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大空町議会決算審査特別委員会 



 

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、 

移住・定住支援室長、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、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

園推進室長、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 長  鈴 木 章 夫 
 
   総 合 支 所 長  田 中 信 裕   福 祉 課 参 事  阿 部 雅 浩 
 
   会 計 管 理 者  平 田 義 和   産 業 課 長  作 田 勝 弥 
 
   総 務 課 長  林   敏 美   産 業 課 参 事  中 村 直 樹 
 
   総 務 課 参 事  松 川 一 正   建 設 課 長  高 島 清 和 
 
   総 務 課 参 事  塚 原 章 裕   建 設 課 参 事  山 本 純 生 
 
   移住・定住支援室長  秋 葉 暢 康   住民福祉課長  阿 部 征 弘 
 
   住 民 課 長  星 加 政 志   総 務 課 主 査  安 念 真 人 
 
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  佐々木 徳 幸    高校・認定こども園推進室長  村 山   修 
 
   生涯学習課参事    菅 野 洋 治      高校・認定こども園推進室参事  友 西 敦 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  篁   充 清 
 
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  篁   充 清 
 
７．本議会の事務に従事する者は次のとおり。 
 
   事 務 局 長  藤 田   勉   事 務 局 主 幹  田 中   学 
 
 

以上のとおり報告する。 
 

                    令和２年１０月２２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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（開会 午前１０時３５分） 

 ◎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令和元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。事務局長から報告いたさせます。

藤田事務局長。 

 

◇事務局長 諸般の報告を申し上げます。ただいまの出席委員は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。藤田事務局長。 

 

◇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２２日、本日１日と想定し

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、次第でありますが、（１）の一般会計、特別

会計及び監査委員審査意見書の説明につきましては、はじめに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）の一般会計、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

つきましては、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
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する調書は２つの事項を一括して行います。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。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令和元年度大空町の健全化判断比率及び資

金不足比率に関する報告を含むものとします。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ページ中段のローマ数字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、同じく中段のローマ数字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。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。 

これにご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 ただいまから本委員会に付託されました認定第１号、令和元年度

大空町一般会計歳入歳出決算認定についてから認定第８号、令和元年度大空

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。 

令和元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、令和元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。林総務課長。 

 

◇総務課長  認定第１号、令和元年度大空町一般会計歳入歳出決算認定につい

て、歳入から説明申し上げますので、令和元年度大空町各会計歳入歳出決算

書１３、１４ページをお開き願います。説明にあたりましては、収入未済額、

繰越明許費など主なものにつきまして、１，０００円単位で四捨五入し、説

明させていただきます。 

１款１項１目、町民税の個人、１節、現年課税分は、徴収率が前年度同率

の９９．９％、収入未済額は３８万１，０００円で、未納者は７件となって
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おります。本年９月末現在の収入済額は、１８万１，０００円、完納者は２

件となっています。 

２節、滞納繰越分は、収入未済額が１１５万３，０００円、前年度より６

８万４，０００円の減少で未納者は２４件です。９月末現在の収入済額は、

２０万２，０００円、完納者は７件でございます。 

２目、法人、１節、現年課税分は、収入未済額が１件２万６，０００円。

その下の２節、滞納繰越分は、収入未済額１件６万円で、いずれも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、収納率が９９．８％、収入

未済は１０６万２，０００円で、未納者は１０件。９月末現在の収入済額は、

１万１，０００円、完納者は１件です。 

２節、滞納繰越分は、収入未済額１，１３７万１，０００円、未納者は１

６件。９月末現在の収入済額は、２６万８，０００円、完納者は３件となっ

ています。また、地方税法の規定によりまして徴収権が時効により消滅した

もの１件、３６万９，０００円を不納欠損しております。 

３項１目、軽自動車税、１節、現年課税分は、収納率が１００％で、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１件７，０００円。９月末現在で収入済

額はございません。また、徴収権が時効により消滅したもの１件７，０００

円を不納欠損しております。 

続きまして、１７、１８ページをお開き願います。中段の１０款２項１目

１節、子ども・子育て支援臨時交付金１，１１６万６，０００円は、昨年１

０月からの幼児教育・保育の無償化に係る地方負担分につきまして、国から

交付されたものでございます。 

１１款１項１目１節、地方交付税は、総額３５億２，３２９万３，０００

円で、前年度より２，２４２万３，０００円の減となっております。このう

ち普通交付税は、算定経費に係る単位費用の見直しなどで約２，２００万円

の減、合併特例の段階的な縮減により約２，６００万円の減があったものの、

起債償還に伴う公債費で約４，８００万円の増がありましたことから、前年

度より７万円の減、総額３２億３，９１３万８，０００円となっております。 

また、特別交付税につきましては、除排雪費用の減などにより、前年度比

２，２３５万３，０００円減の２億８，４１５万５，０００円となっており

ます。 

一番下、１３款１項１目、ページ変わりまして、１９、２０ページをお開

き願います。１節、農業基盤整備事業分担金、収入未済額５，４１０万２，

０００円は、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月末現在の収入済額はございません。 

続きまして、２１、２２ページをお開き願います。中段、１４款１項６目、

土木使用料の４節、住宅使用料、収入未済額３３６万６，０００円は、町営

住宅使用料７件、３２万１，０００円。地域特別賃貸住宅使用料１件、９万

円。町営住宅駐車場使用料１件、１，０００円。滞納繰越分１５件、２９５

万４，０００円でございます。９月末現在の収入済額は、６７万５，０００
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円、完納者は１０件となっております。 

次の７目、教育使用料の１節、教育総務使用料、収入未済額３６万２，０

００円は、女満別高等学校寄宿舎使用料で、未納者は３件。このうち９月末

現在の収入済額は、３万４，０００円でございます。 

３節、幼稚園使用料、収入未済額７，０００円は、幼稚園保育料１件、５，

０００円。預かり保育所保育料２件、２，０００円で、９月末現在ですべて

完納しております。 

２３、２４ページをお開き願います。１行目、２項２目２節、児童福祉手

数料、収入未済額２，０００円は、保育所入所料１件で、９月末現在、すべ

て完納しております。 

３目１節、清掃手数料、収入未済額１４万８，０００円は、し尿処理手数

料１件、３，０００円。ごみ収集運搬手数料で１件、１４万５，０００円で

す。９月末現在の収入済額は、し尿処理手数料で３，０００円、完納が１件

となっております。 

続きまして、ページが飛びまして、２９、３０ページをお開き願います。 

２９ページ下段、１６款２項４目、農林水産業費道補助金、左から４列目、

予算現額欄の継続費及び繰越事業費繰越財源充当額に２５０万１，０００円

ございます。１節、農業費補助金で３０年度国の補正予算の採択を受け実施

した古梅地区基幹水利施設管理事業の財源として、令和元年度に繰り越した

ものです。 

３３、３４ページをお開き願います。中段、１７款１項１目、財産貸付収

入、２節、建物貸付収入の４行目、病院建物貸付料３，０５３万６，０００

円は、女満別中央病院建物の貸付料です。  

３５、３６ページをお開き願います。２項３目１節、３６ページの右端備

考欄の上から５項目になりますが、有価証券売払収入９，１０８万円は、空

港運営の民間委託に伴い、女満別空港ビル株式会社の株式を譲渡したことに

よるものです。 

３７、３８ページをお開き願います。３７ページ、２０款１項１目、繰越

金の継続費及び繰越事業費繰越財源充当額に２１２万１，０００円は、３０

年度国の補正予算により、令和元年度に繰り越して実施する事業に係る一般

財源でございます。 

２１款１項１目１節、延滞金、収入未済額８２万４，０００円は、未納者

４２件で、９月末現在の収入済額は、１５万８，０００円、完納者は１０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３１万２，０００円は、高齢

者住宅整備資金返還金で、未納者１件、９月末現在の収入済額は、１万１，

０００円となっています。 

次に、４項２目１節、違約金及び延納利子、収入未済額１２万８，０００

円は、町営住宅使用料の延滞金１０件、１０万８，０００円。資源物売払代

の延滞金１件、２万円です。９月末現在の収入済額は、町営住宅使用料の延

滞金１万３，０００円で、完納者は３件となっています。 

３９、４０ページをお開き願います。下段、１１目１節、雑入、収入未済
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額４５０万６，０００円は、行政代執行負担金１件、３１３万２，０００円。

女満別高等学校寄宿舎給食費４件、１２６万７，０００円。生活支援ハウス

利用料２件、１０万円。芝桜公園ハウス施設生産物売払代１件、７，０００

円でございます。９月末現在の収入済額は、行政代執行の負担金納入はござ

いませんが、女満別高等学校寄宿舎給食費で８万円、生活支援ハウス利用料

と芝桜公園ハウス施設生産物の売払代は全額完納となっております。 

４５、４６ページをお開き願います。一番下の行、歳入合計です。一般会

計の歳入につきましては、前年度と比較し、国庫支出金の社会資本整備総合

交付金で約４，０００万円、地方交付税で約２，２００万円減少したものの、

認定こども園の整備、乳酪館の大規模改修など、町債で約２億８，０００万

円増、空港ビル株式の譲渡で約９，１００万円の財産収入があり、総額では、

約３億９００万円増加し、４６ページの左から２列目の収入済額は、８６億

４，８７１万２，０００円となったところでございます。 

また、２つ右の収入未済額は、徴収の強化、不納欠損処理などによりまし

て、前年度から約２００万円減の７，８２７万４，０００円となっておりま

す。 

続きまして、４７、４８ページからは、歳出でございます。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、千円単位で四捨五入して説明させていただきます。併せまし

て、項毎に主要な施策の成果を説明する書類に記載した事業名を述べさせて

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用意願います。 

決算書の４９、５０ページをお開き願います。 

４９ページ、一番下の２款１項７目、企画振興費、次のページ５１、５２

ページに移りまして、上から３行目、８節、報償費１，７９７万８，０００

円の不用額は、ふるさと応援寄附金、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。１４節、使用料及び賃借料１０８万８，０００円の不用

額は、ふるさと応援寄附金事業に係るインターネットサイト掲載使用料の減。

１９節、負担金補助及び交付金４２７万５，０００円の不用額は、主に移住・

定住対策事業のＵＩＪターン移住支援金の支出がなかったことによるもので

す。 

８目、庁舎管理費の１１節、需用費１３１万９，０００円の不用額は、主

に東藻琴総合支所庁舎の燃料費、光熱水費の減によるものです。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ページの行政事務情報化事業から一番下の広報広聴事業、２ページに移り

まして、公有財産管理費から移住・定住対策事業、３ページの住替え促進事

業から地域公共交通対策事業、さらに４ページになりますが、総合支所庁舎

管理費から中段やや下の旧大成小学校体育館解体事業まで、計１９事業を掲

載しております。 

決算書の５５、５６ページをお開き願います。５５ページ上段、２項２目、

賦課徴収費、左から５列目、予備費支出及び流用増減の欄に、１３１万１，

０００円ございます。法人町民税の予定納税額が確定額を上回ったこと、さ

らに住民税の更正によりまして、過年度納税額の還付金に不足が生じました
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ことから予備費を充用したものです。２３節、償還金利子及び割引料１０４

万５，０００円の不用額は、町税の過誤納還付及び加算金が見込みより少な

かったことによるものです。 

３項、戸籍住民基本台帳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、４ページの下から３行目、出産祝い金支給事業、また

その下の戸籍住民基本台帳管理事業の２事業を掲載しております。 

続きまして、決算書の５９、６０ページをお開き願います。３款１項１目、

社会福祉総務費、上から３行目、１３節、委託料４０９万円の不用額は、消

費税率の引き上げによる影響を考慮して行いましたプレミアム付商品券事業

の利用が見込みより少なかったことによるものです。二つ下の１９節、負担

金補助及び交付金１８７万６，０００円の不用額は、社会福祉協議会補助金

の減によるものです。 

中段の２目、老人福祉費、予備費支出及び流用増減の欄に２０万１，００

０円ございます。福祉バスが故障し、早急に修繕する必要がありましたこと

から予備費を充用したものでございます。１９節、負担金補助及び交付金３

１３万７，０００円の不用額は、介護保険利用者負担軽減措置事業の対象者

が当初見込みより少なかったことによるものです。 

下段３目、障害者福祉費、下から３行目、１９節、負担金補助及び交付金

１０５万２，０００円の不用額は、心身障害者等交通費助成が当初見込みよ

り少なかったもの。また、通園療育指導訓練事業について、利用がなく負担

金が発生しなかったことによるものです。その下２０節、扶助費１，１０８

万円の不用額は、主に障害者介護、訓練に係る給付が少なかったことによる

ものです。 

１項、社会福祉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、４ページ１番下の社会福祉協議会補助事業、５ページの高齢

者等移動支援事業から老人福祉大会・敬老褒賞事業、６ページに移りまして

社会福祉施設整備資金償還補助事業から一番下の障害者相談支援事業、７ペ

ージの女満別老人福祉センター管理運営事業から中ほどのひとり親家庭等医

療費助成事業までの１７事業を掲載しております。 

決算書に移りまして、６１、６２ページをお開き願います。一番下の行、

２項２目、児童措置費の１３節、委託料に１２０万５，０００円の不用額は、

広域入所事業の利用者が見込みより少なかったことによるものです。６３、

６４ページをお開き願います。上から２行目、２０節、扶助費１３５万１，

０００円の不用額は、主に子ども医療費助成事業の扶助費が当初見込みより

低かったものです。 

３目、保育所費の１３節、委託料１９０万３，０００円の不用額は、豊住

保育園の保育業務委託料につきまして、雇用職員の１名減によるものです。 

２項、児童福祉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、７ページ下から３行目の子ども医療費助成事業から豊住保育

園管理運営事業、８ページになりますが、東藻琴保育園管理運営事業から二

つ下の認定こども園整備事業まで６事業を掲載しております。 

決算書の６５、６６ページをお開き願います。上段、４款１項２目、予防
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費の予備費支出及び流用増減欄に４０万円ございます。これは新型コロナウ

イルスの感染拡大を防ぐため手指消毒などの衛生資材を整備して、早急に対

応にあたる必要がありましたことから予備費を充用したものです。  

６７、６８ページをお開き願います。上から５行目、５目、健康増進対策

費の１３節、委託料１８０万円の不用額は、主にがん検診、脳ドックの受診

が見込みより少なかったものです。 

１項、保健衛生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、８ページ下の救急医療対策事業、９ページの女満別中央病院

医療環境等充実事業から母子保健事業、１０ページになりますが、各種疾病

予防対策事業から動物愛護事業、また１１ページの健康増進事業から一番下、

後期高齢者健診事業までの１１事業を掲載しております。 

また、２項の清掃費に係る主要な施策につきましては、１２ページになり

まして、１行目のごみ収集事業からし尿処理事業、１３ページの合併処理浄

化槽設置整備事業とその下のリサイクルセンター管理運営事業までの７事業

を掲載しております。 

続きまして、決算書の６９、７０ページをお開き願います。５款１項１目、

労働諸費の１９節、負担金補助及び交付金１０２万８，０００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１３ページの中段、地域就業者雇用確保事業と地域産業人材育成

補助事業の２事業を掲載しております。 

次に、決算書６９、７０ページの下段、６款１項３目、農業振興費の予備

費支出及び流用増減欄に９０万３，０００円ございます。農業構造改善セン

ターの入浴料発券機が故障し、早期に対応する必要がありましたことから予

備費を充用して対応にあたったものです。７１、７２ページをお開き願いま

す。上段、１９節、負担金補助及び交付金、繰越明許費に７，５８９万円ご

ざいます。国の補正予算により実施する産地生産基盤パワーアップ事業、甜

菜種子乾燥施設の整備につきまして、年度内に完了しないため令和２年度に

繰り越したものです。また、不用額の１８７万３，０００円は、主に環境保

全型農業直接支払交付金が当初の見込みを下回ったことによるものです。 

中段、４目、畜産業費の１９節、負担金補助及び交付金、繰越明許費の１

億５，１７２万３，０００円は、畜産経営基盤整備事業に係る家畜飼養管理

施設等の整備について、年度内に完了しないため令和２年度に繰り越したも

のです。 

７３、７４ページをお開き願います。１行目、５目、農地費の１９節、負

担金補助及び交付金２９７万５，０００円の不用額は、主に東藻琴地区農村

集落基盤再編整備事業及び女満別南部水利施設等保全高度化事業の事業費減

に伴う負担金の減です。 

中段７目、団体営諸土地改良費の左から４列目、継続費及び繰越事業費繰

越額の４６２万２，０００円は、３０年度国の補正予算による古梅地区基幹

水利施設管理事業に係る移動式散水施設の修繕が、年度内に完了しないため
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令和元年度に繰り越したものです。１１節、需用費の繰越明許費７８４万円

は、農業水路等長寿命化・防災減災事業に係るリール式散水施設の修繕につ

きまして、年度内に完了しないため令和２年度に繰り越したものです。１５

節、工事請負費の繰越明許費２，９２６万５，０００円は、農地耕作条件改

善事業に係る農業用排水路の整備につきまして、年度内に完了しないため令

和２年度に繰り越したものです。１９節、負担金補助及び交付金１５０万７，

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、美女地区基幹水利施設管理事業に係る本郷排水機場管理費の減に

伴うオホーツク東部広域農業水利管理協議会負担金の減によるものです。 

１項、農業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、１３ページ一番下の農業後継者育成対策事業、めくっていただき

まして、１４ページ、土づくり対策事業からメルヘン公園管理運営事業、１

５ページの農業担い手実践研修支援事業からスマート農業推進事業、１６ペ

ージに移りまして、強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業から女満別

豊住地区農地整備事業、１７ページの農業農村多面的機能支払交付事業から

網走川地区国営造成施設管理体制整備促進事業、ページ変わりまして、１８

ページ、美女地区基幹水利施設管理運営事業とその下、農地耕作条件改善事

業の計３２事業を掲載しております。 

次に、決算書になります。７３、７４ページの下段、２項１目、下から２

行目、１９節、負担金補助及び交付金の不用額２５０万６，０００円は、緑

豊かな森づくり事業補助金の財源としております国と北海道の補助が、当初

見込みから増額となったことによるものでございます。 

２項、林業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

する書類の１８ページ、上から３行目の緑豊かな森づくり事業補助金から一

番下の公有林管理育成事業までの５事業を掲載しています。 

また、３項の水産業費に係る主要な施策につきましては、１９ページの水

産業振興対策補助事業と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７５、７６ページをお開き願います。中段、７款１

項１目１９節、負担金補助及び交付金に１７６万８，０００円の不用額は、

主に商工業店舗改修・設備投資促進支援事業補助金、チャレンジ起業支援事

業補助金の申請が少なかったことによるものです。 

１項、商工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、１９ページ上から３行目の異業種交流事業からポイントカード事

業、２０ページに移りまして、商工業店舗改修・設備投資促進支援事業から

芝桜まつり開催事業、２１ページのふるさとまつり開催事業から一番下の観

光情報クロスメディア発信事業まで計２１事業を掲載しております。また、

８款１項の土木管理費に係る主要な施策につきましては、２２ページ１行目

外灯管理事業の１事業でございます。 

続きまして、決算書の７７、７８ページをお開き願います。７７ページの

下段、２項２目、道路橋梁維持費、左から５列目、予備費支出及び流用増減

の欄に１９７万５，０００円。また、一番下の行、３目、除雪対策費、予備

費支出及び流用増減の欄に同額の１９７万５，０００円減額は、今年３月の
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降雨、融雪に伴い発生した道路路面の掘削被害につきまして、早期に復旧す

る必要がありましたことから、それぞれ流用し、対応にあたったものでござ

います。 

７９、８０ページをお開き願います。一番上、７節、賃金、不用額９９７

万２，０００円。１１節、需用費６１７万円。１４節、使用料及び賃借料１

０４万２，０００円は、除雪対策事業におきまして、降雪量が少なかったこ

とによる人件費、車両の燃料費、排雪車借上料の減でございます。 

２項、道路橋梁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、２２ページ上から２行目の町道維持補修事業から下から４行

目の東藻琴２４号線道路整備事業までの６事業を掲載しております。 

３項、河川費に係る主要な施策につきましては、その下の河川管理事業、

また５目、都市計画費につきましては次の都市公園整備事業。６項、住宅費

につきましては、一番下の中央さくら団地建設事業をそれぞれ掲載しており

ます。 

続きまして、決算書８１、８２ページをお開き願います。下段、７項１目、

空港対策費の１９節、負担金補助及び交付金１５５万円の不用額は、女満別

空港整備・利用促進協議会負担金の減、女満別空港運航支援事業補助金の減

によるものです。 

７項、空港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、２３ページ一番上の空港対策事業を掲載しております。 

決算書の８３、８４ページをお開き願います。上段、９款１項２目、常備

消防費の１９節、負担金補助及び交付金１３３万円の不用額は、主に消防職

員の人件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

費の１９節、負担金補助及び交付金２９２万２，０００円の不用額は、火災

発生時などの消防団員の費用弁償費の残でございます。 

１項、消防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、２３ページ上から２行目の女満別消防団１００年記念事業と災害

対策事業費の２事業を掲載しております。 

次に、決算書でございます。８３ページ下段の１０款１項２目、事務局費、

下から３行目、１１節、需用費１４４万４，０００円の不用額は、主に女満

別高校生徒寄宿舎管理に係る賄材料費の減によるものです。 

８５、８６ページをお開き願います。上から２行目、１９節、負担金補助

及び交付金２６４万８，０００円の不用額は、高等学校制服購入費補助金の

対象者減によるものです。 

中段、４目、教員住宅費、予備費支出及び流用増減の欄の１８万円は、教

員住宅の給湯ボイラーが故障し、早急な対応が必要となりますことから予備

費を充用したものでございます。 

１項、教育総務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、２３ページ下段、学習指導補助教諭配置事業から町立学校体

育文化振興補助事業、２４ページに移りまして、女満別高等学校振興協議会

補助事業から一番下の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。  
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続きまして、決算書の８５ページ下段でございます。２項１目、小学校管

理費の１１節、需用費１９３万円の不用額は、主に女満別小学校の電気料の

減、東藻琴小学校の燃料費の減によるものです。 

８７、８８ページに移りまして、２目、教育振興費の１９節、負担金補助

及び交付金１３７万９，０００円の不用額は、新型コロナウイルス感染症防

止における各学校の臨時休校に伴います学校給食費補助金の減でございます。 

中段の３項１目、学校管理費の１１節、需用費３４２万６，０００円の不

用額は、主に女満別、東藻琴両中学校の燃料費の減によるものです。 

３項、中学校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、２５ページの一番上、女満別中学校大規模改修事業から、下か

ら２行目のスクールバス運行事業までの５事業を掲載しております。 

次に、決算書の９１、９２ページをお開き願います。上段、４項４目、寄

宿舎費、予備費支出及び流用増減欄の２７万３，０００円は、東藻琴高等学

校寄宿舎の暖房機が故障し、早急な対応が必要となりましたことから予備費

を充用したものです。１１節、需用費１２１万３，０００円の不用額は、新

型コロナウイルスの感染症防止のため、東藻琴高校が休校となったことに伴

いまして、寄宿舎の燃料費と光熱水費が減少したことによるものです。 

４項、高等学校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、２５ページ一番下の東藻琴高等学校教育振興補助事業、ペー

ジ変わりまして、２６ページ１行目の高校魅力化推進事業の２事業を掲載し

ております。 

続きまして、決算書の９１、９２ページですが、中段、５項１目、幼稚園

費の７節、賃金３５９万７，０００円の不用額は、新型コロナウイルス感染

症防止のため臨時休園したことなどによる減でございます。 

５項、幼稚園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、２６ページ、上から２行目、女満別幼稚園管理運営事業と次の

東藻琴幼稚園管理運営事業の２事業を掲載しております。 

決算書に移りまして、９３、９４ページをお開き願います。上から２行目、

６項１目、社会教育総務費の１９節、負担金補助及び交付金１９４万８，０

００円の不用額は、予定しておりました教育文化合宿が一部未実施になりま

したことや、合宿人数の減によるものでございます。 

６項、社会教育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、２６ページ、下から３行目の子育て支援ネットワーク充実事

業から青少年育成協会補助事業、２７ページの教育文化合宿補助事業から一

番下の女満別湿生植物群落調査事業、２８ページに移りまして図書館管理費

までの計９事業を掲載しております。 

続きまして、決算書の９５、９６ページをお開き願います。下から３行目、

７項３目、給食センター費の１１節、需用費５８１万円の不用額は、新型コ

ロナウイルスによる臨時休校に伴いまして、給食の提供が中止となったこと

による光熱水費、賄材料費の減によるものです。 

７項、保健体育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、２８ページ、上から２行目のスポーツ活動振興事業から一番
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下の社会教育施設等改修・備品整備事業、２９ページのふるさと給食事業、

またその下、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。また、前後しますが、その下に１４款１項の災害復旧費として、元年度

に発生した災害復旧に係る２つの事業を掲載しているところでございます。 

次に、決算書の９７、９８ページをお開き願います。中段、１２款１項１

目、職員給与費の３節、職員手当等４９６万２，０００円の不用額は、災害

発生時の対応に係る管理職員特別勤務手当、時間外勤務手当などの支出減が

主な要因です。 

一番下の行ですが、歳出合計につきましては、当初予算が７９億３，７０

２万３，０００円。補正予算は１０回編成しておりまして９億７，３４６万

３，０００円となっております。また、３０年度国の経済対策などによる繰

越明許費が４６２万２，０００円ございまして、予算総額は８９億１，５１

０万８，０００円となっております。支出済額は８４億７，０５３万４，０

００円、翌年度への繰越明許費が２億６，４７１万８，０００円ありまして、

不用額は１億７，９８５万６，０００円となったところでございます。  

以上で令和元年度大空町一般会計歳入歳出決算の説明を終わります。 

 

◇委 員 長  次に、認定第２号、令和元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。阿部福祉課参事。 

 

◇福祉課参事  それでは、認定第２号、令和元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１８ページに決算の状況を掲載してございますので、

併せてご覧ください。 

令和２年３月末時点での国民健康保険加入世帯数は１，０８４世帯、被保

険者数は２，３７８人となってございます。 

それでは、歳入の主なものから説明いたしますが、数値につきましては１，

０００円単位で四捨五入し、説明させていただきます。 

１０９ページ、１１０ページをお開きください。 

１款１項１目、一般被保険者国民健康保険税は、調定額３億６，０５１万

３，０００円に対しまして、収入済額３億４，６０８万４，０００円。９６．

０％の収納率で、収入未済額は１，４３４万３，０００円となってございま

す。収入未済額の内訳につきましては、１節、医療給付費現年課税分６４万

円。２節、介護納付金現年課税分６万７，０００円。３節、後期高齢者支援

金現年課税分１５万６，０００円。４節、医療給付費滞納繰越分１，０７１

万円。５節、介護納付金滞納繰越分１２４万５，０００円。６節、後期高齢

者支援金滞納繰越分１５２万５，０００円となってございます。 

不納欠損額でございますが、４節、医療給付費滞納繰越分で７万円。５節、

介護納付金滞納繰越分で５，０００円。６節、後期高齢者支援金滞納繰越分

で１万２，０００円となってございます。５年間の時効によります徴収権の

消滅が３件、６万７，１６７円。執行停止３年間継続によります徴収金納付
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義務の消滅が１件、１万９，５００円を不納欠損処分としてございます。 

２目、退職被保険者国民健康保険税は調定額、収入済額ともに０円で収入

未済額はございません。滞納件数は５月末現在、現年度分は１５人、滞納繰

越分は３４人が未納となってございます。また、９月末日現在、現年度滞納

繰越分の歳入済額は４８万８，０００円で、８名が完納してございます。ま

た、過年度滞納繰越分の収入済額は９３万４，０００円で、６名が完納とな

ってございます。 

２款、道支出金、３款、財産収入、続きまして１１１ページ、１１２ペー

ジでございますが、４款、繰入金、５款、繰越金につきましては、調定額、

収入済額ともに同額でございまして、収入未済額はございません。 

６款１項１目、延滞金につきましては、調定額１８６万円に対しまして、

収入済額４７万４，０００円で、収入未済額は１３８万６，０００円となっ

てございます。 

７款１項１目、国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金につきまして

は、調定額２３万７，０００円に対しまして、収入済額２３万７，０００円

で収入未済額はございません。 

１１１ページ、１１２ページの下段でございます。特別会計全体の収入済

額は、前年に比べまして１億７１１万４，０００円減額し、１１億４，５０

８万９，０００円となってございます。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まして、北海道が財政運営の責任主体となってござい

ます。このことから、北海道から保険給付に必要な費用が保険給付費等交付

金として、交付される制度に変わってございます。なお、収入未済額は前年

に比べまして、１３６万８，０００円減の１，５７２万９，０００円となっ

てございます。 

続きまして、歳出でございます。１１３ページ、１１４ページをお開きく

ださい。歳出につきましては、節におきまして２０万円以上の不用額につい

て、ご説明させていただきます。 

中段から下段にかけてでございますが、２款１項１目、一般被保険者療養

給付費で４，７２５万円、同じく２目、一般被保険者療養費で６７万２，０

００円が不用額となりました。こちらにつきましては、医療費の支出額が見

込み額を下回ったことによるものでございます。 

１１５ページ、１１６ページの１行目でございます。２款２項１目、一般

被保険者高額療養費で１，９２５万７，０００円、同じく２目、一般被保険

者高額介護合算療養費で２９万１，０００円の不用額がございます。こちら

につきましても、医療費の支出額が見込み額を下回ったことによるものでご

ざいます。 

続きまして、中段でございます。２款４項１目、出産育児一時金で８３万

４，０００円が不用額となってございます。出産予定数が見込み数を下回っ

たことによるものでございます。 

１１７ページ、１１８ページでございます。上段でございます。４款１項

２目、特定健康診査等事業費、委託料で５９万９，０００円が不用額となっ

てございます。特定健康診査受診者が予定件数を下回ったため生じたもので
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ございます。 

特定健康診査等事業費に係ります主な施策につきましては、２９ページの

中段からやや下のほうに掲載してございますので、そちらをご覧いただきた

いと思います。 

また、５款、財政調整基金費、６款、国民健康保険事業納付金、続きまし

て、１１９ページ、１２０ページでございますが、７款、諸支出金につきま

しては２０万円以上の不用額がございません。 

１１９ページ、１２０ページ下段でございます。当特別会計全体の支出済

額は、前年に比べまして１億６５９万５，０００円減額いたしまして、１１

億２，９８３万８，０００円となってございます。平成３０年度からの都道

府県単位化が始まりまして、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健康保険事業費納付金のほうを支払う仕組みに変わって

ございます。 

以上で、認定第２号、令和元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。ご審議くださいます

ようよろしくお願いいたします。 

 

◇委 員 長  次に、認定第３号、令和元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。阿部福祉課参事。 

 

◇福祉課参事  認定第３号、令和元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、提案内容のご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２１ページに決算の状況を記載してございますので、

併せてご覧いただきたいと思います。 

令和２年３月末時点での後期高齢者医療保険被保険者数は１，３５４人と

なってございます。 

それでは、歳入の主なものから説明を申し上げますが、数値につきまして

は１，０００円単位で四捨五入し、説明をさせていただきます。 

１３１ページ、１３２ページをご覧いただきたいと思います。１款、後期

高齢者医療保険料は、調定額８，３３８万１，０００円に対しまして、収入

済額８，３５０万６，０００円となってございます。前年と比べ算定基礎と

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、３８３万４，０００円の増となってございま

す。 

収入未済額につきましては、収入済額が調定額を１２万５，０００円上回

ってございます。こちらにつきましては、１項１目１節、特別徴収保険料還

付未済が１３件、１２万５，０００円となってございます。こちらにつきま

しては、令和２年１月から２月にかけまして亡くなられた方の保険料徴収分

でございまして、特別徴収分は日本年金機構から送付されます保険料返納金

内訳書が４月以降に報告されたものにつきましては、広域連合の出納整理期

間の都合上、当該年度で収入還付処理ができないことから、収入済額が調定
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額を上回ったものでございます。 

なお、特別徴収保険料還付未済分１３件の還付につきましては、次年度の

歳出において還付することとなっており、令和２年度においてすでに還付済

みでございます。特別徴収保険料、普通徴収保険料ともに現年度分の収入未

済額はございません。 

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

同額でございまして、収入未済額はございません。 

当特別会計全体の収入済額は、前年に比べ１０７万９，０００円増加しま

して、１億１，４５２万円となってございます。 

続きまして、歳出でございます。１３３ページ、１３４ページをお開きく

ださい。歳出につきましては、節において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、総務費は、総務管理、徴収に係る経費でございます。 

２款１項１目、後期高齢者医療広域連合納付金で４２万円が不用額となっ

てございます。所得構成や死亡、転出による被保険者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ございます。 

当特別会計全体の歳出済額につきましては、前年に比べまして１４４万９，

０００円増額し、１億１，４４８万５，０００円となってございます。要因

につきましては、所得額の増や均等割、被扶養者の軽減の見直しによります

歳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。 

以上で、認定第３号、令和元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

うよろしくお願いいたします。 

 

◇委 員 長  次に、認定第４号、令和元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。鈴木福祉課長。 

  

◇福祉課長  認定第４号、令和元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、それから主要な施策の

成果を説明する書類の２９、３０ページに事業内容を記載しておりますので、

併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令和２年３月末現在の第１号被保険者

数は２，５３５人となっているところであります。 

歳入の主なものから款を追って説明いたします。数値につきましては１，

０００円単位に四捨五入し説明をさせていただき、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。 

決算書１４５、１４６ページをお開きください。１款、保険料は、歳入調

定額１億５，５６７万円に対し、収入済額１億５，５０７万１，０００円で、

９９．６％の収納率となっております。介護保険料収入未済額は、５月末時
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点で５９万９，０００円となっています。１節、現年課料分で収入未済額が

４４万９，０００円となっておりますが、５月末日までに還付をできなかっ

た還付未済額が右上にございますが３万８，０００円ありますので、実際の

収入未済額は４８万７，０００円となります。今申し上げました現年保険料

滞納額４８万７，０００円は、１３人の未納によるもので、また、２節、滞

納繰越分１５万円は、５人の未納によるものでございます。それらの９月末

現在の状況でございます。現年過料分の収入済額が３４万１，０００円、８

人が完納しておりまして、さらに、コロナウイルスによる減免が２万３，０

００円あり、残りは５人分、１２万３，０００円となってございます。滞納

繰越分の収入済額は３万８，０００円、３人が完納しており、残りは２人分

１１万２，０００円となっております。 

次に、２款、使用料及び手数料から３款、国庫支出金、それからページが

変わります１４７、１４８ページ、４款、支払基金交付金、５款、道支出金、

６款、財産収入、７款、繰入金、さらに１４９、１５０ページ中ほどになり

ます８款、繰越金までは、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、説明を省略させていただきます。 

その下、９款１項１目１節、第１号被保険者延滞金、調定額１万４，００

０がすべて収入未済となっております。滞納繰越分のうち延滞金が発生した

２人分となりますが、まずは現年課料分や他の年度の滞納繰越分の納入を優

先していることから、現在も収入には至っておりません。 

介護保険事業勘定特別会計全体の収入額は、介護給付費の減少等により、

平成３０年度と比較し２，４７９万５，０００円減少し、１５２ページにあ

りますとおり７億４，３５７万６，０００円となっております。 

次に、歳出について説明を申し上げます。決算書の１５３、１５４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です。ページ中

ほどの３項１目、介護認定審査会費、１９節、負担金補助及び交付金２４万

４，０００円の不用額は、介護認定審査会開催経費の減によるものでござい

ます。 

２目、認定調査等費、１３節、委託料３１万４，０００円の不用額は、施

設入所者等の介護認定委託件数が見込みを下回ったものでございます。 

２款、保険給付費です。１項１目、居宅介護サービス給付費１，０７９万

円、２目、施設介護サービス給付費１，０３７万円。１５５、１５６ページ

です。３目、居宅介護福祉用具購入費３２万９，０００円、一つ飛んで５目、

居宅介護サービス計画給付費９１万４，０００円、２項１目、介護予防サー

ビス給付費１３６万９，０００円、２目、介護予防福祉用具購入費３４万４，

０００円、一つ飛んで４目、介護予防サービス計画給付費４０万３，０００

円。ページを進めまして１５７、１５８ページ、中段よりやや下になります。

６項１目、特定入所者介護サービス費１０２万１，０００円、これらの不用

額につきましては、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。  
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３款、地域支援事業費ですが１５９、１６０ページをお開きください。ペ

ージ中段よりやや上、２項２目、任意事業費、１２節、役務費２５万９，０

００円の不用額は、成年後見制度利用支援事業の該当が無かったことによる

ものでございます。 

中段よりやや下、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１４６万４，０００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、介護サービス費のうち、居宅介護サービス給付

費及び施設介護サービス給付費の減、それから前年度の事業確定に伴う返還

金の減などによりまして２，８９４万６，０００円減少し、１６２ページに

ありますとおり７億１，３６６万円となってございます。 

以上、認定第４号、令和元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。ご審議賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

◇委 員 長  次に、認定第５号、令和元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求めます。鈴木福祉課長。 

 

◇福祉課長  認定第５号、令和元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記載しておりますの

で、併せてご覧ください。 

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。それでは歳入の主なものから説明い

たしますが、数字につきましては１，０００円単位で説明をさせていただき

ます。 

１７３、１７４ページをお開きください。１款、サービス収入は４０１万

７，０００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

保険団体連合会から収入になるもので、前年並み９１６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２４５万６，０００円の収入です。

歳出から収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１３８万９，

０００円増の６４７万３，０００円となっております。 

次に、歳出について説明申し上げます。決算書の１７５、１７６ページを

お開きください。 

１款、サービス事業費で５５８万１，０００円の支出です。職員１名分の

人件費、介護予防支援システム委託料の支出をしているものです。２０万円

以上の不用額はございません。 
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３款１項１目２２節、前年度繰上充用金２９万１，０００円とございます

が、平成３０年度当会計におけます歳入歳出に対する歳入不足につきまして、

充用させていただいたものでございます。 

歳出総額は、職員の昇給に伴う給与費の増により前年に比べ４９万６，０

００円増の５８７万１，０００円となってございます。 

以上で認定第５号、令和元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。ご審議賜りますよ

うお願いを申し上げます。 

 

◇委 員 長  次に、認定第６号、令和元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、令和元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。 

簡易水道事業特別会計の施設及び収支の状況につきましては、別冊の各会

計歳入歳出決算資料２２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６，７５４人、年間総有収水量は８８万１，２２７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、３１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。説明にあたりましては、

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。また、金額につきましては１００円の

単位を四捨五入し、１，０００円単位でご説明申し上げます。 

決算書１８７、１８８ページ、歳入です。１款１項１目１節、給水使用料、

調定額１億６，０８５万５，０００円に対し、収納済額１億５，９３２万６，

０００円、不納欠損額１万６，０００円、収入未済額は１５１万４，０００

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４７件、３６万４，０００円。滞納繰越

分が２３件、１１５万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合わせまして、２４万３，

０００円の納入があり、２８件が完納となっております。 

不納欠損額については、大空町債権管理条例に基づき、１万６，０００円

を債権放棄しております。 

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８，０００円に対し、

収入済額５，０００円。収入未済額３，０００円は、過年度分の給水料金徴

集により延滞金が発生し請求しているところですが、１名の方が納入されず

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、

収入未済額はありません。 
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簡易水道事業特別会計全体では、収入済額の合計は２億２，８０２万５，

０００円。前年度より６，８５８万６，０００円の減となっています。 

次に、歳出について説明いたします。決算書１８９、１９０ページです。

１款１項１目３節、職員手当で３９万４，０００円、４節、共済費２１万８，

０００円は執行残によるものでございます。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、賠償を要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７７万５，０００円の不要額

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。１２

節、役務費で９２万３，０００円の不用額となっておりますが、臨時的な水

質検査件数の確定による執行残です。１３節、委託料で２５万９，０００円

の不用額となっておりますが、委託案件の確定による執行残でございます。 

同じく２目、建設改良費から２款、公債費までにつきましては、執行残に

よる不用額のみとなっております。 

１９１、１９２ページです。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。 

簡易水道事業特別会計全体では、支出済額の合計は２億２，３７４万３，

０００円、前年度より６，８１７万６，０００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、令和元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 ここで昼食のため、休憩します。再開は午後１時とします。 

 

（休憩 午前１１時５４分） 

 

（再開 午後 １時００分） 

 

◇委 員 長 休憩前に引き続き会議を開きます。認定第１号から日程第８号ま

での審査を続けます。 

次に、日程第７号、令和元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、令和元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収支の状況につきましては、各会計歳入歳出決算資

料２３ページに公共下水道女満別地区を、２４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２，２８５

戸、水洗化人口は、４，７４１人となっています。 

また、主要な施策の成果を説明する書類３１ページ中段に、下水道事業特
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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、決算の内容について説明いたします。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２０３、２０４ページ、歳入です。２款１項１目１節、下水道使用

料調定額１億６４０万４，０００円に対し、収入済額１億５５３万円。不納

欠損額３万９，０００円。収入未済額８３万５，０００円。収納率は９９．

２％となっています。収入未済額の内訳は、現年度分が４０件、３３万１，

０００円。滞納繰越分が１２件、５０万４，０００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

を合わせて２０万６，０００円が納入されております。２３件が完納となり

ました。不納欠損額については、地方自治法に基づき、２件、３万９，００

０円を５年経過による消滅時効のため不納欠損としています。 

３款、国庫支出金から６款、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３万円に対し、収入額１万４，０００円。 

収入未済額は１万７，０００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名の方が納入されず、未済とな

っております。 

２項１目、町預金利子から、２０５、２０６ページの８款、町債までにつ

いては、収入未済額はありません。 

下水道特別会計全体では、収入済額の合計は３億２，４０５万５，０００

円。前年から１，１０３万７，０００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２０７、２０８ページです。

１款１項２目、施設管理費、１１節、需用費で３６万６，０００円の不用額

は、電気料金及び修繕料の執行残によるものです。 

同じく３目、建設改良費から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。 

下水道事業特別会計全体の支出済額の合計は３億２，２５２万９，０００

円、前年度より９６６万５，０００円減額となっております。減額となった

主な要因としては、下水道認可変更などの委託業務の完了によるものとなっ

ております。 

以上、認定第７号、令和元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、令和元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、令和元年度大空町個別排水処理事業特別会計歳入歳
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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収支の状況につきましては、各会計歳入歳出

決算資料２５ページに掲載しています。また、主要な施策の成果を説明する

書類、３１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、１９５戸

の浄化槽を管理しております。 

それでは、決算の内容について説明いたします。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２１９、２２０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１，１５０万１，０００円、収入済額１，１３３万５，０００

円、不納欠損額１５万円、収入未済額は１万６，０００円となっています。

収入未済額の内訳は、現年分が１件、１万６，０００円。滞納繰越分はあり

ません。収入未済額のうち、本年９月末における収納状況は、１件、８，０

００円となっております。不納欠損額については、地方自治法に基づき、２

件、１５万円を５年経過による消滅時効のため、不納欠損としています。 

２款、繰入金から４款、諸収入までについては、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３，１０６万９，

０００円。前年度より１２４万３，０００円増となっております。 

次に、歳出について説明いたします。２２１、２２２ページです。１款１

項１目１１節、需用費５０万４，０００円の不用額は、浄化槽修繕費用の執

行残によるものです。１３節、委託料２３万９，０００円の不用額は、浄化

槽保守清掃委託料の執行残によるものです。同じく２７節、公課費から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の合計は２，９８０万２，０００

円で、前年度より９３万２，０００円の増となりました。 

以上、認定第８号、令和元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 これで各会計の説明は終わりました。次に、大空町奨学基金運用

状況調書について説明を求めます。佐々木生涯学習課長。 

 

◇生涯学習課長 令和元年度大空町奨学基金運用状況調書につきまして、ご説

明申し上げます。 

決算書２２３、２２４ページでございます。前年度末現在高の基金総額は

５，７７６万６，１９９円。内訳といたしまして、現金又は預金が１，３９

２万３，４６５円。貸付が６２名に対し４，３８４万２，７３４円でありま

した。決算年度中の基金の増減額といたしましては、その他として預金利子

１６５円の増額でございます。 

令和元年度中の新規貸付金は、７名に対しまして２２２万円。継続貸付金
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は、１３名に対しまして４２９万円の計６５１万円で、令和元年度中に返還

された貸付金は５３名から１，０２１万６，６１０円で、うち９名が返還完

了となったところであります。 

年度末基金の総額は５，７７６万６，３６４円。内訳といたしまして、現

金又は預金が１，７６３万２４０円、貸付が６０名に対し４，０１３万６，

１２４円となっております。       

以上、令和元年度大空町奨学基金運用状況調書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、財産に関する調書について説明を求めます。林総務課長。 

 

◇総務課長 財産に関する調書の説明をいたします。 

１ページをお開き願います。１、公有財産（１）土地及び建物です。決算

年度中に増減のありました主な要因につきまして説明をいたします。 

はじめに土地についてです。左端、行政財産の上から３行目、その他の行

政機関のその他の施設で５２平方メートルの減少につきましては、水道施設

として使用していた用地でありますが、施設の用途がなくなり撤去したこと

に伴いまして、普通財産に用途変更し、用地を売却したものです。 

次に、公共用財産、公園で４万３，６２８平方メートルの増加は、ひがし

もこと芝桜公園の景観保全などにおいて必要な隣接地を取得したことによる

ものです。公衆用道路３，６９５平方メートルの増は、道路用地として寄附

を受けたもの２件によるものです。その他の施設９，１５９平方メートルの

減少は、主に認定こども園ひがしもことの整備にあたり、普通財産、その他

の施設に用途変更したものでございます。次に、下段、普通財産の山林１０

万２，０３７平方メートル増加は、今年３月に寄附をいただいたことによる

ものです。宅地７５平方メートルの減少は、公園地区分譲地２区画売払いの

他、寄附があったことなどによるものです。その他の施設９，８１０平方メ

ートルの増加は、主に認定こども園ひがしもことの整備に係る用途変更によ

るものです。合計では１４万９，８８４平方メートル増加し、決算年度末現

在高は３，０４４万３，３８８平方メートルとなっております。 

２ページをご覧願います。次に、建物です。はじめに左側の木造ですが、

その他の行政機関、その他の施設で５５平方メートルの減少は、老朽する水

道施設建物を解体処分したものです。公共用財産、その他の施設で３８１平

方メートルの減少は、旧大成小学校体育館の解体によるものです。下から３

行目、普通財産、その他の施設で８０平方メートルの減少は、東藻琴地区の

職員住宅を老朽のため解体処分したことによるものです。木造の合計は５１

６平方メートル減少し、決算年度末現在高は２万１，５６６平方メートルと

なっています。 

続きまして、非木造ですが、その他の行政機関、その他の施設で４平方メ

ートル減少しています。老朽する役場庁舎のごみ収集物置の一部を撤去処分

したことによるものです。公共用財産、公営住宅で１１４平方メートルの減

少は、東藻琴地区公営住宅の一部を普通財産、その他の施設に用途変更し、
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外国人技能実習生の住宅として貸し付けしたものです。同じくその下の施設

で１，７２４平方メートルの減少は、東藻琴地区の肉牛哺育センターの分類

を見直し、普通財産、その他の施設に変更したことによるものです。下から

３行目、普通財産、その他の施設で７，７３７平方メートルの増加は、主に

金融機関建物の寄附、病院建物の購入によるものです。非木造の合計は５，

８９５平方メートル増加し、決算年度末現在高は１３万４，０５６平方メー

トルとなっています。 

建物合計では５，３７９平方メートル増加し、決算年度末現在高は１５万

５，６２２平方メートルとなったところでございます。  

３ページをお開き願います。（２）山林です。面積につきましては、区分

欄の所有で１４万５，９００平方メートルの増加となっています。寄附をい

ただいたものと、先ほど土地で説明をさせていただきました芝桜公園の隣接

地取得に係るものでありまして、決算年度末現在高の合計は１，７４３万７

４８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は、所有で７，４８９立方メートルの増加

となっています。間伐、皆伐による減少もありますが、面積が増えたことと

生長による増です。次の分収で７０１立方メートルの増加は、生長よる自然

増でございます。 

合計では８，１９０立方メートル増加し、決算年度末現在高は３８万２，

９５４立方メートルとなっております。 

飛びまして、４ページの中段でございます。（６）有価証券です。株券の

決算年度中増減額３，３００万円の減額は、女満別空港ビル株式会社の株式

を譲渡したことによるものです。次に、国債証券２億４，３１８万６，００

０円の減、その下、地方公共団体金融機構債権１億円の減は、公金の効率的

な資金運用のため、減債基金に係る債権を売却したことによるもので、決算

年度末現在高は３億７，５７８万２，０００円となっております。 

続きまして、５ページをお開き願います。２、物品です。右から２列目、

３列目にあります決算年度中に増減があるものにつきまして説明をさせてい

ただきます。 

はじめに女満別地区ですが、６ページの中段、可搬式ディーゼル発電機１

台増は、災害時などにおいて電源を確保するため非常用発電機を購入したも

のです。下から２行目、平ボディトラック１台増、その下の木屑破砕機１台

の増は、一般廃棄物最終処分場での作業用トラックと破砕機を購入したもの

です。めくっていただきまして、８ページをご覧願います。中段のやや下、

自動券売機１台の増減は、農業構造改善センターの入浴料発券機の故障に伴

い更新したものです。二つ下、圧力殺菌釜１台増は、９ページに移りまして、

上から２行目にあります。高圧殺菌釜の廃棄処分に伴い、購入したものでご

ざいます。続いて、１１ページをお開き願います。中段のグレーダ、２つ下

の除雪ドーザ、この各１台増は、車両の更新によるもの、下段、普通貨物１

台の減は、経年劣化により処分したものでございます。その下、洗車機１台、

次のパレットフォーク１台の増は、女満別除雪センターに配置したもので、

道路、橋梁、河川の維持管理に係る指定管理期間の満了をもちまして指定管
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理者から引継いだものです。１２ページをご覧願います。中ほどのスクール

バス１台の増減は更新により処分、購入したものです。二つ下、チューバの

１台増は、購入し女満別中学校に配置したものです。次に、１４ページをお

開き願います。下段、自動ガス炊飯機３台の増、さらにページ変わりまして、

１５ページ３行目の食品脱水機１台増は、いずれも新規に購入し、女満別学

校給食センターに配置したものです。二つ下の投票用紙計数機１台減は、錯

誤によるもの。次の自書式読取集計機２台の増は、内１台は新規購入による

もの、もう１台は精査により錯誤が判明したことによる増でございます。 

続きまして、東藻琴地区です。１７ページをお開き願います。上段の冷蔵

用牛乳用オープンショーケース１台減、下段の冷蔵ショーケース１台増は、

東藻琴乳酪館売店の商品販売ショーケースを更新したものです。次に、１９

ページをお開き願います。１行目、エアーコンプレッサー１台増は、東藻琴

除雪センターに配置したもので、指定管理期間の満了をもちまして指定管理

者から引き継いだものです。中ほどの塵芥収集車１台減は、更新により売却

処分したもので、これに替わる車両は３０年度に購入をしているため、減の

みとなっております。次に、２０ページでございます。中段のデジタル画像

診断システム一式増は、東藻琴診療所に新規に整備したものです。次に、２

１ページをお開き願います。中段の小型貨物１台減、また右の２２ページ、

同じく中ほどに小型貨物１台増がありますが、これらは生涯学習課から高

校・認定こども園推進室に所管替えしたことによるものです。物品につきま

しては以上でございます。 

続きまして、２５ページをお開き願います。３、債券です。町民税特別徴

収分の３０年度分は前年度末現在高２，５９４万円。決算年度中の増減高は

同額が減少で、決算年度末現在高はございません。次の町民税特別徴収分の

元年度分は２９９事業、１，３５４件分の２，６２０万３，０００円増加し、

同額が決算年度末現在高となっております。高齢者住宅整備資金貸付金は１

件、３３万４，０００円の残高に対し、２万２，０００円の償還があり、決

算年度末現在高３１万２，０００円となっております。公共下水道受益者負

担金等は１億２，６１４万６，０００円の残高に対し、２３６万７，０００

円の収入があり、決算年度末現在高は１億２，３７７万９，０００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、普通納付金で前年度末現

在高１億３，４００万７，０００円、配分金が１３４万円あり、決算年度末

現在高は１億３，５３４万７，０００円となっております。また超過納付金

は前年度末現在高１億６，２９７万４，０００円、配分金が５９万４，００

０円ありましたが、消防デジタル無線整備に係る起債償還財源としまして７

０６万９，０００円使用しており、差し引き６４７万５，０００円の減少で、

決算年度末現在高は１億５，６４９万９，０００円となっております。納付

金全体では５１３万５，０００円減少し、決算年度末現在高は２億９，１８

４万６，０００円となっております。 

続いて、４、基金です。３月３１日、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利子の積み立

てによる増でございます。（２）大空町地域福祉・医療基金は主に女満別中
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央病院建物購入の財源として取り崩したものです。（３）大空町奨学基金は、

貸付金が年度内の貸付実行と返還により、差し引き３７０万７，０００円の

減となっております。現金は貸付金の減少により増加したものでございます。

（４）北海道東藻琴高等学校教育振興基金は、主に実習による生産物の売払

い分を積み立て、原材料などに充てる額を取り崩し、差し引いた分の増でご

ざいます。２６ページをご覧願います。（５）大空町国民健康保険事業基金

は、新規の積み立て３００万円と利子分による増加です。（６）大空町公共

施設等整備基金は、新規積み立て５，０３７万７，０００円のほか、街灯の

管理、橋梁の補修、女満別Ｂ＆Ｇ海洋センターの整備などに係る財源として

活用する部分を取り崩しました差額が増加となっております。（７）大空町

減債基金は、公金の効率的な資金運用のため、債券を売却したことによるも

ので、有価証券３億４，４２５万円の減、現金につきましては３億５，４２

７万８，０００円の増加となっております。（８）大空町介護保険基金は、

新規積み立て４２４万９，０００円と利子分による増です。（９）網走湖環

境改善対策基金は利子の積み立てによる増でございます。（１０）大空町地

域振興基金は、主に移住・定住、地域公共交通、観光・産業の振興、雇用対

策など、まちづくり地方創生事業に係る財源としまして、取り崩したことに

よる減少です。２７ページをお開き願います。（１１）大空町学校教育施設

建設基金につきましては、認定こども園の整備に係る財源として取り崩した

ものです。（１２）大空町国営美女地区かんがい排水事業基金は、事業完了

に伴う負担金支出のために積み立てたものです。（１３）大空町子ども未来

づくり教育基金は、新規積み立て３，０３２万３，０００円のほか、教育環

境の充実、高校魅力化推進事業などの財源として取り崩しました差額分が増

加となっております。（１４）大空町森林環境譲与税基金は、令和元年度に

創設されました森林環境譲与税を原資といたしまして森林整備を推進するた

め、新規に積み立てたものでございます。（１５）大空町女満別空港活性化

基金は、空港運営の民間委託に伴い、女満別空港ビル株式会社の株式譲渡分

と利子を積み立てたものでございます。財産に関する調書の説明につきまし

ては、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。林総務課長。 

 

◇総務課長 各会計歳入歳出決算資料をご用意願います。主なものにつきまし

てご説明を申し上げます。 

４ページをお開き願います。繰越事業決算関係でございます。平成３０年

度から令和元年度に繰り越した事業の科目別決算の内訳です。国の経済対策

に伴う補正予算によるもので、一般会計において予算総額４６２万２，００

０円の繰越明許であります。事業の内容などにつきましては、決算の歳入歳

出で説明したとおりでありますので省略をさせていただきます。 

５ページをご覧願います。決算収支の状況です。この表は一般会計の決算

収支が黒字か、また赤字かを表わすものです。令和元年度は歳入歳出を単純
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に差し引いた額、表の左から４列目（Ｃ）欄になりますが、１億７，８１７

万８，０００円、次の繰越明許に係る翌年度に繰り越すべき財源（Ｄ）欄が

４３５万５，０００円ありますので、差し引き、実質収支（Ｅ）欄は、１億

７，３８２万３，０００円で黒字となっております。また、単年度収支（Ｆ）

欄は、実質収支における現年度との差で、５，１４６万円の黒字となってお

り、さらに右端の実質単年度収支（Ｊ）欄は歳入と歳出の中で財政調整基金

を積み立てるといった黒字の要素、また逆に取り崩すという赤字の要素を加

味した場合に、単年度収支が実質的にどうなっているかを見るものでありま

して、元年度につきましては、（Ｇ）欄の財政調整基金の積み立てが７０万

８，０００円ございます。よって、５，２１６万８，０００円の黒字となっ

ております。 

続きまして、ページが飛びまして、１０ページをお開き願います。性質別

経費の状況です。この表は、歳出の性質別経費の内訳を示したもので、特に

財政の健全化を示す経常収支比率について記載されています。表の右から２

列目、経常収支比率の欄の中段からやや下になりますが、９２．２％とあり

ます。これが元年度の経常収支比率でございまして、前年度と比較しますと

０．１ポイント減少しております。大きな変動はなく、ほぼ同水準ではあり

ますが、財政の硬直化が継続している状況にございます。 

続きまして、１６ページをお開き願います。基金の状況ですが、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

するものですが、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た

ものも含んだ金額となっております。左端、区分欄の上から２行目、歳出決

算額（Ｂ）でありますが、１の財政調整基金は利子分で７０万８，０００円。

２の減債基金は債券運用と利子分で１，１０９万１，０００円。３のその他

特定目的基金は、新規積み立てと利子分で１億８，２２７万２，０００円あ

りまして、主に地域福祉医療基金に３，２００万円、子ども未来づくり教育

基金に約３，０００万円、国営美女地区かんがい排水事業基金約１，７００

万円、女満別空港活性化基金に約９，１００万円の積み立てによるものです。

また、次の行の取崩し額（Ｃ）ですが、３、その他特定目的基金の４億３，

２８３万円は、主に橋梁補修事業、ＬＥＤ街路灯整備などで、公共施設等整

備基金を約３，６００万円、病院建物の購入などで地域福祉医療基金を約２

億６，７００万円、地方創生総合戦略事業などで地域振興基金を約９，３０

０万円、学校補助教諭、コーディネーターの配置など、子ども未来づくり教

育基金を約２，８００万円、それぞれ取り崩したことによるものでございま

す。  

続きまして、１７ページをお開き願います。地方債現在高の状況です。少

し文字が見えづらくて申しわけございませんが、表の左端、区分欄に地方債

の名称、左から３列目には元年度の一般会計発行額を記載しています。左端、

区分欄の上から３行目、２、公営住宅建設事業債で発行額３，９２０万円は、

中央さくら団地建設事業に係る借り入れです。その三つ下、３、災害復旧事

業債で２，３８０万円は、令和元年８月の大雨により被害を受けた道路河川

の災害復旧工事に係るものです。次に、中ほどの６、一般単独事業債の１，
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５００万円は、東藻琴総合支所庁舎の大規模改修工事などで、合併特例債１，

０００万円、役場庁舎の防災機能強化として非常用電源の確保にあたり、地

域緊急防災減債事業債５００万円を借り入れたものです。次に、下段の８、

過疎対策事業債９億８，７２０万円は、ひがしもこと乳酪館や女満別中学校

の大規模改修、認定こども園の整備、地域医療確保対策事業などに係るもの

です。このほか、下から４行目、１２、臨時財政対策債が１億４，５６２万

２，０００円ございまして、地方債の借り入れ合計は、１２億１，０８２万

２，０００円となっております。その右隣り、元金償還額の合計につきまし

ては、１２億７４４万５，０００円。元年度末の地方債残高につきましては、

右から４列目の同じく下から３行目でございます。合計で１５１億５，７８

７万円となっておりまして、前年度より約３４０万円増加しております。 

続きまして、２８ページをお開き願います。一般会計の貸借対照表です。

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たかを明

らかにする書類でありまして、左側の資産は、町が保有する土地や建物など

の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て

います。右側の負債につきましては、資産を形成するために財源とした地方

債など、将来の世代が負担するもの。また、下から５行目に純資産の部とあ

りますが、これにつきましては、これまでの世代や国、道が負担した将来返

済しなくても良いものを示しております。まず表の左、資産の部でございま

す。１、固定資産の（１）有形固定資産、①の事業用資産は、②のインフラ

資産と③の物品を除く資産で２４７億８，６０８万２，０００円。②のイン

フラ資産は、道路、公園、橋梁に係るもので１００億４，５１７万５，００

０円。③の物品は、取得５０万円以上のもので、２４億２，４３５万３，０

００円ありまして、有形固定資産の合計は、３５１億７，９０１万４，００

０円となっております。 

中段の（２）無形固定資産は、①のソフトウエアのみで総合行政情報シス

テムなど４，７５６万２，０００円でございます。 

次に、（３）投資その他の資産です。①投資及び出資金は、有価証券と出

資金、③の長期延滞債権は、過年度の税等の滞納繰越分、④長期貸付金は、

高齢者住宅貸付金の元金、⑤基金は、減債基金、その他にはその他特定目的

基金と退職手当組合積立金で、合わせまして３９億１，８９１万６，０００

円でございます。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割合を乗じて試算したもので、マイナス２７６万８，０

００円となっております。投資その他の試算の合計は４４億１，６４０万４，

０００円となり、固定資産の合計は３９６億４，２９８万円となっています。 

続きまして、２、流動資産の（１）現金預金、①の資金は、繰越金、②の

歳計外現金は、公営住宅の敷金で合わせて２億９１８万円となります。（２）

の未収金は、元年度分の地方税や使用料などの滞納額を。（５）棚卸資産は、

売却可能な資産である分譲宅地を計上しております。流動資産の合計は１５

億３，８５７万３，０００円となり、１番下の行、資産合計は４１１億８，

１５５万３，０００円となっております。 

次に、右側、負債の部でございます。１、固定負債は、通年に渡って償還
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や負担をしていくもので、（１）地方債等は令和３年度以降に償還する地方

債の額、（２）長期未払金は、債務負担行為で確定している令和３年度以降

の負担額、（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、

（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

る令和３年度以降のＬＥＤ街路灯照明の借上料を計上しており、固定負債の

合計につきましては１４８億９４８万９，０００円となっております。 

次に、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掲載し

ております。（１）１年内償還予定地方債等は、令和２年度分の地方債の償

還額、（２）未払金は、債務負担行為で確定している令和２年度の負担額、

（６）賞与等引当金は、翌年度の６月に見込まれます議員、特別職、一般職

の期末勤勉手当の額、（７）預り金は、歳計外現金の公営住宅敷金など、（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２年度のＬＥＤ街

路灯照明借上料を計上しております。流動負債合計は１５億９，００２万７，

０００円となり、負債の合計は１６３億９，９５１万６，０００円となって

おります。 

次に、純資産の部ですが、資産合計から負債合計を差し引いた額でござい

ます。１、固定資産等形成分は、資産形成のために充当しました資源の蓄積

額、２、余剰分は、費消可能な資源の蓄積の額を計上し、純資産の合計につ

きましては２４７億８，２０３万７，０００円となっております。 

参考までに以上を町民１人あたりに換算しますと、資産は５８３万円、負

債は２３２万円、純資産は３５１万円、地方債残高は２１４万円となり、前

年度とほぼ同額となっております。 

続きまして、２９ページの行政コスト計算書です。この表は、１年間の行

政運営を行う中で、福祉活動やごみ収集にかかる経費、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。企業で言いますと損益

計算書にあたるものでありますけれども、地方公共団体では、損益を見るこ

とが目的ではありませんことから、行政サービスに要したコストを明らかに

しているところであります。１の経常費用につきましては、人件費、物件費

など、行政サービスに係る費用で、（１）業務費用の①人件費は、職員の給

与や議員報酬、賞与引当金繰入などの経費で、１２億８，４１０万円、②物

件費等は、消耗品費、委託料、維持補修費、減価償却費等で３１億８６５万

９，０００円、③その他の業務費用は、町債の償還利子や過年度の還付金、

返還金など、８，９８２万６，０００円でありまして、上から２行目（１）

業務費用の合計は４４億８，２５８万５，０００円となっております。 

次に、中ほどの（２）移転費用は、負担金、補助金、扶助費、他会計への

繰出金などの経費でありまして、計２８億５，３８２万７，０００円。よっ

て１行目にあります、１、経常費用の合計は、７３億３，６４１万２，００

０円となっております。 

次に、２の経常収益でありますが、使用料、手数料、財産収入、雑入など

を計上しておりまして、合計４億１，７８８万９，０００円となっておりま

す。 

３の臨時損失、（１）災害復旧事業費は、災害復旧事業に要した費用、（２）
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の資産除売却損は資産を処分した際の損失でありまして、合計３，０１１万

７，０００円となっています。 

４の臨時利益は、資産を処分した際の利益を計上しておりまして、６，４

６２万４，０００円となっております。 

表の最後に純行政コストがありますが、１の経常費用と３の臨時損失の合

計から２の経常収益と４の臨時損益を差し引いた額でございまして、６８億

８，４０１万６，０００円となっております。 

次に、下段の表、純資産変動計算書ですが、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したものでございます。２行目の純行政コスト

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っておりま

す。１の財源につきましては、純行政コストを賄うための財源で、（１）の

税収等は町税や地方交付税など、（２）の国県等補助金は国庫道支出金であ

りまして、財源の合計は６３億５，７８０万３，０００円となっております。

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あ

りまして、税や補助金などの財源で賄えなかったことから、マイナス５億２，

６２１万３，０００円となっております。２、固定資産等の変動は、有形景

固定資産、貸付金、基金など、純資産内部の増減額を表し、固定資産等形成

分と余剰分は全体値が同じとなり、符合が逆転した額となっております。固

定資産等形成分の合計はマイナス５億１，７９５万３，０００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の資産評価差額は

固定資産や金融資産の評価差額が発生した場合のものですが、計上額はござ

いません。４の無償所管換等は無償で譲渡、又は取得した固定資産の評価額

を表しておりまして、３，８９５万３，０００円となっております。本年度、

純資産変動額はマイナスの４億８，７２６万円で、本年度末純資産残高は２

４７億８，２０３万７，０００円となったところでございます。 

次に、３０ページをお開き願います。資金収支計算書でありますが、１年

間の資金の流れを三つの区分で表したもので、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。上段、業務活動収支の１、業務

支出は、人件費や物件費、補助金、扶助費などで５９億３５７万９，０００

円。２の業務収入は、町税や業務支出の財源となる国、道補助金、使用料な

どで６５億２１３万１，０００円。３の臨時支出は、災害復旧事業費などで

２，４２３万７，０００円。４の臨時収入は、臨時的な収入で計上額はござ

いません。業務活動収支の合計は、５億７，４３１万５，０００円となって

いるところでございます。 

次に、中段、投資活動収支の１、投資活動支出は、公共施設などの整備費、

基金の積み立てなどで１３億３，５２７万２，０００円。２の投資活動収支

は投資活動支出の財源となる国、道補助金基金、基金の取崩、資産の売却な

どで８億１，１２７万４，０００円。投資活動の収支はマイナス５億２，３

９９万８，０００円となっております。 

次に、下段、財務活動収支の１、財務活動支出は、町債の償還などで１２
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億７４４万５，０００円。２の財務活動収入は、町債の発行など１２億１，

０８２万２，０００円で、財務活動収支は３３７万７，０００円となってお

ります。 

その下の本年度資金収支額は５，３６９万４，０００円。前年度末資金残

高は１億２，４４８万４，０００円、本年度末資金残高は１億７，８１７万

８，０００円となります。 

下の表の３行目、本年度末歳計外現金残高が３，１００万２，０００円。

また、次の本年度末現金預金残高は２億９１８万円となっているところでご

ざいます。 

次に、３１ページから３３ページにつきましては、国の要請によりまして、

町の一般会計、財務書類と連結対象となります七つの特別会計、さらに財政

的に関わりの深い団体を合計し、財務書類を作成しております。なお、作成

の方法につきましては、一般会計と同様の考えでございます。対象となる団

体につきましては、出資比率５０％を超える第三セクターなどとされており

まして、令和元年度決算では、一般財団法人めまんべつ産業開発公社、株式

会社東藻琴芝桜公園管理公社と連結して作成しております。連結の債務処理

を作成する意義としましては、自治体によりましては、財政的な関わりが深

い団体の赤字や負債に対しまして、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潜在的な負債は見えにくいところが

あるということから作られているものでございます。特に見るべきポイント

といたしましては、連結した結果、債務超過に陥ってはいないかということ

でありますけれども、３１ページの貸借対照表を見ますと、表の左側の１番

下、資産合計４９７億４，７２０万２，０００円に占める右の負債合計１９

３億４３１９万１０００円、この割合につきましては３８．９％でありまし

て、一般会計の３９．８％と大きな差はございません。この割合が高くなり

ますと、財政運営が容易でなくなり、また、１００％を超えますと、債務超

過ということになりますが、現状そういった状況にはないということでござ

います。財務書類に関しての説明につきましては、以上でございます。 

 

◇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 令和元年度の大空町一般会計及び７特別会計の決算審査結果

につきまして、概要をご説明申し上げます。 

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ご説明申し上げます。   

審査の対象は、令和元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
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歳入歳出決算、大空町基金運用状況調書、また、附属書類として、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２年８月４日から８月２５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、審査に付された令和元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、

計数の正確性を検証するため、関係諸帳簿その他証書類と照合等、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、調査がない場合

には１，０００円未満を四捨五入して記載しているため、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が１００％とならない場

合がありますのでご理解願います。 

 審査の結果及び意見、審査に付された一般会計、各特別会計の決算書及び

附属書類は法令の規定により調整されており、表示された係数は関係諸帳簿

及び証拠書類等により照合の結果、予算の執行について、一部歳出において

未払いが発生したことを除いては、適正に処理されていることが認められま

した。 

令和元年度の一般会計歳入歳出決算の状況を見ると、歳入は８６億４，８

７１万２，０００円、歳出は８４億７，０５３万４，０００円で、３０年度

に比べ、歳入は３．７％、３億９２４万５，０００円の増、歳出は３．１％、

２億５，５５５万１，０００円の増となっており、形式収支は１億７，８１

７万８，０００円の黒字、翌年度に繰り越しする財源を差し引いた実質収支

は１億７，３８２万３，０００円、前年度実質収支額の１億２，２３６万３，

０００円を差し引いた単年度収支額も５，１４６万円といずれも黒字であり

ます。 

歳入では、歳入全体の１１．５％を占める町税は９億９，１１１万６，０

００円で、３０年度の１０億１，７０２万９，０００円に比し、９７．５％、

２，５９１万３，０００円の減となっており、主に固定資産税及び軽自動車

税が増加し、町民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４０．７％を占める地方交付税は３５億２，３２９

万３，０００円で、３０年度の３５億４，５７１万６，０００円に比し９９．

４％、２，２４２万３，０００円の減、令和元年度に借り入れた町債は１２

億１，０８２万２，０００円で、３０年度の９億３，００９万２，０００円

に比し、３０．２％、２億８，０７３万円の増となりました。 

また、国庫支出金と道支出金を合算した金額は１１億１２８万２，０００

円と３０年度の１１億１，４８６万５，０００円と比し、９８．８％、１，

３５８万３，０００円の減となっています。  

繰入金は４億３，２８３万円と３０年度の３億９，７６２万９，０００円

と比し、８．９％、３，５２０万１，０００円の増となり、財産収入は１億
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６，９６８万９，０００円と３０年度の１億４，３０５万円と比し１８．６％、

２，６６３万９，０００円の増となっています。  

財政調整基金は、令和元年度の決算現在高において７０万８，０００円の

積立てを行い、総額１３億１，４３６万６，０００円となり、昨年度と比し

７０万８，０００円の増となりました。 

減債基金及びその他特定目的基金は１億９，３３６万３，０００円の積立

てを行いましたが、４億３，２８３万円の取り崩しを行い、２億３，９４６

万７，０００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、令和元年度末では１

５１億５，７８７万円と３０年度決算に比し０．１％、３３７万７，０００

円の増となり、引き続き各会計歳入決算合算額を上回っています。  

令和元年度の７特別会計歳入歳出決算の状況を見ると、歳入合計は２５億

９，２８０万８，０００円、歳出合計は２５億３，９９２万７，０００円で、

３０年度決算に比し、歳入は９２．６％、２億７８２万円の減、歳出は９２．

３％、２億１，０５０万５，０００円の減となっており、７特別会計を合算

した形式収支は５，２８８万１，０００円、実質収支も同額の５，２８８万

１，０００円で黒字であります。  

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１１２億４，

１５２万円、歳出は１１０億１，０４６万１，０００円で、形式収支は２億

３，１０５万９，０００円、翌年度へ繰り越すべき財源の４３５万５，００

０円を差し引いた実質収支も２億２，６７０万４，０００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２９年度が８７．５％、

３０年度が９２．３％、令和元年度が９２．２％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。  

財政力指数は、２９年度は０．２４８、３０年度が０．２５６、令和元年

度が０．２６１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。  

実質公債費比率については１０．４％と、前年度より０.３ポイント改善し

ています。 

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２７．７％と、３

０年度と比し０．２ポイント減少していますが、主な要因は町税及び諸収入

の減少によるものであります。 

また、歳入全体に占める依存財源の割合は７２．３％と、３０年度と比し、

４.０％、２億３，７９８万８，０００円増加していますが、主な要因は町債

の増加であります。  
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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％と、３０年

度より０．９ポイント減少し、決算額については０.４％、１，０３９万２，

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、

扶助費は減少しており、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２２．４％と前年度より３．３ポイ

ント、３億２，９５８万５，０００円増加しているものの、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、令和元年度も経費節減、効率的な事務執行、補助

金の確保や事業の見直し等、様々な取組みがなされ、財政健全化の維持に努

められてきたと認められます。引き続き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たいと思います。  

なお、令和元年度歳出予算の執行においては、一部未払いが発生していま

す。予算の適正な執行のため、庁内のチェック体制の整備について引き続き

配慮願うものであります。  

令和元年度の一般会計における町税収入は３０年度と比べ９７．５％、２，

５９１万３，０００円減少していますが、調定額も２，７１３万２，０００

円減少しております。滞納額を含めた徴収率は９８．６％と、前年度より０．

１ポイント増加し、現年度分の徴収率については９９．８％となっており、

収入未済額は前年度より８７万６，０００円減少しておりますが、引き続き

高い徴収率であり、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て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な迅

速な対策についても引き続き取り組み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

資力の回復は望めない者、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
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続き行うことが必要であります。  

経済全体は新型コロナウイルス感染症の影響により、雇用情勢は不安定に

なり、経済情勢は厳しさを増しています。依然として地域経済における所得

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、こ

れからも一般財源の大きな増収は見込めないものであり、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あたっては、長期的な

視野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る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。 

次に、決算の概要について、各会計別の決算額のみご説明を致します。 

一般会計における予算現額８９億１，５１０万８，０００円に対し、決算

額は、歳入８６億４，８７１万２，０００円、歳出８４億７，０５３万４，

０００円、差引額１億７，８１７万８，０００円、形式収支１億７，８１７

万８，０００円より翌年度へ繰り越すべき財源４３５万５，０００円を差し

引いた１億７，３８２万３，０００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１２億８５万３，０００円に対し、

決算額は、歳入１１億４，５０８万９，０００円、歳出１１億２，９８３万

８，０００円、差引額１，５２５万１，０００円、翌年度へ繰越すべき財源

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１億１，５３５万４，０００円に対し、

決算額は、歳入１億１，４５２万円、歳出１億１，４４８万４，０００円、

差引額３万６，０００円、翌年度に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７億４，３８４万１，０００円に対

し、決算額は、歳入７億４，３５７万６，０００円、歳出７億１，３６６万

円、差引額２，９９１万６，０００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。 

介護サービス事業勘定特別会計の予算現額６０７万３，０００円に対し、

決算額は、歳入６４７万３，０００円、歳出５８７万１，０００円、差引額

６０万２，０００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。 

簡易水道事業特別会計の予算現額２億２，７９２万３，０００円に対し、

決算額は、歳入２億２，８０２万５，０００円、歳出２億２，３７４万３，

０００円、差引額４２８万２，０００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。 
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下水道事業特別会計の予算現額３億２，３９８万８，０００円に対し、決

算額は、歳入３億２，４０５万６，０００円、歳出３億２，２５２万９，０

００円、差引額１５２万７，０００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３，１０８万７，０００円に対し、

決算額は、歳入３，１０６万９，０００円、歳出２，９８０万２，０００円、

差引額１２６万７，０００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。 

以上、令和元年度の大空町一般会計及び７特別会計に係る決算審査意見書

の説明とさせていただきます。 

 

◇委 員 長 ここで１０分間休憩します。 

 

（休憩 午後 ２時１３分） 

 

（再開 午後 ２時２３分） 

 

◇委 員 長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

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。 

３番、上地委員。 

 

◇上地委員 はい、３番。２点ほど確認させていただきたいと思います。 

前年度の決算資料のほうも確認させていただきました。そちらと比較して

でありますが、１６ページの１目、航空機燃料譲与税。備考の欄で航空機燃

料譲与税３，２２８万９，０００円とあります。前年度が平成３０年度です

けど３，６２５万９，０００円と。約４００万近い金額が減っていると。こ

のことについて、もう少し詳しくお聞かせをいただきたい。 

続いて、もう１点、２２ページ、決算書の６目、土木使用料の中で、４節、

町営住宅使用料。備考のところに町営住宅使用料９，０５４万とあります。

前年度９，３０４万と。前年度の方が３００万ほど多いと。３００万と大き

い金額が減っているので、このことについても詳細をお聞かせていただきた

いと思います。以上２点です。 

 

◇委 員 長 林総務課長。 

 

◇総務課長 まず１点目の航空機燃料譲与税の件でございますが、この譲与税

につきましては、国税として徴収をされております航空機燃料税、この収入

額の９分の２が空港に関する市町村、また都道府県に譲与されるものでござ

います。さらにこのうち５分の４が市町村に譲与されるものでございます。

市町村に譲与される総額のうち３分の１につきましては、国内線の着陸料を
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もって按分をされて計算されているところであります。 

今回のその差額の分につきまして、詳しい積算内容につきましては、総額

での通知しかないものですから詳細は分かりませんけれども、基本的に女満

別空港の部分での着陸料をもって按分されて算出されたということでござい

ます。 

 

◇委 員 長 星加住民課長。 

 

◇住民課長 上地委員の質問ですが、土木使用料において大きく３３０万ほど

の減になっている理由はということの質問かと思います。 

土木使用料の内訳は備考欄に記載されておりますが、町営住宅使用料をは

じめ公営住宅使用料、公営住宅の使用料に伴います滞納繰越分について記載

させていただいております。大きな要因といたしましては町営住宅使用料に

おきまして、２５０万ほど前年と比べて減となっております。そのほか特定

公共賃貸住宅使用料並びに滞納繰越分がそれぞれ４８万、４６万ほど減とい

うふうになっております。町営住宅入居者の退去などが主な原因となり、退

去が多く、収入が減となっているのが大きな要因となっております。 

 

◇委 員 長 ３番、上地委員。 

 

◇上地委員 はい、３番。１点目は着陸の料金とご説明をいただきましたので、

その点についてはよろしいですが、２点目の町営住宅使用料のほうで、入退

去の関係で差額が出たということですが、実際に今後退去される方が増える

となかなかこのように財源が減っていくというのもありますので、しっかり

とそういう方にも対応しているのか、その点について最後、確認したいと思

います。 

 

◇委 員 長 星加住民課長。 

 

◇住民課長 町営住宅の入居に関してのＰＲといいますか宣伝ですが、毎月広

報誌で空き室状況を提示し、入居の募集をかけている状況にあります。その

ほかに経済の伝書鳩にも年１回もしくは２回ですが掲載させていただき、入

居者の募集のＰＲという形でさせていただいているところでございます。 

 

◇委 員 長 ほかに質疑ありませんか。２番、三條委員。 

 

◇三條委員 はい、２番。２点ばかり教えていただきたいと思います。 

１４ページのたばこ税５，７０９万６，３５３円の内訳。最近、たばこを

かなり止めておられる方がいると思いますが、相変わらず結構な税収だなと

思います。ちょっと内訳を教えていただければと思います。 

それから１６ページの１番下の段のゴルフ場利用税交付金。この内訳を教

えていただければと思います。 
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以上、２点よろしくお願いします。 

 

◇委 員 長 星加住民課長。 

 

◇住民課長  たばこ税ですけれども、購入されるたばこの種類によって税の率

が違いますが、手持ちの資料がないものですから、調べさせていただいて報

告させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

◇委 員 長 暫時休憩します。 

 

（暫時休憩 午後２時３１分） 

 

（再    開 午後２時３９分） 

 

◇委 員 長 再開します。先ほどの三條委員の質疑に対する資料を準備してい

る最中なので、のちほど答えるということで、先に進めたいと思います。 

ほかにございませんか。 

 

（なしの声あり） 

 

◇委 員 長 それでは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。 

はい、１番、後藤委員。 

 

◇後藤委員 はい、１番。２点質問させていただきたいと思います。 

決算書７２ページ、町営牧野の管理状況について、元年度の収支について

伺いたいと思います。 

２点目、決算書６６ページ、母子保健事業について伺いたいと思います。

昨日の道新の記事に、来年の出生数大幅減、全国の５月から７月の妊娠届１

１％下落の記事が掲載されております。北海道におきましても、２０１９年

度対比で５月は１７．８％、６月は０．７％、７月は１２．６％減であると

いうことですけども、大空町におきましても、コロナ禍の影響と見られる減

少の傾向が伺えるのか、今後の行政運営にも影響のあることなので伺いたい

と思います。 

以上、２点お願いいたします。 

 

◇委 員 長 作田産業課長。 

 

◇産業課長 後藤委員のご質問でございますが、町営牧場の収支ということで

ございます。 

町営牧場につきましては、歳出の７２ページの中段に町営牧野管理費とい

うことで１，０２３万９１７円の歳出でございます。また、歳入のほうでご
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ざいますけれども、決算書の２２ページ、上段から３行目のところに牧野使

用料ということで２９４万１，７８０円の収入と、もう１点、４２ページの

１１目１節の雑入でございますが、これの上から７行目にあります家畜薬品

利用負担金１１万８，４９６円を合わせまして、歳入合計が３０６万２７６

円となるところでございます。歳入から歳出を差し引きました収支が７１７

万円ほどのマイナスということになっております。 

以上でございます。 

 

◇委 員 長 鈴木福祉課長 

 

◇福祉課長 後藤委員の二つ目のご質問でございます。決算書でいきますと６

６ページの母子保健事業に関連いたしまして、また昨日でしょうか、１０月

２１日付けの新聞で報道されておりました妊娠届の１１％減ということに関

連しまして、本町の状況を簡単に説明させていただきたいと思います。 

報道では５月から７月というふうなことでされておりまして、今年度の５

月から７月までの状況を見てみますと、１０件の妊娠届の提出があったとい

うことでございます。そこを比較するということで過去の分をさかのぼって

みますと同じ５月から７月の間で、令和元年であれば１２件であったという

ことです。２件減少ということで、数だけを見ると２件ということになりま

すけれども、減少率ということでは、単純に計算すると１６．６ということ

になると思います。ただし、こういった人数が少ない中で月によって、また

年度によって結構な変動がございまして、例えば同じ月の平成３０年度で見

ますと１８件、２９年度で見れば１５件、２８年度で見れば１１件というこ

とで、年度によっては、やっぱり少ないというときもあるわけであります。     

そういった状況でこの３カ月間の中で、なかなか傾向ということも申し上

げにくい部分でございますけれども、今現状で把握できております９月まで

を見た場合、本年度は１２件、昨年でいいますと１４件、これも２件ほどの

減ということでありますが、その前、３０年度は２６件、２９年度は２２件、

２８年度は１８件と、そういう状況になっておりまして、数字だけ見ますと、

ここ近年、やっぱり人口減少で、生まれる方の減少ということもございまし

て減少傾向にあるということに加えて、やはりこれは実際に聞いている声か

らも、コロナの影響があるのではないかというふうに推察はできることであ

ると認識はしているところでございます。 

 

◇委 員 長 １番、後藤委員。 

 

◇後藤委員 はい、１番。２点目の母子保健事業につきましては、コロナ禍での

不安感をどうして解消していくのかは難しいところだと思いますけれども、

今後も手厚いサポートをお願いしたいと思います。 

１点目の町営牧場の関係です。私も畜産振興協議会の委員をしていますの

で、中身はいろいろと見させていただいています。ですので、あえて質問を

させていただいていますが、近年、利用戸数の伸び悩みと、それに起因しま
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した収支悪化の状況もあり、最近４カ年は６００から７００万円程度の赤字

で推移しています。 

収支改善のための料金改定や町外牛の受け入れの検討、そして牧野売払い、

または貸与などの方策を町としても考えていただいてはいますが、なかなか

収支改善が望めない状況にあります。 

来年度の予算編成に向けて、改めてＪＡ、生産者に牧野への意思を確認し

ていただきまして、持続可能な町営牧場の今後のあり方を費用負担の新たな

方策も含めた中で行っていただきたいと思っております。 

以上です。 

 

◇委 員 長 作田産業課長。 

 

◇産業課長 町営牧場の収支に関しましては、委員おっしゃられるように、こ

こ数年、６００万円から７００万円ぐらいのマイナスの収支状況となってご

ざいます。 

昨年、若干の料金改定を行ったところでございますけれども、改定幅が小

さく、入牧頭数も減少している状況にあるので、直接的な収支の改善につな

がっていない状況でございます。 

今後の対応につきましては、牧野の施設を利用して、肥育などをして、併

せて牧野の管理を実施していただける方を募集したり、併せて使用料や関係

者の負担のあり方なども含めまして、検討しながら改善を図ってまいりたい

と考えておりますので、今後ともご指導賜りますようよろしくお願いいたし

ます。 

 

◇委 員 長 鈴木福祉課長。 

 

◇福祉課長 先ほど母子保健事業の関係で妊娠届の件数をご報告させていただ

きましたけれども、それに対してきちんとケアをしていくようにというよう

なご意見でありました。 

実際、数字は先ほどご報告申し上げましたけれども、実際に聞いている声

といたしまして、やはり出産後の親の手伝いが、遠くにいらっしゃって遠方

から来られなかったということですとか、旦那様が出産に立会できなかった

とか、できないとか、そういったことへの不安ですとか、例えば遠隔にいら

っしゃる方で里帰り出産をしようと思ったときに、果たして相手方の医療機

関に受け入れてもらえるのかどうかなど、そういったような不安の声が実際

に聞かれているということでございます。 

それを受けまして、昨日の新聞報道の中でも、厚生労働省は妊婦へのオン

ライン相談の強化や里帰りできない人への育児支援というものを打ち出した

というふうに書かれていたと思います。そういったところで、今、町で持っ

ている情報を言いますと、北海道が事業主体となって実施する部分もあるわ

けでありますけれども、４点、今、私どもでも把握しております。 

一つには、もしも新型コロナウイルスに感染した妊産婦への寄り添い型支
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援、そういったもの。 

それから不安を抱える妊婦への分娩前ウイルス検査、そういったところは

都道府県が中心になってやっていくということになってまいろうと思います。  

三つ目にはオンラインによる保健指導等というところと。 

４点目に育児等の支援サービスというところも挙げられているところでご

ざいます。 

しかしながら、こういったことをやりますよということでの通知は来てお

りますけれども、では具体的にどうしていくんだというところが、まだ示さ

れていない状況でございます。といいますのは、やはりその妊娠、出産とい

うことに向かって行きまして、やはりその産婦人科の医療機関、そういった

ところと北海道や他府県においても調整にちょっと時間がかかっているとい

うことから、まだ具体的なスキームというものが見えてきていないというよ

うな状況でございます。 

また併せて、同じ記事の中に妊娠届の話もありましたけれども、婚姻届の

減少が目立つということの話も載っていたものですから、関連しましてちょ

っと調べてみましたところ、令和２年の１月から９月までの期間で届け出が

あったのが４７件ということでございます。それが昨年度であれば７０件、

その前の年は７２件ということでございましたので、妊娠届というものはも

ちろんでありますけれども、そういったそもそも結婚をするといったところ

のなかなかその一歩が踏み出せないような状況にあるということは、今の情

勢の中ではあるのだというふうに思っております。そこはやはりコロナの影

響でもって、感染リスクはもちろんですけれども、経済的な不安といったこ

ともあると思いますので、そういったところはやはりワクチンですとか治療

薬ですとか、そういったところがコロナに対しての不安というものが払拭さ

れていかなければ、なかなか難しい部分であるなというふうに認識はしてお

りますけれども、まずは先ほど申し上げました国や道の支援制度などにおけ

ます町の役割というものをしっかりと果たしていくと。そういった中で住民

に１番近い基礎的自治体の役割として、町民の声を把握してまいりたいとい

うふうに考えているものですから、委員におかれましても、今後ともご指導

ご協力を賜りたいというふうに思っております。 

 

◇委 員 長 １番、後藤委員。 

 

◇後藤委員 はい、１番。大空町におきましては、そらベビなど、いろいろと

母子保健事業に対してご理解いただきまして進めていただいていると思いま

す。 

国の考えに沿った中でできるものは前向きに、今、課長おっしゃったよう

に取り組んでいただけると、コロナ禍においても、幾らか妊婦さん、また、

結婚に向けても考えが前向きにいくのかなと思いますので、ぜひよろしくお

願いしたいと思います。 

以上で終わります。 
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◇委 員 長 他にございませんか。三條委員。 

 

◇三條委員 はい、２番。何点か、お知らせいただきたいと思います。 

まず、５２ページ、企業振興促進事業の中で、大阪で開催されたビジネス

セミナー、３００万４，０００円の開催内容とどのような成果があったのか、

お知らせいただきたいと思います。 

同じく元気づくり応援事業、１１件の補助の申請があったやに書かれてお

りますが、その補助の内容についてお知らせください。 

同じく５２ページ、ふるさと応援寄附金事業の中で、寄附報償費は寄附額

の３割ということで国の指導があったと思いますが、決算書を見ると寄附金

が１億９，１１２万７，０００円に対して、報償費が７，００８万８，００

０円となっています。その辺の割合も含めて、このような数字になった経過

等を含めて説明願いたいと思います。 

それから６６ページ、エキノコックス対策事業、駆除剤の薬剤散布、感染

状況等の調査等をして実施されていると思いますが、どういうふうにして散

布をし、感染状況の調査をどうやってしているのか、職員の手によるものな

のか、業者によるものなのか、詳しく説明してください。 

７０ページ、農業後継者配偶者対策事業の取組み状況をお知らせください。

平成３０年と比較すると執行額等も少ないように見えますが、どういう形で

この事業に取り組んでこられたのか。実績等も含めてお知らせしてください。 

７２ページ、地域連携長いも高付加価値化推進事業。２００万円の予算計

上しておりますが、何か製品開発がなされたものがあれば紹介をしていただ

きたいと思います。 

７４ページ、有害鳥獣駆除推進事業の委託金、謝金、助成金等の内訳をお

聞かせください。この中のキツネの駆除で、例えば箱罠でキツネを捕まえた

とき、キツネ等、小動物の殺処分は誰が行うのか。委託なのか、それとも謝

礼金でお願いしているのか。その辺のことを詳しく説明していただきたいと

思います。 

７６ページ、湖畔管理事業。湖畔の環境美化業務委託をされていると思い

ますが、どこにどの部分を委託でお願いしているのか、そこをお知らせいた

だきたい。直営でしている部分と委託をしている部分とあると思いますが、

その中身について、説明をお願いしたいと思います。 

以上、よろしくお願いします。 

 

◇委 員 長 松川総務課参事。 

 

◇総務課参事 三條委員から、令和元年度に実施いたしました３町共催のビジ

ネスセミナーについてご質問がございました。 

この北海道３町自治体共催ビジネスセミナーにつきましては、令和元年８

月２３日に大阪のホテルニューオオタニにおいて開催したところでございま

す。 

目的といたしましては、主に道内に食品工場等の立地を検討する企業を対
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象としたセミナーを開催し、企業誘致を進めるということ目的に、大空町、

栗山町、当別町、そして北海道銀行の４者主催による事業を行ったところで

す。 

当町からの参加につきましては１０名の参加、町長ほか職員、企業誘致委

員会の委員、そして農協関係者、ビーンズファクトリー、ホクレン北見支所、

女満別ゴルフコース等々にご参加いただきました。 

また、セミナーに参加した大阪企業等につきましては、４７社、７０名の

参加があったところでございます。 

セミナーの実施につきましては、北海道進出企業等によるトークセッショ

ンが行なわれたことと、参加いたしました栗山、当別、大空町の各町長によ

る３０分間のプレゼンテーションを行いました。その後、各町の特産品を試

飲する等の交流会を開催したところでございます。 

今回のこのセミナーの成果という部分につきましては、残念ながら道内に

進出を検討したいという企業はあったのですが、最終的に企業進出を積極的

にしたいという企業は現れなかったということでございます。 

令和元年度に実施いたしました３町自治体共催ビジネスセミナーにつきま

しては、当初、目的でありました食品工場等の立地をする企業の数が余り多

くなかったということではありましたが、企業誘致というものは、ただ黙っ

て待っていれば誘致ができるというものではないと、そのように考えており

ます。既存の進出されております企業との関係性を大切にしつつ、規模の拡

大や関連企業の進出を目指していくことは大変重要ではありますが、併せて、

新たな企業の進出を検討いただくために、このような大空町をＰＲする機会

を利用していくのは有効ではないかと、そういうふうに考えているところで

ございます。 

以上です。 

 

◇委 員 長 塚原総務課参事。 

 

◇総務課参事 私からは元気づくり応援事業の補助内容について、ご説明させ

ていただきたいと思います。 

町民の多様な文化や産業を活かした活動、個性豊かで優れた人材育成など、

町民の方が自主的、主体的に行う活動に対して補助するという制度になって

おります。 

事業区分につきましては、六つございますが、令和元年度におきましては、

地域づくり振興事業が六つ、地場産業振興事業が二つ、国外研修事業が一つ、

その他事業が二つございました。 

それぞれ区分ごとに割合、限度額が決まっておりまして、地域づくり振興

事業につきましては、補助対象経費の２分の１以内で２０万円を限度。地場

産業振興事業につきましては、補助対象経費の２分の１の範囲で５０万円を

限度。国内研修事業につきましては、補助対象経費の２分の１の範囲で２０

万円の限度。その他事業につきましては、補助対象経費の２分の１以内で２

０万円の限度ということで決まっておるところでございます。 
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予算額につきましては、２００万という形になっておりますので、補助額

の限度額をオーバーしてしまうことがございます。そういった場合、この予

算額を全申請額で割りまして、採択決定額を算出割合で出しておりまして、

出た割合につきまして、それぞれの申請額を掛けて、交付額を決定している

というものでございます。令和元年度につきましては、すべての合計で１８

１万６，０００円ということで、補助金として交付しているところでござい

ます。 

以上です。 

 

◇委 員 長 星加住民課長。 

 

◇住民課長 三條委員から、ふるさと寄附金に関わるご質問に対してお答えを

させていただきたいと思います。 

まず、聞かれておりました返礼品の割合が３０％以内というのが、このふ

るさと応援寄附金のルール、規則となりますが、寄附金総額１億９，１１２

万７，０００円に対しまして、送料を除く形で報償費ということになります。

返礼品の調達に係ります費用ですけれども、こちらのほうが５，４６１万７，

０００円ということで、当町の場合でいきますと２８．５８％ということに

なっております。その他の寄附金の返戻品それから送料諸々、経費について

は５０％以内というもう一つの規則もありますけれども、こちらにつきまし

ては、当町では４６．０５％ということで、５０％というのを切っている状

況でございまして、国の法令に基づいて、適正に行っているところでござい

ます。 

エキノコックス症対策ですが、媒介動物用のベイト、駆虫薬を散布する事

業でございます。散布の前後でキツネのフンを採取し、エキノコックスの寄

生虫の感染状況を調査するものでございます。２８年度から実施しておりま

して、前年の調査でいきますと抗原陽性率が４２％あったのですが、ベイト

を散布したその年の１０月の検査結果では抗原陽性率が８．３％というとこ

ろまで落ちたのを確認できましたので、効果があるということから、２９年、

３０年、昨年と継続しているところでございます。 

令和元年度１０月の抗原陽性は９．６％ということで、１０％前後を推移

しながらきているという状況でございます。 

さらにこの抗原陽性率を下げるということになりますと、本町だけではな

く、近隣市町村も散布をしていただければ、さらに下がるということは見込

めるのですが、現状は本町のみの散布状況ということなので、まずは町内に

入れない、入ってきたとしても周辺のところで撒いておりますので、今後も

継続して実施していきたいというふうに考えております。 

このベイトですが、年１回小樽のほうに行きまして、職員が駆虫薬を混ぜ

た魚を原料とした蒲鉾みたいなのものを製造し、それを持って帰りまして、

職員が散布しているという状況でございます。 

 

◇委 員 長 井上農業委員会事務局長。 
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◇農業委員会事務局長 農業後継者育成対策事業に対するご質問に対して、ご

答弁を申し上げたいと思います。 

大空町農業担い手育成センターに関する事業ということになりますので、

昨年１２月まで事務局を所管しておりました農業委員会からご報告をさせて

いただきます。 

昨年の実施状況でございますけれども、担い手育成センターの事業といた

しましては、３回予定をしておりました。８月、２月、３月でございます。  

このうち２月につきましては、予定していた男性参加者の人数が集まらな

かったということで、中止とさせていただいております。３月につきまして

は、新型コロナウイルスの感染症拡大防止の観点から、残念ながら中止とさ

せていただいたところでございます。８月は３１日に実施をいたしまして、

参加男性が７名、女性が１０名ということで、カップリングが３組しており

ます。 

このほかに、美幌町、津別町と広域で設置しております網走郡下農村結婚

相談員連絡協議会事業によりますオホーツク出会いふれあいツアー、札幌で

実施をしておりますが、こちらに大空町から３名が参加をしておりまして、

２名がカップリングしたところでございます。 

ご指摘のありました昨年よりも事業費が少ないということに関しましては、

先ほどご説明いたしました２回のふれあいコンパの中止によるものが主な原

因でございます。 

以上です。 

 

◇委 員 長 田中総合支所長。 

 

◇総合支所長 私から７２ページのご質問ありました地域連携長いも高付加価

値化推進事業についてお答え申し上げたいと思います。 

まずはじめにこの事業の概要についてご説明させていただきますが、長い

もの機能性開発を研究する事業ということで、平成２９年から令和元年まで

の３年間の事業として行っております。 

事業主体につきましては、農産物高付加価値化推進広域協議会ということ

で、網走市、大空町、それから両市町のＪＡ、東京農大で組織する協議会の

中で進められてきた事業でございます。 

事業費としましては、令和元年度については１，０００万円、うち網走市

が８００万円、大空町が２００万円ということになっております。この事業

は国の地方創生推進事業を活用した事業でございます。 

製品開発という部分では、抗インフルエンザウイルス製品の開発と機能性

食品の製品開発という二本立てで進めてきておりますが、抗インフルエンザ

ウイルスの製品開発については、まだ研究途中で未商品化となっております。 

機能性食品の製品開発につきましては、令和元年度に長いもを使いました

ふりかけと麺類を商品化しております。これらについては、ＪＡオホーツク

網走の事務所１階フロア等で一部販売されているかと思います。 

その他に青汁の研究もしてございまして、こちらについては商品化の検証
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をしている最中ということで伺っております。 

 

◇委 員 長  作田産業課長。 

 

◇産業課長 私からは有害鳥獣の駆除の推進事業につきまして、ご説明をさせ

ていただきます。 

有害鳥獣駆除につきましては、エゾシカの一斉駆除、それと有害鳥獣の駆

除ということで捕獲業務を実施しております。その有害鳥獣の捕獲業務につ

きましては、エゾシカ、キツネ、カラス、ハト類などを駆除する委託業務と

なっております。 

またキツネのご質問でしたが、キツネにつきましては箱罠で捕獲している

部分もございまして、それにつきましては、町の職員のほうで処分をさせて

いただいている状況でございます。 

続きまして、７６ページの湖畔管理事業でございますが、湖畔管理業務委

託といたしまして、観光案内所の管理と環境美化業務委託ということで、ご

みステーションの片付け、トイレの清掃などを委託業務により実施している

ものでございます。業務委託につきましては、高齢者就労センターのほうに

業務委託をしているものでございます。 

先ほどの有害鳥獣の業務委託につきましては、大空町の両猟友会に業務委

託してございます。 

以上でございます。 

 

◇委 員 長 三條委員。 

 

◇三條委員 はい、２番。それでは何点か、再度質問させていただきたいと思

います。 

企業誘致促進事業は、それなりに皆さんで行かれて、成果云々は別にして、

行動を起こしたということでは評価をしたいなと思います。是非これからも、

こういう時だから企業が来ないということでは決してないと思いますので、

こういう時だからこそチャンスもあると思いますので、引き続き取り組みの

ほうお願いしたいなと思います。 

元気づくり応援事業の制度的なものは私も分かっておりまして、この１１

件、どういった方に、名前はいいですが、どういう種のものに補助をしたの

か、内訳を再度教えていただきたいと思います。 

 

◇委 員 長  松川総務課参事。 

 

◇総務課参事  三條委員がおっしゃるように、このコロナ禍の中にあって、今、

企業は大変厳しい状況を迎えていることだと推察されます。 

ただし、やはりコロナがいつまでも続くということでもないと思いますの

で、こういう中でもきちんとこのようなビジネスセミナーの機会がまたあり

ましたら、積極的に参加させていただくことと併せて、既存の企業ともいろ
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いろ情報交換をしながら協力してまいりたいと、そのように考えております。 

 

◇委 員 長  三條委員。 

 

◇三條委員  はい、２番。それでは元気づくり応援事業の詳細について、再度

お答え願います。 

 

◇委 員 長  はい、塚原総務課参事。 

 

◇総務課参事  ご質問いただきました元気づくり事業の採択になりました１１

事業につきまして、簡単に各事業の中身についてご説明させていただきたい

と思います。 

まず６件ございました地域づくり振興事業についてでございます。 

１件目につきましては、幼児教育の活性化を図るということで、乳幼児を

お持ちの母親に対して、幼児教育を開催するというもの。 

２件目につきましては、食育活動、消費者交流を通じて、食の大切さ、地

域農産物のＰＲを行うというイベント事業の開催。 

３件目につきましては、出産を控えた女性、産後の女性の実質なケアの提

供を行なうための教室の開催。 

４件目につきましては、地域コミュニティの醸成、地域の歴史や文化を継

承すること目的として、版画カレンダーの作成を子どもたちと行ったり、子

ども対象のミニ運動会等の運営協力を行うという事業の実施。 

５件目につきましては、地区の開基１１０周年の記念誌を発行するという

事業の実施。 

６件目につきましては、踊りを通じて、地域づくり、まちづくりとともに

地域のＰＲを行う事業の実施ということで、地域づくり振興事業につきまし

ては、計６件となります。  

続いて、地場産業振興事業、こちらは２件ございます。 

１件目は、オホーツクビーンズファクトリーが造られたということで、町

にふさわしい豆のお菓子を作るという事業の実施。 

２件目は、大空町の地場産品として新商品を開発するとして、黒毛和牛を

使った新しい製品の開発。計２件でございます。 

また、国外研修事業。これにつきましては、中華民国に訪問して交流を図

っていたという経緯がありましたので、再びそちらを訪問して互いの交流を

図るという事業がございます。 

その他事業として、２件ございます。１件目は、大空町産の蕎麦粉による

手打ち蕎麦を先の北海道の大震災で被災した方々に提供するということで親

睦、交流を図るという事業。 

２件目として、大空町の特産品を東京都でＰＲして、大空町の知名度向上

を図る。また、大空町の特産品を販路拡大するという事業。 

合計で１１件の事業につきまして、採択しているところでございます。 

以上です。 
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◇委 員 長  三條委員。 

 

◇三條委員  はい、２番。それでは、エキノコックス対策事業の感染状況等の

流れ、要は先ほど小樽まで行って、餌に何か薬を混ぜてという話をされたの

ですが、散布をして、糞を採取して、どこで検査をして、どうしているのか。

その辺のことをもう少し詳しく説明してほしいと思います。 

 

◇委 員 長  はい、星加住民課長。 

 

◇住民課長  専門機関のほうに委託しまして、糞を採取していただいて、その

糞にエキノコックスの虫卵があるかどうかを検査するというような状況にな

っております。ちょっと業者名を失念してしまいました。申し訳ありません

が、専門業者に委託しているという状況でございます。 

 

◇委 員 長 はい、三條委員。 

 

◇三條委員 はい、２番。エキノコックス対策事業ということで、町内からこ

っちに置いてほしいというリクエストなんかも当然あるのだと思いますけれ

ども、令和元年度は何箇所くらい、その餌をどこどこに置いて、どうなった

のか、おおよそでいいのですが、分かれば。 

 

◇委 員 長  はい、星加住民課長。 

 

◇住民課長  エキノコックスの駆虫剤、この撒き方、散布の仕方ですが、何個

というのは分からないですが、通常、消しゴムくらいの大きさの駆虫剤を車

から１００メートル置きに１個ずつ散布するような状況になっております。

路線の延長は町内をぐるぐる回りますので、結果、トータルで、１０キロぐ

らいになると、２００とか３００、そのくらいの個数は町内に散布すること

になるのかなというふうに考えております。 

 

◇委 員 長  三條委員。 

 

◇三條委員  はい、２番。すいません。細かいことを聞いて申し訳なかったで

す。一個一個の個数云々ではなく、全町的に餌を希望があれば撒いていると

いう解釈でいいですか。 

 

◇委 員 長 星加住民課長。 

 

◇住民課長 全町的に主要な路線をくまなく走り職員が散布するということに

なりますので、地域の人からここに撒いてくださいというわけではなくて、

主要の道路に散布するというような形になっています。 
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◇委 員 長  他、ございませんか。はい、三條委員。 

 

◇三條委員  はい、２番。細かいことを聞いて申し訳ないですが、この糞とい

うのは、おおよそどのぐらい採取されているんですか。検体として。 

 

◇委 員 長  星加住民課長。 

 

◇住民課長  何個という言い方がいいのかどうか分からないんですけれども、

昨年は１５６件、１６５個の糞を回収して、３件に入っていたということか

らいたしまして１．９％の虫卵率となっていますので、よろしくお願いした

いと思います。 

 

◇委 員 長  三條委員。 

 

◇三條委員  はい、２番。それから、有害鳥獣駆除推進事業の委託金のことで、

先ほど、箱罠に入ったキツネ等は職員が殺処分という答弁でしたが、殺処分

したときの手当てか何かは職員にあるんでしょうか。あれば教えてください。 

 

◇委 員 長  作田産業課長。 

 

◇産業課長  処分したときの手当てということですけれども、手当てのほうに

ついては支給していない状況でございます。 

 

◇委 員 長  三條委員。 

 

◇三條委員  はい、２番。これはですね、やはり職員が動物を殺処分するとい

うことになると、何らかの手当等を設けて、支払う条例を新しく改正してで

も、出すべきではないかと思います。 

ただ職員だから箱罠に入った小動物を上司の命令で殺処分するというのは

問題かなと思いますが、今後この部分、もし、そういうケースがあれば、や

はり条例等を新たに設置して、きちんと手当てを出すのか、委託業者に出す

のか、その辺をきちんとした形で、行政執行したほうがいいのかなと思いま

すけれども、その辺のことについてお答えいただければと思います。 

 

◇委 員 長  川口副町長。 

 

◇副 町 長  三條委員からのそういう苦痛な職務に対する手当ということで、

私も担当時代に直接、私は係ではなかったのですが、やはり複数でいくとい

う中で、そういう経験はありました。今思えば、１番つらい仕事だったと思

いますけれども、今、その公務員なり、職員に対してのいろいろな手当、昔

は税務手当というものもありました。それは徴収に行くから徴収手当という

変わりに、１回、１日行ったらと、そういうものがありましたが、今の社会
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の流れというか、国の流れとしては、そういう手当の見直しというところに

手をつけられてきていたという中で、今、本町の制度の中では、そういうも

のは条例から削除した経過にあります。 

確かに特にそういう命というものを奪ってしまう、そういうところに対し

て、私も気持ちはありますが、そこはやはり今の社会の中でどうあるべきか

と、今の役場の仕事の中でどうなのかということも含めて、慎重に判断しな

ければならないものということで、今の中では、そこのところは手当をつけ

るという考えを持っておりません。ただ、周りの状況もしばらく調べてござ

いませんので、そこのところは調査をさせていただいて、今後の課題という

ふうにさせていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

◇委 員 長  三條委員。 

 

◇三條委員  はい、２番。副町長の答弁、何となく分かりますが、気の弱い職

員だったら、相当打撃を受けると思います。職員の健康管理を考えたら、こ

れ早急に調べるなりなんなりして、委託でやるのがいいのか。職員が直接手

を下すというのを今のまま放置するのはよくないと思います。いつまでも放

置しないで取り組んでいただきたいなと思いますけれども、再度、お答えい

ただければと思います。 

 

◇委 員 長  川口副町長。 

 

◇副 町 長  職員のそういうメンタルということについては、組織としてケア

をしていかなければならないと思っていますし、実際に私の経験上も、そう

いうところの所管は無理だというふうに申し出が、これは大空町になってか

らではないんですけれども、そういうことはあるかと思います。 

先ほど言ったように手当てを出せばという話と、そのケアという話はやっ

ぱり別だろうと思います。幾ら手当てをもらっても、そういうことできない

という職員もおりますし、どちらかというと私も若いころはそちらのほうに

傾いていましたので、いずれにしても、その辺、今、携わっている職員の意

見も聞きながら、少し私のほうで検討してみたいと思っております。よろし

くお願いいたします。 

 

◇委 員 長  三條委員。 

 

◇三條委員  はい、２番。今の副町長の答弁でいうと、本人は殺処分しなさい

と言われて、本人が嫌です、できませんといったら、本人はやらなくていい

ということなのでしょうか。 

 

◇委 員 長  川口副町長。 
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◇副 町 長  一応職務命令という形にはしますけれども、本人が対応できなけ

れば、別な方法を考えなければならないというふうに思っております。 

 

◇委 員 長  三條委員。 

 

◇三條委員  はい、２番。これ以上やりませんが、職員の立場に立って、是非、

副町長、考えてあげてほしいと思います。 

もう一点、湖畔の管理事業ということで、先ほど答弁で、就労センターに

という話を聞きましたが、観光協会のほうに委託しているのではないでしょ

うか。違いますか。まっすぐ就労センターですか。 

 

◇委 員 長  作田産業課長。 

 

◇産業課長  先ほど、委託先の答弁でございましたけれども、私が勘違いをし

ておりまして、令和元年度につきましては観光協会に委託をしておりまして、

高齢者就労センターと言いましたのは令和２年度の委託についてでございま

す。お詫びして訂正いたします。大変申し訳ありませんでした。 

 

◇委 員 長  三條委員。 

 

◇三條委員  はい、２番。委託を受けている職員の方からも、いろんな苦情を

私いただいています。担当課は委託をして終わりではなくて、現場のほうに

よく足を運んでいただいて、いろんな状況を委託している業者の方、また現

場で働いている方の思いとか意見を聞きながら執行していってほしいと思い

ます。 

湖畔の施設もいろいろ古くなってきていますから、なかなか掃除をしたか

らといってきれいになるわけなく、また何回も手入れはするけどきれいに見

えないとか、いろんな事情もあるようですから、そういった現場で働いてく

れる人がいなければ、この事業は成り立ちませんから、そういった現場の方

も大事にしながら、委託事業ということですが、委託に甘んじないで進めて

いってほしいなと思います。 

 

◇委 員 長  作田産業課長。 

 

◇産業課長  三條委員から言われました現場業務に携わっている方々の意見も、

現場に行って、いろいろそういった苦情といいますか、話も伺っているとこ

でございます。そういうものを対処しながら進めていきたいと思いますので、

今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

◇委 員 長  他にございませんか。上地委員。 

 

◇上地委員  はい、３番。数点、お聞かせいただきたいと思います。 
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決算書の８４ページ、９款１項４目の災害対策費。この備考の中に災害対

策事務費５，２１５万とあります。主要な施策の成果の資料のほうで詳細は

出ていますが、停電に備え、役場庁舎の防災機能強化工事１２８万円、非常

用発電機３７１万円と出ております。実際、機能強化を行ったことにより、

どれぐらい停電に対して対応する能力を有したのか。そのことについて、も

う少し詳しくお聞かせをいただきたいと思います。 

もう１点ですが、同じく主要な施策の成果の説明の中の下段にあるその他

経費ですが、防災訓練消耗品というものがあります。どのようなものを購入

されたのか、詳細をお聞かせいただけたらと思います。 

続いて、災害対策事務費の下に国民保護対策費９１万５，６００円とあり

ます。これについて詳細をお聞かせください。 

続いて、決算書の９２ページ、説明でもありましたが、５項１目の幼稚園

費の中で、７節、賃金についてご説明をいただきました。不用額として３５

９万６，９９６円ということで、説明の中で、コロナによる休園により、職

員の方の賃金の関係で不用額が発生したと。このことについて、もう少し詳

しくお聞かせをいただきたいと思います。 

決算書の９６ページ、７項３目の給食センター費。この中で、需用費の説

明の中だと思ったんですが、不用額５８１万円とあって、これも同じように

給食のほうが停止したということで、そのために不用額が発生したと。その

ことについて、もう少し詳しくお聞かせください。 

以上、お聞かせいただきたいと思います。 

 

◇委 員 長  林総務課長。 

 

◇総務課長  まず、災害対策事務費のご質問の件でございます。役場庁舎の非

常用電源の確保ということでございまして、過去のブラックアウト、そうい

った停電時のことを踏まえまして、非常用電源設備を確保したところでござ

います。可搬式のものでございますが、そういった発電機を一台増設しまし

たとともに、非常用電源、そういった停電時にはどうしても既存の非常電源

しかなかったものですから、本当にわずかな作業ができる灯りしかとれない

ような状況でありましたけれども、災害対策本部を持っている拠点の施設と

いうこともございまして、しっかりと電源を確保する必要があるということ

で、そういった非常電源をとる中で、しっかりとした容量の電源を確保でき

るような施設整備を行ったところであります。また発電機につきましては、

燃料を供給することによって、常時、発電をしていけるというところもござ

いますので、これまでよりはさらに増強したような形での施設整備となった

ところでございます。 

また、消耗品につきましては、例えば備蓄米ですとか、アルファ米ですと

か、そういった更新している備蓄品のほかに、段ボールベッドですとか、そ

ういったものも購入をしていって備蓄を一部備えているところでもございま

す。 

また、国民保護のことに関しましては、国民保護の計画云々のことにつき
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まして、主に会議費を設けているところでありますけども、特に今、大きな

改正等は予定しておりませんので、その多額な費用、経費の支出については、

今現在予定してないところでございます。 

 

◇委 員 長  佐々木生涯学習課長。 

 

◇生涯学習課長  東藻琴幼稚園に係ります賃金の関係でご質問がありましたの

で、お答えしたいと思います。 

コロナの影響もございましたが、１名、嘱託職員が退職したことによりま

す減によりまして、この額が発生したものでございます。それ以降、募集を

かけたところですが、応募がなかったということで、現職員の中でいろいろ

やりくりをして、園運営を行ってきたという結果でございます。 

以上です。 

 

◇委 員 長  菅野生涯学習課参事。 

 

◇生涯学習課参事  上地委員のご質問の中で、９６ページになりますけれども、

下から３行目の需用費についてでございます。 

３月の新型コロナウイルス感染防止で学校が休校になりまして、給食の配

付が出来ない期間が一ヶ月ほどございました。それについての食材費、需用

費でございますので、調理に係る光熱費等の金額等も合わせまして５８１万

１８９円の不用額が発生したということになります。 

 

◇委 員 長  上地委員。 

 

◇上地委員  はい、３番。防災機能強化工事のことについてもお聞かせをいた

だきました。明るい中、業務に支障を来たさないように、長時間使用するこ

とができるようにしたということもお聞きをしました。これからもいかなる

災害が起こるか分からないので、計画的にしっかりと整備をしていただけれ

ばと思います。このことについては終わりたいと思います。 

２点目のコロナの自粛の時、その時期に退職されたと。なかなか現在、そ

ういう先生を集めるのが大変難しくなってきているということもありますの

で、しっかりと対応していただければと思います。今後もそのような方が発

生しないようにお願いしたいと思います。 

最後の需用費のほうも、しっかりお聞きしましたので、今後、食材とか、

ニュースであったようにしっかりと無駄なく使えるように、このようなこと

も、いつ起こるか分かりませんので、しっかりと対応していただければと思

います。 

以上で終わります。 

 

◇委 員 長  他に質疑ありますか。原本委員。 
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◇原本委員  はい、５番。一点だけ質問させていただきます。 

６６ページ、健康推進事業。主要な成果の説明書の中の１１ページです。 

この中で、６８ページに渡って委託料の不用額１７９万円、そして１１ペ

ージを見ると、ここにがん検診委託事業、それからがん検診推進事業。これ

は恐らく特定健診のことだと思って話を聞きますが、その中でこの受診者数

が例えば脳ドック９名だとか、極端に少ない部分があるんですね。それとＰ

ＥＴ検査１名。ＰＥＴ検査は、確か３年ぐらい前に始まった事業ではないか

と思いますが、その推移を聞いて、確か今年から中止になったということも

聞いているんですけれども、その過程を聞きたいと思います。 

それと、このほかに各ＪＡで取りまとめている人間ドックをやっていると

思いますが、それに関しても町から助成を出していると思います。その受診

数についても、今ここで分かれば、お答え願いたいと思います。 

 

◇委 員 長 鈴木福祉課長。 

 

◇福祉課長 ６６ページの健康増進対策費ということで、先ほど一般会計の決

算の中でもご説明をいたしましたとおり委託料で１７９万９，０００円ほど

の執行残が出たということでございます。 

こちらの事業につきましては、がん検診ですとか、そういった委託料が入

っているわけでありますけど、ご指摘のありました脳ドックが確かに９名と

いうことで、昨年と比較しますと半分程度になっているんじゃないかなとい

うふうに思っておりますが、こちらは今まで脳ドックやっていた網走市にお

ける脳神経外科の受診の体制が整わないといったようなことから減少したこ

とによりまして、受けてはいるんですけれども、件数を多く受けられないと

いうようなこともあったことから、減少したということでございます。 

それから、ＰＥＴ－ＣＴがん検査につきましては、ここ５年間だと認識し

ておりますけれども、実施をしてきたわけでありますが、年々、実施される

方が減ってきているような状況であるということを踏まえまして、令和元年

度は１件であったということで、今年度からやめさせていただくと。費用が

高額であるということもありまして、他のがん検診の中で、そういったとこ

ろのチェックをしていくというようなところにシフトをしていったところで

ございます。 

人間ドックの関係につきましては、今ちょっと手元に正確な数字を申し上

げられる資料がありませんが、ただやはり、コロナの影響で、特に２月、３

月あたり、医療機関がドックを実施できないというようなこともあったでし

ょうし、そもそも行くということを控えるというようなこともあったと思い

ます。それに伴いまして、そこに付随するようながん検診の部分が少し下が

って、このような執行残ということに繋がったというふうに認識をしている

ところでございます。 

  

◇委 員 長  原本委員。 

 



53 

 

◇原本委員  はい、５番。説明で大体分かりました。 

ただ、１１ページに載っている件数というのは、特定健診の結果というこ

とでよろしいですね。判断は。この人数については特定健診を受けている人

達の人数ということで。 

 

◇委 員 長  鈴木福祉課長。 

 

◇福祉課長 特定健診ということで申し上げますと国民健康保険加入者という

ことでございまして、主要な施策では２９ページでございます。国民健康保

険事業特別会計の中に特定健康診査等事業費ということでございまして、対

象としましては３０歳以上の国保加入者ということでございますが、事業内

容のところにございますとおり、受診者６２４名ということでございまして、

いわゆる検診の実施率というところでまいりますと例年程度より並みといい

ましょうか、４３％くらいというようなことになっているところでございま

す。 

 

◇委 員 長  原本委員。 

 

◇原本委員  はい、５番。分かりました。僕がちょっと勘違いしていた部分も

あったように思います。 

もう一度だけお聞きしたいのですが、その健康増進事業中で、例えばさっ

き言ったＰＥＴ－ＣＴがん検査、実はこんなことを大空町でやっていること

を知らない人が結構いるんですよね。いろんな広報やなんかに載っているん

ですけども、それを見ていなくて、そんなことができるのかという意見もあ

りますので、本当は知らなくて受けていない方が多いと思うので、この件に

関しては、できれば、僕は引き続きやってもらって、何人かこれで小さなが

んが見つかって、大きながんにならないで済んだということも実質聞いてい

ますので、続けていくことができないかなと思っております。それをお願い

して、この質問を終わりたいと思います。    

  

◇委 員 長 鈴木福祉課長。 

 

◇福祉課長  ご指摘いただきましたＰＥＴ－ＣＴを含めまして、こういった検

査があるといったようなことの周知がいまいちなされてないのはないかとい

うようなご指摘というふうに受けとめておりますが、これまで広報や新聞折

込み等により周知を図っているところでございますけれども、そのようなご

意見が実際に声として聞かれているということであれば、そこは真摯に受け

とめていかなければならないというふうに考えているところであります。 

ＰＥＴ－ＣＴ検査につきましては先ほど申し上げましたとおり、１回の実

施にかかる費用が高額であるということから、本人の負担も大きくなるとい

うところもございまして、これまでの傾向を見ていきますと、年々実施され

る方が減っていっているというような状況の中で、当然ながら、町としての
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財政負担というところも考慮した中で、５年間やった中での一区切りという

ことで、一度やめさせていただいたわけでありますけれども、そういった声

が多く聞かれるということであれば、検討はしていかなければならないとい

うところではあろうかと思いますけれども、今、私どもの福祉課の判断とし

ましては、一区切りつけさせていただいたというところでご理解をいただき

たいというふうに思っております。 

 

◇委 員 長  一般会計の歳出の質疑中ですが、ここで１０分間休憩します。 

 

（休憩 午後３時５１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。 

一般会計歳出の質疑を続けますが、先ほど三條委員のエキノコックス対策

事業に関する答弁で、誤りがあったということで申し出がありましたので、

再度、答弁を行いたいと思います。星加住民課長。 

 

◇住民課長 先ほどの三條委員から質問で、ベイト散布の数についてご質問あ

りまして、そこの回答部分に関しまして、訂正をさせていただきたいと思い

ます。 

１回の散布の個数ですが、先ほど２００から３００と回答させていただき

ましたが、２，０００個です。併せて説明させていただきますが、散布は、

５月から１０月の６カ月間、月１回実施で計６回、それぞれ２，０００個ず

つ撒くというような形になります。 

 

◇委 員 長  はい。他にございませんか。齋藤委員。 

 

◇齋藤委員  はい、８番。５２ページです。先ほど同僚議員も質問しましたけ

れども、元気づくり応援事業です。元年度の内容については、先ほどの答弁

で分かりましたが、この中で自分にもこれについては、一般の方からどうい

うふうにしたらいいんだろうという質問がありました。その中で、自分もこ

の町を元気にしようというスローガンのもとで、大変いい事業だと思ってお

ります。その割には割とＰＲが少なくて、６つの事業があることも知らない。

そして内容的にちょっと計画書を作るのが大変だという相談だったんです。

そういう中で、職員は対応してくれているのかどうか。 

それと、もう一つ、その募集期間が短い。 

それと事業の内容的に説明も足りないのかなという感じがします。その辺

どうでしょうか。 

 

◇委 員 長  塚原総務課参事。 
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◇総務課参事  齋藤委員からご質問ありました元気づくりの件についてお答え

いたします。 

先ほども答弁させていただきましたが、この事業につきましては、六つの

区分がございまして、それぞれ対応する区分の所管課が直接の受付けになっ

ておりまして、そういった申請があった場合、担当課の職員の方で申請者の

方と相談させていただいたり、場合によっては申請書の内容、書き方ですと

かについても、ご教示させていただいているというふうに承知しているとこ

でございます。 

ご指摘の申請期間が短いというところですが、令和元年度におきましては、

４月１日から１９日までの約２０日間募集をしております。募集にあたりま

しては、ホームページだけではなく、広報誌などにも掲載させていただいて

ＰＲをさせていただいているところでございます。 

今後もご意見を踏まえて、これ以上に有効なＰＲ方法があれば、取り組ん

でいきたいというふうに考えているとこでございます。 

以上です。 

 

◇委 員 長  齋藤委員。 

 

◇齋藤委員  はい、８番。今の答弁で分かりましたが、本当にいい事業だと思

っております。幅広くて。その割には知らない方も多いんですね。 

いろいろと相談を聞いていたら、それきっと元気づくりで対応できるんじ

ゃないかなと答えたこともありますが、その中でやっぱりもう少し、ＰＲし

てもいいのかなっていう気がします。 

以上です。 

 

◇委 員 長  塚原総務課参事。 

 

◇総務課参事  ＰＲの関係につきましては、令和元年度からＦＭあばしりのラ

ジオ、また、今年度からはツイッター等、新しい媒体を導入しておりますの

で、そういった媒体を活用して、引き続き、ＰＲに努めてまいりたいという

ふうに思います。 

以上です。 

 

◇齋藤委員  終わります。 

 

◇委 員 長  他にございませんか。松田委員。 

 

◇松田委員  はい、１１番。私のほうから２つほど確認をさせてください。 

まず、１点目、７４ページの古梅のリールマシンのことですが、修理が間

に合わないということで、次年度繰越という説明を受けたと思いますが間違

いないでしょうか。そのことを確認したいのと、もしそうであれば、令和元

年度は、どういう修理体制で、機械はどういう状況だったのか。そこら辺を
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もう少し具体的に説明願いたいと思います。 

もう１点、これは９２ページになるんでしょうか。令和２年度に用途変更

をかける、普通財産から豊住交流センターというふうに理解しています。令

和元年度の使用状況、旧豊住小学校の管理費だとか、それから使用状況をで

きれば教えていただきたいと思います。 

以上です。 

 

◇委 員 長  中村産業課参事。 

 

◇産業課参事  松田委員からのご質問ですけれども、リールマシンの修繕につ

いてですが、当初、基本的な例えばベアリングですとか、使われているベル

ト、または自走式のエンジン、またはついている機種についてはブースター

ポンプということで加圧する施設、こういうものをオーバーホールしたり、

消耗品について修繕をしていくということで考えておりましたが、当初、業

者とも協議して考えていたのですが、いろいろと散水機の状況を見ますと、

修繕をしなければならないものが、この平成３０年度から元年に向けて出て

きた状況であります。 

例をあげますと、あるメーカーのものにつきましては、リールマシンとか

散水機のレインガンがついているソリについているタイヤなどは当時国内で

生産されていたタイヤが使われていたんですけれども、現在、そのタイヤ等

については生産がされていないということが分かりました。こういうものに

ついて、せっかくの事業の機会にこれを改善しないと、また修繕が行えなく

なってしまうというようなことがございましたので、こういうものを事業の

最中ではありますが、やはり修繕をして、今後支障のない施設として整備を

していかなければならないということで、事業費のほうもちょっと膨らんだ

りしましたが、年度ごとに改善を図っていったところです。 

そういうようなこともございまして、その年度、本来は修繕を完全に終わ

らさなければならないという状況ですけれども、部品も足りないだとか、一

部、修繕が状況によってできないということもありましたので、そういうよ

うなことで繰り越しをさせていただいたという状況であります。 

また、当初、３０年以前に事業が始まる前に町内の農作業機械を修繕する

方々と協議をして、８６台の機械について、そういう事業化して修理をして

いきたいという協議をさせていただいていたところですが、最終的には町内

の業者さんについては、１社だけ、この事業に参加をし、修繕を行いたいと

いう結果となりました。残りは北見にございますリールマシンのメーカー、

この２社を含めて、３社で見積もり合わせ等を行って、整備を現在進めてい

るところでございます。 

ただ、やはり修繕に対しましては、散水時期が終わってからリールマシン

を回収し、修繕を行うということですので、平成３０年と元年についてはそ

れからの修繕で、限られた時間の中で修繕を行ったということもあって、少

し繰り越しをするというような事態になりました。令和２年度につきまして

は、春先から発注をさせていただきまして、今年度中、１１月中に完了とい
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うことで、地域の利用者についてはご理解をいただいて事業を進めていると

ころでございます。 

 

◇委 員 長  菅野生涯学習課参事。 

 

◇生涯学習課参事  松田委員の二つ目の質問にお答えさせていただきたいと思

います。 

豊住交流センターにつきましては、決算書の９２ページの３段目の欄に、

社会教育総務事務費の決算内容の中に組み込まれている内容でございます。

利用状況につきましては、少年団活動による４団体、また柔道合宿、また地

域の体育館としての利用と総合型地域スポーツクラブの豊里、住吉地区の会

員で作るそのようなクラブに会場として使っていただいているところでござ

います。 

施設管理につきましては、一般財団法人青少年育成協会のほうで管理委託

をしていただいてございます。管理職員としては２名、清掃業務を含めて２

名体制で管理をしていただいている状況でございます。 

令和元年度の利用実績につきましては、延べ人数８，０９９人となってご

ざいます。 

 

◇委 員 長  松田委員。 

 

◇松田委員  はい、１１番。管理費というのは、いくらですか。豊住交流セン

ターの。 

 

◇委 員 長  菅野生涯学習課参事。 

 

◇生涯学習課参事  ここに組み込まれている管理費につきましては１，４００

万円程度の内容になります。管理いただいている育成事業協会については、

７１９万７，０００円で管理委託をお願いしているところでございます。 

 

◇委 員 長  松田委員。 

 

◇松田委員  はい、１１番。もう一度、管理費の内訳をもう少し教えてくださ

い。 

それと先ほど延べ人数を聞きました。できれば日数的に押さえていますか。 

 

◇委 員 長  菅野生涯学習課参事。 

 

◇生涯学習課参事  利用日数につきましては、令和２年３月につきましては、

コロナで施設利用ができませんでしたので、４月から２月までの施設利用と

いうことになります。 

具体的には校舎、体育館、グラウンド、音楽室、ミーティングルーム、そ
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のような区分けをさせていただきまして、校舎については３，６４３人の利

用、体育館につきましては４，０７０人の利用、グラウンドにつきましては

地域利用になりますが１９２人、ミーティングルーム等については１９４人

というような人数になってございます。 

管理費の内訳ですが、消耗品費につきましては６３万４，０００円、燃料

費につきましては２００万３，０００円、光熱水費については１７４万円、

施設修繕料につきましては１６０万７，０００円、それと委託料としまして

暖房機器保守点検業務委託料として１５万３，０００円、遠赤外線ヒーター

保守点検業務委託料として１５万８，０００円、し尿浄化槽清掃業務委託料

としまして１５万６，０００円、年に２回ほど清掃業務が入りますけれども

清掃業務委託料としまして４３万９，０００円、先ほどと重複してしまいま

すけども施設管理委託料としまして管理職員２名に対しての７１９万７，０

００円。合計１，４００万円です。 

 

◇松田委員  終わります。 

 

◇委 員 長  他にございませんか。 

 

（なしの声あり） 

 

◇委 員 長  それでは、これで一般会計歳出の質疑を終わります。 

ここで先ほど一般会計歳入において、三條委員の質疑で答弁が保留となっ

ておりました案件について、答弁を求めます。星加住民課長。 

 

◇住民課長  先ほどの三條委員からの歳入部分での質問にお答えをさせていた

だきたいと思います。 

まず、たばこ税ですが、たばこ税につきましては、旧３級品、それから旧

３級品以外という項目で分けて税率がそれぞれ設定されております。旧３級

品というのは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バ

イオレットなどの品種で、旧３級品以外というのは、わかばなどのほかのも

のを指しております。 

ここの税率ですが、平成３０年４月から令和元年９月３０日まで１，００

０本あたり４，０００円が旧３級品の税率になります。旧３級品以外の税率

は、１，０００本あたり５，２６２円となっていました。 

この税率ですが、令和元年１０月から、旧３級品、旧３級品以外の区分が

廃止されまして、旧３級品につきましては生産物がなくなり次第終了し、１，

０００本あたり５，６９２円にすべてが統一されるということになります。 

実績ですけれども、旧３級品は、令和元年度につきましては、２６万２，

８４０本が売れているということになります。旧３級品以外が９８４万５，

９２２本となっております。それぞれに税率を掛けさせていただきまして、

旧３級品以外が５，６０４万３，０００円、旧３級品が１０４万９，０００

円というような内訳となっております。 
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続きまして、ゴルフ場利用税交付金ですけれども、ゴルフ場の税率につき

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級に位置づけられていますこと

から、本町のゴルフ場利用税につきましては、通常利用者が４００円、軽減

利用者、６５歳から７０歳未満、それから早朝の競技利用者などが軽減利用

ということになりますが、こちらが２００円ということで算定されます。こ

の４００円、２００円ですけれども、道税それから市町村税の両方が合わさ

っている金額ということになりまして、それぞれの単価、４００円、２００

円のうち１０分の７が市町村に入ってくるというような状況になっておりま

す。 

ゴルフ場の利用人数ですが、令和元年度の総体の利用者数は、１４，００

０人ほどおられます。課税対象者につきましては、このうちの１万１，８２

７人となっているところでございます。 

以上です。 

 

◇委 員 長  よろしいですか。 

 

◇三條委員 はい。 

 

◇委 員 長  他にございませんか。 

 

（なしの声あり） 

 

◇委 員 長 ないようですので、一般会計の歳出の質疑はこれで終わらせてい

ただきます。 

次に、国民健康保険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。 

 

（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。 

 

（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。これで下水道事業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。三條委員。 

 

◇三條委員  はい、２番。財産に関する調書の中で、普通財産で山下岬に町有

地を保有していると思いますが、今の現況、面積がいくらあったのか記憶が

定かではなく、結構あったように思いますが、今どういう状況で、原野にな

っているのか、それとも山林なのか、面積と状況を教えていただきたいと思

います。 

 

◇委 員 長  はい、林総務課長。 



61 

 

◇総務課長  山下岬にあります町有地でございますが、面積につきましては、

詳細ちょっと今、把握していませんけれども、３ヘクタール、４ヘクタール

あったのではないかと思っておりますけれども、その一部、山林も含んでお

りますので、ちょっと今、詳細は把握しておりませんけれども、かつては網

走開発建設部におきまして、網走湖の浚渫した堆積土をそこに置いてあった

ということでございます。そこにつきましては、現在も網走開発建設部に引

き続き貸し出しをしているという状況でございまして、現状については、過

去から変わっていないという状況でございます。 

 

◇委 員 長  三條委員。 

 

◇三條委員  はい、２番。ということは、開発のほうから利用料か何かをいた

だいているということの解釈でよろしいですか。 

出入口が、今回、山下岬の道路を整備していただいて、出入りができるの

かどうか分からないんですが、今年通った限りでは入口が山下岬側からは行

けないように塞がっちゃっていると思いますが、線路のほうからは入れるの

か。その辺の状況も分かれば、分からないのであれば後ほどでいいので、や

はり町有地を管理するのに、そこまで入っていけないというのはどうかなっ

ていう気がするものですから、分かる範囲で、分かっていなければ後ほどで

結構です。 

 

◇委 員 長  林総務課長。 

 

◇総務課長  契約をした中で使用料をいただいているところでございます。 

国道から踏切を通って、奥のほうに入っていくところにつきましては、引

き続き、トラックとかの出入りがあろうかと思いますので、そこはできてい

るというふうに思っております。その先につきましては、どういった状況に

なっているかにつきましては、湖側に入るものですから、ちょっと道路の接

続といいますか、そこはちょっと今、確認できないところで、ご了承いただ

きたいというふうに思います。 

 

◇委 員 長  三條委員。 

 

◇三條委員  はい、２番。あの踏切も常時、確か渡れなかったような気がしま

す。今、通れるようになっているのか分かりませんけれども、湖畔の道路の

ほうからも出入りができるようにしておくことが、今後、町有地を管理する

にも大切かなというふうに思うのですけれども、後ほどで結構ですから、そ

の辺も検討していただければと思います。 

 

◇委 員 長  林総務課長。 

  

◇総務課長  踏切側の出入り口につきましては、常時、通れるような形になっ
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ているかというふうに思っております。いずれにしましても、町有地の適切

な管理、こういったことに努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 

◇委 員 長  山下町長。 

 

◇町  長  踏切につきましては、浚渫土砂を搬入するために開発建設部がＪ

Ｒの許可を取って改修をして直しておりますので、従来のような木のような

ものではなくて、しっかりとしたものになっているかと思います。 

前の議会におきまして、三條議員から湖畔観光線、林道に切り替えました

けれども、そこの整備をという形で言われております。それは呼人に向かっ

てということではあるのですけれども、山下岬側から木下木材に抜けるとい

うところも湖畔の道路の一部であろうかと思いますので、湖畔観光線、林道

の部分だけではなくて、その道路も含めて、通れるような対応というものを

考えてまいりたいと、そのように考えております。 

併せて、そこのところの整備というところもやっていきたいと考えており

ますので、ご理解をいただければと思います。 

 

◇三條委員  はい、終わります。 

 

◇委 員 長  品田委員。 

 

◇品田委員  はい、７番。参考資料に財産に関する調書というのがありまして、

その中には２番、物品と書いてありますが、この物品は貸借対照表の物品と

一致しているのですか。同じ言葉づかいでいいのですか。物品。載っている

のは、一般会計の貸借対照表の物品の減価償却ってところがありますけれど、

そういうふうに理解してよろしいですか。 

 

◇委 員 長  林総務課長。 

 

◇総務課長  財産に関する調書に載せております物品につきましては、取得価

格が５０万円以上の重要物品といいますか、そういった物品につきまして掲

載をさせていただいているところでございまして、参考資料の貸借対照表に

つきましても同様の考えで掲載をさせていただいているところでございます。 

 

◇委 員 長  品田委員。 

 

◇品田委員  はい、７番。ということは、一般会計の物品の数のこの減価償却

が２億何ぼ、それはこの合計、２０ページに渡っていますが、その額と同じ

なのかということなんです。物品ですから。 

ということは、この２０ページに及ぶ物品の減価償却費は、総額いくらぐ

らいになるのですか。 
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◇委 員 長  林総務課長。 

 

◇総務課長  貸借対照表に記載をしております物品の額、この内訳が掲載され

ているということで、ご理解いただきたいというふうに思います。 

 

◇委 員 長  品田委員。 

 

◇品田委員  はい、７番。何回も言いますけれども、この額とこの総計の減価

償却は、一致しているということですね。そういうふうに考えていいんです

ね。それが大事なんですよ。ということは、今、決算ですから数字ですよね。

これは数字がない。いわゆる額面がないんです。取得日はあるけれども、取

得額がないのです。なんのためのものなのか。在庫表なのか。物品という意

味合いを什器と見ているのか何なのか。いろいろ車から何から全部あるけど、

車から全部あるんですね、いろいろ。年月日もあるし。だけど僕が見るには、

かなり償却年度が長い。償却年度が長いんじゃないかな。前にそういったこ

とで、固定資産の解釈をしましたけどもね。車ね。だから、その辺をやらな

いと、遊びでこれをやっているわけではない。林課長、一生懸命、長い時間

をかけて説明してくれたけどもね。符合しているのかと。整合性が有るのか。

それでなかったら遊びになっちゃうから。毎回毎回、こんなふうに１個増え

ました、２個なくなりましたって。実際、これに書いてあるものがあるのか

なって心配になっちゃう。だから額面５０万円以上っていうけれども、写真

パネル、これ簡単に言うと写真パネルで５０万もするんですか。５０万円以

下のものもあるし、ブルドーザーもあるしさ。どういうふうな分類で分けて

いるのかね。 

 

◇委 員 長  林総務課長。 

 

◇総務課長  繰り返しになりますけども、財産に関する調書に掲載をさせてい

ただいております物品につきましては、それぞれ現存しているものにつきま

して掲載をさせていただいているところでご理解いただきたいというふうに

思います。 

 

◇品田委員  はい、分かりました。 

 

◇委 員 長  他にございませんか。 

 

（なしの声あり） 

 

◇委 員 長  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についての質疑ですが、本日、午後１時

までに申し入れることになっておりましたが、申し入れはありませんでした
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ので、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令和

元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。質疑ありませんか。

はい、後藤委員。 

 

◇後藤委員 はい、１番。総括質疑といたしまして、２点ほど質問させていた

だきたいと思います。 

庁舎内の職場環境の改善について、関連がある二つを質問させていただき

たいと思います。 

１点目は、役場内の冷房設備についてです。広報おおぞら１０月号のふれ

あい意見箱で、庁舎が暑すぎるので冷房を設置してほしいという役場内の冷

房設備についての意見があったところでありますが、実際、データをもって

調べてみましたところ、５月から９月までの平均気温の推移と平年値を比較

したところ、ほぼ平年を上回っている状況にあります。また、今年に限らず、

ここ数年は地球温暖化の影響でしょうか、８月下旬以降も最高気温が３０度

を超える日が多く、過去のように短い、暑い夏をしのげば何とかなる状況で

はなくなっている感じがいたします。 

来庁される町民の方たちはもちろんのことではありますが、職場環境とい

う視点から考えましても、検討していく段階になってきていると思います。 

公共施設等総合管理計画に基づく個別施設実施計画で、役場庁舎の大規模

改修についても触れられてはいますが、タイミングも検討していただきなが

ら、維持コストの低減が期待できる再生可能エネルギーのソーラーパネルの

設置や、現在庁舎内で暖房に利用されている温泉熱を活用したヒートポンプ

の導入など、空調設備の検討を前向きに推し進めていただきたいと思います

が、それについて何か今、考えられることがあれば答えていただきたいと思

います。 

２点目です。２点目は主要な施策の成果を説明する書類の１ページにあり

ます職員研修事業のうち、３０名参加の外部委託研修１回のテーマ内容と１

３７名参加の職員内部研修４回のテーマ内容について伺いたいと思います。 

以上２点、よろしくお願いいたします。 

 

◇委 員 長  林総務課長。 

 

◇総務課長  まず１点目の職場環境についてのご質問でございます。近年、真

夏日と言われております３０度を超える日が多いところでもございます。ま

た、今年につきましては、９月に入ってからも数日間、そういった日もござ

いました。そんな中、ご指摘のとおり、町のふれあい意見箱に役場庁舎の暑

さ、環境の改善につきまして、ご意見をいただいたところでございます。取

り急ぎ、扇風機での対応としたところではございますが、今後、空調設備の

整備などにつきましても、検討してまいりたいと考えているところでござい

ます。 
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具体的には、そういった空調環境だけではなくて、役場庁舎全体の大規模

な改修の中で行っていきたいと考えているところでもございます。この役場

庁舎につきましては、昭和６０年に建設いたしまして、３５年が経過をした

ところでございます。一部老朽している部分を改修してまいりたいというふ

うに思っておりますし、来庁されるお客様の利便性ですとか、さらにはお客

様も含めた中での環境の改善、そういったことも含めて改修を行うこととし

て対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。 

二つ目でございます。職員の研修についてでありますけれども、令和元年

度の実績といたしましては、全体で１７回実施いたしました。延べでは２０

３人が研修を受けているところでございます。 

その内容についてでありますけども、基礎的な研修を身につけるものから

専門的な研修、経験年数ですとか役職に応じまして行われるものであります

けれども、段階的にそういったことを行っているところでございます。 

また、メンタルに関する研修、心の病についての知識ですとか、あるいは

サポートの仕方、そういったことなどの内部研修なども行ったところでござ

います。  

また、そういった座学的なものだけではなくて、昨年度につきましては、

災害などへの対応といったことも考えたところでありまして、チェーンソー

の取り扱い、そういったことも学んだところでございます。 

このほか、研修といいますか、町長の中央省庁などへの要望活動ですとか

企業訪問、そういった際に随行いたしまして、国の職員ですとか、あるいは

企業の方々と直接意見交換をするとか、あるいはこの知識を深めたり、そう

いったことで業務に役立てているところでございます。 

さらには北海道ですとか、あるいは関係団体に職員を派遣いたしまして、

実際に他の行政機関、そこで業務を行うことによりまして、人的な交流です

とかスキルアップ、知識の向上、そういったことを図っているところである

ということであります。 

以上でございます。 

 

◇委 員 長  後藤委員。 

 

◇後藤委員  はい、１番。１点目の冷房設備の関係ですけども、町内の事業所、

農協、信金、郵便局、空港ビルなど、多くの方々が利用されている施設では

冷房施設が整備されているのが現状でありますし、近隣の市町村でも空調設

備を整えた新庁舎の整備が予定されております。 

先ほど大規模改修の折に改修も含めて考えていらっしゃるということです

ので、先ほどお話しさせていただきました維持コストがなるべくかからない、

隣では美幌町がそういう環境に配慮したゼブレディ認定の庁舎を取り入れた

みたいですけども、そんなこともご考慮いただきながら、進めていただけれ

ばと思います。 

２点目について、質問させていただきます。職員研修事業の事業内容の欄

に多様化する行政課題に対応する職員の能力と資質の向上ための研修を実施
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と記載されております。先ほど林課長からお話ありましたとおり、いろんな

町長と随行で国の職員と会ってきたり、いろんなパターンがあると思います

が、今後も活発に研修事業を推し進めていただきたいと思います。 

この研修事業もそうですが、やはり私が思うのは、研修を通じて、職場の

コミュニケーション、潤滑油として、勤務外での職員同士の交流も大変重要

なことだと思っております。決算書を見ますと、課ごとの食糧費は必要最小

限の予算化となってございますけども、コミュニケーションをとるための手

段としての幾らかの食糧費の支出があってもいいのではないかっていう思い

があります。税金からの負担という面から、難しい点もあるのは重々承知し

ておりますけども、例えば地元飲食店の振興にもつながることですし、そう

いうこともご考慮をいただければ、そして、活発に研修事業、そして職員同

士の交流を図っていただければと思います。 

以上です。 

 

◇委 員 長  林総務課長。 

 

◇総務課長  まず、職場環境の改善の点でございますが、これにつきましては

大規模な改修を行っていく中で、住民サービスの向上ですとか、来庁される

方への配慮、あるいは働きやすい環境など、将来に向けまして、しっかりと

役場としての機能を維持できるように考えてまいりたいと思いますし、そう

いった中では、環境に配慮した中でどういったことができるのか、それも含

めて考えてまいりたいと思っております。 

また、職員の研修の部分につきましては、引き続き、職員の資質向上です

とか、あるいは多様化しております課題に対応できる知識ですとか、能力、

そういったものを身につける、そのような取り組みを積極的に行ってまいり

たいというふうには考えているところでございます。 

また、職員の繋がりについてのことでございますけれども、各種事業です

とか、それから施策をそれぞれ展開していく、あるいは円滑に推進していく

という上では、他の部署との協議ですとか、あるいは連携、そういったこと

は非常に重要視されるんではないか、そのように思っているところでござい

ます。関係する団体も含めまして、日ごろからのコミュニケーション、そう

いったことが大事ではないかというふうに思っているところでもあります。  

しかしながら、今年につきましては、コロナ禍にあって、そういった部分

につきましてはなかなか容易ではなかった、あるいは十分ではない、そうい

ったことはあるのかもしれませんが、いずれにしましても、意見交換ですと

か打ち合わせ、そういったことはそれぞれ工夫をして行うべきというふうに

考えているところであります。 

また、職員に対する公費につきましては、研修ですとかあるいは事業の一

環についての活用というのは考えられるかなというふうに思いますけども、

それ以外の部分での予算化、そういったことにつきましては慎重に考えてい

く必要があるのではないかと思っているところであります。 
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◇委 員 長  山下町長。 

 

◇町    長  職員同士のコミュニティをとることということは大切なことであ

りますけれども、先ほど後藤委員が言われた、そこに何がしかの食糧費など

ということは、今は社会的に許されないということになりますので、そうい

ったものは自分たちの会費にはなりますけれども、厚生会の中で、そういう

機会をできるだけ多くしていくとか、そういうところでの配慮しかないかな

と思っております。 

また、職員同士のコミュニティももちろんですけれども、町民との間のコ

ミュニティということも大切だと思っておりまして、そこから学ぶべきこと

もたくさんございます。そんな中では、職場の中のお付き合いだけではなく

て、いろいろな形で町民と関わる、例えば消防団に入る、商工会青年部に加

入をする、青年団体に加入をする、また、子どもたちが大きくなってＰＴＡ

の事業などがあれば、そういった団体などにも積極的に参加をしながら、そ

の中で自分自身を成長させていくということも大切ではないかと思いまして、

そういった指導などもさせていただいているところであります。 

そんな中で職員が成長できていけばと考えておりますので、今後もまたご

指導いただければありがたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

◇委 員 長  ここで本日の会議時間ですが、会議規則９の２に基づきまして、

会議時間を延長したいと思います。 

次に、総括質疑、他にございませんか。齋藤委員。 

 

◇齋藤委員  はい、８番。１点だけ。本日、決算委員会に向けて、職員の皆さ

ん、本当にご苦労さまでした。いつも私自身思っているのですが、本当にこ

の膨大な資料、書類、この管理、また整理、なかなか大変なことですよね。

これ自分自身も本当にこの整理整とんというのがなかなかできなくて、これ

いざ何々を聞かれて、どう答えるというのは、なかなかすぐ対応できないの

が本当なんです。 

その中で以前にもお話ししましたが、この書類というのはペーパーレスに

はならないんだろうか。まず、その辺をお聞きしたい。 

 

◇委 員 長  山下町長。 

 

◇町    長  ならないことはないと思いますけれども、職員の気持ちの問題で

なかなかそこにまだ切り変わっていないというところがあります。さらにそ

のデータとして管理をするというようなことは、企業などでは一般的に行わ

れているんでしょうけれども、この議会の中にパソコンを例えば持ち込んで、

その中に膨大な資料が入っていますと。ここでご答弁をさせていただくとき

に、それを立ち上げて、見ながらご回答する、ご答弁を申し上げるというこ

とが許されていくのかどうかなのか、そこのところの環境の整理というもの

も必要ではないかなと思ってございます。 
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ただ、国が今、脱ハンコでありますとか、働き方、いろいろなことの改革

をしようと。例えば商取引などにおいても現金を使わない商取引ということ

が言われておりますので、時代はまさにそちらのほうに向かっているとは思

いますけれども、多分１番遅いのがお役所ではないかなと、そんな感じもい

たします。ただ、そういったことを常々私どもは考えていかなければならな

いと思っておりますので、まずは職員の意識の改革のところからスタートさ

せていただきたいと。 

議会の皆さん方との資料のやりとり、例えば本会議では無理であっても、

例えば常任委員会などにおいては、データで、例えばパソコン上で見ていた

だくとか、そういったことも議論をさせていただきながら、そういったペー

パーレスというものに向かっていけるように努力をしてまいりたいと、その

ように考えてございます。 

その他、整理整頓するということの中では、私ちょっと詳しくはないです

けど、ファイリングというようなことで、どのようにその資料を整理整頓を

して、少ない中で、保存をしていくかとか、整理していくかというような仕

組みもあるようでございます。先日、小清水の町長とお話をしておりました

ら、新しい庁舎の建設に併せて書棚を少なくすると。そのためにはファイリ

ングというシステムを民間のコンサルを入れて導入をしていきたいというよ

うなお話しもされておりました。そういったことも必要になるのかもしれま

せん。改めて、そういったものを研究しながら努めてまいりたいと思います。 

 

◇委 員 長  齋藤委員。 

 

◇齋藤委員  はい、８番。今、町長もおっしゃられたとおりで、ペーパーレス

の対応としてＵＳＢにするのか、タブレットにするのか、またはパソコンに

するのか。それを求めたら今の議会ではちょっと無理なんですけども、将来

的には町長がおっしゃられたとおり、なかなかこの膨大な資料を一括で管理

するというのは、なかなか今日も職員の方、両手で持ってきた方もいらっし

ゃいましたけども、本当にＵＳＢならばこんなもんですべてが入って、そう

いう管理もできると。将来的にやっぱり、小学生でもタブレットを使える時

代ですけれども、本当に町長おっしゃるとおり、１番遅れているのは議会な

のか、役場なのかっていう感じがします。将来的にそういう形で検討してい

ただきたいと思います。以上です。 

 

◇委 員 長  ほかに質疑ありませんか。深川委員。 

 

◇深川委員  はい、１０番。町長にお伺いをしたいと思います。 

コロナ禍の中、非常に厳しい状況ではありますけれども、今後より一層、

日本国中、財政的にも厳しくなるのではないかなと、このように思っており

ます。 

そんな中、北海道は新北海道スタイルと名を打ちまして、新しい生活習慣、

生活様式を推進しておりますけれども、この間、話す機会もありましたので、
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生活習慣だけでなくて、勤務様式も変えてはどうかという話もしたんですが、

国会においても、ハンコレスをはじめとして、縦割り行政の脱却を目指して

います。行政事務の見直しが進められておりますけれども、テレワークであ

り、オンラインをメインにとは言いませんが、縦割りから横割り、連携をよ

りよく進め、情報を共有し、そして特に大空町としては支所もあります。横

の連携がより多く必要と考えますが、その中で経費も削減されることもある

かと思いますが、町長の考え方をお伺いしたいと思います。 

それからもう１点は、昨今、大空町は新聞報道そしてメディアの取り上げ

率が非常に低くなっています。これはＰＲにおいて、やはり後退をするので

はないかなと心配をしております。発信力、いろんな課題、情報発信する根

拠はあるのですけれども、その点、今後の考え方をお聞きしたいと思います。 

以上です。 

 

◇委 員 長  山下町長。 

 

◇町    長  先ほどの質疑の中で、こういうコロナの時代、企業活動なども停

滞して大変厳しいと。しかし一方で、こういうときだからこそいろいろな提

案を差し上げて、そのコロナ後の社会の中で企業の方々に進出していただけ

るような、そのような取り組みが必要だというご指摘もいただきました。 

まさに厳しい状況であるのは間違いありませんけれども、そこをどのよう

にチャンスに切り替えていくかと。知事がよくおっしゃっておりますけれど

も、その厳しい状況をチャンスに切り替える、その発想が必要なのではない

かと、そのように思ってございます。 

今回はコロナの対策費ということで、国から３億を超す大きな予算配分を

いただいているところであります。中には、やはり困っている方々にいろい

ろその支援をしなければならない、そういうところに予算をつけさせていた

だいたところもありますけれども、このオホーツク管内で見ますと、私ども

の町が１番いろいろな項目に予算配分しているように思います。 

とりわけ、この機会に一体何を切り替えておかなければならないかという

ようなことから、テレビ会議のシステムを導入するための経費に充てさせて

いただきたいでありますとか、さらには町民との距離感をこういった時代で

あっても縮めるためのいろんな通信システムについて検討させていただきた

いというような提案をさせていただいております。 

そんな中で、その仕事のあり方というところも、生活スタイルばかりでは

なくて、業務スタイルも変えていかなければならないのではないかなと、そ

のように考えておりまして、まだまだ十分まとまった内容にはなっておりま

せんけれども、そういったことを常々念頭に置きながら、その仕事のあり方、

進め方、そういったことを検討していきたいと、そのように考えているとこ

ろでございます。 

新しい年度の予算編成にあたっては、自分たちの財源も使いながら、そう

いったところに一歩踏み出せるような取り組みを検討してまいりたいと、そ

のように考えているところでございます。 
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また、報道における露出度合いが少ないのではないかと、自分が当事者で

ありますので、何となく隣の芝生は青く見えて、少ないのではないかなと私

も感じているところがあります。ひょっとしたら、隣町でも同じように言わ

れているのかもしれませんけれども、とりわけ、私の感覚では新聞報道が少

し少ないんじゃないのかなと、そんなふうに感じるところもあります。これ

は私の発信不足でないのかなと、そのように反省をしてございます。いろい

ろなところに行って、言葉はちょっと失礼になるかもしれませんけれども、

大言壮語をしながら、いろいろなことの話をするということで、いろいろな

方々が注目をしてくださって、そして、その話題を取り上げていただくとい

うことが大切ではないかなと。 

道南のほうの市町村では、別な意味で連日連夜、新聞もテレビも、役場庁

舎に駆けつけてというところがありますけれども、そういった話題ばかりで

はなくて、この大空町にはさまざまな話題が転がっているというふうに思い

ますので、そのことについてしっかりと情報発信するということ、また、皆

さんに注目を持って見ていただくというようなところを、これからも努力を

してまいりたいと思います。そのことが町民の方々の元気にもつながるもの

だと、そのように考えますので、今後とも努めてまいりたいと思います。ご

指導いただきますようにお願いを申し上げます。 

 

◇委 員 長  深川委員。 

 

◇深川委員  はい、１０番。１点目の縦割り行政の脱却。言葉でいうのは簡単

ですが、職員の方々は非常に有能な皆さんでございますので、今後、町長と

協力しながら、やはり、少しでも経費の削減ができる、そして、連携をとり

ながら、特に横の連携をとりながら、行政に邁進をしていただきたいと思い

ます。 

それから、最後もう１点、ＰＲ不足、これは多くの方々が感じている。新

聞等にもよりますけれども。 

ただやはり、移住・定住支援室などはＳＮＳ、ネットなど使って非常に広

報してくれております。 

また、新しい高校づくりの課なども非常にネット、ＳＮＳなどを利用して

発信をしていてくれることには感謝をしたいと思いますが、それをどうか今

後、メディアそして新聞等も含めて、新しい発信力として広報してもらいた

いと、このように思います。その後押しを町長はよろしくお願いしたいと思

います。 

以上で質問は終わります。 

 

◇委 員 長  山下町長。 

 

◇町    長  職員の仕事に向かう気持ちというものは大切にしていかなければ

ならないと思っております。そういったものがあることが、職員自身の成長

につながると、そのように考えておりまして、職員自らが自主性をもって仕
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事に取り組む、企画をする、行動をするということを考えますと、いつまで

もトップダウン形式で、あれをしなさい、これをしなさいと、言われたこと

だけをやっておればいいということではいけないのではないかなと、最近、

特に感じるようになりました。 

そんな中で、いかにして職員の自主性を引き出して、そして自らが、この

コミュニティを形成しながら、役場の中で横のつながりを持って仕事に臨ん

でいくか、そのことを常に考えて行動してまいりたいと、そのように思いま

す。 

また、情報発信は、現在はいろいろなところの課に、それぞれ任している

ような状況が少しございます。当然、広報の担当係というようなものもある

のですけれども、移住対策のところはもちろん、そこで発信する。例えばホ

ームページなどにあっても、結果的にはそれぞれの課が自分の所管するとこ

ろの情報を直してくださいと、更新してくださいということをずっとやって

まいりました。 

しかし今、情報発信のあり方、手段も広報ばかりではなくて、いろいろな

ツール、方法がございます。そのように考えていきますと、それをいろんな

課が全部駆使してやっていくということは、ひょっとしたら難しい面もある

のではないかと。それぞれから情報をもらうことはもちろんなんですけれど

も、情報発信を一元化するような方策といいましょうか、そういう部署とい

いましょうか、そういう組織体制というものも、ひょっとしたら必要なので

はないかなと最近考えるようになりました。そういったその体制と、どのよ

うな方法で町民の皆さんに情報をお届けするか、また、あるところの情報を

引き出してもらうかということを考えていきたいと、そのように思ってござ

います。そういうような組織体制も含めて、情報発信のあり方ということを

検討してまいりたいと思ってございましたので、その節また、お知恵をいた

だければありがたいと思うところでございます。いろいろご示唆をいただき

ましてありがとうございます。 

 

◇委 員 長  ほかに質疑ありませんか。 

 

（なしの声あり） 

 

◇委 員 長  質疑なしと認めます。これですべての質疑を終わります。 

ここで暫らく休憩します。再開はブザーをもってお知らせします。委員の

皆さんは議員控室にお集まりください。 

 

（休憩 午後５時１３分） 

 

（再開 午後５時２０分） 

 

◇委 員 長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

これから採決します。お諮りします。採決は認定第１号、令和元年度大空
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町一般会計歳入歳出決算認定についてから、認定第８号、令和元年度大空町

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

行いたいと思いますが、これにご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、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、ご異議ありませんか。 

 

（「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、令和元年度大空

町一般会計歳入歳出決算認定についてから、認定第８号、令和元年度大空町

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件は、原案の

とおり認定することに決定しました。 

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。 

皆様のご協力によりまして、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  先週でありましたけれども、１０月１７日に藻琴峠から川湯へ抜

けまして、また美幌峠を通って帰ってまいりました。紅葉がもう少し綺麗か

なと思ったんですけども、さほどでもありませんでした。これからというこ

とだったのでしょうか、それともひょっとしたら終わってしまっていたのか

なという感じも受けました。ただ、今朝ほど見ますと、役場の裏、文化会館

の前といいましょうか、いこいの広場の紅葉が真っ盛りという状況にありま

した。それを見ておりまして、例年この時期、決算について、ご審議をいた

だいていたんだなあと。改めて、こんな思いをいたしてこの議場に入ってま

いりました。 

本日は、第４回臨時会、その後の決算審査特別委員会ということで、様々

なご審議をいただいたことに改めて感謝を申し上げたいと思います。本当に

ありがとうございました。 

また、令和元年度の支払いについて、不祥事がありましたけれども、総体

においてはお認めをいただいたということでございます。大変感謝を申し上

げたいと思ってございます。この件につきましては、監査からのご指摘もい

ただきました。私から具体的な改善点について指摘するまでもなく、職員み
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ずから改善策を検討し、様々な対策を講じることといたしてございます。私

としては、まずは、それをしっかりと見守ってまいりたいと、そのように考

えてございます。 

また、本日はこの決算の審議におきまして、様々なご指摘やご意見、ご指

導、ご示唆をいただいたところでございます。お礼を申し上げたいと思いま

す。ただ、質疑をいただきながら、なかなか的を射た答弁になっていなかっ

たのではないかと。私が聞いていても、ちょっと説明不足ではないかなと、

そのように思う答弁が非常に多かったように思います。そういった意味で皆

様にもご迷惑をお掛けしたことをお詫び申し上げたいと思ってございます。 

明日は、１０月２３日、この場所で令和３年度の予算編成会議をすでにや

るということで、職員に案内が回ってございます。もうこんな時期になって

まいりました。今日いただいた様々なご指摘、それをどのように令和３年度

の予算に反映させていくことができるか。そこが今、私どもに課せられた１

番の課題であると、そのように思ってございます。 

実は先日まで、来年度の予算編成を見据えまして、例年行っております各

課との懇談の資料、こんなことを予算の中で検討してほしいというようなも

のを私自身取りまとめておりました。例年でありますと１１月の初めぐらい

にそういった各課懇談を一律に行って、私からいろんな指示を出していたと

ころでございます。しかし、いつまでも私からのトップダウンばかりでいい

のかなと、先ほどのご答弁の中でも言いましたけれども、それでは自主性が

なくなってしまうのではないかと。そんな中で職員の成長をそのことが阻害

させているのではないかなと。そんな不安、悩みもずっと持っておりました。

そこで、本年は思い切って、その懇談をせずに、まずは職員の自主性という

ところを優先して予算編成にあたってみようと考えたところでございます。 

ぜひ、議員の皆様にもそういった点、ご理解をいただきますようにお願い

を申し上げたいと思います。 

今日は本当に朝早くから夜遅い時間まで、ご審議を賜りましたことに改め

てお礼を申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。本当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

お疲れ様でございました。 

 

（閉会 午後５時２６分） 

 

 

 

 

 

 


