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令和３年度予算審査特別委員会（第５回） 

 
令和３年３月１０日（水曜日）午前１０時００分開会   

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

○付託案件 

 議案第２号 令和３年度七飯町一般会計予算 

 議案第３号 令和３年度七飯町国民健康保険特別会計予算 

 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） 

   委 員 長   川 村 主 税      副委員長   稲 垣 明 美 

   委  員   横 田 有 一      委  員   神 﨑 和 枝 

   委  員   平 松 俊 一      委  員   池 田 誠 悦 

   委  員   田 村 敏 郎      委  員   畑 中 静 一 

   委  員   長谷川 生 人      委  員   上 野 武 彦 

   委  員   坂 本   繁      委  員   澤 出 明 宏 

   委  員   中 島 勝 也      委  員   中 川 友 規 

   委  員   若 山 雅 行      委  員   青 山 金 助 

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

○欠席委員（１名） 

   委  員   川 上 弘 一 

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

○議長出席の有無   無 

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

○出席説明員（７名） 

   経 済 部 長           青 山 芳 弘   経済部農林水産課長           田 中 正 彦 

   経済部商工観光課長           福 川 晃 也   経済部 土木 課長           佐々木 陵 二 

   経済部都市住宅課長           川 島 篤 実   経済部上下水道課長           笠 原 泰 之 

   農業委員会事務局長           田 中 正 彦 

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

○本会議の書記 

   事 務 局 長  関 口 順 子       書       記  妹 尾 洋 兵 

 



－ 2 － 

午前１０時００分 開議 

○川村委員長 皆さん、おはようございます。 

 定時になりましたので、ただいまより、令和３

年度予算審査特別委員会第５回目の委員会を開催

いたします。 

 川上弘一委員から、欠席の届出がありましたの

で御報告いたします。 

 それでは、本日の審査を行います。 

 初めに、農業委員会の審査を行います。 

 農業委員会事務局長、御苦労さまです。 

 予算書及び提出資料に基づき、御説明をお願い

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 それでは、令和３年

度農業委員会に係る予算について、要求共通様式

に基づいて御説明いたします。 

 予算書は８８ページないし９１ページになりま

す。 

 ６款農林水産業費１項農業費１目農業委員会

費、共通様式ナンバー１、事業予算名は農業委員

会費で、本年度予算額が８５１万７,０００円、

前年度予算額が９５８万３,０００円で１０６万

６,０００円の減額でございます。 

 主な増減といたしまして、旅費で９９万７,０

００円の減額であります。内訳といたしまして、

農業委員費用弁償８９万７,０００円の減額、特

別旅費１０万円の減額となります。 

 次に、負担金、補助及び交付金についてです

が、令和３年度のみではありますが、渡島地方農

業委員会連合会負担金６万９,０００円の減額、

皆減であります。報酬、共済費、交際費、需用

費、役務費、使用料及び賃借料の節につきまして

は増減はございません。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。 

 以上、簡単ですが、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。 

 若山委員。 

○若山委員 内容についてどうこういうあれでは

なくて、こちらの勉強不足を教えてもらいたいと

いうことで質問させてください。 

 特定財源として、ほぼ予算と同額が道支出金と

して計上されているのですけれども、これという

のは、農業委員会で必要な資金について、その分

について支出してくれるのか、それとも金額が決

まっていて、その範囲内で活動計画を立てている

のか、そこのところはどんなあれなのでしょう

か。道からの金額は一定なのか、それとも変動し

てもらえるものなのかのところを教えてくださ

い。 

○川村委員長 農業委員会事務局長。 

○田中農業委員会事務局長 農業委員会活動促進

事業交付金につきましては、日頃行う農業委員会

の諸活動及びその内容に合わせて交付金のほうが

交付されるという形になります。 

 以上です。 

○川村委員長 若山委員。 

○若山委員 ちょっと納得できないので、事業内

容について全て財源が、交付金がもらえるという

ふうに考えていいものなのですか、仕組みとして

というか。 

○川村委員長 農業委員会事務局長。 

○田中農業委員会事務局長 この活動につきまし

ては、補助採択されるものとされないものがござ

いまして、その中で、補助採択されるものを全部

積み上げた形のもので交付される交付金でござい

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

ます。 

 農業委員会事務局長、御苦労さまでした。 

 引き続き、農林水産課の審査を行います。 

 経済部長、農林水産課長、御苦労さまです。 

 予算書及び提出資料に基づき、説明のほうをお

願いいたします。 

 農林水産課長。 

○田中農林水産課長 それでは、令和３年度農林

水産課に係る予算について、要求共通様式に基づ

いて御説明いたします。 

 予算書は９０ページないし９７ページ及び１４
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２ページないし１４３ページになります。 

 ６款農林水産業費１項農業費２目農業総務費、

共通様式ナンバー１です。事業予算名は、農業総

務費で、本年度予算額が５４万５,０００円、前

年度予算額が４７万８,０００円で６万７,０００

円の増額でございます。 

 主な増減の主因としまして、役務費で６万７,

０００円の増額であります。内訳といたしまして

は、建物災害共済保険料、七飯町集出荷予冷施設

保険料６万７,０００円の増額となります。需用

費、負担金、補助及び交付金の歳出区分につきま

しては増減はございません。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。 

 次に、同款同項同目、共通様式ナンバー２、事

業予算名は農政公用車管理費で、本年度予算額が

２９万３,０００円、前年度予算額が２３万４,０

００円で５万９,０００円の増額でございます。 

 主な増額の主因といたしまして、１台の公用車

の車検に伴う需用費、役務費、公課費の増額であ

ります。内訳といたしまして、自動車修繕料５万

４,０００円、手数料２,０００円、自賠責保険料

２万１,０００円、自動車重量税７,０００円等の

増額によるものです。また、特定財源については

ございません。 

 次に、同款同項３目農業振興費、共通様式ナン

バー３、事業予算名は農業支援対策事業費で、本

年度予算額が３５２万５,０００円、前年度予算

額が２億３７３万６,０００円で２億２１万１,０

００円の減額でございます。 

 主な減額の主因としまして、負担金、補助及び

交付金で、七飯地域担い手育成総合支援協議会負

担金１０万円の減額、七飯町４Ｈクラブ活動補助

金５万円の減額、農業経営者基盤強化資金利子補

給５万８,０００円の減額、畜産経営維持緊急支

援資金利子補給３,０００円の減額、中山間所得

向上支援事業補助金２億円の減額、皆減によるも

のです。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。 

 次に、同款同項同目、共通様式ナンバー４、事

業予算名は経営所得安定対策推進事業費で、本年

度予算額が４９３万６,０００円、前年度予算額

が５２２万２,０００円で２８万６,０００円の減

額でございます。 

 主な増減としまして、会計年度任用職員１名分

の報酬で４万１,０００円の増額、職員手当で２,

０００円、旅費で３万１,０００円の減額、その

ほか需用費で３万円、負担金、補助及び交付金で

２６万４,０００円の減額であります。共済費、

使用料及び賃借料の歳出区分につきましては、増

減はございません。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。 

 次に、同款同項４目農地費、共通様式ナンバー

５、事業予算名は土地改良総務費で、本年度予算

額が３９万１,０００円、前年度予算額が３９万

１,０００円で、増減はございません。 

 なお、１８節負担金、補助及び交付金のみの歳

出区分であります。また、特定財源についてはご

ざいません。 

 次に、同款同項同目、共通様式ナンバー６、事

業予算名は農業施設維持管理費で、本年度予算額

が４７万４,０００円、前年度予算額が４９万４,

０００円で２万円の減額でございます。 

 主な減額の主因としましては、需用費、水中ポ

ンプ電気料で２万円の減額であります。使用料及

び賃借料の歳出区分については増減はございませ

ん。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。 

 次に、同款同項同目、共通様式ナンバー７、事

業予算名は国営農業基盤整備事業費、本年度予算

額が７９万２,０００円、前年度予算額が７８万

８,０００円で４,０００円の増額でございます。 

 主な増額の主因としまして、負担金、補助及び

交付金、国営造成施設管理体制整備事業負担金で

４,０００円の増額であります。旅費の歳出区分

につきましては増減はございません。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。 

 次に、同款同項同目、共通様式ナンバー８、事

業予算名は道営農業基盤整備事業費で、本年度予

算額が２５万円、前年度予算額が７,０４５万６,

０００円で７,０２０万６,０００円の減額でござ

います。 

 主な増減といたしましては、工事請負費、農道

整備特別対策事業防除用水移設工事、令和２年事
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業完了により皆減、負担金、補助及び交付金６,

６１７万２,０００円の減額でございます。内訳

といたしましては、農業基盤整備事業償還負担金

１７５万８,０００円の減額の皆減です。令和２

年償還完了です。次に、道営農業・農村整備事業

負担金１１３万２,０００円の減額、皆減になり

ます。令和２年事業完了です。次に、農地整備事

業負担金１,２３７万５,０００円の減額、皆減、

事業費未確定によるものです。北海道土地事業団

連合会負担金６万１,０００円の増額。次に、農

業整備特別対策事業負担金５,０４２万５,０００

円の減額、皆減で、令和２年事業完了となりま

す。次に、土地改良事業計画調査費負担金６０万

円の減額、皆減、令和２年調査終了となっており

ます。また、特定財源についてはございません。 

 次に、同款同項同目、共通様式ナンバー９、事

業予算名は土地改良公用車管理費で、本年度予算

額が１８万５,０００円、前年度予算額が３０万

８,０００円で１２万３,０００円の減額でござい

ます。 

 主な減額の主因といたしましては、隔年で受検

する公用車の車検に伴う需用費、役務費、公課費

の減額であります。内訳といたしましては、自動

車修繕料７万１,０００円、手数料２,０００円、

自賠責保険料２万５,０００円、自動車重量税７,

０００円の減額によるものです。また、特定財源

についてはございません。 

 次に、同款同項５目町営牧場運営費、共通様式

ナンバー１０、事業予算名は町営牧場運営費で、

本年度予算額が１,０３１万円、前年度予算額が

１,３２８万１,０００円で２９７万１,０００円

の減額でございます。 

 主な増減といたしましては、報酬で５万円、旅

費で７,０００円、需用費で２９０万２,０００

円、使用料及び賃借料で２万８,０００円、負担

金、補助及び交付金で２万４,０００円、皆減の

減額。なお、役務費については２,０００円、原

材料費で３万８,０００円の増額でございます。

委託料、補償、補塡及び賠償金の歳出区分につき

ましては増減はございません。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。 

 次に、同款同項同目、共通様式ナンバー１１、

事業予算名は町営牧場作業車管理費で、本年度予

算額が１７０万６,０００円、前年度予算額が２

７４万７,０００円で１０４万１,０００円の減額

でございます。 

 主な減額の主因といたしましては、需用費で３

２万４,０００円、役務費で２万３,０００円、備

品購入費で７０万４,０００円の皆減の減額であ

ります。内訳につきましては、記載のとおりと

なっております。なお、公課費については１万円

の増額でございます。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。 

 続きまして、同款２項林業費１目林業費、共通

様式ナンバー１２、事業予算名は林業費で、本年

度予算額が２,１７５万２,０００円、前年度予算

額が２５２万４,０００円で１,９２２万８,００

０円の増額でございます。 

 主な増減といたしまして、需用費で６,０００

円の皆減、委託料で６７万１,０００円の減額で

あります。なお、工事請負費で６８万２,０００

円の皆増、公有財産購入費で１,２５２万円の皆

増、負担金、補助及び交付金で５３６万１,００

０円の減額で、内訳につきましては記載のとおり

となっております。なお、旅費、通信運搬費、歳

出区分につきましては増減はございません。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。 

 次に、同款同項同目、共通様式ナンバー１３、

事業予算名は町有林整備費で、本年度予算額が

２,１９０万４,０００円、前年度予算額が１,３

１９万９,０００円で８７０万５,０００円の増額

でございます。 

 主な増減といたしまして、委託料で８７１万円

の増額であります。内訳につきましては記載のと

おりとなっております。なお、負担金、補助及び

交付金で５,０００円の増額で、内訳につきまし

ては記載のとおりとなっております。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。 

 続きまして、同款３項水産業費１目水産業費、

共通様式ナンバー１４、事業予算名は水産業費

で、本年度予算額が８万９,０００円、前年度予
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算額が９万円で１万円の減額でございます。 

 主な増減としまして、原材料費で１万円の減額

であります。なお、需用費の歳出区分につきまし

ては増減はございません。また、特定財源につい

てはございません。 

 次に、１１款災害復旧費３項農林水産業施設災

害復旧費１目農業用施設災害復旧費、共通様式ナ

ンバー１５、事業予算名は農道等災害復旧費で、

本年度予算額が５０万円、前年度予算額が５０万

円で、歳出区分の委託料、使用料及び賃借料及び

原材料費につきましては増減はございません。ま

た、特定財源についてはございません。 

 以上、簡単ですが、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。 

 池田委員。 

○池田委員 ナンバー３の環境保全型農業直接支

援対策事業補助金ということで、これに対して

は、何団体に補助を出しているのでしょうか、も

しくは何名に出しているのか。 

○川村委員長 農林水産課長。 

○田中農林水産課長 環境保全型農業直接支援対

策事業補助金７８万５,０００円ですが、取組農

家が七飯町には４軒ございまして、その農業者に

対して交付するものでございます。ちなみに補助

率は国が５０％、道及び町がおのおの２５％の負

担割合で支出しております。 

 七飯町環境保全型農業推進協議会というものが

ございまして、取り組みをしている４名で構成さ

れております。実施面積のほうは６.３５ヘク

タールです。農業者が組織する団体もしくは一定

の条件を満たしたものと町長が特に認める農業者

が対象となるものでございます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 ほかに質疑のある方。 

 平松委員。 

○平松委員 ナンバー１３の中に町有林の委託料

が入っているのですけれども、学校林が町有林に

切り替わったのですけれども、元の学校林という

のは、こういう手入れを１回かやったのどうか、

今年やるのか、その辺のお答えをお願いしたいと

思います。 

○川村委員長 農林水産課長。 

○田中農林水産課長 町有林に帰属された学校林

の部分については、一応計画の中に入っておりま

すが、まだ整備はされておりません。 

 以上です。 

○川村委員長 ほかに質疑のある方。 

 坂本委員。 

○坂本委員 様式３の中ですけれども、七飯の基

幹産業は農業ということで進んでいるのですけれ

ども、４Ｈクラブ、農業者の後継者育成というこ

とで、今まで１５万円だったものが今回５万円減

額するということで、４Ｈクラブ、農業の後継者

は非常に七飯町も少なくなっているというのです

けれども、現在、４Ｈクラブの形態として、何名

ぐらいいて、いろいろ活動していると思うのです

けれども、町としてどういう対応をしながら育成

をしているかについて伺いたいと思います。 

○川村委員長 農林水産課長。 

○田中農林水産課長 それでは、お答えいたしま

す。 

 七飯町４Ｈクラブですが、活動補助金１０万

円、５万円の減額となります。構成は、七飯町内

の農業後継者５名で構成されております。活動内

容といたしましては、新規作物、リーキという長

ネギですが、試験栽培だとか、渡島４Ｈクラブ連

絡協議会、函館市、知内町、北斗市、七飯町、八

雲町で構成されておりますが、その各種行事への

参加、あと、函館短期大学付設調理製菓専門学校

との共同活動とか研修視察の実施などを行ってお

ります。これらの活動のほかに、農業及び農家生

活に関する技術を習得し、改善等を目的に若手農

業者が組織し、活動を実施するものでございま

す。 

 七飯町の取組としましては、これらの活動に対

しての補助を出しているわけなのですが、渡島４

Ｈクラブの連絡協議会の中で実績発表会という

か、活動の発表会がありまして、そこで最優秀と

かに受賞されると、今度北海道大会のほうに選出

されて出場するという形になります。またそこで

いい成績を収めると今度全国大会という形の大会
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がございますので、もしそういうときが来れば、

またそれに見合った補正の対応をしていきたいと

思っております。 

 簡単ですが、以上でございます。 

○川村委員長 坂本委員。 

○坂本委員 今聞いて、５名ということでびっく

りしたのですけれども、４Ｈクラブとなると、

我々の頃もそうですけれども、現状もそうだと思

いますけれども、恐らく３０歳未満の後継者を指

しているのではないかと思うのですけれども、七

飯町全体で５名となると、非常に少ないという感

じで、私、大中山ですけれども、大中山だけでも

１０名ぐらいは若い人がいそうなのですけれど

も、現状、七飯町全体で５名しかいないというこ

とは、後継者として農業経営を頑張っているので

すけれども、この４Ｈクラブに入っていないとい

う人もかなりいるように見えるのですけれども、

実際町として、３０歳以下で、現状農業の後継者

として頑張っている人数とかそういうのは把握し

ているのですか、その辺伺いたいと思います。 

○川村委員長 農林水産課長。 

○田中農林水産課長 大変申し訳ございません。

３０歳未満の後継者の方の名簿などは手元にござ

いません。 

○川村委員長 ほかに質疑のある方。 

 田村委員。 

○田村委員 １点だけ教えていただきたいのです

けれども、ナンバー１２の中で公有財産購入費

１,２５２万円ということで、仁山の滝ノ沢林道

購入費ということで、これの面積と購入する理

由、これについて教えていただきたいと思いま

す。 

○川村委員長 農林水産課長。 

○田中農林水産課長 それでは、お答えいたしま

す。 

 公有財産購入費という形で１,２５２万円計上

させていただいております。用地の購入は、２軒

から買うものでございまして、全部で約５,００

０平米になります。 

 根拠ですが、この場所、平成２５年から町のほ

うで地権者に対して買取りの交渉をしていたとこ

ろですが、頓挫した経緯がございまして、このた

び峠下牧野組合のお力をおかりいたしまして購入

する形が調いました。今まではそこの道路用地が

なかったがために、通行はできるのですが施業が

できない状況でした。その先に七飯町の町有林が

仁山にありますので、そちらのほうの施業がもう

そろそろ手をかけないと遅れるということと。あ

と、そこを通して今度民有林のほうにつなげてい

く作業道などの整備をして、仁山地区の民有林の

適正な管理をしていきたいということで購入する

ものでございます。 

 以上です。 

○川村委員長 ほかに。 

 平松委員。 

○平松委員 すみません。もう１点ありました。

ナンバー１２、今、同僚委員が聞いた上の委託料

のところで、森林経営管理委託料というのが１１

１万１,０００円、令和２年からずっと継続する

ということで、森林環境譲与税に対するところな

のかと思うのですけれども、令和２年から始まっ

て、今年も予算を組んでいるということは、同じ

ところに委託をするのでしょうか。よろしけれ

ば、どこが委託を去年したのか教えていただい

て、同じところがまた受けることになるのか、分

かっていたら教えてもらいたいと思います。 

○川村委員長 農林水産課長。 

○田中農林水産課長 森林環境譲与税を使いまし

て、森林経営管理の委託を七飯町森林組合のほう

に委託をしております。令和２年に引き続き令和

３年もお願いするという形になりますが、今年度

につきましては、アンケートを基に、自分では管

理できないので放したいだとか、そういう方に対

して、森林バンクみたいなものを創設していく前

段で、その集約をお願いするという形になりま

す。 

 以上でよろしいでしょうか。 

○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、３点ほど確認させていた

だきたいのですけれども、共通様式のナンバー３

のところで、農業経営者基盤強化資金利子補給と

か畜産経営維持緊急支援資金利子補給とかという

ことで小さな金額、理由を見ると、元金、利息減
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少に伴いということでなっているのですけれど

も、何件くらい使っているものなのか、ある期間

だけ利子補給するから、こういう金額が少なくて

いいのか、それとも利用がそもそも全体として少

ないのかどうか、そこの件数というか、利用状況

というか、その辺のところを分かれば、分かる範

囲で構いませんので教えていただければと思いま

す。 

 それと、ナンバー９のところで、事業目的の中

のところ、ジムニーがあって、車検期限が令和２

年４月２９日になっているのですけれども、何か

情報として意味があるのかなというのがちょっと

分からなかったので確認したい。もしかすると令

和４年というか、２年後の間違いないのかなとい

う、その確認だけです。 

 それと、ナンバー１２のところで、同僚議員か

らも質問出ていました、公有地財産購入というこ

とで、平成２５年から動いていたもので、やっと

実現するのだというようなことなのですけれど

も、この価格の妥当性とかというのは、どのよう

に担保するものなのかどうか、僕なんか全く分か

らないのですけれども、その辺のところ、こうい

うことできちっと正式な金額なのだと、時価とい

うのか、そういうのはちょっと難しい場所なのか

なと思うので、その辺のところの考え方を教えて

いただければと思います。 

 以上です。 

○川村委員長 農林水産課長。 

○田中農林水産課長 農業経営者基盤強化資金、

これスーパーＬ資金という資金でございます。現

在、このスーパーＬ資金を借りますと、金利負担

については、現在の制度では、貸付金利負担が実

質無利子になっておりまして、旧制度による町負

担分の支出でございます。軒数のほうは７件ござ

いまして、最終償還年は令和１５年になります。

そんな形で支出をしているものです。 

 また併せて、畜産経営維持緊急支援資金利子補

給につきましては１件でございまして、平成２２

年１１月に借りられたもので、償還期間が２５年

間ということになりますので、令和１７年１１月

が最終期限となります。その間、町のほうで利子

の部分を補給するというものでございます。 

 ２５年車で、令和２年４月２９日に車検が切れ

るということで書いております。すみません。そ

この部分削除していただければと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 あと、１２、公有地財産の取得の関係でござい

ますが、２５年からずっと交渉を、間はちょっと

開きましたが進めておりました。その中で、当

初、平成２５年の交渉時においては、測量費用７

３０万円、用地購入費が１,１９０万円見込んで

おりました。トータル１,９２０万円という形で

見込んでおりましたが、そのときよりは、新幹線

の開業とかもありまして、地価のほうが伸びがあ

るかなと思ったのですが、それほど伸びもないと

いう形で、実は近接に高速道路のトンネル用地の

買収している価格がございまして、平米当たり

５,４００円とか４,６００円という金額がついて

おります。それで計算をしますと、用地購入費だ

けで相当金額が跳ね上がる状況で、単価が４,６

００円で計算しますと、今購入しようとする面積

の購入金額が１,３４７万円になります。さらに

５,２００円になりますと、１,５２２万円という

形になります。今回、用地の部分については、購

入費５１１万３,０００円と。２件購入先がある

のですが、土地の購入だけですと５１３万円と５

２万円という形になります。そのほかに、お世話

になったというか、道路用地を分割購入するため

に測量経費がかかっておりますので、そこの部分

も足して、また、所有権移転の登記手数料ですと

か、もろもろのものがございまして、そこの部分

が６８７万円、トータルで１,２２０万円という

形になります。 

 以上です。 

○川村委員長 経済部長。 

○青山経済部長 それでは、ちょっと補足させて

いただきます。土地の単価につきましては、やは

り取引実例からすると相当な金額になるというこ

とから、固定資産の評価額を参考にさせていただ

きながら金額を設定してございます。坪当たり

５,０００円少々ということになりますけれど

も、一部地目によって、宅地というところは

ちょっと高いですけれども、そういう部分で、あ

くまで実勢価格よりは若干安く、評価額を基に算
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出させていただいて、相手方とも協議をさせてい

ただいた中で、この金額ということで設定してご

ざいますので、御理解のほどお願い申し上げま

す。 

○川村委員長 若山委員。 

○若山委員 詳しい説明ありがとうございまし

た。 

 ナンバー１２の土地購入の関係については、こ

ういう理解でよろしいかどうかだけ確認したいの

ですけれども、平成２５年当時、話が進んだ当時

ていくと１,９００万円ほどだったけれども、新

幹線の影響だとかいろいろなのがあって、１,９

００万円だったけれども、１,２００万円になり

ましたと。近くの売買事例を参考にしたらもっと

跳ね上がりますと。だけれども、この金額になっ

たということで、妥当な数字と町側は判断したと

いうことと。測量費だとか手数料費がほとんどを

占めるようなものでということで、この価格に

なって、十分妥当な金額だというふうに判断した

という、そういう捉え方でよろしいかどうかだけ

お願いします。 

○川村委員長 経済部長。 

○青山経済部長 それでは、若山委員の質問にお

答えいたします。 

 妥当だったのかということでございますが、あ

くまで評価額を基に、うちとしては算定をして交

渉したと。当然、当時、平成２５年もそうです

が、町が購入したいということであれば、測量し

なければならないということで、その当時も７３

０万円ほど測量費がかかると。土地購入、測量費

合わせて１,９２０万円くらいの事業になるので

はなかろうかということで、当時進めましたが、

なかなか地権者の了解というか折り合いがつかな

かったということで、課長から答弁あったとお

り、民有林、町有林、仁山のほうにはございます

ので、今後、やはり整備していかなければならな

いということは、森林行政としては大切なところ

だということで、それでは測量も入れて、今回こ

の金額で予算を上げさせていただいたということ

で、御理解のほどお願い申し上げます。 

○川村委員長 ほかに質疑のある方。 

 横田委員。 

○横田委員 １点、当初予算の参考資料の１２

ページの一般会計予算の積立金、繰入金のところ

にあります森林環境譲与税基金というものがある

のですけれども、令和２年も８５５万８,０００

円の予算を組んでいて、その税収の中から７６９

万１,０００円を繰り入れるというふうになって

いるのですけれども、今年も同じ金額で予算を組

んでいて、基金のほうには、去年度やった１,０

００万円を取り崩してやるということになってい

ますけれども、今年もそういうことをする考え方

があるのかどうかということ。 

 それから、これというのは最近できた基金なの

だけれども、出たり入ったり忙しいような基金な

のですか、そこのところを教えてください。 

○川村委員長 経済部長。 

○青山経済部長 横田委員に答弁させていただき

ます。 

 基金を創設したのは、当然新しい制度でござい

ます。本来であれば譲与税で入ってきますので、

即事業を行う場合はそのままその財源をもとに事

業を行っていくと。ただ、事業を行わない場合は

基金に積み立てるということで、国のほうから、

この使途を明確にしなければならないということ

がありますので、使途がないときには基金に積立

てをし、次年度以降の森林行政に事業費の一部と

して充当していくというようなことでございます

ので、出したり入れたりというのが頻繁にある

と。ほかの基金とはちょっと違うということで御

理解をいただきたいのと、法律上で、使途につい

ては、決算認定が終わった後に町としてホーム

ページに出しなさいということで法律上なってお

りますので、今回も、初めの年については決算認

定が終わった後、基金へ積み立てたということ

で、ホームページにも掲載してございますので、

そういうことで、この基金は出し入れが激しいと

いうことで、御理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○川村委員長 ほかに。 

 池田委員。 

○池田委員 もう１点だけ。ナンバー１２の木育

活動支援補助金ということで、木育マイスターの

件ですけれども、どのような活動をしている部署
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なのでしょうか。 

○川村委員長 農林水産課長。 

○田中農林水産課長 池田委員の御質問にお答え

いたします。 

 木育活動支援補助金１５万円計上しております

が、目的は、町民に対し森林の良さや木材利用の

普及啓発を図るのが目的でございます。 

 概要といたしましては、町が認める活動に係る

経費のうちの２分の１補助で、１回当たり５万円

を上限に、年間４回ほど活動するものに対しての

予算計上でございます。 

 実績といたしましては、ななえ大沼学びの森実

行委員会が開催する活動に、町民に対して、木の

良さだとか、森林に親しむ活動に対しての補助で

あります。 

 以上でございます。 

○川村委員長 池田委員。 

○池田委員 木育マイスターというのは、そうい

う行事をするところであって、町の街路を見て、

病気がついているとかなんとかと、そういうよう

なものを教える場所ではなくて、あくまでも行事

としてやる、森林の活用ということでよろしいで

すね。 

○川村委員長 農林水産課長。 

○田中農林水産課長 町民に森の良さを理解して

いただく場を設けて、森林の良さというか、そう

いう部分を普及する活動に対して補助するという

ことです。 

○川村委員長 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、農林水産課に対する審査を終了いたし

ます。 

 農林水産課長、御苦労さまでした。 

 次に、商工観光課の審査を行います。 

 商工観光課長、御苦労さまです。 

 予算書及び提出資料に基づき、説明のほうをお

願いいたします。 

 なお、土地造成事業特別会計についても併せて

お願いいたします。 

 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 それでは、提出してござい

ます令和３年度予算審査特別委員会資料要求共通

様式に基づきまして、一般会計分を御説明させて

いただきます。 

 まず、ナンバー１、食品衛生費で、本年度予算

額は４万円、増減はございません。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２、事業予算名は労働諸

費で、本年度予算額は３,９３０万５,０００円

で、前年度と比べ増減はございません。内容につ

きましては、記載のとおりでございまして、特定

財源につきましても同様でございます。 

 次に、ナンバー３、事業予算名は商工振興費

で、本年度予算額は１,９８０万１,０００円で、

前年度に比べまして７０３万６,０００円の減額

となってございます。 

 減額の理由につきましては、主に負担金、補助

及び交付金のうち、ななえあかまつ街道納涼祭補

助金及びななえチビッコ雪まつり補助金につきま

して、コロナ禍の影響によりイベント開催が不透

明なため減額をしている内容でございます。 

 続きまして、ナンバー４、事業予算名は商工業

経営安定支援事業費で、本年度予算額は３,６１

２万１,０００円で、前年度に比べ５万円の減額

となってございます。 

 主な減額理由につきましては、利子補給金に係

る減ということでございます。特定財源につきま

しても記載のとおりでございます。 

 続きまして、ナンバー５、事業予算名は特産品

ＰＲ事業費で、本年度予算１４万９,０００円、

前年度に比べまして９３万５,０００円の減額と

なってございます。 

 減額の主な内容といたしましては、コロナ禍に

よりイベント開催が不透明なため旅費を減額、そ

れから、負担金、補助及び交付金につきまして

も、グルメ発表会、特産品ＰＲ事業等、こちらを

減額計上していることによるものでございます。 

 続きまして、ナンバー６、事業予算名はふるさ

と納税事業費で、本年度予算額５,６００万４,０

００円、対前年度に比べまして３,５４３万７,０

００円の増額となってございます。 

 増額の主な理由は、ふるさと納税返礼品代金の

増額、それから、それに係る送料とふるさと納税
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の業務委託料、また、ポータルサイト利用料の増

額によるものでございます。特定財源につきまし

ては記載のとおりでございます。 

 続きまして、ナンバー７、事業予算名は観光費

で、本年度予算額は１,６０９万６,０００円、対

前年度に比べまして１,２９９万１,０００円の減

額となってございます。 

 減額の主な理由は、負担金、補助及び交付金

で、コロナ禍によりイベント開催が不透明なた

め、雪まつりに係る負担金、それから湖水まつ

り、ハロウィンナイト等の事業に対する補助金を

減額したことによるものでございます。特定財源

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８、事業予算名は観光地

整備管理費で、本年度予算額は５３７万９,００

０円、前年度に比べまして３４２万６,０００円

の増額となってございます。 

 増額の主な理由は、委託料におきまして、施設

管理等委託料の増額、それから負担金、補助及び

交付金で公園美化清掃と環境整備のための負担金

の増額によるものでございます。特定財源につき

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９、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１,９４

４万３,０００円、前年度に比べ増減はございま

せん。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１０、事業予算名は道の

駅指定管理費で、本年度予算額２,４７３万７,０

００円、前年度に比べまして４,０００円の増額

となってございます。 

 増額につきましては、建物災害共済保険料の増

額でございます。 

 以上で、一般会計につきましての御説明を終わ

らせていただきます。 

 続きまして、令和３年度七飯町の各会計予算書

により、七飯町土地造成事業特別会計当初予算に

ついて御説明をいたします。 

 令和３年度七飯町土地造成事業特別会計当初予

算の総額は、歳入歳出それぞれ１００万円であり

ます。 

 まず、歳出につきまして、土地２７０ページを

御覧ください。 

 １款１項１目土地造成事業費は、造成地販売管

理費で、予算額１０万円、対前年度増減はござい

ません。 

 続きまして、２款１項１目予備費は、予算額９

０万円、増減はございません。 

 次に、歳入につきまして、土地２６６ページに

お戻りください。 

 １款１項１目財産貸付収入は、造成区画地等貸

付収入で、予算額８万１,０００円、増減はござ

いません。 

 ２款１項１目繰越金は、前年度繰越金で９１万

９,０００円、対前年度に対しまして増減はござ

いません。 

 以上で、令和３年度七飯町土地造成事業特別会

計の御説明を終わらせていただきます。 

 引き続きまして、令和３年度予算審査特別委員

会追加要求資料につきまして御説明をさせていた

だきます。 

 経済部商工観光課分の要求資料を御覧くださ

い。 

 このたびは、令和３年度予算に係る指定管理料

の計算根拠資料といたしまして、大沼国際交流プ

ラザ分及び道の駅なないろ・ななえ分を提出させ

ていただきました。 

 １ページ目を御覧ください。 

 １ページ目、２ページ目につきましては、大沼

国際交流プラザ分でございます。１ページ目は、

管理業務に係る収支計画書でございます。収入合

計、令和３年度につきましては１１万９,０００

円、支出合計、令和３年度は１,９５３万２,００

０円で、これらを差し引きまして、町からの指定

管理料といたしまして１,９４１万３,０００円と

なっている資料でございます。 

 次に、２ページ目は自主事業でございますので

御覧ください。 

 ３ページ目になります。道の駅なないろ・なな

え分の収支計画書でございます。こちらの管理業

務につきましては、令和３年度収入合計４１５万

４,０００円、支出合計が２,６３５万３,０００

円で、これらの収支差額を指定管理料といたしま

して２,２１９万９,０００円を算出している資料
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でございます。 

 ４ページ目は自主事業に関する資料でございま

すので御覧ください。 

 以上、商工観光課の御説明を終わります。 

○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 予算書の９９ページ、ここで商工業

安定資金貸付金、前年度並みという形で実施の計

画なのですけれども、前年度、こういう状況の中

でこういう貸付金の需要があったのかなと思うわ

けなのですけれども、その前年度の実態と、今年

度、同じ金額でという計画になっているのは、去

年の需要の実態から計画がされているのかどうか

ということ、それが一つです。 

 それからもう一つは、その後のふるさと納税の

事業費なのですけれども、今年度、従来のふるさ

と納税は、私のほうからも、どうも物足りないな

という成果だったので、今回は大いに期待したい

ところなのですが、そういった点では意欲的な計

画が今回はされているというふうに感じておりま

す。 

 それで、今回の計画について少しお伺いしたい

のですけれども、前年実績がどのくらいあって、

今年度、計画としては相当事業費として増やして

おりますので、今年度の計画、一般と企業版、特

に今回は企業版のふるさと納税を取り組むという

形になっておりますので、この辺の内容といいま

すか、今年度の取組の計画内容、返礼品も含めて

かなり意欲的な取組になってきているのではない

かと思いますので、その辺ちょっと分かるように

説明していただきたい。２点お願いします。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 まず、利子補給の関係でご

ざいます。このたび予算提案に係りましては、通

常分ということで想定をさせていただきまして、

前年度同額とさせていただいてございます。御承

知のとおり新型コロナウイルス感染症の影響とい

うものは、まだ収まるところを見せてございませ

ん。随時、そのような場合に対しましては補正予

算等で皆様に御提案申し上げて、御審議をしてい

ただければと思いますので、御理解をお願いいた

します。 

 なお、令和元年度には、この貸付金、１９件ご

ざいました。さらに今年度、令和２年度は、途中

でございますが、２１件の利用がされているとこ

ろでございますので、お知らせをいたします。 

 それから、ふるさと納税、企業版ふるさと納税

もそうなのですが、こちらについて御説明をさせ

ていただきます。 

 このたびの予算計上、大きく増額ということに

なっておりまして、取組を御承知いただきまして

大変ありがとうございます。ふるさと納税制度に

つきましては、今年度も引き続きいろいろな取組

をしているところでございます。例えば商品件数

を増やす、多くの事業者の商品等のＰＲにもつな

がりますので、そういったことから幅広く返礼品

を募っている。また、交渉しているというところ

でございます。今年度につきましては、大体４０

件前後商品件数が増加しているということで御理

解をいただきたいと思います。 

 また、ふるさと納税につきましては、いわゆる

ポータルサイトというものが非常に大きなウエー

トを占めてございますので、そういったところで

有力なサイト等と契約をいたしまして、もっと

もっと七飯町のふるさと納税について国民の方々

に知っていただくという取組をやっていくところ

でございます。 

 また、いろいろなふるさと納税の状況の分析等

を行っておりまして、例えば今までは１０キログ

ラムのもの、商品１本だったものを、例えば５キ

ログラムの商品を追加したところ件数が伸びると

か、いろいろなケースが考えられますので、納税

額が多額なもの、それから少額なものも含めて、

内容のバリエーションも含めて、どんどんふるさ

と納税の返礼品に追加して魅力を上げていきたい

と考えてございます。 

 また、企業版ふるさと納税につきましては、名

前こそふるさと納税ということなのですが、内容

につきましては、全く制度としては違いまして、

企業による寄附金の損金算入の制度でございます

ので、商工分野に関わらない部分で、いろいろ七

飯町の事業に対して寄附をしていただく。おおむ

ね寄附額が現在のところ９割が損金算入されると
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いう制度となってございます。 

 先般の一般質問のほうでも御答弁をさせていた

だいているところでございますが、こちらの企業

版ふるさと納税につきましては、七飯町まち・ひ

と・しごと創生総合戦略に掲載されている事業全

てが寄附の対象事業となってございます。 

 先般お答えしましたとおり、大きく分けて四つ

の事業がございます。子育て健康支援事業、定住

支援事業、産業促進事業、移住支援事業、これら

につながる事業であれば、こちらの制度の利用が

可能になるということですので、商工観光課だけ

でなく、七飯町としていろいろな企業に対して地

道に事業、七飯町の施策の魅力を知っていただい

て、御協力を賜りたいと考えてございますので、

御理解のほどよろしくお願いいたします。 

○川村委員長 上野委員。 

○上野委員 御説明いただいて、ある程度よく分

かったのですけれども、今後、そういった前年実

績に比べてどのぐらい、実際に納税として見込み

でいるのかという数字的なものも含めてお知らせ

いただきたいのですけれども、例えば前年実績の

納税金額が幾らで、今年度、一般が幾ら見ている

か、それから企業版でどのくらいの納税を予想し

ているのか、その辺についてもう少し数字的にお

知らせください。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 すみません。先ほど答弁漏

れの部分もございました。御説明させていただき

たいと思います。 

 まず、ふるさと納税制度につきましては、今回

の１億円の計上の内訳といたしましては、新たに

ポータルサイト等を追加していく予定でございま

す。もう既に交渉等は入ってございますが、これ

らにおいて１億円分のふるさと納税にチャレンジ

していくということになってございます。 

 また、実績につきましては、令和元年度になり

ますが、令和元年度は４,２２８万９,０００円の

ふるさと納税がございました。また、今年度につ

きましては、補正予算等を組みまして、４,００

０万円の予算を組ませていただいているところで

ございますので、こちらに向けて取り組んでいく

という形になってございます。 

 また、令和３年度につきましては、予算計上済

みの１億円を目指していくということであります

が、企業版ふるさと納税につきましては、積算上

ゼロ円、計上してございません。これにつきまし

ては、額も１０万円からとか、そういったいろい

ろ金額にも幅がありまして、予算計上というより

も、そういった企業版ふるさと納税が実現した場

合に補正予算等で対応させていただきたいと考え

てございますので、御理解のほどよろしくお願い

いたします。 

○川村委員長 上野委員。 

○上野委員 今年度取り組むに当たって、一般の

ふるさと納税の推進のために、先ほど４０件ほど

云々と言いましたけれども、返礼品の種類を増や

すということなのでしょうか。 

 それと、企業版の場合には、返礼品という形の

ものではなくて、どういう形で企業に貢献してい

くのかという、その辺もう少し。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 まず、先ほどの御説明の中

で４０件というのは、返礼品の件数というか商品

数が約４０件増えていると。令和３年度につきま

しても４０から５０増やしていきたいと考えてご

ざいます。より選択できる幅を増やすことによっ

て、ふるさと納税につなげていきたいと考えてご

ざいます。 

 企業版ふるさと納税は、御質問にありましたと

おり、こういった返礼品というものはございませ

ん。逆に寄附をしたことによって、その事業者へ

の見返りのような、例えば事業を受注させると

か、そういったことは禁止されてございますの

で、企業にとりましては、ふるさと納税について

は、税制上の措置である寄附額の最大９割が損金

算入されるというところのみでございます。企業

の社会貢献活動といった意味で、企業ＰＲにもつ

ながるものでございますので、そういったメリッ

トがあるということで御理解をいただきたいと思

います。 

 以上です。 

○川村委員長 ほかに質疑のある方。 

 池田委員。 

○池田委員 今の同僚委員のふるさと納税の件で
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もう一つ、ポータルサイト利用料とありますけれ

ども、１億円を目指すので、この金額のサイト料

がかかるのか、そういうところとつないだのか、

それとも１点につき幾らでもって、大体１億円

だったらこのぐらいかかるという試算なものなの

か、この辺を教えてもらいたいということと。 

 それから、ナンバー７、多言語ＷＥＢページ

サーバー資料というのは、これは役場の観光課の

ほうでつないでいるのか、それとも大沼のほうの

観光協会のほうでつないだ委託料なのか、また、

今結構タブレット、スマホ等に翻訳アプリ等が

入っていると思うのです。そういう使い方でなく

て、町だとか観光協会だとか観光課で違った意味

で使うためにこのサーバーとつないでいるのか、

その辺を教えてもらいたいということが一つと。 

 それから、道の駅の不動産賃借料ということ

で、これは未来永劫このまま借りるのですか、金

額も相当張っております。これだけ大変な時代に

なってきましたので、何年後に売却してください

とか、打ち切りますとか、そういうようなことを

考えないで、これは土地の所有者が買ってくださ

いと言うまで、未来永劫借り放しにしておくの

か、その辺を教えてください。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 今の御質問にお答えをして

まいりたいと思います。 

 まず、ふるさと納税のサイト利用料でございま

す。これは、そのサイトによりましても内容は違

うのですが、おおむね寄附額の何％というような

形で委託料が算出されるのが基本でございます。

その内容によりましても、例えば寄附の礼状を発

送するとか、寄附額の証明書を発行するとか、そ

ういった業務がオプションでついていたり、そう

いったものがございますけれども、おおむね８％

程度から１２％程度と考えていただければよろし

いと思います。 

 それから、観光費のほうの多言語ＷＥＢページ

サーバーの使用料の関係なのですけれども、こち

らは主に海外の旅行客、こちらから見ますとイン

バウンドになり得る旅行客に対する情報を提供す

る。それぞれの言語に変換するサーバーを利用し

ているということです。観光課内で使っていると

いうことではなくて、あくまでも海外に対する七

飯町の観光のＰＲのための情報発信のサーバー利

用料だと御理解いただきたいと思います。 

 それから道の駅の土地の賃借に関してですが、

こちらも未来永劫ということには当然なりません

ので、今のところ契約に基づきまして、３０年程

度の期間をもって契約を取っていますが、これに

つきましては、以前からお話ししていますとお

り、交渉を経てぜひ購入していきたいということ

で取り組んでございます。 

 しかしながら、土地関係の購入につきまして

は、相手のあるお話でございますので、その進捗

につきましては、いつまでというのはなかなかお

約束できませんが、町といたしましては購入し

て、きちっと使用していくというような方針で取

り組んでまいりますので、御理解のほどよろしく

お願いいたします。 

○川村委員長 池田委員。 

○池田委員 再度、ポータルサイト利用料という

ことは、１億円を掲げていますけれども、前年と

同じ程度か、また経費が下がりますということで

いいですね。 

 それと、道の駅の不動産の契約が３０年という

長期にわたるということが、今、契約も済んでい

るから仕方ないですけれども、やはりこういうよ

うなものをこれだけ長い期間借りている、初めか

ら契約するというのも、今になれば、いかがなも

のかなと。時代に沿いながら、道路の賃借料に関

してはもう少し前向きに、町のほうも一生懸命動

いてもらいたいと思いますけれども、買上げのほ

うに。 

 以上です。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 まず、ふるさと納税のポー

タルサイト利用料につきましては、委員おっしゃ

るとおりで、寄附額に応じて、おおむねこの金額

が増減するということで御理解いただければなと

思います。 

 また、道の駅の関連の土地に関しましては、今

お話のあったとおり、町といたしましても早期の

購入に向けて取り組んでいるところでございま

す。しかしながら、相手方もありまして、それか
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ら交渉ということでございますので、いろいろな

機微がございますので、時期につきましては明確

なことはお話しできませんが、積極的に購入に向

けて努力してまいりたいと考えておりますので、

御理解のほどよろしくお願いいたします。 

○川村委員長 池田委員、よろしいですか。 

 ほかに質疑のある方。 

 １時間経過しましたので、２０分まで暫時休憩

といたします。 

午前１１時１０分 休憩 

───────────── 

午前１１時２０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。 

 質疑を始める前に、先ほどの池田委員からの質

問に対しての答弁の訂正の申出がございましたの

で許可いたします。 

 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 大変申し訳ございません。

先ほど池田委員からの御質問の際、道の駅関連の

土地の賃貸借契約につきまして、期間を３０年と

発言いたしましたが、２０年の誤りでございまし

たので、おわび申し上げて、訂正をさせていただ

きたいと思います。大変失礼いたしました。 

○川村委員長 池田委員、よろしいでしょうか。 

 それでは、質疑のほうに入ります。ほかに質疑

のある方。 

 畑中委員。 

○畑中委員 ふるさと納税の件なのですけれど

も、たしか今年は１億円という予算を歳入でつけ

ているのですけれども、たしか去年の実績は３,

５００万円ぐらいでなかったかなと思うのです。

そうしますと、１億円については、先ほども同僚

委員がこの件について質問した中で、いわゆる企

業の部分についてはゼロだと。そうしますと、個

人に対しての１億円ということになります。これ

については、努力目標というふうに頭で描くのは

いいのですけれども、数字に置き換えた場合に非

常に後々大変なことになるのではないかなという

思いもしているのですが、その辺のあれをもう一

度確認してみたいなと思うわけでございます。 

 それから、今回、企業のふるさと納税を開始す

るわけでございますが、これはほかの自治体なん

かでもよくやられているのですか、それがもう一

つ聞きたいところ。 

 それからもう一つは、なぜ今年、企業版という

ことについて始めようとしているのか。いいもの

であれば先からやればいいのではなかったのかと

いう思いも私はしているものですから、再度その

辺の考え方の変化といったものについてお尋ねし

ます。 

 以上です。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 まず、ふるさと納税１億円

ということで非常に高い目標を掲げさせていただ

きました。先ほども御答弁しましたとおり様々な

取組、返礼品の種類、バリエーション、それから

ほかにもっと七飯町の魅力を発揮できる返礼品が

ないかというようなリサーチ、それから事業者の

皆さんとの情報交換といった形でどんどん返礼品

の魅力を増していきたいと。その取組と併せまし

て、先ほど来申し上げていますとおり、ポータル

サイトの利用を増やす。こちらのほうの狙いは、

それぞれのポータルサイトにはそれぞれの会員な

り顧客なり、そういった部分がございますので、

新たに七飯町のふるさと納税につながる入り口を

増やしていく。これによってもっともっとふるさ

と納税を増やしていきたいというような考え方で

ございます。 

 さらに、返礼品という形のものだけではなく

て、七飯町にぜひ来ていただく旅行商品、そう

いったものも今開発してサイトに掲載を始めたと

ころでございます。まだ実績はございませんが、

こういったものを含めまして、各種多様な返礼品

でふるさと納税を伸ばしいきたいと考えてござい

ます。 

 それから、ふるさと納税の実績についてなので

すけれども、令和元年度の決算ということになり

ますけれども、こちらの決算額につきましては

４,２２８万９,２００円ということになってござ

いますのでお知らせいたします。 

 それから、企業版ふるさと納税の関係です。こ

ちらは、これから始めるということではなくて、

先般もお話しましたとおり、平成２９年度に１
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件、５００万円というのがありました。残念なが

らその後、ふるさと納税企業版は実現しておりま

せん。それでこのたび、こういったことで企業版

ふるさと納税に言及したのは、令和２年４月か

ら、今まで寄附額の３割とか６割とかというよう

な制度だったものが、令和２年４月１日から最大

９割まで控除されるというような制度になりまし

たので、こういったことによりまして、企業版ふ

るさと納税のニーズが増えるということも考慮い

たしまして、このような取組をもっと進めていき

たいということになりました。 

 国としましても、個人のふるさと納税につきま

してはどんどん、順調に寄附額が増えてるのです

けれども、企業版ふるさと納税についてはなかな

か増加していないようだというようなことから、

このたびの９割というような制度改正につながっ

たものと考えておりますので、そういった意味で

も他市町村に負けないように、七飯町の魅力的な

施策を御理解いただいて、これに寄附という形で

企業に御協力いただくということを地道に御説明

して、企業版ふるさと納税につなげていきたいと

考えておりますので、御理解のほどよろしくお願

いいたします。 

○川村委員長 畑中委員。 

○畑中委員 私からすると非常に高いハードルだ

なと、目標だなと。そういった意味で、非常に高

いところを目指しているということについて、ぜ

ひ努力して１億円に達するようにお願いしたいな

と思いますので、再度その決意を述べてくださ

い。 

○川村委員長 経済部長。 

○青山経済部長 畑中委員の質問にお答えいたし

ます。 

 決意ということでございますが、課長からるる

ありましたけれども、返礼品扱いの部分でござい

ますけれども、七飯町にも新たな企業が張りつい

てきています。また、それらの製品を何とか返礼

品にしていただけないかということは、これから

協議していかなければなりませんけれども、そう

いう部分で返礼品を増やし、また、特徴、例を出

すとマスクですけれども、マスクも不織布といっ

ても高精度で、５回洗っても性能が維持するとい

うことでございますので、そういう特色のある部

分。また、大中山に出ております酒蔵、アルコー

ル類、これは日本人であれば日本酒は大好きだと

思います。このように七飯町に日本酒、ワイン、

それとビールというふうにそろっておりますの

で、こういうものも何とか取組しながら、セット

ものとしてできないかとかいろいろ研究して、一

番よかったのは８,０００万円ほどの年もござい

ましたけれども、やはりそれを目標、以上に頑張

りたいということで、結果は、最後どうなるか分

かりませんけれども、それに向かって努力すると

いうことで、御理解のほどお願い申し上げます。 

○川村委員長 ほかに質疑のある方。 

 横田委員。 

○横田委員 まず、土地造成の件ですけれども、

実際に土地造成を見ると、賃貸の部分だけの収入

になっております。これというのは、別に特別会

計でやる意味があるのかどうかというのをお伺い

したいと思います。 

 それから、共通様式のナンバー３のななえあか

まつ街道納涼祭、これは今年はやらないというの

だけれども、どういう状態になればやるのかとい

うのは当然考えていることだと思うのですけれど

も、コロナ禍でも、今はこういう元気のない町な

のだから、そういうものというのは何とかやって

いただくというような、例えばこういう状態に

なったらやりたいというようなものがあるのだっ

たらお願いしたいなと思います。 

 それから、今のふるさと納税の企業版というの

があるのですけれども、僕はよく分からないので

すけれども、普通の法人の民間の企業が地方自治

団体に寄附した場合には、たしか全額損金処理さ

れると僕は思っていたのですけれども、過去もそ

うだと思っていたのですけれども、さっきの話だ

と１０％が課税だと、後は損金だとなっているの

だけれども、そこのところを一般の寄附金と企業

版ふるさと納税をやったらこう違うというのがど

うもよく、そこのところ本当に１０％なのか、私

は出す金額があると思うのですけれども、損金処

理されるというふうに聞いていたので、その辺は

どうなのかと。そうしないと町に寄附したけれど

も、これは企業版ふるさと納税でやったほうが得
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ですというのがあるのか。これは一般の損金処理

できるものでやったほうがいいのかというふうな

ことが出てくると思うのです。普通の法人の寄附

というのは、昔からあるではないですか、それは

どうなっているのかというのを教えていただきた

いなと思います。 

 最後に、道の駅の件なのですけれども、去年テ

ナントで入っていたところが出ていったという話

を聞いたことがあるのですけれども、それが本当

なのかどうか。それが本当ならば、そこのところ

は、今、指定管理を受けているところがやってい

ると言ったのだけれども、それについては、き

ちっとテナント料というものを頂いているのかど

うかというのを教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 まず、土地の特別会計なの

ですけれども、今お話にありましたとおり、貸付

金のみの歳入ということになってございます。こ

れにつきましては、その貸し付けている土地の

み、これが売却とかといった形で処分されます

と、こちらの分譲部分は全て売却完了ということ

になります。今こちらのほうの貸付料を頂いてい

るところに関しましては、契約当初から、１０年

以内に購入に向けて協議をするというような形を

取ってございましたので、こちらの土地の処分を

目指してこの特別会計を置いているということで

御理解をいただきたいと思います。 

 また、今後、少額な特別会計ということもあり

ますので、今後、財政担当とも協議があるかもし

れませんが、そういった際には、一般会計と統合

するとか、そういった選択肢も当然出てきますの

で、その際にはまた改めまして御説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 それから、あかまつ街道納涼祭を例示されまし

て、コロナに対応するイベントの在り方というよ

うなことなのですけれども、コロナに関しまして

は、先行きが見えないということと、従来から３

密、三つの密を避けるとか、新たな生活様式とか

いろいろな対策が国としても叫ばれているところ

でありまして、そういったことを鑑みまして、イ

ベント自体の開催の仕方、内容も含めまして、コ

ロナに対して、コロナだからできないということ

ではなくて、コロナの状況であっても必要な対策

や開催の方式を検討しさえすればでき得るのだと

いうような部分も今若干見えてきていますので、

こういった意味も含めまして、各関係団体と、や

らないという前提ではなくて、どのような形に進

化させるかというようなことを含めて協議をして

まいりたい。 

 あかまつ街道納涼祭につきましても、例えば納

涼祭という形ではなくて、もしかしたら盆踊りと

か花火大会とか、そういったものに変わる可能性

もあり得ますので、まず今の段階は、予算計上を

見送らせていただいて、地域と一緒になって、よ

りよい方向に検討を進めてまいりまして、その形

が整ってまいりましたら改めて補正予算を計上さ

せていただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 それから、企業版ふるさと納税の関係でござい

ます。今、委員おっしゃった一般の通常寄附の税

制につきまして、私ちょっと不勉強で存じ上げて

いなかったので大変申し訳ございませんが、企業

版ふるさと納税の内容につきまして、改めて御説

明申し上げますと、まち・ひと・しごと創生寄附

活用事業、いわゆるうちの場合は創生総合戦略の

ほうに計上されている事業が対象になりますとい

う条件がまず一つです。 

 そして、控除される中身が３割を損金算入し

て、国税、地方税で３割を控除する。そして、法

人住民税、法人税で約４割を減じます。法人事業

税で約２割を減じ、これらを足し合わせますと９

割ということになります。残り１割が企業の税負

担ということになります。 

 とりあえず私の知っている範囲では、通常３割

ということで認識しておりましたものですから、

御説明できなくて大変申し訳ございません。 

 また、こちらの企業版ふるさと納税につきまし

ては、最低寄附額が１０万円から、そして本社が

所在する地方公共団体への寄附は対象外となると

いうような条件が設定されているものでございま

すので、御理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 それから、道の駅のテナントに関してです。現
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在、道の駅のテナントで撤退をしているところは

あります。それにつきましても、既に次のテナン

ト利用者が選定されているところでございますの

で、今後、順次決定次第お知らせをしてまいりた

いと思っております。 

 また、テナント料につきましては、現在、コロ

ナの影響がありまして、まともに営業ができな

い。事業活動に支障を来しているというところも

ありまして、テナント料につきましては、指定管

理者の収入とするということになっております

が、指定管理者とテナント間で協議をいたしまし

て、条例で定める範囲内で減額をしたりとか、そ

ういった対応をして事業者の支援をしているとい

うような部分もあります。 

 また、今後も新型コロナウイルスの感染症の影

響次第では、そういった形で柔軟に、条例で定め

る範囲内のテナント料で柔軟に対応して、それぞ

れの企業がきちっと事業継続できるように配慮し

てまいりたいと思いますので、御理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

○川村委員長 横田委員。 

○横田委員 一番最初の納涼祭の１点だけ。盆踊

りというのは形としては、やはり商工会が中心に

なってやっているお祭りなのだから、町の企業も

売上げが落ちて大変だというのがあるのだから、

手数料を取らないとか何とかというのをやらない

で、反対にいろいろな地元の商店が出て来れるよ

うなものをつくって、３密、それから北海道の新

しい生活様式とかというのをしながら、今実際に

プロ野球だって公式戦に入れば人数制限だって外

れるという話もあるではないですか、その中でき

ちっと今のコロナ対策をした中でやっていけば、

あれだけの大きなスペースを持っているのだから

できるのではないかと思うので、ぜひやっていた

だきたいなというふうに思いますし、そういうの

が一番経済対策として僕はベターでないのかなと

思うのだよね。いろいろなものを３次補正で出す

とかという話は聞いているのですけれども、そう

いうものをやっていただいたほうがいいと思うの

で、ぜひ早く、やるとしたら本当に結論は早めに

出さないと間に合わないのではないかと思います

ので、いかがでしょうか。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 今、委員のおっしゃるとお

りで、民間の事業者が経済活動ができないという

ことは、とてつもない悪影響を町内の経済に及ぼ

します。また、消費者の皆様にとっても、そう

いった明るい話題がなければ、この閉塞感に押し

潰されてしまう、そういった懸念もございます。

イベントの在り方はいろいろあると思いますが、

開催していく、このコロナにしっかり対応して、

開催に向けて協議を進めていくというところで

は、町としても考えに異存はございませんので、

関係機関と積極的にお話をさせていただいて、新

たな開催の在り方、開催の仕方というものに対応

してまいりたいと考えております。 

 それから、具体的に手数料等とか、そういった

ものでがんじがらめに縛るということではなく

て、みんなでそれぞれの役割をしっかり果たし

て、経済に貢献してまいりたいということで進め

てまいりたいと思いますので、御理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

○川村委員長 ほかに。 

 若山委員。 

○若山委員 それでは、いろいろな箇所に飛んで

しまうかもしれないのですけれども、数が多いの

でよろしくお願いします。 

 共通様式のナンバー２のところで、労働金庫原

資預託金３,０００万円とあるのですけれども、

これによってどのくらい貸出しを受けられて助

かっているのかという、そういう実績とか利用状

況というのですか、その効果のようなもの、もし

分かっている数字があれば教えていただきたいな

と。もし利用者が増えているのであれば、預託金

をもっと増やしてもいいのではないかという発想

も出てくるのかと思うので、そこのところを一つ

お願いします。 

 それとナンバー３のところで、会計年度任用職

員報酬、１名減のためと簡単に書いているのです

けれども、１名減る理由のところを説明がなかっ

たので、教えていただければと思います。 

 あと、先ほどの同僚委員もありましたけれど

も、コロナ禍によりイベント開催が不透明なため

減とかというのは、これはこの課で言ってもしよ
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うがないのですけれども、やっぱり残しておい

て、どのように開催するかというところしたほう

がよかったのかなというふうに思います。 

 それとナンバー４のところで、商工業経営安定

資金融資保証金とかなんとか載っていますけれど

も、今回の予算でコロナ対策というか、経済対策

のように見えるのは、この商工業経営安定支援事

業ぐらいかなと思っているのですけれども、この

数字も特に増やしていないので、借り入れの実

績、先ほども話がありましたけれども、もっと

もっとニーズはあるのではないかと、枠を増やす

とか、貸出限度額というのか、そういう発想はな

いのかどうかというのを確認したいというふうに

思います。 

 それとナンバー６のところで、質問の人気が高

かったふるさと納税事業についてです。 

 これについては、歳入の１億円の根拠について

出してほしいということで資料要求していたので

すけれども、却下されたようなのですけれども、

今聞いていると、頑張りますと言うだけで、前年

実績の何割増とか、こういう形で増えるというよ

うな見込みとか戦略が特にないようにうかがえる

のですけれども、確かに商品で納税を誘導するよ

うなところがあるので、商品の魅力によって変わ

ると思うのですけれども、果たして今回増やして

いる商品が魅力的なものなのかどうかというの

は、まだどんな商品があるのか分からないので、

よく分からないのですけれども、１億円も増える

ような、そういう魅力的な商品になっているのか

どうか。カニとかイクラとかでどんどん集めてい

る市町村もあります。金額も桁違いです。 

 だけれども、もともとふるさと納税というの

は、一定の税金枠をどこかに払ったらどこかが減

るという状況なので、七飯町の町民がカニが欲し

いからとほかのところでふるさと納税をやってい

たら税金は減ってしまうわけです。 

 そういう意味で、ふるさと納税も頑張らなけれ

ばならないのだけれども、一定の品ぞろえして、

目減りしないようにするというレベルでいいので

はないかなと僕なんかは思うのですけれども、そ

このところで、本当に今回用意する４０種類だと

か、そういうもので魅力あるものがあるのかどう

か。 

 去年の決算のときに出してもらった資料でいく

と減ってはいないし、高額のところで人数が増え

ていたりするので、やり方によっては増える可能

性もあるのかもしれないのですけれども、この１

億円までというのはちょっと難しいのかなとい

う。先ほどの同僚委員もありましたけれども、し

かも、商品の限度は３割、ポータルサイトで１割

取られたら４割目減りするようなものなわけで

す。だから、どこまでやるのかというのは、町内

の商品をＰＲするという要素もありますけれど

も、本当にこの１億円が達成可能なのかどうか、

これは聞いてもしようがないかもしれないですけ

れども、僕は一部企業版ふるさと納税が入ってい

るのかなと思ったら、先ほどこれは入っていませ

んということだったので、あれだけ施政方針で企

業版ふるさと納税を頑張ると町長が言っていたわ

けですから、５０万円でも１００万円でも目標と

して入れたらどうなのかなと思うのですけれど

も、確かに七飯町の企業は駄目ですよね。外にあ

る企業が七飯町の七飯町まち・ひと・しごと創生

総合戦略の中で、ただ、これを読んでも、この事

業に投資しようとかと思える魅力的なものが

ちょっと見当たらない感じがするのです。僕の読

み方が悪いかもしれないので。それで、そこのと

ころを考え方を少し説明していただければなとい

うふうに思います。 

 それと、ナンバー８のところで委託料で、大沼

周辺案内標識張替委託料ということで５３万円上

がっているのですけれども、具体的にどこの場所

なのか教えていただければというふうに思いま

す。 

 それとナンバー１０です。資料要求で、道の駅

指定管理料ということで計算根拠を出してもらい

ました。ここに載っている予算の金額は、指定管

理者を決めたときの金額そのまま、応募のときの

金額そのままのようなのですけれども、交渉で金

額を少し減らす余地だとか、先ほど頂いた資料な

んかを見ると、自主事業で６００万円ほどの収益

が上がるようになっているわけです。そうしたら

その一部を、指定管理料を減らすような交渉だと

か、そういうものがなかったのかどうか、そこの
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ところを確認したいというふうに思います。 

 それと、これは予算とは直接関係ないかもしれ

ないけれども、昨年、１００万円ほど管理者から

寄附がありました。今年はその見込みはどうなの

でしょうか、コロナの影響でないのか、それとも

頑張って寄附しようとしているのかどうか、その

辺のもし見込みがあれば教えていただきたいと思

います。 

 それと同じナンバー１０のところの、先ほど同

僚委員も質問した道の駅不動産借上料２４８万

９,０００円です。これは何回も質問が今までも

出ていて、相手があることだし、交渉なのでなか

なか進まないということで答弁をいただいており

ましたけれども、実際、２０年の契約をした以

降、売却要請の交渉はされているのでしょうか。

資料要求で交渉記録を出してほしいということで

お願いしたのですけれども、却下されたようなの

であれなのですけれども、何回ぐらい、どういう

交渉をされているのか。それとも２０年の契約が

あるので、それは２０年間はしようがないという

状況なのか、定期的に売ってくれませんかという

ような交渉をされているのかどうか、そこのとこ

ろを教えていただきたいと思います。 

 それと、これも直接予算に関係ないということ

で却下されてしまったのですけれども、道の駅の

管理の中で、男爵倶楽部との協調とか、成果・協

調する中で、男爵倶楽部の売上げだとか、土産物

を男爵倶楽部で買ったら道の駅で買わないとか、

そういう競合とか、そういうような状況は起きて

いないのかどうか。男爵倶楽部の決算内容なんか

はきちっと把握されていますか、そこのところを

ちょっと確認したいと思います。資料要求したら

却下されたので。順調にいっているとか、そうい

う程度で構いませんけれども、きちっと確認し

て、道の駅なないろ・ななえとの協調でうまく

いっていますというような答弁をいただければな

というふうに思います。 

 以上です。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 まず、労働金庫原資預託金

の関係でございます。手元に詳しい資料がないの

であれですが、こちらのほう一定程度、３,００

０万円という金額でやらせていただいてございま

す。その中で、例えば実績といたしましては、例

年５００件前後の取扱いが、貸付残高として５０

０件前後が例年ありまして、その残高につきまし

ては、三十一、二億円程度の残高で推移している

というところですので、御理解のほどよろしくお

願いいたします。 

 こちら、労働金庫だけではなくて一般の制度融

資のほうの原資、うみ街信用金庫とかそういった

ところに貸し付けている金額も同様なのですが、

これらにつきましては、金融機関等と毎年状況を

交渉いたしまして、この金額で足りるとか、もし

不足の場合は、特に今回のような新型コロナの影

響もありますので、不足を生じるような場合には

直ちに協議をさせていただいて、それに基づきま

して、議会の皆様のほうに御提案をさせていただ

いて進めていくというような考えでおりますの

で、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 それと、商工振興費におけます会計年度任用職

員の１名減ということでございますが、従来、こ

ちら毎年度２名募集しまして、現在１名が採用さ

れている状況でございます。残念ながらもう１名

の枠には、ちょっと応募がございませんので、予

算計上するということになりますと、応募の見込

みが今のところありませんので、こちらに予算計

上していきますと執行が見込まれないという状況

になりかねませんので、このたびは当初予算から

１名減じさせていただいて提案をしたところでご

ざいますので、御理解のほどよろしくお願いいた

します。 

 それからイベントの関係です。こちらは先ほど

も御説明申し上げましたとおり、イベントの内容

につきましても不明確な状況になっています。例

えば例を挙げますと、今年の大沼の大沼函館雪と

氷の祭典につきましても、昨年からずっと実施に

向けた話合いとか協議とかがなされてまいりまし

た。それでどうしても、その当時は一応イベント

の開催の指針といたしまして、入場された方が把

握できるとか、その後の経過観察ができるとか、

いろいろな条件がイベント開催について検討され

ているところでありまして、特に通常の雪まつり

ですと不特定多数の方が、ほぼ同じような順路で
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雪像を回っていらっしゃる。それから屋台が並ぶ

ことで動線もある程度固定されまして、そこに３

密の状況が発生する可能性があるといったこと

で、それらを解消するのに順路をきちっと最初か

ら決めて、何名ずつ入場していただいて、同じ方

向で同じ出口から出ていただくというようなこと

も検討したりしておりました。イベントの在り方

について、そういった形でそれぞれの機関、それ

がどのようにしたら今のコロナ禍でイベント開催

できるかというような検討をしてございます。で

すから、イベントの在り方、形につきましても、

当初予算に計上する際にきちっと予算を見積もる

ことができませんでしたので、このような補正対

応というような形での御提案となりましたので、

そのあたりは御理解のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 それから利子補給等の増額はしなかったのかと

いうようなお話でございます。これにつきまして

も考え方は同様で、通常分の予算をまずは計上さ

せていただきました。当初予算提案につきまして

は、実際本日に至るまでの間に数週間、１か月以

上前から査定なり審査をしているところでござい

まして、新年度で対応するというところで、機動

的に対応するためには、当初予算計上ではなく

て、補正予算で対応していくというほうが望まし

いであろうという判断から、通常分を当初予算に

計上させていただいて、その他不足が見込まれる

分については補正等で早急に対応していくという

ような方針で、このような形になりましたので、

御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 ふるさと納税の返礼品の関係でございました。

七飯町のふるさと納税の返礼品に魅力があるかな

いかというような言及がございましたが、私ども

といたしましては、ふるさと納税、地元の特産

品、そういったものを御紹介する。例えば加工品

を御紹介する。そういったＰＲも十分可能な制度

でございますので、そういった意味では、逆にこ

ちらがいろいろな分野、種類を御提案させていた

だいて、それを消費者、ふるさと納税をされる方

に知っていただいて、そこに新たな気づきをいた

だいて、どのような商品がヒットするかというの

は、なかなかそれは予測するのは難しいのです

が、まずは行動に移さない限りは結果に結びつき

ませんので、このような形で返礼品の数にはもっ

ともっとバリエーションを持たせる。七飯町の魅

力の隅から隅まで特産品で御紹介をしていくとい

うような考えでございます。 

 また、七飯町のふるさと納税関係の、町民が他

の自治体に寄附をする。逆に他の自治体から七飯

町に寄附をしていただくといった、出と入りに関

しましては、入りのほうが優勢であります、今の

ところ。しかしながら、こういった取組に積極的

に参加していかなければ、いつ逆転するかも分か

らないと考えてございます。 

 ふるさと納税につきましては、今回１億円とい

う高い目標を掲げさせていただいております。こ

れにつきましては、先ほど来御説明していますと

おり、ふるさと納税制度を活用していく、どんど

ん七飯町の魅力をＰＲしていくという考え方で、

この１億円を計上させていただいておりますの

で、ぜひそのあたり御理解いただきたいと思いま

す。 

 そして、企業版ふるさと納税が予算に計上され

ていないということでございますが、こちらは、

予算にはゼロ円でございます。見積り等は、先ほ

ど御説明しましたとおり、１０万円以上の寄附と

いうようなくくりでしかございません。ですの

で、これについては見積りによらず、今までの実

績につきましても２９年度の１件ということです

ので、予算計上をするというよりは、こういった

取組をやっていくということで、その姿勢を踏ま

えていただいて、取組について御協力をいただき

たいと思っております。 

 また、企業版ふるさと納税が発生しましたら、

当然こういった町の財源として活用できるもので

ございますので、これについては取組を強化して

いくという姿勢でございますので、御理解のほど

よろしくお願いいたします。 

○川村委員長 商工観光課長、すみません。今、

答弁の途中なのですけれども、お昼になりました

ので暫時休憩にいたしまして、１時から引き続き

行うことでよろしいですか。 

 午後１時まで、暫時休憩いたします。 

午後 ０時０２分 休憩 
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───────────── 

午後 ０時５９分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 若山委員の質問に対する商工観光課長の答弁か

ら始めたいと思います。 

 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 では、御答弁を引き続きさ

せていただきます。 

 ナンバー８の観光地整備管理費の中にあります

大沼周辺案内標識張替委託料の関係でございま

す。こちらは以前に、事業により広域的取組とし

て整備されております、いわゆるサインシステ

ム、駒ヶ岳の形を模した柱に案内標識をつけてい

るシステムが町内随所にございます。 

 これらのうち、特に大沼の周遊道路近辺につい

てございます看板の中に、今年度閉館した東大沼

温泉の関係の案内看板がついているところがござ

いまして、こちらにつきましては、当該施設が不

在ということになりましたので、こちらにつきま

して張り替えを行い、適切な案内表示に整備して

いくという趣旨のものでございます。 

 このたび予算を計上させていただいたものは、

形、大きさそれぞれ異なりますが、７枚程度を張

り替えて整備していきたいと考えてございます。 

 それから、道の駅の指定管理料の関係でござい

ます。委員御存じのとおり、指定管理者制度につ

きましては、３か年度で指定管理を選定しており

まして、こちらに係る指定管理料につきましても

債務負担行為を設定し、その範囲内で毎年度の予

算計上をしていくというような形でございます。 

 当初予算の提案につきましては、当然ながら指

定管理者と事前に協議をさせていただいてござい

ます。この協議というのは、指定管理料がこの限

度額でよいのか、それとも合理的に圧縮できるの

か、そういったことも踏まえて協議をさせていた

だいてございます。 

 しかしながら今年度につきましては、新型コロ

ナウイルス関係ということで営業が制約されてい

た部分もございますので、指定管理料の債務負担

行為を設定した限度額と同額の金額を計上させて

いただいているところでございます。 

 また、今触れたとおり、新型コロナウイルス感

染症の影響により営業が非常に制約されてござい

ます。今年度につきましては、指定管理者におい

ても大変な被害を被っているというような状況で

ございます。今年の寄附の見込みにつきまして

は、現段階でお示しできるものはございません

が、こういった事情を踏まえて協議をさせていた

だくということで、御理解をお願いいたします。 

 それから、賃借地の関係の交渉等の内容でござ

いますが、こちらについては、先ほど来の御説明

のとおり相手方があるお話ですので、お答えでき

るところは限られてしまいますが、まず、土地の

賃借契約ということで、年間必ず契約事務に関し

てお互いでお話をする機会があります。そのほか

にも機会を捉えて、例えば事務手続上のお話だと

か、借りている場所の管理上のお話だとか、そう

いった機会がございますので、その機会を捉え

て、こういった交渉に活用させていただいている

ということでございます。今後も引き続き、こう

いった相手方の意向もございますが、土地の取得

に努めてまいりたいと考えておりますので、御理

解を願いたいと思います。 

 それから男爵ラウンジとの関係でございます。

こちらは、道の駅の地域、そういったところに相

乗効果をもたらすように相互に連携協力をして経

済活動、地区の活性化に当たっていくという方向

で取り組んでまいっております。 

 お互いにそれぞれお客様の奪い合いにならない

ようにと、そういった中で、それぞれの個性、そ

ういったものを発揮しながらお客様に多数御来場

いただくということで連携をしているところでご

ざいます。イベントにつきましても同日開催する

だとか、例えば参加型イベントについては男爵ラ

ウンジで、物販型のイベントについては道の駅で

とか、そういった役割をそれぞれに持ってイベン

トを開催した経過とか、そのほかにも、例えば今

時期であればバレンタインデーとか、そういった

国民的行事に併せて、それに見合ったイベントを

開催するなど、それぞれで集客に取り組んでいる

ところでございます。 

 先ほどおっしゃったとおり、例えば男爵ラウン

ジで幾ら以上の買物をされて、そのレシートを
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持ってきていただければ抽選に参加できるとか、

そういった企画もありまして、今後もそれぞれに

知恵を出し合って楽しいイベント、そういったも

のを企画して地域のにぎわいを創出してまいりた

いと考えてございます。 

 男爵ラウンジの決算状況につきましては、特段

規定で入手するとか、そういった決まりはござい

ませんが、常日頃から道の駅も含めまして、相互

に情報交換、意見交換等を行っておりますので、

そういった中で互いに補完できる部分は補完して

いくと。強い形で地域経済を回していきたいと考

えてございますので、御理解のほどよろしくお願

いいたします。 

 以上でございます。 

○川村委員長 若山委員。 

○若山委員 いろいろ聞いて、お手数かけてすみ

ません。 

 再質問ということで、まず、ナンバー４の商工

業経営安定支援事業費のところで、３月の予算で

は、通常どおりに必要な予算を計上して、特にコ

ロナ対策とか、特別必要なものについては補正

で、まだ我々には提示されておりませんけれど

も、補正等で提示してやっていくということで、

僕なんかはもう既に対策を取らなければいけない

状況ではないかと思うわけです。経済的な疲弊が

相当進んでいるので。だから、これについてもう

少し普通の予算の中にもどんどん入れていいので

はないかと思うのだけれども、補正にこだわる理

由というのは、国からの地方創生特別交付金の金

額だとか内示あるので、それでというようなこと

を考えているのかどうか、そこのところをお聞き

したいのと。 

 あと、ふるさと納税の関係で、目標１億円に対

して費用は５,６００万円かかりますと、そうい

う予算になっていますけれども、これは、お返し

の商品を購入するとかなんとかというのは、実際

に寄附がなかったら買わなくてもいいようなもの

なのか、それとも寄附が幾らになるか分からない

うちに商品を購入して用意しなければいないの

か。寄附がゼロだったら商品の費用はゼロだとい

うような形になるのか、そこのところを確認した

いのと。 

 ポータルサイトの利用料、先ほど寄附金の１割

という話だったので、寄附がなければポータルサ

イトの費用とかも発生しないというようなことで

いいのかどうか。１億円の寄附があった前提で８

００万円とか９００万円とかのポータルサイトの

費用だというふうに考えていいのかどうか。 

 それともう１点、予算に入っていないので、聞

くのはどうなのかと思うのですけれども、取り組

んでいきたいという姿勢があるので確認するので

すけれども、企業版ふるさと納税について、例え

ば町外の企業で、リストアップして営業をかける

と言ったら変だけれども、お願いするとか通知を

出すとか、そういうようなものについての費用と

いうか、東京へ出張するのとか、そういうものは

一切見えないのですけれども、これについては、

今後どんどんやっていくということのようなので

すけれども、入っていない理由についてお聞きし

たいなというふうに思います。 

 というのは、企業版ふるさと納税は改正して９

割までということで、利用してもらいやすくなっ

たのですけれども、適用期限が５年延長になった

いうことで、令和６年度までというような形で限

られているものでもありますので、各地方公共団

体がそれぞれやっているわけですけれども、例と

して余りあれだったのですけれども、例えば釧路

市なんかの例を見ると、地域が支え安心して働け

る環境をつくる事業ということで、阿寒幼稚園改

修事業ということで１,０００万円とか、その事

業費を集めているというような実績があったりす

るのだけれども、七飯町の場合、地域が支え安心

して何とかするというところまではいいのだけれ

ども、何の事業をやる、それに対して応援すると

いうのがちょっと見えないような気がするのです

けれども、その辺については、どのようなことを

考えているのかというのをお聞きしたいというふ

うに思います。ふるさと納税は、以上で。 

 道の駅の関係でいきますと、今回は、コロナが

なければ管理費について交渉して、当初はこう

だったけれども、少し金額を下げて町の負担を減

らすとか、そういう可能性もあったけれども、今

回はコロナ禍なので、相当指定管理者も疲弊して

いるので、満額の上限の指定管理料としたという
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ふうに捉えていいのかどうか。逆に道の駅からも

う少し町が収入を得るような形のものがないのか

どうかを模索してほしいなと思うのですけれど

も、そこのところをもう一度と。 

 不動産の賃借料については、１年に１回契約の

見直しというか、そういうところでの交渉をして

いるので、ふだんから、しょっちゅう行って売却

についてということをしているわけでもないわけ

ですか。実際、本当に売ってくださいという交渉

をしているのかどうか、これについては、相手が

あるので、我々には何も見えないのですけれど

も、その辺のところの交渉記録というのですか、

向こうの言い分がどうだとか、そういうものはき

ちっと残して、町長まで上げて、買いたいのだけ

れども、まだできないとか、そういうようなこと

にになっているのかどうか、そこのところの管理

の仕方です。２０年契約しているので、そのまま

行ってしまうような気がしますけれども、そこの

ところをお願いしたいと思います。 

 それと、男爵ラウンジの決算書は見ていないと

いうことですか。政策推進課のほうで決算書を申

し受けているのかなと思うのですけれども、去年

の１０月決算で申し受けているのかなと思うので

すけれども、もちろんヒアリングでどういう状況

なのかというのも大事ですけれども、決算書を実

際に確認して、どんな状況なのか、そこのところ

は、道の駅の管理を担当している商工観光課とし

ては見ておいていただきたいなと思うのですけれ

ども、そこのところはどうですか。 

 以上です。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 まず、経営安定資金の利子

補給の関係で、なぜ当初予算にコロナ対策の金額

が載せられないのかというお話でございます。 

 まず、この制度自体が年度であります。まず、

現在につきましては、令和２年度の会計年度であ

るということで、こちらの利子補給の制度で、コ

ロナ対策として議会で議決をいただきました関係

は、コロナ対策として、令和２年度については、

利子補給０.５％以内というところを全額に改め

たということでございます。その対象となるのは

令和２年度の経費ということになりますので、こ

のたびの令和３年度の当初予算に載せた場合は、

この予算の執行については令和３年４月１日から

ということになりますので、当初予算の御提案に

至るまでの期間につきましては、１か月以上前か

らこういったことについて積算等を行ってまいり

まして、本日このように委員会で審議をいただい

ているところでございまして、その間、至急に対

応すべき事案があれば、従来から申し上げていま

すとおり、その都度、補正予算として皆様に御審

議をいただくという手続でやってまいりました。

今回につきましても、今後、補正予算ということ

が提案されることもあろうかと思いますが、その

際には、現在の状況を踏まえて、今後どのように

支援をしていくべきかということを十分考えなが

ら、補正予算で迅速に対応してまいりたいという

ことでございますので、御理解をお願いしたいと

思います。 

 それから、ふるさと納税になりますが、返礼品

につきましては、寄附を頂いてから準備をすると

いう形で当町では行っていますので、寄附がなけ

れば返礼品の購入費用はかからないということで

御理解を願います。 

 また、ポータルサイトの費用につきましても、

現在、七飯町が契約しておりますところは、先ほ

ど御説明しましたとおり、寄附額に対して何％と

いうような制度になっていますので。ただ、これ

もポータルサイトによって若干の違いはあると思

います。現在、七飯町で検討しているものにつき

ましては、寄附があって、それに対して費用が発

生するということになってございますので、御理

解願います。 

 そして、今度は企業版のふるさと納税について

です。これに対する活動費用は予算計上されてい

ないがということでございますが、これも従前に

御説明しましたとおり、こちらは商工観光課に

限ったものではございませんので、それぞれがお

付き合いのある企業だとか、お話の機会を持った

企業に対して、それぞれが七飯町の事業を御説明

して、賛同を得ていただいて寄附につなげていく

というような仕組みで考えてございますので、特

段これ専用に費用を用意するということは考えて

ございません。日々の例えば出張の際だとか事務
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事業の遂行の際の場面で、七飯町の事業を御説明

申し上げて寄附につなげていくという考え方でご

ざいます。 

 それと、事業が見えないというようなことで、

事業の内容がよく分からないというような御指摘

でございます。このたびの令和２年度の４月１日

から施行されている新しい企業版ふるさと納税、

先ほども税額の控除等が９割に引き上げられまし

たとか、そういった関係の制度変更の中に、従前

であれば事前に企業版ふるさと納税に賛同してい

ただけるところと、ある程度内容を確認して、こ

ういった事業なので寄附をいただけないかとか、

そういった個々具体の事業について地域再生計画

というものを策定し、その後受入れを開始すると

いうような仕組みでございます。 

 このたび令和２年４月１日からは、そういった

企業があるなしにかかわらず、事前に地域再生計

画を設定することになる。この地域再生計画に定

める事業に対する寄附について、企業版ふるさと

納税と呼んで、優遇措置を設定しているものであ

ります。 

 そしてさらに、このたびは地域再生計画につい

て、各市町村のまち・ひと・しごと創生総合戦略

記載事項について、それを転記、この事業を示す

ことによって地域再生計画とすることができると

いうように手続が簡素化されました。ですので、

もう既にこういった七飯町が取り組んでいる事業

について、寄附なりで御協力をいただける企業が

あれば、企業版ふるさと納税の優遇措置を適用す

ることが可能になっているという制度でございま

す。 

 そして、このたびの企業版ふるさと納税の地域

再生計画が、先ほど来の御説明どおり、七飯町ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略記載の事業につい

て、その全てを地域再生計画に登載してございま

すので、ここに載っている事業であれば、それら

が全て対象事業ということになります。 

 そして、まち・ひと・しごと創生総合戦略につ

きましては、これも御説明いたしましたとおり、

大きく４種類の事業に分けられてございます。そ

れらについて、個々具体に全てはお答えいたしま

せんが、例えば子どもを安心して産み育てられる

といった基本目標に対する施策の中には、子育て

サポート事業として、新生児がいる世帯及び転入

世帯に対して、町内の子育て支援情報を掲載した

子育てブックの配布を行いますといった施策が掲

載されていたり、こんにちは赤ちゃん事業だとか

放課後児童の健全育成事業、こういったものが掲

載されてございます。これらの事業については、

企業版ふるさと納税の対象事業であるということ

で御理解をいただきたいと思います。 

 ですので、まち・ひと・しごと創生総合戦略に

記載されている事業につきましては、七飯町の各

所管が実施している事業が掲載されてございます

ので、それぞれについて企業版ふるさと納税の推

進に当たる活動を行っていくということになりま

す。ですので、先ほど言ったとおり、企業版の活

動費用の計上というよりは、通常業務の中で、そ

れぞれの接点の中で、町の事業に御理解をいただ

いて協力をお願いしていくというというようなこ

とで考えてございますので、御理解をお願いいた

します。 

 あと、道の駅の指定管理料の関係でございま

す。基本的に、指定管理料は選定の際に指定管理

者のほうが示してきた予算で計上していくもので

ございます。しかしながら、この形だけではなく

て、相互に合意の上でその金額を、債務負担行為

で設定した金額の範囲内で減額するということは

可能な事項であります。ですから、より合理的な

費用の見積もりができるのであれば、そういった

話で協議をさせていただくという趣旨で御答弁を

させていただきました。 

 なお、このたび商工観光課所管分の指定管理料

につきましては、提案のあった限度額にて予算計

上させていただいております。 

 それから、土地の取得に関する交渉ということ

なのですが、これらについては、まず、こういっ

た相手のあるお話ですので、双方の信頼関係の造

成、こういったものはもちろんですし、あと、お

互いの意向にそごがないように常に連絡のパイプ

を持っておく、そういったことも必要であろうと

思います。 

 具体な土地取得等に関する交渉時は、記録とし

て残していくというのが手続上当然ありますの
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で、そういった記録は存在してございますが、そ

れ以外、例えばちょっとした、町で出会ったとき

に、そういったときにも少なからず触れられるよ

うであれば触れていくとか、様々な扱いがありま

すので、一概に交渉がどうだこうだという回数と

か日時について全てを把握しているかといえば、

そうではなくて、具体に交渉があれば、それにつ

いては当然行政の事務手続上で記録をとっていく

ということで進めておりますので、御理解をお願

いしたいと思います。 

 それと、男爵ラウンジの決算の内容の把握です

が、決算内容につきましてはこちらでは把握して

ございません。内容については、先ほどお話しし

たとおり、少なくても三者、道の駅の指定管理者

と男爵ラウンジと町で、それぞれに意見交換、情

報交換し、よりよい形で活動をしていくというこ

とに変わりはございません。 

 しかしながら、非常に経営状況が悪化すると

か、そういったことが見込まれるようであれば、

当然そういった部分についてもお話合いをさせて

いただく、そしてしかるべき対応をしていく、協

力が必要であれば協力をする。その他に受ける手

はないかということで情報交換するというのは当

然に進めていくことですので、そういった形で現

在はお互いの状況を把握しているということで、

御理解を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 まず、道の駅の男爵倶楽部の関係で

いくと、内容は公表できないというか、そういう

ことはあるかもしれないけれども、ほかの課のほ

うでもらっているものであるので、もらっていな

いとこれまた、政策推進課は必ず、融資している

関係で、ふるさと融資の関係があるので決算書は

申し受けているという話だったので、どういう内

容か確認して、そういうのは見てほしいなと思い

ます。ここで売上げが上がったとか下がったとか

ということは答える必要はないかもしれないけれ

ども、それについてはしっかり見て、どうなのか

というのは確認しておいてほしいなと思います。

１０月決算なので既にできているのではないかと

いうふうに思うのですけれども、その辺のところ

はよろしくお願いしたいというふうに思います。 

 それと、不動産の買取りについては、これは相

手があることですのでなかなか難しいと思います

けれども、きちっと。僕は余り交渉されていない

のかと正直思ったので、しっかり町の方針を伝え

て、購入できるようにしていただきたいというふ

うに思います。 

 それとあと、ふるさと納税でいくと、ここに

載っていないことで話してもあれなのですけれど

も、企業版のもので見ると、よっぽど七飯町に志

向性がないと、愛着とか志向性がないと、こんに

ちは赤ちゃん事業で１００万円寄附しますとか１

０万円寄附しますというのはなかなか難しいのか

なと思うのです。ふるさと教育事業だとか、施策

をいろいろ見ると。本当に七飯町出身で七飯町に

愛着があるので、そういう働きかけがあったので

ちょっと考えてみるという形になると思うので、

普通にこういうものを推進するときにはリスト

アップして、どこどこに声かけて、ここ断られま

したということで何かやって、それで増やす増や

さないというようなことをするのが営業という

か、普通なのかという感じに思うのですけれど

も、町長が出ていた大沼会みたいなものが、コロ

ナでないから駄目だと思うのですけれども、そう

いう中で、七飯町出身の社長とか何とかに働きか

けるということで、リストアップしてお願いする

というのが普通の、目標を立てて何かをする場合

の順当なやり方なのかなと思うのですけれども、

出張に行った際にちょっと話題に出す程度では、

全然。目標の数字が上がっていないのであれです

けれども、難しいのかなという気はするのですけ

れども、もっと施政方針にも載せて、積極的に企

業版ふるさと納税を財源の一部として活用してい

きたいというようなものであるのであれば、もっ

と真剣にどうやって進めたらいいのかとか、費用

はかかってもやられたらいかがかと思うのですけ

れども、今回は目標額ゼロだというので、これ以

上予算のあれで質問するのは厳しいのですけれど

も、そこのところを。 

 これは返礼品希望とかではないので、９割経費

算入なので、本当に賛同しないと、なかなかない

のだろうなと思うのです。七飯町に合宿に来てい
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る企業だとか、そういうところでないと、七飯町

に少しこういう事業に協力したいとか、そういう

のはないと思うので、そこのところをどのように

進めていくのかと、片手間のような感じで聞こえ

たのですけれども、町長が施政方針で訴えている

割には、出張の際とか何かの機会を捉えてという

話なのだけれども、積極的に企業版ふるさと納税

の戦略として声をかけて、１００社に声かけたけ

れども、駄目でしたと。それが、まち・ひと・し

ごと創生戦略が分かりづらいからなのか、もっと

ちゃんと寄附しやすい事業を組み立ててください

なのか、そこのところをやる必要があるのではな

いかなというふうに思うのですけれども、今回の

予算の数字とは関係ないのですけれども、その辺

の考え方について答弁をお願いしたいと思いま

す。 

○川村委員長 経済部長。 

○青山経済部長 若山委員の質問にお答えいたし

ます。 

 男爵倶楽部の決算、他課で資料として、仕事上

収集しているので見ていただきたいというような

御発言かなと思います。あくまで地方公務員は、

業務によって知り得た情報は、幾ら町の職員で

あっても、携わっていなければ見ることはできま

せん。例えば私たちが税の個人の情報を知るとい

うことは、調べることはできません。あくまで公

文書を通してやり取りをしなければならない。ま

して、提出された方は、目的が決まっているから

こそ提出することでありますので、その目的の同

意を得ない中でやり取りをするということは、な

かなか地方公務員としては難しいのではなかろう

かということで、御理解のほどお願い申し上げま

す。 

 あと、土地の買取り、契約では２０年というこ

とでございますけれども、町としてはなるべく早

く地権者と交渉を持ちながら買取りに向かってい

きたいということで日々努力はしてございます。

ただ、やはり課長が言うとおり、相手があること

ですので、信頼関係を保つためには極度な頻度、

余りにも相手が嫌がるような、また来たのかとい

うようなことであれば話がまず進みません。ま

た、逆に話が悪いほうに展開する部分が私の経験

上多々ありました。ですから、時期を見計らいな

がら、やはり通常仕事以外で会えるときは会える

ときで、それは仕事のほかで知り合うとか、そう

いうことも必要ですし、また、必要に応じてそれ

ぞれ会うときがあれば、１年たちましたけれども

どうでしょうかということのような交渉というの

でしょうか、余りにも相手の意思を確認して、

ちょっとこの雰囲気であればなかなか今は難しい

かなというような感じもありますので、そこをや

はり把握しながら、ちょっと軟らかくなってきた

かなと思ったら、またそこは攻める。引き攻め引

き攻めでいかないと、なかなか相手の方の理解を

得るのは難しいのかなと。 

 また、ネックになるのはやはり価格でありま

す。町としては幾らかでも安く買いたいというこ

とがまず根本にあります。売る方とすれば幾らか

でも高く売りたいというようなことがございま

す。ここの駆け引きもありますので、なかなかす

ぐに交渉がまとまるということはちょっと厳しい

かなということでございますけれども、担当とし

ては日々努力しているということで、何とか御理

解をいただきたいと思います。 

 あと、ふるさと納税の企業版でございます。こ

れも令和２年度で法改正になりまして、企業のほ

うから各ふるさと納税がしやすいような形になっ

てございます。 

 ただ、やはり個人もそうですが、ふるさと納税

の趣旨というのでしょうか、過激な競争というも

のではなくて、あくまで本来は、納税者が応援を

したい町、自治体を選ぶと。そこに、例えばホー

ムページを見た場合、そこに魅力を感じたとか、

応援したいなと思えば企業も動いていきます。た

だそれを待っているかというと、待っているだけ

ではなかなかうまくはいかないということで、や

はり関連する町内の企業であれば無理なので、町

外でいろいろと行事等で出会う企業もございま

す。その方々にも情報提供しながら、もし知って

いる企業もあれば、七飯町でもこういうことを応

援していただきたいのですということで情報提供

しながら、広くその方々がまた輪を広げていただ

ければ、また興味を持っていただけるかなという

ことでございます。 
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 また、町長の施政方針に出ております。機会あ

るごとに、やはり東京出張が多うございますの

で、その中で知り合える、また、今まで関係して

いる団体、企業、そういうところに、実際問題、

制度も変わりましたし、どうでしょうかというこ

とでお声かけというものを繰り返すことによっ

て、少しでも増やしていきたいというのが町の考

えでございますので、選んで何件というのではな

くて、知り得る企業については、こちらから情報

提供しながら、また、企業が企業のほうに情報提

供してもらうとか、他力もございますけれども、

そういうふうな状況を踏まえて、ふるさと納税の

企業版のほうも頑張っていきたいと思いますの

で、御理解のほどお願い申し上げます。 

○川村委員長 若山委員。 

○若山委員 １点だけ、男爵倶楽部の決算書の関

係ですけれども、町に出している資料、確かに納

税とかいろいろなあれで、ほかの課が、担当者が

勝手に見てはいけないとか、年金庁の人が年金を

納めているかどうかの調査を勝手にやって処罰を

受けたとか、そういうのはありますけれども、そ

ういう全く論外だけれども、町に出している決算

書をほかの課が見るのは、もしそこまで丁寧に対

応したいなら、政策推進課だけではなくて、商工

観光課でもこの決算書を活用させていただきます

ということで了承を取る、それでいいのではない

ですか。見たら駄目だという、そういうことは

ちょっと考えづらいのですけれども、例えば金融

機関なんかで、融資課でもらった決算書を得意先

でも見るし、それは当然共有するようなものでは

ないかなと思うのですけれども、その辺はいかが

なのでしょうか。 

○川村委員長 経済部長。 

○青山経済部長 若山委員の質問にお答えいたし

ます。 

 あくまで私が言ったのは、その資料の提出の条

件がございます。他の課に見せてもいいという同

意を得ているのであれば問題ございません。た

だ、同意を得ていないのにほかの課の職員が見る

ということにはならないと思います。あくまで必

要な書類は申請して、例えばそれが政策推進課の

関係であれば融資の関係などでございます。その

業務をやっているところに出すということでござ

いますので、それを例えば他課に見せるというこ

とであれば、うちのほうも契約して土地を貸して

おりますから、例えば決算報告書を提出すると

か、そういうことを見直しすれば、またそれは別

でしょうけれども、今、若山委員が言ったのは、

政策推進課に提出している書類ということを限定

して言いましたので、それはあくまでそこに、業

務で必要があって提出しているものを他課に勝手

に見せることはならないということで私の答弁と

させていただきましたので、御理解をいただきた

いと思います。あくまで税務課に申告しているも

のを私たちが勝手に、職員だからといって申告を

見るということはできませんので、それと同じで

ございますので、御理解のほどお願い申し上げま

す。 

○川村委員長 ほかに質疑のある方。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 １点だけ。共通様式のナンバー８で

す。商工費の観光地整備管理費、ここで大きく増

になっているのは負担金、補助及び交付金のとこ

ろです。４０万円から３００万円ということで２

６０万円増という。美化財団が撤退ということ

で、その分の公園美化だと思います。地元の方も

一生懸命草刈りボランティアでやっていただいて

いる経緯もありますけれども、財団が撤退したと

なると、本年度予算を立てなければいけないのは

もちろんだと思います。先だってからいろいろ道

との協議をされているということですけれども、

ここで、管理が道ということなので、今年度から

このような形になっているので、その分の清掃と

いうか、国定公園の清掃について道からか国から

の補助というか、交付金が、今のところ道も予算

をやっていると思うので明らかな数字は出ないと

思うのですけれども、そのあたりはしっかりなっ

ているのかどうなのか、そのあたりもお聞かせい

ただきたいと思います。 

○川村委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 今の御質問でございます。

今、御質問の中にもございましたとおり、管理者

である北海道におきましては、令和３年度の予

算、まさに今、議会での議決を待っているところ



－ 28 － 

でございます。そのため、残念ながら、多々調整

は町として行っているところでございますが、詳

細な内容につきましてはまだ示されていないとい

うことになってございます。 

 地域といたしましては、いずれにいたしまして

も、七飯町の代表する産業である観光に大きく影

響を与える事柄でもありまして、さらには、今ま

でずっと七飯町民の方が日常生活の場として生活

をされてこられた環境を悪化させない、よりよく

するということで、このたび七飯町としまして

も、地域からの御要望もございましたことも踏ま

えまして、提案のとおり３００万円を計上したと

ころでございます。この３００万円につきまして

は、私ども七飯町といたしましても、今までの財

団の活動内容やそういったものを踏まえまして、

約１,５００万円程度というふうに見積もってい

るところでございます。 

 さらに、事前の北海道との協議の中でも、北海

道においては既に１,２００万円程度を考えてい

るという情報でしたので、これらを踏まえまして

３００万円と、地元負担が約２割というような形

になってございます。 

 これにつきましては、新しい体制を令和３年度

に実施するということになりますので、この見積

りが正確かどうかは、今後の決算をよくよく分析

していかないと出せないものでございますが、地

域の皆様ができる得る限りの協力もしていただけ

ると、力強く後押しをいただいてございますの

で、何とか北海道にこういった意向、それから町

の考えも伝えながら、きちっと維持管理運営をし

ていただけるように、今後も引き続き町として

しっかり調整を進めてまいりたいと思いますの

で、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

○川村委員長 ほかに質疑のある方いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、商工観光課に対する審査を終了いたし

ます。 

 商工観光課長、御苦労さまでした。 

 次に、都市住宅課の審査を行います。 

 都市住宅課長。 

○川島都市住宅課長 それでは、都市住宅課所管

分の予算説明を始めてまいります。 

 まず、共通様式ナンバー１、予算書１０２から

１０５ページになります。事業予算名は建築指導

費（指導）になります。本年度予算額１６万６,

０００円、増減、１１万７,０００円の減額と

なっております。 

 主な減額は、旅費、補助金の見直しによるもの

でございます。歳入、特定財源については、それ

ぞれ記載のとおりとなっております。 

 続きまして、ナンバー２、予算書のページは同

ページになります。事業予算名、建築指導費（営

繕）になります。本年度予算額４４万１,０００

円、増減としては２２万４,０００円の減額と

なっております。 

 主な減額としては、旅費、使用料及び賃借料の

見直しによるものでございます。 

 続きまして、共通様式ナンバー３、予算書、同

ページになります。事業予算名が建築指導者管理

費になります。ここでは、公用車１台分の管理に

関わるもので、本年度予算額９万３,０００円、

増減、１６万６,０００円の減額で、車検分の減

額となっております。 

 続きまして、共通様式ナンバー４、項が変わり

ますが、予算書１０８ページから１０９ページで

す。事業予算名が都市計画総務費になります。こ

こでは、本年度予算額６１万１,０００円、増

減、２７０万７,０００円の減額で、主なものと

しては、委託料の部分で、記載のとおり、都市計

画マスタープランの策定委託料分の減となってお

ります。特定財源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、予算名が集

約都市形成支援事業費になります。ここでは、七

飯町立地適正化計画、今年度、３月末の策定予定

であることから予算計上なしとなっております。 

 続きまして、共通様式ナンバー６、予算書１０

８ページから１１１ページ、予算名が公園整備管

理費になります。本年度予算額２,０６０万５,０

００円、増減としては、３６６万２,０００円の

減額となっております。主な減額は記載のとおり

となりますが、事業業務の内容の見直しによるも

のと工事請負費の減額分となっております。 
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 続きまして、共通様式ナンバー７になります。

予算書１１０から１１１ページになります。事業

予算名、公園整備連絡車管理費になります。ここ

でも公用車１台分に関わるもので、本年度予算２

１万円、記載のとおり増減が１万４,０００円の

増額となっております。 

 続きまして、共通様式ナンバー８、予算書は同

ページになります。事業予算名は都市環境整備費

で、本年度予算額４０９万円、増減としては、３

６５万２,０００円の減額で、減額の主なものに

ついては、工事請負費の減額分となっておりま

す。特定財源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９、予算書１１

０から１１３ページ、項が変わっております。事

業予算名は公営住宅管理費になります。ここで

は、町営住宅の維持管理を目的としているもの

で、本年度予算１,０７５万円、増減としては９

４万３,０００円の減額で、主に記載のとおりと

なりますが、事業業務の内容の見直しによるもの

でございます。 

 続きまして、共通様式ナンバー１０、予算書は

同ページになります。ここも項が変わります。事

業予算名は社会資本整備総合交付金事業で、公営

住宅になります。ここでは、長寿命化計画に基づ

いて、円滑な更新を目的としております。本年度

予算は１億７,２０６万２,０００円、増減として

は１６８万１,０００円の増額となっておりま

す。歳入、特定財源は記載のとおりとなっており

ます。また、冬トピア団地につきましては１０棟

ありまして、令和３年度は９棟目の住宅の実施と

なります。 

 簡単ですが、予算説明を終わります。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 それでは、２点ほどお伺いします。 

 最初、ナンバー１の共通様式の資料で、ここ

で、木造住宅耐震診断の補助金と、今年度予算が

８万９,０００円ということなので、昨年度の実

績に基づいてこういう予算を計上したということ

で、これは１戸分の耐震診断を行う費用というこ

となのですが、これでいくと、これまで実際にこ

ういう事業をやってきておりますけれども、これ

までにこのような耐震診断、累積で何戸実際にや

られたのか、まずその１点お伺いします。 

 ２点目なのですけれども、ナンバー６の都市公

園高木剪定処理委託料、今回、削減された形で４

８万６,０００円ということなのですが、桜のて

んぐ巣病の対策としてやりますということなので

す。以前から桜のてんぐ巣病の対策をやって、一

時見当たらないぐらい改善された経過があります

けれども、この間またかなり見られるようになっ

ているということを認識しているのかどうか、前

年よりも予算が削減される予算化ということなの

ですが、この２点、まずお伺いします。 

○川村委員長 都市住宅課長。 

○川島都市住宅課長 それでは、御質問にお答え

いたします。 

 まず、共通様式ナンバー１の建築指導費（指導

費）の中で、負担金、補助及び交付金、そのうち

の木造住宅耐震診断補助金８万９,０００円にな

りますが、この事業は平成２３年度から予算づけ

しております。これについては、実施した補助金

としての実績はございません。その分を見込ん

で、今まで２件の予算計上をしておりましたが、

今回、１件の予算計上としております。 

 また、相談としては、電話相談はあることはあ

るのですけれども、基本的には、お金が発生する

ので、診断の補助金の実績はございません。これ

が１件以上実施すると、出た場合については随時

補正で対応していきたいというふうに考えており

ます。 

 続きまして、共通様式ナンバー６の公園整備管

理費になります。委託料の都市公園高木剪定処理

委託料、これについては４８万６,０００円計上

しておりますが、昨年と比べて１１万３,０００

円減額となっておりますが、事業としては、てん

ぐ巣病対策として６か所の公園を実施する予定で

あります。てんぐ巣病の実施の考え方としては、

町内の都市公園の部分については、２年に一周す

るような仕組みで予算計上させていただいていま

すので、単純に金額が減ったとかではなくて、周

期ごとで、隔年でやっておりますので、御理解の
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ほどよろしくお願いします。 

○川村委員長 上野委員。 

○上野委員 木造住宅の耐震診断、平成２３年か

らと、７年以上、事業としては計画しているけれ

ども、実績がないということですけれども、耐震

診断の重要性は町はどの程度認識しているのか、

町長は、安心・安全のまちづくりということを掲

げているわけですけれども、七飯町は渡島平野の

西縁の活断層と非常に近いところに立地していま

して、もし地震が起これば巨大地震が発生して、

しかも、ほぼ直下型に近いぐらい間近で起こる地

震があるということで、基本的にそれの対策をき

ちんとやっていかなければならない問題なので

す。そういう中でこの耐震診断がゼロというよう

な状況というのは憂慮すべき事態ではないかとい

うふうに思います。 

 それで、昭和５６年以前の旧耐震構造の住宅が

あるわけですけれども、それに対しては、基本的

に耐震の把握をして対策を打っていかなければな

らないはずなのです。それなのに数字的な実績も

ない、ただ呼びかけているだけというのでは、こ

れは町民の安心・安全というのは全く保障されな

いのではないかと思うわけなのです。 

 それで、町は無料の耐震診断も、簡易の耐震診

断もやりますということもやってきたと思うので

すが、無料の耐震診断の実績はどうなのでしょう

か、それらについてまずお伺いします。 

 それから、先ほどの桜のてんぐ巣病対策、２年

に１回やってきていますと言いますけれども、今

の街路の状況を見ますと、本当にやっているのか

というぐらい、例えば七重小学校の街路に沿った

桜なんかは、ほぼ１００％近い発生状況が見られ

るわけなのです。 

 今回の計画は、都市公園ということで設定され

てやっていますけれども、てんぐ巣病に関して

は、都市公園以外にもたくさん植えられているわ

けで、そういった点では、どういう実態を把握し

て計画を今進めているのか、それについてお伺い

します。 

○川村委員長 都市住宅課長。 

○川島都市住宅課長 まず、１問目の木造住宅耐

震補助金については、これについては、平成２２

年３月に七飯町として、一般住宅も含めた耐震改

修促進計画というものを策定しております。これ

については、昨年、北海道のほうで改定になりま

したので、今年度、令和３年度については、この

耐震計画を見直しした中で、耐震補助金の活用方

法なり、また、危険度というのですか、策定した

ときの件数については、５６年５月３０日以前に

着工された住宅については６,０００棟近くあり

ましたので、その辺も現在何棟あるかとか、その

辺も今年度調査して、今後、事業なり、その辺は

見直ししていく考えでございます。 

 また、ナンバー６の都市公園の部分のてんぐ巣

病について、質問の街路の部分についてなのです

けれども、今回のナンバー６の部分については、

都市公園部分のてんぐ巣病の予算となっておりま

す。街路部分については、都市計画道路でありま

すが、引き続き土木課と連携して、剪定なり樹木

の更新なり、その辺を進めていきたいと考えてお

ります。 

 以上であります。 

○川村委員長 上野委員。 

○上野委員 昭和５６年以前の旧耐震構造の木造

住宅約６,０００戸ほどあるということですの

で、それについては、やはり町は、本当に安全な

のかどうかというのは把握する必要があるのでは

ないかと思うのです。 

 それで、簡易の無料の耐震診断をどんどん町自

身がやって、ここは危ないというところについて

は、耐震化工事をやることを勧めるとか、もう少

し補助率を上げるとか、そういうことも考えてい

かなければならない問題だと思うのですが、この

ままでいったら本当に不安な状況があるのではな

いかというふうに思いますので、今、改めて事業

の見直しということを考えておられるということ

ですので、その辺について、そういうことも含め

て、今後どう考えて取り組まれるのかお答えいた

だきたいなと。 

 以上です。 

○川村委員長 都市住宅課長。 

○川島都市住宅課長 木造診断の部分になります

が、質問のとおり、今年度、計画については見直

し策定してまいりたいと思っております。その中



－ 31 － 

で、この事業については、町の補助だけではな

く、国、また道の補助金も入っておりますので、

その辺も実際の事業がどういうふうになっていく

かというのは、国、道なりと協議を進めて、ま

た、町として単独でどういうふうにやっていくこ

とが可能かとか、その辺も含めて今年度策定して

いきますので、そのときには情報提供させていた

だきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○川村委員長 ほかに。 

 平松委員。 

○平松委員 １点だけお願いしたいと思います。 

 ナンバー９の中の委託料、町営住宅の駐車場の

管理業務と芝刈りの業務、委託先を教えてくださ

い。二つだけ。 

○川村委員長 都市住宅課長。 

○川島都市住宅課長 それでは、御質問にお答え

いたします。 

 ナンバー９の公営住宅管理費、そのうちの委託

料になります。委託料のうちの一つ目の町営住宅

駐車場管理業務委託料４９万６,０００円につき

ましては、各自治会といいますか、冬トピア団

地、鳴川高台団地、大沼団地の各自治会に、それ

ぞれ面積に応じて算出して委託料を出して管理し

てもらっている状況になります。 

 続きまして、町営住宅の芝刈り委託料について

は、これについては、対象が冬トピア団地、鳴川

高台団地、桜団地、鳴川団地になりますが、これ

については、見積もり合わせで、昨年については

森林組合が委託して実施しております。 

 以上であります。 

○川村委員長 平松委員。 

○平松委員 町営住宅の駐車場の管理というの

は、車を置いている人から料金を自治会が徴収し

て管理しているということなのでしょうか、その

確認。 

 それから、草刈りのほうに関しては、毎回見積

りを取って、森林組合がほとんどやっているとい

うことなのでしょうけれども、これに自治会が例

えば自分たちで、多少町からお金をもらって、５

万円でも１０万円でももらって自分たちで草刈り

をやるというような、そういう協議をしたことは

今までないのでしょうか。 

○川村委員長 都市住宅課長。 

○川島都市住宅課長 ただいまの再質問につい

て、各自治会については、入退去する方、入居さ

れる方の駐車場の場所なり、この委託の中には、

駐車場の敷地内の管理の中では、新しい方が入居

されたときの駐車場の利用の仕方なり、清掃な

り、そのような業務が各自治会の中身によります

が、基本的にはそのような部分の委託になりま

す。 

 町営住宅の芝生刈取り業務の委託料につきまし

ては、基本的には各自治会で、草刈りは各自治会

の中でやりますけれども、例えば鳴川高台団地で

ありますと急斜面とかがありますので、その部分

について、自治会ではなく、うちのほうで面積を

出して、管理するような形の委託料になっており

ます。 

 以上です。 

○川村委員長 平松委員。 

○平松委員 そうすると、駐車料金を取っている

のではなくて、新しく来た人に場所を説明した

り、こういうふうにしてください、それから、み

んなで駐車場の雪かきだとか清掃だとか、そうい

うものに対して４９万６,０００円を自治会に町

が払っているということなのですね。分かりまし

た。 

 私どもの町内会は、町内会費で草刈り機を買っ

て、自分たちで、町が町道なんかの草刈りをやっ

て、足りないところを、どうしても時期的にぼん

ぼん伸びてきたりするので、自分たちで自主的に

やったりしているのですけれども、お金を多少も

らいながら、のり面といったって団地ののり面は

かなり、我々にしてみれば緩いのではないかな

と、子どもが遊ぶくらいののり面ですから、何と

かそういうふうに。 

 極端に言うと、自治会に多少収入があるという

ことは、自治会もやりやすい、例えば草刈り代と

して３０万円なら３０万円入って、草刈りをやっ

た後にみんなで焼き肉をやるだとか、そういう使

い方にもつながるのではないと思うのですけれど

も、結果的には町の負担も減ると。自分たちの住

んでいるところを自分たちが汗水流してちゃんと
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管理するということに、そういう話合いみたいな

ことを１回ぐらいやってみたらどうかなと思うの

ですけれども、この点についてのお考えはどうで

しょうか。 

○川村委員長 都市住宅課長。 

○川島都市住宅課長 この予算づけにつきまして

は、毎年予算前に、管理の仕方の不備というので

すか、不具合については協議させていただきなが

ら予算計上させていただいておりますので、御理

解のほどお願いします。 

○川村委員長 ほかに質疑のある方。ほかに質問

される方はいないですか。 

 １時間過ぎましたので、２０分まで暫時休憩い

たします。 

午後 ２時０５分 休憩 

───────────── 

午後 ２時１６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。 

 都市住宅課の質疑を引き続き行います。 

 質疑のある方。 

 田村委員。 

○田村委員 それでは、２点ほど教えていただき

たいと思いますけれども、まず、先ほど同僚委員

が言っていましたけれども、桜のてんぐ巣、これ

だけではなくて、ナンバー６の委託料２９万６,

０００円ということで、少額の減なのですけれど

も、各項目によってそれぞれ減にしている。都市

公園の維持管理は２,０００円増ということなの

ですけれども、それ以外は減。この減にした理

由、都市公園については、やはりきちっとした整

備の上に、町民が憩う場所という、子どもも遊ぶ

場所ということを考えると、こういう委託料を減

にしても、今までのものを維持するのだという考

え方はあるかも分かりませんけれども、減にしな

ければ、よりよくなるのか、そこら辺ちょっと私

分かりませんけれども、こういう美化につながる

ものというのは、しっかり予算を確保してやると

いうことが必要だと思うのですけれども、減にし

た理由は何か教えていただきたい。 

 それから、工事請負、総合公園、階段だとか遊

具等の改修ということなのですけれども、私

ちょっと、相当昔の話になるかも分かりませんけ

れども、総合公園のつくった計画、これ全部事業

計画は全て完了しているのか、もう一度確認した

い。 

 というのは、上のほうに１００メーター走る

レーンを３レーンぐらいつくるというような話も

ちょっと聞いたことがあるものですから、それが

全然どうなっているのか分からないということ

で、もしやめましたということであれば、いつそ

ういうことがはっきり決まったのか。そして、や

るということであれば、相当年数がたっているも

のですから、いつやるのか。今年も、令和３年も

そういうあれはないということになれば、そこら

辺の、１００メーターを走るレーンはどうなって

いるのか、そこをちょっと教えていただきたいと

思います。 

○川村委員長 都市住宅課長。 

○川島都市住宅課長 それでは、ナンバー６の公

園整備管理費委託料の減額の部分についてです

が、今回、委託については５項目の委託料を予算

計上しておりますが、これについては、毎年実施

しているのは変わりありませんが、基本的に、予

算計上する前に現状を把握しながら、例えば維持

管理業務の都市公園の１段目の３７７万３,００

０円ついては、予算計上、２０施設を委託してい

く予定でありますが、草刈りのスペースの面積と

か、冬囲いが必要な木、その部分について、下の

委託料についても基本的に洗い直したというか、

見直しをした中で、結果、減額になったものと

なっております。 

 あと、工事請負費の総合公園の全体の事業計画

につきましては、私も今把握しておりませんの

で、その辺確認して、本委員会中にお答えという

か、見た中で回答していきたいと思いますので、

御理解のほどお願いします。 

○川村委員長 ほかに。 

 若山委員。 

○若山委員 １問だけ質問させてください。 

 資料の見方を教えてほしいのです。ナンバー１

０の社会資本整備総合交付金事業費になってい

て、特定財源が二つあって、足すと予算額よりも

特定財源のほうが多くなるのですけれども、これ
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というのは特に問題ないものなのでしょうか。事

業債を多く発行してしまっているのか、それとも

このうちの一部、この範囲内の額という考え方な

のか、そこのところをちょっと資料の見方をお願

いしたいと思います。 

○川村委員長 暫時休憩いたします。 

午後 ２時２３分 休憩 

───────────── 

午後 ２時２５分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 都市住宅課長。 

○川島都市住宅課長 大変申し訳ございません。

共通様式ナンバー１０の社会資本整備交付金事業

（公住）の部分の、今、若山委員が言われた足し

算の部分なのですけれども、中段の歳入、特定財

源のみの記入のところの１段目、社会資本整備交

付金、国何がしという部分、７５,３５６が実際

の数字です。８９,７５６は記載誤りになります

ので、７５,３５６で訂正願いたいと思います。 

 以上であります。大変すみませんでした。 

○川村委員長 暫時休憩いたします。 

午後 ２時２６分 休憩 

───────────── 

午後 ２時３０分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 都市住宅課長の答弁から、再開いたします。 

 都市住宅課長。 

○川島都市住宅課長 大変申し訳ありません。先

ほど答弁したものについても含めて、内訳につい

て、予算委員会の会期中の中で再度御説明してい

きたいと思いますので、御理解のほどお願いしま

す。 

○川村委員長 若山委員、よろしいですか。 

 ほかに質疑のある方。 

 副委員長。 

○稲垣副委員長 ナンバー８の工事請負費の中

で、本町地区の環境整備工事で１５０万円増額に

なっているのですけれども、工事内容と発注内

容、入札なのか随契なのか。また、単発なのか継

続なのか、その辺教えていただきたいと思いま

す。 

○川村委員長 都市住宅課長。 

○川島都市住宅課長 ナンバー８の工事請負費の

本町地区整備工事１５０万円になりますけれど

も、これについては、町内会の要望に対しまし

て、令和２年度はやっておりませんけれども、基

本的には継続事業でやっております。今年度につ

いては３０メーターのトラフ整備になっておりま

す。残りについても随時継続して対応してまいり

たいと思っております。そして、入札で執行して

いきたいと思います。 

 以上です。 

○川村委員長 副委員長。 

○稲垣副委員長 中身のほうを教えていただいて

よろしいですか。 

○川村委員長 都市住宅課長。 

○川島都市住宅課長 工事の内容についてです

が、排水工事でありまして、Ｕ型側溝を３０メー

ター、それに附随する、ます２か所の工事を進め

ていきたいと考えております。 

 以上であります。 

○川村委員長 副委員長。 

○稲垣副委員長 もう一つ、大川地区の工事なの

ですけれども、これはもうないということでしょ

うか。 

○川村委員長 都市住宅課長。 

○川島都市住宅課長 大川地区環境整備工事につ

いては、４９６万１,０００円の減額について

は、令和２年度完了しました。残りの５０万円の

変更なしで計上している部分は、随時、緊急的な

要望に対して対応するための５０万円の経費と

なっております。 

 以上であります。 

○川村委員長 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 なければ、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

ます。 

 都市住宅課長、御苦労さまでした。 

 次に、土木課の審査を行います。 

 土木課長、御苦労さまです。 

 予算書及び提出資料に基づき説明をお願いいた
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します。 

 土木課長。 

○佐々木土木課長 それでは、令和３年度土木課

の予算について御説明いたします。 

 資料１枚目、ナンバー１をお開き願います。 

 予算書１０２ページから１０３ページとなりま

す。 

 ８款１項１目土木総務費でございます。土木総

務費は、久根別川樋門・樋管管理に伴う費用と河

川敷地測量委託料、用地借上料、会議負担金と負

担金で、予算要求額４９０万５,０００円、前年

度と比較し３９８万１,０００円増となっており

ます。 

 主な増減の内訳は、苅澗川支流の河川敷地測量

の実施に伴う増となっております。歳入は記載の

とおりとなっております。 

 次に、資料同ページ、ナンバー２、予算書１０

２ページから１０３ページ、土木作業車管理費

は、土木車両１５台の維持管理費で、予算要求額

１,０５５万円、前年度と比較し１４０万５,００

０円増となっております。 

 主な増減の内訳は、消耗品及び車検の対象車両

増に伴う増となっております。 

 次に、資料２枚目、ナンバー３をお開き願いま

す。 

 予算書１０２ページから１０３ページ、車両セ

ンター管理費は、車両センターの維持管理に係る

経費で、予算要求額３９３万９,０００円、前年

度と比較し２９９万４,０００円増となっており

ます。 

 主な増減の内訳は、シャッター設備の補修に伴

う増となっております。 

 次に、資料同ページ、ナンバー４、水防セン

ター管理費は、水防センターの維持管理に係る経

費で、予算要求額２２０万５,０００円で、前年

度と比較し７万５,０００円減となっておりま

す。 

 主な増減の内訳は、委託料で、エレベーター保

守点検回数の変更により減となっております。 

 次に、資料３枚目、ナンバー５をお開き願いま

す。予算書では１０４ページから１０７ページと

なります。 

 ８款２項１目道路橋りょう維持費でございま

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１,９４２万５,０

００円、前年度と比較し６５万４,０００円増と

なっております。 

 主な増減の内訳は、舗装の経年変化及び凍上に

より補修箇所が増加していることに伴う増となっ

ております。歳入は記載のとおりとなっておりま

す。 

 次に、資料４枚目、ナンバー６をお開き願いま

す。予算書では１０６ページから１０７ページと

なります。 

 除排雪対策費は、町道及び町有施設の除雪に要

する費用で、予算要求額１,４７６万２,０００

円、前年度と比較し３０万２,０００円減となっ

ております。 

 主な増減の内訳は、ロードヒーティング電気料

が、過年度の実績等を精査し、減となっておりま

す。歳入は記載のとおりとなっております。 

 次に、資料同ページ、ナンバー７をお開き願い

ます。予算書では１０６ページから１０７ページ

となります。 

 ８款２項２目道路橋りょう新設改良費でござい

ます。道路改良事務費は、補助事業等の申請、要

望、打合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１９０万１,０００

円、前年度と比較し２９万１,０００円増となっ

ております。 

 主な増減の内訳は、新規事業を北海道から受託

することに伴う打合せ等により、旅費及び消耗品

費が増となっております。歳入は記載のとおりと

なっております。 

 次に、資料５枚目、予算書では１０６ページか

ら１０７ページとなります。 

 ナンバー８、町道等単独改良事業は、町単独工

事の実施で、予算要求額１億９,３３０万円、前

年度と比較し１億４,６５０万円増となっており

ます。 

 主な増減の内訳は、新規事業を北海道から受託

することに伴い、委託料、工事請負費、用地購入

費の増となっております。歳入は記載のとおりと

なっております。 
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 次に、資料６枚目、ナンバー９、道路工事連絡

車管理費は、工事連絡車２台に係る経費で、予算

要求額３９万１,０００円、前年度と比較し６５

万１,０００円減となっております。 

 主な増減の内訳は、前年度に夏タイヤの更新及

び車検が完了したことから減となっております。 

 次に、予算資料同ページ、ナンバー１０、社会

資本整備総合交付金事業（道路）は、予算要求額

２億４,９７０万円、前年度と比較し９,８３０万

円減となっております。 

 内訳は、峠下２号線の改良に伴う工事請負費、

用地購入費、補償費、飯田町８号線の改良に伴う

工事請負費、橋梁長寿命化に伴う点検、設計負担

金と道路付属物点検委託となっております。峠下

２号及び飯田町８号線は、令和３年度完了する予

定となっております。歳入は記載のとおりとなっ

ております。 

 次に、資料７枚目、ナンバー１１、予算書１０

８ページから１０９ページとなります。 

 ８款３項１目河川費でございます。河川改良事

務費は、河川事業に関する事務費で、予算要求額

１０万３,０００円、前年度と比較し２万７,００

０円減となっております。 

 主な増減の内訳は、協議会負担金の減となって

おります。 

 次に、資料同ページ、ナンバー１２、河川改良

費は、町河川の維持管理費で、予算要求額４,１

１７万９,０００円、前年度と比較し９８８万円

増となっております。 

 主な増減の内訳は、緊急浚渫事業債を活用した

河川環境整備工事と軍川下流排水路設計委託を実

施することによる増となっております。歳入は記

載のとおりとなっております。 

 次に、資料８枚目、ナンバー１３、予算書１４

４ページから１４５ページとなります。 

 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

復旧に要する費用で、予算要求額５０万円、前年

度と同額となっております。内訳は委託料と原材

料でございます。 

 次に、資料同ページ、ナンバー１４、予算書１

４４ページから１４５ページとなります。 

 １１款２項２目河川災害復旧費でございます。

河川災害復旧費は、河川の災害復旧に要する費用

で、予算要求額５０万円、前年度と比較し同額と

なっております。内訳は委託料と原材料でござい

ます。 

 以上で、資料についての説明を終わります。 

 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。 

 田村委員。 

○田村委員 それでは、３点ほどお聞きしたいと

思います。 

 まず、ナンバー４、水防センターについてです

けれども、大体２００万円ということで、見ます

と維持費の計上のみのように見えますけれども、

建設当初、やはり水防センターの意義だとか、あ

るいは水防センターのＰＲ、あるいは水防セン

ターで行事をやるというような、いろいろな水防

に関わる、維持だけではなくて、水防に関わる、

子どもたちだとか地域の住民にＰＲするための行

事も併せてやるのだという、私はそういう記憶が

あるのですけれども、これから見ますと、今まで

もそうなのですけれども、なかなかそういうもの

が見えてきていない。 

 本来、土木でないかも分からないのですけれど

も、こういうものを建てて、何かあったときだけ

ではなくて、やはり水防センターの意義、必要

性、こういったようなものを常時ＰＲするという

立場に、恐らく建てるときには立っていたと思う

のです。したがって、こういうものを実施する、

予算を見ればないのですけれども、こういう行事

とかＰＲとかというのはやっていかなければなら

ないと思うのです。そういう意味からすれば、こ

の予算だけではちょっと物足りないというか、な

かなか水防センターの建設意義というのが町民に

浸透していかないのではないかと思うのです。そ

ういう意味で、そこら辺の考え方をお聞かせ願い

たいと思います。 

 それから、ナンバー６の除排雪の対策費でござ

いますけれども、１２番、１４番それぞれ補正対

応ということで、これについては、例年そういう

ような形でやってきた経緯もありますので、分か
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る範囲で結構なのですけれども、令和２年、今年

度の決算見込み、委託料だとか使用料及び賃借

料、こういったものが幾らになるのか教えていた

だきたいと思います。 

 それから、ナンバー１０、峠下２号線の関係で

すけれども、これは令和元年からやられている

か、私、測量あたりから入っているのかちょっと

分からないのですけれども、要するに令和３年も

入れて２年ないし３年ぐらいで事業展開している

と思うのですけれども、総事業費は幾らになるの

か。これからいけば、例えば公有財産なんかは、

用地購入するのに１,５００万円かけているけれ

ども、今年は８００万円でいいとか、そういうこ

とになっていくのですけれども、令和３年で全て

工事が終了するのかどうか。そして、移転費用だ

とかがあります。これはどういったようなものを

指しているのか、それから、公有財産、土地の大

きさ、どのぐらいのものを買うのか、こういった

ようなものをきちっと教えていただきたい。ま

ず、区別ごと、補償、補塡及び賠償金は総額幾ら

になるのか、そして公有財産は総額幾らになるの

か、そして工事請負、峠下２号線については幾ら

になって、合計総事業費が幾らになるというよう

なことで、今年度、９,０００万円、８００万

円、そして３,２００万円と、あれすると大体年

次ごとが出てくるというようなことになろうかと

思うのですけれども、それの説明をひとつお願い

したいと思います。 

 以上です。 

○川村委員長 土木課長。 

○佐々木土木課長 水防センターの利活用という

ことですけれども、今、建設当初、防災ステー

ション設置事業ということで建設しております。

その中では地域とのコミュニティーですとか、地

域に開放する、水防活動のため、河川の監視のた

めという事業でございます。 

 当初考えられる事業といたしましては、災害と

か水防関係のパネル展ですとか展示物の展示等々

を予定しておりました。今予定しているのは、コ

ロナ禍の関係もありまして、そういうことはでき

ないということで、令和３年度は何もないと考え

ております。 

 中身については、開発建設部ですとか北海道の

ほうからパネル展をやってくれないかという話も

ございますし、それに関する展示物。建設後３年

以上経過しましたので、そろそろ水防センターの

貸し館、２階の事務室に入っていただける方に貸

し館の検討もしてまいりたいと考えております。 

 ２番目の除排雪対策費についてでございます

が、令和２年度の除雪委託料の決算見込みといた

しましては、決算書と数字が若干違うかもしれま

せんけれども、１億４,３１１万４,５０６円の契

約をしてございます。 

 １６番、峠下２号線についてでございますが、

令和２年度当初の予定といたしましては、工事費

といたしまして１億５００万円、委託料は２,１

００万円、用地費については１,５００万円、補

償費については５,５００万円、合計で１億９,６

００万円を予定しておりました。こちらの事業

は、令和２年度の予算審査特別委員会のほうでお

答えさせていただいておりますが、単年度着手に

よる単年度の完成を目指しておりましたが、補助

金の内示、設計委託、物件調査等々の発注によっ

て、当初の見込みよりも金額が増えたということ

で、令和２年度と令和３年度の２か年での完成を

目指しております。 

 令和２年度の決算見込み数値となりますけれど

も、工事費が３,７００万円、委託料が１,９００

万円、用地費が１億１,６４５万７,０００円、補

償費が９,０００万円、事業費といたしましては

１億６,２４５万７,０００円。決算数値と円単位

の若干あるかもしれませんけれども、令和３年度

の予定といたしましては、工事費が９,０００万

円、委託料はなしでございます。用地費は８００

万円、補償費は３,２００万円、事業費といたし

ましては、令和３年度は１億３,０００万円とな

ります。総事業費で２億６,９６８万７,６８３円

を予定しております。こちらは当初の１億９,６

００万円に対しまして７,３６８万７,６８３円増

となっておりますが、こちらは設計内容と補償内

容、用地購入単価、面積等による増となっており

まして、こちらも令和２年度の予算審査特別委員

会の中でお答えさせていただいておりますけれど

も、単年度の着手、完成ということで、標準単価
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を用いて工事費、用地費、補償費等を出しており

ます。令和２年度で予算をつけて設計を出してお

りますので、その内容によって道路の法線が決ま

り、幅が決まり、工事内容が決まりと。これも普

通の標準単価で工事費を算出しておりましたけれ

ども、道路の位置によって擁壁が出たり排水溝が

増えたり等々いろいろ出てきておりますので、工

事費としては増えております。 

 補償内容についても、予算当初の段階では、自

分たちが家の中に入ってまで調査はできませんの

で、建物の年数、大きさから、標準的な用地対策

連絡協議会の単価を用いて、標準単価で算出して

おりますが、委託に出すことによって家屋調査を

行います。中に動産、不動産、動産移転料、雑費

ですとか、中に何があって引っ越しに幾ら要する

ということを算定いたしますので、その結果、工

事費が増になったということで、こちらも予算審

査特別委員会の中で、増減はありますということ

でお答えさせていただいております。 

 面積については、総面積は今把握してございま

せん。流体買収面積等は把握しておりませんけれ

ども、用地購入予定者といたしましては１６名、

うち１２名が令和２年度に買収を済ませておりま

す。４名については令和３年度を予定しておりま

す。補償については、４件の補償を予定しており

まして、令和２年度に２件完成と、令和３年度に

２件の契約をして、残りの工事を完成させる予定

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 まず、水防センター、３年たって貸

し館も検討に入りますという話なのですけれど

も、具体的に、建てるときには、屋上のあれを

使って、あそこら辺一帯のお祭りみたいなもの

を、イベントというのですか、そういうものをや

るのだという計画は当然盛り込まれて、貸し館を

するということは、そういう目的外使用もオッ

ケーだという話になると思うのです。そういうこ

とからいけば、当然そういうイベントなんかもそ

こで具体的に展開していくのだというような考え

方を持っているかどうか、そこら辺お願いしたい

と思います。 

 それから、ナンバー６のほうは、１億４,３０

０万円ということで、今のところ見込みとしては

そのぐらいだということで構いませんね。 

 それから、先ほどの総事業費２億何ぼというの

がちょっと聞き取れなかったのです。それで、総

事業費の２億幾らというのを教えていただきたい

ということと。もう一つは、２億何がしの金額の

内訳として、起債が幾らで補助金が幾らで一般財

源が幾らというようなものがもし分かれば、それ

も併せて教えていただきたいと思います。 

○川村委員長 土木課長。 

○佐々木土木課長 水防センターについてです

が、建設当初お答えさせていただいた内容といた

しましても、町内会のお祭りですとか、車両基地

まつりを一緒に水防センターで行うとお答えさせ

ていただいております。車両基地の一般開放です

が、まだ進んでおりませんので、ＪＲ北海道のほ

うもなかなか返事していただけないということで

伺っておりますので、そちらの進み具合を考慮し

た上で、一緒に水防センターで車両基地まつりを

行いたいという考えは持っております。 

 １６番、峠下２号線の総事業費ですけれども、

２億６,９６８万７,６８３円を予定しておりま

す。こちらについては、内訳といたしましては、

細かく出しておりませんけれども、交付金として

６割、残りの４割に対しまして、４割の９０％が

起債ですので３６％が起債ということになりま

す。工事費の４％が一般財源ということになりま

す。内容は以上でございます。 

○川村委員長 ほかに質問のある方。 

 上野委員。 

○上野委員 ナンバー１０、ここで委託料ですけ

れども、橋梁長寿命化点検、修繕設計委託料、こ

こでは３,７７０万円、委託料の計画になってお

ります。前年度もやっておりますので、町内の老

朽化した橋梁について順次、毎年こういう形で工

事をしていっているというふうに思うわけなので

すけれども、今回の令和３年の予算は、橋梁とし

ては何件が対象になっているのか、まずその辺お

願いします。 

○川村委員長 土木課長。 

○佐々木土木課長 長寿命化関係の委託料等々と



－ 38 － 

なりますけれども、橋梁長寿命化点検委託料とい

たしまして、２９橋の点検を行う予定でございま

す。残りがＪＲが１橋となります。９６橋程度ご

ざいますけれども、道路法の関係上、５年に１回

の定期点検を行わなければならない。点検を行っ

ていなければ補助事業が当たらないということに

なっております。 

 点検内容といたしましては、ランク１からラン

ク４まで。ランク１というのは健全な橋梁、ラン

ク２に関しましては、５年以上経過観察しても問

題ないと。ランク３につきましては、５年以下に

修繕を行いなさい。ランク４については、即通行

止めをし、架け替え修繕の検討をしなさいという

ことになっております。４段階の評価をいたしま

して、それを平準化して、橋梁の修繕ですとか架

け替えを検討しながら、なるべく予算を平準化し

て、５,０００万円ベースくらいで行えるように

計画を立てております。 

 以上となります。 

○川村委員長 上野委員。 

○上野委員 ５年に１回点検ということでやって

いるということなのですが、先ほど答弁されてい

るのですけれども、対象になる橋梁、今後どのぐ

らいあるのかというのは言ったように聞こえまし

たけれども、はっきり聞こえませんでしたので、

何件、今後対象になる橋梁があって、それについ

て５年に１回という形で点検していくと、いつま

でも続けることになるのか、終了はいつになるの

かという感じではどうなのか。 

○川村委員長 土木課長。 

○佐々木土木課長 点検に関しましては、管理橋

梁が９６橋ございますので、それを５年に１回ず

つ、平準化。長さによって、１５メーター以上か

以下かによって金額も変わりますので、なるべく

金額を平準化した上で、９６橋を５年に１回ずつ

点検していくという形を取っております。 

 以上となります。 

○川村委員長 ほかに。 

 平松委員。 

○平松委員 ナンバー３の車両センターのシャッ

ターの更新と書いています。車両センターできて

何年たったのですか。二、三年前にぶつけて、

シャッターを壊して、直したかと思ったのですけ

れども、それとはまた別なシャッターなのです

か。全部でシャッター何基あって、何個取り替え

るのか説明してください。 

 それとナンバー５、委託料の最初に、道路の路

面清掃委託料というのがあるのですけれども、こ

れはどういうところに出して、清掃ですから内容

を聞いてもしようがないかもしれませんが、一応

内容をお願いします。例えば側溝の中の掃除をす

るとか、そういうことが入っているのか。 

 それとナンバー７、別に７でなくてもいいので

すけれども、旅費、結構な金額になっています。

新規事業の打合せに行かれるということなので

しょうけれども、最近は電子媒体を使っていろい

ろな打合せができる時代になってきましたから、

１回も行くなとは言いませんけれども、例えばあ

る程度メールでやり取りをしておいて、どうして

も理解できないところを行って確認するだとか、

そういうことというのは考えられないのかどうか

ちょっと教えてください。 

 それと、最後になりますけれども、ナンバー１

２、軍川の下流排水路の調査設計委託料１,００

０万円。軍川というのは拡幅するのですか、それ

とも、前に暴れて連結ブロックか何かを張ってあ

る状態を別な形に変えるための調査なのでしょう

か。 

 以上です。 

○川村委員長 土木課長。 

○佐々木土木課長 シャッターについては、内容

的には補修です。前回は、平成２９年にシャッ

ターの補修を２か所しております。こちらの内容

といたしましては、シャッター改修として、スプ

リング、ローラー下ヒンジ、ワイヤー、ワイヤー

ストッパーということに補修しております。今回

も同じ補修で、箇所が違う。その前にも一度やっ

ていますけれども、シャッター自体がスプリング

等の劣化によって下りなくなってしまった。もし

くはレバーが動かないということになっておりま

す。シャッターの枚数は、正確ではないかもしれ

ませんけれども、５枚程度です。重機とバスが

入ってる車庫になりますので、５枚程度だったと

思います。 



－ 39 － 

 旅費についてですが、内容が複雑化しているも

のについては、札幌のほうに、道庁のほうに説

明、もしくは開発建設部のほうに説明、内容に

よってはＪＲ北海道との打合せ、橋梁架け替えに

ついて北海道と打合せということで。簡易のもの

については総合振興局のほうでヒアリングを行い

まして、そちらのほうで北海道のほうに説明して

いただけることになっておりますけれども、内容

が複雑なもの、振興局で把握し切れないものにつ

いては、市町村が行って説明をしてということに

なります。工事の内容ですとか用地補償、この辺

にも絡んできますので、１人だけでは説明し切れ

ない部分がありますので、工事の内容もしくは委

託ですとか、用地費、補償費の説明ということに

なります。 

 ナンバー１２の軍川下流排水路につきまして

は、軍川本川ではなく、軍川の支流となります。

こちらは大信寺の上側となっておりまして、環境

のほうでつくったため池が二つございますけれど

も、軍川神社の下流の縦のところが護岸が当たっ

ていない状態となっております。水量が増えた

り、上の土地利用が変わったりと、水の出方が変

わってきておりますので、水の出足が速くなって

きて、洗掘を受けておりますので、そちらのほう

の設計をして工事に入っていきたい。こちらのほ

うについては北海道の単独補助金を使ってやって

いきたいと思っております。 

 路面清掃につきましては、その年その年で変わ

りますけれども、路面の清掃をしたり、ます、横

断管を掃除したりしております。バキュームで

やったり路面清掃車でやったり、その年その年で

変わっていますので、現場のトリアージをしまし

て、優先順位を決めて清掃に入っていくというこ

とでございます。 

 以上です。 

○川村委員長 平松委員。 

○平松委員 打合せはぜひ検討していただきたい

なと思います。今までどおり何人も泊まりがけで

行くという、そういう時代ではないのかなとい

う、民間は少なくてもそういう流れになっていま

すので、できるだけ簡素化していただければと思

います。 

 軍川の件ですけれども、大信寺の周りとなる

と、結構雨が降ったら、昔は農家が水路の草刈り

なりして水が流れやすくしていたのですけれど

も、この頃だんだん草が生えてきて流れなくなっ

ていると。そういうことを含めての調査になるの

ですか。結構雨降って水はけ悪いところが増えて

きていますけれども、その辺どうなのでしょう

か。 

○川村委員長 土木課長。 

○佐々木土木課長 内容といたしましては、軍川

の本川、苅澗川から引いている水と軍川から引い

ている水が合流した箇所となります。こちらに関

しては、畑、田んぼ等々の用排水路関係ではな

く、本当の河川支流ということで、そこから水を

引いていって水口で落としたりとか、田んぼで

使ったりとかという使用をしていますので、掃除

をしている、していない、メンテナンスがどうこ

うという問題ではなく、護岸が当たっていないの

で道路にも影響が出ると、道路のすぐ脇に排水路

がございましてので、排水路の設計をして、崩れ

ないように護岸を当てるなりということ設計をし

ていきたいということでございます。 

 以上です。 

○川村委員長 ほかに。 

 畑中委員。 

○畑中委員 まず、ナンバー６、使用料及び賃借

料の部分、６の中で、補正対応というのは、冬の

ことですから、補正するというのが町の方針みた

いなのですけれども、全体のおよその補正額とい

うのは幾らになるのか、そしてまた、財源をどこ

から引き出そうと考えているのか、その辺、２

点、まずお願いします。 

 それから、ナンバー８、この中で久根別橋架け

替え工事用地購入費だとか、あるいは久根別３号

橋架け替え工事１億４,３００万円、こういった

予算が計上されているわけなのですけれども、確

認も含めてなのですけれども、これは当然やらな

ければならない橋だと思うのです。峠下１号線の

先の久根別川に架かる橋だと私は理解しているの

です。 

 それで、これと同時に、峠下に新道川というの

が流れています。それが峠下１号橋と交わる地点
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にある、いわゆる新道川橋というのでしょうか、

これもかなり老朽化して危ないというふうになっ

ているのですけれども、今回の予算では、私は同

時にやってくださるものかなと。そうでないと地

域の人も非常に不便を来して、危険な状態の中で

農作業をしなければならないというふうになって

いるのですけれども、この辺どう考えるのか、今

回、財政が大変厳しいから後回しというのか、ど

こを見ても新道川に架かる橋の部分についてもな

いものですから、お答えお願いします。 

○川村委員長 土木課長。 

○佐々木土木課長 使用料についてですが、先ほ

ど同僚議員にお答えいたしましたが、委託料とい

たしまして１億４,３１１万４,５０５円の予定を

しております。こちらと同額になるように、これ

令和２年度の決算数値なのですけれども、大沼ト

ンネルからこっち側については年１４回、大沼に

ついては年１７回ということは、５年の平均もし

くは５年の異常値を排除したものの平均というこ

とで回数を選定しておりますので、単価が変わら

ない限り、１４回、１７回で同額程度の補正をす

る予定でございます。 

 除雪は、全て一般財源を予定しております。数

年前も降雪が非常に多いという年になると国のほ

うで補助を出すときもございますけれども、基本

的には一般財源ということになります。 

 峠下１号線に関しましては、委員のおっしゃる

とおり峠下１号線の久根別川に架かる橋梁という

ことになります。その手前の新道川についても橋

が架かっておりますけれども、久根別川に架かる

橋梁の工事用道路もしくは重機を入れる道路とい

うのも峠下１号線から入れますので、新道川につ

いては橋も補強する、もしくは架け替えしないと

重車両が入っていけないということになりますの

で、今のところ北海道と打合せをして、新道川の

橋梁も架け替えします。令和３年度に関しまして

は、久根別川に仮橋を架ける工事を予定しており

ます。 

 久根別３号橋の事業費の内訳といたしまして

は、測量を２００メーター程度８７０万円、上部

製作、こちらは令和４年度に架ける橋梁の工場製

作費となります。工場製作自体、３か月から半年

程度工場製作にかかりますので、令和３年度で架

かる橋の鋼材、主部材、ふく部材、ハイテンショ

ンボルト、コールキー、普通ボルト、エキスパン

ションを製作してしまうと。それで、令和４年度

当初から架け替え工事が行えるようにしていきた

いということにしております。 

 仮道、仮橋で１億７００万円、用地購入が１,

３６５平米程度で５６０万円を予定しておりま

す。 

 内容については、以上でございます。 

○川村委員長 畑中委員。 

○畑中委員 今はっきり聞こえなかったのですけ

れども、もう一度確認しますけれども、いわゆる

新道川の橋については、何か４年度に改修するよ

うなことを言っているのですけれども、本来であ

れば一緒にやってもらわないと全体的な機能とい

うのか、橋の機能でも道路の機能でも、あの辺に

住んでいる農家の方々というのは非常に不便を来

すし、困るのではないかなと思ったけれども、４

年度で直すということなのですか、もう一度確認

いたします。 

○川村委員長 土木課長。 

○佐々木土木課長 久根別川の橋梁が令和４年度

に架け替えということになります。新道川につい

ては令和３年度に架け替える予定をしておりま

す。こちらについては、久根別３号橋、久根別川

の橋梁を架けるに当たって新道川の橋梁が架け替

えもしくは仮橋を架けなければならないというこ

とで、久根別川の工事に伴って新道川も直すとい

うことにしております。新道川の工事をメインに

してしまうと久根別川の補償、道支出金のほうで

歳入が頂けませんので、久根別３号橋を架け替え

るに当たって新道川の橋梁も架け替えなければな

らないという、仮道を架けるに当たって新道川も

直すということになっております。 

 こちらの財源の内訳といたしましては、北海道

が１００％になります。新道川自体も本来であれ

ば町が架け替えしなければならないのですが、道

の工事にひっくるめてやってしまうと北海道が１

００％出してくれるということになります。その

事業費については５.５％程度の事務費もついて

きますので、総工費４億円あれば２,２００万円



－ 41 － 

程度の事務費もついてくると。今現在、事務費が

つく事業というのはなかなかございませんけれど

も、令和３年度に架け替えを行うということにな

ります。 

○川村委員長 ほかに質問のある方。 

 若山委員。 

○若山委員 何点か、ちょっとダブるところがあ

るので、それはそう言ってもらえばあれだと思う

のですけれども、まず、ナンバー４の水防セン

ター管理費なのですけれども、水防センター条例

を見ると、設置について、水害、その他の災害に

備え、防災に関する物資及び資材の備蓄を行い、

災害の発生に即応した体制の強化を図るととも

に、災害時における災害応急対策及び災害復旧の

拠点とするため、七飯町水防センターを設置する

となっていて、今聞いたら、このほかにパネル展

とかそういうのもやっていくということでよろし

いのですか、今回は予算に入っていないけれど

も、そういうものも。これだけ見ると、備蓄セン

ターというか、いざというときの避難場所だとか

備蓄する場所だけなのかと思っていたのですけれ

ども、そういうＰＲ活動もしていくということで

よろしいのかどうか、そこを再度確認させていた

だきたいと思います。 

 それとナンバー５の道路橋りょう維持費の中の

工事請負費の中の町道等舗装補修工事が２００万

円増額になっているのですけれども、設計内容変

更による増というあれがあって、もう少し内容を

教えていただければというふうに思います。 

 それとナンバー６のところで、除雪費とかは補

正対応するというのは、例年どおりの対応なの

で、これについては特に何もないのですけれど

も、この中で需用費として、ロードヒーティング

電気料１,４２４万７,０００円と載っているので

すけれども、２０万２,０００円減で、実績によ

る減と。これも冬期の予算にならないのですか、

これだけ載っているというのは、夏にもロード

ヒーティングしなければいけないというようなも

のがあるとか、そういうことなのでしょうか、そ

の整合性のところを教えてください。 

 あと、ナンバー１０の峠下２号線の関係の総予

算で、同僚委員が質問していますけれども、この

間の定例会の最初のほうで補正予算組んで減額し

たのもあったのであれなのですけれども、当初１

億９,６００万円の予算計上して、僕はそれでも

ちょっと高いのかなと思っていたのですけれど

も、それが最初からもっとかかる予定だったと

か、全体像を示さないで１億９,６００万円だけ

予算計上したのかどうか、そこのところの考え

方。途中で財源組み替えて、補償費と何とかを入

れ替えたとか、工事費を入れ替えたとかあったの

ですけれども、要はこの間の補正で４,９０８万

５,０００円を補正で減額しております。今回こ

こで１億３,０００万円の峠下２号線の金額を上

げています。ここで１,５００万円減とか、そう

いうふうになっているのですけれども、当初から

いうと８,０００万円ほど費用が上がっているの

だけれども、これは舗装する道路の面積が大きく

なったのか、道路をもっと広くするようになった

のか、そういう計画の変更があったのか、８,０

００万円も工事関係で費用がぶれるというのは、

我々こういう費用を審査するときに、これは８,

０００万円ぐらい平気で増えますとか、そういう

ものなのか、そこのところの説明がちょっと不十

分なのではないかと思うのですけれども、なおか

つ、このコロナ禍で予算が厳しい中で、今やらな

ければいけないという説明が全くないのですけれ

ども、資料要求で、道路予算の順位づけとかをど

のように決めているのか資料を出してほしいとお

願いしたのですけれども、却下されたようなので

すけれども、峠下２号線を今やらなければいけな

い理由というのが、温浴施設も１年遅れて、それ

がどうなるかもまだ分からないというところで、

果たしてこういう費用がどっと増えるようなもの

をそのまま残しておくというのはどういうものな

のかと。あるいは大沼の道路でまだ、地震で

ちょっと壊れたけれども直してくれないとかとい

う声もあるわけです。どことは言いませんけれど

も、そういう中で峠下２号線にこだわって、結果

として８,０００万円も予算を増やして完成させ

なければいけない、その辺の理由がよく分からな

いのですけれども、もう少し納得できるように説

明していただきたいなと思います。 

 以上です。 
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○川村委員長 土木課長。 

○佐々木土木課長 水防センターに関しまして

は、先ほどもお答えいたしましたけれども、防災

ステーション設置事業、防災に関する予算で設置

しております。防災ステーション設置事業の事業

内容に合致するような条例をつくっております。

そちらは、３年間程度会計検査というものがござ

いますので、そちらを見据えた条例制定というこ

とにしております。 

 その中で、物資ですとか拠点ということがござ

いましたけれども、土木課といたしましては、水

防センターの管理をしておりまして、物資等につ

きましては防災のほうの担当となりますので、お

答えは控えさせていただきます。 

 ナンバー５の補修の２００万円増えたというこ

とですけれども、こちらは、今年度気温が低くて

路面の傷みが激しいということで、例年、毎年大

体１,２００万円か１,４００万円くらいで年間

トータルで推移しておりまして、こちらは使い切

る、もしくは足りないことに合わせて補正をして

いくということにしておりますが、臨時会がなけ

れば、次回は６月まで３か月間ございますので、

その間、５００万円では足りないという判断で、

今回は７００万円を計上させていただいておりま

す。 

 ロードヒーティングに関しまして、特定財源の

ほうを見ていただきたいのですけれども、ロード

ヒーティング自体には３分の２の国庫補助がつい

ております。特定財源の中で社会資本整備総合交

付金９４９万８,０００円というものが入ってき

ておりますけれども、こちらは、当初予算づけし

て、国に申請の際に七飯町の予算書の原本謄写を

つけて補助申請をすることになっておりますの

で、こちらは当初でつけなければ補助金がつかな

いということで、当初の予算でつけさせていただ

いております。 

 峠下２号線は、先ほど同僚委員にも答弁いたし

ましたけれども、通常でありましたら委託料だけ

を取ります。補助事業ですとか、委託料自体は、

何メーターで、用地がどのぐらいであれば委託料

が１,０００万円ですと決まります。委託料を出

した上で、その中で道路の架け替え位置だとか、

道路に関する設計内容、数量、補償が何件出ます

と、それに合わせて補正もしくは翌年度に補償費

を計上する。工事費もそれに合わせて計上してい

くというやり方をしますけれども、先ほども言い

ましたけれども、単年度で着手から完成までとい

うことで、今回は設計を先に出せていないと。詳

細な工事内容、もしくは何件補償かかります。線

を入れたことによって、道路の高さによって幅も

変わる。高さを取って幅も狭くなる。道路の幅自

体も設計してみなければ分からない部分もござい

ますので、その内容で一応、当初予算といたしま

しては、平均的な単価を用いまして１億９,６０

０万円、令和２年度に計上させていただいたと。

補正につきましては、国の内示が１億９,６００

万円分まで内示がなかったものですから、それに

合わせて金額を落として、令和３年３月時点で１

億６,２００万円程度しか補助金がつかないと。

それに合わせて減額させていただいたところでご

ざいます。 

 最終的に７,３６０万円程度増えておりますけ

れども、こちらも設計委託、物件調査、道路の設

計内容、それに合わせた工事費の算出。場所に

よっては擁壁ができるとか、高さが変わる。幅、

高さによって補償物件が変わる。それに合わせた

予算のつけ方をしておりますので、通常であれ

ば、一番先にお答えいたしましたけれども、設計

を出して、その内容に合った金額を計上していく

と、翌年度もしくは補正ということでやっており

ますけれども、昨年は、当初で工事費から全て上

げて、完成させるという予算で取っておりますの

で、こちらも設計を出していないので標準的な単

価で予算計上させていただいたということでござ

います。 

 以上です。 

○川村委員長 若山委員。 

○若山委員 今の説明を聞くと、そういうことを

全然想定していなかった僕のほうが全く悪いよう

な話なのですけれども、要は、これだけで事業を

始めますと、少ない予算でスタートして、完成す

るまでこれだけかかりますと、そういうやり方は

余りフェアではない。最初から３億円かかるなら

３億円、これでいくと２億６,９００万円ぐらい
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かかるということで、そういう説明があったなら

了解するのだけれども、そういうのが全くなく

て、１億９,６００万円でも僕はびっくりしてい

るわけです。３０億円しか歳入がない、町税がな

いところで。もちろん国からお金が出るとか、こ

の工事をやることによって、自分のところの一般

財源を使うところは少ないのかもしれないのです

けれども、今回８,０００万円は多過ぎないか

と、増額して、多過ぎないかという感じなのです

けれども、これはよくある話なのですか。今の話

を聞くと、こうやってやるとこういう数字が出て

きて、それについて予算組みますと、必要なので

予算出しますという、そういう簡単なものなの

か。そこのところを素人にも分かるようにお願い

したいと思うのです。 

○川村委員長 土木課長。 

○佐々木土木課長 先ほどもお答えいたしました

けれども、設計を先に出していないことが今回の

原因となっております。箱を建てるというのは、

平らな場所に建てますので、金額は大体定まりま

すけれども、道路自体は、カーブもあれば直線も

あれば高さも変われば、そういうものを設計して

みなければ分からない状態となります。図上で線

は幾らでも引いて、それで大体の想定はするので

すけれども、今回は、単年度の中で、設計後に金

額を定められなかったということで標準的な単価

を用いて金額を出したということになります。 

 聞いていて変かなと思うところはあると思うの

ですけれども、設計を先に出していないというこ

と。その設計を基に数量計算ですとか用地の面

積、補償内容、施工期間ですとか、冬期になるの

か、経費率も変わってきますし、発注時期によっ

て金額も多少動くと。面積も全て動きながら、ど

の位置にかけたら無駄が少なく道路ができるのか

というものを全部加味した上で設計業者と打合せ

をして、道路の位置を決めるということになって

いきますので、通常であれば３年、４年、５年と

いう事業期間を設けて、その中でお金を積んでい

きますので、総事業費ということに対しましては

余り出てこないのですけれども、今回は単年度着

完ということで、総事業費を標準的な単価で設定

するしかなかったということで、御理解願いたい

と思います。 

 以上です。 

○川村委員長 若山委員。 

○若山委員 そこはあれですけれども、要は、こ

の峠下２号線をそれだけ金かけてやる必要性につ

いて十分納得できない。これは価値観とか、そう

いうものがあるかもしれないのですけれども、去

年、今年でやらなければいけない理由というの

は、当初、去年の施政方針の話で質問なんかした

ときには、温浴施設ができるので、たくさん人が

来て、交通事故とかがないようにするとかという

話だったのだけれども、１年来るのが遅くなっ

て、来年４月に間違いなく来るかどうかもまだ

はっきりしないときに、これだけの金をかけて道

路を直す必要性が果たして今見てあったのかどう

か、そこのところがよく分からない。もっと先に

直さなければいけない道路があったのではない

か、そういう心配をするわけですけれども、そこ

のところはどうでしょうか。 

○川村委員長 土木課長。 

○佐々木土木課長 昨年の令和２年度の予算審査

特別委員会の際にもお話ししておりますけれど

も、過去５年間で２０件程度の交通事故がある

と。入り口にはラッキーピエロ、中間にはゲート

ボール場、奥には電源開発、札幌方向には小学校

もあり、将来的には小学校のほうの道路も見据え

ながらですけれども、今回は温浴までの入り口と

いうことで３６０メーター程度を予定しておりま

す。温浴ができてからでもいいのではないかとい

うことですけれども、やるからには今だと自分は

思っております。できてから交通量が増えて、危

険な状態をつくってから、施工上車両ですとか、

入り口の営業に支障が出るような時期に工事をや

るよりも先にやることが先決ではないかと思って

おります。 

 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 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、土木課に対する審査を終了いたしま

す。 

 土木課長、御苦労さまでした。 
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 １時間回っているので、１０分休憩取ります

か。 

 ４０分まで、暫時休憩といたします。 

午後 ３時２９分 休憩 

───────────── 

午後 ３時３８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。 

 次に、上下水道課の審査を行います。 

 上下水道課長、御苦労さまです。 

 予算書及び提出資料に基づき、説明のほうをお

願いいたします。 

 なお、下水道事業会計についても併せてお願い

いたします。 

 上下水道課長。 

○笠原上下水道課長 それでは、令和３年度七飯

町水道事業会計予算について説明させていただき

ます。 

 事前に提出しております共通様式で説明させて

いただきます。 

 なお、水道事業会計は、事業別予算とはなって

おりませんので、目ごとの説明をさせていただき

ます。 

 まず、３条予算のほうからの説明でございま

す。 

 ナンバー１の、予算書２５ページの１款１項１

目原水及び浄水費は３,６６５万４,０００円を計

上しており、前年度と比較して４１３万６,００

０円の減でございます。 

 前年度と比較して、主な増減の理由は、人件費

１名分を職員給与費に移行したための減となって

おります。 

 次に、ナンバー２の、予算書２５から２６ペー

ジの２目配水及び給水費は６,４８０万３,０００

円を計上しており、前年と比較して１,２５０万

７,０００円の減でございます。 

 前年度と比較して、主な増減の理由は、人件費

２名分を職員給与費に移行したための減となって

おります。 

 なお、特定財源は記載のとおりでございます。 

 ナンバー３の、予算書２６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

と同額となっております。 

 なお、特定財源については記載のとおりでござ

います。 

 次に、ナンバー４の、予算書２７ページの４目

業務費は３,６２８万５,０００円を計上してお

り、前年度と比較して８１万１,０００円の減で

ございます。 

 前年度と比較して、主な増減の理由は、人件費

１名分を職員給与費に移行したための減及び量水

器取替え業務で、取替台数の増となっておりま

す。 

 ナンバー５の、予算書２７ページから２８ペー

ジの５目総係費は２３９万１,０００円を計上し

ており、前年度と比較して２,１３１万３,０００

円の減となっております。 

 前年度と比較して、主な増減の理由は、人件費

２名分を職員給与費に移行したための減となって

おります。 

 ナンバー６の、予算書２８ページの６目職員給

与費は４,５８２万８,０００円を計上しており、

前年度より皆増となっております。本年度より各

目にあった人件費６名分を、この目を新設し、集

約しております。 

 なお、特定財源については記載のとおりでござ

います。 

 次に、ナンバー７の、予算書２９ページの７目

減価償却費は２億１,５２７万２,０００円を計上

しており、前年度と比較して２１７万７,０００

円の増でございます。 

 主な増減の理由は、構築物、機械及び装置など

で、償却資産の増となっております。 

 なお、特定財源については記載のとおりでござ

います。 

 ナンバー８の、同じく予算書２９ページの８目

資産減耗費は５８１万５,０００円を計上してお

り、前年度と比較して２０２万７,０００円の減

でございます。 

 増減の理由は、構築物、機械及び装置などで、

除却対象資産の減となっております。 

 次に、ナンバー９の、同じく予算書２９ページ

の９目その他営業費用は１万円を計上しており、

前年度と同額となっております。 
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 なお、特定財源は記載のとおりでございます。 

 ナンバー１０の、同じく予算書２９ページの２

項１目支払利息は３,９１８万３,０００円を計上

しており、前年度と比較して２４３万９,０００

円の減となっております。 

 主な増減の理由としましては、企業債利息償還

金の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。 

 ナンバー１１の、同じく予算書２９ページの２

目雑支出は、過年度の支出をするため１０万円を

計上しており、前年度より皆増となっておりま

す。この目は、令和３年度予算より新設しており

ます。 

 次に、ナンバー１２の、同じく予算書２９ペー

ジの２目消費税等納付金は２３２万８,０００円

を計上しており、令和３年度は消費税の支払いが

見込まれることから前年度より皆増となっており

ます。 

 ナンバー１３、予算書３０ページの３項１目過

年度損益修正損は２２万円を計上しており、前年

度と同額となっております。 

 次に、４条予算の資本的支出でございますが、

ナンバー１４の、予算書３２ページの１款１項１

目水道施設費は１,４１６万円を計上しており、

前年度と比較し４,９６３万円の減でございま

す。 

 主な増減の理由は、建設改良費で、水道施設中

央監視装置更新の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、ナンバー１５の、同じく予算書３２ペー

ジの２目管渠整備費は１億３,５２８万４,０００

円を計上しており、前年度と比較して４,７５９

万７,０００円の減でございます。 

 主な増減の理由は、委託料で、ＪＲ横断配水管

布設替更新工事に伴う地質調査委託料などの減、

施設改良費で、国道５号線改良工事に伴う水道管

移設工事などの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。 

 ナンバー１６の、同じく予算書３２ページの３

目水源開発費は６,９８８万円を計上しており、

前年度と比較して３,３４５万円の増でございま

す。 

 主な増減の理由は、施設改良費で、鳴川第３水

源深井戸整備工事などの増となっております。 

 なお、特定財源は記載のとおりでございます。 

 ナンバー１７の、同じく予算書３２ページの４

目資産取得費は４,１８０万円を計上しており、

前年度と比較して１,０６１万５,０００円の増で

ございます。 

 主な増減の理由は、有形固定資産取得費で、取

替用量水器購入代の増となっております。 

 ナンバー１８の、予算書３３ページの２項１目

企業債償還金は、管路や施設の建設事業などの資

金に充てるため、国からの長期借り入れの起債の

償還金で１億４,７６５万７,０００円を計上して

おり、前年度と比較して４８４万３,０００円の

増となっております。 

 水道事業の最後のほうになりますが、一般会計

分の説明をさせていただきます。 

 一般会計、ナンバー１の、予算書７４から７５

ページの４款１項１目保健衛生総務費、水道施設

費で、水道事業会計への繰出金は１,３７３万４,

０００円を計上しており、前年度と比較して１３

７万４,０００円の減となっております。 

 以上で、令和３年度水道事業会計予算の説明を

終わらせていただきます。 

 続きまして、令和３年度七飯町下水道事業会計

について説明させていただきます。 

 こちらも事前に提出しております共通様式で説

明させていただきます。 

 ナンバー１の、予算書６１ページ、１款１項１

目処理場費は８,７０１万２,０００円を計上して

おり、前年度と比較して３９７万６,０００円の

減でございます。 

 主な増減の理由は、浄化センター管理業務委託

料の減などとなっております。 

 特定財源は記載のとおりでございます。 

 次に、ナンバー２の、予算書６１ページから６

２ページの２目管渠費は２,０２８万１,０００円

を計上しており、前年度と比較して１,１９０万

１,０００円の減でございます。 

 主な増減の理由は、人件費２名分を職員給与費

に移行したための減となっております。 

 ナンバー３の、予算書６２ページの３目流域下
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水道管理費は９,１８７万７,０００円を計上して

おり、前年度と比較して１４２万５,０００円の

減でございます。 

 主な増減の理由は、函館湾流域下水道事務組合

負担金の減となっております。 

 次に、ナンバー４の、予算書６２ページから６

３ページの４目業務費でございます。１,４１９

万円を計上しており、前年度と比較して９４３万

３,０００円の減でございます。 

 主な増減の理由は、人件費１名分を職員給与費

に移行したための減となっております。 

 ナンバー５の、予算書６３ページから６４ペー

ジの５目総係費は３２０万１,０００円を計上し

ており、前年度と比較して５５５万２,０００円

の減となっております。 

 主な増減の理由は、人件費１名分を職員給与費

に移行したための減となっております。 

 なお、特定財源については記載のとおりでござ

います。 

 ナンバー６の、予算書６４ページの６目職員給

与費は２,９４７万円を計上しており、前年度よ

り皆増となっております。本年度より、各目に

あった人件費４名分を、この目を新設し、集約し

ております。 

 なお、特定財源については記載のとおりでござ

います。 

 次に、ナンバー７の、同じく予算書６４ページ

の７目減価償却費は４億８９８万６,０００円を

計上しており、前年度と比較して１１万１,００

０円の増でございます。 

 主な増減の理由は、構築物、機械及び装置など

で、償却資産の増となっております。 

 なお、特定財源については記載のとおりでござ

います。 

 ナンバー８の、同じく予算書６４ページの８目

資産減耗費は３,０００円を計上しており、前年

度と増減なしとなっております。 

 ナンバー９の、同じく予算書６４ページの２項

１目支払利息及び企業債取扱諸費は４,６７５万

８,０００円を計上しており、前年度と比較して

９２８万１,０００円の減となっております。 

 主な増減の理由は、企業債利息、償還金の減と

なっております。 

 なお、特定財源については記載のとおりでござ

います。 

 ナンバー１０の、予算書６５ページの２目雑支

出は３０５万７,０００円を計上しており、前年

度と比較して３０４万９,０００円の減となって

おります。 

 主な増減の理由は、企業会計内事業間調整交付

金の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、ナンバー１１の、同じく予算書６５ペー

ジの３目消費税及び地方消費税は１,８３６万７,

０００円を計上しており、前年度と比較して１７

１万６,０００円の減となっております。 

 前年度と比較して、増減の主な理由は、納付予

定額の減となっております。 

 ナンバー１２の、同じく予算書６５ページの３

項１目過年度損益修正損は１９万８,０００円を

計上しており、前年度と比較して２,０００円の

減となっております。 

 ナンバー１３の、同じく予算書６５ページの３

項２目その他特別損失は、企業会計移行に伴う調

整分を計上しておりましたが、公営企業への完全

移行のため、今年度は計上しないため、廃目と

なっております。 

 次に、４条予算の資本的支出を説明いたしま

す。 

 ナンバー１４の、予算書６８ページの１款１項

１目処理場建設費は５,４００万円を計上してお

り、前年度と比較して３,１００万円の増でござ

います。 

 なお、特定財源は記載のとおりでございます。 

 ナンバー１５の、同じく予算書６８ページの２

目管渠整備費は３,８４２万２,０００円を計上し

ており、前年度と比較して７６９万２,０００円

の増でございます。 

 主な増減の理由は、施設改良費で、汚水管渠新

設工事の増、汚水管渠附帯設備工事の減などと

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。 

 ナンバー１６の、同じく予算書６８ページの３

目流域下水道事業費は２,０４４万１,０００円を
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計上しており、前年度と比較して３３９万２,０

００円の減でございます。 

 主な増減の理由は、建設負担金で、流域下水道

整備事業負担金の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。 

 ナンバー１７の、同じく予算書６８ページの４

目資産取得費は２２８万１,０００円を計上して

おり、前年度と比較して６２万円の増でございま

す。 

 主な増減の理由は、無形固定資産取得費で、地

上権設定費の増となっております。 

 ナンバー１８の、予算書６９ページの２項１目

企業債償還金は３億７,４８５万６,０００円を計

上しており、前年度と比較して２,９１２万円の

減となっております。 

 最後になりますが、一般会計分でございます。 

 一般会計、ナンバー２になります。予算書１１

０ページから１１１ページの３款４項３目公共下

水道費の公共下水道費で、下水道事業会計への繰

出金は２億９,０００万円を計上しており、前年

度と比較して６,６６９万５,０００円の減でござ

います。 

 以上、簡単ではございますが、令和３年度七飯

町下水道事業会計予算についての説明を終わらせ

ていただきます。 

○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１５の建設改良費につい

て、委託料だとか、こういう形で老朽化した水道

管の布設替え工事が進められておりますけれど

も、水道管について、町内の現状がどうなってい

るのか、まず、老朽化した水道管ということなの

ですけれども、町内の水道管の現状が、経過年数

といいますか、いつから布設されて、経過は何年

たって、それが耐用年数を過ぎているのかどう

か、どこまで過ぎてしまっているのかとか、そう

いった大ざっぱなところをまず説明していただき

たいというふうに一つは思います。 

 そういう中で、今回、本町とか大川、大沼、東

大沼という形で、老朽管の布設替え工事が計画さ

れております。この４地域の水道管の状況、今回

の令和３年度の予算で工事を実施したときに、老

朽化した、要するに完了がどこまで進んで、あと

どのくらい残っているのかというあたりを少し説

明していただければと思います。よろしくお願い

します。 

○川村委員長 上下水道課長。 

○笠原上下水道課長 それでは、御質問にお答え

していきたいと思います。 

 当町の水道管の老朽化につきましては、古いも

のですと昭和４０年から５０年くらいの布設され

たものがございます。耐用年数としては、管種に

よりますけれども、平均５０年ぐらいというふう

に捉えておりますが、予算的に大体毎年１億５,

０００万円から２億円程度の布設替えの予算を組

みまして、順次行っているところでございます。 

 特に、年数も過ぎているもの、確かに中にはご

ざいますけれども、その中で漏水の可能性が非常

に高いものですとか、そういうものを優先して現

在行っているところでございます。 

 また、地区別につきましても、本町地区、大沼

地区、大中山地区につきましても、それぞれそれ

ぐらい古い管というのは現在存在しているわけで

すが、令和３年度、耐震化計画と布設替えの順位

を決める計画を作成する予定となっておりまし

て、その中で、古い管全部取り替えればいいので

すけれども、どれが一番優先度が高いかというの

を順位づけしまして、順次計画していきたいとい

う考えを持っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 以上です。 

○川村委員長 上野委員。 

○上野委員 それでは今の状況は、これから計画

を作成して取り組んでいくというような感じなの

ですけれども、既に何年か老朽管の布設替え工事

は行われてきていると思うのですが、そういう中

で、令和３年度、町内の老朽化した水道管の工事

がどこまで進んで、これからどのくらい残って、

いつまでに完了させるかという、そういった状況

なんかについて分かるように説明していただけれ

ばと思いますけれども。 

○川村委員長 上下水道課長。 

○笠原上下水道課長 今、計画をつくっていると
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いうものの中では、老朽管を入れ替えていくのに

どれぐらいかかるかといったものも含めて、そう

いう計画を今立てているところでございます。 

 私が今押さえている中では、直していくうちに

どんどん古いものも出てきてしまいますので、大

体この予算ベースでいきますと２０年くらいか

かってしまうというふうに押さえているところで

ございます。 

 ただ、一遍に２０年分を単年度に直すというこ

とになりますと、当然水道料金の値上げとか、そ

ういうものも考えていかなければならないという

部分も出てきますので、そこは来年度つくる計画

の中で、そういう順位づけ、例えば避難所の近く

の老朽管は優先的に直してあげるとか、古いもの

の中でも、素材によって、もうちょっともつので

はないかというところも含めて検討していきたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○川村委員長 上野委員。 

○上野委員 基本的に独自会計ですので、予算の

配分なんかも考えてやっていかなければならない

ということは了解できるのですけれども、例えば

こういったインフラ上の大事なものについては、

一部一般会計から補助してもらっても、いつまで

にやる必要があるとか、そういうようなことを考

えることはあり得ないのかどうか、ちょっとお伺

いします。 

○川村委員長 上下水道課長。 

○笠原上下水道課長 一般会計も財政が厳しいと

いうか、都度出ていると思うのですけれども、本

来、水道事業会計は企業会計でありますので、当

然独立採算性というものが求められると考えてお

ります。なかなか一般会計からその分を、何億円

ももらいながらやるというのはできないのかなと

考えておりますので、将来的にどうしても、そう

いう計画を立てた中で、早急にやらなければなら

ないという議論が出てくるのであれば、水道料金

の将来的に値上げというのも考えなければならな

いと考えておりますので、御理解のほどよろしく

お願いいたします。 

○川村委員長 ほかに。 

 畑中委員。 

○畑中委員 今、上野委員も聞いておりましたけ

れども、今、町全体の水道管、例えば大川本町地

区あるいは大沼地区、全体的に見ますと、古い管

から新しい管に取り替えているのですけれども、

改良して新しい管になったのは、パーセンテージ

でいくとどのぐらいになっているのか、それと

も、これから計画をやってみなければ分からない

ものか、多分担当課ではそのぐらいのことを、全

体的なものでどのぐらいやっていると、あと残り

どのぐらいというような答えは、余り細かくなく

てもいいのですけれども、アバウトでいいのです

けれども、何割ぐらいやっていますと。 

 先ほどこれから改良するのは２０年ぐらいかか

るようなお話も聞いたのですけれども、実際何割

ぐらい改良されているということは、町民として

も分かっていかなければならないかなと思うの

で、できましたら教えていただきたいと思いま

す。 

○川村委員長 上下水道課長。 

○笠原上下水道課長 大変申し訳ないのですけれ

ども、今、私の手元に資料が、私のうろ覚えで

しゃべってしまうと、間違ったことを言ってしま

うと困りますので、後ほどお調べしてお示しでき

るかと思います。よろしくお願いします。 

○川村委員長 それでは、ほかに。 

 平松委員。 

○平松委員 水道のほうで、ナンバー１５で、電

線共同溝の新設工事に伴うという移設工事が入っ

ていますけれども、どこの場所か説明をお願いし

たいのと。何年間もこれからあるのか、そのこと

をお聞きしたいと思います。 

 それから、下水のほうなのですけれども、下水

のナンバー１４、大沼の下水浄化センターの改

修、更新による経費というのが計上されていま

す。委託料がまた４００万円、これはボイラー設

備の更新の実施設計と書いていますけれども、浄

化センターの更新工事というのは、この間、随分

お金かけて、終わったと思っていたのですけれど

も、まだまだ別なもの、要は前の設計に入ってい

ないものが相当残っているということなのでしょ

うか、この辺の説明をお願いしたいと思います。 

○川村委員長 上下水道課長。 
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○笠原上下水道課長 お答えしてまいります。 

 電線共同溝、峠下の道の駅のところに、地中に

埋めるものをやっている、そこの部分に一緒に水

道管も、支障になるので移設するということで、

これは今年度で、単年度で終わりということでご

ざいます。 

 浄化センターの更新でございますけれども、ス

トックマネジメント計画、長寿命化計画というの

を立てておりまして、これを立てないと補助金の

ほうももらえないわけなのですけれども、その中

で、今後、機械設備の耐用年数はそんなに長いも

のではございませんので、今後も毎年度、更新と

いうものは随時出てくるということで、御理解の

ほどよろしくお願いいたします。 

○川村委員長 平松委員。 

○平松委員 共同溝のほうは分かりました。 

 浄化センター、はっきり言えば、当初の軀体か

ら見れば稼動している面積が相当少なくて、もっ

ともっと、本来であれば大沼に建物、人が増える

という想定でつくったものなのですけれども、少

ないと。少ない割には、古くなれば更新してい

く、これは当たり前なのかもしれませんけれど

も、どうなのでしょうか、下水道事業として成り

立つ範囲なのですか。古くなってきたから直さな

ければ駄目だ、それは分かりますけれども、

ちょっとずつ直しながらでも、辛抱しながら使う

とかと、そういう時期に入っていないですか。大

丈夫なんですかね。 

○川村委員長 上下水道課長。 

○笠原上下水道課長 処理場は、機械が壊れてし

まうと汚水の処理ができないということで、汚い

水を大沼のほうに流すということはなかなか厳し

い。ある程度、毎年交付金を申請しても全額つく

わけでは、いつも交付申請した半分ぐらいしか交

付金が国から示されないという現状もありますの

で、なるべく計画どおりに国のほうに申請して、

つかなくてもその範囲内でやっていくというふう

にしていかないと、今でも更新のほうが立ち後れ

ている部分もありますので、できれば計画に基づ

いて、国のほうに社会資本整備総合交付金の申請

をした中で少しずつ更新していきたいという考え

でおります。 

 さっき委員おっしゃるとおり、特環下水道事業

のほう、収支が余り取れていないという現状でご

ざいますけれども、使われている方が実際にい

らっしゃいますし、壊れたときに処理ができない

ということは避けたいものですから、そこら辺は

更新を進めていきたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○川村委員長 平松委員。 

○平松委員 ２年前か去年か終わったのは、５億

円か６億円かけて改修工事、何か年か計画でやっ

たと思うのですけれども、もっとあったかな、す

いません、はっきりしないのですけれども、今の

浄化センターというのは、極端に言えば半分半分

使っているはずですよね、全部動いているわけで

はないはずなのです。長期的にお金をかけて直し

て、細かいものはまだこれからたくさん出るのだ

ということだと思うのですけれども、もうちょっ

としっかり見直したほうがよかったのではないの

かという気がしてきたのですけれども、結局は、

動かす量は、あの処理場のたしか３割か４割ぐら

いしか、片方だけ使っていても、処理していない

という説明を前に聞いたことがありますけれど

も、それなのに設備全体を、古くなったからどん

どん更新しなければ駄目な理由は分かりますけれ

ども、もっとコンパクトに、片側だけに統合し

て、それで長く使えるような計画を見直すという

やり方ではなかったのですね、前の大きな改修工

事をしたのは。 

○川村委員長 上下水道課長。 

○笠原上下水道課長 当然長寿命化計画を立てる

際に、最初の計画と今の現状を踏まえまして、更

新する際に、処理能力に見合ったものに縮小して

いくということは随時やってきております。 

 また、将来的に、今のままでいいのかという部

分で、例えば最後の汚泥の部分をどこかへ持って

いって処分すれば、その部分の費用だとか、施設

が要らないだとかという部分は今ちょっと検討さ

せていただいているものもありますので、更新に

際しましては、今の処理能力というものを踏まえ

た中で、縮小できるものは縮小していくという考

えはありますので、御理解のほどよろしくお願い

いたします。 
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○川村委員長 ほかに質疑のある方。 

 坂本委員。 

○坂本委員 今、同僚議員の質問とちょっとダブ

るところがあるのですけれども、４年前に大沼の

下水処理の関係で、４,０００万円ちょっとぐら

いかけて直しているのです。そのときに、一般質

問にならないように言っているのですけれども、

私が峠下大沼、峠下藤城地区に下水の本管を入れ

て、今の処理場に持っていってやったほうがいい

のではないかということで質問したときに、いろ

いろあったのですけれども、昨日、環境課で大中

山本町地区の下水処理に現在７,３００万円ぐら

いを負担金として納めているのですけれども、今

日、大沼のこれは委託料ですけれども、７,４０

０万円ほどかかっているのですけれども、また今

回もそれなりの金額でもって下水処理センターを

改装するということでありますので、まだまだ、

今、同僚議員が言ったとおり、下水処理というの

は非常に機械も壊れるということで、将来的に大

沼の下水処理も本町のほうに持ってきて、そして

峠下藤城、その辺も下水処理の本管を入れてやる

ということで、負担金で７,３００万円ほど本町

大中山地区でやっているのですけれども、維持管

理費ですけれども、結構かかるのですけれども、

中身的に、今、同僚議員が質問したのですけれど

も、委託料というのは、当然委託ですけれども、

南渡島の関係について、割かし安いと思うのです

けれども、その辺は関係はどうなっているのか、

ちょっと教えてください。 

○川村委員長 上下水道課長。 

○笠原上下水道課長 お答えしたいのですけれど

も、南渡島衛生組合の負担金の部分、私、理解し

ておりませんので申し訳ない。（発言する者あ

り）そこら辺については、処理の中身が私、南渡

島のほうは分かりませんので。 

 ただ、今、大沼の下水処理場の負担金、委員

おっしゃったとおり七千数百万円かかっていると

いう部分がありますが、これを例えば本町大中山

地区は、函館湾流域下水道、これは昭和のほうに

あるのですけれども、北斗と函館と七飯町でやっ

ている処理場に持っていけないかというところだ

と思うのですけれども、概算で試算したことがあ

るのですが、ちゃんと設計委託したわけではない

ので何とも言えないのですけれども、おおよそ３

０億円程度かかるという試算になっております

し、なかなか工法的に、単純に管路の長さでやっ

ただけなので、大沼のところから山をくぐって

あっちの処理場までつなげるという、技術的にで

きるかどうかというのも定かではないものですか

ら、なかなか現状では、検討というか、考えたこ

ともあるのですけれども、難しいということで、

御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○川村委員長 ほかに質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、上下水道課に対する審査を終了いたし

ます。 

 経済部長、上下水道課長、御苦労さまでした。 

 以上で、経済部を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ４時１２分 休憩 

───────────── 

午後 ４時１５分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 お諮りいたします。 

 本日予定していた審査は全て終了いたしまし

た。 

 本日は、これをもって終了したいと存じます

が、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇川村委員長 御異議なしと認め、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１５分 散会 
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