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決算審査特別委員会会議録 
 

 

１ 応招委員は次のとおりである。 

 

 

 １番  後 藤  忍    ６番  沢 出 好 雄 

 

 ２番  三 條 幸 夫    ７番  品 田 好 博 

 

 ３番  上 地 史 隆    ８番  齋 藤 宏 司 

 

 ４番  田 中 裕 之    10番  深 川  曻 

 

 ５番  原 本 哲 己   11番  松 田 信 行 

 

 

２ 不応招委員は次のとおりである。 

 

 

  

３ 出席委員は応招委員と同じである。 

 

 

 

４ 欠席委員は不応招委員と同じである。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

５ 会議事件のために出席した者は次のとおりである。 

 

町長、教育委員会教育長、代表監査委員、監査委員、副町長、 

総合支所長、会計管理者、総務課長、総務課参事、総務課参事、 

住民課長、福祉課長、福祉課参事、産業課長、産業課参事、建 

設課長、建設課参事、地域振興課長、住民福祉課長、総務課主 

査、生涯学習課長、生涯学習課参事、高校・認定こども園推進 

室参事、高校・認定こども園推進室参事、監査委員事務局長、 

農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長 

 

 

 

６ 職務のために出席した事務局職員は次のとおりである。 

 

事務局長、主幹 

 

 

 

７ 会議事件及び議事日程は別紙のとおりである。 



 出 席 説 明 員 の 報 告 
 
１．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のために出席する者は次のとおり。 
 
   町 長  山 下 英 二      教育委員会教育長  渡 邊 國 夫 
 
   代表監査委員  近 藤 克 郎   監 査 委 員  松 岡 克 美 
 
２．大空町長の委任を受けて説明のために出席する者は次のとおり。 
 
   副 町 長  川 口 明 夫   福 祉 課 参 事  鈴 木 章 夫 
 
   総 合 支 所 長  伊 藤 裕 幸   産 業 課 長  藤 田   勉 
 
   会 計 管 理 者  平 田 義 和   産 業 課 参 事  中 村 直 樹 
 
   総 務 課 長  南 部   猛   建 設 課 長  高 島 清 和 
 
   総 務 課 参 事  林   敏 美   建 設 課 参 事  山 本 純 生 
 
   総 務 課 参 事  塚 原 章 裕   地域振興課長  作 田 勝 弥 
 
   住 民 課 長  田 中 信 裕   住民福祉課長  星 加 政 志 
 
   福 祉 課 長  佐々木 徳 幸   総 務 課 主 査  土 田 康 裕 
 
３．大空町教育委員会教育長の委任を受けて説明のために出席する者は次のとおり。 
 
   生涯学習課長  佐 薙 幸 史    生涯学習課参事    田 端 久 剛 
 
   高校・認定こども園推進室参事   村 山   修   高校・認定こども園推進室参事  友 西 淳 史 
 
４．大空町代表監査委員の委任を受けて説明のために出席する者は次のとおり。 
 
   事 務 局 長  伊 藤 裕 幸 
 
５．大空町農業委員会会長の委任を受けて説明のために出席する者は次のとおり。 
 
   事 務 局 長  井 上   透 
 
６．大空町選挙管理委員会委員長の委任を受けて説明のために出席する者は次のとおり。 
 
   事 務 局 長  伊 藤 裕 幸 
 
７．本議会の事務に従事する者は次のとおり。 
 
   事 務 局 長  菊 地 教 男   事 務 局 主 幹  田 中   学 
 
 

以上のとおり報告する。 
 

                    令和元年１０月２４日 
 
                     大空町議会決算審査特別委員会 
                        
                        委員長  沢 出 好 雄 
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（午前１０時００分 開会） 

◎開会、開議宣言 

◇委 員 長 おはようございます。ただいまから決算審査特別委員会を開会いたしま

す。 

ここで、一言ご挨拶を申し上げます。先の第３回定例会において、本特別委員会

に付託されました平成３０年度の大空町各会計歳入歳出決算の認定にかかわる審査

については、議会が決定した予算が適正に執行されたかどうかを審査するとともに、

その行政効果を測定し、評価をする極めて重要な意味があります。審議は慎重かつ

能率的に進め、次年度の予算編成や行政執行に活かされるよう審査を進めて参りた

いと思いますので、皆様のご協力をお願い申し上げ、開会のご挨拶とさせていただ

きます。 

 

◇委 員 長  直ちに本日の会議を開きます。 

 

◎諸般の報告 

◇委 員 長  ここで諸般の報告を行います。事務局長から報告させます。菊地事務局

長。 

 

◇事務局長 諸般の報告を申し上げます。ただいまの出席議員は１０名全員でありま

す。以上でございます。 

 

◇委 員 長 これで諸般の報告を終わります。 

次に審査日程中の特別委員会の期日及び決算審査の方法、協議についてを議題と

いたします。事務局長に説明いたさせます。菊地事務局長。 

 

◇事務局長 決算審査特別委員会議案書の１ページをお開きください。ローマ数字Ⅰ、

特別委員会の期日及び決算審査の方法協議についてであります。１の特別委員会の

期日につきましては１０月２４日、本日１日と想定をいたしております。審査の結

果さらに審査日数が必要となるときは、日時を新たに設定する協議をお願いするこ

とになります。 

次に２の決算審査の方法、次第でございます。（１）の一般会計、各特別会計及

び監査委員審査意見書の説明については、①認定第１号から認定第８号までの８件

を一括して上程し、順次説明を求めたいと思います。その際、報告及び主要な施策

の成果を説明する書類など、提出調書等の関係書類を含めて説明を求めることとい

たします。最後に②監査委員による各会計歳入歳出決算審査意見書について、説明

を求めたいと思います。 

（２）一般会計、各特別会計及び監査委員審査意見書の質疑でありますが、一般

会計につきましては、歳入と歳出を別々に行います。各特別会計については、その

会計ごとに歳入と歳出を一括して行います。なお、債権放棄の報告に関する質疑も

含むものといたします。基金運用状況調書、財産に関する調書は２つの事項を一括

し行います。その後、監査委員の決算審査意見書の質疑を行い、最後に総括質疑を

行います。 
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総括質疑の中では、主要な施策の成果を説明する書類並びに平成３０年度大空町

健全化判断比率及び資金不足比率に関する報告を含むことといたします。質疑につ

きましては同様な質疑の重複は避け、能率的に行い、定められた期限内で終了する

ようにご協力をお願いいたします。 

３の採決は全部の質疑が終了した後に行い、採決の方法につきましては別途協議

をさせていただきたいと思います。 

議案書の１ページの中段、ローマ数字Ⅱは説明の順序であります。 

２ページのローマ数字Ⅲは質疑の順序であります。 

２ページ中段のローマ数字Ⅳの採決は、認定第１号から認定第８号までの採決で

あります。先ほど申し上げましたが、その方法につきましては、別途協議とさせて

いただきます。 

説明は以上でございます。 

 

◇委 員 長 ただいま事務局長からの説明の案のとおり進めたいと思います。これに

御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

◇委 員 長  異議なしと認めます。したがって、そのように進めることに決定いたし

ました。 

 

◎認定第１号から認定第８号までの審査 

◇委 員 長  ただいまから本会議に付託されました認定第１号、平成３０年度大空町

一般会計歳入歳出決算認定から認定第８号、平成３０年度大空町個別排水処理事業

特別会計歳入歳出決算認定についてまでの８件を一括して審査します。 

平成３０年度大空町一般会計及び各特別会計決算書、関係書類並びに監査委員の

決算審査意見書の説明を順次議題といたします。 

なお、主要な施策の成果を説明する書類で、この際説明を要するものがあれば、

その都度説明を求めます。基金運用状況調書、財産に関する調書についても併せて

説明を求めます。 

最初に認定第１号、平成３０年度大空町一般会計歳入歳出決算認定についての説

明を求めます。南部総務課長。 

 

◇総務課長 認定第１号、平成３０年度大空町一般会計歳入歳出決算認定について歳

入から提案内容の説明を申し上げますので、各会計歳入歳出決算書１３、１４ペー

ジをお開き願います。説明に当たりましては、収入未済額、前年度と大幅な増減が

あった場合の要因と繰越明許費について、１，０００円単位で四捨五入して説明さ

せていただきます。 

１款１項１目、町民税、個人１節、現年課税分は徴収率９９．９％、前年度より

０.３％の増、収入未済額は３８万１，０００円、前年度より１０１万円の減少で未

納者１８件となっております。本年９月末現在、収入済額は１３万１，０００円、

完納者４件となっています。 
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２節、滞納繰越分は、収入未済額１８３万７，０００円、前年度より１１９万６，

０００円の減少で未納者３１件となっています。９月末現在、収入済額については、

３９万９，０００円、完納者７件となっています。不納欠損額は、地方税法の規定

により徴収することができないことが明らかであるもの２件、６万５，０００円。

滞納処分することができる財産が無く、執行停止の期間が、３年を経過したもの１

件、１８万円、合わせて２４万５，０００円となっています。 

２目、法人、２節、滞納繰越分は、収入未済額６万円で未納者１件。９月末現在

の収入済額はございません。 

２項１目、固定資産税、１節、現年課税分は収納率９９．９％、前年度より０．

２％の増、収入未済額６１万円、前年度より８４万６，０００円の減少で未納者１

０件、９月末現在、収入済額７，０００円、完納者はゼロ件となっています。  

２節、滞納繰越分は、収入未済額１，２０２万円、未納者２４件、９月末現在、

収入済額２０万９，０００円、完納者は１件となっています。不納欠損額は、地方

税法の規定により時効によるもの４件、４０万９，０００円となっています。  

３項１目、軽自動車税、１節、現年課税分は収納率１００％、前年度より０．２％

の増となり収入未済額はございません。２節滞納繰越分は、収入未済額２万６，０

００円。前年度より９万１，０００円の減少で未納者３件、９月末現在、収入済額

はございません。不納欠損額は、地方税法の規定により滞納処分することができる

財産が無く執行停止の期間が３年を経過したもの２件、８万６，０００円となって

います。 

町税全体では、前年度より１％、１，０３６万７，０００円の収入増となってお

ります。滞納繰越分を含めた徴収率は９８．５％で、前年度より０．４％の増。現

年課税分の徴収率は９９．９％、前年度より０．２％の増。滞納繰越分の徴収率は

２２．２％、前年度より９％の増となりました。 

この結果から見られるように、収入未済額が４０９万５，０００円減少していま

すことから、徴収強化の成果が見られたところと見ております。 

続きまして１７、１８ページをお開き願います。 

上段、１０款１項１目１節、地方交付税につきまして、総額３５億４，５７１万

６，０００円、前年度より１億７，９５７万１，０００円の減となっております。

普通交付税におきましては、地域経済の再生雇用対策費で約１億３，０００万円の

減、合併算定替の段階的な縮減により１，５００万円の減、算定基礎となる単位費

用の縮減により３，６００万円の減額など前年度より１，８４０万７，０００円の

減となり、総額３２億３，９２０万８，０００円の交付となっております。また、

地方交付税は、新たに不採算地区公的病院助成経費の増となったものの、地域材利

用促進対策経費の減などもあり、前年度より若干の８３万６，０００円増の３億６

５０万８，０００円となっております。 

１２款１項１目１節、農業基盤整備事業分担金、収入未済額５，４１６万２，０

００円は、旧東藻琴村で実施しました国営福栄地区畜産基地事業に係る受益者分担

金１件で、これに係る９月末現在の収入額はございません。 

続きまして、１９、２０ページをお開き願います。 

下段、１３款１項６目４節、住宅使用料、収入未済額４４７万２，０００円は、

町営住宅使用料１１件、４５万４，０００円、町営住宅駐車場使用料１件、１，０
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００円、滞納繰越分１８件、４０１万７，０００円となっております。９月末現在

の収入済額は１１６万円、完納者１３件となってございます。 

２１、２２ページをお開き願います。７目１節、教育総務使用料、収入未済額３

８万６，０００円は、女満別高等学校寄宿舎使用料で未納者４件となっております。

９月末現在、収入済額は１万４，０００円、完納者１件となっています。  

３節、幼稚園使用料、収入未済額９，０００円は幼稚園保育料の未納で１件３，

０００円、預かり保育料で未納者３件、６，０００円となっており、９月末現在収

入済額は２万７，０００円で、完納者２件となっております。 

２項３目１節、清掃手数料、収入未済額１８万７，０００円は、ごみ収集運搬手

数料で未納２件、1４万５，０００円、し尿処理手数料で未納者３件、４万２，００

０円となっており、９月末現在、収入済額は、し尿処理手数料で２万７，０００円、

完納者２件となっております。 

続きまして、２３、２４ページ。 

中段、１４款２項１目１節、総務管理費補助金は、女満別公園地区定住団地造成

に係る過疎地域集落再編整備事業補助金等の交付から前年度より１，８１４万円増

の２，１２４万６，０００円となっています。 

２目２節、児童福祉費補助金は、東藻琴児童クラブ整備に係る子ども子育て支援

整備補助金等の交付から、前年度より３，９７０万３，０００円増の４，９１６万

６，０００円となっております。 

続きまして２５、２６ページをお願い致します。５目、教育費国庫補助金、予算

現額欄の継続費及び繰越事業費繰越財源充当額欄、以下は繰越財源充当欄と言わせ

ていただきますが、この８，９７１万９，０００円は、２節、中学校費補助金で２

９年度の国の補正予算の採択を受け実施した女満別中学校大規模改修事業の財源と

して３０年度に繰り越したものです。 

２９、３０ページをお開き願います。   

１５款２項４目、農林水産業費道補助金、繰越財源充当欄の５，１００万円は、

１節、農業費補助で２９年度、国の補正予算の採択を受け実施しました畑作構造転

換事業の財源として３０年に繰り越したものです。 

同じく、１節の金額と調定額の差の内２５０万１，０００円につきましては、３

０年度の国の補正予算の採択を受け実施する古梅地区基幹水利施設管理事業の財源

として翌年度へ繰り越ししています。 

続きまして３３、３４ページをお開き願います。１６款２項１目２節、土地売払

収入は、３０年度に造成しました定住団地等分譲１０区画、平成２７年度に分譲し

ました定住団地２区画を売り払いし、３，４４９万６，０００円となっております。

そのほか金融機関店舗用地１，８７８万９，０００円、防災ステーション整備用地

５，５０８万７，０００円、その他事業用用地として３８４万３，０００円等の売

り払いにより１億５６０万５，０００円増の１億１，２４７万４，０００円となっ

ております。 

３５、３６ページをお開き願います。 

中段、１９款１項１目、繰越金、繰越財源充当欄の１，８５４万３，０００円は、

２９年度、国の補正予算等により３０年度に繰り越して実施する事業に係る一般財

源を繰り越したものでございます。 
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２０款１項１目１節、延滞金、収入未済額７８万１，０００円、これは未納者１

７８件分となっており、９月末現在、収入済額は１７万８，０００円、完納者３８

件となっています。 

３項１目１節、貸付金元利収入、収入未済額３３万４，０００円は、高齢者住宅

整備資金返還金で未納者１件でございます。９月末現在、収入済額は１万６，００

０円となっているところです。 

続きまして３７、３８ページ、１番上段になりますが、４項２目１節、違約金及

び延滞利子、収入未済額９万円は、町営住宅使用料の履行遅延による延滞金１４件

の７万円、資源物売払代の履行遅延による延滞金１件、２万円となっています。９

月末現在、収入済額は、町営住宅使用料の延滞金８件、２万円となっております。 

８目１節、給食費は収入未済額ゼロと未納者は無くなったところであります。 

１１節１目、雑入、収入未済額４４６万３，０００円は、行政代執行負担金３１ 

３万２，０００円と、女満別高等学校寄宿舎給食費５件、１３３万１，０００円と

なっております。９月末現在、収入済額は行政代執行の負担金の納入はございませ

んが、女満別高等学校寄宿舎給食費で４万円、完納者は１件となっています。   

４３、４４ページ下段になります。 

２１款１項７目、教育債、繰越財源充当欄の２億３，８４０万円は、１節、学校

施設整備事業債で２９年度、国の補正予算の採択を受け実施した女満別中学校大規

模改修整備事業の財源として３０年度に繰り越したものでございます。 

一般会計の歳入につきましては、前年と比べますと、広域穀類乾燥調製貯蔵施設

整備、また、東藻琴小学校体育館整備、特別養護老人ホーム整備などにより、国庫

支出金で３，０００万、道支出金で３４億４，０００万、町債で約４３億１，００

０万の減となっております。その他地方交付税で１億８，０００万円減少しており

ますけれども、財産収入で１億１，０００万円、繰入金３億１，０００万円ほか、

町税等の増により、総額では７６億２，０００万円減少し、収入済額は８３億３，

９４６万７，０００円となりました。収入未済額につきましては、先ほど町税でも

述べましたように、その他料金につきましても徴収の強化などにより減少しており

ます。また、不納欠損処理などにより、前年度と比較しますと、約２６８万減少し、

８，０２７万６，０００円となっているところでございます。  

続きまして、歳出の説明をいたします。４５、４６ページをお開き願います。 

歳出につきましては、１００万円を超える不用額の主な理由、繰越明許費、予備

費充用の内容について、１，０００円単位で四捨五入して説明をさせていただきま

す。合わせて、項ごとに主要施策の成果を説明する書類へ掲載した事業名を述べさ

せていきいただきますので、主要な施策の成果を説明する書類もご意願います。 

４９、５０ページをお開き願います。  

２款１項７目、企画振興費、８節、報償費３２０万６，０００円の不用額は、ふ

るさと応援寄附金事業、寄附者の報償費が見込みより少なかったことによるもの、

１９節、負担金補助及び負担金１５５万８，０００円の不用額は、住替え促進事業

補助金等が見込みより少なかったためによるものです。 

１項、総務管理費に係る主要な施策につきましては、主要な施策の成果を説明す

る書類１ページ１番上段、行政事務情報化事業、職員研修事業、広報広聴事業、公

有財産管理費、分譲地造成事業、２ページの企業誘致促進事業、生活路線バス運行
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維持対策事業、元気づくり応援事業、地域づくり懇談会開催事業、移住・定住対策

事業、ふるさと応援寄附金事業、３ページの地方創生推進事業、民間賃貸住宅改修

支援事業、網走刑務所住吉作業所用地利活用事業、地域情報通信基盤整備推進事業、

総合支所庁舎管理費、自治会活動奨励事業、花いっぱい運動推進事業、交通安全対

策事業、交通安全防犯推進補助事業、４ページの姉妹都市・友好町交流事業の全２

１事業を掲載しているところであります。 

決算書のほうに移ります。５３、５４ページをお開き願います。２項２目、賦課

徴収費、予備費等流用覧３４万６，０００円は、過年度確定申告に伴う住民税更正

による歳出還付のため急を要することから予備費を充用したことによるものです。 

３項、戸籍住民基本台帳費にかかわる主要な施策につきましては、主要な施策の

成果を説明する書類の４ページ上段、出産祝い金支給事業の１事業を掲載している

ところであります。 

続きまして、決算書の５７、５８ページをお開き願います。３款１項１目、社会

福祉総務費、１４節、使用料及び賃借料１００万３，０００円の不用額は、高齢者

等移動支援事業、福祉及び外出支援タクシーの利用者の見込みが少なかったことに

よるものです。 

１９節、負担金補助及び交付金２５１万１，０００円の不用額は、主に社会福祉

協議会補助金の執行残に伴うものです。 

続きまして５９、６０ページをお開き願います。３目、障害者福祉費、１９節、

負担金補助及び交付金で１１２万５，０００円の不用額は、主に心身障害者等交通

費助成の対象者の見込みが少なかったことによるものです。 

２０節、扶助費１，７９１万円の不用額は、主に障害者介護訓練等給付費、自立

支援医療費、扶助費が見込みより少なかったことによるものです。 

４目、老人福祉センター費、予備費流用覧１１７万８，０００円は、東藻琴老人

福祉センターの暖房給湯用ボイラー制御盤及び浴室排煙窓が故障し、入浴に支障を

来すことから、早期に交換する必要があったため予備費を充用しているものでござ

います。 

６目、障害者ひとり親家庭等医療対策費、２０節、扶助費１２９万４，０００円

の不用額は、重度心身障害者医療費及びひとり親家庭等医療費が見込みより少なか

ったことによるものです。 

１項の社会福祉費にかかわります主要な施策につきましては、主要な施策の説明

書類４ページ上段、社会福祉協議会補助事業、高齢者等移動支援事業、冬季生活支

援事業、成年後見支援事業、福祉バス運行事業、軽度生活援助事業、５ページの緊

急通報システム設置事業、生活支援ハウス管理運営事業、老人福祉大会・敬老褒賞

事業、社会福祉施設整備資金償還補助事業、東藻琴特別養護老人ホーム増築補助事

業、心身障害者福祉事業、障害者福祉施設運営事業、６ページの障害者総合支援事

業、障害者相談支援事業、女満別老人福祉センター管理運営事業、東藻琴老人福祉

センター管理運営事業、国民年金事業、７ページの重度心身障害者医療費助成事業、

ひとり親家庭等医療費助成事業、これまでの２０事業を掲載しているところであり

ます。  

決算書に移ります。決算書の６１、６２ページをお開き願います。上段にありま

すが、２項２目、児童措置費、２０節、扶助費１０２万４，０００円の不用額は、
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子ども医療費扶助費が見込みより少なかったことによるものです。 

２項、児童福祉費にかかわります主要な施策につきましては、７ページの中段、

子ども医療費助成事業、児童手当扶助費、豊住保育園管理運営事業、東藻琴保育園

管理運営事業、８ページの児童センター・児童クラブ等管理運営事業、東藻琴児童

クラブ整備事業、認定こども園整備事業までの７事業を掲載しております。  

決算書に移ります。  

決算書、同じ６１、６２ページでございます。４款１項１目、予備費等流用欄１

０万３，０００円につきましては、患者輸送用バスのクラッチが故障し、患者輸送

に支障を来すことから、早期に修繕する必要があったため予備費を充用したもので

す。 

１項、保健衛生費にかかわる主要な施策につきましては、施策の書類の８ページ

中段、救急医療対策事業、女満別中央病院医療環境等充実事業、９ページの医療・

介護従事者等確保事業、母子保健事業、各種疾病予防対策事業、続きまして１０ペ

ージの廃屋等解体撤去推進事業、エキノコックス対策事業、動物愛護事業、合同納

骨塚整備事業、１１ページの東藻琴診療所管理運営事業、後期高齢者健診事業まで

の１２事業を掲載してございます。 

また、２項の清掃費にかかわる主要な施策は同じ１１ページのごみ収集事業から、

一般廃棄物焼却処理施設管理運営事業、一般廃棄物最終処分場管理運営事業、生ご

み処理施設維持管理費負担事業、１２ページのし尿処理事業、合併処理浄化槽設置

整備事業、リサイクルセンター管理運営事業までの７事業を掲載してございます。 

続きまして決算書の６７、６８ページをお開き願います。 

５款１項１目、労働諸費、１９節、負担金補助及び交付金１５７万円の不用額は、

地域就業者雇用確保事業補助金及び地域産業人材育成事業補助金の申請者が見込み

より少なかったことによるものです。 

１項の労働諸費にかかわります主要な施策につきましては、主要な施策の１２ペ

ージ中段、地域就業者雇用確保補助事業、地域産業人材育成補助事業、地域雇用創

出事業の３事業を掲載してございます。 

決算書、同じページ、３目、農業振興費、繰越財源充当欄５，１００万円は、２

９年度の国の補正予算の採択を受け実施した畑作構造転換事業につきまして、年度

内に完了しないため３０年度に繰り越したものです。また、予備費等流用欄２０４

万２，０００円につきましては、メルヘンカルチャーセンター内の石油給湯器及び

パンを作るためのオーブンが故障し、加工実習に支障を来すことから早期に修繕す

る必要があったため、そのうち１０５万８，０００円は、４目の畜産業費からの流

用と残り９８万４，０００円は予備費から充用したことによるものです。 

６９、７０ページをお開き願います。１９節、負担金補助及び交付金４６３万３，

０００円の不用額は、環境保全型補助金及び３０年度に繰り越して実施しました畑

作構造転換事業補助金が見込みより減少したことによるものです。 

４目、畜産業費、予備費流用欄１０５万８，０００円の減額につきましては、先

ほど３目、農業振興費で説明したとおり、予算に不足が生じたことから流用したも

のでございます。 

続きまして７１、７２ページをお開き願います。７目、団体営諸土地改良費、１

１節、需用費、繰越明許費欄４６２万２，０００円は、３０年度の国の補正予算の
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採択を受け実施する古梅地区基幹水利施設管理事業に係る移動式散水施設修繕が年

度内に完了しないため、翌年度へ繰り越したことによるものです。 

１９節、負担金補助及び交付金３１８万９，０００円の不用額は、古梅地区基幹

水利施設管理事業に係る古梅ダム施設管理費の減に伴い、オホーツク東部広域農業

水利管理協議会負担金を減額したことによるものです。 

１項、農業費に係ります、主要な施策につきましては、調書の１３ページ、農業

後継者育成対策事業、土づくり対策事業、農業関係資金対策事業、農業情報システ

ム管理運営事業、農業振興センター管理運営事業、中山間地域等直接支払事業、農

業構造改善センター管理運営事業、１４ページのメルヘン公園管理運営事業、農業

担い手実践研修支援事業、環境保全型農業直接支援対策事業、強い農業づくり事業

の経営体育成支援事業、強い農業づくり事業の担い手確保・経営強化支援事業、６

次産業化推進事業、地域連携長いも高付加価値化推進事業、１５ページの地域連携

インターンシップ活用労働力確保事業、広域穀類乾燥調整貯蔵施設整備事業、病害

虫緊急防除事業、畑作構造転換事業の繰越分です。畑作構造転換事業、牧野管理事

業、１６ページのひがしもこと乳酪館管理運営事業、畜産基盤整備補助事業、豊住

排水機場管理事業、東藻琴地区中山間地域総合整備事業、女満別南部地区農地整備

事業、女満別湖南昭和地区農地整備事業、女満別豊住地区農地整備事業、農業農村

多面的機能支払交付事業、藻琴山麓地区草地基盤整備事業、１７ページの女満別大

東地区基幹農道整備事業、和牛産地強化事業、古梅地区基幹水利施設管理事業、網

走川地区国営造成施設管理体制整備促進事業、美女地区基幹水利施設管理事業、効

率的農業体系構築事業の３５事業を掲載しております。 

２項農林業総務費に係る主要な施策につきましても、同じページ中段の森林整備

推進対策補助事業、有害鳥獣駆除推進事業、未来につなぐ森づくり推進補助事業、

地域材利用促進補助事業、１８ページの公有林管理育成事業までの５事業を掲載し

ています。 

３項の水産業振興費に係る主要な施策につきましては、同じ調書１８ページ、水

産業振興対策補助事業、シジミ食味試験事業の２事業を掲載しております。 

続きまして決算書の７３、７４ページをお開き願います。７款１項１目１９節、

負担金補助及び交付金１３６万１，０００円の不用額は、主に中小企業振興資金利

子補給金融資件数の減及び店舗改修事業補助金の申請者が少なかったことによるも

のです。 

２目、観光費、１１節、需用費１３４万１，０００円の不用額は、主に湖畔管理

事業及びメルヘン観光交流センターの管理費の減によるものです。 

１項、商工費に係ります主要な施策については、調書の１８ページの中段になり

ます異業種交流事業、地域物産・観光振興対策補助事業、中小企業振興資金利子補

給事業、商工会補助事業、地域振興会館管理運営事業、住宅リフォーム促進事業、

盆踊り事業補助金、ポイントカード事業、店舗改修事業、起業化支援事業、まちゼ

ミ事業、観光振興推進事業、ひまわり作付け事業、藻琴山登山道管理事業、湖畔管

理事業、２０ページの、芝桜まつり開催事業、ふるさとまつり開催事業、朝日ヶ丘

公園管理事業、メルヘン観光交流センター管理事業、めまんべつ観光夏まつり開催

事業、藻琴山温泉芝桜公園管理運営事業、観光情報クロスメディア発信事業までの

２２事業を掲載しております。 
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８款１項の土木管理費に係ります主要な施策については、調書の２１ページ上段、

街灯管理事業の１事業を掲載してございます。 

続きまして決算書の７７、７８ページをお開き願います。上段になります。２項

４目、道路新設改良費、１５節、工事請負費４７５万２，０００円の不用額は、開

陽中央線道路整備事業に係る橋の撤去及び護岸工事が冬期施工のため事業費の確定

ができず、執行残となったことによるものです。 

２項、道路橋梁費に係ります主要な施策については、主要な施策の調書２１ペー

ジ上段、町道維持補修事業、除雪センター管理事業、除雪機械整備事業、開陽中央

線道路整備事業、栄町６丁目線道路整備事業、橋梁補修事業、道路付属物点検事業、

舗装道路整備事業、東藻琴８号線道路整備事業の９事業を掲載してございます。 

３項、河川費に係る主要な施策についてはその下の河川管理事業を掲載している

ところであります。 

続きまして、同じ調書になりますが、５項、都市計画に係る主要な施策について

は、２２ページ上段、都市公園整備事業を掲載してございます。 

６項、住宅費に係ります主要な施策は、同じページ上段の町営住宅機能向上事業

を掲載してございます。 

７項、航空費に係ります主要な施策につきましては、同じページ中段にあります

空港対策事業を掲載しているところであります。 

決算書の７９、８０ページをお開き願います。９款１項２目、常備消防費、１９

節、負担金補助及び交付金１４０万円の不用額は、主に消防職員給与費が見込みよ

り少なかったことによるものです。 

３目、非常備消防費、１９節、負担金補助及び交付金３３１万４，０００円の不

用額は、主に消防団員の費用弁償費の残によるものです。 

１項の消防費に係ります主要な施策につきましては、主要な施策の調書の２２ペ

ージ中段、東藻琴消防団１００年記念事業、水槽付消防車Ⅱ型更新事業、災害対策

事業費までの３事業を掲載しております。 

続きまして決算書の８１、８２ページをお開き願います。１０款１項２目、事務

局費、１１節、需用費２２８万６，０００円の不用額につきましては、女満別高等

学校生徒寄宿舎管理費の賄材料費等が見込みより少なかったことによるものです。 

１９節、負担金補助及び交付金１２６万６，０００円の不用額は、高等学校制服

購入費補助金が主な理由でございまして、対象者の減によるものです。 

１項の教育総務費に係ります主要な施策につきましては、主要な施策の調書２３

ページ上段、学習指導補助教諭配置事業、高校通学対策助成事業、町立学校体育文

化振興補助事業、女満別高等学校振興協議会補助事業、学校教育振興事業、高等学

校制服購入費補助事業、入学資金利子等助成事業、２４ページ、多子世帯高等学校・

大学校等進学支援金支給事業、多子世帯保育料軽減事業までの９事業を掲載してお

ります。 

２項の小学校費に係る主要な施策につきましては同じ調書２４ページ中段、東藻

琴小学校体育館整備事業、女満別中学校大規模改修事業、小学校教育用情報機器更

新事業、２５ページの給食費無償化事業、学校給食費補助事業、外国語活動推進事

業までの５事業を掲載してございます。 

続いて決算書の８３、８４ページをお開き願います。３項１目、学校管理費、繰
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越財源充当欄３億４，６６６万２，０００円につきましては、２９年度の国の補正

予算の採択を受け実施しました女満別中学校大規模改修整備事業について年度内に

完了しないため、３０年度に繰り越したことによるものです。 

１１節、需要費１５７万円の不用額は、大規模改修に伴う暖房設備更新により燃

料費の削減ができたこと、また、ＬＥＤ照明導入による電力使用量の削減につなが

ったことによるものです。 

１５節、工事請負費１，７６５万８，０００円の不用額は、３０年度に繰り越し

して実施しました女満別中学校大規模改修工事の入札執行残によるものです。   

３項、中学校費に関わります主要な施策につきましては、主要な施策の調書の２

５ページ中段、語学指導外国青年招致事業、その下のスクールバス運行事業の２事

業を掲載しております。 

５項、幼稚園費に係ります主要な施策につきましては、２６ページ上段、女満別

幼稚園管理運営事業と東藻琴幼稚園管理運営事業の２事業を掲載してございます。 

８７、８８ページ、４項４目、寄宿舎費、１１節、需用費１６４万７，０００円

の不用額につきましては、３年生の退所などによりまして暖房用燃料の消費が減少

したことによるものです。 

４項の高等学校費に係ります主要な施策につきましては、主要な施策の調書の２

５ページ、下段、東藻琴高等学校教育振興補助事業、新しい高校づくり事業の２事

業を掲載しているところであります。 

続きまして、決算書８９、９０ページになります。６項１目、社会教育総務費、

１９節、負担金補助及び交付金１６２万４，０００円の不用額は、教育文化合宿誘

致予定団体の日程調整がつかず未実施になったことや、合宿に訪れた人数の減によ

るものです。 

６項、社会教育費に係ります主要な施策については、調書の２６ページ中段、子

育て支援ネットワーク充実事業、生涯学習推進事業、青少年育成協会補助事業、教

育文化合宿補助事業、２７ページの高齢者教育振興事業、稲城市教育交流事業、ふ

れあいスタディin氷川町交流事業、文化団体協議会補助事業、女満別湿生植物群落

調査事業、図書館管理事業までの１０事業を掲載しております。 

続きまして決算書の９１、９２ページ中段、７項１目、保健体育総務費、予備費

等流用覧１０万円は、Ｂ＆Ｇ財団から平成３０年７月豪雨に伴う支援活動として災

害時相互応援募金要請があり、その期日が短く早期に対応する必要があったため予

備費から充用したものです。 

続きまして９３、９４ページ、３目、給食センター費、１１節、需用費１４０万

９，０００円の不用額は、女満別学校給食センター光熱水費で特にプロパン使用量

が減少したことによるものです。 

７項、保健体育費に係わります主要な施策につきましては、施策の調書の２７ペ

ージ下段、スポーツ活動振興事業、体育協会補助事業、スポーツ少年団活動補助事

業、ジェットラインさわやかマラソン大会開催事業、２８ページのもこと山ふきお

ろしマラソン大会開催事業、体育振興補助事業、総合型地域スポーツクラブ支援事

業、社会教育施設等改修備品整備事業、ふるさと給食事業、食物アレルギー検査助

成事業までの１０事業を掲載しております。 

続きまして、決算書同じく９３、９４ページ、１２款１項１目、職員給与費、２
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節、給料１３４万２，０００円の不用額は部分休業並びに休職者が出たことなどか

ら、その給与が残ったことによるもの。 

３節、職員手当等３０７万３，０００円の不用額は、暴風雪災害の発生がなく、

管理職特別勤務手当、時間外勤務手当の支出がなかったこと、また、住居手当、通

勤手当の対象者の減による支給額が減ったことによるものです。 

４節、共済費４２２万４，０００円の不用額は、給与でも御説明しました部分休

業や休職者等の給与と連動しております共済組合負担金の減によるものです。  

９５、９６ページをお開き願います。歳出の合計につきましては、当初７４億３，

７６５万１，０００円。３０年度の補正予算は、１０回行いまして国の経済対策等

を含め５億２，３７０万８，０００円となっております。また、２９年度、国の経

済対策等による繰越明許費が３億９，７６６万２，０００円ございました。予算の

総額につきましては、８３億５，９０２万１，０００円となってございます。 

支出済額は８２億１，４９８万３，０００円で、国の経済対策等により、翌年度

への繰越明許費が４６２万２，０００円ありまして、不用額につきましては１億３，

９４１万６，０００円となっているところであります。 

長くなりましたが、以上で平成３０年度大空町一般会計の歳入歳出決算の説明を

終わります。 

 

◇委 員 長 ここで１０分間休憩いたします。 

 

（午前１１時０３分 休憩） 

（午前１１時１３分 再開） 

 

◇委 員 長 休憩前に引き続き会議を開きます。認定第１号から認定第８号までの説

明を続けます。 

次に認定第２号、平成３０年度大空町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認

定についての説明を求めます。佐々木福祉課長。 

 

◇福祉課長 認定第２号、平成３０年度大空町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算認定について、提案内容の説明を申し上げます。 

国民健康保険事業特別会計の状況につきましては、お配りしております各会計歳

入歳出決算資料の１７ページに決算の状況を掲載しております。あわせてご覧くだ

さい。 

平成３１年３月末現在の国民健康保険加入世帯は１，０９７世帯。被保険者数は

２，４９３人となっております。平成３０年度は制度改正に伴い北海道が財政運営

の責任主体となったことから会計上の仕組みが変わっております。 

それでは、歳入の主なものから説明いたしますが、数値は１，０００円単位で四

捨五入し説明をさせていただきます。 

決算書１０７、１０８ページをお開き願います。１款、国民健康保険税全体は、

調定額３億８，９８２万円に対し、収入済額３億７，２５７万円、９５．６％の収

納率で、収入未済額は１，６１５万９，０００円となっています。 

そのうち１項１目、一般被保険者国民健康保険税は、調定額３億８，９４２万９，
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０００円に対し、収入済額３億７，２１７万９，０００円、９５．６％の収納率で

収入未済額は１，６１５万９，０００円となっています。収入未済額の内訳は、１

節、医療給付費現年課税分７５万５，０００円、２節、介護納付金現年課税分８万

９，０００円、３節、後期高齢者支援金現年課税分１８万２，０００円、４節、医

療給付費滞納繰越分１，１９８万５，０００円、５節、介護納付金滞納繰越分１３

５万４，０００円、６節、後期高齢者支援金滞納繰越分１７９万４，０００円とな

っています。 

不納欠損額ですが、４節、医療給付費滞納繰越分８１万１，０００円、５節、介

護納付金滞納繰越分１４万４，０００円、６節、後期高齢者支援金滞納繰越分１３

万７，０００円となっています。５年間時効による徴収権の消滅が４件、執行停止

３年間の継続による徴収金納付義務の消滅が２件で不納欠損処分を行っております。 

２目、退職被保険者国民健康保険税は調定額３９万１，０００円に対し、収入済

額３９万１，０００円、１００％の収納率で収入未済額はありません。滞納件数は

５月末現在、現年度分は一般と退職を合わせて２１名、滞納繰越分は４４名が未納

となっています。９月末現在、現年度分の収入済額は２５万６，０００円で１１名

が完納。滞納繰越分の収入未済額は８６万円で４人が完納となっています。  

２款、道支出金、１０９、１１０ページ。３款、財産収入、４款、繰入金、５款、

繰越金ですが、調定額、収入未済額ともに同額であり、収入未済額はありません。 

６款１項１目、延滞金ですが、調定額１０４万３，０００円に対し、収入済額４

６万４，０００円で収入未済額は９３万８，０００円となっています。 

１１１、１１２ページ下段になります。同特別会計全体の収入済額は、前年度に

比べ１億２，９２６万８，０００円減額し、１２億５，２２０万２，０００円とな

っています。平成３０年度から国民健康保険の都道府県単位化が始まり、北海道が

財政運営の責任主体となったことにより、国の医療給付費負担金や前期高齢者交付

金共同事業交付金等がなくなり、北海道から保険給付に必要な費用、保険給付費等

交付金として交付される制度となったものでございます。なお、収入未済額は、前

年に比べ２９２万６，０００円減の１，７０９万７，０００円となっています。  

次に歳出です。１１３、１１４ページをお開き願います。歳出につきましては、

２０万円以上の不用額について説明をさせていただきます。 

１款１項１目、一般管理費で４３万９，０００円が不用額となりました。７節、

臨時職員賃金、１２節、共同電算処理手数料、１９節、国保連合会負担金等の執行

残によるものでございます。 

２款１項３目、一般被保険者医療費で７２万４，０００円が不用額となりました。

想定した医療費の見込み額より給付額が下回ったことによるものです。 

１１５、１１６ページ下段になります。４項１目、出産育児一時金で３３８万円

が不用額となりました。見込み額を下回ったことによるものです。 

１１７、１１８ページ、３款、共同事業拠出金は２０万円以上の不用額はありま

せん。 

４款１項２目、特定健康診査等事業費、委託料で６９万円が不用額となりました。

特定健診受診者が予定件数を下回ったため生じたものです。 

特定検査等事業費に係ります主要な施策につきましては、主要な施策を説明する

書類の２８ページ下段に掲載しております。 
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５款１項１目、財政調整基金費、予備費流用欄で、１，０００円は基金利子が見

込みを上回り、不足が生じたため予備費から１，０００円を充用しております。 

６款、国民健康保険事業納付金、１１９、１２０ページ、７款、諸支出金は、い

ずれも２０万円以上の不用額はありません。 

７款１項１目、一般被保険者保険税償還金及び還付加算金の予備費等流用覧９万

５，０００円は、年度を越えた資格の異動により賦課額が変更となったことから還

付する額が見込みを上回り、不足が生じため予備費から９万５，０００円を充用し

ております。 

１２１、１２２ページ下段、同特別会計全体の支出済額は、前年度に比べ１億１，

１５３万８，０００円減額し、１２億３，６４３万３，０００円となっています。

３０年度からは、国民健康保険の都道府県単位化が始まり、北海道が財政運営主体

となったことにより、後期高齢者支援金や共同事業拠出金等がなくなり、北海道が

市町村ごとに医療費水準や所得水準に応じて決定した国民事業費納付金を支払う仕

組みとなったものでございます。 

以上で、認定第２号、平成３０年度大空町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算認定についての説明を終わらせていただきます。ご審議賜りますようよろしくお

願いいたします。 

 

◇委 員 長 次に認定第３号、平成３０年度大空町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算認定についての説明を求めます。佐々木福祉課長。 

 

◇福祉課長 認定第３号、平成３０年度大空町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について、提案内容の説明を申し上げます。 

後期高齢者医療特別会計の状況につきましては、お配りしております各会計歳入

歳出決算資料の２０ページに決算の状況を掲載しておりますので、あわせてご覧い

ただきたいと思います。 

平成３１年３月末時点での後期高齢者医療保険被保険者数は１，３７０人となっ

ております。 

それでは、歳入の主なものから説明いたしますが、数値は１，０００円単位で四

捨五入し説明させていただきます。 

決算書１３３、１３４ページをお開き願います。１款、後期高齢者医療保険料は

調定額７，９６５万１，０００円に対し、収入済額は７，９６７万２，０００円と

なっています。２年に一度の保険料率の改定があったこと、前年度と比べ算定基礎

となる所得が増加したこと、また、所得割の軽減や被用者保険の被扶養者の軽減が

変更になったことに伴い、２７８万５，０００円の増となっております。収入未済

額は、収入済額が調定額を２万２，０００円上回っております。 

その内訳は、１項１目１節、特別徴収保険料還付未済が５件、２万２，０００円

となっています。特別徴収保険料、普通徴収保険料ともに現年度分の徴集未済額は

ありません。９月末現在、特別徴収保険料還付未済分の２万１，６００円は完納を

終えているものでございます。 

２款、繰入金、３款、繰越金、４款、諸収入は、調定額、収入済額ともに同額で

あり、収入未済額はありません。 
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同特別会計全体の収入済額は前年に比べ５２５万円増加し、１億１，３４４万１，

０００円となっております。 

次に歳出です。１３５、１３６ページをお開き願います。歳出につきましては、

２０万円以上の不用額につきまして説明をさせていただきます。 

１款、総務費は、総務管理、徴収にかかる経費です。 

２款１項１目、後期高齢者医療広域連合納付金で６３万８，０００円が不用額と

なりました。所得構成や死亡、転出による保険者数の減少等により、保険料の額が

試算額を下回ったことによるものです。同特別会計全体の支出済額は前年に比べ４

８９万１，０００円増額し、１億１，３０３万６，０００円となっています。主な

要因といたしましては、システム機器更新に伴う広域事務費の負担金が増加したこ

と、保険料率の改定、給与年金所得額の増に伴い、算出保険料額が増加したことか

ら、広域連合納付金額が増加したことによるものでございます。 

以上、認定第３号、平成３０年度大空町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について説明を終わらせていただきます。ご審議賜りますようよろしくお願いい

たします。 

 

◇委 員 長 次に認定第４号、平成３０年度大空町介護保険事業勘定特別会計歳入歳

出決算認定についての説明を求めます。鈴木福祉課参事。 

 

◇福祉課参事 日程第４号、平成３０年度大空町介護保険事業勘定特別会計歳入歳出

決算認定について、提案内容の説明を申し上げます。 

介護保険事業勘定特別会計の状況につきましては、お配りをしております各会計

歳入歳出決算資料の１８ページに決算の状況を、それから主要な施策の成果を説明

する書類の２９、３０ページに事業内容について記載をしておりますので、あわせ

てご覧をいただきたいと思います。 

介護保険事業勘定特別会計における平成３１年３月末現在の第１号被保険者数は

２，５２９人となっているところであります。 

歳入の主なものから説明をさせていただきます。数値につきましては１，０００

円単位に四捨五入をさせていただき、また収入未済額のある項目を中心に説明をさ

せていただきます。 

それでは決算書１４７、１４８ページをお開きください。 

１款、保険料は、歳入調定額１億５，９１２万２，０００円に対し、収入済額１

億５，９２９万２，０００円となっており、収入額が調定額を上回っております。

これは、１項１目１節、介護保険料現年課料分に収入未済額が２７万５，０００円

あるところでありますが、収入済の還付未済額が５３万５，０００円あるため収入

済額の方が多くなり、収入未済額がマイナス２６万円となっているものであります。

その分を除きますと、収納率につきましては９９．８％となるところでございます。

なお、この還付未済額につきましては、７月末までにほぼ還付を終了しております

が、本人と中々連絡が取れないという方が１名おり、その方につきましても、１１

月の中旬までには還付を行なえるように事務を進めているところでございます。 

滞納額につきましては５月末時点で現年課料分９人、２７万５，０００円。２節、

滞納繰越分、３人、８万９，０００円となっております。こちらの９月末現在の状



15 

 

況としましては、現年課料分につきましては、５万５，０００円収入し、４人が完

納となっておりまして、残り５人、２２万円となっております。滞納繰越分につき

ましては３万５，０００円収入し、１人が完納となり、残り２人、５万４，０００

円となっているところでございます。 

次に２款、使用料及び手数料から３款、国庫支出金、ページが変わりまして１４

９、１５０ページ、４款、支払い基金交付金、５款、道支出金、６款、財産収入、

７款、繰入金、さらに１５１、１５２ページ、８款、繰越金、９款、諸収入まで、

歳入調定額、収入済額ともに同額で収入未済額はありませんので説明は省略をさせ

ていただきます。 

介護保険事業勘定特別会計全体の収入額は、平成３０年度から第７期の大空町高

齢者保健福祉計画・介護保険事業計画がスタートしまして、介護保険料基準額を４，

９００円から５，２００円とする改定を行ったことなどから、平成２９年度と比較

しまして２，０２２万円増加し、７億６，８３７万１，０００円となっております。 

次に歳出についてご説明申し上げます。決算書の１５５、１５６ページをお開き

ください。歳出につきましては２０万円以上の不用額について説明をさせていただ

きます。 

１款は総務管理費、徴収費、介護認定審査会に係る経費となっております。 

２款、保険給付費です。１項１目、居宅介護サービス給付費８４３万７，０００

円。２目、施設介護サービス給付費９４４万７，０００円。１５７、１５８ページ。

３目、居宅介護福祉用具購入費２６万５，０００円。４目、居宅介護住宅改修費４

３万７，０００円。５目、居宅介護サービス計画給付費６３万２，０００円。２項

１目、介護予防サービス給付費７８万６，０００円。３目、予防住宅介護予防住宅

改修費５４万円。４目介護予防サービス計画給付費２６万円。１５９、１６０ペー

ジ中ほどよりやや下にあります６項１目、特定入所者介護サービス等費１１３万３，

０００円。これらの不用額については、実績が給付見込み額を下回ったため生じた

ものでございます。 

３款、地域支援事業費ですが、１６１、１６２ページをお開きください。上段で

す。２項２目、任意事業費、１３節、委託料２３万７，０００円の不用額は、高齢

者世話付住宅生活援助員派遣事業の委託料が事業完了の際の精算により減額となっ

たことによるものです。 

４項１目、介護予防生活支援サービス事業費、１９節、負担金補助及び交付金１

１７万９，０００円の不用額は、実績が給付見込み額を下回ったため生じたもので

す。 

歳出総額につきましては、介護老人福祉施設増床に伴います施設介護サービス給

付費増によりまして保険給付費が増となったこと、また新たに実施をいたしました

認知症総合支援事業の実施に伴う地域支援事業費の増などにより２，７８５万４，

０００円増加し、７億４，２６０万６，０００円となっております。 

以上で認定第４号、平成３０年度大空町介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算

認定についての説明を終わらせていただきます。ご審議くださいますようよろしく

お願い申し上げます。 

 

◇委 員 長  次に認定第５号、平成３０年度大空町介護サービス事業勘定特別会計歳
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入歳出決算認定についての説明を求めます。鈴木福祉課参事。 

 

◇福祉課参事 認定第５号、平成３０年度大空町介護サービス事業勘定特別会計歳入

歳出決算認定について、提案内容の説明を申し上げます。 

介護サービス事業勘定特別会計の状況につきましては、お配りをしております各

会計歳入歳出決算資料の１９ページに決算の状況を記載しておりますので、あわせ

てご覧ください。  

介護サービス事業勘定特別会計は、介護予防サービス計画を直営で作成するため

設置している会計でございます。 

説明に入ります前に決算書１７２ページの実質収支に関する調書にありますとお

り、当会計の平成３０年度介護サービス事業勘定特別会計におきましては、歳出総

額に対しまして歳入総額が不足する、いわゆる赤字決算となってしまったところで

ございます。まさか歳入額が歳出額を下回るというような事態が起こることはない

であろうという思い込みにより招いた結果であり、歳入予算の執行管理の甘さにつ

きましては、監査委員からも厳しくご指摘をいただいたところでございます。町民

の皆様、議員の皆様、さらには役場職員の先輩諸氏、同僚含め多くの皆様に多大な

ご迷惑をお掛けしたことにつきまして、当会計の状況などを管理すべき立場にある

者として、深くお詫びを申し上げます。申し訳ございませんでした。この件の事の

重大さというものを深く胸に刻みまして、当課の職員とともに再発防止に努めてま

いりたいと思っておりますので、今後ともご指導賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

それでは、歳入の主なものから説明をいたしますが、数値につきましては１，０

００円単位で四捨五入し説明をさせていただきます。 

１７５、1７６ページをお開きください。１款、サービス収入は４０２万８，００

０円の収入です。介護予防サービス計画作成に伴い北海道国民健康保険団体連合会

より収入になるもので、９１８件分の収入となっております。 

２款、繰入金は、一般会計繰入金として９３万円の収入です。歳出から歳入を差

し引いた不足分を一般会計から繰り入れているものでございます。 

１款、サービス収入から２款、繰入金、３款、繰越金、４款、諸収入まで、収入

未済額はございません。 

介護サービス事業勘定特別会計全体の収入額は前年に比べ６万９，０００円減の

５０８万５，０００円となっております。 

次に歳出についてご説明を申し上げます。決算書の１７７、1７８ページをお開き

ください。 

１款、サービス事業費で５３７万５，０００円の支出です。職員１名分の人件費、

それから介護予防支援システムの委託料を支出しているものです。２０万円以上の

不用額はありません。 

歳出総額は、職員の昇給などに伴う給与費の増により前年に比べ３４万８，００

０円増の５３７万５，０００円となっております。 

以上で認定第５号、平成３０年度大空町介護サービス事業勘定特別会計歳入歳出

決算認定についての説明を終わらせていただきます。ご審議くださいますようよろ

しくお願い申し上げます。 
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◇委 員 長 次に認定第６号、平成３０年度大空町簡易水道事業特別会計歳入歳出決

算認定についての説明を求めます。高島建設課長。 

 

◇建設課長 認定第６号、平成３０年度大空町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認

定について、提案内容を説明いたします。 

簡易水道改正の事業特別会計の施設及び収支の状況につきましては、各会計歳入

歳出決算資料２４ページに掲載されています。簡易水道事業における現在給水人口

は６，８５４人、年間有収水量は８７万８，０２５立方メートルとなっております。

また、主要な施策の成果を説明する書類、３０ページに女満別本町地区、女満別高

台地区及び東藻琴地区の主要な事業内容について掲載しております。 

それでは、決算の内容について説明いたします。説明に当たりまして、歳入につ

いては収入未済額を、歳出については節で２０万円以上の残があるものについて説

明いたします。また、金額につきましては、１００円の単位を四捨五入し１，００

０円単位で御説明申し上げます。 

歳入から説明させていただきます。決算書１８９、１９０ページ。１款１項１目

１節、給水使用料です。調定額１億６，０２６万１，０００円に対し、収入済額１

億５，８５４万１，０００円、不納欠損額３万７，０００円、収入未済額は１６８

万３，０００円、収納率は９８．９％となっております。 

収入未済額の内訳は、現年度分が３６件、２７万円、滞納繰越分が３７件１４１

万３，０００円となっております。収入未済額のうち、本年９月末における収納状

況は、現年度分及び滞納繰越分をあわせて２９万円の納入があり、２８件が完納と

なっております。 

不納欠損額につきましては、大空町債権管理条例に基づき、破産によるもの１件、

３万７，０００円を債権放棄しております。 

続きまして、２項１目、手数料から４款１項１目、町預金利子まで収入未済額は

ありません。 

４款２項１目１節、違約金及び延納利子です。調定額２万８，０００円に対し、

収入額２万３，０００円、収入未済額５，０００円は過年度分給水料金徴収により

延滞金が発生し請求しているところですが、１名の方から納入されず、未済となっ

ております。 

２項１目、雑入から５款１項１目、簡易水道事業債までにつきましては、収入未

済はありません。 

簡易水道事業特別会計全体では、収入額の合計は２億９，６６１万１，０００円。

前年度より４，６７８万４，０００円減となっております。 

次に歳出について説明いたします。 

決算書１９１、１９２ページでございます。１款１項１目２２節、補償補填及び

賠償金で５０万円の不用額となっておりますが、賠償を必要とする案件がなかった

ことによる執行残です。 

２項１目、施設管理費では、１１節、需用費で１７４万４，０００円の不用額と

なっておりますが、主に薬品などの消耗品の執行残によるものです。 

１３節、委託料で２０万１，０００円の不用額となっておりますが、委託を伴う
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案件がなかったことによる執行残です。 

１９３、１９４ページ。３款１項１目、予備費の不用額５０万円は未執行による

ものです。 

簡易水道事業特別会計全体では、支出済額の合計は２億９，１９１万９，０００

円。前年度より４，５９６万円の減となりました。減額となった主な要因につきま

しては、建設改良費における工事請負費が減少したことによるものです。 

以上、認定第６号、平成３０年度大空町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の提

案内容の説明を終わります。ご審議くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

 

◇委 員 長 次に認定第７号、平成３０年度大空町下水道事業特別会計歳入歳出決算

認定についての説明を求めます。高島建設課長。 

◇建設課長 認定第７号、平成３０年度大空町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

について、提案内容を説明いたします。 

下水道事業特別会計の状況につきましては、各会計歳入歳出決算資料２５ページ

に公共下水道女満別地区分が、２６ページに特定環境保全公共下水道東藻琴地区が

掲載されています。両地区合計で水洗化戸数は２，２７６戸、水洗化人口は４，７

４１人となっております。 

また、主要な施策の成果を説明する書類３０ページ下段に下水道事業特別会計の

汚水管渠布設事業及び改築更新事業の決算額、財源内訳、事業内容等について掲載

しています。 

それでは、決算の内容につきまして説明いたします。なお、説明につきましては、

簡易水道事業特別会計と同様、歳入については収入未済額を歳出につきましては節

で２０万円以上の残があるものについて説明いたします。 

決算書２０５、２０６ページ。歳入です。２款１項１目１節、下水道使用料、調

定額１億４０万４，０００円に対し、収入済額９，９４０万５，０００円。不納欠

損額４万２，０００円、収入未済額９５万８，０００円、収納率は９９％となって

おります。 

収入未済額の内訳は、現年度分が２９件、２０万６，０００円、滞納繰越分が２

２件、７５万２，０００円となっております。収入未済額のうち、本年９月末にお

ける収納状況は、現年度分及び滞納繰越分をあわせて、２２万３，０００円の納入

があり２２件が完納となっております。 

不納欠損額については、大空町債権管理条例に基づき、徴収権の消滅によるもの

６件、４万２，０００円を不納欠損としています。 

続きまして３款１項１目、社会資本整備総合交付金から６款１項１目、繰越金ま

でについては、収入未済額はありません。 

７款１項１目１節、延滞金は、調定額３万６，０００円に対し、収入済額１万８，

０００円、収入未済額１万８，０００円です。過年度分下水道使用料徴収により延

滞金が発生し、請求しているところですが、１名の方から納入されず未済となって

おります。 

町預金利子から、２０７、２０８ページ、８款１項１目、下水道事業債までにつ

いては、収入未済額はありません。 

下水道事業特別会計全体では収入済額の合計は３億３，５０９万２，０００円。
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前年から６，５４９万円の減となっております。 

次に歳出について説明いたします。 

決算書２０９、２１０ページです。１款１項３目、建設改良費、１５節、工事請

負費で７２万５，０００円の不用額は、主に改築更新事業の執行残によるものです。 

３款１項１目、予備費の不用額５０万円は未執行によるものです。 

下水道事業特別会計全体の支出済額の合計は３億３，２１９万４，０００円、前

年度より６，０７９万５，０００円の減額となっております。減額となった主な要

因としては、道路改良事業等関連工事の減少によるものです。 

以上、認定第７号、平成３０年度大空町下水道事業特別会計歳入歳出決算の提案

内容の説明を終わります。ご審議くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

 

◇委 員 長 

 次に認定第８号、平成３０年度大空町個別排水処理事業特別会計歳入歳出決算認定

についての説明を求めます。高島建設課長。 

 

◇建設課長 認定第８号、平成３０年度大空町個別排水処理事業特別会計歳入歳出決

算認定について、提案内容を説明いたします。 

個別排水処理事業特別会計の状況につきましては、各会計歳入歳出決算資料２７

ページに掲載しています。 

また、主要な施策の成果を説明する書類３０ページ下段に、個別排水処理施設管

理事業の決算額、事業内容等について掲載されています。現在、個別排水処理事業

特別会計では１９６基の浄化槽を管理しております。 

それでは、決算内容について説明いたします。なお、説明につきましては、下水

道事業特別会計と同様、歳入につきましては収入未済額を、歳出につきましては節

で２０万円以上の残があるものについて説明いたします。 

決算書２２１、２２２ページ歳入です。１款１項１目１節、個別排水使用料、調

定額１，０４５万４，０００円に対して、収入済額１，０２９万６，０００円、収

入未済額は１５万８，０００円となっております。 

収入未済額の内訳は、現年度分が２件、９，０００円、滞納繰越分が２件、１４

万９，０００円となっています。収入未済額のうち、本年９月末における収納状況

は、現年度分が完納となっております。 

２款１項１目、一般会計繰入金から４款２項１目、町預金利子までについては、

収入未済額はありません。 

個別排水処理事業特別会計全体では、収入済額の合計は２，９８２万６，０００

円、前年度より３万３，０００円減となっております。 

次に歳出について説明いたします。 

２２３、２２４ページです。１款１項１目１１節、需用費２８万４，０００円の

不用額は、浄化槽修繕費用の執行残によるものです。 

同じく１２節、役務費から２款、公債費までについては執行残による不用額のみ

となっております。 

３款１項１目、予備費の不用額５０万円は未執行によるものです。 

個別排水処理事業特別会計全体の支出済額の合計は２，８８７万円で前年度より
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１８万７，０００円の減となりました。 

以上、認定第８号、平成３０年度大空町個別排水処理事業特別会計歳入歳出決算

の提案の説明を終わります。ご審議くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

 

◇委 員 長  ここで昼食のため休憩します。再開は午後１時とします。 

 

（午前１１時５７分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

 

◇委 員 長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

ここで午前中説明のありました認定第７号、平成３０年度大空町下水道事業特別

会計歳入歳出決算認定について訂正の申し出がありましたので、発言を許します。

高島建設課長。 

 

◇建設課長 認定第７号、平成３０年度大空町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

についての説明中、１カ所説明誤りがありましたので訂正させていただきます。  

決算書２０９、２１０ページになります。１款１項３目、建設改良費、１５節、

工事請負費の不用額を、７２万５，０００円と説明いたしましたが、７４万円であ

りますので、説明金額の訂正をお願いいたします。 

改めまして、平成３０年度大空町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、

ご審議くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

 

◇委 員 長 引き続き、認定第１号から認定第８号までの８件の審査を続けます。次

に大空町奨学基金運用状況調査の説明を求めます。佐薙生涯学習課長。 

 

◇生涯学習課長 決算書の２２５、２２６ページでございます。平成３０年度大空町

奨学基金運用状況調書について説明をさせていただきます。総額の欄で説明をさせ

ていただきます。 

前年度末現在高につきましては、基金総額が５，７７６万６，０８３円。内訳と

いたしまして、現金または預金が１，１２６万２，６５９円、貸付が７０人に対し、

４，６５０万３，４２４円でありました。 

決算年度、平成３０年度中の運用状況です。基金の増減額につきましては、その

他１１６円、預金利子のみの増加となっております。 

次に決算年度、平成３０年度中の貸付金についてです。貸付は新規で３人に対し

１０８万円を、継続で１３、に対して４３２万円を、合計１６人に対し５４０万円

の貸し付けとなっております。対しまして、返還は４６名から８０６万６９０円の

返還があり、うち１１名が返還完了となったところでございます。 

最後に決算年度末現在高でございますが、基金総額は、利子分１１６円のみ増加

しておりまして、基金総額５，７７６万６，１９９円、内訳といたしまして、現金

または預金が１，３９２万３，４６５円、貸付は６２人に対し、４，３８４万２，

７３４円となっております。 

以上、大空町奨学基金運用状況調書について説明をさせていただきました。ご審
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議くださいますようよろしくお願いし申し上げます。 

 

◇委 員 長 次に財産に関する調書の説明を求めます。南部総務課長。 

 

◇総務課長 それでは、皆さんお手元に財産に関する調書を御用意いただきます。１

ページ目でございます。１、公有財産でございます。決算年度中に増減があった 

主な要因について、説明いたします。 

（１）土地及び建物の土地についてです。行政財産の公共用財産の公園、１万５，

７９０平方メートルの減少につきましては、河川防災センター用地売り払い及び認

定こども園整備に伴い、普通財産のその他の施設へ用途変更したことによるもので

ございます。 

公衆用道路２，７９９平方メートル減少は、主に開陽中央線の旧道用地及び河川

防災センターの用地売り払い等に伴う用途変更による減でございます。一部公園団

地造成に伴って増えたところもございますが、主に開陽中央線の旧道及び河川防災

センターの用地売り払いに係るものでございます。 

その他の施設３９２平方メートルの減少は、認定こども園整備に伴い、普通財産

のその他の施設へ用途変更したことによるものでございます。 

その下になりますが、普通財産の原野９９１平方メートルの増加は、女満別運動

公園隣接地を購入したことによる増でございます。 

宅地１万２，１６５平方メートルの減少につきましては、定住団地分譲地、金融

機関店舗用地及び歯科診療所等の用地売り払いによるものです。 

その他の施設１万２，４１１平方メートルの増加は、主に認定こども園整備に伴

う用途変更によるものでございます。 

土地の合計は１万７，７４４平方メートル減少し、決算年度末現在高は３，０２

９万３，５０４平方メートルとなっております。 

建物の木造について説明をいたします。２ページに建物を掲載してございます。

まず建物木造につきまして、行政財産の公共用財産のその他の施設２９７平方メー

トルの増加は、東藻琴児童クラブ整備によるものでございます。 

その下になります普通財産のその他の施設５５８平方メートルの減少は、教員住

宅３戸及び女満別地区にあります元院長住宅の解体による減でございます。 

木造の合計は２６１平方メートル減少し、決算年度末現在高は２万２，０８２平

方メートルとなっています。 

続きまして、そのとなり非木造につきましてご説明いたします。行政財産の公共

用財産の学校、５１４平方メートルの減少は東藻琴小学校旧体育館の解体による減

少です。 

下になりますが、同じくその他の施設の１３６平方メートルの減少は、山園ふる

さとセンター、保育園、保管庫、渡り廊下の解体による減でございます。 

さらにその下の普通財産その他の施設１４平方メートルの減少は、教員住宅に附

属している物置３棟の解体によるものです。 

非木造合計は６６４平方メートル減少し、決算年度末現在高は１２万８，１６ 

１平方メートルとなっております。 

建物合計としまして全体では９２５平方メートル減少し、決算年度末現在高は１
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５万２４３平方メートルとなっております。 

３ページをお願いします。（２）山林についてです。山林の面積の区分の所有７

７万８，４００平方メートルの増加は、分収林から普通林に区分変更したことによ

るものです。 

区分、分収の７２万４，６４８平方メートルの減少は、普通林への区分変更と国

有分収林の契約面積の修正等により減少したものでございます。 

合計は５万３，７５２平方メートル増加し、決算年度末現在高は１，７２８万４，

８４８平方メートルとなっております。 

立木の推定蓄積量につきまして、右側の表でございますが、区分の立木の決算年

度中の増減高９，８７９立方メートルの増加は間伐、皆伐、また成長による増加の

ほか、分収林からの区分変更による増となっております。 

分収林は普通林への区分変更により大幅に面積が減りましたが、成長による増と

あわせて、国の森林調査簿推計見直しなどにより、３，０５６立方メートルの増加

となっております。全体では、１万２，９３５立方メートル増加し、決算年度末現

在高は３７万４，７６４立方メートルとなっております。 

飛びまして４ページ、（５）無体財産権、これにつきましては増減がなく、決算

年度残高は著作権の１件となってございます。 

その下（６）有価証券につきまして、地方債証券、決算年度中増減額につきまし

て２億円の増。国債証券８，４３８万１，０００円の増。地方公共団体金融機構債

権１億円の増、合計３億８，４３８万１，０００円の増加は、公金の効率的な資金

運用のため、減債基金及び地域振興基金の一部を有価証券へ移行、運用を開始した

ことによるもので、合計は７億５，１９６万８，０００円となってございます。 

続いて５ページになります。２の物品でございます。この件につきましては昨年、

物品の区分また名称の統一性がされておらず、分かりにくいとのご意見をいただき

たところでございます。その後、物品区分名の統一、また地方自治法に則った様式

に改めたこと。また様式の中で、どこが所管しているのか分からないというお声も

ありましたので、所管課グループ名を追加記載することとし、さらに物品の再精査

を行ったところでございます。物品につきましては、決算年度中増減のあったもの

を中心に御説明をさせていただきます。 

一つ目、まず女満別から行います。中段にございます、絵画１５点と掛軸１点の

減につきましては取得時の評価額が５０万円未満であったため、また、パソコンサ

ーバー１８台の減につきましては経年劣化による廃棄、スキャナー２台の減につき

ましては、取得価格が５０万円未満だったため減としております。 

続きまして６ページ、ネットワークスイッチ１台、２段下のページプリンター１

台、中段にありますラック２台、連続ＯＣＲ１台の減につきましても経年劣化によ

る廃棄でございます。その下にございます書、２点の減は取得時評価額が５０万円

未満であったため削除しているところでございます。その下、ＡＤＳＬモデム１台

からメガデータネッツルーター２式までの減につきましては、いずれも取得価格が

５０万円未満であったため減としているところであります。 

次に７ページでございます。４行目のファイヤーウォール装置１台減は経年劣化

による廃棄、下段下から五つ目、発泡スチロール減容機の１台の追加はリサイクル

センターの作業機械として購入したことによる増です。 
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続いて８ページ、上から３行目の障害者福祉利用者管理システムソフトウェア一

式減は女満別地区から東藻琴地区への変更によるものでございます。五つ下にあり

ます地域包括支援センターシステム一式減はシステムの更新に伴い廃棄したもの、

その下の小型乗用１台増及び１台減につきましては乗用車の更新により購入、売り

払いしたもの、その６段下にあります森林所有者情報活用推進事業システム一式増

は林地台帳管理のため購入して増となったものでございます。 

続いて９ページでございます。上から６行目のブームスプリンクラー一式減は再

精査により錯誤と判明したことによる減でございます。基本制御機構１組減は取得

価格が５０万円未満のため、アクセスルーター１組増及びガスオーブン１台増また

１台減はメルヘンカルチャーセンターの機器の購入、更新による増及び廃棄による

ものでございます。 

続きまして、１ページ飛びまして１１ページをお開き願います。ミーティングテ

ーブル１台増及びラック１台増につきましては当調書への登載漏れによる増となっ

ております。 

続いて１２ページ、クローラー式トラクター１台増につきましては効率的農業体

系構築事業により購入した増でございます。中段にあります水中モーターポンプ１

台減、その四つ下のエアーコンプレッサー１台減は取得価格が５０万円未満だった

ため、また、その四つ下、サイトスライドアングリングプラウ１台減は経年劣化に

よる廃棄、除雪トラック１台増は機械の購入によるもの、ロータリーの１台増は当

調書への登載漏れがあったため追加しているものでございます。その下のスノーバ

ケット１台は経年劣化により廃棄したことによるものでございます。  

続いて１３ページになります。１３ページ中段にあります授業支援システム一式

減は新しいシステムを導入したことによるもの、下段のスクールバス１台減は処分

手続をしておりましたけれども、調書からの削除が漏れていたことによる減でござ

います。 

１４ページ、上段にあります乗用芝刈機、１台増及び中段にあります冷蔵庫１台

増はこの調書への搭載が漏れていたことによる増、また、下段のＡＶセレクター一

式減は取得価格が５０万円未満だったため削除しているものでございます。  

続きまして１６ページをお開き願います。上から四つ目、ガス式丸形フライヤー

１台減は経年劣化による廃棄、中段の軽乗用１台増は新規購入によるもの、下から

４段目にあります食缶消毒保管庫１台減は経年劣化により廃棄したことによる減で

ございます。 

１７ページをお開き願います。ジャングルジム一式減は取得価格が５０万円未満

だったため、調書から除くものでございます。 

次に１８ページ、東藻琴地区でございます。下段の航空写真の増につきましては、

この調書に登載するものが漏れていたことによる増でございます。 

続いて１９ページ下段下からから６段目にありますが、包装機１台増及び１，０

００リットルメカニカルチーズバット１台増は、ひがしもこと乳酪館のチーズ製造

用機器として購入して増えているものでございます。 

続いて２０ページ中段よりやや上になりますが、急速凍結庫１台増、１台減は、

東藻琴農業振興センターの調理機器の更新により購入廃棄したもの。その下段、下

から７段目、草刈装置２台は経年劣化により廃棄したものでございます。 
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続きまして、２１ページ中段やや下ぐらいにありますが、塵芥収集車１台増は更

新による購入による増でございます。古い車両につきましては、今年度廃棄するこ

とから１台増となっているところであります。その下、小型貨物１台増、１台減に

つきましては、日赤車が寄贈されたことにより更新廃棄したものでございます。 

続いて２２ページになります。上から４行目の心電計１台減、これにつきまして

は経年劣化による廃棄、そのページの下から５段目にあります電子内視鏡一式増は

東藻琴診療所の設備として購入したものでございます。 

続いて２３ページになります。１番上にあります障害者福祉利用者管理システム

ソフトウェア一式増は、先ほど女満別地区でもご説明しましたシステムを東藻琴地

区に変更したため増えたものでございます。小型乗用１台増、１台減は乗用車の更

新により購入、売り払いしているものでございます。デジタル・グランドピアノ１

台、これは東藻琴小学校用として購入したもの、その三つ下にありますカーテン２

式につきましては、取得価格が５０万円未満だったため除くものでございます。中

段のスクールバス２台減は処分手続をしていたところでございましたが、この調書

からの削除をし忘れたことにより今回除くものでございます。 

２４ページ。乗用芝刈機１台増は、ふれあいパーク用として購入し、中段の石油

ＦＦ式温風大型暖房機２台は、すぱーく東藻琴の暖房用として購入したことによる

増でございます。スクーター１台は車両管理台帳に登載済みでしたが、当調書への

登載漏れがあったことによる増、普通乗用車１台減は更新による売り払い、パーソ

ナルコンピュータ１台減は取得価格が５０万円未満であったことから、この調書か

ら除くものでございます。 

続きまして２５ページでございます。洗米器１台増は給食センター調理用機器と

して購入したものでございます。下段にあります下から二つ目の農場用ユニットハ

ウス１台増は、東藻琴高等学校の実習農場用として購入したものでございます。 

２６ページになります。スタッファ１台増、１台減はソーセージの加工用機器と

して更新廃棄したことによるもの。中段にありますパルパーフィニッシャー１台増

はトマトジュース用加工機器として購入したものでございます。その２段下になり

ます冷凍冷蔵庫１台減は、経年劣化による廃棄。その２段下給湯ボイラー１台増は

東藻琴高校用として調書に登載漏れがあったことから追加するものでございます。 

続きまして２８ページでございます。３の債権となります。町民税特別徴収分の

２９年度分、前年度末現在高２，５１８万２，０００円で、決算年度中増減高２，

５１８万２，０００円の減少、決算年度末現在高はないということなってございま

す。 

その下の町民税特別徴収分の３０年度分についてで、ございます。１，３７５件

分として２，５９４万円増加し、決算年度末現在高に計上しているところでありま

す。 

続いて、高齢者住宅整備資金貸付金１件、３７万円の残高に対し、３万６，００

０円の償還があり、決算年度末現在高３３万４，０００円となっております。 

その下、公共下水道受益者負担金等につきましては、１億２，６６７万６，００

０円の残高に対し、５３万円の収入があり、決算年度末現在高は１億２，６１４万

６，０００円となっております。 

北海道市町村備荒資金組合納付金は、普通納付金で１億３，２６８万円の残高と
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なり配分金が１３２万７，０００円あり、決算年度末現在高は１億３，４００万７，

０００円となっております。また、超過納付金は、１億６，９４２万７，０００円

の残高となっており、配分金、消防デジタル無線整備に係る起債償還財源として支

消しており、差し引き６４５万３，０００円の減少で、決算年度末現在高は１億６，

２９７万４，０００円となっています。納付金全体では５１２万６，０００円減少

し、決算年度末現在高は２億９，６９８万１，０００円となっております。 

続いて４、基金でございます。本年３月３１日現在、決算年度末現在高における

年度中の増減について説明をいたします。 

（１）大空町財政調整基金は、新規積み立て及び財源充当のため取り崩しにより

減少となってございます。 

（２）大空町地域福祉・医療基金は新規積み立てによる増加となってございます。 

（３）大空町奨学基金は、貸付金は年度内貸付実行及び返還により減少となって

おります。現金は貸付金の返還により増加しているところであります。 

（４）北海道東藻琴高等学校教育振興基金は、新規積み立てにより増加となって

ございます。 

続いて２９ページになります。（５）大空町国民健康保険事業基金は利子等の積

み立てにより増加となっております。 

（６）大空町公共施設等整備基金は、新規積み立て等により増加となっていると

ころです。 

（７）大空町減債基金は、４ページの有価証券でも説明したとおり、公金の効率

的な資金運用のため現金から債券へ移行、運用に取り組むことで、有価証券８，４

４５万円の増加、現金につきましては８，１３４万６，０００円の減少となってお

ります。 

（８）大空町介護保険基金は、新規等の積み立てにより増加となっております。 

（９）網走湖環境改善対策基金は、利子積立による増加となっております。 

（１０）大空町地域振興基金は、４ページの有価証券でも御説明したとおり、公

金の効率的な資金運用のため現金から債券への移行、運用に取り組むことで有価証

券３億円の増加、現金３億円の減少のほか、総合戦略事業等で７，４３８万３，０

００円を取り崩したことに伴い、３億７，１３８万３，０００円の減少となってお

ります。 

続いて２０ページでございます。（１１）大空町学校教育施設建設基金につきま

しては、５，９２２万８，０００円の減少となってございます。 

（１２）大空町国営美女地区かんがい排水事業基金は利子の積み立てによる増加

となっております。 

（１３）大空町子ども未来づくり教育基金は、幼稚園、小中学校等の管理運営等

に充てるため取り崩し及び新規積み立てにより２，６９１万６，０００円の増加と

なっているところでございます。 

以上でございます。 

 

◇委 員 長 次に主要な施策の成果を説明する書類の説明を省略し、各会計歳入歳出

決算資料について説明を求めます。南部総務課長。 
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◇総務課長 それではお手元に既にお配りしております、各会計歳入歳出決算資料の

用意をお願い致します。各会計歳入歳出決算資料について、主なものにつきまして

ご説明を申し上げます。 

まず４ページ、５ページを開いていただきたいと思います。若干字が小さくて見

づらいかと思いますが、御容赦願います。４ページから５ページにかけて繰越事業

決算関係を掲載してございます。２９年度から３０年度に繰り越した事業の科目別

決算内訳でございます。国の経済対策に伴う補正予算等によるもので、一般会計に

おいて予算総額３億９，７６６万２，０００円の繰越明許をしてございます。事業

の内容につきましては、先ほどの決算の歳入歳出で説明したとおりですので省略さ

せていただきます。 

続いて６ページをお開き願います。決算収支の状況につきまして、この表につき

ましては、一般会計の決算収支が黒字か赤字かを表わすものでございます。平成３

０年度は、歳入歳出を単純に差し引いた額、表でいきますと（Ｃ）欄になりますが、

（Ｃ）欄１億２，４４８万４，０００円、繰越明許に係る翌年度に繰り越すべき財

源（Ｄ）欄が、２１２万１，０００円。実質収支（Ｅ）欄になります、これは１億

２，２３６万３，０００円となり黒字となっております。また、単年度収支（Ｆ）

欄でございますが、実質収支における前年度との差で３，６４３万３，０００円の

黒字。さらに右の欄になります実質単年度収支（Ｊ）欄になりますが、歳入と歳出

の中で財政調整基金に積み立てする地方債を繰り上げ償還するといった黒字要素や

財政調整基金の取り崩しを行うといった赤字要素を加えた場合に、単年度の収支が

実質的にどうなっているかを見るものでございまして、３０年度は財政調整調整基

金の積み立て（Ｇ）欄が３３６万５，０００円ありますが、積立金取り崩し額（Ｉ）

欄１億７２７万７，０００円と財政調整基金を取り崩していることから６，７４７

万９，０００円の赤字となってございます。 

続きまして、１１ページをお開き願います。１１ページの性質別経費の状況につ

きましては、歳出の性質別経費の内訳を示したものでございまして、特に財政の健

全性を示す経常収支比率について記載されています。この表の右から２列目の経常

収支比率の欄の中段、ちょっと見づらいかもしれませんが、中段に９２．３％とご

ざいます。これが３０年度の経常収支比率でございます。前年度と比較しますと４．

８％増加しているところとなっております。この要因としましては、地方交付税と

臨時財政対策債で約１億９，０００万円減少したことなどが影響してございまして、

市町村の健全ラインである７５％を超えているということから、財政の硬直化が継

続している状況にあると言えます。 

続きまして、１４ページをお開き願います。基金の状況についてです。これはあ

くまでも一般会計に属するものでございます。財産に関する調書は３月３１日現在

の基金に関するもので御説明を差し上げましたが、この資料は出納整理期間中に取

り崩したものや積み立てしたものも含んでいる金額となっております。区分の歳出

決算額（Ｂ）欄になります。この（Ｂ）欄は積立額となっており、財政調整基金は、

新規積み立てと利子分で３３６万５，０００円、減債基金は債券運用と利子分で１

９７万２，０００円。その他特定目的基金は新規積み立てと利子分で１億８，０６

０万１，０００円となり、主に公共施設等整備基金に約１億４，３００万円、子ど

も未来づくり教育基金に約２，８００万円の積み立てによるものです。また取り崩
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し欄（Ｃ）欄になりますが、これは財政調整基金で、１億７２７万７，０００円を

取り崩し、その他特定目的基金の２億９，０３５万２，０００円につきましては、

主に総合戦略事業等で地域振興基金を約７，４００万、合同納骨塚整備、ＬＥＤ街

路灯整備等で公共施設等整備基金を約８，３００万円、認定こども園整備事業で学

校教育施設建設基金を約４，３００万円、小学校のタブレット端末導入等で子ども

未来づくり教育基金を約８，４００万円取り崩したことによるものでございます。 

続きまして、１５ページをお開き願います。Ａ３になっておりますので、広げて

見ていただきたいと思います。この表も大変細かくて見づらいというふうになって

ございますが、御容赦願います。この１５ページにつきましては、地方債の現在高

の状況を示してございます。この状況について説明を申し上げますが、この表の左

側の１例目の区分欄に地方債の名称、それから、左から４列目になります。ここに、

平成３０年度の地方債の発行額が記載されております。 

主な一般会計の発行額につきましては、上から１５行目にあります、６、教育福

祉施設等整備事業債の（１）学校教育施設等整備事業債、これにつきましては、女

満別中学校大規模改修事業に２億３，８４０万円を借り入れをしているところでご

ざいます。 

２１行目、７、一般単独事業債の６段下になります旧合併特例債事業債は、東藻

琴総合支所整備事業に２，３２０万円を借り入れしているものでございます。  

中段の下６０行目になりますが、旧過疎対策事業債、これにつきましては、東藻

琴児童クラブ整備事業、広域穀類乾燥調製貯蔵施設整備事業、農業基盤整備、道路

橋梁整備、地域医療確保対策事業などに計４億７，３４０万円の借り入れを行って

おります。 

７９行目２４の臨時財政対策債は１億９，２２９万２，０００円を借り入れてお

りまして、地方債の借り入れ合計につきましては、９億３，００９万２，０００円

となっているところでございます。 

平成３０年度の元金償還額は４列目、合計で１１億９，４７０万円を償還してご

ざいます。平成３０年度末の地方債償還高につきましては、右からの５列目、下か

ら３行目、合計で１５１億５，４４９万３，０００円となっておりまして、前年度

より約２億６，４６０万円減少しているところでございます。 

続きまして、３０ページをお開き願いたいと思います。一般会計貸借対照表、財

務書類の４表ということなってございますが、この表につきましては、昨年もご説

明を申し上げていますように、２８年度決算から国の要請を受け、国が定める統一

的な基準に基づいた書式により作成しているものでございます。一般会計貸借対照

表につきましては、資産の状況とその資産を形成するために財源がどのように調達

されているかを明らかにする書類となっており、左側の資産は町が保有する土地や

建物、将来に引き継ぐ社会資本や基金、また、将来現金化が可能な財産を示し、右

側の負債は資産を形成するために財源とした町債、将来世代が負担するもの、それ

から純資産はこれまでの世代の負担や国道が負担した将来返済しなくて良いものを

示しているものでございます。 

まず資産の部でございます。固定資産の（１）有形固定資産、①の事業用資産は、

②インフラ資産と③物品を除く資産で２４７億６８７万９，０００円。②のインフ

ラ資産は道路、公園、橋梁に係る試算で１０４億５９０万２，０００円。③の物品
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は取得５０万円以上の物品で２５億３，１８９万６，０００円を計上し、有形固定

資産の合計は３５５億５，６４９万１，０００円となっております。 

（２）無形固定資産は、①のソフトウェアのみで、本町におきましては、総合行

政情報システム等のソフトウェア５，３１５万５，０００円を計上しております。 

（３）投資その他の資産、①投資及び出資金の有価証券８，４００万円の増は、

⑤の基金の減債基金を債券運用したことによるものでございます。③の長期延滞債

権は、過年度の税等の滞納繰越分を、④長期貸付金は高齢者住宅貸付金の元金を、

⑤基金は減債基金、その他にはその他特定目的基金を、さらに退職手当組合積立金

で合わせて４０億８，３４４万円を計上し、⑦の徴収不能引当金は町税における過

去５年間の不納欠損の実績から平均の率を乗じ試算したもので、マイナス２５３万

８，０００円を計上しております。 

投資その他の資産の合計は４６億５，８９０万円となり、固定資産合計は４０２

億６，８５４万６，０００円となっています。 

２の流動資産の（１）現金預金、①資金は繰越金、②は歳計外現金と歳計現金の

公営住宅の敷金を計上し、あわせて１億５，７８６万５，０００円を計上しており

ます。（２）の未収金は２９年度分の地方税や使用料等の滞納額を、（５）棚卸資

産は売却可能な資産である分譲宅地を計上し、流動資産の合計額は１４億９，２６

８万１，０００円となっております。 

資産の合計は、総合計につきましては、４１７億６，１２２万７，０００円とな

っております。 

次に右側の欄、負債の部でございます。１、固定負債は通年にわたって償還や負

担をしていくもので、（１）地方債等は令和２年度以降に償還する地方債の額を、

（２）長期未払金は、債務負担行為で確定している令和２年度以降の負担額を、（３）

退職手当引当金は、全職員が年度末に退職した場合の額を、(５)その他は、債務負

担行為で確定しているもののうち、リース資産に係るもので令和２年度以降のＬＥ

Ｄ街路灯照明借上料を計上しておりまして、固定負債の合計は１５１億６，２３８

万７，０００円となっております。 

その下の２、流動負債につきましては、短期の地方債の償還金などを計上してお

ります。（１）１年以内償還予定地方債等につきましては、令和元年度分の地方債

の償還額を、（２）未払金は債務負担行為で確定している令和元年度の負担額を、

（６）賞与等引当金は翌年度の６月に見込まれる議員特別職、一般職の期末勤勉手

当の額を、（７）預り金は歳計外現金の公営住宅敷金などを計上、（８）その他は

債務負担行為で確定しているもののうち令和元年度のＬＥＤ街路灯照明借上料を計

上し、流動負債合計は１３億２，９５４万２，０００円となり、負債合計は１６４

億９，１９３万円となっております。 

次に純資産の部でございます。資産合計から負債合計を差し引いた額でございま

して、1、固定資産等形成分は資産形成のために充当した資源の蓄積の額を、２、余

剰分は費消可能な資源の蓄積の額を計上し、純資産合計は２５２億６，９２９万７，

０００円となっております。この表からこれまで４１７億６，１００万円の資産を

形成し、そのうち、これまでの世代が負担し、支払いが済んでいる純資産が２５２

億６，９００万円、将来の世代が負担する負債が１６４億９，２００万円となって

いるということが読み取れます。 
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地方債のうち、地方債残高は１の(１)と２の(２)を合わせて１５１億５，４００

万円ですが、そのうち１００億７，３００万円が交付税等の特定財源として見込め

るものでございます。これをそれぞれ町民１人当たりに換算しますと、資産につき

ましては１人当たり５８３万円、純資産は３５３万円、負債は２３０万円、地方債

残高は２１１万円となっております。 

続きまして３１ページの行政コスト計算書の説明をさせていただきます。この行

政コスト計算書は１年間の行政運営を行う中で、福祉活動やごみ収集に係る経費な

ど資産形成につながらない人件費や物件費などのコストを表したものです。企業等

などでいえば損益計算書に当たるものですが、地方公共団体では、損益を見ること

が目的ではないということから、行政サービスのために要したコストを明らかにす

るというための表でございます。 

１、経常費用は人件費、物件費などの行政サービスの要する費用で、（１）業務

費用の①人件費は職員の給与や議員報酬、賞与引当繰入金など１２億２，１２８万

９，０００円を計上、②物件費等は消耗品費や委託料、維持補修費、減価償却費な

ど３３億４，８５４万円を計上、③その他の業務費用は、町債の償還利子や過年度

の償還金、返還金など９，２８７万４，０００円を計上し、業務費用合計は４６億

６，２７０万３，０００円となっております。 

（２）の移転費用は、負担金や補助金、扶助費、他会計への繰出金などを計上し

ており、合計２５億５，０３２万６，０００円となっております。 

１、経常費用の合計は、７２億１，３０３万円となっております。 

２の経常収益は、使用料や手数料、財産収入、雑入などを計上し、合計３億９，

０６２万円となっています。 

３、臨時損失です。（１）災害復旧事業費は、災害復旧事業に要した費用、（２）

の資産除売却損は資産を処分した際の損失費用を計上し、合計４，３２１万４，０

００円となっています。 

４、臨時利益は、資産を処分した際の利益を計上し、４８３万３，０００円とな

っております。 

１、経常費用と３、臨時損失の合計から、２、経常収益と４、臨時利益を差し引

いたのが純行政コストとなり、純行政コストは６８億６，０７９万１，０００円と

なっております。 

経常費用のうち最も多いものは、各種団体への補助金で２４．６％を占め、次い

で物件費の２２．７％となっております。また、純行政コストを町民１人当たりに

換算しますと９６万円となっているところであります。 

下段の純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産が１年間でどのように変動した

かを表わしたものでございます。純行政コストは、上段の行政コスト計算書で算出

された額がマイナス表示となります。 

１、財源につきまして、純行政コストを賄うための財源で（１）税収等は、町税

や地方交付税等を計上、（２）国県等補助金は国庫・道支出金でございます。財源

合計は６３億９，４３４万円となっております。その下にあります本年度差額につ

きましては、１の財源から、純行政コストを差し引いた額で税や補助金等の財源で

賄えなかったことから、マイナス４億６，６４５万円となっております。 

２、固定資産等の変動は、有形固定資産、貸付金、基金など純資産内部の増減額
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を表し、固定資産等形成分と余剰分は絶対値が同じとなり、符号が逆転した額とな

ります。固定資産等形成分合計はマイナス７億２，０８６万２，０００円となり、

余剰分は逆にプラスの同額となるところでございます。 

３、資産評価差額につきましては、固定資産や金融資産の評価差額が発生した場

合に計上するもので３０年は発生しておりません。 

４、無償所管換等は無償で譲渡または取得した固定資産の評価額を表し２１７円

となってございます。 

本年度純資産変動額は、マイナスの４億６，６４５万１，０００円で本年度末純

資産残高は２５２億６，９２９万７，０００円となっております。 

３２ページをお開き願います。資金収支計算書につきましては、１年間の資金の

流れを三つの区分で表したものでございまして、業務活動収支は行政サービスを行

う中で、毎年度継続的に収入・支出されるもの、中段の投資活動収支は土地、建物、

道路などの社会資本や基金などの収支、下段の財務活動収支は、町債の借り入れ償

還などの収支となります。業務活動収支の１、業務支出は人件費や物件費、補助金、

扶助費など、５７億６，５５４万６，０００円、２、業務収入は町税や業務支出の

財源となる国、道補助金、使用料などで６５億１，６８４万円、３、臨時支出は災

害復旧事業債など４，２８５万４，０００円、４、臨時収入は臨時的な収入でござ

いますが、今年度はなしということになっております。業務活動の収支になります

と７億８４４万円となっております。 

続きまして、投資活動収支の１、投資活動支出は公共施設等の整備費、基金の積

み立てなどでございまして、１２億１，１８８万３，０００円、２、投資活動収入

は、投資活動支出の財源となる国、道補助金、基金の取り崩し、資産の売却などで

７億８，８０６万２，０００円、投資活動の収支は、マイナス４億２，３８２万円

１，０００円となっております。 

財務活動収支の１、財務活動支出は町債の償還１１億９，４７０万円、２、財務

活動収入は、町債の発行など９億３，００９万２，０００円となり、財務活動収支

はマイナス２億６，４６０万８，０００円となっております。その下になります本

年度資金収支額は２，００１万１，０００円、前年度末基金残高は１億４４７万３，

０００円、今年度末資金残高は１億２，４４８万４，０００円となっております。 

その下の本年度末歳計外現金残高が３，３３８万円、本年度末現金預金残高は１

億５，７８６万４，０００円となっております。 

現在の行政サービスに係る費用が、当該年度の町税などで賄われているのか将来

の世代に先送りをしているのかを示す、基礎的財政収支プライマリーバランスにつ

きましては、業務活動収支、投資活動収支、前年度末資金残高の合計で算出されま

す。その合計が３億８，９０９万２，０００円となっております。 

さらに３３から３５ページにつきましては、国の要請により、町の一般会計財務

書類と連結対象となります７つの特別会計と、財政的にかかわりの深い団体の会計

の財務書類を合計し、財務書類を作成しております。作成の方法は一般会計と同じ

考えで作成しているところでございます。 

対象となる団体につきましては、加入する一部事務組合と広域連合、地方独立行

政法人、地方３公社、出資比率５０％を超える第三セクター等とされており、平成

３０年度決算では、一般財団めまんべつ産業開発公社、株式会社東藻琴芝桜公園管
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理公社と連結して作成をしております。その他の一部事務組合と広域連合では、財

務書類ができていないため連結とはなっていない状況にあります。 

連結の債務処理を作成する意義につきましては、自治体によっては財政的な係り

が深い団体の赤字や負債に対して、損失補償や補填を継続的に行っている場合があ

り、一般会計の財務書類だけではその潜在的な負債は見にくいところがあるという

ことから、この書類をつくられているものであります。皆さんも御存じだと思いま

すが、過去に財政破綻に至った自治体においては、自らだけの会計でなく、債務補

償や損失補償を行っていた団体等の多額の負債を抱えたため、債務超過となってい

たことが後で判明しているというようなこともあるかと思います。これを契機に、

国は自治体のストック情報や連結した財務書類の必要性を認識し、新たな統一基準

に基づく資料の作成へと変わってきているところでございます。  

この表を見ていく最大のポイントとしましては、連結した結果、債務超過に陥っ

ていないかどうかを判断するところではないかというふうに思っておりますし、３

３ページの貸借対照表を見ますと、資産合計に占める負債の割合は３８．９％、一

般会計で見ますと３９．５％となっておりますので、大きな差はありませんが、こ

れが１００％を超えるとなれば、債務超過となり、自治体の運営が出来なくなると

いうふうに思われます。 

以上、財務書類に関して説明をいたしました。今後、私どもの自治体や他の自治

体との比較が容易になるかと思います。これから安定した財政運営に努めてまいる

様、この書類について今後検討を深めていきたいというふうに思っております。以

上で説明終わります。 

 

◇委 員 長 次に監査委員から決算審査意見書について説明を求めます。 

近藤代表監査委員。 

 

◇代表監査委員 平成３０年度大空町一般会計及び７特別会計決算審査の結果につき

まして概要を説明申し上げます。 

決算審査につきましては、地方自治法第２３３条の規定に基づき、それぞれの会

計に関する審査を行い、その結果につきましては、お手元に配付の審査意見書のと

おりでありますが、意見書の概要について御説明申し上げます。 

審査の対象は、平成３０年度の大空町一般会計歳入歳出決算、大空町国民健康保

険事業特別会計歳入歳出決算、大空町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、大空

町介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算、大空町介護サービス事業勘定特別会計

歳入歳出決算、大空町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算、大空町下水道事業特別

会計歳入歳出決算、大空町個別排水処理事業特別会計歳入歳出決算、大空町基金運

用状況調書、また付属書類として、大空町各会計歳入歳出決算事項別明細書、実質

収支に関する調書、財産に関する調書であります。 

審査の期間は、令和元年８月６日から８月２７日まで松岡監査委員とともに審査

を行いました。 

審査の内容は、審査に付された平成３０年度の各会計歳入歳出決算書及び事項別

明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書並びに基金の運用状況調書等に

ついて、関係法令に準拠して作成されているかどうかを確認し、計数の正確性を検
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証するため、関係諸帳簿その他証書類との照合等、通常実施すべき審査、並びに必

要と認めたその他の審査を実施いたしました。 

決算審査意見書に記載された数値については、財政状況調査等の調査がある場合

にはその数値に基づき、１，０００円単位で記載し、調査が無い場合には１，００

０円未満を四捨五入して記載してあるため、実際の割合と異なる場合があります。

また、構成比率についても合計額は１００％とならない場合がありますので御理解

願います。 

審査の結果及び意見。審査に付された一般会計、各特別会計決算書及び付属書類

等は法令の規定により調整されており、表示された計数は、関係諸帳簿及び証拠書

類等により照合の結果、正確であり、予算の執行についても適正に処理されている

ことと認められました。 

平成３０年度の一般会計歳入歳出決算の状況を見ると、歳入は８３億３，９４６

万７，０００円、歳出は８２億１，４９８万３，０００円で、２９年度に比べ歳入

は４７．７％、７６億１，７０３万６，０００円の減、歳出は４８．２％、７６億

３，７０４万７，０００円の減となっており、形式収支は１億２，４４８万４，０

００円の黒字、翌年度に繰り越す財源を差し引いた実質収支は１億２，２３６万３，

０００円、前年度実質収支額の８，５９３万円を差し引いた単年度収支額も３，６

４３万３，０００円と、いずれも黒字であります。 

なお、昨年度は広域穀類乾燥調製貯蔵施設整備事業があったため、以後に述べる

対前年比較における増減比率や額、歳入歳出総額に対する各項目の割合は、単純な

例年比較とはならないことに留意する必要があります。 

歳入では、歳入全体の１２．２％を占める町税は１０億１，７０２万９，０００

円で、２９年度の１０億６６６万３，０００円に比し１％、１，０３６万６，００

０円の増となっており、主に町民税及び軽自動車税が増加し、固定資産税及び町た

ばこ税が減少しています。 

一般会計の歳入全体の４２．５％を占める地方交付税は３５億４，５７１万６，

０００円で、２９年度の３７億２，５２８万７，０００円に比し４．８％、１億７，

９５７万１，０００円の減、３０年度に借り入れた町債は９億３，００９万２，０

００円で、２９年度の５２億４，３６１万１，０００円に比し８２．３％、４３億

１，３５１万９，０００円の減となっています。 

また、国庫支出金と道支出金を合算した金額は１１億１，４８６万５，０００円

と２９年度の４５億８，４６９万５，０００円と比し７５．７％、３４億６，９８

３万円の減となっています。 

繰入金は３億９，７６２万９，０００円と２９年度の９，１３５万６，０００円

と比し３３５．３％、３億６２７万３，０００円の増となっており、財産収入は１

億４，３０５万円と２９年度の３，２０２万８，０００円と比し３４６．６％、１

億１，１０２万２，０００円の増となっています。 

財政調整基金は、３０年度の決算現在高において、３３６万５，０００円の積み

立てを行いましたが、１億７２７万７，０００円の取り崩しを行い、総額１３億１，

３６５万８，０００円となり、昨年度と比し１億３９１万２，０００円の減となり

ました。減債基金及びその他特定目的基金は、１億８，２５７万３，０００円の積

み立てを行いましたが、２億９，０３５万２，０００円の取り崩しを行い、１億７
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７７万９，０００円の減少となり、基金保有額は、減少しています。 

また、地方債の借入残高は減少傾向にありましたが、３０年度末では１５１億５，

４４９万３，０００円と２９年度決算に比し１．７％、２億６，４６０万８，００

０円の減となり、引き続き各会計歳入決算合算額を上回っています。 

平成３０年度の７特別会計歳入歳出決算の状況を見ると、歳入合計は２８億６２

万８，０００円、歳出合計は２７億５，０４３万２，０００円で、２９年度決算に

比し、歳入は９５．１％、１億４，５５５万７，０００円の減、歳出は９６．３％、

１億６９０万８，０００円の減となっており、７特別会計を合算した形式収支は５，

０１９万６，０００円、実質収支も同額の５，０１９万６，０００円と黒字であり

ますが、介護サービス事業勘定特別会計においては、２９万円の赤字収支額となっ

ています。歳入として見込んでいた介護予防サービス計画収入について不足額が生

じたことについては、出納整理期間中の収支不足の発見が遅れたことによるもので

あり、原因が注意不足であったことは否めないものであります。 

一般会計と特別会計とを合算した決算総額についても、歳入は１１１億４，００

９万５，０００円、歳出は１０９億６，５４１万５，０００円で、形式収支は１億

７，４６８万円、翌年度へ繰り越すべき財源の約１２万１，０００円を差し引いた

実質収支も１億７，２５５万９，０００円の黒字となっています。 

一般会計における財政構造を見ると、経常収支比率は２８年度が８４．８％、２

９年度が８７．５％、３０年度が９２．３％と依然として高い割合となっており、

経常的な支出の比率が高く、財政が硬直化していることを示しております。２９年

度が０．２４８、３０年度が０．２５６とわずかながら上昇はしているもののほぼ

横ばいで推移しております。 

実質公債費比率は１０．７％と前年度より０．４ポイント増加していますが、将

来負担比率については、２６年度以降は算出されておらず、計画的な行政運営によ

り健全化への成果は見られます。なお、これらの数値は歳入割合の多くを占めてい

る地方交付税の影響が大きいことから、今後も歳入の確保と将来を見据えた長期的

で計画的な財政運営が必要であると考えます。 

歳入構成を見ると、歳入全体に占める自主財源の割合が、２７．９％と２９年度

と比し、１５．５ポイント増加していますが、主な要因は繰入金及び財産収入の増

加であります。また、歳入全体に占める依存財源の割合は７２．１％と２９度と比

し５７％、７９億６，１５６万９，０００円減少していますが、主な要因は、道支

出金及び地方債の減少であります。 

歳出における性質別構成を見ると、義務的経費の割合が３４．９％と２９年度よ

り１７．１ポイント増加し、決算額については１．９％、５，３１６万６，０００

円増加しています。増加要因は人件費の増加によるものでありますが、公債費はほ

ぼ横ばいで、起債の計画的な借入償還が行われていることが見られます。  

歳出総額の中で、投資的経費の割合は１９．１％と前年度より４０．５ポイント、

７８億８，０９６万７，０００円減少しているものの、限られた財源の中で、引き

続き投資的事業の計画的な実施と事業の推進が図られているものであり、好転しな

い経済情勢の中で積極的に諸事の事業が実施されているものと判断されます。 

歳出は、審査を通じて平成３０年度も経費節減、効率的な事務執行、事業の見直

し等、様々な取り組みがなされ、適正に執行されたものと認められます。引き続き
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適切な予算編成に努めるとともに流用に際しては内容を精査し、流用で対応すべき

案件か否か適切な判断のもとに行っていただき、また、各種事業等の積算にあたっ

ては、事業内容を精査し更なるコスト削減に向けた取り組みに努めていただきたい

と考えます。 

なお、予算の適正な執行のため、庁内のチェック体制等の整備について引き続き

配慮願うものであります。 

平成３０年度の一般会計における町税収入は２９年度と比べ１％、１，０３６万

６，０００円増加しています。滞納額を含めた徴収率は９８．５％と昨年度より０．

４ポイント増加し、現年度分の徴収率については９９．９％となっており、滞納分

の徴収率が９ポイント増加した結果、収入未済額も４０９万５，０００円減少して

おり、徴収強化の成果が見られます。財源の確保と負担の公平化を図る観点から、

引き続き徴収強化を図るとともに、固定化する滞納者に対し法的な対策を講ずるな

ど、収入未済額のさらなる圧縮が必要であるとともに、滞納金の時効が中断するよ

うな手段も必要であると考えます。 

町内では、税の滞納と同時に公営住宅使用料や上下水道使用料などの公共料金も

滞納している事例が多く見受けられることから、関係各課と連携し庁内で組織して

いる収納率向上対策委員会等を活用し、共同徴収などにより徴収の強化を引き続き

図るとともに、特に悪質と判断される滞納者に対しては、関係条例等に基づき、上

水道の給水停止や公営住宅からの強制退去、差押え等の法的手段を含めた厳正な対

応を引き続き行い、滞納金額の解消が望まれるところであります。 

また、連帯保証人の提出がある債権については、未納が発生した場合には保証人

に対して速やかに通知するなど、未納額が高額とならないよう迅速な対策について

も引き続き取り組みを願うものであります。 

なお、滞納者の生活実態を把握し、滞納処分の停止、徴収停止等をしても、資力

の回復が望めない者、死亡しており相続人がいない者、他市町村に転出して居所不

明となっている者など、有効な徴収手段を執り得ない者については、大空町債権管

理条例に基づいて徴収停止処分又は不納欠損処分等を引き続き行うことが必要であ

ります。 

経済全体は穏やかな回復基調が続き、雇用情勢は改善しており、個人消費などの

内需は堅調に推移するものとみられていますが、依然として地方経済における所得

環境の改善は実感できず、人口の減少、地方交付税の減少等を考えると、一般財源

の大きな増収は見込めないと考えられます。これから想定される普通建設事業の実

施や各種事業による町債の発行に当たっては、長期的な視野に立った財政運営の確

保が引き続き望まれるものであります。 

以上のように、実質公債費比率、将来負担比率等の計数については、ほぼ横ばい

であり、長期計画に基づいた財政運営が行われていることと判断されますが、国の

財政出動の効果により事業の増加によるものの影響も多く、また、財源の多くを依

存する地方交付税は、人口減に加え、合併特例期間の段階的縮減により減少してい

ることから、国における地方財政計画を注視するとともに、長期的視野に立った計

画的な財政運営が必要であり、より一層の効率的、効果的な経費負担を図るととも

に、町民のニーズを把握し、求められる住民福祉の向上を図る事業の推進によって、

町民とともに健全な財政運営を維持することが必要であると考えるものであります。 



35 

 

次に決算の概要について、各会計の決算額のみ御説明をいたします。 

一般会計における予算現額８３億５，９０２万１，０００円に対して決算額、歳

入８３億３，９４６万７，０００円、歳出８２億１，４９８万３，０００円、差引

額１億２，４４８万４，０００円、形式収支１億２，４４８万４，０００円より翌

年度へ繰り越すべき財源２１２万１，０００円を差し引いた１億２，２３６万３，

０００円が、実質収支額であります。 

国民健康保険事業特別会計の予算現額１２億４，３９０万１，０００円に対し、

決算額は、歳入１２億５，２２０万２，０００円、歳出１２億３，６４３万３，０

００円、差引額１，５７６万９，０００円、翌年度へ繰り越すべき財源がないため、

同額が実質収支額であります。 

後期高齢者医療特別会計の予算現額１億１，３９８万９，０００円に対し、決算

額は歳入１億１，３４４万１，０００円、歳出１億１，３０３万６，０００円、差

引額４０万５，０００円、翌年度へ繰り越すべき財源がないため、同額が実質収支

額であります。 

介護保険事業勘定特別会計の予算現額７億６，８１９万８，０００円に対し、決

算額は歳入７億６，８３７万１，０００円、歳出７億４，２６０万５，０００円、

差引額２，５７６万６，０００円、翌年度へ繰り越すべき財源がないないため、同

額が実質収支額であります。 

介護サービス事業勘定特別会計の予算現額５５５万８，０００円に対し、決算額

は歳入５０８万５，０００円、歳出５３７万５，０００円、差引額マイナス２９万

円、翌年度へ繰り越すべき財源がないため、同額が実質収支額であります。   

簡易水道事業特別会計の予算現額２億９，５６２万円に対し、決算額は歳入２億

９，６６１万１，０００円。歳出２億９，１９１万９，０００円、差引額４６９万

２，０００円、翌年度へ繰り越すべき財源がないため、同額が実質収支額でありま

す。 

下水道特別会計の予算現額３億３，３９１万４，０００円に対し、決算額は歳入

３億３，５０９万２，０００円、歳出３億３，２１９万４，０００円、差引額２８

９万８，０００円、翌年度へ繰り越すべき財源がないため、同額が実質収支額であ

ります。 

個別排水処理事業特別会計の予算現額２，９６９万１，０００円に対し、決算額

は歳入２，９８２万６，０００円、歳出２，８８７万円、差し引き９５万６，００

０円、翌年度へ繰り越すべき財源がないため、同額が実質収支額であります。 

以上平成３０年度の大空町一般会計及び７特別会計にかかわる決算審査意見書の

説明とさせていただきます。 

 

◇委 員 長 これで大空町一般会計及び各特別会計の決算認定に関する説明は終わり

ました。ここで１０分間休憩します。 

 

（休憩 午後 ２時２５分） 

（再開 午後 ２時３５分） 

 

◇委 員 長 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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これから、大空町一般会計ほか各特別会計決算書及び関係書類並びに監査委員の

決算審査意見書に対する質疑を議題といたします。 

最初に一般会計のうち歳入の質疑を行います。質疑はありませんか。２番、三條

委員。 

 

◇三條委員 はい、２番。３点、お知らせいただきたいと思います。 

１６ページ、７款、ゴルフ場利用税交付金の内訳をお知らせいただきたい。 

２０ページ、１３款、保健衛生使用料、葬斎場の利用件数と課題があれば、お知

らせいただきたい。 

３６ページ、貸付金元利収入、高齢者住宅整備資金返還金。この返還金について、

いつ貸付けされたものなのか。経過等を含めて再度説明をお願いしたいと思います。 

以上３点について説明をお願いいたします。 

 

◇委 員 長  田中住民課長。 

 

◇住民課長  三條委員からの１点目の御質問。ゴルフ場利用税交付金の内訳について、

御説明させていただきます。 

初めにゴルフ場利用税交付金の関係です。これについては、ゴルフ場経営者が道

民税でありますゴルフ場利用税をプレー代と合わせて利用客から徴収の上、その１

０分の７がゴルフ場の所在する市町村へ交付されるものでございます。税率につき

ましては、整備状況に応じまして、１級から１１級までの等級に分けられておりま

す。 

本町のゴルフ場につきましては１１級に位置付けられまして、通常利用者が税金、

単価４００円。軽減利用者、こちらは６５歳から７０歳未満、また早朝などの利用

者なりますが、税額が２００円。免税となる方が１８歳未満と７０歳以上、それか

ら教育活動についても、非課税の利用者となっております。 

件数は、通常の税が賦課される方が１万１，４１９人。２００円の税額、減税さ

れている方が３０６人。減税の利用者が２，２７８人。あわせまして、平成３０年

度は１万４，００３人の利用となってございます。以上です。 

 

◇委 員 長  鈴木福祉課参事。 

 

◇福祉課参事 ３点目に御質問いただきました３６ページ、高齢者住宅整備資金返還金

についてでございます。 

この整備資金につきましては、高齢者と同居する世帯に対しまして、高齢者の住

居環境を改善するため、高齢者の専用居室等を増改築または改造するために必要な

経費の貸し付けを行う制度でございまして、貸し付けの限度額につきましては、２

０８万１，０００円以内とするということになってございました。 

この該当する方ですが、その限度額の２０８万１，０００円を平成４年に借りて

いるという状況でございます。先ほど来、決算説明の中でもあったと思いますが、

現在、少しずつ、３０年度中に元金を３万３，０００円ほど、利子を３，０００円

ほどということで、３万６，０００円ほどの償還がありまして、現在の残高としま
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しては、元金で３２万４，０００円、利子で１万円ほど、合計で３３万４，０００

円の残高となっている状況でございます。 

 

◇委 員 長  星加住民福祉課長。 

 

◇住民福祉課長  葬斎場の利用件数と今後の課題についてという御質問かと思います。

昨年につきましては８８件の利用実績があります。 

今後についての課題ですが、火葬炉の耐火レンガ等の経年劣化に伴っての損傷な

どが予想されますので、なるべく長期に利用できるよう早期の点検をしながら整備

を進めていく、また、そうならないような手段をとっていかなければならないこと

かということが課題になってるかと考えております。 

 

◇委 員 長  ２番、三條委員。 

 

◇三條委員  ２番。火葬場の利用が８８件ということで、町外等の利用というのはど

のくらいの件数があるのでしょうか。その辺もし分かれば。町民の方で網走のほう

を利用されている方もいるやに聞いているので、年間の死亡者数と比較したときに

どのくらいの数字になっているのか、もし分かれば。 

 

◇委 員 長  星加住民福祉課長。 

 

◇住民福祉課長  大変申し訳ないのですが手元に資料がないもので、何件というのが

言えないのですが、町外からの利用となるとそれほど多くはなく、数件ではなかっ

たかと押さえております。申し訳ありませんが、答弁とさせていただきたいと思い

ます。 

町外への利用ということかと思いますが、申し訳ありません。同じように資料が

手元にないのですが、網走それから美幌、北見での葬儀ということも町内の亡くな

った方がされているということも実際ありますので、件数があるということでしか、

この場では回答できないのですが、件数的なものは押さえていないので、申し訳あ

りませんがよろしくお願いしたいと思います。 

 

◇委 員 長  ２番、三條委員。 

 

◇三條委員  ２番。葬斎場については、網走市の葬斎場を作るときに大空町民も利用

できる広域型で設置をしたと聞いているので、その辺のこともあってお聞きしまし

た。その仕組みをもうちょっと詳しく、分かるのであれば教えていただきたい。 

 

◇委 員 長  山下町長。 

 

◇町    長  担当が承知していないようですので、私からお話を申し上げたいと思い

ます。 

網走市の葬斎場を作りますときに、網走市から働き掛けがありまして、私ども、
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さらにはたしか小清水町だったと思いますが、広域の施設として整備をしたい。そ

れは網走市の内情によるところが大きかったと思いますが、広域利用だということ

で財源確保されたように聞いてございます。 

そんなことから、通常、網走市の火葬場を使われるときには、市民と市民以外の

方ということで、料金が分けられているようですが、大空町、さらには小清水町の

町民については、網走市の市民と同じような料金体系で受け入れてくれていると承

知しているところでございます。 

そういった中で整備は進みましたが、実態といたしましては、網走市で葬儀場な

どを使って葬儀などを挙げられた場合に、網走市の施設を利用するということにな

っているのかなと思っております。同様に美幌町の葬儀場などを使われた場合につ

いても、美幌、津別の共同利用の組合でつくっております火葬場を利用するという

ことが圧倒的に多いようでございます。ただ、美幌の葬儀場を使われたときにあっ

ても、大空町の葬斎場を使うということも稀にあるようでございます。以上でござ

います。 

 

◇三條委員  はい。終わります。 

 

◇委 員 長  ほかに質疑ありませんか。１１番、松田委員。 

 

◇松田委員  はい、１１番。３１、３２ページです。ちょっと考え方も含めてお聞か

せ願いたいのですが、利子及び配当金の運用益の部分は、６月に、この運用のあり

方について同僚議員が質問しましたけ。運用益の部分については理解するところで

すが、今後、今１３ある基金の中で、２つの基金が有価証券なりと利用していると

いう認識でいるのですが、ほかの基金の運用については今後どのように考えていく

のかお考えがあれば。 

また、その今後の取り組みのあり方も含めて聞かせていただければと思います。 

 

◇委 員 長  平田会計管理者。 

 

◇会計管理者  松田委員の御質問にお答えを申し上げたいと思います。 

現在、平成３０年度の決算審査特別委員会でございますので、平成３０年度末、

平成３１年３月３１日現在の債券保有につきましては、議員御指摘の２基金、具体

的に申し上げますと減債基金が３億４，４２５万円の額面、地域振興基金が３億円

の額面、３月３１日現在の数字となってございます。 

６月の定例会で三條議員から一般質問がございまして、町長より御答弁を申し上

げたところでございますが、基金の運用につきましては、町民からお預かりをいた

しました大切な公金ということで、効率的かつ効果的な運用と命題が課せられてお

りますが、もう１点、確実な運用という命題もございます。したがいまして、御答

弁を申し上げましたとおり、今年度中につきましては、内部の検討会議等も含めま

して、どのような形で債券化、基金の運用を今後していけばよろしいのかというこ

とを事務局は出納課、会計管理者のところになりますが、全庁的な組織等を含めま

して、今後基金全般の運用について検討してまいりたいと思います。 
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したがいまして、平成３０年度末は２基金でございますが、６月の定例会でも御

答弁申し上げましたとおり、減債基金の３億４，４２５万円につきましては、今年

度４月１２日に全て売却をしてございまして、６月定例会で売却益の補正予算を計

上、議決をいただいたところでございます。現在、平成３１年、令和元年度におき

ましては、地域振興基金の３億円の債券という状況でございますが、今後のことに

つきましては先ほど申し上げたとおり、全般的な基金の運用を全庁的な組織等の検

討も含めまして今後考えてまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げた

いと思います。 

また、方向性が決まりましたら、議会委員会等含めまして、御相談、御報告を申

し上げたいと思っております。以上でございます。 

 

◇委 員 長  ほかに質疑ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

◇委 員 長  なしと認めます。これで一般会計歳入の質疑を終わります。 

次に、一般会計のうち歳出の質疑を行います。質疑はありませんか。２番、三條

委員。 

 

◇三條委員  ２番。それでは何点かお聞かせいただきたいと思います。 

５０ページの企画振興費、企業誘致活動の状況についてお知らせをいただきたい。

補助金の有無は説明資料がついていますので結構だと思います。 

同じ５０ページ、企画振興費、網走刑務所用地活用事業の取り組み内容。支援業

務を行っていると思うのですが、支援業務の状況等をお知らせいただきたいと思い

ます。 

６２ページ、保健衛生総務費、患者輸送車運行事業の内訳と実績について、資料

等添付されていませんので、説明いただければと思います。 

６８ページ、大空町農業委員会費、農業後継者育成対策事業の配偶者確保対策事

業の状況についてお知らせをいただきたい。 

７４ページ、観光費、観光情報クロスメディア発信事業、この事業については、

資料も添付されておりますが、パンフレット、広報等の事業展開した後の事業評価

をされていると思いますので、その辺のことをお聞かせいただければと思います。 

７５ページ、街灯管理費、予算のときにもちょっとお尋ねしたのですが、街灯の

リースの状況と期限、どういう仕組みでリースをしているのか、本数を含めてお聞

かせいただきたいと思います。あわせてポールの塗装工事をやっておられるようで

すが、３０年度予算で、どの部分をどのくらいやられたのか、本数等含めて、お知

らせいただきたい。 

９０ページ、教育文化合宿誘致事業の全体の実績は資料等で詳しく記載されてい

るのですが、この事業で、町内のホテル等の宿泊施設等を利用されている方はどの

くらいおられるのか、把握されているのであればお知らせをいただきたいと思いま

す。 

以上、よろしくお願いします。 
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◇委 員 長  林総務課参事。 

 

◇総務課参事  まず、企業誘致に関する御質問でございます。３０年度決算といいま

すか、現状ということでお答えさせていただきたいと思います。 

今年の８月に大阪市におきまして、企業誘致のセミナーを他の自治体と共同で開

催をしたところでございます。主に食品関連事業者を中心といたしまして、合計で

４７社、７０人の方に御参加をいただいたところでありまして、大空町を知ってい

ただきますとともに、意見交換などをさせていただいたところでございます。 

その後、本町に興味を示していただいている事業所等も実際にございますが、現

時点で具体的に進出のお話などがまとまっている状況にはありません。 

引き続き、そういったきっかけといいますか、関係性を大事にしまして取り組ん

でいきたいと思っているところでございます。 

 

◇委 員 長  塚原総務課参事。 

 

◇総務課参事  続きまして、三條委員から御質問いただきました網走刑務所住吉作業

所用地利活用事業に関して、お答えさせていただきたいと思います。 

この住吉作業所の利活用事業に関しましては、現在、民間企業の力も借りながら

実施していくことを検討しており、法務省と３０年度の事業により支援いただいた

民間のコンサル会社と協力しながら、民間企業へのヒアリングを行っておりました。 

具体的な企業名につきましては、先方の御了承を得ていないので、この場ではご

説明はできないのですが、９社ほど意見をちょうだいいたしまして、この大空町の

立地のポテンシャルですとか、事業内容に関してアドバイスをいただいたところで

ございます。 

このアドバイス等を踏まえまして、現在、法務省や関係各所連携しながら、どの

ような事業を行っていくかというところを検討しているところでございます。  

また何社か関心をいただいている企業に対しては、実際に現地を視察いただくと

いった調整をしておりまして、引き続き、関係を密にしてやっているところでござ

います。以上です。 

 

◇委 員 長  井上農業委員会事務局長。 

 

◇農業委員会事務局長  ただいまの配偶者確保対策事業に対する御質問に対して、お

答えしたいと思います。 

まずは農業担い手育成センター事業でございますが、平成３０年は、６月１６日

に１回目を北見市で実施してございます。男性の参加７名、女性の参加４名ござい

ましたが、このときは二次会の盛り上がりを考慮いたしまして、カップリングの実

施を行っていない状況でございます。 

続きまして、３１年になりまして、２月１０日に名古屋市近郊在住者の女性達と

のふれあいコンパを大空町において開催しております。男性が４名、女性が５名の

参加がございましたが、残念ながらカップリングの成立はなかったところでござい
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ます。 

翌３１年３月２日でございますが、北見市でふれあいコンパを開催させていただ

いております。男性５名、女性４名の参加がございました。結果カップリングが３

組成立したところでございます。 

続きまして、網走郡下農村結婚相談員連絡協議会主催事業といたしまして、オホ

ーツク３町出会いふれあいツアーを平成３０年１１月２４日から２５日にかけまし

て、札幌市で実施したところでございます。津別町、美幌町との共同での開催とな

っております。 

大空町からは、３名の予定でしたが１名欠席して２名、美幌町３名、津別町３名

ということで８名の参加、女性が９名の参加ということで、カップリングの結果、

４組が成立し、うち大空町が１組ということになってございます。 

しかしながら、この後、結婚まで至ったというところまでは聞いておりませんの

で、今後、どのような状況かというのを、これからやっていかなければいけないと

思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

◇委 員 長  藤田産業課長。 

 

◇産業課長  三條委員からの観光情報クロスメディア発信事業に係ります御質問でご

ざいます。 

観光情報をインターネットでの発信や関連雑誌への広告記事の掲載、テレビ番組

やラジオ等、そういった放送による情報の発信、また、海外に向けた情報発信など、

幅広い分野での情報発信に努めている事業でございます。 

具体的には、大空町出身の方がラジオ番組を持っておりまして、その中で大空町

のＰＲですとか、また、大空町の特産品を視聴者の方に配付するといった事業にこ

こ数年取り組んできているところでございます。また、観光パンフレットを作成し

ておりますが、不足分についての印刷を行っているほか、観光関連雑誌、国内国外

の雑誌に広告を載せてございます。そのほか、観光情報の発信ということで、多言

語化の情報をホームページに掲載をするといった取り組みも行っているところでご

ざいます。 

そういった情報発信に努めているところでございますが、これらの事業評価とい

うところでいきますと、中々評価をするというのは難しいところがあるのかなと考

えているところでございます。情報発信することによって、多くの方に大空町とい

うところを知っていただくことに努めることが重要なことではないかと考えており

ますので、今後もそういったことに取り組んでまいりたいと考えております。 

 

◇委 員 長  星加住民福祉課長。 

 

◇住民福祉課長  患者輸送バスの実績の内訳等に関してですが、経費的には燃料費、

それから修繕費、運搬委託料という形で積算しております。燃料費については３１

万４，０００円、修繕費については１０万３，０００円、運搬費については２８７

万８，０００円という形になります。 

患者輸送バスにつきましては２２人乗り小型輸送バスになります。月曜日から土
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曜日まで、２地区、２方面、それぞれ３日ずつ運行するという形になっております。 

利用実績ですが、大変申し訳ないですが古い資料しかなかったのですが、平成２

６年度以降、２６年１，２６４名、２７年１，２７５名、２８年１，２８２名とい

うことで１，２００から１，３００人ほどの利用が延実績として残っている状況で

ございます。 

 

◇委員長  山本建設課参事。 

 

◇建設課参事  街灯管理の関係の御質問に対してお答えします。 

まず、使用料及び賃借料の部分ですが、ＬＥＤ照明のリース契約をしております。

この契約につきましては、平成２９年２月１日から令和９年１月３１日までの１０

年間のリース契約となっております。該当する灯具の数につきましては１，１３５

灯ございまして、月額９９万３，６００円でのリース契約となっております。 

次にＬＥＤ化したことによる効果の部分になりますが、平成２７年の決算で約１，

３５０万円の電気料がかかっておりましたが、ＬＥＤ化が完了した平成２９年の決

算では約６００万円となっております。単純に比較しますと電気代としては、約７

５０万円年間削減されていることになっております。 

また、リースの物件につきましては、その維持管理をリース会社で行うことにな

っておりますので、そういう部分を含めますと平成２８年の導入時の検討では、約

１３年で経費の部分が均衡し、それ以後電気料金が削減される分が効果として表れ

てくるという推計をしておりました。 

次に工事請負費の街灯ポールの塗装の関係ですけが、ポールの塗装については、

東藻琴地区で１５本の再塗装を実施しております。場所につきましては、東藻琴の

道の駅から東藻琴の消防署に至る東藻琴８号線沿線にあるデザイン照明の再塗装を

実施したものになっております。以上です。 

 

◇委 員 長  高島建設課長。 

 

◇建設課長  私から若干補足させていただきたいと思ってございます。 

まずリース事業に至った経過でございます。この事業につきましては、二酸化炭

素排出抑制対策事業という事業で、民間事業者が事業主となって行う事業でござい

ます。この事業により民間で工事を実施するものですから、先ほど山本参事から説

明あったように１０年間の期限の中でリース契約を行っている状況でございます。

以上でございます。 

 

◇委 員 長  田端生涯学習課参事。 

 

◇生涯学習課参事  教育文化合宿の町内の宿泊の状況ということでお尋ねがありまし

たので、お答えをさせていただきたいと思います。 

まず平成３０年度の教育文化合宿、大空町にお見えいただいた合宿の団体は７団

体でございます。その中で町内に宿泊していただいた具体的な合宿については、バ

スケット、バレー、玉川ゼミ、陸上、法務ゼミ、あと相撲の一部が町内に宿泊をし
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ていただいておりまして、こちらで計算いたしました延べ９９６名が宿泊していた

だいたということになります。 

また、町内の宿泊施設ではないですが、その他に町内に宿泊していただいた方が

５７４名となっております。以上でございます。 

 

◇委 員 長  ２番、三條委員。 

 

◇三條委員  はい、２番。企業誘致活動は、中々大変だと思います。企業訪問等も町

長含めてされていると思いますが、既存の誘致企業といろいろ連携取りながら、誘

致企業の関連する企業等もあるかなと思いますし、こういうときだからこそ企業誘

致活動がうまくいく場合もありますので、３０年度の結果を受けて３１年はいろん

な動きをされていると思いますが、これは地道な活動していかないと中々実を結ば

ないと思いますので、もう一度その辺のことを聞かせていただければと思います。 

 

◇委 員 長  林総務課参事。 

 

◇総務課参事  企業誘致に関しましては、既存の企業に対しまして補助金として支援

するだけではなくて、さまざまな形での関係性も大事にして、引き続き、継続性を

持って取り組んでいきたいと考えているところでございます。 

また新たな事業所につきましても、近年、特に情報通信技術の発達といったこと

による距離感の緩和ですとか、災害などによるリスク分散の志向といったものもあ

ろうかと思います。そういった中で、さらには空港があるという優位性をのＰＲし

ながら誘致活動に努めてまいりたいと考えているところであります。 

 

◇委 員 長  ２番、三條委員。 

 

◇三條委員 はい、２番。企業誘致活動は、ぜひ引き続き努力していただければと思

います。 

次に網走刑務所用地の事業等、中身については説明いただいたのですが、３０年

度の支援業務の中で、報告書は冊子か何かになって提出されているのでしょうか。

その辺のことをお聞かせいただければと思います。 

 

◇委 員 長  塚原総務課参事。 

 

◇総務課参事  業務委託をいただいた企業から報告書の作成、提出をいただいている

ところでございます。その内容につきましては３月の常任委員会に一部御報告させ

ていただいたところでございます。 

 

◇委 員 長  ２番、三條委員。 

 

◇三條委員 はい、２番。確かに３月に一部報告をしていただいたのですが、できれ

ば結果を、まとまった状態でお知らせいただければありがたいなと思います。後ほ
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どで結構だと思います。 

引き続きですが、農業後継者対策、中々大変な中でいろんなことやっていただい

ていて、過去の実績を見ても、カップリングまではうまく行くが、その後なかなか

つながっていかないということを、ずっと引きずってきていると思うのですが、こ

のカップリング以降、どうやれば本当に結婚に結びつけられるのか、全国いろんな

事例があるみたいですから、ぜひ参考にしながら前向きに取り組んでいただきたい

なと思います。何か考えておられたらお聞かせいただきたいと思います。 

 

◇委 員 長  井上農業委員会事務局長。 

 

◇農業委員会事務局長  ただいまのカップリング後のアフターフォローといいますか、

そこら辺のことが不十分ではないかという御指摘かと思います。中々プライバシー

に関わることもございまして、より突っ込んで入っていくというようなことが中々

難しい部分もございまして、今まではそのようなことでカップリングまで至っても、

中々結婚までいかないというようなことが続いていたかと思います。  

これに対しまして先ほど御指摘あったとおり、今現在すぐに効果的な方法がある

かと言われると中々考えあぐねているという状況でございますので、ほかの先進的

な事例も勉強させていただいて取り組んでまいりたいと思います。御了承願いたい

と思います。 

 

◇委 員 長  ２番、三條委員。 

 

◇三條委員  はい、２番。分かりました。ぜひ引き続き努力していただければと思い

ます。 

もう１点、街灯のリース事業のことで再度お尋ねしたいと思います。期限が切れ

た後の財産の電柱、ポール等はどうなっていくのでしょうか。 

 

◇委 員 長  山本建設課参事。 

 

◇建設課参事  リースの期限が切れた後については、町へ所有権が移転するという内

容でリース契約を行っております。 

 

◇三條委員  はい、終わります。 

 

◇委 員 長  ほかに質疑ありませんか。３番、上地委員。 

 

◇上地委員  はい、３番。何点か確認を含めて、お聞かせをいただきたいと思います。 

まず決算資料の４６ページ備考欄下段の職員研修事業とあります。主要な施策の

成果の説明資料の事業内容中段ぐらいになるのですが、そこでも説明があるのです

が、もう少し詳しく聞きたいなと。 

まず２点ほどありまして、自主活動研修、３名参加とありますが、このことにつ

いて、どのような活動の研修をされたのかお聞きしたい。下段、町長随行研修で企
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業訪問等を省庁に要望活動と書いてありますが、どのようなものだったか改めて成

果を確認させていただきたいと思います。 

続いて決算資料６８ページ、備考欄中段、決算資料としては１２ページになりま

す。その中で総合戦略で地域産業人材育成補助事業があって、補助件数１８件を事

業主に技能習得に対して一部助成しているとあります。これに対して、内容はどの

ようなものだったのか改めて確認させていただきたい。 

そして、その下段に同じく総合戦略で地域雇用創出事業があります。一応これは

通年働く独自システムの調査、検証を行う協議会へ助成しているという説明があり

ましたが、協議会設立が平成３０年６月２５日でしたが、その後、どのような成果

があったのか、改めてお聞かせをいただきたいと思います。 

続いて７４ページ。主要な成果では１８ページになります。この中で、私自身も

参加したことがありますが、商工費の中で総合戦略、異業種交流事業があります。

事業内容を確認しますと、１回目は７０名、２回目、３月３日に２２名参加された

とありました。ちょっと人数としては少ないなと。私自身参加する中で、参加され

てる方がだんだん固定化されているというお話も聞いております。実際、周知をも

う少ししなければいけなかったのかなということもありますが、それについてどの

ようにされたのか改めてお聞かせいただきたい。 

最後、決算資料９４ページ。これは主要な成果の説明資料にはなかったのですが、

備考欄の一番上の多目的運動広場管理費で、平成２９年度の決算資料では確か１５

６万円だったと思うのですが、２５１万円と大きく１００万円以上増えていたと思

うのですが、このことについて間違っていたら訂正しますが、確認させていただき

たいと思います。 

以上、１回目の質疑とさせていただきます。 

 

◇委 員 長  南部総務課長。 

 

◇総務課長  上地委員から御質問がありました職員研修の中の自主活動研修と随行研

修についてでございます。 

一つ目の自主研修につきましては、職員に対して、自ら研さんを深めるという意

味で、職員が課題を見つけ出し、その課題の整理に当たって先進地の視察をするも

のとしまして、町から５万円の助成をして、行っていただいております。近年無か

った研修でございましたが、昨年３名の職員が参加されまして、一つは就労支援Ａ

型施設の取り組み状況という研修課題、次には、基金、公金の運用と住民窓口業務

について、職員自ら課題を持って、どのように対応していけばいいのかということ

を含めて、研修を２泊３日でしてきたところでございます。 

もう一つ、町長随行研修でございます。これは昨年度、町長からの提案もありま

して、町長が実際に企業訪問、それと各省庁訪問ということで、それぞれ企業に対

しての要請活動や、いろいろな企業誘致も含めて、町長が伺っているところに職員

も一緒に同行して、その職員が今現在どのような問題点があるのか、課題があるの

か、それを実際に行った場所で感じていただいて、それを戻ってきて、自分たちの

仕事、また、今後の大空町の発展に向けてどう使っていけばいいのかということを

検証するために行っております。 
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また、省庁研修としましては、次年度、さらにその次の年度の新たな事業を進め

ていく上での事業の要望もございます。そういうことも含めて、実際に省庁に行く

ことによって、国ではどのようなことを考えているのか、また事業を進めていくた

めにはどのような町としての努力、準備が必要なのか、そういうことも感じていた

だきたいということもあり、これにつきましては、町長自らしたいということもあ

りましたので、それぞれ職員１名ずつ、同行して研修に至ったということでござい

ます。 

行き先については、自主研修活動は、長崎県、大分県。それから、町長随行研修、

企業訪問、それから省庁要望活動は、それぞれ東京都内ということになっておりま

す。以上でございます。 

 

◇委 員 長  藤田産業課長。 

 

◇産業課長  上地委員から質問のありました、地域産業人材育成事業に関わります答

弁でございます。これにつきましては、地域産業の基盤を支えます人材の確保、育

成を図るため、技術習得における研修の支援を行うということで、技術習得に要す

る費用の一部を支援しているものでございます。これにつきましては、平成２８年

度から継続して実施しているものでございまして、平成３０年度につきましては１

８件の補助、助成を行っているというものでございます。 

各種企業におきまして資格が必要なものについての研修費用等の助成の申請が町

に対してきているということで、それに対しての町からの補助というような事業で

ございます。 

それから、次の地域雇用創出事業でございます。これにつきましては、平成３０

年６月に協議会が設立となりまして、町から１５万円の負担金を交付しているとこ

ろでございます。 

事業といたしましては、地域の労働力を確保するということと、農産物等の加工

品の開発を行う、あとはマーケティングの確保というところでの事業の展開をして

いるところでございます。具体的に３０年度は、協議会９回を開催してございます。 

主には農業者への労働力の確保というところで３０年度におきましては、東京農

業大学の学生さんを、労働力として確保をするために、どういう方法がいいのかと

いうようなことなど、お互いが参加していただきながら、そういった中での意見交

換を４回ほど行いまして、どういった取り組みができるかということを整理してき

ております。 

また、農産加工品の開発におきましては、米粉を使った白いお汁粉を開発して、

各種イベント等で試食等を行い、商品化できるかという検討をしているところでご

ざいます。町内の他、東京稲城市での試食を実施しているところでございます。ま

た、商品の販路拡大等に関しましては、ベトナムに行って、そういったところでは

日本のものがどういう販売戦略ができるかというところの検討もしている状況でご

ざいます。 

またその他に体験型観光ということで、地元の資源を活用して、大空町に来てい

ただくといった取り組みも検討を進めているところでございます。 

それから異業種交流事業の関係でございます。夏場開催した事業におきましては、
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約７０人ほどの参加があったところでございますが、そのあと２回目に開催しまし

た３月の参加者につきましては２２名で、ちょっと参加者が少なかった状況にござ

います。 

開催の内容にもよるかと思いますし、開催時期といったところも関係してくるの

かとも思っております。担当者としまして、各種団体が、事業所さんに参加のお願

いをしているということは取り組んでおりますが、中々参加に至っていない現状で

ございます。また、女性の方の参加も少ないといったところもございますので、ど

ういった内容がいいのかというところも検討しながら、今後も多くの方に、また、

新しい方に参加していただける取り組みを考えていきたいと思っております。 

 

◇委 員 長  田端生涯学習課参事。 

 

◇生涯学習課参事  予算書の９４ページ、１番上段にあります多目的運動広場管理費

の増額についての御質問がありましたので、お答えさせていただきたいと思います。 

上地委員の言われるとおり、平成２９年度の決算額が１５６万１，０００円、平

成３０年度が２５１万５，０００円と９５万４，０００円の増額となっております。 

この事業につきましては、東藻琴地区にあります多目的運動広場の管理費の経費

が計上されております。平成３０年度におきましては、クラブハウス側の少年野球

場と照明の改修を行った部分が約７０万円。それから備品を購入した分が約２０万

円の増額となっておりまして、おおむね９０万円の増額ということになっておりま

す。以上です。 

 

◇委 員 長  ほかに質疑ございませんか。 

 

◇委 員 長  ４番、田中委員。 

 

◇田中委員  はい、４番。主要な施策の成果を説明する書類から２点ほど質問をさせ

ていただきます。 

まず、４ページの民生費、社会福祉協議会補助事業で事業内容にあります高齢者

就労センター運営補助、１，０４４万８，０００円という金額が出ているのですが、

就労センターにおかれましては農業のみならず、たくさんの事業で大変、労働力不

足の解消に、大変重要な役割を担っていただいていると思うのですが、近年、ここ

に所属をして活動している方が少なくなっているという報告を受けています。３０

年度現在で、何名の方がここに所属をされているのかお聞きしたいのと、この１，

０４４万８，０００円という算定の根拠をお聞かせいただきたいと思います。 

もう一点、１７ページ。先ほど古梅地区基幹水利施設管理事業の中で、リールマ

シンの整備のことがありましたが、３０年度に整備された台数と金額をお聞かせい

ただきたいと思います。 

 

◇委 員 長  佐々木福祉課長。 

 

◇福祉課長  田中委員の社会福祉協議会補助金のうちの就労センターの補助金の内容
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についての質問、人数についての質問について、御答弁させていただきたいと思い

ます。 

全体の補助金が３，０７７万８，９２６円のうち就労センターにつきましては１，

０４０万８，０００円となっておりまして、その全ては４名の方の人件費になって

おります。 

登録会員につきましては、平成３０年度は、女満別地区、東藻琴地区合わせまし

て、６３名でございます。２９年度と比較いたしまして、１８名少なくなっている

ということで、年々会員数は減少しているという状況になっております。以上です。 

 

◇委 員 長  中村産業課参事。 

 

◇産業課参事  昨年度、リール式散水施設の修繕で発注した台数と金額ですが、道営

事業で入れました散水機につきましては、２６台で４，１９３万８，５６０円とな

っております。また、その他にモデル事業で導入したリールマシンが１台ございま

して、その部分が２５万４，６６４円という金額となっております。 

 

◇委 員 長  ４番、田中委員。 

 

◇田中委員  はい、４番。先ほど高齢者就労センターの人数が年々減っているという

話があったのですが、このまま減り続けるとますます農家さんが頼むときに大変な

ことになってくると思うのですが、何か対策を考えておられたらお聞きしたいです。 

 

◇委 員 長  佐々木福祉課長。 

 

◇福祉課長  就労センターの人材の確保につきましては、社会福祉協議会内の事務局

におきまして、各会員の方の勧誘も含めて、いろいろ動いていることかと思ってお

ります。 

年齢構成を見ますと、６０歳から６４歳の方が６３名中３名、６５歳から６９歳

までの方が１５名ということで、若い方が構成的には少なくなっている状況かと思

います。この辺も含めまして、会員の確保に向けて、社会福祉協議会とも、いろい

ろと情報交換をしながら、確保に向けて取り組んでまいりたいと思っております。 

 

◇委 員 長  山下町長。 

 

◇町  長  社会福祉協議会にお願いしている高齢者の方々の就労の組織というも   

のを担当課長は答えましたが、委員がおっしゃっておりますのは、こういった方々

が農業の現場でいろいろな作業に当たってくれている部分が多い中で、今後会員が

減っていくと農業の現場としての労働力確保が大変になるのではないかという御心

配ではないかと思います。 

これは福祉課サイドだけに見直させておくということにはならないと思っており

まして、地域の雇用対策、就労対策を積極的に進めていかなければならない。あわ

せて、そういった人材をよその地域から私たちの地域に迎え入れる仕組みだとか、
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その体制が必要ではないかと考えてございます。 

さきの９月定例会におきまして、臨時雇用の賃金などを認めていただきました。

そういう中で、来年度に向けて地域おこし協力隊を募集いたしまして、そういった

方々のお力も借りて、外からの労働力、雇用確保を進める。あわせて地域への移住

定住を進めるという対策を講じていきたいと思っております。 

地域全体で労働力が不足している中で、御高齢の方も就労センターというよりは、

別なところでの定職につかれている方もいるのではないかと思いますし、農業者の

期待が高ければ高いほど、農家現場の作業のきつさも実感されているところもある

のではないか。そこが登録の数が減るというところにもつながっているような気が

いたします。実際にそういう声も聞いたことがございます。 

一方で農業者の方々には、御高齢の方々に現場で働いていただくことにつながり

ますので、そういった農家側の皆さん方の意識改革もお願いをしていかなければな

らないものだと、考えているところであります。完全にシフトする訳にはいきませ

んので、ここで言う高齢者の方々の就労機会の組織と先ほど私が言いました対策と

あわせながら、地域の中の労働力の確保を進めていきたいと考えているところでご

ざいます。 

 

◇委 員 長  ４番、田中委員。 

 

◇田中委員  はい、４番。是非お願いしたいと思います。 

次にリールマシンの整備のことですが、３０年度中に２６台整備をしたという話

でしたが、確か同じ型のリールマシンだと思うのですが、同じところしか修理して

ないと思うのです。実は直ってきても別なところが故障していて、それが結果使え

なくて、また別なものを借りなければいけないという話が出てきていて、今修理を

した中で、その他に壊れているところもこの事業の中で修理をしていただけるのか

どうか、ちょっとお聞きしたいです。 

 

◇委 員 長  中村産業課参事。 

 

◇産業課参事  実はその点につきまして、修繕を実施した方々から同じようにクレー

ムというか、どのようになっているのでしょうか、対応はどのようにされるのでし

ょうかと伺っております。 

この部分については、今回、修繕を受けた業者と協議をいたしまして、その部分

についても補助事業等で対応していく、もしくは単独費で対応していくということ

として実施していきます。 

また、そのことを踏まえまして、令和元年度については、修繕を実施される方に

問診票を送付し、記入してもらい、修繕を受けた業者にそれを渡し、その箇所につ

いてもきっちり修繕をしていただくような対応をとっております。これはやはり自

動車と同じで、何も分からない中、修繕をしてくださいと言っても、故障箇所を業

者の方で見つけることは非常に困難であることを踏まえまして、令和元年について

は、改善をして実施をしてございます。 
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◇委 員 長  ほかに質疑ありませんか。８番、齋藤委員。 

 

◇齋藤委員  私のほうから２点ほど質問したいと思います。 

前段、同じような質問、議員の発言があったのですが、７３ページの商工振興費、

この中で例年、リフォーム事業やポイントカード事業、これは成果が出てると思う

のですが、その中で起業化支援や、まちゼミは、中々難しいのかなという気がして

おります。この内容の経緯と対応について聞きたいと思います。 

それともう１点、９３ページ、これは確認ですが、給食センター費の需用費の中

でプロパンガスの使用が減ったという説明だったと思うのですが、その内容、よろ

しくお願いします。 

 

◇委 員 長  藤田産業課長。 

 

◇産業課長  齊藤委員の質問にお答えしたいと思います。 

まず、店舗改修事業の関係でよろしいでしょうか。各お店屋さんの店舗改修につ

きまして、リフォーム事業を個人の住宅ではやっておりますけども、お店屋さんに

つきましても、持続的に経営をしていただくというようなところと、きれいなお店

でというような観点もございまして、店舗改修事業という支援をしているところで

ございます。平成２６年度から実施してきておりますが、実施当初におきましては、

５店舗の改修が行われている状況もありましたが、その後、だんだんと事業の取り

組みは減少してきている状況にありまして、３０年度におきましては、１店舗とい

う実績となってございます。 

こういったところを踏まえまして、お店屋さんが改修をしながら、持続できるよ

うなところで３１年度、令和元年度からは、店舗改修に加えまして設備投資にも支

援をしていこうということで、事業の見直しを図ってきているところでございます。

事業の状況を見ながら、新たな見直しを加えながら、事業の展開をしてまいりたい

と思っております。 

それからまちゼミ事業でございますが、こちらにつきましては商店の店主の方が

講師となって専門的な知識や情報を参加される受講者の方に伝えて、お店の集客力

の向上、また、お店を知ってもらうとか、町の賑わいづくりにつなげていこうとい

うことで行っているところでございます。 

これにつきましては、年々、その事業の効果といいますか、参加される店舗も増

えてきている状況にもありますし、参加される受講者の方も増えているという状況

になっております。一気に町の賑わいにつながっていくかというところは、まだま

だかと思いますが、地道にこういう事業を取り組んでいって、賑わいのある商店街

となるようなところに努めていきたいと思っております。 

 

◇委 員 長  田端生涯学習課参事。 

 

◇生涯学習課参事  齋藤委員の女満別給食センターの光熱費の減額内訳について、御

説明を申し上げたいと思います。 

女満別給食センターにつきましては、暖房については電気、それ以外の釜等、そ
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れから温水は全部ガスを利用させていただいております。平成３０年度につきまし

ては、当初予算で月額４３万２，０００円の１２カ月で５１８万４，０００円の予

算を見ていたところでございますが、実績といたしまして、ひと月大体３８万円、

年間にして４１０万程度の執行で終わったということで、おおむねその差額分につ

いて、減額があったということでございます。 

ただしメニューによっても、ガスの使い道が違いますし、それから失敗したりし

たときにもさらにガスを使うということもありまして、ちょっと保険のために予算

をそのまま残させていただいたということでございますので、御理解をいただけれ

ばと思います。 

 

◇委 員 長  ８番、齊藤委員。 

 

◇齋藤委員  前段の質問だけ再質問させてもらいます。 

リフォームの件とまちゼミのことは分かりました。 

起業化支援のことですが、これに対して今、どのようなピーアールというか対応

をしているのか。商工会、お店屋さん、賑わいづくりと言っても、本当に申し訳な

いが、待ち商売っていっていいんだろうと思います。人口減少の中でどのような形

で改めて起業化をするか、なかなか難しいのかなという気がいたしますが、どうで

しょうか。 

 

◇委 員 長  藤田産業課長。 

 

◇産業課長  ここ数年、毎年２件程度の起業化ということで、新しい店ができ上がっ

ております。起業化支援事業を使いながら起業された方もいらっしゃいますが、残

念ながらお店を閉めてしまったという方もございます。そういった中でなかなか経

営をしていくというところでは難しいところもあるのかなと思っております。  

そういったところも含めながら、令和元年度におきましては、若い方にも参加い

ただけるような新たな事業を創設し、この起業化に向けた取り組みを進めていると

ころでございます。今後におきましてもそういった情勢を見ながら、この事業がこ

のままでいいのかどうかというところを踏まえながら検討してまいりたいと思って

おります。 

 

◇委 員 長  はい。山下町長。 

 

◇町    長  私が思いますのは、まちゼミというのは、従来といいましょうか、今い

らっしゃる商工事業者の方と町民、消費者とを結びつける、その距離感を小さくし

て、そして、地元での買い物やいろんなサービスの提供につなげていただくという

ことかなと。それだけでは起業化というところにはなかなかはつながりませんし、

商店の方々が、次にお店や事業所を継承していくという、そういう意味での起業化

も考えなくてはいけないのではないかと思っております。 

そんな中でまちゼミを利用して、単に地元の消費者の方々ばかりではなくて、新

たにその起業をしてみようかという方々と地元の事業者の方とをマッチングさせる
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ような、まちゼミのあり方もあるのではないかと考えています。例えば金融機関、

例えば政策投資銀行の方々だとか、地域でいえば地域の金融機関の方々などの力も

借りながら、興味のある方を対象にしながら、あわせてまちゼミを行うということ

を考え、地元の事業所の継承先であるとか、さらにそういったものを利用して、マ

ッチングして新しい企業を地元の方とよそからの方で立ち上げるだとか、そこに金

融機関の方々が応援をしてもらえるような、そんな仕組みづくりを仕掛けていかな

ければならないのではないかなと考えています。 

そんな中で、既存やっておりますまちゼミも、少し内容を改編しながら検討して

いくことも必要ではないかなと考えております。 

 

◇委 員 長  ほかに質疑ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

◇委 員 長  質疑なしと認めます。ここで、一般会計の歳出の質疑を終わります。こ

こで１０分間休憩をします。 

 

（休憩 午後 ３時５３分） 

（再開 午後 ４時０３分） 

 

◇委 員 長  休憩前に引き続き会議を開きます。認定第１号から認定第８号までの８

件の質疑を続けます。 

次に国民健康保険特別会計歳入歳出の質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

◇委 員 長  質疑なしと認めます。国民健康保険事業特別会計歳入歳出の質疑を終わ

ります。 

次に後期高齢者医療特別会計歳入歳出の質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

◇委 員 長  質疑なしと認めます。これで後期高齢者医療特別会計歳入歳出の質疑を

終わります。 

次に介護保険事業勘定特別会計歳入歳出の質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

◇委 員 長  質疑なしと認めます。これで介護保険事業勘定特別会計歳入歳出の質疑

を終わります。 

次に介護サービス事業勘定特別会計歳入歳出の質疑を行います。質疑はありませ

んか。 
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（「なし」の声あり） 

 

◇委 員 長  質疑なしと認めます。これで介護サービス事業勘定特別会計歳入歳出の

質疑を終わります。 

次に簡易水道事業特別会計歳入歳出の質疑を行います。質疑はありませんか。１

番、後藤委員。 

 

◇後藤委員  １９２ページの東藻琴地区簡易水道整備事業の中で、予算書にもありま

したが、新規水源調査として２００万円計上されていたのですが、その後の進捗状

況をお聞かせ願いたいと思います。 

 

◇委 員 長  山本建設課参事。 

 

◇建設課参事  新規水源調査の関係ですが、平成３０年度に実施しました内容としま

しては、湧水地点の流量観測と将来的に必要となる水量の予測を行っております。 

まず、湧水量の関係につきましては、１日当たり２，５００立方メートルを当初

目標としてきたのですが、若干、それより下回る水量という結果が出ております。

また、将来的な必要水量についても、当初２，５００立方メートルだったものが、

平成３０年度の推計では１日当たり約１，１００立方メートル必要だという推計の

答えが出ております。 

また、調査を行っている湧水のある地点につきましては、民有地となっておりま

して、民有地の地権者からは売却はしない、ただ借地をするのであれば、考えます

という内容になっております。現時点では、普通の山林とは違った土地になってい

ますので、どういった借地料が妥当なのか、また、借地となれば、将来的に撤去し

て現状復帰も必要になってきますので、そういう部分が可能なのか検討している最

中でございます。 

 

◇委 員 長  １番、後藤委員。 

 

◇後藤委員  はい、１番。特に女満別地区の方からは、おいしい水が飲みたいという

話をよく聞きますし、先ほど企業誘致の話もありましたが、おいしい水をもとに食

品関連産業も誘致しやすくなってくるのかなとも思います。 

民有地ということで、大変な部分が、多々あると思いますが、ぜひ継続して進め

ていただきたいと思います。以上です。 

 

◇委 員 長  山本建設課参事。 

 

◇建設課参事  なかなか難しい問題というか、相手がいる話なので自分勝手には進ま

ない部分もあると思っております。 

平成３０年度の調査の結果として、将来的な水量、必要水量の予測値が当初より

も半分以下で済むという結論が出ておりますので、今調査をしている箇所にこだわ

らず、新たな水源の確保も検討していきたいと考えておりますので、御理解のほど
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よろしくお願いします。 

 

◇後藤委員  はい、終わります。 

 

◇委 員 長  他に質疑ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

◇委 員 長  質疑なしと認めます。これで簡易水道事業特別会計歳入歳出の質疑を終

わります。 

次に下水道事業特別会計歳入歳出の質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

◇委 員 長  質疑なしと認めます。これで下水道特別会計歳入歳出の質疑を終わりま

す。 

次に個別排水処理事業特別会計歳入歳出の質疑を行います。質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

◇委 員 長  質疑なしと認めます。これで個別排水処理事業特別会計歳入歳出の質疑

を終わります。 

次に基金運用状況調書及び財産に関する調書についての質疑を行います。質疑は

ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

◇委 員 長  質疑なしと認めます。これで基金運用状況調書及び財産に関する調書に

ついての質疑を終わります。 

次に監査委員の決算審査意見書の質疑については、本日１時までに通告はありま

せんでした。これで監査委員の決算審査意見書についての質疑は終わります。 

これから総括質疑を行います。主要な施策の成果を説明する書類及び平成３０年

度大空町の健全化判断比率並びに資金不足比率に関する報告を含め、各会計を通し

て総括的な質疑があれば発言を許します。 

 

◇委 員 長  １番、後藤委員。 

 

◇後藤委員  はい、１番。総括質疑をさせていただきたいと思います。 

災害にも関係することですが、さきの台風１９号が首都圏を中心に甚大な被害を

もたらしました。被害に遭われた方々に心からお見舞い申し上げますとともに、早

期復旧をお祈りいたします。 

ここ大空町においても、毎年のように台風及び温帯低気圧による災害に見舞われ
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ています。例えば万が一、水害などで住民避難という形になった場合、避難場の対

応、その他を職員の皆さんにご努力いただくことになると思います。最近の災害の

テレビ等の報道を見ますと、自治体名が大きく入った、統一した作業服を着た職員

の皆さんが対応に当たっている様子が報道されています。大空町では統一した作業

服ではないとお聞きしていますが、多くの皆さん、町民の皆さんがいる中で職員さ

んを見分ける場合、一目で職員と分かるような作業服があっても良いのではないか

なと思います。もしお考えがあるのであればお聞かせ願いたいと思います。 

 

◇委 員 長  南部総務課長。 

 

◇総務課長  後藤委員の御質問にお答えいたします。 

本町におきましては、以前には旧女満別町において、作業服を統一したことはご

ざいましたが、大空町になってから作業服の統一はしてございません。自ら用意を

していただいている状況でございます。 

ご質問にありましたように、いろいろな災害復旧に当たって、どの人間に状況を

聞いたらいいのか分からないということがあるように、私も感じているところでご

ざいます。 

本町におきましては、大空町になってから、東日本大震災復興支援に際しまして

は、緑色のビブスというのでしょうかチョッキ、メッシュになっているものを購入

し、私ども大空町の職員が災害現場において、作業してますよというようなことも

含めて着ていた経過がございます。ただ、それにつきましても、全職員分があるわ

けではないという状況にございますし、また、産業課におきましては、いろいろイ

ベントの際に、同じようなビブスを着てイベントに従事しているということがござ

います。 

今言われて、なるほどなあと感じたところもございます。予算の面もありますし、

どのようなものをどのような形で用意すればいいのかとここで即答できませんが、

いずれにしましても、どのような方法が良いのかも含めて、検討、対応させていた

だきたいと思っております。以上でございます。 

 

◇委 員 長  １番、後藤委員。 

 

◇後藤委員  はい、１番。自分たちでも名札を見ないと、どの方が職員なのか、やは

り分からなくなってしまうときもあります。一般町民の皆さんからしますと、本当

に名札頼りで職員さんか、あとはビブス、チョッキというかベストですか、それを

頼りにするしかない部分もあると思いますので、ベストを増やすのか、それとも作

業服等を自己購入する場合には、カラーコードをここからここぐらいの、例えば同

じ青であっても、ここら辺の青で統一しましょうねとか、何かいろいろ方策を練っ

ていただいて、有事とはいいませんが、何かあった際、催し物でもいいですが、大

空町の職員さんだと分かりやすいように検討していただければと思います。以上質

問を終わります。 

 

◇委 員 長  南部総務課長。 
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◇総務課長  今、アイディアもいただきました。本当に名札となりますと、私たちも

普段しておりますが、邪魔になったりするときもあって、災害時には不向きなもの

だと思います。 

見て、それが職員であるということが分かるような方策も必要だろうと考えてお

りますので、十分検討させていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 

◇委 員 長  ４番、田中委員。 

 

◇田中委員  はい、４番。２点ほど質問させていただきます。 

地域連携インターンシップ活用労働力確保事業のことですが、事業内容の中に、

学生と受け入れる農家のアンケートを実施とあるのですが、簡単でいいので、もし

結果が分かっているならば、御報告をいただきたいと思います。 

それと事業評価報告書の作成とありますが、この事業の評価はどうなったのか御

報告をいただきたいと思います。 

それと、オホーツクールに関して質問させていただきます。大空町のホームペー

ジで、その画像がアップされたのが２８年だったと思いますが、もう３年が経ちそ

の効果についてはどうだったのかお聞かせていただきたい。また、オホーツクール

の画像がアップされていますが、このままずっと続ける予定なのか、それとも、も

っと進化をさせた形で新たなオホーツクールの形をつくって画像でアップするとか

考えがあるのでしたら、お聞かせをいただきたいと思います。 

 

◇委 員 長  藤田産業課長。 

 

◇産業課長  初めに地域連携インターンシップ活用労働力確保事業の関係でございま

す。こちらにつきましては、東京農業大学の世田谷キャンパス、厚木キャンパスの

学生さんをオホーツク地域、網走市、大空町の農家さんにインターンシップとして、

受け入れているというものでございます。平成３０年度におきまして、網走市に８

名、大空町に８名の学生さんを受け入れているところでございます。  

参加をされた学生さんにアンケート調査を行っているところでございます。また、

受け入れしていただきました農家さんにもアンケート調査を行っているところでご

ざいます。学生の皆さんにおきましては、北海道の大きな農場で働いてみたいとい

うイメージを持って参加されている方がほとんどでございます。府県では経験でき

ない体験をして、参加して非常によかったというアンケートの結果をいただいてい

るところでございます。実家が農家出身の方という方もおりますが、そうではない

という方もいらっしゃいまして、こういった経験を活かしながら、実家に戻って農

業に取り組んでいくという方もいらっしゃいますし、農業関連の企業に務めていく

ということも、アンケート中では書かれているという状況でございます。 

これまで、３年ほどやってきておりますが、実際に体験された方が、オホーツク

地域、また、網走、大空町に農業に就農されたというような実績はないわけですが、

こういった取り組みによって、多くの方に知っていただきながら、農業に取り組ん

でいただきたいなと思っているところでございます。 

受け入れ農家の方のアンケート調査の中では、学生の働きぶりについては大変よ
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かったというような御意見をいただいております。また、こういったインターンシ

ップがあれば、今後も受け入れていきたいという回答もいただいているところでご

ざいます。 

こういった取り組みによって、労働力の確保につながっていけば、大変いいこと

ではないかなと感じているところでございます。現在の事業につきましては、令和

元年度までという事業でございますが、この事業の継続等につきましては、検討し

ていきたいと考えているところでございます。 

 

◇委 員 長  塚原総務課参事。 

 

◇総務課参事  私からはオホーツクールに関する御質問につきまして、答弁させてい

ただきます。 

オホーツクイメージ形成発信プロジェクトということで、平成２９年度から実施

しているところでございます。オホーツク管内１８市町村とオホーツク総合振興局

が実施主体となり、オホーツクイメージ戦略推進委員会というものを組織いたしま

して、そちらでやっているものでございます。 

平成３０年度の事業内容といたしましては、カーリングチームのロコ・ソラーレ

をアンバサダーとして起用いたしまして、イメージビジュアルのポスターを作成、

また顔はめパネルを作成して、各市町村や女満別空港などに展示をする。また首都

圏では、オホーツクのイメージをアップするということで、中吊り広告等にオホー

ツクールの広告を出すという形でオホーツクのイメージアップ、浸透、ブランド化

を図るという目的でやっていているものでございます。 

効果といたしましては、今年度も引き続きロコ・ソラーレを起用いたしまして、

同じように顔はめパネル、ポスター、またの首都圏での掲出などを行っているので

すが、メディア露出といたしまして、広告換算量に試算し、３，９７７万円の効果

があったという報告がされております。また、ＳＮＳでは拡散といたしまして、公

式のツイッターでは４００万ほどのヒットがあったという形になっております。オ

ホーツクールの専用ウェブサイトにつきましては、アクセス数が約１万８，０００

回という形で効果がでているという報告がなされております。 

今後につきましては、これまでの３年間の事業内容を１８市町村とオホーツク総

合振興局で検証いたしまして、今後の方向性を決めていくものでございまして、現

段階で方向性は、まだ決まっていないのが現状でございます。以上です。 

 

◇委 員 長  ほかに質疑ございませんか。８番、齋藤委員。 

 

◇齋藤委員  はい、８番。１点だけ。予算は、１年間の収支の見積もりで、その結果

が決算だと思うのですけが、職員の皆さんの努力でこういった決算書が出来たのだ

と思っております。本当に職員の皆さんを称賛したいと思います。 

その中で私がいつも思うのは、本当に職員の皆さんそれぞれの課で努力してもら

っていると思います。その中で、給与の不用額がかなりあったという気がします。

それで、どうなのでしょう。それぞれの職員が自信をもって仕事をして、その分の

対価が給与だと思います。先ほど職員の研修のこともありましたが、自信をもって
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研修をして、また仕事もしていただきたいと思いますが、その給与のことについて、

どうでしょう。もう一度お聞かせください。 

 

◇委 員 長  南部総務課長。 

 

◇総務課長  職員給与費の不用額ということで、私から、給与費の中の給料と言われ

る分で１３４万２，０００円、それから職員手当で３０７万の不用額があるというご

説明をさせていただきました。 

今回の給与につきましては、実際に部分休業や休職者がいて、給与のカットがあっ

たことから、余剰が出たということになっております。手当についても、冬季間の風

雪害対応を想定して管理職特別勤務手当、また一般職員の時間外勤務手当を残してお

りましたが、幸いに今年の１月から２月、３月、一度も警報が出なかったこともあっ

て、不用額が出たという状況になっております。 

齋藤委員からは、頑張った人間にはそれなりに給与を上げたらどうだと聞こえてき

たところでございますが、職員については、今現在、毎年１回、自ら評価をし、さら

にその上の主幹職、課長職、それから副町長、町長と評価をいただいて、頑張った職

員については、給与の定期昇給を若干上乗せするという扱いをしております。さらに

期末勤勉手当の中の勤勉手当につきましても、実際に勤務日数が足りないとか休職し

た場合においては減額となりますが、その分の余剰については、勤勉手当のほうで上

乗せできるという制度も給与の中には残ってございます。 

ですので、そういう評価をした後にしかるべき時期に給与の昇給を上げるという対応

をしておりまして、頑張ったからすぐ上げるといった制度になってございませんので、

地方公務員法の制度に則り、また大空町の給与条例の制度に則って、評価をして上げ

ていくという状況になっておりますのでご理解いただきたいと思います。 

 

◇委 員 長  ８番、齋藤委員。 

 

◇齋藤委員  今の課長の答弁で十分だと思います。自分でも思いますが、やっぱりせ

っかく頑張って何もないというのはどうなんだろうなと。頑張っている職員は本当

に沢山います。先ほどの職員研修のこともでましたが、そういう課題をもって研修

に自主的に参加することも一つの手ではないのかなと。そういう形で、総務課でも

十分指導していただきたいと思います。以上です。 

 

◇委 員 長  南部総務課長。 

 

◇総務課長 今日、この齋藤委員が言われたことについては、職員も聞いてございま

す。ぜひ、職員もこれを受けとめて、今まで以上の仕事に邁進していければと思っ

ておりますし、その評価は人事評価という形で返していくこととなっておりますの

で、この制度の運用に関しては、今まで以上に慎重かつ大胆にしていきたいと思っ

ております。 

 

◇委 員 長  ほかに質疑ありませんか。１１番、松田委員。 



59 

 

 

◇松田委員  はい、１１番。３０年度の決算を見て、どれがというわけではありませ

んが、いま一度、町民の目線に立って一点だけ質問させていただきたいと思います。 

それは介護の部分ですが、今特に介護予防の重要性が叫ばれる中、当町は生活包

括支援センターが多種多様な事業に関わっております。直営でもあります。 

ただ、これから考えなければいけない時に、より現場の目線で介護の経験を持つ

ものの事業委託、これも今後、考えなければいけない時期なのかなと感じたところ

です。今は、直営ですが、より町民のニーズに応えるような介護予防事業体制、事

業委託等についてお考えがあれば聞かせていただきたいと思います。 

 

◇委 員 長  鈴木福祉課参事。 

 

◇福祉課参事  今、御質問をいただきましたとおり、地域包括支援センターの業務に

つきましては、平成２６年の介護保険法の改正によりまして、高齢者が住み慣れた

地域で生活を継続できるようにするためには、市町村は介護医療生活支援、介護予

防を充実し、地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業というところの充

実を図るということであります。 

従来の相談業務ですとかケアプランの作成といった地域包括支援センターの運営

に加えまして、在宅医療介護の連携の推進や、生活支援体制整備、認知症総合支援

事業、そういったところに多様な取り組みを進めていかなければならないというと

ころでございます。 

包括の業務が多様化する中にあっては、例えば福祉の専門性を持った専門職の知

識が必要であったり、この分野の横断的な取り組みも必要になってまいると考えて

いるところであります。 

その中で、本町の地域包括支援センターにつきましては、保健師７名と事務３名

の１０名といった機構になってございますが、そちらは兼務となっているところで

ございまして、中心を担っております保健師がそういったケアプランの作成などを

しています。 

一方、国の全体の流れとしましては、これから支え手が減っていくという中にあ

って、健康寿命を延伸していかなければならないという状況でございます。具体的

には検診の受診率を上げていくとか、保健指導をしっかりとやっていきましょうと

いう流れも一方としてはあるわけでございます。 

そういった中、先ほど申し上げました多様化する地域包括支援センターの業務と、

それから、これからの支え手を支える、健康の管理の部分、保健指導の部分といっ

たところを担っていかなければならないということでございますので、これまで以

上に、そのグループの枠というものを超えて業務の調整が必要になっていると考え

ております。 

ご質問のございました事業の委託と言う部分でございますが、そういった状況の

中にありましては、将来的には一つの選択肢として考えられるのではないかなと思

っておりますが、一方で我々のような町の規模の場合に、地域包括支援センターと

いうものは、ある程度その公共の用といいましょうか、公の部分の考え方、関わり

方というものも大きな役割を担うのではないかという思いもございまして、そこら
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辺は今後の介護保険制度ですとか、医療保険制度の仕組みの動きなどを見た上で、

どちらがいいのかということを選択していかなければならないという状況に来てる

のではないかと考えているところでございます。以上でございます。 

 

◇委 員 長  １１番、松田委員。 

 

◇松田委員  はい、１１番。いろんな選択肢の中で、今後検討ということで、ぜひ考

えていただきたいと思います。あわせて、受ける体制、当然、ありきではないです

が、受ける体制も当然考えなければいけないでしょう。委託をかけると想定した場

合、うちには今、二つの法人がありますが、そこら辺の整理のあり方も当然考えな

ければならない。どういう体制がいいのかということも、何年か前に確かコンサル

にかかったような部分がありますが、これまで、そこの結果がちょっと見えてこな

いが、いずれにせよその委託、受ける体制も含めて、今後、介護分野では考えてい

ただきたいなと。これで終わります。 

 

◇委 員 長  福祉課鈴木参事。 

 

◇福祉課参事 先ほどの包括支援センター業務の担い手として、具体的にお名前をい

ただきましたが、本町には確かに二つの社会福祉法人がございまして、町が合併し

て以来、さまざまな形で、ほかの組織も含めまして、町が一つになったということ

で、法人を一つに合併する、統合するということも協議をしてきたわけであります。 

そのような中で、町においても、そういったお手伝いをさせていただくというこ

とから、その経営関係のコンサルに出して、これからの介護保険制度の仕組みがい

ろいろ変わっていく中で対応していくために、両法人の経営状況なども踏まえた形

で合併をしてはどうかというようなことも町から御相談をさせていただいた経緯も

ございます。 

そういった中で、まだ現状としましては合併といいましょうか、そういった議論

はしていただけると思うのですが、まだ具体化をしていないという状況であろうと

思います。 

これから、先ほどのお話とも共通しますが、やはりその支え手が少なくなってい

くという中で、地域全体として、この大空町の福祉というものをどうしていくかと

いうことを考えていかなければならない時代に来ているという中にございまして、

高齢者が増えて、単身の方が増えてということで、さまざまな福祉的なニーズが生

まれてきている、新しいニーズが生まれてきているのだと思います。もちろん国や

地方の財政停滞という部分もありまして、社会保障費の抑制というものも制度的な

部分であろうかと思いますが、そこにつきましても、先ほど申し上げましたとおり、

社会保障費を単純に抑制するということではなくて、元気な高齢者の方を作ってい

くということで抑制をしていこうと国は考えているわけでありますので、そういっ

た中でありますと社会保障費の抑制というのは係ってくるんだと思っております。 

また、さらに先ほど申し上げましたような新たな福祉需要に対応していくために

は、もちろん町も主体的に発想をもって取り組んでいかなければならないことであ

ると思っております。地域の住民の方も含めまして、また社会福祉協議会、それか



61 

 

ら医療関係との連携ということも言われておりますし、福祉の専門家を多く抱えて

いらっしゃる社会福祉法人の皆様のお力というものは、今後の福祉施策をいろいろ

展開していく中にあっては非常に重要なカギを握っているのではないかと思ってい

るところでございますので、そういったところの発想といいましょうか、そういう

お力をお借りさせていただくためには、やはり一つの法人であって、一緒に考えて

いただく、町とともに福祉施策を担っていただく、担い手になっていく必要がある

のではないかなと思っているところでございます。 

そういったところへの働き掛けなどをしていきながら、いろいろ意見を交わさせ

ていただき、進めていければなと考えているところでございます。以上でございま

す。 

 

◇委 員 長  他に質疑はありませんか。１０番、深川委員。 

 

◇深川委員  はい、１０番。前出の委員から給料の話もでました。我々も含めて、や

る気も給料のうちかなと聞いておりました。 

町長にお聞きしたいと思います。予算執行に当たり、３０年度それぞれ、執行さ

れたわけでありますが、こういった費用対効果の評価、それから検証について、同

じ予算を使うわけでございますので、中身のある、予算以上の成果を出すような、

効果を出すような、知恵と努力を出すように指示をされているのかどうか、お聞き

したいと存じます。 

 

◇委 員 長  山下町長。 

 

◇町  長  今日は決算の審査ということでありますが、議会の皆様方にこの決算を

審査いただくというのは、認められた予算をどのように適正に執行したかという、

そのチェックというところが一つあろうかと思います。また、それを踏まえて、そ

の効果、評価、そういったものを踏まえまして次につなげていくためのものとしな

ければならないという考え方もあるのではないかと思っております。今までの質疑

の中でも、実績を見た中で今後どのように考えるか、そういう質疑もあったかと思

います。 

ただ、職員からいたしますと、なかなか次のところまで踏み込んだ質疑のお答え

ができていなかったのではないかなとそのように感じております。決算の状況を説

明するところにまだまだ汲々としておりまして、新しいものの発想というものは、

明日、予算説明会を予定しておりますので、それから以降また考えようと、多分職

員の気持ちの切り替えとしてはそういうところにあるのではないかと思っておりま

す。 

そんな中、私も含めてでありますが公務員といいましょうか町の職員は新しいも

のを発想して取り組むということは苦手であると感じております。一方でもっと苦

手なのは、一旦やりました事業を止めることではないかとそのようにも感じており

ます。 

昨年の決算のときにも言いましたが、２９年度をピークに、これから財政状況は

早々よくなりませんと。基金残高も減ります、各数値も少しずつ上がってまいりま



62 

 

す。そういった中で厳しい状況がまた見て取れるという話をいたしました。新しい

ものを発想するためには、今委員が言われましたように、その評価、効果をしっか

りと自分自身で受けとめて、そして、一方では役割の終わったもの、効果が十分に

上がり切らないもの、これを止めて、その財源を新しいものに振り向けていく勇気

が必要ではないかなと感じてございます。 

そういった意味で、私自身もそうですが職員それぞれが自分たちがやってきた仕

事というものを町民の皆さん方の目線に立って、もう一度、本当に必要かどうかと

いうことを見極めていかなければならないと思っております。何かのマニュアルが

あって、そこに入力すれば、数値が出ると、評価が１００点満点で何点と出るとい

うものではないと感じております。 

この議会でのご議論や、また、町政懇談会などでの御意見、日常の業務の中での

御意見、またそういうお声の中でいい事業だったと言われたのか、果たしてどうだ

ろうかというようなご指摘が多いのか、そこをしっかりと受けとめなければならな

いと感じているところでございます。 

そういった中で、今回のこの議論も大切にしながら、その成果、効果というもの

をもう一度と私自身も職員ともども見詰め直して取り組んでいきたい、そのように

考えているところでございます。よろしくお願いします。 

 

◇委 員 長  １０番、深川委員。 

 

◇深川委員  はい、１０番。非常に難しい時代に入り、国が言う働き方改革、そうい

った中で、なかなか無理が言えない時代になってきている。しかし、仕事量はどん

どん増えていくというのが実態ではないかと思います。 

私は、うちの役場の職員は今のところはＡＩよりはずっと優れていると思います。

どうかその能力、記録を少しでも出しやすくするように、町長として考えていただ

ければと。 

先ほどから聞いておりますと人口も減少、企業も減少していきます。最後に残っ

たのが借金だけという形にならないように、どうかその辺の執行を次年度の予算に

活かしていただきますようにお願いをして、質問を終わります。 

 

◇委 員 長  山下町長。 

 

◇町  長  いかにリーダーシップを持った人間だとしても、永遠にそれを続けてい

くわけにはまいりません。究極のやらなければならないことというのは、次の人材

を育てていくことであろうと思ってございます。役場の職員はもちろんで、町民の

中からもリーダーを育てていく、そういった中に新しいその大空町の展望というも

のを見つけてまいりたいと思ってございます。 

そういう意識を持ちながら今日のご議論を受け止めて、そして明日、予算編成会

議を行うという話をいたしましたが、次の年度に向かっての糧としてまいりたい、

と考えます。今後とも御指導いただきますようにお願いを申し上げたいと存じます。 

 

◇深川委員  終わります。 
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◇委 員 長  ほかに質疑ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

◇委 員 長  質疑なしと認めます。これで全ての質疑を終わります。 

本日の会議時間は議事の都合により延長致します。 

ここでしばらく休憩いたします。委員の皆さんは議員控室にお集まりください。 

再開はブザーをもってお知らせします。 

 

（休憩 午後 ４時４８分） 

（再開 午後 ４時５６分） 

 

◇委 員 長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

これから採決をします。お諮りします。採決は認定第１号、平成３０年度大空町

一般会計歳入歳出決算認定から、認定第８号、平成３０年度大空町個別排水処理事

業特別会計歳入歳出決算認定までの８件を、一括して行いたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

◇委 員 長  異議なしと認めます。したがって、採決の方法は認定第１号から認定第

８号までの８件を一括して行うことに決定しました。 

お諮りします。認定第１号から認定第８号までの８件は、原案のとおり認定する

ことに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

◇委 員 長 異議なしと認めます。したがって、認定第１号、平成３０年度大空町一

般会計歳入歳出決算認定から認定第８号、平成３０年度大空町個別排水処理事業特

別会計歳入歳出決算認定までの８件は、原案のとおり認定することに決定いたしま

した。 

ただいま決定しました認定第１号から認定第８号までの審査結果報告については、

委員長において報告することにします。 

これで本委員会に付託された事件の審査は全部終了しました。会議を閉じます。皆 

様の御協力によりまして、能率的な審議となりましたことに深く感謝を申し上げます。

これで、決算審査特別委員会を閉会いたします。 

山下町長から発言があれば許します。山下町長。 

 

◇町  長  平成３０年度大空町の各会計歳入歳出決算審査特別委員会、今日は朝か

ら夕方のこの時間まで、いろいろな御質疑を通じて審査をいただきましたことにま

ずもって御礼を申し上げたいと存じます。 
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平成最後の決算となりました。ただ、先ほど担当課長からも申し上げましたとお

り、介護サービス事業勘定特別会計では、大空町になってからはもちろんのこと、

旧来の女満別町、東藻琴村でも赤字決算というものはなかったのではなかったかと

記憶しております。そんな中で、不注意から、本来防ぎ得た内容のものを見落とし

てしまい、赤字決算という形を取らざるを得なくなってしまった訳であります。担

当課長からも、お詫びを申し上げましたが、私からもこの機会に町民の代表である

議員の皆様方に、また、審査をいただいた監査委員の方々に深くお詫びを申し上げ

たいと思います。大変申し訳ございませんでした。 

また、決算というものは、予算を移す鏡であると常々申し上げてまいりました。

今回の審査の中でチェックをいただくことはもちろんでありますが、これを次につ

なげていかなければ意味が無いと考えております。しかし、状況は財政的に厳しさ

を増す状況がございます。監査委員の意見書の中にもございました。あらゆる機会

を捉えてコスト削減というものを図っていかなければならない。そのことを期待す

ると書かれてございました。一つ一つの歳出予算にチェックを入れながら抑制をし

て削減をしていくということも大切でありますし、先ほど質疑に御答弁をする形で

申し上げましたとおり、事業そのものを取捨選択していかなければならない時代に

入ったと思ってございます。 

私が女満別町の町長になりましたときに、予算編成に当たりまして、いろいろな

ものを切り詰めて、事業を止めたり、また、削減をしたりということをしてまいり

ました。しかし、それからもう１５年、１６年経ちます。今の職員は、そのことを

知らない職員もたくさん出てまいりました。もう一度、そういった時の厳しさ、そ

こに立ち至る、そのことは、町民の皆さんと目線というものに近づくことにもなる

のではないかと思ってございます。是非そういう意識を持ちながら今日の議論が無

にならないように新しい年度の予算編成に向かってまいりたいと思ってございます。 

今日は１日間の審査でございましたが、このことは日常的にも続けていくことだ

と思ってございます。この機会ばかりに限らず、これから予算編成に向かう中で委

員の方々の御指導、これからも賜りたいと思うところでございます。 

今後ますますの御指導と御鞭撻をお願い申し上げ、お礼に代えさせていただきた

いと思います。本日は誠にありがとうございました。 

 

◇委 員 長  以上をもちまして決算審査特別委員会を閉会します。皆様大変お疲れさ

までした。 

(午後 ５時０１分開会) 

 

 


