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記

妹 尾 洋 兵

午前９時５９分 開会
○中川委員長

納事業実施により２００万円の増。その他項目に

おはようございます。

ついては、記載のとおりとなっております。

ただいまより、令和２年度第３回予算審査特別

次に、５番、５４ページ。

委員会を開催いたします。

事業予算名、交通安全指導車管理費は、本年度

田村敏郎委員から欠席の届け出がありましたの
で、報告いたします。

予算額１８２万１,０００円、前年度比１２万５,
０００円の減額でございます。

昨日、情報防災課に要求した資料は、お手元に

主な増減は、記載のとおりとなっております。

配付しております。

続きまして、６番、５８ページ。

それでは、本日は、民生部の審査をいたしま

事業予算名、戸籍住民基本台帳費は、本年度予

す。民生部長、住民課長、福祉課長、環境生活課

算額３,８１５万６,０００円、前年度比７３８万

長、子育て健康支援課長、御苦労さまです。

９,０００円の増額でございます。

早速ですが、予算書及び提出資料に基づき、順

主な増減は、報酬、職員手当等、共済費、旅費

次説明を願います。特別会計の説明もあわせてお

の会計年度任用職員１人分として、合わせて２６

願いいたします。

０万円の増、委託料の戸籍総合システム改修等委

住民課長。
○清野住民課長

託料のマイナンバー連携に係る改修費のため６４
住民課関係分を説明いたしま

す。

２万４,０００円の増、これは国からの１００％
補助事業となっております。実質、町の負担はな

それでは、共通様式１番、５０ページ。

くなっております。使用料及び賃借料の戸籍総合

事業予算名、大沼出張所運営費は、本年度予算

システムソフト等使用料、機器更新のため１６３

額５７万円、前年度比１万５,０００円の増額で

万１,０００円の減、備品購入費、戸籍総合シス

ございます。

テム機器等譲渡取得費、債務負担２７万円の増

主な増減は、記載のとおりとなっております。

で、その他の項目については、記載のとおりと

続きまして、２番は、５２ページ。

なっております。

事業予算名、大中山出張所運営費です。本年度
予算額４２３万３,０００円、前年度比２６７万

特定財源の歳入は、記載のとおりでございま
す。

８,０００円の増額でございます。

次は、７番、６４ページ。

主な増減は、工事請負費、国旗等掲揚ポール設

事業予算名、社会福祉総務費（国保年金）は、

置工事により２９３万７,０００円の増。その他

本年度予算額６１万９,０００円、前年度比４７

項目については、記載のとおりとなっておりま

万１,０００円の増額でございます。この事業は

す。

国からの１００％補助事業ですので、町の負担は

また、この事業の特定財源としての歳入も、記

ございません。

載のとおりとなっております。

主な財源は、委託料の国民年金システム改修委

次の３番、５２ページ。

託料の４９万５,０００円の増額で、その他の項

事業予算名、地域防犯等対策費は、本年度予算

目については、記載のとおりとなっております。

額３,６７３万３,０００円、前年度比３万３,０

事業の特定財源も、記載のとおりとなっており

００円の減額でございます。

ます。

主な増減は、記載のとおりでございます。

続きまして、８番、６４ページ。

４番は、５２ページ。

事業予算名、国民健康保険特別会計繰出金は、

事業予算名、交通安全指導対策費で、本年度予
算額８９８万１,０００円、前年度比１８８万６,

本年度予算額３億２,３１５万９,０００円、前年
度比３３７万２,０００円の増額でございます。

０００円の増額でございます。

主な増減は、国民健康保険会計への繰出金でご

主な増減は、報償費の高齢者運転免許証自主返

ざいまして、内訳は記載のとおりとなってござい
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ます。

年度予算額４,３１４万２,０００円、前年度比９

この事業の特定財源は、記載のとおりとなって

２万８,０００円の増額でございます。

おります。

主な増減は、扶助費の実績勘案により受診件数

続きまして、９番、６６ページ。

の増加が見込まれるため８２万２,０００円の増

事業予算名、高齢者医療助成費は、本年度予算

で、その他項目については、記載のとおりとなっ

額５億１,１４０万２,０００円、前年度比１,０

ております。

０８万３,０００円の減額でございます。

また、特定財源についても、記載のとおりと

主な増減は、負担金及び交付金では、北海道後

なっております。

期高齢者医療広域連合の試算による１,０００万
円の減、繰出金では、後期高齢者医療特別会計繰

以上で、一般会計共通様式の説明は終わりでご
ざいます。

出金で８万３,０００円の減でございまして、内
訳は記載のとおりとなっております。

次に、国民健康保険特別会計に移らせていただ
きます。予算書により説明させていただきます。

特定財源も、記載のとおりとなっております。
続きまして、１０番、７０ページ。

それでは、令和２年度国民健康保険特別会計予
算について御説明申し上げます。

事業予算名、障がい者医療助成費は、本年度予

国保１７３ページをご覧願います。

算額１億２,６４７万３,０００円、前年度比６７
７万８,０００円の減額でございます。

令和２年度の国民健康保険特別会計予算は、歳
入歳出総額がそれぞれ３３億３,０００万円と定

主な増減は扶助費で、実績勘案により６９０万
２,０００円の減でございます。その他項目につ

めるものでございます。前年度当初予算と比較し
ますと９,０００万円の減となっております。

いては、記載のとおりです。

それでは、１８６ページの歳出から御説明申し

特定財源の歳入についても、記載のとおりと

上げます。

なっております。

１款総務費１項１目一般管理費は、事業別の一

続きまして、１１番、７２ページ。

般管理費（国保事業）で、本年度予算１,５４５

事業予算名、児童手当支給費は、本年度予算額

万１,０００円で、前年度比３２５万円の増と

３億８,５８６万７,０００円、前年度比２,０２

なっております。

０万円の減額でございます。

主な増減は、委託料の国保共同電算他委託料

主な増減は扶助費の児童手当で、対象者の減少

で、被保険者件数の減により２８７万５,０００

が見込まれるため２,０２０万円の減でございま

円の減、電算関係委託料でオンライン資格システ

す。

ム対応による６５８万４,０００円の増、備品購

特定財源は、記載のとおりとなっております。

入の国保端末機購入でサポート終了に伴う機器更

続きまして、１２番、７８ページ。

新完了により２７万６,０００円の減となってお

事業予算名、子ども医療助成費は、本年度予算

ります。

額１億２３１万５,０００円、前年度比１,９２４
万６,０００円の減額でございます。

事業別の国保事務職員人件費は、国保事務職員
４名の人件費で、本年度予算２,３２０万４,００

主な増減は扶助費で、実績勘案により受診件数
の減少が見込まれるため１,８９７万６,０００円

０円で、前年度比２５４万９,０００円の減と
なっております。

の減となっております。その他項目については、
記載のとおりです。

主な増減は、給料、職員手当等及び共済費を合
わせまして、前年度比２５４万９,０００円の減

また、特定財源についても、記載のとおりと

となっております。

なっております。

２事業合わせまして、本年度予算３,８６５万

共通様式の最後は、１３番、７８ページ。

５,０００円で、前年度比７０万１,０００円の減

事業予算名、ひとり親家庭等医療助成費で、本

となっております。
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２項１目賦課徴収費は、事業別の賦課徴収事務

２款保険給付費１項１目療養給付費は、本年度

費が本年度予算額４２万２,０００円で、前年度

予算２億５,８４８万１,０００円で、前年度比

比は１万９,０００円の減となっております。

６,１８３万４,０００円の減となっております。

主な増減は、役務費の郵便料の実績勘案により
１万９,０００円の減となっております。

減の要因は、退職被保険者が一般被保険者へ移
行することに１件当たりの医療費の減少と、過去

事業別の徴収事務費が本年度予算２８６万５,

の実績を勘案したものでございます。

０００円で、前年度比９万４,０００円の減と
なっております。

２目療養費は、本年度予算１,６８０万円で、
前年度比１２０万円の増となっております。

主な増減は、役務費の振替振込手数料の件数減
により５万円の減となっております。１８９ペー

増の要因は、過去の実績を勘案したものとなっ
ております。

ジになりますが、負担金、補助及び交付金が前年
度比の実績勘案して２万７,０００円の減となっ

３目審査支払手数料は、本年度予算６２７万円
で、前年度比５７万円の減となっております。

ております。

次の退職被保険者等療養給付費は、前年度比７

２事業合わせまして、本年度予算３２８万７,

７２万６,０００円の減及び退職被保険者等療養

０００円で、前年度比１１万３,０００円の減と

費は前年度比２４万円の減、ともに退職制度廃止

なっております。

によるものでございます。

３項１目運営協議会費は、本年度予算１４万

２項１目高額療養費は、本年度予算３億１,８

１,０００円で、前年度比７万８,０００円の減と

００万円で、前年度比６００万円の増となってお

なっております。

ります。

主な増減は、旅費の実績勘案により７万８,０
００円の減となっております。

増の要因は、過去の実績を勘案したものでござ
います。

４項１目医療費適正化特別対策事業費は、本年
度予算１６８万３,０００円で、前年度比３６万

２目高額介護合算療養費、本年度予算が５０万
円で、前年度と同額となっております。

１,０００円の減となっております。

次の退職被保険者等高額療養費、前年度比１８

主な増減は、委託料のレセプト点検委託料の点

０万円の減、退職被保険者等高額介護合算療養費

検件数の減により３０万５,０００円の減となっ

は、前年度比３０万円の減です。ともに退職制度

ております。

廃止によるものでございます。

２目収納率向上特別対策事業費の事業名、収納
率向上特別対策事業費は、今年度予算４４０万

３項１目移送費は、本年度予算３０万円で、前
年度と同額でございます。

５,０００円で、前年度比１１万１,０００円の増
となっております。

次の退職被保険者等移送費は、前年度比２０万
円の減で、退職制度の廃止によるものでございま

事業名、国保公用車管理費は、本年度予算額５

す。

０万１,０００円で、前年度比８万７,０００円の
増となっております。

４項１目出産育児一時金は、本年度予算４２０
万円で、前年度比、被保険者数の減により２１０

主な増減は、需用費の自動車消耗品、タイヤ購

万円の減となっております。

入のため６万６,０００円の増と修繕料、車検に
よる３万８,０００円の増となっております。

２目審査支払手数料は、本年度予算１万円で、
前年度と同額となっております。

２事業合わせまして、本年度予算４９０万６,

１９２ページをお開き願います。

０００円で、前年度比１９万８,０００円の増と
なっております。

５項１目葬祭費は、本年度予算２２５万円で、
前年度と同額となっております。

続きましては、保険給付費となります。１９０
ページをお開き願います。

３款国民健康保険事業費納付金１項１目一般被
保険者医療給付費分は、本年度予算額６億１,１

－ 4 －

７３万７,０００円で、前年度比、概算通知によ

共同事業負担金の受診勧奨業務が、これは国保連

り１,９６６万２,０００円の減となっておりま

合会の一括契約により、委託料からの節がえによ

す。

り３９７万９,０００円の増となってございま

２目退職被保険者等医療給付費分は、本年度予

す。

算１４７万６,０００円で、前年度比、概算通知

７款公債費１項１目利子償還金は、本年度予算

により６６万５,０００円の増となってございま

額が３１万９,０００円で、前年度と同額となっ

す。

ております。

２項１目一般被保険者後期高齢者支援金等分、

１９６ページをお開き願います。

本年度予算額１億７,２１３万２,０００円で、前

８款諸支出金１項１目一般被保険者保険税還付

年度比、概算通知により３８６万円の増となって

金は、本年度予算が１５０万円で、前年度比、実

おります。

績勘案により６０万円の増となっております。

２目退職被保険者等後期高齢者支援金等分、本

２目退職被保険者等保険税還付金は、本年度予

年度予算額３０万円で、前年度比、概算通知によ

算額が１０万円で、前年度と同額となっておりま

り１５万８,０００円の減となっております。

す。

３項１目介護納付金分は、本年度予算額５,４

３目その他償還金は、本年度予算額が９０万円

５２万９,０００円で、前年度比、概算通知によ

で、前年度比２３７万８,０００円、過年度償還

り３９１万２,０００円の減となっております。

金確定及び普通調整交付金確定見込みにより２３

４款共同事業拠出金は、高額医療費発生に伴う

７万８,０００円の減となっております。

被保険者の急激な負担増という不安定要素の分散
を図るためのものでございます。

２項１目延滞金は、本年度予算額が１万円で、
前年度と同額となっております。

１項１目共同事業事務費拠出金は、本年度予算
額１万円で、前年度と同額となっております。

９款予備費は、本年度予算額が１００万円で、
前年度と同額となっております。

１９４ページをお開き願います。

以上までが歳出の説明でございます。

５款財政安定化基金拠出金１項１目財政安定化

次に、歳入でございます。

基金拠出金は、本年度予算１万円で、前年度と同

国保１８０ページをごらん願います。

額となってございます。

１款国民健康保険税１項１目一般被保険者国民

６款保健事業費１項１目保健衛生普及費は、本

健康保険税は、本年度予算額５億６,６９７万７,

年度予算額１,２６８万５,０００円で、前年度比

０００円で、前年度比２,５６３万７,０００円の

１６０万２,０００円の減となっております。

減となっております。

主な増減は、役務費の郵便料の世帯数の減によ

２目退職被保険者等国民健康保険税は、本年度

り１０万２,０００円の減、委託料で対象者数の

予算１万円で、前年度比１４５万２,０００円の

減により各健診委託料が９３万円の減、高齢者イ

減となっております。

ンフルエンザ予防接種委託料が５５万５,０００
円の減となっております。

２款道支出金１項１目保険給付費等交付金は、
本年度予算額２４億３,６８９万４,０００円で、

２項１目特定健診等事業費は、本年度予算１,
７８０万９,０００円で、前年度比１９万円の減

前年度比６,５３８万７,０００円の減となってお
ります。

となっております。

２項１目財政安定化基金交付金は、本年度予算

主な増減は、需用費の実績勘案により９万１,

額１万円で、前年度と同額でございます。

０００円の減、委託料の特定健診受診勧奨委託業

３款繰入金１項１目一般会計繰入金は、本年度

務は、国保連合会の一括契約による負担金の計上

予算３億２,３１５万９,０００円で、前年度比３

となっており３５４万１,０００円の減、負担

３７万２,０００円の増となっております。

金、補助及び交付金、特定健診受診率向上支援等
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内訳は、保険基盤安定繰入金、保険税軽減分

が、本年度予算１億６,２６１万１,０００円で、
前年度比９９万４,０００円の増。

それでは、後医の２０５ページをごらん願いま
す。

保険者支援分が、本年度予算７,８０８万９,０
００円で、前年度比８１万８,０００円の増。

令和２年度の後期高齢者医療特別会計予算は、
歳入歳出総額が４億３,７５０万円と定めるもの

職員給与費等繰入金が、本年度予算３,４３９
万１,０００円で、前年度比１２９万４,０００円

でございます。前年度予算と対比しますと１,６
００万円の増となっております。

の減。

それでは、２１６ページの歳出から御説明申し

出産育児一時金等繰入金が、本年度予算２８０

上げます。

万円で、前年度比１４０万円の減。

１款総務費１項１目一般管理費は、本年度予算

財政安定化支援事業繰入金が、本年度予算４,
５２６万８,０００円で、前年度比４２５万４,０

１９万７,０００円で、前年度と比較しまして３
１万３,０００円の減となっております。

００円の増でございます。

主な増減は、消費税の増及び委託料の徴収費へ

続きまして、国保、１８２ページをご覧願いま
す。

の項がえにより３１万９,０００円の減となって
おります。

４款繰越金１項１目繰越金は、本年度予算額１
万円で、前年度と同額でございます。

２項１目賦課徴収費は、予算額２８８万３,０
００円で、前年度と比較しまして５５万３,００

５款諸収入１項１目一般被保険者延滞金は、本

０円の増となっております。

年度予算額２００万円で、前年度と同額となって
ございます。

主な増減は、消費税の増、委託料の後期高齢者
医療電算システム保守委託料で、総務管理費から

２目一般被保険者加算金、３目過料は、それぞ
れ本年度予算１万円で、前年度と同額でございま

の項がえにより５２万８,０００円の増となって
ございます。

す。

２款後期高齢者医療広域連合納付金１項１目後

次の退職被保険者等延滞金及び退職被保険者等

期高齢者医療広域連合納付金は、予算額４億３,

加算金は、前年度比それぞれ１万円の減額でござ

３８５万６,０００円で、前年度と比較しまして

います。

１,５７６万３,０００円の増となっております。

２項雑入は、本年度予算９２万円で、前年度比
８７万６,０００円の減額でございます。

主な増減は、保険料等負担金が前年度に比べ
１,６０８万３,０００円の増、事務費負担金が３

１目一般被保険者第三者納付金、本年度予算６
５万円で、前年度比４８万３,０００円の増でご

２万円の減、保険基盤安定負担金が変更なしと
なってございます。

ざいます。

３款諸支出金１項１目保険料還付金は、予算額

２目一般被保険者返納金、本年度予算額２５万

５０万円で、前年度と同額となっております。

円で、前年度比１３３万９,０００円の減でござ
います。

２目還付加算金は、予算額５万円で、前年度と
同額となっております。

３目雑入、本年度予算２万円で、前年度と同額

次に、２１８ページをお開き願います。

となっております。

４款予備費１項１目予備費は、予算額１万４,

次の退職被保険者等第三者納付金及び退職被保
険者等返納金は、前年度比それぞれ１万円の減額

０００円で、前年度と比較しまして３,０００円
の減となっております。

でございます。

歳出は、以上でございます。

以上で、令和２年度国民健康保険特別会計の説

続きまして、歳入を御説明いたします。

明を終わらせていただきます。

２１２ページをご覧願います。

次に、後期高齢者医療特別会計に移らせていた
だきます。

１款後期高齢者医療保険料１項１目後期高齢者
医療保険料は、予算額３億１,１４１万６,０００
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円で、前年度と比較しまして１,６０８万３,００

祉介護保険事業計画及び障がい者福祉計画並び障

０円の増となっております。

がい児福祉計画に係る経費でございます。

主な増減は、特別徴収保険料が前年に比べ１,
０６６万６,０００円増、普通徴収保険料が５６

また、特定財源は記載のとおりとなっておりま
す。

２万８,０００円の増、延滞分が２１万１,０００
円の減となっております。

なお、福祉課所管の歳入については、前年度と
比較し、科目、負担割合等の変更がございません

２款繰入金１項１目事務費繰入金は、予算額
１,３７８万５,０００円で、前年度と比較しまし

ので、以降、財源の説明は省略させていただきま
す。

て８万３,０００円の減となっております。

次に、ナンバー２、同じページの地域福祉連携

２目保険基盤安定繰入金は、予算額１億６７４

活動費は、本年度２,５４３万９,０００円、２１

万６,０００円で、前年度と同額となっておりま

１万４,０００円の増で、社会福祉協議会運営費

す。

補助金が増となったものでございます。

３款繰越金１項１目繰越金は、予算額５００万
円で、前年度と同額となっております。

次のページのナンバー３、予算書のページは同
じページでございます。民生委員児童委員費は、

４款諸収入１項１目延滞金及び２目過料は、予
算額がそれぞれ１,０００円で、前年度と同額の

本年度７５８万５,０００円、８万５,０００円の
減で、詳細は記載のとおりとなっております。

予算計上となっております。

次に、ナンバー４、長寿敬老事業費から次の

２項償還金及び還付加算金１目保険料還付金

ページのナンバー６、高齢者支援費までは、次の

は、予算額５０万円で、前年度と同額となってお

ナンバー７、新事業予算の高齢者支援事業費に統

ります。

合となり、廃止となります。

また、２目還付加算金は、予算額５万円で、前
年度と同額の予算計上となっております。

次に、ナンバー７、予算書６４ページから６７
ページの高齢者支援事業費は、本年度１億８８７

３項雑入１目雑入は、予算額が１万円で、前年
度と同額の予算計上となってございます。

万１,０００円、皆増でございますが、統合前の
ナンバー４からナンバー６までの総額との比較で

以上で、令和２年度後期高齢者医療特別会計予
算の説明を終わらせていただきます。

は６万４,０００円の増で、詳細は記載のとおり
となっております。

よろしくお願いいたします。
○中川委員長
○村山福祉課長

次のページになります。

福祉課長。

ナンバー８、予算書は同じページでございま

それでは、福祉課所管の予算案

について説明させていただきます。

す。介護保険特別会計繰出金は、本年度４億５,
０１９万５,０００円、３,１７３万円の増で、介

このたびの予算案は、新規事業、また事業の改
廃はございませんので、主に前年度比の増減割合

護給付費の増により増となったものでございま
す。

１０％以上の事業予算及び人件費などの予算をほ

次に、ナンバー９、予算書は同じページでござ

かの事業予算につけかえたものを中心に御説明さ

います。福祉介護車管理費は、本年度５８万４,

せていただきます。

０００円、２万１,０００円の減で、詳細は記載

最初に、民生費でございます。

のとおりでございます。

お手元に配付の資料、ナンバー１をご覧くださ

次のページになります。

い。予算書の６２ページから６５ページになりま
す。

ナンバー１０、予算書６６から６７ページ。障
がい者福祉費は、本年度８億６,１４３万５,００

社会福祉総務費（地域福祉）は、本年度１,２

０円、前年比１,１２６万３,０００円の増で、扶

９２万９,０００円、前年比７２９万５,０００円

助費の介護給付の利用者の増加が見込まれており

の増で、主な理由は３年ごとに策定する高齢者福

ます。
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次に、ナンバー１１、予算書同じページでござ
います。障がい者介護審査会費は、前年度と同額

それでは、お手元にお配りしております介護保
険特別会計のナンバー１をごらんください。

の１０５万円でございます。詳細は、記載のとお
りです。

ナンバー１、予算書、介保２３６ページから２
３７ページになります。一般管理費（保険事業勘

次のページ、ナンバー１２でございます。予算

定）は、本年度２８９万５,０００円、前年比２

書６６から７１ページ。地域生活支援事業費は、

５６万４,０００円の減で、会計年度任用職員の

本年度２,０３９万１,０００円、１７７万８,０

人件費等が一般会計の１３款へ予算計上変更さ

００円の増で、日常生活用具の利用者増により扶

れ、減となってございます。

助費が増額となっておりますが、その他の事業
は、同額もしくは減額となっております。

次に、ナンバー２、予算書は同じページになり
ます。介護保険事務職員人件費は、本年度２,１

次に、ナンバー１３、さくら共同作業所指定管

６９万７,０００円、前年比７５１万８,０００円

理費から、次のページのナンバー１５、事業予算

の増で、産休・育休取得職員１名が復職による増

名、ゲートボール場指定管理費までは、ナンバー

でございます。

１６に新しく新事業予算名、社会福祉施設指定管
理費に統合となり、廃止となります。

次に、ナンバー３、予算書は同じページでござ
います。賦課徴収費（介護保険事業）は、本年度

続きまして、ナンバー１６、予算書７０ページ
から７１ページになります。社会福祉施設指定管

４１万５,０００円、１万２,０００円の増で、主
に消費税増になっております。

理費は、本年度４,７２９万円、同額皆増でござ

次のページになります。

いますが、統合前のナンバー１３からナンバー１

ナンバー４、予算書は同じページでございま

５までの総額との比較では１４万７,０００円の

す。介護認定審査会費は、本年度５６１万８,０

増で、主に消費税増税分でございます。

００円、３４万９,０００円の増で、詳細は記載

次に、ナンバー１７、予算書７８ページから７

のとおりでございます。

９ページ、災害救助費でございます。こちらは、
前年度同額の３３万円でございます。

次に、ナンバー５、予算書は同じページでござ
います。介護認定事務職員人件費は、本年度８０

次のページになります。

万６,０００円、３万１,０００円の増で、詳細は

ナンバー１８、予算書９０ページから９１ペー

記載のとおりでございます。

ジの衛生費でございます。健康センター管理費

次に、ナンバー６、予算書２３６から２３９

は、本年度３,７６１万５,０００円、前年比１,

ページでございます。認定調査費は、本年度１,

３４０万８,０００円の減で、会計年度任用職員

２０８万３,０００円、６１０万４,０００円の減

人件費等が一般会計１３款会計年度任用職員人件

で、保健師、ケアマネ、各１名分の会計年度任用

費へ予算計上され、また、需用費では燃料費等の

職員の人件費等は、次のページの新事業予算、ナ

年間使用料が減となっているものでございます。

ンバー７、認定調査事務職員人件費へ計上し、減

引き続き、介護保険の特別会計について説明さ

となったものでございます。

せていただきます。

次のページでございます。

介護保険のほうは、お手元の様式のほうで説明
させていただきます。

予算書は同じページでございます。認定調査事
務職員人件費は、本年度６９２万７,０００円、

それでは、介護保険特別会計（保険事業勘定）
でございます。

同額皆増でございますが、ナンバー６から移行前
の予算との比較では、実質７０万２,０００円の

介護保険事業でございますが、歳入歳出の予算

増でございます。

総額を歳入歳出それぞれ２８億６,７２９万４,０

次のページ、ナンバー８でございます。予算書

００円、前年比５,１０２万２,０００円の増で、

は２３８ページから２３９ページでございます。

主に保険給付費が増加したものでございます。

こちらからは給付費になります。
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居宅介護サービス給付費は、本年度８億５,２
００万円、３,０００万円の増で、主に短期入所

年度１５０万円、３００万円の減で、認知症対応
型通所介護利用者の減が見込まれております。

療養介護が増加すると見込まれております。

ナンバー２１は省略させていただき、ナンバー

次に、ナンバー９、予算書は同じページでござ

２２、予算書は同じページでございます。介護予

います。特例居宅介護サービス給付費でございま

防福祉用具購入費は、前年度同額の１４０万円で

すが、この事業予算名の頭に特例がつくものは、

ございます。

介護認定の効力が生じる前に緊急にサービスを受

次のページ、ナンバー２３でございます。予算

けた際に支給される費用で、今まで実績がありま

書は同じページでございます。介護予防住宅改修

せんが、万が一の場合を想定し、各項目に１万円

費は、前年度同額の６５０万円でございます。

ずつ計上しております。

次に、ナンバー２４、予算書は同じページでご

以降、名称の頭に特例がつく事業予算につきま

ざいます。介護予防サービス計画給付費は、本年

しては、同様の理由により１万円の予算計上とな

度１,０００万円、１００万円の減で、詳細は記

りますので、特例の説明を省略させていただきま

載のとおりです。

すので、よろしくお願いします。

ナンバー２５は省略させていただき、次のペー

次に、ナンバー１０、予算書は同じページでご

ジ、ナンバー２６でございます。予算書は２４２

ざいます。地域密着型サービス給付費は、本年度

ページから２４３ページでございます。審査支払

５億４,６００万円、前年比１,７００万円の減

手数料（介護保険事業）は、前年度同額の２４７

で、詳細は記載のとおりでございます。

万８,０００円となっております。

ナンバー１１は特例で省略させていただき、ナ

次に、ナンバー２７、予算書は同じページでご

ンバー１２、予算書は同じページでございます。

ざいます。高額介護サービス費は、本年度７,４

施設介護サービス給付費は、本年度８億４,７０

００万円、４００万円の減額で、詳細は記載のと

０万円、２,７００万円の増で、詳細は記載のと

おりでございます。

おりでございます。

次に、ナンバー２８、予算書は同じページでご

ナンバー１３は省略させていただき、次のペー
ジ、ナンバー１４でございます。予算書は２３８

ざいます。高額介護予防サービス給付費は、前年
度同額の２０万円となっております。

ページから２４１ページでございます。居宅介護

次のページ、ナンバー２９でございます。予算

福祉用具購入費は、前年度同額の３１５万円でご

書は同じページでございます。高額医療合算介護

ざいます。

サービス費は、本年度９５０万円、１００万円の

次に、ナンバー１５、予算書は２４０ページか

増で、対象者の増加が見込まれます。

ら２４１ページでございます。居宅介護住宅改修
費は、前年度同額の６５０万円でございます。

次に、ナンバー３０、予算書は同じページ、高
額医療合算介護予防サービス給付費は、前年度同

次に、ナンバー１６、予算書は同じページでご

額の２０万円となっております。

ざいます。居宅介護サービス計画給付費は、本年

次に、ナンバー３１、予算書は同じページで

度１億１,６００万円、２,０００万円の増で、詳

す。特定入所者介護サービス費は、本年度１億８

細は記載のとおりでございます。

４０万円、４００万円の減で、対象者の減が見込

ナンバー１７は省略させていただき、ナンバー

まれております。

１８、予算書は同じページでございます。介護予

次のページでございます。

防サービス給付費は、前年度同額の５,９００万

ナンバー３２は省略させていただき、ナンバー

円でございます。詳細は記載のとおりです。

３３、予算書は同じページでございます。特定入

ナンバー１９は省略させていただき、次のペー
ジのナンバー２０、予算書は同じページでござい

所者介護予防サービス費は、本年度２５万円、５
万円の増加で、対象者の増が見込まれます。

ます。地域密着型介護予防サービス給付費は、本
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ナンバー３４は省略させていただき、次のペー

ジ、ナンバー３５でございます。予算書は２４４

ます。

ページから２４５ページ。介護予防・生活支援

次に、ナンバー４１、予算書２４４ページから

サービス事業費は、本年度７,３００万円、３０

２４９ページ。包括的支援事務職員人件費は、本

０万円の増で、基準を緩和した訪問介護、通所介

年度４,００２万４,０００円、５６２万円の増

護の増加が見込まれます。

で、会計年度任用職員人件費をナンバー３９、地

次に、ナンバー３６、予算書同じページでござ
います。介護予防ケアマネジメント事業費は、本

域包括支援センター運営費から当該事業へ予算計
上したことによる増でございます。

年度１,０３６万７,０００円、１８２万３,００

次のページになります。

０円の増で、計画件数増加が見込まれます。

ナンバー４２、予算書は同じページでございま

次に、ナンバー３７、予算書同じページでござ

す。包括的支援公用車管理費は、本年度１１８万

います。介護予防事業費は、本年度８０７万８,

１,０００円、３０万３,０００円の増で、本年度

０００円、３６３万６,０００円の増で、地域介

車検である平成２１年購入、走行距離５万６,９

護予防活動支援事業委託料については、住民主体

２８キロの公用車１台をリースで更新するほか、

の健康づくり団体が増加し、生活支援サポーター

新たに１台リースで増車するものでございます。

養成研修委託料については、ナンバー３９の事業

次に、ナンバー４３、予算書は２４８ページか

名、地域包括支援センター運営費から当該事業予

ら２４９ページ。審査支払手数料は、前年度同額

算へつけかえたこと、また、ボランティアポイン

の２５万２,０００円となっております。

ト事業委託料及び高齢者支援サポート事業委託料

次に、ナンバー４４、予算書は同じページで、

についても、ナンバー４０、事業予算名、任意事

訪問介護利用者負担助成費は、本年度２４万円、

業費からこちらの予算へ事業予算を計上し直した

４万８,０００円の減で、対象者が３名から２名

ことによる増加でございます。

へ減となるものでございます。

次のページ、ナンバー３８でございます。予算

次のページ、ナンバー４５でございます。予算

書同じページでございます。介護予防事務職員人

書は同じページでございます。介護保険財政調整

件費は、本年度９９３万７,０００円、２９８万

基金積立金は、前年度同額の１万円となっており

１,０００円の増で、介護予防担当職員を技師職

ます。

から主査職へ変更したことによる増でございま
す。

次に、ナンバー４６、予算書は同じページでご
ざいます。利子償還費（介護保険会計）は、前年

次に、ナンバー３９、予算書は２４４から２４

と同額の１０万円となっております。

７ページでございます。地域包括支援センター運

次に、ナンバー４７、予算書は同じページでご

営費は、本年度１,９１２万３,０００円、３７８

ざいます。第１号被保険者保険料還付金は、前年

万５,０００円の減で、介護予防サービス計画委

度同額の５０万円となっております。

託料が増加しましたが、会計年度任用職員人件

次に、ナンバー４８、予算書は２４８から２５

費、ケアマネ２名分を、次に出てくる、ナンバー

１ページ。償還金（介護保険事業）は、前年度同

４１の事業名、包括的支援事務職員人件費へ予算

額の１万円となっております。

づけしたことにより減となっているものでござい

次のページになります。

ます。

ナンバー４９、予算書は２５０ページから２５

次のページのナンバー４０になります。予算書

１ページ。予備費でございます。本年度は３６１

は同じページでございます。任意事業費でござい

万１,０００円、４８万３,０００円の増で、この

ます。本年度５９８万２,０００円、２１万円の

予備費は収支調整分がこの予備費となっているも

減、ボランティアポイント事業委託料及び高齢者

のでございます。

生活サポート事業委託料をナンバー３７の介護予
防事業へ予算づけをかえたことによる減でござい

次のナンバー５０からは、介護サービス事業勘
定でございます。
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介護サービス事業勘定は、歳入歳出の予算総額

１０７万３,０００円、４８万６,０００円の減

をそれぞれ１,０７０万６,０００円、前年比９７

で、公用車の車検がないことから、予算額が減少

万８,０００円の増加でございます。

しております。

それでは、お手元の資料のナンバー５０をごら

次のページをごらんください。

んください。予算書は２６４ページから２６５

ナンバー５、火葬場及び墓地管理費は、本年度

ページになります。事業予算名、一般管理費

９８３万７,０００円、２０８万７,０００円の減

（サービス事業勘定）は、前年度同額の１万円で

です。

ございます。

歳入は、記載のとおりです。

次に、ナンバー５１、予算書は同じページでご

主な増減は、給与、職員手当、共済費が会計年

ざいます。保険事業勘定繰出金は、本年度１,０

度任用職員費で計上となったことから、４２９万

６８万６,０００円、９７万８,０００円の増で、

６,０００円の減、工事請負費で、火葬場設備改

介護予防計画費件数が増になるものでございま

修工事が１９３万円の増となってございます。

す。

次のページをごらんください。

次に、ナンバー５２、予算書は同じページでご

予算書のページは８８ページとなります。

ざいます。予備費でございます。こちらは、前年
度同額の１万円となっております。

ナンバー６、自然環境保全事業費は、本年度３
５４万円、３０８万４,０００の減で、給与、職

以上で、福祉課所管の予算の説明を終わらせて

員手当、共済費が会計年度任用職員費で計上と

いただきます。よろしくお願いいたします。

なったことから３７８万４,０００円の減となっ

○中川委員長

ております。

環境生活課長。

○磯場環境生活課長

それでは、環境生活課の予

ナンバー７、生活環境対策事業費は、本年度

算について、共通様式に基づき御説明いたしま

１,０４５万７,０００円、１３万８,０００円の

す。

減です。

予算書のページは、８４ページからになりま

歳入は、記載のとおりです。

す。

主な増減は、負担金、補助及び交付金では、全

ナンバー１、環境衛生費は、本年度５０万９,
０００円、６万円の増です。

体で１３万円の減で、内訳としては、危険な空き
家である特定空き家の解体補助が１００万円の

歳入は、記載のとおりです。

減、合併処理浄化槽設置補助金は８７万円の増と

主な増減は需用費で、狂犬病予防注射の案内用

なってございます。

紙増のため、消耗品で５万５,０００円の増と

次のページをごらんください。

なっております。

予算書のほうは、９０ページからとなります。

ナンバー２、環境衛生車管理費は、本年度１４

ナンバー８、廃棄物対策費は、本年度１３２万

万円、１４万５,０００円の減で、公用車の車検

５,０００円、３５７万５,０００円の減で、共済

がないことから、予算額が減少しております。

費、賃金で４名の不法投棄監視パトロール職員分

次のページをごらんください。

が会計年度任用職員費で計上となったことから、

ナンバー３、有害鳥獣対策費は、本年度７７５

３１４万５,０００円の減となっております。

万円、１５４万円の増です。

ナンバー９、廃棄物対策車管理費は、本年度６

歳入は、記載のとおりです。

５万９,０００円、１１万円の増で、車検のため

主な増減は備品購入費で、鳥獣対策用備品購入

増額となっております。

費として、ドローンを２機、刈り払い機を３台、

予算書ページ、９２ページからとなります。

電気とめ刺しを１セット購入するものです。

ナンバー１０、リサイクル推進対策費は、本年

予算書ページ、８６ページになります。

度３２９万７,０００円、８万９,０００円の減

ナンバー４、有害鳥獣対策車管理費は、本年度

で、内容は記載のとおりです。
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次のページをごらんください。

移行に係る節の組みかえ、また大幅増減のない項

ナンバー１１、廃棄物処理費は、本年度５億３

目や特定財源については割愛をさせていただきま

３３万９,０００円、５２０万２,０００円の減で

すので、御了承いただきたいと思います。

す。

それでは、３款民生費２項１目、ナンバー１、

歳入は、記載のとおりです。

ページ数は７０ページから７３ページになりま

主な増減は、工事請負費でクリーンセンター監

す。児童福祉総務費は、本年度予算７,２８１万

視盤の改修工事等で９６８万円の増、備品購入費

８,０００円、１,６８２万９,０００円の増で、

は５７６万４,０００円の減、渡島廃棄物処理広

予算増の主な理由は扶助費で、令和元年１０月か

域連合負担金が１,１６３万９,０００円の減と

ら始まった幼児教育保育の無償化に伴う保護者負

なっております。

担軽減給付金として、預かり保育事業（幼稚園

ナンバー１２、廃棄物処理作業車管理費は、本
年度６８万１,０００円、９３万６,０００円の減

型）法定代理受領分など、２,２２８万８,０００
円の皆増でございます。

で、車検がなかったことから予算が減少しており
ます。

次に、ナンバー２、７２から７３ページになり
ます。放課後児童対策費は、本年度予算額９,１

次のページをごらんください。

２３万３,０００円、６５６万６,０００円の増、

ナンバー１３、し尿処理費は、本年度７,１８

負担金、補助及び交付金については、民間の学童

０万２,０００円、６６７万５,０００円の増で、

施設利用に関する補助要綱の見直し等により３２

南渡島衛生施設組合負担金が増となっておりま

０万８,０００円の増となっております。

す。

次に、ナンバー３、７４から７５ページになり

最後、予算書のほうは１０６ページとなりま
す。

ます。本町子育て支援センター運営費は、本年度
予算額１９１万８,０００円、３万円の減でござ

ナンバー１４、消費行政事業費は、本年度６９

います。

万２,０００円、３万円の減です。消費生活相談

次に、ナンバー４、７４から７７ページになり

業務負担金で、おおむね例年どおりとなっており

ます。大中山子育て支援センター運営費は、本年

ます。

度予算額１１２万７,０００円、３万１,０００円

以上が、環境生活課の予算の内容でございま

の減でございます。

す。

次に、ナンバー５、７６から７７ページになり

○中川委員長

子育て健康支援課に入る前に、１

１時５分まで休憩したいと思います。
午前１０時５２分

が令和２年度末までに全国の各自治体において設

休憩

置を目指す機能として当町保健センター内に子育

──────────────
午前１１時０５分
○中川委員長

ます。子育て世代包括支援センター運営費は、国

て世代包括支援センターを整備するものでござい

再開

ます。

休憩前に引き続き、再開いたしま

す。

切れ目のない子育て支援を行うため、妊娠、出

それでは、続いて、子育て健康支援課の説明を
お願いいたします。

産、子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情
報提供、助言、保健指導を行うこととしており、

子育て健康支援課長。
○岩上子育て健康支援課長

これについては、妊娠期から子育て期にわたる

当町もこれまでその機能性に準じた支援運営を
それでは、民生費及

行ってまいりましたが、このたびは国が示すセン

び衛生費の子育て健康支援課所管分について説明

ター機能に当該施設として不足する部分を補うた

をさせていただきます。

め、その準備経費として２０８万２,０００円を

内容につきましては、事業予算、対前年比増減

計上させていただくものであります。

１０％以内及び同一予算内の会計年度任用職員等
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続きまして、ナンバー６、７６ページから７９

ページになります。大中山保育所運営費でござい

で、主な増減理由は、委託料全体で２６４万９,

ます。本年度予算額１,５６４万５,０００円、

０００円の増となってございます。

３,７９３万９,０００円の減で、主な予算減は、

ナンバー１４、８８ページから９１ページにな

臨時、パート職員から会計年度任用職員への移行

ります。保健センター管理費は、本年度予算額５

に伴う事業予算の組み替えによるものでございま

１７万２,０００円、３５万８,０００円の増と

す。

なってございます。

ナンバー７、７８ページから７９ページになり

子育て健康支援課所管分の説明については、以

ます。子ども・子育て支援給付事業費、本年度予

上でございます。よろしくお願いいたします。

算額７億８,２９６万円、７４４万７,０００円の

○中川委員長

増であります。

ありがとうございました。

これより、課ごとに質疑を行います。

ナンバー８、７８ページから７９ページ。青少
年育成対策費は、本年度予算額８２万２,０００

まず、住民課の一般会計について質疑を行いま
す。

円、２７万円の減となり、主な予算減は、指導員
報償費の減によるものでございます。

平松委員。
○平松委員

続きまして、４款衛生費１項１目、ナンバー９

ナンバー３の負担金の中の外灯維持

費助成金とありますけれども、どういう内容なの

になります。８０ページから８１ページ。保健衛

か説明をお願いしたいと思います。

生総務費は、本年度予算額１,０５０万９,０００

○中川委員長

円、２４万円の減でございます。

○清野住民課長

住民課長。
外灯維持費の助成金ということ

ナンバー１０、８０ページから８１ページ。保

ですけれども、計上するときには４月分の実績を

健指導車管理費は、本年度予算額４０万８,００

１２カ月、それの１０２％程度を見込んで計上し

０円、１７万２,０００円の減となり、自動車消

ております。内容といたしましては、かかった需

耗品費で夏タイヤの購入費と車検に係る経費の減

用費の６割分を町として助成してございます。

によるものでございます。

以上でございます。（発言する者あり）そうで

続きまして、ナンバー１１、８０ページから８

す。

３ページになります。疾病予防等保健対策費は、

○中川委員長

本年度予算額７,９９６万８,０００円、１,７６

○杉原民生部長

１万８,０００円の増で、主な予算増減の理由は

ては、外灯組合、あるいは町内会等が管理してお

委託料で、風疹抗体検査と定期接種委託料は、前

ります電気料を支払った分に関して、町が６割補

年度補正計上してまいりましたが、本年度は追加

助をしているものでございますので、御理解いた

対策として当初づけで実施することとなり、１,

だきたいと思います。

７０７万８,０００円の増、負担金、補助及び交

○中川委員長

付金はロタワクチン接種の費用助成で、令和２年

○平松委員

８月以降生まれから定期接種の対象となるため、

ろいろもめている地区とか出てきているのですけ

４５万円の減、合わせて４４万６,０００円の減

れども、この予算でおさまらなくなるということ

となります。

なんかは、考えられる状態ではないのですか。大

続きまして、ナンバー１２になります。８２

民生部長。
外灯の維持費補助金につきまし

平松委員。
何か外灯の電気代の徴収で、結構い

丈夫なのですか。

ページから８３ページ。母子保健対策費は、本年

○中川委員長

民生部長。

度予算額２,０３０万７,０００円、１２７万５,

○杉原民生部長

０００円の減でございます。

の電気代というのは、電気メーターがそれぞれつ

ＬＥＤに切りかえてから、外灯

ナンバー１３、８２ページから８５ページにな

いているわけではないので、１灯幾らという計算

ります。成人保健対策費は、本年度予算額２,６

をしていますので、町で全体の外灯の数を押さえ

７７万９,０００円、２６８万７,０００円の増

ていますので、この料金でほぼほぼ大丈夫と。
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しかしながら、新設の要望というか、地域が拡

試算による減額になっているのですけれども、そ

大して外灯を新たに多くというか、追加でつけた

の試算の減っている理由というのか、もしわかれ

いとか、そういう部分があったときに若干増えて

ば、出されたのでそれをそのままやっているの

いく要因はありますが、そんなに一気に増えない

か、こういう形で減っているのだよというものの

ので、大体当初の予算で間に合う形ですので、理

ちゃんと理由がわかれば、ひとつ教えてもらいた

解いただきたいと思います。

いなと。

○中川委員長

ほかに。

それと、ナンバー１２の子ども医療助成費の一

神﨑委員。
○神﨑委員

番最後の扶助費で、減額がちょっと大きいのです

ナンバー４番です。交通安全対策費

けれども、実績勘案により受診件数の減となって

の中の報償費、高齢者運転免許証自主返納報償費

いるのですけれども、これは実績ということなの

が２００万円増ということで、１人２万円という

で、理由というか、単純に減っているというだけ

ことで１００人の方を見込んでいるのかなと捉え

なのですか。特殊な理由とか、何かそういう分析

ています。

とか、そういうのはあるのでしょうか。

返納してからの身分証明のことで、困っている

以上です。

とか何とかという話はないでしょうかね。今まで

○中川委員長

何件かあったかなと思うのですけれども。

○清野住民課長

○中川委員長

も、こちらのほうは、広域連合のほうから試算と

○清野住民課長

住民課長。

住民課長。
後期医療の関係なのですけれど

来たときにはそういった意見は

いうことで提示されてきています。要因といたし

ないのですけれども、希望があれば、運転試験所

ましては、後期高齢者自体も、７月の保険証の更

のほうで経歴証明というのを発行していますの

新時期に比べて４２名ほど保険者の人数が下がっ

で、身分証明に同等した対応というのはできるか

ていることも要因の一つだと捉えてございます。

と思います。

子ども医療の助成費なのですけれども、令和元

ただ、こちらのほうは個人の要望ということな

年度に比べまして１人当たりの医療費が減ってい

ので、要望があれば、そちらで発行が可能となっ

ます。１人当たりの医療費に対して受診件数を乗

てございます。

じているので、１人当たりの医療費が減ることに

○中川委員長
○神﨑委員

神﨑委員。

よって扶助費も減るという仕組みになってござい

健康保険のほうをちょっとお聞きし

たい……。

ます。
○中川委員長

○中川委員長

今は一般会計のみです。一般会計

の質疑が終わったら、今度特別会計それぞれやり

民生部長。

○杉原民生部長

私のほうから、国旗等掲揚ポー

ルの関係についてお答えいたします。

ますので。

大中山の出張所が完成いたしました。大中山小

ほかに。

学校含めて大中山中心地区が整備されたというこ

若山委員。

とになります。

○若山委員

３点ほど、確認のための質問という

国旗等のポールにつきましては、役場本庁舎、

ことで、ナンバー２の工事請負費で国旗掲揚ポー

それから大沼出張所、そして各地域の拠点になる

ル設置工事ということで上がっているのですけれ

施設ということで、今回、大中山出張所に国旗の

ども、これは、ここに出てきた経緯のようなもの

ポールを設置して、３地区の拠点にそれぞれ掲揚

というか、既にあるのを更新したのか、新たにつ

ポールをつくるという形で予算計上いたしまし

けるようなあれになったのかどうかということ。

た。

ナンバー９の高齢者医療助成費の中の負担金、

以上です。

補助金等のところで、後期高齢者医療が１,００

○中川委員長

０万円ほど減になっていて、その理由が連合会の

○若山委員
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若山委員。
ナンバー２とナンバー９のほうはあ

れなのですけれども、ナンバー１２の子ども医療

す。

助成費のところで、ここに受診件数の減と書いて

○中川委員長

いるのですけれども、今の説明でいくと、１人当

○清野住民課長

たりの費用が、掛ける単価が下がったのであれだ

方法ということで答えさせていただきますけれど

というような説明だったので、件数自体が減って

も、調定に関しましては、確定段階ではないので

いるわけではないというふうに捉えていいのです

見込みで立てることになります。滞納金に関しま

か。控えていたりするのがあるのかなというのが

しては、申しわけないのですけれども、０.２％

ちょっと心配なので。

の圧縮率というものを乗じているものですが、あ

○中川委員長

る程度の誤差は出てくる形にはなってございま

住民課長。

○清野住民課長

補助対象と対象外がございま

住民課長。
こちらの歳入としての税の算出

す。

す。対象外の部分に関しては、１人当たりの単価

あと、以前の滞納金というのは入っているのか

が減少しているということ。済みません。補助対

というのは、こちらには含まれてございます。

象の部分に関しましては、件数が１カ月当たり２

○中川委員長

７０件程度が減少しているということで、それを

○上野委員

合わせての減少ということになっております。申

も、従来、国保会計に関しては赤字がかなりあり

しわけありません。

まして、赤字分については繰越充用という形で繰

○中川委員長

り越しされてきておりましたけれども、今回の予

ほかに。

上野委員。
○上野委員

それはそれでよろしいのですけれど

算には繰越充用という金額が見当たらないのです

国保のほうでよろしいですよね。

○中川委員長

上野委員。

が、これについてどうなっているか、ちょっと確

今は一般会計の質疑をしておりま

す。よろしいですか。

認したい。
○中川委員長

一般会計に対する質疑はありませんか。（発言

住民課長。

○清野住民課長

繰越充用の関係なのですけれど

する者あり）一般会計ですよ。（発言する者あ

も、現在の累積赤字が５,４００万円程度なので

り）住民課の一般会計です。

すが、今現在の見込みといたしまして、単年度の

（「なし」と呼ぶ者あり）
○中川委員長

黒字を見込んでございます。明確な数字というの

ないということなので、次に、国

民健康保険特別会計の質疑を行います。

０００万円前後というふうに考えてございます。

上野委員。
○上野委員

はまだ示すことはできませんけれども、大体６,
国民健康保険税であったりとか、あと、道支出金

予算書のほうで、質問いたします。

国保の１８１ページです。

がまだ確定段階でないので、この辺の動向を見て
いかなければならないと思っています。

ここで、滞納繰り越しについて載っておりま

いずれにしても、早期赤字解消を目指していき

す。医療費の滞納、後期高齢者の関係、それから

たいと思いますので、御理解のほどよろしくお願

介護保険の関係ということで出ておりますけれど

いいたします。

も、合計でいきましても、金額的には１,６１４

○中川委員長

万６,０００円というような金額で、滞納金とし

○上野委員

ては少ないような感じがしたのですけれども、例

はわかりますけれども、予算の段階でどれだけそ

年このような滞納金の発生状況なのかというのが

ういった繰越充用をしなければならない金額があ

１点です。

るのかという表現がどこかにあってよろしいのか

それから、これは前年度分の滞納分で、それ以

上野委員。
赤字解消の見込みがあるということ

なと思ったのですけれども、どうでしょう。

前の滞納分は入っていないのかなという感じがす

○中川委員長

るのですけれども、その辺についての確認をした

○杉原民生部長

いと思うのですけれども、よろしくお願いしま

決算もある程度見込みの推移は見通していますけ
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民生部長。
予算の段階では、まだ前年度の

れども、まだ３月、それから出納整理期間の４

険者数が６,４３７人というふうになっておりま

月、５月ということで、まだそういう収支がはっ

す。

きりわかりませんので、その辺につきましては、

以上です。

予算としてはあくまでも予算、見積もりという形

○中川委員長

で、前々年くらいの状況、それから今の１２月、

ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

１月末くらいまでの状況を見きわめた上で予算を

○中川委員長

組んでおりますので、その辺は、今後、決算が近

次に、後期高齢者医療特別会計の質疑を行いま

くなってきた時点で確定してくるかと思いますの

す。

で、御理解いただきたいと思います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上です。

○中川委員長

○中川委員長

ほかに。

なしということなので、それで

は、質疑を終わります。

神﨑委員。
○神﨑委員

なしということなので、それでは

以上で、住民課に対する審査を終了いたしま
今の質問の関係になりますけれど

す。

も、一般被保険者国民健康保険税が見込みで算出
されているということで、道からいろいろな標準

次に、福祉課の一般会計について、質疑を行い
ます。

係数とか、そういう形で金額がある程度おりてき

川上委員。

て計算されているのかなと思いますけれども、加

○川上委員

入者世帯と、あと、被保険者の人数はどのくらい

を教えてほしいのですけれども、負担金、補助の

で計算をされているのか。

ところで、括弧書きで職員１名中の職員２名か

あと、１人当たり大体幾らの計算になるのか、
そのあたり。
○中川委員長

ら、職員２名中の職員１名の変更、準職員の人が
１人繰り上がって職員になったということだと思

住民課長。

○清野住民課長

うのですけれども、この辺の内容をちょっと教え

令和２年度の予算ベースでよろ

ていただきたいのと。

しいでしょうか。
○神﨑委員

あと、ナンバー１８、委託料の健康センターの

はい。

○清野住民課長

ナンバー２なのですけれども、中身

清掃業務委託料１,２００万円くらい計上してい

こちら、直近の今年２月末の状

ますけれども、月に直せば大体１００万円くらい

況で見込んでございます。世帯数が４,０２５

かかっているのかなと思うのですけれども、この

件。被保険者数が６,３１２人となってございま

辺の内容をちょっと教えていただきたいのと。

す。

あと、下の使用料及び賃借料のところで、テレ

あと、１人当たりの試算は、こちらも調定ベー

ビ受信料が入っていないのは、多分、有線放送等

スになるのですけれども、先ほどもお答えしまし

と書いているから、ここの中に含まれているのか

たが、調定に関しては確定前なので、圧縮を９４

なと思うのですけれども、もしできれば、来年度

％設けて算定してございます。調定ベースで言い

からでも有線放送受信料とテレビ受信料というふ

ますと、１人当たり９万２,０００円程度の保険

うな計上の仕方をしていただければなと思うの

料ということになります。

で、その辺ちょっと教えてください。

以上でございます。
○中川委員長
○神﨑委員

○中川委員長

神﨑委員。

○村山福祉課長

昨年度の加入者数というのは、何人

くらいなのか。
○中川委員長
○清野住民課長

福祉課長。
まず、ナンバー２の負担金、補

助及び交付金の社会福祉協議会の補助金、職員１
名プラス準職員２名から令和２年度は職員２名と

住民課長。

準職員１名という形の変更で増となった内容でご

令和元年度、ですから３月末に

ざいますが、現在までは職員１名というのが社会

なりますけれども、世帯数が４,０５９件、被保

福祉協議会の地域福祉部門の係長職の方１名と準
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職員、役場でいう臨時職員の２名分であったもの

て、そこの違いがあるというところでございま

を、社会福祉協議会の地域福祉部門、法人運営部

す。どちらかというと、職員と、役場でいう臨時

門が人事異動で変わってくるというところでござ

職員の中間ぐらいな感じであるというところでご

いまして、それで職員２名、係長職と地域福祉部

ざいます。

門の課長職の職員２名と、あとは準職員１名とい

社協の給与規程とか採用規定の中で、別に社協

う形に、そこの地域福祉部門の体制が変わるとい

で定めていますので、そちらは今、手元にないの

うところで、体制がこういう形で人件費が上がる

であれなのですけれども、準職員についても社協

というところでございます。

は今までもずっと定期昇給があったと。うちの臨

次に、ナンバー１８の部分の委託料、健康セン

時職員は日給でございますので、日給でもある。

ター清掃業務委託料の部分でよろしかったですよ

少し上限はありますけれども、最低賃金の上下で

ね。前年度比１１万５,０００円が増えるという

変わることがありますけれども、社協は給与表で

ところでございますが、こちら最低賃金の部分の

ちゃんと準職員もこういうふうに上がっていきま

増加の部分もあります。あと、昨年度１０月から

すよというふうに規定している違いがあるという

消費税も上がりましたけれども、前半の部分６カ

ところでございます。

月は消費税８％だったものですから、そこの部分

あと、清掃の内容でございますが、日中は、清

について人件費と消費税分で１１万５,０００円

掃業者の１名の方が午前中と午後と、早番、遅番

がアップしたという形でございます。

で２名体制で、就業前の大体８時半から勤務され

次に、有線放送等の受信料でございます。こち

て５時ぐらいまで勤務。その後、遅番の人がまた

ら来年度から、テレビの部分と有線部分と分けて

来て、１０時までやるという形でございます。そ

記載なるという形でやらさせていただきますの

のほか、１０時に閉店してから、水回り、お風呂

で、御理解のほどよろしくお願いします。

の浴槽とか、お湯を抜いて８名体制で男女のお風

○中川委員長

呂をそれぞれ、サウナと、日常的に清掃する。そ

○川上委員

川上委員。

準職員というものの位置づけという

のは、どういう職員だったのか。正職員ではな

して、清掃が終わったらお湯を入れて帰宅すると
いうことでございます。

かったという感じで聞こえてくるのですけれど

日中の清掃に関しましては、廊下とか、ホール

も、準職員というのはどういう人のことを、臨時

とか、トイレ、洗面台とか、そういうところの水

職をいうのか、職員でないことは確かだったのだ

回りとか、お客さんが休憩する和室であったり、

けれども、どういう位置づけでいたのか。

そういうところの清掃をしているというところで

それと、先ほど清掃のほう、増減のほうでなく

ございます。

て中身、内容、例えば平日は何人で清掃している

それで、おととしまで、それプラス特殊清掃と

とか、年に何回大掃除をやるとか、そういうのが

いうものをやっていまして、温泉スラブというの

わかれば、教えていただきたいと。

ですか、温泉の茶色くなったりするものを特殊な

○中川委員長

薬剤で落としたりする業務も前は委託していまし

福祉課長。

○村山福祉課長

社会福祉協議会の準職員の取り

たが、今は、うちのほうの健康センターの職員が

扱いですね。七飯町役場の、今の臨時職員とはま

それをやっていますので、そういう部分は割愛し

たちょっと形は違うのですけれども、どちらかと

ながら、今現在はそういう形でやっていると。

いうと、来年度から導入される会計年度任用職員

大掃除についても、鏡とかの清掃はまた別に委

に近いものが社会福祉協議会の準職員というとこ

託しているので、ここの部分には入ってこないの

ろでございます。

ですけれども、大掃除の部分についても、年に２

今まで社協の準職員のベア、定期昇給というの

回やっていますが、うちの職員も含めてやってい

はありながら雇われていると。ただ、給与表でい

ますので、年４回ぐらいはやっていますけれど

うと、社協の職員のほかに準職と別のものがあっ

も、業者２回、直営で２回という形で清掃はして
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いるという状況でございます。

重大な疾病等抱えた方がまず優先でつけられます

以上でございます。
○中川委員長

ので、かかわっているケアマネが申請書を持って

ほかに。

きて、それについてケア会議で審議して、妥当

上野委員。
○上野委員

だ、妥当ではないという形でつけているという形

ナンバー７です。そこに緊急通報装

でございます。

置に関して載っているわけですけれども、この予

今回なぜ１台なのかということですけれども、

算は、前年実績によって９,７００円減額という

役場で買った備品なので、もう必要でなくなった

ことで、金額的には１０万４,０００円という金

方は役場で回収してきて、また次の方に使うとい

額になっておりますけれども、装置そのものの単

う形で、ある程度の循環はさせているので、今回

価といいますか、これは単価は幾らで、これでい

１台という形でございます。

くと何台の装置が購入されるのか。装置は、需要

○中川委員長

のある高齢者に貸与という形なのか、それとも、

○上野委員

そういった高齢者が購入するのに対する補助がさ

ひとり暮らしというのはかなりおりますので、そ

れているということなのか、その辺について、ま

ういった高齢者は心配だということで、そういっ

ずちょっとお伺いしたい。

た緊急通報装置が欲しいという方もかなり実際は

○中川委員長

いると思うのですが、このように金額が高いもの

○村山福祉課長

福祉課長。

上野委員。
結構、金額が高いもので、高齢者で

緊急通報装置の備品購入の部分

というのはなかなか難しいのですけれども、もっ

ですね。今回１０万４,０００円で、９万７,００

と安くて普及できるような方法というのはないの

０円減というところでございます。

でしょうかね。どうでしょうか。

今回の予算計上については、１台当たり１０万

○中川委員長

福祉課長。

４,０００円税込みでなっておりまして、今回は

○村山福祉課長

１台計上しているというところでございます。前

で持っているものは、委託料に緊急通報体制整備

回は、平成３１年、令和元年は、２台分でござい

委託料ということで３３万７,０００円計上させ

ました。２台分だったら本当は１０万４,０００

ていただいているのですけれども、ボタンを押し

円だろうという話になると思うのですけれども、

たりすると札幌の健康づくり財団という受信セン

消費税が上がっていましたので９万７,０００円

ターがありまして、２４時間体制で「どうしまし

と。今まで２台買っていたのですけれども、今回

たか」ということで緊急通報装置をつけるときに

は１台という形で、消費税の絡みで９万７,００

３名ほど、親族であったりとか近所の方、協力員

０円だけ減になったというところでございます。

という者を登録してもらって、財団から折り返し

それで、つける際なのですけれども、これは購

連絡をした際に、反応なければ行ってもらうとい

入費補助ではなくて、町で買ったものをお客様の

うシステムでございます。

家に設置して貸与しているという形でございま
す。

実は、緊急通報装置、一般会計

このほかに、介護保険の部分で備品購入、ここ
の部分ではないのですけれども、「いまイルモ」

そして、お使いになられている方については、

という緊急通報と同じようなシステムを導入して

地域ケア会議という形で、町内の事業者とかケア

います。これは国の補助で、介護ロボットの導入

マネとか、いろいろな方、民間の方も役場の方も

事業で、町で買わせていただいているのですけれ

集まっていただいて、このケースはこういう緊急

ども、こちらはセンサーを三つほど家につけまし

通報が必要ではないのかということで、申請方法

て、高齢者の方がよく使うような場所、水回り関

としては、よくあるのは民間のケアマネがかか

係、トイレとか玄関とかリビング、寝室、そうい

わっている家で、この緊急通報をつける方という

うところをヒアリングして、よく使う場所のとこ

のは、倒れたりして電話まで行けないとか、携帯

ろにセンサーをつけて、そのセンサーを役場と

電話もちゃんと操作ができなくなるというような

か、それも御家族とかに登録していただいて、ス
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マホで１日の動きが確認できるというものも、こ

以上でございます。

の緊急通報と別に「いまイルモ」というシステム

○中川委員長

がありまして、こちらのほうは２０台購入してお

若山委員。

ほかに。

りまして、そのうち１２台各家に、希望のある方

○若山委員

ナンバー１８のところで、健康セン

に設置しているというところでございますので、

ターなのですけれども、たまたま監査報告で詳し

現在、緊急通報のほうは現在２２台、「いまイル

い資料を見たので、ちょっと確認なのですけれど

モ」は１２台ということで、おおよそ３０何がし

も、特定財源で収入が３,３００万円になってい

で、物としては「いまイルモ」は在庫はまだ８台

るのですけれども、大丈夫なのかなということ

ぐらいありますので、まだまだつけられる余裕は

と。

ありますが、委員のおっしゃるとおり、高齢者

あと、これだけで見ると予算と対になっている

が、ひとり暮らしの方が増えているとニーズが増

のだけれども、人件費を削られたり、人件費がほ

えてくるのではないかなと思っておりますので、

かのところに行ったりして、基本的に大きな赤字

その際はまたいろいろとお客様のニーズに合った

になるような、そういう体質ですよね。もともと

「いまイルモ」なのか、この緊急通報なのかとい

の予算でいう、議論する話かどうかわからないの

うのを使い分けながら、また購入していきたいな

ですけれども、当初のセンター設置の趣旨とかか

と考えております。

らいって、収支はとるという前提だったのか、そ

以上でございます。
○中川委員長
○上野委員

れとも町民に喜んでもらえればいいということ

上野委員。

で、持ち出しがあってもいいという、そういう発

なかなか、人数もあると思うのです

想のものなのか、そこのところの考え方をちょっ

けれども、合わせても３０台前後ということです

と教えていただければと思います。

か。こういう状態では、かなり実態の上では需要

○中川委員長

に合っていないような感じがするのですけれど

○村山福祉課長

も、これについては、町はそういう形でやってい

とおり、収支３,０００万円、歳入３,３００万円

ますけれども、もっと進んだところがあるような

見ているというところでございますが、実際、先

感じがするのですけれども、どうなのですか。そ

日の定期監査報告の中では、毎年度に利用人数が

の辺だけちょっと聞いておきます。

下がっているというところで、大丈夫なのかと御

○中川委員長

心配のところでございますが、実際、今年度、人

○村山福祉課長

福祉課長。

福祉課長。
今、若山委員のおっしゃられる

委員おっしゃれるとおり、高齢

数のほうが少し戻りつつありまして、平成３０年

者の人数に対してこれだけの台数というところで

度は大体１０万８,３６４名という人数が利用さ

ございますが、よく民間でも、先ほどスマホの話

れていたところですが、実際、今年度は平成２８

をしましたけれども、高齢者の方でもそういうＩ

年度までいかないのですけれども、大体１２万人

ＣＴというのですか、家のパソコンだったり、そ

近い形で推移はしていたところですが、ここ最

ういうので家族の連絡とかやるようなシステムを

近、いろいろな諸事情で利用者が落ちてきている

構築されてきているので、そういうＩＣＴの利便

のですけれども、予算を作成する段階では、この

性というのですかね、恩恵を受けれる方について

ぐらいの目標を持ってやらなければ、このままの

はそちらを活用していただいていると。結構な高

状況に甘えず前向きにという予算で３,３００万

齢になると、なかなかそういうものに普通のスマ

円という形でやっております。

ホをつなぐのも大変だなという方は、こちらのほ

人件費もろもろで、結局は赤字だろうという形

うでカバーしながら、そういう形ですみ分けしな

でございます。これも定期監査で御指摘されたと

がら、いろいろなものを利用しながら、役場のほ

おり、創業して、開設して１０年間は黒字経営

うも見守り活動というのですか、そういう形で

だったのですけれども、だんだんだんだん近隣の

やっていきたいと思っております。

新しい温浴施設とか、そういうものに押されて、
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赤字が徐々に増えてきて、あとは年数がたつと維

今のように、介護保険事業がこれだけの事業に

持管理費の修繕、そういうものにお金がかかって

なる前でしたけれども、今であれば、そういう介

きて、大体収支が悪くなってきているという状況

護予防の施設にもなるのではないかというような

でございます。

認識をしておりまして、今後もできる限り、施設

このアップル温泉をつくったときに、アップル

の建設費については、なかなか元を取るというの

温泉は健康センターという位置づけなのです、条

は厳しいですけれども、維持管理費については収

例上は。みんなも温浴施設っぽいイメージではい

益を頑張って大幅な赤字を出さないように、町民

ると思うのですけれども、町民の健康のための施

の施設として活用していきたいというふうに考え

設というところでございますので、そこの建設の

ておりますので、御理解いただきたいというふう

ときに収支の部分については、私、書類を見たの

に思います。

ですけれども、そこの部分には黒字化を目指して

以上です。

つくりますとかという、そこの収支の部分につい

○中川委員長

て趣旨はなく設立されたというか、設置されたと

副委員長。

ころでございますが、しばらくは黒字経営でいた

○横田副委員長

ところでございますが、現在こういう状況で赤字

繰出金３,１７３万円の増ということであります

化になってきているので、赤字を圧縮するよう

けれども、この下のほうに、あくまでも軽減負担

に、私どものほうでも頑張ってやっていきたいと

金で３,４５０万円というお金が入ってきて、そ

思いますので、設立当初の趣旨の部分について

れを入れても３,１７３万円増加になるから、負

は、町民の健康のためというところでしか目標は

担が増えるからということで拠出金を、繰出金を

ないので、そこの部分は御理解のほどいただきた

増やしたとのかどうか、まず１点。

いと思います。

○杉原民生部長

ナンバー６の介護保険特別会計

それから、次のページのナンバー１０、障がい

以上でございます。
○中川委員長

ほかに。

者福祉の扶助費の介護給付費の１,０９０万６,０

民生部長。

００円の増というふうになっているのですけれど

アップル温泉につきましては、

も、これは去年との実績を見込んでの増である

２年前に源泉のポンプが故障したということで休

と。今、結構、毎年増えていっていますよね。こ

ませていただいて、源泉ポンプの取りかえをし

れは、それを見込んだ数字なのか、それとも去年

て、そして今、お湯の調整が、実は１年間なかな

の数字はこの実数で、来年度はこのぐらいになる

か安定したお湯が出ないというような状況で、平

というものを押さえた数字なのかというのを教え

成３０年度は運営させていただきまして、平成３

ていただきたいと思います。

１年度、令和元年度中にある程度見直しという

ナンバー１６の社会福祉施設指定管理費という

か、お湯のルートだとかを精査しまして、今回貯

のが新しく設けられていますけれども、今までい

湯槽というお湯を一旦ためるところから浴槽に入

ろいろなもの、例えばさくら共同作業所だとか

るまでのバイパスの修繕という形で管をきちんと

ゲートボールだとか、ぽぽろ館とかがあったとき

修繕措置しまして、それで今、お湯が安定して出

に、ここの歳入にある自立支援事業給付負担金と

るようになっているということもありまして、令

か、福祉介護職員処遇改善加算分負担金、処遇改

和２年度につきましては、その分含めて安定した

善は多分ついていたと思うのですけれども、そう

営業ができるのかなというふうに見込んでおりま

いうものがつくからということで、こういう科目

すし、当初、これをつくったときも中島地区にい

を設定したのかどうか。

い温泉源があるということで、これは農業の事業

以上、お願いいたします。

で掘った温泉ですけれども、それの利活用含め

○中川委員長

て、健康増進事業として町民の方々にその恩恵を

○村山福祉課長

受けていただきたいと。

の介護保険特別会計繰出金でございますが、３,
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福祉課長。
まず最初に、資料のナンバー８

１７３万円増となったところでございますが、実

にそこで予算立てをして、過去３年ぐらいの、こ

際、歳入としては３,４５０万円が国、道から

このサービスはこういうふうに伸びている、ここ

入ってきております。こちらの部分は、あくまで

のサービスは横ばいだという形で、いろいろな給

も今回、条例で可決させていただいた介護保険料

付費を分析してやっております。前年度実績見込

の１段階から３段階までさらに軽減するという条

みも含めて、予算立てしたときの１０月段階の

例を、国のほうの施策で下げると。そこの部分

データを複合的に見て１,０９０万６,０００円増

で、下げた分は国と道からお金が入ってくるとい

額とさせていただいたところでございます。

うところの部分で、あくまでも歳入については、

次に、新しくつくったナンバー１６の社会福祉

保険料の減額分が国から補塡されるというところ

施設指定管理費、こちらはなぜこういうふうにつ

の歳入でございます。

くったかというところでございますが、ここの自

こちらについては、介護保険料の申請は、一般

立支援の歳入の部分、あとは介護職員等の処遇改

会計でして、一般会計で受けるという形のルール

善というのは、前回事業予算を分ける前も、授産

でございますので、一般会計で軽減の負担金が歳

施設のほうには歳入としてみていたところでござ

入になると。３,１７３万円増えたというのは、

います。今回改めて、指定管理の部分が三つあり

繰出金の内容としては介護保険の給付分、介護保

ますが、そちらをそれぞれの事業予算にするので

険を使ったときに皆さんが事業所に払うお金でご

はなく、まとめて管理したほうが予算的にはやり

ざいます。こちらが大体３億３,０００万円。地

やすいという形で、あくまでも予算、歳入ありき

域支援事業分としまして、こちらは町で介護保険

ではなく、予算の管理上の統合という形で統合さ

の事業を独自で、新規事業とか、町で国にない事

せていただいているというところで、御理解のほ

業をやる、あと包括支援センターの部分のお金と

どよろしくお願いいたします。

しては２,３４０万円ほど。その他総務費として

○中川委員長

人件費とか、介護保険係の賦課徴収に係る人件費

○横田副委員長

であったりとか、認定調査する人たちの人件費、

分については、先ほど説明したのは、例えば人件

事務費等で大体５,０００万円という内容でござ

費が５００万円で、地域の支援関係の介護でない

います。

部分で２,３４０万円とかということを言って

副委員長。
ということは、ナンバー８の部

この３,０００何がし増になった部分について

いったならば、この数字はもっと増えるような話

は、それぞれ給付費も上がりますし、地域包括支

なのだよね。だから、その辺の話を、申しわけな

援センターとの新しい事業も今回予算で増になっ

いですけれども、きちんとした上限があって、だ

た。あとは、人件費のベースアップとか、いろい

から、例えば３,１７３万円が増えたよというの

ろな職員の手当、結婚して手当がふえるとか、そ

を言っていただかないとわからないので、もう一

ういう部分も含めて３,１７３万円増えたという

度お願いします。

ことでございます。

それから、障がい者の件は、あくまでも来年度

続きまして、扶助費でございます。ナンバー１

のいろいろなものの今までの見込みを加味した中

０の障がい者福祉費の扶助費、これが介護給付費

から、これだけ増があるからということで、それ

の部分で６億２,９５０万１,０００円、前年度比

を入れた数字であるということで、よろしいです

１,０９０万６,０００円。前年度実績見込みの増

ね。

というところでございます。

もう１点は、社会福祉施設の指定管理、全部が

こちら保険給付、障がい者のほうも介護支給と

指定管理でお願いしているところだからまとめて

いうのですか、国のほうに支給して２カ月後に町

しまったよというのなら、反対にこういうふうに

でお金を払うものですから、予算を策定した際に

すると、がらがらぽんになってしまって、何に本

１０月分までの見込み、去年の３月から１０月分

当にかかったのかというのがわからなくなる部分

まで利用された分に七飯町に請求した分をベース

があるので、どうなのかなと。ここのところを
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ちゃんと今後どういうふうにしていくのか、やる

いもの、そして負担金の部分の処遇改善は授産所

のだったら、こういうふうにするよというものを

のものですよと、わかりいいものに変えていくよ

やっぱり教えていただきたいと思います。

うにしていきたいと考えておりますので、御理解

○中川委員長

のほどよろしくお願いします。

福祉課長。

○村山福祉課長

最初に、ナンバー８の繰出金の

以上でございます。

ほうでございます。繰出金については、昨年の介

○中川委員長

護保険特別事業会計のほうに繰り出すということ

ますか。

で、こちらは、平成３１年、令和元年の予算と令

一般会計について、質疑まだあり

（「なし」と呼ぶ者あり）

和２年の予算でございますが、全体的に介護保険

○中川委員長

事業特別会計全体としては、昨年度と比較し１.

は終わりたいと思います。

８％の予算の上昇でございます。

それでは、一般会計に対する質疑

午後１時まで、休憩いたします。

昨年、当初２８億２,６００万円を全体で予算

午後

計上させていただいて、今回は２８億７,８００

休憩

──────────────

万円で、差額としては５,２００万円増加してい

午後

るというところでございます。５,２００万円の

○中川委員長

うち、増加が一番大きいのが保険給付費３,１０

す。

５万円が昨年度との比較で伸びているというとこ
ろでございます。

０時０４分
１時００分

再開

休憩前に引き続き、再開いたしま

それでは、介護保険特別会計の質疑を行いま
す。

こちら、昨年が保険給付が２６億１,３１１万

若山委員。

８,０００円のところ、今年度は２６億４,４１６

○若山委員

ナンバー９、予算の内容について、

万８,０００円ということで３,１０５万円が給付

特に物を言うのではなくて、この特例何とか給付

費で上がったというところでございます。ここの

費とかということで、法律上そういう制度があっ

部分は、ほぼほぼ繰出金としての増につながって

て、事前に申請が終わる前に先にやってしまっ

いるというところでございます。

て、後で給付をもらうという、そういう仕組みな

あとの部分については、地域支援事業であった

のですけれども、これについて今まで実績はない

り、総務費の人件費の部分であったりというのは

ということなのですけれども、そういうことがで

増減していて、あと１人の臨時職員が一般会計の

きるというのをみんな知らないということではな

予算づけになったりしておりますので、そういっ

いのかなという懸念があるのですけれども、その

た意味では一番大きいのは、やっぱり給付費が

辺はどうなのでしょうか。予算としては、先に出

３,１０５万円、３,１７３万円のうち３,１０５

すか後で出すかのあれで同じなのですけれども、

万円ほど給付費が増えているということで、大き

その辺のところは心配ないものなのでしょうか。

なところはやはり給付費であろうというところで

○中川委員長

御理解のほどお願いします。

○村山福祉課長

福祉課長。
ただいま、特例と名のつくとこ

それで、統合した事業予算でございますが、こ

ろでございますが、委員のおっしゃるとおり、介

ちらも決算とか予算を立てる際に、皆さんにもう

護サービスの認定、介護認定を受ける前に暫定で

少しわかりやすいような形で整理できるように、

償還払いで利用する方法なのですが、介護認定の

今後、事業予算内の部分を示していけるような形

申請をする際、大体ケアマネジャーみたいな方と

でやっていきたいと思いますので、今回は三つの

か、地域包括支援センターの担当がついて申請す

事業予算をまとめてしまいましたが、歳入部分に

るので、そういうサービスの利用だ、入院して退

ついては、これはここの部分ですよと、授産所の

院する困ったというときは、病院のソーシャル

部分ですよと。あとの部分はゲートボール場とさ

ワーカーに相談するとこういう制度を教えてくれ

くら共同作業所はここですよと、もっとわかりい

ますし、そういった意味では、こういうサービス

－ 22 －

を使いたいという前に、誰か彼かキーパーソンが

か、それとも申し込み件数がもうあって、設置計

指導してくれるということでございますので、あ

画があっての予算なのか、その辺のことをちょっ

とは今後、町でも、来年は介護保険の計画策定が

と教えていただきたいと思いますけれども。

ありますので、その中で、またそういうところも

○中川委員長

周知しながら町民の方にも周知したいと思ってお

○磯場環境生活課長

ります。

ざいますけれども、鳥獣対策という形で８割の特

よろしくお願いします。
○中川委員長

まず、ドローンの関係でご

交の措置をいただけるような形の事業でございま

ほかに。

して、ドローン２機買って、牧草地に人が入って

（「なし」と呼ぶ者あり）
○中川委員長

環境生活課長。

いくと、デントコーンの中とかだと熊が中にいる

質疑を終わります。

パターンが多いものですから、そういうのを空か

以上で、福祉課に対する審査を終了いたしま

ら見て、どういうところにいるかとか、そういう

す。

のを調査するためのものということで、一応１機

次に、環境生活課の質疑を行います。

当たり、本体自体は３０万円程度なのですけれど

平松委員。

も、附属の機器等入れれば、大体１機５０万円程

○平松委員

ナンバー１１なのですけれども、廃

棄物の収集運搬の項目、委託料が１億８,０００

度になるかなと思っています。それを２機という
形でございます。

万円に１６４万円ですか、増となっていますけれ

それから、草刈りのほうです。草刈りのほうの

ども、増の理由と内容をお願いしたいと思いま

件数は、昨年の実績で大体２４０件くらいの件数

す。

を見込んでございます。

○中川委員長

環境生活課長。

○磯場環境生活課長

それから、浄化槽です。浄化槽のほうなのです

こちらのほうの委託料、３

けれども、一応５人槽ということで積算しており

年間の負担行為をとっていまして、平成３０年、

まして、それが１基当たり５２万円の補助という

令和元年、令和２年という形で、これが最終年に

ことで、それを８基という形で試算して、例年８

なるのですけれども、消費税が上がったことによ

から１０基ぐらいの申し込みがございますので、

る増という形になってございます。

例年並みの形では考えてございます。

以上です。
○中川委員長

以上でございます。
ほかに。

○中川委員長

中島委員。
○中島委員

ほかに。

川上委員。

３番の備品購入費で、鳥獣対策でド

○川上委員

ナンバー３、ドローンの関係のとこ

ローンを２機買うということなのですけれども、

なのですけれども、これを２機購入するというこ

鳥獣対策でどのような利用目的なのか、その辺

とになっているのですけれども、性能とか機種が

ちょっと教えていただきたいのと。

違うのであれば２機でもいいのかなと思うのです

１機どのくらいの価格しているのかなというこ
と。

けれども、先ほどの説明では１機５０万円ぐらい
で２機ということで、多分同じものを２機買うの

もう一つ、７番目の委託料の空き地の草刈りな

かなという感じなのですけれども、１機でいいの

のですけれども、５００万円以上の予算を立てて

ではないですかということを言いたいのです。２

いますけれども、年間の申込数、どのくらいの件

機買う理由。

数があるのかなという気がするのですけれども、

それと、下の４番、使用料及び賃借料の自動車

結構大きな金額なので、どのくらいの件数の申し

借上料２５万２,０００円と大きく減っているの

込みがあるのかというのと。

ですけれども、この中身をちょっと教えていただ

それと、負担金の合併処理浄化槽なのですけれ

きたいのと。

ども４１６万円、これは目的、概算の予算なの
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最後、１３番の負担金、南渡島衛生施設組合。

先ほどお聞きしましたけれども、６６７万５,０

以上です。

００円増える細かい理由があれば、教えてくださ

○中川委員長

い。

○川上委員

以上です。
○中川委員長

川上委員。
ドローンというのは、充電式と今言

いましたけれども、１回充電するとどのぐらい持
環境生活課長。

○磯場環境生活課長

つのか。１台予備機かなと思ってはいたのですけ

ドローンについては、予備

れども、通常、なかなか予備というのを買ってい

機という形で押さえているという形で、１機飛ば

ただけないような予算編成を組んでありながら、

して、何かあったときにすぐまたそちらも迎えに

ここでは予備機ということで２機計上しているの

いけるような形で利用するということで、一応２

ですけれども、充電１回するとどのぐらいの時間

機購入したいということで考えております。

飛行できるかとか、そういうのがわかったら教え

それから、自動車借上料ですけれども、トラッ

てください。

ク（キャンターガッツ）をリースしております。
そちらの借上料という形になります。

先ほど、途中で充電がなくなったら、かわりを
飛ばすというような言い方をしていましたけれど

それから、し尿処理の負担金が増えたというと

も、充電はすぐできるのですよね、１機でも。そ

ころでございますけれども、こちらのほうは衛生

の辺。

センターの事務所の向かいにタンクの処理施設が

○中川委員長

ありまして、そちらを新年度で解体するという形

○杉原民生部長

を今予定しておりまして、それで北斗市のほうと

たいなバッテリーでやりますので、３０分も飛べ

町のほうと負担して、あと、衛生センター自体の

ばいいところ時間。ですから１機飛ばして３０分

基金も少し取り崩すという形で、解体を予定して

飛んだらもう帰ってきて、今予備のものを飛ばし

いるというところで予算が増えているところでご

て、その間に充電をするというようなことで考え

ざいます。

ています。

○中川委員長
○杉原民生部長

民生部長。

民生部長。
大体、携帯電話のバッテリーみ

それ以内で終わればいいのですけれども、充電

私のほうから補足で、先ほどド

時間のほうが飛んでいる時間よりかかるというこ

ローンの説明がありましたけれども、このドロー

ともありますので、あらかじめ、普通の現場を見

ンについて２機というのは、ドローン自体が充電

るだけであればいいのだけれども、熊とか鹿と

式になっておりまして、しかも有害鳥獣の観察と

か、そういう有害鳥獣の確認で行くものですか

いうか、確認に行くということで、１機が万が一

ら、万が一のことも考えて、２機導入ということ

充電がなくなって、とまったときに、２機目を使

で、これについては、特別交付税の措置で８割と

えるようにという意味での予備機ということです

いうこともあったものですから、今回２機という

ので、御理解いただきたいというふうに思いま

形で予算措置させていただきましたので、御理解

す。

いただきたいと思います。

また、自動車借上料につきましては、昨年、鹿

○中川委員長

川上委員。

とか、そういう駆除した後の処理に運搬用という

○川上委員

ことでトラックをリースで令和元年度に購入いた

ですものね。

しました。当初、トラックの部分の予算を大体の

○中川委員長

見込みでつけていたものが確定して、５年リース

○磯場環境生活課長

ですので、今回、令和２年度は５年リース部分が

なドローンで、２.４ギガヘルツの電波を使用す

確定した予算で計上していますので、昨年は予定

るもので、それは必要ないと。競技用ですとか、

だったものが、今回は確定予算ということでこう

業務用のレース用のそういうものは、出力が高い

いう増減になりましたので、御理解いただきたい

ものを使いますので、それは免許が必要なのです

と思います。

けれども。一応こちらについては、免許は必要な
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ドローンは、運転免許は要らないの
環境生活課長。
今回購入するのは、一般的

いというものを購入する予定です。

思っています。

以上です。
○中川委員長

○中川委員長
ほかに。

○杉原民生部長

畑中委員。
○畑中委員

民生部長。
私のほうから、ハンターの取り

まとめというか、事務局が自然環境係で、大沼婦

今、川上委員が質問したことと同じ

人会館のほうにありますけれども、自然環境係の

ドローンのことなのですけれども、どなたがお使

ほうで管理しておりますので、そこは自然環境係

いになるのでしょうか。例えばハンターがこれを

が管理して、そして操縦方法なんかも職員がつい

使うのか。

て運用していきたいというふうに考えています

ただ私、ああいう機械類ということについて

し、先ほど課長が申し上げたとおり、今、そうい

は、結構練習しなければ、なれないというふうに

う人工知能といいますか、そういう部分で充電容

聞いていたものですから、いろいろな人が使うよ

量が少なくなると自動で飛んだ場所に戻るような

うであれば、早く故障するようなふうにも考えら

装置になっておりますので、それにしても、初め

れるし、だから、使う人がどなたなのか。

て導入するものですから、十分に、特に人にぶつ

また、金額を見れば、結構高額なようなので、

からないようにとか、そういう周りの安全を考え

その辺がちょっと心配なので、もしわかりました

た上で管理できるように心がけてまいりますの

ら教えてください。

で、御理解いただきたいと思います。

○中川委員長

環境生活課長。

○磯場環境生活課長

以上です。

委員おっしゃるとおり、ハ

○中川委員長

ンターを想定しておりまして、一応ハンターは２

副委員長。

８名自治体にいらっしゃるのですけれども、その

○横田副委員長

方々で使って調査すると。あと、町の職員でハン

０万円というもので火葬場設備改修工事、どうい

ターの資格を持っている職員もいるのですけれど

うような内容なのか。それに伴って、火葬場がと

も、その人も担当してやっていきたいと。

まるのかとまらないのか、この２点をお願いしま

操縦については、確かになかなかなれないとあ

ほかに。
ナンバー５の工事請負費の３０

す。

れなのですけれども、今、充電切れそうになると

○中川委員長

環境生活課長。

自動で戻ってくるとか、機能が大分向上していま

○磯場環境生活課長

して、そういう狭いところを行くわけではなく

号炉の燃焼バーナーの交換、それから１号炉の炉

て、結構牧草地の広いところを上空から撮るよう

内のセラミックの全面の張りかえを予定しており

な形になりますので、広い場所で使用するという

ます。

今回の工事は、１号炉と２

ところで考えておりますので、もちろん練習して

もちろん１号炉のセラミックを張りかえるとき

壊さないように使いますけれども、十分注意して

には一時休止になりますけれども、そこについて

使いたいと思っております。

は２号炉がありますので、そこで対応していきた

以上です。
○中川委員長
○畑中委員

いと。全部閉めるということはございません。
畑中委員。

燃焼バーナーの交換も部品の交換という形にな

今、使う方がハンターと言うのです

るので、そんなに期間をかけてやるという形では

けれども、興味本位に、あの人だ、この人だみた

ないのですけれども、バーナーのほうは前回平成

いに、たらい回しみたいにして使うと、故障する

２０年に交換しておりまして、耐用年数が大体７

おそれだとか、それから不具合を起こす、例えば

年から１０年という形なので、そろそろいいとこ

離陸はいいのだけれども、着陸するときなんか、

ろかなというところと、セラミックについても前

へますると壊したりするおそれがあるのですよ

回平成２４年に炉を交換していまして、令和３年

ね。だから、その辺についても十分、高いもので

には一応２号炉のほうのセラミックの交換をまた

すから、使用の面で気をつけてくださればなと

やっていかなければならないということで、順番
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にやっていって、長く使えるようにということで

て、きめ細かに支援していくことができる。利用

考えております。

者にとっては、センターに行くと子育てに関して

以上です。
○中川委員長

何らかの支援につながる情報が得られるよという
ほかに。

ワンストップ拠点の位置づけをとっていきたいと

（「なし」と呼ぶ者あり）
○中川委員長

いうふうに考えています。

質疑を終わります。

３点目が、地域の関係施設とネットワークとい

以上で、環境生活課に対する審査を終了いたし
ます。

うものを構築して、必要に応じた支援体制という
ものを開発していければということの３要素に基

次に、子育て健康支援課の質疑を行います。

づき、設置をしていきたいというふうに考えてお

若山委員。

ります。

○若山委員

ナンバー５の子育て世代包括支援セ

以上でございます。

ンター運営についてです。これは新しく仕組みが

○中川委員長

民生部長。

始まるような感じで聞いているのですけれども、

○杉原民生部長

子育て世代包括支援センターはどんな組織なのか

で、課長が言ったように、例えば妊娠したら母子

というイメージがわかるような説明と。

手帳はどこでもらうのだとか、それから、初めて

私のほうから補足ということ

あと、現在、例えばこの上にある大中山子育て

の妊娠、出産は不安がいっぱいで、どうしたらい

支援センターとかありますよね。これらの関係と

いだろうかと、あるいは出産のときにどんな準備

か、役割分担だとか、この辺はどのようになるの

をすればいいかなとか、産んだ後おっぱいはどう

かなというのを、できればわかりやすいイメージ

かなとか、そういうような妊娠してから、今は母

図のようなものがあればお願いしようと思ってい

子手帳はもらっていると思うのですけれども、そ

たのですが、今回ちょっと資料がないというあれ

この部分から手厚く対応していくというようなこ

なのですけれども、そこのところを説明だけでお

とで、保健センター内に専用の相談室を設置する

願いします。

というような形の予算計上でございまして、子育

○中川委員長

子育て健康支援課長。

○岩上子育て健康支援課長

て世代包括支援センターということで、妊娠して

今回、新たに設置の

から生まれるまでを中心として、なおかつ生んだ

子育て世代包括支援センターにつきましては、先

後ももちろん、ある程度半年とか１年とかたつと

ほど説明のほうでも概要についてはお知らせをさ

ちょっと混同しやすいのですけれども、子育て支

せていただいたものでございます。再確認としま

援センターというのも今度ありまして、どちらか

して、まず、お母さんが妊娠期から子育て期にわ

というと、包括支援センターのほうが保健師が主

たって切れ目のない子育て支援を行う相談の場

体、そして、その後は保育士、子育て支援セン

所、情報提供の場所ということで捉えているもの

ターで連携して、子供のそういう親御さん母子の

でございます。

健康状態を見きわめながら相談をしていくという

このセンターの基本の要件としまして、三つの
分野に分かれております。

ことで、特に最近、七飯町でも出生数が少ないと
いうこともありまして、そういう部分での不安も

まず一つ目が、専門的な知見と当時者目線の両

ある中で、何とか出生率も上げていきたいという

方の視点から、必要な情報を保護者のほうに提供

部分もありますので、この事業を今回進めてまい

して、その情報を共有して切れ目なく支援をして

りたいというふうに考えておりますので、御理解

いくということがまず１点目に上げられていま

いただきたいと思います。

す。

以上です。

２点目は、妊産婦、子育て期の個別ニーズをこ

○中川委員長

若山委員。

ちらのほうで把握した上で、子育てに関する必要

○若山委員

な情報提供、そして困ったことなどの相談を行っ

メージが湧かなかったのですけれども、保健セン
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この予算図だけでは、ちょっとイ

ター内にそういう窓口を、何でも聞いてください

○中島委員

よという包括的な何でも対応できるような窓口を

上の方が診査を受けたいというような場合には、

一つ設けるということで、設備的なものだけ今回

何かの手続なり、そういうものが必要なってくる

予算としてあれして、人材的なものは、既にいる

のかどうなのか。どういうような手続をすれば、

人がそういうきめ細かな対応をしていくという、

この診査をしてもらえるものなのか。

そういうことでよろしいわけですか。

○中川委員長

○中川委員長

○岩上子育て健康支援課長

子育て健康支援課長。

○岩上子育て健康支援課長

区分はいいのだけれども、７５歳以

子育て健康支援課長。
そのような希望者の

委員のおっしゃると

方は、窓口に申請手続を行っていただいた中で受

おりでございまして、もともと保健センター内は

診していただくというような手続の流れになると

保健予防係と子育て支援係が存在して業務を行っ

いうふうに考えています。そのような手続をとっ

ているのですけれども、これについては、従来ど

ているということです。

おりのスタイルの中に、国が求めるガイドライン

○中川委員長

に沿った機能性を持たせるということで、今回特

○中島委員

に、相談ブースといいますか、個別相談に応じる

診査なのか、どこかに行って診る診査なのか。そ

スペースがなかなか数的に確保できていないとい

して、どのような形で病院を振り分けて紹介して

うことで、和室だとか会議室、それを二分する形

くれるのか。そこまで行くわけですか。

でドアで仕切ったりだとか、ロールカーテンで仕

○中川委員長

切ったりだとか、その辺のプライバシーを配慮す

暫時休憩します。

午後

以上です。

○中川委員長
ほかに。

１時２６分

休憩

──────────────

関係の予算となっております。

１時２８分

再開

休憩前に引き続き、再開いたしま

す。

中島委員。
○中島委員

審査の内容というのは、全体を診る

午後

る形で整備していきたいという、ちょっとハード

○中川委員長

中島委員。

子育て健康支援課長の答弁より入ります。

わからないことを聞きたいのですけ

子育て健康支援課長。

れども、１３番の委託料の後期高齢者の健康診査

○岩上子育て健康支援課長

委託料。健診料というのはわかるのだけれども、

やしてしまい申しわけございません。

後期高齢者の健康診査のほうの内容というのはど
ういうふうなものか。

大変貴重な時間を費

先ほどの質問の回答でございますけれども、ま
ず、保健センターだよりによって、日程のほうを

また、診査を受けたい人がいた場合には、何か

住民の皆様に周知をさせていただいている状況で

の手続が必要なのかどうなのか。どういうふうな

ございます。また、希望者は随時希望があれば電

手続をすればいいのか。その辺、ちょっと教えて

話等で保健センター、コモン等で実施している御

いただければと思います。

案内を電話等でお知らせできるというふうな体制

○中川委員長

をとってございます。

子育て健康支援課長。

○岩上子育て健康支援課長

これについては、内

基本健診の検査の内容なのですけれども、血液

容的には基本健康診査委託料と後期高齢者委託料

検査、尿検査、身体測定、血圧測定、そして医師

と二本立てで分かれているのですけれども、後期

の診療ということ、これが基本の健康診査という

高齢者と言われる７５歳以上の方の健診について

ことで、一般的な診断方法で行っているという内

特化した内容で、これが後期高齢者の担当のほう

容でございます。

と連携して行っている業務ということで捉えてい

以上でございます。

る委託料、これで区分しているということでござ

○中川委員長

います。

○中島委員

○中川委員長

中島委員。

中島委員。
それに対して、行政のほうから助成

をしますよということでいいのですか。それは何
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％のこのほかの助成が出るわけですか。

れを当初から盛り込んで５歳刻みの方もスタート

○中川委員長

から受診できるということの予算計上をさせてい

子育て健康支援課長。

○岩上子育て健康支援課長

この健診の料金につ

ただいているところでございます。

きましては、個人負担で１,０００円をいただく

また、ナンバー１２の５歳児健診の研修会の経

と。それ以外は、委託料として予算の中から支出

費でございますけれども、令和元年度には全体会

をかけるという内容になっています。

議を１回、ケア研修ということで２回を実施して

以上でございます。（発言する者あり）
○中川委員長

おります。

子育て健康支援課長。

○岩上子育て健康支援課長

今回の経費につきましては、全体研修会を２

済みません。訂正さ

回、そしてケア研修会、これは人数的に大体２０

せていただきます。私、勘違いしていまして、平

名くらいを１回の研修で想定しているのですが、

成３０年度まで１,０００円の自己負担をいただ

それを４回実施するということの予算計上でござ

いておりますけれども、平成３１年度から基本健

います。

康診査については自己負担無料ということで、全

以上でございます。

額委託料のほうでお支払いするという内容になっ

○中川委員長

ています。

○横田副委員長

以上でございます。
○中川委員長

１１番の肺炎給付金について

は、例えば６５歳からということになっているけ

ほかに。

れども、６５歳で１回目を受けなかったら７０歳

副委員長。
○横田副委員長

副委員長。

になるというふうになるだろうし、６６歳からの
ナンバー１１の委託料の高齢者

方でも受け付けしてくれるということなのか。そ

肺炎球菌感染症予防接種委託料で３,７５２万

れで５年刻みでやっていくというのか、それとも

円、今年度で２,８８３万円の増になっている。

その辺があるからこういう数字になったのかとい

ここに括弧書きで（前年度６５歳以上５歳刻み補

う、そういう考え方でいいのかどうかというの

正のため）と書いているのですけれども、余りに

と。

も増えた金額というのが大き過ぎるので、今まで

もう１点は、次のページの５歳児健診の研修会

の予算は１,０００万円弱だったということであ

ですけれども、これは今回報償費として新規につ

るので、何でこんなに増えたのかというのを教え

いていますよね。そうしたら、前はどういう形で

ていただきたいということと。

ついていたのか、教えてください。

次のページのナンバー１２の報償費の一番下

○中川委員長

子育て健康支援課長。

に、５歳児健診の研修会報償費で２２万４,００

○岩上子育て健康支援課長

０円と見ているのですけれども、これはあくまで

者の関係ですけれども、これについては、昨年６

も来年度に対する研修会をやるということでいい

５歳で受けられなかった方、１年逃してしまった

のか。もしそれでいいのであれば、研修会という

のだけれどもという、例えばそういう方がいらっ

のは何カ所で考えているのか。その２点お願いし

しゃいましたら、次の機会は７０歳ということに

ます。

なりますので、７０歳に到達するまでお待ちいた

○中川委員長

子育て健康支援課長。

○岩上子育て健康支援課長

ナンバー１１の高齢

だく形になろうかと思います。６５歳に受けられ

ナンバー１１の高齢

た方は、その５年後の７０歳にまた同じような予

者肺炎球菌の予防接種ということでございますけ

防接種を委託の中で受診できるという内容になっ

れども、前年は６５歳の方を対象とした当初予算

ております。

の計上をさせていただいてございました。６月に

また、ナンバー１２の５歳児健診の関係でござ

６５歳からそれ以上５歳刻みの方に対しても助成

いますけれども、これにつきましては、研修会の

を行っていくということで、当初盛り込まれてい

必要性ということを当初予算の中で盛り込んでお

る金額ではなかったのですけれども、今年度はこ

おりませんでした。いろいろ関係医師らから関係
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者会議を開いた中で、先生方からやっぱり５健を

おります。７０歳３２３人、７５歳１９３人、８

始めるに当たっては、担当みずから、そして関係

０歳２０２人、８５歳１７２人と数のほうもそれ

機関、保育所の先生、そして幼稚園の先生等も全

だけ多いということがあるものですから、結果的

部巻き込んだ形でそういうサポートをしていくべ

に大体これぐらいの厚みのある追加分ということ

きではないかということで、令和元年度は補正予

で、今回予算計上を当初のほうでさせていただい

算でこの経費を計上させていただいておりました

ております。

けれども、今年度は、新たに新年度の当初のほう

以上でございます。

から計上させていただいて、早い段階から研修会

○中川委員長

をスタートさせていただきたいということの内容

中島委員。

でございます。

○中島委員

以上でございます。
○中川委員長

継続なのですけれども、今の問題の

肺炎球菌感染症予防接種、これは１回やると何年

副委員長。

○横田副委員長

ほかに。

間やらなくてもいいという、また何年後にやらな

そうすると、１１番の肺炎給付

くてはならないという、そういうあれがあるので

金ですけれども、この数字というのは６５歳で５

すか。有効期間というか。

歳ずつの刻みでやっていくということでやってい

○中川委員長

けば、今までと同じ刻みだということだったら、

○岩上子育て健康支援課長

こんな数字に３倍ぐらい増えるということはあり

必要性というのは将来的にはないのかなというふ

得ない話ではないのかと思うのだけれども、その

うには思いますけれども、その免疫的な部分だと

辺の数字というのはどういうふうにして出したの

か、そういうことも心配される方は、保健セン

か。６５歳、７０歳、７５歳という刻みなので

ターに相談していただくだとか、医療機関に問い

しょう。

合わせるだとか、そういうことで、それを打った

○中川委員長

暫時休憩します。

午後

１時３７分

○中川委員長

１時４０分

休憩

辺は個別に判断される内容になるのかなというふ
うに思っています。

再開

以上でございます。

休憩前に引き続き、再開いたしま

す。

○中川委員長
○中島委員

子育て健康支援課長の答弁から再開いたしま
す。

中島委員。
打った後の、予防接種した後の有効

期間というのかな、それをちょっとどのぐらいあ
るのか、それはないのかな。あればちょっと教え

子育て健康支援課長。
○岩上子育て健康支援課長

１回受けると、その

ほうがいいだとか、打たなくていいだとか、その

──────────────
午後

子育て健康支援課長。

てほしいのですけれども。何年有効なのか。
大変貴重な時間を費

やしてしまい申しわけございません。

○中川委員長

子育て健康支援課長。

○岩上子育て健康支援課長

先ほど横田副委員長からの質問に答えさせてい
ただきます。

これについて、有効

期間がどれくらいあるのかどうかというのは、医
療期間のほうに確認してみないと、それについて

昨年度は、先ほども申し上げましたとおり、６
５歳を対象にこの制度というものがスタートして

はわからないのかなというふうに考えています。
○中川委員長

おりました。昨年度途中から、当初には間に合わ

ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

なかったのですけれども、国の方針として、これ

○中川委員長

それでは、子育て健康支援課に対

を逃してしまった方々も救っていきましょうとい

する質疑を終わります。

うことで、５歳刻みでこういう対象者を備えて

民生部は全て終わったので、民生部長、住民課

いったということで、まず６５歳の方の人数につ

長、福祉課長、環境生活課長、子育て健康支援課

きましては大体４００人を想定して予算計上して

長、御苦労さまでした。
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暫時休憩いたします。
午後

（「なし」と呼ぶ者あり）

１時４４分

休憩

〇中川委員長

──────────────
午後
○中川委員長

１時４６分

それでは、質疑を終わります。

以上で、農業委員会に対する審査を終了いたし

再開

ます。

休憩前に引き続き、再開いたしま

暫時休憩いたします。

す。

午後

次に、農業委員会を行います。

休憩

──────────────

農業委員会事務局長、御苦労さまです。

午後

それでは、予算書及び提出資料に基づき、説明
をお願いいたします。

○中川委員長

２時００分

再開

休憩前に引き続き、再開いたしま

す。

農業委員会事務局長。
○田中農業委員会事務局長

１時４９分

それでは、次に、経済部の審査を行います。
それでは、令和２年

経済部長、農林水産課長、商工観光課長、都市

度、農業委員会に係る予算について、要求共通様

住宅課長、土木課長、水道課長、水道課参事、御

式に基づいて御説明いたします。

苦労さまです。

予算書は９４ページないし９５ページになりま

早速ですが、予算書及び提出資料に基づき、順

す。事業ナンバー１、事業予算名は、農業委員会

次説明を願います。特別会計の説明もあわせてお

費で、本年度予算額は９５８万３,０００円でご

願いいたします。

ざいます。

農林水産課長。

主な増減といたしましては旅費で、農業委員費
用弁償１０５万６,０００円の増、一般職員旅費

○川島農林水産課長

の令和２年度予算説明をしてまいります。

４,０００円の増、特別旅費７万円の増となり、
１１３万円の増であります。

それでは、農林水産課所管

共通様式ナンバー１、予算書９４から９７ペー
ジ。事業予算名、農業総務費になります。本年度

次に、需用費が燃料費３,０００円の減、印刷

予算額４７万８,０００円、１０万１,０００円の

製本費で印刷単価の減により２,０００円の減と

減額となっており、主な増減理由としては、昨

なり、１,０００円の減であります。

年、当町で開催された全国リンゴ研究大会終了に

報酬、共済費、交際費、役務費、使用料及び賃

伴う負担金の減分となっております。

借料、負担金、補助及び交付金の節につきまして

特定財源はございません。

は、増減はございません。

次に、共通様式ナンバー２、予算書９６から９

また、特定財源については、資料に記載のとお
りとなっております。

７ページ。事業予算名、農政公用車管理費になり
ます。本年度予算額２３万４,０００円、１８万

農業委員会活動促進事業交付金ですが８５０万

円の減額となっています。

円、前年度６５０万８,０００円を見ておりまし

特定財源はなし。

た。１９９万２,０００円の増でありました。合

主な増減理由は、記載のとおりとなっておりま

計８９７万８,０００円の収入を見込んでおりま

す。

す。

共通様式ナンバー３、予算書同ページ。事業予

このことから、一般財源につきましては６０万

算名、農業支援対策事業費は、本年度予算額２億

５,０００円、前年１４６万８,０００円、８６万

３７３万６,０００円、前年度予算額６１９万３,

３,０００円の減となっております。

０００円で、１億９,７５４万３,０００円の増額

以上、簡単ですが、説明を終わらせていただき

となっております。

ます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇中川委員長

ありがとうございました。

これより、質疑を行います。

特定財源、増減理由については記載のとおりで
すが、新規事業として、負担金、補助及び交付
金、一番下の項目になります。中山間所得向上支
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援事業２億円は、民間企業が酒蔵事業に取り組む

額となっております。

もので、農林水産業の事業を活用する町経由の間
接事業となっており、予算計上するものです。ま

特定財源、事業予算内容は、記載のとおりで
す。

た、本事業にかかわる町の財源負担はございませ
ん。

続きまして、共通様式ナンバー８、予算書同
ページ。事業予算名、道営農業基盤整備事業費

事業内容につきましては、地元で生産される酒

は、本年度予算額７,０４５万６,０００円、前年

造好適米と地元名水である横津岳の伏流水を生か

度予算額８,９３０万１,０００円で、１,８８４

し、道南圏唯一となる日本酒製造販売施設を事業

万５,０００円の減額となっています。

化し、地域資源の活用にこだわった商品をつくる

特定財源、事業予算内容は、記載のとおりです

ことで、特産品の創出、地域内雇用の創出、施設

が、ここでは、道営農業基盤整備事業の円滑な推

見学の受け入れなどを事業全体を通して、地域経

進を図ることを目的に、工事請負費から各種負担

済の活性化に貢献することと、広く七飯町の魅力

金６項目について北海道と七飯町の事業計画に

を発信することを目的に、本事業を活用いたしま

沿って整備を進めるものでございます。

す。また、本事業は、本年５月より着工し、１２

続きまして、共通様式ナンバー９、予算書同

月めどを完成で、本年産の酒米から試作販売を目

ページ。事業予算名は、土地改良公用車管理費。

指しております。

昨年度同額の予算額３０万８,０００円で、特定

続きまして、共通様式ナンバー４、予算書同
ページ。事業予算名は、経営所得安定対策直接支

財源なし、事業予算内容については記載のとおり
となっております。

払推進事業費。本年度予算額５２２万２,０００

次に、共通様式ナンバー１０、予算書９８から

円、３９万６,０００円の減額となっておりま

１０１ページ。事業予算名、町営牧場運営費。本

す。

年度予算額１,３２８万１,０００円、前年度が

特定財源の経営所得安定対策直接支払推進事業
補助金４７３万２,０００円を事務経費として受

１,９７０万５,０００円、６４２万４,０００円
の減額となっております。

けて対応していきます。また、その特定財源か

主な減額理由としては、会計年度任用職員の関

ら、七飯町地域農業再生協議会の事務費として、

係と事業予算、昨年までありました町営牧場看視

補助金１４７万１,０００円を支出する予定で

舎管理費の統合によるもので、特定財源、事業内

す。

容については、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５、予算書同

続きまして、共通様式ナンバー１１、予算書１

ページ。事業予算名が、土地改良総務費。昨年度

００から１０１ページ。事業予算名、町営牧場作

同様の予算額３９万１,０００円を予算計上して

業車管理費は、本年度２７４万７,０００円、６

おります。

２万円の増額となっております。

特定財源はなし。

特定財源はなしで、増額については、計画及び

事業内容については、記載のとおりです。

実績を勘案し、増額しております。下の備品購入

次に、共通様式ナンバー６、予算書９６から９

費について、肥料まきのブロードキャスターを購

９ページ。事業予算名、農業施設維持管理費は、

入予定としております。

予算額４９万４,０００円、３０万６,０００円の
減額となっております。

続きまして、共通様式ナンバー１２、予算書１
００から１０３ページ、予算名は林業費です。本

特定財源、事業予算内容は、記載のとおりで
す。

年度予算額２５２万４,０００円、前年度予算額
４８１万４,０００円で、２２９万円の減額と

次に、共通様式ナンバー７、９８から９９ペー

なっており、特定財源は記載のとおり、事業内容

ジ。事業予算名、国営農業基盤整備事業費は、本

については、旅費から負担金、補助及び交付金ま

年度予算額７８万８,０００円、８,０００円の減

で、基本的に計画、実績を勘案して予算計上して
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います。

１５、予算書１５４ページから１５５ページ。事

ここでは、新規の予算づけとして、５項目あり
ます。

業予算名、農道等災害復旧事業でございます。こ
れは緊急災害時に備えるためを目的に、委託料、

一つ目は、役務費の森林整備市町村支援システ
ム回線接続料８万２,０００円は、北海道より個

重機借り上げ料、原材料を平成３０年度より当初
予算計上させていただいております。

人情報セキュリティー対策の観点から移行推奨に
より実施するものであります。

以上で、農林水産課所管分の説明を終わりま
す。

続きまして、委託料の森林経営管理委託料４７

○中川委員長

商工観光課長。

万３,０００円は、個人の森林所有者に対し、現

○福川商工観光課長

状と今後の経営管理に関する意向調査を行うもの

提出いたしました特別委員会資料要求、共通様式

です。本年度は、全体が５４０名いますけれど

に基づきまして御説明をさせていただきます。

も、本年度は７０名に対して委託を実施して、複
数年で考えております。

それでは、私のほうからは

ナンバー１、予算書ページ８４ページから８５
ページ。事業予算名は、食品衛生費。本年度予算

次に、間伐材利用製品製作委託料１３万２,０
００円になります。これは町有林間伐材の利活用

額は４万円、増減はございません。事業の内容に
つきましては、記載のとおりでございます。

を目的に、都市住宅課所管の都市公園に対して木

次に、ナンバー２、予算書ページ９４ページか

製ベンチを設置していきたいと考えております。

ら９５ページ。事業予算名は労働諸費で、本年度

続きまして、負担金のうち、北海道林業・木材

予算額３,９３０万５,０００円で、増減はござい

産業人材育成支援協議会負担金の３万円は、今年

ません。事業内容、歳入につきましては、記載の

度令和２年４月に旭川に開校する林業大学校の学

とおりでございます。

生に対し、各種実習授業の負担軽減を図るため負

ナンバー３、予算書ページ１０２ページから１

担金として助成するもので、当協議会の事務局は

０５ページまで、事業予算名は商工振興費で、本

北海道造林協会となっております。

年度予算額は２,６８３万７,０００円で、増減は

次に、木育活動支援補助金１５万円になりま

９６万円の増となってございます。

す。これは町内に在住する木育マスターを有効に

増減の主な理由といたしましては、負担金、補

活用するため、木育マスターなどが企画実施して

助及び交付金のうち、函館地域産業振興財団負担

いる木育活動のうち、町が推奨する木育事業を実

金が４７万３,０００円の増額、続きまして函館

施する場合に補助を交付していきたい考えであり

地域経済牽引事業促進協議会負担金は、従前は別

ます。

事業であります企業誘致推進費の廃止により科目

続きまして、共通様式１３、予算書１０２から

を変更したことによる増でございます。

１０３ページ。事業予算名は、町有林整備事業

続きまして、ナンバー４、予算書ページ１０４

費。昨年同額の本年度予算額１,３１９万９,００

ページから１０５ページ。事業予算名は商工業経

０円となっております。委託料は３本と負担金を

営安定支援事業費で、本年度予算額は３,６１７

予算計上しており、特定財源については、記載の

万１,０００円で、増減は４,０００円の減額と

とおりとなっております。

なってございます。事業の内容、歳入につきまし

続きまして、共通様式ナンバー１４、予算書同

ては、記載のとおりでございます。

ページ。事業予算名、水産業費でございます。こ

続きまして、ナンバー５、予算書ページ１０４

の事業目的については、内水面の振興のためのも

ページから１０５ページで、事業予算名は特産品

ので、本年度予算額９万９,０００円を予算計上

ＰＲ事業費です。本年度予算額は１０８万４,０

しております。事業内容については、記載のとお

００円で、増減は７万３,０００円の減。事業の

りとなっております。

内容につきましては、記載のとおりでございま

続きまして、最後になります共通様式ナンバー

す。
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続きまして、ナンバー６、予算書ページ１０４
ページから１０７ページまで、事業予算名はふる

００円で、増減は１４４万３,０００円の減額と
なってございます。

さと納税事業費で、本年度予算額２,０５６万７,
０００円で、増減は１２６万９,０００円の減額

事業の内容につきましては、記載のとおりでご
ざいます。

でございます。

引き続きまして、令和２年度七飯町土地造成事

主な増減の内容といたしましては、需用費にお
きまして２０４万５,０００円の増額、役務費の

業特別会計につきまして、予算書に基づきまして
御説明をしたいと思います。

送料といたしまして３３３万円の減額、委託料の

令和２年度七飯町土地造成事業特別会計当初予

ふるさと納税業務委託料におきまして１２５万

算の総額は、歳入歳出それぞれ１００万円であり

９,０００円の減額となってございます。

ます。

その他内容、歳入につきましては、記載のとお
りでございます。

まず、歳出につきまして、土地２８４ページを
ごらんください。

次に、ナンバー７、ページ数は１０６ページか

１款１項１目土地造成事業費は、造成地販売管

ら１０７ページで、事業予算名は観光費。本年度

理費で、予算額１０万円、増減はございません。

予算額は２,９０８万７,０００円で、増減は１４

続きまして、２款１項１目予備費は、予算額９

３万９,０００円の減額となってございます。

０万円、増減はございません。

増減の主な内容につきましては、需用費におき
まして３７万３,０００円の減額、そして負担

次に、歳入につきまして、土地２８０ページに
お戻りください。

金、補助及び交付金のうち、戊辰戦争終結１５０

１款１項１目財産貸付収入は、造成区画地等貸

周年記念事業実行委員会負担金が全額減額となっ

付収入で、予算額８万１,０００円、９,０００円

て５３万円の減額となっております。

の減額。固定資産評価額の改定に伴う減額であり

歳入、それから事業の内容につきましては、記

ます。

載のとおりでございます。

２款１項１目繰越金は、前年度繰越金で９１万

続きまして、ナンバー８、予算書ページ１０６

９,０００円、９,０００円の増であります。

ページから１０９ページで、事業予算名は観光地
整備管理費です。本年度予算額は１９５万３,０

土地造成事業特別会計当初予算につきましての
御説明は、以上でございます。

００円で、増額は４８万８,０００円の減額。

引き続きまして、予算審査特別委員会から要求

主な増減の内容につきましては、委託料のう
ち、環境整備業務委託料で３７万６,０００円の

されてございます追加要求資料について御説明を
させていただきます。

減額となってございます。

項目につきましては、２項目。

事業の内容、歳入につきましては、記載のとお
りでございます。

まず、１ページ目、ふるさと納税の返礼品と金
額について、お礼の返礼品の商品名及び寄附金額

続きまして、ナンバー９、ページ数は１０８

を記載させていただいてございます。

ページから１０９ページまで。事業予算名は国際
交流プラザ指定管理費で、本年度予算額は１,９

次のページ、こちらは企業版ふるさと納税の概
要についてでございます。

４４万３,０００円、増減は３８万３,０００円の

簡単に御説明をさせていただきます。

増額でございます。

地方創生応援税制、いわゆる企業版ふるさと納

事業の内容につきましては、記載のとおりでご
ざいます。

税につきましては、企業が寄附をしやすいように
通常、法人関係税において３割を損金算入できる

続きまして、ナンバー１０、ページ数は１０８

というのが従来のスタイルでございましたが、こ

ページから１０９ページまで。事業予算名は道の

れにつきまして、さらにその３割を上積みして税

駅指定管理費。本年度予算額は２,４７３万３,０

額控除ができるというような制度で寄附を募ると
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いうものでございます。そのほかに、寄附企業に

土木作業車管理費は、土木車両１５台の維持管

対しては、経済的な見返りは禁止とされている。

理費で、予算要求額９１４万５,０００円。前年

そのほか、寄附額は事業費の範囲内で行うという

度と比較し、３３８万５,０００円減となってお

ような制約がございます。

ります。

ページ下のほうに、制度活用の流れが表示され
てございます。

主な増減の内訳は、冬期間の燃料費を補正対応
としたことによる減などでございます。

こちらは、平成２８年度から令和元年度までの
措置でございました。

次に、資料２枚目、ナンバー３をお開き願いま
す。

次のページになります。

予算書１１０ページから１１１ページ。車両セ

こちらは、令和２年度に税制改正により企業版

ンター管理費は、車両センターの維持管理に係る

ふるさと納税の拡充延長となった事柄につきまし

経費で、予算要求額９４万５,０００円、前年度

て概要を説明する資料でございます。

と比較し、５３８万円減となっております。

主に改正のポイントとしましては、先ほど御説
明いたしました税額控除が６割であったところ

主な増減の内訳は、屋根外壁の塗装工事が令和
元年度で終了したため、減となっております。

を、これを引き上げまして、全体としまして９割

次に、資料同ページ、ナンバー４、水防セン

に税の軽減効果を引き上げるものでございます。

ター管理費は、水防センターの維持管理に係る経

さらに、各自治体がふるさと納税を受け入れる

費で、予算要求額２２８万円、前年度と比較し５

際に必要となる地域再生計画というものにつきま

１万円減となっております。

して、七飯町の地方版総合戦略の記載事項を抜
粋・転記によって申請をすることが可能になりま

主な増減の内訳は、管理委託料で水防センター
の開館時間変更により減となっております。

した。

次に、資料３枚目、ナンバー５をお開き願いま

そのほかにも、幾つかの改正点がございまし

す。

て、このような形で地方創生の推進に寄与するた
めの制度となってございます。

ります。８款２項１目道路橋りょう維持費でござ

追加提出資料につきましての御説明は、以上で
ございます。

います。道路橋りょう維持費は、町道及び橋梁の
維持管理に係る経費で、予算要求額１,８７７万

全ての商工観光課の御説明については、以上で
ございます。
○中川委員長

予算書では１１２ページから１１３ページとな

１,０００円。前年度と比較し１,６９７万４,０
００円減となっております。

土木課長。

○佐々木土木課長

主な増減の内訳は、会計年度任用職員導入によ

それでは、令和２年度土木課

の予算について御説明いたします。

る事業科目移管で、給料、賃金、手当、共済費で
１,８６７万円の減でございます。

資料１枚目、ナンバー１をお開き願います。予

歳入は、記載のとおりとなっております。

算書は１０８ページから１０９ページとなりま
す。

次に、資料４枚目、ナンバー６をお開き願いま
す。

８款１項１目土木総務費でございます。土木総

除排雪対策費は、町道及び町有施設の除雪に要

務費は、久根別川樋門樋管管理に伴う費用と用地

する費用で、予算要求額１,５０６万４,０００

借上料、会議負担金と負担金で、予算要求額９２

円、前年度と比較し６,３５８万円減となってお

万４,０００円、前年度と比較し、１,０００円減

ります。

となっております。

主な増減の内訳は、小型除雪ドーザー購入完了

歳入は記載のとおりとなっております。

に伴い、備品購入費が皆減により４,２９０万円

次に、資料同ページ、ナンバー２、予算書１０

の減、会計年度任用職員導入による事業科目移管

８ページから１１１ページ。

で、賃金、共済費で１,９５５万２,０００円の
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減、消雪用塩化カルシウム購入補正対応による減

延びることもございます。

などでございます。

歳入は、記載のとおりとなっております。

歳入は、記載のとおりとなっております。

次に、７枚目、ナンバー１２、予算書１１４

次に、資料同ページ、ナンバー７をお開き願い

ページから１１７ページとなります。

ます。

８款３項１目河川費でございます。河川改良事

予算書では１１２ページから１１５ページとな

務費は、河川事業に関する事務費で、予算要求額

ります。８款２項２目道路橋りょう新設改良費で

１３万円、前年度と比較し８万円減となっており

ございます。道路改良事務費は、補助事業等の申

ます。

請、要望、打ち合わせのための旅費と、積算シス
テムの使用料などの事務費で、予算要求額１６１

主な増減の内訳は、全体的な経費の削減に取り
組み、減となっております。

万円、前年度と比較し１７万６,０００円減と
なっております。

次に、資料同ページ、ナンバー１３、河川改良
費は、町河川の維持管理費で、予算要求額３,１

主な増減の内訳は、全体的な経費の削減に取り
組み、旅費や需用費の減などでございます。

２９万９,０００円、前年度と比較し１,０００円
減となっております。

次に、資料５枚目、予算書では１１４ページか

歳入は、記載のとおりとなっております。

ら１１５ページとなります。

次に、資料８枚目、ナンバー１４、予算書１５

ナンバー８、町道等単独改良事業は、町単独工

４ページから１５５ページとなります。

事の実施で、予算要求額４,６８０万円、前年度
と比較し８５０万円減となっております。

１１款２項１目道路橋りょう災害復旧費でござ
います。道路橋りょう災害復旧費は、道路の災害

歳入は、記載のとおりとなっております。

復旧に要する費用で、予算要求額５０万円、前年

次に、資料同ページ、ナンバー９、道路用地取

度と同額となっております。

得費は、今年度は用地購入や支障物件の補償の予

内訳は、委託料と原材料費でございます。

定がなく、用地対策連絡協議会に係る経費で、予

次に、資料同ページ、ナンバー１５、１１款２

算要求額５万７,０００円、前年度と比較し増減

項２目河川災害復旧費でございます。河川災害復

なしとなっております。

旧費は、河川の災害復旧に要する費用で、予算要

次に、資料６枚目、ナンバー１０、道路工事連

求額５０万円、前年度と同額となっております。

絡車管理費は、工事連絡車２台に係る経費で、予

内訳は、委託料と原材料費でございます。

算要求額１０４万２,０００円、前年度と比較し

要求資料の説明は以上でございまして、引き続

６０万６,０００円増となっております。

きまして、追加資料の説明をしたいと思います。

主な減額の内訳は、令和２年度は２台の工事連
絡車の車検があり、夏タイヤの更新時期でもあ

お配りしております、Ａ４判２枚のペーパーと
なります。

り、増となっております。

峠下２号線改良事業（新規事業）の目的、具体

次に、資料同ページ、ナンバー１１、社会資本
整備総合交付金事業費（道路）は、予算要求額３

的場所、用地買収などの内容を読み上げて説明と
いたします。

億４,８００万円、前年度と比較し１億８,５４０
万円増となっております。

目的につきましては、町道峠下２号線の道路改
良事業は、基点部には平成２４年９月に開業した

内訳は、峠下２号線の改良に伴う委託料、工事

ラッキーピエロ峠下総本店、中間部にはパークゴ

請負費、用地購入費、補償費、飯田町８号線の改

ルフ場、終点部の先には電源開発があります。終

良に伴う工事請負費、橋りょう長寿命化に伴う点

点部には、現在、建設予定であります温浴施設の

検、設計、負担金となっております。飯田町８号

入り口が予定されております。

線は、今年度が最終年の予定ですが、峠下２号線

平成２７年以降、５年間で約２０件程度の物損

の改良もあり、補助事業の内示次第で完成年次が

事故があり、平成２８年２月には町のショベルが
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損害賠償を伴う事故も発生しております。幸いに

予算額が２９万１,０００円で、増減が８,０００

して、人身事故は記録されておりませんが、温浴

円の減です。

施設の開業によって、大幅に交通事故が増大する
ことが懸念されることから、拡幅工事を行い、事

歳入につきましては、記載のとおりとなってご
ざいます。

故の未然防止に努めることを目的とし、道路整備

続きまして、ナンバー２、予算書の１０８ペー

による利便性向上により、今後新たな企業の立地

ジから１１１ページ。建築指導費（営繕）になり

も期待されます。

ます。本年度予算額が６６万５,０００円、前年

道の駅エリアの発展と活性化のためには、いか
にして利便性を高めて交流人口及び滞留時間を増

度予算額が６９万２,０００円、増減が２万７,０
００円の減です。

大させることが経済波及効果が得られる。道の駅

主な増減の理由ですが、消耗品として、現場管

男爵ラウンジ、昆布館は、新道川の南側にあり、

理用ヘルメット及びフルハーネス代の増、参考図

現在計画されている温浴施設は北側を予定してい

書購入費は減、合わせて１万３,０００円の増、

る。新道川があることにより、道の駅エリアが南

使用料及び賃借料として工事積算単価料の利用料

北で寸断されており、峠下２号線の改良事業とあ

は消費税増税により増、営繕積算システム利用料

わせ、新道川に連絡用通路をあわせて整備するこ

は単価登録システムが内訳書作成システムに組み

とにより、道の駅エリアが一体利用されることと

込まれたことにより、その利用料が４万３,００

なることから、各施設の相乗効果を図ることを目

０円の減ということで、事業合計で２万７,００

的とし、温浴施設の残りの土地利用もあわせて一

０円の減であります。

体的なエリアの開発を期待するものであります。

続きまして、ナンバー３に入ります。

具体的な場所につきましては、次ページの位置

予算書ページの１０８ページから１１３ペー

図をごらんください。峠下ラッキーピエロ総本店

ジ、建築指導車管理費になります。本年度予算額

の入り口から電源開発に向かって３６０メーター

が２５万９,０００円、前年度予算額が１１万５,

程度の改良ということになります。

０００円、増減が１４万４,０００円の増であり

最後に、用地買収などの内容についてですが、

ます。

令和２年度で設計から施工までを予定しておりま

主な増減の理由ですが、消耗品で夏タイヤの購

す。詳細な内容は、設計業務の完了後に確定いた

入費として４万２,０００円の増、また車検の年

しますが、現在の計画では、用地買収は３,００

であることから、修繕料、役務費、公課費の増

０平米で１,５００万円、物件補償は５件で５,５

で、合計１４万４,０００円の増額であります。

００万円、測量設計調査で２,１００万円、本工

続きまして、ナンバー４になります。

事費は工事延長３６０メートル、幅員８メートル

予算書の１１６ページから１１７ページ、都市

の車道に２.５メートルの歩道で１億５００万

計画総務費になります。本年度予算額が３３１万

円、合計で１億９,６００万円を予定しておりま

８,０００円、前年度予算額が４９５万２,０００

す。

円、増減が１６３万４,０００円の減でございま

要求資料についての説明は、以上でございま

す。

す。
○中川委員長

主な増減の理由ですが、令和元年度より２カ年
続いて、都市住宅課長。

○寺谷都市住宅課長

で策定しております七飯町都市計画マスタープラ

それでは、都市住宅課、令

ン等の策定に係る経費として、委託料の減が主な

和２年度予算の内容につきまして、事業予算別に

もので、合計１６３万４,０００円の減でござい

御説明申し上げます。

ます。

ナンバー１、予算書の１０８ページから１１１
ページ。事業予算名は、建築指導費（指導）で

歳入につきましては、記載のとおりとなってご
ざいます。

す。本年度予算額が２８万３,０００円、前年度
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続きまして、ナンバー５、予算書１１６ページ

から１１７ページ、社会資本整備総合交付金事業

続きまして、ナンバー７、予算書１１６ページ

費（都市再生）になります。本年度の予算額がゼ

から１１９ページ、公園整備管理費になります。

ロということで、前年度の予算額が１,８５８万

本年度予算額が２,４２６万７,０００円、前年度

３,０００円で、皆減でございます。

予算額が２,０６２万４,０００円、増減が３６４

本事業は、峠下地区都市再生整備計画の補助事

万３,０００円の増です。

業として認められていたもので、令和元年度に事
業を全て終了したものでございます。

主な増減理由ですが、需用費として、公園遊具
の修繕料は一部改修工事として予算計上したため

続きまして、ナンバー６になります。予算書１

前年度より１００万円の減、工事請負費について

１６から１１７ページの集約都市形成支援事業費

総合公園広場中央にある階段をコンクリート製の

になります。本年度予算額が７２２万７,０００

手すりつきにすることで利用者の利便性や安全性

円、前年度予算額がゼロ円、全て増です。

を確保するための改修、また、都市公園の遊具に

この集約都市形成支援事業ですが、平成２６年

ついては劣化が進む遊具について都市公園の４カ

８月に施行された改正都市再生特別措置法におい

所を改修工事するため、工事請負費として４７４

て、立地適正化計画の策定が位置づけられたもの

万７,０００円の増、事業合計で３８９万６,００

でございます。

０円の増となっております。

立地適正化計画とは、公共施設、医療、福祉、
商業施設等がまとまって立地し、住民が公共交通

歳入につきましては、記載のとおりでございま
す。

により生活利便性施設にアクセスできるなど、福

続きまして、ナンバー８、予算書１１６ページ

祉や交通も含めて都市全体の集約と公共交通の充

から１１９ページ、公園整備連絡車管理費になり

実等により持続可能な都市を目指す計画でござい

ます。本年度予算額が１９万６,０００円、前年

ます。

度予算額が２１万７,０００円、増減が２万１,０

策定の背景と目的でございますが、人口減少や

００円の減です。

厳しい財政状況のもとで、医療、福祉、商業など

主な増減理由ですが、消耗品で夏タイヤ購入費

生活サービス機能を維持し、将来にわたり持続可

として３万８,０００円の増、また、本年度は車

能な都市経営を可能とするため、都市機能・居住

検がありませんので修繕費、役務費、公課費の

機能の集積、公共施設の適切な配置、公的不動産

減、事業合計で２万１,０００円の減額でござい

の有効活用等により、コンパクトなまちづくりへ

ます。

の転換を図る必要があります。そのため、持続可

続きまして、ナンバー９、予算書の１１６ペー

能で利便性の高い都市構造の実現に向け、その指

ジから１１９ページ、都市環境整備費になりま

針となる七飯町立地適正化計画を策定するもので

す。本年度予算額が７７４万２,０００円、前年

ございます。

度予算額９４７万３,０００円、増減が１７３万

策定の範囲でございますが、都市再生特別措置

１,０００円の減でございます。

法第８１条の規定により、町内の都市計画区域内
となります。

主な増減理由でございますが、工事請負費で本
町地区環境整備工事として本年度実施を延期した

この計画につきましては、今後、関係課長で構

ため２３９万８,０００円の減、大川地区環境整

成する庁内策定委員会や都市計画審議会などで御

備工事は６１万３,０００円の増、合計で１７３

意見をいただき、また、住民説明会の開催やパブ

万１,０００円の減になります。

リックコメントなどで住民の意見を取り入れなが

歳入については、記載のとおりであります。

ら策定してまいりたいというふうに考えてござい

続きまして、ナンバー１０、予算書ページの１

ます。

１８ページから１２１ページ、公営住宅管理費に

歳入につきましては、記載のとおりになってご
ざいます。

なります。本年度予算額が１,１６９万３,０００
円、前年度予算額が１,３６０万３,０００円、増
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減が１９１万円の減です。

５億２,０８０万円で、うち第１項営業収益は４

主な増減理由ですが、役務費で建物の火災保険

億３,９００万９,０００円で、前年度と比較して

の保険会社を変更したことにより保険料の減、工

９０３万９,０００円の減、第２項営業外収益は

事請負費で団地内補修工事の見込み減により１０

８,１７９万１,０００円で、前年度と比較して１

０万円の減、合計で１９１万円の減となります。

１６万１,０００円の減となっております。

歳入については、記載のとおりとなっておりま
す。

支出では、第１款水道事業費用は４億５,２３
０万円で、うち第１項営業費用は４億９８５万

続きまして、ナンバー１１、予算書ページの１

８,０００円で、前年度と比較して１,４５４万

１８ページから１２１ページ、社会資本整備総合

７,０００円の減、第２項営業外費用は４,１６２

交付金事業費（公住）になります。本年度予算額

万２,０００円で、前年度と比較して１,０９８万

が１億７,０３８万１,０００円、前年度予算額が

２,０００円の減となっております。

２,１２０万７,０００円、増減が１億４,９１７
万４,０００円の増です。

その他の支出は、記載のとおりとなっておりま
す。

主な増減理由ですが、七飯町営住宅長寿命化計

第４条については、資本的収入及び支出の予定

画に沿って毎年実施しております冬トピア団地の

額を定めたもので、次のページでございますが、

長寿命化の改修、１０棟中８棟目になりますが、

収入では、第１款資本的収入は２億７,９９０万

それの委託料として４３４万９,０００円の増、

円で、うち第１項企業債は２億６,８９０万円、

本町上台団地の調査設計委託料は令和元年度完成

前年度と比較して６,２９０万円の増、第２項長

により１,４１１万４,０００円の減、工事請負費

期前受金は１,１００万円で、前年度と比較して

としては冬トピア団地長寿命化改修工事分として

４００万円の増。

１億６,６０３万２,０００円の増、令和元年度に

支出では、第１款資本的支出は４億５,８５０

完成した冬トピア団地集会所の屋上防水改修工事

万円で、うち第１項建設改良費は３億１,４２８

として７０９万３,０００円の減、合計で１億４,

万６,０００円で、前年度と比較して６,１８６万

９１７万４,０００円の増でございます。

５,０００円の増、第２項企業債償還金は１億４,

歳入については、記載のとおりとなってござい
ます。

２８１万４,０００円で、前年度と比較して１２
３万５,０００円の増となっております。

以上、簡単ですが都市住宅課分の説明を終わり
ます。
○中川委員長
○笠原水道課長

支出に対して収入の不足額１億７,８６０万円
につきましては、損益勘定留保資金などの補塡財

水道課長。

源により補塡するものとしております。

それでは、令和２年度七飯町水

次に、第５条は、令和３年度に検定満期を迎え

道事業会計予算について説明させていただきます

る水道メーターの購入について、債務負担行為を

ので、よろしくお願いいたします。

設定して令和２年度中に取得するもので、限度額

まず初めに、議案の説明となります。令和２年
度七飯町公営企業会計予算書の１ページ目をお開

を４,３２０万２,０００円とし、支払い年度を令
和３年度と定めるものでございます。

き願います。薄いほうの予算書になります。

次に、第６条は、令和２年度の企業債の発行額

議案の第１条でございますが、令和２年度七飯

について、表のとおり１２事業の限度額を２億

町水道事業会計の予算を次のとおりとする総則で

６,８９０万円と定めるもので、起債の方法、借

ございます。

入利率、償還の方法は、予算書に記載のとおりで

第２条は、令和２年度の業務の予定量を定めた

ございます。

ものです。

次のページの第７条は、一時借入金の限度額を

次に、第３条は、収益的収入及び支出の予定額

５,０００万円として、次の第８条は、予定支出

を定めており、収入では、第１款水道事業収益は

の各項の経費の金額を流用することのできる範囲
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を定めるものでございます。

次に、ナンバー４の予算書２７から２８ページ

第９条は、議会の議決を経なければ流用するこ

の４目業務費は、水道料金の調定、集金及び検針

とのできない経費を定めたもので、職員人件費が

の業務に要する経費で３,７０９万６,０００円を

これにより記載のとおりとなっております。

計上しております。前年と比較して１,８２４万

次のページの第１０条は、一般会計から水道事

２,０００円の減でございます。

業会計への補助金を定めたもので、繰出金の基準

主な増減の理由としましては、職員給与費など

として算定されるものがこれに当たり、記載のと

の人件費で、今年度下水道事業会計に１名分を移

おりとなっております。

行したための減となっております。

最後の１１条は、たな卸資産購入限度額を６６
万円と定めるものでございます。

ナンバー５の予算書２８から２９ページの５目
総係費は、２,３７０万４,０００円を計上してお

続いて、次のページから２２ページまでは、水
道事業会計予算に関する説明書となっており、財

り、前年度と比較して５８０万円の減となってお
ります。

務表、予定キャッシュ・フロー計算書、予算に関

主な増減の理由は、こちらも職員給与費などの

する注記など掲載しておりますが、説明について

人件費を、今年度下水道事業会計に１名分を移行

は省略させていただきます。

したための減となっております。

２３ページからの事業予算の説明になります
が、こちらにつきましては、事前に提出をしてお

特定財源については、記載のとおりでございま
す。

ります共通様式で説明させていただきます。

次に、ナンバー６の予算書２９ページの６目減

なお、水道事業会計は、事業別予算とはなって

価償却費は２億２,３０９万５,０００円を計上し

おりませんので、目ごとの説明となっておりま

ており、前年度と比較して１,４３０万３,０００

す。よろしくお願いいたします。

円の増となっております。

まず、３条予算の説明でございます。

主な増減の理由は、構築物、機械及び装置で、

ナンバー１の予算書２５ページの１款１項１目

償却資産の増となってございます。

原水及び浄水費は４,０７９万円を計上してお
り、前年と比較して９９万４,０００円の減と

特定財源については、記載のとおりでございま
す。

なっております。

ナンバー７の同じく予算書２９ページの７目資

主な増減理由は、修繕費の電気機械計装設備の

産減耗費は７８４万２,０００円を計上してお

修繕工事の減となっており、特定財源につきまし

り、前年と比較して２６９万２,０００円の増で

ては、記載のとおりでございます。

ございます。

次に、ナンバー２の予算書２６から２７ページ

主な増減の理由としましては、構築物、機械及

の２目配水及び給水費は、７,７３１万円を計上

び装置で、除却対象資産の増となっております。

しており、前年と比較して６５０万６,０００円

次に、ナンバー８の予算書３０ページの８目そ

の減でございます。

の他営業費用は１万円を計上しており、前年度と

増減の主な理由としましては修繕費で、電気機
械計装設備修繕工事の減となっております。

同額となっており、特定財源は記載のとおりでご
ざいます。

なお、特定財源につきましては、記載のとおり
でございます。

ナンバー９の同じく予算書３０ページの２項１
目支払利息は４,１６２万２,０００円を計上して

ナンバー３の予算書２７ページの３目受託工事
費は、１万１,０００円を計上しており、前年度

おり、前年度と比較して２８１万８,０００円の
減となっております。

と同額となっております。

主な増減の理由としましては、企業債利息償還

特定財源については、記載のとおりでございま

金の減となっております。

す。

なお、特定財源については、記載のとおりでご
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ざいます。

小さい文字で記載しておりますが、こちらの資料

次に、ナンバー１０の同じく予算書３０ページ

は、令和２年度より七飯町下水道事業に地方公営

の２目消費税等納付金は、本年度納付予定がない

企業法の規定の全部を適用し、公営企業会計に移

ため、予算計上はなしとなっております。

行したことで、これまでの特別会計予算から企業

ナンバー１１の同じく予算書３０ページの３項

会計予算での編成となり、今年度、令和２年度の

１目過年度損益修正損は２２万円を計上してお

企業会計予算と前年度、平成３１年度の特別会計

り、前年度と同額となっております。

予算では、単純に予算を比較することができない

次に、４条予算の資本的支出の説明となります
が、ナンバー１２になります。

ため、これを比較することができるように予算額
を置きかえた資料となります。

予算書３２から３３ページの１款１項１目水道

こちらの資料は、従前の特別会計予算の編成金

施設費は３億１,４２８万６,０００円計上してお

額となりますが、全体で歳入歳出ともに令和２年

り、前年と比較して６,１８６万５,０００円の増

度の当初予算額は８億１,０１０万円で、前年度

となっております。

と比較して９,１９０万円の減、率で１０.２％の

主な増減の理由としましては委託料で、ＪＲ横

減少となっております。

断配水管布設替工事に伴う地質調査、鳴川地区水

内訳では、上段の歳入の２款下水道使用料は、

源開発実施設計、水道管移設実施設計委託料など

４％の増加を見込み３億７,９１２万６,０００

の増、建設改良費では、水道施設中央監視装置更

円。６款一般会計からの繰入金は３億５,６６９

新、鳴川地区深井戸水源掘削、大中山地区老朽管

万５,０００円で、前年度と比較して５,３６１万

布設替工事などの増となっております。

３,０００円の大幅な減となっております。

なお、特定財源は記載のとおりでございます。

次に、下段の歳出では、１款１項の下水道事業

ナンバー１３の予算書３３ページ２項１目企業

費で１億３,９３１万８,０００円、比較、三角の

債償還金は１億４,２８１万４,０００円を計上し

５,８６２万７,０００円の減。２項下水道管理費

ており、前年と比較して１２３万５,０００円の

は、ほぼ同額の２億８７６万７,０００円。２款

増となっております。

公債費は、元金利子の合計で４億６,００１万５,

以上、簡単ではございますが令和２年度七飯町

０００円を計上しており、資金収支ベースでの予

水道事業会計予算についての説明を終わらせてい

算額は、前年度と比較して９,１９０万円の減と

ただきます。

なっております。

○中川委員長

水道課参事。

○青山水道課参事

次に、この当初予算額を企業会計予算額に組み

それでは、次に、令和２年度

替える必要がございますが、この表の右側に企業

七飯町下水道事業会計予算について、私から説明

会計予算にするための置きかえ項目を簡単に記載

いたしますのでよろしくお願いいたします。

しております。

早速ですが、時間の制約もあり、こちらの説明

こちらの内容につきましては、後ほど御確認し

資料を事前にお配りしているとのことですので、

ていただきたいと思いますが、企業会計予算では

特に増減が大きいもの、特に説明を要するものに

この組み替えた予算額に現金のやりとりが発生し

限り御説明したいと思いますので、御了承願いま

ない項目、例えば減価償却費や引当金などを計上

す。

することとなり、これを加えたものが次の表とな

お手元の予算審査特別委員会に提出しました資

ります。

料の下水道事業会計予算、法適用後の資料になり
ます。

次のページの（２）当初予算総括表となりま
す。

初めのページをお開き願います。

左側に３条予算、４条予算の歳入を、右側に同

最初に、（１）の令和２年度七飯町下水道事業

じく３条予算、４条予算の歳出を記載しており、

会計当初予算説明資料としまして、資料の上段に

表中の太線の枠で囲った欄が、非現金収支を加え
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た令和２年度の当初予算額、本予算となり、その

ンターにおいて七飯処理機から流入する汚水の処

右側は、先ほど最初のページで説明した置きかえ

理費用の負担が主なものとなります。予算額は

予算額となります。

９,３３０万２,０００円、比較で４５５万２,０

ここでの予算説明は省略させていただきます

００円の増となります。

が、この資料の下段に、七飯町下水道事業会計当

次に、ナンバー４の業務費は、下水道使用料の

初予算規模を記載した表があります。非現金収支

賦課及び徴収業務に要する費用を計上しており、

の予算額を加えたことで、収入総額は前年度と比

主に職員１名分の人件費、賦課徴収事務費、料金

較して１億１,９６０万円の増、支出総額も同じ

収納手数料などの支出科目で、予算額は２,３６

く前年度と比較して３億２,７６０万円の増とな

２万３,０００円、比較で５８５万６,０００円の

ります。

増となります。

続いて、共通様式となります。

３ページ目に移りまして、次に、ナンバー５、

予算審査特別委員会資料とありますが、最初

予算書は６１ページの総係費は、下水道事業活動

に、下水道事業会計は事業別予算とはなっており

全般に要する費用を計上しており、主に職員１名

ませんので、目ごとにこの資料を作成しており、

分の人件費、経営審議会開催経費、庁舎使用の費

前年度の予算額は、平成３１年度は特別会計でし

用負担などの支出科目で、予算額は８７５万３,

たので、本来であればゼロと記入するべきとこ

０００円、比較で１,２３８万７,０００円の減と

ろ、先ほど説明した置きかえ予算額を用いて比較

なります。

をしております。

次に、ナンバー６、予算書は６３ページの減価

また、事業目的については、生活環境の向上及

償却費は、地方公営企業法施行規則の規定による

び公共用水域水質保全に資するため下水道事業を

固定資産の償却額を計上する項目で、有形固定資

実施しておりますので、全ての項目において同じ

産の法適用開始時の帳簿価格を９６億８,７７１

記述をしており、さらにそれぞれの支出科目の増

万１,０００円と予定しており、これに対する当

減理由については、この説明資料に記載しており

年度の減価償却費は３億７,７６１万２,０００円

ますので、申しわけありませんがここでの説明は

と見込み、さらに無形固定資産の法適用開始時の

省略させていただきます。

帳簿価格は５億９,８３９万円と予定し、これに

それでは、最初に、ナンバー１、こちらの予算
書では５９ページの処理場費は、大沼下水浄化セ

対する当年度の減価償却費は３,１２６万３,００
０円と見込んでおります。

ンターの維持管理に要する費用を計上しており、

４ページ目に移りまして、次に、ナンバー７の

主に浄化センターの管理業務委託料、施設修繕費

資産減耗費は、有形固定資産の除却損、または廃

などの支出科目で、予算額は９,０９８万８,００

棄損及び撤去費を計上する項目で、資産の更新に

０円、比較で１,０６５万４,０００円の増となり

伴い発生する除却費を年度末の整理予算段階で確

ます。

定し、補正予算に計上して対応することとしてい

次に、ナンバー２の管渠費は、下水道本管の維
持管理に要する費用を計上しており、主に職員２

るため、当初予算では項目の頭出し分として３,
０００円を計上しております。

名分の人件費、管路調査清掃業務委託料、汚水管

次に、ナンバー８の支払利息及び企業債取扱諸

渠修繕料などの支出科目で、予算額は３,２１８

費は、企業債他会計借入金及び一時借入金等に対

万２,０００円、比較で４５万２,０００円の増と

する利息のほか、企業債の元利償還を支払う手数

なります。

料などを計上する項目で、予算額は５,６０３万

２ページ目に移りまして、次に、ナンバー３、
予算書は６０ページの流域下水道管理費は、２市

９,０００円、比較で９４３万９,０００円の減と
なります。

１町で構成する函館湾流域下水道事務組合に対す

次に、ナンバー９の雑支出は、金融及び財務活

る管理運営負担金を計上しており、函館湾浄化セ

動に伴う費用、その他主たる営業活動に係る費用
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以外の費用を計上する項目で、企業会計内事業間

年度は、ナンバー３、汚泥脱水機の設備更新、１

調整交付金、下水道使用料過誤納返還金、国庫支

系水処理等の更新工事に七飯町負担分として２,

出金等返還金の支出科目となり、予算額は６１０

３８３万３,０００円を計上しております。

万６,０００円、比較で６００万６,０００円の増
となります。

次に、ナンバー１６の資産取得費は、主に管渠
の維持管理に必要な器械器具、浄化センターの水

５ページ目に移りまして、次に、ナンバー１０

質試験及び測定機器など、１件１０万円以上の備

の消費税及び地方消費税は、主に下水道使用料な

品の取得に要する費用の地上権設定等の無形固定

どの課税売上額に占める消費税及び地方消費税を

資産の取得に要する費用を計上しております。

納付する項目で、令和２年度から発生主義による

令和２年度は、有形固定資産の取得費として大

消費税の計算方法に切りかわることで、予算額は

沼下水浄化センター水質試験予備品の購入に６６

２,０５８万３,０００円、比較で１,６１１万８,

万１,０００円、無形固定資産の取得費として補

０００円と大幅な減となっております。

助事業管渠の整備に要する地上権の設定費に１０

次に、ナンバー１１、予算書は６４ページの過

０万円を計上しております。

年度損益修正損は、前年度以前の損益の修正で、

次に、ナンバー１７、予算書は６８ページの企

過年度に収納した下水道使用料の過誤納による還

業債償還金は、下水道管路施設及び処理場の建

付金２０万円を計上しております。

設、または改築更新に要する資金に充てるため、

次に、ナンバー１２のその他特別損失は、当年

国または銀行などから長期で借り入れた企業債の

度の経常的費用から除外すべき損失を計上する項

償還金で、令和２年度は４億３９７万６,０００

目で、公営企業会計移行初年度は、過年度に起因

円を計上しており、前年度と比較して２,８０１

する引当金、これは賞与引当金と貸倒引当金があ

万７,０００円の減であります。

りますが、これを計上しており、予算額は３７４
万６,０００円となります。

企業債の元金償還金については、平成２０年度
の約７億円の償還額をピークに年々減少しており

６ページ目に移りまして、次に、４条予算の資
本的支出の説明となります。

まして、次年度以降も引き続き減少する見込みと
なっております。

ナンバー１３、予算書は６７ページの処理場建

資料は、最後のページとなります。

設費は、大沼下水浄化センターの設備更新等に要

次に、ナンバー１８の予備費となります。予備

する事業費を計上しており、令和２年度は補助基

費を計上した金額の設定方法については、資料に

本額の減少などから、予算額は２,３００万円、

記載のとおりでございますが、営業費用から非現

比較で４,３００万円と大幅な減となっておりま

金支出の減価償却費と資産減耗費を除いた現金支

す。

払ベースでの１００分の１程度の金額を設定して

こちらの増減理由につきましては、資料に記載
のとおりでございます。

おり、総額で２００万円をそれぞれ３条予算に６
０万円、４条予算に１４０万円を計上しておりま

次に、ナンバー１４の管渠整備費は、下水道管

す。

渠及びマンホールポンプの施設整備に要する事業

最後の調書となります。

費を計上しており、令和２年度は補助事業５００

一般会計から下水道事業会計への繰出金となり

万円に単独事業２,５７３万円の合計３,０７３万

ます。

円を計上しております。補助事業として令和２年

こちらは、別冊の各会計予算書の１１８ペー

度は大川地区大川ローソン国道５号下の未普及地

ジ、１１９ページに記載されておりますが、下水

域の整備を進めることとしております。

道事業会計繰出金は、普通交付税に参入される下

７ページ目に移りまして、次に、ナンバー１５

水道費のうち、下水道事業会計の元利償還金及び

の流域下水道事業費は、函館湾浄化センターの設

運営費の一部に対し、一般会計が負担する経費を

備更新等に要する事業費を計上しており、令和２

繰出金として支出するもので、令和２年度は３億
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５,６６９万５,０００円を計上しており、前年度

○川島農林水産課長

事業内容になりますけれど

で比較して５,３６１万３,０００円の大幅な減と

も、簡易的な木工製品、それは町の間伐材とか、

なっております。

そういうものを利用したり、あと、大沼にありま

下水道事業会計の繰出金については、企業債償

す森林公園で、町内の町民に限らず募集をかけ

還金の減少に伴って、同様に減少してきますの

て、木工製品なり、森林公園の散策、木の役割と

で、次年度以降も引き続き減少する見込みとなっ

か、そういう歴史を参加者に指導というか、学習

ております。

をさせていきたいというふうに考えております。

以上、簡単ではございますが、令和２年度七飯

回数的には、春、夏、秋、冬の４回を考えてお

町下水道事業会計予算についての説明を終わらせ

りまして、本来であれば、４月の広報に載せるつ

ていただきます。よろしく御審議のほどお願い申

もりでしたけれども、コロナの関係で、このまま

し上げます。

いけば５月の広報で募集をして、事業精査して補

○中川委員長

ありがとうございました。

助金を交付していきたいと考えております。

３時３０分まで休憩いたします。
午後

３時０６分

以上です。

休憩

○中川委員長

──────────────
午後
○中川委員長

３時２９分

ほかに。

若山委員。

再開

○若山委員

休憩前に引き続き、再開いたしま

す。

ナンバー３の農業支援対策事業費の

一番最後のところの中山間所得向上支援事業補助
金２億円について、これの全体像をもう少し詳し

これより、各課ごとに質疑を行います。

く説明してほしいというか、本来、資料請求しよ

まず、農林水産課の質疑を行います。

うかなと思っていたのですけれども。

神﨑委員。
○神﨑委員

町が窓口で申請するというか、計画をつくって

ナンバー１２をお願いします。それ

出して、承認を受けて、それでお金を国からも

の負担金、補助及び交付金のところで、木育活動

らって、それを事業者に渡すという流れなのかな

支援補助金ということで、説明は少しありました

と思うのですけれども、その計画というのは、も

けれども、もうちょっと詳しく、対象者とか、内

う既に出されて承認をもらっているものなのかど

容を少し教えていただきたいなと思います。

うかということと、その中で、ここの従業員が何

○中川委員長

人ぐらいになるのかとか、原材料は七飯の米を全

農林水産課長。

○川島農林水産課長

ただいまの質問になります

部１００％なのかどうかということ。

けれども、木育活動支援補助金１５万円、これに

先ほどの説明では、町の財政負担はないと。確

ついては、今年初めての新規事業で取り組むもの

かに、金はないかもしれないのですけれども、管

になっております。

理責任だとか監督責任だとか、この事業が今後ど

内容につきましては、町内に木育活動をする町

うなるかによって七飯町の責任とか、何かその辺

民が１５人います。その在住する木育マスターを

は発生することはないのかどうか、そういうとこ

有効に活用するため、町内の木育マスター１５人

ろで、この事業の、国の制度なのでしょうけれど

が、各組織がそれぞれあるのですけれども、町が

も、もう少し詳しくわかれば教えていただきたい

推奨する木育事業の内容と合致したものに対し

なと思うのですけれども。

て、その団体に１５万円を補助する考えでありま

○中川委員長

す。

○川島農林水産課長

以上です。
○中川委員長
○神﨑委員

ただいまの酒蔵の関係の事

業の詳細について説明します。
神﨑委員。

事業の内容、もしわかれば。

○中川委員長

農林水産課長。

農林水産課長。

今、質問にありました計画書については、この
事業自体の場所は決まっていませんでしたけれど
も、相談としては２年くらい前からあって、その
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中で、農林水産省なり経産省の事業がないかとい

のですけれども、事業の要綱自体が間接事業で、

うのを探した中で、農林水産省のほうの今取り組

道、七飯町を経由して企業に払う事業の要綱に

む中山間の事業が該当になるということで、七飯

なっておりますので、事業費としては５億６,０

町として計画書を立てなければならないという中

００万円ですけれども、そのうち補助事業の対象

で、この酒蔵については、実際、町内の農家で酒

事業としては大体４億円、そして、そのうちの半

米をつくっている生産者はいないのですけれど

分の２億円ほどが国から道、道から七飯町に来

も、この計画書をつくるときに、当初であれば、

て、七飯から業者のほうに補助金としていく。

町内農業者５名の方が６ヘクタールを計画して、

計画書については、もう事前にヒアリングは受

中山間事業自体は、最終的に令和４年までに１８

けておりまして、普通であれば、令和２年度の当

ヘクタールの面積が目標になっておりまして、生

初予算で申請時期に来ているのですけれども、こ

産者自体は、今後、行政主導というよりは、やは

のコロナの関係でずれて、３月末もしくは４月に

り企業が直接生産者と協力し合って築いていかな

本申請のような形で、計画書または事業の本申請

ければなりませんので、その辺はフォローしなが

については３月末もしくは４月で申請して、５月

ら、１８ヘクタール目指して取り組んでいきたい

以降の着工を目がけております。

なと思っています。

計画書の中身については、今は６ヘクタール、

雇用については、基本的には杜氏、酒をつくる

最終的には１８ヘクタールを計画しておりますけ

技術的な人は町内にいませんので、その辺は町外

れども、年度年度で計画の変更は、道と協議しな

の道内道外から、民間主導のものなので、杜氏の

がら、計画変更は可能というふうになっておりま

方は１人確保したということは聞いておりますけ

す。

れども、それ以外の雇用については、通年雇用６

以上です。

名、繁忙期については臨時を２名、現在のところ

○中川委員長

計画しております。基本的には、業者のほうから

○若山委員

町内で人材確保をしていきたいという報告を受け

と違って、転貸するとか、そういうような扱いで

ています。

はなくて、町が一旦金を受けて、それを事業の進

若山委員。
そうすると、ふるさと融資とか何か

以上です。（発言する者あり）

捗支払いに合わせて、変な流用をしないかどうか

事業の責任の部分については、国、道、また

含めて、貸し付けというか、渡す責任とか、そう

町、そして生産部門については普及センターの毎

いうことだけで終わる。

年実施報告というのですか、そういう企業に対し

道のほうは、また支援するという話があるので

てのケアというか、そういう点検はありますの

すけれども、それは町は一切関係ないということ

で、それは毎年、令和４年まで基本的には指導部

になるのですか。今回の予算には載っていないの

門として残っていく形になっております。

ですけれども。

以上です。
○中川委員長
○若山委員

○中川委員長
若山委員。

農林水産課長。

○川島農林水産課長

ふるさと融資とはまた別

この２億円というのは、国からの現

で、あくまでも町は計画書をつくって、企業に対

金給付みたいな感じに企業に対してはなるのです

して指導というものは、あくまでも生産に対して

か。

施設が稼働するとか、生産量が少なかった場合、

それと、町としては、計画を出した事業が今年

販路拡大に対してどういうふうにしていくかとい

度どうだったかという報告書を出すような義務だ

うのは、町だけではなくて、道の関係機関も含め

けということでよろしいのですか。

て、常に令和４年までは指導期間として事業は進

○中川委員長

めていくと。毎年、年度ごとで事業報告を国に出

農林水産課長。

○川島農林水産課長

この２億円の補助金につい

ては、事業自体が直接事業なり間接事業なりある

して、いいか悪いかという形で結果は来るという
ことになっております。
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以上です。
○中川委員長
○青山経済部長

います。
経済部長。

上野委員。

補助金の関係ですけれども、あ

〇上野委員

ナンバー６、ふるさと納税に関して

くまで国からの補助金でございますので、課長が

なのですけれども、資料を出していただきまして

答弁したとおり、国から道、道から町、町から事

ありがとうございます。非常にわかりやすい資料

業者というふうになりますので、町のほうからは

でした。

ふるさと融資とかと違って、これは補助金で交付

それで、従来、ふるさと納税に関しては、七飯

で終わりというふうになりますので、あとの対応

町も実施してきましたけれども、国からの指導も

としましては、課長が答弁したとおり、３年間は

ありまして、返礼品の枠といいますか、返礼品に

北海道との連携をとりながら国のほうに報告をし

ついても地場産品という制限がきちんと評価され

て、国の指示を受けるというようなこともあり得

たと。それから、寄附金の金額に対する返礼品の

るかとは思いますけれども、そういうような手順

割合といいますか、これについても国のほうから

で進んでいくということで御理解いただきたいと

の指導があって、変更されてきていると思うので

思います。

すが、そのことについて若干説明していただきた

○中川委員長
○若山委員

若山委員。

い。

よくわかりました。

それから、今回、企業版ふるさと納税という形

それで、この事業に対して、町も期待していて

で、新しい納税の取り組みがされるということな

応援していくような形で、支援していくというよ

のですが、これに関しては、かなり従来のふるさ

うな施政方針にもなっていたので内容はわかるの

と納税に比べると大口での寄附金、そして寄附す

ですけれども、もし仮に、この事業が、あくまで

る事業者についても非常に有利な制度になってい

も企業なので、うまくいかないとかというような

ますので、自治体としては、お金を集める寄附金

ことがあったとしても、町としてはいろいろ応援

としては非常に有効というか、期待の持てる取り

したりするのでしょうけれども、そこでの責任と

組みではないかと思うのですが、それに関連して

か、この事業の補助金を受けたことに対する町の

は、基本的に自治体が地域再生計画というものを

責任のようなものは発生しないということでよろ

立てて、それに対して企業に賛同いただいて、そ

しいのですか。監督が甘いとか何か、そういうよ

して寄附してもらうというようなことになるわけ

うなことは大丈夫なのでしょうか。

なのですよね。

○中川委員長

農林水産課長。

○川島農林水産課長

そうしましたら、今年度の計画でふるさと納税

ただいまの質問ですけれど

を掲げているということは、町自体がそうした地

も、あくまでも事業撤退ありきで事業は進めてお

方再生計画を具体的に掲げて提示しなければなら

りませんので、そういう状況があった場合は、常

ないということになるわけですけれども、その辺

にバックアップというものは町なり道の機関を経

についてちょっとお答えいただきたい。

て、生産者に対しては普及センターが入って指導

○中川委員長

を徹底していきたいというふうに考えておりま

○福川商工観光課長

す。

御回答してまいりたいと思います。

以上です。
○中川委員長

では、ただいまの御質問に

まず、一般のふるさと納税につきましては、皆
ほかに。

様御存じのとおり、寄附金額の３割を上限とし

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇中川委員長

商工観光課長。

て、その土地の特産品とか、そういったものを返

それでは、質疑を終ります。

礼品に用いることが可能だよという制度でござい

以上で、農林水産課に対する審査を終了いたし

ます。

ます。

追加提出させていただきました要求資料に、現

次に、商工観光課の一般会計について質疑を行

在、今まで取り扱ってきた商品というものを列記
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させていただいております。３割という制限の

によって、その地域の地方再生の推進、人口減少

中、七飯町にも数多くの特産品がございますの

を食いとめる活性化につながるというような仕組

で、ごらんのとおり、さまざまな特産品を返礼品

みを考えているところでございます。

として用意しているところでございます。

七飯町におきましても、ただいま第２期の地方

私どもの新たな取り組みといたしましては、お

版総合戦略の策定を進めているところでありまし

客様のニーズというものもございますので、例え

て、こちらの中の事業項目について地域再生計画

ば、こちらの夢水氣のところで、定期便というよ

に盛り込みやすくしたというような形でございま

うな形で、４１番の項目になりますが、夢水氣の

す。当然、七飯町の総合戦略が策定されました

定期便は２４本入りを３回に分けてお送りすると

ら、そちらを活用して、広く七飯町が実施してい

いうような形で、例えばストックしていると大変

る事業をＰＲしまして、そちらに御賛同いただい

かさばるとか、それから、常に新しい新鮮なもの

た企業の方々に企業版ふるさと納税制度を活用し

をいただきたいというようなニーズに応える形で

ていただきたいというような思いでございます。

今年度設定したところでありまして、こちらのほ

今後、私ども商工観光課はじめ、ほかの課もそ

うも非常に好評をいただいているところでござい

うなのですけれども、あらゆるところで七飯町以

ます。

外に本社を持つ事業所に対しまして、七飯町の魅

そのほか、農業関係も、例えば上から４番のト

力と七飯町が取り組んでいる事業について御説明

ウモロコシ、こちらは時期とか収量にもよります

を申し上げて、ぜひ御賛同くださいというような

が、その季節季節に応じて七飯町の農業の特産品

働きかけを進めてまいりたいと考えておりますの

を御紹介していくという形で取り組んでいるとこ

で、御理解のほどよろしくお願いいたします。

ろでございます。

○中川委員長

こういったように、いろいろな特産品だけでは

〇上野委員

上野委員。
説明いただいて、よくわかったので

なくて、例えば宿泊券だとか、それからスキー場

すけれども、総合戦略作成中だというような感じ

のリフト券とか、そういったいろいろな七飯町ら

に今とれたのですけれども、今年度からのふるさ

しいところをＰＲしていくために、これからも返

と納税でも、特に企業版に関して、具体的な計画

礼品のラインナップの強化に努めてまいりたいと

といいますか、事業計画というのが目に見える形

思っております。

での計画というのは、まだできていないというこ

それと、企業版ふるさと納税に関してですが、

となのでしょうか。その辺についてもう少しわか

同じく追加提出資料のふるさと納税の概要という

るように。

ところは、先ほど御説明申し上げましたとおり、

○中川委員長

平成２８年度から令和元年度、いわゆる今の３月

○福川商工観光課長

３１日までの措置で実施されているものでありま

せんが、総合戦略につきましては、現在、七飯町

して、こちらにつきましては、七飯町が地域再生

のホームページでもパブリックコメントの募集中

計画を既に作成しております。これについては、

でございます。そういったような、今は状況であ

七飯町の道の駅事業をこの計画として御紹介し

るということでございます。

て、それに賛同いただいた企業から御寄附をいた
だくというような形で進んでおります。

商工観光課長。
私どもの所管ではございま

以上です。
○中川委員長

そして、説明で、次年度、令和２年度からはこ

ほかに。

畑中委員。

ういったところの手続が非常に緩和されます。国

○畑中委員

としても企業版ふるさと納税が一般のふるさと納

業のところなのですけれども、貸し付けが３,５

税に比べて非常に利用が少ないというところを懸

００万１,０００円ですか、こういう予算を持っ

念しております。さらに、そういった企業が多く

ているのですけれども、今回は御存じのように新

この企業版ふるさと納税に参加していただくこと

型コロナウイルスというものに商工業者の方が非
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ナンバー４、商工業経営安定支援事

常に苦しめられているということを担当課も十分

れども、返礼品なしということになれば、この

知っていると思うのですけれども、特にこういっ

３,０００万円の予算の中にどのぐらい組んでい

た貸し付けのほかに、何か救済というのかな、そ

るのかという、この２点をお願いします。

ういったものを町のほうでは今用意されているの

○中川委員長

かどうか。もし、用意されているものだったら、

○福川商工観光課長

またそれをお話しいただきたいなと思うのです。

税の歳入につきましては、こちらには計上になっ

まず、ここに貸し付けの場合は元利収入とあり

商工観光課長。
まず、企業版のふるさと納

てございません。まず、そこが１点です。

ますから、ここを見れば、貸し付けに当たって利

返礼品の需用費の金額が３,０００万円とそご

息をとると。ところが今、よそのほうを見ます

があるのではないかというところなのですが、こ

と、自治体なんかでも無利子で貸し付けるという

ちらの歳出の考え方につきましては、実は七飯町

のかな、無担保、そういう貸し付けの方法が、結

のふるさと納税に関しましては大きく二つのポー

構、耳にするのですよ。

タルサイトを利用しているところでございます。

そういった場合に、町のほうでは、事態を救済

そのうち、当初から入っておりましたふるさと

するために少しでもそういう人かたに役に立つも

チョイスのポータルサイトにつきましては、返礼

のはないかということでお話しいただきたいと思

品の契約につきましては、七飯町が行って、ふる

うのですけれども。

さとチョイスのポータルサイトを利用した方の情

○中川委員長

畑中委員の質問だったのですけれ

報をいただいて、七飯町が発送等の手配をしてい

ども、あくまでも、これは商工業経営安定資金の

るものでございます。そして、七飯町におけるふ

融資保証制度の予算になっていますので、今回の

るさと納税の返礼品の契約の内容は、主として返

新型コロナウイルスの関連とは関係ない予算に

礼品の金額と各地方、首都圏等そこに送る送料も

なっていますので、新型コロナウイルスに関連す

込みで契約をしてございます。

るようなことであれば、この予算書での審議では

そこで、私ども歳出の計算に当たりましては、

なくて、町長総括だとか、そういうところでやっ

ふるさと納税返礼品につきまして３,０００万円

たほうがいいと思うのですけれども、そういう形

の歳入を見込み、３割の返礼品の金額、それにプ

でよろしいですか。

ラス１０％を送料として考えてございます。こち

ほかに。

らのふるさと納税分の消耗品費につきましては、

副委員長。

３,０００万円掛ける４０％として１,２００万円

○横田副委員長

先ほどのナンバー６のふるさと

と考えているところでございます。

納税の件なのですけれども、この割合は総務費で

なお、その他の部分につきましては、地域おこ

寄附金が３,０００万円と歳入で組んであるので

し協力隊員の活動用の消耗品費として、別に１０

すけれども、この中に企業版ふるさと納税の分と

５万円を計上しているところでございます。

いうのはどのくらいあるのかというのと。

以上でございます。

今は、３割程度のものにしてくださいよという

○中川委員長

副委員長。

ことになれば、消耗品費の部分で１,３０５万円

○横田副委員長

消耗品というのは需用費に入っ

ということになれば３０％とすると４,３５０万

ていますと言っていて、そのチョイスのものは４

円というふうになるのですよね。だから、金額が

割程度になりますという話ですけれども、この需

本当に３割なのか、３割でないのかというのが、

用費でも役務費の通信運搬費も委託料のふるさと

どういう出し方をしたのかというのがちょっとわ

納税業務委託料２０３万８,０００円をふるさと

からないので、そこのところの説明をしていただ

納税のためのあれだよというふうになっているの

きたいということと。

だったら、きちんとそこを分けて書いていただか

先ほど聞いた企業版のふるさと納税というのは

なければ、一緒くたになっているから、そういう

返礼品なしだよというふうに聞いているのですけ

ふうに見えるよということになるので、そこのと
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ころ。

ように予算を組んでおりました。

ですから、ふるさと納税の企業版のそれという

ところが、今年度決算見込みにおきまして、そ

のは、どこに入っているのですか。寄附金の部分

れぞれが５０％程度というように見込まれること

というのは。

が判明したため、今年度の予算につきましては、

もう１点は３,０００万円に対する４０％とす

それぞれの割合を決算見込みに応じて、このよう

るならば、１,２００万円ですよね。でも、これ

に予算を要求させていただいたところでございま

は消耗品を見れば１,３０５万円。この中に違う

す。そのため、当初高く見ていた「さとふる」の

ものも入っているというのであれば、そこのとこ

取り扱い分に係る送料、それから「さとふる」に

ろをきちんとわかるようにしてくれなかったら、

係るふるさと納税業務委託料のほうが対前年度に

見ていても理解できないですねということなの

比べますと非常に下がってきたと。

で、そこのところの説明をお願いします。
○中川委員長

そのかわり、当初は下がると見込んでいたので

商工観光課長。

○福川商工観光課長

すけれども、決算見込みにより「ふるさとチョイ

今の御指摘のとおり、大変

ス」の取扱高が２５％から約５０％あるというこ

私の提出いたしました資料に不備がございまし

とが判明したため、需用費のほうが高くなってい

て、御迷惑をおかけしたところをおわび申し上げ

る。

ます。

さらに、需用費につきましては、消費税の増税

企業版のふるさと納税分につきましては、先ほ

分も多少入ってございますので、このような形で

ど説明が漏れてございましたが、歳入、それから

予算計上させていただいたということでございま

歳出については、予算を持ってございません。

すので、御理解のほどよろしくお願いいたしま

そして、御指摘のありました需用費につきまし

す。

ては、先ほど御説明したとおりの内訳でございま

○中川委員長

して、さらに役務費、委託料につきましても若干

○横田副委員長

ちょっと御説明が足りないと思いますので、御説

きちんと資料として、紙でひとつお願いできない

明をさせていただきます。

かと。後でいいので、お願いしたいと思いますけ

実は、対前年度の比較のため、このような形に
なってございます。というのは、対前年度の予算

副委員長。
済みません、今の言ったことを

れども。
○中川委員長

皆さんにお諮りいたします。

のときに、当初一番最初に加盟していたポータル

ただいま、横田副委員長のほうから資料要求が

サイト「ふるさとチョイス」につきましては、先

ありましたけれども、いかがなさいますか。よろ

ほど御説明したとおり、消耗品費の中に送料も込

しいですか。

みで契約をしてございます。

（「はい」と呼ぶ者あり）

そして、平成３０年１０月から開設いたしまし

〇中川委員長

そうしたら、後ほど資料を提出し

た「さとふる」は、「ふるさとチョイス」とまた

ていただくということで、よろしくお願いいたし

違いまして、「さとふる」が事業者と商品の契約

ます。

をいたします。そして、「さとふる」のほうで一

ほかに。

括で送付を行います。その点から、「さとふる」
から来る請求の内容といたしましては、返礼品の

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇中川委員長

金額のほかに送料が請求されてございます。それ
に対応するのが基本的にこちらの通信運搬費にあ

質疑を終わります。

続いて、土地造成事業特別会計の質疑を行いま
す。

ります予算ということでございます。

上野委員。

そして、平成３１年度の予算につきましては、

〇上野委員

資料を提出していただいておりま

「ふるさとチョイス」のほうの利用を２５％、そ

す。峠下２号線の関係で……。

れから「さとふる」のほうの利用を７５％という

〇中川委員長
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今は、土地造成事業の特別会計で

す。

らの人口減少を見据えた中で、都市の空洞化だと

質疑ありませんか。

か、当町でも実際に空き家空き地が増えてきてい

（「なし」と呼ぶ者あり）
〇中川委員長

るだとか、そういうスポンジ化の現象も見られて

それでは、土地造成事業特別会計

の質疑を終わります。

おります。そういった中で、町の中心部に集約し
ていこうというのが大きな考え方の一つでござい

以上で、商工観光課に対する審査を終了いたし

ます。

ます。

定める内容としまして、都市の中心部に都市機

次に、都市住宅課の質疑を行います。ありませ
んか。

院だとか公共施設だとか、そういうものを誘導し

若山委員。
〇若山委員

能誘導施設、これは、例えば買い物施設だとか病
ていきたい区域だよというものと、その周りに居

ナンバー６の集約都市形成支援事業

住誘導区域というのを設ける、これが大きな計画

のところなのですけれども、先ほどの説明でいく

の誘導区域を定めるということが計画の中でうた

と、これは法律上必ずつくらなければいけない計

われるということで、先ほども申したのですが、

画という認識でいいのかどうかということ。

定める範囲というのは、都市再生整備法の中で決

この計画の七飯町立地適正化計画のイメージと

まっている町内の都市計画区域内ということで、

いうか、どのようなものを求められているのか。

わかりやすくいうと町内の市街化区域、要は、本

あるいはほかのところでもう既につくっていて、

町、大中山地区で、準都市地区の峠下だとかの準

見本みたいなものがあるよというのと。この委託

都市計画区域については、大沼地区もそうですけ

するとかというのは、どこかにつくってもらうと

れども、今回の対象外になります。ですので、本

いうようなことになるのかどうか、そこのところ

町、大中山地区について、そういう計画を具体的

をもう少し詳しく教えていただければ。あるいは

につくっていきたいというふうな大まかな計画に

こういうホームページを見ればわかるよとかとい

なっていきます。

うのであれば、そこを教えていただければと思う

かといって、国のほうはコンパクトシティと

のですけれども。

言っていて、都市を狭めていくのかというと、そ

○中川委員長

れぞれの地域の特性もありますし、七飯町の中で

都市住宅課長。

○寺谷都市住宅課長

それでは、立地適正化計画

も本町地区は人口がぐっと１０年前に比べると、

は法律上必ずつくらなければだめなものなのかと

調べているのですが、約５００人くらい減ってい

いうことですが、これは市町村の任意でございま

るのですね。逆に大中山地区については、人口が

す。

若干増えているということを考えれば、本町地区

立地適正化計画というと、なかなか聞きなれて

はちょっとコンパクトにしていこうか、大中山地

いない言葉で、簡単に言うと、新しいまちづくり

区はそのまま現状維持。国のほうでは市街化を拡

計画と思ってもらって結構でございます。

大するということは、今の時点でなかなか認めら

その上位計画には、今策定中である都市計画マ

れないという現状もありますので、そういう中で

スタープランがございます。これは都市計画法

誘導区域を絞っていきたいというふうに考えてご

上、必ずつくらなければだめな計画でございま

ざいます。

す。それに即した形で、より具体的に細かい施策

これをやることによって、一番のメリットとい

を示していきましょうという計画になっておりま

うのは、公共施設の集約というこの辺に関して、

して、全国的にどのくらいやっているのかといい

国の手厚い支援が受けられるということもござい

ますと、昨年１２月末現在でございますけれど

ます。具体的に言うと、老朽化している本町地区

も、全国の市町村で４９９市町村が取り組んでお

の公共施設、例えば地域センターだとかスポーツ

られます。北海道でいうと、２５市町村が取り組

センターも国の補助金の支援を受けながら建て替

んでいるという状況の中で、国としては、これか

えしていけると。あと、公園関係もですね。そう
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いった部分をまとめて、今後どういうふうにして

○中川委員長

いきたいかというのを具体的に考えていきたい。

○寺谷都市住宅課長

そういう計画をつくっていく中で、再来年度に向

説明というか、その辺に対してお答えしてまいり

けて、実施に向かって事業計画を立てていきた

たいというふうに思います。

い。

都市住宅課長。
それでは、住民に対しての

まず、この計画を立てる段階で、今の現状のス

その事業計画を立てるに当たって、この立地適

ケジュール予定ですが、５月に本町地区、大中山

正化計画の策定をしなければ、策定して公表しな

地区で住民説明会を開催したいなというふうに考

ければ、国ではそういう事業計画を立てれません

えてございます。夏ぐらいにはなりますけれど

ということになっていますので、ぜひそういう部

も、居住誘導区域、都市施設誘導区域、そういう

分で、立地適正化計画の策定を進めてまいりたい

ものを定めた際には、また再度住民説明会を開催

というふうに思っております。

して、意見を聞きながら進めてまいりたいと。

以上でございます。
○中川委員長
○青山経済部長

また、庁内に関係課長、１７課長ですか、庁内

経済部長。

の策定委員会という検討委員会というものをもう

若山委員のほうから、どこか先

既に立ち上げていますので、その中で議論すると

行事例というような御質問もあったかなとは思っ

ともに、七飯町の都市計画審議会のほうでも御意

てございますので、今、課長から答弁した、北海

見をいただきながら、よりよい計画を立ててまい

道では２５市町が取り組んでいるよということを

りたいというふうに考えてございますので、御理

先ほど答弁したと思いますので、その中で、特に

解のほどよろしくお願いいたします。

渡島管内ということで、函館市、福島町、八雲町

○中川委員長

が既に計画は立ててございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）

当町もそうですが、長万部町も随時これから動

〇中川委員長

きがあるのかなということで名前が出ています
が、具体的な計画があるのは、私どもが調べて、

ます。
４時２５分まで休憩いたします。

もしホームページで見られるのであれば、参考に

午後

していただければ幸いかなと思いますので、よろ

午後

若山委員。

○中川委員長

ありがとうございました。

４時１２分

休憩

──────────────

しくお願いいたします。
〇若山委員

質疑を終わります。

以上で、都市住宅課に対する審査を終了いたし

渡島管内ではこの１市２町が出ておりますので、

〇中川委員長

ほかに。

４時２５分

再開

休憩前に引き続き、再開いたしま

す。

言葉から、集約何とかというと、地方のほうを

それでは、次に、土木課の質疑を行います。

切り捨てるようなイメージのニュアンスが強いも

上野委員。

のですから、このような計画を立てるときに、住

○上野委員

ナンバー１１です。先ほど、関連資

民の意見とか、その辺が十分反映するのかどう

料を出していただきまして、非常にわかりやす

か。補助金として半分ぐらいもらっているので、

く、理解したところありますけれども、関連して

こういう計画をつくって、今後のいろいろなもの

幾つか質問させていただきます。

を直していくとか、そういうのは有利に働くので

まず、峠下２号線というのは、従来、電源開発

しょうけれども、つくってしまった計画を守らな

に向かって開設された道路ということなのですけ

ければいけないとか、そういう厳しい制約のよう

れども、従来の道路幅は何メートルで、今回８

なものもあるかもしれないので、その辺のところ

メートル幅の道路に変更ということでの工事にな

は、住民の意見が反映するようなやり方をしてい

るわけですけれども、その辺がどうだったのかと

ただきたいなと思うのですけれども、その点につ

いうのと。

いて一言だけ答えていただければと思います。

それから、２点目に、物件補償が５件ほど発生

－ 50 －

しておりますけれども、どんな内容なのか。基本

以上でございます。

的に、道路拡幅工事に伴う物件補償ということだ

○中川委員長

上野委員。

と思うのですが、５件ほどの内容についてちょっ

○上野委員

とお伺いしたいなと。

ス的な事業というふうに考えられるのですけれど

今回、この温泉施設に対するサービ

それから、３点目なのですけれども、電源開発

も、とりあえず３６０メートルですけれども、基

までの距離は相当ありますけれども、今回は総延

本的に町道峠下２号線というのは、どこまででし

長３６０メートルということで、開設される温泉

たか、電源開発までと言いましたか、これは将来

施設の入り口までということで、道路工事の拡幅

的に開発して拡幅を延長する考えがあるのか。

の計画になっております。

もう一つ、先ほど資料提出の中で説明がありま

それで、この事業は合計すると１億９,６００

したけれども、この道路の周辺といいますか、今

万円になるということなのですが、財源としてど

後そういった関連する土地の開発利用に有望な土

のような措置がされるのか。それについて、とり

地であるような表現もありましたけれども、その

あえず質問させていただきます。

辺についての見通しと、町の考えといいますか、

よろしくお願いします。
○中川委員長

これはどのような状況で考えておられるのか、

土木課長。

○佐々木土木課長

ちょっとお伺いしたいと思います。

それでは、お答えします。

○中川委員長

答弁いただく前に、この追加資料

現在の道路の幅は６メートルから７メートル程

の内容と上野委員の質疑の内容がもっとわかりや

度、場所によって狭い細いありますので、現況と

すい資料というのがあると思うのですけれども、

しては６メートルから７メートルとなります。今

温浴施設絡みでこういうふうにやるよという資料

度できる道路は、路肩をきっちりとりまして８

をいただいているのですけれども、図面的な資料

メートルの道路を計画しております。

もあると思うのですけれども、そういうものは、

補償の内容といたしましては、こちら設計を入

資料要求として出す資料というのはありますか。

れないと明確なことは決まりませんので、今段階

（発言する者あり）ありますか。まず、あるかな

では予定線ということで補償のほうを算定してお

いか。（発言する者あり）あります。

りますが、住宅が２軒とプレハブが３棟程度、プ

皆さんにお諮りしたいのですけれども、この一

レハブの中に小さな物置みたいなものも入ってお

連の、いわゆる道の駅エリアのわかりやすい図面

ります。

があるということなのですけれども、資料要求し

３６０メートルの計画で電源開発までではない

てもよろしいでしょうか。

ということなのですけれども、町道といたしまし

（「はい」と呼ぶ者あり）

ては、ラッキーピエロを入りまして、現在の３６

〇中川委員長

０メーターの計画地点から発電所のほうまでの町

ます。

道の峠下２号線ということになっております。今

そうしたら、資料をお願いいたし

暫時休憩します。

回の終点部の３６０メーター付近から上について

午後

は町道となっておりませんので、社会資本整備交

４時３０分

休憩

──────────────

付金のほうでは整備はできないということで、現

午後

段階では３６０メートルまでの計画としておりま

○中川委員長

す。

す。

財源内訳でございますけれども、１億９,６０

４時３３分

再開

休憩前に引き続き、再開いたしま

それでは、経済部長。

０万円のうち、６０％が社会資本整備総合交付金

○青山経済部長

事業の補助金ということになります。残りの４０

た図面の説明をさせていただきます。

％のうち９割が起債、９割のうちの７割が交付税
措置があるということになっております。

申しわけございません。配付し

これは、開発業者のほうから土地利用計画図
（案）ということで、町のほうに示されたもので
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ございます。

整備工事の３,０００万円という項目ですけれど

ただいま峠下２号線についてでございますが、

も、こちらのほうが道の駅、男爵ラウンジ、昆布

図面の右側下になります、ちょっと途中で切れて

館の南側エリアと、今回計画されております温浴

おりますが、これを下がっていきますとラッキー

施設の北側エリアを結ぶ連絡用通路ということに

ピエロの入り口のほうの、いわゆる国道５号のほ

なります。

うにつながる路線になります。

こちらは、町道整備ということではなく、河川

計画では、３６０メートルですので、この先の

の連絡用通路ということで、北と南のエリアをつ

分岐点あたりまで一応計画としては今回しており

なぎ、一体とした道の駅エリアを形成したいとい

ます。あくまでこれは土地利用計画図（案）でご

う願いでございます。

ざいますので、大体このような計画をしておりま

その先の計画についてですが、現在３６０メー

すが、時に向こうのほうの事情によって変更があ

トル付近で終点ということにしてございます。こ

る可能性もゼロではございませんけれども、大枠

ちらに関しましては、将来的には土地利用等、町

この部分ということで、土地利用の計画（案）と

のほうで、道の駅エリア内で温浴施設のほかに

いうことで示されたものでございます。

もっともっと違う施設を建設したいですとかとい

以上でございます。
○中川委員長
○上野委員

うことがあった時点で、今後考えていきたいと

上野委員。

思っておりますけれども、道路改良をやるとなる

今、資料が出されましたけれども、

と多額の費用を要しますことから、今現在では３

これは全員協議会のときに出された資料と同じで

６０メートルまでということで最大の経済効果を

はありますけれども、基本的に……。

発揮していきたいと考えてございます。

○中川委員長

上野委員、全員協議会の資料は違

以上です。

いますので。

○中川委員長

○上野委員

○青山経済部長

今回の温泉施設までの距離というこ

経済部長。
上野委員の後半の質問でござい

とですけれども、この図面でいきますと、七飯町

ますが、その周辺の開発の見通しということの御

の道の駅にも通じるというような形で考えられて

意見でございますが、先ほど来、土木課長が峠下

いるようですけれども、道の駅に通じる道に関し

町道峠下２号線の関係で述べておりますが、この

ては、事業者がやる事業になっているのかどうか

施設ができることによって５号線からラッキーピ

というのをもう一つお伺いしたいと思います。

エロ、また冬期間はパークゴルフ場、そして電源

それから、この図面でいきますと、峠下２号線

開発というような施設がございますので、先ほど

が温泉施設の入り口までということで、その上の

も資料の説明もありましたけれども、物損事故も

ほうは左右に分かれる道になっていまして、基本

起きているということから、やはり交通量が施設

的に２号線は左側に通っていくのかなというふう

ができることによって多くなるということを勘案

に思うのですが、先ほども言いましたように、こ

して、まずはここまでという形で考えておりま

の道路の右側といいますか、まだ開発されていな

す。

い土地がたくさんあるわけですけれども、将来的
にそこの開発は見通しがある土地なのかどうか、

将来的なということになりますと、具体的なも
のは今のところ全くありません。

町はどう考えておられるのか、関連でちょっとお

ただ、説明にもありましたとおり、利便性が上

伺いしておきたいと思います。

がってくる、またそういう施設が集約する、こう

○中川委員長

いう施設が集約することによってまた活性化にも

土木課長。

○佐々木土木課長

お答えいたします。

つながる、そういうことによってまた人が呼べ

先ほどの要求資料ナンバー１３の河川費の中

る、そしてまた企業も呼べるというような形で、

で、道の駅との連絡用通路という事業がございま

町としては、将来的にここを整備することによっ

して、こちらが１５工事請負費の中の新道川環境

ていい方向に向かっていってほしいということも
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考えてございます。

河川についてですが、こちらについては地域づ

ただ、今、具体にはどういうものがあるかとい

くり総合交付金事業の補助金のほうを補充してい

うのはまだまだ見えていないですけれども、そう

きたいと考えておりまして、こちらのほうは設計

いうふうに将来的な展望が全くないというわけで

はなしで直営、役場の技術者が設計をして、その

はなくて、あくまで人の流れによってだんだんそ

まま工事発注をすると。普通の単独事業と同じよ

の部分が変わってくるということになれば、だん

うな扱いでの設計となります。

だんそういうものが、また皆さんがこういうもの

以上です。

もどうでしょうかということで相談があるかもわ

〇中川委員長

かりませんので、そういうものについては、また

〇平松委員

受けていきたいなと思っておりますので、御理解

も、川のほうですけれども、事業費が３,０００

のほどお願い申し上げます。

万円くらいで済みそうだという話なのですか。こ

〇中川委員長

れから地質調査やったり、そういうための準備の

ほかに。

平松委員。
〇平松委員

平松委員。
まだ先の話になるのでしょうけれど

お金が３,０００万円という意味なのですか。も

今の道路の終点といいますか、国道

う一回。

側から上がってきて、３００何十メーターが大体

○中川委員長

土木課長。

分岐点の当たりというお話でしたけれども、温浴

○佐々木土木課長

施設側のほうの用地をまた買い取るという可能性

況の道の駅の地質データを利用して、入れかえに

はあるのでしょうかね。この図面では、もう既に

よる直接基礎でいけるという判断を踏んでおりま

ここの用地としては、温浴側の施設は確定してい

す。設計ですとか地質調査ですとかというのは行

るみたいですけれども、こちらを買い取らずに、

わず、そのデータをもとに工事発注のみを行うと

函館側のほうに８メーターをとるという感覚なの

いう予定でおります。

地質調査に関しましては、現

か、それとも、設計によっては温浴施設側の用地

委員おっしゃったとおり、ボックスカルバート

を買収してという可能性も含んでいるのかという

で計画しておりまして、こちら橋梁形式にすると

ことが１点と。

うん億円という形になりますので、道路の上の峠

河川の改修、連絡通路の、多分ボックスカル

下の発電所に上がるところにも同じような断面の

バートみたいなものなのかなと思うのですけれど

ボックスカルバートを設置しておりますが、その

も、これは、七飯町がこれから設計し施工をする

ときのデータ等も考慮しながら、そのデータをも

という前提でやられるための予算なのですかね。

とに基礎形状についてもＰＨＣ杭ですとか、そう

改修整備に関する事務と書いていますものね。事

いうものではなく、木杭による群杭でやりたいな

務ということは、工事するための準備という意味

と。掘削した段階で地質を見ながら、パイルネッ

なのでしょうか。ちょっとそこの説明とお願いし

ト工法ですとか、いろいろなものを設計変更で考

ます。

えながらいきたいのですが、今のところ群杭で持

○中川委員長

土木課長。

○佐々木土木課長

つだろうという計算をしてございます。

まず、道路のほうからお答え

２カ所、連絡用通路を設けますけれども、男爵

いたしますけれども、温浴施設として購入して、

ラウンジと調整池の間、こちらが１０メーター程

事業者が用意した土地の中を再度買収するという

度のボックスカルバートを設置して、幅ですね。

ことは、今のところは考えてございません。

上につきましては、現在の道の駅の真ん中ら辺、

反対側のほうに残地のほうもございますし、反

もしくはちょっと男爵ラウンジよりのほうに２

対側のほうにも拡幅、あと、この先カーブも入っ

メーター程度の人道用の連絡用通路を形成したい

てきますので、この付近については、相手の事業

ということで、今のところ計画しております。

計画地から外した状態で道路のほうは計画してお
ります。

以上です。
〇中川委員長
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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、あらかじめ延長い

も、中身ということでございますので、私のほう

たします。

から答弁させていただきます。

青山委員。
〇青山委員

この土地利用図からいくと、なかなか全体が見

追加資料で出ている中で、峠下２号

えづらいということでございますので、今現在、

線の幅員車道８メーター、それと歩道が２.５

申請者のほうから伺っている情報をうちのほうで

メーターとあるのですけれども、２枚目の写真等

も押さえておりますので、それについてお知らせ

見ると、両側に家があって、言いたいのは、歩道

したいと思います。

が片歩道なのか、両歩道なのかということを確認

温浴施設ということで、使用用途は公衆浴場

したいのですけれども。この１点だけ。

で、露天風呂をつけていきたいと。一部ホテルと

○中川委員長

して２５室程度一緒に併設をしていきたいと。建

土木課長。

○佐々木土木課長

現在のところ、２.５メート

物については、延床面積、一部２階建てになりま

ルの歩道の片側の歩道にしたいと。今、パークゴ

すが２,２００平方メートルを予定していると。

ルフですとか、Ｂ型の倉庫ですとか、畑ですとか

この２,２００平方メートルの中に、１階につい

ありますので、両歩道にして歩道幅で両側５メー

てはレストラン、物販、カフェリラックスラウン

ターとると、補償物件も相当の量が増えていく

ジ、浴室、これは男女です。それからフロント、

と。歩行者の人数を考えても、片歩道で十分対応

事務所、ボイラー室、１階にお客様が泊まれる部

できるという考えで、今のところ設計してござい

屋を４室程度用意したいと。２階については、残

ますので、車道部８メートル、歩道が２.５メー

りの２１室、客室としてつくっていきたいという

トルの片側で計画しております。

考えでございます。

以上です。

駐車場につきましては、図面にもございますが

〇中川委員長

ほかに。

２カ所、大型バスも含みますが、約１５０台を予

若山委員。
〇若山委員

定していきたいというような計画になってござい
同じところであれなのですけれど

ます。

も、峠下２号線のあれで、追加で出てきた資料の

土地利用の薄グリーン色というのでしょうか、

中で、温浴施設（仮称）の入り口が予定されてい

黄色っぽい色、ここを将来的には観光果樹園、農

るということになっていて、土木課に聞く質問で

園等の作付をしていきたいということと、交流イ

はないかもしれないのですけれども、温浴施設の

ベントの広場、そして、道の駅エリアに近いほう

計画自体の進行状況というか、どのようになって

には既存の民家等もございますので、それらの使

いるのかと。資金計画とか、その辺のところは十

えるものは使用して、食の工房、手打ちそば、乳

分把握していて、全く問題ない計画だと、しっか

製品、土産品販売などを設置したいというような

りしたものだという前提でこの道路を先行してつ

計画でございます。

くるということでよろしいのでしょうかね。その

事業の行程でございますが、昨年１１月から基

辺の温浴施設の計画自体が十分説明されていない

本計画、実施計画ということで進んでございま

のですけれども、それに対して七飯町がどのぐら

す。これから、農地転用、開発行為、そちらのほ

いかかわるのか、そこのところも、もしわかれ

うでボーリング等もやりますので、省エネ導入と

ば、土木課と関係なければあれですけれども、わ

いう形でそれぞれいろいろな関係部署に申請をし

かる範囲で教えていただければなと思うのですけ

ていって、許可をもらうというような流れになっ

れども。

てございます。

〇中川委員長

経済部長。

○青山経済部長

工期としては、令和２年６月から翌年の３月ま

それでは、若山委員の質問にお

答えいたします。

で本体、外構の工事をしていきたいということで
考えてございます。令和２年８月から１１月には

町道関係ということでは土木課長ですけれど

温泉等のボーリングを予定していきたいと。最終
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的には、今のところでございますが、令和３年４

ら、そこも手をかけていくということは、やはり

月を施設開業に向けて準備をしていきたいという

そこは応援になるだろうかなという部分もござい

ようなことで伺ってございます。

ますけれども、あと、財政的なものとしまして

予定の利用客はどうなのでしょうかということ

は、峠下地区は下水道計画前でございますので、

で伺ったところ、温泉利用につきましては、年間

もし施設のほうで合併処理浄化槽を設置するとな

約１５万人程度、宿泊については年間約１万人程

れば、これは条例に基づいて、町としてはやはり

度予定してございますというような内容で、今進

補助金の申請があれば、審査をして申請をしてい

んでございます。

くということになろうかなとは思ってございま

ですから、現在は、各申請をして許可をもらう

す。

というような段階でございますので、御理解のほ

また、地域活性化施設、当然、経済波及効果が

どお願い申し上げます。

期待されるという施設であれば、これも男爵ラウ

〇中川委員長

ンジと同様に、七飯町地域総合整備資金貸付、い

〇若山委員

若山委員。

御親切にありがとうございました。

わゆる通称ふるさと融資、それらも事業主のほう

この事業主がしっかりしているというか、資金

からもし相談があれば、その許可の範囲内で、町

繰りというか、幾らかかるかわかりませんけれど

としても検討していって、協力をしていきたいな

も、それを自己資金でやるのか、借り入れでやる

ということは考えてございます。

のかとか、その辺のところをしっかり見て大丈夫

以上でございます。

だと。例えば今回のコロナのような問題が起き

〇中川委員長

て、事業に対して影響がないのかどうかと、そう

中島委員。

いうようなものも含めて、今のところ誰も判断で

〇中島委員

ほかに。
１点だけ、教えてください。

きないのでしょうけれども、大丈夫なのかどうか

道路の拡幅なのですけれども、道路用地、幅が

というところで、道路だけ立派なものをつくって

８メートル、歩道が２.５メートルということ

しまって、それができないとなるとちょっと困る

で、相当広い道路になるわけですけれども、あそ

ので、その辺のところはどうなのでしょうか。大

こを通ってくると、やはり室内パークゴルフ場、

丈夫だということでいいのでしょか。

あそこがかかわってくると思いますし、向かいに

〇中川委員長

は民家も何軒かあるわけですよね。あそこのパー

○青山経済部長

経済部長。
各申請の段階で、いろいろな申

クゴルフ場の土地は、たしか八雲の方の土地だと

請がございますけれども、そこの中で資金繰りの

思うのですけれども、そういうところとの話し合

チェックも入ります。ですから、そういうところ

いはもうできているのか。どのぐらいの土地を交

で私たちも経営する側のほうの資金繰りの状況に

渉する予定なのか。

ついては大丈夫かということも確認をしてござい

というのは、あそこはのパークゴルフ場は、駐

ますので、今現在では、大丈夫だというような認

車場になっていますよね、あの辺は。あの駐車場

識を持ってございます。

がなくなるということは、やはりパークゴルフ場

ただ、これは将来的にどうなのということもご

も相当痛手になってくると思うのだけれども、冬

ざいますけれども、そこについては保証人という

の間、相当混んでいるパークゴルフ場ですから

こともございますし、町としても、いわゆる地域

ね。そういうところで、パークゴルフ場の地主と

活性化の施設だということも捉えまして、いろい

の話し合いというか、そういうものもある程度で

ろ町として応援できるところは応援していきたい

き上がっているのかどうか。

というように考えてございます。

また、向かい側の土地に住んでいる民家の方と

それで、先ほど町道峠下２号線、これは当然そ

も、話し合いは済んでいるのかどうなのか。その

ちらがメーンの通路ということから、町としても

辺ちょっと教えてください。

やはり安全上、交通量が多くなるということか

○中川委員長
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土木課長。

○佐々木土木課長

話し合いについては、特にま

（「なし」と呼ぶ者あり）

だしておりません。令和２年度で設計に入り、そ

○中川委員長

私のほうから、先ほどもいろいろ

れから図面ができ、それから用地交渉等々しなが

御説明あったのですけれども、まず提出いただい

ら最終的な方線を決めていきたいと。それの方線

た図面で、道の駅側のほうの散策路だとかいろい

が決まった時点で、そこから設計のほうも再度し

ろなものも書いているのですけれども、これも温

直しして、そこから発注、完成ということになり

浴施設オープンと同時までにやっていくのかとい

ますので、今段階で、先に用地を当たって、どう

うことと。

だろうこうだろうというのはちょっと議会軽視か

あと、この駐車場、道の駅を通って温浴施設に

な、まだ議決もいただいていない状態でそれを行

行けるように、川が通れるようになるということ

うのはちょっとどうかなと思いますので、議決を

だと思うのですけれども、これは、道の駅はシー

いただいた後に用地交渉をして、測量ですとか、

ズンになると結構混雑されていますので、そのと

調査ですとか入りながら、全体的に決定して、説

きに道の駅の駐車場が足りなくなったときに、温

明会等を開きながらやっていきたいと思っており

浴施設の駐車場も道の駅の利用者が使用してもい

ます。

いのかどうかということと。

以上です。
〇中川委員長
〇中島委員

あと、この温浴施設は現地法人になるのかどう
中島委員。

かというのを教えていただきたいと思います。

用地買収はまだという話ですけれど

土木課長。

も、やはり道路というのは一番大事なことですか

○佐々木土木課長

まず、新道川の工事について

ら、原点のことですから、道路ができない限りは

回答したいと思います。

奥のほうもできないわけですけれども、まだやっ

新道川に渡るところは、町道認定をして、町道

ていませんというのでは、心配なことはあると思

として維持管理をしていくということではなく、

うのですけれども、道路の用地の確保について

あくまで河川のお金で連絡用通路という形で整備

は、やはり先に進めていかないとだめではないか

したいと考えております。

と思うのですよ。もしやるのであればですよ。計

それはなぜかといいますと、道の駅の駐車場自

画が進んでいて、土地は売りませんということに

体も皆さん御存じのとおり、借地で駐車場を形成

なったら、またゼロに戻る可能性もあるわけです

してございます。借地の状態で私権を制限した状

から、その点はそういうことのないように、今か

態で町道認定というのはできない状態ですので、

らそういう情報提供しながら、話し合いを進めて

そちらに関しましては、あくまで南側エリア、北

いくべきではないかと思うのだけれども、その辺

側エリアの道の駅エリアとしての相乗効果を上げ

はどうですか。

たい、経済効果を上げたいということで、連絡用

○中川委員長

土木課長。

○佐々木土木課長

通路を建設したいと思っております。

主要な箇所につきましては、

駐車場について、道の駅が混んだときはお互い

道路拡幅工事がありますよということではなく、

に利用できるのだろうかということについてなの

温浴施設という計画もあって、現在パークゴルフ

ですが、こちらのほうは、補助事業の申請の段階

場ですとか、ラッキーピエロですとか、交通量が

でも道の駅が、土木課の管轄ではないのでわから

増えているのでという話は、下準備としては軽く

ないのですけれども、９０万人前後の年間予定で

はさせていただいております。全体的には、拡幅

おります。それに合わせた駐車場台数ということ

工事がありますよというのは、これから４月以降

で決定しておりますけれども、既に年間１００万

の話になりますので、予算確定後、速やかに対応

人を超え、２００万人に達しているということ

していきたいと思っております。

で、駐車場が足りないというときには、温浴施設

以上です。
○中川委員長

と協定等結んで、温浴施設の駐車場も利用した
ほかに。

い、そのために道路を新設していきたいというこ
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とも補助時の申請の中では入れさせていただいて
おります。お互いに駐車場を利用する、あと道の

本日はこれをもって終了したいと存じますが、
これに御異議ございませんか。

駅をコアとしたイベントですとか、そういうもの
も考えられると思いますので、その際にはお互い

(「異議なし」と呼ぶ者あり)
〇中川委員長

御異議なしと認めます。

の駐車場を利用することで、相乗効果が得られる

よって、本日はこれをもって終了いたします。

ものと思っておりますので、連絡用通路というも

御苦労さまでした。

のは道の駅エリアに対しては非常に有効なものと
考えております。
以上です。
〇中川委員長

経済部長。

○青山経済部長

現地法人の関係でございますけ

れども、こちらに事務所も構えますので、そのよ
うにうちのほうとしては考えております。
○中川委員長

わかりました。

ほかに。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○中川委員長

それでは、土木課に対する質疑を

終わります。
続いて、水道課の一般会計部分と水道事業会計
について質疑を行います。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○中川委員長

水道事業会計についての質疑を終

わります。
次に、水道課の下水道事業会計についての質疑
を行います。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○中川委員長

下水道事業会計についての質疑を

終わります。
以上で、水道課に対する審査を終了いたしま
す。
経済部長、農林水産課長、商工観光課長、都市
住宅課長、土木課長、水道課長、水道課参事、御
苦労さまでした。
○中川委員長

暫時休憩いたします。

午後

５時０１分

休憩

──────────────
午後
○中川委員長

５時０２分

再開

休憩前に引き続き、再開いたしま

す。
お諮りいたします。
本日の予定していた審査は、全て終了いたしま
した。
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午後

５時０２分

散会
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