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決算審査特別委員会会議録 
 

 

１ 応招委員は次のとおりである。 

 

 

 １番  後 藤  忍    ６番  沢 出 好 雄 
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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、住民課長、 

福祉課長、福祉課参事、産業課長、産業課参事、建設課長、建 

設課参事、地域振興課長、住民福祉課長、総務課主査、生涯学 

習課長、生涯学習課参事、監査委員事務局長、農業委員会事務 

局長、選挙管理委員会事務局長 

 

 

 

６ 職務のために出席した事務局職員は次のとおりである。 

 

事務局長、主幹 

 

 

 

７ 会議事件及び議事日程は別紙のとおりである。 



 出 席 説 明 員 の 報 告 
 
１．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のために出席する者は次のとおり。 
 
   町 長  山 下 英 二      教育委員会教育長  渡 邊 國 夫 
 
   代表監査委員  近 藤 克 郎   監 査 委 員  松 岡 克 美 
 
２．大空町長の委任を受けて説明のために出席する者は次のとおり。 
 
   副 町 長  川 口 明 夫   福 祉 課 参 事  松 川 一 正 
 
   総 合 支 所 長  伊 藤 裕 幸   産 業 課 長  藤 田   勉 
 
   会 計 管 理 者  平 田 義 和   産 業 課 参 事  中 村 直 樹 
 
   総 務 課 長  南 部   猛   建 設 課 長  高 島 清 和 
 
   総 務 課 参 事  林   敏 美   建 設 課 参 事  山 本 純 生 
 
   総 務 課 参 事  塚 原 章 裕   地域振興課長  作 田 勝 弥 
 
   住 民 課 長  田 中 信 裕   住民福祉課長  星 加 政 志 
 
   福 祉 課 長  佐々木 徳 幸   総 務 課 主 査  土 田 康 裕 
 
３．大空町教育委員会教育長の委任を受けて説明のために出席する者は次のとおり。 
 
   生涯学習課長  佐 薙 幸 史    生涯学習課参事    田 端 久 剛 
 
４．大空町代表監査委員の委任を受けて説明のために出席する者は次のとおり。 
 
   事 務 局 長  伊 藤 裕 幸 
 
５．大空町農業委員会会長の委任を受けて説明のために出席する者は次のとおり。 
 
   事 務 局 長  井 上   透 
 
６．大空町選挙管理委員会委員長の委任を受けて説明のために出席する者は次のとおり。 
 
   事 務 局 長  伊 藤 裕 幸 
 
７．本議会の事務に従事する者は次のとおり。 
 
   事 務 局 長  菊 地 教 男   事 務 局 主 幹  石 川 大 樹 
 
 

以上のとおり報告する。 
 

                    平成３０年１０月２３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００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、御挨拶を申し上げます。先の第３回定例会において、本特別委員会に付託され

ました平成２９年度の大空町各会計歳入歳出決算の認定に関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、皆様の御

協力をお願い申し上げ、開会の御挨拶とさせていただきます。 

 

◇委員長 直ちに本日の会議を開きます。 

 

    ◎諸般の報告 

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

 

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

す。以上でございます。 

 

◇委員長 これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎期日及び決算審査方法協議について 

◇委員長 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し

ます。事務局長から協議事項について説明させます。菊地事務局長。 

 

◇議会事務局長 決算審査特別委員会の議案書の１ページをお開き願いたいと思います。

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２３日、本日１日と想定をいたしております。

審査の結果、さらに審査日数が必要となるときは、日時を新たに設定する協議をお願

いすることになります。次に、２の決算審査の方法、次第でございますけども、

（１）の一般会計、各特別会計及び監査委員審査意見書の説明につきましては、①認

定第１号から認定第８号までの８件を一括上程し、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、提出調書の関係書類も含め

て説明を求めることといたします。最後に、②監査委員による各会計歳入歳出決算審

査意見書について説明を求めたいと思います。（２）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けども、一般会計につきましては、歳入と歳出を

別々に行います。各特別会計については、会計ごとに歳入歳出について一括して行い

ます。なお、債権放棄の報告に関する質疑もこの中に含むものといたします。基金運

用状況調書、財産に関する調書は２つの事項を一括して行います。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ってまいります。総括質疑の中
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では、主要な施策の成果を説明する書類並びに平成２９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ことといたします。質疑につきましては、同様

な質疑の重複を避け、能率的に行い、定められた期限内で終了するように御協力をお

願いいたします。３の採決は全部の質疑は終了した後に行い、採決の方法につきまし

ては別途、協議をさせていただきたいと思います。議案書の１ページの中段のローマ

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、質疑の順序でありま

す。２ページ中段のローマ数字Ⅳの採決は、認定第１号から認定第８号までの採決で

あります。先ほど申し上げましたように、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。説明については以上でございます。 

 

◇委員長 ただいま事務局長から説明の案のとおり進めたいと思います。これに御異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

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

 

    ◎認定第１号から認定第８号までの審査 

◇委員長 ただいまから、本委員会に付託されました認定第１号、平成２９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、平成２９年度大空町個別排水処理

事業特別会計歳入歳出決算認定についてまでの８件を一括して審査します。平成２９

年度大空町一般会計及び各特別会計決算書関係書類並びに監査委員の決算審査意見書

の説明を順次議題といたします。なお、主要な施策の成果を説明する書類で、この際

説明を要するものがあれば、その都度、説明を求めます。基金運用状況調書、財産に

関する調書についても併せて説明を求めます。最初に認定第１号、平成２９年度大空

町一般会計歳入歳出決算認定についての説明を求めます。南部総務課長。 

 

◇総務課長 認定第１号、平成２９年度大空町一般会計歳入歳出決算認定について歳入か

ら提案内容の説明を申し上げます。決算書１３、１４ページをお開きください。説明

に当たりましては、収入未済額、前年度と大幅な増減があった場合の要因、繰越明許

費について、千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、

個人１節現年課税分は収納率９９．６％、収入未済額１３９万１，０００円です。未

納者２９件、本年９月末現在収入済額３７万８，０００円、完納者８件となっていま

す。２節滞納繰越分は収入未済額３０３万３，０００円です。未納者５１件、９月末

現在収入済額１０５万６，０００円、完納者１４件となっています。不納欠損額は、

地方税法の規定により、徴収することができないことが明らかであるもの１件、３万

２，０００円。滞納処分することができる財産がなく、執行停止の期間が３年を経過

したもの５件、２６万２，０００円。合わせて２９万４，０００円となっています。

２目法人２節滞納繰越分は、収入未済額６万円です。未納者１件、９月末現在収入済

額はありません。２項１目固定資産税１節現年課税分は、収納率９９．７％、収入未

済額１４５万６，０００円です。未納者３１件で、９月末現在収入済額４４万１，０
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００円、完納者１１件となっています。２節滞納繰越分は、収入未済額１，２９２万

５，０００円です。未納者２４件、９月末現在収入済額８８万１，０００円、完納者

はいません。不納欠損額は、地方税法の規定により、時効によるもの１件、３６万７，

０００円。滞納処分することができる財産がなく、執行停止の期間が３年を経過した

もの３件、１５万１，０００円。合わせて５１万８，０００円となっています。３項

１目軽自動車税１節現年課税分は収納率９９．８％、収入未済額４万８，０００円で

す。未納者５件、９月末現在収入済額４万２，０００円、完納者４件となっています。

２節滞納繰越分は、収入未済額１１万７，０００円です。未納者６件、９月末現在収

入済額４，０００円、完納者１件となっています。不納欠損額は、地方税法の規定に

より、滞納処分することができる財産がなく、執行停止の期間が３年を経過したもの

２件、２万９，０００円となっております。続きまして１５、１６ページをお開き願

います。中段にあります６款１項１目１節地方消費税交付金は、地方消費税の２分の

１が人口と従業者数で交付されるもので、個人消費の伸び等に伴い、前年度より６９

７万８，０００円増の１億４，９９４万６，０００円となっています。続いて１７、

１８ページをお開き願います。上段にあります８款１項１目１節自動車取得税交付金

は、自動車取得税の６６．５％相当額が交付されるもので、自動車販売台数の増加等

に伴い、前年度より１，４２５万円増の４，５２１万２，０００円となっています。

１０款１項１目１節地方交付税は、総額３７億２，５２８万７，０００円で前年度よ

り２億２，３８７万７，０００円減となっております。普通交付税では、地域経済の

再生雇用対策費で約１億１００万円、合併算定替の段階的な縮減により約６，５００

万の減額など前年度より１億８，１７２万３，０００円の減額の３４億１，９６１万

５，０００円の交付となっています。また、特別交付税は、平成２９年度の台風大雨

災害復旧経費が無かったことなどの影響もあり、前年度より４，２１５万４，０００

円減額の３億５６７万２，０００円となっています。１２款１項１目１節農業基盤整

備事業分担金、収入未済額５，４２２万２，０００円は、旧東藻琴村で実施した国営

福栄地区畜産基地事業に係る受益者分担金１件で、９月末現在の収入済額はございま

せん。１９、２０ページをお開き願います。下段になります。１３款１項６目４節住

宅使用料、収入未済額６００万円は、町営住宅使用料１７件、８８万８，０００円、

町営住宅駐車場使用料３件、１万円、単身者住宅使用料１件、６万円、滞納繰越分２

０件、５０４万２，０００円となっており、９月末現在収入済額１４７万円があり、

完納者１１件となっています。不納欠損額は、債権管理条例の規定により、消滅時効

の期間満了によるもの２件、４３万９，０００円となっています。７目１節教育総務

使用料、収入未済額３９万９，０００円は、女満別高等学校寄宿舎使用料で、未納者

３件となっております。９月末現在収入済額は３万９，０００円、完納者１件となっ

ております。続きまして２１、２２ページ中段になります。２項３目１節清掃手数料、

収入未済額２１万３，０００円は、ごみ収集運搬手数料で未納者２件、１４万５，０

００円、し尿処理手数料で未納者８件、６万８，０００円となっており、９月末現在

収入済額は、し尿処理手数料で６万８，０００円、完納者８件、完納となっています。

続いて２３、２４ページ中段にあります１４款２項１目総務費国庫補助金、予算現額
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欄の継続費及び繰越事業費、繰越財源充当額欄は、以下、繰越財源充当欄と言わせて

いただきますが、この欄の５９万３，０００円は、１節総務管理費補助金で、平成２

８年度国の補正予算の採択を受け実施した社会保障税番号制度、俗にマイナンバーカ

ードと言いますが、その作成発行業務等における本町負担金の財源として２９年度に

繰越したものです。２目民生費国庫補助金、繰越財源充当欄の６５０万２，０００円

は、４節社会福祉費補助金で２８年国の補正予算の採択を受け実施した低所得者への

臨時福祉給付金給付事業の財源として２９年度に繰越したものです。２５、２６ペー

ジになります。５目教育費国庫補助金、繰越財源充当欄の６，６４４万円は、１節小

学校費補助金で２８年度国の補正予算の採択を受け実施した東藻琴小学校体育館整備

事業の財源として次年度に繰越ししたものです。２節中学校費補助金の節の金額と調

定額の差につきましては、２９年度国の補正予算の採択を受けて実施する女満別中学

校大規模改修事業の財源として３０年度へ繰越したものです。２９、３０ページに飛

びます。１５款２項４目農林水産業費道補助金、繰越財源充当欄の３６億１，６５６

万９，０００円は、１節農業費補助金で２８年度国の補正予算の採択を受け実施した

広域穀類乾燥調製貯蔵施設整備事業の財源として２９年度に繰越したものです。同じ

く１節の金額と調定額の差のうち５，１００万円が、２９年度国の補正予算の採択を

受け実施する畑作構造転換事業の財源として３０年度へ繰越したものです。続きまし

て３５、３６ページに飛びます。下段にあります１９款１項１目繰越金、繰越財源充

当欄の１，４１７万４，０００円は、２８年度国の補正予算等により２９年度に繰越

して実施する事業に係る一般財源です。２０款１項１目１節延滞金、収入未済額３６

万３，０００円、未納者１１８件、９月末現在収入済額２万７，０００円、完納者３

件となっています。３７、３８ページをお開き願います。上段になりますが、３項１

目１節貸付金元利収入、収入未済額３７万円は高齢者住宅整備資金返還金で未納者１

件、９月末現在収入済額２万円となっています。４項２目１節違約金及び延滞利子、

収入未済額７万７，０００円は、町営住宅使用料の履行遅延による延滞金３８件、５

万７，０００円。資源物売払代の履行遅延による延滞金１件、２万円となっており、

９月末現在収入済額は町営住宅使用料の延滞金８件、１万１，０００円で完納者８件

となっています。下段の８目１節給食費収入未済額８，０００円は未納者１件、９月

末現在収入済額８，０００円、完納者１件となっています。１１目繰越財源充当欄の

９，７１０万８，０００円は、２８年度国の補正予算の採択を受け実施した広域穀類

乾燥調製貯蔵施設整備事業の財源となります農業振興費を２９年度に繰越ししたもの

です。３９ページ、４０ページです。１節の金額と調定額の差３，８２７万４，００

０円は、主に２８年度の国の補正予算の採択を受け繰越しし実施した広域穀類乾燥調

製貯蔵施設整備の北電変電所の工事負担金の減に伴い財源減となります農業振興負担

金が見込みより少なくなったためです。同じく１節雑入、収入未済額１８１万６，０

００円は、過年度住宅屋根材飛散防止応急工事代金１件、４５万４，０００円と女満

別高等学校寄宿舎給食費５件、１３６万２，０００円となっております。９月末現在

収入済額は、過年度住宅屋根材飛散防止応急工事代金の納入はありませんが、女満別

高等学校寄宿舎給食費で５件、１２万３，０００円、完納者は２件となっています。
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続いて４３、４４ページに飛びます。２１節１項４目農林水産業債、繰越財源充当欄

の３７億３，２７０万円は、２節農業振興施設整備事業債で２８年度国の補正予算の

採択を受け実施した広域穀類乾燥調製貯蔵施設整備事業の財源として２９年度に繰越

したものです。下段７目教育債、繰越財源充当欄の１億７，１３０万円は、１節学校

施設整備事業債で２８年度国の補正予算の採択を受け実施した東藻琴小学校体育館整

備事業の財源として２９年度に繰越したものです。同じく節の金額と調定額の差２，

３８４万円は、２９年度国の補正予算の採択を受けて実施する女満別中学校大規模改

修整備事業の財源として３０年度へ繰越ししたものです。一般会計の歳入につきまし

ては、前年度と比べ、広域穀類乾燥調製貯蔵施設整備、東藻琴小学校体育館整備など

により、道支出金で約３４億６，０００万円、町債で３７億１，０００万円増加し、

国庫支出金で約３億３，０００万、地方交付税で２億２，０００万円の減少となり、

総額では約６７億３，０００万円増加し、収入済額は１５９億５，６５０万４，００

０円となりました。収入未済額は、徴収の強化、不納欠損処理などにより前年より３

３０万円減少し、８，２９５万６，０００円となっています。次に、歳出の説明をい

たします。４７、４８ページです。歳出について、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、併せて目ごとに「主要な施策の成果を説明する書類」へ掲載した事業を説明

いたしますので、決算書のほかに「主要な施策の成果を説明する書類」も御覧いただ

きたいと思います。決算書の中段の２款１項１目一般管理費、繰越財源充当欄の５９

万３，０００円は、２８年度国の補正予算による社会保障税番号制度、マイナンバー

カードの作成発行業務等における本町負担金として２９年度に繰越したものです。１

２節役務費１０８万５，０００円の不用額は、総務一般事務、行政情報化事業、総合

支所運営事務費における郵便料、電話料、公庫費等の執行残によるものです。失礼し

ました。４５、４６ページでございました。失礼いたしました。ただいまの説明につ

きましては４５、４６ページの一般総務費の一般管理費の説明でございます。失礼い

たしました。この一般管理費の「主要な施策を説明する書類」につきましては、以下、

「主要な施策」と言わせていただきますが、１ページをお開き願います。一般管理費

に関わる主要な施策は、行政事務情報化事業を掲載しております。続きまして、決算

書下段の２目職員研修厚生費に関わる主要な施策につきましては、１ページに職員研

修事業を掲載しております。決算書４７、４８ページをお開き願います。３目文書広

報費に関わる主要な施策につきましては、「主要な施策」の１ページ中段に広報広聴

事業と町史編纂事業を掲載しております。決算書下段の６目財産管理費、予算現額の

予備費支出及び流用増減欄、以下、予備費等流用欄と言わせていただきますが、この

欄の２１万７，０００円は、緑地管理費で東藻琴ふれあい公園噴水ポンプが故障し、

支障をきたすことから、早期交換する必要があったため予備費から充用したものです。

この目の主要な施策は、１ページ下段に公有財産管理費と分譲地造成事業を掲載して

います。なお、事業名欄に【総合戦略】の記載とあるものは、大空町の総合戦略実施

事業を表しているものでございます。続きまして、決算書４９、５０ページをお開き

願います。７目企画振興費１９節負担金補助及び負担金で１１５万４，０００円の不
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用額は、住替え促進事業助成金が見込みより少なかったためです。この目の主要な施

策は、２ページに企業振興促進事業から３ページ上段の民間賃貸住宅改修支援事業ま

でを掲載しています。決算書８目庁舎管理費予備費等流用欄の２０万５，０００円は、

総合支所管理費で重油汲み上げ用ポンプが故障し、暖房に支障をきたすことから、早

期に交換する必要があったため、予備費から充用したものです。決算書の１０目住民

活動費に関わる主要な施策につきましては、３ページ中段に自治会活動奨励事業と花

いっぱい運動推進事業までを掲載しております。決算書５１、５２ページをお開き願

います。１２目交通安全対策費に関わる主要な施策は、「主要な施策」の３ページ中

段に交通安全対策事業と交通安全防犯推進補助事業を掲載しております。決算書１３

目姉妹都市交流費に関わる主要な施策につきましては、「主要な施策」の３ページ下

段に姉妹都市友好町交流事業を掲載しています。決算書の５３、５４ページをお開き

願います。下段にあります３項１目戸籍住民基本台帳費に関わる主要な施策は、「主

要な施策」の３ページ下段に戸籍総合システム更新事業と出産祝い金支給事業を掲載

しています。次に決算書５７、５８ページに飛びます。３款１項１目社会福祉総務費、

繰越財源充当欄の６５０万８，０００円は、平成２８年度国の補正予算による低所得

者への臨時福祉給付金給付事業が年度内に完了しないため、２９年度に繰越したもの

です。１４節使用料及び賃借料、不用額１０３万７，０００円は、高齢者等移動支援

事業、福祉タクシーの利用が見込みより少なかったためです。１９節負担金補助及び

交付金、不用額１８３万９，０００円は、主に臨時福祉給付金の執行残に伴うもので

す。この目の主要な施策につきましては、「主要な施策」４ページに社会福祉協議会

補助事業から中段の成年後見支援事業までを掲載しております。決算書２目老人福祉

費１３節委託料、不用額１４７万円は、主に軽度生活支援事業、除雪サービス委託料

業務が見込みより少なかったためです。この目の主要な施策は、「主要な施策」４ペ

ージ中段に福祉バス運行事業から５ページ中段の東藻琴特別養護老人ホーム増築補助

事業までを掲載しています。決算書５９、６０ページをお開き願います。３目障害者

福祉費１９節負担金補助及び交付金の不用額１０３万円は、主に心身障害者等交通費

助成が見込みより少なかったためです。２０節扶助費、不用額７４６万３，０００円

は、主に障害者介護訓練等給付費、自立支援医療扶助費等が見込みより少なかったた

めです。この目の主要な施策は、５ページ下段に心身障害者福祉事業から６ページ中

段の障害者相談支援事業までを掲載しています。決算書になります。４目老人福祉セ

ンター費に関わる主要な施策につきましては、「主要な施策」の６ページ中段に女満

別老人福祉センターと東藻琴老人福祉センター管理運営事業を掲載しております。決

算書下段の６目障害者ひとり親家庭等医療対策費に関わる主要な施策は、６ページ下

段に重度心身障害者医療費助成事業とひとり親家庭等医療費助成事業を掲載しており

ます。決算書６１、６２ページをお開き願います。２項２目児童措置費２０節扶助費、

不用額１６１万４，０００円は、主に子ども医療費扶助が見込みより少なかったため

です。この目の主要な施策は７ページに子ども医療費助成事業と児童手当扶助費を掲

載しています。決算書３目保育所費に関わる主な施策は、７ページ中段に豊住保育園

と東藻琴保育園管理運営事業を掲載しています。決算書４目児童福祉施設費に関わる
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主要な施策は、７ページに児童センター・児童クラブ等管理運営事業から認定こども

園整備事業を掲載しております。決算書６３、６４ページ、４款１項１目保健衛生総

務費に関わる主要な施策は、８ページに救急医療対策事業から中段の医療介護従事者

等確保事業までを掲載しています。決算書２目予防費１３節委託料、不用額３２６万

８，０００円は、主に予防接種等の委託業務が見込みより少なかったためです。この

目の主要な施策は、８ページ下段に母子保健事業と各種疾病予防対策事業を掲載して

います。決算書の３目環境衛生に関わる主要な施策は、９ページ中段に廃屋等解体撤

去補助事業とエキノコックス対策事業を掲載しています。決算書６５、６６ページを

お開き願います。５目健康増進対策費１３節委託料、不用額１１４万８，０００円は、

主にがん検診委託料が見込みより少なかったためです。この目の主要な施策は９ペー

ジ下段に健康増進事業を掲載しています。決算書６目診療所費に関わる主要な施策は、

１０ページに東藻琴診療所管理運営事業を掲載しています。決算書の７目後期高齢者

健診事業に関わる主要な施策は、１０ページに後期高齢者健診事業を掲載しておりま

す。決算書２項１目塵芥処理費に関わる主要な施策は、１０ページ中段にごみ収集事

業から下段の生ごみ処理施設維持管理費負担事業までを掲載しています。決算書６７、

６８ページをお開き願います。２目し尿処理費に関わる主要な施策は１１ページに、

し尿処理事業と合併処理浄化槽設置整備事業を掲載しています。決算書の３目リサイ

クルセンター費に関わる主要な施策は、１１ページ中段にリサイクルセンター管理運

営事業を掲載しています。決算書５款１項１目労働諸費に関わる主な施策は、１１ペ

ージ中段に地域就業者雇用確保補助事業と地域産業人材育成補助事業を掲載していま

す。決算書６款１項１目大空町農業委員会費に関わる主要な施策は、１１ページ下段

に農業後継者育成対策事業を掲載しています。決算書３目農業振興費繰越財源充当欄

７４億４，６３７万７，０００円は、２８年度国の補正予算の採択を受け実施した広

域穀類乾燥調製貯蔵施設整備事業について年度内に完了しないため、２９年度に繰越

したものです。決算書６９、７０ページをお開き願います。１５節工事請負費、不用

額２３１万８，０００円は、広域穀類乾燥調製貯蔵施設整備工事の執行残でございま

す。１９節負担金補助及び交付金、繰越明許費欄５，１００万円は、２９年度の国の

補正予算により実施する畑作構造転換事業が年度内に完了しないため、３０年度へ繰

越ししたことによるものです。同じく１９節、不用額５，８５７万７，０００円は、

２９年度に繰越し実施した広域穀類乾燥調製貯蔵施設整備に係る北電変電所工事が見

込みより大幅な工事減に伴うものでございます。この目の主要な施策は、１２ページ

上段の土づくり対策事業から１４ページ中段の病害虫緊急防除事業までを掲載してい

ます。決算書下段の４目畜産業費、予備費等流用欄８６万４，０００円は、ひがしも

こと乳酪館管理費でチーズ保冷用冷蔵庫が故障し、製造に支障をきたすことから早期

に購入する必要があったため、予備費から充用したものです。この目の主要な施策は、

１４ページ中段の牧野管理事業から下段の畜産基盤整備補助事業までを掲載していま

す。決算書７１、７２ページをお開き願います。５目農地費に関わる主要な施策は、

１５ページの豊住排水機場管理事業から下段の女満別大東地区基幹農道整備事業まで

を掲載しています。決算書６目肉牛振興費に関わる主要な施策は、１５ページ下段の
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和牛産地強化事業を掲載しております。決算書７目団体営諸土地改良費に関わる主要

な施策は、１６ページの古梅地区基幹水利施設管理事業から中段の美女地区基幹水利

施設管理事業までを掲載しています。決算書の２項１目林業総務費に関わる主要な施

策は、１６ページ中段の森林整備推進対策補助事業から、下段の地域材利用促進補助

事業までを掲載しています。決算書７３、７４ページをお開き願います。２目公有林

管理費に関わる主要な施策は、１７ページに公有林管理育成事業を掲載しています。

決算書３項１目水産業振興費に関わる主要な施策は、１７ページに水産業振興対策補

助事業とシジミ食味試験事業を掲載しています。決算書の７款１項１目商工振興費に

関わる主要な施策は、１７ページ中段の異業種交流事業から１８ページ中段のまちゼ

ミ事業までを掲載しています。決算書の２目観光費に関わる主要な施策は、１８ペー

ジ中段の観光振興推進事業から１９ページ下段の観光情報クロスメディア発信事業ま

でを掲載しております。決算書７５、７６ページをお開き願います。８款１項２目街

灯管理費に関わる主要な施策は２０ページ、街灯管理事業を掲載しております。決算

書の２項１目道路橋梁総務費、予備費等流用欄の１９万３，０００円は、総合支所カ

ラープリンターが故障し、業務に支障をきたすことから、早期に購入する必要があっ

たため、２目道路橋梁維持費から流用したものです。決算書２目道路橋梁維持費、予

備費等流用欄の１９万３，０００円の減は、先ほど説明しました道路橋梁総務費の中

で不足が生じたため流用したものです。この目の主要な施策は、２０ページ上段に町

道維持補修事業を掲載しています。決算書７７、７８ページをお開き願います。３目

除雪対策費に関わる主要な施策は、２０ページ上段に除雪センター管理事業と除雪機

械整備事業を掲載しております。決算書の４目道路新設改良費に関わる主要な施策は、

２１ページ中段の開陽中央線道路整備事業から道路付属物点検事業までを掲載してい

ます。決算書の３項１目河川総務費に関わる主要な施策は、２０ページ下段に河川管

理事業を掲載しています。決算書５項２目公園費に関わる主要な施策は、２０ページ

下段に都市公園整備事業を掲載しています。続いて、決算書７９、８０ページをお開

き願います。６項１目住宅管理費に関わる主要な施策は、２１ページに町営住宅機能

向上事業を掲載しています。決算書２目町営住宅建設費に関わる主要な施策は、２１

ページ上段に中央さくら団地建設事業と昭和団地解体撤去事業を掲載しています。決

算書の７項１目空港対策費に関わる主要な施策は、２１ページ中段に空港対策事業を

掲載しております。決算書８１、８２ページをお開き願います。９款１項２目常備消

防費１９節負担金補助及び交付金、不用額１７０万円は、主に消防職員給与費が見込

みより少なかったことによるものです。決算書３目非常備消防費１９節負担金補助及

び交付金、不用額３５８万円は、主に消防団員の費用弁償の残によるものです。決算

書４目消防施設に関わる主要な施策は、２１ページ下段の消防小型動力ポンプ付積載

車更新事業から東藻琴消防団車両管理事業までを掲載しています。決算書５目災害対

策に関わる主な施策は、２２ページに災害対策事業費を掲載しています。決算書１０

款１項２目事務局費１１節需用費、不用額１０１万４，０００円は、女満別高等学校

生徒寄宿舎管理費の賄材料費が見込みより少なかったことによるものです。続いて８

３、８４ページをお開き願います。１９節負担金補助及び交付金、不用額２８４万６，
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０００円は、主に高等学校制服購入費補助金で対象者の減によるものです。この目の

主な施策は、２２ページ中段の学校指導補助教諭配置事業から２３ページ上段の高等

学校制服購入費補助事業までを掲載しています。決算書の３目奨学金に関わる主要な

施策は、２３ページ中段に入学資金借入金利子等助成事業と多子世帯保育料軽減事業、

多子世帯高等学校・大学校等進学支援金支給事業を掲載しています。決算書の２項１

目学校管理費、繰越財源充当欄２億５，１９０万８，０００円は、２８年度国の補正

予算の採択を受け実施した東藻琴小学校体育館整備事業について年度内に完了しない

ため、２９年度に繰越したことによるものです。この目の主要な施策は、２３ページ

下段に東藻琴小学校体育館整備事業から２４ページの東藻琴小学校開校１１０周年記

念事業までを掲載しています。決算書の２目教育振興費に関わる主要な施策は、２４

ページ下段に学校給食費補助事業と外国語活動推進事業を掲載しています。決算書８

５、８６ページをお開き願います。３項１目学校管理費１３節委託料、繰越明許費８

７３万円と１５節工事請負費、繰越明許費欄３億３，７９３万２，０００円は、２９

年度国の補正予算により実施する女満別中学校大規模改修事業が年度内に完了しない

ため、３０年度へ繰越したことによるものです。この目の主要な施策は、２４ページ

上段に女満別中学校大規模改修事業と東藻琴中学校開校７０周年記念事業を掲載して

います。決算書の２目教育振興費に関わる主要な施策は、２５ページに語学指導外国

青年招致事業を掲載しています。決算書３目スクールバス運行費１１節需用費、不用

額１１７万７，０００円は、主にバス運行に関わる燃料の使用量が見込みより少なか

ったためです。この目の主要な施策は、２５ページ上段にスクールバス運行事業を掲

載しています。決算書８７、８８ページ、４項２目教育振興費に関わる主要な施策は、

２５ページ中段の東藻琴高等学校教育振興補助事業を掲載しています。決算書５項１

目幼稚園費に関わる主要な施策は、２５ページ中段の女満別幼稚園と東藻琴幼稚園管

理運営事業、２３ページに戻りますが、２３ページの下段の歳出決算額はございませ

んけれども、多子世帯保育料軽減事業と続いて２４ページ中段の給食費無償化事業を

掲載しています。決算書８９、９０ページをお開き願います。６項１目社会教育総務

費に関わる主要な施策は、２５ページ下段の子育て支援ネットワーク充実事業から２

６ページ中段の高齢者教育振興事業までを掲載しています。決算書の２目青少年教育

費に関わる主要な施策は、２６ページ中段に、稲城市教育交流事業とふれあいスタデ

ィｉｎ氷川町交流事業を掲載しています。決算書３目芸術文化振興費に関わる主要な

施策は、２６ページ下段に文化団体協議会補助事業と女満別湿生植物群落調査事業を

掲載しています。決算書９１、９２ページをお開き願います。４目図書館費に関わる

主要な施策は、２７ページに図書館管理事業を掲載しています。決算書７項１目保健

体育総務費に関わる主要な施策は、２７ページのスポーツ活動振興事業から総合型地

域スポーツクラブ支援事業までを掲載しています。決算書９３、９４ページをお開き

願います。２目体育施設費に関わる主要な施策は、２７ページ下段に体育施設等改修

備品整備事業を掲載しています。決算書３目給食センター費に関わる主要な施策は、

２７ページ下段にふるさと給食事業と食物アレルギー検査助成事業を掲載しています。

決算書１１款災害復旧費に関わる主要な施策は、２８ページに２８年度発生災害農業
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用施設復旧費と道路橋梁復旧費を掲載しています。決算書９５、９６ページをお開き

願います。決算書１２款１項２目公債費利子２３節償還金利子及び割引料、不用額１

７９万５，０００円は、主に一時借入金利子分で予定より一時借入れが少なかったこ

とによるものです。決算書１３款１項１目職員給与費３節職員手当等、不用額１６４

万８，０００円は、主に管理職特別勤務手当、時間外勤務手当が見込みより少なかっ

たことによるものです。歳出合計につきましては、当初予算８３億１，０９７万８，

０００円、補正予算は９回で国の経済対策を含め、３億８，４６５万５，０００円と

なっております。また、２８年度国の経済対策等による繰越明許費が７７億５３８万

６，０００円あり、予算総額は１６４億１０１万９，０００円となりました。支出済

額は１５８億５，２０３万１，０００円で、国の経済対策等により３０年度への繰越

明許費が３億９，７６６万２，０００円あり、不用額は１億５，１３２万６，０００

円となっております。以上で、平成２９年度大空町一般会計の歳入歳出決算の説明を

終わります。 

 

◇委員長 ここで１０分間休憩をいたします。 

 

    （休憩 午前１０時５６分） 

    （再開 午前１１時０６分） 

 

◇委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。認定第１号から認定第８号までの説明を続

けます。次に認定第２号、平成２９年度大空町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算認定についての説明を求めます。佐々木福祉課長。 

 

◇福祉課長 認定第２号、平成２９年度大空町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認

定について、提案内容の説明を申し上げます。国民健康保険事業特別会計の状況につ

きましては、お配りしております各会計歳入歳出決算資料の１７ページに決算の状況

を掲載しておりますので、併せてご覧ください。平成３０年３月の末時点の国民健康

保険加入世帯数は、１，１３６世帯、被保険者数は２，５９８人となっております。

それでは、歳入の主なものから説明をいたしますが、数値は千円単位で四捨五入し説

明させていただきます。決算書１０７、１０８ページをご覧ください。１款国民健康

保険税全体は、調定額３億８，８３８万９，０００円に対し、収入済額３億６，８５

６万５，０００円、９４．９％の収納率で、収入未済額は１，９４５万２，０００円

となっています。そのうち、１項１目一般被保険者国民健康保険税は、調定額３億８，

６３９万３，０００円に対し、収入済額３億６，６７３万７，０００円、９４．９％

の収納率で、収入未済額は１，９２８万４，０００円となっています。収入未済額の

内訳は、１節医療給付費現年課税分１１６万５，０００円、２節介護納付金現年課税

分１６万４，０００円、３節後期高齢者支援金現年課税分２７万７，０００円、４節

医療給付費滞納繰越分１，４０２万１，０００円、５節介護納付金滞納繰越分１５６

万３，０００円、６節後期高齢者支援金滞納繰越分２０９万４，０００円となってい
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ます。不納欠損額ですが、４節医療給付費滞納繰越分２６万２，０００円、５節介護

納付金滞納繰越分３万２，０００円、６節後期高齢者支援金滞納繰越分７万８，００

０円となっています。５年間の時効による徴収権の消滅が２件、７万２００円、執行

停止３年間継続による徴収金納付義務の消滅が４件、３０万１，２７０円を不納欠損

処分としております。２目退職被保険者国民健康保険税は、調定額１９９万６，００

０円に対し、収入済額１８２万８，０００円、９１.６％の収納率で、収入未済額は１

６万８，０００円となっています。収入未済額の内訳は、４節医療給付費滞納繰越分

１１万４，０００円、５節介護納付金滞納繰越分２万７，０００円、６節後期高齢者

支援金滞納繰越分２万７，０００円となっています。なお、１節から３節の現年課税

分の徴収未済額はありません。滞納件数は５月末現在、現年度分は一般と退職を合わ

せて１９人、滞納繰越分は５９人が未納となっております。９月末現在、現年課税分

の収入済額は５４万３，０００円で７人が完納、滞納繰越分の収入未済額は、１７４

万９，０００円で１１人が完納となっております。２款国庫支出金、１０９、１１０

ページ、３款医療給付費交付金、４款前期高齢者交付金、５款道支出金、１１１ペー

ジ、１１２ページ、６款共同事業交付金、７款財産収入、８款繰入金、９款繰越金で

すが、調定額、収入済額ともに同額であり、収入未済額はありません。１０款１項１

目延滞金ですが、調定額８１万４，０００円に対し、収入済額２４万３，０００円で、

収入未済額は５７万１，０００円となっております。１１３、１１４ページ下段、特

別会計全体の収入済額は前年に比べ、４，１６６万４，０００円増加し、１３億８，

１４７万円となっています。要因といたしましては、被保険者数は減少しております

が、高額な医療対象者が多かったことによる医療給付費の増に伴い、医療給付費負担

金、前期高齢者交付金が増加したものによるものでございます。なお、収入未済額に

つきましては前年に比べ、１５１万１，０００円減の２，００２万３，０００円とな

っています。次に、歳出について、１１５、１１６ページをご覧ください。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款総務費

は、総務管理費、保険税徴収費、国庫運営協議会に係る経費です。２款１項２目退職

被保険者医療給付費で６１万円、３目一般保険者療養費で３８万７，０００円が不用

額となりました。想定した医療費の見込額より給付額が下回ったことによるものです。

１１７、１１８ページ、２項２目退職被保険者高額療養費で３５万２，０００円、４

項１目出産育児一時金、１１９、１２０ページ上段、１９節負担金補助及び交付金で

１２６万４，０００円が不用額となりました。いずれも見込額を下回ったことによる

ものです。３款後期高齢者支援金等、４款前期高齢者納付金等、５款老人福祉拠出金、

６款介護納付金は２０万円以上の不用額はありません。１２１、１２２ページ、７款

１項１目高額療養費共同事業医療費拠出金で８３万４，０００円が不用額となりまし

た。見込額を下回ったことによるものです。８款１項２目特定保健診査等事務費の委

託料で６９万８，０００円が不用額となりました。特定健診受診者が予定件数を下回

ったため生じたものです。この事業の内容につきましては、主要施策の２８ページに

掲載しております。決算書１２３、１２４ページ、１０款１項３目償還金の予備費支

出及び流用増減額欄で６２万８，０００円を計上しております。前年度特定診査等負
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担金返還金の額が、見込額を上回り不足が生じたため、３月下旬に１０款１項１目一

般被保険者保険税還付金及び還付加算金から３４万９，０００円、２目退職被保険者

保険税還付金及び還付加算金から１５万円及び１１款１項１目予備費から１２万９，

０００円を流用しております。当特別会計全体の支出済額は前年に比べ、１，５１６

万８，０００円と増額し、１３億４，７９７万１，０００円となっています。要因は

高額な医療対象者が多かったことによる医療給付費及び高額医療費が増加したことに

よるものでございます。以上で認定第２号、平成２９年度大空町国民保険事業特別会

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。御審議くださいます

ようよろしくお願いいたします。 

 

◇委員長 次に認定第３号、平成２９年度大空町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定についての説明を求めます。佐々木福祉課長。 

 

◇福祉課長 認定第３号、平成２９年度大空町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について、提案内容の説明を申し上げます。後期高齢者医療特別会計の状況につきま

しては、お配りしております各会計歳入歳出決算資料２０ページ、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。平成３０年３月末時点での後期高齢者医療

保険の被保険者数は、１，３７６人となっております。それでは、歳入の主なものか

ら説明をいたしますが、数値は千円単位で四捨五入し、説明をさせていただきます。

決算書１３５、１３６ページをご覧ください。１款後期高齢者医療保険料は、調定額

７，６８４万円に対し、収入済額７，６８８万７，０００円となっています。前年度

と比べ、算定基礎となる所得が増加したこと、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、４３３万２，０００円の増となっています。歳入

未済額は、収入済額が調定額を４万７，０００円上回っております。その内訳は、１

項１目１節特別徴収保険料、還付未済が８件、４万７，０００円となっております。

特別徴収保険料、普通徴収保険料とも現年度分の徴収未済額はありません。９月末現

在、特別徴収保険料還付済額は８件、４万７，０００円で還付を終えております。２

款繰入金、３款繰越金、４款諸収入は調定額、収入済額ともに同額であり、収入未済

額はありません。特別会計全体の収入済額は、前年に比べ５４２万５，０００円増加

し、１億８１９万１，０００円となっています。次に、歳出について説明を申し上げ

ます。１３７、１３８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

の不用額について御説明させていただきます。１款総務費は、総務管理徴収費に係る

経費です。２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金で３９万８，０００円が不用

額となりました。所得構成や死亡、転出による保険者数の減少等により、保険料の額

が北海道後期高齢者医療広域連合の試算額を下回ったことによるものでございます。

同特別会計全体の支出済額は前年に比べ、５４５万２，０００円増加し、１億８１４

万５，０００円となっています。以上で認定第３号、平成２９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。御審議く

ださいますようよろしくお願いいたします。 
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◇委員長 次に認定第４号、平成２９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。松川福祉課参事。 

 

◇福祉課参事 認定第４号、平成２９年度大空町介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算

認定について、提案内容の説明を申し上げます。介護保険事業勘定特別会計の状況に

つきましては、お配り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、主要な施策の成果を説明する書類の２８、２９ページに事業内容について記載し

ていますので、併せてご覧ください。介護保険事業勘定特別会計における平成３０年

３月末現在の第１号被保険者数は、２，５４７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千円単位で四捨五

入させていただき、また、収入未済額のある項目を中心に説明いたします。それでは、

決算書１４９、１５０ページをお開き願います。１款保険料は、歳入調定額１億４，

９４６万３，０００円に対し、収入済額１億４，９２３万１，０００円で９９．８％

の収納率となってございます。介護保険料収入未済額は、５月末時点で２３万２，０

００円となっております。１節現年課料分で収入未済額が１５万７，０００円となっ

ておりますが、５月末までに還付できなかった還付未済額が１万１，０００円ありま

すので、実際の収入未済額は１６万８，０００円となっているところであります。現

年保険料滞納額１６万８，０００円は、４人の未納によるものとなっています。また、

２節滞納繰越分で７万４，０００円、５人が未納となっているところであります。９

月末現在でございますが、現年課料分の収入済額は５万８，０００円、完納は２人、

滞納繰越分の収入済額は２万５，０００円、完納は１人となっています。次に、２款

使用料及び手数料から３款国庫支出金、４款支払基金交付金、続いて１５１、１５２

ページ、５款道支出金、６款財産収入、７款繰入金、１５３、１５４ページでござい

ますが、８款繰越金、９款諸収入まで歳入調定額、収入済額ともに同額で収入未済額

はありませんので、説明を省略させていただきます。介護保険事業勘定特別会計全体

の収入額は、平成２８年度と比較し、第１号被保険者数の増加などにより、８８５万

６，０００円増え、７億４，８１５万１，０００円となっています。収入未済額は、

１万８，０００円減の２３万２，０００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１５５、１５６ページをお開き願います。歳出につきまし

ては、２０万円以上の不用額について説明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。３項１目介護認定審査会費１９節負担金補

助及び交付金２０万１，０００円の不用額は、介護認定審査会開催経費の減及び介護

認定件数に対する大空町の負担割合の減によるものです。２目認定調査等費１２節役

務費５６万４，０００円の不用額は、介護認定に係る主治医意見書作成件数の実績が

見込額を下回ったため生じたものです。２款保険給付費ですが、１項１目居宅介護サ

ービス給付費９８３万１，０００円、２目施設介護サービス給付費９７１万９，００

０円、１５７、１５８ページ、４目居宅介護住宅改修費２０７万２，０００円、５目

居宅介護サービス計画給付費２９万５，０００円、２項１目介護予防サービス給付費
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１６８万７，０００円、３目介護予防住宅改修費１２７万８，０００円、４目介護予

防サービス計画給付費２７万８，０００円、１５９、１６０ページになります。４項

１目高額介護サービス費４１万６，０００円、６項１目特定入所者介護サービス費１

２８万５，０００円、これらの不用額につきましては、実績が給付見込額を下回った

ため生じたものです。３款地域支援事業費ですが、１６１、１６２ページになります。

２項２目任意事業費１３節委託料２８万円の不用額は、高齢者世話付住宅生活援助員

派遣事業及び見守りネット事業の委託料が事業完了の際の精算により減額となったと

ころによるものです。４項１目介護予防生活支援サービス事業費１９節負担金補助及

び交付金１２４万３，０００円の不用額は、要支援１及び２の方に対する訪問介護及

び通所介護の実績が給付見込額を下回ったため生じたものです。歳出総額は前年に比

べ、保険給付費は減少したものの、平成２９年４月から開始となった介護予防生活支

援サービス事業及び平成２８年度事業確定に伴う返還金の増により、４８６万６，０

００円増の７億１，４７５万２，０００円となっています。以上で認定第４号、平成

２９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。御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５号、平成２９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。松川福祉課参事。 

 

◇福祉課参事 認定第５号、平成２９年度大空町介護サービス事業勘定特別会計歳入歳出

決算認定について、提案内容の説明を申し上げます。介護サービス事業勘定特別会計

の状況につきましては、お配りしております各会計歳入歳出決算資料の１９ページに

決算の状況を記載していますので、併せて御覧ください。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、数値につきましては千円単位で四

捨五入し説明させていただきます。１７５、１７６ページをお開き願います。１款サ

ービス収入は、４６８万５，０００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より収入になるもので、１，０７７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７万７，０００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２５３万円減の５１５万４，０

００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１７７、

１７８ページをお開き願います。１款サービス事業費で５０２万７，０００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の委託料を支出しているものです。

２０万円以上の不用額はありません。歳出総額は前年に比べ、職員の異動に伴い、２

２６万４，０００円減の５０２万７，０００円となっています。以上で認定第５号、

平成２９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。御審議くださいますようよろしくお願い申し上げます。 
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◇委員長 次に認定第６号、平成２９年度大空町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定

についての説明を求めます。高島建設課長。 

 

◇建設課長 認定第６号、平成２９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」２４ページに掲載されています。

簡易水道事業における現在給水人口は、６，９６０人。年間有取水量は８７万４５９

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」２９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の内容等につい

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。説明に当たりま

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、百円の単位を四捨五

入し千円単位で御説明申し上げます。歳入から説明させていただきます。決算書１８

９、１９０ページ、１款１項１目１節給水使用料です。調定額１億５，８９２万１，

０００円に対して、収入済額１億５，６７０万３，０００円、不納欠損額３万８，０

００円、収入未済額は２１８万円、収納率は９８．６％となっています。収入未済額

の内訳は、現年度分が４６件、１１万１，０００円、滞納繰越分が５２件、１６７万

円となっております。収入未済額のうち、本年９月末における収入状況は、現年度分

及び滞納繰越分を合わせて３８万７，０００円の収入があり、２６件が完納となって

います。不納欠損額については、大空町債権管理条例に基づき、死亡によるもの１件、

破産によるもの１件、徴収権の消滅によるもの１件、合計３件、３万８，０００円を

債権放棄しています。２項１目手数料から５款１項１目簡易水道事業債までについて

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

３億４，３３９万５，０００円、前年より４１８万８，０００円増となっています。

次に、歳出について説明いたします。決算書１９１、１９２ページです。１款１項１

目一般管理費のうち、３節職員手当等で４６万３，０００円の不用額となっています。

主に時間外勤務手当の残によるものです。１１節需用費で３１万９，０００円の不用

額となっていますが、主に自動車燃料費の執行残です。２２節補償補填及び賠償金計

５０万円の不用額となっていますが、賠償を必要とする案件がなかったことによる執

行残です。１款２項１目施設管理費では、１１節需用費で１２９万１，０００円の不

用額となっていますが、電気料の執行残によるものです。１２節役務費では、５４万

３，０００円の不用額となっていますが、水質検査料の執行残によるものです。１９

３、１９４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３億３，７８７万９，００

０円、前年度より４２７万６，０００円の増となりました。増加した主な要因につい

ては、道路事業に併せ水道管の更新を行った箇所があり、建設改良費１５節工事請負

費が増加したことによるものです。以上、認定第６号、平成２９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。よろしく御審議ください
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ますようお願い申し上げます。 

 

◇委員長 次に認定第７号、平成２９年度大空町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついての説明を求めます。高島建設課長。 

 

◇建設課長 認定第７号、平成２９年度大空町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、提案内容を説明いたします。下水道事業特別会計の状況につきましては、「各

会計歳入歳出決算資料」２５ページに下水道事業（公共下水道）女満別地区が、２６

ページに特定環境保全公共下水道東藻琴地区分が掲載されています。両地区合計で水

洗化戸数は２，２９７戸、水洗化人口は４，７７０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」３０ページ上段に下水道事業特別会計と汚水管渠布設

事業及び改築更新事業の決算額、財源内訳、事業内容について掲載しています。それ

では、決算の内容につきまして説明いたします。なお、説明につきましては、簡易水

道事業特別会計と同様、歳入については歳入未済額を、歳出につきましては、節で２

０万円以上の残があるものについて説明いたします。決算書２０５、２０６ページ、

歳入です。１款１項１目１節受益者負担金等収入未済額はありません。２款１項１目

１節下水道使用料、調定額１億４万３，０００円に対し、収入済額９，８６７万５，

０００円、不納欠損額１１万７，０００円、収入未済額は１２５万１，０００円、収

納率は９８．７％となっております。収入未済額の内訳は、現年度分が３７件、４１

万１，０００円、滞納繰越分が４２件、８３万９，０００円となっています。収入未

済額のうち、本年９月末における収納状況は、現年度分及び滞納繰越分を合わせて２

６万５，０００円の納入があり、２３件が完納となっています。不納欠損額について

は、大空町債権管理条例に基づき、徴収権の消滅によるもの５件、居所不明によるも

の１件、生活保護によるもの１件、資産資力なしによるもの１件、死亡によるもの２

件、合計１０件、１１万７，０００円を不納欠損としています。３款１項１目社会資

本整備交付金から６款１項１目繰越金までは、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１万８，０００円に対し、収入済額８，０００円、収入未済

額１万円です。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、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２０７、２０

８ページの８款１項１目下水道事業債までは、収入未済額はありません。下水道事業

特別会計全体では、収入済額の合計は４億５８万２，０００円、前年から１，１９７

万４，０００円の増となりました。次に、歳出について説明いたします。決算書２０

９、２１０ページです。１款１項１目一般管理費１９節負担金補助及び交付金で、４

２４万４，０００円の不用額となっています。主に、網走市に支払う終末処理場管理

負担金の減によるものです。２目施設管理費１１節事業費の１６３万９，０００円の

不用額は、光熱水費、電気料の減によるものです。３款１項１目予備費のうち５０万

円につきましては、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合計

は３億９，１９８万９，０００円、前年より１，１０１万１，０００円となっていま

す。増加した主な要因等しては、網走川湯線の道路改良に合わせた工事などの実施に



17 

 

より、建設改良費が増加したことによるものです。以上で認定第７号、平成２９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。よろしく御

審議くださいますようお願い申し上げます。 

 

◇委員長 次に認定第８号、平成２９年度大空町個別排水処理事業特別会計歳入歳出決算

認定についての説明を求めます。高島建設課長。 

 

◇建設課長 認定第８号、平成２９年度大空町個別排水処理事業特別会計歳入歳出決算認

定について、提案内容を説明いたします。個別排水処理事業特別会計の状況につきま

しては、「各会計歳入歳出決算資料」２７ページに掲載しています。また、「主要な

施策の成果を説明する書類」３０ページ下段に、個別排水処理施設管理事業の決算額、

財源内訳、事業内容等について掲載しています。現在、個別排水処理事業特別会計で

は、１９６戸の浄化槽を管理しています。それでは決算の内容につきまして説明いた

します。なお、説明につきましては、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、節に２０万円以上の残があるものについて説明い

たします。決算書２２１、２２２ページ、歳入です。１款１項１目１節個別排水使用

料、調定額１，０５０万円に対して、収入済額１，０２７万６，０００円、収入未済

額は２２万４，０００円となっています。収入未済額の内訳は、現年度分が３件、３

万１，０００円、滞納繰越分が３件、１９万３，０００円となっています。収入未済

額のうち、本年９月末における収納状況は、現年度分及び滞納繰越分を合わせて５万

３，０００円の納入がありました。２款１項１目一般会計繰入金から４款２項１目町

預金利子については、収入未済額はありません。個別排水処理事業特別会計全体では、

収入済額の合計は２，９８５万９，０００円、前年より１０３万９，０００円増とな

っています。次に歳出、２２３、２２４ページです。１款総務費から２款公債費まで

執行残による不用額のみとなっています。３款１項１目予備費については、全額未執

行により不用額５０万円となっています。個別排水処理事業特別会計全体の支出済額

の合計は２，９０５万７，０００円で前年度より９７万２，０００円の増となりまし

た。以上、認定第８号、平成２９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。御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。 

 

◇委員長 次に、大空町奨学基金運用状況調書の説明を求めます。佐薙生涯学習課長。 

 

◇生涯学習課長 決算書２２５、２２６ページでございます。平成２９年度大空町奨学基

金運用状況調書について説明をさせていただきます。区分欄、総額の部分で説明をさ

せていただきます。前年度末現在高につきましては、基金総額で５，７７６万５，９

６７円。内訳といたしまして、現金または預金が１，３０２万６，７０３円。貸付に
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つきましては６６人に対し、４，４７３万９，２６４円でございました。決算年度中

の運用状況につきましては、基金の増減といたしましては、その他といたしまして１

１６円、預金利子の増加のみとなっております。貸付金につきましては、貸付が新規

で９人対し３７２万円を、継続といたしまして１４人に対し４５０万円を、合計いた

しまして２３人に対し、７６２万円の貸付を行っております。それに対しまして、返

還は４５人から５８５万５，８４０円の返還を受けております。この返還によりまし

て４５名中５名が返還完了となったところでございます。決算年度末現在高では、基

金総額が５，７７６万６，０８３円。内訳といたしまして、現金または預金が１，１

２６万２，６５９円。貸付が７０人に対し、４，６５０万３，４２４円となっており

ます。以上、平成２９年度大空町奨学基金運用状況調書について説明をさせていただ

きました。よろしくお願いいたします。 

 

◇委員長 ここで昼食のため休憩します。再開は午後１時といたします。 

 

   （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号から認定第８号までの説明を続

けます。次に、財産に関する調書の説明を求めます。南部総務課長。 

 

◇総務課長 それでは財産に関する調書につきまして御説明いたします。財産に関する調

書をお開きください。１ページです。１公有財産（１）土地及び建物です。面積に異

動があった主な要因について説明いたします。はじめに土地について、区分欄公共用

財産の公衆用道路で５，１６３平米の増加は、主に吹雪対策のための維持管理用道路

設置、道路法面等維持管理に係る用地取得によるものです。同じく、その他の施設で

１，５７２平米の増加は、東藻琴特別養護老人ホーム建設に伴い、用地交換したこと

によるものです。宅地４，５７０平米の減少は、分譲地の売買、東藻琴特別養護老人

ホームの整備にあたり、用地の交換及び無償譲渡によるものです。合計は２，１６５

平米増加し、決算年度末現在高は、３，０３１万１，２４８平米となっています。次

に建物の木造について、公共用財産の学校で３９平米の減少は、東藻琴小学校物置の

解体によるものです。下段のその他の施設で１２４平米の減少は、教員住宅２戸の解

体によるものです。木造の合計は、１６３平米減少し、決算年度末現在高は２万２，

３４３平米となっています。非木造は、公共用財産の学校で９０２平米の増加は、東

藻琴小学校体育館建設によるものです。同じく公営住宅で４６０平米の減少は、昭和

公営住宅２棟の解体によるものです。同じく公園で１８平米の減少は、運動公園トイ

レの解体によるものです。同じくその他の施設で７，９４３平米の増加は、主に広域

穀類乾燥調製貯蔵施設建設によるものです。下段のその他の施設で１０３平米の減少

は、主に広域穀類乾燥調製貯蔵施設の計量棟の用途変更によるものです。非木造の合

計は８，２６４平米増加し、決算年度末現在高は１２万８，８２５平米となっていま
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す。建物合計では８，１０１平米増加し、決算年度末現在高は１５万１，１６８平米

となっています。２ページです。（２）山林は、面積の増減がなく、決算年度末現在

高は、１，７２３万１，０９６平米となっています。流木の推定蓄積量は所有で３，

８１１立方メートルの減少は、間伐、皆伐、照査による減少となっています。分収林

で５１立方メートルの増加は、自然増によるものです。全体では３，７６０立法メー

トル減少し、決算年度末現在高は３６万１，８２９立方メートルとなっています。

（５）具体財産権、所有権１件の増加は、そらっきーラインスタンプ作成に伴う増に

よるものです。（６）有価証券については、国債証券１億５，８７０万５，０００円、

地方公共団体金融機構債券１億円、合計で２億５，８７０万５，０００円の増加は、

公金の効率的な資金運用のため、減債基金の一部を有価証券へ移行運用を開始したこ

とによるものです。次に５ページです。２物品です。決算年度中の増減について説明

いたします。始めに、女満別地区分で８ページをお開き願います。左側上段のパソコ

ンサーバー１台増と下段のチューバ１管増は、女満別中学校で利用するため購入して

いるものです。９ページ、左側上段ＡＥＤ１台の件は、産業課所管の物を廃棄してお

ります。下段の乗用芝刈機１台減は、建設課所管のものを売払いしています。右側の

表の中段の乗用車１台減は、福祉課所管の物を売払いしております。２行下の除雪ド

ーザ１台増、１台減は、建設課所管の機械の更新により購入、売払いしているもので

す。続いて１０ページをお開きください。左側中段のフォークリフト２台増は、広域

穀類乾燥調製貯蔵施設の作業機械として購入しているのです。続いて１１ページ左側、

上段の可搬式ディーゼル発電機１台増は、本郷排水機場の発電機として購入している

ものです。下段の障害者福祉利用者管理システムソフトウエア１式増は、福祉課所管

のシステムとして購入しているものです。右側の表上段の油圧ショベル１台増は、一

般廃棄物最終処分場の作業機械として購入をしているものです。その下の乗用清掃機

１台は、広域穀類乾燥調製貯蔵施設の作業機械として購入しているものです。続いて

１２ページです。ここからは東藻琴地区分です。右側下段の上部消化管汎用ビデオス

コープ１式減、大腸ビデオスコープ１式減、電子内視鏡１式増、１式減、電子内視鏡

モニター１台減、上部消化管汎用ファイバースコープ１式減は、東藻琴診療所の電子

内視鏡設備更新により購入、廃棄しているものです。続いて１３ページです。右側の

表下段のチーズ保管冷蔵庫１台減は、ひがしもこと乳酪館の冷蔵庫が故障したため、

廃棄しているものです。続いて１４ページです。左側表の下段の、授業支援システム

１台減は、東藻琴中学校のシステムを廃棄しております。２行下の除雪機２台は東藻

琴診療所及び地域振興施設の除雪機械として購入した増でございます。続いて１６ペ

ージに飛びます。右側の表中段の除雪ロータリー１台減は、車両更新により売払いし

ております。１７ページでございます。右側の上段の商品棚２台増とその下のソフト

クリームフリーザー１台増は、地域振興施設の整備に伴い購入しているものです。下

の小型除雪車１台増は、車両更新により購入しております。次に、１８ページ、３債

権です。町民税特別徴収分の２８年度分は、前年度末現在高２，４８２万３，０００

円で決算年度中増減高２，４８２万３，０００円の減少、決算年度末現在高はありま

せん。町民税特別徴収分の２９年度分については２９４事業所、１，３４２件分とし
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て２，５１８万２，０００円増加し、決算年度末現在高に計上しています。高齢者住

宅整備資金貸付金は１件分４０万円の残高に対し、３万円の償還があり、決算年度末

現在高は３７万円となっております。公共下水道受益者分担金等は３３８件、１億２，

８６１万８，０００円の残高に対し、１９４万２，０００円の収入があり、決算年度

末現在高は１億２，６６７万６，０００円となっています。北海道市町村備荒資金組

合納付金は、普通納付金で１億３，１３６万７，０００円の残高で、配分金が１３１

万３，０００円あり、決算年度末現在高は１億３，２６８万円となっています。また、

超過納付金は、１億７，６００万８，０００円の残高で、配分金が４８万８，０００

円、消防デジタル無線整備に係る起債償還財源として７０６万９，０００円支消して

おり、差引き６５８万１，０００円の減少で、決算年度末現在高は１億６，９４２万

７，０００円となっています。納付金全体では５２６万８，０００円減少し、決算年

度末現在高は、３億２１０万７，０００円となっています。次に、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いたします。（１）大空

町財政調整基金は、新規積立等により増となっております。（２）大空町地域福祉・

医療基金は、利子積立により増加となっております。（３）奨学金は、先ほど決算書

で御説明したとおり、貸付年度は年度内貸付実行及び返還により増加となっており、

現金は貸付額の増加により減少しております。（４）北海道東藻琴高等学校教育振興

基金は、新規等の積立及び実習費の原材料費などに充てるため取崩により減少してお

ります。続いて１９ページ、（５）大空町国民健康保険事業基金は、新規等積立によ

り増加となっております。（６）大空町公共施設等整備基金は、利子積立により増加

となっております。（７）大空町減債基金は、３ページの有価証券でも説明したとお

り、公金の効率的な資金運用のため現金から債券へ移行運用に取り組むことで、有価

証券２億５，９８０万円の増。現金２億５，７５３万１，０００円の減少となってお

ります。（８）大空町介護保険基金は、新規等の積立により増加となっております。

（９）網走湖環境改善対策基金は利子積立により増加となっています。（１０）大空

町地域振興基金は、新規積立及び利子につきましては、一般会計の支消に伴い増加と

なっております。２０ページ、（１１）大空町学校教育施設建設基金は、利子積立に

より増加となっております。（１２）大空町国営美女地区かんがい排水事業基金は利

子積立により増加となっております。（１３）大空町子ども未来づくり教育基金は、

幼稚園、小中学校管理運営費、中学校パソコン更新等に充てるため、取崩により減少

となっております。以上，財産に関する部分については説明を終わります。 

 

◇委員長 次に、主要な施策の成果を説明する書類の説明を省略し、各会計歳入歳出決算

資料について説明を求めます。南部総務課長。 

 

◇総務課長 それでは、各会計歳入歳出決算資料について御説明を申し上げます。各会計

歳入決算資料をご覧いただきたいと思います。主なものを説明をいたします。４ペー

ジをお開きください。４ページから５ページに掛けましては、繰越事業決算関係を掲

載してございます。２８年度から２９年度に繰越した事業の科目別決算内訳です。国
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の経済対策に伴う補正予算等によるもので、一般会計において予算総額７７億５３８

万４，０００円の繰越明許費です。事業の内容は、決算の歳入歳出で説明したとおり

でございますので、省略させていただきます。続いて６ページをお開き願います。決

算収支の状況につきましては、一般会計の決算収支が黒字か赤字かを表すものでござ

います。２９年度は、歳入歳出を単純に差し引いたＣ欄になりますが、Ｃ欄が１億４

４７万３，０００円、繰越明許費に係る翌年度に繰越すべき財源、小さくて申し訳な

いですが、Ｄ欄になりますが、１，８５４万３，０００円、実質収支Ｊ欄は、８，５

９３万円となり黒字となっております。また、単年度収支Ｆ欄、実質収支における前

年度と差で３，０６６万円の赤字。さらに、右側の欄、実質単年度収支Ｊ欄は、歳入

と歳出の中で、財政調整基金に積立てする地方債を繰上げ償還するといった黒字要素

や財政調整基金の取崩しを行うといった赤字要素を加えた場合に、単年度の収支が実

質的にどうなっているのかを見るもので、２９年度は財政調整基金の積立、Ｇ欄が２

５４万５，０００円ありまして、実質２，８１１万５，０００円の赤字となっていま

す。１１ページをお開き願います。１１ページの性質別経費の状況につきましては、

歳出の性質別経費の内訳を示したもので、特に財政の健全化を表す経常収支比率につ

いて記載されています。表の右側から２列目の経常収支比率欄の中段に、８７．５％

とございます。２９年度の経常収支比率で、前年度と比較して２．７％増加しており

ます。要因は、普通交付税と臨時財政対策債で１億８，３００万円減少したことなど

が影響しております。市町村の健全ラインである７５％を超えており、財政の硬直化

が継続している状況にあると言えます。続きまして１４ページをお開き願います。基

金の状況につきましては、一般会計に属するものを表したものでございます。「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、この資料は出納整理期間中

に取崩したものや積立てしたものを含んだ金額となっております。区分の歳入決算額

Ｂ欄は積立額となっており、財政調整基金は、新規積立と利子分で２５４万７，００

０円、減債基金は利子分のみで１８万円、その他、特定目的基金は、新規積立と利子

分で１億５，６９３万８，０００円となり、主に子ども未来づくり教育基金に約８，

２２０万円、公共施設等整備基金に約６，１００万円の基金積立によるものです。ま

た、取崩し額Ｃ欄は、その他特定目的基金の９，１３５万６，０００円で主に幼稚園、

小中学校管理運営費、中学校パソコン更新等子ども未来づくり教育基金を約６，８０

０万円、東藻琴小学校体育館建設による学校教育施設建設基金を１，６００万円取崩

したことによるものです。続いて１５ページをお開き願います。１５ページ、地方債

現在高の状況は、表の左１列目の区分欄に地方債の名称、左から４列目に２９年度の

発行額が記載されています。主な一般会計の発行額は、上から１８行目にあります６

教育・福祉施設等整備事業債の（４）一般補助施設整備等事業債。これは広域穀類乾

燥調製貯蔵施設整備事業に、３４億１，９２０万円の借入れをしております。７の一

般単独事業債の６段下に旧合併特例事業債は、女満別運動公園整備事業と地域振興施

設整備事業に１億８，１５０万円の借入れをしております。中段の９過疎対策事業債

では、広域穀類乾燥調製貯蔵施設整備事業、東藻琴特別養護老人ホーム整備事業、東

藻琴小学校体育館事業などに１２億４，９８０万円の借入れをしております。そのほ
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か下段の２４臨時財政対策債の２億２３１万１，０００円などで、合計は起債借入合

計５２億４，３６１万１，０００円の借入れとなっております。２９年度の元金償還

金額は、２列右側の下段にあります合計額１１億７，５０７万９，０００円、２９年

度末地方債残高は、右から５列目の下段の合計で前年度より約４０億６，８００万円

増加し、１５４億１，９１０万１，０００円となっています。続きまして３０ページ

をお開きください。３０ページ以降、財務書類４表を載せてございます。平成２８年

度決算から国の要請を受け、国が定める統一的な基準に基づいた書式により作成して

いるところです。３０ページ、一般会計の貸借対照表は、資産の状況とその資産を形

成するために財源がどのように調達されたかを明らかにする書類です。左側の資産は、

町が保有する土地や建物等、将来世代に引継ぐ社会資本や基金等、将来現金化が可能

な財産を示し、右側の負債は資産を形成するために財源とした町債等、将来世代が負

担するもの、純資産はこれまでの世帯の負担や国・道が負担した将来返済しなくても

よいものを示しております。左側の資産の部です。１固定資産（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２５２億７５０万９，

０００円、②のインフラ資金は道路公園橋梁に係る試算で１０５億２５２５４万４０

００円を、③の物品は取得し、５０万円以上の物品で２５億１，３３５万４，０００

円を計上し、有形固定資産の合計は、３６２億６，７８２万６，０００円となってい

ます。（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等のソ

フトウエア９，９４１万円を計上しています。（３）投資その他の資産は、①投資及

び出資金の有価証券２億５，８７０万円の増は、⑤基金の減債基金の証券を移行運用

したことによるものです。③長期延滞債権は、過年度の税等の滞納繰越分を計上。④

長期貸付金は、高齢者住宅貸付金の元金を計上。⑤基金は減債基金。その他には、そ

の他の特定目的基金と退職手当組合積立金で合わせて４０億８，８１２万４，０００

円を計上。⑦徴収不能引当金は、町税における過去５年間の不納欠損の実績から平均

の率を乗じて算出したもので、マイナス４６１万円を計上。投資その他の資産の合計

は４５億８，００２万７，０００円となり、固定資産の合計は４０９億４，７２６万

３，０００円となります。２流動資産の（１）現金預金①資金は繰越金、②歳計外現

金は公営住宅の敷金で合わせて１３億５，５００万円を計上し、（２）未収金は２９

年度の地方税や使用料等の滞納額を計上。（５）棚卸資産は売却可能な資産であり、

分譲宅地等を計上し、流動資産の合計額は１５億７，３８７万９，０００円となり、

資産合計は４２５億２，１１４万２，０００円となっています。次に右側の表の負債

の部となります。１固定負債は数年にわたって償還や負担をしていくもので、（１）

地方債等は、３１年度以降に償還する地方債の額を計上。（２）長期未払金は、債務

負担行為で確定している３１年度以降の負担金額を計上。（３）退職手当引当金は、

全職員が年度末に退職した場合の額を計上。（５）その他は、債務負担行為で確定し

ているもののうち、リース資産に関わるもので３１年度以降のＬＥＤ街路灯照明借上

料を計上し、固定負債合計は１５４億７，７２４万５，０００円となっています。２

の流動負債は短期の地方債の償還金などで、（１）１年以内の償還予定地方債等は３

０年度分の地方債の償還額を計上。（２）未払金は、債務負担行為で確定している３
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０年度分の負担額を計上。（６）賞与等引当金は、翌年度の６月に見込まれる議員、

特別職、一般職の期末勤勉手当の額を計上。（７）その他は、債務負担行為で確定し

ているもののうち３０年度のＬＥＤ街路灯照明借上料を計上し、流動負債の合計は１

３０億８１４万９，０００円となり、負債合計は１６７億８，５３９万４，０００円

となっています。その下の純資産の部です。資産合計から負債合計を差引いた額でご

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た資源の蓄積額を計上。

２余剰分は、支消可能な資源の蓄積の額を計上し、純資産合計は２５７億３，５７４

万８，０００円となっています。この表からこれまで、４２５億２，１００万円の資

産を形成し、そのうち、これまでの世代が負担し、支払いが済んでいる純資産が２５

７億３，６００万円、将来の世代が負担する負債が１６７億８，５００万円となって

います。負債のうち、地方債残高は１の（１）と２の（１）を合わせて、１５４億１，

９００万円ですが、そのうち、１０３億３，５００万円が交付税等の特定財源として

見込めるものでございます。それぞれ町民１人当たりに換算いたしますと、資産は５

８７万円、純資産は３５５万円、負債は２３２万円、地方債残高は２１３万円となり

ます。続きまして３１ページです。上段の行政コスト計算書は、１年間の行政運営を

行う中で、福祉活動やごみ収集に係る経費など、資産形成につながらない人件費や物

件費などのコストを表したものです。企業でいえば、損益計算書に当たるものですが、

地方公共団体では損益を見ることが目的ではなく、行政サービスのために要したコス

トを明らかにするための表でございます。１経常費用は人件費、物件費などの行政サ

ービスに要する費用を計上しておりまして、（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を計上。②物件費等は消耗品費や委託料、維持補修

費、減価償却費などを計上。③その他の費用は、町債の償還利子や過年度還付金、返

還金などを計上し、業務費用合計は４１億１，０２３万円となっています。（２）移

転費用は、負担金や補助金、扶助費、他会計への繰出金などを計上し、合計２８億２，

３１６万５，０００円となっています。１経常費用の合計は、６９億３，３３９万６，

０００円となっております。２の経常収益は使用料や手数料、財産収入、雑入などを

計上し、合計４億３，２３０万５，０００円となっています。３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）資産除売却損は、資産を処分した

際の損失費用を計上し、合計２，８９９万７，０００円となっています。４臨時利益

は資産を処分した際の利益を計上し、３９４万７，０００円となっています。１経常

費用と３臨時損失の合計から２経常収益と４臨時利益を差引いたのが純行政コストと

なり、純行政コストは、６５億２，６１４万２，０００円となっております。経常費

用のうち最も高いのは、各種団体等への補助金で２９．４％を占め、次いで物件費が

２２．５％を占めております。また、純行政コスト、町民１人当たりに換算しますと

９０万円となるところであります。下段の純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産

が１年間でどのように変動したかをしたものです。純行政コストは、上段の行政コス

ト計算書で算出された額がマイナス表示されます。１財源は純行政コストを賄うため

の財源で、（１）税収等は町税や地方交付税等を計上。（２）国県等補助金は、国庫

道支出金で財源合計は、１００億３，４８５万７，０００円となります。本年度の差
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額は１財源から純行政コストを差引いた額で税や補助金等の財源で賄えたことから３

５億８７１万５，０００円となっています。２固定資産等の変動は、有形固定資産貸

付金基金など純資産内部の増減額を表し、固定資産等形成分と余剰分は、絶対値が同

じとなり符合が逆転した額で、固定資産等形成分合計は７６億４，９８１万４，００

０円となり、余剰分はマイナスの増額となります。３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に計上するもので、２９年度はございません。４無償

所管換等は、無償で譲渡、または取得した固定資産の評価格を表し、１５５万１，０

００円となっています。今年度純資産変動額は３５億１，０２６万６，０００円で、

本年度末純資産残高は２５７億３，５７４万８，０００円となっています。続きまし

て３２ページになります。資金収支計算書は、１年間の資金の流れを３つの行政コス

ト表したものです。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

出される収支でございます。中段の投資活動収支は土地建物、道路などの社会資本や

基金などの収支を表しております。下段の財務活動収支は、町債の借入、償還などの

収支を表しているものでございます。１つ目、業務活動収支につきまして、１業務支

出は人件費や物件費、補助金、扶助費などを表し、５７億７，１６５万７，０００円。

２業務収入は、徴税や業務支出の財源となる国庫等補助金、使用料などで６５億３，

２７４万３，０００円。３臨時支出は、災害復旧事業費など２，８０３万円。４臨時

収入は、臨時的に収入はないということで０円です。業務活動収支におきましては７

億３，３０５万６，０００円となっています。次に投資活動収支の１投資活動支出は、

公共施設等の整備費、基金の積立などで８８億７，７２６万４，０００円、２投資活

動収支は投資活動支出の財源となる国庫等補助金基金の取崩し、資産の売却などで４

０億４，９３８万５，０００円。投資活動の収支につきましては、マイナス４８億２，

７８８万円となっています。財務活動収支の１の財務活動支出は町債の償還などで１

１億７，５０７万９，０００円。２財務活動収入は、町債の発行など５２億４，３６

１万１，０００円。財務活動収支におきましては、４０億６，８５３万２，０００円

となっています。本年度資金収支額は、マイナス２，６２９万１，０００円。年度末

資金残高は、１億３，０７６万４，０００円、本年度末資金残高は、１億４４７万３，

０００円となります。下段にあります今年度末歳計外現金残高が３，１０２万７，０

００円で本年度末現金預金残高は、１億３，５５０万円となります。現在の行政サー

ビスに係る費用が当該年度の町税などで賄われているか、将来の世代に先送りをして

いるかを示す基礎的財政収支プライマリーバランスにつきましては、業務活動収支、

投資活動収支、前年度末資金残高、これらの合計で算出されますが、マイナス３９億

６，４０６万円となり、将来の世代に費用負担を先送りしている状況になっておりま

す。しかしながら、実際には、町債発行の５２億４，３６１万１，０００円のうち、

交付税等の財源措置がある額は４８億６，８４６万１，０００円がありますので、こ

れを加味しますと基礎的財政収支は、９億４４０万１，０００円のプラスとなり、必

ずしも将来の世代に費用負担を先送りしている状況にはないと言えます。３３から３

５ページにつきましては、国の要請により、町の一般会計財務書類と連結対象となり

ます７特別会計と財政的に関わりの深い団体の会計の財務書類を合計し、財務書類を
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合計して財務書類を策定しております。作成の方法は一般会計と同様の考え方となり

ます。対象となる団体は、加入する一部事務組合と広域連合、地方独立行政法人、地

方３公社、出資比率５０％を超える第三セクター等とされており、２９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

おります。その他の一部組合と広域連合では、まだ財務処理が出来ていないため連結

とはなってございません。連結の財務書類を作成する意義でございますが、自治体に

よっては財政的に関わりが深い団体の赤字や負債に対して、損失補償や補填を継続的

に行っている場合があり、一般会計の財務書類だけではその潜在的な負債は見えない

ところがあります。過去に財政破綻に至った自治体では、自らの会計だけではなく、

債務保証や損失補償を行っていた土地開発公社や第三セクターも多額の負債を抱えて

いたため、負債が資産を大きく上回る債務超過となったことが後日判明したところで

ございます。これを契機に、国は自治体のストック情報や連結した財務書類の必要性

を認識し、任意で作成を促してきましたけれども、平成２８年度から新た統一的な基

準に基づく作成へと変わり、現在に至っております。最大のポイントは、連結した結

果が債務超過に陥っていないかであります。３３ページの貸借対照表を見ますと、資

産合計に占める負債の割合は３８．９％となっており、一般会計の３９．５％と大き

な差はございません。これが１００％を超えた場合には債務超過となりますが、それ

に至ってない状況でございます。また、短期的には流動資産に占める流動負債の割合

も１００％を超えると一時的な資金ショートを起こすなどの可能性がありますが、そ

の割合は９２．１％となっており、一般会計でも８３．１％となってございます。３

４ページの純資産変動計算書中段の本年度差額も確認すべき事項で、マイナスの場合

は、純行政コストを一般財源等で賄い切れなかった可能性が大きく、長期間継続する

場合は、債務超過に近づく恐れがあります。連結、一般会計ともプラスの状況ですの

で、財政的な体力を失うことなく運営されていることが言えるところでございます。

以上、財務書類に関して説明をいたしました。今後につきましては、他の自治体との

比較が容易になり、優良な団体を参考としながら、安定した財政運営に努めてまいり

たいと考えているところでございます。以上で終わります。 

 

◇委員長 次に、監査委員から決算審査意見書について説明を求めます。 

 

◇代表監査委員 平成２９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、概要を御説明申し上げます。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

元に配布の審査意見書のとおりでありますが、意見書の概要について御説明を申し上

げます。審査の対象は、平成２９年度の大空町一般会計歳入歳出決算、大空町国民健

康保険事業特別会計歳入歳出決算、大空町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、大

空町介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算、大空町介護サービス事業勘定特別会計

歳入歳出決算、大空町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算、大空町下水道事業特別会

計歳入歳出決算、大空町個別排水処理事業特別会計歳入歳出決算、大空町基金運用状
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況調書。また、付属書類として大空町各会計歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に

関する調書、財産に関する調書であります。審査の期間は、平成３０年８月６日から

８月２９日まで、松岡監査委員と共に審査を行いました。審査の内容は、審査に付さ

れた平成２９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

との照合等、通常実施すべき審査並びに必要と認めたその他の審査を実施致しました。

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

その数値に基づき千円単位で記載し、調査が無い場合には千円未満を四捨五入して記

載してあるため、実際の割合と異なる場合があります。また、構成比率についても合

計が１００％とならない場合がありますので、御理解願います。審査の結果及び意見

審査に付された一般会計、各特別会計の決算書及び付属書類等は、法令の規定により

調製されており、表示された計数は関係諸帳簿及び証拠書類等により照合の結果正確

であり、予算の執行についても適正に処理されていることと認められました。平成２

９年度の一般会計歳入歳出決算の状況を見ると、歳入は１５９億５６５０万３，００

０円、歳出１５８億５，２０３万円で、２８年度に比べ、歳入は７３．１％、６７億

３６０４万７，０００円の増、歳出は７４．４％、６７億６２３３万８０００円の増

となっており、形式収支は１億４４７万３，０００円の黒字、翌年度に繰越する財源

を差し引いた実質収支は８，５９３万円の黒字ですが、前年度実質収支額の１億１６

５９万円を差し引いた単年度収支額は３０６６万円の赤字であります。当年の特筆す

べき事情として広域穀類乾燥調製貯蔵施設整備事業（２８年繰越分を含む）がありま

す。道支出金３６億５７７万円、地方債３７億９，４６０万円を主要な財源とする２

９年度総事業費７４億９，５９０万４，０００円の大型事業であります。一般会計歳

入歳出総額に匹敵する規模であるため、以後に述べる対前年度比較における増減比率

や額、また歳入歳出総額に対する各項目の割合等は、単純な例年比較とはならないこ

とに留意する必要があります。歳入では、歳入全体の６．３％を占める町税は、１０

億６６６万３，０００円で、２８年度の１０億９７６万９，０００円に比し、０．

３％、３，１０６万円の減となっており、主に町民税及びたばこ税が減少しています。

一般会計の歳入全体の２３．４％を占める地方交付税は、３７億２，５２８万７，０

００円で、２８年度の３９億４，９１６万４，０００円に比し、５．７％、２億２，

３８７万７，０００円の減、２９年度に借り入れた町債は、５２億４，３６１万１，

０００円で、２８年度の１５億３，０４５万４，０００円に比し、２４２．６％、３，

７億１，３１５万７，０００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、４５億８，４６９万５，０００円と２８年度の１４億６，１９５万８，

０００円と比し、２１３．６％、３１億２，２７３万７，０００円の増となっていま

す。繰入金は、９，１３５万６，０００円と２８年度の３，０２０万１，０００円と

比し、２０２．５％、６，１１５万５，０００円の増となり、財産収入は、３，２０

２万８，０００円と２８年度の４，５９３万７，０００円と比し、３０．３％、１，

３９０万９，０００円の減となりました。財政調整基金は、２９年度の決算現在高
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（５月末現在）において取り崩しを行わず２５４万５，０００円の積立を行い総額１

４億１４５７万円となり昨年度と比し微増となりましたが、減債基金及びその他特定

目的基金に６，５７６万２，０００円の積立を行っていますので、基金保有額は増加

となっております。また、地方債の借入残高は年々減少の傾向にありましたが、２９

年度末では１５４億１，９１０万１，０００円と、２８年度決算に対し３５．８％、

４０億６，８５３万２，０００円の増額となりましたが、引き続き各会計歳入決算額

合算額は下回っています。平成２９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３０億１，６８０万３，０００円、歳出合計は２９億３，５８２万１，０

００円で、２８年度決算に比し、歳入は２．４％、７，０６１万８，０００円の増、

歳出は２．７％、７８４８万円の増となっており、７特別会計を合算した形式収支は 

８，０９８万２，０００円、実質収支も同額の８，０９８万２，０００円といずれの

会計も黒字であります。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１８９億７，３３０万６，０００円、歳出は１８７億８，７８５万１，０００円で、

形式収支は１億８，５４５万５，０００円、翌年へ繰越すべき財源の１，８５４万３，

０００円を差し引いた実質収支も１億６，６９１万２，０００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２７年度が８１．６％、２

８年度が８４．８％、２９年度が８７．５％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、２７年度が０．２３９、２８年度が０．２４４、２９年度が０．２４８とわずか

ながら上昇はしているもののほぼ横這いで推移しております。実質公債費比率につい

ては１０．３％と、前年度より０．３ポイント減少しているとともに、将来負担比率

についても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

果は見られますが、これらの数値は歳入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１２．４％

と、２８年度と比し８．２ポイント減少していますが、主な要因は繰越金、分担金及

び負担金、財産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８７．６％と、２８年度と比し、９０．４％６６億３，６４３万５，０００

円増加しておりますが、主な要因は、道支出金及び町債の増加によるものであります。

歳出における性質別構成を見ると、義務的経費の割合が１７．８％と、２８年度より

１３．３ポイント減少し、決算額については０．５％、１，３３２万円減少しており

ます。要因は、公債費の減少によるものであり、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５９．６％と前年度

より２９．６ポイント、６７億２２４５万円増加しており、限られた財源の中で、引

き続き投資的事業の計画的な実施と事業の推進が図られているものであり、好転しな

い経済情勢の中で積極的に諸事の事業が実施されているものと判断されます。歳出は、

審査を通じて、平成２９年度も経費節減、効率的な事務執行、事業の見直し等、様々

な取組みがなされ、適正に執行されたものと認められます。引き続き適切な予算編成

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
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切な判断のもとに行い、予算の適正な執行のため、庁内のチェック体制等の整備につ

いても引き続き配慮願うものであります。平成２９年度の一般会計における町税収入

は、２８年度と比べ０．３％、３１０万６，０００円減少しておりますが、調定額が

３０２万９，０００円減少したためであります。滞納額を含めた徴収率は９８．１％

と前年度と同率でありますが、調定額の減少もあり滞納額は２８年度の１，９５８万

９，０００円から５５万９，０００円減の１９０３万円とほぼ同額となっています。

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うこ

とで、滞納金額を解消していくよう望まれるところであります。また、連帯保証人の

提出がある債権については、未納が発生した場合には保証人に対して、速やかに通知

するなど、未納額が高額とならないよう迅速な対策についても引き続き取り組み願う

ものであります。なお、滞納者の生活実態を把握し、滞納処分の停止、徴収停止等を

しても資力の回復が望めない者、死亡しており相続人がいない者、他市町村に転出し

て居所不明となっている者など、有効な徴収手段を執り得ない者については、大空町

債権管理条例に基づいて徴収停止や不納欠損の処分を引き続き行っていくことも必要

であります。経済全体は緩やかな回復基調が続き、雇用情勢は改善しており、個人消

費などの内需は堅調に推移するものとみられていますが、依然として地方経済におけ

る所得環境の改善は実感できず、人口の減少、地方交付税の減少等を考えると、これ

からも一般財源の大きな増収は見込まれないものであり、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当たっては、長期的な視野に立った財政

運営の確保が引き続き望まれるものであります。以上のように、実質公債費比率、将

来負担比率等の計数については、昨年度より好転が見られ、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、長期的な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

額のみ御説明をいたします。一般会計における予算現額１６４億１０１万９，０００

円に対し、決算額は、歳入１５９億５，６５０万３，０００円、歳出１５８億５２０

３万円、差引額１億４４７万３，０００円、形式収支１億４４７万３，０００円より、

翌年度へ繰越すべき財源１，８５４万３，０００円を差し引いた８，５９３万円が実
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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１３億５，３７９万８，

０００円に対し、決算額は、歳入１３億８，１４７万円、歳出１３億４，７９７万１，

０００円、差引額３，３４９万９，０００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１億８６９万円に

対し、決算額は、歳入１億８１９万１，０００円、歳出１億８１４万５，０００円、

差引額４万６，０００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。介護保険事業勘定特別会計の予算現額７億４，５９３万４，０００円に対

し、決算額は、歳入７億４，８１５万１，０００円、歳出７億１，４７５万２，００

０円、差引額３，３３９万９，０００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。介護サービス事業勘定特別会計の予算現額５１０万６，０

００円に対し、決算額は、歳入５１５万４，０００円、歳出５０２万７，０００円、

差引額１２万７，０００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。簡易水道事業特別会計の予算現額３億４，２０７万９，０００円に対し、

決算額は、歳入３億４，３３９万６，０００円、歳出３億３，７８７万９，０００円、

差引額５５７万１，０００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。下水道事業特別会計の予算現額３億９，９６９万２，０００円に対し、

決算額は、歳入４億５８万２，０００円、歳出３億９，２９９万円、差引額７５９万

２，０００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。

個別排水処理事業特別会計の予算現額２，９７９万４，０００円に対し、決算額は、

歳入２，９８５万９，０００円、歳出２，９０５万７，０００円、差引額８０万２，

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。以上、

平成２９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 これで、大空町一般会計及び各特別会計の決算認定に関する説明は終わりまし

た。ここで１０分間休憩いたします。 

 

    （休憩 午後 ２時０７分） 

    （再開 午後 ２時１７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 ２点ほど確認させていただきたいと思います。まず、決算書の３４ページ、

１７款１項１目の備考欄の一般寄附金１億５，９４８万円、施策の説明資料にも件数

の方が６，２４８件と載っておりました。これについては、前年度に比べて３倍近く

飛躍的に拡大したのと、また、この６，２４８件の寄附者に対して希望の方を確認し
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ていると思いますが、この希望に基づいて何か反映された事業がありましたら確認し

たいと思います。続いて２点目、４０ページ、決算書の雑入になりますが、備考欄の

上段４行目資源物売払代、去年の決算の時にも御質問したと思うんですが、平成２８

年度の決算資料では１８０万円、今年度は２９年度に対し２９６万円と拡大をしてお

ります。平成２７年度も３００万ぐらいあったと思うんですが、このことについて増

減の理由についてお聞きしたいと思います。その２点を聞かせいただきたいと思いま

す。 

 

◇委員長 田中住民課長。 

 

◇住民課長 ただいまの上地議員の御質問にお答え申し上げたいと思います。まず、１点

目、ふるさと応援寄附金の関係になるかと思います。納税された方の希望に基づき、

反映された事業はあるかどうかということでございますが、平成２７年からですね、

返礼品をお返しするということの制度を開始してございます。その中で、特に大空町

のですね、農畜産物等を含めた特産品を返礼品として、お返ししているのと併せて中

には旅行のですね、チケット券ですとか、今ですとクーポン券等をですね、お返しす

るようなメニューとして作っております。平成２９年度、上地議員からもおっしゃら

れたようにですね、件数にして４．５倍、それから金額にして約３倍の件数の増とな

ってございます。こちらについては、ふるさと納税のですね、大手ポータルサイトへ

のですね、掲載、そのほか広告料ですとか、パンフレットの作成などでですね、ＰＲ

に努めたことによりまして、４．５倍、また、金額では３倍の増という結果に繋がっ

たものかと思っております。それから、２点目でございます。申し訳ありません。寄

附金をですね、どのような事業に使われたかという部分でいきますと、寄附の方ので

すね、希望といたしまして、まず、１番多かったのが、「特に指定しない」というの

が２，６３８件で１番多かったわけですけれども、その次に、「未来を担う子どもた

ちを育む事業」ということで１，９２０件、３番目に、「森林資源の維持、保全及び

整備事業」に、９０３件という結果になっておりまして、これらに対応できるですね、

事業に充てているような状況となってございます。続きまして２点目の御質問でござ

います。資源物売払代の関係でございます。資源物売払につきましては、町民皆様か

らですね、御協力いただいて資源物の回収に努めているところでございますが、資源

物につきましては、主なものといたしまして、空き缶、それから段ボール、新聞など

の紙類、それから瓶類、ペットボトル、プラスチック類などとなってございます。過

去２９年までの３年間のですね、実績を申し上げますと、平成２７年度は、６３７ト

ン、金額で３２７万５，０００円。平成２８年度が５８２トン、前年対比５５トンほ

ど減となっておりますが、金額にしまして、１７９万６，０００円。平成２９年度が

５５５トン、前年対比マイナス２７トンとなっておりますが、金額にしまして、２９

４万７，０００円という実績となってございます。金額について、特に平成２８年度

低くなってございますが、売払単価がですね、毎年変動してございます。その中でも

特に２８年が低いというのは、缶類の中のアルミ缶の単価がですね、キロ４０．８円
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だったものが、２０円ということで、半分以下に下がっております。資源物の中でも

アルミ缶がですね、金額にして約３分の１を占めているものですから、そちらの分が

減ったことによって、平成２８年が低い数字ということになってございます。このほ

か鉄くずもですね、２８年は単価が下がっているということで、低くなっている経過

でございます。平成２９年度につきましては、アルミ缶が２０円から４５円に上がっ

ておりますのと、鉄くずも０．６円から４円に上昇ということになりまして、約３０

０万円の実績となってございます。ちなみに、平成２９年度、今年の１月からですね、

四半期ごとに単価を見直ししまして、契約することとしてございます。その際、近隣

市町村のですね、契約単価も調査いたしまして、参考にしながら適正な価格で契約で

きるように努めているところでございます。以上でございます。 

 

◇委員長 ３番、上地委員 

 

◇上地委員 １点目のふるさと納税については、説明のとおりでいいと思います。それで

２点目の２８年度、総重量を含め単価等もお教えいただいたんですが、鉄くずなども

０．６円から４円とかアルミが２０円のやつが４０円と１年の間で急激な変動してい

るように思うんですよね。この世界に詳しいわけではありませんから、業界がどのよ

うに動いているかも分からないんですが、ちょっと急激だなと、そのように思うんで

すが、その点についてもう一度お聞かせいただきたいと思います。 

 

◇委員長 田中住民課長。 

 

◇住民課長 価格情勢というのはですね、ちょっと私もなかなかですね、つかめない部分

がございまして、一概にお答えできないところなんですけれども、先ほども申し上げ

ましたように、今までですね、年度当初に価格を調査いたしまして、年そのものの単

価で進めてきたところですけれども、本年の１月から先ほども申し上げましたように、

その時のですね、価格動向を調査いたしまして、四半期に一度、単価を見直していき

たいということで考えております。あと、今まで近隣町村のですね、動向もなかなか

把握し切れていなかったところなんですけども、今後につきましては、それらも把握

した中で適正な価格の設定に努めていきたいと考えておりますので御理解いただけれ

ばと思います。 

 

◇上地委員 最後になりますが、町民の方が分別した貴重な資源でありますので、価格等

には十分留意していただいて、適切な価格で町に財源として戻るようにお願いしたい

と思います。これで終わります。 

 

◇委員長 田中住民課長。 

 

◇住民課長 はい、ありがとうございます。町民の方からですね、出していただいている
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貴重な資源でございますので、今後ともですね、適正な価格に努めてまいりたいと考

えておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

◇委員長 ほかに質問ありませんか。４番、田中委員。 

 

◇田中委員 私は決算書の１７ページ、１８ページ、午前中に説明をいただきました分担

金のことについて、お聞きしたいと思います。午前中の説明では５，４００万強の未

済額があるというお話をされましたけれども、これは今後納入をしていただける見込

めがあるのか、もしないのであれば、その取り扱いはどうされるのかお聞きしたいと

思います。 

 

◇委員長 地域振興課長。 

 

◇地域振興課長 田中委員の御質問でございますけれども、国営福栄地区畜産基地事業分

担金の収入未済額の件かと思いますが、これにつきましては、畜産振興のために東藻

琴村時代の昭和５６年から５８年までの事業についての分担金として、徴収すべきも

のが養豚農家の１戸がですね、平成元年に離農をされたということになりまして、受

益者からの分担金について土地５，７００万ほど未納という形になりまして、それが

残っている状況でございます。平成２４年から年間受益者の方と御相談させていただ

きまして、財産等もないということでありますので、年間２４万円ずつの返済をいた

だいたところでございますが、高齢で年金暮らしでもあるということですので、平成

２７年度からは、年間６万円ずつ返済をしていただいているところでございます。ま

た、この方につきましては、そういった返済の義務があるということを御理解いただ

いておりまして、年間６万円という小さな額でははありますが、返済するという御意

思もございますので、なかなか金額的に言えば、返済に至るというのは厳しい額でご

ざいますけれども、現時点におきましても返済の意思があるということでございます

ので、少ないですが、このまま返済を続けられるところまでお願いしたいというふう

に考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。 

 

◇委員長 ４番、田中委員。 

 

◇田中委員 今説明いただいたんですが、これは１件の方の事業費ということなんですか。 

 

◇委員長 地域振興課長。 

 

◇地域振興課長 この事業自体は、当初１８戸でやっていたものでございますが、分担金

の未納額につきましては１件の方の分の未納額となっております。 

 

◇委員長 ４番、田中委員。 
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◇田中委員 １件の方ということでしたけれども、この５，４００万強という金額、すご

い高額だと思うんで、返済の方も大変だと思うんですが、わずかでも返済をしていた

だいているということですが、これでもし、途中で何かあって返済されない場合はど

う考えておりますか。 

 

◇委員長 地域振興課長。 

 

◇地域振興課長 現時点におきましては、そういった意思をもって返済をしていていただ

いておりますので、今のところ返済されないということを考えているところでござい

ませんけれども、そういう状態に至ればですね、そういった処理をしていかなければ

ならないというのはあるのかと思いますけれども、現時点においては、とりあえず、

返済意思がありますので、そういった形で進めさせていただきたいと思います。御理

解を賜りたいと思います。 

 

◇委員長 ほかにありませんか。７番、品田委員。 

 

◇品田委員 質問が無いようですから、させていただきます。２０ページのですね。教育

使用料、女満別高等学校寄宿舎使用料、３９万８，０００円ですか、これは未済額に

はなっていませんけども、前はもうちょっと大きかったような気がしておりますけど

も、この中で卒業生といいますか、もう卒業されたという方は、いらっしゃいません

よね。その確認をちょっとしておきたいのですが。 

 

◇委員長 生涯学習課長。 

 

◇生涯学習課長 品田委員の御質問にお答えしたいと思います。現在、寄宿舎使用料を滞

納されておられる方は３名の方でございまして、２名が既に卒業されている方、１名

の方が２９年度まで在校されていた方ということとなっております。３名のうち２９

年度に在寮をされていた方につきましては、３０年９月までに完納となっております

が、現在のところ、既に卒業されていた２名の方について、滞納額が残っているとい

うところでございます。現在のところ、その２名の方ともですね、毎月返済をいただ

いている状況でございますので、これらについては解消に向けて、今後とも納入をお

願いしていきたいと考えているところでございますので、御理解をいただきたいと思

います。 

 

◇委員長 ほかに質疑はございませんか。 

    （「なしの声」あり） 

◇委員長 これで一般会計の歳入の質疑を終わります。 
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◇委員長 次に、一般会計のうち歳出の質疑を受けます。質疑はありませんか。２番、三

條委員。 

 

◇三條委員 それではですね、何点か質問させていただきたいと思います。４５ページの

２目職員研修厚生費、職員研修事業ということで２６０万ちょっとの事業内容という

ことで見せていただきましたけれども、職員に道内、道外含めてですね、計画的に研

修の機会をどう与えられているのか、知らせていただきたいと思います。それで４９

ページ、７目企業促進補助金、１，６００万なにがしの事業所に対して、７事業所に

対してですね、支出されていますけども、この事業の中身についてですね、お知らせ

をいただきたい。同じく、企画振興費のふるさと応援寄附事業、先ほど歳入の方でで

すね、説明もちょっとあったんですけれども、７，０９２万２，０００なにがしかの

ですね、返礼品を出されているんですけども、主に総務省がですね、３割というふう

なことでですね、国の方は返礼品は３割以内だよという話をされておりますけども、

特産品等の中身について、もう一度、再度ですね、御説明いただきたいのと次年度以

降は、総務省の指導に基づきですね、３割以内というルールで、まして特産品という

ことで限定してですね、やっていくことになると思うんですけど、その辺のことにつ

いてちょっとお聞きかせいただければと思います。５１ページの１３目稲城市都市交

流ということを購入費の中でですね、稲城市の市民参加１名参加ということになって

いるんですけれども、これは予算の縮減をして１名なのか、それとも募集してもです

ね１名しか参加する人がいなかったのか、氷川町に比べるとですね氷川町の方は７名

の方がですね、イベント等に参加されているわけですけれども、稲城の方は１名とい

うことなもんですから、これはちょっと理由があればお聞かせいただきたいと思いま

す。５７ページの１目社会福祉総務費、高齢者移動支援事業の福祉タクシーについて

ですけれども、実際、相当数の方が利用されていると思うんですけども、実際には利

用者されない、せっかく条件満たされて交付するよと言ってもですね、タクシー券を

利用されない方が相当数いるのかなというふうに思いますけれども、その辺の実態と

それから外出支援タクシー券が非常に使いにくいというようなお話をよくいただくん

ですけども、金額が大きすぎてですね、使いにくいというお話いただいているんです

けれども、その辺のことを含めてですね、何か住民の方からですね、話があって、今

後に向けて検討されているということがあればお話しいただければと思います。５７

ページの２目緊急通報システム設置事業ということで、これは以前からですね、ずっ

と継続して実施されている事業だと思いますけれども、９７世帯に設置していて年間

に実際、このシステムを使ってですね、ボタンを押して消防が出動をしてということ

がどのぐらいあるのか。また、このシステムが本当に今に合っているのかどうかも含

めてですね、これからですね、またいろんな見守りのシステムの開発もされてきてお

りますから、その辺のことも含めてですね、もし考えがあればと思います。それから

５９ページ、４目のですね、東藻琴老人福祉センター管理運営事業費、２，２６２万

２，３３８円とそれから６７ページ３目の農業振興費、農業構造改善センター管理費、

１，０１９万９，６７８円のですね、内訳をお知らせいただきたい。指定管理料を含
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めてですね、どういうふうな内訳になっているかお知らせいただきたい。もう１点、

最後になりますけれども、７３ページの１目商工費商工業振興費の２００万円、起業

化のためのですね、費用の一部を補助し、活性化を図るということで、補助件数２件

の方にですね、補助しておられると思いますけれども、どういった業種の方にですね、

補助をしているのかについて、以上についてですね、お伺いしたい。以上です。 

 

◇委員長 総務課長。 

 

◇総務課長 ご質問がありました１点目の職員研修事業の関係をお答えいたします。職員

研修事業としましては、時代の変化に対応できる職員の知識や能力、資質の向上を図

られるよう役職に応じた研修を行ってございまして、研修会の派遣や講師を招聘して

研修を行っているところでございまして、全体では延べ２４０名が受講をしていると

ころでございます。研修の中身としては役場内部研修、講師が私ども自ら経費を掛け

ないでやる研修、また、外部から講師を呼んで行う研修。そのほか、研修機関に対す

る派遣としまして、オホーツク町村会が行う研修、また、北海道市町村職員研修セン

ターへの研修へ派遣をしているというような状況でございます。そのほか、道外では

市町村アカデミー研修というものも予定をしておりました。たまたま２９年度におい

ては、行く予定だった職員がいましたけれども、事情がございまして行けなかったと

いうようなことから、その分が減少になっております。また、そのほか、国、地方公

共団体派遣研修としまして、平成２９年度は１名、北海道へ研修をしているところで

ございます。その他自治大大学校の研修もございますが、これは毎年ではなくて隔年

等で行っているというような状況となっているところでございます。以上です。 

 

◇委員長 総務課参事。 

 

◇総務課参事 企業振興促進補助金についての御質問でございますけれども、内容につき

まして御説明させていただきます。まず、ボッシュ株式会社に試験研究施設が増設さ

れたことによります支援、また、東京都の株式会社ソーラークリエート、北見市の株

式会社Ｆ・Ｋ、町内の株式会社たいせつ、この３事業所につきましては、太陽光発電

システムの設置でございます。なお、株式会社たいせつにつきましては、太陽光発電

設備が２件ですね、ございます。このほか、宿泊施設の増設もございます。さらに、

大空町の有限会社エポック、こちらにつきましては、グループホームの増床に対する

補助でございまして、合計で延べ７件の１，６１０万９，０００円の支援を行ってい

るところでございます。引き続き、稲城市交流事業に関する参加内容でございますけ

れども、こちらにつきましては、町民参加といたしまして、公募によりまして、当初

２名の参加を予定しておりました。しかしながらですね、お一人の方が体調不良によ

りまして、どうしても出席できなくなったということで、結果として１名の参加とな

っているというような状況でございます。 
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◇委員長 田中住民課長。 

 

◇住民課長 私からは、３点目のですね、ふるさと応援寄附金事業の返礼品の中身につい

て御説明したいと思います。歳入でも先ほど御説明させていただいた部分もあります

が、平成２９年度の寄附金の件数につきましては６，２４８件、寄附金額で１億５，

９００万円ほどございます。その中で返礼品として、４２品目現在ございますが、上

位３品目について御説明したいと思います。まず件数の部分で１番多かったのが、ハ

ム・ソーセージの詰め合わせで２，２４８件、続きましてチーズセットの詰め合わせ

で１，６８１件、３番目がシジミのセットで７９５件ということになってございます。

それから寄附金額に対しての順位といたしましては、１番多かったのがチーズの詰め

合わせで３，３５８万６，０００円、それから２番目が大空町満喫セットと言いまし

て、町内の農畜産物等のですね、特産品の詰め合わせでございますけれども、こちら

が３，２２６万７，０００円、３番目に多かったのがハム・ソーセージの詰め合わせ

ですが、３，１６５万２，０００円ということになってございます。以上です。 

 

◇委員長 福祉課長。 

 

◇福祉課長 福祉タクシー券の交付事業でございます。現状でございます。平成２９年度

の実績といたしましては、交付者は１，４２２名に対しまして、交付人数が１，００

３人でございます。交付率が７０．５％、利用率が５０．９％ということでございま

した。また外出支援タクシー券でございます。交付者が同じく１，４２２名、交付人

数が９２２名、交付率が６９．７％、利用率が２６．６％ということで、外出支援タ

クシー券の方がですね、福祉タクシー券の事業よりも、やはり利用率は少ないという

状況にはなっております。本年４月にこれらに伴いますアンケート調査を実施してお

りまして、その結果の集約をしております。質問項目には使用に対する満足ですとか、

いろんな意見がありまして、それを分析してですね、今後、新たな事業の見直しも含

めまして、検討していきたいというふうに考えております。 

 

◇委員長 住民課長。 

 

◇住民課長 ３点目の御質問でちょっと補足させていただきたいと思います。返礼の率に

つきましては、３割を基本としているというところでございます。農畜産物等の特産

品については３割を基本としているところでございますが、１つだけ旅行特典という

のがございまして、こちらについては、平成２９年まで航空券のですね、チケットを

返礼品としてさせていただいたものですから一部３割を超える部分もございましたが、

平成３０年度からはですね、航空券の割引クーポン券ということに変更しております

ので、３０年以降は全て３割以内で収まるということで考えているところでございま

す。 
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◇委員長 福祉課参事。 

 

◇福祉課参事 三條委員から御質問のありました緊急通報システムの事業の関係でござい

ます。この緊急通報システムにつきましては、在宅のですね、ひとり暮らしの高齢者、

または身体障害者等に対して、緊急通報用の電話機を貸出しいたしまして、高齢者救

急情報センター、こちらは公益財団法人北海道健康づくり財団の方に委託しているん

ですけども、そちらと個人の設置されているところとの電話回線で接続することによ

りまして、急病及び災害等緊急の事態が発生した場合に、迅速かつ正確な救急体制を

とることで高齢者の生活不安の解消及び、人命の安全を確保するということで行って

いる事業でございます。平成２９年度の緊急通報の受信の状況でございますけども、

両地区合わせた受信件数につきましては、１年間で３０８件でございます。ただし、

そのうち２９９件が誤報、つまり間違ってですね、ボタンを押してしまったというこ

とでございまして、実質の救急の受信件数については９件ということになっておりま

す。そのうち消防がですね、実際に出動して救出に向かった件数については３件ござ

います。残り６件につきましては、そのうち５件がですね、煙センサーというが付い

ているんですけども、鍋を火に掛けっ放しで煙が発生したということで、通報を受け

たものが５件。それと、倒れてしまってですね、起き上がれないということで、協力

員の方に御連絡して助けていただいたというのが１件ある状況になっております。ま

た町ではですね、この緊急通報システム以外にも介護保険事業の方ではあるんですけ

れども、見守りネット事業というのを行っております。こちらも、高齢者のお宅をで

すね、定期的にふれあい訪問員が訪問してですね、健康状態であるとかいろんな確認

をしている事業でございます。こういった事業を組み合わせながら高齢者のですね、

安全安心を守っているところでございます。その中で三條委員の方から新たなですね、

見守りの考え方ということで御質問もあったかと思います。こちらにつきましては今

ですね、いろいろ情報通信機器等そういったものが発展してですね、例えばの在宅に

何カ所か、例えば玄関であるとか、トイレであるとか、台所であるとか、そういった

ところにセンサーを設置して、数時間５時間とか８時間、そのセンサーにですね、人

が動いたという反応がない場合に自動的に動いていないという情報がですね、送られ

ているというようなこともあります。ただし、これにつきましてはですね、それを受

ける側が２４時間それを取れる体制、もし８時間以上動いていなかったらですね、ま

ずは電話して安否を確認して、それでも電話が通じなかった場合には直接行ってです

ね、安否を確認しなければならないというようなこともありますので、そういった体

制等、あるいは今後ですね、さらに発展していくであろう情報通信機器、そういった

ものをですね、情報を的確にですね、つかまえながら、いろいろと検討してまいりた

いと、そのように考えております。 

 

◇委員長 住民福祉課長。 

 

◇住民福祉課長 三條議員からの質問で、東藻琴老人福祉センター、それから女満別の農
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業構造改善センターの中身について、内訳についてという御質問だったかと思います

けれども、主要な施策の成果を説明する書類の６ページを御覧いただきたいと思いま

す。こちらの方につきましては東藻琴老人福祉センター管理運営事業ということで事

業の内容について、右側のところに記載させていただいております。それでもう１つ

の女満別の農業構造改善センターにつきましては、同じく主要な施策の成果を説明す

る資料の１２ページを開いていただければと思います。下段の方になりますけれども、

こちらの方に事業内容について記載させていただいております。まず、東藻琴の老人

福祉センターですけれども、開館日数が３６２日、施設の利用者が延べ８，６３７名、

入浴利用者数が３万３，１３１名、ウォーキングマシンの年間利用者数が延べで８６

２名となっております。こちらの方の追加という形の説明になりますけれども、事業

の指定管理料なんですけれども、指定管理料については、１，９５０万４，０００円、

その他の経費として３１１万８，０００円が事業の内容となります。それで１２ペー

ジの方を参照していただきたいと思いますけれども、こちらの方には農業構造改善セ

ンター管理運営事業ということで同じく事業内容を説明させていただきたいと思いま

すけれども、施設の利用者数が延べで３，６４４名、温泉入浴者数が３万９，８１１

名、指定管理委託料が８６０万９，０００円、修繕料金、その他の料金になりますけ

れども、１５９万１，０００円というような内訳になっております。以上です。 

 

◇委員長 産業課長。 

 

◇産業課長 三條委員からの起業化支援補助金の関係に関わります２件の補助を支出して

いるわけですけども、どのような業種かというようなことの御質問でございます。業

種につきましては、飲食業の業種となっております。この２件とも女満別地区、それ

から東藻琴地区で１件ずつということで、現在もお店の方は営業をしているという状

況でございます。 

 

◇委員長 ２番、三條委員。 

 

◇三條議員 ４５ページ２目の職員研修厚生費のところですけれども、内部研修を含めて

ですね、研修をいろいろやられているようですけれども、非常にお金を掛ければいい

ってものでもないんでしょうけれども、ずいぶん少ない金額でもって研修や何かをや

っておられるのかなというふうに思います。是非ですね、金額は別にして、職員それ

ぞれがですね、ある程度公平に順番を追ってですね、研修を１回受けられると。次は

僕がこの研修に行けるんだというようなそういう期待感も必要だと思いますし、人を

育てるというのは本当に大事だなというふうに私ども思っておりますので、是非、こ

の研修についてはですね、さらに、金額的に可能であればですね、ある程度増やして

も、機会を作ってあげてほしいなということが１点でございます。 

 

◇委員長 総務課長。 
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◇総務課長 職員研修事業の関係でございます。先ほどの中でも、特に研修機関派遣研修

というものがありまして、それは、新規採用職員の基礎研修、また、初級職員研修２

年目、それから中級職員４年目、係長等主査クラスでですね監督者研修、それから管

理職研修ということで、事ある職ごとにですね、年齢等、また、経験年数を見ながら、

職責を見ながら研修をしているというような状況にございます。まだまだいろんな研

修がございまして、足りない分もあるのかなというふうに感じてございますが、やは

り、町民サービスを向上のためには必要なものだというふうに思っておりますので、

いろんな機会を通じて職員に研修を受講していただくということに努めてまいりたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 

◇委員長 ２番、三條議員。 

 

◇三條議員 それでは５７ページのですね、社会福祉総務費の外出支援タクシーの方につ

いてですね、先ほどのアンケート結果でもですね、非常に利用が２６．６％という低

い状態だということですから、是非次年度に向けたですね、この部分に改善をしてで

すね、もっと利用をしていただけるようにですね、工夫をしていただければと思いま

すけれども。 

 

◇委員長 福祉課長。 

 

◇福祉課長 アンケート結果によりまして、設問以外の個人意見の中でも様々な意見をい

ただいております。通院を含めるですとか、買い物をするというような意見もござい

まして、その辺をいろいろと様々な観点から分析をいたしまして、どういう方法がよ

り多く利用していただけるかということを検討して進めていきたいと思いますので、

御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

◇委員長 ２番、三條委員。 

 

◇三條委員 それではですね、５０ページの４目の東藻琴老人福祉センター管理運営事業

費、それから６７ページ、３目のですね、農業構造改善センターの管理費、説明を受

けて、中身は分かってはいたんですけれども、その金額、余りにもですね、金額１，

０００万円以上の開きがあって、事業の中身等でどういうところでこの差が出るのか

なという部分がですね、今すぐ分からないかもしれないですが、ちょっとふと数字を

見た時にですね、事業内容にそんなに差はないのかなという感じはするんですけれど

も、金額の差が非常に大きい、これは何なのかなっていう部分がちょっと見えればい

いのかなという気がするんですけども。 

 

◇委員長 住民福祉課長。 
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◇住民福祉課長 三條委員からの御質問なんですけれども、事業、特に指定管理料の事業

の差についてなんですけれども、正直申し訳ないんですけれども、きちんとした比較

をしたところがないものですから、お答えがしづらいところあるんですけれども、現

状の中でいきますと女満別の構造改善センターにつきましては、２階建てで延べ床面

積は９２０．９８平方メートル、東藻琴のフロックスになりますけれども、１階平屋

で１，１４９．７５平方メートルということで規模が少し違うと言う部分があります。

また、施設内の機能なんですけれども、入浴施設につきましては、女満別については

内風呂になりますけれども、東藻琴の方につきましては、内風呂と寝湯、それからサ

ウナ室というような形で種類が多いという部分がございます。また、その他の施設に

おきましても、女満別の方につきましては会議室が主になってくるんですけれども、

東藻琴の方につきましては機能回復訓練室、こちらの方にはウォーキングマシンを設

置されているんですけれども、そういう部屋、それから調理室、こちらの方はサロン

なども含めて活動して、特に使われているというようなことで、そのほかの施設につ

いても使用度の違いがあるのかなというところが、まずあります。それからあと実際、

委託、指定管理ということで出しているんですけれども、使われている職員につきま

しては女満別では５人を使われているというんですが、雇用されている職員につきま

しては、女満別の方は５人、東藻琴につきましては非常勤職員として６名、それから

臨時職員が２名ということで計８名が、雇用されているということで職員数の違いが

あるというところがございますので、その施設の機能、それから入浴施設の違いがあ

りますので、入浴施設のポンプ類などの機能の違い、それから職員数の違いなどが起

因されて違ってくるのかなというふうに思うところでございますけれども、例えばそ

の中身につきましても、例えば維持管理費、それから先ほど言ったように職員事業管

理、人件費ですね、そこら辺のところもきちんと比較すればもっと詳しく説明できる

のかなというところがあるんですけれども、申し訳ないんですが、今現状で手元の資

料で判断できるところにつきましては、先ほど述べたような施設の違い、それから職

員の雇用の違いなどによることから、金額の差が出ているのかなというところがあり

ますので、御理解いただきたいというふうに思います。 

 

◇委員長 ほかに質疑はありませんか。３番、上地議員 

 

◇上地委員 歳出について再度、４点ほど確認したいなと思います。まず、１点目であり

ますが、決算書４８ページ、２款１項３目で備考欄、広報広聴事業、説明資料にも１

ページの方に出ていますが、この中で２点ほどお伺いしたいなと。まず先にラインの

メッセージ配信、これについてはどれぐらいの方が利用されて配信を受けているのか。

また情報の内容についてはどのような内容かを聞かせいただきたいと。そしてもう１

点、下になりますが、ふれあい意見箱１０箇所設置。町の広報とかでも確認はさせて

もらってはいるんですが、どれぐらい意見があって、また意見によって反映されたも

の、または、事業とかに使われたものについては教えていただきたいなと、そのよう
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に思います。続けて、決算書６６ページの４款２項１目下段の備考欄下段中段の一般

廃棄物最終処分場管理運営費の「主要な施策の説明資料」の１０ページになりますが、

油圧ショベル１台購入で１，３９１万円で、実際これを導入したことによって、どれ

ぐらいごみの減量につながったのか。または、質問でも１回お聞きしたんですけどア

タッチメントとか付いているので、流木の仕分けとか災害時にも使えるというふうに

説明をお受けしたことがありますので、この点についてもう少し詳しくお聞かせをい

ただきたいなと。最後になります。決算書８２ページ、５目災害対策費の備考の中な

んですが、災害対策事務費等１，３９４万とありますが、これについてでありますが、

説明の方では、「施策の説明」の２２ページ、事業内容の中段、上から２点目になる

と思うんですが、東藻琴総合支所防災機能強化工事、自家発電設備整備により停電時

の非常用電源の確保ということが載っておりますが、これによってどれぐらい停電に

対応できるのか。実際、先月ブラックアウトとかで停電などもありましたので、この

ことについて、これを設備したことによって、どのように災害に備えているのか確認

したいと思います。 

 

◇委員長 総務課参事。 

 

◇総務課参事 上地委員より御質問のありましたまず広報広聴事業のですね、ラインの登

録に関することでございますけれども、まずラインのですね、配信につきましては、

イベントですとか観光情報といったようなものを中心といたしまして、基本的に毎週

１回配信をしているところでございます。２９年度末の登録者数といたしましては９

８５件の方がですね、このシステムに登録していただいているという状況でございま

す。また、もう一つ質問をいただいておりましたふれあい意見箱に関する件でござい

ますけれども、意見箱につきましては、町内の１０箇所の公共施設に設置をさせてい

ただいております。２９年度の実績といたしましては、意見総数といたしまして、３

８件ございました。こちらは意見箱といいますか、意見箱に御意見をいただいたのが

２４件ございますほか、メールでの御意見もいただいています。こちらが１３件。ま

た、さらに郵送での意見もいただいているところでありまして、それを含めまして３

８件ということでございます。内容につきましては、主にですね、公共施設の維持管

理に関することが主かなというふうに思っておりますけれども、そういった公共施設

の管理のほかにですね、施設の利便性の向上に関する御意見などもいただいていると

ころでございます。御意見といいますか、御指摘等もあるわけでございますけれども、

その一方ではですね、例えば除雪などに関しましては、非常にきちんとやっていただ

いているなどですね、良い意見もいただいているところでございます。以上でござい

ます。 

 

◇委員長 住民課長。 

 

◇住民課長 上地委員からの２点目の質問についてお答え申し上げたいと思います。大空
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町にあります最終処分場につきましては、住吉地区にございまして、平成１６年に供

用開始いたしまして、１５年が経過してございます。そういった中でですね、もう既

に１５年ということで、計画では満杯になる計画だったんですが、町民の皆様のです

ね、分別の徹底ですとか、減容処理によってですね、今のところの見込みですけども、

今後５、６年は延命化が図れるのではないかという予測を立ててございます。そうい

った中でさらにですね、減容処理するという目的に油圧ショベルを平成２９年度に導

入させていただいたところですけれども、それそのもののですね、油圧ショベルの導

入によっていくら減容されたかというちょっと詳しい数字まではまだ抑え切れてない

ところなんですけども、トータルして先ほど言いましたように、油圧ショベルの導入

について、減容化もさらに高まってきているということとなってございます。アタッ

チメント等も付いてございますが、女満別湖畔等に流れた流木等もですね、一時堆積

して流木等のですね、裁断等にも活用させていただいております。それについては裁

断をですね、最終処分場の覆土としても利用させていただいておりますので、その覆

土の土の代わりにその流木も使っているということで、さらに減容されているという

ことで考えているところでございます。以上です。 

 

◇委員長 地域振興課長。 

 

◇総合支所長 それでは、３点目の御質問でございますけども、災害対策事業の１つの工

事として、東藻琴総合支所の防災機能強化工事ということで事業を行っております。

この事業の内容につきましては、大型発電機を設置しまして、災害停電時の電源確保

というところの工事を実施しております。事業内容につきましては発電機の設置、そ

れから電源の配線工事、キューピクルからの北電からの電源と非常用発電の電源の切

換工事、そういったものを実施しております。この工事につきましては、以前からご

ざいました消防の東藻琴出張所の中にですね、非常用電源として、停電時の電源とし

て、発電機を持っておりましたけれども、それをですね、大型化した中で電源の確保

をするということで、消防の電源確保、それと併せて総合支所の電源確保ということ

で大きさといたしましては、５０キロの電源を確保したところでございます。消防で

１０キロ、それから総合支所で４０キロというところで使用できるような設備となっ

ているところであります。消防の方はこれまで同様、使えるということでありますけ

ども、総合支所の方ではこれまで使えなかったというところで、全施設総合支所の全

部を賄えるわけではございませんけれども、１階の執務室、それから２階の教育委員

会の執務室というところの電源確保というところで実施をしたところでございます。

今回、胆振東部の地震に絡みます停電がございましたけども、その時に非常用電源を

動かせていただきまして、その中では庁舎内、それぞれ電源確保はできまして、パソ

コン系統、これはネットワークではありませんけどもパソコン本体ですとか、プリン

ターはネットワーク以外であれば、プリンターも可能というようなことで、ネットワ

ーク回線は今回使えませんでしたけども、施設の中の電源確保ということでいけば、

通常の業務ができたというような状況になっております。これらの電源確保はできた
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ということで、災害対策本部を今回設置されておりますけども、その中での動きとし

ては、電源も確保できるということで動きについてはですね、やりやすかったものと

思っております。最終的には、女満別地区とですね、ネットワーク網を構築した中で、

災害対策に当たれればというふうに思っております。昨年、実施したことによって今

回の停電対応ができたものと思ってございます。内容的には以上でございます。それ

と、発電機の大きさからいきまして、１７０リッターの燃料タンクを有しております。

大体１時間当たり、１２リッターぐらいの最大ですね、最大１２リッターぐらい使用

するというようなことで１４時間ほどの燃料を使用ができると満タン時ですね、そう

いうような発電機となっております。ですので、燃料確保も大事だというふうに思い

ますけれども、今回でいけば若干足りなかったというところで１回ですね、給油をさ

せていただいて回したというような状況でございます。以上でございます。 

 

◇委員長 ここでお詫びを申し上げます。先ほど総合支所長を地域振興課長というふうに

私が指名いたしましたので、重ねてお詫びを申し上げたいと思います。失礼いたしま

した。 

 

◇委員長 ほかにございませんか。５番、原本委員 

 

◇原本委員 ３点ほどちょっと質問したいと思います。１点目、６６ページ、健康増進対

策費の中の委託料、１１４万８，１８６円という不用額が出ているんですけども、成

果を説明する書類の中でがんＰＥＴを受けている人数が８名となっていました。これ

実際に予定されていた人数は何名だったかをお聞きしたいと思います。それで次、２

点目、７０ページ、この中のヘプタクロル残留対策事業費の１３万１，０００円とあ

ります。この１３万１０００円というのは少ないんですけど、これはどういう対策と

して出しているかお聞きしたいと思います。３点目、９２ページ、山園ふるさとセン

ター管理費２８０万なにがし、これはどこに支払われている管理費をお聞きしたいと

思います。 

 

◇委員長 福祉課参事。 

 

◇福祉課参事 ただいま原本委員から御質問にありました健康増進事業におけるがん検診

の部分、御質問があったかと思います。これにつきましては、この健康増進事業費の

委託料の中で、各種のがん検診の委託料を組んでございます。胃がん検診であるとか、

肺がん検診、大腸がん検診、乳がん検診、子宮がん検診、それぞれございまして、そ

のほかピロリ菌検査であるとか、北見日本赤十字病院の方で行っておりますＰＥＴ-Ｃ

Ｔ、検査へその委託料につきまして、計上させていただいているところでございます。

実施に際しまして、それぞれ主要な施策の方にも出ておりますけども、対象者につき

ましては、胃がん検診であれば、４，９０７人、肺がん検診であれば、同じく４，９

０７人、大腸がんも同じ４，９０７人、子宮がん、乳がんなりますと女性等となりま
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すので、３，１７０人、乳がん２，６７９人となってございます。ですが、実際の受

診の方はですね、健診していただける方については、書いているとおり少ない受診者

数でございまして、受診率については、胃がん検診が１３．１％、肺がん１１．３％、

大腸がん１６．４％、子宮がん１１．６％、乳がん検診１４．８％ということで、な

かなかの高い受診率にはつながっていないところでございます。町といたしましては、

がんに限らずですね、病気について早期に発見することが大切かと、そのように考え

ております。治療開始に結びつけていくことが最も、それらを早期に発見することに

つながりますので、今後も対象者への通知、こちらは特定健診の受診とも重なる部分

もあろうかと思いますけども、そういった通知であるとか、一定の年齢の方に対する

無料クーポン券の交付も引き続き行っていきながら、多くの方のですね、健診を受け

ていただけるよう取り組んでまいりたいと、そのように考えておりますので、ＰＥＴ

はですね、１０人の予算を組んでいるんですけども、平成２９年度につきましては８

名しかですね、無かったと。その前年等につきましては、１０人の枠の中で１０人さ

れていたんですけども、２９年度８名ということになっております。 

 

◇委員長 産業課長。 

 

◇産業課長 原本委員のヘプタクロル残留対策事業の関係の御質問でございます。ヘプタ

クロルは、ＤＤＴなどを残留性有機汚染物質の１つでありまして、土壌残留性が高く、

農薬登録が失効しました有機塩素系の殺虫剤でございます。３０年以上前に使われて

いたものが土壌に残っておりまして、かぼちゃなどウリ科の農作物がヘプタクロルを

吸収しやすいという性質を持っております。野菜品目のかぼちゃの安全性の確保に向

けまして、農薬の適正使用の一層の徹底を図り、食の安全と消費者の信頼を確保する

ため、農業者が行う出荷後、集荷前のヘプタクロルの残留状況の調査を行うという事

業でございます。これに対しまして、補助金を交付しておるわけですけども、これに

つきましては、国からの補助金を受けて交付しているところでございます。 

 

◇委員長 生涯学習課参事。 

 

◇生涯学習課参事 ９２ページの山園ふるさとセンターの関係で御質問がございましたの

で、経費の内訳について御説明を申し上げたいと思います。通常、山園ふるさとセン

ターにつきましては、維持管理の賃金、それから燃料費、光熱水費、施設小破修繕と

いうような形で年間約２２万９，０００円程度の経費を掛けておりますが、平成２９

年度につきましては、付属していましたプールの解体を行っておりまして、その金額

が２６３万５，０００円となっております。よりまして総額が２８６万４，０００円

ということでございます。また、ちなみに平成３０年度、今年度でございますけども、

隣接しておりました保育園と視聴覚室も取り壊しの工事を今実施しているところでご

ざいます。支出先ですけども、プールの解体につきましては、船橋西川建設の方に支

払いをしているところでございます。 
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◇委員長 ５番、原本委員。 

 

◇原本委員 今、山園ふるさとセンター、委員会のなかでも聞いたかもしれないですけど

も、ちょっと確認したくて質問しました。がんＰＥＴの人数も１０人枠があるという

ことで、ありがとうございます。１点だけ、ヘプタクロルの残留検査をやっているん

ですけども、実際に、検出されているのかどうかだけ、ちょっとその現状を聞きたい

と思います。 

 

◇委員長 産業課長。 

 

◇産業課長 ヘプタクロルの残留の状況でございますけど、基準値がございまして、それ

を超えて出荷等をされているという情報は聞いてございません。 

 

◇委員長 ７番、品田委員。 

 

◇品田委員 ７０ページ、ひがしもこと乳酪館管理費。先ほど来から、ふるさと寄附金の

返礼品のことでチーズの話が出ておりますけれども、いよいよふるさと返礼品もです

ね、大変な状況になっていまして、新たなる事業展開といいますか、していかなけれ

ば相当激しい戦いですので、その戦いに残っていかなければならないということでち

ょっと御質問させていただきたいと思います。いつもの乳酪館の中で、チーズの品質

管理、改良、新しい商品群、そういったチーズに関する展望といいますかね、そうい

うものをしっかりとサポートしてやっていく、やっていけるグループというのはある

んでしょうか。そのことをちょっとお聞きしたいと思います。今年ですか、パッケー

ジの機械を買われましたけども、品質の向上とか、いろいろほかの地域も一気にチー

ズに向けて動き出しているというニュースもあります。まして北海道は酪農王国でご

ざいますので、大変し烈なことになると思いますのでちょっとお聞きをしたいなと思

います。 

 

◇委員長 地域振興課長。 

 

◇地域振興課長 ひがしもこと乳酪館におけるチーズ等の生産と品質等についての御質問

かと思いますのでお答えしたいと思います。現在、ふるさと返礼品でチーズの売り上

げも伸びている状況にございまして、昨年来、チーズを製造する上で、在庫がなかな

か確保できないような状況もございました。それで平成３０年度予算で、チーズバッ

ト、チーズを生産する機械をお認めいただいて、導入させていただいたところでござ

いますが、先日の９月末に機械が導入され、今後、増産に向けて、生産をしていきた

いと考えているところでございますけれども、今言われました指定管理で、めまんべ

つ産業開発公社の方に指定管理しているところでございますけれども、なかなか人の、
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何と言いますか、新しい人を募集して雇用したりもしていますけれども、一長一短に

すぐ熟練するというわけにもいきませんので、今後、そういった新しく入った方を指

導しながらですね、生産体制を整えていくように努力してまいりたいというふうに考

えておりますので、御理解をいただければと思います。 

 

◇委員長 ７番、品田委員。 

 

◇品田委員 昨日だと思いますけども、たまたまテレビでチーズの話をしておりまして、

札幌で全国チーズコンテストがありまして、著名人が点数をつけて優位を争ったと、

こういうふうなニュースがありまして、１番は何と喜茂別ということで、町長と私が

ふるさと返礼品の話で一般質問で問答した時に喜茂別の職員が、うちはもう魚も肉も

何もない町で困ったもんだという話をしたという話を例題で言ったんですけども、ど

っこい、そうじゃなくて、酪農の町の喜茂別が一気に工房を打ち立て、個人だろうと

思いますけども、１件ならず２、３件がいろいろ試行錯誤して、勉強してコンクール

に出品したと。それが日本一になったと。これはもう全国に多分、報道されてですね、

一気に受注がいくだろうなと。そういう時代です。ですから、いつまでもこれで勝ち

戦ということにはならないということでありまして、本当に乳の出る土地が本当にチ

ーズのおいしい土地なのか、場所なのかどうかっていうこともありますけれども、や

っぱり勉強熱心の地域に最終的には負けるという考え方もありますので、コンクール

など出品されたのでしょうか、行ったのでしょうか。ちょっとお聞かせ願いたいと思

います。 

 

◇委員長 地域振興課長。 

 

◇地域振興課長 今、チーズ等をコンクール等に出品しているかというお話でございます

けれども、私の知る範囲ではそういった形で出品してというお話はちょっといただい

ていないところでございますけれども、いろいろな乳酪館も乳製品を作っておりまし

て、それを安定的に生産して在庫する。あと、今後また研究開発を進めながらですね、

新たな商品化等についても、努めていかなければならないかと思いますけれども、そ

ういった出品ということでは、今のところそういったことを乳酪館の指定管理の方と

は話合った経緯はございませんが、今後とも商品開発、安定的な生産に努めてまいり

たいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

◇委員長 品田議員、決算の審査でございますので、希望等につきましてはですね、新年

度の中でやってもらえればと思うんですけども、どうしてもまだ何かありますか。 

 

◇品田委員 いや、よろしいですよ。 

 

◇委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。８番、齋藤委員。 
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◇齋藤委員 旧豊住小学校のことなんですけども、これページどれを言ったらいいんだか

ちょっと確認できなかったんですけども、今の現状はまだ普通財産のままだと思いま

す。その中で毎年、柔道で合宿したり、いろんな形で使用されております。その中で

要綱なり規約がいまだ決まっておりませんよね。その中でこれからどういう処理をし

ていくのか。万が一何かあった場合どういう処理をしていくのか、その辺だけお聞か

せください。 

 

◇委員長 生涯学習課参事。 

 

◇生涯学習課参事 旧豊住小学校につきましては、今年度の町長の施策の中でも条例化を

図るということで、担当課の方でも鋭意、条例化の取り組みをしているところでござ

います。普通財産から行政財産になるということで、その施設のですね、正確な位置

づけを図ろうということになっておりますので、今後ですね、議員の皆様に条例化に

ついてですね、お諮りしながら進めていきたいというふうに考えております。 

 

◇委員長 ８番、齋藤委員。 

 

◇齋藤委員 寄宿舎という立場では何年も使用しておりますけども、早い段階でね、条例

を作っていただきたいと思います。以上です。 

 

◇委員長 ほかにございませんか。 

（「なしの声」あり） 

◇委員長 なしと認めまして、これで一般会計歳出の質疑を終わらせていただきます。こ

こで１０分間休憩をいたします。 

 

    （休憩 午後 ３時３５分） 

    （再開 午後 ３時４５分） 

 

◇委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。認定第１号から認定第８号までの８件の質

疑を続けます。 

 

◇委員長 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 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。 

 

◇委員長 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
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か。 

    （「なしの声」あり） 

◇委員長 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。 

 

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

んか。 

    （「なしの声」あり） 

◇委員長 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。 

 

◇委員長 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 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 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。 

 

◇委員長 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 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。 

 

◇委員長 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 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。 

 

◇委員長 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

疑ありませんか。４番、田中委員。 

 

◇田中委員 財産の調書の方で２点ほど質問をさせていただきます。６ページですか、こ

れリールマシンの下の下から２番目なんですけれども、ブームスプリンクラーという

のが１式とありまして、８ページにも上から２番目にブームスプリンクラー１台とあ

りますが、これ、物は同じで、片方は１式ですからホースとか付いているとかそうい

うことなのかをお聞きしたいのと、それからもう１点、東藻琴地区の物品なんですが、

先ほど除雪機で４台で２台を入れて６台ということだったんですが、９８ページ目に
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も除雪機１台とあるんですが、これと除雪機は全然別物の除雪機なんでしょうか。そ

こをお聞きしたいと思います。 

 

◇委員長 暫時休憩します。皆さんにお諮りいたします。ただいま暫時休憩を取っており

ますけれども、調査に若干時間を要するということなので、開会はブザーをもってお

知らせすることにいたします。よろしくお願いいたします。 

 

    （休憩 午後 ３時５０分） 

    （再開 午後 ４時１２分） 

 

◇委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。総務課長。 

 

◇総務課長 田中委員の質問に対しまして、時間を持たせいたしまして大変申しわけござ

いませんでした。御質問のありました６ページのブームスプリンクラー１式、それと

８ページの左側の表のブームスプリンクラー１台と、この表記の仕方の違いについて

の質問がございました。この点につきましては、６ページのブームスプリンクラーに

つきましては、上にありますリールマシン付属物というようなことでございますので、

１式として処理させていただいております。８ページのブームスプリンクラー１台に

つきましては、ただいまちょっと詳細を調べてございます。また、この辺につきまし

てはまた後ほど私どもも今、台帳の方で今探しておりますけれども、ちょっと明確な

回答ができないというようなことで、後ほど御報告させていただきたいと思います。

そのほか１３ページ、除雪機１台。それから１４ページの左側表の下の除雪機４台と

いうことに同じような機械がページにまたがって載っているということにつきまして

は、管理している私どもとしましては、各施設ごとに基づいて、この記載をしている

ところでございます。ですので、１３ページの除雪機につきましては、ひがしもこと

乳酪館にある手押し式の除雪機でございます。また、１４ページの方につきましては、

２台につきましては、先ほど説明いたしました。東藻琴診療所と地域振興施設に新た

に２台を購入していると。そのほか４台につきましては、東藻琴高校、幼稚園等をそ

れぞれそれごとにですね、なっておりますので、ここで言いますと４台は、東藻琴高

校、幼稚園、小学校、中学校の４台ということになってございます。備品の台帳の仕

方につきましては、ちょっと不逞がございまして、すぐ回答ができなかったことをお

詫び申し上げます。この台帳につきましては以前も御質問があってですね、どこの所

管かちょっと分からないところもございますので、今後これにつきましては分かりや

すい資料に努めてまいりたいと思いますので御理解いただきたいと思います。 

 

◇委員長 ４番、田中委員。 

 

◇田中委員 除雪機の方で御説明いただいたんですが、これ、それでいいんですけれども、

乳酪館の方で１台ということだったら、他の所も全部１台、１台、１台、１台、１台
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となっていくはずなんだけど、これは４台になっているということは、これはやっぱ

り除雪機は除雪機とかで全部まとめて見やすいようにするっていうのが本当だと思う

んですよね。それからさっき言わなかったんですけど、これチーズバットもこれ２つ

ありますからね。だからその辺もちゃんとこれからの見やすいように、分かりやすい

ように是非整理していただきたいと思います。その方が業者さんは助かると思うので、

是非お願いします。終わります。 

 

◇委員長 総務課長。 

 

◇総務課長 今御指摘ございました４台につきましては、教育委員会の学校関係というこ

とで４台まとめてございました。そのほかにも、各施設において除雪機があります。

実際に私どもの方につきましても、これについては今後、分かりやすいように説明で

きるように様式等の変更を考えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。どうしても新しい機械とか出ますと名前の若干違いがございまして、一緒にする

ことはできないものがありますので、ページの最後の方に新しい施設を追加させてい

ただいているということでもありますので、この辺も含めて今後十分検討させていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

 

◇委員長 ほかに質疑ありませんか。 

    （「なしの声」あり） 

◇委員長 なしと認めます。これで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。 

 

◇委員長 次に、監査委員の決算審査意見書についての質疑については、本日１時までに

通告はありませんでした。これで監査委員の決算審査意見書についての質疑を終わり

ます。 

 

◇委員長 これから総括質疑を行います。主要な施策の成果を説明する書類及び平成２９

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、各会計を通じ

て総括的な質疑があれば発言を許します。質疑はありませんか。８番、齊藤委員。 

 

◇齋藤委員 先ほど同僚議員の方で職員の研修事業のことについて質疑されました。これ

につきましては、答弁からお聞きして内容も分かったところであります。それで私の

方からですけども、角度を変えて質疑させていただきたいと思います。ストレスチェ

ックを通じて職員の個々の状況については、把握について努められていると思います

が、最近特に感じるのは、メンタルヘルスの不調によって病気休暇の職員が随分多く

見受けられるように感じられます。個人的には少し違和感を感じておりますが、本人

から医者の診断書が出されれば、それも仕方ないことなのかなと思っております。そ

れでですけども、差し支えがなければ、平成２９年度の病気休暇の取得者数、それと
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その内容について、それとまた差し支えがなければ、今年度の病気休暇の認知数につ

いても重ねてお聞きかせください。以上です。 

 

◇委員長 暫時休憩します。 

 

   （休憩 午後 ４時２１分） 

   （再開 午後 ４時２２分） 

 

◇委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。総務課長。 

 

◇総務課長 齋藤議員の御質問でございます。病気休暇の取得状況ということで、大変申

し訳ありません。ちょっと２９年度の実績、私今ちょっと資料をお持ちしてございま

せんが、３０年度につきましては、メンタルの不調による休暇についてはですね、現

在３名につきまして病気休暇を取得してございます。この３名につきましては、今現

在、休暇中でございますけれども、復職に向けて、復帰に向けてお試し勤務というよ

うな形で午前中勤務、また１週間午前中勤務、また次の週３時までの勤務、そのほか、

またその次の週フルタイム勤務、そういうお試しをしながらですね、職場復帰ができ

るような状況であれば、職場復帰をするというようなことで現在３名の職員、各々現

在お試し出勤中でございます。２９年度についてはですね、ちょっと確かなことが、

私今資料を持ち合わせてございませんので、また後ほど御説明させていただきます。 

 

◇委員長 ８番、齋藤委員。 

 

◇齋藤委員 ２９年は分からないということなんですけども、３０年は３名。自分で思う

のは、中には薬を飲みながらでも出てきて頑張っている職員もいるのも分かっており

ます。その中で、各課各グループで、人数的に余裕のない人員配置で大変だと思いま

す。その中でグループ制を導入したことによって、責任感を持って一生懸命仕事をさ

れている職員、また問い合わせに対してすぐに対応してくれる職員に対しては、どう

しても仕事が偏り、結果としては、その職員も最終的には病気になるのではないかと

心配しております。そのようなことのないように、どのような改善を考えておられる

のか、その辺聞かせください。 

 

◇委員長 総務課長。 

 

◇総務課長 メンタル不調についてはいろんな理由がございまして、一概に同じ理由では

ないというふうに私も理解しています。当然、業務上の悩みや家庭の悩みもありなが

ら、皆さん日々生活している中で、私ども職場としては、グループ制の中で、お互い

に業務の内容を補完し合いながら仕事を進めていっていただくというようなことで現

在進めております。どうしてもはこういう部分につきましては、避けて通れないなと
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いうふうに思っておりますし、また、通常のメンタルの部分では、躁うつ病というも

ののほかに、また新たな新うつ病というような、病名までは付いておりませんけれど

も、そういうような診断も出ている状況にございます。どうしても、いろいろなスト

レスや負担が掛かってしまうのは事実でございますが、今後こういうことがないよう

に十分気を付けてというんでしょうか、職員の中でですね、協力し、補完し合ってい

きたいということしかないかというふうに思っておりますし、また、それに向けたメ

ンタルヘルスの研修等も実際にございます。実際に管理する側としての資質の問題も

出てくるかなとそういうための研修もありますので、今後そういう研修も受けながら、

職員の育成に努めてまいりたいというふうに思っております。以上です。 

 

◇委員長 山下町長。 

 

◇町  長 この件につきましては、私からも少しお話を申し上げたいと思います。やら

なければならないことはたくさんありますけれども、今までのいろんな議論を総合し

ていきますと、余裕がないということが１つあるだろうと、そのように思います。そ

れを解決するためには、職員数を増やすということと業務量を減らすということでは

ないかなと、そのように考えております。そういったことを実践できるように取り組

んでいきたいなと思っております。 

 

◇委員長 ８番、齋藤委員。 

 

◇齋藤委員 先ほど２９年度の人数は分からないということでしたけども、本年度見てい

て、ある課ではね、本当に２人ほど欠員になっていて、１人の職員が大変な実態も見

ております。なかなか本当にそれで対応していくのか、これから暮れに向かってどう

対応していくのかなという心配もありますけども、それで結局、最終的に一生懸命や

った職員が倒れるようなことがあったら、かえって今度違う形で問題が出ると思うん

です。その辺もずいぶん注意して進めていただきたいと思います。 

 

◇委員長 総務課長。 

 

◇総務課長 委員の言われたとおりでございます。年末を迎え、これから予算編成もあり

ます。またいろんな事業もございます。職員の募集についても今鋭意しているところ

でございますが、いずれにしましても、新年度に向けて職員の退職、それから今現在、

退職した人数も予定している人間もいますので、それらを踏まえて、来年の４月１日

に向け、今現在職員採用に向けて努力してございますので、今後とも、御指導よろし

くお願いいたします。 

 

◇委員長 ほかにありませんか。１１番、松田委員。 
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◇松田委員 主要な施策の成果を説明する書類から抜粋したいと思います。６ページ、障

害者相談支援事業、これは総合戦略になっております。２９年度は、実績を見ると新

規計画作成者が４４件、この数字を私自身考えてみると大変多いような気がするんで

すが、この要因は何なのだろうかなと。それと、もう一つ。この相談支援事業に関わ

っている町内の該当者は、その後ろに継続支援４２件とありますけども、それを含め

て何人いらっしゃるかなとまずお聞きしたいと思います。それともう一つ、２６ペー

ジ。これも総合戦略の教育文化合宿補助事業ですけども、大変この事業については、

人口が増えない中、本町においても交流人口が増えるということの１つのツールとし

ては大変ありがたいことだと思います。２９年度、これ２９年度の補助のあり方をち

ょっと教えていただきたいと思います。また、もう一つ、この補助事業の合宿の補助

事業の考え方ですけども、これについてはですね、地域の取り組みを、内容を見てみ

ると、地域のスポーツ少年、地域のスポーツの振興、それから交流、それから地元に

滞在してもらうと、そういう要件なんだろうと思いますけれども、そこで一線引いた

形の中の事業として理解していいんでしょうか。これについてお答え願いたいと思い

ます。 

 

◇委員長 福祉課長。 

 

◇福祉課長 主要な施策によります相談事業の件数でございます。この内容につきまして

は、新規といたしまして４４件、継続支援４２件という内容でございます。計画作成

につきましては年２回、計画を作成していると。それで、継続支援につきましては、

モニタリングという形で聞き取りを行った状況で年に１回ないし２回行っている状況

でございます。ここに新規という計画策定となっておりますが、従来から受けている

方もですね、改めて計画を作成するということで、新規というふうに計上してござい

まして、新規の方が引き続いて、１年間の中で支援を行うというモニタリング調査の

ことを継続支援という形で整理しているところでございまして、一度掛かった方は継

続で、次からまったく掛かっていない人が新たに計画を作成するというわけではなく、

もともと継続されている方が年度ごとに計画を作った場合でも、新規というふうに取

り押さえているという内容でございます。もう一度説明をさせていただきます。新規

作成４２件につきましては、障害の方の計画策定での人数は大体子どもの方で２０名

程度、大人の方で８０名程度が障害の支援を受けている状況となってございます。こ

の方については町内、町外の事業所において相談支援を受けている方でございまして、

町内についてはそのうちの内数という形になってございます。その方については毎年

支援計画というのを作成する形になるんですけれども、その方が一度掛かった方につ

いて、その次年度も掛かれば、また改めて新規という形で計画書を作成するという形

になりまして、その方が随時新規という形で毎年計画書を策定するというふうに抑え

ておりまして、この表現としているところでございます。表現的にちょっと紛らわし

い表現になっているかと思いますので、その辺につきましては、改めて表現内容を変

えていきたいというふうに思っております。継続支援につきましては、モニタリング
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調査という形で、その方がどういうふうに継続支援をしているかという形の調査でご

ざいます。それについては継続支援という形で計画書作成等支援という形で分けてい

るという状況でございます。今一度内容について分からない表現になっていると思い

ますので、その辺については、次年度以降整理していきたいというふうに考えており

ます。町内におきます、その事業所に掛かっている人数につきましては、全体人数が

近隣の事業所、網走ですとか美幌の事業所の方で支援計画を作成している方もいらっ

しゃいますので、町内の方につきましては大体そのうちの８０名ですと大体その半分

ぐらいが町内の本町の事業所で計画書を作成しているというふうに抑えております。

今のところちょっと詳細については抑えておりませんので、申し訳ございません。大

体大まかではございますけども、以上でございます。 

 

◇委員長 生涯学習課参事。 

 

◇生涯学習課参事 松田委員の御質問にありました合宿事業の関係でございます。まず、

合宿事業の補助制度について御説明を申し上げたいと思いますが、合宿の補助事業に

つきましては、現在ですね、３日以上町内に宿泊された方につきましては、１日２，

０００円を初日から補助をしているところでございます。また、柔道合宿のように、

やむを得ず町内の宿泊施設が使えない場合に限りまして、町外に宿泊した場合につい

ても３日以上宿泊した場合について１泊２，０００円の助成をしているところでござ

います。また、高校生以下に限りまして、１日１，０００円の栄養費を出していると

ころでございます。そのほかですね、柔道合宿、バスケット合宿、平成２９年度でい

けば、野球の札幌高校の合宿、それからバレーボールの山の手高校の女子の合宿、文

化合宿で玉川大学の梅沢ゼミの合宿、それから相撲合宿などを受け入れているところ

でございます。平成２９年度でいけば、延べ３，５５５名の人員の方が大空町を訪れ

ていただいているということになっておりまして、北見で試算されている経済効果、

簡易的な計算による経済効果でございますと、約６，１００万円程度の経済効果があ

るのではないかというふうに考えております。また、経済効果のほかにですね、一番

重要なことといたしましては、身近に優れた競技が見られるというのが一番ではない

かというふうに思っております。また、合宿をするにあたりまして、町民の還元も条

件となっておりますので、大学や高校の専門的な指導者による町内の子どもたちへの

専門的な指導も受けているというようなことからですね、スポーツ合宿の振興に大い

につながっているのではないかというふうに考えているところでございます。また、

特別に柔道合宿につきましてはですね、合宿の誘致ということもありまして、来られ

る費用については、柔道団体の負担ですけれども、来られてからの費用については、

大空町の負担という取り決めがなされておりまして、その中でホテルに宿泊されます

と多大な費用が掛かるというようなことから、特別に豊住で、皆さんで合宿していた

だいているというような状況でございます。また、バレーボールの山の手高校の女子

につきましても、誘致合宿ということでございまして、バスの送迎費用について、合

宿の方で入れているというようなこととなっております。概要については以上となっ
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ております。 

 

◇委員長 １１番、松田委員。 

 

◇松田委員 相談支援事業の数字のこの表記の仕方については、課長の方から今説明いた

だきましたけども、対象者として、相談支援事業を直営でやっていましたよね。その

時から移管されました、ちあふるに。その時から対象者の増減はどうなっているんで

しょうか。そこだけちょっと確認させてください。 

 

◇委員長 福祉課長。 

 

◇福祉課長 昨年度の実績でございますけど、昨年が３８件の件数でございまして、それ

が町内の方で今４２件となってきていますので、大体実績の方は上がってきていると

いうふうに考えております。 

 

◇委員長 １１番、松田委員。 

 

◇松田委員 それでは２９年度、この相談支援事業サービス計画の作成、それからモニタ

リングをやっているということですけども、そのほかに何か取り組んでいる部分、業

務はどのような業務をされているのか。 

 

◇委員長 福祉課長。 

 

◇福祉課長 障害者支援相談業務の委託内容でございますけれども、業務内容につきまし

ては、指定特定相談支援事業、指定障害児相談支援事業、障害者に関する基本的な相

談業務ということがありまして、その相談業務につきましては、福祉サービスの利用

援助ですとか社会資源を活用するための支援、社会生活を高めるための相談支援、権

利擁護のために必要な相談支援、専門機関の紹介という形と併せまして、障害支援区

分の認定調査業務というのを委託業務としております。 

 

◇委員長 １１番、松田委員。 

 

◇松田委員 発言の形がちょっと難しいんですけども、これから就労前の子どもたち、そ

うしたケアって本当に大切だと思っています。だから、ただ単にサービス計画、それ

からモニタリングではなくて、今言った業務のことも含めて、せっかく相談支援事業

ができているんですから、それは当町におけるちあふるの今後の形態のあり方にもつ

ながる事業だと思っていますので、そのサービス計画、モニタリングにとどまらず、

ほかの業務もしっかりできるような延べ日数ですかね、そういった利用者に対しての

報告というのもあってもいいんじゃないかなと、そんなふうに感じています。どうお
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考えでしょう。 

 

◇委員長 福祉課長。 

 

◇福祉課長 委託先の報告につきましては、この計画作成業務、モニタリングの業務のほ

かに、先ほど言いました相談業務内容についての報告もいただいているところでござ

います。ただ、その内容につきましては、今回の主要施策には掲載してございません。

逆にその辺、誤解を生むというかその辺のしっかりした報告ができていないことに対

しまして、お詫び申し上げます。一応、毎月の報告については、大体、各相談業務で

１０件程度を行っている状況でございます。その報告と相談区分認定が１件、２件と

その都度、その業務内容についての活動した内容については、報告をいただいている

ところでございます。 

 

◇委員長 １１番、松田委員。 

 

◇松田委員 次に合宿のことですけども今、補助のあり方で、当初の取り組み方、形態で

誘致という言葉が、表現がありました。いろいろその中で違いはあるんでしょうけど

も、ただ危惧するところはですね、今年の２９年度は１，２００万、これからは今後

どれぐらいの希望があるか分かりませんけども、私どもの町も、こういう表現は適当

でないかもしれません、無い袖は振れないので、この補助のあり方というのも、この

２９年度の状況を見て、今後検討すべきではないかと考えているところです。そこの

点についてはどうお考えでしょうか。 

 

◇委員長 生涯学習課参事。 

 

◇生涯学習課参事 合宿につきましてはですね、人がどんどん増えてくれば、金額も増え

るというなことになっておりまして、平成２９年度については、２回ほど補正させて

いただいたというような経過があると思います。本年度ですけども、ちょっと制度を

見直ししておりまして、宿泊のキャップ、それから栄養費のキャップを設けまして、

それ以上何日来てもですね、それ以上出さないというような形で事前にですね、合宿

の参加者の皆様に御連絡をいたしておりまして、それでもよかったら来ていただけま

せんかというような形で今年は実施をしたところでございます。特に柔道については

ですね、御覧になった方もいらっしゃるかと思いますけれども、体育館が狭くて練習

ができないというような状況を見られた方もいらっしゃるのかなと思いますけれども、

今年に限って言えばですね、前期、後期でそれぞれ振り分けをしてですね、ちゃんと

道場内で、体育館内でちゃんとした練習ができるようにというような配慮をしたとこ

ろでございますし、キャップを付けましてですね、前の方、後ろの方というような形

で補助させていただいたというような状況でございます。以上でございます。 
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◇委員長 １１番、松田委員。 

 

◇松田委員 その対応については、多少なりとも今後変わる可能性の要素は持っているも

のですけども、だからこそしっかりとこの補助のあり方、特に相手方にはしっかりと

理解、周知した形の中でお互い気まずくならないような形の中で、この事業を進めて

いただければと思います。終わります。 

 

◇委員長 生涯学習課参事。 

 

◇生涯学習課参事 松田委員が言われているとおり、せっかくですね、これだけを柔道に

関してもバスケットに関しても、オホーツク管内の大空町っていうのは結構、道内で

も名前が通った良い合宿になっているというように、柔道の方やバスケットの方言わ

れております。金額も含めまして、より濃密な合宿が受け入れられるように、経費が

ですね、なるべく抑えられるようにということで、事前に皆様に、参加される皆様に

情報提供しながら、継続して取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 

◇委員長 ほかにございませんか。１０番、深川委員。 

 

◇深川委員 全般を通しまして予算執行については、限られた予算の中で、監査意見書に

あるとおり、努力をされていると思います。他市町村と違い、合併特例債による予算

高とも考えられますけれども、しかし合併後１０年も過ぎ、将来に向け、償還が厳し

くなるような思いもされます。特に両地域に同施設、町内に２つの施設があったり、

また、イベントもそれぞれ両地域とも継続をして行われており、住民からは感謝をさ

れているところでありますが、将来に向けて集客、ただいまの前出議員の合宿の問題

もありますけれども、集客利用、そして付加価値を付けてＰＲ、今後に向けての考え

方を町長にお聞きしたいと思います。 

 

◇委員長 山下町長。 

 

◇町  長 先日、行政改革委員会が開催をされました。その折にも私どもの町の現在の

財政状況などをお示しをしたところでございます。その中で、その実際には会議が終

わった後のフリートークというでしょうか、懇談の中でも、委員の方から実際はどん

なことを考えているのかというようなことのお尋ねもございました。その中で私が申

し上げましたのは、施設などについても見直しを図っていかなければなりませんと。

老朽化している施設が多いわけでありますけれども、それを統合するものも必要でし

ょうし、中には新しくしなければならないものもあると、さらに廃止をしていく、役

割が一定程度終わったというものもあるのではないかと。さらに両地区でそれぞれ過

去にはいろいろな経過の中からイベントを開催してきておりますけれども、そういっ

た中で、内容の似通ったものもあると。そういったものをいかにして統合していくか
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と、そういったことも必要ではないかと、そのようにお話を申し上げたところであり

ます。先ほど、職員のことについてのお尋ねもございましたけれども、職員数を増や

すということももちろんなんですけれども、一方では本当に行政がどこまでやればい

いかと、もう少し減らすことができる部分もあるのではないかと、そういった考えを

基にですね、施設やイベントのあり方というものも考えていかなければならないなと、

そのように考えております。その時に注意しなければならないことは、大空町として

何を残していくか、もしくは、どういったところをアピールしていくか、そういった

ことをですね、考えながら統合なり廃止なり、新しい物に切り換えるなり、そういっ

たことをしていかなければならないのではないかなと。経費の面も当然大切なわけで

はありますけれども、そういった両方の側の意識を持った中でいろいろと精査をして

いきたいと考えているところでございます。 

 

◇委員長 １０番、深川委員。 

 

◇深川委員 厳しい将来があるのかなと思っておりますけれども、イベントを含め、特産

品、先ほど前出議員からもチーズの話が出ましたけれども、このオホーツク地域はチ

ーズの生産の競争率は１番低い地域となっております。ほかの地域については、かな

り競争率が激しいということもありますし、もう一歩踏み込んでチーズの開発をして

はどうかと。また、観光についてもグローバル化が図られる観光施設があり、また、

何といっても空港があるという強みがあります。イベント、特産品、観光、そういっ

たほかの事業も含めた中で、単独ではなく、連携を持たせた中で、ＰＲ、知名度のア

ップ、そして発信力につなげていければと、このように思いますが、知名度がアップ

することによって、やはりそこに住む町民が誇りを持てるという、そういったまちづ

くりに向けて、次年度に向けて、バランスの取れた予算付けの考え方を再度お聞きし

たいと思います。 

 

◇委員長 山下町長。 

 

◇町  長 先ほどチーズの商品開発の話などもありました。数年前から高級感のあるチ

ーズの新商品の開発ということに委託先であります産業開発公社は取り組んでくださ

っております。それに呼応すると言いましょうか、併せて要望もありましたので、乳

酪館の施設整備も行ってきております。しかしながら、試作品はできるんですけれど

も、まだまだ商品として出来上がっているという話は聞きません。一方で、ふるさと

応援寄附金が先ほど言いましたようにチーズの返礼品の御用命も多いということで、

現在あるチーズをいかに増産するか、そしてその品質を保つかということに、今は精

いっぱいの状況があって、なかなか新しい商品の開発までには至っていないというの

が現状かと受けとめております。そんな中で、やはり課題となってくるのは、人材の

確保と育成というところが大きく課題となっているのではないかと思います。もっと

もっと乳酪館でも、たくさん今までより売れているわけですから、さらに人を雇って、
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そして、そういった人を確保しながら増産をする、それはほかのところでも同じでは

ないかと、そのように思いますけれども、その人材がなかなか外部から登用しようと

思っても難しいということですので、外部登用ももちろんなんですけども、地域の中

で育てていくということも非常に大きな課題ではないかなと、そのように考えており

ます。また、これからのまちづくりはいかに人材を確保して育成していくかというこ

とともう１つあるのが今議員が言われました連携する連帯するということだと思って

おります。大空町の魅力というものは当然ありますけれども、私どもだけでは発信が

できない場合もあります。例えば網走市や小清水町、また、美幌町や津別町とは観光

面などでいきますと阿寒摩周国立公園やそういったところの連携する軸が出来上がっ

てきております。また、昨日でしたでしょうか、新聞にも出ておりましたけれども、

藻琴山から美幌峠、津別峠に掛けての屈斜路湖外輪山何と言うんでしたかね、何トレ

イルというでしょうか。そういうようなことで、観光の目玉にしていこうと、そうい

ったものの視察も行われているということを考えますと、１町だけで何かができるわ

けではありません。今回もいろいろなところ、長野にも行かせていただきました。さ

らには、宮城にも行かせていただいております。そういったところ本用務は、また別

なことでありましたけれども、行くと必ずその地域のＰＲがされておりますけれども、

１つの町のＰＲではありません。やはりその地域全体としてのＰＲが行われているな

と改めて実感をしたところであります。そういった役割をまた玄関口、空港のある町

として果たしていかなければならないと考えてございます。今後とも、そういった面

からも御指導いただければありがたいと思います。そういう気概を持って取り組んで

まいりたいと思います。 

 

◇委員長 ほかにございませんか。 

    （「なし」の声あり） 

◇委員長 質疑なしと認めます。これで全ての質疑を終わります。ここでしばらく休憩と

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 ４時５６分） 

    （再開 午後 ５時０２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、平成２９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、平成２９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。これに御異議ございませんか。 

    （「異議なし」の声あり） 

◇委員長 異議なしと認めます。したがって、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いたしました。 
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◇委員長 お諮りいたします。認定第１号から認定第８号までの８件は、原案のとおり認

定することに御異議ありませんか。 

    （「異議なし」の声あり） 

◇委員長 異議なしと認めます。したがって、認定第１号、平成２９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、平成２９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い

たしました。ただいま決定しました認定第１号から認定第８号までの審査結果報告に

ついては、委員長において報告することにします。 

 

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

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

げます。これで決算審査特別委員会を閉会いたします。山下町長から発言があれば許

します。山下町長。 

 

◇町  長 朝から平成２９年度の大空町の各会計の決算審査特別委員会での審議を賜り、

誠にありがとうございました。閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げたいと存

じます。平成２９年度各会計の予算の特徴的なものは一つには、広域穀類乾燥調製貯

蔵施設、この建設が繰越事業としてあったということで、これだけでは７５億円の事

業ということであります。本来であれば、私どもの各会計の総額は約１００億という

ことでありますけれども、２９年度については非常に大きな予算になったというとこ

ろが特徴に挙げられるかと思います。また、傾向といたしましては、ここ数年来続い

ております地方交付税の削減が平成２９年度も対前年度から見て２．２億円減ってい

るという状況にございます。そんな中で、どうやってやりくりができているかという

ことを考えてみますと、ひところありました地方債残高、これが縮減してきておりま

す。平成２９年度で見ますと元金の償還が１１．７億円、利子が約１億円ということ

で、両方合わせましても、１３億に満たない額となりました。ひところはこれが１７

億、１８億とあったわけでありますから、大変厳しい状況が続いていたということが

分かろうかと思います。また、職員数も減ってまいりましたので、職員給与費なども

ひところから見ると、少なくなってきている。だからこそ、やりくりができていると

思っております。また、基金などの状況を見ましても、平成２８年度は、全ての基金

を合わせまして５４．９億円が決算年度の平成２９年度末では５５．６億円と７，０

００万円ほど増えております。しかし、これもここまでではないかと私は思っており

ます。平成３０年度の当初予算で基金からの繰り入れを予定しておりますけれども、

３０年度決算を行ったときには、これらを全て繰戻しするということはできないので

はないか、基金総額は、今後は減っていくことが予想されているわけでございます。

そういった特徴がこの平成２９年度決算から読み取れるかと思っております。こうい

った内容を議員の皆様はもちろん御存知かと思いますけれども、町民の皆様にしっか

りと説明していくということが大切だなと、ある時急に大変になるわけではなく、

徐々にはこういった傾向というものは進んでいきますので、その時々の状況というも
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のをしっかりと説明をしておきたいと、そのように考えております。また、平成２９

年度は、私の町長としての４年の任期の最終年でございました。そんなこともありま

して、町史の刊行、また、地域振興施設は、建物こそ出来ましたけれども、外構が平

成２９年度ということでございました。また、東藻琴福祉会の特別養護老人ホームの

建設の支援でありますとか、先ほど言いました広域穀類乾燥調製貯蔵施設の仕上げの

年、そして運動公園の整備も球場の落成ということで、一通り済んだところでもござ

います。さらに東藻琴小学校の体育館の建設ということで、一連の耐震大規模改修が

終わったところでございます。このように見てみますと、それらの事業というものは、

単に１年限りででき上がったものではなく、複数年を掛けて議論がされ、そして整備

されてきたものばかりのように思います。本来予算は、単年度で予算を決め、決算を

行うということでありますけれども、一つの事業を進めていくに当たっては、複数年

が掛かるということであります。こうやって考えますと、この春、新しい任期を頂い

たところであります。その任期の中で、いったい何をなすべきかということが大きな

課題になってくると、そのように考えております。その中で、私がこの任期の中でし

なければならない大きな課題と解決していかなければならないならない課題というの

は、先ほども申しましたとおり、人材の育成ではないかと、そのように考えていると

ころであります。先ほど２９年度、メンタルの関係で休暇を取っていた職員、人数申

し上げられませんでしたけれども、今確認をしましたら、４名ということでございま

した。昨年も４名、現在も３名ということでありますので、そういった職員の資質の

向上というものもメンタルも含めて、築き上げていかなければならないなと思ってご

ざいます。そんな中で、平成３０年度の話になりますけれども、現在、外部の団体に

職員を２人派遣してございます。これも研修の一環も含めて少ない人数の中ではあり

ますけれども、あえて派遣をさせていただいたところであります。そのほか、今年１

回は実施をいたしましたけれども、私が道外へ出張する時の引率として職員研修を兼

ねて、職員と２人で出張するということを考えてございます。一度は１０月に行いま

したけれども、もうあと２回ほど予定しておりまして、それは１１月に各省庁への要

請活動と併せて誘致企業などの訪問を予定しているところでもございます。そのほか、

入ったばかりの若い職員などの初任者研修というものを委託では行われておりました

けれども、自賄いでこの１０月の末に行うこととしております。しかし、職員の意識

も改革していかなければならないと、そのように思ってございます。例えば、外部か

ら講師を呼んで職員研修を行う、日程を決めて取りまとめを行いますけれども、当日

になってというか、間際になって、やや参加できないとか、いや都合が悪くなったと

いう職員が多数いた研修などもありました。本来、研修というのは勤務命令であるは

ずのものだと私は思っております。自分の都合だけで急遽それを取りやめるというこ

とはいかがなものか、そういった意識も含めて直していかなければならないのではな

いかなと、そのように考えているところであります。この４年間はしっかりと職員の

教育、先ほど言ったメンタルに強い職員もつくるということも併せて努力をしていか

なければならないと思っておりますし、これは職員ばかりではなくて、少し意味合い

は変わりますけれども、町民の皆さんの中にあっても、人材を地域の中で確保してい
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くということが大切なことではないかと考えております。この地域を支えてくださる

のは、職員はもちろんですけれども、町民の方々です。そういった方々がまちづくり

にどのような形で携わってくださるか、関わってくださるか、そういった将来を担う

人材というものも地域の中で発掘をし、支えていくということを目標にして取り組ん

でいかなければならないなと改めて今日の御議論をいただく中で、そのことを確信し

たところでございます。そういったことを旨としながら新年度予算に向けて、これか

ら取り組んでまいりたいと思いますので、まずは一層の御指導いただきますようにお

願いを申し上げ、お礼の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

◇委員長 以上をもちまして、委員会を閉会いたします。大変お疲れさまでした。 

 

（閉会 午後 ５時１３分） 


