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令和３年第１回定例会（第４号） 

 
令和３年３月５日（金曜日）午前１０時００分開議   

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

○議事日程 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 議案第１２号 七飯町国民健康保険税条例の一部改正について 

 日程第 ３ 議案第１３号 七飯町保健福祉在宅サービス条例の一部改正について 

 日程第 ４ 議案第１４号 七飯町国民健康保険条例の一部改正について 

 日程第 ５ 議案第１５号 七飯町介護保険条例一部改正について 

 日程第 ６ 議案第１６号 七飯町介護保険料率の特例に関する条例の一部改正について 

 日程第 ７ 議案第１７号 七飯町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定め 

              る条例等の一部改正について 

 日程第 ８ 議案第１８号 令和２年度七飯町一般会計補正予算（第１１号） 

 日程第 ９ 議案第１９号 令和２年度七飯町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 日程第１０ 議案第２０号 令和２年度七飯町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

 日程第１１ 議案第２１号 令和２年度七飯町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 日程第１２ 議案第２２号 令和２年度七飯町水道事業会計補正予算（第５号） 

 日程第１３ 議案第２３号 令和２年度七飯町下水道事業会計補正予算（第２号） 

 日程第１４ 議案第２４号 町道路線の認定について 

 日程第１５ 議案第２５号 令和２年度七飯町一般会計補正予算（第１２号） 

 日程第１６ 報告第 １号 令和３年度一般社団法人北海道大沼国際交流協会事業計画及び予算の提 

              出について 

 日程第１７ 議案第 ２号 令和３年度七飯町一般会計予算 

 日程第１８ 議案第 ３号 令和３年度七飯町国民健康保険特別会計予算 

 日程第１９ 議案第 ４号 令和３年度七飯町後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第２０ 議案第 ５号 令和３年度七飯町介護保険特別会計予算 

 日程第２１ 議案第 ６号 令和３年度七飯町土地造成事業特別会計予算 

 日程第２２ 議案第 ７号 令和３年度七飯町水道事業会計予算 

 日程第２３ 議案第 ８号 令和３年度七飯町下水道事業会計予算 

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

○出席議員（１８名） 

    議  長 １８番  木 下   敏      副 議 長     １７番  青 山 金 助  

          １番  横 田 有 一            ２番  神 﨑 和 枝  

          ３番  平 松 俊 一            ４番  池 田 誠 悦  

          ５番  田 村 敏 郎            ６番  稲 垣 明 美  

          ７番  畑 中 静 一            ８番  長谷川 生 人  

          ９番  上 野 武 彦           １０番  坂 本   繁  

         １１番  澤 出 明 宏           １２番  中 島 勝 也  

         １３番  川 村 主 税           １４番  中 川 友 規  

         １５番  若 山 雅 行           １６番  川 上 弘 一 

────────────────────────────────────────── 
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○欠席議員（０名） 

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

○地方自治法第１２１条の規定により本会議に出席を求めた説明員 

   町       長  中 宮 安 一 

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

○町長の委任を受けたもので出席を求めた説明員 

   副   町   長  宮 田   東     総 務 部 長           釣 谷 隆 士 

   民 生 部 長           杉 原   太     経 済 部 長           青 山 芳 弘 

   総務部総務財政課長  俉 楼   司     総務部情報防災課長  若 山 みつる 

   総務部政策推進課長  中 村 雄 司     総 務 部 税 務 課 長           広 部 美 幸 

   会 計 課 長           青 山 栄久雄     民 生 部 住 民 課 長           清 野 真 里 

   民生部環境生活課長  磯 場 嘉 和     民 生 部 福 祉 課 長           村 山 德 收  

   民生部子育て健康支援課長           岩 上   剛     経済部商工観光課長           福 川 晃 也  

   経済部農林水産課長           田 中 正 彦     経 済 部 土 木 課 長           佐々木 陵 二  

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

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

○地方自治法第１２１条の規定により本会議に出席を求めた説明員 

   教 育 長           與 田 敏 樹 

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

○教育長の委任を受けたもので出席を求めた説明員 

   教育次長兼学校教育課長           扇 田   誠     生 涯 教 育 課 長           竹 内 圭 介 

   学校給食センター長           柴 田   憲     スポーツ振興課長           川 崎   元 

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

○農業委員会会長の委任を受けたもので出席を求めた説明員 

   事 務 局 長           田 中 正 彦 

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

○選挙管理委員会委員長の委任を受けたもので出席を求めた説明員 

   書 記 長           俉 楼   司 

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

○本会議の書記 

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

   書       記  佐々木 宏 美 

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

○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 

           ７番  畑 中 静 一            ８番  長谷川 生 人 
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午前１０時００分 開議 

  ─────────────────── 

開 議 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 皆さん、おはようございま

す。 

 ただいまから、令和３年第１回七飯町議会定例

会の本日の会議を開きます。 

  ─────────────────── 

 日程第１ 

  会議録署名議員の指名 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員として、 

７番  畑 中 静 一 議員   

８番  長谷川 生 人 議員   

以上２議員を指名いたします。 

  ─────────────────── 

 日程第２ 

議案第１２号 七飯町国民健康保険税条

例の一部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２ 議案第１２号七

飯町国民健康保険税条例の一部改正についてを議

題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 住民課長。 

○住民課長（清野真里） それでは、議案第１２

号七飯町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例について、提案説明申し上げます。 

 改正する内容については、お手元に配付されて

おります議案関係資料の５ページ、資料５の七飯

町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の概

要を御覧願います。 

 １の改正理由といたしまして、地方税法等の一

部を改正する法律及び新型インフルエンザ等対策

特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴

い、七飯町国民健康保険税条例の改正が必要なた

め、所要の一部改正を行うものです。 

 次に、２の改正内容といたしまして、国民健康

保険税の長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる

規定の整備並びに新型コロナウイルス感染症の定

義にかかる文言の改正を行います。 

 ３の施行期日といたしまして、この条例は、公

布の日から施行します。 

 次に、４の経過措置といたしまして、この条例

による改正後の附則第６項及び第７項の規定につ

いては、令和３年度以後の年度分の国民健康保険

税について適用し、令和２年度分までの国民健康

保険税については、なお従前の例によるものとし

ます。 

 新旧対照表につきましては、次の６ページ、資

料６に添付してございますので、御参照願いま

す。 

 提案説明は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第１２号七飯町国民健康保険税条例の一部

改正について、原案のとおり可決することに御異

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、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第３ 

議案第１３号 七飯町保健福祉在宅サー

ビス条例の一部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第３ 議案第１３号七

飯町保健福祉在宅サービス条例の一部改正につい

てを議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） それでは、議案第１３

号七飯町保健福祉在宅サービス条例の一部改正に
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ついて、提案説明を申し上げます。 

 議案関係資料の８ページ、資料７の七飯町保健

福祉在宅サービス条例の一部を改正する条例の概

要を御覧願います。 

 １、改正理由でございますが、国の介護保険事

業である地域支援事業実施要綱が改正され、町で

実施している生きがい活動通所支援事業と同様の

事業が新たに示されたことから、七飯町保健福祉

在宅サービス条例の改正が必要なため、所要の一

部を改正するものでございます。 

 ２、改正内容については、生きがい活動通所支

援事業にかかる規定を削る改正を行います。 

 ３、施行期日は、この条例は、令和３年４月１

日から施行するものでございます。 

 新旧対照表については、別紙９ページに添付し

てございますので、御参照願います。 

 提案説明は以上でございます。 

 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げま

す。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） それでは、質問させていた

だきます。今回の介護保険条例の一部を改正する

ということで、引き上げといいますか、保険料の

引き上げが提案されております。これでいきます

と……。 

○議長（木下 敏） ちょっと上野議員に申し上

げます。 

 今の議案第１３号で、保健福祉在宅サービス条

例の一部改正で、介護保険条例は日程第５で議案

第１５号ですけれども、多分、勘違いして質問し

ているのかなと。介護保険料率のことはまだ話を

されていないので。 

○９番（上野武彦） 介護でなかったか。 

○議長（木下 敏） 保健福祉在宅サービス条例

の一部改正についてを今議題にしているので。 

○９番（上野武彦） 失礼しました。間違えまし

た。 

○議長（木下 敏） お気をつけください。 

 ほか、質疑ございませんか。 

 神﨑和枝議員。 

○２番（神﨑和枝） それでは、生きがい活動通

所支援事業、家に閉じこもりな高齢者に対して、

社会的孤立感の解消とか自立生活の、その部分が

なくなるということですが、七飯町を見渡すと、

独居老人で家に閉じこもりがちな高齢者が随分目

立っているのですけれども、その部分で活用があ

まりなかったのか、それとも別なメニューがある

のか、ちょっとそのあたりをお知らせしていただ

きたいと思いますけれども。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） ただいまの御質問なの

ですが、生きがいデイサービス、いわゆる生きが

いデイサービスなのですが、こちら、今後予定し

ている重層的支援体制整備事業というものを今、

七飯町で企画しております。その中で、地域づく

り事業というところで、地域づくりをコーディ

ネートする機能としまして、一般介護予防事業の

地域活動支援の部分で、今現在行っている介護保

険事業の地域支援事業の総合事業、一般介護予防

事業の地域介護予防活動支援事業、こちらのほう

に移行させます。生きがいデイサービスの内容に

ついてはこちらに移行しますが、内容はほぼ一緒

という形になります。なお、今現在利用されてい

る方々については、先週から今週にかけて説明を

行っておりまして、おおむね了承いただいている

というところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第１３号七飯町保健福祉在宅サービス条例

の一部改正について、原案のとおり可決すること

に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、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 
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  ─────────────────── 

 日程第４ 

議案第１４号 七飯町国民健康保険条例

の一部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第４ 議案第１４号七

飯町国民健康保険条例の一部改正についてを議題

といたします。 

 提案説明を求めます。 

 住民課長。 

○住民課長（清野真里） それでは、議案第１４

号七飯町国民健康保険条例の一部を改正する条例

について、提案説明申し上げます。 

 改正する内容については、お手元に配付されて

おります議案関係資料の１１ページ、資料９の七

飯町国民健康保険条例の一部を改正する条例の概

要を御覧願います。 

 １の改正理由といたしまして、新型インフルエ

ンザ等対策措置法等の一部を改正する法律の施行

に伴い、七飯町国民健康保険条例の改正が必要な

ため、所要の一部改正を行うものです。 

 次に、２の改正内容といたしまして、新型コロ

ナウイルス感染症の定義にかかる文言の改正を行

います。 

 次に、３の施行期日といたしまして、この条例

は、公布の日から施行します。 

 新旧対照表につきましては、次の１２ページ、

資料１０に添付してございますので、御参照願い

ます。 

 提案説明は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

 横田有一議員。 

○１番（横田有一） ちょっと聞きたいのですけ

れども、新型コロナウイルス感染症（病原体が

ベータコロナウイルス属のコロナウイルス）（令

和２年１月に中華人民共和国から世界保健機関に

対して、人に感染する能力を有することが新たに

報告されたものに限る）というふうになっていま

すけれども、最近、イギリスから出た異形種とい

うのですか、ああいうのとか、そういうのは該当

しないというふうな考え方、あくまでもＷＨＯが

出した中国から発生したものに限るということで

すね。 

○議長（木下 敏） 住民課長。 

○住民課長（清野真里） 今回の改正につきまし

ては、附則のほうでもともと定義づけられていた

ものでございます。それを明確に、本則において

明確にするために文言の整理を行ったものだけ

で、今回の取り扱いについては全く変わりはござ

いません。それによって引用されている国民健康

保険条例の一部のほうも、それを引用しなければ

ならないために整理したという形だけの定義に

なっております。また、取り扱いについては、以

前と変更はない形となっておりますので、御理解

のほどお願いいたします。（発言する者あり） 

○議長（木下 敏） 住民課長。 

○住民課長（清野真里） 申し訳ありません。変

異型が含まれるか含まれないかということで、以

前と同様に含まれる形になってございますので、

御理解のほどお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） ということは、文言の整理

だけということで、それについては含まれて、そ

の中で対応できますよということでいいですね。 

○議長（木下 敏） 住民課長。 

○住民課長（清野真里） 先ほど答弁いたしまし

たけれども、本則のほうには定義されてございま

せんので、附則のほうでこの案件については定義

されておりました。それで、国のほうでは、より

明確にするために本則に定義したということで、

横田議員のおっしゃるとおりでございますので、

御理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第１４号七飯町国民健康保険条例の一部改

正について、原案のとおり可決することに御異議
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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、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第５ 

議案第１５号 七飯町介護保険条例の一

部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第５ 議案第１５号七

飯町介護保険条例の一部改正についてを議題とい

たします。 

 提案説明を求めます。 

 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） 議案第１５号七飯町介

護保険条例の一部改正について、提案説明を申し

上げます。 

 議案関係資料の１３ページ、資料１１の七飯町

介護保険条例の一部を改正する条例の概要を御覧

願います。 

 １、改正理由でございますが、介護保険法第１

１７条の規定による第８期七飯町介護保険事業計

画における介護保険料基準額等の改定に加え、新

型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正

する法律の施行に伴う改正が必要なため、七飯町

介護保険条例の一部改正を行うものでございま

す。 

 ２、改正内容といたしましては、（１）とし

て、保険料率の適用年度を令和３年度から令和５

年度までとし、次の区分に応じてそれぞれ次のと

おり改正いたします。 

 表の改正内容ですが、左から、区分、改正条

項、改正前、改正後となっております。 

 まず、区分の第１段階から第９段階ごとに改正

条項等でございますが、第２条第１項関係の介護

保険料の改正を説明させていただきます。 

 第１段階が改正前、「３万３,６００円」が、

改正後、「３万５,７００円」、第２段階、「５

万４００円」が「５万３,５５０円」、第３段階

が、第２条第１項関係、「５万４００円」から

「５万３,５５０円」、第４段階、「６万４８０

円」が「６万４,２６０円」、第５段階、こち

ら、基準額でございますが、「６万７,２００

円」が「７万１,４００円」、第６段階が「８万

６４０円」が「８万５,６８０円」、第７段階、

「８万７,３６０円」が「９万２,８２０円」、第

８段階、「１０万８００円」が「１０万７,１０

０円」、第９段階が、「１１万４,２４０円」が

「１２万１,３８０円」に改めます。 

 次に、区分の第１段階から第３段階の改正条

項、第２条第３項関係から第５項関係、こちら、

網かけで記載しておりますが、これは減額賦課後

の介護保険料でございます。第１段階が「２万

１,６００円」が「２万１,４２０円」、第２段階

が「３万３,６００円」が「３万５,７００円」、

第３段階が「４万７,０４０円」が「４万９,９８

０円」に改めるものでございます。 

 次に、（２）、新型ウイルス感染症の定義にか

かる文言の改正を行います。 

 ３、施行期日等については、この条例は、令和

３年４月１日から施行しますが、附則第９条の改

正規定は公布の日から施行します。 

 新旧対照表については、別紙１４に添付してご

ざいますので、御参照願います。 

 提案説明は以上でございます。 

 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げま

す。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） それでは質問させていただ

きます。先ほどはちょっと失礼いたしました。 

 今回、こういった引き上げの提案がされている

わけですけれども、その根拠になるものといいま

すか、いろいろ理由があるとは思うのですが、国

はどのような理由で今回のこの保険料の引き上げ

を提案しているのか、その根拠になる内容につい

て、国としてはどんなことを言っているのか、そ

れについてちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） 介護保険料の今回の改

定についての国の見解ということですよね。ま

ず、この介護保険料については、国の見解という
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よりは、国で示すのは令和３年度から令和５年度

までの新たな介護報酬でございます。こちらの介

護報酬単価を七飯町のサービス、在宅サービス、

施設サービス等、福祉用具等の給付、いろいろな

ものがございますが、こちらのサービス料を、３

年間、どのくらいかかるのか、サービス料に対し

て介護報酬の単価を掛けて、全体の３年間の介護

保険給付費を出します。そちらについて、３年間

の１号被保険者、６５歳以上の方からいただく保

険料の方の３年間の延べ人数で割るというものが

介護保険料の大まかな計算となります。 

 なお、介護保険料の、今回、値上げされるとこ

ろでございますが、今定例会の日程第５の民生文

教常任委員会のほうでも報告させていただいてお

りますが、高齢者の数、また、サービスを使う方

の人数が増えるということで、介護保険料が上

がっていくという形でございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） 今、３年間の見込みの中で

の介護報酬の引き上げだというのですが、その根

拠として、高齢者の数、人数が増えていくという

ことだったのですけれども、人数が増えても、

個々人の負担、それが増えていくわけですから、

なぜ個々人に、今までかかった人にも値上げが発

生するのか、これについてはちょっと理解ができ

ないのですよね。今のコロナ禍の中で、介護報酬

を引き上げると。それも、今回、政府は介護報酬

の引き上げの根拠として、コロナの対策分も含め

て提案しているということが言われているわけで

すけれども、本来、コロナ対策というのは、国が

負担してやるべきものを、利用者にその負担まで

押しつけるというのは、今回はそういった点では

非常に異例の事態ではないかというふうに思うの

ですが、その辺について、実際はどのような状況

なのか、もう少し分かるように説明してくださ

い。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） 国の介護報酬の改定の

中で、コロナ禍の対応部分というものが含まれて

いるというところでございますが、こちらについ

ては、介護報酬については全国一律で適用される

ものでございますので、七飯町といたしまして

は、そこの部分については介護報酬を独自で改定

することができないというところがまず１点、ま

ず基本的にはそこを御理解していただきたいなと

思います。 

 まず、今回、先ほど委員会報告もあったという

ところでございますが、高齢者の人口は増えます

が、サービス利用の数もそれ以上に大きいと見込

まれるというところで、今回、８期の計画を組ん

でおります。 

 また、第１期の計画から第８期の計画にかけ

て、傾向から見ると、毎回、計画を立てる際に

は、高齢者の数、また、サービス料というものは

やっぱり伸びてきているというのが現状でござい

ます。そういった意味で、そちらの計算はありま

すけれども、基本的には介護報酬、介護保険の財

源内訳といたしましては、１００％のうち、国が

およそ２５％、町と道で１２.５％、１２.５％

で、公費の部分で５０％になっていると。第１号

被保険者、６５歳以上の保険料で２３％を担って

いただいている。２号被保険者、４０歳から６４

歳までの方の２号被保険者の保険料で残りの２７

％を賄っているという状況でございますので、全

てが全て１号被保険者というわけではないのです

が、平等に負担がされているというところでござ

います。 

 今回、コロナ対策でいろいろなものが介護報酬

に加わりますが、コロナ対策でいろいろなことを

しなければならない施設等も、今、基準の改正等

で出てきますので、そういった意味で、国では介

護報酬が上がっていると。おのずと介護保険料も

そこに賦課されて、加味されて値上げがされたと

いう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。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） よく分かりませんけれど

も、国、道、町の負担ということで、その中で、

被保険者の負担が５０％あるわけですよね。町の

負担という２５％の中の、その負担は被保険者の

負担のことを言っているのでしょうか。ちょっと

もう１回。 
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○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） 介護保険の給付に関す

るものでございますが、例えば１００万円の給付

があったとしたら、２３万円が１号被保険者の負

担、２７万円が２号被保険者の負担、残りの５０

万円は国、道、町で負担するというところでござ

いますので、そういう例えでよろしかったでしょ

うか。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ございません

か。 

 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 質問は１点だけなのです

けれども、今、同僚議員の質問があったのですけ

れども、七飯町福祉計画の保険料のところを読ん

でいただければ分かるのかなと思って、保険料に

ついてはもう計算式があって、予想値がそれに当

てはまればおのずと出てくるものなので、この金

額についてはもうどうしようもないと思うのです

けれども、今までの七飯町の介護保険料は、基本

的に安かったのか、安いというか、ほかのところ

から比べて安いのかなという認識があったのです

けれども、今回、この数字になって、近隣との比

較のデータというか、例えば函館だとか北斗と

か、この第５段階というのですか、基準のところ

の数字で比較するとどうなのか。ほかのところは

これの１.２倍だとか１.７倍にするだけなので、

そういうデータが、今後、函館は幾らになるよと

か、そういうのをもし持っていたら教えていただ

ければなと思います。なければこちらで調べます

ので。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） 今、各市町村の介護保

険料については、このように、七飯町と同じ手順

で介護保険計画、委員会で計画して、パブリック

コメントをかけたりして決定になるという形でご

ざいますので、まだはっきりと決定しているとこ

ろはまだ、条例もまだ議会にかけなければ正式に

はならないというところでございますが、１月段

階の速報値でございますけれども、七飯町、月額

でデータが来ていますので、月額でお知らせした

いなと思いますけれども、七飯町は月額５,９５

０円でございますが、今、隣の市になりますと、

予定がおよそ第８期で月額４００円ほど高いのか

なと、函館市のほうが高いのかなと。ちょっと

はっきり決まっていないので、現在の金額、ほか

の市町村のことなので、なかなかはっきり言えな

いのですけれども、大体差額でよろしいですか。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） まだ向こうも議会で議決

しない限り決まらないということがあると思いま

すので、そのあれについては分かりました。それ

は質問としてはあれですけれども、要は値上げと

なると、非常に町民に影響というか、誰でも値上

げされたら嫌だなと思うわけですよ、そういうふ

うに決まっているものであっても、法律上決まっ

ていて、何か不足したものを新たにとられるとい

うわけではないのですけれども、だから、今後、

丁寧な説明とか、その辺のところを、我々は第４

期総合保険福祉計画とか、こういうのを見て、こ

の数字の式だとか全部分かるのであれなのですけ

れども、丁寧な説明の仕方をどのようにしていく

のか、ちょっとお願いしたいと思います。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） ちょっと先ほどの渡島

管内の平均値でまずお答えさせていただきますけ

れども、渡島管内の平均値が、今回、予想では

５,９０２円ほどということになっておりますの

で、七飯町は若干５０円ほど高いのかなと思って

おります。 

 住民への周知については、委員会報告の中にも

きめ細やかな周知というところで御報告いただい

ておりますので、毎回、今回、７０ページにわた

る計画の概要版をつくらせていただいております

ので、概要版を配布、または納付書、介護保険

料、特別徴収であれば４月、普通徴収は６月でご

ざいますので、その際、説明資料と、一般的な

ホームページとか、いろいろなところで公表はし

ていきたいと思ってございますので、よろしくお

願いいたします。 

 以上でございます。 

○１５番（若山雅行） 終わります。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ございません

か。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） 今回の値上げは、七飯町の

場合は大体６.２５％から６.２９％の範囲での引

き上げということになっております。先ほども申

し述べましたけれども、国の今回の引き上げの政

府の決定は０.７％引き上げというふうなこと

で、そのうちの０.０５％ですけれども、コロナ

対策ということで、コロナにかかる費用を利用者

に負担してもらうというような中身で提案されて

おります。そういったことで言いますと、今のコ

ロナ禍の中で、非常に特に介護を必要とする低所

得者高齢者には非常に厳しい中でさらに負担をさ

せるという形になるわけですよね。本来ならば、

そういうコロナ禍の厳しい状況の中では、このよ

うに引き上げをするのではなくて、一時、コロナ

がおさまるまで保留するとか、そういう対応をす

べきものだと思います。 

 それから、コロナの費用までこういった利用者

に負担をさせると。本来、コロナ対策、これは利

用者に負担をさせるのではなくて、国が基本的に

負担すべき部分なのですよ。それまでこういった

利用者に今回負担をさせるという形でしてきてい

るわけですけれども、これについてはどうも納得

いかないということで、反対の意見とさせていた

だきます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） ほか、討論ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、起立により採決を行います。 

 議案第１５号七飯町介護保険条例の一部改正に

ついて、原案のとおり可決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（木下 敏） 賛成多数であります。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第６ 

議案第１６号 七飯町介護保険料率の特

例に関する条例の一部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第６ 議案第１６号七

飯町介護保険料率の特例に関する条例の一部改正

についてを議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） 議案第１６号七飯町介

護保険料率の特例に関する条例の一部改正につい

て御提案説明を申し上げます。 

 議案関係資料１６ページ、資料１３の七飯町介

護保険料率の特例に関する条例の一部を改正する

条例の概要を御覧願います。 

 １、改正理由でございますが、七飯町独自の制

度である介護保険料率の特例について、令和２年

度に引き続き、令和３年度も適用する必要がある

ことから、七飯町介護保険料率の特例に関する条

例の一部改正を行うものでございます。 

 ２、改正内容は、令和３年度特例介護保険料率

を次のように改定いたします。 

 表でございますが、第３条１号関係、令和２年

度、「８,４００円」を、令和３年度、「８,９２

５円」、第３条２号関係、令和２年度、「１万

６,８００円」を、令和３年度、「１万７,８５０

円」に改正するものでございます。 

 ３、施行日については、この条例は、令和３年

４月１日から施行するものでございます。 

 新旧対照表については、別紙１７ページに添付

してございますので、御参照願います。 

 提案説明は以上でございます。 

 よろしく御審議のほど賜りますようお願い申し

上げます。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 私がちょっと見逃して申し訳ございません。 
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 これより、討論を許します。 

 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） 今回の介護保険料率の特例

に関する条例の一部改正、これは国のあれではな

くて七飯町独自の制度ということであります。そ

ういう中で、先ほども討論で述べましたけれど

も、今の介護、コロナ禍のもとでの厳しい情勢の

中で引き上げというのは、非常に高齢者、そして

介護を受けている、そういった人たちに対する負

担が大きくて、すぐ今やるべきではないのではな

いかと。一時据え置くとか、そういう形で対応す

べき、そういう時期ではないかというふうに思い

ますので、今回のこの時期に引き上げるというこ

とに関しては反対をさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） ほか、討論ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、起立により採決を行います。 

 議案第１６号七飯町介護保険料率の特例に関す

る条例の一部改正について、原案のとおり可決す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（木下 敏） 起立多数であります。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第７ 

議案第１７号 七飯町指定居宅介護支援

等の事業の人員及び運営に関する基準等

を定める条例等の一部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第７ 議案第１７号七

飯町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に

関する基準等を定める条例等の一部改正について

を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） 議案第１７号七飯町指

定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する

基準等を定める条例等の一部改正について、御提

案申し上げます。 

 議案関係資料の１８ページ、資料１５の七飯町

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関す

る基準等を定める条例等の一部改正する条例の概

要を御覧願います。 

 １、改正理由でございますが、指定居宅サービ

ス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等

の一部を改正する省令の施行により、国の基準を

参考にして、町が定めている七飯町指定居宅介護

支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定

める条例のほか３件を改正する必要があることか

ら、それぞれ一つの条例に取りまとめ、一部改正

を行うものでございます。 

 ２、改正内容については、次に掲げる第１条か

ら第４条になりますが、条例につき、それぞれの

表によるものといたします。ただし、第３条の七

飯町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例並びに４条の

七飯町指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予

防サービスに係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準を定める条例については、改

正内容が多岐に及ぶため、別紙といたします。 

 まず、第１条でございますが、七飯町指定居宅

介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等

を定める条例でございます。表の（１）から（１

３）までが改正が適用されるものでございます。 

 次に、第２条でございます。第２条は、七飯町

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに

指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準を定める条例で、

（１）から（９）までが改正が適用されるもので

ございます。 

 次に、第３条でございますが、七飯町指定地域

密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例でございます。 

 第３条については、１９ページを御覧くださ

い。この表は、左から改正項目、スラッシュ、

サービス類型と、定期巡回随時対応型訪問介護看

護から、看護小規模多機能型居宅介護までの９種

のサービス類型で構成されております。 

 改正項目（１）から（２５）までの改正の適用
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に対応するサービス類型について、表の欄に丸を

記載しております。 

 続きまして、第４条七飯町指定地域密着型介護

予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例については、２０ページを御覧ください。 

 この表は、左から改正項目、スラッシュ、サー

ビス類型と、介護予防認知症対応型通所介護か

ら、介護予防認知症対応型共同生活介護までの３

種のサービス類型で構成しております。 

 改正項目（１）から（１８）までの改正の適用

に対応するサービス類型については、表の欄に丸

を記載しております。 

 次に、３、施行期日等については、この条例

は、令和３年４月１日から施行しますが、第１条

中、第１６条第２０号の次に１号を加える改正規

定は、同年１０月１日から施行します。 

 また、経過措置については、附則第１条から第

１１条のとおりとします。 

 新旧対照表につきましては、別紙２１ページか

ら９３ページに添付してございますので、御参照

願います。 

 提案説明は以上でございます。 

 よろしく御審議賜りますようお願いいたしま

す。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第１７号七飯町指定居宅介護支援等の事業

の人員及び運営に関する基準等を定める条例等の

一部改正について、原案のとおり可決することに

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、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第８ 

議案第１８号 令和２年度七飯町一般会

計補正予算（第１１号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第８ 議案第１８号令

和２年度七飯町一般会計補正予算（第１１号）を

議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、議案第

１８号令和２年度七飯町一般会計補正予算（第１

１号）について御説明申し上げます。 

 このたびの補正は、年度末までの入札、見積も

り合わせ及び決算を念頭とした執行残が見込まれ

るものなどの、いわゆる整理予算が主な内容でご

ざいます。 

 また、新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金の対象事業において、再度、交付金の

割り当てを行ったことなどにより、財源更正がご

ざいます。 

 したがいまして、整理予算として全体で減額と

なる事業は総額を説明し、増額となる項目がある

場合は、その項目を申し上げ、説明といたします

ので、御理解願います。 

 それでは、第１条から順に御説明申し上げま

す。 

 第１条、既定予算の総額から歳入歳出それぞれ

２億２,１４１万３,０００円を減額し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ１６０億３,９２７万５,０

００円とするものでございます。 

 第２条、繰越明許費の追加及び変更は、第２表

によるものでございます。 

 第３条、地方債の追加及び変更は、第３表によ

るものでございます。 

 次に、２３ページの歳出を御説明申し上げま

す。 

 １款議会費１項１目議会費は、委託料で、会議

時間が想定を超えるため、会議録調製委託料６４

万１,０００円の追加。そのほか、旅費から需用

費及び使用料及び賃借料は、決算見込みにより、

合わせて１００万５,０００円の減額。事業合計
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３６万４,０００円の減額。 

 ２款総務費１項１目一般管理費は、一般管理費

（総務行政）として３１１万４,０００円の減

額。平和事業費は１１万５,０００円の減額。表

彰事業費は４２万６,０００円の減額。一般管理

費(人事行政)は１万３,０００円の減額。一般管

理費(共通経費)は７万６,０００円の減額。総務

公用車管理費は７２万１,０００円の減額。町有

バス管理費は１７７万９,０００円の減額。町長

公用車管理費は５万５,０００円の減額。一般管

理費合計６２９万９,０００円の減額でございま

す。 

 ２目広報費は１３万円の減額。 

 ３目財政管理費は、報償費から負担金、補助及

び交付金まで、合わせて２６万２,０００円の減

額。積立金は、今年度の決算見込みにより財政調

整基金積立金１７７万円の追加。減債基金積立金

１９２万９,０００円の追加。活力のあるまちづ

くり推進基金積立金１９４万１,０００円の追

加。公共施設整備基金積立金９５万円の追加。事

業合計６３２万８,０００円の追加でございま

す。 

 ４目会計管理費は９,０００円の減額。 

 ５目財産管理費は、財産管理費として５万円の

減額。庁舎管理費は４６万８,０００円の減額。

財産管理費合計５１万８,０００円の減額でござ

います。 

 ６目電算管理費は、電算管理費として１５５万

９,０００円の減額。光ケーブル設置管理料は、

地方創生臨時交付金事業における財源更正でござ

います。 

 ７目企画費は、企画費として１５万１,０００

円の減額。まちづくり政策事務費は１６３万１,

０００円の減額。交通対策事業費は１６３万２,

０００円の減額。企画費合計３４１万４,０００

円の減額でございます。 

 ８目出張所費は、大中山出張所運営費として、

旅費は２万３,０００円の減額。大沼出張所運営

費として、旅費は２万３,０００円の減額。委託

料は、除雪委託料の予算不足のため９万７,００

０円の追加。事業合計７万４,０００円の追加。

大中山出張所運営費は１４万８,０００円の減

額。出張所費合計７万４,０００円の減額でござ

います。 

 ９目自治振興費は、地域防犯等対策費として、

活力のあるまちづくり推進基金の繰り入れのため

の財源更正でございます。 

 １０目交通安全対策費は、交通安全指導者管理

費として１３万７,０００円の減額。 

 １１目交流推進費は、交流推進費として６万

３,０００円の減額。国際交流公用車管理費は１

万７,０００円の減額。交流推進費合計８万円の

減額でございます。 

 １２目地域センター管理費は４４万６,０００

円の減額。 

 ２項１目税務総務費は、税務総務費（課税）と

して４４万５,０００円の減額。 

 ２目賦課徴収費は、賦課事務費として５３万

８,０００円の減額。徴収事務費は２２万円の減

額。賦課徴収費合計７５万８,０００円の減額で

ございます。 

 ３項１目戸籍住民基本台帳費は、共済費から使

用料及び賃借料まで、合わせて１２１万８,００

０円の減額ですが、負担金、補助及び交付金は、

個人番号カード交付事業負担金の増額により７０

１万２,０００円の追加。事業合計５７９万４,０

００円の追加。 

 ４項１目選挙管理委員会費は２８万３,０００

円の減額。 

 ５項１目統計調査費は９６万１,０００円の減

額。 

 ６項１目監査委員費は１２万８,０００円の減

額。 

 ３款民生費１項１目社会福祉総務費は、社会福

祉総務費（地域福祉）として２５万１,０００円

の減額。民生委員児童委員費は１３２万１,００

０円の減額。国民健康保険特別会計繰出金は、国

保特別会計の決算見込みにより、繰出金１３１万

８,０００円の減額。福祉基金費は、決算見込み

により、積立金８万６,０００円の追加。社会福

祉総務費合計２８０万４,０００円の減額でござ

います。 

 ２目高齢者福祉費は、高齢者支援事業費として

１８１万９,０００円の減額。介護保険特別会計
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繰出金は、決算見込みにより、繰出金５５８万

２,０００円の減額。高齢者福祉費合計７４０万

１,０００円の減額でございます。 

 ３目高齢者医療助成費は、決算見込みにより、

後期高齢者医療特別会計繰出金３万２,０００円

の減額。 

 ４目障がい者福祉費は、障がい者福祉費とし

て、旅費委託料は合わせて２８万２,０００円の

減額。扶助費は、決算見込みにより、介護給付等

費６０６万５,０００円の追加。事業合計５７８

万３,０００円の追加。障がい者介護審査会費は

２３万８,０００円の減額。地域生活支援事業費

は３０万円の減額。障がい者福祉費合計５２４万

５,０００円の追加でございます。 

 ５目障がい者医療助成費は、役務費で１１万

１,０００円の減額。扶助費は決算見込みによ

り、重度心身障がい者医療助成扶助費３７２万

５,０００円の追加。事業合計３６１万４,０００

円の追加。 

 ６目社会福祉施設費は、事業費の歳入に自立支

援事業給付費負担金を充てるための財源更正でご

ざいます。 

 ２項１目児童福祉総務費は、児童福祉総務費と

して１,１４４万４,０００円の減額。放課後児童

対策費は、委託料のうち除雪委託料は、今後の除

雪のため、１１万８,０００円の追加。そのほ

か、委託料、共済費から負担金、補助及び交付金

まで、合わせて３９４万６,０００円の減額。事

業合計３８２万８,０００円の減額。子育て世帯

臨時特別給付金事業費は１０１万４,０００円の

減額。ひとり親世帯臨時特別給付金事務費は１７

万２,０００円の減額。本町子育て支援センター

運営費は４万５,０００円の減額。大中山子育て

支援センター運営費は８,０００円の減額。児童

福祉総務費合計１,６５１万１,０００円の減額。 

 ２目児童措置費は、大中山保育所運営費として

２３万７,０００円の減額。子ども・子育て支援

給付事業費は９００万円の減額。児童措置費合計

９２３万７,０００円の減額でございます。 

 ３目児童等医療助成費は、子ども医療助成費と

して１０９万４,０００円の減額。ひとり親家庭

等医療助成費は、役務費５万６,０００円の減

額。扶助費は、決算見込みにより、ひとり親家庭

等医療助成扶助費１０６万４,０００円の追加。

事業合計１００万８,０００円の追加。児童等医

療助成費合計８万６,０００円の減額。 

 ４目青少年育成対策費は２８万３,０００円の

減額。 

 ４款衛生費１項１目保健衛生総務費は、保健衛

生総務費として６万４,０００円の減額。負担金

補助及び交付金は、函館市夜間急病センターに対

する負担増のため、函館圏域救急医療対策事業負

担金５７２万７,０００円の追加。事業合計５６

６万３,０００円の追加。保健指導車管理費は４,

０００円の減額。水道施設費は水道事業会計繰出

金（収益勘定分）として１１万円の減額。保健衛

生総務費合計５５４万９,０００円の追加でござ

います。 

 ２目予防費は、疾病予防等保健対策費として３

８３万９,０００円の減額。母子保健対策費は１

０１万２,０００円の減額。成人保健対策費は１

０８万７,０００円の減額。新型コロナウイルス

ワクチン接種事業費は、今後のワクチン接種に対

応するため、委託料は保健管理システム端末増設

委託料４１万３,０００円の追加。保健センター

のネットワーク環境整備委託料４４万円の追加。

備品購入費は、パソコン、プリンター等の購入の

ため、一般備品購入費５６３万８,０００円の追

加。事業合計６４９万１,０００円の追加。予防

費合計５５万３,０００円の追加でございます。 

 ３目環境衛生費は、有害鳥獣対策費として２５

万５,０００円の減額。火葬場及び墓地管理費は

８万５,０００円の減額。環境保全事業推進基金

費は、執行見込みにより、積立金１０２万３,０

００円の追加。環境衛生費は、地方創生臨時交付

金事業における財源更正でございます。環境衛生

費合計６８万３,０００円の追加でございます。 

 ４目環境保全対策費は、自然環境保全事業費と

して１万円の減額。生活環境対策事業費は１６０

万４,０００円の減額。環境保全対策費合計１６

１万４,０００円の減額でございます。 

 ５目保健センター管理費は４万２,０００円の

減額。 

 ６目健康センター管理費は３８１万６,０００
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円の減額。 

 ２項１目清掃総務費は、廃棄物対策費として３

４万円の減額。廃棄物対策車管理費は１３万円の

減額。リサイクル推進対策費は２０万円の減額。

清掃総務費合計６７万円の減額でございます。 

 ２目塵芥処理費は、廃棄物処理費として決算見

込みによる減額ですが、特に負担金、補助及び交

付金は、渡島廃棄物処理広域連合負担金が１,６

１２万９,０００円の減額となっており、事業合

計１,８３６万７,０００円の減額。廃棄物処理作

業車管理費は８万８,０００円の減額。塵芥処理

費合計１,８４５万５,０００円の減額となりま

す。 

 ５款労働費１項１目労働諸費は３６万円の減

額。 

 ６款農林水産業費１項１目農業委員会費は５０

万円の減額。 

 ２目農業総務費は、農政公用車管理費として６

万円の減額。 

 ３目農業振興費は、農業支援対策事業費とし

て、負担金、補助及び交付金で農業経営基盤強化

資金利子補給３万６,０００円の減額。環境保全

型農業直接支援対策事業補助金１２万６,０００

円の減額。北海道農業次世代人材投資事業補助金

は、新規就農者への補助のため１１２万５,００

０円の追加。事業合計９６万３,０００円の追

加。経営所得安定対策推進事業費は７３万５,０

００円の減額。農業振興費合計２２万８,０００

円の追加。 

 ４目農地費は、農業施設維持管理費として７万

３,０００円の減額。道営農業基盤整備事業費は

５５５万９,０００円の減額。農地改良公用車管

理費は６万４,０００円の減額。農地費合計５６

９万６,０００円の減額でございます。 

 ２項１目林業費は、林業費として９万円の減

額。町有林整備費は１３１万２,０００円の減

額。森林環境譲与税基金費は、国からの森林環境

譲与税の歳入確定により、積立金７６９万２,０

００円の追加。林業費合計６２９万円の追加でご

ざいます。 

 ７款商工費１項１目商工費は、商工振興費とし

て１８０万円の減額。特産品ＰＲ事業費として７

４万９,０００円の減額。ふるさと納税事業費は

４２万９,０００円の減額。商工業経営安定支援

事業費、休業要請等協力支援金事業費、クーポン

券発行事業費、持続化給付金事業費、新しい生活

様式対応支援事業費は、それぞれ地方創生臨時交

付金事業における財源更正でございます。商工費

合計２９７万８,０００円の減額でございます。 

 ２目観光費は、観光費として３５９万９,００

０円の減額。観光地整備管理費は１９万１,００

０円の減額。観光誘客促進事業費は、地方創生臨

時交付金事業における財源更正でございます。観

光費合計３７９万円の減額でございます。 

○議長（木下 敏） 会議時間も１時間超してき

ましたので、まだ提案説明かなりかかりますの

で、７款までの説明で暫時休憩しまして、暫時休

憩後、８款の説明から入りたいと思いますので、

１１時１５分再開しますので、暫時休憩いたしま

す。 

午前１１時０２分 休憩 

────────────── 

午前１１時１５分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 議案第１８号令和２年度七飯町一般会計補正予

算（第１１号）の提案説明を続けます。 

 歳出８款土木費の説明より入ります。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、引き続

き８款から御説明してまいります。 

 ８款土木費１項１目土木総務費は、土木総務費

として１９万円の減額。水防センター管理費は１

４万８,０００円の減額。建築指導費（指導）は

２４万５,０００円の減額。建築指導費（営繕）

は４万７,０００円の減額。建築指導車管理費は

１万５,０００円の減額。土木総務費合計６４万

５,０００円の減額でございます。 

 ２項２目道路橋梁新設改良費は、道路改良事務

費として４８万７,０００円の減額。道路用地取

得費は５万７,０００円の減額。道路工事連絡車

管理費は１６万９,０００円の減額。社会資本整

備総合交付金事業費（道路）は、委託料で峠下２

号線用地測量設計委託料２２１万２,０００円の
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減額。橋梁点検及びＰＣＢ油膜調査を早期に実施

する必要があるため、橋梁長寿命化点検修繕設計

委託料１,５０７万２,０００円の追加。工事請負

費から補償、補塡及び賠償金までは合わせて８,

４０８万５,０００円の減額。事業合計７,１２２

万５,０００円の減額。道路橋梁新設改良費合計

で７,１９３万８,０００円の減額でございます。 

 ３項１目河川費は、河川改良事務費として４万

６,０００円の減額。河川改良費は３０万３,００

０円の減額。河川費合計３４万９,０００円の減

額でございます。 

 ４項１目都市計画費は、都市計画総務費として

１６万９,０００円の減額。集約都市形成支援事

業費は５９万４,０００円の減額。都市計画費合

計７６万３,０００円の減額でございます。 

 ２目公園費は、公園整備管理費として１１６万

７,０００円の減額。 

 ３目公共下水道費は、決算見込みにより、繰出

金４６９万５,０００円の減額。 

 ４目都市環境整備費は４１万９,０００円の減

額。 

 ５項１目住宅管理費は、公営住宅管理費として

６４万４,０００円の減額。社会資本整備総合交

付金事業費（公住）は７５６万１,０００円の減

額。住宅管理費合計８２０万５,０００円の減額

でございます。 

 ９款消防費１項２目災害対策費は、災害対策費

として８６万４,０００円の減額。防災行政無線

整備管理費は２６万８,０００円の減額。災害対

策費合計１１３万２,０００円の減額でございま

す。 

 １０款教育費１項１目教育委員会費は３５万

７,０００円の減額。２目事務局費は、事務局費

（学校庶務）として３０万４,０００円の減額。

対外競技参加費は１７１万６,０００円の減額。

事務局費（学校教育）は１２１万５,０００円の

減額。事務局費（教育助成）は３５万６,０００

円の減額。スクールバス運行費は５５０万円の減

額。学校教育公用車管理費は６万９,０００円の

減額。教員住宅管理費は３９４万９,０００円の

減額。事務局費合計１,３１０万９,０００円の減

額でございます。 

 ２項１目学校管理費は、学校管理費（小学校）

として６０３万２,０００円の減額。児童保健衛

生費は７５万４,０００円の減額。校舎等営繕費

（小学校）は、委託料のうち、学校敷地内除雪委

託料は、除雪に対応するため４０万円の追加。そ

の他の委託料から工事請負費までを合わせて１,

２９０万３,０００円の減額。事業合計１,２５０

万３,０００円の減額。学校管理費合計１,９２８

万９,０００円の減額でございます。 

 ２目教育振興費は、教育振興費（小学校）とし

て、備品購入費は特別支援教室で使用するホワイ

トボードなどの購入のため、教材備品購入費２６

万８,０００円の追加。同じくフロアケース等の

購入のため、庁用機具購入費２５万３,０００円

の追加。事業合計５２万１,０００円の追加。 

 ３項１目学校管理費は、学校管理費（中学校）

として７,０００円の減額。生徒保健衛生費は３

４万９,０００円の減額。校舎等営繕費（中学

校）は、委託料のうち、学校敷地内除雪委託料

は、除雪に対応するため２２万４,０００円の追

加。その他の委託料から原材料費までは、合わせ

て２９９万９,０００円の減額。事業合計２７７

万５,０００円の減額。学校管理費合計３１３万

１,０００円の減額。 

 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、特別支援学級で使用する回転

式移動黒板の購入のため、教材備品購入費１５万

９,０００円の追加。同じくケースつき整理箱の

購入のため、庁用機具購入費５万９,０００円の

追加。備品購入費合計２１万８,０００円の追

加。扶助費は２００万円の減額。事業合計１７８

万２,０００円の減額。 

 ４項１目社会教育総務費は、社会教育総務費と

して５万２,０００円の減額。生涯学習事業費は

２２万９,０００円の減額。生涯教育公用車管理

費は１２万５,０００円の減額。社会教育施設整

備基金費は、決算見込みにより、積立金１０５万

２,０００円の追加。社会教育総務費合計６４万

６,０００円の追加でございます。 

 ２目文化振興費は、文化振興費として２０４万

１,０００円の減額。文化講座事業費は１２万６,

０００円の減額。図書室管理費は２,０００円の
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減額。公民館管理費は、委託料で、大沼多目的会

館の除雪の対応のため、除雪委託料１４万６,０

００円の追加。その他の委託料は合わせて１万

４,０００円の減額で、事業合計１３万２,０００

円の追加。文化振興費合計２０３万７,０００円

の減額でございます。 

 ３目社会教育施設振興費は、文化センター管理

費として８１万５,０００円の減額。大中山コモ

ン管理費は、委託料で、除雪対応のため除雪委託

料１７万２,０００円の追加。大沼婦人会館管理

費は６６万８,０００円の減額。社会教育施設管

理費は５７万１,０００円の減額。社会教育施設

振興費合計１８８万２,０００円の減額。 

 ４目文化財保護費は、文化財保護費として１３

万４,０００円の減額。 

 ５項１目保健体育総務費は、スポーツ振興総務

費として４１万６,０００円の減額。体育施設管

理は６万５,０００円の減額。スポーツ合宿事業

費は、地方創生臨時交付金事業における財源更正

でございます。保健体育総務費合計４８万１,０

００円の減額でございます。 

 ２目学校給食費は、学校給食センター運営費と

して５８７万円の減額。 

 １１款１項１目農業用施設災害復旧費は、農業

等災害復旧事業として５０万円の減額。 

 ２項１目道路橋梁災害復旧費は、道路等災害復

旧事業として１万７,０００円の減額。 

 ２目河川災害復旧費は、河川災害復旧事業とし

て５,０００円の減額。 

 １２款公債費１項２目利子は、一般会計町債償

還金（利子）として、償還金、利子及び割引料

は、決算見込みにより９７万９,０００円の減

額。 

 １３款職員費１項１目職員給与費は、職員給与

費として、給料から共済費まで、合わせて１,６

４５万２,０００円の減額。負担金、補助及び交

付金は、派遣職員給与費負担金の執行見込みによ

り７万５,０００円の追加。事業合計１,６３７万

７,０００円の減額。会計年度任用職員給与費は

１,０６８万円の減額。職員給与費合計２,７０５

万７,０００円の減額。 

 ２目職員諸費は、職員諸費として４,０００円

の減額。職員研修費は１１４万２,０００円の減

額。職員厚生費は、旅費１万円の減額。委託料

は、職員健康診断委託料の決算見込みにより１７

万５,０００円の追加。職員諸費合計９８万１,０

００円の減額でございます。 

 次に、１１ページの歳入に戻っていただきま

す。 

 １款町税１項２目法人は、法人税割１,０００

万円の減額。 

 ２項１目固定資産税は、償却資産２,０００万

円の減額。 

 ３項２目環境性能割は、環境性能割１,０００

万円の減額。 

 ５項１目入湯税は、現年課税分１,０００万円

の減額。 

 ２款地方譲与税１項１目自動車重量譲与税は

１,５００万円の減額。 

 ２項１目地方揮発油譲与税は１,１００万円の

減額。 

 ３款利子割等交付金１項１目利子割交付金は２

００万円の減額。 

 ４款株式等譲渡所得割交付金１項１目株式等譲

渡所得割交付金は３００万円の減額。 

 ６款地方消費税交付金１項１目地方消費税交付

金は４,８００万円の減額。 

 ７款ゴルフ場利用税交付金１項１目ゴルフ場利

用税交付金は３００万円の減額。 

 ８款自動車取得税交付金１項１目自動車取得税

交付金は、自動車税種別割交付金２００万円の減

額。自動車税環境性能割交付金９００万円の減

額。合計１,１００万円の減額。 

 １０款地方交付税１項１目地方交付税は２,０

００万円の減額。 

 １２款分担金及び負担金２項１目民生費負担金

は、高齢者施設入所者費用徴収金４２６万５,０

００円の減額。自立支援事業給付費負担金２９４

万２,０００円の追加。民生費負担金合計１３２

万３,０００円の減額。 

 ２目農林水産業費負担金は、国営農地改良事業

受益者負担金１４万円の追加。 

 １３款使用料及び手数料１項２目衛生使用料

は、墓地貸付料５４万円の減額。合同納骨塚使用
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料３０万円の減額。健康センター使用料９８４万

４,０００円の減額。衛生使用料合計１,０６８万

４,０００円の減額でございます。 

 ４目土木使用料は、町営住宅使用料２４０万円

の追加。 

 ５目教育使用料は、文化センター使用料２００

万円の減額。大中山コモン使用料１５万円の減

額。大沼婦人会館使用料３万円の減額。大川コ

ミュニティセンター使用料５万円の減額。教育使

用料合計２２３万円の減額。 

 ２項１目総務手数料は、印鑑登録証明交付手数

料４０万円の減額。通知カード再発行手数料１万

７,０００円の減額。 

 ２目民生手数料は、生きがい活動通所支援事業

使用手数料１９万円の減額。 

 ３目衛生手数料は、狂犬病予防注射済票交付手

数料１４万３,０００円の減額。塵芥処理手数料

４４８万６,０００円の減額。衛生手数料合計４

６２万９,０００円の減額。 

 ５目土木手数料は、住宅用家屋証明等申請手数

料３万９,０００円の追加。小規模特定開発行為

申請手数料９万１,０００円の減額。開発行為等

申請手数料１０２万３,０００円の追加。その他

証明手数料１,０００円の追加。土木手数料合計

９７万２,０００円の追加。 

 １４款国庫支出金１項１目民生費国庫負担金

は、社会福祉費負担金として、国民健康保険基盤

安定負担金１９９万９,０００円の減額。障がい

者介護給付費等負担金３０３万２,０００円の追

加。介護保険低所得者保険料軽減負担金１２５万

円の追加。児童福祉費負担金として、子育てのた

めの施設等利用給付費負担金５０４万５,０００

円の減額。民生費国庫負担金合計２７６万２,０

００円の減額。 

 ２項１目総務費国庫補助金は、個人番号カード

交付事業費補助金７０１万２,０００円の追加。

個人番号カード利用環境整備費補助金１３６万円

の減額。戸籍総合システム改修関係補助金６６万

円の減額。新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金１７３万４,０００円の追加。総務

費国庫補助金合計６７２万６,０００円の追加。 

 ２目民生費国庫補助金は、子育て世帯臨時特別

給付金給付事業補助金１０１万４,０００円の減

額。 

 ３目衛生費国庫補助金は、循環型社会形成推進

交付金４万４,０００円の減額。新型コロナウイ

ルスワクチン接種体制確保補助金６４９万１,０

００円の追加。 

 ４目土木費国庫補助金は、道路橋梁費補助金と

して、社会資本整備総合交付金は、交付金割当額

の減少により４,２８２万５,０００円の減額。都

市計画費補助金として、集約都市形成支援事業補

助金２５万９,０００円の減額。住宅費補助金と

して、住宅耐震診断補助金、町営住宅家賃低廉化

事業に伴う社会資本整備総合交付金７４１万９,

０００円の減額。土木費国庫補助金合計５,０５

０万３,０００円の減額でございます。 

 ５目教育費国庫補助金は、小学校費補助金とし

て、要保護児童就学援助費補助金１万５,０００

円の減額、特別支援教育支援奨励費補助金４９万

９,０００円の減額。学校施設環境改善交付金１,

１６９万円の追加。学校情報通信機器整備費補助

金２２５万円の減額。中学校費補助金として、要

保護生徒就学援助費補助金３万円の減額。特別支

援教育就学奨励費補助金３８万１,０００円の減

額。学校情報通信機器整備費補助金１１７万円の

減額。教育費国庫補助金合計７３４万５,０００

円の追加。 

 ３項１目教育費委託金は、中長期在留者住居地

届出等事務交付金１３万６,０００円の追加。 

 １５款道支出金１項１目民生費道負担金は、社

会福祉費負担金として、民生委員活動費負担金１

７万４,０００円の追加。国民健康保険基盤安定

負担金１４３万６,０００円の減額。障がい者介

護給付等負担金１５１万６,０００円の追加。介

護保険低所得者保険料軽減負担金６２万５,００

０円の追加。児童福祉費負担金として、子育ての

ための施設等利用給付費負担金１３４万２,００

０円の減額。民生費道負担金合計４６万３,００

０円の減額。 

 ２項１目総務費道補助金は、電源立地地域対策

交付金１１万６,０００円の減額。旅券法事務交

付金１０万１,０００円の追加。合計１万５,００

０円の減額。 
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 ２目民生費道補助金は、社会福祉費補助金とし

て、重度心身障がい者医療給付事業補助金３６６

万９,０００円の追加。児童福祉費補助金とし

て、子ども医療給付事業補助金１７８万６,００

０円の追加。ひとり親家庭等医療給付事業補助金

８４万６,０００円の減額。多子世帯の保育料軽

減支援事業費補助金１９４万５,０００円の追

加。ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務補助金

１７万２,０００円の減額。民生費道補助金合計

６３８万２,０００円の追加でございます。 

 ３目衛生費道補助金は、保健増進事業費補助金

６万４,０００円の減額。 

 ４目農林水産業費道補助金は、林業費補助金と

して、森林保育事業補助金８６万９,０００円の

減額。農業費補助金として、農業経営基盤強化資

金利子補助金１万８,０００円の減額。経営所得

安定対策推進事業補助金３２万３,０００円の減

額。環境保全型農業直接支援対策事業補助金９万

４,０００円の減額。北海道農業次世代人材投資

事業補助金１１２万５,０００円の追加。農林水

産業費道補助金合計１７万９,０００円の減額。 

 ５目土木費道補助金は、既存住宅耐震改修事業

補助金８万９,０００円の減額。 

 ３項１目総務費委託金は、総務管理費委託金と

して、土地利用規制等対策事業交付金１,０００

円の追加。統計調査費委託金として、各種指定統

計調査委託金９６万１,０００円の減額。総務費

委託金合計９６万円の減額でございます。 

 ２目衛生費委託金は、市町村権限移譲事務交付

金１１万７,０００円の減額。 

 ３目農林水産業費委託金は、道営農業農村整備

事業監督等補助業務委託金７万４,０００円の追

加。 

 ５目土木費委託金は、市町村権限移譲事務交付

金３９万６,０００円の追加。 

 １６款財産収入１項１目財産貸付収入は、土地

貸付収入１４万円の追加。 

 ２項１目不動産売払収入は、間伐材売払収入８

３万３,０００円の減額。町有地売払収入１５万

５,０００円の追加。合計６７万８,０００円の減

額。 

 １７款寄附金１項２目民生費寄附金は９万９,

０００円の追加。 

 １８款繰入金１項１目財政調整基金繰入金は

２,５３９万７,０００円の追加。 

 ２目活力のあるまちづくり推進基金繰入金は

１,０３０万円の追加。 

 ３目公共施設整備基金繰入金は３５０万円の追

加。 

 ４目環境保全事業推進基金繰入金は１５０万円

の追加。 

 １９款繰越金１項１目繰越金は、前年度繰越金

７７６万８,０００円の追加。 

 ２０款諸収入２項１目町預金利子は６万４,０

００円の減額。 

 ５項３目高額等医療費収入は、重度心身障がい

者高額療養費１５５万１,０００円の追加。子ど

も医療高額療養費１５６万６,０００円の減額。

ひとり親家庭等高額療養費８８万１,０００円の

減額。合わせて８９万６,０００円の減額でござ

います。 

 ４目雑入は、諸実費徴収金として、保健予防教

室参加者負担金からスポーツ大会参加者負担金ま

で、合わせて８３万円の減額。雑入として、自動

販売機設置手数料から道営農業農村整備事業換地

精算金まで、合わせて７万２,０００円の追加。

雑入合計７５万８,０００円の減額。 

 ２１款町債１項１目衛生債は、環境衛生施設整

備事業債２０万円の減額。廃棄物処理施設整備事

業債２１０万円の減額。衛生債合計２３０万円の

減額。 

 ２目農林水産業債は、農業農村整備事業債１８

０万円の減額。農道整備特別対策事業債３４０万

円の減額。合わせて５２０万円の減額。 

 ３目土木債は、道路橋梁債として、町道単独改

良整備事業債１２０万円の追加。道路橋梁新設改

良事業債５,１００万円の減額。都市計画債とし

て、都市公園整備事業債９０万円の減額。都市環

境整備事業債３０万円の減額。住宅債として、冬

トピア団地整備事業債４４０万円の減額。本町上

台団地整備事業債４０万円の減額。桜Ｂ団地整備

事業債４０万円の減額。土木債合計５,６２０万

円の減額。 

 ４目消防債は、災害対策等整備事業債３０万円
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の減額。 

 ５目教育債は、小学校債として、大沼地区小中

学校統廃合事業債２,７６０万円の減額。保健体

育債として、体育施設整備事業債１８０万円の減

額。教育債合計２,９４０万円の減額。 

 ６目臨時財政対策債は８８０万円の減額。 

 ７目減収補塡債は、新型コロナウイルス感染症

の影響により、地方消費税交付金などで通常を上

回る大幅な減収が生じた際に起債の発行ができる

交付税措置率１００％の起債で、今回、減収補塡

債４,２１０万円の追加でございます。 

 次に、５ページに戻っていただきます。 

 第２表、繰越明許費補正でございます。 

 １の追加となるのは、２款総務費１項総務管理

費の高度無線環境整備推進事業１,９８９万円。

８款土木費２項道路橋梁費の橋梁長寿命化改良事

業１,８００万円の２件でございます。 

 ２の変更となるのは、９款消防費１項消防費の

防災行政無線整備事業の金額を８億２,６２０万

８,０００円から４億８,６６３万３,０００円の

変更するものでございます。 

 次に、第３表、地方債補正でございます。 

 １の追加となるのは、減収補塡債で、限度額を

４,２１０万円に設定するものでございます。起

債の方法、利率、償還の方法につきましては、表

示のとおりでございます。 

 次に、７ページの２の変更といたしまして、環

境衛生施設整備事業から臨時財政対策債までの１

５事業について、限度額をそれぞれ記載の金額に

変更するものでございます。事業の限度額の変更

前、変更後の内訳につきましては、表示のとおり

であり、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。 

 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） これより、質疑を許しま

す。 

 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 大変失礼しました。ほか

の方も質問されるかなと、ちょっと油断しており

ました。 

 まず、支出のほうから３点ばかり確認したい項

目、ページからいきますと、一般の５４ページの

歳出のところで、道路橋梁新設改良費というとこ

ろですけれども、工事名を言うと、峠下２号線改

良舗装工事というのが、工事請負費で１,７００

万円減額、公有財産購入費で６２５万４,０００

円減額、補償補填賠償金で２,５８３万１,０００

円減額になっているのですけれども、この減額の

経緯というか理由というか、当初、予算では１億

９,６００万円上がっていたと思うのですけれど

も、それとの兼ね合いと、令和３年度の議案にも

峠下２号線というのが載っていまして、それとの

兼ね合いをちょっと御説明いただければなという

ふうに思います。 

 次、一般の５８ページ、工事請負費として冬ト

ピア団地長寿命化改修工事ということで７１５万

円が減額されているのですけれども、これはもう

工事が終わって、当初予算よりもこれだけ安く上

がったよということで考えていいのかどうか、そ

このところをお願いします。 

 それと、一般の６２のところで、これは小学校

管理費のところで、軍川小学校及び大沼小学校体

育館解体工事ということで１,２００万円減額さ

れておりますけれども、これは当初８,０００万

何がしのあれがあって、もう既に工事は終わって

いるのかなと思うのですけれども、安く上がった

というふうに単純に考えてよろしいのかどうか、

そこのところをお願いしたいなと思います。 

 それと、歳入の関係でいきますと、ちょっと確

認なので、分からないので教えてほしいのですけ

れども、支出も大幅に減りました、収入も大幅に

減りました。だけれども、歳出で増えているもの

もあって、繰入金４,０００万円ほど、あるいは

減収補塡債４,２１０万円がプラスになっており

まして、これで足りない分を調整したというふう

に考えていいのかどうか。結局、減収補塡債とい

うのは１００％交付税ということの説明がありま

したけれども、この金額の根拠というのは、結

局、４,２１０万円、お金が足りなくなったとい

う、そういうふうに考えていいのか、それとも何

かまた別な政策的な判断での起債なのかどうか、

そこのところをちょっと教えていただければなと

思います。 
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 以上です。 

○議長（木下 敏） 土木課長。 

○土木課長（佐々木陵二） それでは、峠下２号

線の事業費の内訳について御説明いたします。 

 こちらの減額に関しましては、国の補助事業の

内示が低かったと。当初、１億９,６００万円に

対して６０％の申請で上げておりましたが、コロ

ナ対策等の関係で、国が当初の内示額を少なく内

示をしていたということで、それに伴う減額と

なっております。 

 なお、こちらに関しましては、今ある情報で

は、令和２年度の国の翌年度繰り越しということ

で、令和３年度へ繰り越すということで、補助金

についてはほぼ満額つくのではないかという情報

を得ております。 

 内容については以上でございます。 

○議長（木下 敏） 都市住宅課長。 

○都市住宅課長（川島篤実） 私のほうから、一

般の５８ページの工事請負費、冬トピア団地９０

棟の長寿命化改修工事につきましては、入札執行

残に伴うものであります。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） 教育費の工事請負費

で、軍川小学校と大沼小学校の体育館の解体工事

ですけれども、これについても入札の執行残でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは私のほう

から、まず、減収補塡債ですけれども、これは国

の計算の方法、算定がございますので、それに見

合った形で歳入として入れてございます。また、

繰入金などのお話もございましたが、歳入歳出の

バランスを整えるということのために繰り入れを

しているというものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 歳出のところの峠下２号

線の関係なのですけれども、これについては、国

の来るお金が交付金というか、その金が少なかっ

たので、事業として縮小してしまったということ

で、今年度、またそれについて残りをやるという

か、同じ工事をやるという考え方なのかどうか、

そこのところを再度お願いします。 

○議長（木下 敏） 土木課長。 

○土木課長（佐々木陵二） 議員おっしゃるとお

りでございまして、当初で１億９,６００万円を

見込んでおりましたが、単年度の着手、完成とい

うことで、金額については変わるのではないかと

いうことで予算審査特別委員会等のときにも答弁

してございますが、予算内容を精査した上、令和

３年度に新しくまた追加で工事をやるということ

で、内容については変わっておりませんけれど

も、金額については変更がございますので、御了

承願いたいと思います。 

 以上です。 

○１５番（若山雅行） 終わります。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ございますか。 

 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） 何点かちょっと教えていた

だきたいと思いますけれども、まず、７ページの

起債の変更ですけれども、町単独事業、これ、増

額になっていますけれども、増の理由、ちょっと

説明していたら、私、聞き漏らしたものですか

ら、それをちょっとお願いしたいと思います。 

 それから、臨財債の関係で２億９,８４０万

円、ちょっと下がっているというのは、これを限

度に起債を起こしているということで、国から来

ている３億７２０万円ではなくて、こっちのほう

で限度額を使ったという、そういう考え方でいい

かどうか、ちょっと教えていただきたいと思いま

す。 

 それから、さっきの説明と、それから同僚議員

に対して何かお話、説明していましたけれども、

私、ちょっと理解できないものですから、減収補

塡債、補塡、１００％どうのこうのとありました

けれども、もう少しこれについて詳しくお願いし

たいと思います。 

 それから、２８ページですけれども、財政調整

基金の積み立て、１７７万円、これを積み立てる

ことによって、合計、財調は幾らになるのか、

ちょっと教えて、令和２年度末、決算見込みの中

で大体このぐらいになるというようなものを
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ちょっと教えていただきたいと思います。 

 それから、５４ページの委託料であります。

１,５００万円という金額ですけれども、これ、

今、発注をして、そして事業のスケジュールとい

うのですか、それがもし分かれば教えて、委託料

として出して、その後、どういったような流れに

なっていくのか、ちょっと教えていただきたい。 

 それから、６２ページ、６４ページの小学校、

中学校の備品購入でございますけれども、今、ま

さに３月の中ぐらいに入ってきて、恐らく春休み

という話になりますと、本当に今年度、使うのか

という、通常考えると、やはり令和３年度の新年

度から使うというようなことで、３年度に予算し

て、準備をして、速やかに新学期から使うとい

う、通常だと思うのですけれども、そこら辺、壊

れてどうしても必要だとか、そういう事情がある

のかどうか、そこら辺ちょっと、ホワイトボード

がどうのこうのとか、支援学級でどうのこうのと

あったものですから、その確認、ちょっとお願い

します。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 田村議員、先ほどの一般の

５４ページの部分なのですけれども、社会資本整

備総合交付金事業の委託料の橋梁長寿命化点検修

繕設計委託料のことを指しているということでよ

ろしいですか。 

○５番（田村敏郎） はい。 

○議長（木下 敏） そういうことですので、答

弁をお願いいたします。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、私のほ

うから何点かお答えしてまいります。 

 まず、減収補塡債でございます。これは、この

たび新型コロナウイルス感染症の影響により、地

方消費税交付金などで大幅に減収がされたという

ことで、そこについては、今までも減収補塡債は

ございました。その部分については交付税措置率

が７５％であったのですけれども、今回、コロナ

対策で地方消費税とかが減収されたということ

で、そこの部分については交付税の措置率を１０

０％にするということで通知が来てございます。

また、国のほうからも、積極的にこういうものを

活用するようにということでございまして、当町

としてもそれに沿って、借金ではございますけれ

ども、それを活用するということでございます。 

 続きまして、財政調整基金の予算上の見込額と

いいましょうか、それについてでございます。今

年度、予算上で支消する予定となってございます

のが１億４,０００万円程度となってございま

す。 

 起債の関係でございます。地方債の補正という

ことで、臨時財政対策債２億９,８４０万円とい

うことで、この限度内で起債をしていくというこ

とでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 土木課長。 

○土木課長（佐々木陵二） 委託料について御説

明いたします。こちら、１８款のところでＪＲ負

担金、補助及び交付金、橋梁長寿命化ＪＲ負担金

で３,５００万円減額しておりますけれども、こ

ちらは、毎回のことなのですけれども、ＪＲさん

のほうで精算に対しての増減が非常に大きいので

す。会計検査院からも指摘はされているのですけ

れども、こちらの減額が大きいために、補助金の

内示額、補助金を返さなければならないという作

業が出てしまいますので、今、補助金を返すと、

翌年度にペナルティ的なことで、翌年度の補助金

がつかないということがございますので、今、急

いでいる橋梁点検及びＰＣＢ塗膜調査、このＰＣ

Ｂというのは、塗装の塗料の中に含有物質で鉛が

入っているのですけれども、こちらが年代的に鉛

が入っているか入っていないかというのが分から

ない状態になっております。昔の橋梁については

橋歴版、塗装の歴、塗装等をしたというものがつ

いているのですけれども、こちらのほうでも確認

できないということで、橋梁点検とＰＣＢ検査を

急ぎたい、確実な補助金を使いたいということ

で、一般の５ページ、橋梁長寿命化事業というこ

とで、繰越明許で１,８００万円繰り越すのです

けれども、こちらの中で繰り越した補助金で発注

のほうをしていきたいということで、１,５０７

万２,０００円を追加しております。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 
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○教育次長（扇田 誠） 教育費の教育振興費の

小中学校の備品関係でございますけれども、これ

につきましては、新年度から特別支援の学級が増

えるということで、今年度、この３月に、今回、

準備をするということで予算計上してございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） 私、ちょっと聞き方が悪

かったのかも分からないですけれども、今回、財

政調整基金、これ１７７万円積み立てますよとい

うことなので、年度末というか、それで合計、財

調は幾らになるのですかという、それが知りた

かったということと、それからもう１点は、こ

れ、地方交付税が減額になってという、そういう

表現でしたが、それの補塡をするというのは分か

るのですけれども、さっきちょっと説明された地

方税なのか地方交付税なのか、そこら辺がちょっ

と分からなかったものですから、それをちょっと

説明していただきたいと思います。 

 それから、臨財債の使い方というのは、要は３

億円あったものを２億９,０００万円に圧縮して

使いますという、そういう理解でいいのかどう

か、そこをちょっとお願いしたいと思います。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） 大変失礼いたしま

した。財政調整基金の予算上の決算見込額といい

ましょうか、今の予算ベースでの、まだ決算、閉

まっていませんから、これから上がり幅という

か、基金に積み込める金額も出てくるかもしれま

せんけれども、４億８,０００万円程度というこ

とでございます。 

 先ほどの減収補塡債の、何が減ってこれができ

たかというと、地方消費税交付金でございます。 

 あと、臨時財政対策債につきましては、議員

おっしゃるとおり、この２億９,８４０万円の中

で借りていくというものでございます。 

 以上でございます。 

○５番（田村敏郎） 終わります。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第１８号令和２年度七飯町一般会計補正予

算（第１１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。 

（「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、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

 １時まで、暫時休憩いたします。 

午後 ０時００分 休憩 

────────────── 

午後 １時００分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

  ─────────────────── 

 日程第９ 

議案第１９号 令和２年度七飯町国民健

康保険特別会計補正予算（第４号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第９ 議案第１９号令

和２年度七飯町国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 住民課長。 

○住民課長（清野真里） それでは、議案第１９

号令和２年度七飯町国民健康保険特別会計補正予

算（第４号）について、提案説明申し上げます。 

 このたび提案いたします令和２年度七飯町国民

健康保険特別会計補正予算は、既定予算の総額に

歳入歳出それぞれ１,８６０万円を追加し、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ３３億７,１７８万１,

０００円とするものでございます。このたびの補

正は、決算を念頭においた予算の整理が主な内容

でございます。 

 それでは、国保７ページの歳出から御説明申し

上げます。 

 １款総務費１項１目一般管理費は、一般管理費

（国保事業）として執行残により旅費７万７,０

００円の減額。需用費１万３,０００円の減額。
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委託料７５万円の減額。合わせて８４万円の減額

でございます。 

 ２款保険給付費１項１目療養給付費は、決算見

込みにより１,２０３万９,０００円の追加でござ

います。 

 ２項療養費は、決算見込みにより１４０万１,

０００円の減額でございます。 

 ３目審査支払手数料は、決算見込みにより９９

万７,０００円の減額でございます。 

 ２項１目高額療養費は、決算見込みにより９９

１万７,０００円の追加でございます。 

 ４項１目出産育児一時金は、対象件数の増によ

り１２６万円の追加でございます。 

 ５項１目葬祭費は、決算見込みにより９０万円

の減額でございます。 

 ６款保健事業費１項１目保健衛生給付費は、決

算見込みにより、委託料４７万８,０００円の減

額でございます。 

 歳出は以上でございます。 

 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

国民健康保険税は、新型コロナウイルス感染症に

かかる国保税減免分決算見込みにより、医療給付

費分現年課税分として２７７万２,０００円の減

額。後期高齢者支援金分、現年度分として６６万

７,０００円の減額。介護納付金分、現年課税分

として５０万２,０００円の減額。合計で３９４

万１,０００円の減額でございます。 

 ２款道支出金１項１目保険給付費等交付金は、

現年度分といたしまして、決算見込みにより普通

交付金が１,９９１万８,０００円の追加。国庫調

整交付金分が新型コロナウイルス感染症にかかる

国保税減免に対する交付金１５７万７,０００円

の追加。合計で２,１４９万５,０００円の追加で

ございます。 

 ３款繰入金１項１目一般会計繰入金は、決算見

込みにより国保基盤安定繰入金（国保税軽減分）

が５８万２,０００円の減額。保険者支援分が３

９９万８,０００円の追加。職員給与費等繰入金

が８４万円の減額。出産育児一時金等繰入金が８

４万円の追加。財政安定化支援事業繰入金が３２

６万２,０００円の追加。合計で１３１万８,００

０円の減額でございます。 

 ６款国庫支出金１項１目災害等臨時特例給付金

は、新型コロナウイルス感染症にかかる国保税減

免に対する補助金２３６万４,０００円の追加で

ございます。 

 提案説明は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 議案第１９号令和２年度七飯町国民健康保険特

別会計補正予算（第４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。 

（「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、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１０ 

議案第２０号 令和２年度七飯町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１０ 議案第２０号

令和２年度七飯町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第３号）を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 住民課長。 

○住民課長（清野真里） それでは、議案第２０

号令和２年度七飯町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第３号）について、提案説明申し上げま

す。 

 このたびの補正予算は、既定予算の総額に歳入

歳出それぞれ３万２,０００円を減額し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ４億４,２７２万１,００

０円とするものでございます。今回の補正の内容

は、決算を念頭に置いた予算の整理が主な内容で

ございます。 

 それでは、後医７ページの歳出から御説明申し
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上げます。 

 １款総務費１項１目一般管理費は、決算見込み

により、一般職旅費を３万２,０００円の減額。 

 ２項１目賦課徴収費、科目更正により、後期高

齢者医療電算システム保守委託料１１８万８,０

００円の減額。総合行政情報システム利用料、同

額の１１８万８,０００円の追加でございます。 

 次に、後医、５ページの歳入に戻っていただき

ます。 

 ２款繰入金１項１目事務費繰入金は、後期高齢

者医療事務費繰入金を歳出同額の３万２,０００

円を減額するものでございます。 

 提案説明は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第２０号令和２年度七飯町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第３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。 

（「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、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１１ 

議案第２１号 令和２年度七飯町介護保

険特別会計補正予算（第３号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１１ 議案第２１号

令和２年度七飯町介護保険特別会計補正予算（第

３号）を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） それでは、議案第２１

号令和２年度七飯町介護保険特別会計補正予算

（第３号）について、提案説明させていただきま

す。 

 このたびの補正については、第１条として、既

定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

３,８５９万５,０００円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ２９億７１８万７,０

００円と定めるものでございます。 

 このたびの補正の主な内容についてでございま

すが、歳出については、決算見込みによる給付費

等の減額補正と、地域密着型介護サービス給付費

などの不足分及び基金積立金の追加補正。 

 また、歳入については、歳出の減額補正に連動

した国庫支出金、支払基金交付金、道支出金及び

繰入金の減額補正と、財産収入の追加補正でござ

います。 

 それでは、介保９ページの歳出から御説明いた

します。 

 １款総務費１項１目一般管理費、事業予算名、

一般管理費（保険事業勘定）の一般職員の旅費

は、決算見込みにより６万４,０００円の減額。

介護保険事務職員人件費は、給料と職員手当等を

合わせて１０万６,０００円の減額。１目合計１

７万円の減額。 

 ３項１目介護認定審査会費の介護認定事務職員

人件費は、職員手当等１０万円の減額。 

 ２目認定調査費の調査認定費は、役務費と委託

料を合わせて３０３万円の減額。認定調査事務職

員人件費は、報酬、旅費、合わせて６万６,００

０円の減額。事業費合計３０９万６,０００円の

減額でございます。 

 ２款保健給付費１項１目地域密着型介護サービ

ス給付費は、主に地域密着型通所介護の延べ利用

者に、予算と比較し８０名程度の増額が見込まれ

ることから、負担金、補助及び交付金７５０万円

の追加。 

 ５目施設介護サービス給付費は、主に介護老人

保健施設入所者の延べ人数に１２６名程度の減少

が見込まれ、負担金、補助及び交付金２,０００

万円の減額。 

 ７目居宅介護福祉用具購入費は、利用者に６名

程度の増加が見込まれ、負担金、補助及び交付金

２０万円の追加。 

 次のページでございます。 
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 ８目居宅介護住宅介護改修費は、２件程度の減

少が見込まれ、負担金、補助及び交付金２０万円

の減額。 

 ９目居宅介護サービス計画費は、計画数に９３

件ほど減少が見込まれ、負担金、補助及び交付金

１５０万円の減額。 

 ２項介護予防サービス等諸費１目介護予防給付

費は、主に居宅療養管理費用が２１名の増加が見

込まれ、負担金、補助及び交付金５０万円の追

加。 

 ３目地域密着型介護予防給付費は、主に小規模

多機能型居宅介護予防が４件ほどの減少が見込ま

れ、３０万円の減額。 

 ５目介護予防福祉用具購入費は、３件程度の減

少が見込まれ、１０万円の減額。 

 ６目介護予防住宅改修費は、２０件程度の減少

が見込まれ、１２０万円の減額。 

 ３項その他諸費１目審査支払手数料は、４２件

程度の減少が見込まれ、２０万円の減額。 

 ４項高額介護サービス等費、１目高額介護サー

ビス費は、７８件程度の減少が見込まれ、１００

万円の減額。 

 ２目高額介護予防サービス費は１１件の減少が

見込まれ、１５万円の減額。 

 ５項高額医療合算介護サービス等費、１目高額

医療合算介護予防サービス費は、１１件程度の減

少が見込まれ、５０万円の減額でございます。 

 次のページでございます。 

 ２目高額医療介護合算介護予防費は、７件程度

の減少が見込まれ、５万円の減額でございます。 

 ６項特定入所者介護サービス等費１目特定入居

者介護サービス費は、１４名の増加が見込まれ、

５０万円の追加。 

 ３款地域支援事業費１項１目介護予防地域支援

サービス事業費、事業予算名、介護予防生活支援

事業サービス費は、新しい総合事業の通所型に延

べ３９３名の減少が見込まれ、１,０００万円の

減額。介護予防ケアマネジメント事業費は、委託

件数７１４件の減少が見込まれ、３０８万円の減

額。１目事業費合計１,３０８万円の減額。 

 ２目一般介護予防事業費、介護予防事業費は、

報償費の講師謝礼は町民医学講座中止による２万

５,０００円の減額。委託料は、地域介護予防活

動支援事業で、住民主体の介護予防開催回数減に

より６４万円の減額。合わせて６６万５,０００

円の減額。介護予防事務職員人件費は、決算見込

みにより、職員給与１万１,０００円の減額。２

目事業費合計６７万６,０００円の減額。 

 ３目包括的支援及び任意事業の地域包括支援セ

ンター運営費は、報償費で運営協議会開催２回分

の減により２４万２,０００円の減額。旅費は、

研修等がリモート研修等の変更により１７万１,

０００円の減額。委託料は、介護予防サービス計

画費が２４０件程度の減少が見込まれ、１８８万

８,０００円の減額。使用料及び賃借料は、医療

介護連携研修会の中止により、会場使用料３３万

円の減額。合わせて２６２万３,０００円の減

額。任意事業費は、報償費で、地域支えづくり推

進協議会を４回開催予定が２回となり、また、認

知症初期集中チーム員会議は、今年度、新規検討

ケースが生じなかったことによる減。次のページ

になりますが、地域ケア個別会議委員報酬につい

ては、毎月１２回の開催が年１回の開催となった

ことにより、９１万７,０００円の減額。負担金

補助及び交付金は、ＮＰＯが開催する認知症カ

フェ運営補助金で、補助金交付団体の開催回数が

コロナ禍の影響による減少と、また、成年後見制

度利用支援事業助成金は、生活保護受給者の被後

見人の裁判所の審判による後見人へ支払う報酬が

当初より減少したことにより５８万１,０００円

の減額。扶助費は、介護用品支給扶助費で４５件

程度の減少が見込まれ、２５万円の減額。合わせ

て１７４万８,０００円の減額。包括支援事務職

員人件費は、職員手当等が決算見込みにより１０

万円の減額。包括的支援公用車管理費は、需用費

と使用料及び賃借料を合わせて３８万６,０００

円の減額。３目事業費合計４８５万７,０００円

の減額でございます。 

 ４款保健福祉事業費１項１目訪問介護等利用者

負担助成費は、延べ利用者月数１７か月分の減少

が見込まれ１７万円の減額。 

 ５款基金積立金１項１目基金積立金は、介護保

険財政調整基金運用利子として５万４,０００円

の追加でございます。 
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 次に、歳入でございます。 

 ５ページを御覧ください。 

 ３款国庫支出金１項１目介護給付費負担金は２

３２万１,０００円の減額。 

 ２項１目調整交付金は９７万３,０００円の減

額。 

 ２目地域支援事業交付金は、介護予防事業交付

金として３４３万９,０００円の減額。包括的支

援事業等交付金として１８７万円の減額。２目合

計５３０万９,０００円の減額。 

 ４目保険者機能強化推進交付金は１７７万４,

０００円の追加。 

 ５目保険者努力支援交付金は２７８万２,００

０円の追加。 

 ６目特別調整交付金は３１万円の追加。 

 ７目災害等臨時特例補助金は６０万円の追加。 

 ４款支払基金交付金１項１目介護給付費交付金

は４４５万６,０００円の減額。 

 ２目地域支援事業支援交付金は３７１万５,０

００円の減額。 

 ５款道支出金１項１目介護給付費負担金は３０

４万円の減額。 

 ２項１目地域支援事業交付金は、介護予防事業

交付金として１７２万円の減額。包括的支援事業

等交付金として９３万５,０００円の減額。１目

合計２６５万円の減額でございます。 

 ２目介護サービス利用者負担軽減事業費補助金

は１２万７,０００円の減額。 

 ６款財産収入１項１目利子及び配当金は、介護

保険財政調整基金運用利子として５万４,０００

円の追加。 

 このページから次のページになりますが、７款

繰入金１項１目介護給付費繰入金は２０６万１,

０００円の減額。 

 ２目地域支援事業繰入金は、介護予防事業繰入

金として２６５万５,０００円の減額。 

 ３目その他繰入金は、介護保険事務費繰入金と

して３３６万６,０００円の減額。その他繰入金

として２,５００万円の追加。３目合計８６万６,

０００円の減額でございます。 

 ２項１目介護保険財政調整基金繰入金は１,５

９３万７,０００円の減額でございます。 

 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） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第２１号令和２年度七飯町介護保険特別会

計補正予算（第３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。 

（「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、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１２ 

議案第２２号 令和２年度七飯町水道事

業会計補正予算（第５号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１２ 議案第２２号

令和２年度七飯町水道事業会計補正予算（第５

号）を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（笠原泰之） それでは、議案第

２２号令和２年度七飯町水道事業会計補正予算

（第５号）について、提案説明申し上げます。 

 今回の補正予算は、入札執行減などによる不用

額の減額や決算見込みに伴う補正となっておりま

す。 

 まず議案の第１条は、令和２年度七飯町水道事

業会計補正予算（第５号）を次のとおりとする総

則でございます。 

 第２条は、予算第３条に定めた収益的収入及び

支出についてでございます。 

 収入の総額でございますが、第１款水道事業収

益で２００万２,０００円を減額し、５億１,８２

３万２,０００円に。支出の総額を第１款水道事

業費用で１,３１５万３,０００円を減額し、４億
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４,０８９万７,０００円とするものでございま

す。 

 第３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、

資本的支出額に対して不足する額１億７,８７５

万２,０００円を２億６,８１１万８,０００円

に。当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調

整額を２,９７７万６,０００円を２,４０５万円

に。過年度分損益勘定留保資金を７,６３４万５,

０００円から２,６６０万５,０００円に。当年度

分損益勘定留保資金７,２６３万１,０００円を当

年度分損益勘定留保資金１億１,７４１万８,００

０円、減債積立金３,０００万円及び建設改良積

立金７,０００万円にそれぞれ改め、収入の第１

款資本的収入で１億４,２３２万１,０００円を減

額し、１億５,３１７万９,０００円とし、支出の

次のページの、第１款資本的支出で５,２９５万

５,０００円を減額し、４億２,１２９万７,００

０円とするものでございます。 

 第４条は、予算第５条に定めた債務負担行為に

ついて、入札執行減により取替用量水器購入代の

限度額を４,３２０万２,０００円から４,１８０

万円に改めるものでございます。 

 第５条は、予算第６条に定めた企業債を補正す

るもので、別紙のとおり定めるものでございま

す。 

 第６条は、予算第１０条に定めた一般会計から

水道事業会計への補助金を定めたもので、第２号

の企業職員にかかる児童手当に要する経費の補助

金で１１万円を減額し、７３万円とするものでご

ざいます。 

 それでは、収益的収入及び支出の支出から御説

明申し上げます。 

 ８ページ目をお開き願います。 

 １款水道事業費用１項営業費用２目原水及び浄

水費は１００万円の減額で、内訳は１８節賃借料

から２４節薬品費まで、決算見込みなどによるも

のでございます。 

 ２目配水及び給水費は４００万円の減額で、内

訳は、１１節燃料費から２７節保険料まで、決算

見込みなどによるものでございます。 

 ４目業務費は３８０万円の減額で、内訳は、１

４節通信運搬費から、９ページの３３節貸倒引当

金繰入額まで、決算見込みによるものでございま

す。 

 ５目総係費は４０万円の減額で、内訳は、５節

報酬から２８節負担金まで、決算見込みなどによ

るものでございます。 

 ６目減価償却費は１,５７１万３,０００円の減

額で、内訳は、有形固定資産減価償却費の構築物

機械及び装置、量水器、工具機具及び備品で、設

備の更新に伴い、償却資産が確定したことによる

減となっております。 

 ７目資産減耗費は１,３０９万９,０００円の追

加で、内訳は、固定資産除却費の構築物、機械及

び装置、量水器で、当年度中の除却費が確定した

ことによる増となっております。 

 ２項営業外費用１目支払利息は、１３３万９,

０００円の減額で、企業債利息の企業債利息償還

金で、決算見込みにより減額するものでございま

す。 

 続きまして、収益的収入及び支出の収入の説明

となります。 

 ６ページにお戻り願います。 

 １款水道事業収益１項営業収益１目給水収益は

６８６万９,０００円の追加で、水道料金が予算

額に対して増収となる見込みによる追加。 

 ３目その他営業収益は１０万円の追加で、指定

申請手数料増の見込みのための追加でございま

す。 

 ２項営業外収益１目受取利息及び配当金は１万

３,０００円の追加で、預金利息増の見込みによ

るもの。 

 ２目補助金は一般会計からの繰入金で、職員児

童手当に要する経費１１万円を減額するものでご

ざいます。 

 ３目長期前受金戻入は、減価償却費の確定等に

より受贈財産評価額と補助金、その他長期前受金

合わせて８６６万８,０００円の減額。 

 ４目雑収益は、不用品売却収益で廃棄メーター

等売払収入と、その他雑収益の増及び消費税及び

地方消費税還付金の減で、決算見込みで２０万

７,０００円を減額するものでございます。 

 次のページの３項特別利益１目その他特別利益
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は、その他特別利益で、貸倒引当金戻入益１,０

００円の追加となっております。 

 続きまして、資本的収入及び支出の支出につい

て御説明申し上げます。 

 １１ページをお開き願います。 

 １款資本的支出１項建設改良費１目水道施設費

は５,２９５万５,０００円の減額で、内訳は、委

託料でＪＲ横断配水管布設替えに伴う地質調査委

託料のほか５事業の入札減などによる減額。施設

改良費で水道施設中央監視装置更新工事ほか８事

業の入札減などによる減額。また、用地買収費

で、配水管路埋設用地購入費及び無形固定資産取

得費で管路等用地、地上機の設定費についても減

額となっております。 

 続きまして、資本的収入及び支出の収入につい

てでございますが、１０ページ目となります。 

 １款資本的収入１項企業債１目施設改良企業債

は１億４,１７０万円の減額で、内訳は、水道施

設中央監視装置更新事業債ほか１１事業の事業費

減などによる減額。 

 ２項長期前受金１目工事施工収入は６２万１,

０００円の減額で、道道大野大中山線改良工事に

伴う水道管移設補償費のほか、３事業分の確定に

伴うものとなっております。 

 最後になりますが、１ページ目にお戻りいただ

きまして、企業債補正です。 

 廃止としまして、水道施設中央監視装置更新事

業ほか７事業の起債１億１,０２０万円を廃止。 

 ２ページの変更としまして、本町地区老朽管新

設事業ほか３件の起債について、限度額の総額を

１億６,６５０万円から１億３,５００万円に変更

するもので、起債の方法、利率、償還の方法につ

いては、補正前と同じでございます。 

 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） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第２２号令和２年度七飯町水道事業会計補

正予算（第５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。 

（「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、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１３ 

議案第２３号 令和２年度七飯町下水道

事業会計補正予算（第２号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１３ 議案第２３号

令和２年度七飯町下水道事業会計補正予算（第２

号）を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（笠原泰之） それでは、議案第

２３号令和２年度七飯町下水道事業会計補正予算

（第２号）について、提案説明申し上げます。 

 今回の補正予算は、入札執行減などによる不用

額の減額や決算見込みに伴う補正となっておりま

す。 

 まず議案の第１条は、令和２年度七飯町下水道

事業会計補正予算（第２号）を次のとおりとする

総則でございます。 

 第２条は、予算第３条に定めた収益的収入及び

支出についてでございます。 

 収入の総額でございますが、第１款下水道事業

収益で１億３,２１０万円を減額し、７億４,６３

０万円に。支出の総額を第１款下水道事業費用で

１,９７５万円を減額し、７億２,４５０万円とす

るものでございます。 

 第３条は、予算第４条に定めた資本的収入及び

支出について、本文括弧書を「資本的収入額が資

本的支出額に対して不足する額２億３,５０５万

６,０００円は、当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額２９１万円。引き継ぎ金２,８

４１万１,０００円及び当年度分損益勘定留保資

金２億３７３万５,０００円で補塡するものとす
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る。」に改め、収入の第１款資本的収入で９,７

５３万９,００円を追加し、２億４,０７３万９,

０００円とし、支出の次のページ、第１款資本的

支出で８８０万５,０００円を減額し、４億７,５

７９万５,０００円とするものでございます。 

 第４条は、予算第４条の２に定めた特例的収入

及び支出の予定額を未収金及び未払い金の金額を

それぞれ５,００９万６,０００円及び４,５００

万７,０００円に改めるものでございます。 

 第５条は、予算第６条で定めた企業債を変更す

る補正で、変更としまして、公共下水道事業のほ

か２件の起債について、限度額の総額を４,７９

０万円から３,２６０万円に変更するもので、起

債の方法、利率、償還の方法については補正前と

同じでございます。 

 第６条は、予算第１０条に定めた一般会計から

水道事業会計への補助金を定めたもので、第１号

収益勘定繰入金で４,４８９万３,０００円を追加

し、９,７９１万１,０００円に。第２号建設改良

繰入金で３２４万円を減額し、６４１万３,００

０円とするものでございます。 

 それでは、収益的収入及び支出の支出から御説

明申し上げます。 

 ９ページ目をお開き願います。 

 １款下水道事業費用１項営業費用１目処理場費

は５５６万６,０００円の減額で、内訳は、１６

節委託料で５３５万６,０００円、１９節修繕費

で２１万円の減で、決算見込みなどによるもので

ございます。 

 ２目管渠費は２７５万３,０００円の減額で、

内訳は、１１節燃料費から３０節工事請負費ま

で、決算見込みなどによるものでございます。 

 ３目流域下水道管理費は７５１万７,０００円

の減額で、内訳は、２８節負担金で、流域下水道

負担金の減でございます。 

 次のページの４目業務費は１万１,０００円の

減額で、内訳は、２７節保険料で、決算見込みな

どによるものでございます。 

 ５目総係費は６３万８,０００円の減額で、内

訳は、５節報酬から２９節補助及び交付金まで、

決算見込みなどによるものでございます。 

 ６目減価償却費は５２万１,０００円の減額

で、内訳は、有形固定資産減価償却費の構築物機

械及び装置、無形固定資産税減価償却費の流域下

水道施設利用権で、設備の更新に伴い、償却資産

が確定したことによる減額となっております。 

 ２目資産減耗費は６２万１,０００円の追加

で、内訳は、固定資産税除却費の機械及び装置、

工具、機具及び備品で、当年度中の除却費が確定

したことによる増となっております。 

 次のページの２項営業外費用１目支払利息及び

企業債取扱諸費は４７万２,０００円の減額で、

企業債利息と借入金利息の決算見込みによる減額

と、企業債手数料及び取扱費を増額するものでご

ざいます。 

 ２目雑支出は６０８万円の減額で、その他雑支

出の企業会計調整交付金などの決算見込みなどに

よるものでございます。 

 ３目消費税及び地方消費税は３２８万７,００

０円の増額で、消費税及び地方消費税納付金の納

付見込みにより増となっております。 

 ３項特別損失１目過年度損益修正損は１０万円

の減額で、過年度下水道使用料還付金の減による

ものでございます。 

 続きまして、収益的収入及び支出の収入の説明

となります。 

 ７ページにお戻り願います。 

 １款下水道事業収益１項営業収益１目下水道使

用料は６１８万６,０００円の追加で、下水道使

用料が予算額に対し増収となる見込みによる追

加。 

 ３目その他営業収益は５万２,０００円の追加

で、森町下水道導入処理負担金の増額の見込みの

ための追加でございます。 

 ２項営業外収益２目補助金は他会計補助金で、

一般会計からの繰入金、収益勘定分の４,４８９

万３,０００円の追加。負担金は、他会計負担金

で１億７,６９７万３,０００円の減額で、分流式

下水道等に要する経費分等の減額及び公営企業債

適用償還分、その他基準内繰入金の追加。 

 ４目長期前受金戻入は、減価償却費の確定によ

り、補助金とその他長期前受金合わせて１８万

４,０００円を減額。 

 ５目雑収益は、不用品売却収益と、次のページ
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のその他雑収益の減で、決算見込みで６０７万

５,０００円を減額するものでございます。 

 ３項特別利益は、１目その他特別利益で、その

他特別利益を１,０００円の追加としておりま

す。 

 続きまして、資本的収入及び支出について御説

明申し上げます。 

 １４ページをお開き願います。 

 １款資本的支出１項建設改良費１目処理場建設

費は２,１９１万３,０００円の減額で、内訳は、

委託料で処理場設備更新資材実勢価格調査委託

料、施設改良費で浄化センター設備更新工事の社

会資本整備交付金の交付額の減による事業料減や

入札減などによる減額となっております。 

 ２目管渠整備費は６４８万３,０００円の減額

で、内訳は、委託料で管渠整備用地測量業務委託

料のほか２事業の入札減や、国道改良工事の延期

などによる減額。施設改良費で、道道改良工事に

伴う下水道管移設工事の入札減などによる減額。

また、移設改良費で、汚水管渠新設工事支障物件

移転補償費の減額となっております。 

 ３目流域下水道事業費は３４６万１,０００円

の減額で、内訳は、建設負担金で、流域下水道整

備事業負担金の入札減などによる減額となってお

ります。 

 ４目資産諸費は１１９万２,０００円の減額

で、内訳は、有形固定資産取得費で、処理場水質

試験備品購入費での入札減などによる減額と、無

形固定資産取得費で地上権設定費の減額となって

おります。 

 次のページで、２項企業債償還金１目企業債償

還金は１,４２４万４,０００円の追加で、企業債

元金償還金で、企業債元金を繰り上げ償還するた

めの追加となっております。 

 続きまして、資本的収入及び支出の収入につい

てでございます。 

 １２ページとなります。 

 １款資本的収入１項企業債１目下水道事業債は

１,５３０万円の減額で、内訳は、浄化センター

設備更新事業のほか２事業債の事業費減に伴う減

額。 

 ２項出資金１目他会計出資金は１億３,０６２

万５,０００円の追加で、一般会計からの出資金

で、公営企業適用債分償還分と、その他企業債償

還にかかる繰入金の増額。 

 ３項補助金１目国庫補助金は１,３５４万円の

減額で、社会資本整備総合交付金の処理場建設費

分、管渠整備費分の確定に伴うものとなっており

ます。 

 ２目他会計補助金は３２４万円の減額で、建設

改良費等繰入金の建設改良費分の減額となってお

ります。 

 ４項負担金等１目受益者負担金等は５２万７,

０００円の追加で、公共下水道受益者負担金の予

算額に対して増収となる見込みによる追加。 

 １３ページの２目工事施工収入は１５３万３,

０００円の減額で、道道改良工事に伴う下水道管

移設補償金の確定に伴うものとなっております。 

 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） これより、質疑を許しま

す。 

 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） すみません、１点だけ確認

をさせていただきたいのですけれども、支出の管

渠費の中、委託料が５０万９,０００円マイナス

になっていますけれども、最近のいろいろニュー

スで、マスクが下水道に流されて、マンホールポ

ンプなどで焼きつけを起こしているという例とか

あったのですけれども、当町はそういう心配がな

かったのか。それから、最新というのですか、ポ

ンプの確認はどのくらい、例えば月に１回とか点

検をやっていて、年度がわりで急にポンプが焼き

つけを起こしたとか、そういう心配がないのかど

うかだけ教えてください。 

○議長（木下 敏） 上下水道課長。 

○上下水道課長（笠原泰之） まず、マスクの件

につきまして、ちょっとそういう今までコロナウ

イルス感染症が流行してから、そういうマスクが

引っかかってポンプがどうのこうのという、

ちょっと情報は今のところ入ってきておりません

というか、今現状、ない状態でございます。 

 ポンプの管理についてでございますが、一応ポ



－ 31 － 

ンプの管理は委託業者のほうに年間、通年で委託

しておりまして、もしポンプに何かあった場合は

警報が入って、すぐ業者が駆けつけて点検すると

いう内容でございます。また、大体マンホールポ

ンプ一つにつき２台ポンプがついてございまし

て、それも定期的に、毎年というわけではないで

すけれども、順番に分解掃除だとか、そういう保

守業務を行っておりまして、例えば１台壊れて

も、必ず２台ついておりますので、どちらかで対

応できるという状態になっております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第２３号令和２年度七飯町下水道事業会計

補正予算（第２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。 

（「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、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１４ 

議案第２４号 町道路線の認定について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１４ 議案第２４号

町道路線の認定についてを議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 土木課長。 

○土木課長（佐々木陵二） それでは、議案第２

４号町道路線の認定について提案説明申し上げま

す。 

 道路法第８条第２項の規定により町道の路線を

別紙のとおり認定するため、議会の議決を求める

ものでございます。 

 今回は、新たに３路線の町道認定を行うもので

ございます。 

 それでは、議案書の後ろに添付しております町

道路線認定調書と位置図により御説明させていた

だきます。 

 左上のほうに路線図番号１と記載されておりま

す位置図をお開き願います。 

 大中山６２号、大中山６３号、大中山６４号で

ございます。この路線は、大中山コモンより少し

札幌方向の湯出川寄りの場所で、開発行為により

町に帰属されたものであります。 

 戻りまして、町道路線認定調書をご覧願いま

す。 

 整理番号６６２の大中山６２号は、起点、大中

山４丁目１９６－１０３番地、終点、大中山２丁

目２２８－３番地。総延長４２.１メートル、道

路幅員８.０メートルから１５.６メートルでござ

います。 

 次の整理番号６６３の大中山６３号は、起点、

大中山４丁目２２３－６番地、終点、大中山２丁

目２２７－１番地。総延長２１５.１メートル、

道路幅員８.０メートルから１４.７メートルでご

ざいます。 

 次の整理番号６６４の大中山６４号は、起点、

大中山２丁目２２８－４９番地、終点、大中山２

丁目２２６－９番地。総延長２０.２メートル、

道路幅員８.０メートルから１４.７メートルでご

ざいます。 

 提案説明は以上でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第２４号町道路線の認定について、原案の

とおり可決することに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、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 
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  ─────────────────── 

 日程第１５ 

議案第２５号 令和２年度七飯町一般会

計補正予算（第１２号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１５ 議案第２５号

令和２年度七飯町一般会計補正予算（第１２号）

を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、議案第

２５号令和２年度七飯町一般会計補正予算（第１

２号）について御説明申し上げます。 

 このたびの補正は、七飯町健康センターアップ

ル温泉の源泉ポンプが令和３年２月２０日に故障

したことに伴う修繕費用の追加補正でございま

す。 

 第１条は、既定予算の総額に歳入歳出それぞれ

６１８万７,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ１６０億４,５４６万２,０００円

とするものでございます。 

 続きまして、７ページの歳出を御覧願います。 

 ４款衛生費１項６目保健センター管理費は、工

事請負費は源泉ポンプ入替工事５１８万７,００

０円の追加。 

 １４款予備費１項１目予備費は、今回のアップ

ル温泉の温泉ポンプの購入に伴う充用により、予

備費の残予算が１０４万２,０００円となること

から、今後の予見しがたい歳出予算の不足に備え

るため、１００万円の追加でございます。 

 次に、５ページの歳入に戻っていただきます。 

 １８款繰入金１項１目財政調整基金繰入金は６

１８万７,０００円の追加でございます。 

 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） これより、質疑を許しま

す。 

 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） ２点ほどちょっと確認し

たいのですけれども、今回、源泉ポンプ入替工事

をするということで、ポンプを新しく購入してあ

れしたと思うのですけれども、今現在使っている

古いポンプについては、これは資産価値という

か、簿価とか残っているのか、それとも既に償却

済みのものなのかどうかということと、今の時点

ではちょっと難しいのかもしれないのですけれど

も、健康センターの決算見込みというのですか、

プラスになるのか、とんとんなのかとか、そこの

ところをちょっと把握していたら感触を教えてい

ただきたいなというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） まず、ポンプの簿価で

ございますが、特に簿価は、購入してから３年な

のであれなのですけれども、実際に今、どのぐら

いの評価になるかというのは、実際、故障したポ

ンプが全く使えなくなったら簿価としてはなくな

るのかなと思いますが、そこまでまだ現段階で分

析といいますか、新しいポンプが来て、入れ替え

て、それを分析してもらうというところまでいっ

ていないので、今現在では何とも言えないという

ところでございます。 

 今年度のアップル温泉の収支といいますか、歳

入に対して支出で赤字なのか黒字なのかというと

ころでございますが、現在、黒字になるのはない

なと、赤字になるなというふうには見込まれてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） その壊れたポンプの価格

というか、これはもう１回見てもらって、価値が

あるのかないのかあれだと思うのですけれども、

今現在、帳簿上、価値として、資産として載って

いるのは、あるいは買った段階でもう全て償却し

てしまって、費用計上も終わっているのか、そこ

のところで今現在の簿価というか、ポンプの簿価

があるのかないのか。既に償却していれば収益に

影響しないのだけれども、そうでなければ特別損

失のような可能性になるのかなと、そこでちょっ

と確認をしたいなと思ったのですけれども、手元

になければ、そういう回答で構いません。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） アップル温泉につい

て、一般会計で実施している施設なので、実際、
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企業会計ではないので、簿価というものはつけて

いないというところでございます。導入したとき

も、前回は備品購入ではなく工事請負の一部とし

て入っているので、備品扱いではなかったという

ところでございます。 

 以上でございます。 

○１５番（若山雅行） 終わります。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第２５号令和２年度七飯町一般会計補正予

算（第１２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。 

（「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、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１６ 

報告第１号 令和３年度一般財団法人

北海道大沼国際交流協会事業計画及び

予算の提出について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１６ 報告第１号令

和３年度一般財団法人北海道大沼国際交流協会事

業計画及び予算の提出についてを議題といたしま

す。 

 提案説明を求めます。 

 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） それでは、報告第

１号令和３年度一般財団法人北海道大沼国際交流

協会事業計画及び予算の提出について、地方自治

法第２４３条の３第２項の規定により御報告いた

します。 

 なお、この事業計画及び予算につきましては、

本年２月１２日に開催されました理事会、そして

２月２５日に開催されました評議会において承認

されたものでございます。 

 ２ページの理事会議案第２号令和３年度事業計

画についてでございます。 

 ３ページから５ページの令和３年度事業計画を

御覧ください。 

 表の左側の列にあるとおり、大きく分けて七つ

の定款上の事業を計画しているところでございま

す。「１、国際交流に関する調査及び研究並びに

人材の育成」、「２、国際交流を促進するための

各種行事、研修及び人物交流等の実施」、「３、

地域の国際交流団体との連携、協力及び活動の振

興」、「４、大沼国際セミナーハウス等の国際交

流施設の広報・宣伝活動及び学会、研修会等の誘

致」、「５、大沼国際セミナーハウス等の管理及

び運営の受託、その他委託を受けて行う事業」、

「６、自然観察会の実施、自然環境保護活動の指

導者の育成等の自然環境保護活動の企画、実施並

びに推進」、「７、その他この法人の目的を達成

するために必要な事業」でございます。 

 地域における国際化及び国際理解を推進し、そ

の体制を整えるために、新型コロナウイルス感染

症の状況を見ながらではございますが、感染予防

対策を講じながら、各種交流事業を実施するほ

か、一般の方を対象とした英会話や、小学生を対

象としたキッズ英会話講座など、従来からの事業

の継続に努めてまいります。 

 また、施設のＰＲとして、コロナ禍の状況を見

ながら、集客を図るコンサート事業等を引き続き

実施するほか、コワーキングスペースを初めとし

た多用途利用など、企業等への利用誘致や、大沼

観光の各種体験等と一体利用の提案なども行いな

がら、施設の有効活用を図ってまいります。 

 さらに、セミナーハウスの環境整備を行い、利

用者にとって身近で入りやすい施設となるよう努

めるとともに、大沼森林公園内の観察台、「森の

テラス」や遊歩道を活用し、四季を通じた植物や

野鳥の自然観察、環境に関する学習についても充

実させてまいります。 

 詳細は、各項目の中央列、事業計画及び右側の

列、事業内容の欄を御覧いただきたいと思いま

す。 

 次に、６ページの理事会議案第３号令和３年度
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予算についてでございます。 

 ７ページの収支予算書総括表を御覧いただきた

いと思います。 

 令和２年度予算の総額は、収入支出ともに４,

２１０万９,０００円となっております。詳細に

ついては、８ページ以降の収支予算書で説明いた

します。 

 収入の部、①基本財産運用収入でございます

が、前年度と同額の４４３万３,０００円を見込

んでおります。内訳は、備考欄のとおりでござい

ます。 

 次に、②会費収入でございますが、前年度と同

額の１９８万円を見込んでおります。内訳は、備

考欄のとおりでございます。 

 次に、③自主事業収入でございますが、前年度

に比べ６８万９,０００円減の２５２万４,０００

円で、これはコロナ禍における事業規模縮小によ

るものでございます。 

 次に、④施設管理受託事業収入は、前年度に比

べ１９７万２,０００円増、３,１５７万１,００

０円で、七飯町からの指定管理料でございます。

施設管理受託事業費の増額によるものでございま

す。 

 次に、⑤施設運用事業収入は、前年度に比べ７

８万円減の７７万円で、これはコロナ禍における

会議利用の減少によるものでございます。 

 次に、⑥基本財産収入として１,０００円。 

 ⑦雑収入は１０万円。前期繰越収支差額につき

ましては、７３万円の予算としております。 

 そして収入合計（Ｂ）でございますが、前年度

に比べ７３万３,０００円増の４,２１０万９,０

００円でございます。 

 次に、９ページ、支出の部でございます。 

 ①自主事業費支出は、会議費から雑費まで２５

２万３,０００円。前年度に比べ６３万８,０００

円の減額でございます。これはコロナ禍における

事業規模縮小によるものでございます。 

 次に、１０ページ、②施設管理受託事業費支出

につきましては、給料手当から雑費まで職員人件

費と施設の維持管理費等で３,５０１万８,０００

円。前年度に比べ２５０万１,０００円の増額で

ございます。これは主に給料、手当の増額による

ものでございます。前年度までは町から再任用職

員を１名派遣がございましたが、派遣が終了とな

り、嘱託職員１名採用分の人件費の増額でござい

ます。 

 次に、③管理費でございますが、会議費から雑

費まで３２６万３,０００円。前年度に比べ１６

万７,０００円の増額でございます。これは委託

費で、ホームページのリニューアルによるもので

ございます。 

 次に、④基金等積立金１,０００円。 

 ⑤退職給与引当預金支出９５万４,０００円。

予備費３５万円で、支出合計（Ｃ）が４,２１０

万９,０００円でございます。退職給与引当預金

支出につきましては、職員の勤続年数による増額

でございます。 

 当財団は、平成１８年度から３か年ごとの大沼

国際セミナーハウス等の指定管理を受託してお

り、このたび令和３年度から継続して６回目とな

る指定管理を受託しました。国際化の理解と観光

振興に向けて、より一層の創意工夫により、さら

なる活用と活性化に向けて進めております。町と

いたしましても、財団が南北海道における国際交

流の牽引役、セミナーハウスが国際交流の拠点施

設として、今は新型コロナウイルス感染症の収束

がいまだ見通せない状況にありますが、ポストコ

ロナにおける新しい常態においても持続可能な

サービスを提供できるよう、側面から支援し、引

き続き国際交流事業の推進を図ってまいりたいと

考えているところでございますので、御理解いた

だきますようよろしくお願い申し上げ、令和３年

度事業計画及び予算についての御報告とさせてい

ただきます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許します。 

 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 報告でございますので、

ちょっと確認だけということであれですけれど

も、これの収入で施設管理受託事業収入３,１５

７万１,０００円というのは、これから我々が一

般会計予算で決議して可決すればということで、

前提ということでございますよね。これについて

はこれから議論するものだということでいいわけ
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ですよね。 

 それと、先ほどの人員のところで、人件費が増

えた理由のところを説明されていたのですけれど

も、これ、どうしても職員５名というか、増やさ

なければいけない状況なのかどうかということ

と、前年度まで韓国語の講座があったりしたので

すけれども、それがなくなっている経緯という

か、そういうもの。あと、支出の中に利用促進事

業ということで、金額がちょっと増えていたりす

るのですけれども、これはどのようなものを少し

増やそうとしているのか、このところをちょっと

確認したいなと思います。 

 あと、ホームページ製作委託料とか、これは

載っているのですけれども、金額は小さいのです

が、これは新たにホームページをつくるという、

そういうことに着手するということなのでしょう

か。そこのところ。 

 あと、この事業計画について、昨年度と比較し

たら、ほとんど同じような内容で、ちょっと大変

頑張っているのだと思うのですけれども、事業内

容としては非常にちょっと厳しいものがあるのか

なという感じがして、このままでいいのかどう

か、そこのところをちょっと見解をお聞きしたい

なというふうに思います。 

 追加した事業としては、６番目で、大沼森林公

園内では老木の安全対策のため打音検査を行う、

倒木はウッドチップや薪として活用するとか、そ

ういうのが載っていたり、ちょっと意味が分から

ないのですが、児童を対象にとしていたのを幼児

を対象にとかと、そういうふうになって、ちょっ

と意味が分からないところもあるのですけれど

も、そこのところ、ちょっと御意見というか考え

をお聞かせいただければなと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 会議時間も１時間を超えて

きましたので、答弁に入る前に、暫時休憩したい

と思います。 

午後 ２時０１分 休憩 

────────────── 

午後 ２時１５分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 報告第１号令和３年度一般財団法人北海道大沼

国際交流協会事業計画及び予算の提出についての

質疑を続けます。 

 若山議員に対する答弁より入ります。 

 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） それでは、質問に

つきましてお答えさせていただきたいと思いま

す。 

 まず１点目の、３,１５７万円というところで

ございますが、こちらは議員おっしゃるとおり指

定管理料となってございます。１２月の予算の際

に債務負担設定をさせていただきまして、令和３

年度の予算の中でも同額ということで予算計上し

ておりますので、今後の審議ということで、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 続いて、２点目、職員の人数等に関してでござ

いますが、先ほど提案させていただきました内容

は、昨年までは再任用職員ということで、１名、

町から派遣をしていただいていた内容で、今後も

その部分につきまして、その部分が増額になると

いう趣旨でございますが、中身といたしましては

職員５名おります。また、そのほか、臨時職員も

１名ございまして、トータルで６名でございます

が、実際のところで申し上げますと、人区といい

ますか、そういったところでは、今回、令和３年

度の予算の中では、臨時職員の部分につきまし

て、５日勤務のところを３日勤務だとか、そう

いった部分での調整などをしてございますので、

できる限り今の体系というところをただそのまま

ということではなくて、業務量全体を見通しなが

らの体制ということでございますので、御理解の

ほどお願いいたします。 

 続きまして、３点目、韓国語講座につきまして

でございますが、こちらは一定程度成果が見えて

きたというところで、実は韓国語講座がそのまま

なくなったということではなくて、サークル化に

移行します。ですので、コミュニティといいます

か、そういった形で今後引き続き行われていくと

ころでございます。 

 ４点目、利用促進事業の点でございますが、新

年度の令和３年度で今予定しているといいます

か、調整している最中のものでございますが、ま
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ず７月の頭に沖縄民謡ですとか、そういったもの

を今企画してございます。また、７月の中には、

「真っ白の闇」というような映画の鑑賞なども現

在考えているところでございます。そして８月に

は、弦楽四重奏ということで、ワンコインのコン

サート。そして、９月には落語ということも現在

考えておりますので、そういった事業を行うこと

で利用促進を図ってまいりたいというふうに思っ

てございます。 

 続いて、５ページ、ホームページの作成委託で

ございますが、こちらはセミナーハウスのホーム

ページ自体が、実はしばらくリニューアルという

か、そういったことはされておりませんので、今

回、町のホームページも更新されましたが、リ

ニューアルをさせていただきたいというところで

ございます。近郊だけではなくて、遠いところか

らもホームページに少しでも接していただけるよ

うな形にしてまいりたいというふうに思ってござ

います。 

 そして、最後、事業計画は去年と見ばえが一緒

ではないかというような話でございますが、なか

なかこちらのほう、コロナの部分で、新しい事業

というのは難しいなというところであったのです

が、考えさせていただいたところで、ウッドチッ

プだとかというところで書かせていただきまし

た。現場といたしましては、デイキャンプだと

か、そういったものも今調整中でございまして、

そういった部分がもし現実的になれば、そういっ

たもの、来年だとか、そういった形で形になって

いければいいのかなというふうに思ってございま

す。 

 また、自然環境保育の関係で、児童から幼児に

変更があったという部分でございますが、実際、

ここの部分につきましては、行っている事業が保

育園だとかという園児さんもいらっしゃったとい

うところで、ただ、そういった意味では幼児とい

う文言がちょっと不適切というのもございますの

で、子どもたちですとか、そういった表現だとか

ということでとらえさせていただきたいというふ

うに思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） これを見たら、事業計画

について、当協会ホームページを最新の情報とと

もにするということで計画の中に載っていますの

で、それにあわせてということだったので、僕

が、すみません、見落としたのかなというふうに

思います。 

 事業の活動とかということで、僕も近くなの

で、落語とか講談とかやるときには、ワンコイン

でやったりしていますので、行ったりして応援し

ていたのですけれども、建物があるから何かやろ

うということで一生懸命努力はされているのです

けれども、本来のセミナーハウスの活動を、初め

て議員になってこれを見たときには、東京のほう

で企業に研修とかそういうものを売り込みして何

かできないかとかということがあったりしたもの

も載っていたのですけれども、コロナがもしない

としても、なかなか難しいなと思うのですけれど

も、この事業、本来の事業を拡大する抜本策とい

いますか、何かそういうものがないのかなと。こ

の施設の中でもコワーキングスペースを初めとす

る多用途に施設を利用できるよう工夫し、施設の

付加価値を高めるとか、そういう頑張ろうという

言葉は載っているのですけれども、なかなか

ちょっと難しいのかなということで、この施設を

今後どう生かしていくかという、そういうものも

考える必要があるのかなと思ったりもするのです

けれども、その辺はいかがでございましょうか。

先ほどの質問に対する答弁はそれで十分でござい

ますけれども。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） それでは、施設の

有効活用という部分での点でお答えさせていただ

きたいと思います。 

 セミナーハウスの施設を箱として捉えたとき

に、実は会議室で、国際会議場というところで、

実は大きくて、あまり利用活動が少ないというよ

うな部屋もございまして、現在、そういった部屋

につきましては、椅子、テーブルを移動式にしま

して、柔軟な対応にできるような形での運用など

も図っておりますので、そういった意味では、以

前よりも柔軟な対応ができるふうにはなってきた

のかなと思ってございます。また、そういった部
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分が、一つ、利用していただく際のＰＲの一つに

なるのかなというふうに思ってございますので、

そういったところは積極的にＰＲしてまいりたい

というふうに思ってございます。 

 また、先ほどワーケーションの話、コワーキン

グスペースでございますが、現在、１２月から試

行ということで実施させていただいております。

１２月の際は大体一月で２８名の利用、そして１

月、２月ということで、ちょっと２０名程度に

なってきておりましたが、そういった部分も今後

の働くスタイル、働く形としましては、魅力的な

形になろうかなというふうに思いますので、そう

いった部分を押し進めてまいれればなと思ってお

りますので、御理解のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 以上でございます。 

○１５番（若山雅行） 終わります。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 以上で、本件は、報告済みといたします。 

  ─────────────────── 

 日程第１７ 

議案第２号 令和３年度七飯町一般会計

予算 

 日程第１８ 

議案第３号 令和３年度七飯町国民健康

保険特別会計予算 

 日程第１９ 

議案第４号 令和３年度七飯町後期高齢

者医療特別会計予算 

 日程第２０ 

議案第５号 令和３年度七飯町介護保険

特別会計予算 

 日程第２１ 

議案第６号 令和３年度七飯町土地造成

事業特別会計予算 

 日程第２２ 

議案第７号 令和３年度七飯町水道事業

会計予算 

 日程第２３ 

議案第８号 令和３年度七飯町下水道事

業会計予算 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１７ 議案第２号令

和３年度七飯町一般会計予算、日程第１８ 議案

第３号令和３年度七飯町国民健康保険特別会計予

算、日程第１９ 議案第４号令和３年度七飯町後

期高齢者医療特別会計予算、日程第２０ 議案第

５号令和３年度七飯町介護保険特別会計予算、日

程第２１ 議案第６号令和３年度七飯町土地造成

事業特別会計予算、日程第２２ 議案第７号令和

３年度七飯町水道事業会計予算、日程第２３ 議

案第８号令和３年度七飯町下水道事業会計予算、

以上７件、すなわち令和３年度七飯町一般会計予

算、各特別会計予算及び企業会計予算を一括して

議題といたします。 

 なお、この後、令和３年度予算審査特別委員会

の設置が予定されていることから、詳細な提案説

明及び質疑は省略し、議案第２号から議案第８号

までの令和３年度七飯町一般会計予算、各特別会

計予算及び企業会計予算の総括説明と総括質疑に

とどめることを御承知願います。 

 それでは、議案第２号から議案第８号までの総

括説明を求めます。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、令和３

年度一般会計、各特別会計並びに水道事業会計、

下水道事業会計の当初予算総括について御説明申

し上げます。 

 あらかじめお配りしてございます令和３年度当

初予算説明資料に基づき御説明を申し上げます。 

 １ページをお開き願います。 

 令和３年度の一般会計及び４特別会計並びに企

業会計となる水道事業会計、下水道事業会計の状

況でございます。 

 前年度の当初予算額、令和元年度歳出決算額と

の比較を行っておりますので、ご覧いただきたい

と思います。 

 令和３年度の当初予算額は、一般会計が１０９

億４,０００万円で、前年度と比べ、比較増減

欄、①＝Ａ－Ｂの欄になりますが、１０億６,０

００万円減。一つ飛ばしまして、令和２年度当初
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予算との比較では８.８％の減でございます。 

 次に、特別会計ですが、国民健康保険特別会計

は３３億４,６７０万円で、前年度と比べ１,６７

０万円、０.５％の増となっております。 

 後期高齢者医療特別会計は４億５,２５０万円

で、前年度と比べ１,５００万円、３.４％の増で

ございます。 

 介護保険特別会計は２８億１,２００万円で、

前年度と比べ６,６００万円、２.３％の減でござ

います。 

 土地造成事業特別会計は１００万円で、前年度

との増減はございません。 

 ４特別会計合計で６６億１,２２０万円、前年

度と比べ３,４３０万円、０.５％の減となってお

ります。 

 次に、企業会計でございます。 

 水道事業会計は、収益的収入は５億２,０５０

万円、前年度と比べ３０万円、０.１％の減でご

ざいます。収益的支出は４億５,９５０万円、前

年度と比べ７２０万円、１.６％の増となってお

ります。資本的収入は２億１,８７８万１,０００

円、前年度と比べ６,１１１万９,０００円、２

１.８％の減となっております。資本的支出は４

億１,０１８万１,０００円、前年度と比べ４,８

３１万９,０００円、１０.５％の減となっており

ます。 

 次に、下水道事業会計は、収益的収入は７億

４,３９０万円、前年度と比べ１億３,４５０万

円、１５.３％の減でございます。収益的支出は

７億２,４５０万円、前年度と比べ２,０５０万

円、２.８％の減となっております。資本的収入

は２億８,９６０万円、前年度と比べ１億４,６４

０万円、１０２.２％の増となっております。資

本的支出は４億９,１４０万円、前年度と比べ６

８０万円、１.４％の増となっております。 

 なお、下水道事業の令和元年度決算額は、公営

企業法適用前のため、斜線表示としてございま

す。 

 次に、２ページでございます。 

 左上段の①が、一般会計当初予算額及び決算額

の推移で、平成２９年度から令和３年度までの状

況をグラフと表で示しております。また、下段に

は、令和３年度一般会計当初予算の歳入財源構成

比、歳出目的別構成比及び歳出性質別構成比の状

況を③から⑤として円グラフで示しております。 

 次に、３ページは、令和３年度一般会計当初予

算の歳入歳出の状況でございます。 

 (１)の収入でございますが、令和３年度当初予

算の１款町税から２１款町債までの合計１０９億

４,０００万円の款別の内訳でございます。 

 令和３年度当初予算額、令和２年度当初予算額

及び令和元年度歳入決算額を載せ、比較してござ

います。 

 主な項目について説明いたしますが、表の右

側、比較増減欄の令和２年度当初予算との比較

(①＝Ａ－Ｂ欄)及び一つ飛ばして、令和２年度当

初予算との比較（①-Ｂ×１００）の欄を順に御

説明申し上げます。 

 １款町税は、前年度に比べ３億４８４万９,０

００円、１０.３％の減でございます。主たる増

減の要因として、新型コロナウイルス感染症の影

響により、全体的に減額しているもので、町民税

では、個人分は９,９３３万９,０００円、９.７

％の減。法人分は２,９５５万２,０００円、１

８.５％の減。固定資産税では、前年度に比べ１

億３,１６８万８,０００円、９.１％の減となる

ほか、軽自動車税では、環境性能割で１,１８５

万３,０００円の減、たばこ税が２,０１０万３,

０００円の減。入湯税は１,４５２万８,０００円

の減でございます。 

 ２款地方譲与税から９款地方特例交付金まで

は、国の地方財政計画等を参考に計上しておりま

す。それぞれ新型コロナウイルス感染症の影響に

より減額計上しているところでございますが、５

款法人事業税交付金は、前年度に比べ１,５４０

万円、１２８.３％の増。９款地方特例交付金

は、前年度に比べ１億３,８８３万９,０００円、

８１６.７％の増。これは令和３年度、新たに新

型コロナウイルス感染症対策として地方税の減収

を補塡する特別交付金が創設されたため、増額と

なっているものでございます。 

 次に、１０款地方交付税は、前年度に比べ３,

０００万円、０.９％の減でございます。地方財

政計画及び基準財政需要額と基準財政収入額を試
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算しての計上でございますが、国の予算動向など

により、交付税措置につきましては極めて流動的

で不透明な要素が多いところでございます。 

 １３款使用料及び手数料は、前年度に比べ４０

１万７,０００円の減でございます。 

 １４款国庫支出金は、新型コロナウイルスワク

チン接種負担金、重層的支援体制整備交付金など

の増により、前年度に比べ６,４００万５,０００

円、４.１％の増でございます。 

 １５款道支出金は、農業費補助金などの減によ

り、前年度に比べ３,０２４万８,０００円、２.

７％の減でございます。 

 １６款財産収入は、前年度に比べ７７０万７,

０００円、１９.５％の減でございます。 

 １７款寄附金は、前年度対比７,０００万円、

２３３.３％の増で、総務費寄附金としてふるさ

と納税での増額でございます。 

 １８款繰入金は、財政調整基金は前年度予算同

様、繰り入れをしないことから、新年度当初予算

は項目出しの１,０００円。森林環境譲与税は、

森林事業のため１,０００万円。特別会計繰入金

として、介護保険特別会計繰入金は２,７１０万

５,０００円の計上で、介護保険特別会計で実施

される事業に国の補助金である重層的支援体制整

備交付金を一般会計で受け、特別会計に繰り入れ

するものでございます。 

 ２０款諸収入は、貸付金元利収入で、地域総合

整備資金貸付金収入の減などにより、前年度に比

べ３８１万８,０００円、２.３％の減でございま

す。 

 ２１款町債は、防災行政無線の整備のため、災

害対策等整備事業債の皆減、道路橋梁債などの減

により、前年度に比べ９億３,５６０万円、５９.

８％の減でございます。 

 (２)の歳出につきましても、令和３年度当初予

算の１款議会費から１４款予備費までの合計１０

９億４,０００万円の款別の内訳でございます。

令和３年度当初予算額、令和２年度当初予算額及

び令和元年度決算額を載せ、比較をしてございま

す。各項目について、前年度当初予算との比較を

中心に説明いたします。 

 １款議会費は、前年度比１７４万１,０００

円、１.７％の増でございます。２年に一度の議

会研修旅費で、前年度対比３６０万円の増が主な

要因でございます。 

 ２款総務費は、前年度比５,３３１万３,０００

円、１２.２％の増でございます。衆議院議員選

挙執行費、総合行政情報システム等自治体クラウ

ド移行委託料などの増が主な要因でございます。 

 ３款民生費は、前年度比２,８６５万５,０００

円、０.７％の増でございます。今年度から事業

実施する重層的支援体制整備事業の増などによる

ものでございます。 

 ４款衛生費は、前年度比７,１５９万３,０００

円、８.８％の増でございます。新型コロナウイ

ルスワクチン接種事業や、母子保健事業として５

歳児健診や、新生児聴覚の事業の開始に伴う増で

ございます。 

 ５款労働費は、新年度と同様となってございま

す。 

 ６款農林水産業費は、前年度比２億４,７８６

万４,０００円、７６.６％の減でございます。農

業支援対策費で、１３款所得向上支援事業補助金

の皆減、道営農業基盤整備事業費の減などが主な

ものとなってございます。 

 ７款商工費は、前年度比１,７８６万７,０００

円、１１.１％の増でございます。ふるさと納税

事業が増の要因ですが、減額として、町内イベン

ト経費をコロナの状況により補正対応としたもの

もございます。 

 ８款土木費は、前年度比１,７４０万５,０００

円、１.６％の減でございます。今年度、新たな

事業として、久根別３号橋架替工事関係による増

のほか、社会資本整備総合交付金事業費、下水道

事業会計繰出金などでの減が主なものとなってご

ざいます。 

 ９款消防費は、前年度比８億３,３４１万８,０

００円、５７.８％の減でございます。防災行政

無線の整備に伴う防災行政無線整備管理費の減額

が主なものとなってございます。 

 １０款教育費は、前年度比１億２,３９５万７,

０００円、１６.２％の減でございます。軍川

小、大沼小学校体育館の解体工事完了による減の

ほか、教育支援員の報酬等を職員給与費から移行



－ 40 － 

したことによる増が主なものとなってございま

す。 

 １１款災害復旧費は、前年度と同額となってご

ざいます。 

 １２款公債費は、前年度比１,１１０万４,００

０円、０.８％の減でございます。元金で５,００

０円の減、利子で１,１０９万９,０００円の減と

なってございます。 

 １３款職員費は、前年度比４４２万１,０００

円、０.３％の減でございます。重層的支援体制

整備事業に伴い、介護特別会計職員を一般会計化

したことによる増と、教育委員会教育支援員を教

育費に移行したことによる減がございます。 

 １４款予備費は、前年度費５００万円の増と

なっております。今年度のイベント等事業におい

ては、新型コロナウイルス感染症の状況を見きわ

めながら対応してまいりますが、４月から６月初

めの事業に対応するため、増額をするものでござ

います。 

 次に、４ページ及び５ページを御覧いただきた

いと思います。 

 一般会計当初予算の歳入歳出を性質別経費に振

りわけた状況を示すものでございます。 

 ４ページは、歳入の状況で、科目ごとに臨時的

収入と経常的収入、さらにそれぞれを一般財源と

特定財源に振りわけた表となっております。 

 ５ページは、歳出の状況で、人件費から予備費

までを性質別に振りわけております。 

 義務的経費の１の人件費は約１８億８,０００

万円で、前年度に比べ８,０２７万６,０００円、

４.７％の増でございます。これは介護保険特別

会計の職員人件費が、今年度から新たに行う重層

的支援体制整備事業の実施のため、一般会計へと

移ることなどから増となってございます。２の物

件費は約１３億７,０００万円で、前年度に比べ

１億７,０００万円ほど、１４.５％の増でござい

ます。５の補助費等は約１１億９,０００万円

で、前年度に比べ５,４００万円ほど、４.４％の

減でございます。６の公債費は約１３億２,００

０万円で、前年度に比べ１,１１０万円ほど、０.

８％の減でございます。７の積立金は約７５万円

ほど、２０万５,０００円の増となってございま

す。 

 一方、資本的経費でございますが、約７億９,

０００万円で、前年度に比べ１１億５,２００万

円ほど、５９.３％の減でございます。経常収支

比率は９２.０％で、前年度に比べ０.６ポイント

減となっておりますが、経常収支比率が上がるこ

とのないよう、引き続き事業執行に努めたいと考

えているところでございます。 

 次に、６ページから７ページまででございま

す。 

 一般会計予算歳出の性質別経費のうち、投資的

経費の状況の内訳を記載したものでございます。 

 主なものとして、民生費では、介護予防サービ

ス計画策定委託料として８６３万６,０００円。

農林水産業費では、滝ノ沢林道用地購入費で１,

２５２万円。町有林管理等委託料２,１８０万

円。土木費では、飯田町８号線改良事業で７,５

００万円。峠下２号線改良事業で１億３,０００

万円。久根別３号橋架替工事で１億５,７３０万

円。河川環境整備工事で３,０００万円。冬トピ

ア団地長寿命化工事１億７,２０６万円などと

なってございます。 

 次に、８ページから９ページまででございます

が、一般会計予算歳出の性質別経費のうち、補助

費等の状況を内訳として記載したものでございま

すので、御覧いただきたいと思います。 

 次に、１０ページは、一般会計予算歳出の性質

別経費のうち、扶助費、繰出金の内訳となってお

り、前年度予算額との対比を行っております。 

 次に、１１ページは、一般会計の町債発行額、

現在高の状況でございます。 

 一般会計の令和３年度発行予算額は、Ｅ欄の合

計６億２,９３０万円で、前年度発行見込額Ｂ欄

の１７億９,５００万円と比べて、１１億６,５７

０万円、約６５.０％の減でございます。減とな

る主な要因としては、軍川小、大沼小学校体育館

解体工事、防災行政無線の整備等にかかるもので

ございます。また、地方の財源不足を補うために

発行が認められております臨時財政対策債は、前

年度よりも６,２８０万円増の３億７,０００万円

を発行するものでございます。 

 次に、１２ページは、一般会計における基金積
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立金、繰入金の状況でございます。 

 令和２年度は、令和３年２月末現在、現計予算

での各基金の支消見込みの内訳については、表の

左側に記載してございます。右側の令和３年度に

つきましては、財政調整基金の項目出し分１,０

００円。特定目的基金であります森林環境譲与税

基金は、森林環境譲与税活用事業充当分として

１,０００万円の繰り入れとしてございます。各

年度末の現在高等については、記載のとおりでご

ざいます。 

 １３ページは、平成２９年度から令和２年度ま

での決算及び現計予算の推移と、令和３年度の当

初予算の状況でございます。 

 最後に１４ページが、各種財政指標等の推移と

なっております。 

 以上、簡単でございますが、令和３年度当初予

算説明資料からの総括説明とさせていただきま

す。 

○議長（木下 敏） これより、議案第２号から

議案第８号までの総括質疑を許します。 

 なお、詳細な質疑については、先ほども申し上

げましたが、この後、令和３年度予算審査特別委

員会の設置が予定されていることから、質疑は財

政にかかわる総括的で一般的な事項といたしま

す。 

 質疑を許します。 

 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） それでは、何点かちょっと

お聞きをしていきたいと思いますけれども、ま

ず、この総体的な１０９億円の予算、これにつき

まして説明があったわけでありますけれども、い

ろいろな課題といいますか、財政が非常に厳しい

という中で、見せていただきましたけれども、そ

の中で特に、まず余剰金ができる可能性があるの

かどうか。これはなぜそうなのかというと、やは

り３億円という税が減収、そういう中で一般財源

が本当に確保できていくのかどうか。これ、でき

なければ大変なことになります。確かに昨日あた

りもその前も、なかなか厳しいという話は聞くの

ですけれども、予算を執行する上で、本当に、端

的に言えば税が増えて余剰金ができる、歳入が増

えて歳出がちょっと抑制するという、そういうバ

ランスの中で余剰金ができていくわけですから、

そういう意味で、本当にこの予算の形の中で余剰

金ができて、財調に、あるいは各特定の基金に貯

金ができていくのか。各基金を見ますと、預金利

子がずらっと並んでいるというだけで、本当に、

例えば財調などにしましても、７億円目標にとい

う話ですけれども、今現在では４億８,０００万

円くらいだと。そういう中では、３億円ぐらい、

どういうふうにつくっていくのか。端的に言え

ば、３億円を、今年度つくるというわけではない

ですけれども、３億円をつくるということになれ

ば、余剰金を６億円つくって、２分の１以上、地

財法でうたわれている金額を入れるという話にな

れば、なかなか６億円を余剰金として出していく

というのは難しいのではないかと思うのです。そ

ういう意味では、ますます財政というのが厳しく

なってくる。そういう意味では、やはり余剰金が

できるのかというのと同時に、基金積立金ができ

るのか、これも同等だと思うのですけれども、そ

して公債費の目減りというか、それが本当にでき

るのだろうか。現在、１４５億６,２１８万２,０

００円、これは令和２年度末の数字でございます

けれども、そのうち令和３年では約１４億円返

済。１４億円返済して、そのままではなくて、借

入金がまた６億２,９３０万円。ですから、なか

なか回っていても、目に見えるような借金が減っ

ていかないというのが事実なのですね。このまま

でいくと８億円ぐらい減るかも分からないですけ

れども、実質、なかなか難しい。 

 そして現在、償還額が１４億円、これもまた大

きい金額で、なかなか、これは返さなければだめ

なのですけれども、この分、大きい分、やはり町

民のサービス、こういったようなものにしわ寄せ

がじわじわと私は来ているのではないのかなと。 

 そして、福祉の基金も、ここに記載しています

けれども、非常に厳しい。何かできた場合、本当

にどうするのだろうか。これでいきますと、９,

４９１万４,０００円、１億円を切っている。

様々な福祉対策が今叫ばれている中で、税収が

減って、基金が減ってという、こういう現状の中

での予算という現状であります。前は話の中で

は、起債の利率、少しでも安いところを探しま
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しょうというような話がありましたけれども、昨

年、今年、令和３年度、起債の借り入れがあった

と思いますけれども、実際、利率は下がっている

のかどうか。そこら辺、後でもいいですけれど

も、そういう姿勢を堅持しているかどうか、そこ

ら辺をちょっと教えていただきたい。 

 それから、減債基金についても１億５,８０７

万１,０００円。１億５,０００万円しかない。１

４億円返しているのです。非常にこういうふうな

実態が出てくると、町民は非常に不安だと思うの

です。要するに借金と貯金のバランスがとれてい

ないと私は思うのですけれども、そこら辺、やは

りきちっと見解を述べていただきたい。 

 それから、歳入歳出だけではなくて、やはり一

番大事な要になるのは基金なのですね、困ったと

きに。困ったときに使えないという話になれば、

これまたどうにもならない。そういうことを考え

ると、やはり基金に対して、令和３年度、どう

いったような姿勢で臨むのか、これをお話しいた

だきたいと思います。 

 それから、歳出ですけれども、昨年は投資的事

業以外、投資的事業は１６.２％占めていまし

た。今年については７.２％。確かに落ちていま

すけれども、投資的事業以外、例えば経常的なも

の、それ以外に分類されるもの、これについては

９２.７％。昨年は８３.８％。非常に経常経費比

率ではないのですけれども、投資的以外の絶えず

かかる経費が非常に割合的に多くなってきてい

る。首がだんだん回らなくなってきているのでは

ないか。そういう実態があるけれども、そこら辺

をどういうふうに分析しているか。 

 そして、最後になりますけれども、令和２年度

の決算見込みの中で、繰越金は幾らぐらいを想定

されているのか、これをお聞きしたいと思いま

す。繰越金がたくさんあれば、それなりのまた動

きというか、対応策がいろいろ見えてくると思い

ますので、そこら辺、分かる範囲の中で、繰り越

しの金額、教えていただきたいと思います。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、順にお

答えしてまいります。 

 まず、今年度の予算の中で、余剰を見込めるの

かというところの御質問でございました。先ほど

来、説明をいたしましたけれども、今年度は地方

税が３億円減るということから、なかなかやっぱ

り収入が３億円減るというところから、収支の均

衡を合わせると、当初予算でも基金を極力入れな

いということで財政調整基金については項目出し

の１,０００円ということでしたことでございま

す。当初予算の中では余剰金を見込んだ予算の算

定とはなってございません。そこについては、今

後、先ほど田村議員のほうからお話のありまし

た、令和２年度の決算見込み、これもまた今まだ

年度中でございますので、金額的には動く可能性

もありますけれども、財政的に見込んでいるのが

約１億円程度ではということでございます。です

ので、半額を基金に積むということにルールはな

りますけれども、その５,０００万円について

は、今後、使用できる、使っていける原資として

考えてございます。 

 また、今の地方交付税につきましては、今年度

も当初予算として上げてございます。そこら辺

も、地財計画をもとに計算をしておりますけれど

も、ここも少し４月ぐらいには交付金が確定した

段階で少し出てくるのではないかというような見

方もしてございます。ただ、これも全然確定した

ものではございませんので、幾らぐらいというの

はなかなか言えませんけれども、今より多くなる

のではないかというような見込みを立てていると

ころでございます。 

 続いて、借金するときの、起債するときの利率

については、当然、いろいろな、私ども借りる上

で、政府の機関だとかいろいろなところを見なが

ら、財政投融資の利率なども参考にしながら、

今、各借入先との協議をしているところでござい

ます。やっぱり低いところを探して探しながら対

応しているというところでございます。 

 あと、公債費の関係ですけれども、今年度、公

債費としては、予算的には１３億３,０００万円

程度。一方、地方債として今年度歳入を見込んで

いるのが６億３,０００万円ということでござい

ます。したがって、その差額が７億円程度ござい

ますので、これをずっと続けていければ、公債費

というのはだんだん少なくなっていくというか、
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借金の総額が減っていくという計画のもと、やっ

てまいりたいというところで考えているところで

ございます。 

 基金全体のお話になります。それぞれ福祉基金

が１億円を切っているだとか、減債基金の１億

６,０００万円というようなお話もされてござい

ました。これについても、先ほどの歳入歳出、単

年度の歳入歳出のバランスを整えるということ

が、今、本当にそこを第一に今やってございま

す。歳入が多いときであれば増えていくのでしょ

うけれども、先ほど申し上げましたとおり、町税

が３億円少なくなってきていると、見込みもそう

いうふうになってきているということから、まず

は基金を積めればいいのでしょうけれども、そう

いう状況には今ないというところでございます。 

 あと、経常経費が増えたというところでござい

ます。ここも状況的には人件費の中で、今回、コ

ロナワクチン接種の費用等も入ってございますの

で、その分で率を上げているというふうに考えて

ございますけれども、ここら辺も議員おっしゃ

る、ここが上がってくると硬直化ということは私

どもも理解しておりますので、ここは少しでも低

くなるように財政運営をしていきたいというとこ

ろでございます。 

 答弁漏れはありましたでしょうか。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） 今、説明ありましたけれど

も、余剰金が１億円、それはそれでいいわけです

けれども、ただ、やっぱり基本的には、財調とい

うのは本当に困ったときに、今年度は目出しぐら

いしかできていない。そういう中での収支、確か

に１０９億円というのを出していますけれども、

非常にバランスの悪い、私は、収支は合っていま

すけれども、中身を見ると、ちょっとやっぱりど

うなのかなという気持ちはあるのですよね。 

 その中で、特に税が３億円減収だというような

ことでありますけれども、今年度の場合、令和３

年度の場合の予算編成については、もう少し段階

的に人件費を削るとか、人件費というのは給与を

削るという意味ではなくて、もう少し職場の人員

配置だとか、そういったようなものを見直すあれ

がないのかどうか。人件費を見ますと、横ばいで

きている。そういった場合に、例えばこれがいい

かどうか私は分かりませんけれども、定員不補充

だとか、そういう手法も過去何回かやってきてい

る経緯もあるのですよね。ですから、そういう実

質、節約はできるけれども、職員というか、そう

いう人方には直接迷惑がかからないような、そう

いう手法もあると思う。ですから、そういうもの

を生かしながら、とにかくやはり歳出を削ってい

く。 

 それから、確かに施政方針で出ていましたけれ

ども、使用料であるとか手数料であるとか、分か

りますけれども、もっともっと何か、言葉の中で

はいろいろ他の財源を確保するためにいろいろ考

えますとかとあるのですけれども、具体策が全く

聞こえてこない。そう言えばちょっと失礼かも分

かりませんけれども、ずっとそういう流れの中

で、本当に具体的な新たな税の確保できる財源は

あるのだろうか。それから、さっき言ったよう

に、段階的に歳出をいかにカットしていくか、こ

こら辺の基本的な考え方、そこら辺の考え方の姿

勢の置き方をいま一度ちょっと説明していただき

たいと思いますけれども。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、再度お

答えしてまいります。 

 まず、バランスが悪いという御指摘でございま

す。私どもも、やはり歳入がない中で、歳出をど

れだけ落とし込んでいくかという中で、苦労して

この姿にしたところでございます。それは一定程

度の評価をしていただきたいなという思いはござ

います。 

 その中で、一つとして、議員のほうから、人件

費なども、定員不補充というのもあるのではない

かというお話がされました。ここについては、今

年度、職員、４人やめるのですけれども、それに

ついては４月の採用は３人ということで、そこは

１人少なくなっているという、そういうようなと

ころももちろん私どもはしてございます。 

 また、歳入確保の観点でございます。先般の一

般質問の中でも御質問がございました。ここの歳

入確保も、いろいろ私どもできるところからやっ
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てきている、使用料、手数料だとか、活用してい

ない、今後活用しない不動産なども売り払いする

だとかしているところでございます。本当に新し

い税を導入して１億円も２億円も町の財政に寄与

するようなものがあれば、それは取り組んでまい

りたいと思ってございますが、なかなかそこは何

が七飯町にとってベスト、ベターな選択なのかと

いうのは、まだまだ見えてきていないところでご

ざいます。ちょっと時間がかかっているところも

事実でございますが、それらについては、歳入、

できるものをしながら、それら新しい財源確保に

ついても、今後も引き続きやっていきたいと、探

してまいりたいというところでございます。 

 また、歳入の確保ができない場合には、当然、

歳出をいかに抑制をしていくかというところでご

ざいます。それについても、行財政改革の中で、

今までも事務事業見直し等をしてございますの

で、今後もそれらの観点でやっていきたいという

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） なかなか難しい問題だと思

うのですけれども、ただ、今、説明の中で、行財

政改革というような話が出ましたけれども、昨日

あたり、一昨年あたりも出ていましたけれども、

第６次の行革だとか、あるいは職員の適正配置の

問題、こういうものの話が出ていましたけれど

も、私ども議会のほうでは、なかなか内容はどう

いうものを言っているのか、手元に資料がないの

ですよね。ですから、そういうものに基づいてや

りますとか、そういうものの考え方に沿ってとか

と言われても、中身が分からないものですから、

議論のしようがないという、ここら辺はやっぱり

しっかりと私どものほうに説明をしていただかな

いと、きちっとした議論ができないので、そこら

辺の考え方、最後にお願いします。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） 今、議員からあり

ました、第６次の行財政改革だとか職員の定員計

画などにつきましては、議員のほうに御説明をし

たいということで考えております。 

 以上でございます。 

○５番（田村敏郎） 終わります。 

○議長（木下 敏） ほか、総括質疑あります

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 以上で、総括質疑を終わり

ます。 

 お諮りいたします。 

 ただいま一括議題となっております７件の案

件、令和３年度七飯町一般会計予算、各特別会計

予算及び企業会計予算について、慎重審議の必要

性があると認められることから、議長を除く全員

の議員で構成する令和３年度予算審査特別委員会

を設置し、これに審査を付託したいと思います

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、ただいま一括議題となっております７

件の案件については、議長を除く全員の議員で構

成する令和３年度予算審査特別委員会を設置し、

これに審査を付託することに決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ３時０９分 休憩 

───────────── 

午後 ３時１８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３年度予算審査特別委員会から委

員長に川村主税議員、副委員長に稲垣明美議員を

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。 

○１３番（川村主税） ただいま皆様から御指名

を受けました、予算審査特別委員会委員長の川村

でございます。お隣に副委員長の稲垣議員でござ

います。議場の皆様のお力をかりましてしっかり

やっていきたいと思いますので、御協力のほどよ

ろしくお願いいたします。(拍手) 
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○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） この際、お諮りいたしま

す。 

 令和３年度予算審査特別委員会の審査のため、

３月６日から３月１８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、３月６日から３月１８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 ３時２０分 散会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


