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○会議規則第１１６条の規定により指名された会議録署名議員
２番

神

﨑

和

枝

－ 2 －

３番

平

松

俊

一

午前１０時００分

開議

画が狭小である未整備地区に対する一時整備とい

───────────────────
開

議

宣

うことで、換地の手法を用いた区画整理を行って

告

いることから、事業成果が従前の七飯町、北斗市

───────────────────
○議長（木下

敏）

の市町界と異なる区画となっており、土地改良法

ただいまから、令和２年第

第５３条第６項では「換地は、一筆の土地の区域

３回七飯町議会定例会の本日の会議を開きます。

が二以上の市町村、大字又は字にわたるように定

───────────────────

めてはならない」とされていることから、事業の

日程第１

成果に合わせた市町界の変更が必要となります。

会議録署名議員の指名

以上のことから、地方自治法第７条第１項の規

───────────────────
○議長（木下

敏）

日程第１

定に基づき、議会の議決をお願いするものであり

会議録署名議員

ます。

の指名を行います。

それでは、議案になりますが、地方自治法第７

本日の会議録署名議員として、

条第１項の規定により、北斗市と亀田郡七飯町と

２番

神

﨑

和

枝

議員

の境界の一部を次のとおり変更することを北海道

３番

平

松

俊

一

議員

知事に申請するものとする。

以上２議員を指名いたします。

北斗市に編入する区域、亀田郡七飯町字飯田町

───────────────────

２６７の１の一部、２６７の３、２６８の一部、

日程第２

２６９の一部、２７０の１、２７０の２、２７１

議案第５０号

市町の境界変更について

及びこれらの区域に隣接する道路、水路である公

日程第３

有地の一部。

議案第５１号

字の区域の変更及び廃止

亀田郡七飯町に編入する区域、北斗市白川１６

について

９の２の一部、１７２の１の一部、１７３の１の

───────────────────

一部、１７９の１の一部、１７９の２から１７９

○議長（木下

敏）

日程第２

町の境界変更について、日程第３

議案第５０号市

の４まで、１７９の６、２１７の１の一部及びこ

議案第５１号

れらの区域に隣接する道路、水路である公有地の

字の区域の変更及び廃止について、以上２件を一

一部となります。

括して議題といたします。

境界変更区域は、次ページ、七飯町・北斗市行

一括して提案説明を求めます。

政界変更図（案）にて、お示ししたとおりでござ

農林水産課長。

います。

○農林水産課長（田中正彦）

それでは、議案第

ピンク色の部分が七飯町から北斗市に編入する

５０号市町の境界変更について提案理由の御説明

区域で、緑色部分が北斗市から七飯町に編入する

を申し上げます。

区域となっております。

平成２６年度より北海道が事業主体となって実

なお、七飯町議会並びに北斗市議会で議決後、

施されている道営農業農村整備事業白川地区にお

北斗市と連名で北海道へ申請し、令和２年１２月

いて、土地改良法による土地改良事業が今年度完

の北海道議会、令和３年の３月官報掲載の日程で

了することに伴い、事業成果に合わせて七飯町と

進めるよう、関係機関と協議していることを申し

北斗市との間で等積交換を行うものでございま

添えます。

す。

引き続き、議案第５１号字の区域の変更及び廃

道営農業農村整備事業白川地区の概要ですが、

止について提案理由の御説明を申し上げます。

七飯町字飯田町と北斗市白川、細入の地域で、６

議案第５０号にて提案説明させていただいた内

０.７ヘクタールの区画整備並びに農地に附帯す

容と関連いたしますが、議案第５０号の申請が今

る用排水路の整備を実施いたしました。農地の区

後、北海道、総務省で認められ、北斗市から七飯

－ 3 －

町に編入された場合、編入された土地は自動的に

あることではないと思ったので、ちょっと経緯だ

七飯町に隣接する字名に変更されるわけではな

とかその他について、もう少し詳しく教えてもら

く、従前の区域及び字名、この場合は白川のまま

えればなと思って質問させていただきます。

区域、字名が残ったままとなります。

今回の市町の境界変更は、いつ頃から交渉が開

白川が残ったままだと換地処分後の一筆の土地

始というか、農村整備事業が始まるときからもう

の中に字飯田町と白川が混在することになり、土

既に予定されていたものなのかどうかというか、

地改良法第５３条第６項の規定に反することとな

途中でこういう話になってきたのかどうかという

りますことから、北斗市から編入された土地を字

ことと、こういう境界の変更とかについては、町

飯田町に変更、白川を廃止する必要が生じてまい

民というか住民への説明とかアナウンスとかとい

ります。

うのは、特に必要ないものなのか、あるいはもう

また、議決の効力は、地方自治法施行令第１７

既に終了しているものなのか、今後やるのかとい

９条の規定に基づき、換地処分に合わせた日程で

うことで、その辺のところをちょっと教えていた

進めるよう関係機関と協議しております。

だきたいのと。

以上のことから、地方自治法第２６０条第１項

あと、言葉の問題で、等積交換ということは、

の規定に基づき、議会の議決をお願いするもので

単純に面積が同じだというふうに考えてよろしい

あります。

のですか。それとも、面積も同じだし、評価額と

それでは、議案になりますが、地方自治法第２

かも同じだしというようなことで、等積交換とい

６０条第１項の規定により、次のとおり字の区域

うのはそういうような言葉の使い方なのかどう

の変更及び廃止をし、地方自治法施行令第１７９

か、ちょっと確認のために教えていただければと

条の規定に基づく、土地改良法第５４条第４項の

思います。

規定による換地処分の公告があった日の翌日から
施行するものとする。

以上です。
○議長（木下

敏）

農林水産課長。

１といたしまして、字の区域の変更。

○農林水産課長（田中正彦）

変更前の字の名称が白川、字の区域が１６９の

は、平成２０年６月に北斗市と七飯町の間で、事

２の一部、１７２の１の一部、１７３の１の一

市町村界の境界

業の始まる前から決まっておりました。

部、１７９の１の一部、１７９の２から１７９の

等積交換というのは、面積が同じという表現で

４まで、１７９の６、２１７の１の一部及びこれ

ございます。

らの区域に隣接する道路、水路である公有地の一

以上です。

部。変更後の字の名称は、字飯田町となります。

○議長（木下

敏）

若山雅行議員。

２といたしまして、字の区域の廃止。

○１５番（若山雅行）

白川は、廃止となります。

民への説明というか、そういうような手続的なも

提案説明は以上でございます。御議決賜ります

のは、特に必要ないのかどうかということなので

よう、よろしく御審議のほどお願い申し上げま

すけれども、影響その他についてですけれども。

す。

最初の質問で、答えていないのですが。

○議長（木下

敏）

これより、議案第５０号、

○議長（木下

敏）

２番目の住民というか町

農林水産課長。

議案第５１号、以上２件について、一括して質疑

○農林水産課長（田中正彦）

を許します。

た。

若山雅行議員。
○１５番（若山雅行）

失礼いたしまし

平成２０年４月に、事業をするときに事前に説
内容に、特にどうこうと

明会をしておりまして、それぞれ地権者に該当す

いうものではないのですけれども、地方自治法の

る方がいらっしゃいますので、そこの部分につい

該当条文というか第７条、市町村の廃置分合及び

ては説明会を実施しております。周知済みであり

境界変更というのを初めてじっくり見て、滅多に

ます。

－ 4 －

○議長（木下

敏）

ほか、質疑ございません

か。

６,２０８万４,０００円とするものでございま
す。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

第２条、地方債の変更は、第２表によるもので

質疑を終わります。

ございます。

討論、採決については、１件ごとに行います。
まず初めに、議案第５０号市町の境界変更につ

それでは、１１ページの歳出から御説明申し上
げます。

いて、討論を許します。

２款総務費１項３目財政管理費は、地方財政法

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

第７条に基づき、前年度決算の余剰金の２分の１

討論を終わります。

を下回らない金額を積み立てるとなっております

これより、採決を行います。

ので、財政調整基金積立金６,５００万円の追

議案第５０号市町の境界変更について、原案の

加。

とおり可決することに御異議ございませんか。

６目電算管理費は、電算管理費として、委託料

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

は、令和２年度の税制改正による滞納管理システ

御異議なしと認めます。

ムの改修及び報酬改定に伴う障害者自立支援給付

よって、本案は原案のとおり可決されました。

審査支払等システムの改修が必要なため、総合行

次に、議案第５１号字の区域の変更及び廃止に

政情報システム改修委託料５３０万２,０００円

ついての討論を許します。

の追加。光ケーブル設置管理費として、負担金、

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

補助及び交付金は、西大沼地区の国道５号などの

討論を終わります。

道路工事に伴い、光ケーブル移設が必要となるこ

これより、採決を行います。

とから、光ケーブル等移設工事負担金１,０２４

議案第５１号字の区域の変更及び廃止につい

万６,０００円の追加。光ケーブルが未整備であ

て、原案のとおり可決することに御異議ございま

る鶴野・豊田地区に民間事業者による民設方式で

せんか。

整備するため、高度無線環境整備推進事業負担金

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

２,０００万円の追加。事業合計３,０２４万６,

御異議なしと認めます。

０００円の追加。

よって、本案は原案のとおり可決されました。
───────────────────

８目出張所費は、大沼出張所運営費として、役
務費はストーブ分解手数料４万４,０００円の追

日程第４

加。委託料は、施設の除雪委託料１９万４,００

議案第５２号

令和２年度七飯町一般会

０円の追加。事業合計２３万８,０００円の追

計補正予算（第６号）

加。

───────────────────
○議長（木下

敏）

日程第４

９目自治振興費は、地域防犯等対策費として、

議案第５２号令

負担金、補助及び交付金は、安全対策上、速やか

和２年度七飯町一般会計補正予算（第６号）を議

に外灯を新設する必要がある箇所があることか

題といたします。

ら、外灯新設改良助成金３０万円の追加。

提案説明を求めます。

１０目交通安全対策費は、交通安全対策費とし

総務財政課長。
○総務財政課長（俉楼

て、工事請負費は、交通安全注意喚起看板、カー
司）

それでは、議案第

ブミラーの設置が必要なため、交通安全施設設置

５２号令和２年度七飯町一般会計補正予算（第６

工事４１万３,０００円の追加。交通安全指導車

号）について御説明を申し上げます。

管理費として、需用費は、交通指導車の冬タイヤ

このたびの補正は、第１条、既定予算の総額に

の摩耗が進んでいることから、冬期間の走行の安

歳入歳出それぞれ２億７,９１２万６,０００円を

全を確保するため、冬タイヤ購入費として自動車

追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１６０億

消耗品費５万８,０００円の追加。
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１１目交流推進費として、負担金、補助及び交

して、負担金、補助及び交付金は、認知症高齢者

付金は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の

グループホーム等防災改修等支援事業として地域

ため、国際交流の集いが中止されたことから、受

介護福祉空間整備等施設整備補助金５３７万５,

入町負担金２０万円の減額。

０００円の追加。

２項１目税務総務費は、税務総務費（課税）と

２項１目児童福祉総務費は、児童福祉総務費と

して、償還金、利子及び割引料は、過年度還付金

して、国の新型コロナウイルス感染症対策包括支

が予算不足となることから６００万円の追加。

援事業による感染症対策を行うため、需用費は乳

３項１目戸籍住民基本台帳費は、委託料で社会

児家庭訪問の際に使用するマスク、エプロン、バ

保障税番号制度システム整備費補助金により国外

スタオル等の購入のため、消耗品費３８万２,０

転出者によるマイナンバーカード等の利用のた

００円の追加。委託料は、子ども・子育て支援交

め、戸籍附票に新たな記載事項が必要となること

付金の交付要綱の改正に伴う一時預かり事業分の

から、戸籍総合システム改修等委託料２２１万

増額に伴い５０３万５,０００円の追加。負担

７,０００円の追加。

金、補助及び交付金は、新型コロナウイルス感染

６項１目監査委員費は、旅費で、研修及び視察

症対策包括支援事業により、民間の児童福祉施設

の中止などにより、委員費用弁償２４万２,００

１施設当たり５０万円を補助金として交付するた

０円の減額。一般職旅費１３万７,０００円の減

め、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助

額。旅費合計３７万９,０００円の減額。負担

金５５０万円の追加。事業合計１,０９１万７,０

金、補助及び交付金は、会議負担金２万４,００

００円の追加。放課後児童対策費として、国の新

０円の減額。事業合計４０万３,０００円の減

型コロナウイルス感染症対策包括支援事業によ

額。

り、需用費は対策に伴うマスク、アルコール等の

３款民生費１項１目社会福祉総務費は、社会福

購入費として消耗品費１０３万４,０００円の追

祉総務費（地域福祉）として、需用費は、町内会

加。修繕料は、新型コロナウイルス感染症対策と

貸し出し用の小型除雪機の点検修繕に伴う機械修

して、本町学童保育クラブの手洗い場を修繕する

繕料４５万９,０００円の追加。役務費は、小型

ため、１８万９,０００円の追加。役務費は、本

除雪機の盗難保険料１０万７,０００円の追加。

町・峠下・大沼学童保育クラブのストーブの分解

負担金、補助及び交付金は、介護職員の初任者研

手数料５万８,０００円の追加。委託料は、児童

修受講補助金交付要綱の改正により、上限が２万

クラブ施設屋根及び敷地の除排雪委託料４７万

円から４万円に改正されたことから、６万円の追

８,０００円の追加。備品購入費は、新型コロナ

加。事業合計６２万６,０００円の追加。国民健

ウイルス感染症対策包括支援事業により、扇風

康保険特別会計繰出金は、出産一時金の歳出等が

機、手指消毒器、空気清浄機の購入のため、一般

１４０万円、高齢者インフルエンザ予防接種事業

備品購入費１９５万２,０００円の追加。事業合

における財源更正による歳出減が１３５万円あ

計３７１万１,０００円の追加。本町子育て支援

り、その差額分、国民健康保険特別会計繰出金５

センター運営費として、需用費は新型コロナウイ

万円の追加。

ルス感染症対応に伴うマスク、アルコール等の購

２目高齢者福祉費は、介護保険特別会計繰出金

入費として、消耗品費９万５,０００円の追加。

として、今年度の執行見込みに基づく保険給付費

備品購入費は、タープ、自動手指消毒器の購入の

の増額による介護保険特別会計繰出金３１万２,

ため、一般備品購入費６万２,０００円の追加。

０００円の追加。福祉介護車管理費として、需用

事業合計１５万７,０００円の追加。大中山子育

費は、福祉バスの冬タイヤの摩耗が進んでいるこ

て支援センター運営費として、需用費は、新型コ

とから、冬タイヤ６本の購入費として自動車消耗

ロナウイルス感染症対策に伴うマスク、アルコー

品費１４万２,０００円の追加。

ル等の購入費として消耗品費１４万４,０００円

６目社会福祉施設費は、社会福祉施設整備費と

の追加。役務費は、ストーブの分解手数料１万
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８,０００円の追加。備品購入費は、自動手指消

設の除雪委託料１１０万６,０００円の追加。

毒器の購入のため、一般備品購入費７,０００円
の追加。事業合計１６万９,０００円の追加。

２項１目清掃総務費は、リサイクル推進対策費
として、負担金、補助及び交付金は、今年度コー

２目児童措置費は、大中山保育所運営費とし

ンポストの需要が高く、今後の申請により予算不

て、需用費は、消耗品費でストーブの部品購入、

足が見込まれるため、堆肥化容器購入負担金４万

新型コロナウイルス感染症対策に伴うマスク、ハ

５,０００円の追加。

ンドソープ等の購入費用のため１２万５,０００

２目じん芥処理費は、廃棄物処理作業車管理費

円の追加。役務費は、ストーブの分解手数料５万

として、需用費は、作業車修繕料で重機車検代２

５,０００円の追加。委託料は、施設の除雪のた

６万４,０００円の追加。備品購入費は、リサイ

め、除雪委託料６万５,０００円の追加。備品購

クルセンター重機購入費４１５万８,０００円の

入費は、扇風機、自動手指消毒器等の購入のた

追加。事業合計４４２万２,０００円の追加。

め、一般備品購入費４２万５,０００円の追加。
事業合計６７万円の追加。

６款農林水産業費１項４目農地費は、道営農業
基盤整備事業費として、負担金、補助及び交付金

４款衛生費１項２目予防費は、疾病予防等保健

は、城岱地区の工事箇所の落石対策、また工事に

対策費として、委託費は、インフルエンザ予防接

より崩壊した箇所に対し植生土のうが必要になる

種を全町民を対象に新型コロナウイルス感染症対

ことから、農地整備事業負担金（一般農道）２７

策で実施することにより、当初予算で措置されて

０万円の追加。町道鳴川４号線アークス縦通りの

いた高齢者インフルエンザ予防接種委託料９５０

整備を進めておりますが、水路工において既存の

万４,０００円の減額。道外医療機関施設入所者

トラフ横断管を使用する予定としておりました

の受診者を想定し、また償還払いに対応するた

が、破損が多く再利用することが困難なため、農

め、インフルエンザ予防接種費用助成金に組み替

道整備特別対策事業負担金９８２万５,０００円

えるため、インフルエンザ予防接種委託料２００

の追加。事業合計１,２５２万５,０００円の追

万円の減額。備品購入費は、入札執行残により一

加。

般備品購入費２,０００円の減額。負担金、補助

７款商工費１項１目商工費は、商工振興費とし

及び交付金は、インフルエンザ予防接種費用助成

て、負担金、補助及び交付金は、創業バックアッ

金２００万円の追加。事業合計９５０万６,００

プ補助事業において、今年度、七飯町は２件の計

０円の減額。

画が採択されたことから、創業支援事業負担金３

３目環境衛生費は、火葬場及び墓地管理費とし

００万円の追加。

て償還金、利子及び割引料は、未使用墓地の返還

８款土木費１項１目土木総務費は、土木総務費

申請が多く、予算不足のため未使用墓地返還還付

として、委託料は、道路台帳整備委託料２５０万

金４３万２,０００円の追加。

円の追加。道路作業車管理費として、需用費は、

４目環境保全対策費は、生活環境対策事業費と
して、原材料費は、今後もの私道の補修箇所に対

除雪車両の燃料費（軽油）として３３５万５,０
００円の追加。

し予算不足となることから、生活環境用原材料費

２項１目道路橋りょう維持費は、道路橋りょう

２１万２,０００円の追加。負担金、補助及び交

維持費として、工事請負費は、町道等舗装補修工

付金は、今後の申請により予算不足が見込まれる

事２００万円の追加。町道等随時補修工事３００

ため、合併処理浄化槽設置整備補助金５９７万円

万円の追加。原材料費は、道路等補修用の砂利、

の追加。事業合計６１８万２,０００円の追加。

側溝、トラフ等原材料の購入のため、道路橋りょ

５目保健センター管理費として、委託料は、施

う補修用原材料費１５０万円の追加。事業合計６

設の除雪委託料として１１万７,０００円の追

５０万円の追加。除排雪対策費として、需用費

加。

は、塩化カルシウムの購入のため、消耗品費１１

６目健康センター管理費として、委託料は、施

８万８,０００円の追加。除排雪重機車両の冬タ
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イヤやチェーンの購入などに係る自動車消耗品費

追加。委託料は、３年ごとの北海道に提出する公

２７２万１,０００円の追加。委託料は、町道等

営住宅である冬トピア団地、鳴川高台団地、大沼

除雪委託料として１億１,３１０万円の追加。使

団地の特殊建築物定期報告が必要なため、公営住

用料及び賃借料は、除雪対策に伴うショベル、ブ

宅特殊建築物定期報告書作成業務委託料３７０万

ルドーザー、ダンプ等の除雪作業車重機等借上料

円の追加。工事請負費は、公営住宅入退去補修工

７９９万５,０００円の追加。事業合計１億２,５

事２６４万円の追加。大沼団地の非常用照明灯の

００万４,０００円の追加。

バッテリー交換のため、公営住宅補修工事８９万

２目道路橋りょう新設改良費は、道路改良事務
費として、旅費は、久根別３号橋架替事業に伴う

１,０００円の追加。事業合計９８３万１,０００
円の追加。

事業打合せのため、一般職旅費１９万円の追加。

９款消防費１項２目災害対策費は、災害対策費

町道等単独改良事業として、委託料は、久根別３

として、需用費は、災害時要支援者名簿作成のた

号橋架替設計委託料２,６００万円の追加。工事

め、対象者へ同意書を郵送するため、封筒の印刷

請負費は、本町２７号線、桜町９号線などの改良

製本費７万５,０００円の追加。役務費は、同意

工事が必要なため、各地区新設改良等工事１,２

書の郵便料９０万１,０００円の追加。事業合計

６０万円の追加。事業合計３,８６０万円の追

９７万６,０００円の追加。

加。

１０款教育費１項２目事務局費は、スクールバ

社会資本整備総合交付金事業費（道路）とし

ス運行費として、需用費は、沼っ子Ⅱの冬タイヤ

て、工事請負費は、国の交付金である社会資本整

の消耗が進んでいることから、冬タイヤ購入費と

備総合交付金の飯田町８号線事業への今年度の割

して自動車消耗品費１８万円の追加。

当てがなかったことから、飯田町８号線改良舗装

２項１目学校管理費は、学校管理費（小学校）

工事７,０００万円の減額。峠下２号線改良舗装

として、備品購入費は、ＧＩＧＡスクール教師用

工事は、用地購入費、移転補償費へ組替えするた

パソコンの入札執行残により、指導者用備品購入

め３,７００万円の減額。公有財産購入費は、峠

費５６万２,０００円の減額。校舎等営繕費（小

下２号線用地について、測量により面積が確定し

学校）として、役務費は、手数料で小学校ストー

たため、峠下２号線用地購入費２００万円の追

ブ分解清掃手数料３４万円の追加。委託料は、学

加。負担金、補助及び交付金は、ＪＲとの協議に

校敷地内除雪委託料６０万円の追加。事業合計９

より点検箇所が増加したため、橋りょう長寿命化

４万円の追加。

修繕工事ＪＲ負担金１,７００万円の追加。補

２目教育振興費は、教育振興費（小学校）とし

償、補塡及び賠償金は、物件調査により概算補償

て、備品購入費は、ＧＩＧＡスクール児童用パソ

費が算出されたため、峠下２号線物件移転補償費

コンの入札執行残により教材備品購入費６３０万

３,５００万円の追加。事業合計５,３００万円の

円の減額。

減額。

３項１目学校管理費は、学校管理費（中学校）

４項２目公園費は、公園整備管理費として、需

として、備品購入費は、ＧＩＧＡスクール教師用

用費は、公園遊具等の点検により遊具等の修繕が

パソコンの入札執行残により、指導者用備品購入

必要となることから、公園遊具等修繕料７６万

費３３万７,０００円の減額。校舎等営繕費（中

７,０００円の追加。委託料は、総合公園の冬期

学校）として、需用費は、校舎他修繕料１００万

の開設に伴い、総合公園トイレ棟維持管理委託料

円の追加。委託料は、学校敷地内除雪委託料３２

１３万８,０００円の追加。総合公園等除雪委託

万円の追加。事業合計１３２万円の追加。

料７３万５,０００円の追加。事業合計１６４万
円の追加。

２目教育振興費は、教育振興費（中学校）とし
て、備品購入費は、ＧＩＧＡスクール生徒用パソ

５項１目住宅管理費は、公営住宅管理費とし
て、需用費は、公営住宅小破修繕料２６０万円の

コンの入札執行残のため、教材備品購入費３１５
万円の減額。
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４項１目社会教育総務費は、社会教育総務費と

国・道の支出金である新型コロナウイルス感染症

して、負担金、補助及び交付金で北海道社会教育

緊急包括支援交付金、久根別３号橋架替事業負担

研究大会が中止となったことから、参加費４万円

金の一部を充てるため、１９３万２,０００円の

の減額。町内会館振興費として、負担金、補助及

財源更正でございます。

び交付金は、町内会館運営補助金が予算不足のた

次に、７ページの歳入に戻っていただきます。

め、町内会館運営費補助金３万９,０００円の追

１０款地方交付税１項１目地方交付税は、普通

加。

交付税として４,６１０万円の追加。

２目文化振興費は、文化振興費として、旅費は

１４款国庫支出金２項１目総務費国庫補助金

予定していた研修が中止となったことから３万

は、総務管理費補助金として、戸籍総合システム

１,０００円の減額。文化祭開催事業費として、

改修関係補助金２２１万７,０００円の追加。

今年度の文化祭を新型コロナウイルス感染症防止

２目民生費国庫補助金は、社会福祉費補助金と

対策のため中止としたことから、需用費から使用

して、障害者自立支援給付費審査支払等システム

料及び賃借料まで合わせて６６万３,０００円の

の改修を行うため、地域生活支援事業補助金４６

減額。公民館管理費として、委託料は大沼多目的

万１,０００円の追加。認知症高齢者グループ

会館除雪委託料２９万１,０００円の追加。

ホーム等防災改修等支援事業のため、地域介護福

３目社会教育施設振興費は、大中山コモン管理

祉空間整備等施設整備交付金５３７万５,０００

費として、委託料は、施設の除雪委託料２２万

円の追加。社会福祉費補助金合計５８３万６,０

９,０００円の追加。大沼婦人会館管理費とし

００円の追加。

て、報償費は、冬期の屋根雪下ろしに伴う作業員

児童福祉費補助金として、子ども・子育て支援

謝礼として、施設維持管理報償費１７万円の追

交付金の交付要綱の改正により、一時預かり事業

加。社会教育施設管理費として、報償費は、冬期

分の増額に伴う国３分の１の負担分１８３万７,

の各施設の屋根雪下ろしに伴う作業員謝礼とし

０００円の追加。児童福祉施設において新型コロ

て、施設維持管理報償費２６万４,０００円の追

ナウイルス感染症対策を行うため、新型コロナウ

加。役務費は、ストーブの清掃のためストーブ分

イルス感染症緊急包括支援交付金１,０７０万円

解手数料７万７,０００円の追加。委託料は、施

の追加。児童福祉費補助金合計１,２５３万７,０

設の除雪委託料として２５万８,０００円の追

００円の追加。

加。備品購入費は、大川コミュニティセンターの

４目土木費国庫補助金は、道路橋りょう費補助

石油暖房器１台、冷蔵庫１台が故障し、購入が必

金として、飯田町８号線の整備に係る交付金の割

要なため、備品購入費２６万６,０００円の追

当てがなかったため、社会資本整備総合交付金

加。事業合計８６万５,０００円の追加。

３,１８０万円の減額。

５項１目保健体育総務費は、体育施設管理費と

１５款道支出金１項３目土木費道負担金は、道

して、需用費は、大中山地域体育館の照明ランプ

路橋りょう費負担金として、久根別３号橋架替事

購入のため、消耗品費１６万５,０００円の追

業負担金２,７３０万円の追加。

加。

２項２目民生費道補助金は、児童福祉費補助金

２目学校給食費は、学校給食センター運営費と

として、子ども・子育て支援交付金の交付要綱の

して、需用費は、給食運搬車の冬期タイヤの摩耗

改正により、一時預かり事業分の増額に伴う道３

が進んでいることから、冬タイヤ購入費として消

分の１の負担分１８３万７,０００円の追加。

耗品費５２万１,０００円の追加。自動車修繕料
は、今後の修繕に対し予算不足となることから５

１８款繰入金１項１目財政調整基金繰入金は、
財政調整基金繰入金１億円の追加。

万円の追加。同じく、施設等修繕料は２２万円の
追加。事業合計７９万１,０００円の追加。

１９款繰越金１項１目繰越金は、前年度繰越金
６,９６１万５,０００円の追加。

１３款職員費１項１目職員給与費は、財源に
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２０款諸収入５項４目雑入は、横津岳連絡道路

除雪経費負担金１,４６４万４,０００円の追加。

しょうか。この説明をお願いしたいと思います。

国道５号の道路拡幅工事に伴う光ケーブル移設に

それと、一般の２４ページ、一番上の校舎他修

対する支障物件移転補償金１５４万円の追加。

繕料１００万円と書いていますけれども、何の修

２１款町債１項２目農林水産業債は、農業債と

繕をするのか、この説明をお願いします。

して、農業農村整備事業債２４０万円の追加。農

以上、３点です。

道整備特別対策事業債８８０万円の追加。農業債

○議長（木下

敏）

環境生活課長。

合計１,１２０万円の追加。

○環境生活課長（磯場嘉和）

それでは、私のほ

３目土木債は、道路橋りょう債として、町道単

うから廃棄物処理作業車管理費ということで、作

独改良整備事業債１,２００万円の追加。道路橋

業車の修繕料とクリーンセンターの重機の購入費

りょう新設改良事業債６１０万円の追加。道路橋

について御説明申し上げます。

りょう債合計１,８１０万円の追加でございま
す。

こちらのクリーンセンターの重機なのですが、
昭和５８年製のタイヤショベルを使用しておりま

次に、３ページに戻っていただきます。

して、今年７月にミッションとクラッチのほうが

第２表、地方債補正でございます。

経年劣化ということで故障しまして、いろいろ部

変更となるのは、農業農村整備事業から道路橋

品も探したのですけれども、製造からもう既に３

りょう新設改良事業まで、４件の起債について、

７年経過しておりまして、部品の手だてがないと

限度額の総額を２億２,８７０万円から２億５,８

いうことで購入を検討したところ、平成４年式の

００万円に変更するものであり、各事業の限度額

車両が、中古ですけれども見つかりまして、そち

の変更前、変更後の内訳については、記載のとお

らのほうを購入しようということで購入費のほう

りでございます。

を計上しております。

また、起債の方法、利率、償還の方法につきま
しては、補正前と同じでございます。

いるということで、購入後１１月に車検を上げる

提案説明は以上でございます。よろしく御審議
のほどお願い申し上げます。
○議長（木下

敏）

ということで、こちらの修繕料のほうは、その車
両の車検ということでございます。

これより、質疑を許しま

す。

以上でございます。
○議長（木下

平松俊一議員。
○３番（平松俊一）

これについては、車検が１１月まで現在ついて

敏）

学校教育課長。

○学校教育課長（北村公志）
二、三点、お尋ねをしたい

それでは、学校教

育分について御説明させていただきます。

と思います。

今回、スクールバスのスタッドレスタイヤとし

ページ数でいいますと、一般の１８ページ、こ

て補正予算を計上させていただいてございます

の中の中間あたりに備品購入費、これは廃棄物処

が、沼っ子Ⅱ、いわゆるマイクロバスの分で、マ

理作業車管理費という中に、クリーンセンターの

イクロバスの分につきましては、町の所有するバ

重機購入費というのが４１５万円上がっておりま

スを運行の分だけ委託して、運行を行っているス

すけれども、その前に、作業車の修繕料というの

クールバスの分でございます。

がありますね。現状どうなっていて、これは新た

タイヤのほうが４年経過しまして５年目を迎え

に必要な機械を買うという予算なのでしょうか。

ますので、今回スタッドレスタイヤの消耗が激し

ここの説明をお願いしたいと思います。

いということで計上させていただきました。

それから、一般の２２ページ、教育費の中の需

引き続きまして、学校管理費の修繕費１００万

用費、スクールバスの運行費の中に、自動車消耗

円でございますが、当初予算で６０万円を計上さ

品費１８万円というのがありますが、このスクー

せていただき、中学校の修繕業務を行ってきたと

ルバスというのは委託ではなかったのでしょう

ころでございますが、大中山中学校の水道の修繕

か。何か町で消耗品の必要なものがあったので

だとか、七飯中学校の非常ドアの修繕とかがかさ
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みまして、今回これから３月までの修繕料が不足

ていただいて対応させていただいている状況で

するということで、年間見込みで１００万円を計

す。予算ごとに修繕を行っているわけではござい

上させていただきました。特に今、何か修繕に必

ません。

要が部分があるというわけではございません。

以上でございます。

以上でございます。
○議長（木下

敏）

○３番（平松俊一）

○議長（木下

平松俊一議員。

敏）

ほか、質疑ございません

か。

１点目は、中古を買うとい

横田有一議員。

うことですね。このタイヤショベルの大きさとい

○１番（横田有一）

うのは、いわゆる１.２だとか、そういった大き

対策費の委託料の町道等除雪委託料１億１,３１

さのショベルなのですか。でかいやつなのです

０万円というのがあるのですけれども、これは、

か。土木のほうで、昨年小型のタイヤショベルを

前には当初予算で上がっていたような気がするの

５台ぐらい買ったりとかしていたので、もしかし

ですけれども、いつも補正で出てくる形だったか

たら融通を利かせれば、どうかなと思うのですけ

どうか、ちょっと分からないもので教えていただ

れども、メインのごみをつける機械ということで

きたいと思います。

よろしいのですね。ちょっとその確認をお願いし
ます。

一般の２０ページの除排雪

それから、同じく除雪で、かなりの各課から出
ているのですけれども、これだけの数をこなすと

スクールバスは分かりました。

いうと、どういうふうな方法で委託に出すのかと

学校の修繕料ですけれども、学校側からは、こ

いうことを教えていただきたいと思います。

の程度の修繕の要望というのは上がってきていな

○議長（木下

いものなのですか。結構前からいろいろあると思

○土木課長（佐々木陵二）

うのですけれども。このくらいの予算しか出ない

は、昨年も補正で取っております。気象庁の気象

から、それに見合うものを出しなさいみたいなこ

データ等に観光年といいまして、８月１日から７

とというのは、なかったのかどうか聞かせてくだ

月３１日までを１年間の気象データの観測値とし

さい。

て考えるのですけれども、そのデータを基に中長

○議長（木下

敏）

環境生活課長。

○環境生活課長（磯場嘉和）

敏）

土木課長。
除雪につきまして

期的な予報と冬の予報というものを考えていきま

タイヤショベルに

す。

ついては、現在使っているものは１.３というこ

中長期の予報でいきますと、本来であれば１２

とで、ちょっと大きめのもので、今回の１.５の

月に計上させていただくと中長期の予報を反映で

ものを買うということで。

きるのですが、今年は、今分かっている段階では

土木のも検討はしたのですけれども、やっぱり

ラニーニャ現象が３年ぶりに来るだろうと。ラ

小型ということで、峠下なので雪も多くてなかな

ニーニャの可能性が６０％あるということまでは

か押せないというのもありまして、あと、作業用

分かっているのですけれども、そちらの気象デー

でももちろん使っているということで、少し大型

タを反映させるために、当初ではなく、補正で対

のものということで検討しまして、今回のものを

応させていただきたいと。

見つけたということで提案しております。

あと、町道の整備、新設道路、開発行為の道

以上です。
○議長（木下

路、そういうものを考慮していく上では、当初で
敏）

学校教育課長。

○学校教育課長（北村公志）

計上した分では除雪延長等に差異が生じますの

各学校の修繕費で

ございますが、修繕に必要なものは当初予算で計

で、正確な予算計上ができないということで、補
正対応とさせていただいております。

上させていただき、予算ありきでやっているわけ

以上です。

ではございません。学校でも今は問題なく、壊れ

○議長（木下

敏）

ほかの課、全部の除雪の。

ている部分があるものについては、予算計上させ

○１番（横田有一）

これだけの数があるといっ

－ 11 －

たら、どういうふうにして委託するのですか。

出てきたものが重なって出たとかというのが出た

○議長（木下

場合に、やっぱり時間遅れとかになって、すぐや

敏）

土木課長。

○土木課長（佐々木陵二）

大変失礼いたしまし

らなくては除雪の意味がないよというのがあると

た。うちの委託に関しましては、１０ブロックに

思うのですよね。そういうところを各課別という

分けて除雪を委託しております。１０ブロックに

ふうな形でなくて、やっぱりトータル的に重なら

つきましては、町道の除雪延長３６２.７キロが

ないように、雪がたくさん降ったときにすぐ除雪

総延長ございますが、委託に関しましては２２

が可能な体制にしていくということについての考

０.６キロ、パーセントにしまして６０.８２％、

え方というのはないのですか。

直営除雪に関しましては１４２.１キロ、パーセ

○議長（木下

ントで１３９.１８％となりますので、大体、町

○総務部長（釣谷隆士）

道除雪延長の６割程度が委託となっております。

しては、逆に、道路の関係で土木はそこで手いっ

以上です。
○議長（木下

敏）

総務部長。
そこのところにつきま

ぱいですよという、だんだんだんだんそうなって
敏）

ほかの課。（発言する者あ

きて、さらには、除雪を第一番に充てなければい

り）横田議員、ちょっと待ってください。こちら

けない道路の部分に関して専念するというところ

が指す前にばばばっと無視された会議を進めると

では、なかなか細かいところの施設の除雪を、前

いうのもいかがなものかと思いますので。

はそういうところもやっていただいていたという

理事者に申し上げます。

経緯はあるのですが、だんだんそこに手が回らな

今、１問目の中で、道路だけではなくて、除雪

くなってきてしまっているという部分。

費が各課から、いろいろな公共施設の除雪費、学

それと、開館の時間までにそこの施設の除雪を

校とか出ている部分の委託の業務はどのように発

終わらなければいけないという、利用者に御迷惑

注しているのかということを聞いているので、そ

をかかるという部分では、そこのところは各担当

このところをきちっと述べてください。

のほうで委託先のほうと十分協議をして、できる

総務部長。

能力の範囲の中でやってもらう。逆に、何時まで

○総務部長（釣谷隆士）

全体的な予算をまとめ

には除雪を終えてくれというようなところを条件

た担当部署として御説明申し上げたいと思いま

に発注をかけるような形になると思いますので、

す。

そこのところは大丈夫ではないかというふうに考

各担当課から、特に施設の除雪につきまして

えてございます。

は、今年から始まったものではなく、毎年そこの

○議長（木下

敏）

横田有一議員。

部分の除雪というのを委託してございますので、

○１番（横田有一）

その場所によっては面積等、あと施設がある場所

でっかい重機を持っていないと駄目だよとかとい

等も考慮しまして、担当課ごとに除雪の依頼をし

うのはあるのですけれども、小さいところという

ているというのが現状でございます。

のがあれば、例えばどこか施設でやっていると

ですから、大きいところは

それと、施設によっては屋根の雪下ろしなどの

か、施設で持っていて、それ以外は使わないよと

部分につきましては、除雪というよりも人夫賃金

かというところもあるだろうし、例えば、よく農

といいますか、謝礼というような形での計上も雪

家が冬場になれば、そういうものがあるからとい

対策としてはしている部分もございますので、ど

うことで除雪をしてくれるとかいうのがあるので

こかに一括して発注しているということではな

すよね。

く、各担当課、担当課で施設の除雪を依頼してい
るという形になってございます。

ことを考えるならば、今例えば、町のほうに指名

以上でございます。
○議長（木下

敏）

○１番（横田有一）

だから、やっぱり即効性でやってもらうという
願いを出した除雪業務とかというふうなくくりが

横田有一議員。

あるのではないかと思うのですけれども、そうい

心配なのは、結局各課から

うとこだけでなく、全町で速やかに、町の施設の

－ 12 －

除雪が終わってしまうというような体制というの

なるのかどうか、その辺の見込みについて教えて

を、例えばそうやって指名願いに入っていなけれ

いただきたいなというふうに思います。

ば入れないよとかではなく、その辺弾力的に考え

それと併せて、峠下２号線改良工事について

るということはできないのか。

は、道の駅の後ろのほうに温浴施設が造られると

○議長（木下

いうことで、先行して道路を拡張して顧客の利便

敏）

総務部長。

○総務部長（釣谷隆士）

議員のおっしゃるとお

を図るというような説明、交通事故があって改良

り、そういうところは弾力的に対応していくほう

する必要があるという説明もございましたので、

が、逆に施設の大きさによって、当然面積が小さ

それだけではないと思いますけれども、温浴施設

かったり、割と四角くないというのですか、建物

の２号線の改良に関わって、温浴施設の進捗状況

があって四角くないところをかくだとか、重機で

というか情報等をもしお持ちでしたら、教えてい

はなく、飛ばすほうの除雪機でもって除雪をして

ただければなというふうに思います。

もらう。除雪機械は町のほうで持っていて、その

それと、もう１点は、一般の１２ページのとこ

施設に置いておいて、人だけきて除雪してもら

ろで積立金６,５００万円、これは規定に基づい

う、雪を飛ばしてもらうというようなやり方をし

て余剰の２分の１を積み立てるという形で御説明

ている場所もございますので、そこのところは地

がございましたけれども、財政調整基金６,５０

域に応じた、先ほどの農家の冬期間のトラクター

０万円を積立てして、だけれども、歳入として１

というのですか、そういうものを活用した除雪も

億円を繰入れしているということがありまして、

含めて臨機応変な対応で、逆にそういう開館に間

結局積立てしてもあまり意味ないのかなという、

に合うというのですか、お客さんに迷惑のかから

入れたけれどもまたそれ以上出しているという行

ない、そこのところを第一義に頼んでまいりたい

為について、特に問題がないのかどうか、御見解

というふうに思っておりますし、実際にそういう

をお聞かせいただければなと思います。

ふうになっている場所が、当然やっているケース

以上です。

もございますので、御理解いただきますようお願

○議長（木下

いいたします。

○土木課長（佐々木陵二）

○議長（木下

敏）

ほか、質疑ございますか。

若山雅行議員。
○１５番（若山雅行）

敏）

土木課長。
峠下２号線は、当初

１億９,６００万円で議決をいただきまして、通
常の事業の進め方ですと、初年度に測量設計委託

それでは、質問は３点ぐ

業務というものを予算計上いたしまして発注し、

らいになるかなと思って考えていますけれども。

道路の法線を決めて、用地買収の面積、補償物件

まず一般の２０ページの土木関係のところで、

の金額、工事費、その法線を決めたラインにのっ

予算審議のときに非常に議論させていただきまし

とって道路工事を改良した場合には、幾らかかり

た峠下２号線の工事についてでございます。

ますというものを委託費を基に計上して、次年度

これは、トータルで１億９,６００万円、測量
だとか補償費だとか入っているのですけれども、

以降に予算を計上していくというやり方をしま
す。

今回、改良舗装工事を３,７００万円削って、補

今回は、令和２年度の単年度で着手し、完成ま

償だとかあれで予算を組み替えたという説明がご

でさせるという予定で予算計上させていただいて

ざいました。

おりますので、委託を発注せず、物件調査も発注

これについて、本来、道路を拡張して舗装する

せず、標準単価を用いて工事費、用地費、買収費

という事業ですので、組み替えただけで済むの

等を算出しております。その中で、測量設計委託

か、改良舗装工事として減った金額、当初１億５

業務を発注して、７月３０日に完成しておりま

００万円でしたので、この減った金額で当初の計

す。物件調査委託も発注いたしまして、８月３１

画どおりの道路の舗装工事が可能なのかどうか。

日に完成しております。

あと、もしかしたらまた追加で出すようなことに
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そちらの成果を用いて、物件調査費、補償費、

用地費がこれで確定いたしますので、標準単価で

ほうが先行して工事にかかると。実際問題、工事

はなく、実施単価ではじいたところ、補償費に関

としてはもう半年くらい遅れてきている状況、そ

しましては用地対策連絡協議会の単価、日本全国

れとまた、今のコロナの状況の部分もございまし

の標準単価ですね、こちらのほうで積算いたしま

て、必然的に併せて遅れてきているというような

して、補償費を決定しております。それが決定し

形です。

た際に、当初の標準単価とはちょっと差異が生じ

結果といたしまして、来年オープンというよう

ましたので、今回組替えをしたということになり

な形を目指しておりましたけれども、来年に建物

ます。

を本格的に建設しまして、予測としては再来年

令和２年度完成を目指しておりましたが、補助

か、早くても来年の冬になるのでしょうかね。そ

金自体も１億９,６００万円全てまだついており

んな形の中で、今後またそのあたりは変更になる

ません。３,０００万円程度足りない状態の国か

かも分かりませんけれども、そういう形で今現在

らの内示しかいただいておりませんので、その分

遅れているということで御理解をいただきたいな

も含めまして、令和３年度に新たに工事請負費を

と思ってございます。

計上させていただき議決をいただくと。

今の段階の情報としては、そういうことでござ

こちらのほうは、恐らく１億９,６００万円で

いますので、御理解のほどお願いいたします。

計算しておりましたが、実施に基づきますと２億

○議長（木下

２,０００万円から２億３,０００万円というふう

○総務財政課長（俉楼

になる見込みです。

うから財政調整基金の積み立ての件についてお答

測量設計委託業務で設計自体は終わっておりま

敏）

総務財政課長。
司）

それでは、私のほ

えしてまいります。

すけれども、工事費の算出、設計、発注がまだ済

先ほども説明いたしましたけれども、これにつ

んでおりませんので、これからになりますので、

いては、地方財政法の中で前年度の余剰金を２分

金額的にはまだ確定はしておりませんけれども、

の１以上積むというのがルールになってございま

３,０００万円前後の増額になる見込みとなって

すので、積んで使うという形なので、それを積ま

おります。

ないで使うということもあるかもしれませんけれ

以上です。
○議長（木下
○副町長（宮田

ども、ルール上それはできないということで、こ
敏）

副町長。

東）

ういう手続になってございます。

そうすれば、温浴施設に

以上でございます。

ついての進捗状況といいますか、現状について私

○議長（木下

の知っている範囲でお答えしてまいりたいなと

再質問があるということですので、もう１時間過

思ってございます。

ぎましたので、１１時２０分に再開いたします。

今現在のところ、事業実施主体のほうに確認し

まだ再質問ありますよね。

暫時休憩いたします。

ているところでは、温泉ボーリングというような

午前１１時０５分

形の中で、北海道の省エネルギーというような補

休憩

──────────────

助金をいただいて進めると。省エネルギーの温泉

午前１１時１８分

ボーリングの許可といいましょうか、補助申請の

○議長（木下

分についてまだ下りていないことから、着工がで

たします。

きないというような形の中で、工事の関係につい
ては延びているという状況でございます。一応見

敏）

敏）

再開

休憩前に引き続き、再開い

議案第５２号令和２年度七飯町一般会計補正予
算（第６号）の質疑を続けます。

通しとしまして、私のほうでお聞きしているの

若山議員の再質問より入ります。

は、９月末に下りるというようなことで聞いてご

若山雅行議員。

ざいます。

○１５番（若山雅行）

このような中におきまして、温泉ボーリングの

財政調整基金について

は、僕も特に情報その他資料がないので、これ以
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上ありませんけれども、入れて、それ以上にまた

しての補償額を算定しますので、発注前に我々が

出すというのはちょっと変なのかなと思ったの

行って、それを調査するというわけにはいきませ

で、質問させてもらいました。すみません。

んので、通常であれば、１番目の質問にもお答え

それで、温浴施設の関係については、我々当初

いたしましたけれども、１年目に測量設計委託業

いただいた資料その他でいくと、相当順調に計画

務を発注して、物件調査も発注すると。その発注

があって進んでいるというような感じがあったも

金額の調査の結果に基づいて次年度以降予算の計

のですから、もし何か変更とかありましたら、情

上をしていくというのが通常のやり方になりまし

報提提供その他可能な限り、出せないものもある

て、今年は単年度での着手、完成ということに

と思いますけれども、お願いしたいなということ

なっていましたので、標準的な単価ですね、平米

で言っておきます。

当たり幾ら、用地もそうですけれども、補償費も

あと、質問の要点として、峠下２号線の総予算

中に入って調査できませんので、基礎がどうなっ

は当初１億９,６００万円で、それでも金額が、

ている、設備がどうなっているというものが外か

目的その他を考えると多いのかなという印象を

らでは分からない部分が多々ありますので、今回

持って、大丈夫なのかというような形で予算委員

は標準単価を使用して計上させていただいたとい

会のときにいろいろ質問させてもらったのですけ

うことになっております。

れども、今後もっと増えるという、先ほどのお話

大体で予算を取るのかということは、先ほども

の中で、何が当初予算の計画から、あるいは地価

答弁いたしましたけれども、大体ではなく、測量

が大幅に上がったとか想定外の事象が起きたのか

設計調査、物件調査委託の成果に基づいて予算を

どうか、そこのところをもう少し説明していただ

上げていくというのが通常のやり方となっており

きたいなと思うのと、大体このぐらいだというよ

ます。

うな予算を出しておいて、不足したらまた追加で

以上です。

出すというやり方をされているのか。相当厳密に

○議長（木下

範囲内で納めようということで予算作成している

○１５番（若山雅行）

のではないかなと、できるだけ抑えてやるという

変わったところの補償、補塡及び賠償金というこ

ことでやっているのではないかと思うのですけれ

とで、当初５,５００万円を予算に組んでいて、

ども、その辺のところを今後増額した予算が出て

今回３,５００万円を組替えしてあれしたという

きそうな感じなのですけれども、もう少し説明い

ことなのですけれども、これは面積が増えたとい

ただければと思います。

うことなのですか、それとも、建物が思った以上

○議長（木下

に高価と判断されるようなものがあって、当初そ

敏）

土木課長。

○土木課長（佐々木陵二）

敏）

若山雅行議員。
そうすると、一番金額が

当初から変わった部

こまでは見込めなかったということで３,５００

分につきまして、補償費を当初５,５００万円程

万円も増えたということでよろしいのですか。も

度見込んでいましたが、こちらの調査の結果９,

う一度お願いします。

０００万円と、３,５００万円上がっておりま

○議長（木下

す。用地については、それほど単価等は全て定め

○土木課長（佐々木陵二）

て調べて決定をしておりますので、設計内容に

体は、当初で、今回標準的という言い方をいたし

よって用地購入費の面積が増えたことによって２

ましたけれども、道路でかかって、ただ建物を構

００万円増ということになります。

外再築、その場所には建て替えできない場所であ

敏）

土木課長。
内容的には、建物自

物件調査に関しましては、物件調査自体家屋調

りましたので、一応構外再築ということで、その

査的なこともありまして、委託発注後、家の中に

場所ではなく、違うところへ再築した場合の再築

入らせていただいて、それも家の中に何がある

の標準的な単価で計上させていただいておりまし

か、移転するものに動産移転料、移転雑費、引っ

た。

越し費用、それに家財道具だとかというものに対
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調査結果で、入り口に２件と奥にパークゴルフ

場がありますけれども、パークゴルフ場のほうは

○環境生活課長（磯場嘉和）

営業をなさっておりますので、こちらの商売道具

たのは一般住宅の分ということで、状況として、

ですとか、そういうものがたくさんあって、移転

当初予算で計上させていただきまして、その都度

雑費ですとか、移転費用、そのもの自体の評価が

申請があれば、追加で予算のほうを計上させてい

ちょっと違っていたという形になります。

ただいて、議会の承認を得ているところでござい

高価だとかということではなく、あるものを正

当初、見込んでい

ます。

しく評価し、その結果、金額が上昇したというこ

今年度も、前回の議会でも補正を上げさせてい

とになります。

ただいて、増額補正をさせていただいています

以上です。

し、峠下のパークゴルフ場についても、８月上旬

○議長（木下

敏）

ほか、質疑ございません

か。

ものですから、それまでに今工事をしたいという

坂本繁議員。
○１０番（坂本

にそういう情報がありまして、冬にあそこは開く
ことで申請が上がる予定となっておりますので、

繁）

１点ですけれども、衛生

このたび予算計上させていただきました。

費の関係で、浄化槽の助成金５９７万円、これは

以上でございます。

どこの場所に。恐らく５００万円以上ですから企

○議長（木下

業だと思いますけれども、その辺をお伝えくださ

か。

い。
○議長（木下

敏）

ほか、質疑ございません

中川友規議員。
敏）

環境生活課長。

○環境生活課長（磯場嘉和）

○１４番（中川友規）

確認ですけれども、一般

それでは、合併処

の１８ページで、先ほども質疑あった中で、思っ

理浄化槽の設置整備補助金５９７万円について御

たのですけれども、クリーンセンターの重機の関

説明申し上げます。

係で４１５万８,０００円ということですけれど

こちらのほうは法人が一つ、峠下のパークゴル

も、先ほど平成４年で１.５立米ということだっ

フ場のほうで３５人槽の浄化槽を設置したいとい

たのですけれども、中古車というのは、入札とか

うことで話がありまして、今進めているところで

そういうのはなしで購入するということでよろし

ございます。それが２１３万円。それから、一般

いのですか。

住宅で１０人槽が２件程度、今申請があるという

○議長（木下

ことで、８８万円が２件で１７６万円。それから

○環境生活課長（磯場嘉和）

５人槽が４件程度、これからあるだろうというこ

なかったようで、平成４年式程度のものを見積っ

とで５２万円が４件で２０８万円。以上が想定し

ておりまして、それについて入札して執行してま

ている、今回予算計上した浄化槽の内容でござい

いりたいと考えてございます。

ます。

○１０番（坂本

環境生活課長。
先ほど説明が足り

以上でございます。

以上でございます。
○議長（木下

敏）

敏）

○議長（木下

坂本繁議員。

繁）

敏）

中川友規議員。

○１４番（中川友規）

３月議会の予算のときに

それでは、平成４年程度

で１.５立米のものの重機を入札していくという

浄化槽の関係で、一般住宅についての補助金は減

ことでよろしいですか。

らさないけれども、企業の分については減らすと

○議長（木下

いうことで。当時この関係については、今年はこ

○環境生活課長（磯場嘉和）

の予算でこれよりオーバーしたものについては来

のは容量的なものなので、そこの仕様はあれで、

年度に回すということだったのですけれども、今

年式程度については、平成４年程度のものを想定

回これだけの追加ということは、何か特別に理由

してございます。

があったのですか。
○議長（木下

敏）

敏）

環境生活課長。
１.５立米という

以上でございます。
環境生活課長。

○議長（木下
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敏）

ほか、ございますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

して、出産育児一時金負担分増により、一般被保

以上で質疑を終わります。

これより、討論を許します。

険者医療給付費分１４０万円の追加でございま
す。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

９ページになります。

討論を終わります。

６款保険事業費、１項保健衛生普及費は、委託

これより、採決を行います。

料といたしまして、高齢者インフルエンザ予防接

議案第５２号令和２年度七飯町一般会計補正予

種委託料の国庫補助金対象事業である一般会計衛

算（第６号）を原案のとおり可決することに御異

生費・予防費、疾病予防等保健対策事業費、イン

議ございませんか。

フルエンザ予防接種委託料、臨時交付金対策事業

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

での支出項目の変更により３２５万５,０００円

御異議なしと認めます。

の減額でございます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。
───────────────────

次に、国保５ページの歳入に戻っていただきま
して、１款国民健康保険税１項１目一般被保険者

日程第５

国民健康税は、新型コロナウイルス感染症に係る

議案第５３号

令和２年度七飯町国民健

国民健康保険減免による減収見込みにより医療給

康保険特別会計補正予算（第２号）

付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の現

───────────────────

年課税分合わせて４４０万１,０００円の減額で

○議長（木下

敏）

日程第５

議案第５３号令

ございます。

和２年度七飯町国民健康保険特別会計補正予算
（第２号）を議題といたします。

２款道支出金１項１目保険給付費等交付金、普
通交付金といたしまして、出産一時金の追加によ

提案説明を求めます。

り２１０万円の追加。特別交付金として、国庫調

住民課長。

整交付金分、オンライン資格確認等システム等整

○住民課長（清野真里）

それでは、議案第５３

備事業に対する補助金の国庫補助金への財源更正

号令和２年度七飯町国民健康保険特別会計補正予

により６５８万４,０００円の減額。新型コロナ

算（第２号）について提案説明を申し上げます。

ウイルス感染症に係る保険税減免に対する特別調

このたびの補正予算は、既定予算の総額に歳入

整交付金１７６万１,０００円の追加。合わせて

歳出それぞれ２４万５,０００円を追加し、歳入

国庫調整交付金分４８２万３,０００円の減額。

歳出予算の総額をそれぞれ３３億３,１３５万５,

道繰入金として、高齢者インフルエンザ予防接種

０００円とするものでございます。

に係る負担減により１９０万５,０００円の減

今回の補正の主な内容は、出産育児一時金の追
加、高齢者インフルエンザ予防接種委託料の一般

額。合わせて６７２万８,０００円の減額。合計
で４６２万８,０００円の減額となります。

会計での支出項目の変更による減額、歳入の新型

３款繰入金１項１目一般会計繰入金、職員給与

コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減免

等繰入金といたしまして、高齢者インフルエンザ

による国庫補助金、災害等臨時特例補助金の創設

予防接種に係る負担減により１３５万円の減額。

等が主な内容でございます。

出産育児一時金等繰入金として、出産育児一時金

それでは、国保７ページの歳出から御説明申し
上げます。

の追加により１４０万円の追加。合計で５万円の
追加でございます。

２款保険給付費４項１目出産育児一時金は、負

６款国庫支出金１項１目災害時臨時特例補助

担金、補助及び交付金として、出産育児一時金２

金、新型コロナウイルス感染症に係る保険税減免

１０万円の追加でございます。

に対する補助金２６４万円の追加。

３款国民健康保険事業納付金１項１目一般被保

５項社会保障・番号制度システム整備事業補助

険者医療給付費分は、負担金、補助及び交付金と

金、オンライン資格確認等システム等整備事業に
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対する補助金の道支出金からの財源更正により６
５８万４,０００円の追加でございます。合計で

それでは、後医７ページの歳出から御説明申し
上げます。

９２２万４,０００円の追加でございます。

２款後期高齢者医療広域連合納付金１項１目後

提案説明は以上でございます。御審議のほどよ

期高齢者医療広域連合納付金は、保険料等の負担

ろしくお願いいたします。

金として１７４万２,０００円を追加するもので

○議長（木下

ございます。

敏）

これより、質疑を許しま

す。

次に、後医５ページの歳入に戻っていただきま
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（木下

敏）

す。

質疑を終わります。

３款繰越金１項１目繰越金は、前年度繰越金を

これより、討論を許します。

１７４万２,０００円追加するものでございま

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

す。

討論を終わります。

提案説明は以上でございます。御審議のほどよ

これより、採決を行います。

ろしくお願いいたします。

議案第５３号令和２年度七飯町国民健康保険特

○議長（木下

別会計補正予算（第２号）を原案のとおり可決す

（「なし」と呼ぶ者あり）

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
敏）

これより、質疑を許しま

す。

ることに御異議ございませんか。
○議長（木下

敏）

○議長（木下

御異議なしと認めます。

敏）

質疑を終わります。

これより、討論を許します。

よって、本案は原案のとおり可決されました。
───────────────────

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

日程第６

敏）

討論を終わります。

これより、採決を行います。

議案第５４号

令和２年度七飯町後期高

議案第５４号令和２年度七飯町後期高齢者医療

齢者医療特別会計補正予算（第１号）

特別会計補正予算（第１号）を原案のとおり可決

───────────────────

することに御異議ございませんか。

○議長（木下

敏）

日程第６

議案第５４号令

和２年度七飯町後期高齢者医療特別会計補正予算

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

（第１号）を議題といたします。

御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

提案説明を求めます。

───────────────────

住民課長。
○住民課長（清野真里）

敏）

日程第７
それでは、議案第５４

議案第５５号

令和２年度七飯町介護保

号令和２年度七飯町後期高齢者医療特別会計補正

険特別会計補正予算（第１号）

予算（第１号）について提案説明を申し上げま

───────────────────

す。

○議長（木下

このたびの補正予算は、既定予算の総額に歳入

敏）

日程第７

和２年度七飯町介護保険特別会計補正予算（第１

歳出それぞれ１７４万２,０００円を追加し、歳

号）を議題といたします。

入歳出予算の総額をそれぞれ４億３,９２４万２,

提案説明を求めます。

０００円とするものでございます。

福祉課長。

今回の補正の内容は、前年度会計の出納整理期

議案第５５号令

○福祉課長（村山德收）

それでは、議案第５５

間中、令和２年４月から令和２年５月の間に収入

号令和２年度七飯町介護保険特別会計補正予算

になった保険料を令和２年度の保険料負担金とし

（第１号）について提案説明させていただきま

て北海道後期高齢者医療広域連合へ支出するた

す。

め、補正するものでございます。

このたびの補正については、第１条は、保険事
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業勘定で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出

症化のリスクが高い高齢者に対する接触を伴う

それぞれ５,１６５万４,０００円を追加し、歳入

サービスである介護事業所の感染症対策を継続的

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２９億１,８

に行い、必要なサービスを提供できる体制を整備

９４万８,０００円と定めるものでございます。

することを目的とする国の財源支援である介護

第２条は、介護サービス事業勘定で、規定の歳

サービス事業施設等における感染症対策支援事業

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３２万１,

により、地域包括支援センターが利用者宅や訪問

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

時、庁舎内での個室の面談時における感染症対策

出それぞれ１,１０２万７,０００円と定めるもの

を図るため、消耗品は、除菌スプレー、アルコー

でございます。

ルスプレー、ポリグローブの購入費１４万８,０

このたびの補正の内容でございますが、第１条

００円の追加。備品購入費は、同じく国の財政支

の保険事業勘定の歳出は、地域密着型介護予防

援で、相談時、個室での面談時における定型の質

サービス給付費の利用者増による保険給付費の追

疑のワンタッチ入力や面談相談記録の音声記録に

加。地域包括支援センター安心ななえが実施する

よる筆記作業の簡素化など、高齢者やその家族と

感染症対策に必要な需用費及び備品購入費の追

の接触時間を短縮させ、お互いの感染症対策に資

加。介護保険財政調整基金に積み立てるための積

するタブレット端末の購入費１７万３,０００

立金の追加。令和元年度の介護給付費負担金等精

円。合計３２万１,０００円の追加。

算に係る国、社会保険支払基金及び道への返還金
の追加。

５款基金積立金１項基金積立金は、介護保険財
政調整基金の積立金として３５０万円の追加。

歳入については、歳出の追加補正に連動した国

７款諸支出金１項２目償還金は、国庫支出金等

庫支出金、支払基金交付金、繰入金の追加補正。

返還金で４,５３３万３,０００円の追加でござい

主に繰越金の追加でございます。

ます。返還金の内訳といたしましては、国への返

第２条の介護サービス事業勘定の歳入は、第１

還金３,０１１万２３８円、社会保健支払基金へ

条の保険事業勘定において計上させていただいた

の返還金で８５４万１７５円、北海道への返還金

地域包括支援センター安心ななえが実施する感染

で６６９万１,８０４円となっております。

症対策経費が国の財政支援により北海道国民健康
保険連合会を経由し、全額支給されることによる

次に、介保５ページに戻っていただき、歳入で
ございます。

雑入の追加。

３款国庫支出金１項１目介護給付費負担金は、

歳出は、当該支援金収入を保健事業勘定へ繰り

現年分として介護給付費負担金５０万円の追加。

出す保険事業勘定繰出金の追加でございます。

２項１目調整交付金は、現年度調整交付金とし

それでは、介保７ページの第１条の保険事業勘

て１４万７,０００円の追加。

定の歳出から御説明申し上げます。

４款支払基金交付金１項１目介護給付費交付金

２款保険給付費２項３目地域密着型介護予防
サービス給付費は、小規模多機能型居宅介護の給

は、現年分として介護給付費交付金６７万５,０
００円の追加。

付費で、当初予算の積算を昨年度実績により年間

５款道支出金１項１目介護給付費負担金は、現

実人員２名、述べ利用回数２５０回分、１５０万

年分として介護給付費負担金３１万２,０００円

円で計上しておりましたが、今年度の実人員が６

の追加。

名で、年間述べ利用回数６７０回と増加が見込ま

７款繰入金１項１目介護給付費繰入金は、現年

れることから、負担金、補助及び交付金で２５０

分として介護給付費繰入金３１万２,０００円の

万円の追加。

追加。

３款地域支援事業費１項３目包括的支援及び任
意事業は、事業予算名、地域包括支援センター運

２項１目介護保険財政調整基金繰入金５５万
４,０００円の追加。

営費で、新型コロナウイルスに感染した場合の重
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３項１目介護サービス事業勘定繰入金３２万

１,０００円の追加。

提案説明を求めます。

８款繰越金１項１目繰越金は、前年度繰越金と

上下水道課長。

して４,８８３万３,０００円の追加でございま

○上下水道課長（笠原泰之）

す。

５６号令和２年度七飯町水道事業会計補正予算

次に、介保１５ページ、第２条の介護サービス

それでは、議案第

（第２号）について提案説明申し上げます。

事業勘定の歳出を御説明いたします。

今回の補正予算は、資本的支出で、先ほど議決

２款諸支出金１項１目保険事業勘定繰出金は、

いただいた一般会計補正予算の土木費で追加補正

第１条で御提案させていただいた地域包括支援セ

いたしました道路新設改良工事に伴い、改良箇所

ンター運営費の介護サービス事業施設等における

にある老朽管の布設替えを併せて実施したいこと

感染症対策事業費３２万１,０００円に対する国

から、追加補正をするものでございます。

の支援金は、介護保険事業サービス勘定の歳入と

まず、議案第１条の令和元年度七飯町水道事業

なることから、その歳入の保険事業勘定繰出金と

会計補正予算（第２号）を次のとおりとする総則

して３２万１,０００円の追加。

となっております。

次に、１３ページに戻っていただき、歳入を御
説明いたします。

第２条は、予算第４条に定めた資本的収入及び
支出について、本文括弧書中の資本的収入額が資

２款諸支出金１項１目雑入は、介護サービス事

本的支出額に対して不足する額「１億７,８６０

業所施設等における感染症対策支援事業の支援金

万円」を「１億７,８７５万２,０００円」に、当

として３２万１,０００円の追加でございます。

年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

提案説明は以上でございます。よろしく御審議
のほどお願いします。
○議長（木下

敏）

「２,８３４万４,０００円」を「２,９７７万６,
０００円」に、当年度分損益勘定留保資金「７,

これより、質疑を許しま

す。

３９１万１,０００円」を「７,２６３万１,００
０円」にそれぞれ改め、収入の第１款資本的収入

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

で１,５６０万円を追加し、２億９,５５０万円と

質疑を終わります。

し、支出の第１款資本的支出で１,５７５万２,０

これより、討論を許します。

００円を追加し、４億７,４２５万２,０００円と

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

するものでございます。

討論を終わります。

第３条は、予算第６条に定めた企業債の限度額

これより、採決を行います。

を別紙のとおり補正するものでございます。

議案第５５号令和２年度七飯町介護保険特別会
計補正予算（第１号）を原案のとおり可決するこ

それでは、資本的収入及び支出の支出から御説
明申し上げます。

とに御異議ございませんか。

８ページをお開き願います。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

１款１項１目水道施設費は、１,５７５万２,０

御異議なしと認めます。

００円の追加で、施設改良費で本町地区老朽管布

よって、本案は原案のとおり可決されました。
───────────────────

設替工事で７８９万８,０００円、桜町地区老朽
管布設替工事で７８５万４,０００円の追加でご

日程第８

ざいます。

議案第５６号

令和２年度七飯町水道事

続きまして、資本的収入及び支出の収入につい

業会計補正予算（第２号）

てでございますが、７ページとなります。

───────────────────
○議長（木下

敏）

日程第８

１款１項１目施設改良企業債は、１,５６０万

議案第５６号令

円の追加で、建設改良企業債で本町地区老朽管布

和２年度七飯町水道事業会計補正予算（第２号）

設替事業債で７８０万円、桜町地区老朽管布設替

を議題といたします。

工事事業債で７８０万円の追加で、水道管布設替
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工事の財源として起債をするものでございます。

づき議会の意見を求めるものでございます。

最後に、１ページにお戻りいただき、企業債補
正でございます。

次の者とは、住所、亀田郡七飯町緑町３丁目１
０番１号。

追加としまして、桜町地区老朽管布設替事業債

氏名、金子佳子。

７８０万円を追加するもので、起債の方法、利

生年月日、昭和２２年４月１１日。

率、償還の方法については、記載のとおりでござ

提案理由。

います。

人権擁護委員であります金子佳子氏が、令和２

また、３ページの変更としまして、本町地区老
朽管布設替事業債の限度額を１,３４０万円から

年１２月３１日で任期満了となることから、引き
続き同氏を推薦したく提案するものです。

２,１２０万円に変更するもので、起債の方法、

金子氏は、平成８年６月１５日に人権擁護委員

利率、償還の方法については、補正前と同じでご

に就任されて以来、８期２４年務められ、人格高

ざいます。

潔で知識の豊富さ、公平性、公正性、そして温和

提案説明は以上でございます。よろしく御審議
くださいますようお願い申し上げます。
○議長（木下

敏）

さと信頼性を兼ね備えており、人権擁護委員には
適格な方であります。

これより、質疑を許しま

す。

よって、人権擁護委員法第６条第３項の規定に
基づき、同氏を候補者として推薦したいので、議

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

会の意見を求めるものでございます。

質疑を終わります。

議決くださいますようよろしくお願い申し上

これより、討論を許します。

げ、提案説明といたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

○議長（木下

討論を終わります。

敏）

これより、質疑を許しま

す。

これより、採決を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

議案第５６号令和２年度七飯町水道事業会計補

○議長（木下

敏）

質疑を終わります。

正予算（第２号）を原案のとおり可決することに

お諮りいたします。

御異議ございませんか。

本件は人事案件でありますので、議会運営例規

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

第５４項により討論を省略したいと思いますが、

御異議なしと認めます。

御異議ございませんか。

よって、本案は原案のとおり可決されました。
───────────────────

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

日程第９

敏）

御異議なしと認めます。

よって、本件については、討論を省略すること

諮問第１号

人権擁護委員候補者の推薦

に決定いたしました。

について

これより、採決を行います。

───────────────────

諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦につい

○議長（木下

敏）

日程第９

諮問第１号人権

擁護委員候補者の推薦についてを議題といたしま

て、これを可とすることに御異議ございません
か。

す。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

提案説明を求めます。

○議長（木下

町長。
○町長（中宮安一）

敏）

御異議なしと認めます。

よって、本件については可とすることに決定い
諮問第１号人権擁護委員候

たしました。

補者の推薦についての提案説明を申し上げます。
次の者を人権擁護委員の候補者として推薦した
いので、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基
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───────────────────
日程第１０
報告第５号

令和元年度七飯町健全化判

断比率について

実質公債費比率は、一般会計の元利償還等のほ

日程第１１

か、特別会計、一部事務組合及び広域連合の負担

報告第６号

令和元年度七飯町水道事業

金のうち、公債費分を含んだ額の合計額から特定

資金不足比率について

財源及び元利償還金に係る基準財政需要額算入額

日程第１２

を控除した額を、標準財政規模から元利償還金に

報告第７号

令和元年度七飯町下水道事

係る基準財政需要額算入額を控除した額で除した

業資金不足比率について

数値の３か年平均でございます。

日程第１３

比率は１１.４％となり、前年度より０.６ポイ

報告第８号

令和元年度七飯町土地造成

ント上回っております。これは、前年度に比べ、

事業資金不足比率について

元利償還金の額の増加や公債費の特定財源が減少

───────────────────

したことが要因となってございます。

○議長（木下

敏）

日程第１０

報告第５号令

実質公債費比率は、３か年の平均により算出し

和元年度七飯町健全化判断比率について、日程第

ますが、前年度対象となっていた平成２８年度の

１１

単年度比率９.９％だったものに対し、令和元年

報告第６号令和元年度七飯町水道事業資金

不足比率について、日程第１２

報告第７号令和

元年度七飯町下水道事業資金不足比率について、
日程第１３

度の単年度比率１１.７％、１.８ポイント上回っ
たことが要因でございます。

報告第８号令和元年度七飯町土地造

次に、将来負担比率でございます。

成事業資金不足比率について、以上４件を一括し
て議題といたします。

将来負担比率は、一般会計等の地方債残高、債
務負担行為額、他会計の地方債元金に充てるため

一括して提案説明を求めます。

の一般会計繰出金、一部事務組合等の地方債元金

総務財政課長。

に充てるための負担金で、一般会計の負担見込

○総務財政課長（俉楼

司）

それでは、報告第

額、退職手当支給予定額のうち、一般会計の負担

５号令和元年度七飯町健全化判断比率についてで

見込額及び連結実質赤字の合計額から基金の額、

ございます。

特定財源及び地方債現在高に係る基準財政需要額

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３

算入見込額を除した額を標準財政規模から元利償

条第１項の規定により、令和元年度の七飯町健全

還金に係る基準財政需要額算入額を控除した額で

化判断比率を別紙監査委員の意見を付して報告す

除した数値でございます。比率は８１.５％とな

るものでございます。

り、前年度より６.１ポイント下回っておりま

実質赤字比率でございますが、実質赤字比率
は、一般会計の赤字額を標準財政規模で除した数

す。これは主に、充当可能財源、標準財政規模の
増により下がったものでございます。

値でございます。赤字ではないため、実質赤字比
率はない状況でございます。

また、監査委員からの審査意見書にも記載され
ておりますが、地方公共団体の財政の健全化に関

次に、連結実質赤字比率でございます。

する法律第２条第５号で、財政の早期健全化を図

連結実質赤字比率は、一般会計のほか、国民健

る基準として、実質赤字比率は１４.０２％、連

康保険特別会計、後期高齢者医療保険特別会計、

結実質赤字比率１９.０２％、実質公債費比率２

介護保険特別会計、下水道事業特別会計、土地造

５.０％、将来負担比率３５０.０％となっている

成事業特別会計及び水道事業会計の全会計の赤字

ところでございます。

額から、同じく全会計の黒字額を差し引いた額を

また、第２条第６号では、財政再生を図る基準

標準財政規模で除した数値でございます。こちら

として、実質赤字比率は２０.０％、連結実質赤

も赤字とならないため、連結実質赤字比率はない

字比率は３０.０％、実質公債費比率は３５.０％

状況でございます。

となっているところでございます。

次に、実質公債費比率でございます。

以上、御報告申し上げます。
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○議長（木下

敏）

上下水道課長。

○上下水道課長（笠原泰之）

○議長（木下

それでは、報告第

敏）

休憩前に引き続き、再開い

たします。

６号令和元年度七飯町水道事業資金不足比率につ

───────────────────

いて。

日程第１４

報告第７号令和元年度七飯町下水道事業資金不

認定第１号

足比率についてを一括して説明いたします。

令和元年度七飯町一般会計

歳入歳出決算認定について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２

日程第１５

２条第１項の規定により、令和元年度の七飯町水

認定第２号

道事業資金不足比率、七飯町下水道事業資金不足

保険特別会計歳入歳出決算認定について

比率を別紙、監査委員の意見を付けて報告いたし

日程第１６

ます。

認定第３号

令和元年度の水道事業会計決算及び下水道事業

て

不足額が生じていないため、算定されていないこ

日程第１７

とを御報告いたします。

認定第４号

以上でございます。
敏）

日程第１８

それでは、報告第

認定第５号

８号令和元年度七飯町土地造成事業資金不足比率

日程第１９

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２

認定第６号

２条第１項の規定により、令和元年度の七飯町土

日程第２０

付けて御報告いたします。

認定第７号

令和元年度の土地造成事業の資金不足比率は、

───────────────────
○議長（木下

以上でございます。

令和元年度七飯町水道事業

会計決算認定について

表のとおり資金不足が生じていないため、算定さ
れていないことを御報告いたします。

令和元年度七飯町土地造成

事業特別会計歳入歳出決算認定について

地造成事業資金不足比率を別紙監査委員の意見を

敏）

令和元年度七飯町下水道事

業特別会計歳入歳出決算認定について

について御説明申し上げます。

○議長（木下

令和元年度七飯町介護保険

特別会計歳入歳出決算認定について

商工観光課長。

○商工観光課長（福川晃也）

令和元年度七飯町後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

特別会計決算の資金不足比率は、表のとおり資金

○議長（木下

令和元年度七飯町国民健康

敏）

日程第１４

認定第１号令

和元年度七飯町一般会計歳入歳出決算認定につい

これより、報告第５号から

て、日程第１５

認定第２号令和元年度七飯町国

報告第８号までの以上４件について、一括して質

民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、

疑を許します。

日程第１６

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

認定第３号令和元年度七飯町後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、日

質疑を終わります。

程第１７

認定第４号令和元年度七飯町介護保険

以上で、報告第５号から報告第８号までの以上

特別会計歳入歳出決算認定について、日程第１８

４件については、地方公共団体の財政の健全化に

認定第５号令和元年度七飯町下水道事業特別会計

関する法律第３条第１項及び同法第２２条第１項

歳入歳出決算認定について、日程第１９

の規定に基づき、一括して報告済みといたしま

６号令和元年度七飯町土地造成事業特別会計歳入

す。

歳出決算認定について、日程第２０

暫時休憩いたします。
午後

０時０１分
１時０３分

認定第７号

令和元年度七飯町水道事業会計決算認定につい
休憩

て、以上７件を一括して議題といたします。

──────────────
午後

認定第

一括して提案説明を求めます。

再開

総務財政課長。
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○総務財政課長（俉楼

司）

それでは、令和元

１３ページは、令和元年度各会計別決算額総括

年度七飯町一般会計、特別会計及び水道事業会計

表でございます。各会計ごとの決算額を記載して

決算の概要について、お配りしてございます令和

ございます。

元年度決算参考資料に基づき、御説明申し上げま
す。

一般会計決算額の状況ですが、歳入総額は１１
９億８,８５３万２,４６４円、歳出総額は１１８

１ページから８ページは、令和元年度の一般会
計決算の状況でございます。令和元年度の決算の

億５,６５８万８,５２６円で、歳入歳出差引額は
１億３,１９４万３,９３８円でございます。

状況を中心に記載してございますので、御覧願い
たいと存じます。

また、翌年度への繰越事業に充てるべき財源と
して、表の下の米印２のところの一般会計６２５

９ページから１２ページまでは、財政指標等資

万５,０００円でございます。そのため、それを

料として、平成２７年度から令和元年度までの直

差し引いた実質収支は１億２,５６８万８,９３８

近５か年の歳入歳出決算額及び財政指標等の推移

円となります。

を載せております。

表の右側から２列目の予算額に対する決算額の

１０ページを御覧願いたいと思います。

比較増減の欄になりますが、一般会計の歳出で、

一般会計財政指標等の状況の平成３０年度及び

予算執行残額５億８,７９２万４７４円でござい

令和元年度の数値でございます。

ますが、この中には翌年度に繰り越しとなる橋

表の左の縦枠の２枠目の経常収支比率の合計で

りょう長寿命化改良事業、本町上台団地、桜Ｂ団

ございます。平成３０年度の９８.６％から令和

地整備事業、学校情報通信ネットワーク環境整備

元年度には９３.８％となり、４.８ポイント下回

事業など６件に係る繰越明許費繰越額２億９,２

り、その下枠の財政指標等数値の欄の実質公債費

１５万３,０００円が含まれておりますので、こ

比率単年度は１２.２％から１１.７％となり、

れを差し引いた実質的な予算執行残額は２億９,

０.５ポイント下回り、その下の３か年の平均で

５７６万７,４７４円となるものでございます。

は１０.８％から１１.４％となり、０.６ポイン
ト上回っております。

次に、各特別会計の決算の状況になりますが、
国民健康保険特別会計は、歳入合計額が３３億

１１ページを御覧願います。

４,２０１万３,０７９円、歳出合計額が３３億

（１）実質公債費比率、将来負担比率計算書の

２,３８４万６,７７８円で、歳入歳出差引額は

Ｅ欄になりますが、地方債現在高として、平成２

１,８１６万６,３０１円の余剰金を生じておりま

７年度から令和元年度の金額が掲載されており、

す。

令和元年度末現在高は１４０億６,４９９万３,０

次に、後期高齢者医療特別会計になります。

００円で、前年比２億５４６万８,０００円、１.

歳入決算額が４億１,８６１万９,８１３円、歳

５％増となり、表の一番下に記載しております将

出決算額が４億１,１８７万８,４２２円で、歳入

来負担比率は８１.５％で、前年度比６.１ポイン

歳出差引額が６７４万１,３９１円の余剰金と

ト減となってございます。

なってございます。この余剰金は、４月１日から

（２）の地方債現在高及び借入先別現在高の表

５月３１日までの出納閉鎖期間の保険料の収入

は特別会計も含んだ金額となっており、詳細は３

で、後期高齢者医療広域連合への納付は、令和２

４ページに掲載してございます。

年となるものでございます。

１２ページは、平成２７年度から令和元年度ま
での基金会計年度末、３月３１日現在の基金残高

次に、介護保険特別会計の保険事業勘定になり
ます。

の推移でございますので御覧願いたいと存じま
す。

歳出決算額が２８億２,３５８万２,６６０円で、

決算の具体的な内容につきましては、決算の内
容説明１３ページから御説明を申し上げます。

歳入決算額が２８億７,７２０万１,８６９円、
歳入歳出差引額が５,３６１万９,２０９円の余剰
金を生じてございます。
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次に、介護保険特別会計の介護サービス事業勘

万５,０００円、５.４％の減でございます。

定になります。

１０款地方交付税は、収入済額が３３億４,６

歳入決算額が９７０万９３０円、歳出決算額が
歳入と同額で、歳入歳出差引額はゼロ円で、余剰

８３万４,０００円で、前年度に比べ１億４,９４
３万３,０００円、４.７％の増でございます。

金は生じておりません。サービス収入の全額を保

内訳は、普通地方交付税が３１億６,３２３万

険事業勘定に繰り出しをしてございます。

６,０００円で、前年度に比べ１億６,３４３万

次に、下水道事業特別会計になります。

５，０００円、５.４％の増、特別地方交付税が

歳入決算額が８億５,２１７万２,８９７円、歳

１億８,３５９万８,０００円で、前年度に比べ

出決算額が８億２,８８５万１,０６０円で、歳入

１,４００万２,０００円、７.１％の減となって

歳出差引額が２,３３２万１,８３７円の余剰金を

おります。

生じております。

１４款国庫支出金は、収入済額が１５億８,６

なお、この額については、下水道事業の地方公

５４万７,０００円で、前年度に比べ８億８,６８

営企業法適用に伴い、同法の規定による特別会計

９万２,０００円、３５.９％の減でございます。

に引き継いでおります。

主な内容は、生産性革命に資する地方創生拠点整

次に、土地造成事業特別会計になります。

備交付金１１億２,２０７万２,０００円の減、子

歳入決算額が１４５万８,１２６円、歳出決算

育てのための施設等利用給付費負担金１,７８３

額が３万３,０００円で、歳入歳出差引額が１４

万９,０００円の増。プレミアム付商品券事業費

２万５,１２６円の余剰金を生じております。歳

補助金１,３７６万６,０００円の増などとなって

出の項目は、一般消耗品費としての支出でござい

おります。

ます。

１５款の道支出金は、収入済額が１０億２６２

次に、１４ページでございます。

万９,０００円で、前年度に比べて４,１７８万

令和元年度、平成３０年度一般会計歳入歳出決

１,０００円、４.３％の増でございます。主な内

算額の款別構成比率等に関する調べのうち、歳入

容は、介護サービス提供基盤等整備事業交付金

の款別の状況でございます。

１,８１５万５,０００円の増、参議院議員通常選

表の下段、合計①の左から二つ目の令和元年度
歳入合計の調定額は１２１億１,５５２万円で、

挙事務交付金１,５８１万８,０００円の増となっ
ております。

前年度に比べ２４億２,３６４万６,０００円、１

２１款町債は、収入済額が１３億３,８５０万

６.７％の減となり、収入済額は１１９億８,８５

円で、前年度に比べ１２億７,８２０万円、４８.

３万２,０００円で、調定額に対する収入割合は

８％の減でございます。その主な内容は、大中山

９９.０％で、前年度に比べ０.２ポイント低く

複合施設事業債などの民生債１億６,５８０万円

なっております。

の減、新野菜広域流通施設整備事業債などの農業

歳入の収入済額、Ｃ欄になりますが、主な状況
でございます。

債１１億２,７４０万円の減などとなってござい
ます。

１款町税は２９億７,４０３万５,０００円、前

次に、不納欠損額の状況でございます。

年度に比べ２,３５１万７,０００円、０.８％の
減でございます。この主な内容としては、個人町

１款町税で、前年度より１１４万２,０００円
減の６７６万円。

民税は１,０７６万６,０００円の増、法人町民税

１２款分担金及び負担金で４万７,０００円。

は２,６７９万３,０００円の減、固定資産税は

一般会計合計６８０万７,０００円で、前年度に

１,０４１万４,０００円の減、軽自動車税は３８

比べ１１１万５,０００円の減となっておりま

８万１,０００円の増などとなっております。

す。

６款地方消費税交付金は、収入済額が４億８,
０７３万９,０００円で、前年度に比べ２,７３９
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次に、収入未済額の状況でございます。
１款町税で、前年度より５８３万５,０００円

増の８,４５２万９,０００円。

４.１％を占め、前年度に比べ９.６ポイント高く

１２款分担金及び負担金で、前年度より１０８

なっております。

万８,０００円増の３,１２２万４,０００円。

また、経常一般財源は６８億７,６２５万７,０

１３款使用料及び手数料で、前年度より１７万
円増の１０１万５,０００円。

００円で、歳入決算額の５７.４％を占め、前年
度に比べ１億７,９２５万９,０００円の増となっ

１６款財産収入で１０５万３,０００円。

ております。

２０款諸収入で２３６万円。

次に、２６ページは、歳出の状況でございま

一般会計合計で１億２,０１８万１,０００円と

す。

なり、前年度に比べ６５５万２,０００円の増と
なっております。

この表についても、歳入と同様に地方財政状況
調査、決算統計を基に一般会計決算額ベースに置

次に、１５ページでございます。

き換えて作成しているものでございます。

歳出の款別の状況でございます。

この表は、歳入の特定財源及び一般財源の充当

表の下段、予算現額合計１２４億４,４５０万

状況で、財政構造の弾力化を示す経常収支比率が

９,０００円に対し、支出済額が１１８億５,６５

どのようになったかを示したものでございます。

８万９,０００円でございます。翌年度繰越明許

歳出決算額に充当された特定財源は、４３億９

費が２億９,２１５万３,０００円で、不用額が２

１２万４,０００円で、前年度に比べ２２億５,７

億９,５７６万７,０００円となっております。翌

４７万９,０００円、３４.４％の減となっており

年度繰越額を除く執行率は９７.６％となり、前

ます。内訳は、臨時的なものに１８億６,１６７

年度と比較して０.７ポイント上回っておりま

万３,０００円、前年度に比べ２４億７,９９１万

す。

６,０００円、５７.１％の減。経常的なものに２

１６ページから２３ページについては、歳入歳

４億４,７４５万１,０００円、前年度に比べ２億

出決算額の科目別の前年度比較増減の状況でござ

２,２４３万７,０００円、１０.０％の増となっ

います。

てございます。

また、２４ページの（１）は、直近３か年の決

また、臨時的な経費に充当された一般財源は８

算収支の状況、（２）は、翌年度繰越明許事業の

億１,５０３万３,０００円で、前年度に比べ１億

状況でございますので、御覧願いたいと存じま

３,８９２万５,０００円、２０.５％の増となっ

す。

ております。

次に、２５ページ、歳入の状況でございます。

次に、経常収支比率でございますが、歳入の経

この表は、地方財政状況調査、一般的には決算

常一般財源６８億７,６２５万７,０００円及び臨

統計と申しますが、これを基に、一般会計決算額

時財政対策債３億１０万円のうち、歳出の経常的

ベースに置き換えて作成しているものでございま

経費に充当された一般財源が６７億３,２４３万

すので、御了承願いたいと存じます。

２,０００円で、経常収支比率は９３.８％とな

合計の歳入決算額１１９億８,８５３万２,００
０円に対し、臨時的な収入は（Ｂ）欄の特定財源

り、前年度に比べ４.８ポイント低くなっており
ます。

と一般財源を合わせた２６億６,４８２万４,００
０円で、歳入決算額の２２.２％を占め、前年度

次に、２７ページは、（１）で人件費及び職員
数の状況でございます。

に比べ１５.９ポイント低くなっております。

人件費の決算額は、１３億９,９３１万９,００

一方、経常的な収入は９３億２,３７０万８,０
００円で、歳入決算額の７７.８％を占め、前年

０円で、前年度に比べ３,７８４万３,０００円、
０.６％の増となっております。

度に比べ１５.９ポイント高くなっております。
次に、使途に制限がない一般財源の合計は７６
億７,９４０万８,０００円で、歳入決算額の６

次に、２８ページは、（２）物件費、維持補修
費、公債費の状況及び（３）補助金等の状況と
なってございます。
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物件費の状況としては、４の需用費は、前年度

年度積立金１億７３５万円と繰入金９,９２３万

に比べ８００万円、２.１％の減。また、７の委

６,０００円を差し引いた、令和２年５月３１日

託料は、前年度に比べ３,７２７万円、４.７％の

現在の基金合計額は１３億２,２４１万８,０００

減でございます。

円となり、一般会計における令和元年度増減額は

維持補修費の決算額は、前年度に比べ６,１７

８１１万４,０００円の増となってございます。

９万円、２２.３％の減で、１の道路橋りょう費
に係る減額が主なものでございます。

次に、３３ページは、（１）町長交際費支出内
訳の状況、（２）予備費充当の状況でございます

ページ右側の補助費等の状況は、前年度と比べ

ので、御覧願いたいと存じます。

ると１の負担金等のうち、一部事務組合分は２,

次に、３４ページは、一般会計、特別会計等各

０４８万１,０００円、２.１％の増、２の補助交

会計の地方債発行額現在高等の状況となっており

付金は１,５３４万３,０００円、１８％の増でご

ますので、御覧願いたいと思います。

ざいます。

次に、特別会計調書になりますが、３５ページ

次 に ２ ９ ペ ー ジ は 、 （４ ） 扶 助 費 の 状 況 、

は国民健康保険特別会計分で、歳入の国民健康保

（５）積立金の状況及び（６）繰出金の状況でご

険税の状況でございますが、現年度分と滞納分を

ざいます。

合わせた収入済額は６億１,４５１万７,０００円

（４）扶助費では、前年度に比べ民生費の社会
福祉費関係で２,８３３万６,０００円、２.６％

で、前年度に比べ２,４９３万１,０００円、３.
９％の減となっております。

の増、児童福祉費関係で２,５１９万円、２％の

歳出の医療費の状況でございます。

増でございます。

保険給付費の決算額は２３億５,５２９万２,０

（５）積立金の状況につきましては、御覧願い
たいと存じます。

００円で、前年度に比べ４,６４２万９,０００
円、１.９％の減となっております。

また、（６）繰出金の状況につきましては、後

また、右下の国民健康保険会計の経営状況の療

期高齢者医療特別会計及び介護保険特別会計は増

養諸費１人当たりの費用額は４３万５,５４２円

となっておりますが、その他の会計は、前年度に

となっております。

比べ減となっており、全体で２３５万円の減と
なってございます。

３６ページは、後期高齢者医療特別会計分で、
歳入の後期高齢者医療保険料の状況でございます

次に、３０ページ及び３１ページは、（７）投
資的経費の状況でございます。

が、現年度分と滞納分を合わせた収入済額が２億
９,４２２万５,０００円で、前年度に比べ９９３

普通建設事業費関係では、前年度に比べ２４億

万７,０００円、３.５％の増となっております。

７,８９１万２,０００円の減の１７億１,１３１

歳出の状況でございますが、総務管理費及び徴

万６,０００円で、５９.２％の減でございます。

収費に係る経費等で２７４万６,０００円、保険

次に、３２ページは、一般会計決算積立金及び

料等広域連合に納付する納付金が４億９００万

繰入金の状況で、基金の具体的な積立て、取崩し

７,０００円となっております。

や平成３０年度、令和元年度の３月末、５月末の
現在高を示したものでございます。

３７ページは、介護保険特別会計保険事業勘定
分で、歳入の介護保険料の状況でございますが、

町有財産としての基金は、あくまで３月３１日

現年度分と滞納分を合わせた収入済額は５億６,

現在の数値で把握しますが、地方財政状況調査

８３１万３,０００円で、前年度に比べ１,２５８

（決算統計）においては、一般会計の出納閉鎖日

万６,０００円、２.２％の減となっております。

によって数値を把握、整理しており、それら時点

歳出の状況でございますが、総務費で４,１０

別の内容を時系列でまとめたものでございます。

４万６,０００円、保険給付費が２５億８,４００

平成３０年度の令和元年５月３１日現在の基金

万１,０００円となっております。

合計は１３億１,４３０万４,０００円で、令和元
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また、右の下段、介護保険会計の運営状況の介

護支援サービス費１人当たりの費用額は１５万

り、営業利益は２,９９６万１,６６８円となって

７,９１１円となってございます。

おります。

３８ページは、介護保険特別会計介護サービス

営業外収益は８,０５９万２,９４７円、営業外

事業勘定分で、１３ページ、令和元年度各会計別

費用は４,３４２万５,７０５円で、営業、営業外

決算総括表での説明のとおりでございますので、

合わせた経常利益は６,７１２万８,９１０円でご

御了承願います。

ざいます。

次に、３９ページになります。

その下、特別利益と特別損失を踏まえた当年度

下水道事業特別会計分で、１の収益的収支につ

純利益は６,８０７万６,４９０円で、前年度繰越

きましては、収支差額が３億７,４６９万６,００

利益剰余金と合わせた当年度末処分利益剰余金は

０円で、２の資本的収支は、収支差額が３億５,

１億４,０１５万７,２５１円となり、このうち

８００万６,０００円のマイナスで、前年度繰越

５,０００万円を減債積立金に、２,０００万円を

金などを踏まえた実質収支は２,３３１万７,００

建設改良積立金に処分したところでございます。

０円でございます。

次に、４ページに戻っていただきます。

４０ページは、土地造成事業特別会計分となっ

資本的収入及び支出でございます。

ておりますので、御覧いただきたいと存じます。

収入の総額、第１款の資本的収入は１億４０７

次に、一般会計決算財務諸表等となっており、

万４,０００円で、前年度に比べ１,１１９万３,

４１ページから４５ページまでは、統一的な基準

９６０円、９.７％の減でございます。

による地方公会計についてとなってございます。

支出の総額、第１款の資本的支出は３億３,７

地方公共団体における財務書類の整備について

８０万４,１０４円で、前年度に比べ４,２１６万

は、平成２６年度に総務省から複式簿記や固定資

３,０５６円、１４.３％の増となっております。

産台帳の導入による統一的な基準による地方公会

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する

計への整備方針が示され、全ての地方公共団体に

額は、当年度分消費税及び地方消費税、資本的収

おいて、この統一的な基準による財務書類を平成

支調整額などで補塡しております。

２８年度決算額から作成することになり、七飯町

以上、一般会計、特別会計及び水道事業会計の

もこの基準によって作成したものでございます。

決算の概要に関する説明でございます。よろしく

また、４７ページ以降は、事務事業の行政実績

御審議のほどお願い申し上げます。

となってございますので、御覧願いたいと思いま

○議長（木下

す。

認定第７号までの以上７件について、一括して質

最後に、別冊の水道事業会計決算書を御覧いた
だきたいと存じます。

敏）

これより、認定第１号から

疑を許しますが、詳細な質疑については、この
後、決算審査特別委員会の設置が予定されている

２ページの収益的収入及び支出でございます。

ことから、質疑は、財政にかかわる総括的で一般

収入の総額、第１款の水道事業収益は５億５,

的な事項といたします。

２５１万８,２６２円で、前年度に比べ４９５万

質疑を許します。

８,９８４円、０.９％の増でございます。

横田有一議員。

支出の総額、第１款の水道事業費用は４億６,

○１番（横田有一）

７３５万６,８４１円で、前年度に比べ７７３万
６,５７２円、１.７％の増でございます。

監査委員に伺います。

監査報告書の中で、４１ページの各基金の運用
状況というのがありますよね。その中に、参考資

次に、７ページの損益計算書でございます。

料のほうを読むと、育英基金も各基金の中に入っ

営業収益は４億３,３８８万５,８２２円で、前

ているのですけれども、これはそういう見方でい

年度に比べ５０２万３,１８８円、１.２％の増。

いのかどうかというのが１点。

営業費用は４億３９２万４,１５４円で、前年度

それから、監査の審査結果の意見書の中に、４

に比べ７１４万５,８７７円、１.８％の増とな

３ページの財源の構成状況は、真ん中から下のと
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ころに「町税などの自主財源が３３.５％、地方

とでいいのですね。

交付税や国庫・道支出金などの依存財源が６６.

○議長（木下

５％で、自主財源の構成比率が前年度より２.４

ので、暫時休憩いたします。

ポイント上昇した。今後も引き続き自主財源の確

午後

保が課題であり、使用料や手数料の見直し、不要

敏）

それでは、答弁調整します

１時４２分

休憩

──────────────

財産の処理などの増収に向け、可能なものから積

午後

極的に取り組んでいただきたい」。ここにある不

○議長（木下

要財産というのは、使わない財産のことを言って

たします。

いるのかどうかということ。

１時４７分

敏）

再開

休憩前に引き続き、再開い

監査委員の答弁より入ります。

それから、次のページの最後のところに「将来

監査委員。

にわたって健全な財政運営を維持していくため

○監査委員（永田英利）

すぐ御返事できなくて

に、地方債残高の抑制や新たな自主財源の確保、

申し訳ございません。時間取らせまして。

入札執行・契約方法や補助金交付方法の見直し、

まず基金の件ですね。育英基金に関しまして

事業の優先度・緊急度の精査による経費節減など

は、貸付金ということで、別にして掲示している

に十分に留意し、多様化する行政需要に対応しな

ということで、次のページにその部分が入ってい

がら、最小の経費で最大の効果を挙げられるよう

るということで、どうでしょうか。

に努めていただきたい」というふうにありますよ
ね。毎年、監査報告の中に入札執行・契約方法と

基金でなくて、貸付けで戻ってくるということ
ですね。いいですか。

いう言葉が、時には専門職を設置したらどうです

２番目の自主財源の件ですね。これに関しまし

かと入っているのですけれども、これというの

ては、遊休地とかの財産を早く処分して、自主財

は、いつまでも書いてもやってくれないのだった

源を上げてもらいたいということのつもりでう

ら、入れても意味があるのかどうか。この２点に

たっています。

ついてお願いします。
○議長（木下

敏）

それから、３番目の事業の多様化についての質

監査委員。

○監査委員（永田英利）

問でございましたけれども、私どもが考える監査

育英基金の件ですね。

というのは、その事業に対して皆さんがどれだけ

育英基金を財源に入れたほうがいい、基金に入れ

予算どおりに執行してもらえるかということでご

たほうがいいということですか。すみません。

ざいまして、事業が終わったら、すぐ不用額を減

○議長（木下

額補正をして、町の財産を少しでも増やして期末

敏）

横田議員、もう一度質問し

直してください。
○１番（横田有一）

を迎えれればなというのが根本でございます。そ
参考資料の１２ページに、

ういう意味で去年も書かせてもらいましたが、基

財政指標等資料の４、基金残高の状況とあるので

本になるのは補助金の出し方ですとか、要は、事

すけれども、その中の数字、令和元年の一番右端

業をやっている職員の意識の向上を期待して、意

のほうの数字の中に、金額が合わないなと思った

見書に上げさせていただきます。

ら、七飯町の育英基金というのが入っている。監

以上でございます。

査委員たちのあれでは、それは入っていないので

○議長（木下

すけれども、それは入れるのが正当なのか、入れ

か。

ないのが正当なのか、そういうのがあったのです
けれども。
○議長（木下

敏）

若山雅行議員。
○１５番（若山雅行）

敏）

監査委員。

○監査委員（永田英利）

ほか、質疑ございません

１点、比率に関するとこ

ろなのですけれども、令和元年決算資料参考資料

育英、教育費６５万

の１１ページにございます実質公債費比率３か年

９,０００円の話ですか。育英基金の件ですね。

平均、平成２７年度から令和元年度まで載ってい

去年が入っていて、今年が入っていないというこ

る数値がございまして、これに対して、例年少し
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ずつ悪化しているということで、この前の年、僕

のは上がってきているところでございます。目安

が持っている資料だけからいっても、平成２６年

としまして、議員おっしゃった１８％、また２５

度から６年連続悪化しているという状況で、実際

％とかという数値がございます。まだそこの数値

には１８％、起債許可団体になるまでにはまだ間

には至っていないということもございますが、今

があるのですけれども、これだけ悪化しているこ

後、償還に対しても、去年借りたものは２年後に

とに対して、監査委員として、併せて借入額の１

償還が始まるだとかということで、公債費比率が

４０億円起債残高を人口で割ると１人当たり５０

今後少し上がっていくことが予想というか予定さ

万円の借金がある計算になるのですけれども、こ

れてございます。

れに対して何か監査委員の方のコメント等がない
かどうか。

私どもとしましても、極力ここについては上げ
ないように、昨日の答弁でも申し上げたとおり、

水道事業等の決算審査の意見書には、黒字で

予算を編成する際にも、借金をしないで歳入歳出

あっても将来こういうことが予想されるので十分

のバランスを整えてまいりたいというのが今後の

気をつけてやっていただきたいという丁寧なコメ

課題にもなってきているというのは十分理解して

ントがあったのですけれども、この実質公債費比

いるところでございますので、今後、事務事業の

率だけを取り上げるのはちょっとイレギュラーで

見直し等、また特定財源といいますか、収入を確

すけれども、徐々に悪化して１０％を超えるとい

保するというところに力を注いで、この数値を少

うのはちょっと要注意なのかなという気がするの

しでも減少できるように努力してまいりたいと考

ですけれども、その辺について、御意見をお聞か

えているところでございます。

せいただければなと思うのですけれども。
○議長（木下

敏）

以上でございます。

監査委員。

○監査委員（永田英利）

○議長（木下

監査といたしまして

敏）

ほか、質疑ございません

か。

は、あくまでもやった事業に対してどうだったの

中島勝也議員。

かというのを主に監査させていただきます。事業

○１２番（中島勝也）

１点だけ質問させてもら

をこうやったらいい、ああやったらいいという規

いますけれども、もし質問になってなければ止め

則というものに関しては口出しはできないという

てください。

部分を御理解いただいて、あくまでも基準内で収

一般会計、特別会計の監査の意見書なのですけ

まれば、決算に上げるかなという部分でございま

れども、４３ページの審査結果の意見というよう

す。

なところを読ませていただきましたけれども、自

○議長（木下

敏）

若山雅行議員。

○１５番（若山雅行）

主財源のことについてお聞きしたいと思っており

監査委員の方にはそこま

ます。

で求めるのはちょっとあれかもしれませんので、
大変ありがとうございます。

自主財源というのは、町税の収入額ということ
になってくると思いますけれども、令和元年度は

併せて、もう一度総務財政課長のほうに、この

個人、または軽自動車税、入湯税、こういうもの

数字が悪化していることに対するコメント、まだ

はちょっと増収になっておりますけれども、残念

まだ大丈夫だなのか、あるいは何か手を打たなけ

ながら法人、固定資産税、たばこ税が減少してい

ればいけないのかというような認識があるのかど

るというようなことが書かれております。

うか、ちょっとその辺をお聞きしたいと思いま
す。
○議長（木下

また、徴収率も多少ではありますが減額してい
るということなのですけれども、９７％というこ

敏）

総務財政課長。

○総務財政課長（俉楼

司）

とは、よく頑張っているのかなというような気は

それでは、私のほ

うからお答えしてまいります。

いたしますけれども、町税の全体を見ても、減収
になっているのかなというような感じを受けたわ

議員おっしゃるとおり、年々公債費比率という

けでございますけれども、その原因についての考
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え方といいますか、どういうことでこういう結果

田村敏郎議員。

になったのかと。その原因があれば教えていただ

○５番（田村敏郎）

きたいと。

てまいりたいと思いますけれども、まず監査の意

それと、以前から自主財源の確保には不要財産

それでは、二、三質問をし

見書のほうからお聞きしたいと思います。

といいますか、そういうものはやはり処分をし

まず、３ページでありますけれども、決算の収

て、財源に充てていくのだというようなことを前

支の推移について、５年間連続の赤字ということ

から言われておりますけれども、令和元年度は具

でここに、実質単年度収支が赤字だということ

体的にどのような不用財産というか、そういうも

で、この状況についてどう分析しているのか。町

のを処分されたのか。何点でもいいですから、例

側のほうはどのような分析をこれを見てしている

を挙げて御答弁をいただければと思いますし、ま

かお聞きしたいと思います。

た、金額的にどの程度見込んでおられたのか、そ

それから、公債費は１２億２,１００万円ほど

の辺をちょっとお聞きしたいと思いますので、よ

償還していますけれども、皆さん方がよく言うよ

ろしくお願いいたします。

うに、有利な起債ということで、交付税算入とい

なっていますか。
○議長（木下

敏）

うようなことをよく口に出しておりますけれど
質問の内容はよろしいので

も、１２億２,１００万円のうち、実際交付税算

すけれども、今質問されているのは、監査意見書

入されている金額は幾らなのか。元金、利子、幾

の中で、自分はこう気づいたのだけれども、町側

らあるのか。それを教えていただきたいと思いま

がどういうふうにしたのだという考え方でいいの

す。

か。そうしないと、監査委員が先ほど若山議員に

それから、臨時財政対策債、これも交付税算入

答弁したように、私たちは結果を見て、その結果

ということで、これは役場のほうで出されたもの

をこれに書いただけだとなるので、理事者の答弁

に書いておりますけれども、これにつきまして

でよろしいですか。（「結構です、お願いしま

は、どういうふうな形で算入されて、どういうふ

す」と発言する者あり）いいですか。

うな形で償還されているのか。それもちょっと教

総務財政課長。

えていただきたいと思います。

○総務財政課長（俉楼

司）

自主財源というこ

とでございます。

それから、臨時財政対策債の分で、先ほどの説
明もありましたけれども、経常収支比率は実際９

それにつきましては、私どもも財源の確保に向

３.８％というような表現ですけれども、決算統

けてということで、令和元年度も取組をしている

計からいけばそうかもしれませんけれども、臨時

ところでございます。

の財政対策債を除いて９３.８％ということです

分かりやすいところでいうと、土地、遊休資産

けれども、これを入れると９７.９％、そして去

を売払いしたというところでございますけれど

年については１０３.９％ということで、１００

も、令和元年度でも、たしか２,０００万円ぐら

％を超えている。実際、臨財債というのは、除い

いの土地を売却しているということと、あとは旧

て云々というよりも、決算統計上の便法上のもの

ユートピアの温泉も利用料を賦課して、そこから

で、実質は臨財債を入れてきちっと対応して経常

も収益を上げているという状況がございます。元

収支比率といったようなものの認識を私はすべき

年度の決算からということであれば、そういうこ

ではないかと思いますけれども、統計上では９

とでございます。

３.何ぼという形で現していますけれども、そこ

今後も、引き続き遊休資産につきましては、売

ら辺の考え方をお聞かせ願いたいと思います。

却できるところについては、積極的に売却を今も
行っているところでございます。

でございますけれども、不用額について触れてお

以上でございます。
○議長（木下

敏）

それから、監査委員のほうの意見書４４ページ
ります。議会としても決算のときには不用額の整

ほか、質疑ございますか。

理予算がどうなっているとかということで再三申
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し上げてきた経過がありますけれども、このたび

また、参考は参考としてここに載っけていると

また、監査委員のほうから、このように「不用額

いうことですので、それを入れて計算するという

が確定しているにも関わらず減額補正を行ってい

ことではございませんので、御理解をいただきた

ないケースもいまだ認められることから、常に財

いなと思ってございます。

源の有効活用という観点に立ち、執行状況の把握
と早期の予算整理に努めていただきたい」と。

続いて、単年度収支がここ数年赤字になってい
るという状況でございます。これについては、今

私ども議会としても再三申し上げてきましたけ

まで大型事業をやってきたことから、財政調整基

れども、今回このようなことで意見書に記載され

金を取り崩している状況でございます。資本的な

たということで、この部分についてどう受け止め

建設事業を多くやってきたことから、基金を取り

ているのか、あるいはまた、町にとって再三言わ

崩したということの結果が単年度の収支が赤字に

れてもやめないということは何かメリットがある

なったというところでございますので、御理解を

のかどうか。そこら辺あれば、きちっと説明して

いただきたいと思います。

いただきたいと思います。

最後、不用額の件でございます。

○議長（木下

１時間過ぎましたので、答

例年、監査委員からの御指摘があって、私ども

弁は休憩いたしまして、２時２０分から再開した

も不用額の削減に努めているところでございます

いと思います。暫時休憩いたします。

が、令和元年度は約２億９,００万円程度不用額

敏）

午後

２時０６分

休憩

がございました。特出すべきというか、その中

──────────────
午後
○議長（木下

２時１９分

敏）

で、今回３月の補正予算の際に、私ども総務財政

再開

課のほうとしては、基金に積むということで約１

休憩前に引き続き、再開い

たします。

億１,０００万円程度、基金合計ですけれども、
補正予算として可決いただいたところでございま

認定第１号から認定第７号までの総括質疑を続

す。

けます。

ただその後、コロナウイルスが全国的に広がっ

田村敏郎議員に対する答弁より入ります。

たということで、その際の対策に充てる経費に少

総務財政課長。

しでも残しておかなければならないということか

○総務財政課長（俉楼

司）

それでは、４点

ら、基金の積立てを意図的に少なくした結果、基

だったと記憶してございますが、答弁してまいり

金の積立てだけでも８,４００万円程度不用額を

たいと思います。

出している。そこも要因として大きいところでご

まず、起債の交付税算入について御質問がござ

ざいます。

いました。短時間でここは計算ができなかったも

その他事業につきましては、不用額を例年言わ

のですから、ちょっと時間を貸していただいて、

れていることではございますが、少しでも少なく

特別委員会等で資料を提供してまいりたいと思い

ということで職員も頑張ってやってきているとこ

ますので、御了承願いたいと思います。

ろでございますが、結果そうならなかったところ

続いて、臨時財政対策債についてでございま

もあるということで、そこは十分認識をして、今

す。臨時財政対策債については、地方交付税の不

後、不用額の圧縮に努めてまいりたいと思ってい

足分を一般財源に充てるために起債できるような

るところでございます。

特例的な起債ということでございます。決算統計

以上でございます。

上も全国的な決算統計のルールとして臨時財政対

○議長（木下

策債も入れた中でルールとしてそれがあるという

○５番（田村敏郎）

ことですので、七飯町もその形にのっとった形で

ということで、大型事業をやってきた結果だとい

この表を示していると、決算統計をしているとい

うような考え方だと思うのですけれども、この部

うことでございます。

分については、やはり実質単年度収支がずっと赤
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敏）

田村敏郎議員。
まず、５年間赤字が続いた

字になるということは、それだけ七飯町の財政の

今まで言ったことをもう一度、見解お聞きしたい

体力がなくなるということですね。

と思います。

確かに、財政課長が言うように、基金の……、

○議長（木下

敏）

総務財政課長。

まず体力がなくなるということは、基金を積むの

○総務財政課長（俉楼

と取り崩すというのは表裏一体で、積んでいくと

答えしてまいります。

司）

それでは再質にお

体力がついて、下ろしてどんどんどんどんいく

議員おっしゃるとおり、町の財政も年々数値的

と、こういうふうに赤字になるのです。だから、

には悪くなっているということは、私どもも十分

実際考え方としては、基金に積む額よりも取崩す

理解をしてございます。例えば、経常収支比率が

額を少なくすると、少しずつでも体力はついてく

９３.８％だからいい、９７.９％だから悪いとか

るのですね。

ということではなくて、そもそも悪化に向かって

ところが、こうやって５年間びっちり赤字続き

いる傾向にあるというのは十分理解しながら、今

でくるということ自体が、やはり町の財政の体力

後も財政運営をしっかりやっていかなければなら

を落としていくということで、ここら辺はやはり

ないと思ってございます。

私は、今コロナだとかとありますけれども、これ

不用額についても、御指摘毎年度されていると

からはもっともっと大変な事態が起きることを想

いうことで、今後も、今まで気づかなかった点と

定すれば、今の段階、あるいは大型事業なんて

いうか、もう少し突き詰めて決算できるように、

言ってられないと思うのですね。

今後も職員一同、共通認識を持って財政運営に当

ですから、しっかりこういう統計を見て、どう

たっていきたいと思ってございます。

いうふうな財源バランスを取っていくかというの

以上でございます。

は、やはり財政課の僕は大きな仕事でないのかな

○議長（木下

と。そういう意味では、もう少し慎重に実質単年

か。

度収支の赤字を受け止めたほうがいいのではない
のかなというふうに思います。

敏）

ほか、質疑ございません

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

それから、臨時財政対策債については、入って

敏）

総括質疑を終わります。

お諮りいたします。

いるよという話ですけれども、２６ページを見ま

ただいま議題となっております認定第１号から

すと、外したりというような、除くとかと書いて

認定第７号までの以上７件につきましては、神﨑

いますけれども、まあまあそれはそれでいいので

和枝議員と議長を除く委員１６人で構成する令和

すけれども、ここに書いていた以上、幾ら参考と

元年度決算審査特別委員会を設置し、これに付託

いえども、こういう９７.９％という高い経常収

し、併せて地方自治法第９８条の検査権を付与し

支比率が出たということは重く受け止めて、やは

たいと思いますが、御異議ございませんか。

り少しでも柔軟性のある財政運営というものを考
えていかなければ、駄目でないかなと。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

御異議なしと認めます。

確かに、ここの表では９３.８％というような

よって、認定第１号から認定第７号までの以上

数字が出ていますけれども、やはり高い数字を意

７件につきましては、神﨑和枝議員と議長を除く

識しながら、財政運営をしていかないとなかなか

委員１６名で構成する令和元年度決算審査特別委

これからは難しい話になるのではないのかという

員会を設置し、これに付託し、併せて地方自治法

ふうに思います。

第９８条の検査権を付与することに決定いたしま

それから、最後になりますけれども、不用額に

した。

ついては、議会も再三指摘していますし、監査委
員も指摘されているということをやはり重く受け
止めて、しっかりとそういうものに対して対応し
ていくという考え方をお持ちなのか。それら私が
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暫時休憩いたします。
午後

２時２９分

休憩

──────────────
午後

２時４４分

再開

○議長（木下

敏）

休憩前に引き続き、再開い

たします。
───────────────────
諸

般

の

報

告

───────────────────
○議長（木下

敏）

この際、諸般の報告をいた

します。
ただいま、令和元年度決算審査特別委員会か
ら、委員長に長谷川生人議員、副委員長に田村敏
郎議員を互選した旨の報告がありました。
この際、委員長就任の挨拶を求めます。副委員
長も一緒にお願いいたします。
○決算審査特別委員会委員長（長谷川生人）

た

だいま、令和元年決算審査特別委員会委員長に推
選頂きました長谷川でございます。そして、副委
員長に田村敏郎議員でございます。
今後の予定日程に沿って粛々と進めてまいりた
いと思いますので、どうぞ皆様よろしくお願いい
たします。（拍手）
○議長（木下

敏）

就任の挨拶を終わります。

───────────────────
休

会

の

議

決

───────────────────
○議長（木下

敏）

お諮りいたします。

令和元年度決算審査特別委員会の審査のため、
９月１１日から９月２３日までの１３日間は、休
会といたしたいと思いますが、御異議ございませ
んか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

御異議なしと認めます。

よって、９月１１日から９月２３日までの１３
日間は休会とすることに決定いたしました。
───────────────────
散

会

宣

告

───────────────────
○議長（木下

敏）

以上で、本日の日程は全て

終了いたしました。
本日は、これをもって散会いたします。
お疲れさまでした。
午後

２時４５分

散会
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