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令和３年度予算審査特別委員会（第３回） 

 
令和３年３月８日（月曜日）午前１０時００分開会   

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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 議案第４号 令和３年度七飯町後期高齢者医療特別会計予算 

 議案第５号 令和３年度七飯町介護保険特別会計予算 

 議案第６号 令和３年度七飯町土地造成事業特別会計予算 

 議案第７号 令和３年度七飯町水道事業会計予算 

 議案第８号 令和３年度七飯町下水道事業会計予算 

  １.各課の聴取について 

  ２.その他 

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

○出席委員（１６名） 
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   委  員   若 山 雅 行      委  員   青 山 金 助 

   ───────────────────────────────────────── 
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   委  員   川 上 弘 一 
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   ───────────────────────────────────────── 

○本会議の書記 
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午前１０時００分 開会 

○川村委員長 皆さん、おはようございます。 

 ただいまより、令和３年度予算審査特別委員会

第３回目の委員会を開催いたします。 

 川上弘一委員から、欠席の届け出がございまし

たので報告いたします。 

 それでは、前回の委員会で審査日程表をお配り

しておりましたが、１１日と１２日の日程に変更

がございましたので、新しい日程表をお配りして

おります。 

 また、追加要求資料について、正副委員長にて

確認し、精査したものをお配りしております。 

 審査方法について、事務局より説明願います。 

 事務局長。 

○関口議会事務局長 おはようございます。 

 それでは、特別委員会での審査方法について説

明いたします。 

 説明は、部ごとに参集していただき、課ごとに

共通様式について順次説明、質疑を行います。 

 委員が質問されるときには、自席で挙手し、起

立して質問をしていただきます。 

 理事者側についても、説明、答弁の際は、挙

手、指名されたら起立していただきます。 

 前回より変更になった部分については以上でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

○川村委員長 皆さん、よろしいですか、今の点

について。 

 横田委員。 

○横田委員 これは今回の予算審査特別委員会だ

け立って、ここの議場だからやるというのか、こ

れは今後、特別委員会は全部そういうことでいい

ということでいいのですか。 

○川村委員長 事務局長。 

○関口議会事務局長 前回の議会運営委員会の中

で、今後、本会議場を使用しての会議について

は、起立して答弁するなり発言をするという形が

決まりましたので、よろしくお願いいたします。 

○川村委員長 横田委員。 

○横田委員 本会議場でやる場合の特別委員会も

常任委員会も全部起立ということでいいのです

ね。 

○川村委員長 事務局長。 

○関口議会事務局長 そうでございます。よろし

くお願いします。 

 すみません、発言される場合はマイクを口元の

ほうに向けてお話しされるように、よろしくお願

いいたします。 

○川村委員長 あと、よろしいですか。 

 若山委員。 

○若山委員 起立しなければいけないでしょうか

ね。説明員とか、座ったままでもいいような気が

するのですけれども、その辺は変更の余地はない

でしょうか。 

○川村委員長 事務局長。 

○関口議会事務局長 こちらについては、議会運

営委員会のほうで決定しておりますので、皆さ

ん、御承知おきお願いいたします。 

○川村委員長 それでは、皆さん、よろしいで

しょうか。 

（「はい」と発言する者あり） 

○川村委員長 それでは、予算審査を行います。 

 初めに、議会事務局を行います。 

 それでは、事務局長、予算書及び提出資料に基

づき、説明のほうをお願いいたします。 

 議会事務局長。 

○関口議会事務局長 それでは、議会費と監査委

員費について御説明を申し上げます。 

 共通様式を御覧ください。 

 ナンバー１、事業予算名は議会費で、本年度予

算額は１億５４３万６,０００円で、前年度比１

７４万１,０００円の増であります。 

 事業目的については記載のとおりでございま

す。 

 主な増減の内容ですが、共済費は、負担率の変

更により８９万４,０００円減、旅費で常任委員

会研修視察の年により３９３万５,０００円増、

交際費で５万円の減、需用費で２７万８,０００

円の減、役務費の議会中継配信のための専用回線

通信料で８万６,０００円の増、使用料及び賃借

料で５,０００円の減、備品購入費で１０５万円

の減となります。 

 歳入につきましては、記載のとおりでございま

す。 

 次に、ナンバー２、事業予算名、監査委員費
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で、本年度予算額は１５５万８,０００円で、前

年度比６万８,０００円の減であります。 

 事業目的については記載のとおりでございま

す。 

 主な増減の内容ですが、旅費で７万１,０００

円の減、これは日程の見直しによるものでござい

ます。 

 議会費と監査委員費の説明は以上でございま

す。 

 よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○川村委員長 これより、質疑を行います。 

 横田委員。 

○横田委員 ナンバー１の需用費の印刷製本費が

２４万６,０００円、ページ数の見直しによりと

書いてあるのですけれども、これはどういう意味

なのか、ちょっと御説明お願いします。 

○川村委員長 事務局長。 

○関口議会事務局長 こちら、前年度予算が、１

号につき１４ページで予算どりをしていましたけ

れども、今回は１２ページを減にして予算計上し

ております。一応令和元年度につきましては１年

で４５ページ、令和２年度も３５ページという実

績をもとにして、今回は４８ページという形に、

１号当たり１２ページなので、４８ページの予算

を組んでおります。 

○川村委員長 横田委員。 

○横田委員 ということは、例えば、あくまでも

質問者だとかそういう報告とかが少なくなるとい

うことで見直しとして減らしたよということでい

いのですね。 

○川村委員長 議会事務局長。 

○関口議会事務局長 質問者というよりも、委員

会報告とか特別委員会報告の部分について、質問

者につきましては１ページ、半ページと決まって

おりますので、そちらの部分は変わらずに、そう

いった報告書関係のほうで調整を、もし間に合わ

なければしていきたいということを、今後、委員

会のほうでお願いをしていきたいと思います。 

○川村委員長 よろしいですか。 

 それでは、ほかに。 

 若山委員。 

○若山委員 すみません、今さらということでな

かなか聞きづらいのですけれども、共済費の議員

共済会負担金というのは、これはどういうものな

のか、ちょっとよく考えるとわからないものです

から、説明をお願いしたいのと、インターネット

配信とか、令和３年度から始まるのですけれど

も、事務局の人員とか労働、その辺については十

分今の体制で対応できるのかどうか、予算とは直

接関係ないかもしれないのですけれども、その辺

についてちょっと見解を伺いたいと思います。 

○川村委員長 議会事務局長。 

○関口議会事務局長 質問のありました共済費の

部分ですね。地方議会議員年金制度につきまして

は廃止されておりますけれども、こちら、議員の

標準報酬総額に応じて地方公共団体が公費で負担

されるものでございます。こちらが前年度よりも

負担率が下がったということで、この減額になっ

てございます。 

 人員体制につきましては、実際、まだ動いてお

りませんので、今後どのような業務が事務局なり

議員なり、委員会のほうでやるかによっては、

ちょっとやってみないとまだわからない状態でご

ざいます。 

○川村委員長 若山委員。 

○若山委員 人員については、時間外とかそうい

う対応をしないで、必要であれば相談してやって

いただきたいなと思います。 

 ちょっと議員共済会の負担金の中身、年金とか

健康保険とか、そんなものしかイメージしないの

ですけれども、何をこれであれなのですか、何か

こういうのを払わなければいけない、そういう義

務みたいなものがあるのですか。労災保険とか、

そういうようなことなのでしょうか。 

○川村委員長 議会事務局長。 

○関口議会事務局長 議員のほうには、当選され

たときにも説明の中に入ってございますけれど

も、そちらのほうで説明されていると思うのです

が、こちら、町村議会議員共済会というのがござ

いまして、そちらのほうに、市町村に対しまして

給付費の負担がかけられてございます。そちらの

率が１００分の３３.６％という形でございま

す。 

○川村委員長 若山委員。 
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○若山委員 すみません、じっくり自分で調べた

いと思います。大変失礼しました。質問は取り下

げます。 

○川村委員長 ほかにございませんか。 

 中島委員。 

○中島委員 先ほど質問ありましたけれども、印

刷製本の減なのですけれども、これはページ数の

見直しとありますけれども、これはページ数を減

らすということですね、減ですから。これ、内容

の削除ということになるわけですか。内容を削除

すると。今まで載っている部分をどこか削除し

て、どの部分を削除するのか。どこか削除しない

とページ数は減らないわけですから、どこの部分

を、今まであるものを削っていくのか、それはも

う決まっているのですか。やはりこれについて、

ページ数の見直し、何ページぐらい、この金額で

いくと削除の見直しになるのですか。例えば１

ページとか２ページなくなるとか、そういうよう

な感じで考えていいのかどうなのか、その辺、ど

の辺を削除して、どのような内容のものを削って

いくのかというものがないと削除できないわけで

すから、その辺、ちょっと答弁していただけませ

んか。 

○川村委員長 議会事務局長。 

○関口議会事務局長 先ほども説明いたしました

けれども、実績に応じて、昨年、元年度が４８

ページ、２年度については３６ページ、事務局の

ほうにいたしましても、予算の記載の仕方とか、

今まで文書だったものを表にするとかで、ページ

の削減に、議会運営委員会の皆様の御協力を得て

削減を図ってきたところでございます。またこち

ら、これからもそういったもので進めていきまし

て、先ほどもページのほうは説明いたしました

が、１号につき１４ページから１２ページという

ことで予算計上してございます。また、これから

ただいま議会活性化特別委員会でも、議会だより

のほうで協議していただいているところでござい

ますので、そちらのほうについても今後進めてい

きたいと考えてございます。よろしくお願いいた

します。 

○川村委員長 中島委員。 

○中島委員 今、話されましたけれども、特別委

員会でまだ議論の最中ということで、議会だより

についても、やはり見直しか改革、どういうふう

にしていくのかという、簡素化するのか、それと

もどうするか、これ、今、議論の最中なものです

から、それの結論が出ないうちに、予算でもう削

減しますよというような決定をしていいものなの

かどうなのか。やはりもっと特別委員会での話し

合いがどうなるのか、まだ決定していないわけで

すよね。ここでは削除になっていますけれども、

特別委員会で議論の中で、それはできませんよ

と、今までどおりですと、それとももっと改革し

てこういうことにしますよとなってくると増額に

なるかもしれませんし、これを削っていったらマ

イナスになるかもしれませんけれども、その結論

はまだ出ていない中で、新年度予算はこうやって

削除という形で出てくるということは、どう整合

性がとれるのか、その辺、ちょっとお願いしま

す。 

○川村委員長 議会事務局長。 

○関口議会事務局長 先ほど御答弁したとおり、

今年度につきましても、記載内容は変えずに、今

まで文書化していたものを表にしてコンパクトに

まとめたとかして、ページのほうの削減を図って

きました。そういうことで、実績の上から、今年

度についてはこの１号につき１２ページでやって

いこうと考えているところです。ですので、内容

が今までのものを削除という形ではなくて、その

辺をちょっとまとめるとかして、形式をちょっと

変えていくということで御理解いただきたいと思

います。ですので、削減にはなっておりますけれ

ども、あくまでも編集しています議会運営委員会

と事務局のほうでこういった形でやらせていただ

いておりますので、よろしくお願いいたします。 

○川村委員長 中島委員、よろしいですか。 

○中島委員 はい。 

○川村委員長 その他。 

 青山委員。 

○青山委員 今、話されていることで、事務局

長、要するに今、特別委員会でインターネット配

信だとか、議会だよりどうのこうのの話はしてい

ますけれども、それは全く別個で、あくまでも

今、議会事務局の中でできる議会だよりは今年度
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のページ数を減らすということの考え方というこ

とで間違いないかどうか、そこなのです。要は、

特別委員会でまだ決定していないと、今、中島委

員、おっしゃったけれども、決してそういうこと

ではなくて、今、局長の話を聞いていれば、あく

までも議会事務局の中でできることの計画を上げ

ていらっしゃるということのとらえ方でいいのか

どうか。 

 それと、あくまでも今、まだ進行中、要するに

特別委員会の中でまだインターネット配信して議

会だよりの簡素化ということを今目指しながら話

をしていますけれども、そこはそこで決定したら

削除するものはしていくということの考え方で間

違いないかどうかだけ言ってくれれば、皆さんの

誤解が大分とれると思うのですが。 

○川村委員長 議会事務局長。 

○関口議会事務局長 今、青山委員の言われたと

おり、そのとおりでございます。 

○川村委員長 よろしいでしょうか。 

（「はい」と発言する者あり） 

○川村委員長 それでは、ほかに質問ございませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 ないということで、それでは、質

疑のほうを終わります。 

 以上で、議会事務局に対する審査を終了いたし

ます。 

 次に、会計課の審査をいたします。 

 会計課長、御苦労さまです。 

 早速ですが、予算書及び提出資料に基づき、説

明のほう、お願いいたします。 

 会計課長。 

○青山会計課長 それでは、会計課の予算につい

て御説明いたします。よろしくお願いいたしま

す。 

 会計課の当初予算は、予算書の３８ページ下段

の欄から３９ページに記載されている会計管理費

が該当し、提出資料、共通様式ですけれども、そ

れについてはこれ１枚のみとなります。 

 事業の目的は、会計事務を円滑に行うための事

務経費が中心となり、本年度当初予算額は、前年

度と比較して２１６万６,０００円増の２４０万

３,０００円となり、大幅な増額となっておりま

す。 

 予算の内容につきましては、資料右横の表に記

載のとおり、今回、大幅に増えた主な要因としま

しては、一つ目に、需用費のうち、決算書の作成

が総務財政課から移管されたことに伴う印刷製本

費の増加と、二つ目に、指定金融機関との協議に

より、令和３年度から公金出納取り扱い事務に要

する費用をある程度町が負担することとなったた

め、口座振込手数料などの新たな経費を計上した

ことによる増加であります。 

 費用負担の指定金融機関との協議については、

令和元年度からその協議は持たれておりまして、

当町の指定金融機関には、昭和４２年から道南う

み街信用金庫を指定して、公金の出納業務を行っ

ております。この間、これまでの５３年間という

期間となりますが、指定金融機関に対して、かか

る経費の費用負担については、口座振替手数料や

国費が充当される振込手数料を除き、その全ての

部分において無償でその業務を担っていただいて

おります。その道南うみ街信用金庫を指定金融機

関とする市町村は、北斗市を初め渡島４市町、檜

山４町の計８市町が指定をしており、協議に当

たっては、当町を含む全８市町が同一条件のもと

でその費用負担について合意したものでありま

す。 

 負担する経費の項目と取り扱い単価は左の表に

記載された手数料となりますが、これを単純に令

和元年度決算の取り扱い件数などから影響額を試

算したものをあわせて記載しております。町全体

としての影響額は、試算額となりますが、３０８

万８,０００円程度の増額となることから、右横

の表に記載した会計課が扱う予算として、役務費

の公金出納取り扱い手数料については、ある程度

事務の見直しを行い、予算を計上しております。 

 また、これ以外のその他の経費分については、

それぞれの担当課においてその所要額を予算計上

しております。 

 以上、簡単ではございますが、会計課の予算説

明となります。 

 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○川村委員長 ありがとうございます。 
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 これより、質疑を行います。 

 田村委員。 

○田村委員 それでは、３点ほどちょっとお伺い

いたします。 

 まず１点目は、様式の中で充当財源の総額とい

う、この項目が入っていますけれども、これはど

ういったようなものを入れる意図でこういう項目

を設けたのかということと、それから、手数料、

相当多く増額されていますけれども、この手数料

の改定というのは、法に基づくのでしょうけれど

も、どういったような法に基づいてこれだけの改

正が出てきたかということと、それから、役場の

内部の問題でしょうけれども、決算書の印刷製

本、これ、去年もなかったのですけれども、どう

いうふうな形で分散するような形で出てきたの

か、ちょっと教えていただきたいと思います。 

 それから、その他の経費で、旅費だとか負担金

補助及び交付金、括られていますけれども、こう

いう括り方が、ほかの課ではそのまま来ています

けれども、その他の経費という形で括られていま

すけれども、これは何か意図があるのか、そこら

辺、ちょっと教えていただきたいと思います。 

○川村委員長 会計課長。 

○青山会計課長 それでは、質問にお答えいたし

ます。 

 この共通様式の充当財源の総額とありますが、

これは一般的に会計課の予算については、これの

歳出に当てる歳入がないので、この欄については

削除しても構わないのですけれども、一応会計課

の扱う経費には、それの特定財源はございません

という意味の内容の項目になります。 

 次に、手数料改定、これは法に基づくものなの

かということですけれども、これは法に基づくも

のではなくて、業務の委任についての契約で、こ

れまでは無償で行っていただいたものについて、

新たに令和３年度から、これは渡島４町、檜山４

町、計８市町で道南うみ街信用金庫と協議して決

定した合意事項でございます。これらの経費を、

その件数と単価に基づいて予算計上したものでご

ざいますので、今回、１５０万円と、多額な経費

になりますけれども、今まで払っていなかったも

のについてを予算計上したことになります。 

 次に、決算書の印刷製本費の件ですけれども、

こちらについては、事務分掌上は決算書の調製ま

でが会計課の作業、それ以降、決算書の調製が終

わったものについては、今度、議会の認定に付す

るために町側というか理事者側のほうで決算書を

上げることになります。ですので、その決算書の

調製の中に、今までについては総務財政課で行っ

ていた印刷製本費を、今回からは会計課のほうで

印刷製本をするということになります。 

 次に、その他の経費ですけれども、今回、こち

らは渡島会計事務職員協議会についての負担金と

旅費だったのですけれども、これを廃止したこと

によって、一括括りでその他の経費ゼロとしまし

た。内容については、ゼロになった、三角になっ

たものは、去年まで上がっていた金額となりま

す。 

 説明は以上のとおりです。 

○川村委員長 田村委員。 

○田村委員 そうしますと、決算書の関係につい

ては、決算の数字を出すまでという話ですけれど

も、こういう金額まで背負うということは、拡大

されたという、会計課の予算が拡大されたという

か、本来、そこまでやるべきでないものが、今度

新たに拡大して加わったという、そういう解釈で

よろしいのですか。 

○川村委員長 会計課長。 

○青山会計課長 予算的には拡大したということ

になるかもしれませんけれども、決算書の調製で

すので、結果的には、どちらのほうでつくるか

は、それは内部の協議という問題になりますの

で、その点について御了解願いたいと思います。 

 以上です。 

○川村委員長 その他、質問のほう。 

 若山委員。 

○若山委員 この手数料改定についてなのですけ

れども、これは金融機関が自分たちの手数料収入

を上げたいので、今まで無料にしていたものを金

融機関のほうに応分というか、少ない金額だけれ

ども、費用負担してくれというか、そういうよう

な交渉をしてきた中で決まったというような、そ

ういう流れで、どのくらい前からそういう依頼を

受けてあれしたのかどうかと、これ、給与振込だ
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とか口座振替手数料等の事務があるのですけれど

も、口座振替だとか振り込みだとかの事務がある

のですけれども、これについては、今、町と金融

機関とのやりとりはデータ電送というか、そうい

うような扱いなのですか、それとも紙ベースでい

まだにやっているような感じなのでしょうか、そ

このところ、ちょっとお聞きしたいのと、あと、

同僚委員からも出ていました、決算書印刷製本費

の総務財政課からの移動ということになってい

て、総務財政課のナンバー７にも同じようなこと

が書いているのですけれども、何で移したかの理

由が、内部なのでどっちでやっても構わないと思

うのであるのですけれども、何で移したのかの理

由がよくわからないのですけれども、どっちで

やっても構わないと思うのですけれども、何で移

したのだろうという、予算が少ないところに持っ

てもらったほうが見ばえがいいとか、そういうよ

うなことではないですよね。 

 以上です。 

○川村委員長 会計課長。 

○青山会計課長 費用負担についてですけれど

も、これは以前といいますか、私の記憶の中では

相当昔から、かかる経費についての費用負担をお

願いしたいという文書は全国信用金庫連とか、そ

ういうような形でいただいておりまして、個々個

別にというか、に費用負担の協議が発生するよう

になったのは、うみ街信用金庫については令和元

年度からです。それ以外の金融機関、例えば口座

振替を行っている収納代理金融機関がありますけ

れども、こちらについても、それは銀行の連合会

とか、そういうものを通じて費用負担に応じてい

ただきたいという文書を、１０年、２０年くらい

前からいただいております。結果、今回、１件１

件の個別の経費として、うちの場合では件数単価

ということだったのですけれども、ほかのまちに

ついては、既に職員として派遣を受けている、実

際に指定金融機関から職員が派遣されていますけ

れども、それの人件費については、もう相当前か

ら、ほかのまちについては費用負担をしていたと

いうような経緯になっております。 

 次に、給与と口座振替の、今の状態ですと、う

ちの場合は口座振替についてはデータ電送、もし

くは給与口座振替のデータについては電子媒体に

よって、それを金融機関のほうに発送していると

いう形になります。 

 印刷製本費、なぜということなのですけれど

も、これはいろいろなまちで確認しますと、それ

は総務部門で行っている部分もあれば、会計課部

門で行っている部分もあるということなのですけ

れども、最終的に決算書の原案みたいなもの、全

ての議会に提出できるような原案の内容に仕上げ

るのは会計課で行っております。それをそのまま

印刷にしたほうが時間的なタイムラグも少なく、

それで、なおかつ責任を持ってできるということ

になりますので、これは会計課のほうで行うべき

業務だということで移管しております。 

 以上です。 

○川村委員長 若山委員。 

○若山委員 もう１点だけ。金融機関は、取引先

等の収益を見る場合に、預金がどのくらいあるか

とか、融資の利率がどうだとか、そういうような

ことでトータルで収益とか見て、あと、振り込み

手数料だとか給振があるかどうかというのを見る

ような感じがあるのですけれども、七飯町の預金

が減ってきたとか、そういうような理由で手数料

をどうですかと、そういうようなことはない、普

通に今、金融機関は口座維持手数料だとか、そう

いうものを、何か手数料がとれないかというよう

なところを考えてやっているので、昔から公金の

手数料については考えていたところだとは思うの

ですけれども、預金が減ったからとか、そういう

ような副次的な理由ではなく、普通に手数料収入

を向こうの金融機関として求めてきたというよう

な考え方でいいわけですね。 

○川村委員長 会計課長。 

○青山会計課長 費用負担の件なのですけれど

も、金融機関が、どこまでと言ったら変ですけれ

ども、どういった意図でというのは、詳しくとい

うことはちょっと承知しかねますけれども、実際

にいろいろな金融機関では収益がやっぱり悪化し

ているというか、預貸率が悪くなって、預金は増

えるけれども貸し出しが増えないとか、それ以外

の現金をどういう形で運用するかというのは、

やっぱり金融機関で相当厳しくなっているという
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状況はお聞きしています。 

 うちの場合の収益というか取り扱い件数の金額

についても、先ほど言った全８市町の中では上か

ら２番目のほうで、相当大きい件数を担っていた

だいております。この結果、５３年間という長き

にわたって、地方公共団体としても、やはりある

程度の負担というのはいたしかたないのかなとい

う気はしておりますので、今回、このような全８

市町で合意したということになりますので、御理

解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○川村委員長 よろしいですか。 

 それでは、ほかに質問。 

 中川委員。 

○中川委員 すみません、１点だけ。役務費の金

額が１５８万９,０００円ですけれども、１５８

万８,０００円ではないかなと、ちょっと今見た

ら。 

○川村委員長 会計課長。 

○青山会計課長 今、すみません、足し算したら

１５８万８,０００円で、こちらの資料が誤って

おりましたけれども、ちょっとお待ちください。

すみません。これは１５８万９,０００円で、申

し訳ありません、６番の残高証明書発行手数料、

これ、５,２８０円となっていますけれども、こ

れ、６と打つべきところだったかもしれません。

内訳については、ちょっとここで１、合わないか

もしれませんけれども、トータル予算の金額につ

いては２４０万３,０００円となりますので、大

変申し訳ありませんでした。 

○川村委員長 よろしいですか。 

 中川委員。 

○中川委員 この資料はそういう形ですけれど

も、総体的には帳尻が合っていくということでよ

ろしいですか。 

○川村委員長 会計課長。 

○青山会計課長 はい、そのような形でございま

す。 

○川村委員長 よろしいですか、中川委員。 

 ほかに質問のある方。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 ないようであれば、質疑のほうを

終わります。 

 以上で、会計課に対する審査を終了いたしま

す。 

 会計課長、御苦労さまでした。 

 暫時休憩いたします。 

午前１０時３４分 休憩 

────────────── 

午前１０時３８分 再開 

○川村委員長 それでは、休憩以前に引き続き、

再開いたします。 

 先ほどの会計課の訂正箇所の部分に関しまし

て、後ほど差しかえ版のほうを委員の皆様にお配

りいたしますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、総務財政課を行います。 

 総務部長、総務財政課長、御苦労さまです。 

 予算書及び提出資料に基づき、説明のほう、お

願いいたします。 

 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 それでは、まず共通様式に

より説明をしてまいります。 

 ナンバーの１になります。一般管理費の総務行

政でございます。本年度の予算額が１,３３７万

５,０００円で、増減としてはマイナスの２,００

０円ということでございます。事業の目的、内容

につきましては、記載のとおりでございます。 

 続きまして、ナンバーの２、平和事業費でござ

います。本年度の予算は８万円、増減として１２

４万５,０００円の減となってございます。事業

の目的としましては、平和大使派遣事業及び平和

祈念祭の執行のためとなってございますが、今時

のコロナの状況によりということで、今回、順番

でいけば、広島市のほうに平和大使を派遣する年

度となってございます。ただし、今のコロナの状

況及び広島市での事業のあり方といいますか、去

年もほかのところからの参集を極力少なくして平

和祈念祭を広島市でやっているということもござ

います。また、広島市で平和祈念祭を開催される

のが、例年、８月６日ということでございます。

今回、東京オリンピックが７月２３日から８月８

日までの開催期間となっていることから、そうな

ると、東京オリンピックが開催されても、広島の

ほうにいろいろな国の方が来ているというところ
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だとか、コロナのワクチン、これについても１６

歳以上、接種をするということになってございま

すが、今、平和大使につきましては中学生を派遣

する事業となってございますので、ワクチンを接

種しない中学生をそういうところに派遣してもい

いのかというところが今課題となってございま

す。そのため、今申し上げたところの課題をクリ

アした段階で派遣をしてまいりたいと。ただ、状

況的には非常に厳しいのかなと。今年度について

は、無理して派遣するということよりも、やっぱ

り子供たちの安全を第一に考えたときに、事業的

には難しいのかなというところで現在考えており

ます。 

 あと、８月１５日に七重小学校グラウンドの上

で平和祈念祭と、これも毎年度行っている事業で

ございます。去年もコロナ禍の状況においてイベ

ントを開催しないと。平和祈念祭という形では開

催をしておりません。今年度につきましても、遺

族会のほうとも協議をしてございまして、１５

日、その日にいつでもお参りできるように、花だ

とか供物をそこにお供えをして、テーブルを備え

て、誰でも行けばお参りできるような状況で今年

度もやってまいりたいということで、遺族会のほ

うとは協議をしているところでございます。 

 平和事業につきましては以上でございます。 

 続きまして、ナンバーの３、表彰事業費でござ

います。本年度の予算が１０３万３,０００円と

いうことで、９万円の減ということでございま

す。事業内容は記載のとおりでございます。 

 続いて、ナンバーの４、一般管理費の人事行政

でございます。本年度の予算が４０２万３,００

０円、１２万２,０００円の減額でございます。

事業については記載のとおりでございます。 

 続いて、ナンバーの５、一般管理費の共通経費

でございます。本年度予算額が２,１４８万円

で、１１６万４,０００円の減となってございま

す。事業的には記載のとおりでございますが、印

刷製本費だとか郵便料については実績に基づき減

額をしているというところでございます。 

 続きまして、ナンバーの６、町長公用車の管理

費でございます。本年度の予算額が５５万５,０

００円で、１１万４,０００円の減となってござ

います。事業内容は記載のとおりでございます。 

 続いて、ナンバーの７、財政管理費になりま

す。本年度の予算が６９８万６,０００円、５３

万円の減となってございます。特定財源について

は記載のとおりでございます。事業内容につきま

しても記載のとおりでございますけれども、先ほ

ど会計課長のほうでも御説明がありましたが、需

用費の中の決算書印刷製本費については会計課へ

移動したことにより、総務財政課の予算としては

皆減というところでございます。 

 続いて、ナンバーの８になります。財産管理費

でございます。本年度の予算額が１６４万４,０

００円、１０８万２,０００円の減となってござ

います。大変失礼しました。１０８万２,０００

円の増でございます。特定財源については記載の

とおりでございます。今年度の事業的には、修繕

費のほうで４２万円の増と、委託費の中で、新た

なものとして公共施設のＬＥＤ化の基礎調査委託

料ということで７０万円を計上してございます。

これは施政方針にも掲げさせていただきましたけ

れども、施設の電球、照明等でＬＥＤ化を図って

いかなければならないということで、その基礎調

査をするというものでございます。施設の設計図

書の中から照明器具の個数だとかを、どういうも

のがついているかというのを確認をして、概算事

業費を算出、あと、工事の手法なども、今までど

おりの工事の手法をとるか、街灯をＬＥＤ化した

ときにはリースという方法もしておりますので、

どちらが七飯町として進めていくかというような

ところを、この委託の中でやっていくと。また、

施設、たくさんありますけれども、どこの施設か

らどういう順番でどうやっていくかというところ

もこの調査の中で見極めてまいりたいということ

で考えてございます。 

 続きまして、ナンバーの９、庁舎管理費でござ

います。今年度の予算が５,４３９万５,０００円

で、５６万９,０００円の増となってございま

す。増の要因としては、需用費の中の庁舎修繕費

として６１万８,０００円増としているというも

のでございます。 

 続きまして、ナンバーの１０、地域センター管

理費でございます。本年度の予算が４１６万７,
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０００円で、９万４,０００円の減となってござ

います。特定財源は記載のとおりでございます。

事業内容についても記載のとおりでございます。 

 続いて、ナンバーの１１、選挙管理委員会費で

ございます。本年度の予算が８２万１,０００円

で、３万７,０００円の減でございます。事業内

容は記載のとおりでございます。 

 続いて、ナンバーの１２、衆議院議員総選挙執

行費でございます。本年度の予算が２,０６８万

９,０００円、これは新規事業になりますので、

増減として２，０６８万９,０００円ということ

でございます。特定財源は御覧の記載のものが特

定財源となるということで、事業としては、衆議

院議員選挙、今の議員の任期が１０月２１日まで

ということになってございますので、それまでに

は必ず衆議院選挙があるということで、その選挙

の執行費でございます。 

 続いて、ナンバーの１３、福祉基金費でござい

ます。本年度の予算が５万８,０００円で、１万

７,０００円の増となってございます。特定財源

及び事業内容については記載のとおりでございま

す。 

 続いて、ナンバーの１４、環境保全事業の推進

基金費でございます。本年度の予算が３万９,０

００円、増減として８,０００円の増。特定財

源、また、事業の目的については記載のとおりで

ございます。 

 次に、ナンバーの１５、森林環境譲与税基金費

でございます。本年度の予算額が９,０００円

で、７,０００円の増となってございます。特定

財源、事業の目的については記載のとおりでござ

います。 

 次に、ナンバーの１６、社会教育施設整備基金

費でございます。本年度の予算額が８万３,００

０円、２万１,０００円の増となります。特定財

源、事業の目的については記載のとおりでござい

ます。 

 続いて、ナンバーの１７、一般会計町債償還金

元金でございます。本年度予算が１２億４,４６

１万４,０００円で、５,０００円の減額でござい

ます。特定財源は記載のとおりでございます。事

業目的としては記載のとおりでございますけれど

も、下のほうに、今年度、新たに償還を開始する

主なものとして記載をしてございます。 

 続いて、ナンバーの１８でございます。一般会

計の町債償還費の利子でございます。本年度の予

算額が７,６０３万１,０００円で、１,１０９万

９,０００円の減額となってございます。特定財

源は記載のとおりでございます。事業目的も記載

のとおりということで、御覧いただきたいと思い

ます。 

 続いて、ナンバーの１９、職員給与費でござい

ます。本年度の予算額が１２億７,３４８万７,０

００円で、４,７１７万８,０００円の増でござい

ます。特定財源、これは記載しているものは主な

ものとして記載をしているところでございます。

事業の中で、今回、増えた理由として、介護保険

の特別会計職員８名を特別会計側から一般会計へ

移動をしているというところが大きいものでござ

います。それについては、今年度、福祉課のほう

で、民生部のほうで重層的支援体制整備事業と、

国の新たな事業を行うということで、介護、障が

い、子供、生活困窮者等の相談支援に関わる事業

を主体的に行うというところで、介護保険特会で

やっていたものを一般会計の事業で行うというこ

とで、職員費についても一般会計に移行をしたと

いうところでございます。また、先ほど会計課長

のほうからも説明がありましたけれども、役務費

の中で、給与等振込手数料、１７万５,０００円

皆増となってございます。今年度から新たに振込

手数料がかかるということからの予算計上でござ

います。 

 続きまして、ナンバーの２０、会計年度任用職

員給与費でございます。本年度予算額が２億３,

７７２万３,０００円で、５,１０７万円の減とい

うことでございます。特定財源は主なものとして

記載をしてございます。また、事業内容について

はこのとおりでございますけれども、その中で、

減額になった要因として、教育委員会の教育支援

員等の人件費については教育委員会のほうに事業

予算としたというところでございます。また、保

育士等の予算等についても一部事業予算へ移動し

たというところで、減となっているところでござ

います。 
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 続いて、ナンバーの２１です。職員諸費になり

ます。本年度予算額が７万２,０００円で、１９

万９,０００円の減額でございます。事業内容に

ついては記載のとおりとなってございます。 

 次に、ナンバーの２２、職員研修費でございま

す。本年度の予算額が１５６万６,０００円で、

１９万６,０００円の増となってございます。特

定財源は記載のとおりでございます。事業内容と

しては、増額の主なものとしまして、一般研修職

員の旅費が、今回、４８万９,０００円増となる

ということで、議員研修視察の同行職員の旅費が

増えるということから増の要因となってございま

す。 

 続いて、ナンバーの２３、職員厚生費でござい

ます。本年度の予算が３３９万７,０００円で、

５２万６,０００円の減となってございます。事

業の目的としては、御覧のとおり、記載のとおり

となってございます。 

 最後になりますけれども、ナンバーの２４、予

備費でございます。本年度の予算額が１,０００

万円で、今年度、５００万円の増ということでご

ざいます。事業の目的につきましては記載のとお

りでございますけれども、今年度につきまして

は、４月から６月までに開催する予定であります

夏期の三つの事業につきましては、今、コロナ禍

の中にありまして、事業ができるかどうかの今検

討しているところでございますけれども、やる際

には予備費を充用してあてがってまいりたいとい

うことで、聖火リレー４００万円、春の公民館講

座が１１２万円、大沼湖畔駅伝開催負担金２６１

万１,０００円ということを想定をしているとこ

ろでございます。 

 共通様式につきましては以上でございます。 

 次に、追加要求といたしまして、要求のありま

したものについて御説明を申し上げたいと思いま

す。 

 まず、七飯町の財政見通し、中長期財政計画と

いうことの要求がございましたが、これについて

は、総合計画の特別委員会時に説明をしてござい

ますので、説明については割愛させていただきた

いと思います。 

 次に、Ａ３、１枚もので折り畳んだもので提出

をしておりますが、新型コロナウイルス感染症の

状況を見極めながら補正予算で対応することとし

て計上を見送った事業の事業名、金額、財源内

訳、実施時期の一覧ということでございます。そ

れぞれ所属の所管、款項目、事業、事業内容、予

算査定段階の予算額、予備費として計上している

もの、また、補正予算として予定しているもの、

財源内訳、また、開催の時期について一覧とした

ものでございますので、御覧いただきたいと思い

ます。 

 次に、第６次七飯町行財政改革大綱でございま

す。これについては、今段階、案ということでお

示ししておりますけれども、この後、３月２３日

の日に行革の会議を開きまして、これを確定する

というようなスケジュールになってございます。 

 まず、ページを開いていただきまして、１ペー

ジ目については、１、行財政改革の必要性で、１

として、はじめにということで、平成８年度以

降、第１次大綱からの流れ、現在の財政状況、行

財政改革の目的等を記載をしてございます。 

 ２番、これまでの行財政改革の取り組みという

ところでは、平成８年の第１次大綱以降の大綱別

の期間として記載をしているものでございます。 

 ３番、七飯町を取り巻く環境の変化と課題、①

人口減少と少子高齢化の進行による影響につきま

しては、今の少子高齢化の状況だとか、財政の課

題等についてを記載をしているものでございま

す。 

 ２ページ目になりますけれども、②で財政硬直

化の進行と公共施設の最適化というところで、こ

の中で経常収支比率、町債の残高、基金の状況な

どを記載をしているものでございます。 

 ３ページにつきましては、七飯町の一般会計に

おける主要な財政指標等の推移を載せてございま

す。それは３ページから４ページにかけてでござ

います。 

 ③として、複雑多様化する地域課題と町民ニー

ズへの対応といたしまして、いろいろな町民ニー

ズがあるので、的確に対応していかなければなら

ないということを記載してございます。 

 ④行政組織の最適化、活性化でございます。複

雑多様化する行政課題に対応するため、職員個人
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のスキルアップはもとより、それぞれ働くことが

できる環境づくりが大事であるということと、意

識改革を進める必要があるということの記載でご

ざいます。 

 ⑤については、新型コロナウイルス感染症への

対応ということで、今６次の大綱に改めてという

か初めてこれは記載するものでございます。コロ

ナウイルス感染症に対応するために、いろいろ新

しい生活様式、ＩＣＴの利用などによって対策を

講じていかなければならないというところでござ

います。 

 ２番、大綱の位置づけでございます。第５次七

飯町総合計画に記載、位置づけされているという

ところで、その中で行財政改革を推進していくと

いうこと、計画的に行財政改革に取り組むための

指針として位置づけているというものでございま

す。 

 ３番として、計画期間でございます。本大綱の

計画期間は、令和３年度から令和７年度までの５

か年とするというものでございます。 

 ４番目として、基本方針と行財政改革の具体的

な取り組みでございます。 

 １として、概要、体系として、大綱の基本方

針、テーマ、重点項目、取り組み項目として掲げ

ているということで、２番基本方針、テーマにな

りますけれども、７ページになります。将来にわ

たり持続可能な行財政基盤の構築を図るというも

のをテーマとしてございます。 

 ３番、重点項目と具体的取り組みでございま

す。三つの重点項目を掲げております。財政改

革、健全な財政運営、行政改革、効率的、効果的

な行政運営、組織改革、組織力の向上という重点

目的を掲げているというところです。 

 ５番目、行財政改革の推進体制と進行管理でご

ざいます。この第６次行政改革大綱の推進に当

たっては、行政改革推進本部で点検、議論をする

ということと、町民、有識者で構成する行政改革

推進委員会で諮って決定していくというようなも

のでございます。 

 ８ページが、第６次行政改革大綱の体系と取り

組み事項をまとめたものでございます。 

 ９ページから１１ページにつきましては、行財

政改革取り組み事項の一覧ということで、先ほど

来、説明をいたしました三つの大きい重点目標ご

との事業、取り組み事項をまとめているというも

のでございます。 

 第６次行財政改革大綱につきましては以上でご

ざいます。 

 続きまして、第６次七飯町定員適正化計画でご

ざいます。 

 １ページ目になります。 

 １、計画の策定の趣旨でございます。 

 将来の組織を支える人員の計画的な確保に配慮

しつつ、職員数の適正化を図り、最少の職員数で

最大のサービスを提供できる自治体を目指すた

め、この計画を定めるとしてございます。 

 ２ページに、これまでの定員適正化の取り組み

状況でございます。 

 （１）の第１次から（５）の第５次の定員適正

化計画まで、取り組み状況を記載をしてございま

す。 

 今、第５次につきましては、平成２８年から令

和２年までの期間で計画を行っているところでご

ざいます。この第５次の適正化計画の中では、最

終年度において職員数を１７５名とする計画でご

ざいましたが、職員数が１７６人となっていると

いうところでございます。その要因としまして

は、障がい者雇用の促進等に関する法律により義

務づけられている障がい者雇用率を達成するた

め、障がい者を雇用するなど、増員を図ったこと

によるものでございます。 

 続いて、５ページになります。 

 ここでは、状況の分析をしているということ

で、令和２年４月１日現在の年齢構成別の職員数

等を掲載をしてございます。 

 ７ページになります。 

 （２）類似団体との比較というところで、平成

３１年度の地方公共団体の定員管理調査から比較

すると、類似団体の平均より七飯町は１４人少な

いというような結果となっているというものでご

ざいます。 

 （３）定員回帰指標による試算値との比較とい

うものでございます。ここでも定員回帰指標によ

る七飯町の普通会計ベースの試算職員数は２５３
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人となりますけれども、七飯町の平成３１年度の

定員管理調査では１５５名ということになります

ので、この定員回帰指標と比較しても９８人少な

いというような状況と結果となっているというこ

とを説明をしてございます。 

 （４）では、部門別診断表による試算値との比

較ということをしてございます。この比較であっ

ても、七飯町の普通会計職員数の１５６人は、類

似団体の普通会計職員数１７７人と比べても２１

名少ないというような結果となっているというこ

とでございます。 

 １１ページになりますけれども、今までの１か

ら３までを踏まえて、４として、第６次定員適正

化計画の概要ということで記載をしてございま

す。 

 （１）で第６次の適正化計画の基本的な考え方

といたしまして、第４次定員適正化計画以降につ

いては、適正な職員の配置及び必要最低限の職員

数を念頭に置きながら、これまでより上方修正す

る形で職員数は基準年度よりも増加することを目

的とした計画としたところでございました。 

 ただ、本定員適正化計画においては、今後ます

ます町財政が厳しくなることを想定し、新たな行

政課題や社会情勢の変化に弾力的に、かつ的確に

対応することに努めつつ、適宜組織機構の見直

し、民間委託等の推進により職員数の削減を図る

ものということで、基本的な考え方をしてござい

ます。 

 （２）第６次定員適正化計画の取り組み期間と

して、令和３年から令和７年までの５年間を期間

とするということで定めてございます。 

 （３）起算職員数及び数値目標でございます。 

 アとして、起算職員数及び数値目標は、本計画

における起算職員数については、令和２年４月１

日現在職員数である１７６名として、数値目標で

ある令和７年度においては３人減の１７３人を数

値目標とするということで定めてございます。 

 １２ページ。 

 （４）になります。計画期間における年度別職

員数の推移として載せてございます。令和３年度

から７年度までに、計画期間中、それぞれの人員

をおおむねこの程度で３名落としていきたいとい

うもので決めているものでございます。 

 （５）計画期間における取り組み事項として、

ア、組織機構の見直し、イとして人事評価制度の

導入による職員の能力開発及び人材育成、ウ、民

間委託等の推進、次のページになりますけれど

も、エとして障がい者雇用の推進、オとして再任

用職員等の活用を図るということで記載をしてご

ざいます。 

 その他、６としまして、社会情勢その他によ

り、必要な場合は計画を見直すということで計画

をつくっているというところでございます。 

 定員適正化計画につきましては以上でございま

す。 

 続いて、人事評価の成果というところで資料要

求がございました。成果の資料としてはございま

せんでしたので、口頭で説明をさせていただきた

いと思います。 

 人事評価制度につきましては、国家公務員が平

成２１年１０月から導入されてございます。地方

公務員においても、地方公務員法の一部改正によ

り、平成２８年４月より人事評価制度の導入が求

められております。これにより、七飯町でも平成

２８年度から人事評価制度を導入しているところ

でございます。 

 人事評価の目的としましては、職員の主体的な

職務遂行や自己啓発を促し、職員の人材育成と組

織の活性化を図るというもの。適材適所の人事配

置を行い、能力、実績に基づく人事管理を推進す

るというもの。これらを通して、主体的、自立的

な職員を育成し、行政サービスの向上を図るとい

うものが目的でございます。 

 そこで、七飯町の人事評価制度のスケジュール

を申し上げたいと思いますけれども、まず、年度

初めの４月に課長が課ごとの組織目標を設定をい

たします。その後、課員、そこにいる職員につき

ましては、その課の目標に沿って個人の目標を設

定をいたします。課長は課員が設定した個人目標

につきまして、それぞれ面談を実施して、課員が

立てた目標の確認、確定を行います。 

 年度の中期に当たる９月、１０月には、課員が

まず中間の自己評価を行います。４月に立てたと

きの目標に対して、中間、大体半分を過ぎた段階
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で、それが業務として進んでいるのか、進んでい

ないのかというものの自己評価を行います。その

自己評価を行ったものに対して、課長が中間での

進捗状況などを確認するために面談を行い、中間

での評価を確定させるというものでございます。 

 最後、年度の終わり、２月、３月になりますけ

れども、課員が年度末の自己評価を実施するとい

うことで、課長は課員が行った自己評価に対しま

して面談を行って、その評価を行うということで

ございます。 

 七飯町が行っている人事評価のスケジュールと

しては以上でございます。 

 この人事評価制度の成果といたしまして、上司

からの視点としましては、部下を育てる、生か

す、やる気を出させる、仕事の成果をいい方向に

導くことができるというようなことで、成果とし

て出てございます。 

 また、課員のほうからの視点としましては、年

間の業務スケジュール、業務の重要性などの優先

度合いというか、優先順位が見えてくるというこ

とと、仕事の進めが明確になってくるというこ

と、また、業務上で困ったことにつきましては、

より上司に直接相談する機会ができているという

ようなところが成果であるということでとらえて

ございます。 

 総務財政から、共通様式、また、追加要求資料

のあったものについての説明は以上でございま

す。 

 よろしく御審議お願い申し上げます。 

○川村委員長 ありがとうございました。 

 質疑に入る前に、もう１時間回っておりますの

で、１１時２５分まで休憩したいと思います。 

 暫時休憩いたします。 

午前１１時１４分 休憩 

────────────── 

午前１１時２６分 再開 

○川村委員長 それでは、休憩以前に引き続き、

再開いたします。 

 総務財政課に対する質疑を行います。 

 平松委員。 

○平松委員 ２点ほど質問させていただきます。 

 まず、資料のほうですが、ナンバー８で、ＬＥ

Ｄ、公共施設のＬＥＤ化の基礎調査を委託すると

いうことで７０万円の予算を組まれています。わ

からない話ではないのですけれども、例えば建物

を建て直すだとか改修するとかというのであれ

ば、いろいろな法律に基づいたきちんとしたもの

を設計屋さんにつくっていただくということでス

タートするのはわかります。今回の場合は、照明

器具を取りかえるという見方をすれば、例えば幾

つかの電器屋さんを呼んで、総合的な説明会を開

いて、各社から見積もりを上げてもらう、その金

額で判断するということで間に合うような気がし

ます、私としては。建物の改修とかそういうのは

ないですね。例えば今の照明器具の裏を走ってい

る電線の容量が足りなくなるだとか、そういう工

事であれば設計する必要があるのですが、ＬＥＤ

に変えるということは負荷が減りますから、基本

的に今の灯具を取りかえるという工事になるはず

です。そうなれば、足場を組んでやるだとか、い

ろいろな見積もり、確かにあるでしょうけれど

も、各社から、うちの会社にいただければこの金

額でできますというところに全部含まれて、その

金額の比較の中で一番安い業者を決めるというこ

とが最も安上がりになるのではないかなと思いま

すので、その点についての説明を１点求めます。 

 もう１点、定員適正化計画と財政の改革大綱と

いうことで御説明受けましたが、つまるところ、

その基本的な見直しなり決定するのは全部役場の

方ですよね。例えば経営コンサルタントに委託を

して見直してもらうだとか、そういう考えのほう

が、まさに今の時代に合っているのではないのか

なと思うのですよ。御自分たちの職場のことを御

自分たちで決める、仲間の評価もする。ふだん見

ているからという話になるでしょうけれども、実

際にＩＴ化だとかいろいろなものが進んできて、

どんどん人の労力を要するものが減ってきていま

すよね。例えば何年間かかけて結論を出すという

やり方もあるでしょうけれども、今年、この機械

を入れたら、この時点でもう何人か人が要らなく

なるだとかと、そういうふうに適宜やっていくと

いうことも含めて、その経営コンサルタントに見

直しと対策案をつくってもらう、こういうお考え

がないかどうかをお聞きしたいと思います。 
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○川村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 それでは、２点御質問いた

だきました。お答えしてまいります。 

 まず、ＬＥＤ化の委託料ということで、今年

度、７０万円ということで、これは新たなものと

して予算計上させていただきました。平松委員

おっしゃるとおり、私どももどういう形でこのＬ

ＥＤ化を進めていこうかなという中で検討をして

まいりました。今までどおりの直営の工事として

出す方法だとか、今、外部の街灯なども、あれを

やったときにはリースと、１０年でしたでしょう

か、１０年リースという形で、その期間の補修な

どはリースで委託の中でやっていきましょうとい

うふうにやってきたということで考えておりまし

て、やり方としては二通りあるのかなということ

で考えております。また、工事費につきまして

は、おっしゃるとおり、灯具を取りかえるという

やり方だとか、実際、灯具は今の灯具を使って電

球等だけを取りかえるというやり方もあるという

ように聞いてございます。そこら辺の、どういう

やり方でやれれば経済的にも安価で、ＬＥＤの効

果というか、電気料削減というところの効果にな

りますけれども、それがメリットとしてあるのか

というようなところを考えていった中で、今回、

こういう形で調査を出して、その中で課題につい

て解決していきたいというところでございます。

ＬＥＤ化、ここの上もそうですけれども、こうい

うものも全てやっていきたいということで、例え

ば電球なども、灯具を取りかえなくても安定器を

取りかえるだとか、取りかえないとだめだという

こともありますので、総体的な考えをどっちのほ

うに、工事をどういう形で行うかという中で、こ

の金額でやってまいりたいということで考えてお

りますので、御理解願いたいと思います。 

 あと、計画、いろいろつくっていますけれど

も、経営コンサル等を活用してはというところの

お話でございます。民間としてはそういう経営コ

ンサル等を活用している事例は多くあるのかもし

れません。ただ、私どもとしては、まだまだそこ

ら辺、まだ使いきれていないというか、導入して

いないのも事実でございます。行政改革大綱につ

きましては、外部委員さんというのもありまし

て、その中で御意見を聞きながらつくっていると

いうところで、経営のスペシャリストではないの

で、そこら辺は委員おっしゃるのとちょっと違う

かもしれませんけれども、その中で、総合計画の

後期と合わせる形でそれぞれの計画をつくらせて

いただいたというところでございます。今後、そ

れらコンサル等も使うというか、経営コンサルさ

んの力を借りるというところは、今後の課題とし

てちょっと勉強もさせていただきたいなと思いま

す。 

 以上でございます。 

○川村委員長 平松委員。 

○平松委員 同じような話になるかもしれません

けれども、ＬＥＤの調査委託を出すと、変な言い

方かもしれませんけれども、ひもつきになる可能

性があるのですよね。例えばこういう灯具にしな

さいという考え方もあるでしょうし、いやいやこ

れは球だけ取りかえて、こういうふうにすれば

こっちのほうが安いのだという会社もあるはずな

のです。ですから、いろいろな会社にこの状況を

見てもらって、その中で一番安上がりなものを選

択するというほうがまとを得ているのではないか

ということで質問しています。なかなか設計の評

価は難しいのですよ。でも、結果的に一番安上が

りな電気料金で済むというところで採用して、も

し電気代が違えば、そこの会社がちゃんとその差

額は負担しますから、今。ですから、こういう７

０万円のお金をかけなくても、業者見積もりで一

番安いものが選択できるというふうに私は考えま

すので、質問をしました。 

 それから、計画、あるいは大綱のほうですが、

これは使う、使わないはまた皆さんで議論すれば

いいと思います。ただ、民間の経営コンサルとい

うのにしっかり１回見てもらうということは、

やっぱり行政マンが見るのと、そういうコンサル

タントの方が見るのとでは、切り口から何からみ

んな違うと思いますよ。ですから、参考になるこ

とも相当あると思いますので、これは御検討をお

願いできないかなというふうに思います。 

○川村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 それでは、再質問、答えて

まいります。 
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 電気の委託料については、そこも考え方だと思

うのですよね。ひもつきになるということになる

と、電気屋さんに頼んだときに、そこもひもつき

になる可能性もなきにしもあらずかなということ

で考えております。なので、そういうこともある

ので、今回については、設計業者のほうに委託を

して、そこは詰めていきたいなと、今後の工事の

あり方について検討していきたいというものでご

ざいます。 

 あと、コンサルの使用につきましては、そこは

今後、答弁は同じになるかもしれませんけれど

も、どういう形で行政がそういう経営コンサルタ

ントに協力を仰ぐかというところは、今後、いろ

いろな自治体などの状況などもあるかもしれませ

んけれども、検討してまいりたいなと、勉強して

まいりたいなと思ってございます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 平松委員。 

○平松委員 ＬＥＤのほうだけ言いますけれど

も、公共施設、一遍にやれるということになる

と、当然、ＬＥＤを入れたい業者さんは、トータ

ルで考えていきますから、自社製品を当然考えま

すよね。その中で、例えば１０年間のリースだと

か、もしくは売り切りだとかいうことで、町の条

件にあわせた数字をいろいろな会社が出してきた

中で、最も安いものを選択できるということは、

役場にとっては一番経費の節減になるというふう

に考えます。ひもつきになるというふうに課長お

答えになりましたけれども、それは当然、業者さ

んが自分で使っているメーカーのものを持ってき

ますから、そのほうが安くなるのですよ。いろい

ろなメーカーのものを集めて、指定されたものを

そこでやっていくよりは安くなると思いますの

で、ぜひ再考願いたいなと思います。 

○川村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 現状、いろいろなやり方が

ある、工事にするかリースにするかも含めて、ま

た、今、公共施設全体をＬＥＤ化にするとして

も、一遍に全部というのはなかなか難しいのかも

しれませんので、どこからどういう順番で、年次

計画を立ててというところのお話も出てくると思

いますので、そこら辺は設計会社と協議をして進

めたいなというところでございます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 よろしいですか。 

 それでは、ほかに質問のある方。 

 田村委員。 

○田村委員 それでは、５点ほどちょっと伺いた

いと思います。 

 まず最初に、予算書の２３ページの歳入の不動

産売り払い収入２,０８９万３,０００円、これ

の、私、ちょっと見つけられなかったのですけれ

ども、この歳入が、歳出の財源内訳、どこに入っ

ているのか、ちょっと教えてもらいたい。それが

まず１点目。 

 それから、ナンバー２０の会計年度任用職員給

与費、２億３,０００万円、これは何人採用予定

か、これをちょっと教えていただきたいと思いま

す。 

 それから、先ほど説明のあった資料の行政改

革、令和３年から７年まで、これ、内容説明あり

ましたし、中身を見させていただきましたけれど

も、決意表明としては十分だと思うのですよね。

ところが、具体性が全くない。第５次の行財政改

革の結果を踏まえて、第６次については、いつま

でに何をどうするか、具体的に示していただかな

いと、なかなか、やります、検討しますだけで

は、では５年間検討するのかという話なのですよ

ね。第４次から第５次に向かっては、具体的に、

例えばバス、町のバス、こういったようなものを

１台の大型ではなくて２台にすると。２台にする

ことによって小規模な、規模の小さい行動ができ

るのだとか、そういう具体的な検討を、そしてそ

れは、例えば２年先までに整備しますとか、何を

どうしますかという、具体的にあって、こういう

成果を出しました、課題はこれだけ残っています

ということを、たしかきちっと整理したはずなの

ですけれども、第６次のこの改革案を見ると、決

意表明としては、先ほど申しましたように十分か

と思うのですが、具体的に何をどのようにやって

いくのかというのが全く私は見えてこないのです

ね。もう少し、例えばここに書いていますけれど

も、町単独事業の抑制、補助事業の見直し、扶助

費の見直し。では具体的に、扶助費にしても、町
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単独事業費にしても、具体的にこういうものにつ

いては３年間で答えを出しますとか、そうでない

と、これだけでは何が何だか、本当に歳出を抑え

ているのか、あるいは歳入の確保ができるのか、

こういったようなものが全く見えてこない。それ

で財政が厳しいと、こう言われましても、私ど

も、なかなか判断できないのではないかと思いま

すので、そこの具体的なものをどう出していくの

かというのをちょっとお聞きしたいと思います。 

 それから、第６次の定員の適正化計画で、これ

は障がい者だとか再任用だとか、後半のほう、う

たっていますけれども、実際、障がい者を何人

雇っていくのか。現在、これを見ますと、ちょっ

とわからないのですけれども、恐らく職員数は１

５６人だと思うのですけれども、令和２年の４月

１日ですね。そして、基準からいくと２１人足り

ませんよ、でも頑張っていますよという話だと思

うのですが、これでちょっと確認しておきたいの

は、会計年度の任用職員、これが１５６人プラス

何人かわからないですけれども、例えば５０人な

ら５０人という、任用者が５０人であれば、２０

６人になる。そういう話にならない、全く切り離

して、職員と会計年度の任用職員の部分は違うの

だよと。確かに違うのですけれども、業務はほぼ

同じようなものだと思うのですけれども、そこら

辺の職員、定員適正化の計画の中のいわゆるいう

職員の中に、会計年度任用職員が含まれるのか含

まれないのか。別立てであれば、それを足すとい

う話になるのかどうか。そして、それが内数なの

かどうかですね。外数なのか内数なのか。障がい

者もそうですね。障がい者も１５６人の内数なの

か、プラス何ぼなのか、あるいは再任用もどうい

うふうにとらえればいいのか、そこをちょっと教

えていただきたいと思います。 

 それから、もう一つ、予備費でありますけれど

も、コロナウイルスの補正の関係なのですけれど

も、これについては、以前、予備費についての議

会と理事者側との話し合いというか、議場でいろ

いろやったと思うのですよね。というのは、何か

というと、予測しがたい事態で、例えば災害、あ

るいは火事などで、それ以外も、予備費の使い方

というのは問題あるのではないか、そういうよう

な議論をした記憶があるのですけれども、これは

まさにそうですよね。例えば大沼湖畔駅伝開催負

担金、予備費から出しますよとなっていますけれ

ども、これ、４月ですよ。４月開催ですよ。４月

開催ということは、もう２月とか３月の初めに、

やる、やらないをある程度決めていかないと、全

然できない話ではないでしょうかね。それをあえ

て予備費に回すというのが、どうも私は理解でき

ない。何かコロナで開催がどうか微妙だから予備

費で、そして近くなったら推移を見て、状況を見

て判断いたします。こうではなくて、やはり予備

費は予備費の性格があるわけですから、事前に２

６１万１,０００円は計上して、中止になったら

中止でいいではないですか。 

 それから、もう一つには、公民館の講座事業で

すよ。これについては、これは９９万５,０００

円計上して、予備費は１１２万円となっています

けれども、これだって年間、わかるはずですよ。

これをあえて１１２万円も予備費から持っていく

理由がちょっと理解できない。そこら辺、ちょっ

と説明していただきたい。 

 それから、聖火リレー、これは６月。これも、

国はやるという姿勢ですよね。まだやらないとい

う答えは出ていないのですよ。そうであれば、当

然、七飯町に聖火ランナーがという話であれば、

当然、私は計上すべき話だと思うのです。それを

あえて予備費で持っていく。こういうことがどん

どんどんどんやられれば、本来のそういう科目の

性質というのはゆがめられて、ですから前、いろ

いろ話、議論したと思うのですけれども、そこら

辺の見解をもう一度わかりやすくお話しいただき

たいと思います。 

 以上です。 

○川村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 それでは答弁してまいりま

す。 

 順不同になるかもしれませんけれども、よろし

くお願いしたいと思います。 

 まず、ナンバー２０ページにあります会計年度

任用職員の採用人数はというところでございま

す。予算書の１４９ページにございますが、内訳

として、会計年度任用職員、本年度は１８９名と
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いうことでございます。これは雇用の種類として

はフル、正職員と同じだけの時間採用というか、

働いてもらっている方から、時間給になる人ま

で、全ての総額としてこの人数となっているとい

うところでございます。 

 定員適正化計画にあります障がい者の雇用の関

係でございます。現在、障がい者雇用ということ

で、３名、働いてもらっております。それは障が

い者雇用の法律によって、行政であれば２.５％

以上の雇用率をということで、それを満足するよ

うな形で雇用しているというところでございま

す。 

 あと、再任用職員などもこの定数管理計画に載

せてございます。そこは、この計画の数字には

入ってございません。今、私どもが、七飯町が進

めている再任用制度についていは、フルの時間、

仕事をしているということではなくて、５分の３

の要件といいまして、大体週５日のうち３日程度

働いてもらうということで再任用制度をつくって

ございますので、この数字の外数というところで

理解をしていただければと思ってございます。 

 続いて、行財政改革大綱の中で、具体性がなか

なか見えてこないというところのお話でございま

す。私どもは、今も第５次を進めているというこ

とで、今回お示ししたのが第６次の大綱でござい

ます。この取り組み事項一覧ということで説明を

しましたが、この下にいろいろな行革すべき事

業、項目等がぶら下がってきてございます。その

中でいろいろ、先ほど委員おっしゃったとおり、

バスの話だとか、歳入確保の面でいけば、本会議

場でも答弁いたしましたが、使用料、手数料だと

か、上下水道料の改定だとか、また、項目の中に

はアップル温泉だとかパークゴルフ場の使用料な

ども見直しを検討しなければならないというよう

なところで、項目として上げてございます。ま

た、未利用資産の売り払いというところについて

も、歳入確保の観点から、使用しない、今後、行

政として利用計画のない資産については売り払い

を積極的に進めていきましょうということで進め

ているところでございます。 

 あと、新たな税収の確保というところから、新

たな税を導入してはというようなお話もありまし

て、それについても、都市計画税がいいのか、別

な特定目的税、宿泊税みたいなのがいいのかとい

うところで、球出しはしているところでございま

す。 

 そのほかに、例えば町税についても、今、標準

税率を使っておりますけれども、制限税率、アッ

パーの税率を使用するというようなところも検討

していかなければならないだとか、ふるさと納税

を強化する、企業版ふるさと納税を活用していく

というようなもの、そういうものをできるものを

しっかりやってまいりたいということでございま

す。 

 また、事務事業の見直しにつきましても、いろ

いろ今までも扶助費についても、なかなか国の制

度上にあるものについては、国が２分の１出す、

北海道が４分の１出すということでございます。

国の制度であっても、町が残りの４分の１を出さ

なければならないということで、今、扶助費もだ

んだん増加しているというのは、そういうような

ところがございますので、そういうものは別とし

まして、町の単独事業としてやっているものだと

かを見直しを図っていくというようなものも、今

後、大きな課題になるということで考えてござい

ます。 

 あと、今、私どもが持っている公共施設は結構

施設がありますけれども、そこら辺も、古くなっ

ている建物については、今後の利用状況、そのま

ま残して活用するのか、それとも統廃合していく

のかというようなところ、大きな、今、変換点で

あると思ってございますので、そういうのも引き

続きやっていきたいというところで考えていると

ころでございます。 

 失礼いたしました。土地の売り払いの関係でご

ざいます。一般財源のルール上で、臨時的収入の

一般財源という扱いになりますので、それについ

ては、この予算書にはそういう形で、委員おっ

しゃるとおり、明示はしていないというところで

御理解をいただきたいと思います。 

 答弁漏れは……。失礼いたしました。先ほどの

定員適正化計画の中で、障がい者については３名

だということで申し上げましたけれども、この計

画につきましては、正職員の人数の計画としてご
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ざいますので、障がい者については正職員という

ことになってございますので、３人はこの数字の

内数となってございます。そのほか、会計年度任

用職員、再任用職員については、この数字には

入っておりません。 

 続きまして、予備費の考え方でございます。委

員おっしゃるところで、予備費の使い方というと

ころでございます。今回、４月、６月に掲げた三

つの事業につきましては、コロナの状況というこ

とで、予備費といたしました。当初予算に入れ

て、そこは入れながら議論していくべきというこ

との話もよく理解するわけでございますけれど

も、今回、特にコロナということで、町としても

それを予算に載せてそのままというよりも、その

時点、時点で、開催が可能かというところの判断

をしっかりして、コロナ対策としてやっていくと

いうところを明確に考えたときに、予備費で対応

したほうがよりコロナの感染の防止、拡大をさせ

ない、七飯町からコロナを出さないと、明確にそ

こら辺のコントロールができるということの判断

から、予備費にしたというところでございます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 田村委員。 

○田村委員 まさに今の説明、とりあえず予備費

については、私はなかなか理解しがたいのですよ

ね。だから、予備費というのは本来、予測しがた

いもの、ですから単純なのですよね。予算計上し

ておいて、中止ですよと。そうすると、計上した

ものは、歳出がゼロになる、歳入はある。そうす

ると、余剰金のほうに回るのですよ。そういう

ちょっとした考え方でも、やはり基金を少しで

も、財政が厳しいならそうしましょうと、なぜそ

れができないのか。ツーツーツーツーばかり考え

て、ですからなかなか財調も増えていかない、目

減りしている。本題はそこではなくて、予備費の

性格そのものをもう一度しっかりと押さえるべき

でないかと言っているのです。コロナを七飯町の

中に入れない、入れる、これは当たり前の話です

よ。今、どこの全国的にもそうですよ。それと、

この予算編成とはまた別問題で、計上は計上でし

て、中止は中止でしっかり判断していくというの

が私は行政だということで、前にも申しましたけ

れども、この予備費の使い方、ちょっと問題ある

と思うのですけれども、もう一度見解をお願いし

たいと思います。 

 それから、１４９ページにありました１８９

名、この中の内訳、パートと通常のという話です

けれども、その内訳を、任用職員の内訳ですね、

パートだとか何とか、そういうやつを教えていた

だきたい。 

 それから、行財政改革、もう少し具体的に出し

ていただかないと、本当にわからないですよ。何

をどうやって、どうやったら財源確保ができるの

か。検討しますだけでは、せっかく改革大綱をつ

くった意味合いがないのですよ。生きてこないで

すよ。第５次の成果はどうだったのかという、こ

こから始まって、やっぱり第６次はどうあるべき

かというのは、基本的にしっかり押さえていかな

ければだめだと思うのですよね。そういう意味

で、もう一度答弁、よろしくお願いします。 

○川村委員長 田村委員、すみません、お昼にか

かるものですから、午後１時から理事者側の答弁

ということで、午後１時まで暫時休憩いたしま

す。 

午後０時０１分 休憩 

────────────── 

午後０時５９分 再開 

○川村委員長 それでは、ちょっと早いのですけ

れども、皆さんおそろいなので、休憩以前に引き

続き、再開いたします。 

 それでは、田村敏郎委員の質問に対しての総務

財政課長の答弁のほうから始めたいと思います。 

 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 それでは、３点質問があっ

たと思います。お答えしてまいります。 

 まず、会計年度任用職員の人数ということでご

ざいます。私どもと同じ１日７時間４５分勤務時

間としている職員が１０名でございます。そのほ

か、７時間４５分に満たない会計年度任用職員は

パートタイムということになりますけれども、そ

れについては、月給、日給、時間給とあるのです

けれども、合わせて１７９名というところでござ

います。 

 続きまして、行財政改革大綱の御質問の件でご
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ざいます。 

 まず、第５次行財政改革につきましては、今年

度末までということでございますので、まだ対策

中であるということでございます。この対策が３

月で終わりますので、その後、実績把握をしてま

いるというようなスケジュールとなってございま

す。これの実績把握により、引き継ぐような個別

の事業があれば引き継いでいくというようなこと

で考えているところでございます。 

 私からは以上でございます。 

○川村委員長 総務部長。 

○釣谷総務部長 私のほうからは、予備費の考え

方について答弁申し上げたいと思います。 

 まず、今回、令和３年度予算案につきまして、

予備費につきましては、例年５００万円ほどの予

算のところ、今回１,０００万円という予備費の

計上にしているところでございます。 

 今回の予備費の計上というよりも、コロナ禍の

感染がまだ拡大している中、予算編成の時期とし

ては１２月から２月という、まだまだ世の中、感

染が広まっているという中で、非常事態の中で予

算を組んでございます。その中では、当然、行事

の関係についての予算についてどうしようかとい

うところは、正直、ものすごく悩んだところでご

ざいます。ほかにも補正対応するというところ

も、先日、答弁申し上げているところではござい

ますけれども、この春先一番の三つの事業につき

ましては、補正対応というよりも、もうすぐ始

まってしまう、やるとすればすぐ始まってしまう

事業だということで、対応しなければ、もしもや

るということであれば対応しなければいけないと

いう中での、悩んだ挙げ句、予備費に計上して、

すぐ対応できるようにしようと。それがなぜ当初

予算に計上しないのだというところ、委員の言っ

ていることはごもっともだと思います。ただ、事

業実施が、２月、まだコロナが拡大している中で

の判断の中では、その事業を実施するということ

がありきとみなされるおそれがあると。七飯町は

そういうやるのだという予算を組んでいる、事業

をやるぞという予算を組んでいるというような見

方というのも、一つそれもおそれが、そういう見

方をされるというおそれもあったということか

ら、ある意味、予備費での対応を、やる、やらな

いの決断がまだされていない中で、予算を計上す

る中では、予備費での計上をしていくこととした

わけでございます。通常であれば、当然、この事

業につきましては、通常の当初予算の中に全て盛

り込んでいく予算ではありますけれども、この判

断、事業自体が、行事自体が、やる、やらないと

いうところの判断がまだされない、いまだに、今

この時点でもまだされていない、そういう状況の

中では、もしもやるとなったときのことも考慮い

たしまして、さらに費用といたしましては、資料

のほうにはおよそ幾らという形でお示ししてござ

いますけれども、ひょっとしたら、やるとした場

合に、この費用でおさまるものなのか、もしくは

縮小がかかってもっと金額が少なくなる可能性も

あると。そういう意味では、まだ数字的にもまだ

流動的であるというところの含みもありましたも

のですから、予備費での計上とさせていただいた

というところでございます。これ、今のまだまだ

コロナのおさまっていない、もっと早くワクチン

の接種が進んで、世の中、非常事態宣言もすぐ解

除されてというような状況であれば、まだちょっ

と考え方も違ったのかなというふうに思いますけ

れども、いまだ、今日現在でもまだまだ感染者が

出ているような、そういう状態の中では、２月の

予算編成の時点での判断というのは、これ以上の

しようが、私どもとしては、これがやれる、絶対

やるとかということではなく、いざとなってもや

れるというような判断ができる予算編成をしたと

いうことで理解をしていただければなと。いつも

いつもこういう形の予算編成をしているというこ

とでは、この部分は、予備費の部分についてはな

いということを御理解いただきたいなというふう

に思います。 

 以上でございます。 

○川村委員長 田村委員。 

○田村委員 会計年度の任用職員、これにつきま

しては、正規といいますか、通常の勤務体制の中

に組み込まれる職員が１０名、そして時間数で幾

らか波というかでこぼこがあるのが１７９名とい

うふうになっていますけれども、要するに私が言

いたいのは、定員の適正化計画、この中で、例え
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ば２５３名必要だとか、基準の計算上、こういう

ふうに書かれて、最終的には、要するに少ない人

数で七飯町の場合は働いているとも言える、少な

い職員で働いているとも言える。ただ、やっぱり

実態としては、この任用職員、この部分がそのま

ま単純計算しますと三百何名ですね、足すと。一

概に足せないよという話になると思うのですけれ

ども、そういう話から言ってしまうと、ここで適

正化計画の正規の職員が云々という議論よりも、

むしろやはり総体枠で本当にどれだけ、財源とい

うか財政を主眼とした場合、任用職員というのは

非常に必要不可欠だから張りつけているというの

は重々理解できるのですけれども、やはり財政と

いう視点から見ると、この部分というのをもっと

もっとやはりメスを入れていかないと、何人がい

いとは、私はちょっと中身がわからないですか

ら、一概に言えないと思うのですけれども、やは

りこういう部分をメスを入れて、そして実際、二

百五十何人ですか、計算上で言えばそれだけ必要

だということであれば、やはりそれなり、あるい

はもう少し低い数で算出している例もありますけ

れども、そういう部分まで増員するなら増員した

中で、思い切ってやはり任用職員の部分をメスを

入れるという中で、もっともっと効率が上がるの

であればですよ。今の状態よりも下がるというの

では問題ありますけれども、正規の職員を増やし

て任用職員を減らすことによって、財政的にどう

なのか、そして業務の効率がどうなのかという、

やはりそこら辺を真剣に分析しながら、いわゆる

定員適正化、こういったようなものを打ち出して

いかなければ、単なるやはり計算上で１万人に何

ぼ、だから何ぼ必要ですよという、そういう議論

ではなくて、やはり今の七飯町に必要な業務と、

そしてそれをこなす、そしてアップさせるため

に、実際、どのぐらい必要なのだというようなこ

とを議論しているかどうか。 

 それともう一つ、任用職員１８９名おりますけ

れども、これについて、国のほうから制限という

か、以前は物件費の中で散らばっているからわか

らなかったのですけれども、こういうふうに一本

化してしまうと一目瞭然ですよね、１８９名とい

うのは。そうなってしまうと、決算ですぐ目につ

くと、やはりちょっと雇い過ぎでないのかという

ような国からの指導というのですか、職員に対し

てだって多いとか少ないとかある、あるいはラス

パイレスだとかといろいろな問題でかかってきま

すけれども、これからやはりコロナの問題で相当

国もお金を使っていますから、やはり抑制すると

ころはしていくという中で、そういう任用職員の

制限みたいな、類似でいけば５０人とか１００人

とか、そういう方向性を打ち出す可能性があるの

か、それとも裁量でずっと市町村に任せている状

況なのか、そこら辺、わかればちょっと教えても

らいたいと思います。 

○川村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 それでは、御質問にお答え

してまいります。 

 会計年度任用職員の人数につきましては、お知

らせしたとおりでございますけれども、何を会計

年度任用職員に担っていただくかというところ

で、やはり正職員ではなくてもできるような業務

だとか、また、会計年度任用職員の中でも資格を

持って保育所だとか学童保育だとかというところ

で担ってやっていただいている部分もございま

す。今までも七飯町が行う事業のために何人必要

かという中で、事業に最適化するような人数とい

うことで進めてまいりました。七飯町の事業とし

て必要な人員として今の人数があるというところ

でございます。 

 ただ、今後、田村委員おっしゃる行革という中

では、七飯町の業務の中で、当然、行政でなけれ

ばならないものについては職員が担っていくとい

うことになりますけれども、民間委託だとか指定

管理等で、民間のほうでできるようなものについ

ては、そこら辺は、今後、行革の中で、施設ごと

に議論して、そういう形の民間委託等を進めてい

くというのも行革の中にはありますので、そうい

うふうにして進めていきたいというところで考え

てございます。 

 また、会計年度任用職員の制度につきまして

は、去年の４月から制度化されているところでご

ざいます。そこについては、国のほうから何人が

妥当ですよだとか、七飯町で何人がいいですよと

いうような、国から通達だとか指導だとか文書的
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なものはございませんので、そこの行政の判断と

して必要な人員、どれぐらいということでござい

ますので、国からの制限としてはありませんとい

うことでお答えしてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○川村委員長 ほかに質疑のある方。 

 若山委員。 

○若山委員 それでは、まず、今回出てきた資料

の定員適正化計画だとか、財政改革大綱だとか、

こういう資料は委員会で要求しないと出てこない

のか。こういうのができたら、御覧いただきたい

ということで率先して配付していただけないの

か、そこのところをちょっと確認したいと思いま

す。今日出て、すぐこれについて議論というのは

ちょっとなかなか難しいのかなと思いますので、

そこのところ、ちょっとお伺いしたいと思いま

す。 

 それと、もう一つ、こちらのほうでお願いした

新型コロナウイルス感染症にかかる補正予算計上

予定事業一覧というのがあって、１８事業で３,

６００万円ですね、補正で対応するという予算

が。これについては、査定段階予算額というの

は、昨年実績と同額と考えてよろしいのでしょう

か。増額しているのがないのかどうか、あるいは

減らしているものがないのかどうか、そこのとこ

ろの確認をちょっとお願いしたいなというふうに

思います。 

 それと、事前に配付されたこの資料のナンバー

に基づいて質問をさせていただきますけれども、

ナンバー２の平和事業費で、これは先ほど非常に

今年８月、広島にコロナワクチンを打っていない

中学生を派遣していいのかどうかと非常に悩んで

いるということで、そういう姿勢は非常にいいと

は思うのですけれども、これについてはいつごろ

正式に決定する予定なのかということと、先ほど

いろいろ話をしているのですけれども、これ、予

算に載せて、場合によっては中止の可能性もあり

ますと書いたほうが、いろいろな事業を考える上

では非常にいいのではないかなと思うのですけれ

ども、その辺の見解はいかがでしょうか。これを

載せることによって、七飯町の予算で中学生を広

島に出す予定みたいだ、何を考えているのだとい

う、そういう批判は決してないのではないかなと

思うのですけれども、載せていない理由をもう少

しお願いしたいなというふうに思います。 

 それと、ナンバー８の、先ほど同僚議員も質問

していましたけれども、ＬＥＤ化基礎調査委託料

とあるのですけれども、これ、実際、調査委託と

いうのはどこに委託するものなのか、どういう答

えを求めるものなのかというか、同僚の議員も

言っていましたけれども、業者に見積もりをとら

せて、幾らぐらいになるとか幾らどうだとかとい

うのは無料でやってくれるような気がするのです

けれども、７０万円も出してどこに頼むのだろう

かなというのがちょっと疑問なのですけれども、

これは相対で頼むのか、入札というか、そういう

ことでやるのか、そこも含めてちょっとお聞きし

たいなと。どんなところがこういうのを調査をや

るのかなというのがよくわからないので、教えて

いただきたいなというふうに思います。 

 それと、ナンバー１８の公債費の一般会計町債

費償還費利子のところなのですけれども、これは

大きく減っているので、いいなと思うのですけれ

ども、基本的に現在の公債費の利子というか金利

というのですか、これはどのくらいなのかという

ことと、今後、その金利が上昇するリスクのよう

なものを、令和３年度にどうこうではなくて、今

後どのように調達する金利が上がるだろうか、下

がるだろうか、横ばいなのだろうかとか、固定制

なのか変動制なのかを含めて、どのようにとらえ

ているのかなと。長期金利が上昇傾向にあると

か、いろいろなあれがあるので、ちょっとその辺

の考え方を、これは見込みなのでなかなか難しい

と思うのですけれども、ちょっとお聞かせいただ

きたいなと思います。 

 それと、ナンバー２４、先ほども同僚議員のほ

うから、予備費で対応することについてなのです

けれども、これ、部長からも説明受けましたけれ

ども、予備費で対応する理由がちょっとわからな

いのですけれども、そこまでやる可能性があるも

のを、６月、あるいは５月、４月であれば、予算

を計上して、場合によっては中止の可能性もあり

ますよという説明のほうが受け入れやすいのでは

ないかと思うのですけれども、予備費にする理由
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が、先ほどの説明を受けると、対外的に七飯町の

予算は、まだやるかやらないかわからない、こん

な大変なときに予算を計上しているということで

批判を受けるために予備費にしたようなニュアン

スを受けたのですけれども、そんなことは決して

ないのではないかと思うのですけれども、そこの

ところ、もう少しお願いしたいと思います。なぜ

かというと、去年の、例えばここで単純に聖火リ

レー４００万円と上がっていますけれども、去年

の予算では６００万円上がっていて、報償費、需

用費、役務費、委託料、使用料、賃借料とか、分

けていろいろ載ってくるわけです。そうすると、

果たしてその中身がそれでいいのかどうかを検

証、我々できるかどうかわからないけれども、そ

ういうことをきちっと見た上でやるほうがいいの

ではないかなと思うのですけれども、もちろんほ

かの公民館講座も駅伝のあれにしても同じなので

はないかなと思うのですけれども、予備費で対応

するのと、予算を計上して対応するのに、何がメ

リットとして、こうすることによってこれがいい

のだとかというのがよく理解できないのですけれ

ども、そこのところを説明お願いしたいと思いま

す。場合によって、この三つの事業、全部やって

しまったら、予備費の残高は２２０万円になって

しまうのだけれども、５００万円ぐらいは予備

費、必要なわけですよね。ならもっと増やさなけ

ればいけないと思いますし、そこのところの考え

方。それとも、もうこれはやらない可能性のほう

が高いので載せないのだということなのか、そこ

のところをちょっと説明、ダブるのかもしれない

ですけれども、お願いしたいなと思います。 

 以上です。 

○川村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 それでは、答弁してまいり

ます。 

 まず、計画を、要求がないと出さないかという

ところでございます。今回、行政改革大綱につき

ましても、今、もんでいる段階で、この後、３月

２３日に開催する行革の委員会等で成案化する予

定となってございます。成案化した後には、これ

らについてはホームページ上で載せてございます

ので、その後、開示するというのは、広く皆様に

お知らせするというのは今後もやっていきたいと

思ってございます。 

 続きまして、ナンバー２の平和事業費の決定の

時期ということでございます。例年、事業を実施

するために、スタートを切るのは大体５月の中ぐ

らいになろうかと思います。そのときには、もう

学校のほうに各中学校、岳陽学校もそうですけれ

ども、中学生がいる学校は３校ありますので、そ

ちらのほうに案内をかけてというようなところで

スタートになります。予算を、今回、そういう５

月の中ぐらいまでに、広島県の対応、広島市です

ね、開催するのが広島になりますけれども、そこ

の対応だとか勘案しながらというようなところで

すけれども、実際、去年のケースを見ると、広島

のほうでも、実際、どういう形で進めるかどうか

というのが広島市から出たのが大体、かなり遅

かったのですね。イメージ的に６月以降のタイミ

ングで、それも規模も、外部のほうからあまり来

ないでこじんまりとやりますよというような状況

を示されておりますので、今回につきましても、

そういうふうになるのではないかということと、

先ほど来申し上げているとおり、東京オリンピッ

クで、オリンピックがあれば、当然、世界の各国

からオリンピックを目当てに来て、全国的にそう

いう方たちが広島等に行かれるのではないかとい

うことと、その際に、コロナのワクチンを接種し

ていない中学生をそういうところに出してもいい

のかというところ、そこら辺、課題になってござ

いますので、そこら辺も見極めながら、事業とし

て進めていかなければならないというところでご

ざいますので、御理解をお願いしたいと思いま

す。 

 続きまして、ＬＥＤ化、ナンバー８のところの

事業のＬＥＤ化の調査委託になってございます。

委託先につきましては、今は建築設計事務所等を

想定をしてございます。先ほど電気業者のほうか

ら無料で見積もりをもらってはというところでご

ざいますけれども、見積もりをつくってください

というと無料でつくるのかもしれませんけれど

も、そこには当然労働力だとかそういうのがあっ

て、無料で町がそういうものを頼んでいいのかと

いうことになると、やっぱりそこは、見積もりを
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出すというのは、その後の工事を期待している中

で無料で出すわけで、そこはしっかり整理をして

進めてまいりたいなということで考えているとこ

ろでございます。 

 続いて、公債費のところでございます。公債費

としては減っているということで、現在、金利の

部分で、今年、今、２月、３月、借りている部分

では、市中銀行では０.４８％のものが利率とし

てあります。また、政府系のやつでいけば、０.

１％とかというものもありますけれども、市中銀

行から借りるとそこら辺の金額で今のところは借

りているというところでございます。 

 金利も、今後、どのぐらい上がるかというとこ

ろでございますけれども、失礼しました。この金

利につきましても、国の金融政策の動向によって

大きく変わってくるということでございますけれ

ども、特に現在についてはゼロ金利政策であると

いうことから、金融機関からの借り入れについて

は低い傾向になっているということでございま

す。いずれ、今のままでずっといくということは

ありませんので、そこら辺については、金利につ

いては注視していかなければならないということ

で思っているところでございます。 

 私からは以上でございます。 

○川村委員長 総務部長。 

○釣谷総務部長 私から何点か答弁申し上げたい

と思います。 

 １８事業の資料の中で、金額が変わっているも

のとかあるのかと。先ほど委員おっしゃっていま

した、オリンピックの聖火リレーの関係、昨年度

６００万円の計上をしていたのが、今回、この表

では４００万円になっている。顕著なのはここが

すごく顕著だと思うのですが、結局、１年たった

中で、やるのかやらないのか、あるいはどういう

規模で聖火ランナーの沿道のとかイベント的なも

のをどの程度やるのかという中では、逆に、当然

これだけコロナ感染拡大していますので、オリン

ピック委員会といいますか、道のほうといいます

か、そちらのほうからも、規模は縮小してと。や

る、やらないとかというよりも、規模は縮小して

コロナ対策をやってとか、沿道のあれはどうする

とか、いろいろそういう意味では縮小の部分での

話しか来ていないです。それで、そこのところの

経費をもう一度見直しした中での４００万円程度

という、そういうところでは、ここに記載されて

います査定段階の予算額というのは、あくまでも

去年の実績の予算額だとか、それをただ単純に

持ってきたということではなく、そういうところ

を見直しを全てした中での、積算をし直した中で

の金額をここに記載しているということで御理解

いただきたいと思います。 

 あと、載せていない理由、１８事業、なぜ載せ

なかったのか。これは先日の一般質問等の中でも

るるお答えしてまいったとおり、コロナの関係

で、そこの事業に関しては補正対応をしていきま

す。それ以外の答えがないのです。ただ、考え方

としては、全て組んで、やれないものは執行残と

いうのですか、こういう形でやりませんでした

と、ちゃんと理由があるのであれば、それで落と

していくべきではないかと、それも一つのやり方

ではあるというふうに思っていますが、今回、七

飯町の当初予算の中では、それは補正予算対応を

していくという、そういう考えでいるというとこ

ろで御理解いただきたいというふうに思います。 

 それと、もう一つ、先ほどの予備費の対応の理

由がということでしたが、先ほど申し上げました

とおり、同じ答弁にしかならないかもしれないで

すけれども、どうしても２月、予算を作成してい

る時期がそういう１月、２月、早いと１２月から

もう既に予算の査定を始めてございます。その時

期というのは、ピークでコロナの感染が拡大して

いて、世の中、大変な時期だったというところで

は、理由としては、そういう中で、人を集めるよ

うな行事の関係の予算を積極的に組むべきなのか

というところ、そこは予算の査定の中で、本当

に、正直、議論をしていたのですね。それで、委

員はそれを出すことは何もやぶさかではないので

はないですかというような話ですけれども、町の

考え方としては、そこのところを積極的に出すと

いうことが、ある意味、もう実施ありきだと、そ

ういうとらえ方をされるということは本意でない

し、様子を見ながら事業実施の判断をしていこう

と、そういう判断をその時点でしたということで

すので、今の時点でというよりも、その予算査定
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をして予算を決めていく中での議論した中で、そ

ういうふうに決めて、こういう計上の仕方をして

いるということで御理解いただきたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○川村委員長 若山委員。 

○若山委員 部長のおっしゃる言い分はわかりま

す。だけれども、なぜ予備費なのかと、しっくり

まだこないわけですよね。本当にいろいろな経緯

があって、時間だとか、コロナの発生の状況だと

か含めて。なぜ普通の予算に計上して、やらな

かったら補正して減らせばいいだけの話なのに、

やらないのかなというのが、説明からだけではよ

くわからないわけですね。先ほど聞いたら、対外

的に、この時期にこれをやるという公表している

ような形で、前のめりのような町政のようなふう

にとられるかもしれないという、言葉がちょっと

言い過ぎたらごめんなさい、そういうふうになる

かもしれないということを恐れているような感じ

があるのですけれども、何かトルナーレか何かで

やる消防の事業だとか、そういうやつはしっかり

予算化されているわけですよね。まだどうなるか

わからないと、これはどうなってもやるのかもし

れないですけれども、そういうような形で、やる

と載せて、場合によっては中止の場合もあります

とか、そういう説明のほうが、関係団体その他含

めてありがたいのではないかと。予算がついたの

かつかないのか、つくのかつかないのかもわから

ないというようなところで、関係者、やきもきす

るのではないかなと思うのですけれども、その辺

のところはしっかり関係団体に、予算は組んでい

ないけれども、補正で必ずやりますよと、もしや

れる状況になったら応援しますよというようなこ

とをしっかりアナウンスというか、連絡とったり

するわけですか。そこのところをお願いします。 

○川村委員長 総務部長。 

○釣谷総務部長 委員のおっしゃることも理解は

するのです。ただ、行政、走らなすぎだと言われ

てしまえばそれまでなのですけれども、積極的に

というところは、ちょっとそこのところは控えた

というのは事実でございますので、それはその時

点、時点の判断によるものであるということで、

まず一つはそういう理解はしていただきたい。 

 さらに、予備費としてやるものの、先ほど

ちょっと答弁漏れがあったと思います。メリット

というか、やり方としての、何かそういうのがあ

るのかというところも、たしか先ほど聞かれて、

私、答弁し忘れました。申し訳ありません。その

部分につきましては、予備費の使い方としまして

は、議員、議会に諮らないで予算の執行をするこ

とができるということは、まず一つは、すぐに予

算的に金額的なものは予備費という項目の中に金

額的なものはもうお金としてはありますので、そ

れを執行するのには、もう即日で執行することが

可能であると。そこの予備費から当該事業費に金

額を割り振って、そこですぐ執行することが可能

であると。議決というような議案の発送から、何

かあって、議員に集まってもらってという、一連

のそういうことは必要がなくて、ただ、最終的に

は、予備費の執行に関しましては決算で出てくる

という流れになってございますから、スピーディ

な対応ができるという部分では、メリットと言え

ば変ですけれども、そういう使い方ができるとい

うところが一つあるとは思います。 

 ただ、言われていること自体はとても基本的な

話ですので、予備費としてどうあるべきかみたい

なところの部分というのは、確かにそれは理解す

るというよりも、そうあるべきだというふうには

理解しておりますので、ただ、今が非常に特に行

事というようなものに関しては、やる、やらない

という判断がとても、通常であればそういう判断

はやるものだという認識のもとに予算は組むので

すけれども、なかなかその判断がそのときでなけ

れば出てこないという、世の中の状況によってそ

の判断がされるというところがあるものですか

ら、ただ、それにすぐに対応するのであれば、す

ぐに対応できるような、そういうような予算措置

を考えた、こういうやり方で考えたと。 

 ただ、もう一つ、先ほどの質問の中の、対外的

な部分で相手がある部分の中で、そういうところ

の団体も、もしもやるとしたら予算措置がされて

いなかったら困るのではないかというような部分

につきましては、そこは対外的な部分に関しまし

ては、連絡をとりあいながら、実際にいつごろに
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その開催だとかそういうものが決定するのだろう

かとか、そういうところというのは、密におのお

のの各担当のほうと連絡をとっての話で、全くそ

このところが、全く相手の団体が知らないとか、

そういうことはないように、当然、予算段階でも

うしてございますので、やるとなれば、逆にうち

は予算措置していませんから、お金を出せません

みたいにならないように、逆にそういうふうには

ならないように対応してまいりたいということで

の予算だということで理解してもらいたいという

ふうに思います。 

 答弁漏れございませんでしょうか。ということ

です。 

 以上でございます。 

○川村委員長 若山委員。 

○若山委員 おっしゃることはわかるし、やり方

なので、こういう方法をとりましたということだ

と思うので、これは見解の相違というか、考え方

の違いなのであれだと思いますけれども、七飯町

も今までどおり除雪の費用などは秋に補正を組む

ということで、１億円近い金がそこで補正を組ま

れるわけですけれども、だからそういうものはそ

ういうものであってもいいとは思うのですけれど

も、こういう行事、やるものについては、入れて

おいて、だから予算どれだけマックスでかかるか

をちゃんと確保した上でやるということを入れて

おいて、場合によっては中止もあり得るし、何月

には判断しますとか、そういうような説明のほう

が町民にとっては親切なような気がするのですけ

れども、最後、これで終わりますけれども、もう

一度そこのところ、いかがでしょうか。それと

も、たまたまそういう議論をしていて、そういう

ことを一切検討していなかったというか、予算作

成のときに、落とすことを前提としてつくってし

まったということなのか、そこのところをちょっ

としっかり検討した上でなのかのところをもう一

度答弁お願いします。 

○川村委員長 総務部長。 

○釣谷総務部長 何回も申し訳ございません。そ

の部分も含めて、予算の査定段階で検討してござ

います。これを当初予算に載せるべきではないか

とか、そういうところから始まって、全体のコロ

ナの影響の部分の、その時点での行事に対するも

のの考え方、人を集めるというところをどう見ら

れているのかという、そういうところも含めて、

検討段階の時点で入ってございますので、最終的

な判断が、たまたま七飯町はこういうやり方で、

やれたとしても、それは予算がないからやりませ

んとかというふうにはなるべくしたくもない、

やっぱりそこのところは皆さんやれるのがとても

うれしいことだというふうには私も思いますの

で、それには対応できるような形で予算の構成を

したというふうに御理解いただいて、そこのとこ

ろも議論してございます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 よろしいですか。 

 それでは、ほかに。 

 横田委員。 

○横田委員 今の関連ですけれども、このオリン

ピックの聖火リレーというやつは、道の支出金２

００万円とついていますよね。ついていながら、

近隣の函館市も北斗市も予算づけしていて、もう

事前に中央署とかと打ち合わせをやっている。た

しか七飯町もやっているのではないかと思うので

すけれども、そういうことをやっているにもかか

らわず、このオリンピックについては七飯町とし

ては全然積極的に参加したくないのかというふう

に見えてしまうよねという部分があるよね。それ

についてどうなのかというのがまず１点と、予備

費対応する、予備費からそれを外して普通のあれ

に対して予備費のその金額分を減額すればいいの

でないかなというふうに思いますけれども、一般

の２０ページの町有地の売り払い収入の１,３７

０万円というのは、具体的にどういうところを売

ろうとしているのかというのがちょっとわからな

いので、それを教えていただきたいなというふう

に思います。 

 それから、共通資料のナンバー１の中に、経費

の見直しのためとかというただし書きが入って、

そこで何千円か下げていったり、人口による査定

のための減だとか、封筒印刷費の減だとか、使用

実績による減だとか、何かつけて足したような理

由をつけていろいろなものを減らしていっている

というのがありますよね。委員会の回数減による
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とか。そういうのがあるのだけれども、これは今

まででもやれた話で、やってきたわけでないので

すか。やっていなかったということなのですね。

だから今、改めてそういうものが出てきていると

いうことで、そういう考え方でいいのかどうか。 

 それから、ナンバー９、ナンバー１０あたりの

ところに、燃料関係のやつが出てきていますよ

ね。油関係が去年の秋から組合をつくってやりま

すよというふうにやったのですけれども、これ

は、それで例えば値段が安くなったとか、そうい

うことがあったのかどうか。そしてまた、この４

月から、プロパンについてもそういうふうにやっ

ていくよというふうに言っているのだけれども、

それはそういう組織ができているのかどうか。そ

して、やることによって、それは本当に何らかの

こちら側にメリットが出たのかどうかというのを

ちょっとあるならば教えていただきたいなという

ふうに思います。 

 最後に、障がい者の雇用ということで、３人

使って、これは別枠ですよというのですけれど

も、いつもそれを別枠、別枠というふうにして、

何か障がい者の人を扱い方を違うようにしている

のは、これはおかしくないかなと思うのですよ

ね。障がい者の人にも一般の人でできる仕事を

ちゃんときちんとやっていただくということが、

その人が長く勤めていただくことになるのだと思

うのですよね。これは別枠だよと言ったら、仕事

の内容がもう決まっているのかということですよ

ね。その辺、どうなのか。 

 以上、お願いします。 

○川村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 それでは、お答えしてまい

ります。 

 まず、町有地の売り払いの件でございます。町

有地の売り払いの予定というか、そこを進めてま

いりたいということで考えているのが、大中山小

学校上の旧公営住宅跡地を進めてまいりたいとい

うことでございます。 

 二つ目の、事業の中の増減の書き方のところで

ございます。ここは去年と違って、特筆すべきと

いうか、増減した理由について書いているという

ところでございます。ここについては、今、当

然、行財政改革の中で、しっかり経費節減という

ところの見直しをしてございまして、それの中を

書かせていただいております。そこは今始まった

ものではありませんので、昔からそういうことで

やっているということで御理解をしていただけれ

ばなと思います。 

 あと、燃料関係についてでございます。昨年１

０月から、ガソリンだとか灯油等につきまして

は、町内にある業者のほうと単価を統一して燃料

を供給しているというところでございます。そこ

につきましては、市場価格から５円を引くという

中で価格を決定をしているというところでござい

ます。その際、去年の１０月、そうやって進めま

したよというようなところも、総務財政常任委員

会のほうに御報告はさせていただいております。

その際に、ＬＰガスについてもメリットがあるの

だから進めるようにというようなお話をいただき

まして、今、そこのプロパンガスにつきまして

も、４月をめどにということで考えておりました

けれども、少し業者ともやりとりはしているので

すけれども、そこでちょっとまだ４月からスター

トというのはできないかもしれませんけれども、

今そういう業者との打ち合わせをしているという

ところでございます。その際に、当然、町側のメ

リットということで考えているのは、ガソリンだ

とか軽油と同じように、市場価格よりも安く、大

量に町が購入することになりますので、そういう

価格体系をもって進めればというところで、今、

協議をしているというところでございます。 

 続いて、障がい者雇用の関係でございます。国

の法律、障がい者雇用に関する法律により、行政

については、今現在、たしか２.５％、これから

２.６％に変わるのですけれども、雇用を満足し

なければならないというところで、七飯町におい

ては、今現在、３名の障がい者を雇用して、業務

についていただいているというところで、そこは

今の定数管理上はこの中に入っている、定数の中

に入ってやっているというところなので、別枠で

はないということで御理解をいただきたいなと思

います。あとは、その業務も、その職員の状況だ

とか、できることだとかということもありますの

で、そこら辺については面談もしているという中
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で、今やってもらっていますし、今後、どこに配

属ができるのかと、そこら辺もそこの面談等を見

極めながら、できるところに配属して業務をして

いくというような方針でございますので、御理解

のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○川村委員長 総務部長。 

○釣谷総務部長 聖火リレーの関係でございま

す。道支出金２００万円の部分につきましては、

去年、令和２年度の当初予算で組んでいたので、

その部分は申し込んではございました。今回も打

診だけはしてございます。当初予算に組んでいな

いので、正式には道のほうには申し込んでいると

いう形にはなってはいないのですけれども、た

だ、打診だけはしておいてあります。もしもこれ

をやるとすれば、道のほうから２００万円の補助

を申請して、いただいて、財源に当てたいという

ところで組んでございます。 

 あと、函館、北斗の部分、どっちかというと七

飯町は何もやっていないわけではなくて、例えば

警察関係とか、そういうところはそういうところ

で動いてございますので、ちょっとまちなかでは

ないという、ルートがまちなかではないルート

で、必ずやるとすれば聖火ランナーが走りますの

で、そこの道路の関係というのは警察のほうの管

轄になってやっているというところは、そこのと

ころは、道の担当というのですか、そういうとこ

ろで動いているものも確かにあるというふうには

聞いてございます。町として数字、予算の中で

は、うちは補正対応するというような形にはなっ

ていますけれども、話は、必ず何かがあれば担当

のほうに連絡がすぐ来ることにはなっています。

ただ、何となくちょっとその連絡が遅いといいま

すか、具体的なものがなかなかうちで欲しい情報

がなかなか出てこないだとか、ちょっとうちはう

ちでジレンマの状態にあるということで御理解い

ただければなというふうに思います。 

 以上です。 

○川村委員長 横田委員。 

○横田委員 障がい者の３人については、今は総

務の預かりか何かになっているということなので

すか。各担当部署にいっていないというような

ニュアンスのさっき話だったのだけれども、どう

なのかというのが１点と、今のオリンピックの件

ですけれども、やはり国が進めるものを七飯町さ

んがやりませんよという自体が、ちょっとあまり

にも誠意のないことですよね。今、国をあげてや

ろうと言っていて、コロナ禍だからできないよと

いうのは確かにありますけれども、ほかの町村も

皆さんやるよ、やるよというので、やれなかった

ら使わなければいいよというだけの話ではないで

すか。ならば、予備費対応でなくて、予備費を減

額して、その分は違うところに入れてしまえばい

いだけの話ではないですか。これを、お金がない

から、財源がないからやれないというわけでない

でないですか。あくまでもコロナがあるからどう

のこうのという話でしょう。と思うのですよね。

急に部長、頭、うんうんと言わなくなったけれど

も、そう思うのですよ。だから、やっぱりそこと

いうのは、やはりこういう予算というのはちょっ

とやっぱりおかしいと思います。やっぱりそうい

うふうに、おたくのほうで誠意があるなら修正を

出すとかということはする考えがあるかどうか、

教えていただきたい。 

○川村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 それでは答弁してまいりま

す。 

 障がい者の件ですけれども、ちょっと私、説明

が悪くて大変申し訳ございません。総務預かりで

はなくて、今、３名いるのですけれども、総務部

１名、民生部１名、教育委員会１名に配属をして

ございまして、その中で業務を担っていただいて

いるというところでございます。 

 私からは以上です。 

○川村委員長 総務部長。 

○釣谷総務部長 急にうんと言わなくなったとい

うことで、うん、うんと言えないのです。オリン

ピックの関係、国はやるというところの言ってい

るところにはかわりはございません。いろいろ毎

日テレビ等で、報道等で話されているとおりだと

思います。ただ、ミニセレブレーション、結局、

スタートの時点から沿道、それからゴールの場所

で何をやるかというのは、それは各担当のまちで

考えてねという、どっちかというと、何をどの程
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度というところというのはほとんど示されてきま

せん。ただ、コロナが蔓延、すごくしているとき

は、沿道の観戦は控えてくださいだとか、ちょっ

とずつそういうものはポッポッとしか出てこない

のですね。それで言っているのは、やりますとい

うところだけは間違いなく、確かにそこは変わっ

てはいないというところで、委員おっしゃるとお

り、そういうところは積極的にやるべきではない

のか、予算をちょっと組みかえればいいのでない

のという話ですけれども、そこのところはほかの

行事等も同じように考えてございます。できれば

何十年に一遍の、一生にあるかないかぐらいの、

そういうことであるということも当然認識もして

おりますし、去年もとても、正直、コロナがなけ

れば、私もとても楽しみに、ある意味、していた

事業であるということでは間違いはないのですけ

れども、この予算を組んだ段階で、先ほどと同じ

になるかもしれませんけれども、予算を組んだ段

階では、そういう判断はしかねたというところ

で、御理解いただきたい。 

 ただ、当然、やるとなれば、予備費でそこのと

ころは計上して、ちゃんと金額的には問題なくそ

このところをやっていけるというところのものは

つけてございますので、御理解いただければな

と。積極的でないというところは、言われると

ちょっとつらいところはあるのですけれども、で

も最低、やらないよというところを決めたという

ところではないと。まだあきらめていない、そう

いうところもあきらめもしていないというところ

で御理解いただければなというふうに思っており

ます。御理解ください。よろしくお願いします。 

○川村委員長 では、ほかに質疑のある方。 

 上野委員。 

○上野委員 先ほど同僚委員の質問の中で、会計

年度任用職員が１８９名ということで答えており

ました。現在の七飯町の職員１５６名、これは令

和２年４月１日の段階なのですが、本来、正規で

雇うべき職員を減らして、こういう会計年度任用

職員、パート、そういうような形で、本来の必要

な人員を補って実施してきたのかなというふうに

思うのですが、その辺の認識について一つお伺い

したいと思います。 

 それから、２点目なのですけれども、職員数の

適正化計画、これは９ページですね。第６次の七

飯町定員適正化計画の９ページに表が載っており

ます。ここでは、こういった状況を改善するとい

う基準になる数字を示してきたわけなのですけれ

ども、この際、この数字を算出する基準としての

修正値、住基人口１万人という数字を一つの基準

として人員の計算をしていると。これはなぜ１万

人なのか。七飯町の本来の人口二万八千数百人と

いう数字を当てはめないで、なぜ１万人という数

字でこういう数字を出してきたのか。ここでは１

５６人で現在の人数が１７７名になりますよとい

う数字がこの計算から出てきているわけですよ

ね。この辺についての根拠といいますか、それを

２点目にちょっとお伺いしたいなというふうに思

います。 

 ３点目なのですけれども、定員管理・給与等の

適正化計画という数字も出されております。それ

でいきますと、ここでは、この適正化計画という

ことで言っておりますけれども、その見直し、検

討の中身は何を意味しているのか。定員、給与等

の適正化ですので、給与を削減することも含めた

計画を考えておられるのかどうか、その点につい

て３点目にお伺いしたいなと思います。定員管

理・給与等適正化計画の中でいう適正化というの

は何を指しているのかというのが一つですね。見

直し検討している適正化の中身。 

 それから、２点目に、報酬の見直しも含めて考

えておられるのかということで、４点目にちょっ

と伺いたいと思います。 

○川村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 それでは、４点ございまし

た。順にお答えしてまいりたいと思います。 

 まず、正職員、会計年度任用職員、それぞれお

りますということで、本来、委員おっしゃるとお

り、正職員を配置して、その業務に当たっていた

だくというのが一番かなと思ってございます。た

だ、その業務内容、また、業務量によって、正職

員ではなくてもできる業務については、今までも

臨時職員、今でいう会計年度任用職員ということ

で、七飯町としては取り扱いをしてきたところで

ございます。ここはいいことばかり言っても、財
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政論からいくと、やっぱりこういうような雇用の

手法にならざるを得ないというところで考えてご

ざいますので、その点、御理解をいただきたいな

と思ってございます。 

 続いて、第６次七飯町定員適正化計画の中の９

ページのお話がございました。ここで言っている

のは、住基人口で計算しないのかと言っているの

ですけれども、住基人口割る１万人で計算してい

ると。その数値を計算する根拠をここで示してい

るということでございますので、御理解をしてい

ただきたいということで思います。 

 行財政改革の中身で、職員の給与だとか、非常

勤職員の報酬だとか定数の見直しというお話がご

ざいました。先ほど定員適正化計画ということ

で、第６次の計画、説明させていただきましたけ

れども、これは人数だけの計画となってございま

すので、御理解をいただきたいと思います。行財

政改革にある職員定数及び人員配置の見直しだと

か、職員の給与、特別職の非常勤職員報酬の見直

しにつきましては、今後、職員の給与体系だとか

非常勤職員の報酬についても見直しについて適正

化を図る、その際の国の公務員制度のあり方だと

か、七飯町の経済状態等もあるかもしれませんけ

れども、その中で検討していかなければならない

という項目として上げているというものでござい

ます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 上野委員、すみません、１時間経

過しましたので、２時１０分まで暫時休憩といた

します。 

午後 ２時００分 休憩 

────────────── 

午後 ２時１１分 再開 

○川村委員長 それでは、休憩前に引き続き、再

開いたします。 

 上野委員の質問からになりますが。 

 上野委員。 

○上野委員 先ほどの答弁の中で、住基人口割る

１万人掛ける修正値という数字で計算していると

いうことなのですけれども、この計算式というの

は、基本的な計算方式なのかどうか、その辺につ

いてちょっと確認したいと思います。 

 それから、２点目に、先ほどの専門部門別の試

算した職員数の数字が出ております。この中で、

特に七飯町の場合、民生費、民生部分、それから

衛生部門で人員が非常に少ないと。民生関係で１

３人、衛生関係で６人という数字になっておりま

すけれども、これはその部門のどんな職種でこの

ように少なくなっているのか、それについて

ちょっとお伺いしたいなと。 

 それから、３点目に、こういう民生と衛生部門

での人員が少ないという数字なのですけれども、

これ、令和７年度までにかなり人員の改正といい

ますか、増員を図るということで、１７４名の目

標に対して１７３名という数字を上げております

けれども、この中に、今上げました民生のマイナ

ス１３人、衛生関係のマイナス６人、これがどの

ように改善する計画になっているのか、この３

点、お願いします。 

○川村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 それでは、定員適正化計画

の御質問にお答えしてまいります。 

 まず、この表で使っているのは、部門別診断表

という、これは国のほうで出している資料等を活

用して、それを使わせていただいているというと

ころでございます。ここ、令和２年４月１日現在

の職員数と、職員の比較の中で数字が載ってござ

いますが、ここも行政の各そこの組織ごとに、ご

みの収集を例えば直営でやっているかとか、病院

があるかないかとか、そういうところで大きく変

わってきているものもございますので、参考でこ

ういうものを載せているというところでございま

すので、計算上は国の数値を基準に計算をしてい

るというものでございます。 

 実際、最終、１２ページのほうに、計画期間で

職員数をどう減らしていくかというところで、そ

れぞれ計画をつくってございます。そこについて

は、今後、職員の事務事業の見直しだとか、例え

ば課、係の機構も変更しながら、数値を、定数

を、この計画を満たしていく、計画を満足してい

くということになりますので、この９ページのど

ういうところで減らしていくかというのは今後の

課題でもありますけれども、そういうことで進め

てまいりたいと、計画を進めるということのお話
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となりますので、御理解を願いたいと思います。 

 以上でございます。 

○川村委員長 上野委員。 

○上野委員 それでは、ここで上がってきた民生

や衛生部門の数字、これは七飯町の実態と直接関

係ない形で上がった数字であると。それであるな

らば、この数字、上がっているわけですけれど

も、実態として、七飯町の今のこういう人員配置

で、こういう数字が上がったことに関してどのよ

うに認識されているのか、本当に少ないとは思っ

ていないのかどうか、数字としては出たけれども

という関係をちょっと確認したいです。 

○川村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 それでは、お答えしてまい

ります。 

 まず、今回、現状の分析をしますよというとこ

ろで、それは５ページから始まってございます。

５ページの中では、七飯町、令和２年４月１日現

在の年齢構成だとか、５ページ、６ページに載っ

ていますけれども、こういう状況があるというこ

とでございます。 

 次に、（２）から（４）でいろいろ、（２）で

は類似団体との比較、（３）では、これも国がこ

ういう計算方法がありますけれども、定員回帰指

標による試算表との比較、（４）で部門別診断表

による比較ということで、いろいろ比較をしてい

るところでございます。それぞれの比較におい

て、七飯町としては、職員数が計算上はほかの団

体よりも少なくなっているというような事実であ

るというところでございます。そこの多いか少な

いかということになると、やっぱり正職員として

は少ないというところでございます。ただ、その

分、会計年度任用職員の臨時非常勤の職員の力も

借りながら行政運営をしてきたという事実でござ

います。 

 以上でございます。 

○川村委員長 よろしいですか。 

○上野委員 実際に民生、衛生部門で、実際はど

うなのだという質問になっているのですけれど

も、その辺についてまだ答えていない。 

○川村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 大変申し訳ございません。

答弁漏れがありました。 

 民生のところの部門、大部門でいくと、非常に

大きな差があるというのも、これも事実でござい

ます。民生部局、今、やっぱり生活だとかいろい

ろ、福祉、障がい、子育てということで、町の業

務の中でもすごく民生部はボリュームがある部門

でございます。そこは今の社会、福祉業務上は非

常に人数としてはなかなか厳しいというか、業務

量に対して人数が合ってきていないところもある

のかもしれませんけれども、そこはやはり人数、

たくさん職員はいたほうがいいのですけれども、

全体のバランス、人数を、正職員を多くするとい

うのはなかなか財政上も厳しいところもございま

すので、そこは全体のバランスの中で今までも

やってきましたし、これからもそこら辺を考慮し

ながら職員の適正配置をしていきたいというふう

に考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 ほかに。 

 中川委員。 

○中川委員 ナンバーの１２、選挙の予算ですけ

れども、これ、選挙に関わる予算なのですけれど

も、開票関係で、通常、いつもスポーツセンター

だとかで職員の方々、やっていただいていると思

うのですけれども、コロナ対策関係とはまたここ

の予算とは別であるものなのかどうか、そういっ

たコロナの対策をした上で多分やらなければなら

ないと思うのですけれども、そこが１点と、あ

と、ナンバー２４の大沼駅伝、これ、４月なので

すけれども、これはスポーツ課で聞いたほうがい

いのか、ここの場所で聞いたほうがいいのか。こ

この場所で聞いたほうがいいのであれば、４月の

開催自体も決定しているのかどうか。 

 以上です。 

○川村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 それでは、選挙の執行費に

ついては選挙管理委員会書記長の立場でお答えし

てまいります。 

 予算につきましては、２,０６８万９,０００円

ということで、ここはコロナ対策費も含んでのも

のでございます。その中で、投票所、また、開票

場の対策をしていくというところで考えてござい
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ますので、御理解を願いたいと思います。 

 ナンバー２４ページの予備費の個別の大沼駅伝

の開催の関係についてお話がございましたが、総

務財政課としては予備費の予算しか持ってござい

ませんので、開催の状況だとか、その判断につき

ましては、原課のほうにお問い合わせいただけれ

ばと思います。 

 以上でございます。 

○川村委員長 それでは、ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 よろしいですか、質疑のほう。 

 それでは、総務財政課による審査を終了いたし

ます。 

 総務財政課長、御苦労さまでした。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ２時２２分 休憩 

────────────── 

午後 ２時２３分 再開 

○川村委員長 それでは、休憩以前に引き続き、

再開いたします。 

 続きまして、情報防災課の審査を行います。 

 情報防災課長、御苦労さまです。 

 予算書及び提出資料に基づき、説明のほう、お

願いいたします。 

 情報防災課長。 

○若山情報防災課長 それでは、共通様式に沿っ

て説明していきます。 

 まず、資料ナンバー１、事業予算名、総務公用

車管理費、本年度予算、３２７万円、増減は１万

６,０００円でございます。事業の目的として

は、公用車の一元管理に伴う費用でございます。

各費用で増減ございますが、まず大きいのは、車

検の台数が昨年と違いまして今年は増えているこ

とから、需用費の自動車修繕料、それから保険

料、それから公課費などが車検の台数の関係で増

加しております。また、減少している中では、燃

料費のガソリンなどが減少しておりますが、減少

した理由としては、積算単価が低くなったという

のと、実績から、コロナであるということもあり

まして、昨年度よりも燃料の使い方が今のところ

低いものですから、それは少し続くのかなという

ことで、積算の段階で少し燃料の量を落として積

算してございます。 

 続きまして、ナンバー２、町有バス管理費。本

年度予算額２７７万６,０００円、増減といたし

ましては１０６万円でございます。事業の目的

は、町有バス２台の運行を行うための費用でござ

います。主な増減の理由の内容につきましては記

載のとおりでございますが、先ほどと同様、燃料

費の単価等の積算によって増減がございます。 

 続きまして、ナンバー３、事業予算名、電算管

理費でございます。本年度予算額１億７,６１４

万４,０００円、増減は５,９７０万９,０００円

でございます。事業目的につきましては、業務上

必要な電算関係にかかる運営を行う費用でござい

ます。事業内容は記載のとおりでございますが、

主な増減につきまして、まず、委託料の中で、新

規と書いております下から三つ目、委託料、総合

行政情報システム等自治体クラウド移行委託料で

ございます。これは税とか住民票とか出す行政の

電算事務の総合的なシステムなのですけれども、

前回導入してから５年を経過しまして、機器等の

老朽化によります計画的な更新を行うものでござ

います。このたび、以前にも御説明したことがあ

りますけれども、自治体クラウドという感じで、

ほかの団体と共同で運用することによって費用経

費を抑えていくというような内容に変更していく

ものでございます。 

 これに関連しまして、１７の備品購入費の総合

行政情報システム機器譲渡取得費、これは備荒資

金という資金を使いまして、来年度の予算は３万

円となってございますが、これは初年度は金利の

みを支出しまして、再来年度以降、４年間に分け

て返済していくというような内容のものでござい

ます。実際に備品にかかる費用につきましては

２,８６０万円を備荒資金として借用しまして、

取得していきたいというものでございます。なの

で、総合行政情報システムの更新につきまして

は、合わせて１億５６万５,０００円という費用

がかかります。前回導入したときよりも、前回は

１億４,０００万円程度かかっておりましたの

で、一定の費用の削減が見込まれるということ

で、このような内容で更新していきたいというこ

とで計上してございます。 
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 また委託費に戻っていただきまして、総合行政

の１行下にありますＩＣＴ関連業務外部委託料に

つきましてです。これは以前からも課内でも検討

しておりまして、また、以前の議会で平松議員か

らも一般質問いただいたとおり、電算関係の業務

が専門性をかなり帯びてきているということでご

ざいまして、外部委託できるものはしていこうと

いうことで計上しているものでございます。 

 電算関係につきましては以上でございます。 

 続きまして、ナンバー４、光ケーブル設置管理

費、本年度予算額３５７万６,０００円、増減は

８７万１,０００円でございます。これは藤城、

峠下、大沼地区に敷設してございます光ケーブル

の運営にかかる費用でございます。事業の内容と

しては記載のとおりとなってございます。また、

特定財源についても記載のとおりとなってござい

ます。 

 続きまして、ナンバー５、消防施設費でござい

ます。本年度予算額６億３６６万６,０００円、

増減が１５０万７,０００円でございます。この

費用につきましては、七飯消防署の運営を行うた

めの負担金でございます。予算については増加し

てございますが、これが大沼にございます特殊水

槽つき消防ポンプ車の更新があるということでご

ざいまして、予算はいろいろ増減ありましたが、

トータル的には１５０万円ほど増加してございま

す。 

 続きまして、ナンバー６、災害対策費でござい

ます。本年度予算額１８６万９,０００円、増減

は４９５万４,０００円でございます。事業の目

的といたしましては、災害予防及び応急対策を円

滑に行うための費用でございます。増減の主な理

由としましては、今年度、令和２年度で行いまし

た福祉避難所等設備整備工事、エアコンの工事な

のですけれども、これについて事業完了したの

で、これ４８０万円分、減しているということが

大きな減の理由となってございます。 

 続きまして、ナンバー７、防災行政無線整備管

理費でございます。本年度予算額２４２万７,０

００円、増減といたしまして８億２,９９３万３,

０００円でございます。事業の目的といたしまし

ては、防災行政無線の施設の維持管理を円滑に行

うための費用でございます。事業の内容につきま

しては記載のとおりでございますが、大きな減の

内訳といたしましては、新しい防災行政無線が、

去年、当初予算で計上していたものが、繰り越し

まして令和３年度で終了ということで、当初予算

分からは減額されているということで、主な減額

の内容となってございます。また、一番下の負担

金、補助及び交付金につきましても、これは北海

道情報ネットワーク衛星無線回線ということで、

北海道を通って七飯町が衛星で接続されている装

置があるのですけれども、職員玄関の横にある大

きなパラボラアンテナのものなのですが、それの

更新事業がございまして、その負担金が令和２年

度にありましたけれども、その事業も完了してお

りますので、それも減になっているということで

ございます。 

 最後になりますが、ナンバー８、国民保護対策

費でございます。本年度予算額３０万９,０００

円、増減は３万８,０００円でございます。事業

の目的といたしましては、災害予防及び応急対策

を円滑に行うための費用でございます。事業の内

容につきましては、記載のとおりとなってござい

ます。 

 簡単ですが、情報防災課の共通様式の説明は以

上となります。よろしく御審議のほどお願い申し

上げます。 

○川村委員長 ありがとうございます。 

 これより質疑を行います。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 ナンバー３なのですが、共通様式で

ナンバー３で、電算管理費ということで、増減で

いけば５,９７０万９,０００円ということで、

今、るる細かく説明を受けたのですけれども、全

体的に委託料と備品購入費や使用料及び賃金と

か、全てがつながっている部分もあるのかなと見

ていたのですけれども、歳入のところで、地域情

報通信基盤使用料ということで５３３万４,００

０円、歳入があって、これは前に言っていた半島

振興法の絡みの補助金なのか、それとも毎年使用

料が入ってくるのか、ちょっとそのあたり１点、

まずお聞きしたいです。 

 それと、使用料のところの庁舎内の電話機の借
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り上げ、債務負担がゼロ、リース代で借り上げと

いうことがマイナスになったり、補助金の交付金

のところでも１９９万４,０００円マイナスとい

うことで、これは共同システム等運用負担金の部

分がマイナス１９９万４,０００円になっている

という、そういう絡みが全て少しずつあるのかな

と思って聞いていました。ＩＣＴ関連は業務外部

委託料に新規になっていますけれども、これは毎

年このようにして新規で、業務の効率化という

か、行政側の行政サービスの向上にかかわること

だと思うのですけれども、このあたりも毎年この

程度かかっていくのかという、ちょっとそのあた

り、もう少し、よくわからないものですから、教

えていただきたいと思います。 

○川村委員長 情報防災課長。 

○若山情報防災課長 すみません、ちょっと説明

が簡単すぎてしまいまして。 

 まず、資料ナンバー３の特定財源の一番下のと

ころ、地域情報通信基盤使用料につきましてでご

ざいます。次のナンバー４の資料にも同じ名前で

特定財源として掲載してございます。この歳入に

つきましては、大沼と藤城、峠下の光ケーブルを

町で敷設して、民間、ＮＴＴが運営しているので

すが、これについて、１件、加入するというか、

１件、七飯町で整備した光ケーブルを利用する

と、９００円、ＮＴＴから、借賃と言えばあれな

のですけれども、使用料として、月９００円、歳

入になるというところでございます。なので、全

体としては年間でこの５３３万４,０００円、そ

れから３５７万６,０００円の足し算ですね、約

８８０万円程度あるのですけれども、それが毎

年、この光ケーブルの使用料として七飯町に歳入

としてあるということでございます。分けて記載

しているのは、ナンバー４の本年度の予算額が３

５７万６,０００円ですので、それからあふれた

分を電算管理費のほうに記載しているという内容

となってございます。 

 また、大きな減の中で、まず１３番の使用料及

び賃借料の電話機器借上料でございます。これは

昨年度、リースが切れてございまして、元年度途

中かな、リースが切れて、令和２年度、再リース

で１年使っていたのですけれども、いろいろ電話

のメーカー等に確認したところ、部品の在庫がま

だまだ、保守がまだまだ続けられるという機器で

あったものですから、このまま再リースを続ける

よりも、買い取りしてしまったほうが安いだろう

ということで、今年度はリース料から備品購入費

のほうに計上しております。その金額が１４３万

４,０００円でございますが、その分がまるまる

庁舎内の電話の購入費ということになってござい

ます。 

 また、負担金の部分の共同システム等運用負担

金ということなのですが、この共同システムとい

うのが、北海道でいろいろな市町村が使えるよう

な共同システムというものを準備してございまし

て、それの各市町村の負担金なのですが、令和２

年度につきましては、北海道のほうで機器の更新

がございまして、単年度、市町村の負担金が増加

したということで、その事業につきましても令和

２年度で完了しておりますので、令和３年度につ

いては減額になっているということでございま

す。 

 また、ＩＣＴ関連の外部委託につきましてなの

ですけれども、これも内容につきましては、役場

庁舎内に常駐、毎日１人常駐していただくと。時

間につきましては、業務の始まる３０分前から業

務終了の３０分、なので１日９時間、１人必ず常

駐していただくと。プラス、電算管理の中で、学

校とか出先出張所等、出先もありますので、それ

が大体週３回ぐらいという計算で、大体１.５人

と言われるのですけれども、そういうような感じ

で人件費として、委託料として積算してございま

す。 

 委託先につきましては、いろいろな関係業者さ

んというか、今まで電算関係でお付き合いがある

というか、仕事を頼んでいる業者さん、大きく二

つぐらいあるのですけれども、二つぐらいと話を

しながら、どのような内容がいいか等を長い間検

討してございました。実際、令和３年度で予算化

するに当たりましては、お願いする業者さんにつ

いても、人を用意したり、雇い入れしたり、その

分、役場に常駐ですから、しなければならないと

いうこともありまして、準備期間として半年ぐら

い見て、半年後の９月、１０月から委託していこ
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うということでございます。なので、この費用に

つきましては、半年分ということで、来年度から

はこの倍の金額が毎年委託料として計上されてい

くというようなことを考えてございます。 

 内容については以上です。 

○川村委員長 神﨑委員。 

○神﨑委員 今のＩＣＴ関連業務委託料というこ

とで、設備的にはうちのパソコン内で操作してい

くのか、そのあたり、どういうような形になるの

ですか。 

○川村委員長 情報防災課長。 

○若山情報防災課長 業務の内容につきまして

は、単純に言いますと、今、情報管理で係が行っ

ている電算関係の業務をほぼそのまま委託するよ

うな形になります。なので、当然、庁舎内の機械

の調整や監視など、それから、それ以外にも、例

えば新しいシステムを入れるときの企画検討等の

アドバイザーだとか、いろいろなシステムの積算

なども情報管理係で今行っているのですが、それ

につきましても、この業者さんで行うような形を

考えてございます。また、逆に、では今の情報管

理係に残る仕事は何という話になるのですけれど

も、予算とか契約の関係は当然残るのですが、あ

とは光ケーブルに関すること、これにつきまして

は電算の知識等はあまり要らないので、それにつ

いては委託しないでやっていこうと。あと、個人

情報保護とか情報公開の関係につきまして、あ

と、マイナンバーの制度的なことにつきまして

は、やっぱり行政でないとできないことが多いも

のですから、そこらについては実際は委託してい

かないというような考えでございます。なので、

仕事量としてはかなりの量を委託できることにな

りますけれども、業者に委託することで安定的

に、私たちは人事異動のたびにとかあるのですけ

れども、そういうのがなくできるように、今回、

このような感じで予算計上させていただきまし

た。 

 以上でございます。 

○川村委員長 ほかに質疑のある方。 

 若山委員。 

○若山委員 同じくナンバー３のところで、電算

関係の説明については、詳しく聞いてもよく理解

できないところはあるのですけれども、先ほど詳

しく説明していただいた委託料の総合行政情報シ

ステム等自治体クラウド移行委託料７,１９６万

５,０００円、新規ということで上がっていて、

先ほど聞いたら、５年たったので更新ということ

なのですけれども、これは何か新しい機能を付加

するとか、そういうことではなくて、５年たった

ので直さなければいけないという、そういうため

の費用だということでよろしいのかどうかという

ことと、これ、５年たったら、また同じようにこ

ういう費用が発生するというふうに考えるべきも

のなのかどうか、そこのところをちょっと、機械

に弱いものですから、教えていただければなと思

います。 

 それと、クラウドシステムというのは、この安

全性というのは十分担保されているという、みん

なが使っているのであれなのですけれども、担保

されているということで、その辺の検討、チェッ

クのほうについては大丈夫なのだろうなというお

言葉を一ついただきたいなというふうに思いま

す。 

 それと、ナンバー５のところで、南渡島消防事

務組合負担金として１５０万円ほど、総額から比

べたら小さな増なのですけれども、これは先ほど

機器の購入というようなことがあったのですけれ

ども、この負担金について、特に人件費だとか、

火事が多かったとか、そういうことではなくて、

特に機器の購入した部分でということで、はっき

りこの増加原因がわかっているということでいい

のかどうか。金額がちょっと６億円というあれな

ので、よくわからないのです。これは言われたら

払わざるを得ない負担金だと思うのですけれど

も、そこのところを再度確認をお願いしたいなと

思います。 

 それと、ナンバー７のところで、防災行政無線

の、今期は全額、今期というか令和３年は令和２

年に全部出ているのであれなのですけれども、こ

の令和３年で完了する工事の進行状況等につい

て、順調に推移していて、特に問題ないのかどう

か、そこのところを、予算とはあまり関係ありま

せんけれども、教えていただければなと思いま

す。 
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 以上です。 

○川村委員長 情報防災課長。 

○若山情報防災課長 それでは、まず資料ナン

バー３、総合行政情報システムの更新について、

５年ごとということなのですけれども、５年ごと

にやっているのは、どちらかというとシステムと

いうよりもハードウエアというのですか、パソコ

ンだとか、サーバー機器だとか、物理的なハード

ウエアのメーカー補修が大体５年で終わってしま

うので、そのたびに更新してございます。 

 今後、次の５年間のときに同じようにかかるの

かというところなのですが、ここは自治体クラウ

ドという性質上、ハードウエアと、先ほど言った

パソコンとかサーバー機器などは物理的な保障が

切れてしまうので、５年後も必ずやらないとなら

ないのですけれども、このシステムにつきまして

は、今度は共同で使うものですから、七飯町の分

の機械とかというわけではなくて、いろいろな町

が入ってくる機械になりますので、そこは５年後

に七飯町だけが更新するというものはなくて、な

ので、今でいうと７,１９０万円というのが、５

年後、ここはこんなにかからないというか、ほぼ

かからないような計算で今考えてございます。な

ので、５年後は、先ほど言いました備品購入費

の、今３万円しかないのですけれども、金額とし

ては２,８６０万円程度、ハードウエアの更新が

かかるのですが、その金額だけでおさまっていく

ということで今は算段してございます。 

 また、クラウドの安全性についてなのですが、

クラウドといいますと、何となく最近、みんなイ

ンターネットからどこからでも、パソコンさえ、

インターネットさえつながっていればデータが共

有できるとかというイメージがあるのですが、こ

の行政システムのクラウドにつきましては、デー

タセンターというものがあって、データセンター

で、あとは七飯町についていは専用線というので

すか、ほかの人が絶対入ってこれない物理的な専

用線でつながってございます。なので、ほかから

の侵入についてはないということで、一般的なク

ラウドと言われるのとはちょっと仕組みが違うの

で、そこは安全性は担保されているということで

私たちは運用してございます。 

 また、資料ナンバー５の七飯消防の負担金でご

ざいます。これは先ほど急いで言ってしまったの

ですけれども、災害対応特殊水槽つき消防ポンプ

２型という、消防のポンプ車が、平成元年１０月

に導入したものを更新するということでございま

す。その部分で費用が増えているのですが、中に

ついてはいろいろな人件費等の予算がありますの

で、減ったり増えたりして、結果的に１５０万円

程度増えたというような内容で消防からは聞いて

ございます。 

 あと、防災行政無線の進行状況なのですけれど

も、現在のところ、今、鉄塔といいますか、ス

ピーカー等を建てる位置とかが確定しまして、戸

別受信機等についても、納品、一度されるような

ところまで進んでございます。実際的に地域に入

る、本当に鉄塔を建てる工事などは、雪がとけた

ら町内業者さんがやることになるのですけれど

も、町内業者さんでやっていきたいということな

ので、４月以降、各地域に入って工事が始まって

いくということでございます。 

 また、工事についても、４月号の広報で、工事

に入りますのでということでお知らせするよう

に、今、記事の準備をしてございます。また、広

報には詳細な鉄塔を建てる場所などはスペース的

に掲載が無理なので、その辺についてはホーム

ページで公開していって、こういう場所に建てて

いくというような準備を今してございます。 

 また、同じ方式で苫小牧市が４月から運用を開

始するところでございます。苫小牧市について

も、状況をいろいろ聞いていましたが、私たちが

一番心配していると言えばあれですけれども、戸

別受信機まできちっと電波が届くのとか、そのあ

たりについても、今のところ問題なく苫小牧市の

ほうは運用できているということで、私たちも

ちょっとその辺は安心しながら、今進めていると

いうような状態でございます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 若山委員。 

○若山委員 大変よく内容はわかったのですけれ

ども、ということは、ナンバー３の、今回、大幅

な増額で電算管理費が上がっているけれども、５

年後、機器の更新については、これは物理的に直



－ 37 － 

さなければいけないので、二千八百幾らなりの金

はかかるけれども、この自治体クラウドに移行し

たことにより、その差額については経費としては

浮くだろうという、そういうことで大幅な経費削

減になるというふうに考えていいのか、と判断し

ていいのかどうか、そこのところと、先ほど防災

無線については、昨年の予算のときにいろいろ厳

しくやりとりをさせてもらって、苫小牧の説明ま

でしていただきましてありがとうございます。こ

れについては、令和３年に入ったら各家庭の工事

が始まるということで、広報の４月号を見ればわ

かるのでしょうけれども、各家庭に工事がそれぞ

れ行くというようなスケジュールということでよ

ろしいのでしょうか。 

○川村委員長 情報防災課長。 

○若山情報防災課長 それでは、総合行政情報シ

ステムについてでございます。今回、計上させて

いただきました委託料の７,１９６万５,０００円

につきましては、今あるシステムから自治体クラ

ウドにデータを移行するというお金でございま

す。５年後にそういうものを移行するというお金

がまず発生しないので、そこは発生してこないだ

ろうというふうに踏んでおります。ただ、最近、

デジタル庁などもできて、国もいろいろなことを

言い始めていますので、システムの改変とかは国

の主導であるかもしれませんけれども、今の形式

でいった場合は、先ほど言いましたとおり、備品

購入費の５年後の更新だけで今後は運用できてい

けるというふうに考えてございます。 

 また、防災無線の件でございます。防災無線の

先ほど言いました工事というのが、地域に鉄塔を

建てる、鉄塔とスピーカーを建てる工事でござい

ます。各家庭につきましては、今回の防災無線に

つきましては、ラジオ型といいますか、四角いラ

ジオ型のような防災無線の戸別受信機になりま

す。なので、各家庭には、実際、今、大沼地区に

ついているのですけれども、外のアンテナに穴を

あけてとかという工事は発生しません。ただ、

今、大沼についている戸別受信機については撤去

しなければならないので、その工事については、

今の新しい防災無線が稼働後、順次、大沼の撤去

の作業に入っていくというふうになります。それ

については、時期になりましたらお知らせしなが

らやっていきたいというふうに考えてございます

ので、４月からは鉄塔を建てる工事が始まってい

くということになります。 

 以上です。 

○川村委員長 若山委員。 

○若山委員 すみません、たびたび。ナンバー３

のところで、だから今回はこれだけ委託費をかけ

るけれども、機能が更新するということではな

い、何々のサービスができるようになるとか、今

までこれができなかったのができるようになると

か、そういうことではなくて、今のシステムを移

すための費用としてということで、これだけかか

りますよということなのですか。何か機能が、こ

こからこういう照会がとれるようになるよとか、

そういうことではないということなのですか。そ

このところ、ちょっともう１回確認。 

○川村委員長 情報防災課長。 

○若山情報防災課長 おっしゃるとおりでござい

まして、今あるものをそのままデータを移行する

ということなので、機能が特段変わるということ

はございません。ただ、今後は、各町で共同して

いるものですから、例えば電子申請などとかも、

今まで単独の町でやらなければならなかったもの

が共同でできるようになりますので、取り組みや

すい形にはなってくると思います。ただ、今移行

してすぐ新しい機能が増えるということではござ

いませんので、御理解ください。 

 以上です。 

○川村委員長 ほかに質疑のある方。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 よろしいですか。それでは、質疑

を終わります。 

 以上で、情報防災課に対する審査を終了いたし

ます。 

 情報防災課長、御苦労さまでした。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ２時５４分 休憩 

────────────── 

午後 ２時５４分 再開 

○川村委員長 それでは、休憩以前に引き続き、

再開いたします。 
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 続きまして、政策推進課の審査を行います。 

 政策推進課長、御苦労さまです。 

 それでは、予算書及び提出書類に基づいて、説

明のほう、お願いいたします。 

 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 それでは、政策推進課よ

り、令和３年度予算について御説明いたします。 

 共通様式のナンバー１をご覧ください。予算書

３８から３９ページの広報費で、本年度予算額

１,６１２万１,０００円、前年度に対しまして

４,０００円の減額でございます。特定財源は記

載のとおりです。広報費の主な事業内容は、なな

え広報の発行と配布にかかる経費でございます。

例年どおりで、記載のとおりでございます。 

 次に、共通様式のナンバー２、予算書４２ペー

ジから４５ページの企画費で、本年度予算額５０

万９,０００円で、前年度に対して４９３万７,０

００円の減額でございます。特定財源は記載のと

おりでございます。企画費の主な事業内容は、企

画調整全般と、まち・ひと・しごと創生総合戦略

等にかかる経費でございます。減額の主な内容

は、報酬と委託料となっておりますが、第５次七

飯町総合計画の見直しの審議として、総合開発振

興計画審議会委員報酬として会議４回分、５１万

２,０００円の減額。委託料は第５次七飯町総合

計画調査策定業務委託料として４３０万７,００

０円の減額でございます。そのほかの事業内容は

記載のとおりでございます。 

 次に、共通様式のナンバー３、予算書４２ペー

ジから４５ページのまちづくり政策事業費で、本

年度予算額３１９万１,０００円で、前年度に対

して４万３,０００円の減額でございます。事業

内容は、男女平等参画、活力のあるまちづくり推

進事業助成金や、町内会連合会補助金にかかる経

費でございます。例年同様で、記載のとおりでご

ざいます。 

 次に、共通様式のナンバー４、予算書４２ペー

ジから４７ページの交通対策事業費で、本年度予

算額１,１２８万円で、前年度に対して５３１万

４,０００円の増額でございます。増額の主な理

由といたしましては、本年３月に発足した七飯町

地域公共交通協議会において、地域公共交通計画

の策定のために十分な審議等必要なことから、法

定協議会として必要となる経費として、負担金６

８８万円の皆増でございます。そのほか、事業の

内容は記載のとおりでございます。 

 次に、共通様式の５、予算書４８ページから４

９ページの交流推進費で、本年度予算額８０万

８,０００円で、前年度に対して４７３万１,００

０円の減額でございます。特定財源は記載のとお

りでございます。主な事業内容は、国際交流や国

内交流事業に必要な経費でございます。減額の主

な要因ですが、毎年行われていたコンコードへの

派遣事業について、新型コロナウイルスの影響も

あり、事業を見合わせ、報償費３７５万１,００

０円と旅費９１万５,０００円が減額となってお

ります。 

 次に、共通様式のナンバー６、予算書４８ペー

ジから５１ページの国際交流公用車管理費で、本

年度予算額２２万円で、前年度に対して１０万

５,０００円の増額でございます。本年度は、車

検費用が必要なための増額でございます。事業内

容は、記載のとおりでございます。 

 次に、共通様式のナンバー７、予算書４８ペー

ジから５１ページのセミナーハウス指定管理費

で、本年度予算額３,１９８万７,０００円で、前

年度に対して１９５万３,０００円の増額でござ

います。修繕料が、木製手すり修繕３０万円の増

額と、委託料でセミナーハウス指定管理料が１９

７万２,０００円増額、これは昨年度までは町か

ら再任用職員１名を派遣しておりましたが、これ

を終了し、指定管理者が嘱託職員の対応によるも

のです。その他の事業内容は変更ございません。 

 次に、共通様式ナンバー８ですが、予算書５６

ページから５７ページの総務費統計調査費です

が、当初予算額は１１１万２,０００円、前年度

に対して１,１７７万５,０００円の減額でござい

ます。減額の主なものは、前年度に国勢調査とし

て１,２３０万５,０００円がございましたが、そ

の分が減額となっております。令和３年度は経済

センサスを予定しております。特定財源は記載の

とおりで、全額財源措置されるところでございま

す。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろし
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くお願いいたします。 

○川村委員長 ありがとうございます。 

 これより質疑を行います。 

 質疑のある方。 

 上野委員。 

○上野委員 ナンバー４の七飯町地域公共交通活

性化協議会負担金ということで、令和３年の３月

に協議会が発足したということなのですが、こ

れ、協議会の目的、そして目標達成の期限という

ものがあるのかどうか、今後のスケジュールなど

も含めて、ちょっと活動の内容、今後の計画を報

告していただきたいと思います。 

○川村委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 法定協議会の関係につい

て、もう少し説明させていただきたいと思いま

す。 

 まず、１２月に法定協議会に関する補正予算を

可決いただきまして、その後、現在、委員の委嘱

につきまして、２月中に終えたところでございま

す。そして、第１回目の会議の開催を、現在のと

ころ３月２４日に予定しておりまして、議論を始

めていきたいというふうに思ってございます。そ

の際には、新年度予算の、令和３年度の法定協議

会の予算審議、そして規約等を定めていくという

ことで考えております。 

 具体的な今後のスケジュールでございますが、

まず、法定協議会におけるものとして、まず地域

公共交通計画を策定するというものがございまし

て、こちらの計画といたしましては、令和３年度

だけではちょっと今のところ難しいという思いを

持っております。大体令和４年度、秋くらいまで

は今のところかかるのではないかなということで

事務局として考えているところでございます。そ

の中で、まず令和３年度につきましては、行う予

定としては、まず法定協議会を今のところ５回程

度開催をして、審議をしていくという中身でござ

います。 

 また、今回、６８８万円の負担金の中の構成で

ございますが、５回分の法定協議会の開催経費で

大体５０万円ぐらい、そして計画の策定に必要に

なる金額で申し上げますと、５７２万円予定して

おります。そのほか、計画を策定するに当たって

の地域の方々の意向だとか、そういったものを把

握する必要がありますので、アンケート調査を予

定してございます。こちらは４９万円程度予定し

ております。そういったものを、まずアンケート

を実施して、ニーズを把握し、計画に反映させて

いくというような今スケジュールで考えていると

ころでございます。 

 そして、こちら、今、町の予算といたしまして

は、財源の関係ですが、町の単費ということで整

理をしてございます。ただ、この部分につきまし

ては、私どもも運輸支局のほうに補助申請等の手

続きを今している最中でございます。この部分

が、実はまだ内々示レベルのものでございますの

で、確約はできないというところで、その財源に

ついては今のところ載せていないというところで

御理解をいただきたいというふうに思います。そ

して、その財源がもしつくようであれば、補正に

て対応させていただきたいというふうに思ってい

るところです。 

 目標、活動スケジュール等、以上でございま

す。よろしくお願いします。 

○川村委員長 上野委員。 

○上野委員 当面、計画の作成、２年くらいかけ

てということなのですが、この計画が作成された

場合に、その計画を実行するところまでこの委員

会はかかわりを持って進めていくのかどうか、計

画作成だけになるのか、その辺についてちょっと

お伺いしたいのと、それから、これは期限がある

のかどうか。国の方針だと思うのですけれども、

そういったところも含めて、ちょっともう少しお

願いします。 

○川村委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 まず、法定協議会の役割と

して、その計画策定後の実際に運行するだとか、

そういう役割かと思いますけれども、他の自治体

の例を見ますと、法定協議会において運行するよ

うなことも行ってございますので、計画に基づい

たものとして運行していく形になろうかと思いま

す。 

 そして、地域公共交通計画の実行性における期

限とかという考え方でございますが、そういった

期限というものはなくて、継続してその目標に進
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んでいくというような施策のものでございますの

で、一歩一歩進めてまいりたいというふうに思っ

てございます。 

 以上です。 

○川村委員長 それでは、ほかに。 

 中川委員。 

○中川委員 ナンバー１の行政刊行物等の広告掲

載収入ということで、これは何枠に対して何枠、

今予想しているのかというのが、今回は１３９万

３,０００円の予算を見込んでいると思うのです

けれども、収入のほう。令和２年の予算のときは

１４２万８,０００円で、ちょっと多かったので

す。若干ですけれども。何で今回は低く見積もっ

ているのか。広告枠が少なくなったのか、もしく

は何かそういう原因があったのかというのと、こ

れは増やすことが可能なのかどうか、広告収入を

増やそうというふうに考えて、例えば枠を増やし

ていくというのは可能なのかどうか。 

 あと、ナンバー４の北海道新幹線並行在来線対

策協議会委託調査負担金で、今回ゼロなのですけ

れども、これは並行在来線に関しての協議のこと

だと思うのですけれども、何で今回はゼロなのか

なと。逆にどんどんこの審議というのはしていか

なければいけないのかなと思うのですけれども、

ここは七飯町にとっても大きな問題になると思う

ので、その理由をちょっとお聞かせください。 

○川村委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 それでは、まずナンバー１

の広告に関します行政刊行物の広告掲載収入の関

係でございますけれども、こちら、広告収入とし

て１３９万３,０００円と記載してございます

が、こちらの内容というのは、町の広報誌のほ

か、町の使用している封筒の印刷、そして、町の

ホームページに載っているバナー広告の関係で、

一律で、全てで１３９万３,０００円というもの

でございます。このうちの町の広告の部分につき

ましては１１１万４,０００円ということでござ

いますので、御理解のほどお願いしたいと思いま

す。もし考えられるとすれば、その部分について

は、町の広報誌は基本的には同じ部数と思ってお

りますので、そこに変更はないというふうに思っ

ております。 

 広告枠の関係でございますが、まず、ページ数

に対してあまりにも広告が多い場合には、町の広

報誌を見られる方というのは、これは記事なのか

広告なのか何なのかというのがわからなくなる部

分がありますので、あまり財源のために広告のみ

をふやすということも考えておりません。一定程

度見やすさだとかも考慮しながら配置をしていき

たいというふうに思っています。今、現状とし

て、ではそれだけ広告が来ているのかということ

を言われますと、実はそうでもなくて、毎年の業

者さんが広告を載せてくださっているので、引き

続きお願いしますというような手続きをしている

ところでございます。この部分につきましては、

まだ広告の載せるスペースはございますので、そ

ういったＰＲ等、進めてまいりたいというふうに

思っております。 

 ２点目の、並行在来線の関係の負担金でござい

ますが、こちらは令和２年度に負担金の部分がご

ざいましたが、函館から小樽までの町村でそれぞ

れ負担してきているものでございます。実際の交

通量の調査だとかという部分での調査を令和２年

度に行うというところの性質なものですから、令

和３年度はその部分がないということで、事業費

がゼロというところでございます。ただ、その中

の協議会の中で、その協議というのは毎年行って

ございますので、引き続き検討をしていくという

ところでございますので、御理解、お願いしたい

と思います。 

 以上です。 

○川村委員長 中川委員。 

○中川委員 刊行物の関係は、これは全体のとい

うことだったと思うのですけれども、ほかのとこ

ろはあれですけれども、広報に関しても、現状、

なかなか載せて、載せてというふうには来ていな

いということですけれども、広報に関しては、他

のそういう広報誌みたいなのでも、うまく見やす

くやっているところもあるので、せっかくこうい

う、若干ですけれども、収入制度を使っているの

であれば、見づらいからあまり載せないほうがい

いとかではなくて、どうせ載せる枠があるのであ

れば、業者のほうから載せてほしいというふうに

思えるような感じで、よその広報誌、私も結構見
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るのですけれども、やっぱりいろいろあります。

見やすいのと、実際、広告とまちの情報と混ざっ

てしまっているところもあるし、ちゃんとくっき

り分けて、逆にまちの業者さんが、こういうのが

あるのだとわかりやすい広告の載せ方とまちの情

報の載せ方というのがあるので、その辺、ちょっ

と可能であれば、そこはあまりお金がかかるとこ

ろでないので、頑張っていただきたいなと。 

 あと、並行在来線については、別なところで協

議していくということですか、現状は。 

○川村委員長 すみません、１時間たちましたの

で、２５分まで、暫時休憩といたします。 

午後 ３時１０分 休憩 

────────────── 

午後 ３時１０分 再開 

○川村委員長 休憩以前に引き続き、再開いたし

ます。 

 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 まず、広報の広告の部分に

つきましては、その部分はレイアウト等、町のほ

うで十分検討できる内容でございますので、引き

続き研究してまいりたいというふうに思ってござ

います。 

 続いて、北海道新幹線並行在来線対策協議会で

ございます。それは北海道知事が頭になって協議

会を設定してございます。渡島ブロックと後志ブ

ロックということで、ブロックが二つ分かれてお

りまして、渡島は渡島ということでまず検討して

おります。そこの部分は、首長さん方がそれぞれ

構成委員になっておりまして検討していくのです

が、その検討に必要な調査を令和２年度に実施を

したという内容でございます。令和２年度の部分

については、コロナの状況もあって、なかなか今

のところまだ報告が上がってきていないというと

ころで、その報告書をもって首長がそれぞれの町

等の立場として方向性を示していくというような

流れになってございますので、御理解いただきま

すようよろしくお願いいたします。 

○川村委員長 ほかに質問のある方。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 そうしたら、２５分まで暫時休憩

といたします。それから質疑を始めます。 

午後 ３時１３分 休憩 

────────────── 

午後 ３時２６分 再開 

○川村委員長 それでは、休憩以前に引き続き、

再開いたします。 

 澤出委員のほうから早退する旨の届け出がござ

いました。 

 それでは、始まる前に、政策推進課長より資料

要求の説明のほう、お願いいたします。 

○中村政策推進課長 すみません、先ほど説明の

際に、資料要求があった資料につきまして説明が

なかったので、ちょっと説明させていただきたい

と思います。 

 お手元に様式４という書類がございます。七飯

町大沼国際セミナーハウス及び七飯町大沼森林公

園の管理にかかる収支計画書ということでござい

ます。こちら、令和３年度のセミナーハウスの指

定管理料の積算根拠となってございますが、開き

まして左側です。収支計画書でございますが、こ

の書類自体は、七飯町が公募をして指定管理者を

募集している際に、提案者からいただいた指定管

理、要はこの金額で指定管理を受けることができ

ますよといった趣旨の資料でございます。 

 まず項目でございます。 

 収入につきましては利用料金収入、事業収入と

ありまして、収入合計２６７万３,０００円。そ

して支出科目としては、施設維持管理経費ですと

か事業実施経費、また、消費税等、込み込みで支

出合計Ｂ、３,４２４万４,０００円となってござ

います。このＡとＢの差し引きで不足する部分、

３,１５７万１,０００円が町の指定管理料として

お願いしますといった内容の趣旨の資料でござい

ます。 

 以上、簡単ではございますが、資料の説明とさ

せていただきます。 

○川村委員長 ありがとうございます。 

 それでは、引き続き質疑のある方。 

 平松委員。 

○平松委員 ナンバー４の地域公共交通活性化協

議会のことで、先ほど同僚委員の質問に答えられ

た内容の確認を先にさせていただきます。 

 単費で６８８万円のこの内訳が、大体５回くら
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いの会合を予定して５０万円、それから計画書を

立案するのに５７２万円、アンケートを実施する

のに４９万円、大体これで６８８万円になるわけ

ですけれども、昨年の１２月の定例会で同僚議員

の一般質問に答えて、実証実験を行いたかったの

だけれども、コロナのことでできなかったという

答弁をされていましたね。それと、今の説明の中

には、今年度中には、要は令和３年度中にはどう

も終わらないで、令和４年の秋ぐらいまでかかり

そうだということもおっしゃっていましたけれど

も、この内容だと、実証実験とか含まれていない

と思うのですけれども、もう一度その辺、説明を

お願いします。 

○川村委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 それでは、令和３年度のこ

の６８８万円の内訳でございます。まず端的に言

いますと、実証運行の部分は入っておりません。

何をやるかと申し上げますと、まず、年明け

早々、委託契約等の手続きに入りまして、その

後、町民のニーズ調査を行います。これがいわゆ

るアンケート調査になってございます。また、現

在運行されております交通事業者様の運行分析を

させていただきます。それが秋、１１月くらいを

今予定しております。そして、現在走っているバ

スの乗降調査ということで、どのくらいの方々が

乗り降りしているかという調査を今のところ令和

４年の１月くらいに予定しております。そういっ

た調査をまず委託契約の中で実施しまして、状況

の把握をしていくと。それとあわせながら、デマ

ンドですとか、循環型ですとか、そういった議論

がありましたが、どういった手法が最もいいのか

という部分を研究しながら法定協議会に諮ってま

いりたいというふうに思っております。 

 令和３年度につきましては、まず計画の素案ま

でをまず目標としております。その素案ができま

したら、来年ですが、地域の意見交換会ですと

か、そういった具体的な、こういったものがいい

ですよという、いやいやこういうのだったら困る

とか、そういうような意見を踏まえながら、令和

４年に具体化をしていきたいというふうに思って

いるところでございます。 

 以上です。 

○川村委員長 平松委員。 

○平松委員 これは考え方の違いなのでしょうけ

れども、私は今までも言ってきましたけれども、

結局、どこかの業者に委託してその計画をつくる

というお話ですよね、この五百何十万円かかると

いうことは。それができてからみんなに示すとい

う順番になるということだと思うのですけれど

も、公共交通というのがどういうものかというこ

とを具体的に１回示して、それは何でもいいと思

うのですよね、バスでも乗用車でもタクシーで

も。町で持っている町の車を３日間くらい、例え

ば未来大学の協力をもらって、タブレット端末、

スマートフォンを使って乗り合いタクシーみたい

なものを１回やって町民に示すと、こういうのも

あるというたたき台を示した上で、どういうふう

に町のものが必要かという話を進めるならわかる

のですけれども、話ばかり進めても、みんなぴん

とこないのでないかと思うのですけれども、その

辺の進め方についてはもう改正の余地はないので

しょうか。 

○川村委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 タブレット端末ですとか新

しい技術を用いたという考え方で、まずやってみ

ようかというような一つ提案かと思いますが、ま

ず、法定協議会を立ち上げて、そして責任ある会

議の中で物事を決めていって、そういったもので

なければ長続きしないというのもございます。そ

ういった意味では、しっかりと計画を定めて、そ

れを期間を定めていついつまでということではな

くて、着実に進めるというようなことで考えてお

りますので、一つ一つ議論を深めて、こういった

何が一番最も優れているのか、公共交通として優

れているのかという部分を検討し、結論を導き出

していきたいというふうに思ってございます。そ

のため、まずやってみるというような考え方では

なくて、一つ一つ行っていきたいというふうに

思っております。 

 以上です。 

○川村委員長 平松委員。 

○平松委員 そうすると、昨年の１２月の定例会

で御答弁された、実証実験を予定していたのだけ

れども、コロナでできなかったということは、も
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う全く考えていなかったということでよろしいの

ですね。 

○川村委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 全く考えていなかったとい

うことではないです。実際に運行も考えました

し、どういった形、町の公用車を使ってだとかと

いうことも考えました。その中で、コロナ禍とい

うところでの三密をどうしても解決といいます

か、正しいデータといいますか、そういったもの

がなかなか難しいという考えのもとに、まずはあ

きらめたというような状況でございます。ただ、

今現在として、まずはコロナ禍の状況ではさほど

大きくは変わっていないというところでございま

すので、そういった部分も含めて、今後考えてい

かなければならないという課題だというふうに

思っております。交通事業者さんも、換気対策だ

とか、大分行っておりますので、そういった、今

現状だけではなくて、そういったことも見越しな

がら、今後の交通的には何が一番いいのかという

ことも考えていく必要があるというふうに思って

おります。 

 以上でございます。 

○川村委員長 ほかに質疑のある方。 

 若山委員。 

○若山委員 同僚委員の質問とダブるところもあ

るかもしれませんけれども、疑問点を何点かお願

いします。 

 まず、このフォームのナンバー２の一番最後の

ところに、負担金で函館圏公立大学広域連合運営

経費負担金ということで５万円皆増となってい

て、金額は小さいのですけれども、七飯町は負担

割合があれなので、この広域連合を財源不足に伴

うとか、この財源不足の理由というのですか、

ちょっとこの間、何か生徒にお金を払うとか、そ

ういうのしたりしていて、その辺のところの、何

か広域連合に大きな考え方の変更があったのかど

うか、そこのところをちょっと教えていただきた

いなというふうに思います。 

 それと、ナンバー４で、同じように地域公共交

通なのですけれども、これについては、６００万

円計上されているので、僕としては早とちりなの

ですけれども、実証運行をされるのかなと思って

いたので、こういうふうに言うと、期待したほう

が悪いのだと、裏切られたと言うと怒られたので

すけれども、期待するからそういう思いがするの

ですけれども、この法定協議会は実証実験まで、

その計画の中に実証実験も含まれるものなのです

か、それとも計画書を出してそこは終わりで、実

証実験というのは法定協議会と別に七飯町が実行

するという形で、今のあれでいくと、どんなに早

くても令和３年には実証実験はあり得ないと。４

年もあるかどうかよくわからないというようなこ

とで、実証実験をやらないと、実際、動かすよう

なあれにはならないと思うのですけれども、そこ

のところの考え方というか、だから令和３年、令

和４年はもう無理ですよと。しっかりした計画を

立てて、その以降に、もしやるとすれば、法定協

議会が決めることですから、こうやってやります

と。その計画に対して国からどれくらいの補助が

出るかどうかとか、その計画が認められるかどう

かとあると思うので、まだまだ先になるというふ

うに、今のままでいけば、なるというふうに考え

なければいけないのだなというところを再度確認

をお願いします。 

 それと、ナンバー５の、コロナのあれによって

事業を見合わせたコンコードへの派遣の関係なの

ですけれども、これ、減額した数字を単純に足す

と４６６万６,０００円になって、一覧表を見る

と４５２万２,０００円となっているのだけれど

も、これ、少し減らしてやるというか、そういう

計算をした上でこの数字になっているのかどうか

をちょっと確認したいなというふうに思います。 

 それと、ナンバー７のセミナーハウス指定管理

料３,１００万円なのですけれども、これ、この

間も報告を受けて、ちょっと考えたことがあった

のと、指定管理者を選定するときに、この経費の

数字は出ているので、我々はそういうマックスを

承認しているという形にはなるのですけれども、

この向こうから言われた数字をそのまま出して、

３,１００万円かけて、果たして効果があるのか

どうか。非常に厳しい問題だと思うのだけれど

も、行財政改革で指定管理者制度の活用というこ

とで、利用料金等の見直しとか、減額するとか、

あるいはもっとこうするとか、その辺のところの
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配慮というのですか、設立当初は意義があったの

かもしれないけれども、今、リモートでいろいろ

国際会議などができるようなときに、セミナーハ

ウスが本当に期待しているような利用が可能なの

かどうか、そこのところをどう考えればいいのか

なと、非常に難しい問題だと思うのですけれど

も、地元のことでもありますけれども、そこのと

ころをちょっとこの費用をかけてというところ

を、ちょっと減額する余地はなかったのかという

意味で、ちょっと答弁をいただければと思いま

す。 

 以上です。 

○川村委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 それでは、まずナンバー２

の、未来大学の公立大学広域連合運営経費の負担

金５万円の部分でございますが、こちら、負担要

請というふうに書いておりますけれども、内容と

しましては、大学側の事務に関する経費の部分の

増ということで、もっと具体的に言いますと、退

職者がいらっしゃって、その負担金、退職者の退

職手当の負担金みたいなもがその年、年で変わる

ものでして、そういった部分でたまたま今回、

ちょっと増えますよというところでございます。

基本的には、財政的負担というのは、交付税で算

定した中で手当をされているのですが、その交付

税の単価自体がまだ現在のところはっきりしてい

なくて、はっきりした時点で、実は精算だとかと

いうやりとりがあります。そういった部分でいう

と、５万円という金額なのですが、結構瀬戸際と

いいますか、かかる、かからないの瀬戸際という

ところで、たまたま今回かかってしまったという

ような内容のものでございます。 

 続いて、ナンバー４です。ナンバー４の公共交

通の関係でございます。今回、この見通しでござ

いますけれども、現実的に申し上げますと、ま

ず、実証運行するにしても、財源というのが必要

になってくるかと思います。その財源を得るため

には、例えば法定協議会でやるだとか、町でやる

だとか、そういった部分によっても、補助金だと

かというのはもらえる、もらえないがあるもので

すから、明確に法定協議会でやるだとか、町でや

るだとかということは、今の段階では言えません

で、実証運行ができる方法として、町がやること

によってできるものであれば町でやりますし、法

定協議会によって財源がつくようなものであれば

法定協議会の中で実証運行等できるのかなという

ふうに思ってございます。その見通しでございま

すけれども、まず令和３年度、あきらめたわけで

はございません。その議論の中でも、デマンドし

かないねというような話であれば、そういった方

向で進めていくということになろうかと思いま

す。まずはその方向性を定めていくことが大事か

なというふうに思っておりますので、御理解のほ

どお願いいたします。 

 続いて、ナンバー５のコンコードの関係の差で

ございますけれども、実はコンコードの派遣の部

分の金額で、今、先ほどおっしゃった金額の差の

細かい部分につきましては答弁しかねるところも

あるのですが、まず一概に交流事業といいまして

も、例えば単に年間として行っているという以外

にも、国際交流員として来ていただけるという部

分についても実はまたメニューでございます。去

年と今年の比較で申し上げますと、その国際交流

事業の子供たちを派遣する以外にも、実は１１月

以降の交流員の派遣というのが、実はコロナの関

係もあって、コンコードのほうから来られないと

いうような部分もございますので、その部分が減

額になっております。そういった部分で金額の差

があるのかなというふうに思っております。 

 続いて、ナンバー７の関係でございます。セミ

ナーハウスの利活用という部分で、このままでい

いのかというような話かと思います。行財政改革

の関係の中でも、施設の有効活用というのもござ

いますし、例えば冬期間を休むだとか、そういう

ような考え方もございます。その部分、全く考え

ていないということではなくて、そういった部分

も考えていかなければならないというような認識

は持ってございますが、現段階でそこまでには、

方針としては実は持っていません。ただ、全く

もって使われないような施設であれば、本意では

ございませんので、有効活用を図っていくという

ようなところで今考えているところでございま

す。 

 以上でございます。 
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○川村委員長 若山委員。 

○若山委員 ということは、大体理解しましたけ

れども、広域連合の財源不足とかというのは、何

か異常な事態が発生しているわけではなくて、通

常、想定内のことのものだということで、よくわ

かりました。 

 地域公共交通については、そうすると計画が早

くできたり、国の支援の方針とか支援の内容が

はっきりすれば、令和３年にもやる可能性もない

とは言えないという、そうすると期待してしまっ

て、裏切られたと言うとまた怒られてしまうのだ

けれども、そういう可能性がないわけでもないと

いうことでいいのですか。今の最初の説明を聞い

たら、何かやって、地域の何かそういうのも聞い

てというのが令和４年度だという話になったら、

ちょっと全然無理なのかなという感じがして、逆

にそんなに期待しないで、２年、じっくり計画に

かかりますよというふうな説明のほうがいいのか

なと思ったりもしたのですけれども、そこのとこ

ろはちょっともう一度お願いしたいのと、そうす

ると、コンコードの派遣については、基本的に必

要な実績については予算として見ていきますよ

と。差額、単純に計算すると１４万４,０００円

とか、去年の予算のあれからいくとなるのですけ

れども、それについては基本的に去年と同じよう

な内容のものを、もしコロナがおさまって行ける

というようなことになったとしたら、同じような

金額、同じようなものを保障しますよということ

で、先ほどの説明では、落とした予算の一覧につ

いては基本的に前年度実績を確保するというよう

なことだったのだけれども、数字がちょっと変

わっていたので、確認だったのです。 

 以上、再度お願いします。 

○川村委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 ちょっと答弁の中での説明

の中でちょっと勘違いされるところもあるかと思

いますので、ちょっと訂正といいますか、再度説

明させていただきたいと思います。 

 実証運行の関係ですけれども、まず、補助金を

いただくだとか、そういった手順を着実に踏ん

で、もらえるような形でいくとするのであれば、

令和３年度はまずはできないだろうというふうに

思っております。財政負担がないという状況の中

の前提で話をさせていただくと、令和４年度のほ

うが現実的ではないかと。ただ、そういった部分

を全く気にしないで、これがいいのだと、町が幾

らでもお金があるのだということであれば、それ

は決まった段階ですぐできるのですけれども、そ

こはなかなか難しいというところがございますの

で、御理解のほどお願いしたいと思います。 

 続いて、コンコードの派遣の状況でございま

す。現状といたしましては、コンコードの補正対

応というような話をさせていただいております

が、実はコンコード町側とのやりとりの中では、

現実的にはもう難しいだろうというような話をい

ただいております。それは、やはりアメリカもコ

ロナ禍の中でなかなか難しいというような状況も

ございますので、実際には難しいのかなというふ

うに思っています。それはスケジュール感の話も

ありまして、例年、１０月にコンコードに行くの

ですが、その前の準備として、大体５月ぐらいか

ら準備をするのです。そういったスケジュール感

を考えても、今５月の段階で、一度難しいという

話をされているコンコード側が、整ったからいい

ですよというような形にはなり得ないのかなとい

うようなところで思っておりますので、御理解の

ほどよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○川村委員長 ほかに質疑のある方。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 なければ、質疑のほうを終わりま

す。 

 以上で、政策推進課に対する審査を終了いたし

ます。 

 政策推進課長、御苦労さまでした。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ３時４８分 休憩 

────────────── 

午後 ３時４９分 再開 

○川村委員長 それでは、休憩以前に引き続き、

再開いたします。 

 横田委員より早退する届け出がありましたので

報告いたします。 

 次に、税務課の審査を行います。 
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 税務課長、御苦労さまです。 

 予算書及び提出資料に基づき、説明のほう、お

願いいたします。 

 税務課長。 

○広部税務課長 それでは、税務課所管分につき

まして、共通様式に基づき御説明させていただき

ます。 

 共通様式ナンバー１、事業予算名は税務総務費

です。本年度予算額８８６万３,０００円、昨年

比４万４,０００円の減額。特定財源は記載のと

おりとなっております。例年どおりの考え方で計

上しており、大きな変更はございません。 

 次に、ナンバー２でございますが、昨年までは

予算事業名、税務総務費（納税）でございました

が、渡島檜山地方税滞納整理機構負担金のみ計上

してございましたので、今年度からナンバー４の

徴収事務費へ移行いたしましたので、そちらで説

明させていただきます。 

 次に、ナンバー３、事業予算名、賦課事務費で

す。本年度予算額６５１万４,０００円、昨年比

８万２,０００円増額。特定財源は記載のとおり

となっております。例年どおりの考え方で計上し

ておりまして、大きな変更はございません。 

 次に、ナンバー４、事業予算名、徴収事務費で

す。本年度予算額６４７万２,０００円、昨年比

１０８万９,０００円増額です。特定財源は記載

のとおりとなっております。増額の理由は、ナン

バー２より、渡島檜山地方税滞納整理機構負担金

を１４３万円移行したことによるものでございま

す。こちらの負担金は、国保会計と半分ずつ折半

しておりますので、同額が国保会計でも計上され

ております。この渡島檜山地方税滞納整理機構負

担金を除いた場合の事業予算は３４万１,０００

円減額ということになっております。令和３年度

の歳出は、全体を通して新規項目がなく、おおむ

ね前年度と同じ内容となっております。 

 次に、歳入につきまして、追加資料をもとに御

説明させていただきます。 

 Ａ３の令和３年度の町税の積算を御覧願いま

す。 

 個人町民税でございますが、均等割におきまし

ては、課税人数が増加したことにより、１１万

２,０００円の増となっております。所得割につ

きましては、コロナの影響で１割減を予想してお

ります。法人町民税の均等割は、法人の数が増え

ておりまして、均等割の部分は増額を予定してお

ります。法人税割におきましては、コロナの影響

で、令和２年度はもう既に１２％減の７,７００

万円の決算を見込んでおりまして、先日の補正予

算で予算を１,０００万円減額いたしました。令

和３年度は、コロナの影響により、令和２年度決

算見込みより約４１％減の予定でおります。町民

税合計では約１億２,８８９万１,０００円の減を

見込んでおります。 

 次に、固定資産税でございます。土地につきま

しては、３年に一度の評価替えにより、約６.５

％減を見込んでおります。家屋につきましては、

国のコロナの影響で減収となった中小企業等に固

定資産税を１年間減免するという特例がございま

して、その特例を法人の約２割が申請したと予想

し、計算しております。家屋におきましては３,

４００万円減、償却資産におきましては６,２０

０万円減を見ております。その他、家屋は新築家

屋が去年は約１８０棟建築がございました。ま

た、償却資産におきましては、経年劣化による減

価償却などがございますので、固定資産税は合計

で１億３,１６２万３,０００円減を見込んでおり

ます。その他、交付金などがありまして、固定資

産税全体としては１億３,１６８万８,０００円

減、約９％減額の予想です。そのうち、コロナの

特例での減免は国から１００％特別交付税として

約９,６００万円を見込んでおりますが、別枠で

歳入があることになっております。 

 次に、軽自動車税でございます。種別割と申し

ますのが、令和元年度から名称が変わりましたけ

れども、今までは軽自動車税という税目でかかっ

ていた分でございます。令和２年度の決算見込み

により、現年課税分は調定が増となる見込みでご

ざいます。環境性能割と申しまして、こちらは税

制改正により令和元年１０月より軽自動車の新規

取得の際に新しく課税となる税目です。従来は車

を取得する際に課税されていた道税である自動車

取得税となっておりましたが、こちらが廃止とな

り、かわりに、取得したとき一度だけ環境性能割
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と名前で課税となり、町に入ってまいります。令

和２年度の当初に、コロナの影響により税制改正

がございまして、税率軽減があったことなどによ

り、大幅に減額する予定でございます。令和２年

度の予算も、先日、１,０００万円減額いたしま

した。 

 次に、たばこ税でございます。こちらは、毎年

の値上げにより、禁煙者がふえていることにより

減収となります。令和３年１２月もまた値上げが

予定されておりまして、約１割減、２,０１０万

３,０００円の減となる予定でございます。 

 次に、入湯税でございます。こちらもコロナの

影響により、宿泊者が減少し、大幅な減収となる

予定でございます。令和２年度の予算も先日１,

０００万円減額させていただきました。今後、入

湯税は、コロナの影響により、さらに減収となる

可能性がございます。 

 町税合計としては約３億４８４万９,０００

円、１０％の減少を見込んでおります。このう

ち、固定資産税のコロナの減免に対する１００％

特別交付税で９,６００万円は歳入があると見込

んでおります。 

 以上で、令和３年度分、税務課所管の予算説明

を終わらせていただきます。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

○川村委員長 ありがとうございます。 

 これより質疑を行います。 

 上野委員。 

○上野委員 ナンバー４です。負担金、補助及び

交付金なのですけれども、今年度の予算として、

渡島檜山地方税滞納整理機構負担金が１４３万

円、前年並みの計上ということになりましたけれ

ども、この前年並みの計上という、その理由をひ

とつ答えていただきたいのと、前年からコロナの

影響があったとは思うのですけれども、コロナの

影響が相当あった結果になっているのかどうか。

これは例年に比べてどんな状況でこの１４３万

円、前年の実績が発生したのか、その辺について

ちょっとわかれば説明していただきたい。 

○川村委員長 税務課長。 

○広部税務課長 それでは、渡島檜山地方税滞納

整理機構の負担金について御説明いたします。 

 この負担金は、昨年度の実績によりまして、令

和３年度の負担金が確定しておりますが、昨年

度、うちのほうから引き継いだ件数及びその引き

継ぎ額に対する徴収率などにより、金額が確定し

てございます。ちなみに、令和２年度、今の状態

でございますが、１,８００万円を向こうにお願

いいたしまして、今のところ税額としては８００

万円の歳入がございます。令和３年度の負担金

は、令和元年度に徴収した金額や引き継ぎの金額

などによって決まることとなっております。 

 以上でございます。 

○川村委員長 上野委員。 

○上野委員 そうしますと、８００万円の徴収と

いうことですけれども、これはその前の年が通常

の、コロナの関係ない年度に比べるとどのくらい

減っているのかというのを、ちょっとわかればひ

とつ教えていただきたいのと、それから、令和元

年度を基本にした徴収負担金ということなのです

けれども、この基本料金の負担というのは、基本

的な基本料というのがあるのと、それから徴収の

実績に応じた負担というのと、二つあるのかなと

いう感じはするのですけれども、令和元年度の実

績に基づいてということになりますと、実績が上

がってもその負担は増えないということになるの

ですけれども、そういうことなのかどうか、

ちょっと確認。 

○川村委員長 税務課長。 

○広部税務課長 まず、均等割と処理件数割、あ

と徴収実績割というのがございまして、均等割は

１町村２０万円、それから、処理件数割、うちの

ほうから頼んだ件数でございますが、２２人頼ん

でおります。１人に対して１１万２,０００円の

単価がございます。あとは令和元年度の徴収実績

の５％という計上でございまして、全部で２８６

万円の負担金で、国保会計と税務課から半分ずつ

の１４３万円となってございます。また、ここの

部分に関してはコロナの影響は全くないと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○川村委員長 それでは、ほかに質疑のある方。 

 若山委員。 

○若山委員 追加資料の徴税の積算の関係で
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ちょっと確認をさせていただきたいと思います。 

 先ほど早退した同僚委員が依頼した資料で質問

をしなければいけないという感じもあるのであれ

なのですけれども、ここで町民税の均等割という

のは非常に、必ずもらえるあれなので、力強いな

という感じはするのですけれども、個人の所得割

のコロナの影響で１割減を予想しているというの

は、これは何か実績の中で１割という数字なの

か、それとも大雑把に１割という、そういうあれ

なのか。というのは、もう少し減る可能性も、予

想なので増えることもあれば減ることもあるのだ

と思うので、それは別に誰の責任でもないのです

けれども、この数字がもう少し減る可能性がある

のか、それともこれを最低として上振れの可能性

というか、ここまでは大丈夫だろうということで

の予算作成のあれをしているのか、そこのところ

をちょっとお聞きしたいなと思います。最終的に

は３億円マイナスなのだけれども、１億円近く、

９,６００万円入ってくるので、２億円のマイナ

スで収まっているよという、単純にそう考えて、

説明いただいたのですけれども、それでいいので

すねということで、再度確認です。 

○川村委員長 税務課長。 

○広部税務課長 町民税の部分でございますけれ

ども、今回のコロナウイルスの影響による約３億

円の町税減収でございますが、前例がない状況で

ございまして、リーマンショックのときより影響

は大きいと予想されております。この予算編成時

においても、まだまだコロナの収束が見えない状

況の時期での編成でありましたので、正直、これ

で予算見込みは完璧とは思ってございません。こ

の１割減というのも、まだまだ減るかもしれない

し、増えるかもしれないという状況でございま

す。 

 あと、全体で３億円減で、固定資産税に関しま

しては、コロナの特例で減免した部分については

１００％交付税で戻ってまいりますので、この３

億円のうち、１億円引きまして、約２億円の減収

と見込んでおります。 

 以上でございます。 

○川村委員長 それでは、ほかに質疑のある方。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 よろしいですか。 

 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、税務課に対する審査を終了します。 

 税務課長、御苦労さまでした。 

 以上で、総務部を終了いたします。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ４時０４分 休憩 

────────────── 

午後 ４時０６分 再開 

○川村委員長 それでは、休憩以前に引き続き、

再開いたします。 

 お諮りいたします。 

 本日予定しておりました審査は全て終了いたし

ました。 

 本日は、これをもって終了したいと存じます

が、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 御異議なしと認め、よって、本日

は、これをもって終了いたします。 

 お疲れさまでした。 

午後 ４時０６分 散会 
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