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令和３年度予算審査特別委員会（第７回） 

 
令和３年３月１５日（月曜日）午前９時５８分開会   
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午前９時５８分 開議 

○川村委員長 皆さん、おはようございます。皆

さんお集まりなので、ちょっと早いですけれど

も、始めたいと思います。 

 ただいまより、令和３年度予算審査特別委員会

第７回目の委員会を開催いたします。 

 それでは、本日の審査を行います。 

 初めに、スポーツ振興課の審査を行います。 

 教育次長、スポーツ振興課長、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

たします。 

 スポーツ振興課長。 

○川崎スポーツ振興課長 それでは、スポーツ振

興課所管の事業予算について説明させていただき

ます。 

 事業ナンバー１、スポーツ振興総務費でござい

ます。本年度予算額２８４万４,０００円、前年

は５７１万３,０００円の減となっております。

特定財源は、記載のとおりでございます。主な増

減は、各種教室の講師や大会の審判等への謝礼金

が６０万円の減。それから、負担金、補助及び交

付金でトルナーレチャレンジカップ大会負担金が

１５０万円の減。大沼湖畔駅伝開催負担金が２６

１万１,０００円の減。それから、スポーツ振興

補助金の５０万円の減が、主な減の理由となって

おります。 

 これら事業については、新型コロナウイルス感

染症の状況を見ながら、開催する場合は予備費、

または補正等で対応する予定となっております。 

 続きまして、事業ナンバー２番、スポーツ合宿

事業費は、本年度予算額ゼロ円、増減は２３９万

３,０００円の減となっております。こちら全て

減となっておりますが、新型コロナウイルス感染

症の状況を見るとともに、川崎フロンターレの合

宿、事業団陸上の合宿があれば、補正予算で対応

する予定となっております。予算の内容はほぼ前

年と同じで、合宿するチーム数を把握しながら、

補正及び補正額を決めていきたいというふうに考

えております。 

 続きまして、事業ナンバー３、体育施設管理公

用車管理費で、本年度予算額５６万９,０００

円、増減は２９万１,０００円の減となっており

ます。主な増減の理由は、前年度より車検が１台

分少なくなるため、自動車修理料や自動車重量税

が減額となったためでございます。 

 続きまして、事業ナンバー４、体育施設管理費

は本年度予算額３,２５７万７,０００円、増減は

１,２９２万９,０００円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。主

な増減は体育施設管理作業員報償費で、プール清

掃とプール管理に係る作業員の報償費が１６９万

５,０００円減額となっております。新型コロナ

ウイルス感染症の状況を見ながら、プールを開放

することができれは、補正で対応してまいりたい

と考えております。需用費では、消耗品費６０万

円の減額、これは単価減と使用料減によりまして

燃料費１３６万９,０００円の減額、プールの修

繕料の減額により施設修繕料が６２万７,０００

円の減となっております。プールについては、開

放ができれば補正で対応していきたいというふう

に考えております。委託料では、町民プール天蓋

取付け外し委託料が１１５万５,０００円の減額

となっております。こちらもプールを開放できれ

ば、補正対応というふうな形になっております。

工事請負費につきましては、２年度でパークゴル

フ場、大中山コースのクラブハウス等の工事が終

了したため、６５２万２,０００円の減額となっ

ております。原材料費は、トルナーレの芝生圃場

の増設が終了したため、１１３万８,０００円の

減となっております。備品購入費は、卓球台４台

を更新するため、６７万８,０００円の減となっ

ております。 

 それから、続きまして事業ナンバー５、パーク

ゴルフ場指定管理費でございますが、本年度予算

額８３７万２,０００円、増減は３６万円の増と

なっております。主な増減は、備品で３６万円の

増ということになっております。これは最初にス

タートする際の各コースのスタートする際のマッ

ト、これを購入するものでございます。 

 共通様式についての説明は、以上となります。 

 続きまして、先ほどお配りしましたコロナの一

覧と、失礼しました。 

 追加資料ということで、各小・中学校の一般開
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放の一覧について御説明申し上げます。 

 提出資料は、令和元年度学校体育施設の利用、

開放の状況結果になります。 

 それぞれの学校で曜日を決めて、スポーツ団体

に体育館、もしくはグラウンドを開放しておりま

す。開放日数は延べ１,７４４日、利用人数は延

べ２万９,００７人になります。 

 これにつきましては、以上でございます。 

 それでは、指定管理のほうの説明をさせていた

だきます。 

 こちらにつきましては、スポーツ振興課で所管

しているのはパークゴルフ場ということでござい

まして、資料として七飯町パークゴルフ場の管理

に係る収支計画書を提出しております。これにつ

いて御説明申し上げます。 

 表紙の次の２枚目が様式４の①と収支計画書、

それから管理業務というふうになっております。

令和２年度から令和４年度までありますが、各年

度とも同じ数値となっております。 

 まず使用料として１,０００万円を見込みまし

て、雑収入として２１万３,０００円を見込んで

おります。収入合計で１,０２１万３,０００円の

収入を見込んでおります。 

 その下が支出となります。施設管理費、施設管

理として１,６２６万４,０００円、事業実施経費

として２０万円、それから一般管理費として５万

円を見込みまして、合計１,６５１万４,０００

円、これに消費税を加え支出合計を１,８１６万

５,０００円と算出しまして、収入合計１,０２１

万３,０００円を差し引いた７９５万２,０００円

を指定管理料として算定しております。これを３

か年行いますので、見出しの合計２,３８５万６,

０００円となります。指定管理につきましては、

説明は以上でございます。 

 説明は、以上となります。 

○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。 

 池田委員。 

○池田委員 資料ナンバー１の下のほうにありま

す七飯町体育協会補助金並びに七飯町スポーツ少

年団補助金、減額になっていますけれども、これ

はコロナで動いていないので減額なのでしょう

か。 

○川村委員長 スポーツ振興課長。 

○川崎スポーツ振興課長 今、委員がおっしゃっ

たとおり、これはコロナの影響ではなくて、もう

少し精査しまして繰越金等もありますので、そう

いうものも精査して減額ということになったもの

でございます。 

○川村委員長 池田委員。 

○池田委員 それでは残っているということで減

額ということなのですけれども、当初の予算これ

だけつけていて、残っていくということは事業的

に何というのですか、行事が減ってきたとか、そ

ういう部分で予算が余ってきたのでしょうか。 

○川村委員長 スポーツ振興課長。 

○川崎スポーツ振興課長 コロナの影響で減った

部分もありますけれども、例年どおりやります

と、事業自体が減っているというわけではなく

て、事業につきましては例年どおりこれからも

やっていく予定で、内容を精査した部分でこのよ

うな数字になっております。 

○川村委員長 池田委員。 

○池田委員 昨年も、いいんですけれども、何と

いうかスポーツ振興、教育の一環で七飯というと

ころもスポーツ選手、結構出ていますよね。プロ

野球選手、今、入り口のとこに大森君、高校そっ

ちへ行って全日本なり全道大会へ行くとか、そう

いうような部分のお子さんたち、それからオリン

ピックへ出た人たちとか、いろいろいると思うの

ですね。ですけれども、やっぱりこういう部分か

ら余り削減していくと、何か視野が小さくなるの

かな。特にこういう団体の人たちに聞くと、予算

がないのですよって言われるのが、スポーツ少年

団のほうから常にあって、これを頼むというと、

ちょっと待ってくださいという形で、だからもっ

と子供たちのこと、子供たちのことと言っている

のであれば、もっと大きな視野でいろいろな部分

のスポーツがありますよとか、スポーツ振興のほ

うにもっとお金を、削減ではなくて、これだけ予

算つけますから、もっと子供たち伸び伸びやって

くださいよと、そういうような考えにならないの

でしょうかねと思いまして、今、質問します。 

○川村委員長 スポーツ振興課長。 
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○川崎スポーツ振興課長 少年団とか、そういう

スポーツ団体もありますけれども、そちらに関し

ては、別な予算として対外スポーツ振興補助金と

いうことで、今回改正しましたけれども、そうい

うもので対応して、できるだけ今回幅が広い、幅

を広げて少年団以外の団体に入っている子供さ

ん、それから個人で頑張っている子供さん、そう

いう方たちに対して補助していくということで、

幅を広げて応援していきたいということで考えて

おります。 

 減るということになれば、その事業自体が減る

ということになりますけれども、団体のほうです

ね。こちらについては、例年どおり額が減ったと

いうことになりますけれども、応援する姿勢とし

ては変わりはないです。先ほど言ったように、ス

ポーツ振興補助でいろいろ応援していきたいとい

う考えでございますので、御理解願いたいという

ふうに思います。 

○川村委員長 池田委員。 

○池田委員 それともう１点。先ほど、追加資料

のほうであった体育館開放の件に関しまして、

やっぱりコロナで体育館の開放等を取りやめてい

るのか。あれを見たって年間しかわからないんだ

けれども、コロナになってから体育館開放の実

数、動いている日数だとか、あとそれに参加する

人たちも減っているのか、その辺教えてくださ

い。 

○川村委員長 スポーツ振興課長。 

○川崎スポーツ振興課長 学校開放でございます

けれども、まず令和２年度の分が今集計中でし

て、出てないのですけれども、利用のほうは元年

度の末のほうからコロナの関係で学校開放やめて

きたところもありまして、令和２年度の最初も学

校開放のほうを自粛してもらったということもあ

りまして、まだ、今、正確な数字はつかめており

ませんけれども、若干、前の３０年度だとかを見

ますと、３１年度は、令和元年度につきましては

コロナの影響もあって若干減っているのかなとい

う感じがします。今の状態ですと、はっきりした

数字というのはなかなか押さえづらいところもあ

りますので、これからコロナが収束されたら、ま

た増えてくるのかなということで考えておりま

す。 

 以上です。 

○川村委員長 ほかに質疑のある方。 

 若山委員。 

○若山委員 それでは共通様式のあれからいくと

２か所なのですけれども、まずナンバー２のス

ポーツ合宿事業費の全額、これ新型コロナウイル

ス感染症の状況見て補正対応というふうになって

いるのですけれども、今日もらったリストのあれ

で見ると、スポーツ合宿事業費として２４０万６,

０００円となっていて、去年より数字が増えてい

るのですけれども、これは予算には計上していな

いけれども、きちっともしやるとした場合に幾ら

かかるかの積算をしているということで、若干で

すけれども、１万３,０００円変わっている。ある

いは去年の予算の中で補正して１万３,０００円増

えていて、当初から比べると、これしか減ってい

ないけれどもということなのか、そこのところを

ちょっと教えていただきたいのと、スポーツ合宿

事業費というのは、これは相手があることなの

で、今回これ予算に計上しないで相手にどのよう

に交渉したり、説明したりするのか、そこのとこ

ろを少し教えていただきたいなというふうに思い

ます。 

 それと、ナンバー５のパークゴルフ場指定管理

費なのですけれども、これは指定管理費同じ額で

ずっと計上されているのですけれども、令和２年

度まだ終わっていませんけれども、冬は営業ない

と思うので、使用料については、当初の募集のと

ころでは１,０００万円でずっと上がっていて、実

際この収入に上がる数字はいかほどになるのか。

この収入が変更、増えたり減ったりした中で指定

管理料について、毎年きちっと精算というか、精

査して幾ら必要なのかということでやっていない

のかどうか。全く同じ額を当初契約した中で計上

しているというのは、全く何も検討していないの

か、検討した結果同じ額になったのか、そこのと

ころを教えていただければなと思います。 

 以上です。 

○川村委員長 スポーツ振興課長。 

○川崎スポーツ振興課長 それでは、スポーツ合

宿事業費のことについてまずお話いたします。 
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 額と違うということなのですけれども、この共

通様式につきましては、前年度との比較というこ

とになりますので、予算査定した結果というのが

反映されませんで、前の年のやつと見比べていく

ということで、若干、数字変動が出ているところ

でございます。 

 それから、あと合宿の活動、誘致活動につきま

しては、全国各地でいろいろな大会が開かれま

す。その中で昨年は旅費で出たことありませんけ

れども、そういう大会に行きまして、その会場で

監督さんに会ったりして、どうですかと、七飯町

のＰＲをしてきて誘致活動ということになりま

す。これから開始する際においては、改めて電話

来たりとかして、それで話することもありますけ

れども、大体は事前のＰＲしていた成果といいま

すか、それでチームのほうから七飯で、大沼で合

宿したいということで話を受けて、それからそれ

のサポートということで、これだけかかるという

ことで進めていっているような内容でございま

す。 

 それから、指定管理費の関係ですけれども、積

算のほうは先ほどあった中身で様式配付しており

ますけれども、その資料に基づいて指定管理料を

決めているというような形になっております。 

 あと、精算につきましては、ほかのところもす

ごくあれですけれども、精算はしません。こちら

で決められた指定管理料を出して、あとはその中

でやってもらって、それが余ってもと言えば変な

話ですけれども、ちょっと実際よりかからなかっ

た。それでも精算することはありませんので、御

理解していただきたいと思います。 

 大体１,０００万円の実績につきましては、こ

れより若干多いような、今まで見ますと若干多い

ような感じですけれども、指定管理を行っている

指定管理者が積算して持ってくるというような形

になっております。先ほど言ったように利用料で

すね、それについては若干これよりは多いかなと

いうような状況です。 

 以上です。 

○川村委員長 若山委員。 

○若山委員 そうすると、ナンバー２のスポーツ

合宿事業費については、これ一覧表見ると、開催

時期は７月になっているのだけれども、誘致活動

は既に始めていないと間に合わないのではないか

なと思って、こういうものは予算に計上しておか

ないと、まずいのではないかなというふうに思う

わけですけれども、そこのところを問題ないのか

どうかを、勧誘するのに電話だけでやるので大丈

夫だとか、コロナで来られなくなる可能性はある

し、それは十分理解するのですけれども、誘致す

る作業というのも７月に、７月来てくださいよと

言っても始まらないわけなので、もしかすると４

月から大会に行って声かけたりとか、オリンピッ

クがあるので、そういうことができるかどうか

ちょっと分かりませんけれども、そういう意味で

いくと、予算ゼロでスポーツ合宿スタートすると

いうのは、補正予算で幾らやるといってもちょっ

と厳しいのではないかなと思うのですけれども、

その辺のところは課として大丈夫だということ

で、予算ゼロでいいのかどうか。 

 それと、パークゴルフの指定管理料なのですけ

れども、指定管理料戻ってこないというのは、ほ

かの指定管理料でも同じあれなので、それは理解

しているのですけれども、指定管理者を選定する

のは３か年計画でそのときに決めるので、見込み

が分からないので同じ額で推移して幾らですとい

うことで、そのときの指定管理料は幾らになりま

すということで、債務負担行為幾らということで

計上するのは分かるのですけれども、逆に令和２

年度の使用料が増えたのであれば、支出項目も同

じだけ増えたのであれば同じ額で構わないのだけ

れども、減らすとか、その辺の精査を予算の段階

でしっかりやらないのかどうか。全く同じ額をそ

のとおり出しているだけでいいのかどうかという

ところで、指定管理の仕組みについて、今、売上

げが、売上げというか、パークゴルフで売上げと

いうのおかしいかもしれない。使用料が１,０００

万円予定していたけれども、ちょっと多いよう

だった。そうしたらその分、指定管理料を減らす

チャンスなのではないかなと思うのですけれど

も、そこのところの精査をきちっとした上でこの

数字を出しているのかどうか、もう１度説明して

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 スポーツ振興課長。 

○川崎スポーツ振興課長 それでは合宿の誘致に

関してですが、具体的な誘致活動というのは前年

になりますけれども、前年に先ほど言ったように

いろいろな大会開催されておりますけれども、そ

の中から行ったほうがいいなというところのそう

いう大会を例に挙げておりまして、四つか五つぐ

らいになりますけれども、その大会が開かれる会

場に行って七飯町のＰＲをすると。 

 中には直接出張に行った際に会場のほうも訪ね

るだとか、機会があればですけれども、陸上の練

習だとかやっておりますので、なかなか会社にい

ないということもありまして、結構遠征に行った

りしてなかなか会えないこともありますので、大

会があればそちらのほうで誘致活動をするという

ことで、その年、実際のそして翌年度、そこにつ

きましては誘致活動の成果といいますか、それで

チームのほうから合宿したいということで来ると

いう流れになっています。申し添えますと、合宿

の対応というのは、ホテルのほうはチームのほう

で支払って泊まりますけれども、こちらのほうで

支援するのは、伴走するときに使うレンタカーの

貸し出しだとか、あとは七飯町のＰＲも兼ねて水

ですね。七飯の水を提供するだとか、リンゴ

ジュースを提供するだとか、そういうような形で

支援すると。 

 あと全員一緒に来るわけでなくて、途中から来

たりもして、途中で１人だけ帰るだとか、そうい

うものの対応もうちのほうでやっているというこ

とで、今、これから大体７月ぐらいから第１陣と

いいますか、チームが来る。だから、７月から１

０月くらいの間で来るということになります。そ

れから、前の年の誘致活動も必要ですので、確か

に翌年になってから合宿の前に連絡するのもそう

ですけれども、それはいろいろと担当が電話した

りとかそういうことではやってはおります。一番

大きいのは大会に、先ほど言いましたように大会

に行って、監督さん等と話をして誘致活動すると

いうのが主な誘致活動というふうになります。 

 それから、パークゴルフ場の指定管理費ですけ

れども、これは先ほど若干利用料が増えたという

ような話をしましたけれども、それほど影響する

ような数字では今ちょっと見ているとないことで

すから、大体前の年の３か年平均見ますと、大体

はそんなに増えているものではないということに

なまりす。そして業者さんが積算して来る時に

は、人件費の部分もありますので、最低賃金をい

ろいろ勘案しながらそういう人件費を決めて、人

件費のほうは年々上がっていきますから、そうい

う部分もあって若干増えているというような形に

なります。 

 以上でございます。 

○川村委員長 若山委員。 

○若山委員 僕がナンバー２のスポーツ合宿事業

費で懸念するのは、４月、５月でかかる費用もあ

るのではないかな、それを一律コロナ対策という

ことで削って、課としての運営に支障がないのか

どうかと。今、聞いたら４月、５月は関係ない

と、前年にもう誘致活動は終わって、それでやる

ということなので、それはそれでいいのかもしれ

ないのだけれども、７月に始まるという事業につ

いて４月、５月の活動費が全くゼロということ

は、課として困らないのか。これが予算編成の方

針ではあるのだけれども、実際困らないのかどう

か、全額削るのではなくて１０万円だけ見ると

か、そういう配慮がいるのではないかなというこ

とで、担当課の課長に対してちょっとお聞きした

だけです。問題ない、予算ゼロでも実際事業に影

響ありませんということであれば、僕が何か言う

話ではないので、そうですかということで回答す

るしかないと思います。そこのところをもう１度

回答いただきたいのと、パークゴルフ場の指定管

理料なのですけれども、確かに選定したときには

この金額をやりますよということで、上限として

債務負担行為として上がっているので、この金額

をのせるのは別に何ら反対するわけでもないのだ

けれども、使用料が増えたということであれば、

出すべき金額は減らす可能性というかそういう、

精査した結果同じ金額になりましたなのか、同じ

金額をただ予算書に計上してそれでいいだろう。

余ったら、これは返してもらわないのだけれど

も、どうのこうのとかそういう話ではなくて、そ

の金額をきちっと精査して、売上げ増えています

ね。そうしたら指定管理料も少し減らす、公式に
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当てはめると減らすことになりますねということ

で、その辺の検討をしているのかしていないのか

ということで聞いているわけです。 

 そうすると、来年もまた同じ売上げが伸びよう

が落ちようが、この資料にあるとおり、全く同じ

金額ですから７９５万２,０００円を計上する形に

なるのだけれども、それだと指定管理料の指定管

理のよさというか、民間の事業で売上げを伸ばし

たり、経費削減をしたりして結局減らしていける

可能性があるというか、そういうことで考えてい

るのですけれども、その辺のところの精査という

か、検討状況はどうなのかなという。 

 これは、ほかの指定管理をいろいろやっている

ところも同じだと思うのだけれども、それで今回

全部出してもらってどうなのかなと思ったんだけ

れども、そこでその精査をきちっとしているのか

どうか。売上げは、まだ２年度終わっていないか

ら今回は反映させられないのだと、そういう説明

もあるかもしれないのですけれども、そこのとこ

ろをもう１度お願いしたい。 

○川村委員長 スポーツ振興課長。 

○川崎スポーツ振興課長 まず、スポーツ合宿で

ございますけれども、予算ゼロで運営に支障がな

いかということでございますが、今のところ早い

うちに来るというふうなチームは連絡は受けてお

りませんで、例年早くて７月、７月の初め頃に来

ます。去年も７月初めくらいでございましたけれ

ども、大体そのくらいの７月の中旬あたりからが

例年来ているような形になりますので、その前に

補正すれば間に合うということでございます。 

 実際にそれまでの間にお金があっても、使うも

のというか、使うものは特にありませんので、７

月に決まった時点で、だんだんこれからは３月、

４月という形でいろいろ決まっていくと思います

ので、そういうチーム、何チーム来るからとかそ

ういうものを把握しながら、補正で対応していき

たいというのが今回計上した理由でもあります。 

 ということで、補正でも十分間に合うというこ

とで補正対応ということにしていることでありま

すので、御理解願いたいというふうに思います。 

 それから、指定管理料につきましては、年度が

同じということで書いておりますけれども、これ

につきましては積算する際に、今、お配りした資

料もそうなのですが、係る経費、それから人件

費、そういうものを検討して、先ほど言ったよう

に人件費が上がってくるということもございます

ので、利用料が増えてもそういうもので、そうい

う人件費で削られてしまうというのですか、かぶ

さってきますので、どうしてもそのような数字に

なって、指定管理料を下げることというのは、な

かなか難しいかなと思います。特に、受付だと

か、そういう人件費がかかりますので、毎年、最

低賃金も上がっておりますので、そういうものを

考えると、なかなか下げるのは難しいのかなと。 

 積算のほうも資料のとおり、いろいろな経費か

かります。そういうものを、それから先ほど言っ

ている使用料そういうもの等を見ながら、差し引

きしながら決めておりますので、御理解願いたい

というふうに思います。 

○川村委員長 若山委員。 

○若山委員 ナンバー２のところは、課のほうが

予算計上していなくても運営に全く影響ないとい

うことであれば、それはそれで私がどうこう言う

あれではないと思いますので、それで終わります

けれども、指定管理料についてはもう１度確認し

ますけれども、きちっと今年の金額を精査してこ

の金額になったのか、それともマックス、もう払

うということで精査も何もなくて同じ金額を計上

しているのですよ。収入も増えるかもしれないけ

れども、支出もそれに見合って増えますよ。当初

申込みしたときのあれから比べて、増えていきま

すよというようなことで説明していますけれど

も、そういう精査をきちっとした上でこの金額に

なっているのかどうか、そこのところを教えてい

ただきたいと、確認したかったのですけれども、

もう１度、そこだけ。きちっと精査して、たまた

ま同じ金額になったのか、それとも指定管理料と

いうのは当初決まった金額を出すものなのだとい

うことで対応しているのか、そこのところをもう

１度確認させていただければ。 

○川村委員長 スポーツ振興課長。 

○川崎スポーツ振興課長 まず、精査しているか

ということなのですけれども、資料にもあります

とおり、こちらのほうも利用料等かかるもの、こ
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れだけかかりますよと。全部過去の数字も見なが

ら、きちっと精査してこれだけかかると。そして

収入についてはこれだけ、利用料についてはこれ

だけかかるということできちんと精査しておりま

して、それから出た金額、人件費先ほど言いまし

たけれども、そういうものも加味しまして、それ

を均等に３年で割っているというような状況にな

りますので、積算のほうは間違いなくきちんと精

査してやっているということですので、御理解願

いたいというふうに思います。 

○川村委員長 ほかに。 

 畑中委員。 

○畑中委員 今の若山委員が質疑されていた指定

管理者の件なのですけれども、この件について

ちょっとお尋ねします。 

 パークゴルフ場の場合、大中山と本町地区２か

所なのですね。そしてまた、この計画書につい

て、２か所分の計画書だと思うのですけれども、

私もこの計画書見て、これで指定管理を受けたほ

うの業者は大丈夫、間に合うのだろうかなと思っ

て心配したのですけれども、実はこの使用料につ

いては１,０００万円、１,０００万円、１,００

０万円で来ているのですけれども、お聞きしたい

のは、計画書は指定管理をされたほうから出され

ているのでしょうけれども、例えば、収支決算に

ついては毎年度、担当課のほうには報告があるも

のなのですか、収支決算が担当課で受けているも

のかどうか。 

 それともう一つは、私、ちょっと心配したとい

うのは、２か所あるし、この人件費の７５０万

円、これはたしか人件費だって４人やそのぐらい

いると思うのですよね。４人やそのぐらいいると

思うのだけれども、果たして人数的にパークゴル

フ場の場合は、受けたほうの側で人数、これに携

わっている人数どのぐらいなのかなと、それ２点

目に聞きたい。 

 それからもう一つは、パークゴルフ場を整備す

る場合には、非常になんていうか、芝生を手入れ

する機械ですよね、そういったものが必要なので

すけれども、ここの収支の計画書の中ではどこを

見たらいいのか、経費ね、それを３点目に聞きた

いのですよ。 

 ４点目として、私、お聞きしたいのは、この計

画書の収支でいくと、これをまるっこ信用するの

であれば、管理委託を受けたほうの業者はこれで

間に合うのかなというようなちょっと心配をする

のですけれども、その辺についても４点目として

お答えいただきたいなと思います。 

 以上です。 

○川村委員長 スポーツ振興課長。 

○川崎スポーツ振興課長 まず、収支決算はある

のかということですが、これは事業が単年度分終

わった後にそういうものを出していただいて、ど

のような決算になったのかということを確認して

おります。 

 それから、人件費は間に合うのかという話でご

ざいますけれども、人数なのですが、今現在やっ

ている業者につきましては、受付でそれぞれ２人

がいて、大中山に２人、七飯に２人ということで

交代で勤務しているというような状況で、その方

たちの１日でなくて午前と午後のパートで入れ替

えするみたいですけれども、その方が４人いて、

あとは内部のほうでたしか４人くらい事務みたい

な形でやるために人がいるというふうに聞いて、

今の指定管理者については、そのようになってお

ります。 

 それから、芝生の手入れ、管理ですよね。それ

については、この委託料の中に入ってございま

す。それに関して委託料の中に芝の管理というも

のが入っております。 

 それから、業者がこの中でやっていけるのかと

いうことでございますけれども、こちらのほうで

公募をしまして、それに対して業者が応募してく

るということで、この金額でやっていけるという

ことで提出されていますので、こちらのほうとし

てはその中で、何とかお願いしますというような

形になると思いますけれども、決める際は今まで

は１者しか出ておりませんので、一応、決める際

には庁舎内の委員会で決めることになりますけれ

ども、そういうふうに提出してきたものに対して

選定していったというような経緯でございます。 

 ですから、業者から上がってきた数字というこ

とですので、何とかやっていけるのだなというこ

とで確認しているところでございます。 
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 以上です。 

○川村委員長 畑中委員。 

○畑中委員 今、お聞きした中では、決算書を毎

年いただいているというふうにお答えいただきま

したけれども、そうしますと、その決算書の中で

計画書にあるようなものであるなというふうに判

断するのと、もちろん指定管理というものについ

ては、行政でやるより民間でやったほうが安いと

いうことで、多分、安くて、またサービスもいい

と、そういった面でお任せしていると思うのです

けれども、担当課では、その辺については十分こ

れはなっている事業だというふうにして答えられ

ますか、どうですか、その辺をお聞きしたいので

す。 

○川村委員長 スポーツ振興課長。 

○川崎スポーツ振興課長 先ほど言ったように、

収支に関しては報告がございまして、幾らか余っ

ている部分があったり、それほどではないですけ

れども、収支の計画のとおり、大体行われている

というふうに判断しております。 

 あと、指定管理につきましてもできれば行政と

いう話なのですが、それで民間でやったほうがい

いのではということなのですけれども、いろいろ

それについては考えもあると思いますけれども、

今現在は、指定管理でやったほうが何かといろい

ろいいのかなと。当初始める際も民間委託か、あ

とは指定管理かということで話し合いのほうはさ

れたかなとは思うのですけれども、いろいろある

中で指定管理が今のところはいいということで、

担当のほうでは確認しておりますので御理解願い

たいと思います。 

○川村委員長 それではほかに。 

 中島委員。 

○中島委員 １点だけお伺いいたします。 

 ナンバー１の大中山湖畔駅伝開催負担金、これ

もコロナ対応ということですけれども、この表を

見ますと、一応４月の開催予定となっていますけ

れども、４月だと来月ですよね。これ準備進めて

いるのか、それとも中止という判断されているの

か、その辺１点お聞かせください。 

○川村委員長 スポーツ振興課長。 

○川崎スポーツ振興課長 実行委員会で大会のほ

うを運営しておりまして、ですから行政だけで

やっているのであれば、すぐ申し上げたいところ

なのですけれども、今、中止の方向で話は進めて

おります。３月の、今月ですね、１８日に決定と

いうことで、一応、報道する予定ではなっており

ます。 

 ですから、今のところはまだ発表前なので、中

止と断言はしませんけれども、その方向で動いて

おりますので、御理解願いたいというふうに思い

ます。 

○川村委員長 中島委員。 

○中島委員 ただいま中止という形で進めている

ということですけれども、私は、マラソンという

のは外でやる競技だし、もっともっと予防対策を

しっかり準備をしてやれば、開催できないことは

ないと思うのですよ。 

 全国的に見てもプロ野球をはじめ各スポーツ、

マラソンにしてもテニスにしても、バドミントン

にしても、バドミントンは室内ですけれども、マ

ラソンなんかでもきちっとした予防対策をしっか

りやって、そして皆さん努力をしてなるべく実施

に向けているのですよ。皆さん、やっぱりこうい

うものを楽しみにしていますから、うちの今、七

飯町の各スポーツ全部がコロナ対策で補正だと

か、予備費対応になっています。計上されており

ません。こんなことで町民は納得しませんです

よ。やっぱり楽しみにしているわけですから、

しっかりと予防対策を持って、しっかり練って、

そして準備をすると、やればできるのです。 

 特に外の競技は、ディスタンスをきちっと測っ

てやっていれば、やれないことはないのですよ。

そういう準備もしないで、ただコロナだコロナ

だ、コロナ来ているからできないのだだけであっ

て、こちらに流されるだけであって、町として

しっかり予防対策をしてやらなければだめだと思

うのですよ。そういう態度、意気込みが全く見ら

れていないのですね。ただ、初めからコロナ、コ

ロナと言っていれば何でも中止してもいいと、や

らなくてもいいのだというようなものが伝わって

きているわけですね。何の努力も目に見えない、

感じて来ない、こんなことで本当にいいのです

か、全てが出来ないですよイベント。 
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 全国的に見てもいろいろやっていますよ、工夫

しながら。ほかのほうでやっていて、何で七飯町

だけができないのですか。大きく言えばオリン

ピックだって、今、やりますよときちっと、マラ

ソンもやりますよと。それから、今は知りません

けれども、やる方向で進んでいますよ。皆さん、

やっぱり努力をしているのですね。そういう努力

もしないで、ただコロナに流されて、こういう予

算も立てないで、そしてコロナに対しては補正だ

予備費だ、コロナのせいでできませんでした。簡

単ですよ、そんなこと言葉で言うのはね。やはり

行政であって、町民が楽しみにしているものにつ

いては、しっかり予防対策を練って、どうすれば

予防できるだろうか、どうしたら開催できるだろ

うかと、そういうものをしっかり練ってやるのが

行政の仕事ではないですか。 

 何もしない、何もしないって言葉悪いですけれ

ども、やらないで、そういうものが伝わってこな

いので、ただもうだめだ、コロナでできません。

ちょっとやはり問題あるのかなと。この予算計上

についても、やっぱり私は問題あると思います

よ。特に、何回も言うと、外でやる競技というの

は幾らでも対策練れば、予防対策すればできるの

ですよ。できないことないのですよ。それをもう

１度考えていきたいと思いますけれども、その辺

お聞かせください。 

○川村委員長 スポーツ振興課長。 

○川崎スポーツ振興課長 それでは駅伝の関係に

ついてですが、そういう感染対策をした、今の流

れは感染対策をしっかりしてやっていくというこ

とで出てきておりますけれども、やっぱり実行委

員会でもそういうふうに感染対策して、実行とい

う話もありましたけれども、感染対策ということ

になりますと、人数が選手で６００人参加しま

す。大体、例年そうです。それから、観戦者が

はっきり数字は分かりませんけれども、送り迎え

もありますし、結構来て２００人か３００人ぐら

い来るのかなという感じもあります。 

 それに、ちょうど観光シーズンということで、

少ないかもしれませんけれども、観光客も一緒に

大沼公園の中にいるということを考えますと、な

かなか沿道で密にならないようにやっていくとい

うのは、非常に人数もいることですし、難しいと

いうことも考えとしてありました。 

 それと、ちょっと危惧されたのは卒業式だとか

入学式、これについては今現在、しっかり対策を

して開催するということで話されておりますけれ

ども、入学式・卒業式の準備のために不要不急で

はない移動が出てくるのではないかと。そうなり

ますと、それは先のことですから分かりませんけ

れども、感染者がもしいたとすれば、このような

大会でクラスター発生した場合に、後遺症だとか

そういうものを考えますと、走る方の安全を確保

するためには、ちょっとどうかなという考えもあ

りました。 

 それから、先ほど言ったように、選手のほうも

函館・七飯が、函館・渡島が主なのですけれど

も、道外もありますし、札幌から来る方もいま

す。そういう方たちも入ってきますので、そうい

うことから考えますと、あと国からの、４月まで

は十分感染に気をつけるようにというようないろ

いろな通知も来ております。 

 それから、ワクチンですね、そちらのほう、本

当はそういうものがあれば早目に接種されていれ

ば、安心して開かれるのかなというふうにも思い

ましたけれども、ワクチンのほうはまだまだかか

るということもございまして、やはり今現在、函

館のほうでもない日もありますけれども、１人ず

つだとかそういう感染者も出て、あと変異株も道

内で見つかっただとかいろいろなことを考えます

と、やはり今回は見送って、しっかりとワクチン

が接種されて、皆さんには安心・安全な形で来年

度は開催していきたいというような結論に達しま

したので、御理解願いたいと思います。 

○川村委員長 中島委員。 

○中島委員 大体内容分かりますけれども、今、

観客だとか人数が多くなるのではないかと、そう

いう心配があるということですけれども、やはり

規制ということもできるのですよね。規制を今や

るということで、人数を規制するとか、観光客を

規制するとか、見ていただく見物客、見物者、そ

ういうものを規制するとか、よそでもそういうこ

とをやりながらやっているわけですから、全てが

３００人も６００人も来るではなくて、ある程度
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規制すればやれるのですよ。 

 選手もすごく練習してきて、楽しみにしている

わけですよね、年に１回のことですから。皆さん

努力しながら、１年を通して訓練・訓練してやっ

ているわけですから、何らかの形でやはり開催し

てほしいなというのは、これ選手の気持ちだと思

うのですよね。そういう選手の気持ちになって、

ぜひ考えていただきたいなというふうに思いま

す。 

 それから、まだイベントが、これ見ると７月だ

とか、７月以降にイベント結構ありますよね、ス

ポーツのね。こういうものにつきましてまだ時間

がありますので、ぜひその辺を考えながら開催す

るのだという、何が何でも開催してあげますよ

と、選手のためにも、そういう努力を皆さんに分

かるような、しっかりやっていますよというもの

を態度、意気込みを分かるような形でやって、開

催してあげるというような努力をぜひしていただ

きたいなということを思いますけれども、ぜひそ

の辺、最後にお伺いします。 

○川村委員長 スポーツ振興課長。 

○川崎スポーツ振興課長 まずは予防対策をしっ

かりして、例えば人数減らすとかそういう小規模

な大会にしていくという、そういう考えも実行委

員会の中では検討もされましたけれども、やはり

そうなった場合にどの年代だけでやるだとか、小

学生だけでやるだとかいろいろ考えられましたけ

れども、そうなると、人数・年代別でなくて人

数・年代を絞るというこということも一つの考え

としてはあると思いますけれども、なかなか選ぶ

理由というかそういうものもありますし、先ほど

言った感染状況なものですから、やはりここは安

全策をとってワクチンを待って、来年度しっかり

やっていきたいというふうに判断したところでご

ざいます。 

 意気込みということなのですが、先ほど言った

ようにワクチンが出て収束に向かっているのであ

れば、何とか来年度は一生懸命やっていきたいと

いう意気込みでいるところでございます。 

 それから、７月以降の行事につきましてですけ

れども、こちらのほうは今のところ、先ほど言い

ましたけれども、４月まではとにかく安全にとい

う感染予防に徹底してという通知が来ております

ので、それ以降についてはまた国の動向を見なが

ら、国だとか道だとかそういうところを見ながら

の判断になると思いますけれども、今の考えとし

てはできるだけやっていきたいなというふうに考

えております。 

 意気込みといいますか、私どもは何とかやって

いきたいと考えておりますので、その都度判断し

ていかなければなりませんけれども、何とかそう

いう対策をとって、できるのであればやっていく

という考えに変わりはございませんので、どうぞ

よろしく御理解のほどお願いいたします。 

○川村委員長 ほかに。 

 中川委員。 

○中川委員 似たようなお話になると思いますけ

れども、まずナンバー１の大沼駅伝、１８日に中

止の方向ということだったのですけれども、これ

陸協さんとかそういうところが決めるのかなと

思っていたのですけれども、これ町が決めるとい

うことでよろしいのですね、中止ということ自体

を。 

 あと、大沼駅伝のほかにも先ほども話出ていま

したけれども、トルナーレだとか外でやる競技と

いうのは、実際に結構やっている現状というのも

ありますので、それを今回は最初から補正対応で

やるということなのですけれども、これに対して

各関係団体なり機関というか相手先に、やるので

あればすぐ補正対応しますよというふうにちゃん

と伝えているのかどうかということ。 

 あと、ナンバー２のこちらも先ほどお話出てい

ましたけれども、誘致、７月に来るということ、

来るというか、やるとすれば７月だというお話

だったと思うのですけれども、これはもう７月に

やりますよと連絡が来ているのか、もしくはいつ

頃連絡が来るのかというのと、普通に考えれば何

というのだろう。先ほどの話聞いていても、相手

のほうから連絡が来るという感じですけれども、

そこもちょっと理解できなかったのだけれども。 

 普通というか、私だったらこういう状況、コロ

ナの環境ですけれども、大沼の環境というのは、

そういうアスリートの方々というのが、国のか

かっている大会の前とかにお忍びで調整しに来た
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りとかというのも結構ありますから、それだけ環

境がいいところなので、コロナで逆に都心部で練

習できない時こそ、こういう自然の中でやれれば

というＰＲにもなるのかなという、これは考え方

ですけれども、それはそれぞれの考え方なので

ちょっとあれですけれども、であればこちらから

本来連絡して、どうですかとか、コロナ対策も

しっかりやっていますよとか相手先に伝えるの

が、そういうのもうちらの立場、七飯町の立場と

してやれるとこなのかなと思いますけれども、あ

とちょっとナンバー５、これは予算どうこうでは

ないですけれども、言葉のことなのですけれど

も、この事業目的、これ共通様式の資料なのであ

れですけれども、この全体の予算の中で、ここだ

けが経費の削減を図るという事業目的になってい

るのですよね。ほかはみんな指定管理にしても何

にしても、ここで言えば例えばパークゴルフ場の

運営費とかという形ですけれども、ここだけが削

減を図ると書いていたので、何でわざわざ削減を

図るための予算という感じにしたのかなというそ

この考え方、これは字の問題なので別にいいです

けれども、ここだけちょっとお願いいたします。 

○川村委員長 スポーツ振興課長。 

○川崎スポーツ振興課長 まず駅伝の関係で、町

が決めるのではなかったかのという話なのです

が、町も入りまして、あと観光関係者、それから

道南陸上競技連盟ですか、道南陸協も入って実行

委員会を形成して、つくって決めていくものでご

ざいます。 

 それで、あと補正の対応のことは伝えているの

かということですけれども、こちらにつきまして

は、特にコロナで今、予算はありませんよという

ことは伝えておりません。やる場合は予備費のほ

うで対応ということなので、実行委員会の中では

とにかく開催するかしないか、そういう話だけで

ございますので、特に予算があるとかないとかと

いうのは話してはおりません。 

 それと、合宿誘致のほうは、大体これから３

月、４月ぐらい、まだ先５月ぐらいまでいろいろ

と行くことなりましたということで報告を受け

て、うちのほうで準備していくというような形で

す。 

 ですから誘致活動としては、何かのきっかけと

いいますか、いろいろな大会あって、もし来てい

るチームが優勝したりだとか、個人が優勝したり

だとかそういうところ、小さいですけれども、祝

電を送るだとかそういうような対応もして、先ほ

ど言ったように、実際の相対して誘致活動という

のは、大会会場そちらのほうに出向いて、どうで

すかということで、誘致活動をやっているという

ような状況でございます。 

 昨年もコロナの心配ありましたけれども、全部

で７チームですね、７チーム来ていただきました

ので、そういうことを考えますと、大沼を気に

入ってくれているのかなということもございまし

て、今年も来てほしいなということで、機会があ

ればそういう電話でも言ったりすることはありま

す。実際の行動としまして動きとしましては、先

ほど言ったように、前年度に大会に出向いてＰＲ

活動するというようなことでございますので、御

理解願いたいと思います。 

 それから、その連絡が来ているかどうかという

ところなのですけれども、いろいろ打診といいま

すか、そういうのは担当のほうで受けたりもしま

すけれども、まだ決定には至っていない部分もあ

りますので、今、どのぐらい来ているというのは

ちょっと不明の段階で、これからだんだんはっき

りしてくるというふうな形でございます。 

 それから、ナンバー５の事業目的がおかしいの

ではないかということでございますが、あからさ

まな表現になってしまいますけれども、先ほど申

し上げましたとおり、民間委託もしくは指定管理

ということで、直営でやるよりは金額を抑えると

いうので指定管理も始まっていたことだと思いま

すので、ちょっと経費の削減というのは間違いな

くされていると思うのですが、ただ、この表現の

仕方がなかなか厳しいなというのは確かにそのよ

うに思う。これについては本当に内部の資料でご

ざいますけれども、姿勢としてはあまりよくない

表現かもしれませんので、来年はもう少し表現を

変えていきたいなというふうに考えております。 

○川村委員長 中川委員。 

○中川委員 ナンバー１のほう、大沼駅伝に関し

て皆さんで、関係機関で協議したということだっ
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たのですけれども、何となく素人考えでいくと、

昨年もコロナが始まっていろいろな大会が中止に

なって、ただ夏頃から陸協関係だとかそのほかの

スポーツ、屋外スポーツが主にだと思いますけれ

ども、実際に大会が結構行われてきていましたの

で、内心やるのかなというふうには思っていたの

ですけれども、それがやらないということで、あ

とトルナーレ、サッカーだと思うのですけれど

も、こちらのそういう団体と屋外スポーツでもや

らないていで、今、進んでいるということなので

すか。 

 あと、ナンバー２の今まで誘致活動を、私から

すれば誘致活動ではないかなと思うのですけれど

も、今までやってきた大会に行ってというのは、

ただ、それはそれでいいのですけれども、今、

言っているのは７月に来てもらえるということで

あれば、その相手先からはいつ頃連絡が来るのか

なと。例えば、３月中だとか４月中に来るのか、

それとも６月、前の月くらいに連絡が来るのかと

いう。 

 要は来るのであれば、前もって何か月前から来

るとは思うのですけれども、逆にこっちから連絡

をしていかないと、今度、補正つけるといったら

６月に補正つけるということですよね。その前に

ちゃんと協議しておかないと、相手から連絡来る

のを待っていて、６月に急遽来るとなったら、ま

た、この対応が大変ですよね。補正でつけるとい

うのであれば、それはそれでそういう方向しかな

いと思うのですけれども、それをちゃんとスムー

ズに行けるように段取っておかないと、何か話聞

いていれば全部受け、待ちの待っている状態です

から、全く誘致ではないという発想がね、と思い

ますので、その点だけ。 

○川村委員長 スポーツ振興課長。 

○川崎スポーツ振興課長 まず、トルナーレの関

係でサッカー、できないのかということですけれ

ども、大きな大会としては９月の中旬にチャレン

ジカップ、小学生の８人制サッカー、そちら例年

といいますか、チーム２４チームということで決

めてやっております。 

 昨年は、今はできなかったのですが、今の段階

で中止にするだとか、そういうことは考えており

ません。ちゃんと対策ができて、あとワクチンの

ほうもその頃には大分いっているのかなという、

希望的観測になりますけれども、そういうものも

ありますので、ぜひそちらについてはやっていき

たいと。ほかの事業についても同様に、そういう

リスクを排除できるのであれば、積極的にそうい

う事業は開催していきたいというふうに考えてお

ります。 

 それから、誘致活動、確かに先ほど私から言っ

ているのは、前の年に行って誘致活動して、次の

年に回すというような形なのですけれども、連絡

なかなか今の時期に行くという、直接会ってとい

うのもなかなかできないので、担当のほうでもい

ろいろ電話かけたり、先ほど電話だけではという

話もあったんですけれども、なかなか前の年の予

算で旅費つけていっているような感じなものです

から、そこで知り合った監督さんと電話などでや

り取りしているということなのですが、委員おっ

しゃいましたとおり、こういう状況で、予算のそ

ういう状況でございますから、積極的にこちらか

ら昨年来たチーム、あとほかのチームでも来ても

らえるところであれば、積極的に、電話になりま

すけれども、何とか打診して早目にそういうチー

ムの確定といいますか、それをしていきたいとい

うふうに今考えています。御理解願いたいと思い

ます。 

○川村委員長 中川委員。 

○中川委員 誘致の件ですけれども、先に来た

チームとかと今おっしゃったと思うのですけれど

も、先に来たチームというよりも例年来ている

チームは決まっていますよね、大体。また、うれ

しいことに七飯・大沼に来ている団体というの

は、結構日本の中でもトップレベルのところばっ

かりだと思うので、先に向こうから来たチームと

かではなくて、来る可能性が、今まで実績のあ

る、可能性があるところにこちらから声かけるの

が本来だと思うのですけれども、その辺。 

○川村委員長 スポーツ振興課長。 

○川崎スポーツ振興課長 先ほど、私の表現が

ちょっとまずかったと思います。 

 今、気持ちとして、気持ちといいますか、これ

からやることとしては、昨年来ているチームは早
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いチームもありますし、遅いチームもありますけ

れども、一応、先に来るだけにそういうふうにア

プローチするのではなくて、昨年来たチームはも

ちろん全部に今年はどうなるのですかというよう

な形で、いろいろＰＲしながら誘致活動といいま

すか、そういうふうに。去年来た順番ではなく

て、とにかく来たチームを早いうちに何とかそう

いう電話などで誘って来てもらえませんかという

ことで、やっていきたいというふうに思っており

ますので、御理解願いたいというふうに思いま

す。 

○川村委員長 ほかに質疑のある方。 

 １時間回りましたので、休憩後に改めてまた引

き続き質疑したいと思います。 

 ２５分まで、暫時休憩とします。 

午前１１時１２分 休憩 

───────────── 

午前１１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。 

 スポーツ振興課の質疑を引き続き行ってまいり

ます。 

 質疑のある方。 

 田村委員。 

○田村委員 それでは１点ほど、ちょっとお聞き

します。 

 まず、スポーツ振興補助の関係でございますけ

れども、令和３年度から学校教育でやっている対

外競技の問題とそれから生涯教育、スポーツのほ

うでやっているスポーツ振興補助、それぞれ見直

しをかけるというようなことでございますけれど

も、特にスポーツ振興補助金、これについては全

道１万円、全国２万円という、定額補助に切り替

えますというような話でございました。 

 これが実質、例えば全国大会、昨年、その前で

も結構でございますけれども、実際今まで一競技

に幾ら大体払っていたか。それが今年度から定額

補助になった場合幾ら払うように、補助するよう

になるのか、それぞれの金額を教えていただきた

いということ。 

 それからもう１点は、教育行政方針の中に生涯

スポーツの推進というようなことで、こういう見

直しをかけてきているという、その理由の中には

厳しい財政状況を考慮しというこういう文言あり

ますけれども、厳しい財政状況、これはどういう

ようなものを認識してこういう表現にして、そし

てそういう定額補助に切り替えたのか。どういう

財源状況を認識しながら改正、見直しに踏み切っ

たのかそこら辺の考え方と、それから全国の従来

の補助では幾ら、そして令和３年度、もしこう

なった場合の全国に行く場合どのぐらい出るの

か、それをそれぞれお知らせ願いたいと思いま

す。 

○川村委員長 スポーツ振興課長。 

○川崎スポーツ振興課長 まず、スポーツ振興補

助の関係で具体的にというところがございました

けれども、元年度実績でそれをやってみます。新

しい基準としてやってみますと、４人で１２万

８,３２０円かかっていたところが、１人２万円

ですので４万円ということで８万円、２人で４人

で２万円ということで８万円支給になります。し

たがいまして、その差額としては４万８,３２０

円という数字で、減額になるということになりま

す。これが全国でございますけれども、全道に１

万円ということで、全道のほうが圧倒的に多いの

ですけれども、その中の一つとしては、５人行っ

た場合に今までは５万２,５００円かかったとこ

ろが５万円で、２,５００円の減額ということ

で、開催される場所だとかそういうものでちょっ

と変更があると、変動があるということ。全体的

に見てみますと、減額になる部分は大体２割から

３割ぐらいとして予想しているところでございま

す。 

 それから、厳しい財政状況ということでござい

ますけれども、何と対比してのそういう高いかと

いう話なのですが、なかなか対比するものもあり

ませんが、出ている金額を見ますと、令和元年度

でいきますと全体で補助額が９９万５,２０５

円、３０年度で５７万１,０００円、２９年度、

１４３万３,９４０円ということになりますの

で、この金額で平均しますと、３か年平均で大体

年間１００万円というところでございますので、

それをできれば低く抑えつつ、幅を広げていきた

いという考えで今回の改正ということになったも
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のでございますので、御理解願いたいというふう

に思います。 

○川村委員長 田村委員。 

○田村委員 説明は分かりますけれども、例えば

全国でも４万８,３２０円、これもろに父兄に係

るということなのですよ。子供の意欲は低く削減

されて、親の負担が増えるということなのです

よ、これ。しかも七飯町の看板を背負って、全国

で活躍してくれるのですよ。やっぱりこういうこ

とを考えなければ、広告塔ですよ、一つの立派

な。次代を担う子供たちが、七飯町を背負って全

国で果敢にスポーツにチャレンジする、そういう

中で負担は親任せ、どうぞ行ってください。こう

いう町としての考え方、教育委員会としての考え

方、私は非常に問題あるのではないかと思いま

す。 

 しかも、これ単に今までの現行の流れではない

のですよ。中体連、要は学校の出席に合致しない

ものには、学校教育の対象にしないといっている

のですよ。そうすると、小学校は全然そういう対

象にならないから、全部スポーツ振興補助金の対

象になってきますよ。小学校の部分は。 

 さらに、中体連の対象にならないものは、みん

なこっちに流れてくるのですよ。今まで実績とし

て９９万円とか５７万円とか、確かにそのぐらい

で済んでいたのですよ。今までは。中体連の部分

もあるいはそれ以外のものも、学校教育の中で対

応してきたものが、今度は絞ってきているのです

から、その分スポーツ振興補助金この全道１万

円、全国２万円の定額に押し込まれてしまう、親

としてはたまったものではないですよ。 

 やはりそこを考えたときに、もう少し配慮あ

る、温かみのある補助金というものを考えられな

かったのか。いきなりですよ、令和３年度から全

道は定額１万円、全国は定額２万円、でも実際４

人で行った場合は１２万８,０００円かかったも

のが、８万円ですよ。４万８,３２０円とかと

言っていましたけれども、１人ずつ、５人で割っ

たとしても１万円近く負担が増えるということで

すよ。それ以外にもまだまだ目に見えないお金

は、父兄はかかっていくわけですから、そういう

ことを配慮したら、こういう見直しというのか、

改正というのか、改悪というのか分からないです

けれども、やはり町民の目線に立ったときには、

こういう見直しは極力、次代を担う子供たちなの

ですから、避けるべきだと思いますけれども、そ

の辺の考え方もう少しお願いしたいと思います。 

 財政厳しい状況の認識、ここら辺ももう少し分

かりやすく教えていただきたいと思います。 

○川村委員長 スポーツ振興課長。 

○川崎スポーツ振興課長 それではスポーツ振興

補助ということで、確かに減額になるのは間違い

ないということでございますけれども、それに

よって子供たち・親が目指す力が弱くなるのでは

ないかという話でございますけれども、確かにそ

ういう部分も金額見れば確かにそうなのですけれ

ども、今回、改正した中では先ほどもお話ししま

したが、今まで少年団登録だけを理由にといいま

すか、結局、少年団登録に限って、登録をしてい

る団体に限って支出してきたわけですけれども、

それを撤廃して民間の部活動にそういう部がない

と、自分のやりたいスポーツはないという子供

は、民間のクラブに行ってそこで頑張っている

と。 

 そうなれば、少年団登録していない場合が結構

ありますので、今までの補助の対象外ということ

でございますし、あとまた１人で学校にはそうい

う部活がないと、そういう環境もないということ

で個人で頑張っている子供たちもいます。そうい

うところも門戸を広げるといいますか、間口を広

げまして、金額は下がりますけれども、対象の子

供たちを増やしていきたいと。そして少ないけれ

ども、そういうもので応援していきたいという気

持ちでおりますので、御理解願いたいなというふ

うに思います。 

 財政状況といいますのは、町の予算全体から見

ればそれほど大きくないのかもしれませんけれど

も、できれば少しずつそういうものを抑えていき

ながら、町の財政を守っていくというのですか、

やっていきたいという気持ちがございますので、

そういうところで御理解願いたいなというふうに

思います。 

○川村委員長 それではほかに。 

 平松委員。 
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○平松委員 学校開放のことだけ、１点だけお尋

ねをしたいと思います。 

 大中山小学校というのは、この資料であれば、

令和元年度資料になっていますけれども、旧体育

館と新体育館になって、例えば利用者、いろいろ

な団体が変わったのか、例えば減った・増えたが

もしあるならそれを教えていただきたいのと、利

用する時間。例えば、旧体育館だったら８時半で

やめていたけれども、新体育館になったら１０時

までやっているとか、そういう違いがあるのかど

うか、その説明をお願いしたい。 

○川村委員長 スポーツ振興課長。 

○川崎スポーツ振興課長 大中山小学校ですね、

大中山小学校の学校開放の状況、増減ということ

なのですが、今、元年度以前の数字がちょっと手

元にありませんので比較できませんが、そんなに

変わりのないものだと思います。若干、逆にこの

元年度の分、後半にコロナのたしか中止になった

部分もありますので、普通にやっていれば大体同

じくらいの日数を開放しているものというふうに

思います。大体同じくらいの数字になるというふ

うに思います。 

 それと時間は、一応たしか決まっていまして、

平日であれば９時まで、今、条例すぐ見れないの

であれですけれども、休みの日はたしか５時くら

いだったと思います。今、正確な数字ちょっとあ

れですけれども、大体は平日は９時、祝日につい

ては、祝日の利用については５時ぐらい、早目に

終わるというような状況でございます。 

 以上であります。 

○川村委員長 平松委員。 

○平松委員 ちょっと確認ですけれども、正確な

もの今お持ちでないということで、後でお聞きを

したいと思いますけれども、月曜日抜かすと、大

中山小学校というのは全部火曜日から日曜日まで

開放日になっています。こういう曜日の設定も旧

体育館と新体育館で変わりがないのかというのも

今分かれば、分からなければ後で教えていただき

たいと思います。総枠でほとんど利用が変わって

いないのか、新しくなったから増えたのか、その

ことだけお聞きしたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

○川村委員長 スポーツ振興課長。 

○川崎スポーツ振興課長 実際今の自分自身、資

料見ている段階でも特に増えた、何年か同じかな

という形ですね。これは毎年、学校のほうから調

査して出している数字ですけれども、そんなに変

わりはないというふうに思っております。 

○川村委員長 それではほかに。 

 池田委員。 

○池田委員 それでは、先ほどの同僚委員のス

ポーツ補助金のほうですね。 

 先ほど、答弁聞くと、スポーツ団体になってい

ない人たちの個人的なそういうような部分にも幅

広く出していきたいということで、助成していき

たいということで予算は出しますよということ。

ですけれども、総体の予算は削減しましたという

答弁ありましたけれども、やっぱりこういう中で

同僚委員が言われたように、本当に親御さんたち

というのはいろいろな部分で、用具ですとか、そ

ういう部分でお金的にはかかって、そういう大会

の大きい大会に行ったらすごく負担なのですよ。

また、これは入っていない、今まで対象外の人も

そうですけれども、団体でやっている親御さんた

ちもすごいウエートが高いのですね。 

 ですから、先ほど私が言ったときは、そういう

ことがあった場合は考えていきますというような

こと答弁なされていたのと、それからまた大体な

らすと遠征費かかるとき５０万円だとか、かかっ

たときは１４０万円ぐらい、ならしたら大体１０

０万円ぐらいだと思いますという課長の答弁が先

ほどありましたよね。 

 そういう部分でやってみなければ、スポーツの

大会に出てみなければ分からないお話ですけれど

も、やっぱり以前から予定したところのスポーツ

団体が、また全道大会等に行くといった場合には

補助金できましたよと。よかったら物議かまして

くると思うのですけれども、その際には、スポー

ツ団体の保護者のほうだとかそういう部分と、や

はり折衝してちゃんとした予算を。ただ、財政が

厳しいから云々ではなくて、やっぱりその部分は

温かい形で、前と同じような状態で予算化しても

らえることをお願いしたいのですけれども、どう

でしょうか。 
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○川村委員長 スポーツ振興課長。 

○川崎スポーツ振興課長 スポーツ振興補助です

けれども、前の状態にと、最終的に前の状態に戻

せないかということなのですけれども、今まで考

えが始まってからいろいろ何年も検討してきた部

分でございますし、こういうことで先ほども言い

ましたけれども、金額は下がるのですけれども、

何とかいろいろな広く子供たちを応援していきた

いということでございます。 

 団体の保護者に伝えているかどうかということ

で、温かい気持ちで元へ戻せないかということな

のですが、団体のほうには学校を通じてだとか、

あと少年団とか体育協会通じて具体的ではありま

せんけれども、減額の方向になっていますという

ことで説明はしております。 

 そういうことで金額は下がりますけれども、広

く間口を広げて子供たちを応援していきたいとい

うような考えでございますので、どうか御理解願

いたいというふうに思うところでございます。 

○川村委員長 それではほかに質疑のある方。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 なければ、質疑を終わります。 

 以上で、スポーツ振興課に対する審査を終了い

たします。 

 スポーツ振興課長、御苦労さまでした。 

 次に、学校給食センターの審査を行います。 

 学校給食センター長、御苦労さまです。 

 予算書及び提出資料に基づき、説明のほうお願

いいたします。 

 学校給食センター長。 

〇柴田学校給食センター長 それでは、学校給食

センター予算について、共通様式に基づいて御説

明いたします。 

 事業ナンバー１、事業予算名は、学校給食セン

ター運営費でございます。 

 本年度予算額は１億６,２８３万４,０００円

で、前年度比２３万３,０００円の減となってお

ります。特定財源は、記載のとおりでございま

す。 

 これより、増減の大きなものを御説明申し上げ

ます。 

 需用費は３９万２,０００円の減で、自動車修

繕料が要交換部品の交換完了から２７万２,００

０円の減などでございます。 

 委託料は２４５万１,０００円の増で、主な要

因として施設管理委託料の学校給食調理業務委託

料が１９８万円の増などでございます。 

 扶助費は２２０万１,０００円の減で、準要保

護児童生徒給食扶助費が新１年生分が人数が確定

してからの計上となるため１３９万８,０００円

の減、多子世帯児童生徒給食扶助費が実績により

８０万３,０００円の減によるものでございま

す。 

 以上、簡単でございますが、令和３年度予算の

説明でございます。御審議のほどよろしくお願い

いたします。 

○川村委員長 それでは質疑を行います。 

 平松委員。 

○平松委員 今の委託料の中の料金が上がったの

かな、単価増加のためというのがありましたけれ

ども、これは給食調理業務の委託に関しては４,

６００万円のうち約２００万円増えていると。恐

らく労務費の単価が上がったと思うのですけれど

も、これは間違いなく労務費だけの分ですか、

パーセンテージからすると随分高くなったような

気がしていますけれども、ひとつその確認をお願

いします。 

 同じように、その下の運搬業務、これも単価の

単価増となっていますけれども、何が増えている

のか御説明をお願いします。 

○川村委員長 学校給食センター長。 

〇柴田学校給食センター長 それではお答えして

まいります。 

 まず、調理のほうの単価増ということで、単純

に人件費上がっておりまして、そのほかにも給食

センターの業務としては衛生用品、例えばアル

コールですとか、使い捨て手袋ですね、こういっ

たものを多く使います。こうしたものが昨年から

のコロナ禍において、非常に手に入りにくいとい

うことを聞いておりますので、そういった消耗品

等も上がってはおります。ただ、基本的には人件

費が大部分を占めておりますので、人件費が上

がった分が大きいと、こちらのほうは考えており

ます。 
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 同じく運搬のほうも、こちらのほうも消耗品と

して手袋等もアルコール等もございますけれど

も、大きな分は人件費増ということで金額が大き

くなって計上しておりますので、御理解のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○川村委員長 ほかに質疑のある方。 

 若山委員。 

○若山委員 何点か教えてください。 

 ここで委託料の中に、ＨＡＣＣＰ取得衛生指導

等委託料ということで完了のためになっているの

ですけれども、これはＨＡＣＣＰって結局取れた

というか、ＨＡＣＣＰを資格を取るとか取らない

とかずっと言っていて長かったのですけれども、

これは取れたから完了というそういう意味なのか

どうかを教えてもらいたいのと、すみません。勉

強不足でよく分からないのですけれども、この特

定財源のところにある給食センター運営資金貸付

金収入１,１００万円と、事業支出の中にも貸付金

で１,１００万円とのっていて、この仕組みという

か、この利用のどういうあれなのかがちょっと教

えていただきたいなと思うのですけれども。 

 あと、給食費の支払いとかそういうものは、こ

の給食センター運営費とは全然関係ない話なので

すね、そこのところ教えてください。 

○川村委員長 学校給食センター長。 

〇柴田学校給食センター長 それではお答えして

まいります。 

 まず、ＨＡＣＣＰ取得衛生指導委託料完了の件

でございますけれども、こちらのほうは昨年度よ

り今年度、２か年にかけてコンサルタント会社に

委託をしまして、ＨＡＣＣＰ取得のための衛生指

導を受けております。 

 現在、３月に申請をする、ちょっとまだ申請前

ですね。３月１９日に申請の審査会ございますの

で、作業としては、衛生指導としてはほぼ完了し

ております。なので今年度で全て完了する見込み

ですので、来年度は予算計上されないということ

になります。ＨＡＣＣＰの取れた・取れないかと

いうのは、３月の審査会の後になりますので、現

時点では取れる見込みということになります。 

 あと、１,１００万円の歳入歳出の関係でござ

いますけれども、こちらのほうは一般会計、町予

算のほうはいわゆる食材以外の分の予算を見てお

ります。私会計ということで給食会計ございます

けれども、こちらのほうで給食費の食材を購入し

ております。ただ、食材のほうは４月から給食始

まりますが、４月の給食費が保護者の方が納入さ

れるのが、５月の引き落とし以降になってござい

ます。ただ、給食自体４月の当初よりスタートし

ますので、その分の食材を購入する費用がござい

ません。そのために町の一般会計のほうから、４

月の頭に１,１００万円を運営資金として借受け

るということになります。 

 支出のほうについては、それを１年後、３月の

末に１,１００万円をそのまま給食会計から一般

会計のほうに戻入れということで、支払われると

いうことで１,１００万円が、それぞれ歳入歳出

に計上されているということになってございま

す。 

 あと、支払いの関係はということでございます

けれども、先ほどお話ししたとおり、いわゆる食

材のみが保護者の支払いというのは、給食費会計

のほうで賄われておりまして、こちらのほうの一

般会計のほうは、いわゆる給食センターの維持運

営管理このような予算、このようなための経費が

計上されているところでございます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 ほかに。 

 田村委員。 

○田村委員 １点だけ教えていただきたいと思い

ます。 

 ＨＡＣＣＰの関係ですけれども、３月で取得見

込みという話ですけれども、これは例えば令和４

年から、取得した場合、現在、受けております給

食の調理業務委託されている業者、この業者との

関連というのはＨＡＣＣＰの場合は、例えばこう

いうことをしないとだめだ、こういうことをしな

いとだめだという一つの条件の中で十分、私も詳

しい話は分からないのですけれども、業者もＨＡ

ＣＣＰの対応できる業者なのか、そうでないのか

をちょっと確認したい。 

○川村委員長 学校給食センター長。 

〇柴田学校給食センター長 ＨＡＣＣＰの関係で

ございますけれども、以前に給食センターのほう
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でもＨＡＣＣＰの認定を受けておりました。これ

は前事業者、事業者側がＨＡＣＣＰの認定を受け

ていたものでございまして、その事業者が委託の

期間が終了したと同時に、認定のほうもこちらの

ほうなくなった形となりまして、ただ、給食セン

ターとして町の基本的な考えとして安全・安心と

いう形から、七飯町としてＨＡＣＣＰを給食セン

ターとして取得したいということで、今回、昨年

度から本年度にかけて取得をするために取り組ん

できたところでございます。 

 結論から言いますと、ＨＡＣＣＰの対応という

のは、業者でも可能です。といいますのは、給食

事業全てが基本的にＨＡＣＣＰの考え方で行われ

ているという考えになります。七飯町の給食に限

らず、給食にはマニュアルございます。国のマ

ニュアル、北海道のマニュアル、こちらのほうは

ＨＡＣＣＰを基本に作られておりますので、基本

的にはＨＡＣＣＰの考え方で給食は作られており

ます。 

 ただ、認定を受けるに当たって、より高い制度

で衛生管理を保ちたいということで、独自の設定

をきちんと定めるということが、今回のＨＡＣＣ

Ｐの取得の事業の根幹でもございます。こちらの

ほうで記録等行うことは若干作業としては増えま

すが、きちんと管理した記録を取るいうことで、

事業者のほうは、給食事業者では対応できるとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 

○川村委員長 ほかに質疑のある方。 

 川上委員。 

○川上委員 １点だけ。使用料のところにＡＥＤ

が使用料として入っていないのですけれども、現

在、ついてないのかなと思うのですけれども、取

付ける予定とかがあれば教えていただきたいの

と、取付ける基準ですか、その辺お分かりでした

らちょっとお知らせください。 

○川村委員長 学校給食センター長。 

〇柴田学校給食センター長 ＡＥＤについてでご

ざいますけれども、当センターのほうはＡＥＤの

設置はなされておりません。基本的に給食セン

ターについては、来庁者がないという考え等もあ

りますけれども、そういった形でついていないと

いうふうに認識しております。 

 以上でございます。 

○川村委員長 川上委員。 

○川上委員 では、今後とも取付ける予定はない

ということでよろしいですか。 

○川村委員長 学校給食センター長。 

〇柴田学校給食センター長 現在、ついておりま

せんけれども、必要とされるのであれば、今、Ａ

ＥＤのほうはたしか一括で契約等、設置等されて

いると思いますので、こちらのほうも協議・検討

してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○川村委員長 川上委員。 

○川上委員 設置する基準というのですか、先ほ

ど外部からの人が来ないから取付けないのだとい

う理由述べられていましたけれども、この基準が

もし分かれば教えていただきたい。 

○川村委員長 学校給食センター長。 

〇柴田学校給食センター長 申し訳ございませ

ん。その設置時の基準というのは、こちらのほう

で今情報として持っておりませんでした。 

 以上でございます。 

○川村委員長 川上委員。 

○川上委員 後で分かれば教えていただければと

いうことで、終わります。 

○川村委員長 ほかに。 

 横田委員。 

○横田委員 １点。委託料の学校給食調理業務委

託料と学校給食運搬業務委託料のおのおの上がっ

ているのですけれども、これはもう入札は終わっ

た、入札でやったのですか。 

○川村委員長 学校給食センター長。 

〇柴田学校給食センター長 今現在のという考え

方でよろしいでしょうか。 

 調理のほうは、プロポーザル方式で契約してお

ります。プロポーザル方式によって事業者を選定

して、随意契約で契約をしております。 

 運搬業務のほうは、指名競争入札で行っており

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） 
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○川村委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、学校給食センターに対する審査を終了

いたします。 

 学校給食センター長、教育次長、御苦労さまで

した。 

 暫時休憩いたします。 

午前１１時５９分 休憩 

────────────── 

午後 ０時５８分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 次に、総務財政課より、資料要求についての追

加の説明がございますので、そちらのほうお願い

いたします。 

 総務部長、総務財政課長、御苦労さまです。 

 資料についての説明のほうお願いいたします。 

 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 それでは、本日、提出いた

しました新型コロナウイルス感染症に係る補正予

算、経常予算、事業一覧の３月１５日修正項目追

加版として御説明を申し上げます。 

 この資料につきましては、当初、イベント事業

をまとめて提出したところでございますが、施設

管理経費等の追加があったということから、また

一部事業の修正額がございましたので、そこら辺

を整理して、再度、提出したものでございます。 

 一部積み上げの誤り等があり、事業費が動いて

しまったということにつきましては、おわびを申

し上げたいと思います。 

 表の上のほうになりますけれども、１８事業の

修正等につきましては、左の欄に修正と４か所ご

ざいます。１８事業としてのせてございます。表

の下段につきましては追加項目と、項目の追加と

しまして４事業を追加をしているものでございま

す。この追加修正等により査定段階の予算額につ

きましては５,２４３万円、予備費の予定額が前

回と同じく７７３万１,０００円、令和３年補正

の予定額としましては４,４６９万９,０００円と

いうところでございます。 

 簡単雑駁でございますが、資料の説明は以上で

ございます。 

○川村委員長 ありがとうございます。 

 それでは、今の件についての質疑になります

が、質疑ございますか。 

 若山委員。 

○若山委員 修正版を出していただくようにお願

いして、出していただきました。ありがとうござ

いました。お手数をおかけしましたです。 

 その中で、ナンバー２０の対外競技等参加費補

助金３００万円でのっているのですけれども、去

年５００万円の実績で、これは補正で５００万円

減額されているのかなと思ったのですけれども、

これは５００万円から３００万円に変わったとい

うことで、補正しても３００万円までですよとい

う、そういうことでよろしいかどうかの確認をお

願いします。 

○川村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 それでは答弁してまいりま

す。 

 これ査定段階の予算額として３００万円という

ことで、原課のほうと調整をした数字となってご

ざいますので、その数字を原課の確認をもとに一

覧表にまとめたというものでございます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 よろしいですか。 

 ほかに質疑のある方。 

 中島委員。 

○中島委員 さっき聞いたことなのですけれど

も、２２番の体育施設の維持管理費、これが何で

補正なのかなと思って、維持管理費といったら計

画立てて予算に上げてできることではないのか、

何でこれ補正対応になるのかなという感じするの

ですけれども、その辺ちょっと教えてください。 

○川村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 それではお答えしてまいり

ます。 

 ここにつきましては、町民プールの経費といい

ますでしょうか、手数料だったり、プールの天

蓋、天井の幕を取り付けるような経費をこの中で

計上しているところでございますが、昨年度も

プールにつきましては、コロナ対策上感染拡大を

防ぐというところで、プールについては事業を見

合わせているところでございました。今回につき

ましても当初予算としては見込まないのですけれ
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ども、プールができるような状況を確認できた際

に、補正予算として上げるというところの整理と

なってございます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 中島委員。 

○中島委員 プールの一応工事でしょう。これ

は。工事になるわけだよね。天蓋の何か直すとい

うわけでしょう。予算でしょう。人が集まって競

技をやるとか、そういうものではなくて、工事、

維持ですから、予算の工事関係のことだと思うの

で、これはコロナにはあまり該当しないのかなと

いう気がするのですけれども、ちゃんと予算取れ

て、こういう関係ではできるのかなという気がす

るのですけれども、もう１度お伺いします。 

○川村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 この３４８万円としてのっ

けてございますけれども、この中では報償費とい

いまして施設管理作業員の報償費、人件費といい

ますか、労賃だとか、あとはプール開設に当たっ

て若干プールを直さなければならないところが

あったり、その修繕料だったり、あとは手数料と

しましてプールの循環装置、水の循環する装置、

これの点検の手数料だったり、先ほど申し上げま

したプールの天蓋取り付け・取り外しの委託料、

合わせてこの金額３４８万円というところの整理

でございます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 中島委員。 

○中島委員 今、聞きました。それと、今、課長

言われた内容とコロナの感染とどういう関係が、

整合性があるのか、その辺教えてください。 

○川村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 そこにつきましては、先ほ

ども申し上げましたけれども、昨年も町民プール

につきましてはコロナの対策上、感染拡大を伴う

事業を行うことによって感染拡大する可能性が高

いということで、プールについては実施しており

ません。今年度につきましてもそこら辺、当初、

当初予算を編成した際にはまだまだコロナの状況

が北海道だったり、この函館近辺でもコロナの状

況があったことから、当初予算に見込まないで補

正として、コロナの状況を勘案しながらできる場

合に、その事業遅れることのないような対応をし

ながら、補正予算として計上するということを方

針に掲げたところでございますので、そこら辺に

ついては、コロナ対策上当初予算にはしておりま

せんけれども、そこの見極めができた段階で事業

を実施すると。コロナの対策をしっかりしなが

ら、やっていくというところの整理でございま

す。 

 以上でございます。 

○川村委員長 よろしいですか。 

 ほかに。 

 畑中委員。 

○畑中委員 今、追加資料の表を見ているのです

けれども、これはたくさん事業がのっかってい

て、右端のほうを見ますと、開催時期というふう

になっておりますけれども、この事業を一つ一つ

に私は開催するかしないかという判断の期限、タ

イムリミットを持っているべきではないかなと思

うのですよ。 

 例えば、平和事業、この件についても８月の事

業なのですけれども、いつの時点で、これきちっ

と判断しないと、まさかこれ８月にやるものを８

月に入ってからやったのではあれなのですけれど

も、今、総務なのですけれども、それぞれタイム

リミットがあると思うのです。もしお分かりにな

りましたら、それを発表していただきたいなと思

うわけでございます。 

 そして何でしょうか、これはいろいろな課があ

りますので、全ておのおのの課に任せているのだ

というのであればまた別ですけれども、総務です

から、全てこういったものを一切合切把握してい

るのではないかなというふうに私は考えるのです

けれども、とにかく何というのですか、たくさん

の事業がありながら、これを補正対応するという

ことについては、また、場合によってはやれない

というような事業が出てくるのではないかなと。 

 最後の下のほうに合計欄が出ていますけれど

も、この合計欄が全てやれるとは、今の町の考え

方というのでしょうか、状況の中では全てやれる

なというふうには思ってはいないのですけれど

も、とりあえず各事業のいわゆるタイムリミット

の日にちですよね、それをお分かりになりました
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ら、お知らせいただきます。 

○川村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 それではお答えしてまいり

ます。 

 まず、全ての事業を総務財政課のほうで仕分け

しているわけではございませんので、分かりかね

るところでございますが、１番上のところに総務

財政課の平和事業費というところで、平和大使の

派遣事業がございます。これにつきましては、本

年度、広島のほうに派遣をするということで、順

番から行けば長崎・広島と順番に行っていますの

で、今回行けるとしたら広島のところに行くとい

うところでございますけれども、先般、総務財政

の事務調査の際にも申し上げましたとおり、その

際のコロナの状況はもちろんでございますけれど

も、東京オリンピックの事業の進め方、また広島

市として管外といいますでしょうか、北海道のほ

うから広島のほうに行って平和祈年祭に出られる

かどうかというようなところ、主催者側の考え方

もあると思います。 

 そこら辺を含めて検討するということで、御答

弁申し上げたところでございますが、これについ

ては事業できるかどうか、事業のやれるとしたら

リミットはというところでございますけれども、

この平和大使派遣事業につきましては、大体５月

中ぐらいまでには決めなければというところでご

ざいますので、それに向けて整理をしていきたい

というところでございます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 畑中委員。 

○畑中委員 もう１度確認しますけれども、今、

課長が申されましたタイムリミットについては、

８月のこの１番上のやつ、これについて５月の中

頃と。５月の中頃といっても１５日で判断してい

いのかな、これはきちっとやはりタイムリミット

というのを決めておくべきだなと思うのですよ。

こういうアバウトな言い方でなく、ですからほか

の課についても、もうほかの課は終わったのです

けれども、総務の立場からそれぞれの課にこう

いった判断時期をきちっと持っておくように、ど

うですか、申してもらえないものかどうか、その

辺について。 

○川村委員長 総務部長。 

○釣谷総務部長 それにつきましては、委員おっ

しゃるとおり、判断時期ですね、判断時期につき

ましてこれだけの事業というのは、一応、控えて

いますよということをお示ししていますので、そ

の部分に関しましては、コロナの影響等もありま

すけれども、各担当のほうにその旨、判断時期と

いうものをしっかり押さえておくようにというこ

とは、私のほうから申し添えておきたいなという

ふうに思いますので、御理解いただきたいなと思

います。 

 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。 

 田村委員。 

○田村委員 ちょっとお尋ねしますけれども、こ

こに上がったのが新型コロナウイルス感染症に係

る補正予算という考え方ですね、これ全部ですよ

ね、コロナウイルスに関連した補正というのは。

あと、審査の中で土木の除雪、これが補正対応だ

というような記憶あるのですけれども、今年の見

込み、決算見込みであれば１億４,２００万円ほ

どだという、見込みですよ。 

 そうなると、この令和３年度の予算は、例えば

土木の除排雪の関連、お金とこれを足すと令和３

年度の予算の概要というか、そういうものになる

という理解でよろしいのでしょうか、それちょっ

とお願いします。 

○川村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 今回、一覧表で提出したの

は、資料要求のありましたコロナの影響で補正予

算に回した事業一覧ということの資料要求でござ

いましたので、その旨の資料となってございま

す。 

 あと、土木課の除雪経費等につきましては、原

課のというか、土木課の調査の中で、そういうよ

うな発言であったろうと思います。 

 そのほか冬期に係る事業費については、一部補

正回しにしたものがございますが、総体の事業費

については今確認はできてございませんけれど

も、そういう予算編成をしたというものでござい

ます。 

 以上でございます。 



－ 23 － 

○川村委員長 田村委員。 

○田村委員 なかなかちょっと理解、私の頭では

できないのですけれども、一部にまだ冬期の部分

で補正してする必要のある事業があるという私は

理解したのですけれども、それは具体的にどうい

うものなのか。そして今年度というか、令和２年

度で決算見込みはどのぐらいあるのか、どのぐら

いかかっているのかというのを、分かれば大体令

和３年度の予算の概要みたい、決定ではないです

けれども、おぼろげながらこのぐらいの予算総体

で令和３年度は進むのだなという、一つの形が見

えると思うので、今、聞いた冬期の補正の事業

と、それから今年度、または元年度の決算の額、

それをちょっと教えていただきたいと思います。 

○川村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 それではお答えしてまいり

ます。 

 土木のほうも道路の除雪経費ということで、そ

れは補正回しになってございます。そのほかに

は、施設の除雪経費等も同じような形で補正回し

にしているものでございます。 

 ただし、今、私どもが申し上げましたという

か、今回コロナウイルス感染症に係る補正予算の

一覧表の説明ということできておりまして、決算

見込み、令和２年度の決算見込みの数字等につい

ては、ちょっと今回数字として持ってございませ

んので、今、説明はできませんことをお許し願い

たいと思います。 

 以上です。 

○川村委員長 田村委員。 

○田村委員 そうしますと、私が先ほど言ったよ

うに、このコロナの補正とそれから施設の除雪

費、それから土木のそういうものを合わせた額が

令和３年度の予算の概数だというふうに押さえて

も構わないのかどうか、そこだけお願いします。 

○川村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 概数といいますでしょう

か、大変申し訳ございません。 

 当初予算の予算を編成する際には、各課から事

業これぐらい必要ですよというものがありまし

て、その中で査定をして、当初予算このぐらいの

金額でということは決めております。冬期間の除

雪経費につきましては、そういう形で補正回しに

したものはありますけれども、今後、その時点時

点での必要なものというのは変わってくるとは思

いますので、概数としてそういうものでは、今、

見込んでいるものとしては、冬期の部分としてこ

ういうものがあるということの認識はありますけ

れども、それだけが全てではないというようなも

ので、今後、新しいものが出てくる可能性もあり

ますよというところで考えているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 田村委員。 

○田村委員 それは分かるのですけれども、今、

令和３年度の予算の審議なのですよ。ですから、

今後の補正がどうのこうのではなくて、まずコロ

ナでこういうものだとか、それから冬期間の補正

対応で先延ばしにしているものがあるという中

で、まだ令和３年度の予算というものがしっかり

ではないですよ。おぼろげながらでもそういうも

のが出てなければ、見えないわけですよ。 

 ですから、私、言いたいのは、これと、それか

ら冬期間の土木の除排雪の費用とそれから施設の

除雪費、こういったようなものを入れると、要は

用意ドンのスタートのおぼろげながらですよ。だ

からスタートしてからの補正だとかというのは、

また別問題で、要は４月１日からどうするのだと

いうのが、今、我々の特別委員会なわけですか

ら、そういうものを入れると、令和３年度の予算

のおぼろげながらの概要がつかめるのですねとい

う、そういう確認の意味合いなのですよ。 

○川村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 大変申し訳ございません。 

 委員おっしゃるとおり、今回、当初予算として

編成したものにコロナの補正回しにしたものと、

一部除雪経費等で補正回しにしたものを含める

と、おおむね今年度の、今年度といいますか、令

和３年度の当初予算の概数という言い方がいいの

かどうか分かりませんけれども、そういうような

計上になるというところでございます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 ほかに質疑のある方。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○川村委員長 それでは、質疑を終わります。 

 総務部長、総務財政課長、御苦労さまでした。 

 暫時休憩します。 

午後 １時２０分 休憩 

────────────── 

午後 １時２１分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 以上で、議案第２号から議案第８号まで、全て

の説明と質疑は終了いたしました。 

 それでは、町長への総括質疑について、皆さん

の御意見をいただきたいと思います。 

 平松委員。 

○平松委員 ちょっと順番まちまちになるかもし

れませんけれども、公共施設のＬＥＤ化に向けて

ということで７０万円の委託を見ているのです

が、説明を聞いた中では、この委託に沿って入札

を行うということでしたので、私はいろいろな会

社のいろいろなやり方があるのです。このＬＥＤ

化というのは。 

○川村委員長 まず、町長質疑について、やる

か、やらないかについての意見を皆さんにお伺い

したいと思います。 

 平松委員。 

○平松委員 やるべきです。 

○川村委員長 若山委員。 

○若山委員 答弁の内容が大体予想されるので、

時間の無駄のような気もするので、やめたほうが

いいような気がします。 

○川村委員長 ほかに御意見ございますか。 

 上野委員。 

○上野委員 実施すべきだと思います。町長のど

ういう答弁になるかは分かりませんけれども、議

会として、質疑すべきものがあると思いますの

で、ぜひやってほしいと思います。 

○川村委員長 ほかに。 

 今、３名ほどの方から、２名の方はやったほう

がいいと、１名の方はやらないほうがいいという

ことになっていますけれども、あと皆さんいかが

ですか。 

 そうしたら、起立採決で行いたいと思います。 

 町長総括について、やったほうがいいというほ

うに賛成の方の起立をお願いいたします。 

（賛成者起立） 

○川村委員長 それでは、起立多数ということ

で、町長への総括質疑を行うということに決まり

ました。 

 あと、町長への総括質疑の御意見については、

休憩中に皆さんのほうから質問事項お受けしまし

て、それを整理したものを次の休憩開いた後に、

私のほうで読み上げるような形でよろしいです

か。（発言する者あり） 

 休憩中に、一応、手書きでも結構なので受付し

ますので。 

 上野委員。 

○上野委員 文書化した人もいるだろうし、して

ない人もいるのではないかと思うのです。 

○川村委員長 若干、１時間程度取りますので、

どっちにしても。資料まとめなければならないも

のですから、文書に。 

 そういう形で、皆さんよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 それでは、暫時休憩といたしま

す。 

午後 １時２６分 休憩 

────────────── 

午後 ２時３１分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 皆様からお預かりした質問事項について、事務

局で１度取りまとめいたしましたので、事務局の

ほうで読み上げさせていただきます。 

 事務局長。 

○関口議会事務局長 それでは読み上げたいと思

います。 

 若山委員。 

 １、ワクチン接種事業を除いて、これといった

新型コロナウイルス対策が当初予算に予算化され

ていない。国からの地方創生臨時交付金頼みでは

ないのか。感染対策、疲弊業種への支援等の対策

はこれで十分か。さらなる対策を行う用意はある

のか。 

 ２点目としまして、新型コロナウイルス感染症

の影響による歳入不足・財源不足を捉えながら、
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相変わらず道路等の土木偏重の予算内容ではない

か。特に、峠下２号線への投資は今年度必要なの

か、総事業費を把握していたか、幾ら高額でも実

施する予定であったのか。 

 ３点目、イベント・行事等について予算計上は

やろうと思えばできるが、予算計上した場合、七

飯町はこのコロナ禍で事業をやるのかという問い

合わせ等、物議を醸し出すことを懸念したとの説

明があったが、予算計上の上、新型コロナウイル

ス感染症の状況を見極めながら、実施するかどう

か検討するとの説明で、十分説得力があると思う

が、いかがか。財源がないので、計上を見合わせ

たのではないか。 

 ４点目、道の駅隣接のザ・ダンシャクラウンジ

の決算内容を、道の駅周りの運営を担当する経済

部長、商工観光課長が知らないというのは職務怠

慢ではないか。ちなみに町長に決算書の内容は回

配付されているのか。 

 ５点目、企業版ふるさと納税について、今年度

は目標としてゼロとしているというが、それでい

いのか。担当課はついでに実施との印象を受けた

が、それでいいのか、財源として余り期待してい

ないのか、難易度が高いのか。 

 ６点目、税収の落ち込みが歳入計画を上回る可

能性について及びふるさと納税が１億円の目標を

下回る可能性について検討しているか。 

 ７点目、本来、民間の効率性等を活用する指定

管理制度がうまく機能していないのではないか、

特に指定管理料が選定時のままとなっているが、

毎年適正な金額の算定を行っていないのではない

か。 

 ８点目、道の駅なないろ・ななえの土地借地問

題で購入をあきらめたのか、職員の交渉が所有者

である先方の意向を重視しすぎていないか。 

 次に、上野委員でございます。 

 １点目、本町地域センターが昭和４５年に建設

され、築５１年目を迎える旧耐震基準で建設され

た建築物で、老朽化が進んでおり、耐震診断も実

施されておらず、利用している社会福祉協議会や

七飯町の図書室を利用する町民に、安全を保障で

きないまま使用が継続されているが、見解を伺い

たい。 

 ２点目、本年度の都市住宅課の予算で、木造住

宅の耐震診断補助金の予算が８万９,０００円と

計上されているが、昨年の利用がなかったという

ことで反映され、１戸分のみの予算となってい

る。これまで町民の利用がないということだが、

町内に昭和５６年以前に建設された旧耐震構造の

木造住宅が約６,０００戸あるが、安全性を保障

していない実態となっている。町長の施政方針に

反しないか、見解を伺いたい。 

 次、田村委員でございます。 

 １、２億円規模の税（一般財源）の減収に対

し、同規模の財源の確保ができるのか。 

 ２点目、２億円規模の一般財源は、事業額に換

算すると３０億円になる。税収の回復は３年遅れ

ると、約９０億円分の事業に遅延が生じる。現時

点で第５次総合計画の達成度合いが懸念されるが

どうか。 

 ３点目、令和３年度の予算内容からすると、財

政調整基金が５億円を切り、コロナ禍で一般財源

の税収がこのまま長引けば、財源確保が難しく、

来年度の予算編成に支障が出るのではないか。 

 次、中川委員。 

 １、収入増への取組について。行政刊行物広告

掲載収入をはじめとしたものが上げられている

が、他の収入増への取組について伺いたい。 

 横田委員。 

 １点目、４月から６月のイベントがコロナ禍で

事業を保留しているが、再開する条件は何か。 

 ２点目、共通経費である燃料について、単価減

にしているが、その理由は。 

 ３点目、今回の予算案は、数字合わせをしてい

る箇所があるが、基金を使ってもきちっとすべき

ではないか。 

 中島委員。 

 １点目、税収が約２億円の減収が予定され、財

源確保については施政方針に内容が記載されてい

るが、余り期待できるものではないと考えるが、

現実を見据えて、いま少し具体的にお伺いする。 

 平松委員。 

 １点目、公共施設のＬＥＤ化に向けて、委託業

務ではなく、現地説明会を開催して見積もりを募

る考えはないか。 
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 ２点目、委託料の見直しにばらつきがあり、労

務単価の上昇を理由に上げているのが多い、減っ

ているものもある。 

 ３点目、大沼浄化センターの改築予算につい

て、長寿命化工事が終了したばかりなのに、設備

更新の委託料と工事費が計上されているが、今後

の在り方と検討するまで事業を実施しない。 

 ４点目、道の駅敷地内の借地について４年前に

町長は、一日も早く購入するよう最大限の努力を

すると答弁している。購入する気があるなら、購

入予算を計上すべき。 

 ５点目、公共交通活性化協議会の費用につい

て、説明では、ほぼ実証実験はなく、会合のみと

の説明、実験を見せなければ何も進まない。 

 以上です。 

○川村委員長 ただいま事務局より、質疑内容に

ついて読み上げさせていただきましたが、全部で

二十三問、四問ぐらいあるかと思うのですけれど

も、これ全部をやるというわけにもやはりいきま

せんので、その点含めてどのように絞るか、皆さ

んの御意見をお伺いしたいと思います。 

○川村委員長 青山委員。 

○青山委員 件数的には２０件ぐらい出ていま

す。ただ、全部これを町長質問にというわけにい

かないので、大枠で三つほどに区分けをして、あ

る程度枠を絞った中で、委員長・副委員長・あと

事務局でこれをある程度集約をしていただいて、

各委員から意見などは伺った上で、大きくはそん

な方向でいかないと絞り込むというか、進まない

のではないかと思います。 

 以上です。 

○川村委員長 ほかに御意見ございませんか。 

 横田委員。 

○横田委員 この中に、今回の予算委員会と

ちょっとなじまないやつがあるのではないかと思

うので、そういうのとか、あと重なって出ている

部分もあるので、そこをもう少し整理したほうが

いいのではないかと思います。 

○川村委員長 ただいま横田委員のほうから、質

問の内容がダブっている部分とか、今回の予算の

委員会の中でなじまないような質問もあるもので

すから、その辺についてはまとめるような方向で

したいと思いますが、その辺はよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 あと、ほかに御意見ある方。 

 坂本委員。 

○坂本委員 今の青山委員のほうからお話された

とおり、この２０ぐらいの集約をして、その辺、

正副委員長と事務局にお任せするので、そういう

方向でやってもらいたいと思います。 

○川村委員長 ただいま青山委員、また坂本委員

のほうから、委員長・副委員長・事務局のほうに

調整を任せるというお話出ましたけれども、そう

いった形で取りまとめのほう、皆さん行ってよろ

しいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 中川委員。 

○中川委員 いいのですけれども、似たようなや

つを集約だとかそういうのは、委員長・副委員長

でもいいと思うのですけれども、逆に、先ほど三

つに絞るという話だったのですけれども、この内

容を見ていれば、三つに絞るのって、委員長・副

委員長でかなり、どう判断して絞るのかなと。 

○川村委員長 多分、結構大きなくくりでまとめ

なければならないかなとは思っているのですよ

ね。多分、財源確保とか歳入歳出とかそんな中

で、全部まとめるというようなニュアンスの仕方

しかないかなとは思ってはいるのですけれども。 

○中川委員 まとめれるのであればいいのですけ

れども、ちょっと名前出してあれですけれども、

若山委員の内容でいけば結構ほかとかぶっていな

い、個々の個別の案件のことばっかり書いている

ので、そういうのもうまく大きくまとめてやれる

というのであれば、お任せでいいですけれども、

逆に大変ではないかなと思って、できるのであれ

ばいいのですけれども。 

○川村委員長 基本的に各課で質問して回答いた

だいているかと思うので、ただ、基本的な個別的

な部分に関しては、もう回答済みということでい

いのかなと思うのですけれども、また予算的な絡

む部分で財源確保、また歳入歳出そういった部分

で全体的に総括質問したいなとは思っているので

すけれども、そういった形で皆さんいかがです

か、よろしいですか。 
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 田村委員。 

○田村委員 私は、これ読み上げていただいて、

二つぐらいでいいのかなというふうに思いまし

た。まず、若山委員の３番目の部分、コロナウイ

ルスに関連ということで一つと、それから５ペー

ジの中島委員の１番の税収が２億円云々という、

最後のほうに歳入歳出について具体的に伺いたい

という文言を入れれば、この二つでまず町長の答

弁いただいて、それぞれ関連したものは関連の質

問の中で、それぞれの委員が一定程度自分の思

い、全部言ったらだめだよという話ではなくて、

投げかけて、そして再質問だとかのときには、自

分の思っている思いを町長に聞いているというの

は、私は大事なことだと思うのですよ。 

 したがって、そういう大きく二つにくくってお

いて、その中に自分が関連する質問があると思っ

た場合は、手挙げてその中で聞いていけばいいの

ではないかと思うのですね。ですから、具体的な

ものを全面に出してしまうと、それに限定される

のですけれども、若山委員の３番目と中島委員の

１番目のこの部分について書いていって、町長の

考え方を聞いた後に、それぞれの委員が思ってい

ることを再質問していけば、私はいいのではない

のかなというふうに思います。 

 以上です。 

○川村委員長 ただいま田村委員のほうから御意

見ございました。大きなくくりとしては２問程

度、そういった形で委員長・副委員長・事務局の

ほうで取りまとめさせていただくという形で、皆

さんいかがですかね。よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 それで、明日、総括質疑の予定に

なりますけれども、時間なのですけれども、答弁

するほうの準備等もございまして、明日の午後か

ら行いたいと思うのですけれども、皆さんいかが

ですかね。よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 それでは、明日の総括質疑につい

ては午後１時から行うということで、よろしくお

願いいたします。 

 あとその他、皆さんのほうから何かあります

か。 

 平松委員。 

○平松委員 当然、討論、採決も明日の午後やっ

てしまうということでしょう。 

○川村委員長 引き続き、そのまま行います。 

○平松委員 分かりました。 

○川村委員長 あと、よろしいですかね。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 それでは、そのように進めさせて

いただきます。 

 それでは、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） 

○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 ２時４７分 散会 
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