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午前 １０時００分 開会

共通様式での歳出の説明の中で説明いたします。

○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５回目を開催いたします。

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

中川委員より、遅参の届け出がありました。

あります。

本日の審査の前に、委員の皆さんに確認事項が
あります。

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

政策推進課より提出いただいた追加資料で、閲

ンバー１となります。決算書では１３８ページ及

覧用で用意しております資料の中で、書類が１枚

び１３９ページの部分ですが、一般会計、６款農

なくなっております。インデックスがついている

林水産業費１項農業費１目農業委員会費の予算現

ものですので、間違って委員の手元にある場合、

額は９５８万３,０００円で、補正予算額はマイ

本日、早急にお返ししていただくようお願いいた

ナス１６０万円、支出済額は７９４万３,２２６

します。

円であります。不用額は３万９,７７４円となっ

閲覧用の資料の紛失は、今後の資料要求に影響

ており、執行率は９９.５％です。この項目は、

いたしますので、持ち帰ることのないよう、厳重

農業委員会の運営に関する執行経費として支出し

に注意させていただきます。

ております。職員は３名、臨時職員は１名であり

また、情報防災課より、財産の買い入れ、８０

ます。

万円以上と、その他の契約、８０万円以上の追加

支出の内訳として、１節報酬、決算額６４４万

資料の提出がありましたので、配付しておりま

７,０００円、不用額ゼロ円です。内訳は、農業

す。追加の聞き取りが必要ある場合は、挙手、お

委員会費、会長１名分、３８万２,０００円、農

願いいたします。追加の資料はございますか。

業委員１３名分、４５１万１,０００円、農地利

（「なし」と呼ぶ者あり）
○横田委員長

用最適化推進委員６名分の１５５万４,０００円

なしということで、それでは、情

であります。

報防災課については、資料の提出で終了させてい
ただきます。

共済費につきましては、その他共済費というこ
とで、農業委員会公務災害保険料２万円の支出で

それでは、各課の聞き取りを行います。

あります。

初めに、農業委員会の審査を行います。

旅費は、決算額３０万２,６６０円、不用額は

農業委員会事務局長、御苦労さまです。

１万３,３４０円。内訳といたしましては、農業

決算書及び提出資料に基づき、説明をお願いし

委員費用弁償２０万７,７８０円、一般職旅費５

ます。

万９,９８０円、研修視察随行職員旅費３万４,９

なお、資料は事前に配付されておりますので、

００円であります。

資料の事業決算の具体的内容については、特段の

交際費は、決算額３万５８０円、不用額は１万

説明のない限り、「記載のとおり」でよろしいで

４,４２０円。内訳といたしましては、農業委員

す。

会交際費、香典、供花、行事の３万５８０円であ

農業委員会事務局長。
○田中農業委員会事務局長

ります。
それでは、令和２年

１１節需用費、決算額５４万６,９３４円、不

度決算審査特別委員会、説明をさせていただきま

用額１,０６６円。内訳といたしまして、消耗品

す。

費１０万４,４７２円。燃料費は、庁舎用燃料費

令和２年度決算、農業委員会関係分の概要につ
いて説明させていただきます。

で１１万７,０００円。印刷製本費は、農業委員
会だより２回発行しております。町広報１０月号

令和２年度一般会計歳入歳出決算の歳出を説明
させていただきます。

合冊と、町広報３月号の合冊で、１０月号は１万
１,９２０部、３月号は１万１,９４０部の発行と

なお、歳入につきましても、決算審査要求資料

なっております。光熱水費は、庁舎の電気料８万
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４,０００円です。

若山委員。

１２節役務費、決算額１３万５,０００円、不

○若山委員

特に支出でどうこういうところはな

用額はゼロ円です。これは、内訳といたしまして

いのですけれども、ほかの課でもあったのですけ

は、庁舎の郵便料４万５,０００円と、庁舎電話

れども、特定財源で農業委員会活動費交付金とい

料ということで９万円の支出となっております。

うことで８４４万９,０００円だ入っているので

１４節使用料及び賃借料、決算額２４万２,３

すけれども、実際の支出済額が７９４万３,００

５２円、不用額６４８円で、内訳は、農地管理地

０円ということで、差額、これ、もらっていたま

理情報システム賃借料２４万２,３５２円であり

までいいのですか。返すとか、そのような事務の

ます。

取り扱い、何かあれば、ちょっと教えていただけ

次に、１９節負担金、補助及び交付金、決算額

ればなと思います。特定財源が多い場合の取り扱

２１万８,７００円、不用額は１万３００円。内

いということで。

訳といたしましては、会議負担金は支出がござい

○横田委員長

ませんでした。北海道農業会議負担金が１４万

○田中農業委員会事務局長

９,７００円、渡島地方農業委員会連合会負担金

は、農業委員会職員の賃金というか、給料になり

６万９,０００円となっております。

ます。

続きまして、歳入について御説明いたします。

以上です。

決算書では２２ページ及び２３ページの部分で

○横田委員長

農業委員会事務局長。
差額につきまして

若山委員。

すが、１３款使用料及び手数料２項手数料４目農

○若山委員

林水産手数料１節農業手数料で、現況証明手数料

か、総務部で全部一括で何かやるような、そちら

で、予算額は５万４,０００円、決算額は６万６,

のほうに回るので、余っているわけではないよと

４００円であります。内訳といたしましては、現

いう、そういうふうに見なければいけないという

況証明手数料４３件、４万４,２００円、その他

ことなのですね。分かりました。

の証明手数料４７件、２万２,２００円です。

○横田委員長

次に、決算書３２ページ、３３ページの部分で
すが、１５款道支出金２項道補助金５目農林水産

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。

業費道補助金１節農業費補助金で、農業委員会活
動費交付金ほかで、予算額は８６０万４,０００

ということは、人件費、別枠という

以上で、農業委員会に対する審査を終了しま
す。

円で、決算額は８５２万１,０００円でありま

農業委員会事務局長、御苦労さまでした。

す。内訳といたしましては、農業委員会活動費交

次に、経済部の審査を行います。

付金８４４万９,０００円、国有農地等管理処分

暫時休憩いたします。

事業管理事務交付金７万２,０００円。

午前１０時０９分

次に、決算書４２ページないし４５ページの部

休憩

──────────────

分ですが、２０款諸収入５項雑入４目雑入２節雑

午前１０時０９分

入で、農業者年金業務委託手数料ほか２件で、予

○横田委員長

算現額は３２万円で、決算額は３６万４,９５０

ます。

再開

休憩以前に引き続き、再開いたし

円であります。内訳といたしましては、農業者年

次に、経済部の審査を行います。

金業務委託手数料３４万４,０００円、農地保有

経済部長、農林水産課長、商工観光課長、御苦

合理化事業委託金６,０００円、課税情報提供事

労さまです。

務費収入が１万４,９５０円です。
一般会計につきましては以上でございます。
○横田委員長

決算書及び提出資料に基づき、説明をお願いし
ます。

ありがとうございます。

これより、審議を行います。

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
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説明がない限り、「記載のとおり」でよろしいで

実施のため、業務を推進するための国策の補助事

す。

業でございます。当初予算額５２２万２,０００

それでは、農林水産課長、お願いいたします。

円、補正予算額マイナス７３万５,０００円、予

農林水産課長。

算現額４４８万７,０００円、支出済額４２７万

○村上農林水産課長

農林水産課所管の令和２年

度決算説明をさせていただきます。

４,５３８円、執行率９５.３％となっておりま
す。

それでは、共通様式にしたがって説明させてい
ただきます。

詳細につきましては記載のとおりとなってござ
います。

共通様式ナンバー１、決算書１３８ページから

○横田委員長

農林水産課長、すみません、歳入

１４１ページ、事業決算名、農業総務費になりま

のほうも、もし大きいやつがあった場合には言っ

す。この事業目的は、主に各種協議会に対する負

てください。お願いいたします。

担金の支出を目的としております。当初予算４７

○村上農林水産課長 失礼いたしました。

万８,０００円、補正予算額マイナス７,０００

共通様式ナンバー５、決算書１４２ページから

円、予算現額４７万１,０００円、支出済額４６

１４３ページとなります。事業決算名、土地改良

万８,５５５円、不用額２,４４５円、執行率９

総務費となります。ここでは、土地改良事業全般

９.５％となっております。

を円滑に推進するもので、当初予算３９万１,０

詳細につきましては記載のとおりとなってござ
います。

００円、補正予算額７,７７０万２,０００円、予
算現額７,８０９万３,０００円、支出済額７,８

次に、共通様式ナンバー２、決算書１４０ペー
ジから１４１ページでございます。事業決算名、

０９万１,６４９円、不用額１,３５１円、執行率
１００％となってございます。

農政公用車管理費。当初予算２３万４,０００

特定財源につきましては、北海道多面的機能支

円、補正予算額マイナス６万２,０００円、予算

払事業補助金といたしまして５,８３０万８５９

現額１７万２,０００円、支出済額１１万４５３

円、歳入としてございます。

円、不用額６万１,５４７円、執行率６４.２％と
なってございます。

詳細につきましては記載のとおりとなってござ
います。

詳細につきましては記載のとおりでございま
す。

次に、共通様式ナンバー６、決算書１４２ペー
ジから１４３ページでございます。事業決算名、

次に、共通様式ナンバー３、決算書１４０ペー

農業施設維持管理費でございます。この事業目的

ジから１４１ページでございます。事業決算名、

は、農業用施設の適正な維持管理を行うものとし

農業支援対策事業費になります。この事業目的

まして行ってございます。当初予算額４９万４,

は、農業及び農村振興に係る事業を推進すること

０００円、補正予算額マイナス７万３,０００

を目的としております。当初予算額２億３７３万

円、予算現額４２万１,０００円、支出済額４２

６,０００円、補正予算額９６万３,０００円、予

万４１３円、不用額５８７円、執行率９９.９％

算現額２億４６９万９,０００円、支出済額２億

となっています。

４６０万９,５０１円、不用額８万９,４９９円、
執行率１００％となっております。

詳細につきましては記載のとおりでございま
す。

詳細につきましては記載のとおりでございま
す。

次に、共通様式ナンバー７、決算書のページ、
１４２から１４３ページとなります。事業決算

次に、共通様式ナンバー４、決算書１４０ペー

名、国営農業基盤整備事業費でございます。この

ジから１４３ページでございます。事業決算名、

事業目的は、国営農業基盤整備事業の円滑な推進

経営所得安定対策推進事業費になります。この事

を図るものでございます。当初予算額７８万８,

業目的は、経営所得安定対策に係る事務の円滑な

０００円、予算現額、同７８万８,０００円、支
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出済額７８万６,０４５円、不用額１,９５５円、

す。

執行率９９.８％となってございます。

次に、共通様式ナンバー１１、決算書１４６

詳細につきましては記載のとおりでございま
す。

ページから１４７ページでございます。事業決算
名、町営牧場作業車管理費でございます。当初予

次に、共通様式ナンバー８、決算書１４２ペー

算２７４万７,０００円、補正予算額マイナス２

ジから１４５ページでございます。事業決算名、

万２,０００円、予算現額は２７２万５,０００円

道営農業基盤整備事業費になります。この事業目

で、支出済額は２７２万４,０６９円でございま

的は、道営農業基盤整備事業の円滑な推進を図る

す。不用額は９３１円となっており、執行率は１

もので、当初予算７,０４５万６,０００円、補正

００％となってございます。

予算額６９６万６,０００円、予算現額７,７４２

次に、項が変わり、林業費となります。

万２,０００円、支出済額７,７２４万６,７６

共通様式ナンバー１２、決算書１４６ページか

３、不用額１７万５,２３７円、執行率９９.８％

ら１４９ページ。事業決算名、林業費でございま

となっています。

す。この事業目的は、林務行政の円滑な推進のた

詳細につきましては記載のとおりでございま
す。

めのものでございます。当初予算２５２万４,０
００円、補正予算額４７万２,０００円、予算現

共通様式ナンバー９、決算書１４４ページから

額２９９万６,０００円、支出済額２９９万３,８

１４５ページでございます。事業決算名、土地改

０４円、不用額２,１９６円、執行率９９.９％と

良公用車管理費でございます。土地改良事業の円

なってございます。

滑な推進のため、公用車の維持管理に係るもので

特定財源といたしましては、森林環境譲与税８

ございます。当初予算額３０万８,０００円、補

６万６,８４０円、未来につなぐ森づくり事業補

正予算額マイナス６万４,０００円、予算現額２

助金１１５万５,２２６円が歳入としてございま

４万４,０００円、支出済額１９万７,３８６円、

す。

不用額４万６,８１４円、執行率８０.９％となっ
てございます。

詳細につきましては記載のとおりでございま
す。

詳細につきましては記載のとおりでございま
す。

次に、共通様式ナンバー１３、決算書１４８
ページから１４９ページでございます。事業決算

次に、共通様式ナンバー１０、決算書１４４

名、町有林整備費になります。この事業目的は、

ページから１４７ページでございます。事業決算

町有林の整備促進を図るためのものでございま

名、町営城岱牧場運営費でございます。町営城岱

す。当初予算額１,３１９万９,０００円、補正予

牧場監視舎の適正、円滑な維持管理運営を図るた

算額マイナス１３１万２,０００円、予算現額１,

めのものでございます。当初予算額１,３２８万

１８８万７,０００円、支出済額１,１８８万６,

１,０００円、補正予算額マイナス４７万９,００

９００円、不用額９０２円、執行率は１００％と

０円、予算現額１,２８０万２,０００円、支出済

なってございます。

額１,２７１万４,９６４円、不用額８万７,０３
６円、執行率９９.３％となってございます。

特定財源といたしまして、森林保育事業費補助
金８０３万２,７６４円、間伐材売払収入６１４

歳入につきましては、町営牧場使用料といたし
まして、１,０３３万８,１００円納入されてござ

万１０７円、立木伐採補償金といたしまして１９
万９,２８０円となってございます。

います。関連いたしまして、城岱牧場放牧牛ダニ
予防対策経費負担金２２２万４,０９５円、城岱

詳細につきましては記載のとおりでございま
す。

牧場放牧牛飼料給餌費負担金といたしまして１６
万５４０円、歳入としてございます。

次に、共通様式ナンバー１４、決算書１４８
ページから１４９ページとなります。事業決算

詳細につきましては記載のとおりでございま

名、水産業費となります。この事業目的は、内水
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面漁業振興を目的に執行されてございます。当初

います。

予算額は９万９,０００円、支出済額は９万８,０

続きまして、追加資料となります。

９８円、不用額は９０２円となっており、執行率

令和２年度中山間地域所得向上支援事業補助金

は９９.１％となってございます。

について御説明申し上げます。

次に、共通様式ナンバー１５、決算書２２４

資料、開いていただきまして、１ページ目とな

ページから２２５ページとなってございます。事

りますが、農林水産省作成の本事業の概要資料で

業決算名、農道等災害復旧事業費になります。当

ございます。中山間地域について、所得向上に向

初予算額は５０万円でしたが、昨年度においては

け、政策の一つといたしまして、生産、販売等の

緊急的支出を要する災害等がなかったことから、

施設整備等を総合的に支援する事業となってござ

３月定例会において、１２節委託料、１３節使用

います。今回の補助金としては、目標として、米

料及び賃借料及び１５節原材料について、皆減と

生産農業者における販売額の１０％以上向上を目

しております。

指し、清酒販売製造事業者において、清酒販売製

続きまして、様式３でございます。

造施設を整備するものでございます。事業の流れ

令和２年度収入未済額の状況、ナンバー１とな

といたしましては、補助率５０％以内で、補助金

ります。

の流れといたしまして、国、北海道、市町村、清

初めに１枚目ですが、ここでは滞納繰越処分と

酒販売事業者という流れとなります。

なります。生活困窮により収入額が非常に少ない

ページを進んでいただき、３ページ目となりま

状態ですが、引き続き納付を要請してまいりたい

すが、計画概要表となっております。表の中ほど

と考えてございます。

に記載がありますが、抜粋いたしますと、耕作面

内訳といたしまして、２０款５項４目雑入、公

積の維持には、水稲と畑作の複合経営は今後も不

社貸付肉用牛事故賠償金２件の合計調定額は１１

可欠であります。農家の所得向上のためには、水

万９,３２９円に対しまして、収入額合計３万６,

稲の収益性の底上げが求められ、収益性を高める

０００円、未収入済額８万３,３２９円となって

新たな取り組みが必要となります。

おります。なお、未済に係る具体な理由といたし

また、新幹線、道の駅開業で、新たな特産品が

ましては、生活困窮による分割納付となってござ

求められ、特に平成１０年に限定的に発売された

います。

赤松街道、これは七飯町産きらら３９７を使用し

１６款２項２目でございます。物品売払収入、

ておりますが、好評を博して以来、地元産の酒米

貸付肉用牛売払収入４件の合計調定額１０５万

を地元の酒蔵で製造する地酒を求める声は根強く

３,０７１円に対し、収入額計３万６,０００円、

あります。

収入未済額１０１万７,０７１円となっておりま

そこで、下段の表になりますが、清酒販売製造

す。なお、未済に係る具体的な理由といたしまし

施設の整備によって、米の主食用品種から、酒造

ては、前段同様、生活困窮による分割納付となっ

好適米栽培へと切り替え、１俵１万８,０００円

てございます。

の契約栽培を行うことで、米の販売額１０％以上

続きまして、様式３、令和２年度収入未済額の
状況、ナンバー２になります。

の向上を図り、酒米生産者の収入の安定を図るも
のでございます。清酒販売製造施設の整備によっ

内訳といたしまして、１２款２項２目農業負担

て、地域内雇用の創出や、酒造施設見学の受け入

金、国営土地改良事業受益者負担金４０件の合計

れにより、消費拡大を図り、地域経済の活性化に

調定額は２,８９６万３１０円に対しまして、収

つなげ、各関係団体と協力し、酒造副産物の酒粕

入額計、３件、２６万円、収入未済額計２,８７

や米糠の利用として、レストラン等では、若鶏の

０万３１４円、３９件となってございます。な

もも肉にタレと酒粕をつけ込み、米の中心部に近

お、未済に係る具体的な理由といたしましては、

い上白糠を使った衣で揚げた唐揚げや、酒粕を使

前段同様、生活困窮による分割納付となってござ

用したケーキなどの菓子類、また、酒粕を使った
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魚の西京漬け等を提供するなど、商品開発も行わ

○横田委員長 ありがとうございます。

れているほか、日本酒と副産物加工品は町内の取

これより、審議を行います。

り扱いを皮切りに、全国へ販路を拡大させていく

川村委員。

というものでございます。さらには、将来的に海

○川村委員

何点かちょっと質問させていただき

外への輸出を視野に入れ、取り組んでまいりま

たいのですが、まず、共通様式のナンバー３、１

す。

８の負担金、補助及び交付金の、今御説明ありま

このように、令和４年の計画達成を見込んでお

した中山間地域所得向上支援事業補助金、２億円

りますが、確実な実現に向け、酒造好適米の栽培

ということで、この中身についてなのですが、

指導など、北海道、関係機関を初め、各関係団体

今、資料の説明書の中に、当然、施設の整備のほ

においても事業者をサポートしております。

うにも入っているのですけれども、この中身を見

ページを進んでいただき、４ページ目ですが、
施設の概要等になります。

ると、生産者に対しての内容というのが何も入っ
ていなかったのですよね。本来、基盤整備という

酒造販売製造施設１棟に係る概略ですが、内訳

部分で考えると、例えば米でも野菜でも、そう

としまして、上段、地域連携販売協力強化施設、

いった生産者に対しての基盤整備の部分が全く

これは販売に関わる施設のエリアで、見えづらく

入っていないなと、見受けられないですけれど

申し訳ございませんが、事業費の記載は、小数点

も、補助金の中身の部分の中で、そういった部分

を入れ、１００万円単位となってございます。

は含まなくてもいいという、そういう中でこう

３,１１１万９,０００円、事業費でございます。

いった申請が通ったものなのか、ちょっとその

国からの補助金は、消費税を除いた５０％の１,

辺、もう少し詳しく、ちょっと教えていただきた

４１４万５,０００円となります。

いというのがまず１点。

下段、農産物等処理加工施設は、酒造エリアと

あと、これは町自体の補助金、例えばふるさと

なっております。酒造施設も含めまして、計画処

財団みたいな感じで、利息分だけ町で負担するよ

理量９０.４トンとしており、事業費は４億８８

と、そういった部分の補助とか、そういった部分

８万１,０００円となっており、国からの補助金

の補助が一切ないものなのか。これ以外に、別

は、消費税を除いた５０％の１億８,５８５万５,

途、町として単独として補助している部分がない

０００円となってございます。補助金は合わせて

のか、ちょっとその点を２点目。

２億円となります。

３点目が、共通様式のナンバー１０、１０番の

スケジュールといたしまして、令和２年５月２

需用費で、消耗品費ということで、９,０００万円

２日に採択申請、計画認定申請を七飯町から北海

近いお金で、いろいろ殺虫剤とか、こういったも

道へ申請してございます。

のを購入されているのかと思うのですけれども、

同年７月７日、事業者より七飯町へ補助金交付

これ自体の、例えば備品とか、そういった扱い

申請書が提出され、同日、七飯町より北海道へ補

で、入札とか、そういった部分で契約しているも

助金交付申請を行ってございます。

のなのか、例えば、どっちかというと特殊な部分

８月２７日、北海道より七飯町へ北海道の補助
金が交付決定されてございます。

でしょうから、限られたところでしか扱っていな
いのかなとは思いますけれども、ちょっとその辺

本年３月５日、酒造施設が完成しており、同

について御説明ください。

日、七飯町より事業者へ２億円の額の確定を行っ
てございます。

３点、お願いいたします。
○横田委員長 農林水産課長。

同３月１９日、七飯町より北海道へ補助事業等
の実績報告を行いまして、３月２３日、北海道よ

○村上農林水産課長
ございます。

り七飯町へ補助金の額の確定がありました。
以上でございます。

それでは、順にお答えして

１点目でございますが、農業者の基盤整備等な
どが含まれていなくてもよいかということでござ
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いますが、この事業は、資料の１ページ目にござ

は補助を出すよと。例えば周りの用水の整備と

います、販売額の１０％以上の増加という施策目

か、それに伴うそういった整備とか、そういうの

標がございます。これは農業者、米生産者の販売

も含めて整備費、今回の補助金の中に含むという

額が１０％以上向上することを目的としておりま

ような感じであれば非常にいい、それがメインか

して、今回、主食用米から酒米に切り替えて生

なと私はちょっと捉えていたのですけれども、例

産、農業者の方が生産してございまして、１俵当

えば農家さんが今、この部分で、実際、見合うの

たり１万８,０００円で買い取るということで、通

かどうか。多分、そういった一切基盤整備のあれ

常、主食用米にいたしましては、１万４,０００円

がないまま、１０％のあれがあるから、生産者と

強、１万５,０００円弱の金額でございます。その

してはそれでいいですよという、そういうような

部分を、この施設が稼働することによりまして、

ものになっているものなのか、ちょっとその辺、

酒米として農業者より買い入れすることになりま

もう少し分かれば教えてください。

すので、主食用米から酒米をつくった米の１俵当

あと、ナンバー１０のほうの、これ、ちょっと

たりの買い取り価格が上がります。それで１０％

確認なのですけれども、これは除草剤とか肥料は

所得向上を目指すというような事業となってござ

まとめて入札しているのか、個々に分けてやって

いますので、この事業の中には基盤整備等は含ま

いるのか、そこだけ、ナンバー１０については教

れてございません。

えてください。

２番の、町の補助金が含まれているか否かとい

○横田委員長 農林水産課長。

うことでございますが、これは国から５０％の補

○村上農林水産課長

助金を受け取りまして、北海道、七飯町と流れて

す。

順にお答えいたしていきま

きまして、それを事業者のほうに交付していると

まず、１点目の件でございますが、農業者様に

いうことでございますので、町の補助金の負担

おかれましては、米を生産するときには、主食用

は、実質、ございません。

米であっても酒米であっても、当然、田んぼに肥

３点目の、町営牧場運営費の需用費でございま

料など使うのですけれども、そういった経費とい

すが、需用費自体は９００万円程度活用させてい

たしまして、どちらの米を作付けしても、ある一

ただいてございます。これは主なものといたしま

定程度の経費というものは、農業の経営上、かか

して、牧場の除草剤、牛に係る寄生虫の駆除剤、

りますので、そこは販売額がやっぱり高いほう

そういったものや、畑の肥料、そういったものを

が、その分、収益となるというような考え方でご

購入してございます。これにつきましては、入

ざいます。

札、見積り合わせ等によりまして、複数社の中か

２点目の件でございますが、基本的には、その

ら選定されて購入しているものでございますの

使う薬剤に関してはまとめて購入してございま

で、入札、見積り合わせ等、行ってございます。

す。ただ、肥料に関しては、使う時期もございま

以上でございます。
○横田委員長
○川村委員

すので、春、秋、使うのですけれども、それはそ

川村委員。

のときに応じてまとめて、春用、秋用という形で

今の質問の中で、もともと米、１万

まとめて購入する形になります。

４,０００円が、今度、酒米に変えて１万８,００

以上でございます。

０円になるよということなのですけれども、

○横田委員長 経済部長。

ちょっと私も農業関係、余り詳しくはないのです

○青山経済部長

けれども、例えば米を酒米に変えるときの、やっ

ます。

では、補足答弁させていただき

ぱり、例えば野菜でいくと、例えば土を変えたり

中山間の国からの補助の関係でございますけれ

とか、整備の部分のお金が、多分、生産者さん、

ども、課長から説明したとおり、まず、この補助

多分かかるかと思うのですよね、作るに当たっ

制度が、皆様に追加資料で配りました説明書にも

て。本来であれば、そういう部分に対しても、要

書いてございますが、あくまで対象が施設整備等
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という、この部分でこの事業が動いているという

て、経営管理基本業務と森林経営管理意向調査業

ことで、まずはそういう形で、国から、今回は酒

務の二つの業務を委託してございます。これは委

蔵の施設を造るのに、この施設等から該当するよ

託先といたしましては、七飯町森林組合のほうに

ということで、補助制度の認可を受けていると。

委託してございます。

その条件といたしましては、地元の農家のため

そうしまして、間伐材利用製作委託業務でござ

に、収入が、販売額が１０％上がるということで

いますが、こちらのほうは、間伐材を利用した製

ございますので、先ほど課長からありましたけれ

品を公共施設に設置しまして、町民が木と触れ合

ども、１俵当たり１万８,０００円ということ

うことを目的として行いました。使用する間伐材

で、これは通常の米の単俵より１０％以上高い価

に関しては、可能な限り町有林のものを使用して

格で、なおかつ計画栽培ですから、契約をもっ

行っていきたいというように考えながら、今回は

て、その事業者と農家さんが契約に基づいて酒米

木製のベンチを作製いたしました。

を作っているということでございます。

以上でございます。

それと、先ほど課長のほうから、令和４年度が

木製ベンチの委託先でございますが、すみませ

目標年次になってございますけれども、資料の４

ん、ちょっと手元に資料がないのですが、民間業

ページで書いているとおり、対象となる農地面積

者１社につくっていただいてございます。これは

１８.５ヘクタールということで、最終的にはこ

時期的なものがありまして、一遍にはつくってい

の１８.５ヘクタールに向けて、事業者側も地元

ないのですが、１年間の中で何回かに分けて造っ

の農家の方々にも協力を得ながら、この計画を実

てございます。

施していくということで御了承いただきたいと思
います。

○横田委員長

以上です。
○横田委員長

○平松委員
あとありますか。

平松委員。
中山間のほうの補助金ですけれど

も、単年度かということなのですけれども、例え

平松委員。
○平松委員

以上でございます。

ば施設で、販売をするための施設を新設する、増

今の中山間の補助というのは、単年

設するといったら、来年度もこういう補助制度が

度で終わるものなのですか。また続く可能性があ

あればの話でしょうけれども、該当するのかなと

るものなのか、ちょっとそこを教えていただきた

思ったので、ちょっと確認をさせていただきた

い。

い。

それと、ナンバー１２の１２、委託料の中に、

それから、委託業務は森林組合に出したという

森林経営管理委託業務と、間伐材利用製品製作の

ことで、説明としては分かるのですけれども、実

委託業務とあるのですけれども、これは今までな

際問題、森林の経営方針、方針というのかな、内

い項目なのですか、今までも毎年ずっとあるもの

容を、ふだん、ずっと森林組合がやってきてい

なのですか。それであれば、どこに委託をしてい

る、そこに委託してしまうというのは、何ら新し

るのかをちょっとお聞きしたいなと思います。

いことにつながらないような気がするのですけれ

○横田委員長 農林水産課長。

どね。例えば民間の経営コンサルだとか、そうい

○村上農林水産課長

うところで、こういうことに利用できないでしょ

それでは、順にお答えして

まいります。

うかみたいな、そういう提案を受けるための業務

１点目の、事業の件でございますが、今のとこ

ではないということなのですかね。

ろ単年で終わる事業として聞いてございます。

それと、金額は少ないのですけれども、木材製

２点目の、ナンバー１２、林業費の委託料でご

品の委託というのも、これも何か、せっかく毎年

ざいますが、森林経営管理委託業務でございま

毎年、この森林環境譲与税というのは来るのです

す。これは中身といたしまして、平成３１年４月

から、何か新しいことにつながるような、そうい

に施行されました森林経営管理法に基づきまし

う提案みたいなことができないのかなと思ったの

－ 9 －

ですけれども、ちょっと、使い方に関しては文句

して、森林整備担い手対策推進事業補助金１０万

ないのですけれども、この先に対して、同じよう

９,７２０円、それから、未来につなぐ森づくり

な流れでいくのは少し寂しいなと思ったものです

事業補助金１８７万７,２４４円、木育活動支援

から、お考えあるのでしたらお答えください。

補助金１５万円と、これについて、ちょっと中

○横田委員長 農林水産課長。

身、少し分かるように説明をお願いしたいなと。

○村上農林水産課長

まず１点目でございます

以上２点、お願いします。

が、現在の考え方といたしましては、平成３１年

○横田委員長 農林水産課長。

４月に施行された森林経営管理法に基づいて行っ

○村上農林水産課長

てございますが、現状といたしましては、今段階

まいります。

それでは、順にお答えして

では適切に管理されていないというように思われ

まず１点目、北海道農業次世代人材投資事業補

る森林所有者への、まずは管理の状況等、調査し

助金でございます。こちらに関しましては、新規

て、今後、進めていきたいというようなことで

就農者の方、新規に農業をやられるという方に対

行っているものでございます。

しまして、最大５年間なのですが、要件を満たす

２点目につきましては、今後、議員のおっしゃ

ことによりまして、補助金が交付されるというこ

るようなことが可能であれば検討して、ほかの、

とでございます。この交付金は間接補助金でござ

ベンチ以外に何かできないか、検討してまいりた

いまして、道から町で、農業者のほうにお渡しす

いと思います。

る、歳入歳出同額の補助金でございます。今回

以上でございます。
○横田委員長
○平松委員

は、通常、年間１５０万円が支給されますが、こ

平松委員。

の方は半期分で、夫婦でこの方は就農されました

申し訳ないです。町のほうで森林所

ので、夫婦の場合は１.５倍の金額が補助されると

有者に対してアンケートというか、調査してい

いうことで、７５万円の１.５倍で１１２万５,０

る、その分のお金ということなのですか。

００円補助されているというもので、これは新規

○横田委員長

就農する方に、条件を満たした方のみでございま

平松委員、それ、ちょっと一般質

問ではないですかね。

すが、補助されるという間接的な補助金でござい

答えられる中で、農林水産課長、答えてくださ

ます。

い。

２点目でございます。北海道林業木材産業人材

○村上農林水産課長

森林所有者への管理の状況

育成支援協議会負担金３万円でございますが、こ

などの調査、アンケート業務などを委託して行っ

れは令和２年、２０２０年４月開校してございま

てございます。

す、北海道立の北の森づくり専門学院、略称とい

以上でございます。
○横田委員長

たしましては北森カレッジと呼ばれているもので

あとございますか。

ございます。これは北海道が設立いたしました、

上野委員。
○上野委員

北海道で唯一、林業の関係の専門学校でございま

それでは、２点ほどちょっとお伺い

します。

して、この学生の就業を支援する目的といたしま
して、負担金３万円、支出してございます。この

まず、ナンバー３の、北海道農業次世代人材投

就学した学生が、後に林業に携わるということ

資事業補助金１１２万５,０００円ということ

で、支援していくというような目的がございま

で、１件の事業が行われるということになってい

す。

ますけれども、この内容について、ちょっと説
明。

続きまして、森林整備担い手推進事業補助金１
０万９,７２０円でございますが、これは年間１４

それから、２点目は、ナンバー１２の１８節で

０日以上、林業で働いた森林作業員の育成確保を

すか、北海道林業木材産業人材育成支援協議会負

図るため、作業員、事業主、市町村、北海道が一

担金、３万円入っていますけれども、この事業と

定の掛金を出し合いまして、作業員の就労日数に
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応じた奨励金を交付することを目的としておりま
して、七飯町民に関しましては、今回、６人分の

以上です。
○横田委員長 暫時休憩いたします。

負担金を北海道造林協会に補助してございます。

午前１１時００分

続きまして、未来につなぐ森づくり事業補助金

休憩

──────────────

１８７万７,２４４円でございますが、これは公益

午前１１時１１分

的機能の発揮に配慮した伐採を促すとともに、伐

○横田委員長

採後の確実な植林等を支援するものでございま

ます。

再開

休憩以前に引き続き、再開いたし

す。これは特定財源といたしましても１１５万５,

農林水産課長の答弁から入ります。

２２６円を受けている事業でございます。

農林水産課長。

続きまして、木育活動支援補助金１５万円でご
ざいます。これは町内の森林や、歴史のある立

○村上農林水産課長

それでは、１点目から順に

お答えしてまいります。

木、木材利用のよさを町民に広く知っていただく

先ほどの人材育成投資事業でございますが、こ

ために、そういった活動を行う団体に対して、活

れはあくまでも新規に農業を始めるというような

動費の一部を補助するということで、１５万円支

方に対する事業でございます。後継者の方はこの

出させていただいております。

要件には、中身としては合致してこないようなも

以上でございます。
○横田委員長
○上野委員

のになります。後継者の方的には、事業の継承と

上野委員。

いうことで、盤石な体制の中、引き継いでいただ

人材育成の件なのですけれども、七

けるよう、町としてもできることはバックアップ

飯町は農業が基幹産業でして、今、高齢化、そし

していきたいというような考え方で進んでござい

て次世代への継承ということがなかなか思うよう

ます。

に進まないような状況の中で、このように次世代

２点目の、森林環境譲与税の関係でございます

の、これは新規参入ということなのですけれど

が、市町村においては、譲与税について、間伐材

も、後継の場合はこういう支援はないのかどうか

や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普

というのと、それから、新規に関しても、できれ

及啓発活動等に充てることとされてございます。

ばこういう制度がありますよということが広く知

そういったことでございますので、その目的に

られて、町内でそういう新規参入の農家が増える

沿って利用していきたいというように思いますの

ということは非常に大事なことなのですけれど

で、現在、そのような考え方で検討しているよう

も、その辺について、どういう状況なのか、

な状況でございます。

ちょっとお伺いしたいと思います。

以上でございます。

それから、未来につなぐ森づくり事業補助金に

○横田委員長

上野委員。

ついてなのですけれども、これ、伐採と、それか

○上野委員

らその後の対応に支援というようなことだという

かりましたけれども、新規にしても、それが今

ことなのですが、今回、森林環境譲与税というの

回、１件しかないというような状況ですので、そ

が導入されて、町のほうにも相当な金額が入っ

ういった事業を支援するということを周知徹底し

て、今回、７６９万２,１６０円が基金に積み立

て、そういった事業を始められるような支援とい

てられたということなのですけれども、この林業

いますか、これに対して何らかの方向性を持った

推進のために、この基金が今後どのように使われ

ほうがいいのではないかと思うのですが、そうい

ようとしているのか、今回のこういう未来につな

うことでいえば、周知徹底を初め、こうした新規

ぐ森づくり事業とか、そういったいろいろな林業

の支援事業として、何かもっと積極的な方策、そ

活性化への取り組みが今後必要かと思われるので

れを考えてしかるべきでないかというふうに思い

すが、そういった点について、もう一度お願いし

ますが、その辺についてちょっと。

たいなと。

○横田委員長 農林水産課長。
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お答えいただいたので、ある程度分

○村上農林水産課長

農林水産課といたしまして

整しながら行っているというのが実情でございま

は、順次、活用できる事業等を、農業者、農業者

す。ですので、中身としては、いろいろな細かい

団体の方と相談しながら、日ごろより進めてござ

ことがございますので、主なものとして、そう

いますので、御理解願いたいと思います。

いった道路の補修とか、用水の補修とか、そう

以上でございます。
○横田委員長

いったことが主なものとなります。

次、ありますか。

以上でございます。

坂本委員。
○坂本委員

○横田委員長

共通様式の５番ですけれども、多面

○坂本委員

坂本委員。
分かりました。

的機能支払事業補助金で７,７００万円ほどある

○横田委員長

よろしいですか。資料はいいです

のですけれども、これ、七飯町全体、８区域で実

か。資料は要らないですか。

行されているのですけれども、主にその地域、地

○坂本委員

域の事業の大きさ、種類、もし分かったら、今こ

○村上農林水産課長

こで言うということは大変だと思うので、資料で

も、毎年そういった細かい仕事などが主なもので

もしあれだったら、後で十分ですから、出しても

すので、ちょっと資料となりますと、なかなか整

らえる。今、答弁できる。金額でなくて、事業、

理し切れない部分というのは出てくると思います

どういう事業をやっているか。ここで見ると、田

ので、御理解願えればと思います。

んぼと畑と草地、区分されているのですけれど

○横田委員長

も、七飯町全地域で行っているのですけれども、

若山委員。

出すにいい。
繰り返しになりますけれど

ほかにありますか。

その地域、地域で、同じような事業をやっている

○若山委員

ところもあると思うのですけれども、その地域、

立ってしまったので、ちょっと数があるかもしれ

大中山だったらどういう事業、大沼だったらどう

ないのですけれども、順次、確認していきたいと

いう事業ということで説明してもらえれば。

思います。

○横田委員長 農林水産課長。

ちょっと見ていたら付箋がいっぱい

まず、様式ナンバー３のところの、同僚議員か

○村上農林水産課長 お答えしてまいります。

らも質問出ていましたけれども、中山間地域所得

議員のおっしゃるように、この多面的機能支払

向上支援事業補助金、２億円の関係なのですけれ

い事業でございますが、現在、８地区で行ってご

ども、この資料要求したのは僕で、出していただ

ざいます。基本的には、その８地区の中で、いろ

いてありがとうございます。お手数かけました。

いろ場所によりまして、やっぱりどうしても日ご

これで僕が気になったのは、この２億円は、貸

ろ困っていることとか、こうしてもらいたいとい

し出しではなくて渡しきりであって、これに対し

うようなことの話というのが様々ございます。そ

て、例えば事業が１年後に頓挫したとか、そうい

れで、その地区によりまして、例えば農道の補修

うときに、ペナルティだとか、逆に企業側、この

をしてもらいたいとか、草、農道の草刈りとか、

交付金を受けた、補助金を受けた企業が何かあっ

いろいろ用水の補修をしたいとか、いろいろその

たときに、町にその責任とか、そういうものが発

地区によって中身が変わります。その都度その都

生しないのかどうか。あるいは、毎年、事業の内

度、その地区の役員さんと相談しながら、現在進

容を、交付先としての町が責任を負ってその内容

めている状況でございまして、どうしても金額も

を確認する義務があるのかどうか。これでいく

総体の金額が決まってございますので、できるこ

と、国から都道府県に行って、都道府県から市町

ととできないことと、先延ばしできることとか、

村、市町村から農業者団体等に行くという形に

いろいろ整理しながら、地元の方と協議させてい

なっていて、町が介在する形になっていますの

ただいて、今、いろいろな、名前も多面というよ

で、それとして、この仕組みの中に、町が毎年そ

うな形になっているのですけれども、いろいろな

の事業報告書を受けるとか、どういうあれをして

形で、小さいことから、少し大きなことまで、調

いるとか、そういうようなことをやる義務があっ
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て、それを確認して、道のほうに報告するよう

はこちらから要望して出してもらう、そういうも

な、そういう義務があるのかどうか、そこのとこ

のなのか、毎年やっているものなのか、今年の予

ろを、何年ぐらいそれがあるのかどうかというの

算にはないのですけれども、このときだけ特別な

を確認したかったです。何か事業を途中でやめて

ものということで、何かものだったのでしょう

しまったときに、町に何か負担が発生しないのか

か、一時的なそういうものだということだったの

どうかというところをちょっと確認したかったの

かどうか、そこのところでちょっと教えていただ

で、この資料を要求しました。

ければなというふうに思います。

それで、ここに書いているとおり、１万８,０

それと、様式ナンバー１０のところで、町営牧

００円の複数年契約とかとあるのですけれども、

場運営費で、これでいくと、支出額と特定財源が

これは何年ぐらい、今既に契約になっているのか

大体イコールで、とんとんという形なのですけれ

どうかとか、地域内雇用の創出とかあるのだけれ

ども、それで、去年とのちょっと比較をしてみた

ども、これについてはどのくらいの雇用があるの

ら、去年は支出額が２,０００万円で、何が違う

かどうか、あるいは、酒造施設見学の受け入れと

のかなと思ったら、臨時職員４人分の賃金とかが

かあって、結構盛況なのかなとあるのですけれど

あって、これは雇わなくてもよくなったのか、そ

も、その状況について、コロナ禍ではあるのです

れとも別枠で、会計年度任用職員とか何か、そち

けれども、町としてどのように把握しているのか

らのほうにいって、その金額等については同じ実

どうかというのを、もしつかんでいたら教えてい

績が別にあるよということなのかどうか、そこの

ただきたいなというふうに思います。

ところだけちょっと確認させてください。

それと、一番この資料の最後のページのところ

それと、様式ナンバー１２の林業費のところ

で、当年度予算ということで、全体事業も含めて

の、七飯町森林環境譲与税基金とかあるのですけ

あれですけれども、４億８８８万１,０００円の

れども、この特定財源の書き方で、予算額八百五

計画の中で、２億円というのは、これはどれに該

十何万円あって、決算額８６万円とかになってい

当するのですか。国費のところの１億８,５００

て、これ、ちょっと書き方おかしいのではないで

万円が２億円、これ、予定なのであれですけれど

すかね。決算額、同じような額、入ってきている

も、２億円が、この４億８,０００万円の半分の

のではないのでしょうかね。なおかつ、ここで残

２億円が国費ということなのでしょうか、それと

額７６９万１,１６０円は基金へ積み立てとなっ

も、２億円のほかに、国費からまた１億８,５０

ているのですけれども、実際の基金の積立額は７

０万円というか、そういう何かがあるのか、ここ

６９万４,７１１円になっているのですけれど

の資料の見方、ちょっと、これ、足すと２億円に

も、それとの関係。それと、この決算書の一番最

なるのか。（発言する者あり）そういうことです

後のページの積み立ての基金のページを見ると、

ね。上の地域連携販売力強化施設と農産物等処理

７６９万４,７１１円になっているのだけれど

何か施設で、上と、２段足すと２億円になるとい

も、総務部のときの説明のあれでいくと、この表

うことですね。どうも失礼しました。それは

側の契約書も、７６９万３,７１１円で、１,００

ちょっと分からなかったので、その５０％以内、

０円、何かちょっと合わないのだけれども、聞く

４億円の５０％以内だから２億円、補助金が出て

部署が違うのかもしれないのだけれども、そこの

いるということですね。

ところをちょっと教えていただければなというふ

その辺について、そうしたら、ちょっと今の中

うに思います。

山間のやつでお願いします。

それと、ちょっと飛ばして、様式ナンバー１５

それと、様式ナンバー５の、今も同僚議員が出

のところで、これは質問というよりもちょっと意

しましたけれども、土地改良総務費で、北海道多

見になるかもしれないのですけれども、３月定例

面的機能支払い事業補助金というのが結構な額で

会で全額補正して、ゼロにしているのですけれど

出ていて、この事業があるのですけれども、これ

も、３月に災害が発生するとか、そういうような
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ときの対応というのは、これは補正予算のときに

向かって、今、伸ばしていっている状況でござい

質問すべきものなのかもしれないですけれども、

ます。

３月終わってみるまで、事故が発生した、しない

あと、最終的に２億円の話があったと思うので

というのは分からないのかなと思って、ちょっと

すけれども、今現在は目標に向かって進んでいる

残しておく必要がないもの、ゼロにしてしまって

ような状況でございまして、北海道を初め関係機

よかったものなのかなというところを、ちょっと

関、これの事業に関して、最大限、できることを

考え方を教えていただきたいなというふうに思い

サポートしながら進んでいるような状況でござい

ます。

ますので、まずもってこの補助金はあくまでも事

それと、様式３のところの１枚目、収入済額が

業者に対する補助金でございます。ですので、令

何か９,０００円、９,０００円、９,０００円と

和４年度には達成できるというような形で進んで

ずっとあって、去年の説明を聞いたら、１年に１

ございますので、御理解願えればと思います。

万円ずつ返すのだとかというようなことで頑張っ

ナンバー５の北海道多面的機能支払事業補助金

ているのだという話をしていたのですけれども、

でございます。この件に関しては、今後も続いて

１万２５０円とか何とかという支払いがあったの

いくということで、５年を１期として作成されて

ですけれども、これ、９,０００円になったとか

いくような国の事業でございます。今のところは

というのは、その辺の状況というのですか、金額

まだ打ち切るというような話は出ていませんの

は少ないのですけれども、ちょっとそこのところ

で、進んでいく形になります。この金額は、この

の状況を分かれば教えていただきたいなというふ

管理をする農地面積に応じて単価が決まってござ

うに思います。

いまして、それに応じて国のほうから補助がある

とりあえず以上です。
○横田委員長

というような中身になります。これも令和２年に

農林水産課長。（「委員長」と呼

ぶ者あり）

ていまして、当初に関してでは、国のほうから幾

畑中委員。
○畑中委員

おいても補正予算でちょっと上げさせていただい
らの金額出ますよという確定がないものですか

お願いなのだけれども、答弁する際

に、できるだけ課長さん方、マイクに近づいてほ

ら、当初予算には載っていないというような形で
ございます。

しいのですよ。例えば若山委員の発言のように、

ナンバー１０の城岱牧場の関係ですが、議員の

すごく声が高い人であればいいのだけれども、ど

おっしゃるとおりでございます。人件費に関して

うしても聞こえない場合がありますので、できる

は、総務費のほうに一括して上げるという形で、

だけ近づいて話していただきたい。

個々の管理をしなくなったというような形でござ

○横田委員長 農林水産課長。

います。

○村上農林水産課長

それでは、順にお答えして

あとは、ナンバー１２、七飯町森林環境譲与税

まいります。答弁漏れがございましたら指摘して

の関係でございますが、これは基金に積み立てし

ください。

た残金をちょっと決算額として載せていたのです

まず、中山間の２億円の件でございます。これ

が、それで、確かに決算書との数字が多少違うの

は議員のおっしゃるとおり、道のほうに実績など

ですが、これは積み立てするときの利息分などの

を報告していくというようなものになりまして、

経費がございますので、その分の関係で金額が少

事業が始まりましたら、随時指定、指示されてい

しずれるというような形でございますので、内容

る期間は報告してまいるというような形になって

としてはこのような形となってございます。

います。

ナンバー１５の予備費の関係でございます。こ

今、契約栽培の関係も、令和２年については５

れは確かに議員おっしゃるとおり、３月末まで、

件の農家と行ってございまして、今後、農家さん

実際は何があるか、この予算の時期には、未来の

を増やしていくというような形で、面積も目標に

ことですので、分からないことなのですが、後の
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天候などを見まして、最終的には、何かありまし

人、納税、町民税が係る方々から、令和６年度か

たら、予備費などを活用させていただいて、取り

ら１人１,０００円という形で、国税として負担

組んでまいりたいというような考え方で、このと

していただくものですので、使途を必ず明記しな

きは、３月末まではないだろうというような形

さいということで、法律上、ありますから、そこ

で、全額予算を減してございます。

で使われた部分、また、未使用の部分は基金に積

あと、様式３についてでございます。確かに収

んで、次の年にこういう事業に使いましたよとい

入する金額が調定額に対してとても少ない状況で

うことで、周知していかなければならない制度で

ございますが、私どもも、少しでも早く収入でき

ございますので、そういう形で、ちょっと表記の

るように、当事者と常に相談しながら行ってござ

ことについては、ちょっと一考させていただきた

います。なかなか、本来であれば一括でいければ

いと思いますので、今回はこういう形で記載した

いいのですけれども、本人も限られた生活費の中

ということで御理解ください。

から捻出しているという金額でございまして、出

以上です。

せるだけという言い方はちょっと適切ではないで

○横田委員長

すけれども、なるべく多く収入できるように、本

○若山委員

人と話し合いしながら、常に進めている状況でご

この資料の様式からいくと、決算額は逆に８５６

ざいまして、どうしても生活困窮というような形

万円ということで、予算はこうだったけれども、

で、先ほど説明させていただきましたけれども、

決算額は、執行額はこうでしたよという、そうい

そういった実情がございます。ただ、粘り強く収

う資料なのかなと思って、ほかのところも全部そ

入できるように交渉しているというような状況で

うなっているので、ただ、そのうちこの金額を使

ございます。

いましたよということで、別に下に注記でもしな

以上でございます。

若山委員。
今、部長がおっしゃったところで、

いと、合わないのかなという感じで、ちょっと書

○横田委員長 経済部長。

き方があれなのではないかという、分かりやすく

○青山経済部長

書こうとして、かえってちょっと書き方が違うの

それでは、補足答弁させていた

だきます。

ではないかなと思ったので、ちょっと確認しただ

若山委員から、１２番の特財の表記がちょっと

けでございます。

どうなのかという質問でございます。表記の仕方

先ほど様式３の中山間地域所得向上支援事業補

といたしましては、森林環境譲与税として、年額

助金の関係なのですけれども、ということは、町

８５５万８,０００円、全体としては入ってくる

はもう、報告書の義務があるけれども、その後、

という予算を立ててございました。そのうちの、

町が何かしなければいけないとか、１年後に事業

個々の事業に財源充当できるという考え方のもと

がうまくいかなくなったとしても、何ら責任はな

に、８６万６,８４０円というのを決算という形

いものだということで考えてよろしいわけです

で表記しています。

ね、２億円渡しきりということで。今、順調に

結果的に、残りの部分というのは、担当が違う
ということになると語弊がありますけれども、本

いっていますので、問題ないと思うのですけれど
も。

来であれば、事業があればすぐ使途としても使っ

それと、道のほうに毎年報告するというような

ても構わないという譲与税でございますけれど

ことなのですけれども、それについては、正式な

も、なかなか今、状況として、民有林の活用とい

報告書というのは、何という報告書なのか、いつ

うことも調査しながら押さえている状況でござい

出すのかということで、できればその報告書は、

ますので、そのために、使える部分は使いますけ

我々、毎年、数年は確認させてもらいたいなと

れども、残った部分は基金として、次の年以降の

思って、こういう決算のときに資料を出してもら

事業に支消する、いわゆる使ってくださいという

いたいなという感じで思うのですけれども、枚数

ことになりますので、なおかつ、これは国民１

だとかそういうもの、どんな名前のもので、どう
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いうものなのか、ちょっと教えていただければな

はあるのですけれども、正式な名称等、すみませ

というふうに思います。

ん、今ちょっと申し上げることができませんが、

それと、先ほどちょっと提出いただいた資料の
中の書いている文章を引っ張って、地域内雇用の

報告書というものは必ずしていくものでございま
す。

創出の状況だとか、見学の、現在どのくらい来

多面的事業の関係でございますが、事業の申請

て、どういう盛況ぶりなのか、そこのところをも

というよりは、管理する農地の面積に応じて、あ

し分かれば教えていただきたいということで、把

らかじめ単価が決まってございまして、畑、田ん

握していなければしていないということで別に構

ぼ、牧草地の単価が決まってございまして、その

いませんので、そこのところを、この項目では一

面積に応じて歳入があるというような形でござい

度お願いします。

まして、それに対して、あるお金の中で、地元で

それと、様式５のところで、５年１期というこ

困っていることとか、農業に関するやっているこ

とで、分かりました。これについては、そうする

と、そういったことを地元と協議しながら進めて

と、要望を集めておいて、そのタイミングで町が

いっているというのが実情でございます。

申請をするとか、そういうようなことでこの事業

○横田委員長 経済部長。

補助金が起動するというふうに考えていいのかど

○青山経済部長

うか、そこのところをちょっと確認です。

立てという部分の質疑だと思いますけれども、一

若山委員の、基金の端数の積み

それと、農林水産課に聞く話ではないのかもし

応譲与税基金のこういう管理、福祉基金もそうで

れないのですけれども、この決算書上の森林譲与

すけれども、その積み立てに関しては、総務財政

基金の中の、実際に積み立てした金額は７６９万

課のほうで管理していますので、ちょっと何とも

３,７１１円なのだけれども、基金の年度の移動

言えませんけれども、基金を創設して、わずかな

額というのが１,０００円合わなくて、７６９万

がらでも基金を積み立てしてございます。その中

４,７１１円なのですけれども、これはなぜ発生

で、年数を経過した中で、利息というものもつき

するのか、ちょっと分からないので、間違いなの

ますので、ちょっと確認はしてございませんけれ

か、それとも何か僕の分からないところのあれな

ども、端数の関係は、そういう利息をプラスし

のか、たまたまここに金額があったので、実際、

て、今回の令和２年度に交付された剰余金の財源

どうなっているかをこれで見たら、ちょっと数字

として使途された部分を除いた金額と、その積み

が違っていたので、そこのところはどう考えれば

立て部分の利息ということの、合算して積み立て

いいのか、ちょっともう一度確認させてくださ

されたものだというふうに認識してございますの

い。

で、詳細な内訳ということになると、ちょっと答

以上です。

弁できませんけれども、そういうふうな基本的な

○横田委員長 農林水産課長。
○村上農林水産課長

考え方で御理解いただきたいと思います。

まず、中山間事業の関係で

以上です。

ございますが、雇用のほうは、職員の方、数名雇

○横田委員長

用しているということで、実際、事業のほうは始

○若山委員

まってございますので、そういった形で聞いてご

書はまだ１回も出していないのでしょうか、それ

ざいまして、ちょっと見学に関しては、今、コロ

とももう既に１回目の報告は出しているというこ

ナ禍もございまして、今、大きい団体の人数など

とであれなのでしょうか。できれば、報告書を出

を受け入れているということは伺ってはございま

しているのであれば、そのタイトルだけでもコ

せん。

ピーか何かいただければ、今後、こういう資料を

若山委員。
まず、そうしたら中山間資金の報告

あと、この報告書の名前に関してなのですけれ

お願いしますということで、非常にあれなのです

ども、ちょっとすみません、今、手元に、ちょっ

けれども、そこのところをちょっともう一度お願

と資料を持ってございませんで、報告書というの

いしたいなと。
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それと、森林譲与基金の積み立てのやつについ

て使いましたよと。残ったものを表記したという

ては、確かに総務部に聞くべきだったのだと思う

ことで、その後の積み立ての部分については、大

のですけれども、ここに書いているので、確認し

変申し訳ないですけれども、ちょっと何とも答弁

たら分かったことなのですけれども、一般の１４

できませんので、御理解いただきたいと思いま

８、１４９ページで、森林環境譲与税基金額が７

す。

６９万３,７１１円ということで積み立てられて

以上です。

いて、このように共通様式で説明を受けていま

○横田委員長

す。それが今度、この資料の４０２ページ、４０

○若山委員

３ページの七飯町基金の決算年度中増減高のとこ

所が違うということで、基金については分かりま

ろが７６９万４,７１１円になっているので、こ

したので。

若山委員。
分かりました。すみません、聞く場

の理由は何なのかなとちょっと思ったので、御存

中山間、資金の報告書について、ものすごい分

じだったら教えていただきたいという、そういう

厚いものなのでしょうか。薄いものであればコ

ことでございます。利息がどうのこうのというこ

ピーをいただきたいというか、資料の追加をお願

とではないのかなと思うのですけれども、当年度

いしたいなと思うのですけれども、いかがでしょ

中の増減額で、こっちは幾ら、年度中に積んだと

うか。

いうあれなので、そこの差が何でなのかなと、総

○横田委員長

務部のときに聞けばよかったのですけれども、も

決算書というのですか、道に提出した書類につい

し分かったら教えていただきたいと、そういうこ

て、追加資料としていただきたいというのですけ

とです。

れども、よろしいですか。

○横田委員長

若山委員、今の基金については、

総務財政課のほうから資料をもう１回、どの数字

（「はい」と呼ぶ者あり）
○横田委員長 では、お願いいたします。

が正しいのかというのは、聞いてお返事するので

あと、若山委員、いいですか。

いかがですか。農林水産課に聞いてもちょっとわ

○若山委員

けが分からないということで、この作成した……

○横田委員長

（発言する者あり）いいですか。

○畑中委員

農林水産課長。

ただいま若山委員から、中山間の

はい。
畑中委員。
様式３の資料なのですけれども、こ

この下段の滞納繰越分の年度なのですよ。例えば

○村上農林水産課長

先ほどの中山間事業の報告

５、６、７という年度がございますよね。これは

でございますが、令和２年度に関しては、一応報

平成なのですか、それとも西暦なのですか、それ

告してございますので、報告しているものという

とも、令和ではないですよね。ですから、この年

のはございます。ただ、すみません、ちょっと繰

度は何なのか、それがまず１点。

り返しになりますけれども、先ほど名称、その名

それから、確かに収入未済が出るということ

称的な、正式な名称、それはちょっとすみませ

は、農家さんが大変経営状態が悪くて、困ってい

ん、私、今、手元で記憶してございませんので、

ると思うのですけれども、ただ、どうなのでしょ

正式な名称、後ほどお伝えするということではど

うか、調定額のところ、あるいは収入未済額のと

うでしょうか。

ころに件数とございますよね。１、１、１、１と

基金の積み立てに関しては……。

あります。ただ、その中で、雑入と、節目のとこ

○横田委員長 経済部長。

ろ、説明のところ、雑入、あるいは物品売払収入

○青山経済部長

若山委員の基金の関係でござい

とあるのですけれども、これは雑入の場合は名前

ますけれども、農林水産課といたしましては、決

がついていますよね、肉牛の自己賠償金と、これ

算書の一般、１４ページ、１５ページに、森林環

は分かるのですよ。それから、その次の物品売払

境譲与税として歳入決算が８５５万８,０００円

収入というのは、多分、乾牧草か何かでないかな

と書いています。これに関して、一部、財源とし

というふうに私は認識しているのですけれども、
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まずそれが間違いないかと。私は、今聞きたいの

も、完納していただけるように、常日ごろ、連絡

は、この件数が１、１、１、１となっているのだ

しながら、状況としてはどうだろうかという相談

けれども、これ、農家さん、何軒なのでしょう

をしながら、納めていただいてきているものでご

か、実際。

ざいます。

それから、多分、こういう収入未済のときに

以上でございます。

は、督促というのは年に何回ぐらい出されるのも

○横田委員長

のか。そして、その返答なり単価が、収入してい

○畑中委員

るのが多分少なくて、これ、何かしらしばらく納

成というから、かなり前ですよね。平成７年と

入されていないのでないかなという思いがあるの

いったら、何年たっているのだろう。２０年は

ですけれども、そうなれば、一般的な収入未済の

たっているのかい。それを帳簿に載せておいてい

場合は、例えば町の場合では、５年間、収入でき

るわけだね。農家さんも困っているか分からない

ない場合には、不納欠損処分だとか、そういった

けれども、例えば、担当課さんに悪いのだけれど

処分はなされないものかどうか。例えばここの農

も、今年になって、何回、こういう支払いのほう

林水産の場合は何年たたなければ駄目だとか、そ

に相談だとか持ち掛けたのですか、催促されたの

れから、不納欠損処分にするには、例えばどうい

ですか、今年になってから。あるいは去年だと

う調査をしてから不納欠損にするのか、この辺を

か。いつ、こういう農家さんにやっているのか。

もしお答えいただきたいなと思います。

ただ手紙か何か、督促状みたいなのでやるのかど

以上です。

畑中委員。
今、年度のところを聞きますと、平

うか、その辺について答えてください。

○横田委員長 農林水産課長。

○横田委員長 農林水産課長。

○村上農林水産課長

○村上農林水産課長

それでは、順にお答えして

まいります。

いつやったかという話でご

ざいますけれども、ちょっと今、詳細には押さえ

１点目でございますが、年度の単位でございま

てございませんが、年数回、お手紙や、また、電

すが、申し訳ございません、これは和暦でござい

話連絡などしまして、このナンバー１に関して

まして、ナンバー１でありますと、５年度、６年

は、直接本人も窓口に来て、お話しながら、納め

度、７年度となっているのは、平成でございま

ていっていただいていますので、本人も、頻繁で

す。

はございませんけれども、役場のほうの窓口に来

ナンバー２に関しても、滞納繰越処分の年度に
関しては、平成になります。

ていただいて、相談しながら納めていただいてい
るというような形になってございます。

ナンバー１の農家軒数でございますが、これは

以上でございます。

調定額、収入済額のところに１軒という形で入れ

○横田委員長 経済部長。

ていますけれども、これは全体で１軒の農家さ

○青山経済部長

ん、１人の農家さんに対して、年度ごとに調定が

して、ちょっと補足答弁させていただきます。

それでは、畑中委員の質問に対

残ってございますので、年度の調定ごとに納めて

担当課としても、早く整理はしたいと思ってご

いただいているということでございます。これは

ざいます。ただ、やはり当初から生活困窮によっ

全体で、ナンバー１は１軒の方でございます。

て分納誓約を結んでございます。その分納誓約を

それと、物品売払収入に関しては、これは中身

履行していただくように、担当としても努力して

といたしましては乾牧草ではなく、名称にもあり

ございます。これが全く、幾ら催促しても納めて

ますが、肉用の牛になります。

いただけないという状況がある程度見込めば、そ

あと、不納欠損の考え方なのですけれども、税

のときのまた対応ということもあるのでしょうけ

金とは違って、これは負担金としていただいてい

れども、約束した本人が、金額は大小あるかも分

るというものでございますので、担当といたしま

かりませんけれども、困窮の中から納めていただ

しては、完済、完済という言い方は変ですけれど

いている。また、当時の事業をやっている方々の
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公平性を維持するためには、やはりこういう形で

○横田委員長 あとありますか。

分納誓約をして、わずかでも納めていただいてい
るということの本人の努力も考えながらいるとい

（「なし」と呼ぶ者あり）
○横田委員長 これをもって質疑を終了します。

う状況で、担当としてもなかなかちょっとすきっ
とした状況にはならないのですけれども、今後も

以上で、農林水産課に対する審査を終了しま
す。

早目に何とか納付できるように、根強い、分納誓

農林水産課長、御苦労さまでした。

約してございますので、それらの履行を何とかお

１時まで、暫時休憩いたします。

願いしていくという形で事務対応していきたいと

○横田委員長 暫時休憩いたします。

思いますので、御理解のほどお願い申し上げま

午前１１時５９分

す。

──────────────

○横田委員長
○畑中委員

休憩

畑中委員。

午後

もう１点だけ聞きたいのですけれど

も、例えば物品売払収入、四つ、年度ごとにあり

○横田委員長

再開

休憩前に引き続き、再開いたしま

す。

ますよね。これ、例えば牛４頭をあれしたという
ことでいいのかな。

１時００分

明日は教育委員会の審査となっていますが、教
育長より、審査に同席したい旨の申し入れが来て

まずそれ１点と、それからもう一つは、現在も
畜産業を経営されているのかどうか、もう廃業し

おります。教育長の同席を許可してよろしいで
しょうか。

てしまって、誰も後継ぎとかいなくて、そういう

中島委員。

状態にあるのか、その辺、ちょっとだけお知らせ

○中島委員

ください。

うから話があったということでございますけれど

○横田委員長 農林水産課長。

も、事務局のほうにちょっと聞きたいのですけれ

○村上農林水産課長

それでは、お答えいたしま

ども、決算委員会には町の三役は出られないと、

すが、畑中委員のおっしゃるとおりに、頭数４頭

出ないのだということになっていますし、私も三

だというようにちょっと記憶はしています。

役が出た記憶が全くないのですけれども、その辺

現在もこの方は営農されている状況でございま

今、委員長のほうから、教育長のほ

は事務局のほうでどのように捉えておりますか。

して、先ほど経済部長からもありましたが、本人

○横田委員長 議会事務局長。

も少しでも返していただけるというような考え方

○広部議会事務局長

で、お互い共通認識を持ちながら納めていただい

憶はございませんけれども、副町長が出たりした

ているというような形になります。

こともあったのではないかなと思いますので、皆

以上でございます。
○横田委員長
○畑中委員

ふだんであれば出ている記

さんがよければ呼んでもいいのではないかなと思

畑中委員。

いますけれども、いかがでしょうか。

担当課にはこういう古いものを、こ

○横田委員長

中島委員。

げつきですよね、これを回収するというのは大変

○中島委員

難しいなと。相手にとっても、なかなか酷なこと

長総括というのがあるのですよ。総括の部門には

だなと思うのですけれども、立場上、ひとつ頑

必ず副町長、教育長、出てきますから、それはそ

張っていただきたいなと思うのですけれども、そ

のときに話があるのであれば、その時点で僕はい

れで終わります。

いのかなと思います。決算委員会に呼ぶ必要は僕

○横田委員長 経済部長。

は全くないと思います。私はこれは反対したいと

○青山経済部長

思っています。

質問ではございませんでしたけ

れども、力強いお言葉いただきましてありがとう

○横田委員長

ございます。担当としても頑張りますので、よろ

川村委員。

三役が出たいという話があれば、町

しくお願いいたします。

○川村委員
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あと御意見ありますか。
私も議会に入ってから、決算委員会

とか予算委員会とかでも三役が出たことはないの

ざいます。

ですけれども、例えば仮に次長がどうしても当日

このたびのこの事業につきましては、事業内容

出られないので、教育長が出るよとか、例えば誰

におきまして、１８、負担金、補助及び交付金の

かが当日出られなくて、かわりに出てくる、例え

うち、一番下の欄になります。観光客受け入れ環

ば部長がいないので、副町長が来て対応すると

境整備事業補助金を支出してございます。こちら

か、そういった部分であればしようがないという

の補助金につきましては、大沼国定公園に訪れる

部分もあるかと思うのですけれども、今までそう

お客様の受け入れ環境を整備するために、公園周

いった教育長が出たりとか、そういったのがない

遊道路を中心に枝払いを行い、景観の美化維持を

のであれば、今までどおりやるべきではないのか

行ったものでございます。これらの作業につきま

なとは思います。

しては、通常であれば冬期間の雪と氷の祭典の際

○横田委員長

に、雪像作製等に従事していただいております季

あとありませんか。

中島委員。
○中島委員

節労働者の方の労働の場としての意味も込めまし

私は、やはりこういう前例はつくる

べきではないと思います、議会において。
○横田委員長

て、補助金として２３４万６,６９１円を支出し
てございます。

あとありませんか。

次になります。ナンバー３、決算書ページ数は

そうしたら、今、中島委員からは、過去にそう

１５０ページからで、事業決算名は商工振興費、

いうことがないので、今までどおりの流れでやっ

当初予算額は２,２４１万４,０００円、支出済額

ていったほうがいいのでないかということと、同

は２,１８６万５,７５０円で、執行率は９７.６

じようなことで川村委員からも出ております。そ

％でございます。

ういうような、そうしたら今までどおりというこ
とでよろしいですか。

８節の負担金、補助及び交付金のうち、中段にご

（「はい」と呼ぶ者あり）
○横田委員長

こちらのうち、具体的な内容につきまして、１
ざいます、創業支援事業負担金、こちらは令和２

では、今までどおりということ

で、教育長のほうには連絡いたします。

年度で七飯町で２件の採択を行って、支出をして
いるところでございます。

次に、商工観光課の審査を行います。

また、その下、函館地域経済牽引事業促進協議

商工観光課長、決算書及び提出資料に基づき、

会負担金でございますが、こちらは函館市、北斗

説明をお願いします。特別会計についても併せて

市とともに協議会を構成しているものでありまし

お願いします。

て、コロナウイルス感染症の影響によりまして、

商工観光課長。
○福川商工観光課長

各種商談会等が中止したことから、予算４０万円
それでは、私のほうから、

商工観光課所管分の令和２年度決算につきまし

のところ、支出額は６万２４０円となってござい
ます。

て、まず一般会計、こちらは共通様式に基づきま
して御説明をさせていただきます。

また、こちらの商工振興費の事業費におきまし
ては、例年であればあかまつ納涼祭、それからチ

ナンバー１番、決算書ページ数は１２０ページ

ビッコ雪まつり等にも補助金を支出しているとこ

からで、事業決算名は食品衛生費、予算現額は４

ろでございますが、これらにつきましては中止と

万円、支出済額も４万円、執行率は１００％で、

いうことで、このたびの決算ではゼロ円というこ

事業内容につきましては記載のとおりでございま

とになってございます。

す。

次、ナンバー４です。ページ数は１５０ページ

続きまして、ナンバー２、決算書ページ数は１

からで、事業決算名は商工業経営安定支援事業

３６ページからで、事業決算名は労働諸費、予算

費、予算現額は３,８１０万８,０００円で、支出

現額は４,１６０万３,０００円、支出済額は４,

済額は３,７１７万７４円で、執行率は９７.５％

１２９万１,６９１円で、執行率は９９.３％でご

です。
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事業の内容といたしましては記載のとおりでご
ざいます。

も具体的な内容につきましては記載のとおり、特
定財源は同地方創生臨時交付金を充当している事

また、こちらには商工業経営安定資金融資補償

業でございます。

補給金並びに同利子補給におきまして、国庫補助

次になります。ナンバー９、ページ数は１５４

金で新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

ページからで、事業決算名、持続化給付金事業

交付金を充当してございます。

費、予算現額は７,０００万円、支出済額は６,７

次になります。ナンバー５、ページ数は１５２

８０万円で、執行率は９６.９％でございます。

ページからで、事業決算名は特産品ＰＲ事業費、

こちらの事業費も、新型コロナウイルス感染症

予算現額は４万８,０００円、支出済額は４万６,

による町内事業者への経営持続化の支援として事

７２９円で、執行率は９７.４％でございます。

業を執行しております。こちらにつきましても、

こちらの事業は、町内特産品ＰＲに伴う各種イ
ベント参加経費等を計上してございますが、新型

同感染症に対応する地方創生臨時交付金を充当し
てございます。

コロナウイルス感染症の影響により、各種物産展

続きまして、ナンバー１０、決算書ページ数は

等が中止になったことから、このたびはこの決算

１５４ページからで、事業決算名は新しい生活様

額となってございます。

式対応支援事業費で、予算現額は５,６５６万

続きまして、ナンバー６、決算書ページ数は１
５２ページからで、事業決算名はふるさと納税事

円、支出済額は５,２７０万４,０７０円で、執行
率は９８.４％でございます。

業費、予算現額は２,４６６万１,０００円、支出

こちらは七飯町商工会からの要望により実施し

済額は１,９１５万４７０円で、執行率は７７.７

た補助事業でございまして、コロナウイルスの感

％でございます。

染症拡大防止のための改修備品購入等を支援する

具体的な内容につきましては記載のとおりでご

補助事業に対しまして補助金を支出しているもの

ざいますが、今までと比べまして、４月から１０

でございます。こちらも同様に、感染症対応の地

月中のふるさと納税が２割増と、非常に好調でし

方創生臨時交付金を充当してございます。

たが、その後、後半につきましては、例年を下

次になります。ナンバー１１、決算書ページ数

回った納税額となっており、それに伴い、執行率

は１５４ページからで、予算現額１,３２７万８,

が低迷してございます。

０００円、支出済額１,２５０万５,４９５円で、

次になります。ナンバー７、決算書ページ数は

執行率は９４.２％です。

１５４ページからで、事業決算名は休業要請等協

具体的な内容につきましては記載のとおりでご

力支援金事業費です。予算現額は２,６１０万

ざいますが、こちらも１８節の負担金、補助及び

円、支出済額も同額で、執行率は１００％です。

交付金のうち、中段、環駒ヶ岳広域観光協議会負

新型コロナウイルス感染症に係る北海道の休業

担金、こちらは、通常予算額は１４７万円を支出

要請等に協力する事業者への支援といたしまし

してございますが、新型コロナウイルス感染症の

て、事業を執行しております。こちらも同様に、

拡大に伴いまして、各種事業が実施できなくな

同感染症対応の地方創生臨時交付金を充当してご

り、このたびは８７万円として精算をしていると

ざいます。

ころでございます。

次になります。ナンバー８、決算書ページ数は

また、下のほう、大沼函館雪と氷の祭典負担金

１５４ページからで、事業決算名はクーポン券発

につきましても、イベントが中止となったことか

行事業費です。予算現額は８,６９７万３,０００

ら、支出額はございません。

円、支出済額は８,６９７万３２６円で、執行率
は１００％。

また、一番下、町内観光イベント開催補助金の
うち、通常であれば大沼湖水祭りに係る３００万

こちらも新型コロナウイルス感染症による町内

円の事業費を支出してございましたが、こちらも

消費の喚起等による活性化を図る事業で、こちら

中止に伴いまして、決算額は５０万円ということ
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になってございます。

費、予算現額は１,９４４万３,０００円、支出済

続きまして、ナンバー１２、ページ数は１５８
ページからで、事業決算名は観光誘客促進事業

額も同額で１,９４４万３,０００円、執行率は１
００％でございます。

費、予算現額は４,０４９万９,０００円、支出済

具体的な内容等は記載のとおりでございます。

額は３,４９０万５,４００円で、執行率は８６.

次に、ナンバー１５、ページ数は１５８ページ

２％でございます。

からで、事業決算名は道の駅指定管理費、予算現

この事業費は、観光客誘客促進に係る経費及び

額は２,４７３万３,０００円、支出済額は２,４

商品造成した事業者への助成金として計上してご

７３万１,９３５円で、執行率は１００％でござ

ざいます。

います。

具体的な内容は記載のとおりでございますが、

事業の内容等は記載のとおりでございます。

こちら、事業実施期間中に新型コロナウイルス感
染症が首都圏を中心に猛威を振るいまして、その

次に、様式１の御説明をさせていただきたいと
思います。

後、キャンセルが相次ぎまして、結果といたしま

こちらは、令和２年度決算において、事務事業

して、このような決算額となってございます。こ

予算全額未執行、細節単位で５万円以上の状況と

ちらの事業も同様に、感染症対応の地方創生臨時

いうことで記載をさせていただきましたが、この

交付金を充当してございます。

中で、予算未執行額につきまして、記入誤りがご

続きまして、ナンバー１３、ページ数は１５８

ざいました。８万円と記入されてございますが、

ページからで、事業決算名、観光地整備管理費、

５万円の誤りでございます。訂正しておわびを申

予算現額は２４６万２,０００円、支出済額は２

し上げます。

３６万９,９３５円で、執行率は９６.３％。

こちらは、観光地整備管理費の修繕料でして、

事業の内容は記載のとおりでございますが、こ
のうち、一番下の負担金、補助及び交付金につき

未執行の理由は、施設修繕が生じなかったという
ことでございます。

まして、公園美化清掃負担金は、通常であれば４

次に、決算書によりまして御説明をさせていた

０万円を自然公園財団に支出をしている金額でご

だきたく、令和２年度の土地造成事業特別会計に

ざいますが、このたびの新型コロナウイルス感染

なります。

症の拡大によりまして、自然公園財団の駐車場運
営事業が実施できなくなり、公園内の東大沼キャ

まず、決算書のページ数は３８０ページからに
なります。

ンプ場の運営等に係る経費としまして、北海道と

まず、歳出でございます。

協議の上、７０万円を増額補正させていただきま

１款１項１目土地造成事業費は、事業決算名、

して、決算額１１０万円となってございます。

造成地販売管理費で、予算現額は１０万円、支出

また、特定財源、歳入のところになりますが、
２番目、歳入、ページ４４ページの諸収入に、城

済額は、一般消耗品費として３万３,０００円を支
出してございます。

岱牧場展望台ガードレール落書き損害賠償金５万

続きまして、ページ数は、土地の３８２ペー

２,０００円が歳入として決算しておりますが、

ジ、２款１項１目予備費、事業決算名は予備費

こちらは城岱牧場の駐車場にございますガード

で、予算額は９０万円、こちらは予備費充用がご

レールに落書きをされたと、損害賠償事案となり

ざいませんでしたので、支出済額はゼロ円となっ

まして、警察とともに加害側と話し合いを行い、

てございます。

示談いたしまして、これらの修復に当たりました

では、歳入にお戻りいただいて、土地造成、

消耗品費等の金額を、実額を賠償金として収入し

ページは３７６ページで、１款１項１目財産貸付

たところでございます。

収入は、造成区画地等貸付収入で８万１,１２０

次に、ナンバー１４、ページ数は１５８ページ

円。

からで、事業決算名は国際交流プラザ指定管理
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２款１項１目繰越金は、前年度繰越金で１４２

万５,２３６円。

うふうに思います。

歳入合計１５０万６,２４６円で、歳入歳出差

それから、ナンバー６、ふるさと納税事業の運

引額及び実質収支額は同額の１４７万３,２４６

営に関してです。ふるさと納税、町も力を入れて

円でございます。

取り組むという方向ではあるのですが、ここで

続きまして、令和２年度決算審査特別委員会追
加要求資料に関しまして御説明をいたします。

３,３１９万云々ということで、金額的にどうか
なという、そういう部分もありますので、この

まず、商工観光課所管分で、道の駅の管理に係
る事業報告書及び年度協定書につきまして、委員

３,３１９万円というのは、目標に対してどうい
う状況なのかということが一つ。

の皆様のお手元に配付済みでございます資料を御
参照いただきたいと思います。

それから、返礼品が、この３,３１９万円に対
して１,６９７万幾らという形で、約４９％の返

また、道の駅の指定管理者の決算書につきまし

礼品が発生しておりますが、この４９％という返

ては、閲覧用といたしまして資料を提出しており

礼品に関して、ちょっと割合が高いのではないか

ますので、御参照いただきたいと思います。

というふうに思うのですが、これについては、国

また、道の駅に係る町の負担経費につきまして
は、先ほど御説明申し上げました共通様式ナン

の指導とか、そういった中身でどうなのか、
ちょっと考えを教えてください。

バー１５により御説明をさせていただきましたの
で、そちらを御参照いただきたいと思います。

それから、ナンバー１２です。ここで、団体旅
行支援誘客促進助成金９４９万８,４００円とい

次に、道の駅の借地権者との賃貸借契約書につ

う大きな金額が発生しておりますけれども、この

きましては、こちらも閲覧用の資料を提出させて

中身、内容、事業内容について説明をお願いしま

いただいてございます。

す。

なお、交渉記録につきましては、相手方があ

以上です。

り、相互不利益を発するおそれがあるため、提出

○横田委員長 商工観光課長。

をしてございません。

○福川商工観光課長

最後に、道の駅の指定管理者の決算内容につき

では、御質問に御答弁をさ

せていただきます。

ましては、資料がございませんでしたので、委員

まず、商工振興費のうちの負担金のうち、函館

の皆様のお手元に配付しております商工観光課所

地域産業振興財団負担金でございますが、こちら

管分の追加要求資料のうち、事業報告書を御覧に

は例年計上してございまして、函館市、北斗市と

なっていただきたいと存じます。

一緒に、こちらの函館地域産業振興財団の事業費

以上、簡単ではございますが、御説明とさせて

に対しまして負担を行ってきているところでござ

いただきます。

います。こちらは中小企業等の研究などを支援す

○横田委員長 ありがとうございます。

る財団でございまして、各種研究開発などを通じ

質疑ございますか。

まして、地場の産品の育成等に当たっているとこ

上野委員。

ろでございます。

○上野委員

３点ほどちょっとお伺いします。

また、この次の質問項目にも出てございまし

まず、ナンバー３です。ここに負担金がありま

た、創業支援事業負担金につきましても、こちら

して、かなり大きい負担金も発生しておりますけ

の財団が事務局をとりまして、函館市、北斗市、

れども、まず、公財、函館地域産業振興財団負担

七飯町のそういった新しいビジネスモデルを展開

金５２７万９,３７０円と、それから、創業支援

する事業者を支援していくということで、このよ

事業負担金４２１万６,０００円、それから、商

うな形で負担金を支出しているところでございま

工業振興事業補助金で６７０万円ですか、こうい

す。

う大きな負担が生じておりますけれども、その中

なお、このたびの創業支援事業負担金は、先ほ

身についてちょっと説明していただければなとい

ど説明の際に２件ということでお話をさせていた
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だきました。まず１件が、養鶏関係の事業をやら

なくなってきていたというような状況の中で、観

れる方、この方に２００万円を補助、それからも

光地でございます大沼を中心として、観光業の皆

う１件は、いろいろなアレルギー等で食に関する

様の事業者を支援していきたいということで、各

制限がある方々のために、そういったアレルギー

種旅行会社に対しまして、七飯町を目的地とする

物質を含まない菓子等の製造、販売を行う事業者

宿泊、それから日帰り、こういったツアーの商品

に対しまして１００万円を補助してございます。

の造成を促進するために、これらについて、新型

残りの事業費につきましては、これら関連事業の

コロナウイルス感染症の拡大防止対策を含めた経

事務費として負担をしているところでございま

費の一部を助成し、七飯町への誘客を促進する、

す。

また、七飯町への団体旅行商品を造成していただ

それから、商工業の振興事業補助金は、いわゆ
る七飯町商工会に対する補助金でございます。こ

くというような趣旨で助成金を設定いたしまし
た。

ちらの運営等に充てる補助金として、例年、支出
しているものでございます。

当初、約２,０００万円規模で補正予算を議決
いただきましたが、その後、首都圏で、１１月以

次に、ふるさと納税のいわゆる事務経費の割合

降、新型コロナウイルス感染症が拡大しまして、

が高いのではというお話でございました。こちら

各種団体旅行商品がキャンセルと相なりました。

は昨年の６月の補正予算計上もさせていただきま

当初は２,０００万円程度を全て使い切る予定で

して、その際にも御説明をしておりますが、当

ございましたが、その後、キャンセルが相次ぎま

時、七飯町の返礼品の中で人気のあったもの、こ

して、９５０万円程度まで落ち込んだということ

れが新たに取り組みを始めました飲料水、水、こ

でございます。この補助事業につきましては、そ

ちらの定期お届け便ということで、ふるさと納税

の実績に基づいて補助をしてございますので、追

の返礼品に設定しましたところ、非常に好評をい

加して御説明をさせていただきます。

ただきました。そのため、前年度にふるさと納税

すみません、ふるさと納税の歳入の関係でござ

をされた方であっても、その発送の時期によりま

います。こちらは、昨年度も何回か補正予算を議

して、今回の令和２年度にずれ込んできたものが

決いただいてございます。目標は４,０００万円

ございまして、共通様式にも記載のとおり、６月

で予算を組ませていただいたところでございます

の整理予算といたしまして、送料１８０万円を計

が、何分、ふるさと納税につきましては、いろい

上しているところでございます。また、これらの

ろな時々のトレンドとか、いろいろな理由等があ

割合につきましては、返礼品の価格につきまして

りまして、必ずしも年度前半と対前年を比べて、

は、給付額の３割以内というルールがございます

伸びているから、結果、伸びるとか、下がってい

ので、これはきっちり厳守をさせていただいてお

るから、結果、減るのだというような、ちょっと

ります。そのほかの送料や委託業務料、そういっ

関連がとれないまま、このような形で決算をする

たものの中に、ふるさと納税分が大部分を占める

ことになりました。予算を計上させていただいた

のですけれども、一部、そういった国の規制に係

からには、３,３００万円の決算額ではなく、予

らない、七飯町の町のプロモーション、こういっ

算額４,０００万円を目指して取り組んだところ

た事業費も同様にその中に含まれておりますの

でございますが、結果としてこのような決算額に

で、見た目上、割合が高くなってございますが、

なりまして、大変残念なところではございます

これらにつきましては、全てその制度の範囲内で

が、引き続き七飯町のＰＲ、そういったものも含

運用しているというところで、御理解をいただき

めて、ふるさと納税事業には取り組んでまいりた

たいと思います。

いと思いますので、御理解をお願いいたします。

また、ナンバー１２の団体旅行の支援誘客促進

以上です。

助成金のところでございますが、これは新型コロ

○横田委員長 経済部長。

ナウイルスの関係で、旅行商品等が全く造成でき

○青山経済部長
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それでは、補足答弁させていた

だきます。

上がっておりましたけれども、この中で、そうし

今、課長が答弁しましたが、ふるさと納税の寄

たら、返礼品としての部分は幾らだったのかだ

附額でございます。うちの返礼品の人気商品の一

け、ちょっとお答えいただきたい。

角に、町内の宿泊施設の返礼品がございます。こ

○横田委員長 商工観光課長。

れが普通であれば結構な人気があって、そういう

○福川商工観光課長

部分を目的にふるさと納税していただく方もおら

共通様式のところでいうところのふるさと納税消

れましたが、今回は後半のほうに新型コロナウイ

耗品費になります。こちらが返礼品の部分の金額

ルス感染症がありましたので、なかなかそういう

でございます。

部分にふるさと納税という部分が生きてこなかっ

以上でございます。

たということで、この金額、３,３００万云々に

○横田委員長

なりますけれども、そういう事情もあったという

川村委員。

ことで、御理解のほどお願い申し上げます。

○川村委員

以上です。
○横田委員長
○上野委員

返礼品の部分は、こちらの

あとありませんか。
確認までなのですが、共通様式の１

３番の１８の負担金、補助及び交付金なのですけ
上野委員。

れども、この公園美化清掃負担金１１０万円です

先ほども答弁いただいているのです

が、これは道の財団に負担する１１０万円だった

けれども、この返礼品の４９％、これは国の基準

のか、それとも別途どこかに拠出している金額な

はどういうふうになっていて、この４９％はそう

のか、ちょっとその辺をまず１点と、これは城岱

いった国の基準に対して対応している内容なのか

牧場だけの部分を指しているのか、それとも、例

どうか、もう一度分かるようにちょっと説明して

えば大沼公園とか、ほかのやつも引っくるめた観

いただきたいなと。

光の部分を１１０万円として計上しているもの

○横田委員長 商工観光課長。

か、ちょっとその辺もお願いします。その２点、

○福川商工観光課長

お願いします。

国の基準なのですが、先ほ

どお話ししたとおり、返礼品の価値につきまして

○横田委員長 商工観光課長。

は、寄附額の３割以内だと。それから、ふるさと

○福川商工観光課長

納税に係る事務経費につきましては５割までとい

の関係で御答弁申し上げたいと思います。こちら

うような形になっています。そのほかにも、地場

につきましては、令和２年の６月に、北海道の環

の産品であるとか、地場でつくられているものだ

境生活部環境局自然環境課より、まず、自然公園

というような縛りはございます。ただ、先ほども

財団が大沼国定公園の維持管理、いわゆる運営と

お話ししたとおり、ふるさと納税に係る経費の中

か、そういったものを委託されているという形

にも、そのふるさと納税と直接関わらない観光の

で、北海道から自然公園財団に対して委託をする

ＰＲ部分とか、そういったサイトの制作費とか、

という形になっておりました。そこに対しまし

そういったものも含まれてきます。ですから、そ

て、七飯町としましても、従前から４０万円を、

れらについては国の規制に対象になりませんの

そういった維持、清掃に充てていただきたいとい

で、それらを除いた部分で、先ほど言った５割、

うことで負担をしてまいったところでございま

また、返礼品については３割という範囲内でやっ

す。

ていくということになってございます。

これが新型コロナウイルスの感染症拡大により

以上でございます。
○横田委員長

まして、大沼国定公園の観光客が激減したと。そ

上野委員、よろしいですか。

れに伴い、自然公園財団が事業を進める上で、そ

上野委員。
○上野委員

では、公園美化清掃負担金

れの財源として充てておりました南大沼駐車場の

いろいろ中身が具体的に何が幾らだ

駐車料金収入が上がらなくなりました。これに伴

という形でないと分からないわけなのですけれど

いまして、自然公園美化財団の大沼国定公園の、

も、返礼という形で１,６２７万円という数字が

いわゆる園地内の清掃等に充てる事業費が枯渇を
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しているというような状況が見込まれまして、こ

ころにあります委託料、環境整備業務委託料や、

れで先ほどの北海道のほうから大沼国定公園の維

城岱牧場の清掃業務委託料など、これは全て城岱

持管理、清掃等につきまして、それぞれ持ち合い

牧場関連の委託料でございますので、御理解のほ

で何とか運営をしていただけないかというような

どよろしくお願いいたします。

協議がございました。

○横田委員長

その中で、特に南大沼駐車場、それから、大沼

あとありますか。

田村委員。

の公衆トイレ、広場とか駐車場とか、さらに人気

○田村委員

の観光スポットでもございます東大沼キャンプ場

す。

それでは、何点か質問してまいりま

のトイレとか、炊事棟の美化清掃に係る経費が枯

ナンバー６、ふるさと納税の関係ですけれど

渇するというような見込みでしたので、その中

も、ここで補正予算が４００万円していますけれ

で、北海道のほうは光熱水費等を負担していく

ども、不用額で５５１万５３０円、こういうふう

と。財団のほうは、作業員と、それから、今ある

になっていますけれども、これを見る限りでは、

消耗品費等をやりくりしていきたいと。その中

補正する必要ない。なぜ補正をして不用額をこん

で、七飯町に対しましては、上下水道相当分につ

なに残すのか、ここら辺をちょっと説明いただき

きまして、ぜひ負担をお願いできないかというこ

たいと思います。

とでございました。その中の協議の中で、上下水

それから、ナンバー７、協力支援金事業ですけ

道料相当分の約７０万円を上積みして、自然公園

れども、これは２,６１０万円、これの内訳、恐

財団に負担金として支出をして、自然公園財団の

らく同一金額ですかね。同一金額なら、人数あれ

活動を協力しながら推進したというようなことで

すると分かるのですけれども、もし違えば、その

ございます。

内訳をちょっと教えていただきたい。

以上でございます。
○横田委員長
○川村委員

それから、ナンバー９、ナンバー１０、これに

川村委員。

ついても内訳をお願いしたい。

それであれば、今回、城岱牧場多目

特にナンバー１０は、改修と備品購入というこ

的ホールほか観光施設となっているので、この負

とで、たしか８割補助だったような記憶があるの

担金に関しては、あくまでも大沼公園に対しての

ですけれども、それの内訳、５,２００万円使っ

部分で、城岱牧場とは全く関係ないよと、その点

ているものですから、この内訳を、どういったよ

でまずよろしいかどうか。

うな改修をしたり、あるいは備品をどういうふう

○横田委員長 商工観光課長。

に購入したか、これは現物支給ということはない

○福川商工観光課長

と思うのですけれども、もし万が一あれば、それ

すみません、今のお話のと

おり、この公園美化清掃負担金につきましては、

も併せてお願いしたいと思います。

大沼国定公園と。城岱牧場は含まれていないとい

それから、ナンバー１２、誘客促進報償金、こ

うことで御理解願います。

れも団体旅行支援誘致促進助成金ということで、

○横田委員長

先ほどちょっとあれしましたけれども、内訳、や

○川村委員

川村委員。

そうしたら、その上のほうに、例え

はり９４０万円について、どういったような中身

ば１２番の委託料のほうで、環境整備委託とか、

で出したのか、あるいは報酬金にしても、２,４

清掃、また草刈りは、城岱牧場に関してはこれで

００万円ということで、この内訳についてもお願

やっているよと。公園美化清掃負担金のほうから

いしたいと思います。

出ているのではなく、それはあくまでも大沼のほ

それから、１５番の道の駅、私、ちょっと資料

うに対しての、大沼公園に対しての負担金という

要求の中が、ちょっと軽くて、なかなか私の思い

ことで、再度、よろしいですか。

が伝わらなかったところがあったのですけれど

○横田委員長 商工観光課長。

も、まず確認したいのは、修繕、恐らく指定管理

○福川商工観光課長

料の中には、小破ぐらいのものは入っているのだ

こちら、ナンバー１３のと
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ろうと思うのですけれども、大きく修繕するとい

だったのですけれども、決算といたしましては、

う場合、町が単独して恐らくもつ形になっている

残念ながらこのような数字になったということ

と思うのですけれども、もしなっているというこ

で、御理解をいただきたいなと思います。

とであれば、幾ら以上であればもつとかというの

次に、ナンバー７、こちらの内訳でございま

を、話し合って、文書か何かにしているのかどう

す。これはこの決算等以外にも、政策推進課を中

か。ただ何となく、これ、高額だから町でもちま

心といたしまして、その都度、事業実績について

すという話なのか、そこら辺、きちっと整備され

御報告を上げさせていただいているところでござ

ているかどうか、それについて伺いたいと思いま

いましたが、まず、ナンバー７の休業要請等の関

す。

係は、七飯町の支出につきましては、個人に対し

以上です。

ては１０万円、酒類の提供を行っているものにつ

○横田委員長 商工観光課長。

いては２０万円、お酒の提供を行っていない飲食

○福川商工観光課長

まず、ふるさと納税の部分

店等に対しては３０万円と、３段階の単価をもっ

です。さっきも、ちょっと口頭なので余りうまく

て実施をしたところであります。結果といたしま

御説明できなかったかと思いますが、今回のふる

して、１０万円の対象が６３件、２０万円の対象

さと納税の補正に関しましては、当然、前年度の

が５０件、３０万円の対象が９０件、合計２０３

ふるさと納税の額の推移だとか、その経費の執行

件ということで、すみません、ごめんなさい、１

状況等を参考に、６月にはその送料不足が見込ま

０万円が３１件、酒類提供が４０件、お酒を提供

れる、これはその年度内に発送が定まらない部分

しないのが５０件で、合計で１２１件、これらを

で、次年度に繰り越されたものも含まれておりま

積み重ねると決算額の２,６１０万円になるとい

す。こういったものについて、まずは補正を、送

うことでございます。

料不足のため、補正をさせていただいた。

次が、ナンバー９の持続化給付金事業でござい

そして、先ほどもお話ししましたが、上半期、

ますが、こちらは個人に対して１０万円、法人に

大体４月から１０月程度の実績をぶつけた際に、

対しては２０万円という単価設定でございます。

２割から３割、寄附額が対前年度に比べまして増

個人については１０万円で２９２件、法人は２０

加傾向にあったということで、１２月の補正の際

万円で１９３件、合計４８５件で６,７８０万円

には、それに係る消耗品費、それから、寄附額に

ということでございます。

応じて増減いたします業務委託料、こういったも

それから、今度はナンバー１０です。ナンバー

のを増額補正をさせていただいたところでござい

１０は、改修等支援補助金といたしまして、七飯

ます。

町商工会の補助事業に対する補助という形でやっ

その後、増額をさせていただいて、当初の３,

てございます。こちらは、今お話にありましたと

０００万円の寄附見込みから４,０００万円に引

おり、補助率は５分の４ということで、上限は補

き上げて、ふるさと納税の事務に当たっていたと

助金額で４０万円までということになります。こ

ころなのですが、その後、ちょっと対前年度と逆

ちらは、こういった制度の立て付け上、それぞれ

に伸びなかったということでございます。見込み

の申請額、実績に応じまして、端数等出てきます

が甘いと言われればそのとおりかとは思います

が、件数といたしましては１６３件の補助という

が、ふるさと納税の性質上、必ずしも今までの流

ことになります。

れのとおり、増加傾向にあったものがその後も増

また、この内訳、５,２７０万４,０７０円につ

加を続けるとか、そういった見込みが非常に難し

きましては、事務取り扱い経費として、商工会に

いということで、御指摘の補正額よりも不用額の

対してこの事業費の３％見合いを補助金に事務費

ほうが多くなってしまったところでございます。

として計上してございますので、このような金額

担当といたしましても、ふるさと納税額、目標

になってございます。

の４,０００万円に達成すべく努力を重ねた結果
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次に、ナンバーの１２、観光誘客促進に係る部

分でございます。まず、ここの７番の報償費につ

うに補助金でという話で、事務費が３％という話

きましては、１人３,０００円のアップル商品券

ですけれども、実績として１６３件、これはどう

を配布するというような事業でございます。宿泊

いう内訳で見ればいいのですか。改修が何件、備

者に対して商品券を配布するということでござい

品購入何件という、合計で１６３件と見ればいい

まして、結果といたしまして、８,２４９名の方

のですか。それとも、私、言いたかったのは、改

に３,０００円の商品券を配布し、２,４７４万

修でどういったような改修が何件あるのか。大し

７,０００円ということになります。

た金額ではありませんよというかも分からないで

次に、同じく団体旅行の支援の事業のほうです

すけれども、どういった改修がコロナ対策に向け

が、こちらは宿泊を伴う団体旅行については１団

て行われたのか、あるいは、どういったような備

体１１万円を支給、日帰りの団体旅行については

品購入がコロナ対策、感染防止に対応してきたの

５万円を支給、それから、宿泊を伴う場合には、

かというのが、私、ここで知りたかったのです。

飲食店等を利用した際には１人当たり３００円、

流れ的に、事務費幾らだとか、実績というより

宿泊利用には１人当たり３,０００円といったよ

も、むしろ中身で、どういった対応をしてきたの

うな制度になってございます。この内訳ですが、

かということが分かるあれで、説明を再度お願い

宿泊旅行については、５１団体の１,２３６人の

したいと思います。

方で８５１万３,０００円、日帰り旅行につきま

それから、最後の道の駅の関係ですけれども、

しては、１７団体の４５０人で９８万５,０００

１件１０万円以上、これは町が負担ですよという

円を支給してございます。これらの実績の人数

ような、今、答弁ありましたけれども、実質、こ

等、それから、飲食店を利用したかどうか等でも

れ、文書か何かで明文化されたものがあるのかど

ちょっと単価が変わりますので、このような内容

うか、それをちょっともう一度説明いただきたい

で御理解をいただきたいと思います。

と思います。

最後に、ナンバー１５の部分ですが、道の駅指

○横田委員長 商工観光課長。

定管理等の、その修繕料の扱いについては、基本

○福川商工観光課長

的に１件当たり１０万円を基準として、それ以上

です。こちらは委員御指摘のとおり、見込みが甘

のものについては町のほうでというような基本的

いと言われれば、それは甘んじて受け入れなけれ

な協定になってございます。また、それにつきま

ばならないと思います。ただし、先ほども再度、

しても、内容等については、随時、指定管理者と

再々答弁させていただいてございますが、ふるさ

町のほうとで協議をさせていただいて、速やかに

と納税という流れの中をきっちり見込むのが大変

対応していくというような方針でございます。

難しいという状況もお汲み取りいただきたいと思

以上でございます。
○横田委員長
○田村委員

まず、ふるさと納税の部分

います。ただ、それをもって、この不用額が大き

田村委員。

いということには変わりがありませんので、今後

まず、６番でございますけれども、

も、従前からもそうですが、こういったところは

それぞれの言い分があろうかと思いますけれど

しっかりと精査をさせていただいて、でき得る限

も、やはり補正額を上回る不用額を出すというの

りの精度で補正を組んでいきたいと考えておりま

は、やはりちょっと困るというか、やはり普通で

すので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。

は考えられないというか、では何のために、例え

それから、改修のほうの補助金でございます

ば４０９万円を議決して、いいですよと、頑張っ

が、この件につきましては、商工会より要望をい

てくださいと。蓋を開けて、残ったのを見たら５

ただきまして、ぜひ会員だけではなくて、町内の

５１万円残っていたという、やはりこれは議会に

事業者さんに、新型コロナウイルス感染症への感

対する一つの私は問題ある考え方でないのかなと

染防止対策をやっていただきたいというような流

いうふうに思います。

れの中、相互に協議をした上で内容を決めたもの

それから、１０番、実績が、これ、商工会のほ

でございます。
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こちらは、実施要領の中で、改修については大

○横田委員長

ただいま田村委員より、実績の一

きく３点、来客者等の間隔を広げるための机や椅

覧表ということだったのですけれども、皆さん、

子のレイアウト変更、換気扇の設置など、そのほ

よろしいですか。

かに飛沫感染の防止ということで、窓口や客席等

（「はい」と呼ぶ者あり）

の間の壁、ビニールシート、アクリル板等の設

○横田委員長

置、それから、接触感染の防止ということで、非

します。

では、商工観光課長、お願いいた

接触型の自動水洗、自動ドア、自動照明、自動ト

ついでに、先ほどの５万円以上の様式１の１番

イレ等の設置、これらを改修として考えていたと

のところ、８万円と書いているところ、５万円に

いうことになります。

訂正したやつの、これも差しかえていただきたい

それから、備品の購入については、同様に、コ

と思います。

ロナウイルスの除去や抑制等の機能があるオゾン

あとよろしいですか。

発生機など、それから、先ほども出ましたけれど

畑中委員。

も、パーティションやアクリル板等の購入、自動

○畑中委員

クーポン券事業のナンバー８なので

の手指消毒機、体温検知カメラ、体温測定システ

すけれども、そのことについてちょっとお聞きし

ムなど、こういったものを補助対象とするという

ます。この事業の目的というのは、町内の消費の

ような形で進んでいます。

喚起等というふうになっています。確かに支出済

これらの改修や備品購入、それぞれの区分に分

み等など見ると、この部分が経済の活性化につな

けた整理は行っておりませんので、大変申し訳ご

がったというふうには考えられるのですけれど

ざいませんが、そこは答弁できませんが、私ども

も、例えば担当課等では、このコロナ禍で、非常

でいろいろその申請の中身を見た中では、換気機

に、例えば商売していて、売り上げが上がらない

能のあるエアコンの設置、それからパーティショ

とか、そういった業種の方々に少しでも支援する

ン、そのほかにもオゾン発生機、いわゆるそう

というような考えはあったのではないかなと思う

いったものを購入しているというのは書類で確認

のですよ。

をさせていただいておりますので、ちょっとその
あたりで御理解をいただきたいと思います。

それで、例えばこの事業、終わってみて、集計
した場合には、どこに町民の方が一番このクーポ

それから、道の駅の１０万円の部分ですが、

ン券を使ったかという、そういった、例えば一番

ちょっと今、直ちにこれというものは出せなくて

使ったところはどこどこのスーパーですよ、２番

大変申し訳ないのですけれども、これについて

もどこどこのスーパーですよとか、そういう業種

は、協定書等に一般的にうたっている内容になっ

だけ、やっぱり名前ということになれば、いろい

ていますので、１０万円という記載があるという

ろなプライバシーのこともあるので、差し支えあ

ことで御理解をしていただきたいと思います。

ると思うのですけれども、その業種だけでも、実

以上です。
○横田委員長
○田村委員

際問題として、本当の零細の業者さんとか、そう
田村委員。

いったところにいっているのかどうか。コロナで

今の答弁、分かりました。

よく飲食店だとかそういうのもあるのですけれど

ただ、委員長にお願いなのですけれども、商工

も、そちらのほうでは使われていたのかどうか、

会のほうで実績が１６３件あるということなもの

その辺、実態、もしできましたらお答えいただき

ですから、やはり５,２００万円ですよ、支出総

たいなと思っております。

額が。したがいまして、今、改修の部分、要綱に

以上です。

基づく改修だとか、備品購入だとか、そういった

○横田委員長 商工観光課長。

ような説明あったのですけれども、実績として、

○福川商工観光課長

やはり内訳の一覧表を私は資料として求めたいと

というものの資料は、今、手元になかったのです

思いますけれども、よろしくお願いします。

けれども、実際、そういったところも気にしなが
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ちょっと今の使用先の業種

ら事業を進めてまいりました。やはり一般的に

○若山委員

自分が終わったからといって、なし

は、日用品、日常生活に必要な食料とか、そう

とかはひとつよろしくお願いします。

いったものに利用される割合は非常に高かったと

先ほどの臨時交付金事業実績については、政策

いうのは申し上げられます。例えばスーパーと

推進課が作ったところに商工観光課が一覧でずっ

か、コンビニの業態もそうです。それから、ド

と載っていて、詳しい内容全部載っているので、

ラッグストアとか、そういったところは非常に利

そういうのはできれば、委員長、省略して時間を

用が多かったと思います。そもそも大きな店舗と

短縮させていただきたかったのですけれども。課

いうか事業者なので、そういった意味でも、お客

長が説明していただいていたので、合わせてみた

様は多数いらっしゃると。

ら間違いない数字をきちっと述べていましたの

ただ、そういったところに多くのお客様が行か

で。

れているような状況にはなっていますが、逆に、

それでは、質問をさせていただきます。

通常では伺わないような、いわゆる小規模の事業

まず、共通様式のナンバー６。ふるさと納税事

主とか、そういった方々にも、実は広くわたって

業費の関係なのですけれども、これ、支出額、全

いたのではないかというような考え方でおりま

部で１,９１５万円とかなっていて、この資料の

す。というのも、そういった個人事業主の方々か

中で、ふるさと納税の実績と使途ということで、

らも、非常に助かったと、新たなお客様がいらっ

事業費ということで、返礼品等ということで、

しゃってくれたとか、飲食店につきましては、孫

１,６９２万７,４１０円となっているのですけれ

と一緒に遠出をされると、そういったお客様が随

ども、これ、足していったら、全部、消耗品費と

分見られたよということで、当初思っていまし

委託料だとか宅配料だとかポータル何とかだとか

た、３地区に分けて、町民の方々の御協力を得

と足すとなるのだけれども、ここに載せるべき事

て、大きく町内の経済を回していきましょうとい

業経費というのは、３,３００万円、寄附金が

うような当初のねらいの一部は達成されたのかな

あったけれども、１,６００万円の事業費ではな

というような考え方でおります。小規模のところ

くて、１,９００万円の事業費ではないかという

についても、このクーポン券が利用されているの

ふうに思うのですけれども、そこの見解をちょっ

も事実でございますし、偏在はどうしてもしてし

と教えていただきたいと思います。

まうと思いますが、一定のそういった成果は出た

それと、委員長、資料要求として、ふるさと納

のではないかなと考えているところでございま

税の金額別の納付者数というのですか、去年見た

す。

資料と、返礼品の人気を表す、水が何件あったと

以上でございます。
○横田委員長
○畑中委員

か、何が何件あったとか、希望するもの、そのあ

よろしいですか。

れについて、できればどういうものが人気があっ

はい。

○横田委員長

て、どうなのかなというところを知りたかったの

暫時休憩いたします。

で、そこのところをちょっと説明いただければな

２時１５分まで休憩いたします。
午後

２時０７分

というふうに思います。

休憩

それと、去年は３,３００万円の寄附金だった

──────────────
午後
○横田委員長

２時１６分

のですけれども、今年の予算の目標は１億円とい

再開

うことで掲げておりまして、その達成見込みにつ

休憩以前に引き続き、再開いたし

ます。

いて、まだ時期尚早なのかもしれないのですけれ
ども、そのあれについて、ちょっと見込みについ

商工観光課の質疑続けたいと思います。

て教えていただければなというふうに思います。

質問ありますか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○横田委員長 若山委員。

それと、共通様式ナンバー８のところで、クー
ポン券発行事業なのですけれども、これ、クーポ
ン券を送るときに、パンフレットで使える店の一
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覧を一緒に送っているのですけれども、その後、

だけ収入があって、これだけ支出があるので、こ

追加で、自分のところも使えますよということで

れだけ利益ですというところの、それに対して指

応募する先が出てきたと思うのですけれども、そ

定管理料がこれだけですという、その根拠という

れは何件ぐらい実際あったのか、概算で構いませ

か、なおかつ、この決算のあれを見ると、人件費

ん、１０件だとか５件だとか、それで構いません

が増えていて、手数料が増えていて、保険料が増

ので、自分も申し込めばよかったなというところ

えていて、会費その他が増えていて、消費税が増

が結構あったようで、去年のこのクーポン券事業

えていてということで、１,０００万円ほど、

については、全部で大体９４％の利用率で、相当

ちょうど収入に合うような形で増えているので、

効果があったのではないかなというふうに先ほど

そこのところが何かちょっと作為があるような印

も説明あったけれども、今まで来なかったお客さ

象を持つのですけれども、そこのところをちょっ

んが来てくれたとか、そういうスーパーとかの独

と教えてもらいたいのと、あと、ホームページで

り勝ちのようなところは、コンビニ、スーパーの

公表している損益計算書の中の販売費及び一般管

独り勝ちのようなところはあるのだけれども、小

理費が９,７０３万９５４円と載っているわけで

さな店に来てくれたということで、効果あったと

すね、３月の計算書の中でね。それが、この支出

思うのですけれども、そういう意味で、追加した

項目のこの数字とイコールにならないので、微妙

やつ。今年のクーポン券のときに、そんなに数が

にちょっと違うので、できればこの販売費及び一

増えていなかったのです、印刷したパンフレット

般管理費の数字を、この９,７０３万９５４円に

の中で。それで、その辺のところ、どうだったの

なるものを出していただければと思っているので

かをちょっと教えていただきたいなというふうに

すけれども、この収支決算報告書に出ている数字

思います。

と、公表している決算のやつがちょっと表記の仕

それと、ナンバー１１の観光費の中の、大沼カ

方が微妙に違うので、なかなか何でこうなるのか

ントリークラブの年会費を納めていますけれど

な、なぜこうなるのかな、今後どうすればいいの

も、このゴルフ会員権、町の持っているやつで、

かなというのがなかなか分からないところがあり

利用している実績とかあるのでしょうか。使わな

まして、そこを見るのに、依頼した資料として

いままで年会費をあれしているのか、それとも、

は、この数字を詳しく教えてほしかったなという

町のお客さんで誰か接待するとか何とかというこ

ことです。先ほどの答弁では、これに、後で配っ

とで使っているのか、そこのところをちょっと教

たこの収支報告書に変えますよという話だったの

えていただきたいなと思います。

ですけれども、それともう一つは、この売り上げ

それと、あとは一番最後のナンバー１５の道の

の、一般質問で聞いたのですけれども、この売り

駅指定管理費なのですけれども、これは今、追加

上げの中身というか、農産物が幾らで、商品が幾

資料としていただいた収支決算報告書のところを

らだというやつを、これにも載っているのだけれ

見ていると、ちょっと今見たばかりであれなのだ

ども、農産物販売コーナーとかで幾らとかと載っ

けれども、収入が１億３,０００万円、いろいろ

ているのだけれども、この中身をできればもっと

足してね。支出が９,８００万円で、４５０万円

知りたかったのですけれども、そのようなやりと

プラスになっていて、その隣が当初計画というこ

りというのですか、何が幾ら売れて、何がどう

とで、６００万円プラスになるような、そういう

だったか、去年と比べてどうだったか、そういう

計画になっているわけですね。

やりとりはしていないのかどうか、そこのところ

その中で、指定管理料が２,２１９万９,０００

があれなのです。この収支決算報告書と、公表し

円ですか、これだけプラスになるのに、指定管理

ている決算書の、売り上げが二億八千幾らあるの

料をこれだけ出さなければいけないという、その

と、これの収入のところが１億円という、この差

理屈づけ、予算のときにきちっとやるべきものな

がよく分からないので、そういうふうに、この資

のかもしれないのだけれども、このような、これ

料に基づく数字と、こっちに基づく数字をという
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ことでお願いしたのですけれども、そこでちょっ

るのかどうか、そこのところを確認させてくださ

と分かる範囲で教えていただければなというふう

い。

に思います。

以上です。

それと、ここにある道の駅不動産借上料という

○横田委員長 畑中委員。

ことで、約２,５００万円払っていて、今回、賃

○畑中委員

貸契約、資料要求して、そこにコピーを置いてあ

がされましたけれども、その中で、ふるさと納税

りますけれども、これは委員長、コピーを配付し

の件について、決算の部分を聞くのであればいい

てもらうようにお願いしたいのですけれども、そ

のだけれども、今年の状況等についても要求して

んな枚数ないので、契約者の名前は黒塗りしてい

いるような発言が、私はそのように聞いたのです

ますし、お願いしたいと思うのですけれども、い

けれども、やはり委員長のほうから、その辺、き

かがでしょうか。

ちっと線引きしてほしいなと思うのですけれど

○横田委員長

も、いかがでしょう。

今、皆さんに問いますので、まと

めて。
○若山委員

今、若山委員から、るる、今、質疑

○横田委員長

まず、若山委員から資料要求の

それを一つお願いしたいのと、あ

あったもの、ちょっと私の勘違いかもしれないで

と、いつも聞くのですけれども、指定管理費２,

すけれども、まずはふるさと納税の件数と品数と

２００万円、不動産賃借料２,５００万円払っ

いうのでよろしいですか、まず。それと、道の駅

て、なおかつ町債の返済も三千何百万円もあるわ

の不動産の借り上げ契約、それともう１点は、交

けですよね。そういう中で、特定財源として入っ

渉記録、この３点でよろしいのですか。

てくるものがないというのが、ちょっと忸怩たる

○若山委員

ものがあるのですけれども、毎度同じことを聞い

料要求のリストアップしたときに、金額別の内訳

て申し訳ないのですけれども、そこのところの考

を、３,３００万円の金額別の内訳を去年もも

え方を教えていただければなというふうに思いま

らっているので、それを出してほしいというの

す。

と、返礼商品の人気度合いが分かるような、何が

ふるさと納税に関しては、当初、資

それと、今回、資料要求でお願いした交渉記

どのくらい出ているというところの資料を、これ

録、これについては、あるけれども、いろいろ差

でいくと１,１００万円ほどの消耗品費になって

し障りがあるので出せないということなのか、交

いるので、その内訳のようなものを出していただ

渉記録のようなものはないのか、売ってくれとい

きたいということでお願いしていたのだけれど

うような交渉をして、こうこうこうだから駄目だ

も、今見たら、資料要求の一覧表の中に入ってい

とか何とか、そういうやりとりを、いつ、誰と、

ないのですね。何で入っていないか分からないけ

どういうふうにしているのかというところをき

れども、却下されたのか、漏れてしまったのか、

ちっと確認したかったのです。なぜかというと、

ちょっとあれなのですけれども、ということと、

当初は賃貸でスタートするけれども、不動産を購

交渉記録ですね、土地の交渉記録ですね、これに

入するのだという説明を、僕が議員になる前にさ

ついては出せないということだったので、その確

れていたようなのですけれども、そうであれば、

認だったので、出せないなら出せないで構わない

購入するという、そういう行動が必要なのではな

のですけれども、そういうことです。あと、そこ

いかなと思って、それで交渉記録のようなものが

に今、契約書が出ているのですけれども、不動産

もしあれば閲覧させていただければなと思ったの

賃貸の２５０万円、年間払っているやつの賃貸契

ですけれども、契約を見ると長期契約になってい

約書があるのですけれども、それについてはコ

まして、もう基本的には売ってくれないので、契

ピーを委員全員に配付してもらっても構わないの

約終了まで何もしませんよというスタンスに変

かなと思うので、資料要求として、ちょっと御検

わったのかなと思うのですけれども、そこのとこ

討いただきたいなと思ったのですけれども。

ろを、今でも購入するということで活動されてい
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以上です。

○横田委員長

１点目のふるさと納税の部分は、

示というような形で取り扱いされていると思いま

金額別、それから返礼商品ということでいいので

すので、これにつきましても御理解をいただきた

すか、確認。それから、２点目が、道の駅の不動

いと思います。

産の賃貸契約のコピー。もう１点は、いただける

それと、戻って、ふるさと納税の部分ですが、

かどうか分からないけれども、道の駅の現在借り

実際、うちのほうの事業予算のほうでは、ふるさ

ているところの交渉記録ということですか。

と納税の経費の中に、例えば会計年度任用職員と

まず、この３点についてなのですけれども、事

いうものが入っていたりして、こちらの予算の立

務局、前回、これ、ＯＫ出ていなかったやつは

て付けにもよるのですが、いわゆる国で言ってい

あったの、何か今の話からいうと。

るふるさと納税経費以外の部分も多分に入ってし

すみません、暫時休憩いたします。
午後

２時３０分

まっている決算になっておりますので、そのあた

休憩

りも含めて御理解をいただきたいなと思います。

──────────────
午後
○横田委員長

２時３７分

また、口頭になりますけれども、ふるさと納税

再開

の大まかな人気商品というのでしょうか、そう

休憩以前に引き続き、再開いたし

ます。

て、件数で最も多かったのは、ジャガイモのバ

今の若山委員の質疑に対する答弁から入りま
す。

ターセット、こちらが２３０件程度、これが最も
多い商品になります。そのほかにも、商品の組み

商工観光課長。
○福川商工観光課長

いったところにつきましては、費用を別にしまし

方によって、例えば飲料水とか、そういったもの
まず、資料の関係でござい

が２４本セットになるのか、４８本セットになる

ますけれども、今、委員おっしゃった道の駅の、

のかによって、またこれも商品カテゴリーが別々

その項目別の詳細というか、その内訳というもの

で計上していますので、そういったところも

が、実は通常、指定管理者制度の中で求めている

ちょっと御理解いただきながら申し上げますと、

ものではないものですから、今回、提出させてい

その次が、いわゆるミネラルウォーター、これが

ただいたものについては、指定管理者制度の中で

１７０件程度ございます。そして３番目に多いの

指定されている様式ということで、その他の様式

が、いわゆる七飯町にございます北海道ゆかりの

については入手していないということで、御理解

炭酸飲料水につきましては１５０件程度になりま

をいただきたいなと思います。

す。

また、併せて、指定管理者のほうの決算書と、

それから、商品別の金額順で申し上げますと、

こちらが制作して毎年報告しております収支の決

一番金額が多いのは、ホテルの高級宿泊券になり

算書というのでしょうか、これらはどうしても会

ます。こちらで５５０万円程度になります。そし

計の整理の違いがありまして、例えば企業さんの

て２番目に、ミネラルウォーターの関係で３６５

ほうの決算書の場合は、売上高があって、原価が

万円。それから、先ほど申し上げましたジャガイ

あってというような表示になるのですが、私ども

モのバターセットについては３４０万円程度とい

のほうの様式、会計のほうは、そういった内訳ま

うような内訳になってございます。

で出ないで、最終的な収入という形で表示をして

このたびの３,３００万何がしのふるさと納税

おりますので、ちょっとそこの内容を説明できる

寄附の決算額ですが、この中で、ホテル等の宿泊

資料というものはないので、そこはちょっと御理

券が非常に大きなウエートを占めておりまして、

解をいただきたいなと思います。

コロナ禍によってこのふるさと納税の寄附額にも

また、交渉記録につきましては、先ほども冒頭

かなりの影響があったのではないかと考えている

の説明の際にも申し上げましたが、相手がありま

ところでございます。

して、それぞれが不利益を被るというようなおそ

以上でございます。

れもありますので、これについては従前より非開

○横田委員長
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商工観光課長、今最後に説明し

た、その資料といっていたものはあるのでしょ

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

う。今、売り上げがいいのと、高額なやつ、それ

○横田委員長

はあるのですよね、今しゃべったやつ。

の賃貸契約書についてお願いします。

若山委員、今の資料では駄目なのですか。今、

なしということで、二つ目の土地

暫時休憩します。

商工観光課長が説明した資料では駄目なのです

午後

か。

２時４５分

休憩

──────────────

若山委員。
○若山委員

午後

僕がお願いしたのは返礼品の人気ラ

ンキングなので、まさに今の数字を、何が七飯町

○横田委員長

２時４６分

再開

休憩以前に引き続き、再開いたし

ます。

の中で人気があるのか、カニだとかイカだとか、

経済部長より答弁があります。

そういうのがあって、そういうのがない七飯町は

経済部長。

ちょっと寂しいなとあれだから、こういうものが

○青山経済部長

人気あるのだというところを、一千何百万円の内

関係でございますが、これについては、やはり個

訳として教えてもらえればなと思っただけです。

人の情報がありますので、今は閲覧用ということ

それともう一つは、金額別の内訳というのです

で、対象者の名前が消えてございますけれども、

か、少ない金額の、１万円のふるさと納税もあれ

これを皆様に配付するということになると、公表

ば、１０万円もあれば、３万円も５万円もあっ

できない部分も文面の中にはございますし、金額

て、どの金額帯が多いのかというところで、少な

もそうでございますが、そういうものが表示でき

い金額は、去年の決算委員会で出てきたやつは、

ないということで、黒塗りになるという可能性も

少ない金額のやつは少ないのだけれども、大きな

ございますので、少々調べさせていただいて、対

金額で結構増額しているというか、増えてきてい

応したいと思いますが、よろしくお願いしたいと

るという数字が見えたので、そういう資料がもし

思います。そこら辺、委員長、お願いします。

あれば出してほしかったなということでお願いし

○横田委員長

ていたのですけれども、伝わっていなかったみた

いな形では出せないということで、ここで見るの

いなので、ちょっとそれはもう今間に合わないの

は構いませんけれども、皆さんがコピー欲しいと

で、しようがないかなというふうに思います。

いうことになれば、消してしまうところも、黒塗

○横田委員長 分かりました。

りになるということもありますということで、そ

そうすると、１番目のふるさと納税の資料はな
しということで、２番目の道の駅の不動産の賃貸

ただいまの道の駅の賃貸契約の

ただいま経済部長より、全部きれ

ういう中身でよろしいでしょうか。よろしいです
か。

契約書のコピー、それから、３番目の交渉記録は

（「はい」と呼ぶ者あり）

出せないと言って、今までも出していないという

○横田委員長

では、それでということで、進め

ことなのですけれども、それはしようがないので

て、お願いいたします。

ないかなと思うのですね。今まで出せたら、多分

畑中委員から……。（発言する者あり）

出していたと思うのですよね。

答弁漏れがあったということでありますので、

２番目の道の駅の土地の賃貸契約書について
は、皆さん、資料請求しますか。

○福川商工観光課長

（「はい」と呼ぶ者あり）
○横田委員長

商工観光課長。
大変申し訳ございません。

答弁漏れ、２点ございました。

ということで、あと、１番目のふ

クーポン券発行事業の関連で、締め切り後の店

るさと納税の若山委員が希望したものはないとい

舗数、どのぐらい増えたのかと、その概観で構わ

うことだし、交渉記録については出せないという

ないということでしたので、おおむね１０から２

ことだそうなのですけれども、御異議がありませ

０店舗増えたのではないかと感じてございます。

んか、それで、皆さん。

それともう１点、観光費の部分になりますけれ
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ども、カントリークラブ大沼コースの年会費でご

門があって、費用部門があって、これだけ利益と

ざいます。これは当初、これの購入に至ったの

いうか、最後、これだけ残りますよ、差額、これ

は、地域に進出していただいた企業さんの支援と

だけになりますよというときに、目標が６００万

いう意味合いもありまして、雇用関係もそこには

円あるわけですよね。その前提として２,２００

発生しまして、それから、観光産業についても多

万円の指定管理料が払われていて、そもそも指定

大な貢献をしていただいているところですので、

管理料、多いのではないかと。コロナ禍であって

町として、このような形で観光分野で支援をさせ

も、今回、４００万円ほど利益が出ている形に

ていただいているというのが考えです。

なっていて、その指定管理料、多いのではないか

この会員権自体の使用については、実は商工観

とか、そういう、既に決定して、３年間これだけ

光課では管轄しておりませんので、利用状況につ

払うということで確約はしているのだけれども、

いてはちょっと分からないのですけれども、一応

実際、その契約に基づいてやっていて、指定管理

産業振興のために、支援のために年会費を支出し

料が多いのではないかという発想ができないのか

ているということで、御理解をいただきたいと思

どうか、そこのところを先ほど確認して、当初の

います。

計画から６００万円プラスですよというふうに

以上です。
○横田委員長

なっている状況で、指定管理料の金額がちょっと
先ほど畑中委員からの質問があっ

多いということにならないのかどうか、そこのと

たのですけれども、今年度のふるさと納税の行方

ころの確認をちょっとしたかったので、お願いし

がどうなのだというのは、ちょっと今の決算に合

ます。

わないのでないかという、そういう質問がありま

○横田委員長 商工観光課長。

した。皆さん、いかがですか、これというのは。

○福川商工観光課長

私も、今年度について云々というのは、前回の予

方については、今までも議会、その他委員会等で

算委員会のとき、たしか同じような話が出ている

も御答弁を差し上げてございますが、まずもって

ので、今日はなじまないのでないかと思うのです

基本にありますのは、今現在、指定管理の受託を

けれども、いかがしますか。それは要らないとい

していただいている、この条件になった指定管理

うことでいいですか。（発言する者あり）

料の基準は、施設の管理運営、維持管理、そう

こちらの指定管理料の考え

ではそういうことで。

いった部分に最低限必要になるであろう金額を見

それでは、若山委員。

積もって、それを基準にさせていただいていると

○若山委員

これからどうなるか聞きたくないと

いうことで、まず御理解をいただきたいと思いま

いうことであれば、それはそれでもうしようがな

す。このほかに、道の駅は、その構造上、自主事

いと思いますけれども、僕は過去の実績を含め

業といたしましての物販とか、そういったところ

て、今後どうなるのかというところを、今現在

で利益を出していくというようなことも当然想定

で、もう９月ですから、今現在、どういう見込み

されるところでありまして、現に、一応皆様にお

なのかということを聞くのは何らおかしくないの

配りした資料の中ででも、自主事業から管理業務

かなと思って聞きました。要らないという方が多

のほうに融通をしているというような形が見てと

いので、それは取り下げる形にします。

れると思います。

それと、先ほど答弁漏れというか、いただいた

この金額が高いか低いかにつきましては、なお

道の駅の管理資料というか、確かに決算書は、内

議論の余地があると思います。今現在の形としま

部のための管理資料と、外に公表するための資料

しては、施設の維持管理、運営に係る最低限必要

と、税金を払うための資料ということで、いろい

と見積もられる金額を基準としていること、そし

ろな形式があるのですけれども、この内部資料と

て、自主事業について、それがどの程度の規模に

いうか、内部の管理表を見てもなかなか分かりづ

なって、いわゆる指定管理料が多い、少ないとい

らいのだけれども、ただ、これで見ると、収益部

う話になるかどうかは、まだもう少し状況を見な
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ければ分からないと思います。というのは、道の

○横田委員長

よろしいですか。

駅の運営に当たりましては、今、長引くコロナの

あとありませんか。

影響もあったり、安定的に指定管理者に運営をし

澤出委員。

ていただくというのは、こちらが望むところでも

○澤出委員

ございますので、そういった資金とか体力の面、

いします。ナンバー６のふるさと納税のことです

そういったものがどこが適切なのか、それから、

けれども、ちょっとふるさと納税のページを見さ

指定管理料は全額を賄うのではなく、自主事業に

せていただいていて、思ったことが一つありまし

よる財源補填も含めてトータルで考えていくとい

たので、確認したいなと思います。さとふるとか

うような考え方もありますので、そこの部分は今

ふるさとチョイスとか、いろいろなチャンネルで

後もちょっと検討していきたいと思いますので、

一応販売というか、納税の協力をお願いしている

御理解をいただきたいと思います。

わけですけれども、そういった中で、さとふると

以上です。
○横田委員長
○若山委員

非常に簡単なところ、１個だけお願

かふるさとチョイス、ほかのもいろいろ見ている
若山委員。

と、出ている品目がちょっと違ったりとかしてい

道の駅の建物を管理するための指定

るのですけれども、例えばさとふるに出ていて、

管理料を払っているということであれなのですけ

ふるさとチョイスに出ていないとか、あれはタイ

れども、自主事業もやっているということで、逆

ムラグなのか、それとも何か規定があって、こっ

にその自主事業をする分については、家賃を町に

ちには載っているけれどもこっちには載っていな

払わなければいけないのではないか、そういう立

いとか、そういう分けがあるのかということ。何

場ではないのかという認識がありまして、それが

でかというと、目標１億円に向けて頑張るわけで

今、どのぐらいの比率でどうなっているのかと、

すけれども、いろいろな販売チャンネルで全て

なかなか見極めるのは、この資料だけでは難しい

載っていたほうが、いろいろな人の目につくわけ

のですけれども、そういう意味では、じっくり検

ですから、もしそれが漏れているのであれば、大

討していただきたいなと思いますので、その辺の

至急、ページのほう、直したほうがいいのかなと

ところで、再度、そこのところ、答弁お願いした

思いながら、もしラグであれば、なるべく更新、

いなと思います。

更新しながら、せっかく今回のいろいろな新しい

○横田委員長 商工観光課長。

コンテンツというか、新しい品目増えましたの

○福川商工観光課長

で、せっかくですから、効果を出すためにも、そ

再度、質問に御答弁させて

いただきます。

ういうふうにやっていただければなと思って、確

今、委員おっしゃったとおり、指定管理者制度

認なのですけれども、その１点だけ、お願いしま

というものは、その対応がいろいろ分かれると思

す。

います。例えば今おっしゃったように、建物を借

○横田委員長 商工観光課長。

りて営業しているという見立てであれば、それに

○福川商工観光課長

見合う費用を払っていただくとか、そういった指

ふるさと納税制度を町として導入してから、委員

定管理の手法もあると思います。ただ、現在のと

おっしゃっていたとおり、そのポータルサイトと

ころ、まだそこまで詳細の部分について検討をし

いうのでしょうか、そういったところを随時追加

ていくには、まだもう少しお時間をいただかなけ

をしてきたところであります。

今の点なのですけれども、

ればならないなと認識しておりますので、今後も

当初は、一番最初に参加したポータルサイトに

随時そういった考え方については、機会をとらえ

ついては、実はサイトには掲載をいただくのです

て皆様方に情報提供させていただいて、御意見賜

けれども、業者との、寄附がありましたよ、返礼

りながら、よりよい指定管理者制度になるように

品の注文が入りましたよというようなやりとりを

努めたいと思いますので、御理解のほどよろしく

町のほうで行うシステムになっています。ですか

お願いします。

ら、その返礼品を提供いただく業者さんとは、町
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が返礼品に関して契約をさせていただいてきた

○佐々木土木課長

と。

式のナンバー１からナンバー４、土木総務費につ

ところが、その後、このポータルサイト自体の

それでは、提出資料の共通様

いて御説明いたします。

競争も激化しまして、そういった部分は全てやら

８款１項１目土木総務費は、土木課総務に関す

せていただくというような形になってまいりまし

る運営と、町が所有する重機車両と、車両セン

た。その次に町のほうで採用したサイトに関して

ターの維持に係る経費でございます。

はそのタイプでして、町と返礼品の事業者さんが

共通様式ナンバー１、土木総務費は、当初予算

契約するのではなくて、そのサイトと契約をする

額９２万４,０００円、補正予算額２３１万円、

というような仕組みになっています。当然、そこ

予算現額３２３万４,０００円、支出済額３１５

の部分が、私契約になりますので、契約内容につ

万５,２９７円、不用額７万８,７０３円、執行率

いては、町のほうからいろいろお話しするという

９７.６％となっております。補正は、９月、３

ことができなくて、送料とか、そういった返礼品

月で行っております。

を届けるための仕組みもそうなのですが、価格

主な内容は、道路台帳整備委託料、整理予算で

に、きっとその事業者さんごとに、見合う、見合

ございます。

わないというものが発生していると思います。そ

また、歳入は記載のとおりとなっております。

れ以降も、増やしているところについては、例え

次に、共通様式ナンバー２、土木作業車管理費

ば既に七飯町が利用しているポータルサイトに

は、当初予算額９１４万５,０００円、補正予算

載っている商品であれば、同じ仕組みを利用して

額５３１万６,０００円、予算現額１,４４６万

発送できるようなポータルサイトであったり、そ

１,０００円、支出済額１,３２６万１,０７３

れぞれがいろいろな特色を持って事業を展開して

円、不用額１１９万９,９２７円、執行率９１.７

いるところでありますので、町としては、おっ

％となっております。補正は９月、１月で行って

しゃったとおり、全てのサイトにできる限り多く

おります。

の情報を載せていきたいというのはあるのです

主な内容は、整理予算でございます。

が、それぞれの事業者の分野とか、そういったと

不用額の主なものは、需用費の燃料費となって

ころもありまして、そういう形にはなっていない

おります。

ということで御理解をいただきたい。ただ、町と

次に、共通様式ナンバー３、車両センター管理

しても、万遍なく出るようにやっていくというの

費は、当初予算額９４万５,０００円、予算現額

は間違いないところですので、できる限りのとこ

９４万５,０００円、支出済額８９万４,１２６

ろでそういった形でふるさと納税を推進していき

円、不用額５万８７４円、執行率９４.６％と

たいと思いますので、よろしくお願いいたしま

なっております。補正は行っておりません。

す。

次に、共通様式ナンバー４、水防センター管理

○横田委員長

よろしいですか。

費は、当初予算額２２８万円、補正予算額マイナ

（「はい」と呼ぶ者あり）

ス１４万８,０００円、予算現額２１３万２,００

○横田委員長 なしですか。

０円、支出済額１８６万６,１０８円、不用額２

質疑を終わります。

６万５,８９２円、執行率８７.５％となっており

以上で、商工観光課に対する審査を終了しま

ます。補正は３月で行っております。

す。

主な内容は、整理予算でございます。

商工観光課長、御苦労さまでした。

不用額の主なものは、燃料費、電気料などの光

次に、土木課の審査を行います。

熱費となっております。新型コロナウイルス感染

土木課長、決算書及び提出資料に基づき、説明

症により、冬期間の開館がなかったためでござい

をお願いします。

ます。

土木課長。

次に、共通様式ナンバー５からナンバー６、道
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路橋りょう維持費について御説明いたします。８

は、９月、３月で行っております。

款２項１目道路橋りょう維持費は、町道等の維持
管理に係る消耗品費、役務費、委託料、道路照

主な内訳は、久根別３号橋架け替え事業に伴う
旅費、整理予算となっております。

明、工事請負費、原材料、ロードヒーティング電

また、歳入は記載のとおりとなっております。

気料、除雪費などに関する経費であります。

次に、共通様式ナンバー８、町道等単独改良事

共通様式ナンバー５、道路橋りょう維持費は、

業は、当初予算額４,６８０万円、補正予算額３,

当初予算額１,８７７万１,０００円、補正予算額

８６０万円、予算現額８,５４０万円、支出済額

１,２０５万円、予算現額３,０８２万１,０００

８,５３３万８,０００円、不用額６万２,０００

円、支出済額は３,０４５万１,４４３円、不用額

円、執行率は９９.９％となっております。補正

は３６万９,５５７円、執行率は９８.８％となっ

は、９月で行っております。

ております。補正は、６月、９月、１２月で行っ
ております。

主な内訳は、久根別３号橋架け替え事業に伴う
委託料及び新設改良工事として３路線分の工事請

主な内容は、原材料費で、道路、橋梁補修用原

負費の増額を計上しております。

材料費、工事請負費となっております。

また、歳入は記載のとおりとなっておりまし

不用額の主なものは、需用費で、道路附属物修
繕料、委託料等となっております。

て、大きなものでは、久根別３号橋架け替え事業
負担金２,５９８万２,０００円、町道等単独改良

また、歳入は記載のとおりとなっております。

整備事業債５,４７０万円となっております。

次に、共通様式ナンバー６、除排雪対策費は、

次に、共通様式ナンバー９、８款２項２目道路

当初予算額１,５０６万４,０００円、補正予算額

用地取得費は、当初予算額５万７,０００円、補

１億６,０００万４,０００円、予算現額１億７,

正予算額５５６万３,０００円、予算現額５６２

５０６万８,０００円、支出済額１億６,３２１万

万円、支出済額５４１万９,０８２円、不用額２

１,７９０円、不用額１,１８５万６,２１０円、

０万９１８円、執行率９６.４％となっておりま

執行率９３.２％となっております。補正は、９

す。補正は、６月、１２月、３月で行っておりま

月、１月で行っております。

す。

主な内容は、除雪委託料、除雪作業用重機等借
上料となっております。

主な内訳は、公有財産購入費で、用地購入費、
整理予算となっております。

不用額の主なものは、除雪費で、ロードヒー
ティング電気料、委託料で、町道等除雪委託料、

不用額の主なものは、公有財産購入費の執行残
となっております。

使用料及び賃借料で、除雪作業用重機等借上料等
となっております。

次に、共通様式ナンバー１０、道路工事連絡車
管理費は、当初予算額１０４万２,０００円、補

また、歳入は記載のとおりとなりまして、大き

正予算額マイナス１６万９,０００円、予算現額

なものでは、横津岳連絡道路除雪経費負担金１,

８７万３,０００円、支出済額８２万８,４２９

５５０万２,３６１円が特財として入っておりま

円、不用額４万４,５７１円、執行率９４.９％と

す。

なっております。補正は、３月で行っておりま

次に、共通様式ナンバー７からナンバー１１、

す。

８款２項２目道路橋りょう新設改良費は、道路や

主な内訳は、整理予算となっております。

橋梁の改良舗装工事等に係る経費であります。

次に、共通様式ナンバー１１、社会資本整備総

共通様式ナンバー７、道路改良事務費は、当初

合交付金事業費（道路）は、当初予算額３億４,

予算額１６１万円、補正予算額マイナス２９万

８００万円、補正予算額マイナス１億２,４２２

７,０００円、予算現額１３１万３,０００円、支

万５,０００円、前年度繰越額３,２４８万５,０

出済額１３０万８,８７６円、不用額４,１２４

００円、予算現額２億５,６２６万円、支出済額

円、執行率９９.７％となっております。補正

２億２,１５６万４,６７０円、翌年度繰越額１,
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８００万円、不用額１,６６９万５,３３０円、執

円、支出済額４８万４００円、不用額２,９６０

行率８６.５％となっております。補正は、９

円、執行率９９.５％となっております。補正は

月、３月で行っております。

３月で行っており、主な内容は、整理予算となっ

主な内訳は、交付金の配当率が低かったため、

ております。

飯田町８号線の工事請負費を減額しております。

次に、共通様式ナンバー１５、１１款２項２目

不用額の主な内容は、峠下２号線の用地費及び

河川災害復旧費は、河川の災害復旧に係る経費で

補償費の未契約分となります。未契約分について

あります。当初予算額５０万円、補正予算額１,

は、令和３年度当初予算に計上しております。委

１４９万５,０００円、予算現額１,１９９万５,

託料については、橋梁点検を前倒しして実施する

０００円、支出済額１,１９９万４,４００円、不

ため、翌年度に繰り越ししております。こちら、

用額６００円、執行率１００％となっておりま

ＪＲ負担金を委託料に組み換え、橋梁点検を実施

す。補正予算は９月で行っておりまして、主な内

しております。

容は、令和２年９月１５日の大雨に伴い、災害復

歳入につきましては、社会資本整備総合交付金
といたしまして２,０６４万４００円、橋梁長寿

旧応急業務委託料を増額しております。こちらは
４か所の災害復旧をしております。

命化改良事業債といたしまして１,６５０万円の

続きまして、追加資料の説明をいたします。

歳入となっております。

初めに、過去５年間の道路用地の購入状況につ

次に、共通様式ナンバー１２からナンバー１

いて御説明いたします。

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

平成２８年度は２路線の道路用地を５筆購入し
ております。藤城４号線は工事完了しておりまし

共通様式ナンバー１２、河川改良事務費は、当
初予算額１３万円、補正予算額マイナス４万６,

て、道道に関しましては、未処理用地の購入と
なっております。

０００円、予算現額８万４,０００円、支出済額

平成２９年度は６路線、１７筆購入しておりま

８万３,３００円、不用額７００円、執行率９９.

す。本町４３号線と桜町１号線は未処理用地の購

２％となっております。補正は３月で行っており

入となっております。上藤城１号線、藤城６号

ます。

線、峠下８号線は未完了となっております。上藤

主な内容は、整理予算でございます。

城１号線は、令和３年度から工事を再開しており

次に、共通様式ナンバー１３、河川改良費は、

ます。藤城６号線は、令和元年度まで工事を行っ

当初予算額３,１２９万９,０００円、補正予算額

ておりまして、現在、残りの１件の用地交渉を継

４６９万７,０００円、予算現額３,５９９万６,

続中です。峠下８号線は、北海道による久根別川

０００円、支出済額３,５９９万２４０円、不用

広域基幹改修事業に伴う用地購入でございまし

額５,７６０円、執行率１００％となっておりま

て、現在、北海道と協議中でございます。

す。補正は、１２月、３月で行っております。

平成３０年度は４路線、５筆購入しておりま

主な内訳は、堆積土砂管理計画策定委託料の計
上と、整理予算となっております。

す。大中山４５号線は、令和２年度、工事完成し
ております。峠下８号線は北海道と協議中でござ

また、歳入は記載のとおりとなっておりまし

いまして、本町２２号線は未処理用地の購入と

て、地域づくり総合交付金といたしまして１,４

なっております。藤城６号線は残りの１件の用地

３０万円、新道川整備事業債といたしまして１,

交渉中でございます。

３５０万円の歳入がございます。

令和元年度は用地購入はございません。

次に、共通様式ナンバー１４、１１款１項１目

令和２年度は６路線、３１筆購入しておりま

道路災害復旧費は、道路の災害復旧に係る経費で

す。上藤城３号線、排水路用地、本町７９号線、

あります。当初予算額５０万円、補正予算額マイ

飯田町６号線は未処理用地の購入でございます。

ナス１万７,０００円、予算現額４８万３,０００

峠下２号線は、令和３年度、工事着手中でござい
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ます。大中山４号線は未処理用地の購入でござい

だけかけているにもかかわらず、道路の整備が完

ます。

了していない。２９年、２７年というのは結構な

過去５年間の道路用地の購入状況についての説
明は以上でございます。

未整備で、そのまま放置されているということ
で、言い換えれば、それだけ町民の税金が無駄に

続きまして、峠下２号線改良舗装工事の費用内
訳について御説明いたします。

なって、放置されている。なぜ速やかに購入し
て、整備計画をお持ちだからこそ、こういうふう

委託料については３件で、用地測量、物件調

に買って、整備をしようという、そういう姿勢に

査、地籍測量図作成の業務を行っており、金額は

も関わらず、今日まで、七、八年経過するにも関

１,８７７万円となっております。工事請負費は

わらず、このまま放置されているということで、

２件で、３１２メートル、金額は４,６４９万７,

一体この理由はどういう理由があるのか、そこら

０００円となっております。用地購入費は１５筆

辺をきちっと整理して説明していただきたいと思

で、１,１７１.１６平方メートル、金額は１,０

います。

７４万５,４３８円となっております。補償費は

○横田委員長

３件で、金額は６,４１５万４,２４５円となって

○佐々木土木課長

おります。事業費の合計といたしましては、１億

際にもお答えしておりますけれども、未着手とい

４,０１８万４,６８３円となっております。

うわけではなくて、ほぼ、ほとんど手をかけてい

追加資料の説明は以上となります。
○横田委員長

３時１５分

況がほとんどでございます。この中で手をかけて

休憩

いないのは、平成２７年度に購入しております藤

──────────────
午後
○横田委員長

３時２６分

田村委員、本会議での質問の

ると。ただ、工事として完成していないという状

暫時休憩いたします。

午後

土木課長。

城８号線の関係が、工事としては手をかけていな

再開

いのですが、入口の物件補償、ハウス５棟だった

休憩以前に引き続き、再開いたし

ます。

と思いますけれども、そちらの補償をしたことに
よって、そもそもここは冬期のハウスの灯油の配

土木課の質疑、質問ございますか。

達の際に、水路に配達車が落ちるということで、

田村委員。

整備要望が農家さんの方から上がっておりまし

○田村委員

それでは、ちょっとお聞きしたいと

て、入口のハウス５棟については補償でよけて、

思いますけれども、まず、５年間と言っています

一部、砕石等入れておりますので、拡幅の状態に

けれども、私、２８年ではなくて、２７年とい

はなっていると。あと、路盤を入れる、あと、う

う、そういう感じで言ったものですから、今

ちのほうと担当はちょっと変わるのですけれど

ちょっと配っていただいて、すみません、申し訳

も、路肩のほうに用排水路も抱いているというこ

なかったです。

とで、その用排水路の整備も併せて行うのであれ

今配っていただいた平成２７年度の道路用地の

ば、そちらと併せて整備を行わなければならない

購入と道路整備の関係でございます。２７年度に

ということで、全く未着手というところはほぼな

ついては、１６件のうち１件が完了いたしまし

いかと思います。今、途中まで工事を施工して、

て、１５件がまだ未整備だということです。令和

今、休止をして、用地交渉中の場所ですとか、桜

２年ですとか、あるいは３１年はもうないとか、

町１５号線ですとか藤城６号線も、あと１件程度

３０年についてはもうほとんど開始をしていると

の用地買収が残っているだけと。その用地買収が

いうことで、なぜ平成２９年、２７年について

完了した時点で、また工事を再開していくという

は、必要だということで、当時、６８４万１,０

ことで考えておりますので、御理解願いたいと思

００円でそれぞれ購入した総額がこの金額です。

います。

それから、２９年にしても６１５万２,０００

以上です。

円、購入費にかけている。ただ、その中で、それ

○横田委員長
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田村委員。

○田村委員

私が言っているのは、手をかけて、

すみません、あと、ちょっと細かい話になりま

全くかけていないという、そういうことではなく

すが、共通資料の２番、この中の需用費の中で、

て、やはりせっかく土地を買って、整備をして、

自動車の修繕料というのが出ていますけれども、

その地域のために有効に、気持ちよく道路を使用

これについて、詳しくなくていいですから、どう

してもらうというのがやはり公共事業だと思うの

いったものなのかを説明してください。

ですよ。そういう意味からすれば、７年も８年も

それから、共通様式の５番、これの１４、工事

かけてやるというのが本当にいいのかどうか。た

請負費、これ、町道等舗装補修工事というのと、

だ道路幅が狭いから、広げていれば問題ないよ

随時補修と、何となく分かるのですけれども、こ

と、そういう問題ではなくて、やはり整備をする

の違い。

ということは、舗装したり、側溝をきちっと整備

それと、改良工事というのがまた別に出ている

したりということで、私はそうだと理解している

わけですけれども、例えばナンバー８の中の１

のですよね。したがって、やはりその地域の人

４、工事請負費というのが、各地区新設改良工事

も、そういう理解のもとに期待して待っていると

等ということで、６,０００万円近いのが使われ

思うのですよ。それも、やはり七、八年かけてい

ていることになっているのですけれども、これ、

るということ自体が、やはり私は問題でないか

何本の工事だったのか。というのは、維持してい

と。速やかにやはり整備を完了すべきだというふ

くことと、それから、何か途中で直すということ

うな考えでおりますので、もう一度そこら辺の考

と、新設するということの線引きが少し分かりづ

え方、お願いします。

らいので、ちょっとその説明をお願いしたいと。

○横田委員長

土木課長。

○佐々木土木課長

最後にもう１点、ナンバー９、この１６の公有

場所によるとは思うのです

財産の購入費ですが、頂いた追加資料の中の、例

ね。１００メートル程度の整備を目標としていれ

えば峠下２号線の内訳の中で、これは結構細かく

ば、二、三年、１年、２年で終わりますし、桜町

出ていますね。地目が出ていて、面積が出て、単

１５号線であれば５１０メーター程度だったと思

価が出ている。例えば③の用地購入費の上から三

いますけれども、やはり５１０メーターの整備を

つ目、四つ目は、これは畑になっていますが、単

やるとなると、うん千万円、うん億円とトータル

価が６,３００円、１万８００円と違うと。地目

でかかってしまいます。その中で事業をやってい

と単価の評価というのは、例えば課税評価額、こ

くとなると、なかなか３年、５年で完成させると

ういったものをベースにしているのか、この単価

いうのも難しい話でございますけれども、委員

の違いの説明をお願いしたいと思います。

おっしゃるとおり、早期に、予算をつけたものに

以上です。

ついては早期に完成させるということを目標に当

○横田委員長

課でもやっていきたいと思いますので、御理解願

○佐々木土木課長

いたいと思います。

たいな形でできないのかということでございます

以上です。
○横田委員長
○平松委員

土木課長。
桜町１５号線は、道道整備み

けれども、大中山の駅前の工事につきましては、
平松委員。

道道大野大中山線というものがもともとございま

今の桜町何号線というのかな、の話

して、その道路から飛んだ形で大中山駅前を道道

なのですけれども、大中山の駅前は、２年間、道

昇格いたしまして、整備をしているということで

道で道路の拡幅工事をやったのですよね。あれの

ございます。道の認定基準につきましては、

理由というのは、駅前の道路だったら道の予算を

ちょっとうちと基準がちょっと違うと思いますの

入れられるという項目があるということで、振興

で、国道と国道を結ぶですとか、国道と鉄道会社

局のほうから理由を聞いていたのですけれども、

を結ぶですとか、いろいろな認定基準があると思

桜町というのは七飯の駅前という判断にはならな

いますので、その基準の中でやっているというこ

い道路なのですかね。まずそれが１点。

とでございます。
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桜町１５号線は、国道５号からちょっと山側に
行きまして、並走するような道路となっておりま

本的に、抜本的にやり直すものについては、改良
舗装工事とかという工事名になります。

すので、こちらはなかなか道道整備というものは

何本あったのかということでございますけれど

難しいですし、七飯町は山へ向かっていく道路で

も、当初予算で１１本、補正で３本計上しており

あれば拡幅はある程度簡単、勾配だけの問題なの

ますので、１４路線、計上しております。

ですけれども、山に対して、山から山へ結ぶよう

山林等と畑で単価が違うのはなぜかというもの

な道路、５号線と並行するような道路につきまし

につきましては、こちらは登記地目ではなくて評

ては、どうしても傾斜地のところに対して拡幅す

価地目で用地については評価いたします。宅地見

るということは、勾配が難しいということになり

込みですとかという形で評価のほうはさせていた

ます、右と左の勾配の取り合わせが。もともとあ

だいております。通常、畑とか田んぼというもの

るところから平らに拡幅すると、その分、法面が

に対しての用地買収費となると、用地費プラス補

厳しくなるですとか、そこに住宅が張りついてい

償ですね、暗渠の補償ですとか、畦畔の補償です

る状態で拡幅していくとなると、ちょっと工事の

とか、そこに作付けされているアスパラ類、リン

中でも、やはり５号線と並走していくような道路

ゴ類であれば、１年ものではございませんので、

についてはちょっと難しいということで、御理解

向こう何十年というものに対して補償していかな

願いたいと思います。

ければなりませんので、果樹自体については

ナンバー２の、修繕と改良と何が違うのだとい

ちょっと補償が難しくなるのですけれども、通

うことでございますけれども、舗装補修につきま

常、宅地見込み、宅地になる見込みがあるという

しては、舗装のパッチング、ポットホール関係の

ことで、補償をせずに、宅地見込みという形で１

舗装補修となっております。（発言する者あり）

本で買うという形になっております。

自動車の修繕につきましては、毎年、車両十数

単価の違いは多少出てくるのですけれども、そ

台ありますけれども、そちらの修繕費となってお

こは用地対策連絡協議会のほうで、補償の項目、

りますので、大体毎年似たような感じ、もしくは

用地の項目というものが出ております。通常であ

大きなミッションですとかで、不具合、壊れた、

れば６０坪程度の四角の土地であれば売買しやす

ブレーキが壊れたとなると、ちょっと多目にはな

い、形が菱形になっているですとか、用地が異常

りますけれども、大体十数台を管理していく中で

に大きいですとか、間口が異常に狭いとなると、

の修繕費ということで、毎年大体似たような額で

そこは補正係数をかけて、どうしても標準的な宅

はないかと思います。

地の単価よりも安くなってしまいます。そういう

舗装につきましては、簡易的なもの、町道等舗

ものを細々と評価いたしまして、単価のほうを決

装補修工事につきましては、穴埋めですね。道路

定しておりますので、多少のばらつきが出ており

を走っていると穴があいていると思いますけれど

ますが、きちんとした決まりにのっとって評価を

も、こちらの穴埋め工事になります。

しておりますので、御理解願いたいと思います。

町道等補修修繕工事につきましては、一部側溝

以上です。

が壊れているですとか、桝の蓋が壊れている、横

○横田委員長

断管が壊れているというときに直すためのもの、

○平松委員

あとは予算化していないで緊急性があるもの、即

ということ、１点だけ、もう１回質問させてもら

対応できるようにということで、この予算は計上

いますけれども、私が道路課で伺った理由という

しております。

のは、自治体の持っている土地の中に駅があっ

平松委員。
桜町１５号の道の予算でできないか

舗装と随時の違いは、舗装の個別計画というも

て、その駅の周りの振興策として、道が道路整備

のがございまして、そちらの中で、個別計画に基

をできるという内容があるということで、大中山

づいて、起債が当たるですとか、そういう特定財

駅と国道の間、１００メーターぐらいですか、近

源等を考えながら工事のほうを考えていると。基

所に道道があるので、それに引っかけて、２年
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間、道道扱いにして、道の予算を入れましたとい

若山委員。

う説明だったのですよね。その理屈であれば、七

○若山委員

飯の駅前から、並行して走っている、いろいろ勾

けれども、共通様式の１１のところになると思う

配の話とかされましたけれども、町でやるには金

のですけれども、追加様式で峠下２号線事業内訳

額的負担が大きいと。それを道でやってくれない

ということで出していただきまして、同僚議員か

かという話に持っていけないかということを質問

らの質問もありましたけれども、用地購入費で単

したつもりなのですけれども、そういう点ではど

価がいろいろ出ているのですけれども、この単価

うなのでしょうね。

の妥当性を検証するというか、どのようなことで

○横田委員長

担保されているのかなというところを、我々、ど

土木課長。

○佐々木土木課長

僕は箇所、場所的には１点なのです

事業的には、下水道ですとか

う確認したらいいのかなというところでちょっと

の代行事業ですとかというものがございます。そ

説明いただきたいのと、補償費のところで６,４

この自治体に技術者がいないですとか、技術レベ

００万円、休憩所等、住宅等、売電補償とかあっ

ルがちょっと低いという場合には、道が入ってき

て、この内容と、この金額の妥当性の検証という

て、町もお金は出しますけれども、やるというこ

か、どこか第三者委員がこうやってあれしたと

とがございます。

か、交渉の中でこうだとかという、これに決定し

あと、先ほども言いましたけれども、なぜ大中

た内容についてちょっと教えていただきたいの

山駅前が道道整備できたかというのは、道の認定

と、補償費については、当初の予算で５,５００

基準にのっとって、道ができるという判断をもと

万円ぐらいで、増えていたりして、当初の設計段

にやっておりますので、なかなか、ほかにも要望

階で、その範囲で収まるような予算の立て方では

している路線は当町もございますけれども、なか

なくて、やってみたらこれだけ増えてしまいまし

なか町道にしているところを一度廃止したり、上

たとかというような、そういうやってみないと分

に道道として認定をかけて、そこを道が整備して

からないというようなところがあるのかどうか。

いくということは、かなりハードルが高いと。北

補正でちょっと入れ替えて、数字をちょっと直し

海道自体も、道路ストック、たくさん持っていま

たりしているところがあったのですけれども、そ

して、橋梁も５,０００ですとか６,０００ですと

この当初の設計の中で、補償はこれでこうだとか

か、道内にたくさんあります。そういう橋梁も補

というのをきちっと決めてやらないで、途中で増

修しながら、今ある道路のストックも補修しなが

えてしまうこともあるのかなという、そこの経緯

ら維持管理して、良好な状態を保って、道路管理

についてちょっと知りたいのと、実際、峠下２号

者として通行させなければならないという義務も

線については、去年の予算の審査のときにいろい

ございますので、その中でやっていく中で、なか

ろ議論して、温浴施設ができるので、併せてそこ

なか道にお願いというのは、ほとんどできないと

に行く通路をきちっと整備したいのだというニュ

いう状態でございますので、大中山駅前の停車場

アンスで、その後、温浴施設が、ちょっと工事の

線とかとよく聞くと思うのですけれども、停車場

変更でずれたということ、その後ずれて、遅くな

線はやはりやりやすいということなのです。公共

るということが分かったのですけれども、こうい

交通もあり、国道５号からのアクセスもあり、交

うものについては、温浴施設ありきでこの道路補

通、通行というものを、歩行者、車の確保をしな

正を進めたということについて、これはやってみ

がらやっていくということで、駅前はやりやすい

なければ分からないというあれもあるのかもしれ

のですけれども、それ以外の町道については、な

ないのですけれども、ちょっと温浴施設に先行し

かなかハードルが高いということで、御理解願い

て道路工事をしたということについて、どうなの

たいと思います。

かなと。いずれ温浴施設はできるのだろうと思い

以上です。
○横田委員長

ますけれどもね、遅れてもね。だけれども、あの
あとございませんか。

ときも議論して、できてから道路をしっかり直せ
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ばいいではないかという反対意見を出させていた

用地費と補償費の妥当性はどうなのだというこ

だいたのですけれども、その辺についてどうなの

とでございますけれども、こちらは、用地につき

かなと。たしか答弁では、土地の値上がりとか、

ましては、国が５月、６月に地価公示というもの

そういうのがあるので、早目に着手したほうが

を出します。それを標準値といたしまして、それ

あって、別に先行投資ではないのだというような

を標準として、どこか近場で、近隣で買ったもの

御説明をいただいて、ちょっと納得できなかった

を取り引き事例値といたしまして、そこで補正を

のですけれども、下げたのですけれども、そこの

かけて修正いたします、地価公示の標準値から。

ところを、今またさらに温浴施設がずれていて、

その補正したものに対して、今、今度買おうとし

はっきり言ってどうなるかちょっと見えないとこ

ている対象地をもう１回時点修正ですとか、内容

ろがあるような気がするのですけれども、それに

の修正、先ほど言った間口狭小ですとか、不整形

ついてはいかがでしょうか。３００メートルの道

地ですとか、そういうものに対しての補正をかけ

路を修正するのにこれだけの金額を、去年の決算

て、その用地の単価を決定していくということに

だけではなくて、今年の決算でもさらに上積みし

なります。

てありますので、そのことについての金額の妥当

補償につきましては、先ほども言いましたけれ

性だとか、そこのところをちょっと御意見を聞か

ども、用地対策連絡協議会のほうで補償単価とい

せていただければなと思います。

うものが出ております。その補償単価にのっとっ

○横田委員長

て、物件調査をかけたときに、国が出しておりま

土木課長。

○佐々木土木課長

令和２年度予算審査特別委員

す標準単価ですとか、補償に係る経費というもの

会、あと、定例会等々による補正予算のときにも

に対して、補償会社さんのほうで資格を持った人

再三お答えしておりますけれども、この工事につ

たちが物件を隅々まで調査して、築何年ですと

きましては、単年度で着手、完成する予定で着手

か、再築するには幾らかかる、引き家をするには

しております。１億９,６００万円だったと思い

幾らかかる、家の中にはどういうものがあるか、

ますけれども、その中で、通常であれば、最初に

動産移転料ですとか引越代、再築できないものに

委託業務、物件調査委託というものを出します。

対しては補償で出すですとか、入り口に舗装があ

その委託業務の中で道路の線を決定して、道路の

るので、それは再築するですとか、工事のときに

線を決定したものに対して補償物件がどれだけか

やるので、そこは今あるもの、価値に対してだけ

かるのだということに対しまして物件調査委託を

補償するということでやっておりますので、妥当

出して、金額を算出します。その設計した道路に

性については全く問題ないということで思ってお

対して、積算をして、総工費幾らかかるですと

ります。

か、それだとお金がかかり過ぎるので、４年、５

用地に関しましては、別なやり方といたしまし

年で計画しようか、では補償物件は幾らかかるの

て、不動産鑑定士を入れるという方法もございま

だというものは、補償調査をした上で、次年度に

す。不動産鑑定自体、結構な、５０万円、７０万

予算計上していくと。予算を確定、大体の事業費

円というお金もかかりますし、今回は道の駅のほ

を確定させた状態で持っていくのですけれども、

うで不動産鑑定士を入れまして、その単価をもと

この工事につきましては、単年度に着手、完成と

に算出しておりますので、通常の出し方よりも、

いうことで、先に委託業務を発注できないという

不動産鑑定を通っているということで、妥当性は

ことで、標準的な単価で補償物件ですとか工事費

高いということになります。

ですとかというものを算出して、計上させていた

用地の補償も、適当に幾らとやっているわけで

だいたと。令和２年度の中で、委託業務等、物件

はなく、きちんとした基準をもとに単価を算出し

調査委託というものをかけまして、それにのっ

ているということで、御理解願いたいと思いま

とった形で補正させていただいたということに

す。

なっております。

温浴の絡みですけれども、説明を再度、５年間
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で１０件、２０件、交通事故もあるのですよとい

きていた、全然高さが合わないということがない

うことで説明させていただいたと思いますけれど

ように、お互い、計画をぶつけ合いながら、道路

も、温浴ありきでこの道路をやっているわけでは

の高さ、温浴の高さというものを決めていってい

ございません。地域にはラッキーピエロ、電源開

るということで、御理解願いたいと思います。

発、パークゴルフと、道の駅ができたことによっ

以上です。

て、今回は３００メートルですけれども、その計

○横田委員長

画といたしまして、歩道を小学校までつないでい

○若山委員

くとかという計画も、そこはまだ未着手ですけれ

ないのだけれども、温浴施設ができない今の段階

ども、計画していないわけではなく、工事を計画

で、道の駅の開発だということで、あの道路、別

していると。温浴ができるということもないわけ

に道の駅と何らプラスになるような感じではない

ではないですけれども、この辺は道の駅エリアの

と思うのですね。たった手前のところだけ直し

発展ということでやっていきたいと。この道路と

て、奥のほうはまだちょっと砂利道とか細い道が

一緒に、令和２年度は橋梁のほうも、道路を走る

あったりしてあれしていまして、だからそういう

橋梁と、道の駅と温浴施設を結ぶ人道橋というも

意味で、もし温浴施設ができて高くなっても、そ

のをやってございます。この辺で、道の駅エリア

の後でじっくり必要性を、交通量が増えたとか、

が、今ある新道川で、南エリア、北エリアで寸断

そういうことで進めれば済む話であって、別に

されるということで、寸断されて、道の駅エリア

今、温浴施設がもしできないとしたら、分かりま

の活性化が川のためにできないということがない

せん、多分できるのだろうと思うのですけれど

ように、橋梁をつくって、道路をつくって、エリ

も、この間の説明を伺いましたけれども、できて

ア全体の相乗効果ということで、経済発展させて

から計画をしっかり立てても何ら、町民の理解も

いきたいということで計画しております。

得られますし、今、道路だけ、あそこ、よくし

若山委員。
温浴施設が予定どおりできれば構わ

できてから道路をやったらどうなのだというこ

て、どうなのだという感じがするのですけれど

とですけれども、こちらの用地単価につきまして

も、ラッキーピエロさんのところはちょっといい

は、温浴施設ができる、地域の利便性が上がる、

のかもしれないですけれどもね、駐車場に入ると

生活水準が上がるということになると、用地費自

ころのあの道路のあれですけれども、だからそう

体の評価が上がります。間違いなく上がります。

いう意味で、ちょっともう１年待って、計画を

評価自体は、駅が近い、遠い、駅から何メー

じっくり立てて進めればよかったのではないかな

ター、学校が近いかどうか、バス停が近いですと

というふうに思うのですけれども、去年始めて、

かというもので評価額というものは決まっていき

１年で終わるつもりが、ちょっと予算の関係で２

ますけれども、この辺が、道の駅、温浴ができる

年になったというような形で、補正がいろいろ出

ことによって、地域の評価額が恐らく間違いなく

たりしていますけれども、そこのところで、何ら

上がる。路線価も上がり、課税も上がるというこ

政策として間違いではなかったというか、自信を

とになってきますので、そうなると、用地買収費

持って言えるということなのかどうか、そこのと

が膨らんでいくと。どのくらい上がるのだという

ころを、ちょっとやっぱり先行し過ぎているのか

こともあると思いますけれども、先ほど言った地

なという印象があるのですけれども、ましてこれ

価公示がマイナス１％程度という中で、この辺が

だけの費用がかかっていますので、そこのところ

５％上がるですとかということになりますので、

をちょっともう一度、同じ説明になってしまうと

できることは確実ですので、先行投資というわけ

あれなのですけれども、お願いします。

ではないですけれども、一番安価な状態、あと、

○横田委員長 経済部長、簡潔にお願いします。

道路計画と温浴施設の道路計画を併せることに

○青山経済部長

よって、手戻りがなく、きれいな道路ができ上が

に答弁いたします。

ると。できてみたらジャンプ台みたいな道路がで
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分かりました。若山委員の質問

課長からも説明ありましたけれども、この事業

を実施するに当たって、理由ということで、先ほ

のほうが安全性を高めなければいけないと、交通

ども説明しましたが、交通安全の確保、いわゆる

事故が２０件発生したとか何とかという説明を受

商業施設がある、そして交通事故も発生してい

けましたけれども、そうなのかどうか、そこのと

る、そういう中で、道の駅もありますので、そう

ころ、ちょっと峠下２号線の優先順位は、温浴施

いう中で、温浴施設の計画も出てきたと。同時進

設ができているのであれば、そういう議論はない

行ということでなくて、あくまで町といたしまし

のかもしれないのですけれども、そこのところ、

ては、そういう過去の部分を鑑みながら、この道

どうなのでしょうか。ほかにもっとやらなければ

路を拡幅していくと。その結果、温浴施設の相乗

いけない道路というか、そういうのがあるのでは

効果も出てくるだろうし、それぞれの施設が、ま

ないでしょうかということなのですけれども、限

た道路の拡幅によって安全性がためられ、安心し

られた予算の中で、どうでしょうかということ

て各施設が利用できるという状況になりますの

で。

で、町といたしましては、そういう考え方のもと

○横田委員長

に、議会のほうに提案させていただきながら、予

○佐々木土木課長

算審議をいただき、議決をいただきながら事業を

発展ですとか、流通経路の緊急輸送道路の関係で

進めておりますので、そういうことで御理解いた

すとか、いろいろなものを加味した状態で道路の

だきたいと思います。今後もこのエリアが、今後

整備というものは決めていきます。本会議でもお

どうなるかという部分はあるでしょうけれども、

話しさせていただきましたが、ほかの危険なとこ

やはりそういう安全性がまず第一ということで、

ろというのもたくさんありますし、通学路点検で

そういう部分を優先して、プラスアルファ、そう

も二十数か所というのも学校教育のほうから出て

いう各施設に利便性が上がるということもありま

おりました。そういう通学路の補修ですとか、危

すけれども、そういうことを鑑みながら道の整備

険なものの補修、直していったりというものもあ

をしているということで、御理解いただきたいと

りますけれども、今回のように、道の駅ではなく

思います。

て、温浴の計画がありですとか、民間の宅地造成

○横田委員長
○若山委員

若山委員。

土木課長。
安全性の確保ですとか、経済

がありですとか、というものに対して、単独費で

おっしゃることも分かるのですけれ

道路をやっていくですとか、補助事業を入れて

ども、現実に温浴施設ができていないということ

やっていく。補助事業を入れてやっていくとなる

を踏まえてさせていただくのですけれども、安全

と、補助金というものもありますし、補助裏に対

な道を確保するというか、そういうための補修と

しての起債、交付税というものもございます。そ

か、そういう改良工事というのは、たくさんやら

ういうものも考えながら、整備のほうを計画して

なければいけない場所があって、優先順位という

いくと。

のは、道の駅に隣接する峠下２号線は余り高くな

再三、できてからでいいのではないかというこ

いのかなと。今回、総合計画の中に峠下２号線と

とをおっしゃっていますけれども、できてからで

いう名前が入ってしまいましたから、そこをやる

は遅いというのが我々の考えです。同時にやって

というようなことであれしているのですけれど

いく、もしくは先行投資をしていくくらいの意気

も、ほかに優先順位がもっと高い、やらなければ

込みで道路整備というものはやっていかなけれ

いけない道路があるのではないだろうかというこ

ば、単価にも跳ね上がりますし、民間に造成され

とを踏まえて、峠下２号線よりももっと別な道路

た後で、またそこにものを建てられると、余計に

を検討するとか、そういうのはどうなのかなと。

補償費がまた膨らむ。入口に門ができたですと

確かに予算で決定されて承認されていますから、

か、建物が建ったという状態で拡幅していくとい

そのとおり進めているだけだということなのかも

うのは、その分、補償費がまた必要となります。

しれないのですけれども、進めてみて、今どうな

計画を持って、道路区域決定を打ったりですと

のかなと。やっぱりほかの道路よりも峠下２号線

か、土木課の場合、都决を打ってということはや
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りませんけれども、そういう計画を持って、セッ

て、予算現額が２４万４,０００円、決算額が２

トバックさせながらやっていくですとか、計画を

２万２,９６８円、執行率が９１.４％となってお

きちんと持った状態で、先行投資していくくらい

ります。

の意気込みで道路のほうを建設していきたいと

詳細については記載のとおりです。

思っておりますので、できてからやる、できてか

続きまして、共通様式ナンバー４、項が変わ

らやるという後手後手な政策ではなく、先にきち

り、決算書ページが１７０ページから１７１ペー

んとした計画を持って道路を整備をしていきたい

ジ、事業決算名が都市計画総務費になります。こ

と考えておりますので、御理解願いたいと思いま

こでは、都市の健全な発展と秩序ある整備の推進

す。

を目的としているもので、当初予算３３１万８,

以上です。
○横田委員長

０００円、補正予算は、３月に記載のとおりそれ
あとありませんか。

ぞれ整理補正を行っております。予算現額が３１

（「なし」と呼ぶ者あり）
○横田委員長

４万９,０００円、決算額については３０７万２,

土木課の審査はこれをもって終わ

ります。

３５２円、執行率は９７.６％となっておりま
す。

土木課長、御苦労さまでした。

歳入は記載のとおり、それぞれ受けておりま

続きまして、都市住宅課の審査を行います。

す。

都市住宅課長、決算書及び提出資料に基づき、
説明をお願いします。

続きまして、共通様式ナンバー５、決算書、同
ページ、事業決算名が集約都市形成支援事業費に

都市住宅課長。

なります。ここでは、当初予算７２２万７,００

○川島都市住宅課長 それでは、都市住宅課所管

０円、３月に記載のとおり整理補正を行って、予

の令和２年度決算説明をさせていただきます。

算現額が６６３万３,０００円、決算額も６６３

共通様式ナンバー１、決算書１６２ページから
１６３ページ、決算名が建築指導費（指導）にな

万３,０００円、執行率１００％となっておりま
す。

ります。ここでは、建築確認事務業務の推進を目

ここでは、委託料６６３万３,０００円に対し

的としているもので、当初予算２８万３,０００

て、立地適正化計画委託料として、令和２年度、

円、３月に整理補正を行って、予算現額が３万

策定完了となっております。

８,０００円、決算額が８,７９７円、執行率が２
３.５％となっております。

続きまして、ナンバー６、決算書ページが１７
０から１７３ページ、事業決算名が公園整備管理

続きまして、共通様式ナンバー２、決算書、同

費になります。ここでの目的は、都市公園の維持

ページ、事業決算名が建築指導費（営繕）になり

管理を目的としているもので、当初予算額２,４

ます。ここでは、建築営繕事務業務の推進を目的

２６万７,０００円、９月に記載の２項目を増額

としているもので、当初予算６６万５,０００

補正しております。そして３月にそれぞれ項目を

円、３月に記載の旅費を整理補正して、決算額が

整理補正して、予算現額が２,４７４万円、決算

６１万８,０００円、決算額が６１万５,９９２

額が２,４７３万６４３円、不用額が９,３５７

円、執行率が９９.７％となっております。

円、執行率１００％となっております。

詳細については、右側の記載のとおりとなって
おります。

詳細については記載のとおりとなっておりま
す。

続きまして、共通様式ナンバー３、決算書ペー

続きまして、共通様式ナンバー７、決算書１７

ジが１６２ページから１６５、事業決算名が建築

２ページから１７３ページ、決算名が公園整備連

指導車管理費になります。ここでは、公用車１台

絡車管理費になります。ここでは、公用車１台分

分の維持管理を目的としているもので、当初予算

の維持管理を目的としているもので、当初予算１

が２５万９,０００円、３月に整理補正を行っ

９万６,０００円、補正なしで、決算額が１９万
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２,８５５円、執行率が９８.４％となっておりま
す。

また、ここでは、不用額２４４万３,５６４円
になりますが、表の左下に参考として令和２年度

詳細については記載のとおりとなっておりま
す。

分と前年度繰越分で内訳を載せておりますので、
御覧願います。令和２年度分の現年については、

続きまして、共通様式ナンバー４、決算書ペー

不用額９０万２,２００円となっています。これ

ジが１７２ページから１７５ページ、決算名が都

については、本町上台団地７棟、桜Ｂ団地の７棟

市環境整備費になります。ここでは、都市景観の

の監理業務委託料と、支障物件補償費の翌年度繰

創出と行政財産の維持管理を目的としておりま

越額確定に伴い、不用額が生じたものでありま

す。当初予算７７４万２,０００円、記載のとお

す。また、上台団地７棟、桜Ｂ団地７棟の工事請

り、それぞれ３月に整理補正を行っております。

負費については、不測の事態を考慮し、全額繰り

予算現額が７３２万３,０００円、決算額が７３

越しとして事業を実施しております。また、下段

１万５,１０６円、執行率が９９.９％となってお

の前年度繰越分、令和元年度分になりますが、１

ります。

５４万１,３６４円になりますが、これは繰越明

詳細については記載のとおりとなっておりま
す。

許事業として実施した、表右側に記載しておりま
す本町上台団地３棟、４棟、桜Ｂ団地５棟、６棟

続きまして、共通様式ナンバー９、公営住宅管

の工事監理業務委託と改修工事分であり、その入

理費になります。ここについては、項が変わりま

札執行残となっておりますので、御理解願いま

す。決算書ページが１７４ページから１７５ペー

す。

ジ。ここでは、事業目的は、町営住宅の円滑な維

共通様式の説明は以上であります。

持管理を目的としているもので、当初予算１,１

続きまして、様式３の収入未済額の状況になり

６９万３,０００円、記載のとおり補正になりま

ます。

すが、それぞれ補正を行って、補正予算合計が９

ここでは、ナンバー１とナンバー２ということ

１８万７,０００円、予算現額が２,０８８万円、

で、２枚、Ａ３で出しております。これについて

決算額が２,０８４万７,５２６円、不用額が３万

は、町営住宅使用料、また、２ページ目について

２,４７４円、執行率が９９.８％となっておりま

は、町営住宅駐車場の使用料の分の収入未済額の

す。

状況になっております。また、記載している収入

詳細については記載のとおりになっております
ので、御覧願います。

未済額１１件の１０２万４,３００円について
は、昨日段階で８件、９２万７,２００円となっ

続きまして、共通様式ナンバー１０、社会資本

ております。１ページ目の滞納繰越分の１件、２

整備総合交付金事業（公住）になります。ここで

万８,６００円については、今年度の４月５日に

は、公営住宅長寿命化計画に基づく効率的で円滑

納入済みとなっておりますので、御理解願いま

な更新を目的としているものでございます。当初

す。

予算１億７,０３８万１,０００円、記載のとおり

続きまして、最後の町営住宅駐車場使用料にな

ですが、補正予算額が６,９７４万７,０００円、

りますが、８件の３万２,３００円、昨日段階で

前年度繰越額として１億３,９３５万７,０００

残りが２件の１万４,３００円となっておりま

円、予算現額が３億７,９４８万５,０００円、決

す。引き続き使用料については徴収に強化をして

算額が３億６３万５,４３６円、翌年度繰越額が

いきたいと思います。

７,６４０万６,０００円、不用額については２４

以上で、簡単ですが、説明を終わります。よろ

４万３,５６４円、執行率９９.４％となっており

しくお願いいたします。

ます。

○横田委員長 ありがとうございます。

歳入については記載のとおりとなっておりま
す。

これより、質疑を行います。
平松委員。
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○平松委員

簡単なところ、２点だけお願いした

続きまして、ナンバー１０の社会資本交付金事

いのですけれども、様式の９番、これの１４の工

業、公住の部分の７１５万円減額の理由というこ

事請負費の中で、これは経年劣化で傷んでいたも

とでよろしいでしょうか。（発言する者あり）

のを直したということなのか、米マークの大沼団

○横田委員長

地非常用照明バッテリーの取り替えと、大沼団地

暫時休憩します。

午後

床下灯油配管ほかと書いていますけれども、この

４時１８分

休憩

──────────────

２２８万何がしかの工事のそれぞれの金額、それ

午後

から、何年たっていた建物なのかと、入札方法と

○横田委員長

いうのですか、発注方法、それと施工業者を教え

ます。

ていただきたいと思います。これが１点。

４時２１分

再開

休憩以前に引き続き、再開いたし

平松委員に対する答弁から入ります。

次のナンバー１０ですが、歳出の補正、四角枠

都市住宅課長。

で囲っているところの工事請負費、冬トピア団地

○川島都市住宅課長

９０棟、長寿命化改修工事、監理業務の委託料と

平松委員の質問の、管理委託料についての当初の

いうのが１億６,０００万円というのは、これは

１億６,６００万２,０００円の部分については、

当初に組まれていた分で、それがずっと今までき

これは当初として、冬トピア団地９０棟の１棟分

て、残っていた分がこの７１５万円ということな

の監理委託業務で、当初予算委託料として組んで

のか、当初の金額から、何か年度ごとに補正とか

おります。それについての７１５万円の減額につ

あったのかな。この７１５万円というものの

いては、入札執行残ということで御理解願いま

ちょっと説明をお願いしたいと思います。分かり

す。

ますか。一番最初、何年前なのかな、組んだとき

大変すみません。先ほどの

以上であります。

の予算が１億６,６００万円だと思うのですけれ

○横田委員長

ども、最終的にこの金額を上回っているのか上

○平松委員

回っていないのかということの質問になります。

ほどのバッテリーの取り替え工事のとき、１１５

○横田委員長

万５,０００円の工事で、入札をしたと。この入

都市住宅課長。

○川島都市住宅課長

それでは、一つずつ答弁し

ていきます。

平松委員。
今のは分かったのですけれども、先

札のときに、エントリーした会社が何社あって、
どこに決まったのかをちょっとお願いします。

共通様式のナンバー９、１４の工事請負費にな

○横田委員長

りますが、まずこの内訳については、まず、公営

暫時休憩。

午後

住宅入退居補修工事、これについては１６戸の住

４時２３分

休憩

──────────────

宅を修繕しております。これについては５２３万

午後

２,７００円。公営住宅補修工事については、大沼

○横田委員長

団地については平成３年に建てたものでありまし

す。

４時２９分

再開

休憩以前に引き続き、再開しま

て、それについてのバッテリー部分の経年劣化も

都市住宅課長の答弁から入ります。

ありまして、それについて取替工を行っておりま

都市住宅課長。

す。金額については、バッテリーの取替工事とし

○川島都市住宅課長

て１１５万５,０００円になっております。残りの

申し訳ございませんでした。

大沼団地の電気温水器取替工事についても、経年
劣化で４４万３,３００円となっております。バッ

大変貴重な時間を費やし、

先ほどの平松委員の質問に対して答弁いたしま
す。

テリー取替工事については入札と、温水電気取替

バッテリーの取り替え工事につきましては、１

工事については、緊急性ということで、早急に対

１５万５,０００円については、電気工事で１３０

応するということで、随契で、見積りで実施いた

万円未満ということで、Ｄランク３社で指名競争

しております。

入札を行っております。
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以上であります。
○横田委員長

収入では、第１款資本的収入は、予算額１億

よろしいですか。

５,３１７万９,０００円に対し、決算額は１億

あとありますか。

５,３１７万９,０００円で、同額となっておりま

（「なし」と呼ぶ者あり）
○横田委員長

す。

質疑を終わります。

次に、下段の支出では、第１款資本的支出は、

以上で、都市住宅課に対する審査を終了しま
す。

予算額４億２,１２９万７,０００円に対し、決算
額は４億１,９６８万９,０２８円で、不用額は１

都市住宅課長、御苦労さまでした。

６０万７,９７２円、執行率は９９.６％となりま

次に、上下水道課の審査をいたします。

す。同じく決算額には仮払い消費税及び地方消費

上下水道課長、水道事業会計と下水道事業会計

税分として２,４９９万６,１９２円の消費税支払

について、決算書及び提出資料に基づき、説明を

額が含まれております。

お願いします。

決算報告書の一番下の注意書き１でございます

上下水道課長。
○笠原上下水道課長

が、資本的収入額は資本的支出額に対して不足す
それでは、水道事業会計決

る額２億６,６５１万２８円については、当年度

算について、資料に沿って説明させていただきま

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額などで

す。

不足分を補塡しております。

まず初めに、決算書から説明させていただきま

次に、７ページとなります。

す。

ここからは財務諸表の説明となります。

水道事業決算書のページ総数が５４ページにも

最初に、損益計算書１の営業収益の合計３億

及ぶため、内容については所要のみの説明とさせ

５,４６９万９,２６０円から、２の営業費用の合

ていただきます。

計３億８,２２３万２,５１９円を差し引いた２,

それでは、初めに２ページ目の決算報告書を御

７５３万３,２５９円が営業損失となります。

覧願います。

次に、３の営業外収益の合計１億３,１４２万

（１）収益的収入及び支出の決算報告でござい

３,８８１円を加え、４の営業外費用の合計４,５

ますが、これは消費税込みの決算額となります。

１３万５,２５７円を差し引いた５,８７５万５,

収入では、第１款水道事業収益は、予算額５億

３６５円が経常利益となり、５の特別利益１０９

１,８２３万２,０００円に対し、決算額は５億

万５,８０９円を経常利益に加え、６の特別損失

２,２５２万５５１円で、予算額に比べ決算額は

８万２,０９０円を差し引いた５,９７６万９,０

４２８万８,５５１円の収入増となっておりま

８４円が当年度の純利益となります。この当年度

す。また、決算額のうち、仮払い仮受消費税及び

純利益に前年度からの繰越利益剰余金７,０１５

地方消費税として３,５３０万１,６０１円が消費

万７,２５１円と、積立金の取り崩し分のその他

税分として決算額に含まれております。

未処分利益剰余金変動額１億円を加えた２億２,

次に、下段の支出では、第１款水道事業費用

９９２万６,３３５円が当年度未処分利益剰余金

は、予算額４億４,０８９万７,０００円に対し、

となり、この一部を減債積立金などへ積み立て処

決算額は４億３,３３８万２,８７５円で、不用額

分を行うこととなります。

は７５１万４,１２５円、執行率で９８.３％とな

続きまして、８ページの、３、剰余金計算書と

ります。同じく決算額には仮払い消費税及び地方

なります。この表は、貸借対照表で整理する資本

消費税分として１,０９７万６,０６３円の消費税

金及び剰余金がその年度中にどのように増減変動

支払額が含まれております。

したかを表す計算書となります。

続きまして、４ページの（２）資本的収入及び

次に、その下段の４、剰余金処分計算書です

支出の決算報告でございますが、こちらも同じく

が、令和元年度の未処分利益剰余金の当年度末残

消費税込みの決算額となります。

高２億２,９９２万６,３３５円に対して、七飯町
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水道事業の剰余金処分等に関する条例の規定によ

す。

り積立処分を行うものでございますが、未処分利

１の重要な会計方針に係る事項に関する注記に

益剰余金の２０分の１の額、３,０００万円を企

は、棚卸資産の評価基準、評価方法、固定資産の

業債の償還に充てる目的の減債積立金に積み立て

減価償却の方法、引当金の計上方法、消費税の会

をし、同じく建設改良費の補塡財源に使用される

計処理の基準を定めております。

建設改良積立金に２,５００万円を積み立ててお

次のページとなります。

ります。

２の貸借対照等に関する注記には、当年度の引

続きまして、１０ページの貸借対照表となりま

当金の移動額について記載しております。

す。

次のページの、３、セグメント情報に関する注

最初に資産の部からとなりますが、１の固定資

記ですが、水道事業会計規程により、報告セグメ

産については、配水管や電気計装設備など、４条

ントを、七飯、藤城、大沼地区に分け、それぞれ

予算により整備した水道施設の取得価格、減価償

の営業収益、営業費用等の金額を明示しておりま

却累計額、残存価格などを表し、固定資産の合計

す。

では、前年度より２,６８５万４,１７９円増加
し、４５億３２３万４,９３０円となりました。

次に、１７ページからの事業報告書となりま
す。

次に、流動資産では、現金預金の期末残高、未

１８ページをお開き願います。

収分の水道料金などを計上しており、前年度と比
較し、１,７９６万７,６１９円減少し、４億３,

令和２年度七飯町水道事業報告書でございま
す。

５２６万３,２９５円となります。

１、概要、（１）総括事項については、記載の

次に、１１ページの負債の部となりますが、３

とおりでございます。

の固定負債と４の流動負債には、主に企業債の年

次のページのハ、財政状況の説明でございます

度末現在高を計上しており、令和３年度の企業債

が、前段に説明したとおりでございますので、こ

償還額として１億４,７６５万６,６２２円を流動

こでは説明を省略させていただきます。

負債に、令和４年以降の総支払い予定額２３億

次のページの２０ページから２１ページには、

５,２２６万４,４６３円を固定負債に計上してお

議会議決事項、行政官庁認可事項、職員に関する

ります。

事項、料金その他供給条件の設定または変更に関

次に、５の繰延収益は、償却資産の取得に伴い

する事項などを記載しております。

交付された補助金を長期前受金の項目に整理して

次の２２ページから２４ページは、工事に関す

おり、長期前受金の年度末残高は２４億７,８３

る事項ですが、令和２年度において着工、竣工し

９万３９５円、資産の減価償却に見合う収益化累

た建設工事、改良工事等の施工内容を記載してお

計額は１０億９６７万９,７４８円で、繰延収益

ります。

合計は１４億６,３１５万９,６４７円となってお
ります。

続きまして、２５ページからの、３、業務に関
する事項ですが、予算に定められた業務の予定量

次に、１２ページになります。

について、年度末における実績を記載しており、

６、資本金と、７、剰余金は、先ほどの剰余金

それぞれ前年度と比較しておりますので、後ほど

計算書で説明しておりますので、説明は省略をさ

御覧いただければと思います。

せていただきます。

続きまして、２７ページからの会計に関する事

この結果、負債資本の合計は４９億３,８４９

項です。

万８,２２５円で、前年度より８８８万６,５６０

（１）重要契約の要旨でございますが、令和元

円増加しており、決算書１０ページの資産の合計

年度中に契約締結した１件１００万円以上の契約

額と一致しております。

となります。総数は３７件で、内容は記載のとお

続きまして、１３ページの、６、注記となりま

りでございます。
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次に、３０ページの（２）起債及び一時借入金
の概況でございます。企業債の当年度末現在高は

費用で、２,２７２万１,８３１円となっておりま
す。

２４億９,９９２万１,０８５円で、前年度と比較
して１万３,８０８円減少しております。

次に、６目減価償却費は、有形固定資産の減価
償却費として２億７３８万１１円となっておりま

その下、（３）その他会計経理に関する重要事

す。

項は記載のとおりで、３１ページの５、付帯事項
についても記載のとおりでございます。

７目の資産減耗費は、固定資産の除却費として
１,８４６万５３８円となっております。

６、その他の（１）付加税収入の使途の特定に

次に、２項営業外費用は４,５１３万５,２５７

ついて、（２）決算日後に生じた企業の状況に関

円で、内訳は、支払利息の企業債利息などとなり

する重要な事項についても、記載のとおりですの

ます。

で、説明は省略させていただきます。

次に、３項特別損失は、過年度損益修正損で、

続きまして、３５ページの決算附属書類となり

決算額は８万２,０９０円となっております。

ます。

次に、４２ページになります。

キャッシュフロー計算書でございます。

３、資本的収支明細書でございます。

一番右下の、令和２年度中の資金増減額は、

（１）収入の明細では、資本的収入が１億５,

１,７７６万９,０２０円減少し、期末残高が３億

２２３万５,４５５円で、前年度と比較して４,８

８,１６４万３,１４４円となっております。

１６万１,４５５円の増加、増減率は４６.３％の

次に、３６ページの収益費用明細書でございま

増となっております。

す。

次のページで、（２）の支出の明細ですが、資

収益計算書の内訳となりますが、（１）の収益

本的支出は３億９,４６９万２,８３６円で、前年

明細については、前段で説明しておりますので、

度と比較して５,６８８万８,７３２円の増加、増

これは説明は省略させていただきます。

減率で１６.８％の増となっております。

次に、３８ページになります。

支出の内訳では、１項建設改良費は、決算額で

（２）費用の明細から簡単に説明いたします。

２億５,１８７万９,０２８円、前年度と比較して

水道事業は４億２,７４４万９,８６６円で、前

５,５６５万３,３０８円の増。

年度と比較し、２,００８万５,７２４円の減少、
増減率４.５％の減となっております。

２項の企業債償還金は１億４,２８１万３,８０
８円で、前年度と比較して１２３万５,４２４円

１項営業費用は３億８,２２３万２,５１９円

の増となっております。

で、各費目の内訳ですが、１目の原水及び上水費
は、原水の取り入れ並びに原水の滅菌に係る設備

ここまでが収益費用と資本的収支の明細書でご
ざいます。

の維持及び作業に要する費用で、３,７３０万８,
１６２円となっております。

この後のページの固定資産、企業債明細書につ
きましては、前段でも説明したものもございます

次に、２目配水及び給水費は、配水池、配水管

ので、ここでの説明は省略させていただきます。

など、配水に係る設備並びに給水装置に附属する

最後に、決算書５２ページ、５３ページには、

揚水機等の維持及び作業に要する費用で、６,５

参考でありますが、七飯町水道事業の経営分析、

４１万９,７０６円となっております。

財務分析表を掲載しておりますので、後ほど御覧

次に、３目受託工事費は、当該年度の支出はご

いただければと思います。

ざいませんで、次に、４目の業務費は、水道料金
の調定、集金及び検針等の業務に要する費用で、

以上で、令和２年度七飯町水道事業会計決算の
概要の説明を終わります。

３,０９４万２,２７１円となっております。

続きまして、水道事業分の要求資料について説

次のページでございます。

明させていただきます。

５目総係費は、水道事業活動の全般に関連する
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まず、様式３の収入未済額の状況でございま

す。

税分として１,７６３万５,８０８円の消費税支払

上段は現年度分の内訳で、水道料金と消費税還

額が含まれております。

付金で、令和２年度予算から発生した収入未済額
は４,５３７万２,４０８円となっております。

次に、５８ページの（２）資本的収入及び支出
の決算報告でございます。

次のページの滞納繰越分の状況ですが、収入未

収入では、第１款資本的収入は、予算額２億

済額は全て水道料金となります。一番下の合計の

４,９２３万９,０００円に対し、決算額は２億

欄でございますが、調定額合計４,８５６万４,９

５,４２８万７,８７１円で、予算額に比べ、決算

９０円から、収入額合計４,６７９万６,３９０円

額は５０４万８,８７１円の収入増となっており

と、不納欠損額の合計４０万９,５８０円を差し

ます。

引いた１３５万９,０２０円が収入未済額となり

次に、下段の支出では、第１款資本的支出は、

ます。年度別の内訳については記載のとおりでご

予算額４億８,４３０万円に対し、決算額４億７,

ざいます。

３７０万７,５３１円と、翌年度に繰り越す額９

最後に、次の様式４、不納欠損処分の状況でご

１８万７,５００円を差し引いた不用額で１４０

ざいます。事由別では、生活困窮、居所不明、本

万４,９６９円、繰り越し分を除いた執行率は９

人死亡等による事由で、２０３件、４０万９,５

９.７％となります。同じく決算額には仮払い消

８０円の不納欠損処分を行っております。

費税及び地方消費税分として４１３万５,２３４

なお、法的根拠につきましては、いずれも旧民

円が含まれております。

法第１７３条の金銭債権の消滅時効によるもので
ございます。

決算報告書一番下の注意書き１でございます。
資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額

以上で、水道分の決算の説明を終わらせていた
だきます。

２億１,９４１万９,６６４円については、当年度
分損益勘定留保資金などで不足額を補塡している

続きまして、下水道事業会計決算について説明

ところでございます。

させていただきます。

次に、６１ページとなります。

こちらも、下水道事業のページ数が５４ページ

財務諸表の説明となりますが、こちらにつきま

に及ぶため、内容については所要のみ説明させて

しても、消費税を除いた税抜きの方法で計算と

いただきます。

なっております。

それでは、決算書の５６ページ、決算報告書を
御覧願います。

最初に、損益計算書の１、営業収益の合計３億
６,４９６万７,０７２円から、２の営業費用の合

（１）収益的収入及び支出の決算報告でござい

計６億２,２０６万１,０８１円を差し引いた２億

ますが、これは消費税込みの決算額となります。

５,７０９万４,００９円が営業損失となります。

収入では、第１款下水道事業収益は、予算額７

次に、３の営業外収益の合計３億３,４０３万

億４,６３０万円に対し、決算額は７億５,６７４

１,１６０円を加え、４の営業外費用の合計６,３

万９,７７９円で、予算額に比べ、決算額は１,０

８２万９,１０６円を差し引いた１,３１０万８,

４４万９,７７９円の収入増となっております。

０４５円が営業利益となり、５の特別利益２,２

また、決算額のうち、仮受消費税及び地方消費税

３４万１,７８４円を経常利益に加え、６の特別

として３,５４０万９,７６３円が消費税分として

損失４０３万５,６９４円を差し引いた３,１４１

決算額に含まれております。

万４,１３５円が当年度の純利益となります。

次に、下段の支出では、第１款下水道事業費用

続きまして、６２ページの剰余金計算書となり

は、予算額７億２,４５０万円対し、決算額は６

ます。この表は、貸借対照表で整理する資本金及

億９,９３２万５,１３２円で、不用額は２,５１

び剰余金がその年度にどのように増減したかを表

７万４,８６８円、執行率は９６.５％となりま

す表となります。先ほど説明した当年度純利益

す。同じく決算額には仮払い消費税及び地方消費

３,１４１万４,１３５円は、利益剰余金の未処分
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利益剰余金、当年度変動額の欄に記載されてお

上方法、３の受益者負担金の経理方法、４の消費

り、当年度末残高となります。

税等の会計処理の基準を定めております。

次に、その下段の４、剰余金処分計算書となり

６８ページの、２、貸借対照表等に関する注記

ます。令和元年度の未処分利益剰余金の当年度末

には、当年度の引当金の移動額について記載して

現在高３,１４１万４,１３５円に対し、七飯町剰

おります。

余金の処分等に関する条例の規定により積み立て

６９ページの、３、セグメント情報に関する注

処分を行うものでございますが、未処分利益剰余

記ですが、下水道事業会計規程により、報告セグ

金の３,１４１万４,１３５円の２０分の１以上の

メントを、公共下水道、特環下水道に分けて、そ

額、２００万円を企業債の償還に充てる目的の減

れぞれの営業収益、営業費用等の金額を明示して

債積立金に積み立てをしております。

おります。

続きまして、６４ページでございます。貸借対
照表となります。

次に、７１ページからの事業報告書となりま
す。

最初に資産の部からでございますが、１の固定

７２ページをお開き願います。

資産については、下水道管や汚水処理設備など、
４条予算により整備した下水道施設の取得価格、

１、概況の（１）総括事項については、記載の
とおりでございます。

減価償却累計額、残存価格などを表し、固定資産

次のページのハ、財政状況の説明でございます

合計では９９億２,２７２万８,０２４円となりま

が、前段に説明したとおりでございます。ここで

した。

の説明は省略させていただきます。

次に、流動資産は、現金預金の期末残高、未収

７４ページには、議会議決事項、行政官庁認可

分の水道料金などを計上しており、６,３５４万

事項、職員に関する事項、料金その他供給条件の

６,２９９円となっております。

設定または変更に関する事項などを記載しており

次に、６５ページの負債の部となります。

ます。

３の固定負債の流動負債には、主に企業債の年

次に、７５ページから７６ページは、２、工事

度末現在高を計上しており、令和３年度の企業債

に関する事項でございますが、令和２年度におい

償還額として３億７,４７５万５,４３１円を流動

て着工または竣工した建設工事、改良工事等の施

負債に、令和４年以降の総支払い予定額２２億

工内容を記載しております。

６,６７７万２,０４１円を固定負債に計上してお
ります。

続きまして、７８ページからの、３、業務に関
する事項ですが、予算に定められた業務の予定量

次に、５の繰延収益は、償却資産の取得に伴い

について、年度末における実績を記載しており、

交付された補助金等を長期前受金の項目に整理し

それぞれ前年度と比較しておりますので、後ほど

ており、繰延収益合計は４８億２,１７６万３,４

御覧いただければと思います。

４９円となっております。

続きまして、８０ページからの、４、会計に関

続きまして、６６ページの資本の部となります

する事項となります。

が、６、資本金と、７、剰余金は、先ほどの剰余

重要契約の要旨でございますが、令和元年度中

金計算書で説明しておりますので、ここでの説明

に契約締結した１件１００万円以上の契約となり

は省略させていただきます。

ます。総数は１４件で、内容は記載のとおりでご

この結果、負債資本の合計は９９億８,６２７

ざいます。

万４,３２３円で、決算書の６４ページの資産の
合計と一致しております。

次に、８１ページの（２）企業債及び一時借入
金の状況でございます。企業債の当年度末現在高

続いて、６７ページの注記でございますが、１

は２６億４,１５２万７,４７２円で、前年度と比

の重要な会計方針に係る事項に関する注記には、

較して３億９,６２１万９,９５１円減少しており

１、固定資産の減価償却の方法、２の引当金の計

ます。
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その下、（３）その他の会計経理に関する重要

２８万９,８２０円となっております。

事項は記載のとおりで、８２ページの５、付帯事
項についても記載のとおりでございます。

次の２項営業外費用は、６,３８９万２,１０６
円で、内訳は、支払利息の企業債利息などとなっ

その他の（１）付加税収入の使途の特定につい

ております。

て、８３ページの（２）決算日後に生じた企業の

次の３項特別損失は、４０３万５,６９０円を

状況に関する重要な事項についても、記載のとお

計上しており、この内容は、水道料金の過年度還

りでございますので、説明は省略させていただき

付金などとなっております。

ます。

次の９４ページの、３、資本的収支明細書でご

続いて、決算附属書類となります。

ざいます。

８７ページになります。

（１）の収入の明細では、資本的収入が２億

８７ページ右下の、令和２年度中の資金増減額

５,３８６万２,６７１円となっております。

は、８５０万１,９９１円で、年度末残高１,４８
１万９,８４６円となっております。

次のページです。（２）の支出の明細ですが、
資本的支出は４億６,９５７万２,２９７円となっ

次に、８８ページの、２、収益費用明細書でご
ざいます。

て、支出の内訳は、１項建設改良費では、下水道
施設の整備改良等に要する経費を計上しており、

収益計算書の内訳となりますが、（１）の収益

決算額は４,１３５万２,３４６円。

明細書については、前段で説明しておりますの
で、ここでの説明は省略させていただきます。

２項の企業債償還金は４億１,８２１万９,９５
１円となっております。

次に、９０ページとなります。

ここまでが収益費用と資本的収支の明細でござ

（２）費用の明細から簡単に説明いたします。

います。

下水道事業費用は６億８,９９２万５,８８１円
となっております。

この後のページの固定資産、企業債明細書につ
きましては、前段でも説明したものもございます

１項営業費用は６億２,２０６万１,０８１円

ので、ここでの説明は省略させていただきます。

で、各費目の内訳ですが、１目処理場費は、大沼

最後に、決算書１０７ページ、１０８ページ

下水浄化センターの維持管理に要する経費で、

は、参考でありますが、七飯町下水道事業の経営

７,７６６万４,７６３円となっております。

分析、財務分析表を掲載しておりますので、参考

次に、２目管渠費は、汚水管、マンホール、ポ
ンプなどの維持管理に要する費用で、２,７６９

までに後ほど御覧いただければと思います。
○横田委員長

万４,６７３円となっております。

あらかじめ申し上げます。

本日の会議時間は、審査の都合により、あらか

次のページの、３目流域下水道管理費は、函館

じめ延長いたします。

湾流域下水道事業の維持管理に関する経費で、
７,８３８万９,３８２円。

上下水道課長、続き、お願いいたします。
○笠原上下水道課長

次の４目業務費は、下水道使用料及び受益者負

いて説明させていただきます。

担金の調定などに要する費用で、２,１６４万５,
５６８円。

続きまして、要求資料につ

様式３の収入未済額の状況でございますが、現
年度分は、内訳で、公共、特環の下水道使用料な

次に、５目総係費は、下水道事業活動の全般に

どで、令和２年度予算から発生した収入未済額

要する経費で、７０２万４,５９２円となってお

は、合計４,９３７万２,０９５円となっておりま

ります。

す。

次のページの６目減価償却費は、固定資産の減

下段の滞納繰越分の状況ですが、収入未済額

価償却費として４億８３５万２,２８３円となっ

は、公共、特環の下水道使用料で、一番下の合計

ております。

欄でございますが、調定額合計３,９６８万２,１

７目資産減耗費は、固定資産の除却費として１

９０円から、収入額合計３,８５３万３,３２０円
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と、不納欠損額の２４万６,２４０円を差し引い

て、町長総括質疑を行うかどうかをお諮りしま

た９０万２,６３０円が収入未済額となります。

す。町長総括質疑を行う場合は、１７日、金曜日

年度別の内訳については記載のとおりでございま

に行いますので、質疑内容の確認を委員の皆さん

す。

と行いますので、各自、質疑内容をそれぞれ考え

次に、次のページ、様式４の不納欠損処分の状
況でございます。公共下水道使用料で、事由別

てきてください。１７日、町長総括質疑後に、決
算認定について採決となります。

は、生活困窮、居所不明、本人死亡などによる事
由で、１２８件、金額で２４万３,０００円の不

一応そういう流れになっていますけれども、何
か御質問ありますか。

納欠損処分を行っております。

（「なし」と呼ぶ者あり）

次のページの特環下水道使用料で、事由別で

○横田委員長 お諮りします。

は、生活困窮などによる事由で、３件、金額で

本日予定していた審査は全て終了しました。

３,２４０円の不納欠損処分を行っており、これ

本日は、これをもって終了したいと存じます

については、法的根拠につきましては、いずれも

が、これに御異議ございませんか。

地方自治法第２３６条の金銭債権の消滅時効によ
るものでございます。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○横田委員長

以上で、提出した決算資料の説明を終了いたし
ます。審査のほど、よろしくお願い申し上げま

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。

す。

御苦労さまでした。

○横田委員長 ありがとうございます。

午後

中川委員より、本日、欠席する届け出がありま
した。
これより、質疑を行います。
なしですか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○横田委員長 質疑を終わります。
以上で、上下水道課に対する審査を終了しま
す。
上下水道課長、御苦労さまでした。
経済部長、都市住宅課長もお疲れさまでした。
暫時休憩いたします。
午後

５時０１分

休憩

──────────────
午後
○横田委員長

５時０１分

再開

休憩以前に引き続き、再開いたし

ます。
今朝、話しました、政策推進課の閲覧資料の件
ですけれども、自分の資料に紛れ込んでいたとい
うことで、返却していただきました。ありがとう
ございました。
明日の審査の流れを説明します。
教育委員会の審査の後、総務財政課の追加審査
を行います。その後、今年度の決算審査におい
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５時０３分 散会
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