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午前 １０時００分 開会 

○田村委員長 それでは、皆さん、おはようござ

います。 

 ただいまから、第４回目の第５次七飯町総合計

画に関する調査特別委員会を開催してまいりたい

と思います。 

 まず、中島委員より、本日の会議を欠席する旨

の届け出がありました。また、上野委員より、本

日の会議を遅参する旨の届け出がありました。 

 それから、お手元にお配りしてございます七飯

町総合開発振興計画審議会名簿、それからアン

ケート、そして今日説明いただきます中長期財政

計画、この３点をお配りしてございますので、ご

確認をお願いしたいと思います。 

 それでは早速、協議事項１番目から始めたいと

思います。本日は総務財政総務部長、それから政

策推進課長、総務財政課長、都市住宅課長に出席

をいただいております。 

 それでは、まず最初に総務財政課長のほうから

説明のほう、よろしくお願いします。 

○俉楼総務財政課長 それでは、本日お配りしま

した七飯町の財政見通し（中長期財政計画）につ

いて御説明申し上げます。これ、下のほうに案と

して載せてございますが、内容は変わるものでは

ございませんが、令和３年度の当初予算成立後に

成案するものとして、案として示しているもので

ございます。 

 前回、令和３年１月１４日開催の委員会時に

は、令和３年の当初予算の編成が確定していな

かったということから、令和２年８月現在の計画

案を示しているところでございます。 

 今回、令和３年度の当初予算編成してございま

すので、その編成の内容を盛り込んで計画をして

いると、今回提案すると、説明するということで

ございますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 それでは、資料の２ページになります。 

 １、財政見通しの策定目的でございます。本財

政見通しは、総合計画及び行財政改革大綱との整

合性を図りながら中長期の見通しを立てることに

より、計画的な財政運営と健全性を確保し、安定

的な行政サービスの実施と将来的に持続可能な行

政運営の確立を目指すために策定するものでござ

います。 

 また、今年度は総合計画及び行財政改革大綱の

中間見直しや、次期計画への引き継ぎが予定され

ており、新たな内容に更新されることから、現実

的な目標値ともいえる財政見通しを同一の期間で

推計することで、総合計画及び行財政改革大綱と

さらなる連携を図るものとしてございます。 

 なお、当町の財政規模は社会経済情勢や国の施

策変動により受ける影響が大きいため、毎年度の

収支状況や各種動向により見直しを行うものとし

てございます。 

 二つ目、該当期間、会計単位でございます。

（１）として、令和３年度から令和７年度までの

５か年としまして、参考とする計画の期間と整合

するということでございます。 

 （２）会計単位については一般会計とするもの

でございます。 

 ３番目になります。財政見通し推計の概要でご

ざいます。（１）として、歳入については予算科

目別によりそれぞれの算定方法に基づいて推計を

してございます。 

 （２）歳出につきましては、性質別によりそれ

ぞれの算定方法に基づいて推計をしてございま

す。 

 （３）実績年度でございます。平成２７年度か

ら令和元年度までについては決算額を計上してご

ざいます。 

 （４）収支見通し、ローリングにつきまして

は、該当期間中の各会計年度決算額等を適宜反映

させ、見直しを図るものとしてございます。 

 続きまして、２ページになります。 

 ４番、財政見通し推計の算出方法でございま

す。このページにつきましては、歳入の部分、各

予算科目別の区分によって推計の方法を載せてお

るものでございます。 

 続きまして、３ページになります。 

 ３ページのほうは、（２）としまして、歳出の

性質別により算出方法をそれぞれ推計している

と。算出方法について記載をしているものでござ

います。 

 （３）につきましては、財政指標としまして、
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健全化判断比率である実質公債比率、将来負担比

率についての説明をしているものでございます。 

 続きまして、４ページになります。 

 これが今の２ページ、３ページの歳入、歳出、

それぞれの算出方法で算出された、平成２７年か

ら令和７年度までの決算の実績と、令和２年度現

計予算の数値と、令和３年度から７年度までの推

計を載せたものでございます。 

 なお、令和３年度につきましては、令和３年度

当初予算ということで記載をしているものでござ

います。ここにつきましては、ここから、令和７

年度以降につきましては、前回、お配りした計画

と数値が変わっているところでございます。 

 続きまして、５ページになります。 

 ５ページは歳出の状況でございます。年度につ

いては歳入と同じように平成２７年度から令和７

年度までの数値を載せているというものでござい

ます。 

 続きまして、６ページ目になります。 

 収支の状況、総括ということでございます。今

ほどの４ページ、５ページ目の歳入歳出の状況を

まとめたものでございます。 

 また、歳入歳出の状況プラス基金の現在高と町

債の現在高を表した表になってございます。下の

ほうが、基金、町債の現在高の表ということに

なってございます。上のほうが町債の現在高とい

うことで、令和２年度、現計予算の中での数値と

して１４５億６,０００万円ということで、この

グラフのここがピークとなってございます。今

後、令和７年度までに１１９億９,０００万円と

するというような推計となってございます。 

 下が基金の現在高でございます。令和２年度現

計予算では１２億１,０００万円の基金残高と

なってございます。 

 令和７年度については８億１,０００万円の推

計高ということでございます。 

 基金につきましては、確保する目標ラインを７

億円に設定して、これを最低限７億円は維持する

ということの目標を立てているところでございま

す。 

 続きまして、７ページになります。 

 ７ページは財政指標の財政健全化比率について

の各年度ごとの数値を載せた表でございます。 

 その次が、実質公債費比率についてのグラフと

なってございますが、それぞれ起債許可団体、早

期健全化団体、財政再生団体の基準ラインと各年

度ごとの数値を表したものでございます。実質公

債費比率につきましては、令和２年度は１２.６

％となってございますが、令和６年度にはマック

スとなる１４.７％まで上がるということになっ

てございます。その後、令和７年度には少し落ち

るというところの推計となってございます。 

 下の将来負担比率については、早期健全化団体

の基準ラインであるラインと、それぞれ各年度ご

との数値を載せたものでございます。令和２年

度、ここがマックスで１０６.１％の数値となっ

てございます。令和７年度まで、少し、高止まり

している傾向ではございますが、このような数値

となる推計となってございます。 

 続きまして、８ページになります。 

 今後の財政収支の見通しでございます。この再

掲になりますけれども、現時点における推計での

各年度別の収支差について載せたものでございま

す。令和３年度以降、５年間における収支不足の

合計は４億２００万円と推計をしているところで

ございます。 

 この不足分の対応としては、基金繰入による収

支調整が想定されるため、その分基金が減少する

ことになるというものでございます。基金残高と

しましては、令和２年の現計予算では１２億１,

３００万円でございますが、令和７年度の推計で

は８億１,１００万円という推計となってござい

ます。 

 続きまして、１０番、収支不足への対応でござ

います。 

 （１）現状と方向性でございます。当町を取り

巻く財政状況は、歳入面では町税は多くの増収が

見込めず、地方交付税においても今後は減少局面

が想定されており、歳入全体における一般財源が

減少する一方、公共事業等による起債借入により

町債残高、借入総額が今後ピークを迎える状況と

なってございます。 

 また、新型コロナウイルス感染拡大が及ぼす影

響は、いまだ全容が見えず、歳出拡大や歳入不足
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の場合は財政運営を基金の繰り入れ、取り崩しに

頼らざるを得ない状況となってございます。 

 このように安定的な行政サービスの実施と持続

可能な行政運営の確立のためには、この見通し期

間は特に重要であると捉えており、目標となる対

応方針を定めて、そのための取組を実施してまい

ります。 

 ９ページになります。 

 （２）対応方針でございます。①として基金総

額の確保というところで、財政調整基金をはじめ

とする各種基金は、経済情勢の変動等により減

収、災害など不足の事態における歳出や各設立目

的に対応するための貯金でございます。持続的な

財政運営を実現するためには、一定額の確保が必

要となることから、確保項目標額は標準財政規模

の１割程度となる７億円としてございます。 

 ②町債残高の圧縮についてでございます。本見

通しで令和２年度末にピークを迎える町債残高に

ついては、将来にわたる世代間負担の公平性を保

つため、投資的事業の優先度の見極めなどによる

新たな借り入れの抑制や、借り入れる場合でも交

付税算入率が高い内容での起債発行や低利率での

発行に努めるなど、効率的な公債費軽減と町債残

高の圧縮を目指すものとしてございます。 

 ③でございます。行財政改革の推進でございま

す。令和３年度から新たな計画期間となる第６次

行財政改革大綱と連携を図りながら、さらなる行

財政改革の推進を図ります。特に以下について重

点的に取り組みますというところで、一つ目が財

政改革（健全な財政運営）、二つ目として行政改

革、効率的、効果的な行政運営、三つ目が組織改

革、組織力の向上を掲げてございます。 

 １０番目、１０ページ目になります。 

 ④新型コロナウイルス感染症への対応でござい

ます。令和３年２月現在においては、全国一律で

はないものの再び緊急事態宣言が発出するなど、

今後の感染症の動向を見いだせない状況であり、

また、間もなくウイルスワクチン接種が開始され

ますが、その効果や、それに伴う町内への影響に

ついてもいまだ計り知れません。 

 町内の感染拡大防止や経済活動支援などの対策

については、国や道との連携を図りながら、各種

補助金、交付金を余すことなく最大限活用してお

りますが、それだけに限らず、関連経費に町の財

源である財政調整基金を取り崩して対応している

ところでございます。新型コロナウイルス感染症

への対応としては、今後さらなる施策追加の可能

性もある、予断を許さない状況で、その際には独

自施策等に対し再び財政調整基金の活用も想定さ

れます。 

 これまで誰も経験したことがない、未曾有のこ

の危機は、町としても最も優先すべき事項の、町

民の安全・安心に対する危機であり、その対策経

費への財政調整基金の取り崩しはやむを得ないと

判断するものでございます。この判断は、対応方

針①として掲げた基金総額の確保と相反するとこ

ろではありますが、新型コロナウイルス感染症を

取り巻く様々な状況を鑑み、基金の活用、在り方

については可能な範囲の中で柔軟かつ臨機応変に

対応してまいりますというところでございます。 

 以上、簡単、雑駁ではございますが、本日提出

いたしました七飯町の財政見通しについての説明

を終わります。 

○田村委員長 ありがとうございました。 

 ここで、質疑なのですけれども、立地適正化の

ほうも合わせて説明いただいた後に、合わせて質

疑をしてまいりたいと思いますので、よろしいで

しょうか。 

(「はい」と呼ぶ声あり) 

○田村委員長 それでは、都市住宅課長お願いし

ます。 

○川島都市住宅課長 それでは、第５次七飯町総

合計画に関する調査特別委員会要求資料として都

市住宅課所管分の七飯町立地適正化計画について

御説明いたします。 

 お手元の、現在、計画につきましては、国、北

海道と素案の協議を進めている段階でありますの

で、お手元の資料は住民説明会でお配りした立地

適正化計画の概要で説明させていただきますので

よろしくお願いいたします。 

 それでは３ページ目が次第になります。４ペー

ジ目をご覧ください。 

 はじめに七飯町では現在、令和元年度から進め

ている七飯町都市計画マスタープラン、七飯町緑
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の基本計画の見直しを策定、そして今年度新たに

七飯町立地適正化計画の策定と合わせ、三つのま

ちづくり計画を今年度策定に向け進めておりま

す。 

 七飯町都市計画マスタープランとは、七飯町の

まちづくりの理念となっております。第５次七飯

町総合計画をもとに、都市の将来像や土地利用、

都市施設整備の在り方など明確にするとともに、

地域別の都市整備方針を明らかにし、２０年度の

都市の姿を展望しつつ、おおむね１０年間都市計

画の具体的な方針を策定するものです。 

 また、次に、七飯町緑の基本計画は、都市にお

ける緑、公園、緑とオープンスペースの保全に関

わる施策を総合的かつ計画的に推進することを目

的としております。 

 これらの計画は、平成１５年に策定され、その

後随時、社会情勢に合わせて見直し策定を行って

おります。 

 今回の見直し策定は、計画目標年度が平成３２

年、令和２年度になっていることから、目標年の

更新と上位計画であります第５次七飯町総合計画

との整合、また令和２年４月に北海道で函館圏域

の都市の将来像における方針を策定しております

北海道の整備、開発及び保全の方針との整合性を

図りながら、七飯町の社会情勢に合わせることを

主な目的として見直し作業を進めております。 

 この現在の見直し策定しております七飯町都市

計画マスタープランの高度化版として、新たに七

飯町立地適正化計画を策定するものでございま

す。 

 続きまして、５ページ目をお開き願います。 

 １、立地適正化計画の背景について御説明いた

します。日本の都市の現状は、人口の減少、少子

高齢化の進行に伴い、住宅、店舗などの郊外立地

による市街地の拡散が見られています。そして、

将来の予想として今後人口減少や少子高齢化がさ

らに進むと、生活を支える上下水道や道路などの

公共施設、生活サービス施設、公共交通の維持が

困難となることが予想されております。 

 そこで、国の機関である国土交通省におきまし

て、赤枠になりますが、３点ございます。１とし

て、商業や医療、福祉施設などの都市機能を都市

の中心となる拠点または生活の中心となる拠点に

集約し、生活サービスを効率的に提供すること。 

 ②として、集約した拠点周辺や公共交通の沿線

に人の住まいである居住を誘導し、一定のエリア

において人口密度を維持すること。 

 ③、拠点間の公共交通等の充実を図り、多極

ネットワーク型のコンパクトシティを推進するこ

とであります。 

 このことから２０１４年に都市再生特別措置法

が改正され、市町村が持続可能なまちづくりを推

進するための立地適正化計画が制定されるように

なりました。 

 この計画は、市街化区域に設定する誘導区域に

長期的かつ緩やかに居住や施設を集約等により誘

導していくまちづくり計画として、都市計画マス

タープランの一部として規定される計画となりま

す。 

 次に、６ページになります。 

 現在の七飯町の人口は、国勢調査の結果では平

成２２年までは２万８,４６３人と増加を続けま

したが、資料表にございます平成２７年には２万

８,１２０人と減少に転じております。将来的に

見ますと、令和２年から令和２２年の人口につき

ましては、厚生労働省の機関であります人口研究

や社会保障研究などの調査研究を行っている国立

社会保障人口問題研究所における将来人口推計に

おいて、令和２年には２万７,２２８人、令和７

年には２万６,０５５人、令和１２年には２万４,

６９６人と減少していき、２０年後である令和２

２年には人口が２万１,４６６人となることが予

想されており、七飯町においても今後人口減少は

免れないものと考えております。 

 七飯町は、函館圏では最も減少幅が小さいもの

の、生産年齢人口割合の減少、また、老齢人口割

合の増加についても予想されておりますので、将

来的にはこの推計値を抑制していくことが重要と

捉えております。 

 また、人口減少のほかにも町内において散見さ

れます老朽化が進んでいる会館や公共施設につい

ても集約、改修が必要と考えております。 

 続きまして、７ページをお開き願います。 

 ２番目として、立地適正化計画の範囲になりま
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すが、下の図で色のついている部分が七飯町の市

街化区域を示しております。これまで従来の都市

計画は人口増加に伴い、この都市計画区域内にお

いて主に開発行為や建築に対する規制や制限を

行っておりましたが、本立地適正化計画では規制

や制限を行うものではなく、土地利用の誘導を行

うものとして、色のついている市街化区域内の土

地利用に着目した計画となります。 

 続きまして、８ページになります。 

 ３番目、立地適正化計画の目的としては３項目

あり、三つございます。１として、医療・福祉・

子育て支援・商業等の都市機能を都市の中心拠点

や生活拠点に集約し、これらの生活サービスが効

率的に提供されるようにすること。 

 ②として、拠点周辺や公共交通の沿線に居住を

誘導し、居住者がこれらの生活サービスを利用で

きるようにすることと、一定のエリアにおいて人

口密度を維持することにより、生活サービスやコ

ミュニティが持続的に確保されるようにするこ

と。 

 ３番目として、拠点への連絡及び拠点間の持続

を確保するなど、公共交通等の充実を図り、日常

生活に必要なサービスが住まいなどの身近に存在

する多極ネットワーク型のコンパクトシティを推

進することであります。 

 七飯町においても、居住や都市機能を有する施

設を集約することで、人口減少や高齢化社会に対

応し、コミュニティの維持やインフラ整備の節約

などが可能となるコンパクトなまちづくりを推進

してまいりたいと考えています。 

 続きまして、９ページになります。 

 ４番目として、立地適正化計画の内容になりま

す。計画では行政、住民、民間事業者が一体と

なったコンパクトなまちづくりを推進するため

に、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に

関する基本的な方針、つまり住宅や商業、医療施

設の機能を有する施設を規制や制限ではなく誘導

していくための方針として次の項目を設定してい

ます。 

 まず、①の居住誘導区域の設定についてです

が、この区域は人口減少化においても一定のエリ

アにおいて人口を維持し、生活サービスやコミュ

ニティを持続的に確保するよう、居住を誘導すべ

き区域となり、公共投資や公共公益施設の維持管

理などの都市経営が効率的に行われるよう定めて

います。 

 この区域については、具体的には市街化調整区

域の定めることはできない。次に、将来の人口減

少を踏まえて、範囲を設定するため、現在の市街

化区域全域を定めることはできない。次に、自然

災害などが想定されている箇所は極力区域に含ま

ないとしております。 

 次に、１０ページの②、都市機能誘導区域の設

定についてですが、この区域は都市機能を増進す

る施設の立地を誘導すべき区域で、医療・福祉・

商業などの都市機能を中心拠点や生活拠点に誘導

し集約することで、各種サービスの効率的な提供

を図られるよう定めているものです。 

 具体的には二つございまして、町の中心部だけ

ではなく、市街地形成の成り立ちに応じて、必要

な数の区域を定めます。もう一つが一定程度の都

市機能の集約や公共交通の利便性の高い区域で、

都市の拠点となる箇所について定めます。 

 ここまでの内容を次の１１ページの立地適正化

計画の概念図に示しております。緑枠の都市計画

区域として、灰色の枠が市街化区域とすると、灰

色の市街化区域内にある水色枠が９ページで説明

した居住誘導区域になります。この居住誘導区域

内のオレンジ色が１０ページで御説明しました都

市機能誘導区域となります。この水色のエリアに

居住、オレンジ色のエリアに医療や福祉、商業な

どの都市機能を持つ施設を長期的かつ緩やかにエ

リア内へと誘導していきたい計画となっておりま

す。 

 この計画を七飯町の市街化区域で説明します

と、７ページに戻っていただき、色のついている

範囲の中で水色の居住誘導区域を設定し、その居

住誘導区域内にオレンジ色の都市機能誘導区域を

設定することになります。そのため、この計画で

は七飯町の市街化区域であります本町区域と大中

山、大川地域において、居住誘導区域と都市機能

誘導区域を設定し、居住や都市機能を誘導してい

く区域を定めていくことになります。 

 １２ページになります。 
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 そこで現在、七飯町における本町の、本町地域

の各誘導区域案について御説明していきます。 

 本町地域の居住誘導区域の範囲は、市街化区域

から次の箇所を除いた区域として設定しておりま

す。北海道において公表している土砂災害警戒区

域でありますが、こちらは図面上のオレンジ色を

示している箇所、次に新幹線車両基地のある字飯

田町、これらを除外した左図の青枠に囲ってある

約２５３ヘクタールの区域を居住誘導区域として

設定していきます。 

 続きまして、ページ飛びますけれども、１４

ページ。 

 続いて、本町地域の都市機能誘導区域案につい

てでございますが、都市機能誘導区域の範囲は、

居住誘導区域内のうち、都市計画道路などに囲ま

れる範囲において徒歩圏６００メートルを目安と

して設定しています。具体的には左の図の赤枠で

囲っている範囲で、国道５号とバス停留所ござい

ます、七飯というバス停留所を中心に、東側は歴

史館や保健センターから地域センターを含める形

で設定し、西側は七飯駅前までを含めて、右側は

鳴川の公営住宅跡地と本町多目的グラウンドを含

める形で設定しており、都市機能誘導区域として

は約７３ヘクタールの区域を設定しております。 

 続きまして、１３ページになります。 

 大中山と大中山・大川地域についての各誘導区

域案といたしまして、居住誘導区域の範囲は、市

街化区域から次の箇所を除いた区域として設定。

先ほど御説明しました北海道において指定してい

る土砂災害警戒区域、中島流通工業団地や国道商

業施設収益があるこれらを除外した左の図、青枠

で囲っている約９０ヘクタールの区域を居住誘導

区域として設定していきます。 

 続きまして、１５ページになります。 

 この大中山・大川地域の都市機能誘導区域につ

いてでございますが、この範囲は国道５号と町道

大中山１号線を中心に、東側は大中山保育所と大

中山小学校裏の住宅地を含めて、南側の大川新通

と国道５号までの市街化区域を設定しておりま

す。 

 また、西側はＪＲ函館本線よりも国道側の第１

種住居地域を区域内とし、北側は建設中である道

営住宅までを区域として約５８ヘクタールの区域

が都市機能誘導区域として設定しております。 

 これらの各誘導区域の境界は、地形で設定して

います。一部用途地域の関係や除外区域の関係で

敷地をまたいでいる箇所もございますが、その点

については居住や都市機能を誘導していく中で影

響のないものと考えております。 

 また、計画では誘導区域を設定して居住や都市

機能を誘導していく説明をしていますが、区域外

に対して住宅や施設の建築が不可能となるもので

はございませんので、御理解のほどお願いいたし

ます。 

 続きまして、１６ページ、３の誘導施設につい

て御説明いたします。 

 当計画では先ほど誘導区域内に誘導すべき施設

として、誘導施設というものを設定しておりま

す。誘導施設は都市機能誘導区域の充実、強化を

図るため、新たに立地の誘導または施設の維持充

実を図る都市の増進施設であり、次のような施設

が設定できます。 

 四つございまして、町のにぎわいを生み出す

スーパー、銀行などの商業施設や文化、集会など

の施設については体育館や図書館などもあり、町

内施設では食品スーパーやスポーツセンター、図

書館などが上げられると思います。 

 続きまして、高齢化に対応した医療、福祉施設

については、病院、診療所、デイサービスセン

ターなどがあり、町内の施設としては保健セン

ターや各種介護施設、病院などが上げられます。 

 続きまして、子育て世帯に対応した子育て支援

のための施設については、幼稚園、保育園、子育

て支援センターなどで、町内園施設では子育て支

援センターや各幼稚園、保育園、小中学校などが

上げられます。 

 続きまして、その他行政サービスの窓口機能を

有する行政施設については、会館地域センターな

どがあり、町内の施設としては役場庁舎や地域セ

ンター、町内会館などが上げられます。 

 これらの施設につきましては、冒頭において説

明しましたが、各所管課でも懸念されている箇所

老朽化している公共施設や会館などに対するう集

約や改築が必要と考えておりますので、今後社会
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状況を踏まえた上で、そういった集約、改築を

行っていくことを関係課で検討していきたいと考

えております。 

 最後に１７ページになります。 

 今までの策定の流れといたしまして、策定状況

と今後の予定を掲載しています。 

 中段に１０月７日に説明会を開催しておりま

す。 

 記載されておりませんが、１１月１２日に町内

策定委員会、１２月２４日に七飯町の都市計画審

議会は書面改正として整理させていただきました

が、審議委員の自宅を訪問して、進捗状況や業務

の説明等を行っております。 

 現在、国と北海道と協議を行っている最中であ

りますので、今後パブリックコメントを実施し、

３月末には都市計画決定を行うよう予定しており

ます。 

 以上が、立地適正化計画の概要となります。 

 以上です。 

○田村委員長 ありがとうございました。 

 それでは、財政計画、それから立地適正化計

画、この２点の説明について、まず質疑を受けた

いと思います。 

 何か、ありませんか。 

 川上委員。 

○川上委員 今、七飯町の立地適正化計画、今話

を聞いたのですけれども、中身は要するに都市計

画区域内を充実させると。コンパクトシティ構想

など都市計画区域内を充実させるという計画であ

るというのが分かりましたけれども、都市計画区

域以外の整備は、何か極力抑えて、これらの地域

の人々、大沼も含めてですけれども、都市計画区

域外にいる人々を都市計画区域内に誘導して集約

するという考えの計画でいいのか、悪いのか、

ちょっとお聞かせください。 

○田村委員長 都市住宅課長。 

○川島都市住宅課長 ただいまの質問ですけれど

も、以前の１２月の定例会でも町長、副町長が答

弁しましたとおり、あくまでもこの計画は一つの

まちづくりのものとして計画を進めて、事業等を

進めていく計画になりますので、その計画自体が

町全体を都市誘導区域なり住居系の誘導区域に誘

導していきましょうという計画になりますので、

今住んでいる方を無理やり町の中に誘導していく

ものではなくて、今後逆に立地適正化計画以外の

場所でまちづくり、また公共施設の整備等がある

場合は、その都度、事業要件満たす計画があるの

であれば、そちらの計画をつくって、まちづくり

全体を進めていきたいと考えています。 

 以上です。 

○田村委員長 川上委員。 

○川上委員 今の説明だと、何か今までどおりと

いう感じがする。市街化区域のほうも必要があれ

ば整備を進めていく、都市計画区域内も必要であ

れば整備を進めていくということになると、この

立地の適正化計画というのはあまり意味なさない

のではないかと思って、当初私が言ったように、

市街化区域に住んでいる人を無理やりその都市計

画区域内に誘導するとかではなくて、できる限り

誘導するのが目的ではないかと思うのですけれど

も、再度その辺お願いします。 

○田村委員長 都市住宅課長。 

○川島都市住宅課長 大変済みません。あくまで

計画の中で誘導していきたいというのは私たちも

思っていますが、この計画についてはまちづくり

の中で今、町として老朽化している会館、そうい

うものがまず大前提でこの計画を３年前から国な

り道なり照会かけて、この計画を探した中で少し

でも財源を下げるためにこの計画をまずつくって

いきましょうという基本的な部分がございますの

で、その中で今回の区域を設定しましたが、先ほ

どと同じ答弁になりますけれども、住民を無理し

て町に集めていくというのはある計画なのですけ

れども、その点については従来と変わらなくまち

づくりを進めていきたいと考えておりますので、

御理解のほどお願いします。 

○田村委員長 川上委員。 

○川上委員 この立地適正化計画、策定しなさい

という国からの押しつけではないけれども、そう

いう感じで来ていると思うのですけれども。これ

は要するに自治体全てに網がかぶさっている感じ

であるのか。これを策定することによって、何か

特定財源とか国からの交付金、補助が整備すると

きについてくるのか。その辺、ちょっと教えてく



－ 9 － 

ださい。 

○田村委員長 都市住宅課長。 

○川島都市住宅課長 全国で立地適正化計画進め

ている市町村になりますが、あくまでもこれは都

市計画をつくっている町の中に限ってですので、

５４２の都市で立地適正化計画が今、策定中も含

めて事務を進めているという状況であります。計

画を策定・公表している市町村については３３９

市町村となっております。七飯町についても今こ

の部分として入っている状況にあります。 

 特定財源については、この事業、施設の中身に

もよりますけれども、基本的には集会場や今懸念

されているスポーツセンターとかについては２分

の１、その内交付税算入もございます。ちょっと

率があれなのですけれども。 

 補助率が５０％で、起債充当率が９０％、交付

税算入率が５０％の事業がございます。 

 以上でございます。 

○田村委員長 川上委員。 

○川上委員 この立地適正化計画を策定したこと

によって、今課長が言った特定財源とか補助金と

か交付税算入とかができるようになるということ

で理解していいですか。 

○田村委員長 都市住宅課長。 

○川島都市住宅課長 この計画については、今年

度策定を目指しております。その中で七飯町とし

て次にこの区域の中にどういうものの施設を入れ

ていくかというのを決めて、そこから基本計画な

り、基本設計、実施設計と入っていきますので、

この計画がつくったからといって事業が採択と

か、そういうものではございませんので御理解の

ほどお願いします。 

○田村委員長 川上委員。 

○川上委員 そういう意味ではなくて、この立地

の基本計画をつくることによって、スポーツセン

ターとか２分の１の補助だとかということに今ま

でなかったけれどもなるようになるのですかとい

うことなのです。 

○田村委員長 都市住宅課長。 

○川島都市住宅課長 今のスポーツセンターにつ

いては、事業上は社会体育のほうで事業はありま

すけれども、こちらの計画をやることによって補

助率なり交付税算入なり、その辺が優位になると

いうことで立地適正化計画を進めている状況にあ

ります。 

 以上です。 

○田村委員長 ほかにございませんか。 

 上野委員。 

○上野委員 まず今の立地適正化計画に関連して

なのですけれども、この立地適正化計画そのもの

は、今後のコンパクトシティをつくるためのエリ

アを設定するということだけの計画なのですよ

ね。具体的にもうこのコンパクトシティを進める

ということになれば、今進めている第５次の総合

計画がもうどう位置づけられるかという検討がさ

れていなければならないのですけれども、今の答

弁ではこれから対応を考えていくというような言

い方だったのですけれども、ちょっとそれでは本

来のコンパクトシティのもう具体的にやらなけれ

ばならない事業が位置づけられて、計画されてい

ないような気がするのですけれども、立地適正化

計画はもうエリアも決まりましたし、今年度でも

う既にそういう方向が決まっていくとしたら、今

後のコンパクトシティに向けた第５次総合計画の

中に位置づけられた形で計画が検討されなければ

ならないと思うのですが、今回、中間の見直しで

後期の総合計画が立てられていますよね。１０事

業ですか、３３億円くらいの事業が新規で計画さ

れていますけれども、これの事業はコンパクトシ

ティの今後の構想の中にどう位置づけられている

のか、その辺ちょっとお伺いします。 

○田村委員長 都市住宅課長。 

○川島都市住宅課長 ただいまの質問でございま

すが、第５次総合計画後期分として載っていない

のではないかという部分でありますけれども、こ

の計画については、このエリアを設定した中で、

その後集約していくものの施設、また会館、また

スポーツセンターについては、まだ場所、このエ

リアの中に含むのであれば、この計画の事業で進

めていきますので、その辺については今後関係

課、担当所管と協議しながら場所の設定が入って

くるものとなっております。 

 以上でございます。 

○田村委員長 上野委員。 
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○上野委員 何か、もうこれから何十年間使うよ

うな施設が今計画が具体化しているわけですけれ

ども、その中でこのコンパクトシティの中にこの

後期計画がどう位置づけられるかというのは町の

中で既に設定されていないと計画的に進めること

はできないと思うのです。その辺についてどうな

のですか。 

○田村委員長 経済部長。 

○青山経済部長 ただいまの上野委員の質問にお

答えいたします。 

 立地適正化計画に具体的にもうそういう公共施

設の在り方とかを明記するというか、計画が立案

されていくのではなかろうかというような趣旨だ

と思いますが、あくまで立地適正化計画は今後２

０年において人口減少に伴い、これまでの住民

サービスとかができなくなるということも危惧さ

れるということから、人口密度を維持しながら市

街化区域の居住環境、あとは公共施設、医療関

係、そういう多々の施設がございますけれども、

そういうものも統合していかなければ今後なかな

かサービスを提供していく上では難しいというこ

との上に立って、まずは立地適正化計画という都

市計画のほうから、まずは計画を立てているとい

うことでございます。 

 総合計画との絡みということでございますけれ

ども、そこの部分につきましては、公共施設をど

こに持っていくかということを誘導区域というこ

とで立地適正化計画の中で区域を定めていくと。

そこに各所管のほうで建て替え、そういう部分が

生じたときには、そのエリアの中で行っていくこ

とによって、先ほど課長が答弁いたしました有利

な財政措置といいますか、補助金、いわゆるあと

は交付税算入というものが、この計画を立てるこ

とによって一つの選択肢となるということですの

で、今後、将来のことでございますので、この制

度より優遇される制度ができれば、それぞれの制

度でまた活用させていただきながら建物を集約す

るとか、そういう部分が出てくると思いますけれ

ども、あくまでまずは都市計画の中で今後のサー

ビスの提供を維持するということから居住区域の

誘導、あとは公共施設等を誘導していこうという

中の計画ですので、具体的なということではなく

て、あくまでそういう方向性を見いだす計画だと

いうことで御理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○田村委員長 上野委員。 

○上野委員 この立地の基本計画がエリアを決め

るだけというのは分かるのです。ですけれども、

もう第５次の総合計画で後期の、これから何十年

も使うような施設をどうするかという計画がもう

既に始まっているわけです。そういう中で、この

将来進めていこうとしている地域のコンパクトシ

ティの構想があって、この第５次総合計画が位置

づけられないと、ちぐはぐな事業が進められるこ

とになるということです。そういうことをなぜ今

の段階でそういう事業を進めようとしているの

に、第５次総合計画の後期計画がそういう位置づ

けで検討されていないのか、それについてちょっ

とお伺いしたいのですけれども。 

○田村委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 総合計画と立地適正化計画

の関係でございますが、まず立地適正化計画とい

うのは総合計画と計画期間が違います。総合計画

につきましては、令和７年度までの５年間を見据

えた事業でございますので、まず今後５年間の事

業計画を立案するための総合計画というところで

まずは押さえていただきたいと思います。 

 ただ、上野委員おっしゃるとおり、今後の住民

の誘導といいますか、まちづくりの誘導という観

点から言いますと、総合計画と５年間で諮れるも

のではございませんので、将来を見据えた中でど

こに立地するかというような、事業を実際行うと

きにはそこの部分、社会情勢を踏まえながら、ま

た財源を踏まえながら事業立案していくところで

ございますが、まず総合計画の５か年の見直しの

中では、場所までどこで何をするというところま

での具体的なものがまず示されませんので、そう

いった部分は今後の社会情勢を踏まえながら場所

と立地適正化計画に沿った形の事業展開が見込ま

れていくものだと思っております。 

 立地適正化計画については５年間というもので

なくて、もう少し長い目で誘導していくような、

まちづくりの計画だと思ってございます。 

 以上です。 
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○田村委員長 上野委員。 

○上野委員 第５次総合計画の計画は５年間、後

期は５年間で実施する事業ということでは分かる

のですが、その事業は今後何十年という形で使用

される建築物が計画されているわけです。それ

と、その中に例えば図書館云々という形で、場所

とかそういうことも全く設定されていない計画が

計画されているわけですよね。そうしたら、その

段階で既に今後のコンパクトシティの中にこの事

業がどう位置づけられるのかという検討がされな

ければ、長期の見通しが出てこないと思うので

す。全く別物だみたいな答弁されていますし、計

画するのは各部署によってどうのこうのと言って

いますけれども、町が全体として考えていく事業

でなければならないはずなのですよね。その辺に

ついて、もう少し見通しのあるような答弁お願い

したい。 

○田村委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 総合計画における公共施設

等の建築の関係でございますが、当然、利用者の

方が使いやすい立地で建設されるというのが大前

提でございますので、当然立地適正化計画でいい

ます誘導区域の中で、恐らくその公共施設につい

て建設されていくものだと捉えておりますので、

その範疇の中で事業化がされるものとして当然総

合計画の中でも見通しているところでございま

す。ただ、そこの部分についてここですよという

ことが現段階ではお示しできないというところで

ございます。社会情勢と、またその事業の種類に

よっての財源措置もございますので、１番、最も

有利な事業として実施できるような部分で進めて

いく内容というところで御理解いただきたいと思

います。 

 以上です。 

○田村委員長 ほかにございませんか。 

 若山委員。 

○若山委員 僕はこの最初に説明のあった中長期

財政計画について、ちょっと確認させていただき

たいと思います。 

 これ、４ページの長期収支計画で令和３年度の

計画についてはこの予算で、この数字が予算とし

て上がってくるということでいいのかどうかをも

う１回確認したいのと、前回配付された８月作成

分から見ると、これが歳入の合計で、歳入の合計

というか税金の収入が大幅に減っている状況なの

ですけれども、それが国庫だとか道の支出金でプ

ラスになっているような状況なのですけれども。

そうだとすると、４年度のから７年度までの町税

の収入の推移については、この最初の説明でいく

と、令和２年度及び令和３年度予算には反映して

いるが、それ以降の年度は不明確なため考慮して

いないとかという、コロナの影響とか書いてある

のですけれども、本来こういう計画を立てるとき

は控えめに見ていくことが必要なのではないかと

思うのですけれども、令和４年度では税収が回復

するような傾向になっているのですけれども、こ

のところの考え方って大丈夫なのかどうかという

ことが１点と。 

 あと、気づいたところで、基金の残高の考え方

について、７億円という目標値みたいなもの、一

定のこれだけは確保しましょうということで考え

方としてあれなのですけれども。９ページになる

のですか、確保目標額は標準財政規模の１割程度

となる７億円としますとなっていて、この７億円

の根拠というのは、これってオーソライズされた

数字なのかどうかというところで、ちょっと少な

いのではないだろうかという個人的な印象がある

のですけれども。 

 あと、標準財政規模というのは、これは増えた

り減ったり変動するようなものではないというこ

とで７億円でいいのか。これが増えたりした場合

にはもっと多くなるのかなというようなところ

で、その考え方をちょっと知りたいと思います。 

 それと、あと１点、資料を見て気づいたのは、

８ページの令和７年度の収支差が１億５００万

円、ぐっと増えているのですけれども、これって

何か特別な事情が何か、ここであれなのかなとい

うのをちょっとお聞きしたいなと思います。 

 すみません、今のところ以上です。 

○田村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 それでは、３点御質問がご

ざいましたのでお答えしてまいります。 

 まず、令和３年度の予算額がというところでご

ざいます。ここの記載につきましては、令和３年
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度当初予算というところで、今回、１月末に令和

３年度の予算の査定を済んで、令和３年度の予算

を固めましたので、この数字をもって当初予算と

いうことで編成をしたいということで、この後定

例会の際にはこの数値をもって上程したいという

ところの数値となってございます。 

 続いて、町税につきましては、歳入の考え方、

２ページのところにございますが、若山委員おっ

しゃるとおり令和２年、令和３年度についてはコ

ロナの関係の影響を、ここについては、令和２年

度については現在そのとおりでございますし、令

和３年度については国の方針、地方財政計画等を

鑑みて数値をつくっているところでございます。 

 ただし、４年度以降についてはコロナの状況が

どういうふうになるか分かっていないということ

で、一つとして委員おっしゃるとおり控えめにつ

くるということもあるとは思いますが、今現実的

な数値としてこの数字として計上しているところ

でございます。 

 また、ここら辺の情報が入れば、またこの計画

自体も決算時にまた前年度の決算時に見直しをし

ていくところで考えてございますので、その中で

またローリングしていくというところで考えてい

るところでございます。 

 続きまして、基金の７億円、私どもとしては最

低限の数字として標準財政規模の１割の７億円

は、まずは維持をしたいというところの数字と

なってございます。これも多いか少ないかという

ところで、当然多いと有事の際にお金を貯めてお

くということは当然必要でありますので、私ども

もそこは最低限７億円にしておりますけれども、

これを少しでも目減りさせないよう、単年度単年

度の収支を合わせて基金を増額したいというとこ

ろで今までも取組をしてございます。 

 ただ、一つ、令和元年度の決算においては若干

でありますけれども、基金の増額が諮れたという

ところで、これについては毎年の予算の編成の際

にも当初予算には基金を取り崩しをしないような

編成とするだとか、また予算のシーリング、歳出

のほうは上限を設けながら査定を行うだとか行っ

てございまして、ここら辺はまた今年度以降も続

けながら基金を少しでも減らさないような取組を

していきたいというところの考えでございます。 

 あとは、失礼しました。標準財政規模の増減し

たときのということの話でございます。大体、今

七飯町の規模としては７０億円のぷらぷらの数字

となってございまして、ここら辺がまた、そこが

上がれば積んでいく金額が増えるとは思います

が、ここが下がっても７億円は当然維持していき

たいと、それ以上の金額を積み込んでまいりたい

というのが私どもの思いでございます。 

 以上でございます。 

○田村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 すみません。答弁漏れ一つ

ございました。 

 令和７年度の推計で、収支差が１億５００万円

と少し多くなっているのではないかというところ

でございます。ここについては、今の、各年度と

大きく違うのが…、すみません、失礼しました。 

 収支差については、７ページの資料、６ページ

になりますが、これ、上のほうに収支状況の総括

ということで、各年度の歳入計、歳出計と載って

ございます。３段目に３年度以降の形式収支とい

うことで載ってございます。大体これからする

と、令和３年度等当初予算については、ここの形

式収支はゼロとなってございますけれども、大体

８,０００万円から１億１,０００万円程度の間で

推移をしているということで、ここの収支差とし

ては大きく増減しているものでございませんの

で、そういうような説明となります。 

 以上でございます。 

○田村委員長 若山委員。 

○若山委員 予想なので、これどうこう言うあれ

はないのだけれども、考え方だけ聞きたいのであ

れだったのですけれども。ちょっと甘いと、幾ら

でも数字はいい、自分の目指す数字に収まるとこ

ろあるので、こういうものってできればきつくつ

くって、大丈夫なのかなというところで示してほ

しかったのですけれども。これでいくと、令和３

年度の寄附金が１億円というのは、これはもう確

定している数字なのですか。今までより突出して

いるので、希望的観測の数字なのかなと思ったの

と。あと、これ、収支がやはりマイナス、こんな

に大きいのは、ちょっと続くというのはあまりど
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うなのかなということと、町債が令和７年度には

ちょっと多めに発行するような形になっているの

ですけれども、これあれですか、何か事業をここ

に見たとか、そういうようなものなのでしょう

か。前年まで６億円くらいだったのが１０億円と

かになっているのですけれども。これって何か個

別の事業を積み上げた町債の数字なのでしょう

か。４ページの町債を発行するという数字のあれ

なのですけれども。そこをちょっともう少し、も

しこういうことでというのがあれば。ただ足りな

い分を町債でというような考え方なのか。そこの

ところをちょっと説明お願いしたいと思います。 

 以上です。 

○田村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 今のまず寄附金のほうです

けれども、今回、令和３年度編成時には、ふるさ

と納税も１億円の寄附金をということの予算の計

上をしているところでございます。また、その令

和７年度の町債が１０億円となっているというと

ころでございますけれども、５ページのところの

歳出の状況の普通建設事業費を見ていただきたい

と思いますが、令和７年度、この普通建設事業費

については１６億円、この内、総合計画登載事業

分として約１５億円を載せているところでござい

ますので、その事業分の起債というところでござ

います。 

 以上でございます。 

○田村委員長 若山委員。 

○若山委員 だから、これは資料を見れば、ここ

でこういうのがあるの分かるのだけれども、だか

ら図書館の費用がここで４億円出すとか、そうい

う、あるいはスポーツセンターなのかとか、そこ

の具体的なものがあるのかどうかというところで

ちょっとお聞きしたいなというところなのですけ

れども。とりあえず、そこのところを一つお願い

します。 

○田村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 前回、政策推進課のほうか

ら総合計画後期に登載する事業として、各事業、

説明があったと思いますけれども、この令和７年

度、その突出する部分としましては、スポーツセ

ンターの建設費を盛り込んでおりますので、その

部分が大きな要因というところでございます。 

 以上でございます。 

○田村委員長 若山委員。 

 その前に、１０分間、暫時休憩をしたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

午前１１時１４分 休憩 

────────────── 

午前１１時２４分 再開 

○田村委員長 それでは、休憩前に引き続き、会

議を再開いたします。 

 若山委員の質問から始めます。 

 若山委員。 

○若山委員 この事業、町債が増えて、その事業

をやるというのが、令和７年に集中させているの

かどうかということと、まんべんなくやらないか

どうか。７年にやるという形で計画を入れている

ようなのですけれども、その前のこの何か事業を

やるような予定にはならないのかどうかというこ

とと、この町債の残高についても、８月につくっ

たやつに比べて平成７年度については１１５億

８,０００万円の予定だったのが１１９億９,００

０万円とか、ちょっと数字が半年だけでこんなに

増えるような形になっていて、もう少し厳しめに

見ないと、今はこう見ているけれども、半年たっ

たら、１年たったらこうとか、どんどん悪化する

ような数字になる可能性があるのですけれども、

この辺の数字の算定については大丈夫なのかどう

か、ちょっと感触をお聞きしたいと思います。 

○田村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 まず、１点目、事業が令和

７年に集中しているのか、各年度で事業をやらな

いかというところの御質問でございました。事業

については、各年度、例えば５ページを見ていた

だければ、これが各年度の歳出、それぞれの数値

になってございまして、その中でも投資的事業と

いわれるものについては普通建設事業費で、令和

７年度については７億６,７００万円だとか、令

和４年度については８,０００万円だとかの数値

となってございます。この内、総合計画の登載事

業分として、令和３年度６億１,０００万円、令

和４年度については６億１,５００万円などの数

値となってございます。それぞれ、前回政策推進
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課から報告申し上げました登載事業をやっていく

というものでございます。 

 ７年度については、ここ大きな数字となってご

ざいますが、そこについてはスポーツセンターに

ついても着手してまいるというところから金額が

大きくなっているところでございます。 

 続いて、町債の増加として、去年の８月作成し

たものより数値がちょっと悪化しているのではな

いかと、町債増えているのがというところでござ

います。ここについては、今の令和３年度の当初

予算を計上したまでの現状だとかの数値、少し変

わっておりますので、令和３年度変わると、それ

以降の数値が変わってきているというところで、

今の実際推計した段階の現実的な数値としてこの

数値となってございます。 

 手堅くというところの話もございましたが、現

実的な数値として計上しているというところで御

理解を願いたいと思います。 

 以上でございます。 

○田村委員長 若山委員。 

○若山委員 何度もすみません。何と言うのです

か、総合計画事業登載分が６億円くらいずつ、５

億円、６億円とか、平均で上がっているのに、平

成７年度だけ計画が終わる年度にどっと上げてお

いて、その以降の数字についてはちょっと見てい

ないような感じがして、最後にしわ寄せをしてい

るような、意図的な数字の配分になっていないか

どうか。きちんとこれから打ち合わせ進めていく

と、令和７年度にスポーツセンターをどうこうと

いう話になるので、この数字なのか。お金がない

ので、令和７年度にしわ寄せになるのか。そこの

ところの決め方のようなものというのは、意図的

に何かずらしてう、６億円だったのが１４億円こ

こにどんと来て、７年度、最後終わりの年にやる

のだというような、何かそういう数字をつくると

いうのはどうなのかなと思うのですけれども。数

字の操作みたいなのはないというか、ないと言う

に決まっていますけれども、ちょっと見た感じ違

和感というか、あるような気がするのですけれど

も、どうなのですか。 

○田村委員長 総務部長。 

○釣谷総務部長 その点につきましては、私のほ

うからお答えしてまいりたいと思います。 

 ７年度に寄せたとかということではございませ

ん。そこのところははっきり申し上げておきたい

なと思います。ただ、今までの事業の中で、大型

事業、今の５次の総合計画の中の前期の部分でも

大きい事業というのは相当を組んできています。

そのしわ寄せというのは財政の中でも相当しわ寄

せが、財政のしわ寄せですよ、そういうものとい

うのは今後の部分、後半５年の部分にも当然影響

がしていることも間違いはないのですが、ただ計

画している中で令和７年度に大きな事業を予定を

しているという、そこだから増えているという、

単純にそこのところ、寄せていっぱいそこに積ん

だという意味ではなくて、令和７年度に大きな事

業が、結局、体育館にしてもそうですけれども、

相当金額が、影響が出るものを予定をしたという

ことですので、敢えてそこは御理解、そういう意

味だということで御理解していただきたいなと思

いますし、７年度で終わる話ではないので、あく

までも総合計画、これが終われば次は６次の計画

というものは当然進めてまいりますので、そこで

全ての事業が終わるわけではなくて、結局そこか

ら、７年度から始まる事業も、５次から６次にさ

らに流れていく、つながっていく事業というのも

当然ございますので、ここの区間だけの話ではな

いというところで捉えていただければと思いま

す。 

 正直、財政計画の中でも委員さんおっしゃると

おり厳しくというか、辛く見たいというのを十分

あるのですけれども、あまり辛く見過ぎて、住民

の生活に支障が出るような、そういうところとい

うのとのバランスというのもございますので、な

るべくできる範囲の中で、今後進めていく、今ま

でもそうですけれども進めていくという、そこの

基本的な考え方は変わってございませんので、御

理解いただければと思います。 

 以上です。 

○田村委員長 ほかにございませんか。 

 平松委員。 

○平松委員 ちょっと漠然とした質問になるかも

しれませんけれども、財政の見通しの、その策定

目的というところ、これに該当する話になるかと
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思うのですけれども、今、コロナ禍でこの先どう

なるか、大幅に変わる要素とかというのが出てき

た場合、今、令和３年から７年までのこの５か年

の計画というのは、それがあまりにもその数字が

大きく、例えば地方交付税が相当減ってくるだと

か、何かそういうときには、これを臨時的にまた

見直して修正するということはあるのかどうか、

ちょっとその点だけお聞きしたいなと。 

○田村委員長 総務部長。 

○釣谷総務部長 お答えしてまいりたいと思いま

す。 

 先ほど総務財政課長のほうからも御説明したと

おり、決算、財政のほうは決算を見て、すぐその

反映をしてローリングをするという、毎年そうい

う見直しというのは、財政的な見直しというのは

毎年していくという、そういうことですので、逆

に誰も予想もしていなかったこのコロナの関係と

いうものであっても、今年度の予算が既に１６０

億円を超えているというような誰も予想もしな

かったというところでは、そこに対してもちゃん

と歳入だとか歳出のバランスを考えながら、さら

に財政計画にも書いたとおり必要であれば財政調

整基金を投入してでもしなくてはいけない事業だ

とか、そういう部分というのはそのとき、そのと

きのきちんと見極めてやっていくということで御

説明をしたと私は理解してございます。当然そう

いうふうに今後もしていきますので御理解いただ

きたいと思います。 

○田村委員長 平松委員。 

○平松委員 それは承知しているつもりなのです

けれども、この中長期の財政計画という、この５

年というスパンの計画書そのものを、あまりにも

その１年、２年で、例えば今つくったものが該当

しなくなると。それで令和４年当たりにでも、令

和４年とか５年とかに、５年計画だったけれども

見直して修正しますみたいな、大綱みたいな、そ

ういう大きなことをやるのかどうか、そこだけ聞

きたいのです。これは５年スパンは変わっていか

ないということですか。 

○田村委員長 総務部長。 

○釣谷総務部長 それも説明したとおり、総合計

画等の、これに連動しているものという、財政計

画の中に連動しているものというのは総合計画だ

とか、行政改革大綱だとか、定員の適正化と、こ

こに示してございます。結局ここの期間と連動さ

せますよというところでの、この財政計画になっ

ていますので、そのもの自体が大きな変動がなけ

れば、数字は動きます、当然決算でというとお

り、毎年のローリングをかけるというのは、そう

いう数字のローリングはかけるのですが、事業的

なものというのはあくまでも総合計画なり、そう

いう部分と連動をしているというところでは、そ

こは大きく変わらない限り、それに関する数字、

そこに関する数字ですね、基本的には変わらない

し実施していく時点での年度によって、今はこの

数字だけれども、実際にやろうとしたときには、

実際の金額が少し違うようだとか、そういう違い

は出てくるとは思いますけれども、財政計画っ

て、もう決めたらそれが動かないということでは

ないということ、事業が変わらない限り動かない

けれども、実際に数字だけはその年、その年、決

算だとかそういうものに合わせて見直しでも何で

もかけていくという、そういう仕組みになってい

ると御理解いただきたいと思います。 

○田村委員長 ほかにございませんか。 

 上野委員。 

○上野委員 七飯町の財政見通しということで、

今回出されていますけれども。これは令和３年の

２月に推計した数字ですよね。令和２年の８月に

も財政見通しということで、計画を出しておりま

した。それで、この令和２年の８月の段階の財政

見通しに関しては、今回の第５次総合計画の後期

の事業を想定しない事業として計画したものと思

われます。それで、今回は後期の５か年の、前期

で未達成だった事業とか、新しくやろうとしてい

る事業だとか含めて計画がされていると思うので

すが、今回のこの町債残高で見ますと、令和７年

の町債残高は、前回の財政推計をしたときに比べ

て、４億９００万円しか増えていないのです。要

するに、この間の町の町債残高に関しては、令和

２年以降、減少傾向を続けて少なくなってきてい

る状況になっていますよね。 

 令和２年では１４６億５,０００万円、これが

令和７年では１１５億８,０００万円と、暫時、
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残高が減少するという推計になっているわけなの

ですけれども、前期の計画でやり残した未達成の

事業が６０億円くらい残っていますよね。そし

て、後期では新事業として３３億６,０００万円

近くやろうとしている。合わせますと９３億６,

０００万円を超える計画がされている中で、町債

残高が４億９００万円しか増えないということは

何か不自然のような感じがするのです。これ、後

期でこの９３億円の事業を全て実施するという前

提で、この財政推計がされているのかどうか。こ

れについて明確にちょっとお答えいただきたい

と。 

○田村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 今の上野委員の質問に答弁

してまいりますが、まず、質問の中で去年の８月

の数値ということでお話しておりましたけれど

も、今回、コロナ感染の影響だとか、総合計画の

事業と合わせるような形で今回お出ししたのは、

今回の数字、今回の計画となってございますの

で、その計画でいくと６ページになりますけれど

も、町債の残高としては令和２年の現計予算では

１４５億６,０００万円、令和７年度の推計とし

て１１９億９,０００万円というのが直近の数値

となってございます。 

 前回、政策推進課のほうで今後進めるという

か、後期事業、後期計画の中で行う事業というこ

とで説明をしてございますけれども、それはその

全てが令和７年度までの後期に全てが終わるとい

うものではなくて、ものによって令和７年度以降

に事業の周期が来るというものもございますの

で、先ほど上野委員がおっしゃっていた９３億

６,０００万円が全てこの５か年で入るというも

のではないということをまず御理解していただき

たいと思います。 

 その中で、各年度ごとに総合計画に載っかって

いる事業を進めるというところで、例えば建設事

業費であれば、先ほど説明いたしました年度ごと

に金額が、６億円程度のものが載っかってきて、

７年度については大型の事業があるので１０億

７,０００万円というのが現状でございます。推

計上の数値というところでございます。 

 以上でございます。 

○田村委員長 上野委員。 

○上野委員 今お答えになった中で、令和７年度

までに全てが事業として実施するわけではないと

お答えになりました。実際は９３億６,０００万

円の事業を、本来、後期でやろうという計画だっ

たと思うのですが、やり残して令和７年以降にず

れるという事業もあるのだというお話でしたけれ

ども、それはどんな事業で、金額的に大体でいい

ですけれども、何億円くらい残るのか、それにつ

いてちょっとお伺いしたいなと思います。 

○田村委員長 総務部長。 

○釣谷総務部長 今の上野委員の質問にはちょっ

と具体的には先先の話なので、お答えしずらい、

正直、そこの言質取られてしまうというところで

は、あのとき総務部長がこう答弁したと言われて

しまうような、５年も先の話の部分を明確な答弁

というのは正直できません。 

 それで、ただ考え方として理解していただきた

いのは、継続的にやっている事業、以前に、前の

委員会で政策推進課のほうからお示しした、その

終わった事業、継続している事業というか、今の

真ん中で、継続している事業、それからこれから

着手していく事業という部分というのは色分けを

して、きちんとそこのところはお示ししたはずで

す。その表を見ていただければ、何の事業がずっ

と続いていく事業なのか、令和７年度で終わる事

業ではなくて、さらに継続して進んでいる事業、

進めていかなければいけない事業なのかという部

分というのは明確にお示しをしているはずです。

ただ、数字に関しては、あくまでもその時点、時

点での計上している事業費でございますので、当

然それは実際にやる時点で再度計算をし直して、

ローリングし直して、今であればちょうど中間年

である今の時点でそういう事業の見直しも含め

て、経費も含めて見直しをしているわけでござい

ますので、さらに後期の部分に関しまして、これ

から５年間の部分に取り組むべき事業というの

は、きちんと明示させていただいてございますの

で、それをまずは御理解、そこで御理解いただき

たいなと思っておりますので御理解ください。 

○田村委員長 上野委員。 

○上野委員 答弁いただいているのですけれど
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も、要するに今後の５年間の財政推計、やろうと

している事業の中での推計だよということは分か

りました。その後の令和７年以降にずれ込む事業

はどれかということについては、今お答えできな

いということなのですが、ただ、この令和７年ま

での財政推計をしているわけですから、それに当

たって、この５年間で事業として、金額として、

幾らを想定した財政推計をしたのかということだ

けはちょっとお答えいただきたい。 

○田村委員長 総務部長。 

○釣谷総務部長 前回、政策推進課のほうで提出

してございます未達成事業、未着手事業というと

ころ、あるいは継続事業というところで明示をし

てございます。 

 以上でございます。 

○田村委員長 畑中委員。 

○畑中委員 今、上野委員が質問されていること

について、総務部長は答弁されていますけれど

も、以前に渡されたこの資料を見れば、ある程度

理解できるのではないかなと、私は思うのですけ

れども、いかがなものでしょうか。 

○田村委員長 今、畑中委員からそういうような

御意見出ましたけれども、上野委員よろしいです

か。 

 上野委員。 

○上野委員 その資料そのものがありましたら、

令和７年以降も続きそうな事業というのは幾つか

確かにあります。ただ、令和７年以降にその金額

といいますか、ずれていったときにどうかという

のは、今回の財政推計には入っていないのは確か

だと思います。ですけれども、令和７年までにや

る事業として財政推計をしているわけです。それ

であれば、その根拠になる事業の金額、これは財

政推計にはどうしても必要な数字ですよね。それ

はどう考えたのかということを聞いているだけな

のです。一つよろしくお願いします。 

○田村委員長 総務部長。 

○釣谷総務部長 それにつきましては、今回お示

しした、提出いたしました財政見通しの５ページ

の中に普通建設事業に、うち総合計画登載事業分

として明示をしてございます。結局その分は財政

推計の中に今後５年間の分はこれだけの分が入っ

ていますよということです。 

 以上です。 

○田村委員長 総務部長、これは数字だけを掲載

したという意味なの。事業がどうのこうのではな

くて。例えば、あれでしょう、３年は６億１,０

００万円、ずっと来ていますよね。令和７年には

１４億７,６００万円って、これは数字を当ては

めていったというのか、例えば事業を試算しなが

ら当てはめていったかという、そこら辺、簡単に

言ってくれれば、上野委員、いや、してないのな

らしていないでいいのですよ。だから、それはそ

う言うと上野委員もそれなりの理解はするのだろ

うと私は思いますけれども。もし、試算、積算し

た中でこういう数字が出たと、おおむねこういう

何々はじめ６件の事業でこのくらいを見ましたと

か、何かそういうのがないと、ただ数字というの

はちょっとあれだけれども、もうちょっと踏み込

んで。 

 総務部長。 

○釣谷総務部長 はい。分かりました。もう少し

詳しくということですので。 

 例えば、令和３年度につきましては、事業とし

ては１７本の事業について６億１,０００万円の

事業を組んでございます。それにつきましては、

特財だとか地方債、一般財源という部分もござい

ますので、事業費としては６億円。さらに、先ほ

どちょっと答弁漏れというか、あれだと思うので

すが、起債部分というかが数字合わないのではな

いのというような委員さんからの御指摘もあった

のですけれども、結局は事業費は総体事業費の

話、その年度の総体の事業費の話であって、それ

には財源の内訳、当然伴います。一生懸命特財

を、一生懸命かき集めていますので、補助金で

あったりだとか、それから同じ起債、地方債のほ

かに一般財源、結局９割しか起債を認めないよと

いうような、そういうものもございますので、１

割は一般財源をその年の予算から出していかなけ

ればいけないというような部分もありますから、

起債の額と事業費の額は当然イコールにはなって

いない、それはちょっと二つくらい前の質問で

あったと思いますけれども、そこはそこで理解を

していただきたいということと、全てその事業１
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本１本に関して、この年にやるもの、年度から始

めるものにつきましては、細かい数字の積み上げ

を実際にはしてございます。それで御理解いただ

きたいと思います。 

○田村委員長 上野委員。 

○上野委員 今の答弁で、令和３年、例えば６億

円、それから、４年は６億１,６００万円、５年

は６億２,２００万円、６年は６億４,４００万

円、令和７年は１４億７,６００万円と、これ町

債の発行金額ですよね。その事業の中身はここの

中にははっきり、先ほどはどんな事業かというこ

とはお答えになっておりませんので、そこまでは

いいのですけれども、要するに町は、この予算の

範囲で事業をやりますと、だけれども、やり残す

のはかなりあるでしょうという答弁だと理解する

のですけれども、であれば、この先ほど予定す

る、本来であれば９３億円の事業を後期でやらな

くてはならない中で、この町債発行に当たる事業

費は幾らなのかということかちょっとお伺いしま

す。 

○田村委員長 総務部長。 

○釣谷総務部長 今、上野委員のおっしゃってい

たのは、先ほど数字、年度別の数字は、これは事

業費でございまして、起債の金額では、まずはご

ざいません。そこのところはちょっと表の見方が

ちょっと違うのではないかと思います。起債に関

しましては、前のページ、４ページのほうの町債

という部分で記載してございます。歳入の下のと

ころに町債という、その中にうち総合計画の登載

分、それから臨時財政対策債分という形で内訳も

明示して記載してございますし、その前段でやり

残すというところの話もありましたけれども、そ

れは結果の話でございまして、あくまでも計画の

時点では、計画したものは、予定としては７年度

までにここまでをやるという、今からそれを残す

ぞという、そういうつもりで計画は立てませんの

で、あくまでもこの中の数字に入れている部分に

ついては、計画どおりであれば全てやれるという

ところでの計画となってございますし、ただ先ほ

どちょっと言葉足らずだったかもしれません。た

だ、ものによっては１年送らせたほうがより有利

な、例えばそういう補助金が来年つくぞだとか、

例えばそういうときにはその時点で計画どおりの

年度にやり始めるのがいいのか、それを１年待っ

てでも有利な財政の支援があるものが分かってい

るのであれば、それを１年伸ばす、そこのところ

はそのときのやはり情勢だったり、建物であれば

老朽化の度合いだったりとか、利用者の状況だっ

たりとか、そういうものも含めて検討、当然それ

を１年伸ばすのであれば伸ばすという理由をきち

んと議員の皆様に御説明できるような理由をつけ

て、たまたまそれが令和７年度の計画期間から１

年ずれた。そういうところはあるとは思います。 

 それとか、例えば今のみたいなもう予想のつか

ないような、こういうコロナ禍、コロナの状況と

いうものが、違う形でもってそういう予想のつか

ないものが出てきた場合に、財政をそこに投入し

ていかなければならいけないとなると、もう計画

自体がそのまま１年全て後ろに回るという、最

悪、１年、２年回るというような、もしかしたら

というような話をするとすれば、そういうことも

考えられる。ただ、計画をつくる段階では、そう

いうかもしれないというところの部分って、ある

かどうか分からないものは計画の中には入れられ

ませんので、今の段階で考えられて、事業として

組めるもの組まなければいけないものというのは

年度ごとに、前回資料でお示しをして、財政的に

はこういう財政でやって、組んでいきますという

ことを今回お示ししているということで御理解い

ただきたいと思います。 

○田村委員長 上野委員。 

○上野委員 大体了解するのですけれども、この

事業費として、令和３年度以降の７億円とか８億

円とか、合わせていきますと約５０億円くらいに

しかならないのですけれども、それでいきます

と、先ほど私質問したときの９３億円に比べると

半分くらいの事業と考えられるのですが、それで

よろしいでしょうか。 

○田村委員長 ちょっと暫時休憩します。 

午前１１時５９分 休憩 

────────────── 

午後１２時０１分 再開 

○田村委員長 休憩前に引き続きまして、再開い

たします。 
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 暫時休憩いたします。 

午後１２時０１分 休憩 

────────────── 

午後 １時００分 再開 

○田村委員長 それでは、休憩前に引き続き、再

開いたします。 

 政策推進課長の答弁から入ります。 

 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 貴重なお時間を費やしまし

てすみませんでした。 

 上野委員からの御質問ございました、以前提出

させていただいた資料との関係でございます。 

 以前提出させていただいた未達成事業の中で、

平成２８年から令和７年、そして平成２８年から

令和元年までの資料ということで、こちらのほう

の資料は達成率をベースに作成させていただいた

ものでございますが、この時点では約３３億円程

度の未着手という事業になってございました。ま

た、もう１点、未達成の継続事業ということでお

示しさせていただいた資料でございますが、平成

２８年から令和７年でいいますと１０２億円の未

達成事業でございます。ただ、上野委員おっ

しゃっていたのが、平成２８年から令和元年まで

の４か年を差っ引いた事業費をベースに６０億円

を、先ほどの３０億円合わせて９０億円というお

話でございましたので、ここの部分、総合計画の

後期につきましては５箇年ということで整理をし

ておりますので、それの比較としてはちょっと適

切ではないのかなと思ってございます。 

 ただ、ここの部分、実際には事業費が減額、差

があります、財政計画との差がございますが、こ

れ具体的に申しあげますと、まず総合計画に関し

ましては一般会計や企業会計、水道事業会計、こ

ういったものも全て含んだ事業費でございます。

財政計画につきましては、一般会計をベースに財

政計画がつくられておりますので、その差といい

ますか、総合計画でいう内数として一般会計の財

政計画となってございますので、御理解のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○田村委員長 失礼いたしました。神崎委員、坂

本委員、本日の会議を早退する旨の届け出があり

ましたので、御報告いたします。 

 ほかにございませんか。 

 澤出委員。 

○澤出委員 すみません。リサイクルセンターの

ことについてなのですけれども、よろしいでしょ

うか。資料でいくと後期基本計画の素案の１６

ページ及び前回のほうの４８ページというところ

になりますけれども、ちょっと資料を見ていただ

いて。 

 こちらの中の前回の、後期ではないほうの、先

のほうの計画では、主な施策の中の７番に、ごみ

の破砕機を導入したリサイクルセンターの整備と

言うことで、リサイクルセンターの建含めたそう

いったところのハード面の改善ということを、こ

れについては民文、常任委員会のほうで調査した

項目なのですが、ここの部分７番が素案のほうで

は抜け落ちてしまっており、たしか説明の中では

ごみの処分場の埋立、埋立地の更新のところと同

時にやると言うような話の説明になっていたかと

思うのですが、埋立地の長寿命化というか、寿命

が延びたのはよく分かるのですが、こちらの話と

一緒にするようなことでもなく、実際現地調査し

たところ、民文、私も行きましたが、非常に建物

は老朽化し、例えば屋根の問題ですとか、シャッ

ターの問題ですとか、そういったところの老朽化

が進んでおり、なおかつそういったところで仕事

をなさっているので、作業員の方々の健康問題も

ありますし、ペットボトルがもう背中に来るよう

な、べったりと隙間のないところで仕事なさって

いたりとか、過去にも破砕機に腕を挟まれて、腕

がなくなってしまった、被害に遭われた方もい

らっしゃったようで、それ２回くらいあったって

お聞きしましたけれども、そういったこと含め

て、土地の埋立地の更新の問題より、ちょっと先

行してこちらのほうやっていくほうがよいのでは

ないかということで、民文常任委員会のほうでも

報告申し上げたのですが、それにも関わらず、

ちょっとこの時点で落ちていますので、この辺に

ついての理由というか、もう一度御説明いただけ

ればなと思って質問させていただきました。 

○田村委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 リサイクルセンターの関係
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でございますけれども、現段階で申し上げます

と、廃棄物の処理施設の長寿命化工事ということ

で新規登載事業とはさせていただいているところ

でございますが、その設備の更新ですとか、そう

いった部分までは現段階では考えてございません

でした。ただ、現在総合計画の中での事業といた

しましては１,０００万円規模を一応目安として

行ってございまして、その破砕機の施設整備だと

か、そういった部分というのが正直私どものほう

ではまだ押さえておりませんでした。担当課のほ

うで必要であれば事業の予算の範疇の中で対応で

きるものは早急に対応していくものかと思います

が、総合計画の状況ですと、今この中で盛り込ん

でいくというような、現段階では考えていないと

ころでございます。所管担当課のほうに、必要性

だとかも含めて確認をし、適切な対応ができれば

いいのかなと思ってございます。 

 以上でございます。 

○田村委員長 澤出委員。 

○澤出委員 いろいろ計画もあるとは思うのです

が、やはり作業をなさっている方も町民でいらっ

しゃる方もいらっしゃいますし、身内の方もいろ

いろあると思うのですけれども、いずれにせよ仕

事をなさる中で、危険性があったりとか、やはり

町長のおっしゃっているとおり、人の人命という

のは１番大事に第一義的に置かれなければならな

いものですから、状況を見るとやはりそういった

積み上がりのペットボトルの問題ですとか、裁断

機の老朽化の問題ですとか、今は屋根が飛んでし

まいそうなくらいの建屋ですので、含めてやはり

優先してやっていくべきかなということで民文で

も御報告申し上げましたので、こちらのほう、で

きれば予算づけという中では難しいかもしれませ

んけれども、何とか進めていくことができないか

なというところで、もう一度御質問。 

○田村委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 担当課のほうで新規事業と

して今出てきてございます内容で申し上げます

と、建屋の外壁の改修なんかも、この新規事業の

中に盛り込んできてございますので、実際に事業

ができるかどうかというのは、この補助金なり、

もしつけば、実際事業着手していくのかなと思い

ます。すみません。補助金としては、今のところ

補助金は予定されていないという計画で上がって

きてございますが、現在のこの計画の中で盛り込

んでいる内容でございますので。ただ、委員おっ

しゃる内容が全てができるかどうかは別として、

一部そういった対応ができるものと考えてござい

ます。 

 以上でございます。 

○田村委員長 澤出委員。 

○澤出委員 返す返すですけれども、やはり人命

と、その事故防止という観点もございますので、

引き続き、ぜひとも、少ない予算というか予算づ

け難しいのもよく分かるのですが、ことがことで

すので、なおかつ民文常任委員会という委員会も

立ち上げて調査しているものですから、そちらの

ほうの整合性も考えていただいて、なるべく早急

にやっていただければと思っておりますので、そ

の辺のところお願いいたしたいと思います。 

 以上です。 

○田村委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 計画的な実施に努めてまい

りたいと思ってございますので、御理解のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○田村委員長 ほかにございませんか。 

 中川委員。 

○中川委員 １点だけ、財政計画のところで、こ

れ２７年度から令和７年度まで見ていくと、歳出

のほうでいくと扶助費なんかはだんだん上がって

いっている計画で、この辺というのはどうしても

かかってくるものなのかなと。建物の建てたりと

かというのとまた違った経費だと思うので、そう

いった意味で歳入のほうで、例えば使用料とか手

数料とかは一切変わっていないといったらあれで

すけれども、見込みはほぼ横並びでいっているの

ですけれども、何か収入的なものを何も考えてい

かないのかというところ、意味分かりますか。４

ページと５ページのところですね。今、使用料・

手数料って表現はしましたけれども、例えばふる

さと納税とか、どうたらとかというのもいろいろ

見越しているとは思うのですけれども、なかなか

現実的に歳入のところって難しいのは分かるので
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すけれども、ただそうなったときに歳入は何もし

ないまま計画するのではなくて、この計画に、歳

出の計画に合わせた歳入計画もしていかなければ

いけないのかなと思うのですけれども、その点に

ついて。 

○田村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 今の御質問にお答えしてま

いります。 

 まず、中川委員おっしゃるとおり、扶助費につ

きましては、考え方の中でも高齢者人口が今後増

加するという見込みの中で、０.５％程度増加す

るものとして算出をしてございます。この扶助

費、国の制度だったとしても、国から交付金、道

からも交付金ございますが、国が２分の１、道が

４分の１ということで、国が進めるべき事業とし

ているものであっても、町の負担が４分の１ある

という、こういう事実でございます。また、町の

単独で行っている事業についても、ここら辺伸び

が大きいものですから、扶助費がこの金額になっ

ていくというところでございます。 

 一方、収入の面につきましては、今、先ほど

おっしゃっていたもので、例えば今考えられるも

のとして使用料・手数料の見直しだとか、今進め

ておりますけれども、遊休不動産の売り払いだと

か、ふるさと納税の推進だとかというところは

やってきているところでございます。ただ、その

目に見えて大きく金額が、歳入が増えていないと

いうのも事実でございますけれども、町税の徴収

強化、今すごく高いところで維持しておりますけ

れども、そこら辺を徴収率を落とさないようにだ

とか、今後その先ほど言いましたけれども、施設

の使用料だとか受益者負担という部分で、ここは

新たな財源として検討を、今も行っておりますけ

れども、今後もそこは行財政計画というか、その

中で進めていきたいということで思ってございま

す。 

 現実的な今考えられるというか、数字的になる

とこの数字になりますけれども、そこも本当に進

めていかなければならないということで取り組ん

でまいりたいというところでございます。 

 以上でございます。 

○田村委員長 ほかに。 

 若山委員。 

○若山委員 たびたびすみません。この中長期財

政計画と、このすみません、新しくできる七飯町

総合計画の素案のほうの１番最後の施策６の３、

自立する自治体経営の推進、ページでいくと６

５、６６になるのですけれども、これとの関係で

ちょっと再確認したいのですけれども、ここに活

動指標として現状値として令和元年とか何とかの

数字が上がっていて、令和７年度の目標として低

いほうがいい比率については下げますと、高いほ

うがいい比率については上げますと、そういう目

標数値が載っているのですけれども、このお示し

いただいた令和７年度までのこの数字の指標とか

何かを見ると、これに全然追いつかないのですけ

れども、この長期収支予想表を基本として、ここ

に書いてある行財政改革大綱の策定で進めますと

か、ＬＥＤ事業化だとか、公共施設ＬＥＤ化事業

だとか、収納率向上対策だとか、広告掲載事業だ

とか、ペーパーレス化だとか、こういうことでこ

の数字を上げていくという、そういう目標という

ことでこの計画と今の収支予想表の見方をそうい

うふうに見ればいいのか。そこのところをちょっ

とお示しいただければと思います。 

 ちなみに、現年度収納率とかって９９％ですか

ら、先ほど上げるとか言っていたけれども、ほぼ

これは無理なのかなという感じ。目標はもう９９

になっていますから。ちなみに、平成２６年度の

計画でいくと、経常収支比率については８６.４

％だったのが、令和元年には９３.８％と。さら

に令和７年度には、これでいくともっと悪くなる

ような数字が示されているわけですけれども、そ

この関係について、ちょっと、これをベースに

もっと改善していくという話なのか、今のままで

いくとこのままだということでの警告の数字なの

か、その辺のところちょっと考え方を教えていた

だければと思います。 

 以上です。 

○田村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 今の質問でございます。総

合計画での後期計画の中の行財政の取組の中の主

な事業については、こういう事業、これ以外にも

行財政に関わる分野はいろいろありますが、こう
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いうものをしていきますよというところでござい

ます。 

 また、指標につきましては、今回お渡ししまし

た財政計画の見通し、これは現実的な今の収支を

考えたら５年後の数値として、この数字になって

ございます。総合計画のほうは、この目標値とし

て、よくしていきたいと、改善していきたいとい

うところの捉えとなってございまして、少し数値

上というか、現実的な考え方とちょっと違ったと

ころはあるかもしれませんけれども、少しでも行

財政をよくしていくというようなところの考えを

ここの指標として載っけているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○田村委員長 若山委員。 

○若山委員 目標を高くするとか何とかというの

はいいのかもしれないのですけれども、ここで例

えば、将来負担比率、令和元年度で８１.５％に

なっているのだけれども、この数字でいくと令和

７年度については９１.７％ですよね。これをさ

らに下げようという目標を立てているのですけれ

ども、そのところに具体的な、この現状と課題だ

とか、主要な政策だとか、いろいろ人材育成だと

か自主財源の確保だとか、そういう項目はあるの

だけれども、そういうことでこの数字を下げるこ

とが可能なのかどうか。全ての数字が今の見込み

よりも、見込みのほうが、令和７年の数字の見込

みがもっと悪くなるわけです。全部。この満足度

というか、生活指標の満足度は、これはそれでい

いと思っている人がいれば、アンケートで満足度

上がるかもしれないのだけれども、そこのところ

の目標をどうするかとか。今、中川委員が言った

とおり手数料を上げるとか、そういうようないろ

いろな政策をもっと具体的にしないとと思うので

すけれども、そこのところの何かあれはお持ちな

のですか。場合によっては、令和７年度の数字は

こんなによくなりませんよということをはっきり

うたったほうがいいような気がするのですけれど

も、その辺はどうですか。 

○田村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 今回、お示しした財政見通

しについて、ここは本当に現実的な数字として捉

えてございます。総合計画の中では、こういうふ

うに現状値があって、それを少しでも改善してい

きたいというような考え方でこういう記載の方法

としてございます。先ほど来、財政をよくするた

めにということで、歳入についても、例えば工

事、事業やる場合には、七飯町にとって優位な補

助率の高いだとか、交付金として戻ってくるお金

があるような補助金、交付金等を探して、それを

採用するということが今までもしてございます。 

 また、特財についてもいろいろ今までの議会の

議論の中でも宿泊税みたいのを採用してはどうか

とか、いろいろ提案もされているところでござい

ます。私どもも町にとって歳入増加につながるも

の何かないかということで、日頃から他自治体の

状況なんかも勉強させていただきながら、そこら

辺情報収集しているところでございますけれど

も、なかなか七飯町に合った特定財源というか、

そういうものはなかなか見つけられていないのも

これまた現状でございます。 

 今後、いろいろなもの、例えば税金の税率を上

げるだとか、新たな税金を検討するということも

今後はしていかなければならないとは思います。

また、今の事業関係に、歳出の関係では事業につ

いても、扶助費についても、少し圧縮しなければ

ならないかだとか、公共施設についても、先ほど

来の話ではすごく老朽化の著しい施設もございま

す。ここら辺を利用率だとかを踏まえて、そこを

廃止するなのか、統合するなのか、結局その収入

を上げるか、歳出を削るかでバランスを整えるし

かないものですから、そういうところは今までも

やってきましたけれども、今後もそこは行政改

革、継続的に、これで終わりというものではない

ので、そういう活動をしながら、ここの数値を少

しでも良化させるようにというような目標値の設

定としてございますので、御理解をいただきたい

と思います。 

 以上です。 

○田村委員長 若山委員。 

○若山委員 そういうふうに努力してというよう

なところは分かるので、立場も分かるのですけれ

ども、要は平成２６年この計画のスタート地点で

いえば、例えば経常収支比率で８６.４％が９３.
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８３％になりました。それがもっと７年度には悪

くなりますよということで。要は、この前半の５

年間で箱物行政というか、何か金を使い過ぎたの

ではないかと、計画的にやってきました、計画的

な行財政運営に努めてきましたということで、こ

の現状と課題のところに上がっているのだけれど

も、ちょっとそこのバランスが悪かったのではな

いか、そのつけが後半に来て、こういう数字に

なって、令和７年度、この数字よりは上がるとい

うのは、今のままでは無理だと思います。アイ

ディア特にないと思います。ふるさと納税で１億

円だったのが２億円になったとか３億円になった

だとか、１００億だとかそういう大きな地元があ

るからあれなのだけれども、この施策６－３を呼

んだ限りでは、何か具体的にこの支出を減らして

収入を増やしてというのは何もないので、この数

字については目標として上げるのは構わないのだ

けれども、これよりちょっと悪化するのではない

かという感じがするのですけれども。 

 この中長期財政計画が何もしないとこうなりま

すよというだけで、これから努力するのでこの数

字を減らすのですというようなことなのか、そこ

のところ、逆に僕はこれよりももっと悪化する可

能性があるのではないかという、悪化というか、

数字的にですよ、危険水域に行くということでは

なくて、そういうふうに思うのですけれども、そ

この見込みをちょっとどうなのかなというか、こ

の実際に計画の数値として、活動指標として上げ

ていて、審議委員にこれで示すときに、きちんと

その辺を説明しているのかどうか、そこのところ

をちょっと不安なのですけれども、はっきり悪く

なりますよと、こういうことをやっていくので当

面はこうですよというほうのトーンにする必要が

あるのではないかなと思うのですけれども。

ちょっと意見も入ってしまいますけれども、その

辺について、もう少し答弁をいただければと思い

ます。 

 以上です。 

○田村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 繰り返しの答弁になるかも

しれませんけれども、若山委員のおっしゃってい

るところはよく理解するところでございます。私

どももこの財政計画、財政の見通しをつくって、

ここも現実的な計画、現実的な数値とは言ったも

のの、今想定されている収支、支出の関係を整理

するとこういうものでございまして、また、今後

コロナがどれだけ長い時間、コロナの対策が必要

になるか、またそれ以外の何か要因があれば、こ

の計画自体、少し変わっていくというところもご

ざいます。 

 ただ、今考えられる範囲での計画がこの財政見

通しというところでございまして、総合計画で

言っているのは、こういう状況であっても、少し

でもその計画を、数値をよくしていかなければな

らないというところで、その考えのもと、ここの

矢印を作成をしているところでございます。 

 ただ、なかなか具体的な方法が見つかっていな

いというのも事実でございますけれども、そこに

ついては何とか少しずつでもそういうプラス、歳

入のプラス、歳出の減につながるものを積み上げ

ていって、少しでもこの計画値に近いようにして

いかなければならないというところの考えのも

と、この数値をつくっているところでございます

ので、その点御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○田村委員長 若山委員。 

○若山委員 こちらのほうも繰り返しになってし

まうかもしれないので、これで最後にしますけれ

ども、要はこの予想を立てたから、それに従って

何かやらなければいけないというわけではなく

て、本当にこの将来目標で今の数値よりも改善さ

せるのだということになれば、大胆なもっと何か

やらないと絶対無理な数字ではないかと思うわけ

です。普通に考えると、もっと悪化するのではな

いかというか、何か税収が減るのではないかと

か、国の交付金が減らされるのではないかとか、

そういうようなマイナス要因をもっと見なければ

いけないのではないかと思ったりするのですけれ

ども、コロナ対策費の増加とか。だけれども、こ

れでいくと改善しますとなっているので、その説

明として何をやるのかとなると、ＬＥＤ化計画だ

とか、収納率向上だとか、広告掲載事業だとか、

これで実際どのくらいあれになるのか。本気で

もっとこの数字を下げるというのであれば、もっ
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と大胆な目標というか計画を提案しないといけな

いのではないかと思って。実際、だから今のあれ

からいくと無理なのではないかと思うのです。こ

の収支予想表というか、この中長期の財政計画の

見込みを出したのは。これ、結構真面目につくっ

ているのではないかなと思うのです。今、分かる

範囲内で。それをさらに下げると、ここで言って

しまうのはちょっと目標をつくる上でミスリード

にならないのかなと心配なのです。本当に将来負

担比率８０.５から下に下げるのか。ちょっと無

理だと思いますけれども、そこのところ、これで

最後にします。ちょっと同じ答弁なら同じ答弁で

あれにしますけれども。 

 以上です。 

○田村委員長 総務部長。 

○釣谷総務部長 若山委員言っているの、ごく当

たり前にそのとおりだとは私も思います。今の現

状の数値、お示ししている数値を財政上の係数の

数値を飛躍的に改善しようと思ったら、本当にも

のすごい大胆な、そういう政策を打っていかなけ

ればいけない。改善はしないというのは私もそう

思っておりますし、そのとおりだと思います。 

 例えば、それが許されるものなのか、どうなの

かというのは、それは別な話です。結局支出で考

えれば、今支出で割と圧迫をしているというか、

財政の支出の部分で圧迫しているのは何ですか、

あの箱ものの部分、そういう部分も確かにありま

す。ただ、それってそんなに一時的にだけの話

で、そんなに長期的に継続するものではないので

すが、先ほどの話でいいますと扶助費的なものと

いうのは年々増加をしているという部分は、押さ

えようのないものだとか、そういうものがあった

りする中で、さらに七飯町独自の施策を打ってい

るという部分も単独でやっている部分もあると。

結局そういう部分を抑制していくとかというこ

と、結局町民の生活にダイレクトの影響が出るよ

うなものまでやっていかなければ、その大胆、そ

れこそ大胆な、逆転劇のような、そういうその財

政指標が、もう数年でもってよくなるなんてこと

は、この５年間の間に、全てひっくり返るよう

な、そういうことというのはあり得ないのです。 

 ただ、それは分かっていて、さらに今回お示し

している財政計画の部分も、結局そういうのも分

かっていてお示しをしているというのは、結局削

れないものは削れない、やっていかなければいけ

ないものはやっていかなければならないので、た

だ、そういう努力は当然職員というか、最小の経

費で最高の効果を出さなければいけないと課せら

れている私どもとしてみれば、やはりこういう数

値で示されているものは、それはもう下げなけれ

ばいけないものは努力的には少しでも下げる努力

をしなければいけないという、そういう指標の現

れでも、ちょっとそればかりかと言われると困る

のですけれども、小さいものでも何でもそういう

下げるための努力というのはしなくてはいけない

し、やらなくてはいけないというところを、現実

的な数値は上がるのではないかと言われて、上が

るように示してしまっているのですけれども。現

実の話。だけれども、それは少しでも抑制するよ

うな方向で努力をしてまいりたいという表れだと

捉えていただけないでしょうかという、答弁とし

ておかしいかもしれませんけれども、そういうふ

うに御理解いただければなと思っております。 

 以上です。 

○田村委員長 若山委員。 

○若山委員 最後だと言いましたが、ちょっとす

みません。そうであれば、僕、別にこの扶助費を

削れとか、町民サービスを削れとか、そういうこ

とを言っているわけではなくて、そういうものは

ちゃんとかかりますよと、増えていきますよ、そ

れは当たり前なので、だからここで、例えばこの

計画案を見て、これに対して御意見をと言われた

ら、あ、減らすのだからこれでいいなとか、目標

だからいいなと思うのだけれども、そうではなく

て、まだしばらく苦しい数字が続きますよと、正

確にきちんと情報開示すればいいのではないかと

いうことです。 

 実際、こういう目標の数字があるわけですか

ら。さらに、それをどれだけ減らせるかとか、そ

ういうのを答弁として、例えばこの広告収入やふ

るさと納税で何億円の収入を上げていくと比率が

こうやって変わりますよとか、そういう説明をほ

しいところなのですけれども、頑張ってやってい

るし、努力しているのは分かるのですけれども、
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努力していこうというのは分かるのですけれど

も、ちょっとこの数字というか目標だとか成果指

標だとかを見ると、みんなそんなに安心してし

まってあれなのかなというところがちょっと心配

なのです。どんどん悪くなって、その数字をその

まま出して、こうですというだけのあれになって

しまうと、そこのところでどうなのかなと、これ

を読んで思ったわけです。 

 ほかの項目の中にも悪化していたりしていると

ころあったりするのですけれども、そこのところ

の説明が全然弱いなというのを読んでいて思った

ので、ちょっとそう思ったのですけれども。 

 答弁なければそれであれですけれども、そうい

うことで質問させていただきました。 

○田村委員長 総務部長。 

○釣谷総務部長 総合計画の部分の目標、将来目

標というか、そういう部分について、数値出てく

るのは別ですけれども、今言っている部分につき

ましては、下方向、上方向というような結局目標

的にはそっちだよというところをお示ししている

部分で、表示としてはそういう部分ですので、そ

このところは実際の数値の部分、財政的な数値の

部分は財政計画のほうにきちんと生の数字でもっ

て示しながら危機感を持ってやっているというこ

とで、あくまでも目標の方向性を示しているとい

うことで御理解いただきたい。ほかの数値も上方

向、下方向というのは割とそういうものが多いと

いうこと、総合計画というものはそういうものだ

ということで御理解いただきたいと思います。 

○田村委員長 ほかに、何かございませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

○田村委員長 なければ、私のほうから何点か

ちょっと質問させていただきます。 

 まず、４ページですけれども、これから見れば

国庫支出金が減っていますよね。３年度からずっ

と。それから、まず、減るというのはちょっとど

ういう理由か。それから、特会繰入金、特会の繰

入金３,０００万円、これどういうものかちょっ

と教えてもらいたい。 

 それから、町債のほう、これはどっちかという

と総合計画登載事業分、これについては下がって

いるという。どちらかというと減となっています

けれども、まずこの歳入のこの部分ですけれど

も、考え方として歳出、普通建設事業、計画では

６億１,０００万円からずっと来て、最終的には

１４億７,６００万円という、これはこれでいい

のですけれども、６億１,０００万円を総合計画

登載分ということで、内数で１７件予定していま

すよという先ほどの話ですけれども、これ、一つ

にくくってしまうと６億１,０００万円、国の補

助からいけば３分の１補助あったとして１億８,

３００万円。起債が９０％だったとすると３億

８,４３０万円、がさっとですよ、その内交付税

算入がどのくらいあるかちょっと別にしてもその

くらいではないか。そうすると、一般財源が４,

２７０万円、こういうふうになりますと、この町

債の総合計画登載事業分２億４,２００万円、こ

れからいけば、私のがさっとした計算で申し訳な

いのですけれども、３億８,４３０万円というこ

とで、起債の額が下がっているという。これ、起

債の額を増やすということであれば、当然歳入が

増える、そうすると、自ずと歳入と歳出のバラン

スが近くなってくる。そもそも歳入が少なくて歳

出が多いということは、もう基金の依存体質なの

ですよね。ですから、やはり中長期の計画を立て

るということは何かというと、やはり歳入をいか

に努力して増やして、歳出をいかに削減する、抑

制する、そういう中で差額が出たら基金に、いわ

ゆる積み立てをするというのがもう常套手段なの

ですよね。それがはなからもう依存体質である足

りない分、歳出があって、歳出ありきで、歳入足

りない分は基金で賄いますよという、そういう考

え方のこれ中長期の立て方だろうと、私は思うの

です。そういうことから考えると、先ほど言った

ように、普通建設事業費というのがずっと６億

１,０００万円、５億２,０００万円まで落ちると

きもありますけれども、大体そのくらいでいって

いる。そうすると、やはり歳入にどうしても無理

がかかる。しかも、積立基金が歳出でゼロ、令和

３年度は１００万円あれしていますけれども、積

立金がない中で、積立金を取り崩すのだという、

そういう全く依存体質から抜けきれない、そうい

う中長期を組んで果たしていいのかどうかという

問題ですよね。 
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 それから、予備費、これも令和４年度から全く

入っていない。大体、通常、今までは５００万円

ずっと載せてきている。これはどういう意味か

ちょっと分からないですけれども。 

 それから、繰出金、これも横ばいで過去の流れ

を見ると、確かに下げているというのは分かるの

ですけれども、下げるということはどういうこと

かというと、国保だとか高齢者だとか介護だと

か、こういう部分をどういうふうに立て直してい

くからこう下がるのだという、そういうものがな

ければ、ただ机上の上で何％減と書いていますけ

れども、それだけではやはり町民は納得しないの

ではないかと。 

 それから、公債費についても、これはこれで返

す側ですから、借りた分を例えば１０で割るとか

２０で割るとか、そういう中の年間分の返済額の

合計ですから、これはこれで構わないと思うので

すけれども、扶助費も本当にこれでいいのかどう

か。これの対策ができているのかどうか。０.１

％減だとか５％増だとかというのは計算上分かる

のですけれども、本当にそれで対応できるのかど

うか。そこら辺がどうもはっきり私はしないとい

う。そうすると、６ページにいきますけれども、

町債現在高が若干変わってくるのではないか。下

を向くけれども、横ばいかあるいは若干上か。要

は財調がない部分、起債を増やさなければ回って

いかないのですよね。まさに、その典型的なパ

ターンがこの中長期の財政計画の中に表れてきて

いるのではないのかなと。 

 そして、８ページになりますけれども、収支不

足への対応ということで、いろいろ書いています

よね。標準財政規模、これ１割程度、約７億円だ

というのですけれども、これはその固定した数字

ではないということで、これについてはどういう

ふうな取扱い、基金の取扱いをしていくのか。 

 それから、交付税算入率が云々とこうなります

けれども、高い内容というのは町の基本的なとい

うか基盤を事業実施する際には交付税算入という

のがありますけれども、通常の建設については交

付税算入というのはまれにしかない、そういう中

でこういうものが本当にできるのか。 

 それから、起債の場合の低利率。現在、幾らの

利率で借りて、そして低利率というのは何ぼのこ

とを指して言っているのか。そこをちょっと教え

ていただきたい。 

 それから、先ほども同僚委員から出ていました

けれども、分担金・負担金、手数料、使用料、こ

れはほぼ計算どおりの横ばいですよね。ここで何

て書いてあるかというと、財政改革、健全な財政

運営ということで地方税等の徴収強化や受益者負

担の適正化に加え、新たな財源の調達などと、こ

こら辺の受益者負担の適正化、いわゆる分担・負

担金、使用料等の見直し、そしてそれ以外の新た

な税の調達、こういったようなものはどういうふ

うに考えているのか。 

 それから、やはり歳出をいかに抑制するかとい

うことになると、これからいきますと、人件費が

本当に横ばいなのです。１３億円から１７億円か

らずっとこう１７億円で来ている。これではなか

なか支出を抑えるというのは難しい。まず、行革

でもそうですけれども、人件費をどうするのかと

いうことですよね。それから、物件費、これも１

３億円からずっと横ばいです。 

 こういうところの努力がなくて、そしていきな

り歳入がないから、歳出はこうだから財調で穴埋

めする。しかも、積立金はゼロですよ。もう、枯

渇するしかない。その上で町債は膨らむ。そうす

ると経常経費はもうどんどん上がっていく。そう

いう中で、本当に第５次の５年の折り返しがきち

んと対応できるのかどうか。事業ごとには確かに

審議委員の方々も必要だということになるでしょ

うけれども、やはりこういう財政の状況を理解す

ると、なかなか６億１,０００万円の事業をずっ

とやって、令和７年度に１４億７,０００万円の

事業をやるというのは、なかなか難しい、至難の

業ですよ。やはり、そこら辺をきちんとこう整理

した中で、対応できるのかどうか。努力目標では

なくて、現実にこういうものができて、５年間で

やりますよという話であれば、一定程度やらなく

てはだめですよね。そういう意味からすると、や

はりしっかりと財源の裏打ちというものが、まず

急務だと思うのですけれども、そこら辺はしっか

りと対応できているのかどうか教えていただきた

いと思います。 
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 それから、ちょっとこう、総体的な話になりま

すけれども、それもちょっと合わせて質問したい

と思いますけれども、施策４の７、交流活動の推

進で三木町交流事業とあるのですけれども、これ

は施策の趣旨と合致しないため廃止しますよとい

う、削除しますと。これは、趣旨が合致しないの

ではなくて、趣旨に合わせていかなければだめで

はないのですか。結構、こういうものが見られま

すけれども、やはりきちんと趣旨がずれているの

であれば修正をして、しっかりと三木町の交流、

人的交流が主たるもの、やはりそういうものにあ

くまでも追求しながら、これは趣旨と合致しない

からだめだよ、そういう話にはならないと思いま

すよ。この三木町交流事業というのは。 

 それから、やはり施策１の２、この中で住宅市

街地の整備、いろいろな事業、考え方あると思う

のですけれども、沿道・景観の美化促進、それか

ら街路修景事業、サルビア、これも総合計画に登

載する事業として適さないため、じゃあこれなぜ

載せたかという話ですよね。やはり、こういう町

民が参加する、ボランティアで頑張れる、こうい

うものを載せないで何を載せるのですかという話

ですよ。やはり、こういう美化というものに対す

る町の姿勢というのは、単なるチェックをして登

載する事業として適さないためという、そういう

表現だけでこれを消していくというよりも、じゃ

あどうしたらこれを載せていくのか。それだった

らほかにだって出ているのではない、その他変更

等ということで。合わないものはいろいろな変更

しながら載せていくという話の中で、三木町だと

か、こういう美化事業というものについて、こう

いう対応をするというのは、ちょっと私は理解で

きないのですけれども、そこら辺ちょっとお願い

したいと思います。 

 以上です。 

 暫時休憩いたします。 

午後 １時５２分 休憩 

────────────── 

午後 ２時０６分 再開 

○田村委員長 それでは、休憩前に引き続き、再

開いたします。 

 総務財政課長の答弁から入ります。 

 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 貴重な時間費やしてしま

い、大変申し訳ございませんでした。 

 それでは、縷々ありましたので、ちょっと答弁

漏れあるかもしれませんけれども、そのときには

御指摘をいただきたいと思います。 

 まず、建設事業、そのうち総合計画登載事業と

いうことで、例えば令和３年度であれば６億１,

０００万円、令和４年度は６億１,５００万円と

いうことで計上しているところでございます。こ

の分の財源といたしましては、国庫支出金という

ことで、例えば建設事業であれば、今考えられる

ものについては社会資本整備総合交付金、約２分

の１の補助事業でございます。それら個々のもの

を積み上げたやつが２億１,５００万円でござい

ます。町負担分につきましては町債ということ

で、ここに掲載しております総合計画登載事業分

として、例えば令和３年度であれば２億４,７０

０万円ということでございます。 

 また、歳入につきましては事業分として、この

ほかに道支出金なども想定されるものがあります

ので、そういうもので財源を補って建設事業、総

合計画に載っている事業を行ってまいりたいとい

うところでございます。 

 続きまして、歳入の繰入金についてでございま

す。ここは特会繰入金ということで、令和３年度

から数字が載っているものでございます。ここは

令和３年度から新たに制度化されたものでござい

まして、介護特別会計のほうから一般会計のほう

に繰入されるということで、一般会計において介

護に関わるメニュー、事業化行った際に応分の負

担が特会から繰入されるというものでございま

す。 

 あと歳入の中の予備費の考え方でございます。

予備費につきましては、令和２年度５００万円と

いうことと、令和３年度当初予算で１,０００万

円ということで、それ以外は数字は載っかってご

ざいません。考え方になりますけれども、ここで

数字を載っけているのは現計予算、また当初予算

として計上した金額がこれで、生の数字となって

ございますが、それ以降の令和４年度からについ

ては、推計上は考慮しないという考えのもとつ
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くっているというところでございます。 

 続きまして、繰出金の関係でございます。繰出

金については国庫会計の黒字化及び下水道事業の

下水道会計の公営企業法適用を踏まえて、今後は

前年度比２％減額するものということで、その考

え方をもとに推計をしているというところでござ

います。 

 続きまして、人件費、物件費の質問についてで

ございます。委員長おっしゃるとおり、ここの人

件費、物件費については高いところで推移をして

いるところというところは私どもも理解してござ

います。 

 人件費につきましては、今、この計画と合わせ

まして、第６次の定員適正化計画というものを策

定をしてございます。この定員適正化計画につき

ましては、令和３年から令和７年度までの計画

で、適正人員をどういうふうにしていくかという

ところでございます。その計画では令和７年度ま

でに職員を３名減していくと、定数を減数する

と、少なくするというような計画をしてございま

して、それを実行するということでございます。 

 なお、七飯町、類団から見ると、職員数につい

ては、どちらかというと少ないほうでございます

が、今後そういうところも職員数、人件費を圧縮

していくというところで人員の減少を目指してい

くというところでございます。 

 続きまして、物件費につきましてでございま

す。物件費の中でも、今、七飯町が抱える、掲げ

る問題としましては、公共施設、相当老朽化が激

しい、著しいところが多く、そこにお金もかかっ

ているところでございます。先ほど来、施設につ

きましては、ほかの委員さんの質問にもお答えし

てまいりましたけれども、施設についても今後そ

の施設の在り方を検討いたしまして、必要なもの

は残していくことになりますでしょうし、使用率

の低いだとか、今後使用をしないというような考

えが出るのであれば、そこは閉めて、統廃合して

いかなければならないと、そこは進めていかなけ

ればならないということで思ってございます。 

 財源の裏打ちというようなお話がございまし

た。今もやっていることではございますけれど

も、事業展開する場合には、先ほど申し上げまし

たとおり、町の財政上、優位な補助金、交付金を

探して、それを見込むということをしてございま

す。また、補助金であっても交付税算入率が高い

ものを探して、起債を借りるということをやって

いっておりますし、それは進めてやっていきたい

と思ってございます。 

 その際に、低利率、利率、今借りているの幾ら

なのでしょうかというところでございます。大

体、今借りているのは０.１％を下回るような利

率のものを借りてございます。これは財務省から

借りるのが１番安いというところでございますけ

れども、そのような数値のものを借りているとこ

ろでございます。低利率とはそういうものを言っ

ておりますので、御理解をいただきたいと思いま

す。 

 すみません。また、先ほどの財源の裏打ちとい

うことで、歳入の御質問でございました。受益者

負担の適正化というところで、そこら辺につきま

しては、例えば施設使用料についても適正な負担

を受益者にしていただくという意味で、使用料ま

た手数料なんかを増額といいますか、適正な価格

にするよう見直しをしてまいりたいというところ

でございます。 

 また、新たな財源の調達というところにつきま

しては、現実的であるかどうかとは別としまし

て、先ほども申し上げましたけれども、今ある税

金の税率を上げていくだとか、新たな本当に税金

を探して、目的税だとかを探して、それを検討し

ていくというところを考えているところでござい

ます。なかなか一朝一夕で何とかなるものではご

ざいませんけれども、そこは今後の収支のバラン

ス整えるために、一生懸命そこは探していかなけ

ればならないというところの認識を持ってござい

ます。 

 答弁については、以上でございます。答弁漏れ

があれば御指摘をいただきたいと思います。 

○田村委員長 それでは、ちょっと確認もう一度

したいのですけれども。 

 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 私のほうから総合計画に関

する部分で回答させていただきたいと思います。 

 施策４の７の交流活動の推進で三木町の交流事
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業の関係でございますが、これまで人的交流は主

たるものである一方、現状の施策内容は経済交流

が主たる内容として施策の趣旨と合致しないとい

うことでの項目を削除したという内容でございま

すが、こちら５年前の総合計画を策定したときと

状況を鑑みますと、実際、現在は町職員が三木町

に派遣で行くだとか、三木町から七飯町のほうに

職員が派遣されるといった事業がここ数年実施さ

れてございません。これは、双方の町によって申

し合わせをしまして、当分お休みということに

なってございました。このため、現実的には交流

活動というのが双方のお祭りで物販をするという

中で経済活動として交流をしているところでござ

います。 

 そういったところで、この交流事業が項目から

落ちたから事業として実施しないということでは

なくて、三木町とは姉妹都市提携ということで議

会議決をいただいているような間柄でございます

ので、引き続き交流事業については実施していく

という内容でございます。 

 また、もう１点でございます。施策１の２の住

宅市街地の整備の中で、街路修景事業、サルビア

植栽事業についてでございますが、こちらは役場

の前の通りでサルビアを町の職員が植樹をする。

関係団体とも連携をしながら植樹をするといった

事業でございます。現実的には事業費といたしま

しては、年間１５万円ほど用しておりまして、サ

ルビアを１,８００株ほど準備して実施してござ

います。景観行政に関しまして、必要と考えてご

ざいますけれども、総合計画の事業として掲載す

るまでもないものかなというところで、事業費の

大きさで削除をさせていただいたという内容でご

ざいます。実際には、この項目自体が削除されて

も、引き続き実施をしていきたいと考えていると

ころでございますので、御理解のほどよろしくお

願いいたします。 

 以上でございます。 

○田村委員長 それでは、ちょっと確認で、二、

三質問したいと思います。 

 まず、５ページの人件費、それから物件費。人

件費については４億円弱くらい増えています。こ

れは任用の部分が恐らく入っているという、そう

いう話だと思うのですけれども、物件費が逆に元

年から見れば１２億円ということで２億円くらい

増えながらずっと来ているという。そうなると、

なかなか人件費で、その中に従来なかった、前か

ら言えば臨時職員がこの中に入りましたというこ

とであれば、逆に物件費、この部分が減った分入

ればいいのですけれども、そんなに減っていない

数字で来ているという。ここら辺の差違がどうい

うふうなものなのか、ちょっと教えてもらいたい

ということと。 

 それから、三木町の部分、今出ましたけれど

も、コンコードの部分は同様の取扱いで、総合計

画から抜かして、通常の事業に切り替えていると

いう、そういう理解でよろしいかどうか。 

 それから、美化の関係ですけれども、やはり七

飯町のソフトということを考えた場合、普通事業

にあるからいいのだという、そういう発想であれ

ばもっともっと、私は総合計画そのものの見直し

というのは出てくるのではないかと思うのですけ

れども、そこら辺のコンコードの部分と、それか

ら美化の問題について、もう一度ちょっとお願い

したいということと、それから物件費、人件費、

この差違がちょっとあり過ぎるので、移行すれば

したで、それなりの理由があると思うのですけれ

ども、どうもちぐはぐだというようなことで、再

度質問いたします。 

 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 それでは、私のほうからは

物件費、人件費の関係でございます。 

 まず、一つ今まで臨時職員、会計年度任用職員

と呼ばれておりました非常勤職員につきまして

は、令和２年度、今年度から新たに会計年度任用

職員ということで制度化されてございます。それ

に伴いまして、今まで臨時・非常勤の賃金分につ

きましては、物件費でございましたけれども、今

度は人件費に移ってございます。それが令和２年

度からになってございます。 

 そうしたことによって、物件費、令和２年度下

がってくればよろしかったのでしょうけれども、

今度別な要因として、令和２年度、コロナ感染症

対策でもろもろの事業をやっておりますので、そ

の分膨れておりまして、この姿になっているとい
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うことでございます。 

 ちなみに、当初、予算の関係では、令和２年当

初予算で物件費については１２億円というもので

ございましたが、その後のコロナ、別な業務が

あったかもしれませんけれども、それで膨らんで

１５億４,７００万円という数字でございます。 

 以上でございます。 

○田村委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 御質問ございました、まず

コンコードの関係でございますけれども、コン

コードも姉妹都市提携ということで、三木町と同

様な、一部同様な考え方がございますが、まずコ

ンコードにつきましては、コロナウイルスの影響

もございまして、相互間の交流というのがなかな

か難しい現状もございますが、コロナウイルス感

染症の状況を踏まえた中で、安全に事業が実施で

きるということを確認しながら進めて、引き続き

進めてまいりたいと思ってございます。 

 三木町のほうにつきましてですが、こちらも物

販の関係でございます。他県へ出張するですと

か、そういった部分もコロナウイルス感染症の状

況もございますので、そういった部分も踏まえな

がら安全に事業実施できるようなことで進めてま

いればなと思ってございます。 

 もう１点ですけれども、景観に関してのサルビ

アの関係でございますが、具体的にはサルビアの

事業ということで項目は削除させていただいたと

ころなのですけれども、この施策の中ではまちな

か居住の推進という項目がございます。この中で

は良好な市街地の形成を図るということで、一部

ございますので、そういった文言の中で景観行政

も十分できるのかなと思ってございます。 

 サルビアの事業自体が１５万円ということで

の、ちょっと小さかったものですから、こちらの

ほうに項目立てをしなかったというところで、取

り組む事業の方法、また目的などは変わりません

ので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○田村委員長 どうも私自身納得はできない。金

額の問題でもないし、七飯町の姿勢そのものです

よ。美化というのは。美化運動を展開して、行く

行くは七飯町全体で、そういうサルビアに限ら

ず、美化運動を展開していくのだという、そこら

辺が総合計画のねらいというか趣旨というか、そ

ういうものだと私は思うのですけれども。 

 それと、もう一つにはコンコードと三木町、今

の答弁聞いていましたけれども、ちょっと理解で

きないので、その２点についてもう一度。 

 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 今の御質問ございました、

まずサルビアの関係でございますが、住宅市街地

の整備という施策の項目ございます。その中でま

ちなか居住の推進でございますが、良好な市街地

の形成を図るとともに利便性が高く、多様な世帯

が快適に居住できるよう、まちなかの居住を推進

しますということで、少し大きなイメージはござ

いますが、その中で美化も含めたまちづくりみた

いなものがＰＲできていければなと思ってござい

ます。 

 もう１点ですけれども、三木町との交流事業に

ついてでございますが、こちら、引き続き事業

を、交流事業はなかなかコロナの中で難しいとい

うところもございますけれども、姉妹都市という

関係もございますので、着実に交流が進めるよ

う、ＰＲも含めて実施してまいりたいと思ってご

ざいます。具体的にはなかなかお祭り関係で物販

などに今行ってございますが、そういった部分で

少しでも七飯町の経済に回るような事業活動の足

がかりにもできればと思ってございますので、引

き続き進めてまいりたいと思ってございます。 

 以上です。 

○田村委員長 ほかに。 

 平松委員。 

○平松委員 南渡島衛生センター、これを更新を

するという事業が登載されることになっています

けれども、これと合わせて七飯町の文化セン

ター、一般質問で私やりましたけれども、例えば

こういった施設、この間の一般質問の答弁は、で

きるだけ補助率の高いメニューを探して、それで

やるのだという町の基本的な姿勢なのですが、例

えば民間にもう預けてしまうと。文化センターな

り、その衛生センターなりを民間に売ってしまっ

て、そこに利用料金だけ払って、民間にその施設

の運営を任せるという選択肢、そういうことをや
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はりこの総合計画の中に入れるべきではないので

しょうか。最初から公共事業で、その町が全部施

設を持ってやるのだという、その流れを本当にい

いのかどうかという検証はなされるべきではない

かというところが１点。 

 それと、多くの町民から、かなり前から言われ

ています。役場と文化センターの駐車場に停まっ

ている車、ほとんど町職員の車でないのか。函館

市だとか、それから函館の学校職員というのはみ

んな駐車料金払っています。だから、料金負担だ

とか新しい税を考えるという話、さっき出ました

けれども、今できることというのは、例えばそう

いうことでもできるのではないでしょうか。もう

少し、本当の意味で、町民に負担かける前に、自

分たちでできることの見直しというのが、はっき

り町民に説明できるような形でなされるべきでは

ないかと思うのですけれども。その辺については

いかがでしょうか。 

○田村委員長 総務財政課長。 

○俉楼総務財政課長 それでは、まず私のほうか

らは駐車場の料金負担という御質問でございまし

たので、そこは施設所管する部分でお話をしたい

と思います。 

 駐車場の職員に対する料金負担ということにつ

いては、これは行革の駒として検討をされている

事項でございます。なかなか、函館市のように駐

車場もなくてというところでの取扱いと、七飯

町、役場とか文化センターつくったときに職員の

駐車場も含めてつくっているという経過から、な

かなか先に進んでいないところはあるのですけれ

ども、委員おっしゃるとおり、住民に応分の負担

を求める際にはできることをというところで、そ

こは私どももそういう思いでおりますので、考え

方としてそういうものも検討しているというとこ

ろで捉えていただければいいかなと思ってござい

ます。 

○田村委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 文化センターを例に建設時

における事業の実施方法の部分で、町が直接建設

するだとかするのではなくて、民間のノウハウを

使って、例えばＰＰＰだとか、そういった部分で

の事業の進捗ができないだろうかというような御

質問かと思います。当然、町としては実施する段

階では直営で実施していくだとかといった部分も

考えられ、まずはそこからスタートをして、その

中で補助財源として、国庫補助だとかの特定財源

を探すといった話になります。国庫補助だとかが

ない場合だとか、民間の活用でＰＰＰだとかとい

う事業を採択、事業の検討をいたしますが、なか

なかそこで財政的なメリットが見いだせないとい

う部分があって、これまで進められなかったとい

う状況もございます。一定程度大きい事業につき

ましては、そういった民間の活力を使うような事

業手法も考えられますが、現段階ではそういった

ところまで具体的には進んでいないというのが現

状でございます。 

 もし、文化センターだとか、その施設にはこだ

わりませんが、そういった方法が町の財政として

最も有利に働くようなものが見れるようなもので

あれば、それは事業の方法として一つ考えていか

なければならないと思ってございます。こちら

は、総合計画の登載云々というよりも、どちらか

というと事業の実施する方法の検討になりますの

で、例えば行政改革なり、そういった部分の中で

具体的な実施方法を検討していくことになろうか

と思ってございます。 

 以上でございます。 

○田村委員長 平松委員。 

○平松委員 大沼ユートピアというのは森町が一

旦受けて、それを民間に売って今やっているとい

う形になっていますよね。今、私が話したのは、

結局、この総合計画でそれを決めるという話では

ないのです。その総合計画立案する過程でちゃん

と町民にそういう比較をきちんとしたということ

を示す必要があるのではないかということですの

で、ちょっとその辺答弁もう少し変えて答弁でき

ないですか。 

○田村委員長 政策推進課長。 

○中村政策推進課長 今、恐らくグリーンピア大

沼の例だと思います。町が民間に売却をして、要

はリースバックみたいな形かと思いますけれど

も、町の総合計画に登載する事業の中では、現段

階ではそこまで総合計画の計画上の中ではなかな

か難しいと思ってございますので、実際の事業実
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施の段階でそういったことは考えられるかもしれ

ませんが、その５年先を見据えた中での現段階で

は、そういった手法またはそれを前提として示し

た中で総合計画を策定していくということは、現

段階では考えていないところでございます。 

 以上です。 

○田村委員長 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

○田村委員長 ないものと認めます。 

 それでは、暫時休憩いたします。 

 おいでくださった総務部長、経済部長、各担当

課長、ご苦労さまでした。 

午後 ２時３５分 休憩 

────────────── 

午後 ２時３６分 再開 

○田村委員長 それでは、休憩前に引き続き、再

開いたします。 

 これで、質疑大体終わりまして、予定といたし

ましては、あと報告書をまとめていくという流れ

になるわけでありますけれども、報告書の中に皆

さんのほうからぜひとも記載をしてもらいたいと

いう項目があれば、お聞きをしてまいりたいと思

います。 

 中川委員。 

○中川委員 委員会の流れの議論は載るのだろう

と思いますけれども、私質疑したのもありますの

で、歳入に関して、手数料だとかいろいろ、要は

収入面もいろいろ努力するようなことも発言され

ていましたので、その辺についても記載していた

だきたいなと、考え方というか。 

○田村委員長 ほかには。 

 平松委員。 

○平松委員 今、質問した内容なのですけれど

も、結局、町民に負担を求める、そういう考え方

がこの計画の中に含まれていますので、応分の対

応を理事者側でもしっかり身を切る覚悟があると

いう考え方、やはりはっきりと示すべきだと思っ

て質問したので、そのことについてはきちんと書

いていただきたいなと思います。 

○田村委員長 ほかには。 

 澤出委員。 

○澤出委員 民生文教の常任委員会でも言ったこ

とですので、リサイクルセンター、お話はいただ

きましたけれども、そちらの件、もうちょっと誠

意を持ってやっていただきたいなというところも

留め置いていただければと思います。 

○田村委員長 ほかには。 

 川上委員。 

○川上委員 立地適正化計画の策定の目的と、あ

と策定後のメリットとかを載せていただきたい。 

○田村委員長 あとは、何かありますか。 

 若山委員。 

○若山委員 委員長にちょっと確認なのですけれ

ども、今のでもう全部質問終わりで、総合計画の

この素案の中身についての質問も、今のやつでも

う全部終わってしまったということであれなので

すか。 

○田村委員長 というふうに理解しています。 

○若山委員 そうなのですか。この中身について

もっと検討というか、するのかなと思ったのです

けれども、それはもう遅かりしですか。出せばよ

かったのですね、いろいろあるところは。個別

に。 

○田村委員長 そうですね。一応、これで説明員

の前で質疑ということで、なしということで、一

応閉じるという考え方です。それで、今やってい

るのは、質疑のやり取りではなくて、今までやっ

てきたことに対してどうしても報告書に載せてい

ただきたいという項目があれば、それを出してい

ただきたいという考え方です。 

○若山委員 分かりました。ちょっともう１回く

らいあると思っていたので、すみませんでした。 

○田村委員長 申し訳ないですね。ほかにありま

せんか。 

 若山委員。 

○若山委員 報告書に中期財政計画と、この施策

６の３のこの数字の関係について、先ほど質問し

た内容について実体的なところで載せてほしいと

いうようなことで、もう少し詳しい説明がほしい

という報告をしてほしいと思いますけれども。 

○田村委員長 もう一度お願いします。 

○若山委員 この計画に乗っている数字は、この

実際つくった財政調整計画とのちょっと合わない

ところがあるので、そこについての説明を、合わ
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ないということで入れていただきたいなと思いま

した。 

○田村委員長 整合性の問題。 

○若山委員 はい。 

○田村委員長 それについて、現実的にあれだろ

うか、提出したそのものが数字合わないというこ

となのでしょうか。例えば、推計値のこっちの考

え方と、我々の推計のその数値と、というのは必

ずしも合致はしないですよね。だから、整合性が

取れていないという部分は、こっちのほうで出し

た数値そのものが整合性取れていないという、そ

ういう考え方でいいのですか。ちょっと言ってい

る意味が分からない。 

○若山委員 この中長期財政計画で出された見込

みの数字と、この実際の基本計画に載っている目

標の数字とか、これが合わないというか、努力目

標なのであれだというのだけれども、実現不可能

なような数字が載っているのではないかというこ

とで、そこはちょっと、そうであればもっとこう

すべきだとか、そういう方針、行動計画みたいな

ものも載せるべきではないかなという意味です。

僕の考えからいくと、目標もういかないものにつ

いては、８０が９０に悪くなるけれどもという、

それはちゃんとそれ以下に落とすのだという目標

にしたほうがいいのではないかなという思いがあ

るものですから。ということでお願いします。 

○田村委員長 分かりました。そこら辺の報告書

の表現、言わんとしていることは分かりますの

で、表現についてはちょっと任せていただきだ

い。いずれにしても、表現については、この次の

ときにはその報告書のたたき台というのですか、

そういったようなものを皆さんにいろいろ検討し

ていただくということになりますので、その際に

またこういう表現のほうがいいとかあれば出して

いただきたいと思います。よろしいでしょうか。

いいですか、若山委員。そういう考え方で。 

（「お願いします」と呼ぶ声あり） 

○田村委員長 上野委員。 

○上野委員 今、若山委員のほうから出されたよ

うな意味合いなのですけれども、私が先ほど質問

したように、後期計画では９３億円の事業が本来

やることになっておりました。その中で、令和７

年以降にも延びて実施しますよという形で、この

計画の表で示されているのが金額的に７５億円く

らいになるわけです。ですから、この後期の５か

年で、実際は立てた計画の相当数が期間内に実施

できないで残されますよという当たりの表現は入

れていただかないと、全部やるような認識になっ

てしまっては、ちょっとまずいかなと思いますの

で、その辺表現をうまくやってください。 

○田村委員長 それについても、先ほど申したと

おり、報告書のたたき台できましたら、また再

度、上野委員のほうでこういう表現がいい等々出

していただければと思います。 

 中川委員。 

○中川委員 委員長、今のお話なのですけれど

も、９３億円というの、何かさっき説明したと思

うのですけれども、この未達成事業が２９件とい

うのを上野委員はとっていると思うのですけれど

も、２９件のうち１０件が未着手事業、１５件が

継続事業、廃止事業が４事業というのがなってい

るので、９３億円というのと違うと思うのですけ

れども。 

○田村委員長 上野委員。 

○上野委員 未達成事業が６０億円くらいあるの

です。そして、新規が３３億円ですから、合わせ

ますと、後期で本来やらなくてはならない事業が

９３億円、これ間違いないです。その中で、町が

今回示した継続して７年度までに達成できない事

業として、ここにリストが載っていますけれど

も、それだけでも７５億円になるのです。ですか

ら、７５億円のうち、令和７年まで半分くらいや

るかもしれませんけれども、残る事業が実際にそ

ういう７５億円ほどの８事業ですか、大きな事業

で８事業が７年度以降も継続してやりますよとい

う計画になっているのですよね。ですから、その

辺が今回の総合計画で残される可能性がある事業

であるよということをどこかで表現していただか

ないと、全部やるということになっているのかと

いうふうな勘違いがされると思いますので、その

辺よろしくお願いいたします。 

○田村委員長 川上委員。 

○川上委員 その今の９３億円だかというのは、

先ほど理事者側からの回答ありまして、上野委員
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が思っていることと、理事者側が説明したことに

ちょっと食い違いがあるのではないかと感じます

ので、両方で調整取って報告書に載せるようにし

ていただきたいと思います。 

○田村委員長 よろしいですか。私どものほう

で、先ほど説明者のほうから答弁あったものと、

それから上野委員の今おっしゃったものと、

ちょっとぶつけてみて、そしてきちんとした回答

しているのであれば、その旨報告書に載せます

し、そこら辺の調整をちょっとしてみたいなと思

いますので、よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

○田村委員長 それでは、今日はこの程度に。 

 川村委員。 

○川村委員 確認なのですけれども、今日説明で

あった七飯町立地適正化計画というのは、あくま

でも総合計画の中にこれが入っているよというの

で今日説明したというのでいいのですよね。

ちょっとそこの確認だったのですけれども。 

○田村委員長 町の総合計画そのものはもう最高

峰の計画でありまして、ほかのものについては、

その中に組み込まれていくという、そういう考え

方で立地適正化計画についても説明を特別委員会

として求めたという考え方で理解していただきた

いと思います。 

 よろしいですか。ほか、何かありますか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

○田村委員長 もし、なければ、今日はこの辺に

とどめまして、あと報告書につきましては、委員

長、副委員長、それから事務局でたたき台をつ

くって、また皆さんと後日、そのものについて議

論してまいりたいと思います。 

 よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

 それでは、きょうはこの辺で閉じていきたいと

思います。 

 どうもご苦労さまでした。 

 

午後 ２時４９分 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 35 － 

 


