

５.２％でございます。 

 内訳は、介護予防生活支援サービス事業費、介

護予防ケアマネジメント事業費、介護予防事業

費、介護予防事務職員人件費、地域包括支援セン

ター運営費、任意事業費、包括的支援事務職員人

件費、包括的支援公用車管理費、そして審査支払

手数料となっているものでございます。 

 次に、３４０ページを御覧ください。 

 ４款保健福祉事業費でございます。こちら、予

算現額７万円に対しまして、支出済額が１万６,２

０５円、不用額が５万３,７９５円、執行率は２

３.２％でございます。 

 内容は、障がい者総合支援法によるヘルパーを

利用していた非課税の方が介護保険のヘルパーへ

移行し、利用者負担が増加した場合における負担

助成費でございます。 

 次のページに移ります。 

 ５款でございます。基金積立金で、予算現額３

５６万４,０００円に対し、支出済額３５６万３９

０円、不用額６１０円、執行率１００％でござい

ます。こちらは、介護保険財政調整基金への積立

金でございます。 

 次のページに移りまして、６款公債費でござい

ます。こちら、予算現額１０万円、支出済額５万

９,７０６円、不用額４万２,９０４円、執行率５

９.７％でございます。 

 内容については、金融機関資金借入の繰り替え

運用利子でございます。 

 次のページでございます。 

 ７款諸支出金でございます。予算現額４,６１４

万３,０００円に対しまして、支出済額４,５９１

万９,２７９円、不用額２２万３,７２１円、執行

率が９９.５％でございます。 

 こちらは、第１号被保険者への過年度還付金及

び前年度事業確定に伴う国庫支出金等の返還金で

ございます。 

 次のページへ移りまして、８款予備費でござい

ます。こちらについては、予算現額３６１万円

で、支出はなかったというものでございます。 

 続きまして、介護保険特別会計の介護サービス

事業勘定を説明させていただきますので、ペー

ジ、３５１ページを御覧ください。 

 こちら、介護保険特別会計のサービス事業勘定

でございますが、実質収支に関する調書でござい

ます。歳入総額１,０３９万２,４５０円、歳出総

額１,０３９万２,４５０円、歳入歳出の差引額、

実質収支額ゼロ円となっているものでございま
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す。 

 次に、歳入について説明いたしますので、３５

８ページを御覧ください。 

 こちら、１款サービス収入でございます。こち

ら、収入額については１,００７万４,４５０円。

こちらは、直営の地域包括支援センターが行う要

支援認定者を対象とした介護予防計画サービス費

収入でございます。 

 次に、２款諸収入でございます。こちら、雑入

で、収入済額が３１万８,０００円でございます。

こちらについては、雑入として３１万８,０００円

入ってきているものでございます。 

 次に、歳出について説明させていただきますの

で、ページ、３６２ページを御覧ください。 

 こちら、１款総務費でございますが、需用費と

して、消耗品、１万円計上しておりましたが、未

執行でございます。 

 次のページに移りまして、２款諸支出金でござ

います。こちら、保険事業勘定繰出金の予算１,１

００万７,０００円に対し、支出済額１,０３９万

２,４５０円、不用額６１万４,５５０円、執行率

９４.４％でございます。 

 次のページに移りまして、３款予備費でござい

ます。こちらについては、予備費からの充当はご

ざいませんでした。 

 続きまして、介護保険特別会計の指定された様

式で提出した資料について説明いたします。ま

た、Ａ３のほうの資料のほうを御覧いただきたい

と思います。 

 こちら、様式３でございますが、令和２年度収

入未済額の状況でございます。 

 会計名は介護保険特別会計。 

 一番上の現年度分でございますが、こちら、介

護保険、現年度分普通徴収の保険料で、調定額

５,０５４万４,６２０円、件数については１,３

３４件、収入額については４,７１７万１,７２０

円、件数は１,２８１件、収入未済額については、

９６件で３３７万９００円となっております。 

 未済の具体な内訳としては、記載のとおりと

なっているものでございます。 

 続きまして、下の滞納繰越分でございますが、

こちら、平成３１年度から平成２４年度までに賦

課した介護保険料の普通徴収分でございます。こ

ちら、８か年の合計の調定額については、３５６

件で、調定の金額が１,３７０万９,０９７円に対

しまして、収入済額が合計９５件、収入済額が、

３１から２４の合計で２０９万５７０円、不納欠

損額は、トータル９９件、３９４万５,６０７円

で、収入未済額は１８９件で７６７万２,９２０

円、収納率１５.２％でございます。 

 そして、一番下の３０年度の９款２項２目返納

金でございますが、こちら、介護報酬の返納金

で、ケアプラン作成に不備があった事業所１か所

から、最大１８か月分の不正請求分に対し、６０

回の分納誓約にて納入をいただいているものでご

ざいます。こちらの事業者については、分納誓約

どおり、正しく納入されているところでございま

す。 

 次のページになります。 

 様式４でございます。令和２年度、不納欠損の

状況でございます。こちら、不納欠損処分の状況

でございますが、介護保険料で９９件、３９４万

５,６０７円を処分しております。法別内訳につい

ては、地方自治法第２３６条で９９件、３９４万

５,６０７円を処分しているところでございます。 

 介護保険と一般会計の説明については以上でご

ざいます。 

○横田委員長 ありがとうございました。 

 これより、質疑を行います。 

 なしですか。 

 若山委員。 

○若山委員 ２点ほどちょっとメモしていたので

すけれども、すみません、１点目は、ナンバー９

のところで、補正で購入する一般備品購入費とし

て、遠隔手話サービス用タブレット等と上がって

いるのですけれども、これの活用状況というか、

どのくらい、どんな活用があったのかどうか、そ

の辺のところをちょっと教えていただきたい、参

考のために教えていただきたいなと思います。 

 それと、ナンバー１３の健康センター管理費の

ところで、特定財源の収入を全部足すと２,４６

２万４,０５８円ということで、支出額の四千二

百何万円に、投資的支出もあるので何とも言えな

いのですけれども、結局、このあれでいくと、
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アップル温泉は費用を賄えない状況だということ

で、どの程度、この支出済みの額で、投資的なも

のもあるので、機械だとか何かそういうのもある

のであれですけれども、どの程度のマイナスとい

うのですか、その辺のところをちょっと数字的に

教えていただきたいのと、あと、それの改善策と

いうのですか、その辺のところがあるのかどう

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。 

○横田委員長 福祉課長。 

○村山福祉課長 それでは、ナンバー９の障がい

者福祉費の地域生活支援事業の備品購入でござい

ますが、こちらの手話通訳のタブレットの購入と

いうところで、購入しているところでございます

が、こちらについて、国の１００％補助事業で実

施したもので、コロナとかでいろいろ対面でなか

なかできないというものと、今、なかなか手話通

訳できる者が庁舎内にいないというところで、こ

ちらはタブレットを使って、札幌の手話通訳の団

体と契約して、お客さんがタブレット上のカメラ

でいろいろと相手と会話して、手続等を札幌の財

団の方が言葉で伝えてくれるというサービスでご

ざいますが、こちらについて、七飯町内で手話を

使えて、こちらのほうに来るという方が、今現

在、ゼロ名というところでございます。手話を使

える方はいらっしゃるのですけれども、まだ利用

はされていないという状況でございます。令和２

年度については利用されていないのと、今年度も

まだ使ってもらっていないというところでござい

ます。 

 また、アップル温泉の歳入と歳出のバランスに

ついてということでございますけれども、こちら

についても、運営費、決算額についての歳入につ

いては、やはり今年度もちょっと赤字であったよ

というところでございます。令和２年度について

は、収支、ちょっと年度末にまたポンプとか、そ

の工事で多大なお金がかかって、また赤字が膨ら

んでしまったのですが、実際、収支について、平

成２３年以降、ちょっと赤字の状態が続いてきて

いるという状況でございます。これの抜本的な理

由として、利用者がやっぱり減っているというと

ころが一番大きくて、収入が減っていると。ま

た、築年数も増えて、設備等の、ポンプに限ら

ず、いろいろなもの、配管等の更新時期、ボイ

ラーの更新時期というところで、なかなか経費が

かさんできているというところがミスマッチで、

だんだん収支が悪いというところでございます。 

 抜本的な改善策として、やっぱり単純には利用

者が増えていただければ収入が増えて、アップル

温泉だけの収入だけで運営できればベストかなと

思いますけれども、まだまだそこまでもっていく

のに、また、回復するのに、もう少し力が必要に

なってくるとは思うので、努力していきたいと考

えているところでございます。 

 以上でございます。 

○横田委員長 若山委員。 

○若山委員 そうすると、ナンバー９のところ

の、遠隔手話サービス用タブレットのあれについ

ては、これは予算のときにもいろいろやりとりし

て、いろいろ教えてもらって、こういうふうに使

うのだというところであれしたのですけれども、

実際、設備としてラインナップ、そろえたけれど

も、使うような機会というか、まだ残念ながら出

てこないというようなところで、今後、活用する

ためのあれということで考えていいのだなという

ことと、アップル温泉については、これ、入場者

を増やす以外ないということであれば、峠下のほ

うに温浴施設ができたりしたら、かえって大変な

ことになってしまいますし、今後、何か抜本的に

考えるなり、料金を下げて人をたくさん呼ぶと

か、何かいろいろやらないとお荷物になってしま

うような感じもしますし、使っている方もたくさ

んいらっしゃいますので、そういう意味では、多

少、持ち出しになっても、町民に還元できている

と考えるのか、その辺の、どの辺まで許容できる

ものとしてあれなのか、今後、考えていかなけれ

ばならないのかなと思うのですけれども、その辺

のところ、ちょっと考え方を教えていただきたい

し、もしこれから考えるのだということであれ

ば、それはそれで今回は構わないと思いますけれ

ども。 

 以上です。 

○横田委員長 福祉課長。 

○村山福祉課長 まず、障がい者のタブレットに
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ついては、手話通訳については、現在、使われる

方もいらっしゃるのですけれども、今後、若い方

で、学生とか、まだ小さい子どもとかでも、手話

を覚えて、活用する機会というのは今後も増えて

くるのかなと思っておりますので、議員のおっ

しゃるとおり、今後もそういう形で運用していき

たいと思っております。 

 アップル温泉については、確かに委員のおっ

しゃるとおりでございまして、もし新しいのがで

きたら、収入が下がる可能性も考えていかなけれ

ばならないのかなと思っております。 

 実際、平成３０年度に、職員も、嘱託職員、給

料の高い嘱託職員を置いていたのですけれども、

そこを全部会計年度任用職員に切り替えて、人件

費等々はいろいろと改善して、一時期は１,００

０万円近くの収支を改善はしたり、努力はしてき

たところでございますので、あとは先ほど言った

入場者数を見込みながら、また、先ほど言ってい

た料金の、入浴料についても、今後、考えていか

なければならないのかなという、そういう時期に

もなっていると思っております。当時からの料

金、オープンから変えてございませんので、当時

の灯油代とか光熱水費と比較すれば、現在、光熱

水費等、当時と比べものにならないほど金額も上

がっていますので、また、どんな金額等も、今

後、行革等で考えていきたいと思ってございます

ので、御理解のほどよろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○横田委員長 よろしいですか。 

○若山委員 はい。 

○横田委員長 あとは。 

 平松委員。 

○平松委員 すみません、１点だけ。ナンバー１

の中の使用料、賃借料の中に、要介護者のマップ

システム、こういうのがあるのですが、これ、ど

ういう内容を登録しているのか、それから、いつ

から使っているのか、ちょっと教えてください。 

○横田委員長 福祉課長。 

○村山福祉課長 手話遠隔者タブレットの運用で

すか。（発言する者あり） 

 要支援マップですね。要援護者マップ借上料で

すね。こちらについて、もう１０年ぐらい前に、

要援護者の情報を民生委員さん等に集めていただ

いて、それをパソコン上の地図に、住宅地図に、

電子上のやつに落としながらやってきていたのが

始まりでございます。こちら、最初、パソコンに

ついては、購入して設置していたのですけれど

も、ウィンドウズの切り替え、もう保守対応にな

らないというウィンドウズの７とか、そういうも

のが入っていたので、新たに備品で購入するより

も、リースで導入して切り替えたということで、

毎年リース料が発生しているというところでござ

います。運用については、もう１０年ほどやって

いるというところでございます。 

○横田委員長 平松委員。 

○平松委員 はっきり言って無料で使える、これ

専用のシステムではないですけれども、マップに

いろいろなデータを乗せるということは、わざわ

ざこんな年に何十万円もお金を払わなくても十分

できる時代になっていると思うのですけれども、

見直ししたらやっぱり困るのですかね。検討して

もいいのではないですか。 

○横田委員長 福祉課長。 

○村山福祉課長 こちらのマップについて、細か

い個人情報まで入っていて、実際、役場と、防災

の担当、消防、出張所と、要所には置いているの

です。何かあったら、こちらの要支援者の情報に

ついては、その方の緊急連絡先、例えば近くや遠

くにいるお子さん、親族等のデータも入ってござ

いますので、あとはいろいろな災害のときにどう

やって逃げれるのか、逃げれないのかとか、いろ

いろ情報が入っているものですから、こういうの

を専用のシステムで管理してきていたのが、ずっ

とそのまま利用されているというところでござい

ます。役場の職員皆さんの、私どもみんなで使っ

ているパソコンにも、グーグル等のマップとか、

入っているところでございますけれども、そう

いったものを広く運用するのではなく、必要に応

じて、すごく重要な個人情報等も入っていますの

で、必要なところに、そういう専門で置いておき

たいという考えでございますので、また、こち

ら、情報をもらう際、同意書ももらっているの

で、使い方についての、個人情報の扱いも、個人

から防災等の個人情報の同意をいただいて、その
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データを入力しているので、なかなか同じ職員と

はいえ、外部にしても、広くはちょっと運用でき

ないというところで、専用のシステムを扱ってい

るというところで、御理解のほどよろしくお願い

します。 

 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。 

 中川委員。 

○中川委員 ナンバー１の扶助費の福祉灯油のと

ころで、盗難保険料より４万５,０００円の流用

ということですけれども、これ、イメージでいけ

ば、もう福祉灯油事業って、対象者が何件で、幾

らというのが出ているイメージがあったので、足

りなくなった理由と、あと、足りなかったから

そっちから持ってきたというのはいいのですけれ

ども、盗難保険料で５万１,５６０円で、そのう

ち４万５,０００円流用したということだと思う

のですけれども、この盗難保険料がそもそも安

かったのですか。 

○横田委員長 福祉課長。 

○村山福祉課長 それでは、まず、福祉灯油の、

今回、役務費の盗難保険料から４万５,０００円、

お金が足りなくて流用した件でございますが、ま

ず、福祉灯油、当初予算４２０万円、８４０名

分、予算計上、令和２年度、させていただいてお

りました。毎年、４２０万円で、実績を超えない

程度でずっと推移していたところでございます

が、昨年、３月の広報を入れてから、駆け込み

で、ちょっと予算を超えてしまった９名分、予算

が足りなくなったよというところでございます。

９名分で４万５,０００円、たまたま役務費の盗難

保険、こちら、町内会に小型除雪機貸し付けして

いるのですよ。町内会で要援護者の方の家の前の

除雪とかしていただいている小型除雪機なのです

けれども、予算上、小型除雪機２２台、福祉課で

所有しているのですけれども、実際、昨年度の実

績が１７台しか貸し付けがなかったと。貸し付け

をする際に盗難保険に入りますので、５台分、盗

難保険、支出がなかったと。たまたまそこの金額

が余っている、年度末だったものですから、そこ

しか使えるところがなくて、扶助費のほうにいた

だいたという流れでございます。 

 以上でございます。 

○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 では、僕、１点、いいですか。様

式３の令和２年度の収入未済額の状況の３０年の

一番最後のところにあります返納金を、法第２２

条の不正利得による返納金で８６５万８,４８０

円、これは何年にわたってこの金額を不正したと

いうことなのですか。 

 福祉課長。 

○村山福祉課長 返納金でございますけれども、

分納誓約について、こちら、６０回払いでござい

まして、５年にわたる。 

○横田委員長 返済は５年ですけれども、不正し

たのは１年でやったということですか。 

○村山福祉課長 １８か月分でございます。４人

分、１８か月分のケアプランが作成されていない

ということでございますので、最大１人１８か月

なので、４人みんな１８か月ではないのですけれ

ども、ある人は１８か月で、最大１８か月分、

作っていなかったよというのが現状でございま

す。 

 以上でございます。 

○横田委員長 ありがとうございます。 

 以上をもって、福祉課に対する審査を終了しま

す。 

 福祉課長、御苦労さまでした。 

 暫時休憩します。 

午後 ２時０３分 休憩 

───────────── 

午後 ２時１５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、環境生活課の審査を行います。 

 環境生活課長、決算書及び提出資料に基づき、

説明をお願いします。 

 環境生活課長。 

○磯場環境生活課長 それでは、環境生活課の令

和２年度決算審査特別委員会要求資料、共通様式

について御説明申し上げます。 

 ナンバー１、４款衛生費１項保健衛生費３目環
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境生活費、事業決算名は環境衛生費です。当初予

算が５０万９,０００円、６月議会で感染予防対

策報償費として６１万５,０００円補正し、予算

現額は６６５万９,０００円です。支出済額が６

５７万２,６３６円、不用額が８万６,３６４円

で、執行率は９８.７％となっております。 

 主な支出は、報償費で、町内１２３の衛生事業

者へ感染防止予防対策への感謝、慰労、支援のた

め、アップル商品券５万円を支給、６１５万円の

支出となっております。 

 次に、ナンバー２、決算事業名は環境衛生車管

理費です。支出済額が１１万３,７４４円、不用

額が２万６,２５６円で、執行率８１.２％となっ

ております。 

 決算内容は記載のとおりでございます。 

 次に、ナンバー３、事業名は有害鳥獣対策費で

す。当初予算額が７７５万円、補正予算額３２万

９,０００円、予算現額８０７万９,０００円、支

出済額が７８１万２,２４７円、不用額が２６万

６,７５３円で、執行率９６.７％となっておりま

す。 

 主な支出としては、委託料では、ヒグマ箱檻の

製作委託料、１基分として４１万８,０００円の

支出、備品購入費では、ドローン２基、刈り払い

機３台、電気とめさし１台、チェーンソー１台を

購入しています。 

 次のページになります。 

 ナンバー４、有害鳥獣対策車管理費です。予算

現額１０７万３,０００円、補正予算額マイナス

５万５,０００円、支出済額が９７万９０７円、

不用額が４万７,０９３円で、執行率９５.４％で

す。 

 決算内容は記載のとおりです。 

 次に、ナンバー５、決算書事業名は火葬場及び

墓地管理費です。当初予算９８３万７,０００

円、補正予算額２１万７,０００円で、予算現額

は１,００５万４,０００円、支出済額が９９５万

３,６９９円、不用額が１０万３０１円、執行率

９９％となっております。 

 主な支出としまして、工事請負費で、施設の長

寿命化計画に基づき、１号炉のセラミックの貼り

替え、バーナー交換で２８６万９,９００円と

なっております。 

 次に、ナンバー６、決算名が自然環境保全対策

費です。当初予算額が３５４万円、補正予算額が

マイナスの２６万９,０００円、予算現額は３２

７万１,０００円、支出済が３１５万９,０８２

円、不用額が１１万１,９１８円で、執行率９６.

６％となっております。 

 事業の内容については記載のとおりとなってお

ります。 

 次のページになります。 

 ナンバー７、事業決算名は生活環境対策事業費

です。当初予算額１,０４５万７,０００円、補正

予算額３５８万３,０００円、予算現額は１,４０

４万円、支出済額が１,４０３万７,５０３円、不

用額が２,４９７円で、執行率１００％となって

おります。 

 財源については記載のとおりです。 

 次に、ナンバー８、決算名は廃棄物対策費で

す。当初予算額が１３２万５,０００円、補正予

算額がマイナスの３５万５,０００円、予算現額

は９７万円、支出済額が８８万８,０７１円、不

用額が８万１,９２９円で、執行率９１.６％と

なっております。 

 事業決算内容は記載のとおりとなっておりま

す。 

 次に、ナンバー９、廃棄物対策車管理費です。

当初予算額が６５万９,０００円、補正予算額が

マイナス１３万円、予算現額が５２万９,０００

円、支出済額が５０万１,９４５円、不用額が２

万７,０５５円で、執行率９４.９％となっており

ます。 

 事業決算内容は記載のとおりとなっておりま

す。 

 次のページになります。 

 ナンバー１０、事業決算名はリサイクル推進対

策費です。当初予算額が３２９万７,０００円、

補正予算額がマイナスの３５万５,０００円、予

算現額が２９４万２,０００円、支出済額が２５

９万９５３円、不用額が３５万１,０４７円で、

執行率８８.１％となっております。 

 主な支出は、報償費で、資源ごみの分別回収報

償金として、４４団体に２３４万５,０３７円を
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支出しております。また、負担金、補助金では、

ごみの堆肥化容器購入費として５万２,４００円

の支出となっております。 

 次に、ナンバー１１、廃棄物処理費です。当初

予算額５億３３３万９,０００円、補正予算額が

マイナスの１,８４９万７,０００円、廃棄物車両

車管理費で９万３,０００円流用し、予算現額が

４億８,４７４万９,０００円、支出済額が４億

８,４７２万５,９６７円で、不用額が２万３,０

３５円、執行率１００％となっております。 

 委託料で、廃棄物収集運搬及び処理施設管理委

託業務で１億８,０４２万４,０００円支出してお

ります。また、負担金及び補助金では、渡島廃棄

物処理広域連合負担金で２億９,２５１万８,００

０円となっております。 

 次に、ナンバー１２、決算事業名が廃棄物処理

対策作業車管理費です。当初予算額が６８万１,

０００円、補正が５２８万円、廃棄物処理費から

９万３,０００円流用し、予算現額が６０５万４,

０００円、支出済額は６００万４,１４１円、不

用額が４万９,５５９円で、執行率９９.２％と

なっております。 

 事業決算内容は記載のとおりです。 

 次のページになります。 

 ナンバー１３、し尿処理費です。当初予算額

７,１８０万２,０００円、執行率は１００％と

なっております。 

 最後になりますが、ナンバー１４、事業決算名

は消費者行政事業費です。当初予算額６９万２,

０００円、支出済額６９万２,０００円、執行率

は１００％となっております。 

 以上が、共通様式の説明でございます。 

 次に、様式２、予算流用及び予備費充用の状況

でございますが、クリーンセンター用のショベル

ローダーの油圧ホース１本が令和３年３月に、経

年劣化のため、オイル漏れを起こし、急遽、交換

しなければならなくなったことから、廃棄物処理

費から廃棄物処理作業車管理費へ事業間流用した

ものです。年度末だったことから、流用で対応し

ております。 

 次に、追加の資料要求の、令和２年度、その他

の契約、８０万円以上の状況でございます。 

 事業の名称は、社会システム維持のための衛生

確保事業（アップル商品券）で、契約者は七飯町

商工会、単価契約で、アップル商品券１枚１,０

００円、支出負担行為済額が６１５万円、工期は

令和２年の６月２２日から７月の３１日まで、契

約日は６月２２日で、検収は７月の２１日、支出

命令も７月の２１日に行っております。 

 以上で、環境生活課の説明を終わります。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す。 

 質疑ありますか。 

 川村委員。 

○川村委員 共通様式のナンバー７、委託料の空

き地雑草刈り取り委託料ですが、こちら、たしか

町のほうから持ち主に対して、毎年、草は刈って

くださいよというような形で、もし持ち主ができ

ないのであれば、かわりに料金をいただいてどこ

かにお願いしますよというような形だったかと思

いますけれども、歳入のほうで３０９件、多分、

３０９件の申し込みがあったのかなと思うのです

けれども、実際、この数字が、町のほうでお願い

しているのだけれども、それに応じていない件

数、実際、そのまま草刈りもしないでそのままに

なっている件数というのは、実際、何件あるの

か、それがまず１点。 

 もし前年度と比べて、この３０９件の数字が増

えているのか減っているのか。増えている分に

は、町の対応がうまくいっているのだなと思うの

ですけれども、もし減っていた場合、やっぱりそ

れなりの対応を、やっぱり今後、考えていかなけ

ればならないというのもあるでしょうから、その

点について、今どのようにとらえているか、その

２点、ちょっとお願いします。 

○横田委員長 環境生活課長。 

○磯場環境生活課長 ナンバー７、空き地の草刈

りということで、件数については３０９件という

ことで押さえてございます。うちのほうでも何回

か手紙を出して、草を刈ってくださいということ

で、近所の方から苦情という形で来ることが多々

あります。それについては、御自分でやるか、業

者を紹介しますよという形になっています。ほと

んどの方は対応してくださるのですけれども、ど
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うしても遠方の方で、なかなか対応してくださら

ない方というのも中にはいらっしゃいます。件数

は、ちょっと今、数は押さえてはおりませんけれ

ども、数件、何十件というレベルではないです、

数件程度ございます。 

 それから、件数の推移ということなのでござい

ますけれども、大体横ばいという感じです。とい

うのも、空き地造成して、そこに家が建つと、基

本的には草刈りを頼まないことになりますので、

空き地のまま残っているというところがだんだん

減ってくれば、空き地の草刈り件数も減ってくる

のですけれども、また、分譲とかもあったりもし

ますので、横ばいという感じで押さえてございま

す。 

 以上でございます。 

○横田委員長 川村委員。 

○川村委員 ちょっと確認のため、１件当たり、

これ、年間幾ら、金額と、委託先、これ、シル

バーセンターかどこかに頼んでいるのかなと思う

のですけれども、ちょっとその委託先と、２点、

これだけお願いします。 

○横田委員長 環境生活課長。 

○磯場環境生活課長 １件当たり単価は、面積に

応じて条例で定めていますので、１人幾らと割り

返したわけではないので、平均的に１００坪ぐら

いであれば幾らという形にはなりますけれども、

条例に基づいてやっているところです。 

 それから、これは入札をかけて指名していると

ころで、昨年度は森林組合さんで落札してござい

ます。 

 以上でございます。 

○横田委員長 あとありますか。 

 平松委員。 

○平松委員 何点かお願いします。 

 まず、共通様式のナンバー３、有害鳥獣に対す

る２４名の報酬というのと、報償費と、分かれて

いるのですけれども、これは隊員に登録したら、

もうお金がもらえるということなのですかね。そ

れと、出動したときに、このぐらいのお金がか

かったということなのかの確認。 

 それから、１７番に備品購入、ドローンと書い

ていますけれども、今までドローン２基持ってい

たと思うのですけれども、それで足りなくて買っ

たということなのですかね。これ、お幾らのド

ローンを買ったのか、値段を教えていただきた

い。 

 それから、次のページにまたがっていますけれ

ども、１３、有害鳥獣の中の１３、使用料及び賃

借料、１.５トントラック、リースとありますけ

れども、これは駆除期間、どこかから期間を決め

て借りているということなのですか。その説明を

お願いしたい。 

 あともう１点、ナンバー１１、これ、ちょっと

私、記憶になかったのですけれども、１４の工事

請負費、これ、廃棄物の処理施設改修工事という

のが８７０万円、議会に提出されたのかもしれな

いのですけれども、ちょっとこれ、何をやったの

か説明してもらいたいのと、次のナンバー１２、

ここで重機の購入費が４０７万円というのがある

のですけれども、これは何を買ったのか。 

 それと、あそこで使っている機械というのは、

基本的に全部七飯町のものだと思うのですけれど

も、１億８,０００万円、これは収集運搬も全部

含めての話になりますけれども、組合に委託をし

ていると。機械も当然、組合が使っているわけで

すよね。大事に使うという観点からすれば、買う

のは七飯町だけれども、いろいろ修繕にかかるよ

うなお金は、その委託料の中で賄ってくださいと

いう考え方ができないのか。というのは、雑に使

えば、幾らでもホースを切ったりキャタを外した

りとか、いっぱいなる。でも自分たちのものだと

思って使うのであれば、大事に使うのではないか

なということなので、お尋ねしたいと思います。 

○横田委員長 環境生活課長。 

○磯場環境生活課長 それでは、順次お答えして

まいります。 

 まず、鳥獣保護の報償費、報酬についてでござ

いますけれども、報酬については、出動件数に応

じて、１回出動して、ヒグマだったら１回２,５

００円とか、出動の種類と、それからものによっ

て変わっています。それから、報償費について

は、現地までの距離に応じて、４キロ４０円とい

う形で、距離に応じて、旅費という形で支出して

おります。 
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 それから、次がドローンですね。ドローンにつ

いては、昨年度、初めて買ったという形になって

いまして、２基買ってございます。値段が、２基

で８７万７,８００円でございます。 

 それから、ナンバー４のリースの関係ですけれ

ども、こちらは残滓を運ぶ１.５トンのトラック

のリース料という形になってございます。 

 それから、ナンバー１１の工事請負ということ

ですけれども、これは最終処分場のほうの光ケー

ブル、これが経年劣化で破損してしまいまして、

ケーブルの取り替え、布設替え、それから、基盤

も一部、経年劣化で壊れていまして、それを計画

的に修繕したものでございます。 

 それから、ナンバー１２のクリーンセンターの

重機、これについては、タイヤショベル、最終処

分場で使っていたのですけれども、昭和５８年製

のもので、昔、土木で使っていたものを、払い下

げという形で、そこで使っていたのですけれど

も、それももう壊れてしまって、部品もないとい

う形で、それで中古を購入したところでございま

す。 

 また、重機類を向こうで大事に使っていただい

ていますので、そんな雑に使っているということ

は決してございませんで、今でも何とか大事に

使って、直し直し、実動自体は、土木のように、

除雪だとか、距離を走ったりはしないのですけれ

ども、やっぱりないと困りますので、そちらにつ

いては町のほうで面倒を見ているのが、今現状で

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 すみません、ドローンはもう買って

あったというか、去年買った分がここに出てきた

だけでしたね。勘違いでした。すみません。 

 タイヤショベルを買ったということと、ナン

バー１１の工事請負費で、光ケーブルの取り替え

と、基盤とおっしゃいましたけれども、どこを

走っているのが壊れたのですか。国道を走ってい

る光ケーブルを壊したということなのですか。

ちょっとそこの説明だけお願いします。 

○横田委員長 環境生活課長。 

○磯場環境生活課長 最終処分場の２基目の埋め

立て処分場、そこの浸出水をためておくプールと

いうか、そこの貯水槽から下の事務所まで光ケー

ブルが走っているのです。そこでセンサーで水位

だとか、そういうのを見ながら、連動して浸出水

の処理をしているのですけれども、そのケーブル

が劣化で破損してしまって、それを取り替えない

と、手動ではできるのですけれども、オートメー

ションでできないものですから、それを取り替え

たと。併せて、事務所のほうにある基盤も劣化し

ていたので、それも一緒に取り替えたという状況

でございます。 

 以上でございます。 

○横田委員長 あとは。 

 上野委員。 

○上野委員 ナンバー７でお願いします。ここ

で、特定空き家の解体事業補助金５０万円とあり

ますけれども、これ、１軒当たりの解体費用なの

か、それについてまず一つ。 

 それから、合併浄化槽の設置整備事業の補助金

８６１万円が計上されておりますけれども、これ

は何件の合併浄化槽に対する補助金だったのか。

基本的に１件当たり幾らぐらいの補助金になって

いるのか、その辺についてまずお願いします。 

○横田委員長 環境生活課長。 

○磯場環境生活課長 まず、空き家の解体補助で

ございますけれども、そこの建物によって、やっ

ぱり金額によっては違うのですけれども、解体費

については違うのですけれども、最大５０万円、

かかる経費の５分の４で、上限５０万円というこ

とで、ここのお宅は１００万円近かったと思って

おります。それの５分の４ということで、上限の

５０万円ということで支出しております。１軒で

す。 

 それから、浄化槽の関係でございますけれど

も、今回は一般住宅９軒で６４８万円、それか

ら、事務所が１件ありまして、それが３５人槽で

して、２１３万円となってございます。 

 以上でございます。 

○横田委員長 上野委員。 

○上野委員 解体補助金は、大きさ、その予算に

よって、５分の４ですか、８割の補助ということ

なのですけれども、町内には特定空き家というの
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は相当あるのではないかと思うのですが、持ち主

が近くに住んでいなかったり、もう相当ひどいよ

うな状態のものが放置されたり、そういう状況が

あるのですけれども、町はそういった特定空き家

の状況を数字的にも把握しておられるのか。そし

てまた、持ち主がいないような場合、それをどう

いうふうに今後対応しようとしているのか、その

辺、ちょっとお伺いしたいなと。 

 それから、合併浄化槽の件なのですけれども、

これは下水道の整備されていない地域の住民、こ

れまではくみ取りとかそういうような形で対応し

ていた住宅の方だと思うのですが、こういう対象

になる住宅といいますか、どのぐらいまだあるの

か、その辺について、ちょっと分かったら教えて

いただきたい。 

○横田委員長 環境生活課長。 

○磯場環境生活課長 まず、空き家の関係でござ

いますけれども、実際、なかなか相続が思うよう

に進んでいなくてというケースが本当にありま

す。今回の１軒、取り壊し補助したのも、２年が

かりで、相続人にまずお話をして、相続登記をし

ていただいて、それから申請していただいてとい

うことで、やっぱり粘り強く交渉していくという

しかないとは思っています、現状。なかなか近く

にいなくて、相続人もたくさんいてとかという形

で、２代ぐらいたってしまうと、本当に相続人何

十人となりまして、そこを全部見つけて１個ずつ

つぶしていくというのはすごい労力が要るのです

けれども、そういっても、なかなかそういうのを

放置しておくわけにいきませんので、今も現状、

現在進行形で、そういう取り組みをやっているこ

とですので、御理解いただきたいと思います。 

 それから、浄化槽の関係ですけれども、基本的

には下水道区域外のところの建物について、住宅

を建てるとか、改修するとかという形で、合併浄

化槽をつけたいという形で来ます。その軒数につ

いて、何戸、区域外に家が建っているかというの

は、うちのほうではそれは押さえていません。た

だ、全体で、今までの浄化槽の設置件数として

は、町全体で３６３件の浄化槽、全体で設置して

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○横田委員長 上野委員。 

○上野委員 町内の特定空き家として、町は把握

しているのかどうか、その数字的なものが把握し

ているのがあったらちょっと教えていただければ

と思います。 

○横田委員長 環境生活課長。 

○磯場環境生活課長 以前に同僚議員からもその

ような御質問もいただきまして、うちのほうで、

特定空き家というふうに認定すると、固定の問題

だとかいろいろあるので、空き家候補という形

で、認定はしていませんが、空き家候補というこ

とで、町内、大体４０軒程度の住宅があるのはう

ちのほうでは承知しています。 

 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。 

 中川委員。 

○中川委員 ナンバー１の狂犬病の予防接種のや

つなのですけれども、これ、資料を見たら、登録

が１,６５６で、注射と書いているのが９３９と

あったのですけれども、これは狂犬病をやった数

が９３９なのか、登録頭数と違ったから、ちょっ

とどうしてなのかなという部分が一つと、ナン

バー７の空き地の草刈り関係とか、先ほども結構

お話出ていたのですけれども、まずこれ、空き地

に関しては、あくまでも町民からのクレームが来

たときのみの対応なのか、もしくは、町のほう

で、道路に飛び出しているとかというのを定期的

に見に行ったりしているのか、これが、空き地の

雑草となっているのですけれども、最近、それこ

そ特定空き家ではないのですけれども、例えば老

人ホームに入ったりとか、そういう高齢者の、元

気なのだけれども、元気でいるのですけれども、

空き家状態というのですかね、家財とかはそのま

まあるのですけれども、実際は住んでいない状況

の住宅がぽつらぽつら、ちょっと増えているのが

見えてきて、そういったところで、やはり道路に

木が飛び出してきたりとか、伸びてきたり、草が

伸びてきたりというのは見受けられるのですけれ

ども、そういったものもこれに対象にしているの

かどうか。 

○横田委員長 環境生活課長。 
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○磯場環境生活課長 まず、犬の登録の関係でご

ざいますけれども、登録が１,６５６で、注射が

９３９というふうにありますけれども、注射はあ

くまで年に１回、ゴールデンウィーク明けに、集

団の、うちから出向いて、各地に出向いて注射す

る、その件数でして、御自分でペットの病院のほ

うに行くやつは、これにカウントしていませんの

で、なので、ちょっとそこがずれがあるというと

ころです。今、ペットのほうも大事にしています

ので、注射の件数は全て、ほぼほぼ注射している

ものと思ってございます。 

 それから、ナンバー７の草刈りの対応について

でございますけれども、こちらのほうは、確かに

家は建っていて、庭木が伸びてきているとかとい

うのも、結構今、そういう苦情もいただいている

ところです。あと、町のほうでも見回ったり、土

木のほうでも除雪の支障になるとかということも

ありまして、その辺、うちのほうで連絡を取り

合って、所有者のほうに刈り取りなど、自分でで

きなければ町のほうに委託、業者を紹介しますよ

という形で御案内しているところです。 

 以上でございます。 

○横田委員長 中川委員。 

○中川委員 空き家とか空き地に関しては、連携

して見ているということだと思うのですけれど

も、狂犬病に関してなのですけれども、これはあ

くまでも町が集団接種したときのみの数字しか載

せていないということで、例えば、この登録とい

うのは町が全部把握しているということですね、

登録は。それで、この差額でいけば７１７頭なの

ですけれども、７１７頭のワンちゃんは、自分た

ちで病院に行って打っているということで、それ

は町のほうにもちゃんと連絡は来ているというこ

とでよろしいのですか。 

○横田委員長 環境生活課長。 

○磯場環境生活課長 委員のおっしゃるとおりで

ございます。 

 以上です。 

○横田委員長 よろしいですか。 

 あとありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○横田委員長 これをもって、環境生活課に対す

る審査を終了します。 

 環境生活課長、御苦労さまでした。 

 続きまして、子育て健康支援課の審査を行いま

す。 

 子育て健康支援課長、決算書及び提出資料に基

づき、説明をお願いします。 

 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 それでは、子育て健

康支援課所管分の決算の状況について御説明をさ

せていただきます。 

 資料、共通様式を御覧いただきたいと思いま

す。 

 ナンバー１、事業名、児童福祉総務費は、当初

予算額７,２８１万８,０００円、補正予算額８,

７０６万６,０００円、予算現額１億５,９８８万

４,０００円に対し、支出済額は１億５,６７２万

５,９２８円、不用額３１５万８,０７２円で、執

行率は９８.０％になります。 

 この事業は、児童福祉業務を円滑に行うための

もので、補正の主なもの、歳入の状況及び歳出の

状況は、記載のとおりとなってございます。 

 ナンバー２、事業名、放課後児童対策費で、当

初予算額９,１２３万３,０００円、補正予算額マ

イナス５４６万９,０００円、予算現額８,５７６

万４,０００円に対し、支出済額は８,０４０万

５,８４６円、不用額５３５万８,１５４円で、執

行率は９３.８％になります。 

 事業目的は、学童保育クラブの運営を円滑に行

うもので、支出状況は、記載のとおりとなってご

ざいます。 

 次のページになります。 

 ナンバー３、事業名、本町子育て支援センター

運営費で、当初予算額１９１万８,０００円、補

正予算額４６万２,０００円、予算現額２３８万

円に対し、支出済額は２２６万６,９４２円、不

用額１１万３,０５８円で、執行率は９５.２％に

なります。 

 事業目的は、本町子育て支援センターの運営を

行うもので、支出状況は、記載のとおりでござい

ます。 

 ナンバー４、事業名、大中山子育て支援セン

ター運営費で、当初予算額１１２万７,０００
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円、補正予算額５１万１,０００円、予算現額１

６３万８,０００円に対し、支出済額は１５４万

５,７１３円、不用額９万２,２８７円で、執行率

は９４.４％になります。 

 事業目的は、大中山子育て支援センターの運営

を行うもので、支出状況は、記載のとおりとなっ

てございます。 

 次のページになります。 

 ナンバー５、事業名、子育て世代包括支援セン

ター運営費は、当初予算額２０８万２,０００

円、補正予算額マイナス１万９,０００円、予算

現額２０６万３,０００円に対し、支出済額は２

０６万１,００７円、不用額１,９９３円で、執行

率は９９.９％になります。 

 事業目的は、子育て世代に対する支援を包括的

に行うための経費として執行されたものでござい

ます。 

 ナンバー６、事業名、大中山保育所運営費で、

当初予算額１,５６４万５,０００円、補正予算額

１７６万８,０００円、予算現額１,７４１万３,

０００円に対し、支出済額は１,７０４万５,８３

４円、不用額３６万７,１６６円で、執行率は９

７.６％になります。 

 事業目的は、大中山保育所の運営を行うもの

で、支出状況は記載のとおりとなってございま

す。 

 次のページになります。 

 ナンバー７、事業名、子ども・子育て支援給付

事業費でございます。当初予算額７億８,２９６

万円、補正予算額マイナス３,９００万円、予算

現額７億４,３９６万円に対し、支出済額７億４,

０６９万９,９０１円、不用額３２６万９９円

で、執行率は９９.６％になります。 

 事業目的は、私立保育所、幼稚園及び認定こど

も園、小規模保育事業の運営を委託するもので、

支出状況は記載のとおりとなってございます。 

 ナンバー８、事業名、青少年育成対策費で、当

初予算額８２万２,０００円、補正予算額マイナ

ス２８万３,０００円、予算現額５３万９,０００

円に対し、支出済額は４１万４,６７４円、不用

額１２万４,３２６円で、執行率は７６.９％でご

ざいます。 

 事業目的は、青少年の健全育成を図るためのも

ので、支出状況は記載のとおりとなってございま

す。 

 民生費については以上でございます。 

 続きまして、衛生費に入ります。 

 ナンバー９、事業名、保健衛生総務費は、当初

予算額１,０５０万９,０００円、補正予算額２,

１５７万３,０００円、予算現額３,２８２万円に

対し、支出済額は３,１３７万５,２７１円、不用

額７０万６,７２９円で、執行率は９７.８％とな

ります。 

 事業目的は、保健衛生事業を行うもので、支出

状況は記載のとおりとなってございます。 

 次のページになります。 

 ナンバー１０、事業名、保健指導車管理費は、

当初予算額４０万８,０００円、補正予算額マイ

ナス４,０００円、予算現額４０万４,０００円に

対し、支出済額は３５万２,４７８円、不用額５

万１,５２２円で、執行率は８７.２％となりま

す。 

 事業目的は、保健指導車４台分の運行経費で、

支出状況は記載のとおりとなってございます。 

 ナンバー１１、事業名、疾病予防等保健対策費

は、当初予算額７,９９６万８,０００円、補正予

算額５,６３９万２,０００円、予算現額１億３,

６３６万円に対し、支出済額は１億２,１４８万

５,６４７円、不用額１,４８７万４,３４３円

で、執行率は８９.１％でございます。 

 事業目的は、防疫、健診及び疾病予防等を行う

もので、支出状況は記載のとおりとなってござい

ます。 

 次のページになります。 

 ナンバー１２、事業名、母子保健対策費は、当

初予算額２,０３０万７,０００円、補正予算額

１,３１９万円、予算現額３,３４９万７,０００

円に対し、支出済額は３,０１４万２,５４７円、

不用額３３５万４,４５３円で、執行率は９０.０

％でございます。 

 事業目的は、乳児健診などの母子保健対策を行

うもので、支出状況は記載のとおりとなってござ

います。 

 ナンバー１３、事業名、成人保健対策費は、当
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初予算額２,６７７万９,０００円、補正予算額マ

イナス２９３万円、予算現額２,３８４万９,００

０円に対し、支出済額は２,２８３万７,１３２

円、不用額１０１万１,８６８円で、執行率は９

５.８％となります。 

 事業目的は、各種健診などの健康増進を行うも

ので、支出状況は記載のとおりとなってございま

す。 

 次のページになります。 

 ナンバー１４、事業名、新型コロナウイルスワ

クチン接種事業費は、当初予算額ゼロ円、補正予

算額１,８０７万２,０００円、予算現額１,８０

７万２,０００円に対し、支出済額は１,４０４万

６６４円、不用額４０３万１,３３６円で、執行

率は７７.７％となります。 

 事業目的は、新型コロナウイルスワクチン接種

を円滑に行うもので、支出状況は記載のとおりと

なってございます。 

 ナンバー１５、事業名、保健センター管理費

は、当初予算額５１７万２,０００円、補正予算

額１２万３,０００円、予算現額５２９万５,００

０円に対し、支出済額は５０９万４,７１８円、

不用額２０万２８２円で、執行率は９６.２％で

ございます。 

 事業目的は、保健センターの維持管理に関する

経費で、支出状況は記載のとおりとなってござい

ます。 

 共通様式については以上となります。 

 次に、資料について御説明をいたします。 

 様式１の、事務事業予算全額未執行、細節５万

円以上の状況でございますが、新型コロナウイル

スワクチン接種事業の印刷製本費が２１万９,０

００円、通信運搬費で９４万円が未執行でござい

ましたが、これらの理由については、国からの通

知の遅延や、ワクチン供給の時期が、その当時、

不透明であったため、令和２年度内での執行がで

きなかったという内容でございますので、御理解

のほどよろしくお願いいたします。 

 続きまして、様式３の収入未済額の状況です

が、現年度分の学童保育料が１３件で８万１,９

００円、学童保育延長保育料が１件で５,８００

円、保育料（副食費）が１件で４,５００円、合

計９万２,２００円が収入未済となってございま

す。 

 また、滞納繰越分ですが、２８年度の保育所特

別保育料が２件で２,１００円、３０年度の学童

保育料が４件で２万８,０００円、保育料（副食

費）が６件で２万７,０００円、合計５万７,１０

０円の収入未済となっております。 

 今後も解消に向けて対処をしてまいります。 

 続きまして、追加資料の説明となります。 

 令和２年度大中山複合施設の燃料の状況につい

てでございます。 

 子育て健康支援課所管分、これについては大中

山学童クラブでございます。これについてのプロ

パンガスの使用数量、単価、基本料ほか金額につ

いては、２段目の一覧に月ごとの数量、金額等を

記載しておりますので、御確認をお願いいたしま

す。 

 また、電気料につきましては、４段目の一覧、

一番下の項目に、学童保育分として記載してござ

います。金額については、大中山出張所と４対６

の面積按分で支払いを行っている状況でございま

す。 

 次の追加資料につきましては、基本健康診査の

受診率の推移、過去５年分の状況でございます。 

 年代別の健診者数、受診率については、記載の

とおりとなってございますので、御確認をお願い

いたします。 

 また、次のページになります。 

 追加資料の財産の買い入れ契約、８０万円以上

の状況でございます。 

 これについては、物品の名称、新型コロナウイ

ルス感染症予防対策備品、非接触式電子体温計３

５個を購入させていただいております。選考事業

者名、契約金額等については、記載のとおりでご

ざいます。 

 また、新型コロナウイルス感染症予防対策用消

耗品一式、その下がその２ということで、感染症

の対策のマスク、アルコール消毒、必要な感染備

品等、消耗品をここで購入させていただいており

ます。 

 続きまして、次のページになります。 

 その他契約、８０万円以上の状況でございま
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す。 

 業務の名称については、ななえアップル商品

券、これについては、医療機関の関係従事者７４

１名に対してお配りをしている内容でございま

す。 

 また、ななえアップル商品券、これについて

は、児童福祉施設従事者２１６名に対してお配り

しているものでございます。 

 七飯町インフルエンザ予防接種事業としまして

契約を行ってございます。契約者、金額等につき

ましては、記載のとおりとなっておりますので、

御確認をお願いしたいと思います。 

 説明については以上でございます。よろしくお

願いを申し上げます。 

○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。 

 川村委員。 

○川村委員 確認のためなのですが、共通様式の

ナンバー２の一番下の学童クラブの入所補助金な

のですけれども、ちょっとこの中身、入所なの

で、多分、検査したりとか、この時期だと、入る

前にＰＣＲ検査だとか、そういう部分での何か補

助金を出しているのか、ちょっと中身の確認と、

補正のほうで、３月に多分整理予算で３２２万円

落としているのですが、これも入所の数が減った

から単純に落としたというだけの話なのか、

ちょっとその２点だけ、お願いします。 

○横田委員長 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 ナンバー２の学童ク

ラブ入所補助金の内容につきましては、公立で

やっている学童クラブと、民間で経営をいただい

ている学童クラブがございまして、そこに料金差

がどうしても発生してしまうということで、民間

の学童クラブのほうにも入りやすいような、町の

補助ということで、差額分の一定割合の規定の中

で、今、現状としては２,０００円と４,０００円

の補助をさせていただいて、その差を埋める対策

ということの施策を行っている状況でございま

す。 

 また、補正で減額している部分については、入

所者数の数が若干名減少したということで、補正

をさせて、減額をさせていただいたところでござ

います。 

 以上でございます。 

○横田委員長 あと。 

 平松委員。 

○平松委員 １点だけお願いしたいのですけれど

も、学童クラブのプロパンの料金ですけれども、

共通様式のほうでは９４万７,１８１円という表

示がありますが、いただいた資料のほうは８６万

２,３２７円と、これ、どこか違うのですか。 

 それと、先ほど部長の答弁にありましたけれど

も、バルクにガスの充填というのは、多分、毎月

やっているのではないかという御答弁があったの

ですけれども、この単価を見ると、２か月ずつ単

価が同じですから、もしかすると２か月に１回ぐ

らいの充填ではないのかなと思ったのですけれど

も、もし分かるのでしたら、その辺も御答弁願い

ます。 

○横田委員長 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 ナンバー２の燃料

費、プロパンの９４万７,１８１円、そして大中

山学童の８６万２,３２７円、これについては、

大中山の学童はこの金額でございますけれども、

町立の学童施設、ほかにも４施設ございまして、

その中で、それぞれの積み上げたものが９４万

７,１８１円だということで御理解をいただけれ

ばと思います。 

 また、バルクタンクの補充については、その

時々の状況を見ながら、事業者のほうが定期的に

納入をされていただいているということと、契約

の内容としましては、２か月に、隔月ごとに契約

を、国内で使用されている単価の兼ね合いを考慮

しながら、偶数月に契約の見直しをさせていただ

いて、支払いのほうをさせていただいているとい

うことでございますので、変動、上がり下がり、

結構ありますけれども、１年を通せば全体的に平

均化されるのかなということで、運用をさせてい

ただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○横田委員長 田村委員。 

○田村委員 ２点ほどちょっとお聞きしたいと思

います。 

 まず１点目は、保健センター管理費の部分で
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す。１５番。この１５番の中身を見ますと、補正

予算が１２万３,０００円ですよね。不用額が２

０万２８２円と。本来的に、お分かりだと思うの

ですけれども、通常、補正をしておいて、不用額

が２０万円、補正が１２万円という、こういう形

が、私は好ましくないと思うのですけれども、な

ぜこういう形になってしまったのか。逆に言え

ば、補正しなければしないでそれなりの対応がで

きたのだろうと思うのですけれども、そこら辺の

考え方、教えていただきたいと思います。 

 それから、もう１点、財産の買い入れ契約の中

で、５１万７,８２５円、１番目ですね。この部

分の随契、分かるのですけれども、随契の第１号

というの、私、ちょっと見ましたら、町の行為を

秘密にする必要があるときの項目、これ、ちょっ

と間違いではないのかなと思うのですけれども、

そこら辺をちょっと確認したいと思いますけれど

も。 

 以上です。 

○横田委員長 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 ナンバー１５の補正

１２万３,０００円に対して不用額の金額という

ことでございます。これについての補正の内容

は、補正の主なものという欄にちょっと記載をさ

せていただいておりますけれども、これは冬支度

としまして、除雪経費、これを１１万７,０００

円計上させていただきまして、電話料について

は、インフルエンザワクチンの問い合わせと、そ

して新型コロナウイルスワクチンの事業も開始さ

れた段階でございましたので、それだけのニーズ

が、需要があるということで計上させていただい

ておりました。しかし、需用費の光熱費だとか、

通常使っている経費の中で、ちょっと最終的に調

整しきれなかった部分が２０万円出てしまったと

いうことで、今後については、より精度の高い決

算の補正の最終的な確認をしていきたいなという

ふうに思ってございます。 

 また、財産の買い入れ契約の内容でございます

けれども、ちょっともう一度質問の内容を御確認

させていただいていいですか、財産の買い入れの

内容。 

○横田委員長 暫時休憩します。 

午後 ３時０８分 休憩 

───────────── 

午後 ３時０８分 再開 

○横田委員長 休憩以前に引き続き、再開いたし

ます。 

 子育て健康支援課長の答弁から入ります。 

 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 すみません、大変申

し訳ございません。これについては、１社随契と

いうことでございましたので、１号ではなく２号

の間違いでございましたので、修正をさせていた

だければと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○横田委員長 田村委員。 

○田村委員 分かりました。２号ということで、

契約の目的物が代替性のないものだということ

で、これ、中身を見ますと、非接触式電子体温計

ということなのですけれども、これは実際、トモ

エ学販以外には売っていなかったのかどうか、そ

こら辺、ちょっと教えていただきたい。 

○横田委員長 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 これについては、こ

の当時、こういう非接触型の体温計、コロナが蔓

延してきたせいで、全国的に品薄になってきたと

いう状況の中で、あらゆる取り扱い事業者に確認

をしまして、どこも本当に半年待ちだとか、２か

月待ちだとか、そういう状況の中で、いち早くど

うしても導入したかったという思いで動いてまい

りましたので、この数量を持ち合わせるトモエ学

販のほうに急遽お願いをしまして、代替性のない

対応だということの位置づけで整理をし、購入さ

せていただいたものでございます。御理解をいた

だければと思います。よろしくお願いします。 

○横田委員長 あとありますか。 

 上野委員。 

○上野委員 ２点ほど。 

 まず、共通様式のナンバー１ですけれども、委

託料、病児保育、障がい児保育、一時預かり、延

長保育、子育て短期支援ということでメニューが

ありまして、これは町内の保育所全てで行われて

いるのか、それとも特定のところでこういうサー

ビスといいますか、が行われているのか、その辺
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についてと、それから、ここでの予算計上は、そ

の場合の、何を基準にした、例えば人件費とし

て、病児何人に対して何人の保育士をつけると

か、そういう基準があっての補助金という形に

なっているのか、それについてひとつお伺いしま

す。 

 それから、２点目なのですけれども、ナンバー

９です。道南ドクターヘリ運航経費負担金２３９

万５,０００円と、毎年負担しているわけなので

すけれども、このドクターヘリというのは、これ

まで町で利用実績があるのかどうか。それと、そ

の場合の、どんな基準のときにこのドクターヘリ

が稼働するようになっているのか、そういったこ

となどについて、ちょっとお伺いしたいなと思い

ます。 

 以上です。 

○横田委員長 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 ナンバー１の一時預

かりですとか延長保育事業等については、町内の

保育園のほか、事業として実施可能な保育所につ

いて、委託をして、お支払いをしているという状

況でございます。これについては、町内に限ら

ず、町外、広域でお願いしている保育所について

も、この事業の受け入れが可能なところと契約を

させていただいて、実施をしているところでござ

います。 

 また、この金額のお支払いについては、国の基

準がございまして、１人当たり幾らだとか、そう

いう基準単価の中で委託料として、人数を掛け

て、積算をして支払うということになってござい

ます。 

 また、ドクターヘリにつきましては、令和２年

度の出動実績については３３件、管内では４０９

件の令和２年度の実績となってございます。 

 出動基準の内容でございますけれども、これに

ついては、救急要請を受けまして、その通報の内

容と、症状と、救急のほうで受けた内容で、消防

のほうで要請が必要だという内容のものでドク

ターヘリを要請するという内容となってございま

すので、これについては、ある一定の消防の専門

的な知識の中で要請されているということの認識

で捉えております。 

 以上でございます。 

○横田委員長 上野委員。 

○上野委員 これ、病児が発生したから、そのと

きに対応するとかいうのではなくて、あらかじめ

実施できる、そういう保育園に対して、一定の基

準で人員配置をしているというふうに受け取られ

るのですが、それについてちょっと確認したいの

と、それから、町内で、こういうことを受けられ

ない保育園があるのかどうか、全ての保育園でこ

ういう対応をしているのかどうかとか、その辺に

ついてちょっともう一度お伺いしたいのと、それ

から、国の補助金はこれについているのかどう

か、それについて再度。 

○横田委員長 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 まず、一時預かりで

すとか延長保育事業等につきましては、大概の保

育園でこの事業としての運用を行っていただいて

いる状況でございますので、これについては、で

きないという保育園は今のところ現状はございま

せん。 

 ただ、病児保育事業ですとか、障がい児保育事

業につきましては、特に病児保育事業となります

と、町内で２施設、そして１病院でお願いしてお

りまして、専門の看護師という資格を有する方が

常に在駐して、子どもたちの面倒を見ていただけ

るという体制づくりの中で、限られた施設、３施

設については、別の契約でもって運用させていた

だいております。 

 また、障がい児保育事業につきましては、保育

士の数が加配ということで、複数のサポートの保

育士がついて、子どもたちの面倒を見るというよ

うな取り組みでございますので、これにつきまし

ても、余力のある保育園については、この受け入

れを積極的に行っていただいているところでござ

います。 

 また、国の補助制度につきましても、これのそ

れぞれのメニューによって、町として歳入を受け

て、お支払いをさせていただいているという契約

をさせていただいておりますので、御理解のほど

よろしくお願いいたします。 

○横田委員長 上野委員。 

○上野委員 国の補助制度というか、そういう補
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助のあれが対象になっているのかどうか、ちょっ

と。 

○横田委員長 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 この事業の内容につ

きましては、全て国の対象となっている事業でご

ざいますので、国からの歳入を受けて、町のほう

から委託料としてお支払いをさせていただいてい

るという内容でございます。 

 以上です。 

○横田委員長 中川委員。 

○中川委員 ナンバー５の子育て世代包括支援セ

ンター運営費というところで、たしか去年の１０

月だったか１１月くらいから開設していったと思

うのですよね。私の話ですけれども、一般質問し

たときに、虐待の条例だ何だという質問したとき

に、この条例が、このセンターができるからとい

うので、小さい子から１８歳までの一括してサ

ポート体制ができるということだったのですけれ

ども、ここに入っているのは、記載されている内

容でいくと、開設関係の予算はついているのです

けれども、１０月以降の、要は開設後の運営費は

どこに入っているのですか。 

○横田委員長 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 ナンバー５の子育て

世代包括支援センターの開設ということでござい

ます。これまで保健センターでは、保健予防係と

子育て支援係で、子育て全般に関するサポート支

援を、この名称がつく前から、現行の体制で運用

しておりました。国からのそういう制度化という

ことで、うちの内部では、人員の配置等の組み換

えなどを行うことなく、現行のままでこの業務を

遂行できるという内容でございますので、これに

必要な基準となる、例えば個室の確保だとか、あ

と、相談を受けるに当たっての備品関係、この整

備をさせていただいて、より充実した子育て支援

を行っていけるような体制を構築したという内容

でございます。これについて、特にそれ以外の、

例えば変更に係る追加経費等はかかっていない

と、今の現状のままで遂行できているということ

で、御理解いただければと思います。 

 以上でございます。 

○横田委員長 中川委員。 

○中川委員 というと、今までやっていた、保健

センターの中で今までやっていた業務を、このセ

ンターを設立して、やっていたものをただそっち

に移していったということでよろしいですか。 

○横田委員長 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 内容的には、先ほど

御説明をさせていただいたとおり、例えば何かの

係が必要で、そこと合併して、より厚みをつけた

体制ということではなくて、それぞれがそれぞれ

の役割で、保健予防係と子育てがやってきたもの

を、お互いにシステムを例えば導入しながら、情

報の共有を図れたり、保健予防でスタッフが受け

なければならないものを、子育て支援の担当者が

それをかわって、それぞれに情報共有がなされる

ように、あっちだ、こっちだというような体制づ

くりではなくて、誰かしらがその情報を全て共有

している情報の中で、お客様と対応させていただ

けるということの構築づくりが今回のメインの内

容でございまして、これについては、これに、業

務に切り替わったことによって、大幅に何かが変

わったかといえば、そういうわけではないのです

けれども、よりお客様が相談される際には使い勝

手のいい体系にはなったのかなというふうには考

えてございます。 

 これに、また来年、家庭的支援拠点ということ

で、虐待がメインとなる、そういう拠点づくり

も、今、国のほうで進められておりますので、当

町としても、４月のセンター開設に合わせて、こ

の包括とはまた別な組織体系にはなるのですけれ

ども、それに合わせて虐待の条例だとか、その見

直しを図っていければなというふうに思ってござ

います。 

 以上でございます。 

○横田委員長 よろしいですか。 

 あとありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○横田委員長 それでは、私のほうからちょっと

お聞きしたいのですけれども、追加資料のその他

の契約の８０万円以上の中に、七飯町のインフル

エンザの予防接種の６,５２２万７,８１５円とあ

るのですけれども、この総人数を教えていただき

たいということが１点と、それから、先ほど同僚
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議員が聞いていたのですけれども、複合施設のプ

ロパンの単価が２か月置きに変更になっているけ

れども、これというのはあくまでも契約は２か月

置きの変更という契約に中でやっているのという

ことでいいのかどうか。 

 それから、最後に、財産の借り入れ、８０万円

以上の中で、新型コロナウイルスの感染症の予防

対策備品で、トモエ学販さんが随契でとったと。

これもトモエ学販さんが地元の業者としてここし

かなかったということで、そういう考え方でいい

のか。 

 ３点、お願いいたします。 

 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 まず、共通様式１１

番の、その他契約のインフルエンザ予防接種事業

の６,５２２万７,８１５円に対する人数でござい

ますけれども、これについては、全町民、この当

時の基準で２万８,０７６人に対しまして、１万

５,１６８人がこの接種を受けられたという状況

でございます。全て無償化ということで、全町民

を対象とした事業となってございました。割合的

には５４％の方がインフルエンザの予防接種を受

けられたという状況でございます。 

 また、大中山複合施設のプロパン、これについ

ては、偶数月に契約変更ができるという旨を、契

約の時点で、契約書内で記載をさせていただいて

対応している状況でございますので、当初の契約

に基づく内容であるということについて、御理解

をいただければと思います。 

 また、財産の買い入れの備品関係、電子体温計

の内容でございますけれども、これにつきまして

は、先ほど御説明をさせていただいたとおり、全

国的にこの品数が、とてもなかなか手に入らなく

て、函館市内の、通常、取り引きしている事業者

のほうにもお声掛けをさせていただいたところで

はございますけれども、やはりなかなか確約がで

きない、いつ納品できるかわからないという状況

の中で、町内のトモエ学販の事業者のほうに確認

をしましたら、とりあえず持ち合わせている、確

保できるだけの数量は何とか納品できそうだと。

それも早急に、１０日以内でだとか、１週間以内

でというような状況の情報をいただきましたの

で、早急に対応させていただいて、各種、学童だ

とか保育園だとか、そういうことの検温作業が必

要だったものですから、急を要するものというよ

うな判断の中で、１社随契をさせていただいたと

ころでございます。 

 以上でございます。 

○横田委員長 再質問。最後にプロパンなのです

けれども、２か月に一遍ずつやるということはい

いのですけれども、そうしたら、その計算として

いは、あくまでＣＰは毎月変わって、ＣＰＭ何と

かというやつは毎月変わっているので、それとい

うのは、その両方の数字を足したものに対して２

で割った数字で出すという考え方でいいですか。 

 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 これについては、大

中山学童施設については、ＣＰ連動の契約となっ

ていないものでございます。あくまで単価契約の

中で、価格の単価の変動というのは起こり得ると

いうことを双方協議の上、それであれば隔月ごと

の状況を見ながら、単価の増減が加わった際に

は、一月置き、偶数月にその変更を行いましょう

ということで、通年を通せば平均化できるのかな

という判断のもとで、このような設定をしてござ

います。 

 以上でございます。 

○横田委員長 そうしたら、あくまでも単価につ

いては、何を基本にして変動をかけているのかと

いうのはあるのでしょう。それは何に対してとい

うことなのですか。 

 子育て健康支援課長。 

○岩上子育て健康支援課長 この単価の変更につ

きましては、一般財団法人日本エネルギー経済研

究石油情報センターが公表する一般小売価格、Ｌ

Ｐプロパンガス速報値、これを基準にさせていた

だいておりまして、契約の変更をさせていただい

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○横田委員長 終わります。 

 質疑は、これをもって終わります。 

 以上で、子育て健康支援課に対する審査を終了

します。 

 民生部長、環境生活課長、子育て健康支援課
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長、御苦労さまでした。 

 以上で、民生部を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ３時２８分 休憩 

───────────── 

午後 ３時２９分 再開 

○横田委員長 休憩前に引き続き、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２９分 散会 
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