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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  上 地 史 隆    ６番  松 田 信 行 

 

 ２番  田 中 裕 之    ７番  齋 藤 宏 司 

 

 ３番  原 本 哲 己    ８番  松 岡 克 美 

 

 ４番  沢 出 好 雄    11番  深 川  曻 

 

 ５番  品 田 好 博    

 

    

２ 不応招委員は次のとおりである。 

 

  ９番  小 島 一 弘 

 

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  代 表 監 査 委 員 

  監 査 委 員 

   

副 町 長  産 業 課 参 事 

総 合 支 所 長  産 業 課 参 事 

会 計 管 理 者  建 設 課 長 

総 務 課 長  建 設 課 参 事 

総 務 課 参 事  住 民 福 祉 課 長 

住 民 課 長  産 業 建 設 課 長 

福 祉 課 長  総 務 課 主 幹 

産 業 課 長   

 

 

教 育 長 

  

 

生 涯 学 習 課 長 
 

 

生 涯 学 習 課 参 事 

 

 

農 業 委 員 会 事 務 局 長 

 

監 査 委 員 会 事 務 局 長    

 

 

 

 

 

 

  選挙管理委員会事務局長  

 

６ 職務のため出席した事務局職員は次のとおりである。 

 

事務局長、主査 

 



 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   代表監査委員  近 藤 克 郎 
 
                       監 査 委 員  後 藤 幸太郎 
 
 
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   産 業 課 参 事  中 村 直 樹 
 
   総 合 支 所 長  菊 地 教 男   産 業 課 参 事  秋 葉 暢 康 
 
   会 計 管 理 者  丹 治   健   建 設 課 長  佐 薙 幸 史 
 
   総 務 課 長  藤 田   勉   建 設 課 参 事  高 島 清 和 
 
   総 務 課 参 事  林   敏 美   住民福祉課長  平 田 義 和 
  
   住 民 課 長  山 本 勝 栄   産業建設課長  田 中 信 裕 
 
   福 祉 課 長  南 部   猛   総 務 課 主 幹  松 川 一 正 
 
   産 業 課 長  伊 藤 裕 幸    
   
 
３．大空町教育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。 
 
   教 育 長  渡 邊 國 夫    
 
   生涯学習課長  佐々木 徳幸  生涯学習課参事  田 端 久 剛 
 
４．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  作 田 勝 弥 
 
５．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  熊 谷 裕 幸 
 
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  熊 谷 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  大 槻 明 弘    
 
   主 査  土 田 康 裕    
 
 

以上のとおり報告する。 
 
 
                    平成２７年１０月２１日 
 
                     大空町議会決算審査特別委員会 
                        
                        委員長  松 田 信 行 



１ 

 

開会  午前１０時４０分 

 

      ◎開会の宣言、委員長挨拶 

◇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２６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、皆様の御協力をよろしくお願い申し上げ、開会

のご挨拶とさせていただきます。 

 

  ◎開議の宣告、諸般の報告 

◇委 員 長 ただちに本日の会議を開きます。 

この際、諸般の報告を行います。 

事務局長に報告いたさせます。大槻事務局長。 

 

◇議会事務局長 諸般の報告を申し上げます。 

ただいまの出席委員は、９名であります。 

小島一弘委員から欠席の旨届け出がありましたので、御報告いたします。 

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。 

 

  ◎日程及び審査方法の協議 

◇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。 

大槻事務局長。 

 

◇議会事務局長 

決算審査特別委員会議案書１ページをお開きいただきたいと存じます。 

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２１日、本日１日と想定いたした

いと思います。 
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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

をお願いすることとなります。 

次に、２の決算審査の方法でありますが、（１）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

件を一括して上程いたします。順次説明を求めたいと思います。その際に、報告

及び主要な施策の成果を説明する書類など、提出調書等の関係書類を含めて説明

を求めることといたします。 

最後に②監査委員による各会計歳入歳出決算審査意見書について説明を求めた

いと思います。 

（２）一般会計、各特別会計及び監査委員審査意見書の質疑でありますが、一

般会計につきましては、歳入歳出を別に行います。各特別会計につきましては、

特別会計ごとに歳入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

疑も含むものとします。 

基金運用状況調書、財産に関する調書は、二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ます。 

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

書類並びに平成２６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て能率的に行い、定められた期

限内に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が終結した後行い、採決の方法につきましては、別途協

議させていただきたいと思います。 

議案書１ページの中段から、Ⅱ説明の順序であります。２ページのⅢは質疑の

順序であります。２ページ中段、Ⅳ採決、認定第１号から認定第８号までの採決

であります。 

先ほど申し上げましたが、方法につきましては別途協議とさせていただきます。 

特別委員会の期日及び決算審査の方法協議についての説明は、以上でございま

す。 

 

◇委 員 長 ただいま事務局長からの説明案のとおり進めたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

◇委 員 長 異議なしと認めます。 

したがって、そのように進めることに決定いたしました。 
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  ◎認定第１号ないし認定第８号 

◇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２６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２６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２６年度大空町一般会計及び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。 

基金の運用状況調書、財産に関する調書についても、あわせて説明を求めます。 

最初に、「認定第１号 平成２６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。 

藤田総務課長。 

 

◇総務課長 平成２６年度大空町各会計歳入歳出決算書の１３ページ、１４ページを

お開き願います。一般会計の歳入歳出決算です。 

初めに歳入ですが、前年度の歳入と大幅な増減があった場合の要因、収入未済

額、繰越明許費について御説明申し上げます。 

１款１項１目 町民税の個人、１節 現年課税分は、収納率が９９．６％で、

１４７万２，５６０円の収入未済額があります。未納者は４４件で、本年９月末

現在の収入済額は４１万６，７００円、完納者は１３件となっております。 

２節 滞納繰越分は、４２５万９，０９６円の収入未済額があります。未納者

は６０件で、９月末現在の収入済額は５３万６，００９円、完納者は６件となっ

ております。 

また、地方税法の規定により、時効によるもの２件、６万７，３４６円を滞納

処分することにより、滞納者の生活を著しく窮迫させるおそれがあり、執行停止

の期間が３年を経過したもの２件、９万４，８８９円所在及び財産が不明で執行

停止の期間が３年を経過したもの４件、３４万２，０４５円、合計８件５０万４，

２８０円を不納欠損しております。 

２目 町民税の法人、２節 滞納繰越分は、９万２，８４２円の収入未済額が

あります。未納者は、２件、９月末現在の収入済額はありません。 

また、地方税法の規定により、時効によるもの１件、２３万４，１００円を不

納欠損しております。 

２項１目 固定資産税で１節 現年課税分は、収納率が９９．６％で、１８６

万５，７００円の収入未済額があります。未納者は、２６件で、９月末現在の収

入済額は、１１万５，２００円、完納者は３件となっております。 
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また、地方税法の規定により、将来において徴収できないことが明らかである

ときは、執行停止のまま３年間の期間経過を待たずに納付義務を直ちに消滅する

ことができることによるもの１件、４万８００円を不納欠損しております。 

２節 滞納繰越分は、１，２０３万９，６２０円の収入未済額があります。未

納者は３０件で、９月末現在の収入済額は、４６万１，４００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、将来において徴収できないことが明らかである

ときは、執行停止のまま３年間の期間経過を持たずに納付義務を直ちに消滅でき

ることによるもの１件、４万８００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７万１，４００円、合計４件、１１万

２，２００円を不納欠損しております。 

３項１目 軽自動車税で１節 現年課税分は収納率が９９．６％で、７万９，

２００円の収入未済額があります。未納者は１１件で、９月末現在の収入済額は、

１万５，２００円、完納者は３件となっております。 

２節 滞納繰越分は、１４万２，９２０円の収入未済額があります。未納者は

１０件で、９月末現在収入済額は、６００円、完納者はおりません。また、地方

税法の規定により、時効によるもの３件２万円、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１件、４，０００円、所在及び財

産が不明で執行停止の期間が３年を経過したもの２件１万７，９５０円、合計６

件４万１，９５０円を不納欠損しております。 

次に、下段の２款１項１目１節 地方揮発油譲与税ですが、ガソリンに課せら

れる税のうち、４２％が道路の面積と延長で市町村に譲与されるものです。エコ

カー事業の増加による影響を受け、平成２６年度の譲与税は、５，２６３万円で

前年度より３８５万４，０００円減額となっております。 

２項１目１節 自動車重量譲与税ですが、自動車重量税の１，０００分の４０

７が道路の面積と延長で市町村に配付されるものです。平成２４年度に税率が見

直され、エコカーなどに対する税率の引き下げの影響により、平成２６年度の譲

与額は、１億２，３１３万６，０００円で前年度より５２５万９，０００円減額

となっております。 

１５ページ、１６ページになります。 

上段の３項１目１節 航空機燃料譲与税ですが、航空機燃料税の１３分の２の

うち、５分の４が市町村へ譲与されるものです。譲与税の交付率の変更に伴い減

少しており、平成２６年度の譲与額は、２，１３９万５，０００円で前年度より

１９８万９，０００円減額となっております。 

下段になりますが、６款１項１目１節 地方消費税交付金ですが、地方消費税

の２分の１が人口等と従業者数で市町村に交付されるものです。平成２６年４月
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からの消費税率の改定により、平成２６年度の交付額は９，７２６万４，０００

円で、前年度より１，６９９万２，０００円増額となっております。 

１７ページ、１８ページにお開き願います。上段の８款１項１目１節 自動車

取得税交付金ですが、自動車取得税の６６．５％相当額が市町村に交付されます。 

平成２４年度に税率が見直され、エコカーなどに対する税率の引き下げの影響に

より、平成２６年度の交付額は２，１７８万８，０００円で、前年度より２，５

６７万３，０００円減額となっております。 

１０款１項１目１節 地方交付税ですが、普通交付税では、地域経済の再生雇

用対策費で約２億円が減額となるなど、３８億２，７６９万７，０００円で、前

年度より２億２，０８９万５，０００円減額となっております。 

また、特別交付税では、前年度より９４６万４，０００円減額の３億７，６１

６万４，０００円であります。 

下段の１２款１項１目 農林水産業費分担金、１節 農業基盤整備事業分担金

で、５，４４０万２，４６０円の収入未済額があります。旧東藻琴村で実施しま

した国営福栄地区畜産基地事業にかかわる受益者分担金１件で、９月末現在の収

入済額はありません。 

１９ページ、２０ページをお開き願います。上段の１３款１項２目 民生使用

料、２節 児童福祉使用料で、３８万８，１９０円の収入未済額があります。保

育所保育料３件３４万９，８００円、副食費１件２万６，５５６円、広域入所保

育料１件１万１，８３４円が未納となっており、９月末現在の収入済額は保育所

保育料で３万３，３８０円、副食費で１万４，２９６円、広域入所保育料で１万

１，８３４円、合計５万９，５１０円で、広域入所保育料が完納となっておりま

す。 

下段の６目 土木使用料、４節 住宅使用料で１，７９１万３，９２０円の収

入未済額があります。町営住宅使用料の現年度分４７件２９６万４，６１５円、

駐車場使用料の現年度分１２件３万６，７３４円、滞納繰越分は４４件１，４９

１万２，５７１円となっており、９月末現在の収入済額は２３０万５，０９６円

で、完納者は１７件となっており、債権管理条例の規定により、時効及び行方不

明によるもの２件２６万６，９４０円を不納欠損しております。 

２１ページ、２２ページをお開き願います。上段の７目 教育使用料、１節 

教育総務使用料で女満別高等学校寄宿舎使用料に３６万４，０００円の収入未済

額があります。未納者は２件で、９月末現在の収入済額は、２万８，０００円で、

完納者はおりません。 

３節 幼稚園使用料で１５万４９０円の収入未済額があります。幼稚園保育料

２件、８万８，８００円、預かり保育所保育料２件、６万１，６９０円で、９月

末現在の収入済額は、幼稚園保育料で１万７，６００円、預かり保育所保育料で、
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１万８，５９０円、合計３万６，１９０円で、いずれも完納者はおりません。 

中段の衛生手数料、１節 清掃手数料で１万７，５００円の収入未済額があり

ます。し尿処理手数料にかかわるもので、未納者は１件、９月末現在において、

全てが完納となっております。 

ページが飛びますが、２５ページ、２６ページをお開き願います。下段の４項

１目 社会資本整備総合交付金の予算現額欄、継続費及び繰越事業費繰越財源充

当額３，１２０万円があります。１節 社会資本整備総合交付金で、平成２５年

度国の補正予算である好循環実現のための経済対策により、平成２６年度に繰り

越している事業にかかわるもので、中央さくら団地建設事業分に２，４７０万円、

橋りょう補修等事業分に６５０万円であります。なお、事業費の確定により調定

額、収入済額に差が生じております。 

２７ページ、２８ページになります。中段の６項１目１節 地域住民生活等緊

急支援交付金の節の金額と調定額に差がありますが、節の金額４，７６２万９，

０００円のうち４，７３２万８，０００円が平成２６年度国の補正予算である緊

急経済対策により、地域消費喚起生活支援型事業分として６事業１，６０５万円、

地方創生先行型事業分として１３事業３，１２７万８，０００円を平成２７年度

に繰り越しているためであります。 

２９ページ、３０ページをお開き願います。中段の４目１節 農業費補助金の

節の金額と調定額に差がありますが、節の金額２億６，２５０万７，０００円の

うち、１億６，５３５万円が平成２６年度国の経済対策により、強い農業づくり

事業として、平成２７年度へ繰り越しているためであります。 

３１ページ、３２ページをお開き願います。上段の６目１節 商工費補助金の

節の金額と調定額に差があります。節の金額２００万円全額が平成２６年度国の

経済対策により、くじ付きプレミアム商品券事業として、平成２７年度へ繰り越

しているためであります。 

下段の１６款１項１目 財産貸付収入、２節の建物貸付収入で、５万１，００

０円の収入未済額があります。 

教員住宅使用料の収入未済で未納者は１件、９月末現在の収入済額は、６，０

００円であります。 

ページが飛びますが３５ページ、３６ページをお開き願います。 

上段の１９款１項１目 繰越金の予算現額欄、継続費及び繰越事業費繰越財源

充当額に３７０万円あります。平成２５年度国の経済対策により、平成２６年度

で繰り越している事業にかかわるものであります。 

２０款１項１目１節 延滞金で６，２７１円の収入未済額があります。未納者

は５件で、９月末現在の収入済額は、２，９６７円、完納者は３件となっていま

す。 
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３項１目１節 貸付金元利収入で高齢者住宅整備資金返還金、４３万１，６８

４円の収入未済額があります。未納者は１件で、９月末現在の収入済額はありま

せん。 

４項２目１節 違約金及び延納利子で、７，４００円の収入未済額があります。

未納者は２件で、９月末現在の収入済額は２，３００円、完納者は１件となって

おります。 

３７ページ、３８ページをお開き願います。中段の８目１節 給食費で２２万

６，００２円の収入未済額があります。未納者は１１件で、９月末現在の収入済

額は１３万５，８６９円、完納者は８件となっております。 

１０目１節 雑入で１９３万７，２６１円の収入未済額があります。資源物売

払代１件２６万２，３５１円、女満別高等学校寄宿舎給食費３件、１２２万１，

１１０円、過年度住宅屋根材飛散防止応急工事代金１件、４５万３，８００円と

なっており、９月末現在の収入済額は、女満別高等学校寄宿舎給食費で１２万３，

３５０円、完納者はおりません。 

ページが飛びますが、４１ページ、４２ページをお開き願います。中段の３目 

土木債の予算現額欄、継続費及び繰越事業費繰越財源充当額に２，８２０万円が

あります。平成２５年度国の経済対策により、平成２６年度に繰り越している事

業にかかわるもので、３節の町営住宅整備事業債の中央さくら団地建設事業に２，

４７０万、５節 橋りょう補修等事業債の橋りょう補修等事業に３５０万円であ

ります。なお、事業費の確定により調定額、収入済額に差が生じております。 

４３ページ、４４ページでございます。下段の歳入合計であります。 

一般会計の歳入につきましては、前年度と比べ地方交付税が約２億３，０００

万円、国の補正予算に伴う農業施設整備事業にかかわる国庫補助金が約１億７，

０００万円減るなど、総額で約３億円減少しております。収入済額は７９億９，

１５９万２，２３９円となりました。また、収入済額は徴収の強化、不納欠損処

理などにより前年度より約１００万円減り、９，５８４万８，１１６円となって

おります。 

続きまして、決算書の４６ページから歳出の説明を申し上げます。 

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

備費充用の内容の説明とあわせて主要な施策の成果を説明する書類についても説

明いたしますので、主要な施策の成果を説明する書類もあわせて御覧いただきた

いと思います。 

初めに、中段の２款１項１目 一般管理費です。１１節の需用費に３１４万３，

８０５円の不用額があります。主に行政情報化事業における機器類、または故障

時の消耗品、及び修繕料が見込みより少なかったためであります。 

主要な施策の成果を説明する書類の１ページを御覧いただきたいと思います。
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主要な施策の成果としまして、総務費の個人情報保護評価等事業から東日本大震

災被災地支援対策事業までについて掲載してございます。 

決算書にお戻りいただきたいと思います。下段の２目 職員研修厚生費になり

ますが、主要な施策の成果につきましては、主要な施策の成果１ページ下段の職

員研修事業について掲載してございます。 

決算書の４７ページ、４８ページになります。上段の３目 文書広報費ですが、

主要な施策につきましては、２ページ上段の広報広聴事業と町史編さん事業につ

いて、掲載をしてございます。 

決算書下段の６目 財産管理費、主要な施策の成果の２ページ中段の相撲場設

置事業及び分譲地造成事業について掲載をしております。 

決算書の４９ページ、５０ページになります。上段の７目 企画振興費、１９

節の負担金補助及び交付金に２２６万８，４４６円の不用額があります。住替え

促進助成金が見込みより少なかったためであります。 

また、５０ページの、翌年度繰越額の繰越明許費欄の９節 旅費に３８万４，

０００円、１１節 需用費に１０万円、１２節 役務費に２万５，０００円、１

３節 委託料に３３１万５，０００円、１４節 使用料及び賃借料に３万６，０

００円、１９節 負担金補助及び交付金に１５０万円、合計５３６万円がありま

す。 

平成２６年度国の補正予算である緊急経済対策によるもので、雇用の場の拡大、

産業の振興など、地域の素材と魅力を紹介する企業誘致セミナー開催等に要する

企業誘致対策費に２５４万５，０００円、地域内の人材を活用し、定住定着化を

図り、地域の活力を促進するため、地域おこし協力隊の募集選考業務委託に要す

る移住定住対策事業に１４１万１，０００円、総合戦略策定支援の業務委託に要

する地方創生推進事業に１４０万４，０００円で、それぞれ年度内に完了しない

ため、平成２７年度に繰り越しております。主要な施策の成果につきましては、

２ページ下段の企業誘致促進事業から３ページ中段の地域振興施設整備事業まで

について、掲載しております。 

決算書の下段１０目 住民活動費ですが、５１ページ、５２ページをお開き願

います。５２ページの翌年度繰越額の繰越明許費欄の１９節 負担金補助及び交

付金に４００万円があります。平成２６年度国の経済対策によるもので、家庭用

除雪機の購入補助金４００万円について年度内に完了しないため、平成２７年度

に繰り越しております。主要な施策の成果では、３ページ下段の自治会活動奨励

事業から花いっぱい運動推進事業までについて掲載しています。 

決算書中段の１２目 交通安全対策費にかかわります主要な施策の成果につい

ては、３ページ下段の交通安全対策事業及び４ページ上段の交通安全防犯推進補

助事業について掲載しております。 
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決算書の１３目 姉妹都市交流費の交流費にかかわります主要な施策の成果に

つきましては、４ページ上段の姉妹都市友好町交流事業について掲載しておりま

す。 

決算書ページが飛びますが、５７ページ、５８ページをお開き願います。中段

の３款１項１目 社会福祉総務費の１３節 委託料に１６０万８５２円の不用額

があります。主に外出支援タクシー試験運行の委託業務が見込みより少なかった

ためであります。主要な施策の成果につきましては、４ページ中段の民生費、社

会福祉協議会補助事業から５ページ上段の冬季生活支援事業までについて、掲載

しております。 

決算書２目 老人福祉費にかかわります主要な施策の成果につきましては、５

ページ上段の福祉バス運行事業から、６ページ中段の介護基盤緊急整備等特別対

策補助事業までについて掲載しております。 

決算書の５９ページ、６０ページになります。上段の３目 障害福祉費で１３

節 委託料に２１１万８６０円の不用額があります。主に障害者福祉施設の指定

管理において、利用者の増加とともに、料金収入も増加したことなどから指定管

理料の５％を超える収益となったため、基本協定に基づき精算により戻入があっ

たためであります。また、２０節 扶助費に４０８万６，５３６円の不用額があ

ります。主に障害者介護訓練等給付費等の利用実績が見込みより少なかったこと

によるものであります。主要な施策につきましては、６ページ中段の心身障害者

福祉事業から、７ページ下段の障害者相談支援事業までについて掲載してござい

ます。 

決算書４目 老人福祉センター費で５９ページの予備費支出及び流用増減欄に

２１万５，０００円の増額があります。東藻琴老人福祉センターの浴室換気扇が

故障し修繕料が不足することから、必要な経費を予備費から充用したものであり

ます。主要な施策の成果につきましては、７ページ下段の女満別老人福祉センタ

ー管理運営事業から、８ページ上段の東藻琴老人福祉センター管理運営事業まで

について掲載しております。 

決算書下段の６目 障害者ひとり親家庭等医療対策費の主要な施策の成果につ

いてでありますが、８ページ上段の重度心身障害者医療費助成事業及びひとり親

家庭等医療費助成事業について掲載しております。 

決算書の６１ページ、６２ページになります。上段の７目 老人福祉施設費の

主要な施策の成果についてでありますが、８ページ中段の老人福祉施設入所措置

事業について掲載しております。 

決算書の２項１目 児童福祉総務費の主要な施策の成果についてでありますが、

８ページ下段の子ども子育て支援事業について掲載しております。 

決算書の２目 児童措置費の主要な施策の成果についてですが、８ページ下段
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の乳幼児等医療費助成事業から９ページ上段の児童手当扶助費までについて掲載

しております。 

決算書の３目 保育所費の主要な施策の成果につきましては、９ページ中段の

豊住保育園管理運営事業及び東藻琴保育園管理運営事業について掲載しておりま

す。 

決算書の４目 児童福祉施設費の主要な施策の成果についてでありますが、９

ページ下段の児童遊園地管理事業及び児童センター、児童クラブ等管理運営事業

について掲載しております。 

決算書の６３ページ、６４ページになります。上段の４款１項１目 保健衛生

総務費の主要な施策の成果についてでありますが、１０ページ上段の救急医療対

策事業から医療介護従事者等確保事業までについて掲載しております。 

決算書の２目 予防費の主要な施策の成果についてでありますが、１０ページ

下段の母子保健事業から１１ページ上段の各種疾病予防対策事業について掲載し

ております。 

決算書の３目 環境衛生費で６４ページの翌年度繰越額の繰越明許費欄の１９

節負担金補助及び交付金に５００万円があります。平成２６年度国の経済対策に

よるもので、環境への負荷低減を図るため、省エネルギー型家庭用電化製品等の

購入費補助金５００万円について、年度内に完了しないために、平成２７年度に

繰り越しております。主要な施策の成果につきましては、１１ページ中段の住宅

用太陽光発電システム導入補助事業及び廃屋等解体撤去補助事業について掲載し

ております。 

決算書の４目 火葬場費の主要な施策の成果についてでありますが、１１ペー

ジ下段の葬祭場多目的トイレ整備事業について掲載しております。 

決算書の６５ページ、６６ページになります。上段の５目 健康増進対策費で

１３節 委託料１１２万８，１６５円の不用額があります。主に冬季開催のがん

検診委託業務が暴風雪により日程の変更、医師の調整ができなかったため、実施

できず、不用額となったものであります。主要な施策の成果につきましては、１

２ページ上段の健康増進事業について掲載しております。 

決算書の６目 診療所費の主要な施策の成果につきましては、１２ページ中段

の東藻琴診療所管理運営事業について、掲載しております。 

決算書の７目 後期高齢者健診事業費の主要な施策の成果につきましては、１

２ページ下段の後期高齢者健診事業について、掲載しております。 

決算書の２項１目 塵芥処理費で６５ページの予備費支出及び流用増減欄、３

２万５，０００円の減額があります。３目のリサイクルセンター費の１１節の修

繕料に不足が生じるため流用したものであります。１１節の需用費に１２０万７，

３４０円の不用額があります。主に一般廃棄物焼却処理施設の灯油使用料、一般
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廃棄物焼却処理施設の修繕料が見込みより少なかったためであります。主要な施

策の成果については、１２ページ下段のごみ収集事業から１３ページ中段の生ご

み処理施設維持管理費負担事業までについて掲載しております。 

決算書の２目 し尿処理費の主要な施策の成果についてでありますが、１３ペ

ージ中段のし尿処理事業及び合併処理浄化槽設置整備事業について掲載しており

ます。 

決算書の６７ページ、６８ページになります。上段の３目 リサイクルセンタ

ー費で、６７ページの予備費支出及び流用増減欄３７３万８，０００円の増額が

あります。空缶等、金属圧縮機が故障し、修繕料が不足するため、その経費を１

目の塵芥処理費から３２万５，０００円流用、またプラスチック、ペットボトル

を圧縮、梱包作業する減容機が故障し、修繕料が不足しているため、予備費から

３４１万３，０００円を充用したものであります。主要な施策の成果につきまし

ては、１３ページ下段のリサイクルセンター管理運営事業について掲載しており

ます。 

決算書の中段、６款１項１目 大空町農業委員会費の主要な施策の成果につき

ましては、１４ページ上段の農業後継者育成対策事業及び農地基本台帳整備事業

について、掲載しております。 

決算書下段の３目 農業振興費で６８ページの翌年度繰越額の繰越明許費欄の

１３節 委託料に４０３万円があります。平成２６年度国の経済対策によるもの

で、地域の資源を活用した加工品の製造開発、販路の開拓等に関するセミナーを

開催する６次産業化推進事業に１５０万円、海外人材を活用し、外国人観光客等

への販路拡大に向けたニーズ調査、方策の検証等の業務委託に要する加工品販路

拡大事業に２５３万円を平成２７年度に繰り越して実施するものであります。 

６９ページ、７０ページをお開き願います。同じく１９節 負担金補助及び交

付金に１億６，５３５万円があります。てん菜の共同育苗施設建設に対する強い

農業づくり事業補助金について、年度内に完了しないため、平成２７年度に繰り

越しております。主要な施策の成果につきましては、１４ページ中段の農業振興

地域整備計画策定事業から、１５ページ下段の農業研修生等受入施設整備事業ま

でについて掲載しております。 

決算書の４目 畜産業費の主要な施策の成果につきましては、１６ページ上段

の牧野管理事業から、乳製品開発研究推進事業につきまして、掲載しております。 

決算書の５目 農地費で１９節 負担金補助及び交付金に５０７万２７円の不

用額があります。農業基盤整備事業にかかわる事業費の確定に伴い、北海道への

負担金が減額となったためであります。主要な施策の成果につきましては、１６

ページ中段の女満別本郷地区地域水田農業再編緊急整備事業から１７ページ中段

の農業農村多面的機能支払交付金事業までについて掲載しております。 
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決算書下段の６目 肉牛振興費の主要な施策の成果につきましては、１７ペー

ジ中段の和牛産地強化事業について掲載しております。 

決算書７１ページ、７２ページになります。上段の７目 団体営諸土地改良費

で１９節 負担金補助及び交付金に１２１万３，２１３円の不用額があります。

主に古梅地区基幹水利施設管理事業のオホーツク東部広域農業水利管理協議会の

負担金において、事業費の確定により減額となったためであります。主要な施策

の成果につきましては、１７ページ下段の古梅地区基幹水利施設管理事業から本

号排水機場維持管理事業までについて掲載しております。 

決算書の２項１目 林業総務費の主要な施策の成果についてであります。１８

ページ上段の森林整備推進対策事業補助金から、未来につなぐ森づくり推進事業

までについて掲載しております。 

決算書の２目 公有林管理費の主要な施策の成果につきましては、１８ページ

中段の公有林管理育成事業について掲載しております。 

決算書の３項１目 水産業振興費の主要な施策の成果につきましては、１８ペ

ージ中段の水産業振興対策補助事業について掲載しております。 

決算書の７３ページ、７４ページになります。７款１項１目 商工業振興費で

７４ページの翌年度繰越額の繰越明許費欄の１９節 負担金補助及び交付金１，

２６０万円があります。平成２６年度国の経済対策によるもので、住宅リフォー

ム促進事業補助金に６００万円、店舗改修事業補助金に６０万円、企業化支援事

業補助金に１００万円、地域購買力の確保と消費拡大を図るためのくじ付きプレ

ミアム商品券事業補助金に５００万円で年度内に完了しないため、平成２７年度

に繰り越しております。主要な施策の成果につきましては、１８ページ下段の異

業種交流事業から、１９ページ中段の事業化支援事業までについて、掲載してお

ります。 

決算書の２目 観光費で７４ページの翌年度繰越額、繰越明許費欄の１３節 

委託料に９３万６，０００円、１５節 工事請負費に５００万円、１９節 負担

金補助及び交付金に１，８９２万１，０００円、合計２，４８５万７，０００円

があります。平成２６年度国の経済対策によるもので、東藻琴市街から芝桜公園

までの交通システム実証実験を行う業務委託に要する藻琴山温泉芝桜公園誘客促

進事業に９３万６，０００円、外国人観光客の誘客を図るための湖畔アーチ多言

語化看板設置工事に５００万円、町民ビッグデー開催に要する実行委員会への交

付金に７５２万１，０００円、芝桜まつり開催に要する実行委員会への交付金６

５０万円、にぎわいづくりイベント開催に要する補助金１００万円、町民ビッグ

デーで使用できる買い物券配布事業に要する補助金に３９０万円で、年度内に完

了しないために平成２７年度に繰り越しております。主要な施策の成果につきま

しては、１９ページ下段のひまわり作付事業から２１ページ上段の藻琴山温泉芝
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桜公園誘客促進事業までについて掲載しております。 

決算書の下段８款１項２目 外灯管理費の主要な施策の成果についてでありま

すが、２１ページ中段の外灯管理事業について掲載しております。 

決算書の７５ページ、７６ページになります。２項１目 道路橋りょう維持費

で１７節 公有財産購入費に３２２万５，０００円の不用額があります。購入の

予定しておりました町道の未処理用地について所有者との協議が調わず、購入で

きなかったためであります。主要な施策の成果については、２１ページ中段の町

道維持補修事業について掲載しております。 

決算書の３目 除雪対策費で１３節 委託料に１０１万６，５５５円の不用額

があります。主に道路橋りょうの除雪業務における指定管理委託料が見込みより

少なくなったためであります。主要な施策の成果については、２１ページ中段の

除雪センター管理事業及び除雪機械整備事業について掲載しております。 

決算書の４目 道路新設改良費で７５ページの継続費及び繰越事業費繰越額繰

越額欄に１，０７０万円があります。平成２５年度の国の経済対策により、橋り

ょう補修等事業の設計費、工事費について。２６年度に繰り越しているものであ

ります。 

また、１３節の委託料で２９４万７，６００円の不用額があります。主に繰越

事業の橋りょう補修設計委託業務における業務内容の精査と入札執行残によるも

のであります。主要な施策の成果につきましては、２１ページ下段の開陽中央線

道路整備事業から２２ページ下段の橋りょう補修等事業繰越までについて掲載し

ております。 

決算書７７ページ、７８ページになります。上段の３項１目 河川総務費の主

要な施策の成果につきましては、２２ページ下段の河川管理事業について掲載し

ております。 

決算書中段の５項２目 公園費の主要な施策の成果につきましては、２２ペー

ジ下段の都市公園事業について掲載しております。 

決算書の６項１目 住宅管理費の主要な施策の成果につきましては、２３ペー

ジ上段の町営住宅機能向上事業について掲載しております。 

決算書の７９ページ、８０ページになります。上段の２目 町営住宅建設費で

７９ページの継続費及び繰越事業費繰越額欄に５，２４０万円があります。平成

２５年度の国の経済対策により、中央さくら団地を建設するもので平成２６年度

に繰り越しております。１５節工事請負費に３２６万９６０円の不用額がありま

す。主に繰越事業であります中央さくら団地建設工事における、事業内容の精査

と入札執行残によるものであります。主要な施策の成果については、２３ページ

上段の中央さくら団地建設事業と同事業の繰り越し分について掲載しております。 

決算書の７項１目 空港対策費の主要な施策の成果につきましては、２３ペー
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ジ中段の空港対策事業について掲載しております。 

決算書９款１項３目 非常備消防費で１９節 負担金補助及び交付金に２４７

万円の不用額があります。主に消防団員の費用弁償の残により生じたものであり

ます。 

決算書の４目 消防施設費の主要な施策の成果につきまして、２３ページ下段

の水槽付き消防ポンプ自動車整備事業について掲載しております。 

決算書の５目 災害対策費の主要な施策の成果につきまして、２３ページ下段

の災害対策事業費及び２４ページのメール配信サービス事業について掲載をして

おります。 

決算書８１ページ、８２ページになります。中段の１０款１項２目 事務局費

で１１節 需用費に１７５万２６３円の不用額があります。主に女満別高等学校

生徒寄宿舎管理費における暖房用燃料、光熱水費、修繕料、賄い材料費が見込み

より少なかったことによるものであります。また、１９節 負担金補助及び交付

金に２９８万３，６３９円の不用額があります。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あります。主要な施策の成果につきましては、２４ペ

ージ上段の学習指導補助教員配置事業から２５ページ中段の高等学校制服購入費

補助事業までについて掲載しております。 

決算書の３目 奨学金の主要な施策の成果につきましては、２５ページ中段の

入学資金借入金利子等助成事業について掲載しております。 

決算書の２項１目 学校管理費で８１ページの予備費支出及び流用増減欄に４

８万２，０００円の減額があります。２目の教育振興費１８節 備品購入費に不

足が生じるため流用したものであります。 

決算書の８３ページ、８４ページになります。１１節 需用費に１９２万３，

６７４円の不用額があります。主に東藻琴小学校の暖房用燃料の使用料が見込み

より少なかったことによるものであります。主要な施策の成果につきましては、

２５ページ中段の東藻琴小学校大規模改修事業について掲載しております。 

決算書の２目 教育振興費で８３ページの予備費支出及び流用増減欄に４８万

２，０００円の増額があります。価格の高騰により、教材備品の購入費が不足す

るため、その経費を１目の学校管理費から流用したものであります。主要な施策

の成果については、２５ページ下段の外国語活動推進事業について掲載しており

ます。 

決算書の３項１目学校管理費で１１節 需用費に３７１万３９円の不用額があ

ります。主に中学校２校の暖房用燃料の使用料が見込みより少なかったことによ

るものであります。 

決算書の２目 教育振興費の主要な施策の成果につきましては、２５ページ下

段の語学指導外国青年招致事業について掲載しております。 
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決算書の８５ページ、８６ページになります。上段の３目 スクールバス運行

費で１１節 需用費に１８４万２，３４２円の不用額があります。主にバスの運

行にかかわる燃料の使用料が見込みより少なかったことによるものであります。

主要な施策の成果につきましては、２６ページ上段のスクールバス運行事業につ

いて掲載しております。 

決算書の４項１目 定時制高等学校管理費で１１節 需用費に１８４万２，３

４２円の不用額があります。主に暖房用燃料の使用料が見込みより少なかったこ

とによるものであります。また、１５節 工事請負費に２１８万３，８００円の

不用額があります。実習用の肉加工用機械が故障し、修繕できないことから、早

期に購入する必要があったため、３目の東藻琴高等学校実習費の実習用備品で流

用を予定しておりましたが、事務の遅れから年度内に納入できない状況となり、

不用額となったものであります。主要な施策の成果につきましては、２６ページ

上段の東藻琴高等学校耐震補強等事業について掲載しております。 

決算書の２目 教育振興費の主要な施策の成果につきましては、２６ページ中

段の東藻琴高等学校教育振興補助事業について掲載しております。 

決算書の３目 高等学校実習費で１１節 需用費に１１７万６，５９５円の不

用額があります。主に暖房用燃料の使用料が見込みより少なかったことによるも

のです。 

決算書の８７、８８ページになります。中段の５項１目 幼稚園費の主要な施

策の成果につきましては、２６ページ中段の女満別幼稚園管理運営事業及び東藻

琴幼稚園管理運営事業について掲載しております。 

決算書の６項１目 社会教育総務費ですが、８９ページ、９０ページをお開き

願います。９０ページ上段の翌年度繰越額繰越明許費欄の１９節 負担金補助及

び交付金３３６万円があります。平成２６年度国の経済対策によるもので、教育

文化合宿補助金について、年度内に完了しないため、平成２７年度に繰り越して

おります。また、１９節に１１７万４，４８５円の不用額があります。教育文化

会館整備事業補助金において事業費の確定により減額となったこと、大空町１０

年記念町民舞台実行委員会の補助金において、脚本の作成代金の支払いが必要な

くなったことから、不用額となったものであります。主要な施策の成果について

は、２６ページ下段の子育て支援ネットワーク充実事業から２７ページ中段の教

育文化会館整備補助事業までについて掲載しております。 

決算書の２目 青少年教育費の主要な施策の成果につきましては、２７ページ

中段の稲城市教育交流事業及びふれあいスタディ in 氷川町交流事業について、掲

載しております。 

決算書の３目 芸術文化振興費の主要な施策の成果につきましては、２７ペー

ジ下段の文化団体協議会補助事業から２８ページ上段の女満別湿性植物群落調査
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事業までについて掲載しております。 

決算書の４目 図書館費で１３節 委託料に３８６万１，０００円の不用額が

あります。図書館システム更新委託料の執行残でありますが、減額補正を怠って

いたことから不用額となったものであります。主要な施策の成果につきましては、

２８ページ上段の図書館管理事業について掲載しています。 

決算書の９１、９２ページになります。上段の７項１目 保健体育総務費で９

２ページの翌年度繰越額繰越明許費欄の１９節 負担金補助及び交付金に２００

万円があります。平成２６年度国の経済対策によるもので、町民運動会実行委員

会補助金について年度内に完了しないため、平成２７年度に繰り越しております。

主要な施策の成果につきましては、２８ページ中段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について掲載しております。 

決算書の２目 体育施設費で９１ページの予備費支出及び流用増減欄２９万５，

０００円の増額があります。暴風雪の影響により、女満別ゲートボールセンター

北側の壁が剥がれ落ち、修繕するための壁面の状況調査が必要となり、予備費か

ら充用したものであります。 

決算書の３目 給食センター費で１１節 需用費に１１３万９，２５１円の不

用額があります。主に東藻琴給食センターの賄い材料が見込みより少なかったこ

とによるものであります。主要な施策の成果につきましては、２８ページ下段の

給食配送車更新事業及びふるさと給食事業について掲載しております。 

決算書の９３ページ、９４ページをお開き願います。中段の１１款１項２目 

公債費の利子で２３節 償還金利子及び割引料に１６６万１，０５９円の不用額

があります。一時借入金利子分で予定より一時借り入れが少なかったことによる

ものであります。 

１２款１項１目 職員給与費で３節 職員手当等に１５３万６，９７３円の不

用額があります。主に時間外勤務手当、休日勤務手当が見込みより少なかったこ

とによるものであります。 

１３款１項１目 予備費については、各科目で説明しておりますが、東藻琴老

人福祉センター浴室換気扇修繕、リサイクルセンターの金属の圧縮機修繕、女満

別ゲートボールセンター壁面調査の緊急対応経費として３件、３９２万３，００

０円の充用をさせていただきました。 

１４款１項２目 河川災害復旧費につきましては、平成２６年５月１６日から

の降雨の影響で女満別地区の河川２カ所で隣接の農地が崩壊し、土砂が河川流入

し閉塞したことから、下流域へ影響がないよう早期に復旧工事を行ったものであ

ります。主要な施策の成果については、２８ページ下段の２６年発生災害河川復

旧費について掲載をしております。 

歳出合計ですが、当初予算６８億３，３８４万円、補正予算は１４回行い、国
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の緊急経済対策も含め、１３億３２８万４，０００円となっております。また、

平成２５年度国の経済対策による補正予算の関係で、繰越明許費が６，３１０万

円、総予算額は８２億２２万４，０００円となりました。 

支出済額は、７８億５，９７４万９１５円で、国の経済対策により、平成２７

年度の繰越明許費が２億２，６５５万７，０００円であり、不用額は、１億１，

３９２万６，０８５円となりました。 

以上で「平成２６年度大空町一般会計の歳入歳出決算について」の説明を終わ

ります。 

 

◇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 午後１１時５３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８件の審査を続けます。 

次に、「認定第２号 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。 

南部福祉課長。 

 

◇福祉課長 「認定第２号 平成２６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」提案の内容の説明をいたします。 

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１５ページに決算の状況を記載してございますので、あわせ

て御覧いただきたいと思います。 

国民健康保険事業特別会計における平成２７年３月末時点での加入世帯数は１，

２７４世帯、被保険者数は、３，０１９名となっております。 

それでは、歳入の主なものから説明いたします。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ので、よろしくお願いいたします。 

決算書１０５ページ、１０６ページをお開き願います。１款 国民健康保険税

は、歳入調定額４億３，００１万２，０００円に対しまして、収入済額４億６０

５万４，０００円、９４．４％の収納率となってございます。１項１目 一般被

保険者国民健康保険税調定額は、４億２，０５６万１，０００円に対し、収入済

額３億９，７２１万円で、９４．４％の収納率でございます。また、収入未済額

は、２，２９９万２，０００円となっております。収入未済額の内訳は、１節 
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医療給付費現年課税分で２３４万６，０００円、２節 介護納付金現年課税分３

２万３，０００円、３節 後期高齢者支援金現年課税分７０万５，０００円、４

節 医療給付費滞納繰越分１,５７０万５，０００円、５節 介護納付金滞納繰越

分１６８万４，０００円、６節 後期高齢者支援金滞納繰越分２２２万９，００

０円となっております。 

４節 医療給付費滞納繰越分で２６万２，０００円、５節 介護納付金滞納繰

越分で、２万７，０００円、６節 後期高齢者支援金滞納繰越分７万円の不納欠

損額がございます。５年間の時効による徴収権が消滅したものにつきましては５

名、執行停止３年間継続による徴収金納付義務が消滅したもの４名を不納欠損処

分としたものでございます。 

続きまして２目 退職被保険者国民健康保険税ですが、調定額９４５万円に対

し、収入済額８８４万４，０００円、９３．６％の収納率となってございます。 

収入未済額は、５０万５，０００円となっています。その内訳は、１節 医療給

付費現年課税分３万５，０００円、２節 介護納付金現年課税分４，０００円、

３節 後期高齢者支援金現年課税分１万円、４節 医療給付費滞納繰越分３２万

円、５節 介護納付金滞納繰越分５万８，０００円、６節 後期高齢者支援金滞

納繰越分７万９，０００円となっております。 

不納欠損でございますが、４節 医療給付費滞納繰越分で６万９，０００円、

５節 介護納付金滞納繰越分で１万７，０００円、６節 後期高齢者支援金滞納

繰越分１万６，０００円となってございます。内訳としまして、執行停止３年間

継続による徴収金納付義務が消滅したもの１名を不納欠損処分としたものでござ

います。 

滞納件数でございますが、５月末現在では、現年度分は、一般と退職と合わせ

て３９名、滞納繰越分は６９名が未納となってございます。９月末現在、現年度

分の収入済額は、９１万１，０００円で、１１人が完納しており、滞納繰越分の

収入済額は、１８３万８，０００円で４名が完納となってございます。 

２款 国庫支出金でございます。１０７、１０８ページをお開き願いたいと思

います。 

３款 療養給付費交付金、４款 前期高齢者交付金、５款 道支出金、１０９、

１１０ページをお開き願いたいと思います。 

６款 共同事業交付金、７款 財産収入、８款 繰入金、９款 繰越金は、歳

入調定額、収入済額とも同額であり、収入未済額はございません。 

１０款の諸収入ですが、調定額、４８万７，０００円対し、収入済額４８万３，

０００円、収納率は９９．２％となってございます。収入未済額は５，０００円

で、その内訳は１節 延滞金５，０００円の収入未済額となってございます。 

続きまして、１１１ページ、１１２ページでございます。歳入合計でございま
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すが、国民健康保険事業特別会計全体の収入額は、前年に比べ、１５万７，００

０円減の１１億５，９９４万円となってございます。収入未済につきましては、

１５４万２，０００円減の２，３５０万１，０００円となってございます。 

続きまして、歳出についてでございます。決算書の１１３、１１４ページを御

覧いただきたいと思います。歳出につきましては、２０万円以上の不用額につい

て説明をさせていただきます。 

１款 総務費は、総務管理費、保険税徴収費、国保運営協議会に係る経費でご

ざいます。２款 保険給付費ですが１目 一般被保険者療養給付費で１，７８８

万９，０００円、２目 退職被保険者療養給付費で４３０万９，０００円が不用

額となりました。これは、想定した医療費や療養費の見込み額を支給額が下回っ

たことによるものでございます。 

続きまして、１１５、１１６ページをお開き願います。２項１目 一般被保険

者高額療養費で３５６万６，０００円、２目 退職被保険者高額療養費で４８万

７，０００円、３項１目 一般被保険者移送費で２４万円、２目 退職被保険者

移送費で１６万円、４項１目１９節 出産育児一時金で１４１万２，０００円、

続いて１１７、１１８ページをお開き願います。５項１目 葬祭費で２７万円が

不用額となりました。いずれも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１１９ページ、１２０ページをお開き願いたいと思います。下段に

なります。８款 保健事業費でございます。１項２目 特定健康診査等事業費、

続きまして１２１、１２２ページで１３節 委託料１００万９，０００円が不用

額となりました。これは、１月の悪天候によるため、検診日を１月から３月に変

更したこと、医師の手配がつかず健診項目が減ったことなどから、受診者が予定

人数を下回ったため、生じたものでございます。 

続きまして、１０款 諸支出金ですが、１項１目 一般被保険者保険税還付金

及び還付加算金で３１万６，０００円が不用額となりました。過年度分の資格異

動が見込みより少なかったため生じたものでございます。 

歳出合計ですが、前年に比べ保険給付費が減少したことにより、３６０万円減

少し、１１億３，４０４万２，０００円となってございます。 

以上で、「認定第２号 平成２６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。よろしく御審議くださ

いますようお願いいたします。 

 

◇委 員 長 次に、「認定第３号 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。 

南部福祉課長。 
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◇福祉課長 「認定第３号 平成２６年度大空町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算認定について」提案内容の説明を申し上げます。 

後期高齢者医療特別会計の状況につきましては、お配りしております各会計歳

入歳出決算資料の１８ページに決算の状況を記載してございますので、あわせて

御覧いただきたいと思います。 

後期高齢者医療特別会計における平成２７年３月末時点での被保険者数は、１，

３８８名となってございます。 

それでは、歳入の主なものを説明いたします。数値につきましては、１，００

０円単位で四捨五入し説明させていただきます。 

決算書１３３、１３４ページをお開き願います。１款 後期高齢者医療保険料

でございますが、歳入調定額７，６４５万５，０００円に対し、収入済額７，６

４７万４，０００円となっております。収入済額については、平成２５年度決算

額と比べ保険料の改正等により、２０６万円の増となっているところでございま

す。収入未済額は、収入額が調定額を１万９，０００円を上回っております。そ

の内訳は、対象者５名でありまして、その他、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はございません。９月末現在でございます。特別徴収

保険料、先ほど説明しました１万９，０００円の分でございますが、平成２７年

度予算において、５人全員に還付を終了しているところでございます。 

続きまして、２款 繰入金から、３款 繰越金、４款 諸収入まで収入未済額

はございません。 

後期高齢者医療特別会計全体の収入額は、先ほど説明しましたように保険料の

改正により、前年に比べ５３２万６，０００円増加し、１億６８７万円となって

おります。 

次に歳出について御説明をいたします。決算書の１３５、１３６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 総務費は、総務管理費、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、５４万３，０００円が不用

額となっております。死亡、転出等により保険者数が減少し、保険料の額が、大

きく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。 

歳出総額は、５０２万６，０００円増加し、１億６５６万９，０００円となっ

ているとこでございます。 

以上で、「認定第３号 平成２６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。よろしく御審議ください

ますようお願いいたします。 



２１ 

 

◇委 員 長 次に、「認定第４号 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。 

南部福祉課長。 

 

◇福祉課長 「認定第４号 平成２６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」の提案内容の説明を申し上げます。 

介護保険勘定特別会計の状況につきましては、御配りしております各会計歳入

歳出決算資料の１５ページに決算の状況を、主要な施策の成果を説明する書類に

つきましては、２９ページ、３０ページに事業内容について記載しておりますの

で、あわせて御覧いただきたいと思います。 

介護保険事業勘定特別会計における平成２７年３月末現在の第１号被保険者数

は、２，４７８名となっているところでございます。 

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、１，０

００円単位に四捨五入し説明させていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。それでは、決算書１４７、１４８ページをお開き願いたいと思います。 

１款 保険料、歳入調定額１億１，４４８万７，０００円に対し、収入済額１

億１，３２６万１，０００円、収納率９８．９％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、１２２万６，０００円となっております。 

１節 現年課料分で９９万３，０００円、対象者３３名が未納となっており、

また、２節 滞納繰越分では２３万３，０００円、１０名が未納となっていると

ころでございます。９月末現在でございますが、現年課料分の収入済額について

は、６２万６，０００円、完納は２０名、滞納繰越分の収入済額は、１０万６，

０００円、完納は６名となっているところでございます。 

次に、２款 使用料及び手数料から、３款 国庫支出金、４款 支払基金交付

金、続いて１４９、１５０ページ、５款 道支出金、６款 財産収入、７款 繰

入金、１５１ページ、１５２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、前年に比べ、歳出の保険給付費が

伸びたことから、５,０１７万５，０００円増え、７億３９７万円となってござい

ます。 

収入未済額は、８９万５，０００円増の１２２万６，０００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

開き願います。歳出につきましては、２０万円以上の不用額について説明をさせ

ていただきます。 
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１款につきましては、総務管理費、徴収費、介護認定審査会に係る経費でござ

います。 

３項１目 介護認定審査会、１９節 負担金補助及び交付金、交付金で２８万

５，０００円が不用額。 

２目 認定調査費と１２節 役務費で２５万８，０００円の不用額についてで

ございますが、介護認定審査会開催費用、または費用の負担割合の変更、さらに

介護認定に必要な主治医意見書等が当初より見込みを下回ったことによる不用額

となっているところでございます。 

続きまして、２款 保険給付費でございます。１項１目 居宅介護サービス給

付費８４８万２，０００円。 

続きまして１５５、１５６ページです。４目 居宅介護住宅改修費１３１万７，

０００円、２項１目 介護予防サービス給付費７２万３，０００円、３目 介護

予防住宅改修費２３万８，０００円、続きまして１５７、１５８ページ、真ん中

ほどにあります６項１目 特定入所者介護サービス費１１６万６，０００円、こ

れらの不用額につきましては、給付見込み額が、実際の実績を下回ったため生じ

たものでございます。 

続きまして、３款２項２目、１５９、１６０ページをお開き願いたいと思いま

す。任意事業の１３節 委託料３７万８，０００円の不用額でございますが、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当初見込

みより減額となったことにより不用額となってございます。 

１６１ページ、１６２ページをお開き願いたいと思います。歳出総額につきま

しては、前年に比べ、居宅介護サービス及び施設介護サービスの給付費が増えた

ことにより、４，９７７万１，０００円の増となり、合計７億２１４万２，００

０円となってございます。 

以上で、「認定第４号 平成２６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。よろしく御審議くださ

いますようお願いいたします。 

 

◇委 員 長 次に、「認定第５号 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。 

南部福祉課長。 

 

◇福祉課長 「認定第５号 平成２６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１７ページに決算の状況を記載してございますので、あ
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わせて御覧いただきたいと思います。介護サービス事業勘定特別会計は、介護予

防プランを町で作成するために設置している会計でございます。 

これの内容につきましては、歳入の主なものから説明いたします。 

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。 

１７３ページ、１７４ページをお開き願います。 

１款 サービス収入につきましては、５０５万６，０００円の収入でございま

す。これは、介護予防サービス計画作成に伴い北海道国保連合会からによる収入

となるもので、１，２０１件分の収入となってございます。 

２款 繰入金は、一般会計繰入金として２７４万３，０００円でございます。

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ございま

す。 

１款 サービス収入から２款 繰入金、３款 繰越金、４款 諸収入まで収入

未済額はございません。 

介護サービス事業勘定特別会計全体の収入額は、前年に比べ５６万５，０００

円減の、７９７万４，０００円となっております。 

次に、歳出について説明をいたします。決算書の１７５、１７６ページをお開

き願います。 

１款 サービス事業費で７６９万９，０００円の支出でございます。この支出

の内訳としましては、職員１名分の人件費と介護予防支援システムの委託料を支

出しているものでございます。２０万円以上の不用額はありません。 

歳出総額でございますが、前年に比べ、職員の異動等に伴いまして６６万５，

０００円の減の７６９万９，０００円となっております。 

以上で、「認定第５号 平成２６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きます。よろしく御審議ください

ますようお願いいたします。 

 

◇委 員 長 次に、「認定第６号 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。 

佐薙建設課長。 

 

◇建設課長 「認定第６号 平成２６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」提案内容の御説明をさせていただきます。 

簡易水道事業特別会計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ページに記載されています。 

簡易水道事業における現在給水人口は７，３１０名、年間有収水量は、８９万

８，２９６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
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書類３０ページ中段に、水道台帳整備事業、女満別本町地区及び東藻琴地区の事

業内容等について記載されておりますので、あわせて御覧いただきたいと思いま

す。 

それでは、決算の内容について御説明申し上げます。説明にあたりましては、

歳入については、収入未済額を中心に、歳出については、節で２０万円以上の不

用額があるものについて、説明させていただきます。また、金額については、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１８７、１８８ページでございます。 

１款１項１目１節 給水使用料です。調定額１億５，８９１万７，０００円に

対して、収入済額１億５，４４９万８，０００円、不納欠損額１万３，０００円、

収入未済額は４４０万６，０００円、収納率は９７．２％となっております。収

入未済額の内訳は、現年度分が７０件７６万３，０００円、滞納繰越分が７６件、

３６４万３，０００円となっております。 

収入未済額のうち、本年９月末における収納状況は、現年度分及び滞納繰越分

を合わせ５７万円の納入があり、２６件が完納となっている状況でございます。 

また、不納欠損の１万３，０００円につきましては、大空町債権管理条例に基

づき、居所不明４件分を不納欠損として処理しております。 

歳入１款２項１目 手数料から６款１項１目 簡易水道事業債までについては、

収入未済がありません。 

続きまして歳出の説明に移らせていただきます。決算書１９１、１９２ページ

でございます。 

１款１項１目 一般管理費のうち、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。予算額全額不用となっております。賠償を必要とする

案件がなかったことによる執行残となっております。 

１款２項１目 施設管理費では、１１節 需用費で８８万１，０００円の不用

額となっておりますが、水道用の薬品と消耗品の減による執行残及び修繕料の執

行残となっております。 

１３節 委託料の不用額４５万８，０００円となっておりますが、主に漏水調

査を必要とする事案がなかったことによる漏水調査委託料の執行残となっており

ます。 

続きまして、１９３、１９４ページです。３款１項１目 予備費の不用額５０

万円については、未執行によるものとなっております。 

以上で、「認定第６号 平成２６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」の提案内容の説明を終わります。よろしく御審議賜りますよう

お願い申し上げます。 
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◇委 員 長 次に、「認定第７号 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。 

佐薙建設課長。 

 

◇建設課長 引き続きまして、「認定第７号 平成２６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」提案内容を御説明いたします。 

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、２３ペ

ージに下水道事業公共下水道分で女満別分が、２４ページに特定環境保全公共下

水道東藻琴地区分が分かれて記載されております。 

現在のところ、両地区合計で水洗化戸数は２，２９１戸、水洗化人口は５，０

１５人という状況となっております。また、主要な施策の成果を説明する書類、

先ほどと同じく３０ページ、簡易水道の下の方に下水道事業特別会計の汚水管渠

布設事業及び改築更新事業の事業内容等について記載しておりますので、あわせ

て御覧いただきたいと思います。 

それでは、決算内容の説明に移ります。説明につきましては、簡水会計と同様、

歳入については、収入未済が中心に、歳出につきましては、節で２０万以上の残

があるもの、金額につきましては、千円単位とさせていただきます。 

決算書、２０５、２０６ページです。２款１項１目１節 下水道使用料です。

調定額１億４２４万２，０００円に対し、収入済額１億１８０万５，０００円、

不納欠損額６万１，０００円、収入未済額２３７万６，０００円、収納率は９７．

７％となっております。 

収入未済額の内訳といたしましては、現年度分が５５件７３万８，０００円、

滞納繰越分が５８件１６３万８，０００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、３５万３，

０００円の納入があり、１８件が完納となっております。 

不納欠損額の６万１，０００円につきましては、大空町債権管理条例に基づき、

徴収権の消失によるもの１件、破産によるもの１件の計２件分を不納欠損として

処理しております。 

３款１項１目 社会資本整備交付金から２０７、２０８ページに移りまして、

町債、簡易水道事業債までについては、収入未済額はございません。 

続きまして、歳出について説明をさせていただきます。決算書２０９、２１０

ページでございます。 

１款１項１目 一般管理費、１９節 負担金補助及び交付金で５７万６，００

０円の不用額となっております。網走市に支払う終末処理場管理費負担金の実績

減によるものです。 

１款１項２目 施設管理費、１１節 需用費の４１万１，０００円の不用額は、
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修繕料の執行残となっております。 

２０９、２１０ページから次の２１１、２１２ページにかけまして、３款１項

１目 予備費がございまして、こちらについても５０万円の残となっております

が、未執行によるものとなっております。 

以上で、「認定第７号 平成２６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」の提案内容の説明を終わります。よろしく御審議賜り

ますようお願いいたします。 

 

◇委 員 長 次に、「認定第８号 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。 

佐薙建設課長。 

 

◇建設課長 「認定第８号 平成２６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」提案内容を御説明いたします。 

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２

５ページに記載されております。また、主要な施策の成果を説明する書類、３０

ページ最下段に個別排水処理事業の決算額等について、掲載をしております。 

また個別排水処理事業特別会計では、現在１９７戸の浄化槽を管理している状

況でございます。 

それでは決算の状況内容について、説明申し上げます。決算書２２３、２２４

ページでございます。 

１款１項１目１節 個別排水使用料です。調定額１，０６０万８，０００円に

対し、収入済額１，０２１万２，０００円、収入未済額は３件、３９万６，００

０円となっております。不納欠損額についてはございません。 

２款１項１目 一般会計繰入金から４款１項１目 町預金利子については、収

入未済額はございません。 

続きまして歳出の説明をさせていただきます。決算書２２５、２２６ページで

す。 

１款１項１目 施設管理費、１１節 需用費で２６万５，０００円の不用額を

生じております。修繕料の執行残によるものです。 

１３節 委託料６６万１，０００円の不用額となっております。浄化槽清掃委

託料の執行残によるものです。 

３款１項１目 予備費につきましては全額未執行となっており、５０万円の不

用額となっております。 

以上で、「認定第８号 平成２６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」の提案内容の説明を終わらせていただきます。よろしく御
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審議賜りますよう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、「大空町奨学金運用状況調書」の説明を求めます。 

佐々木生涯学習課長。 

 

◇生涯学習課長 「平成２６年度大空町奨学基金運用状況調書」につきまして御説明

申し上げます。決算書２２７ページ、２２８ページでございます。 

前年度末現在高の基金総額は、７，７７５万７，８７１円で、現金として１，

９６２万４，８６１円、奨学資金貸付金貸付額として８０名に対し、５，８１３

万３，０１０円となっております。 

決算年度中の基金の増減額といたしましては、定額繰入繰出しとして、町の一

般会計に繰り出したことにより、１，０００万円の減額、その他として現金に係

る預金利子４，４２５円の増額でございます。 

平成２６年度中の新規貸付金は、８名に対して２３１万円、継続貸付金は、７

名に対して２３４万円の計４６５万円で、平成２６年度中に返還された貸付金は、

６７名から１，００１万４，１２０円となり、年度末基金の総額は、６,７７６万

２,２９６円、現金として１，４９９万３，４０６円となっております。 

以上で説明を終わらせていただきましたので、よろしく御審議賜りますようお

願いいたします。 

 

◇委 員 長 次に、「財産に関する調書」の説明を求めます。 

藤田総務課長。 

 

◇総務課長 それでは、「財産に関する調書」の説明をいたします。 

１ページ目をお開き願います。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きまして、説明をいたします。 

初めに、土地についてです。区分欄、公共用財産の学校で３万１，２６９平方

メートル減少しております。旧豊住小学校用地を普通財産のその他施設へ２万３，

９５４平方メートル、昨年、全町的な見直しを図りましたが、修正漏れのあった

旧大成小学校用地を公共用財産のその他の施設へ７，３１５平方メートル、それ

ぞれ用途変更したことによるものであります。 

同じく公園で１万３，８０８平方メートル増加しております。湖畔公園用地を

普通財産のその他の施設から用途変更するもので、これも昨年に見直しを図りま

したが、修正漏れがあったため、今回行ったものであります。 

同じく、公衆用道路で１万９，７１４平方メートル増加しております。主に町
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道開陽中央線整備事業により、財務省からの供用、取得によるものであります。 

同じく、その他の施設で、９，８５４平方メートル増加しております。主に旧

大成小学校用地を公共用財産の学校から用途変更したことなどによるものであり

ます。 

山林で２３２平方メートル減少しております。売り払いにより減少したもので

あります。 

原野で６万７２６平方メートル減少しています。旧河川用地について、農家の

方へ売り払いしたことなどにより減少したものであります。 

宅地で７３３平方メートル増加しております。主に２人の方から寄附をいただ

いたことなどによるものであります。 

その他で、１万５８７平方メートル増加しております。旧豊住小学校の用地を

公共用財産の学校から用途変更したことによる増加や、湖畔公園用地を公共用財

産の公園へ用途変更したことによる減少などによるものであります。 

合計では、３万７，５３１平方メートル減少し、決算年度末では、３，０３０

万１，４４２平方メートルとなっております。 

次に、建物についてです。 

初めに、木造ですが、公共用財産の学校で、６８平方メートル減少しています。

旧豊住小学校の物置、飼育小屋を普通財産のその他へ用途変更したことにより減

少しております。 

同じく公営住宅で１９２平方メートル増加しております。中央さくら団地１棟

の新築に伴う増加であります。 

下段のその他の施設で、６８平方メートル増加しています。旧豊住小学校の物

置、飼育小屋を公共用財産の学校から用途変更したことによるものであります。 

木造の合計は、１９２平方メートル増加となり、決算年度末で、２万２，６０

７平方メートルとなっております。 

非木造につきましては、公共用財産の学校で２，４９０平方メートル減少して

おります。旧豊住小学校校舎及び体育館を普通財産のその他施設で用途変更した

ことにより減少しております。 

同じく、公営住宅で、２０５平方メートル減少しております。中央さくら団地

１棟の解体に伴い減少しております。 

下段のその他の施設で、２，４９０平方メートル増加しております。旧豊住小

学校校舎及び体育館を公共用財産の学校から用途変更したことによるものであり

ます。 

非木造の合計は、２０５平方メートル減少し、決算年度末で、１１万９，５７

５平方メートルとなっております。 

建物合計では、１３平方メートル減少し、決算年度末現在では、１４万２，１
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８２平方メートルとなっております。 

次に、２ページになります。（２）山林です。 

区分欄、所有の面積で、２３２平方メートル減少しております。売り払いによ

り減少したものであります。面積の決算年度末現在高は、２３２平方メートル減

少し、１，７２３万１，０９６平方メートルとなっております。 

立木の推定蓄積量ですが、所有では、間伐、皆伐により１，２４３立方メート

ル減少していますが、自然増により１万４，８９３立方メートル増加しており、

差し引き１万３，６５０立方メートル増加しております。 

分収林では、自然増により５１立方メートル増加しております。全体では、決

算年度末現在高で、１万３，７０１立方メートル増加し、３５万４，９５８立方

メートルとなっております。 

ページが飛びまして、５ページになります。２物品です。決算年度中の増減に

ついて、説明をさせていただきます。 

初めに女満別部分ですが、５ページ右側の上段の冷凍庫１台減は、農業研修セ

ンターのものを廃棄したものであります。 

６ページになります。左側中段のボイラー１台増は、女満別Ｂ＆Ｇ海洋センタ

ーで購入したものであります。 

右側中段の移動炭化炉一式減は、産業課所管のものを廃棄したものです。 

その下のフードミキサー１台減は、農業研修センターのものを廃棄したもので

あります。 

９ページになります。右側中段の小型貨物自動車１台増ですが、ワゴン車であ

ります。生涯学習課で購入したものであります。 

１０ページになります。左側上段のダンプトラック２台減は、除雪機械の更新

及び一般廃棄物最終処分場のものを売り払いしたことによるものであります。 

１１ページになります。右上段のロータリー除雪車１台増は、除雪機械の更新

に伴い、購入したものであります。 

次の最高裁国民審査投票読取集計機１台増は、選挙開票事務に使用するため購

入したものであります。 

次の除雪機１台増は、女満別幼稚園で購入したものであります。 

次に、１２ページになります。東藻琴地区ですが、左側中段のパーソナルコン

ピューター１台減は、住民福祉課所有のものを廃棄したものであります。 

１４ページになります。左中段のセグメントエッジ付きバケット１式減は、タ

イヤショベルの売り払いに合わせ売り払いをしたものであります。 

下段の除雪機１台は、スパーク東藻琴で購入したものであります。 

１６ページになります。左側下段のスノーモービル１台増、１台減は、東藻琴

スキー場で更新したものであります。 



３０ 

 

次の給食配送車１台増、１台減は、東藻琴給食センターの配送車を更新したも

のです。 

右側上段の乗用自家用車１台増は、日本赤十字社からの譲渡により、住民福祉

課に配置になったものであります。 

中段のタイヤショベル１台減は、産業建設課所管のもので、使用できなくなっ

たことから、売り払いしたものであります。 

次の除雪ロータリー１台減は、除雪機械の更新に伴い、売り払いをしたもので

あります。 

次の散水車１台増、１台減は、東藻琴除雪センターで更新したものであります。 

次のスクールバス１台増、１台減は、生涯学習課で更新したものであります。 

１７ページになります。左側中段の温泉ポンプ２台増は、東藻琴芝桜公園で購

入したものであります。 

次のアイスクリーム原料殺菌機１台増は、東藻琴乳酪館で購入したものです。 

次のホッピングマット１枚増は、東藻琴Ｂ＆Ｇ海洋センターで購入したもので

す。 

次の除雪ドーザ１台増は、除雪機械の更新に伴い、購入したものであります。 

１８ページになります。３債権です。町民税特別徴収分の２５年度分前年度末

現在高は、２，３８７万９，０００円と同額が減少しております。全額が納付と

なっているため減少となっております。 

町民税特別徴収分の２６年度分につきましては、２６８事業所、１，２４１件

分として２，４２２万８，０００円が増加し、決算年度末現在高に計上しており

ます。 

高齢者住宅整備資金貸付金は、１件４７万２，０００円の残高に対し、４万１，

０００円の償還があり、決算年度末現在高４３万１，０００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、期間中の配分が２１１万５，０００円あ

り、消防デジタル無線整備に係る起債償還財源として１０８万８，０００円を使

用しており、差し引き１０２万７，０００円の増加で、決算年度末現在高は、３

億５６１万６，０００円となっております。 

公共下水道受益者負担金等は、３４７件、１億３，１０５万円の残高に対し３

４万２，０００円の収入があり、決算年度末現在高は、１億３，０７０万９，０

００円となっております。 

次に、４基金です。決算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ですが、利子分４６万６，０００円の積み立て増加と

なっております。 

（２）大空町地域福祉基金ですが、利子分５万８，０００円と新規５，０００万

円の積み立て、あわせて５，００５万８，０００円の増加となっております。 
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奨学基金ですが、初めに貸付金で、年度内の貸付実行額が、４６５万円、返還

額が１，００１万４，０００円となっており、差し引き５３６万４，０００円が

減少しています。その分現金で増加し、利子分の４，０００円と合わせ５３６万

８，０００円が増加していますが、平成２６年度は、一般会計１，０００万円返

還したことにより、差し引き現金は、４６３万２，０００円の減少となっており

ます。 

（４）北海道東藻琴高等学校教育振興基金ですが、利子分１万円を含め、６３１

万４，０００円の積み立てを行い、実習費の原材料費などに充てるため、６８１

万２，０００円を取り崩し、差し引き４９万８，０００円の減少となっています。 

１９ページです。大空町簡易水道事業基金ですが、利子が１６円のため１，０

００円単位の増減はありません。 

（６）大空町国民健康保険事業基金ですが、利子分１万７，０００円と新規の２

２２万８，０００円の積み立てで、あわせて２２４万５，０００円の増加となっ

ています。 

（７）大空町公共施設等整備基金ですが、利子分７０万４，０００円と新規の４

億２，６７７万８，０００円の積み立て、合わせて４億２，６０７万４，０００

円の増加と、教育文化会館整備補助金に充てるため、１億１，９５９万８，００

０円を繰り入れ、差し引き３億７８８万４，０００円が増加しております。 

（８）大空町減債基金ですが、利子分２４万５，０００円の積み立てで増加とな

っております。 

（９）大空町介護保険基金ですが、利子分１万９，０００円と平成２５年度の出

納整理期間中に６１０万６，０００円を繰り入れており、差し引き６０８万７，

０００円が減少しております。 

（１０）網走湖環境改善対策基金ですが、利子分１万３，０００円の積み立てで

増加となっております。 

２０ページでございます。（１１）大空町地域振興基金ですが、平成２１年度

に職員住宅等建設の際に借り入れた住宅供給公社借入金を繰り上げ償還するため、

当基金を活用し、１億７，７００万円の繰り入れ運用を行っております。 

その元金償還分として、２，５５３万３，０００円を返還したことから、増加し

ております。また、利子分につきましては、一般会計で使用しているところでご

ざいます。 

（１２）大空町学校教育施設建設基金ですが、利子分２万５，０００円の積み立

てで増加となっております。 

（１３）大空町国営美女地区かんがい排水事業基金ですが、利子分２万８，００

０円の積み立てで増加となってございます。 

以上、財産に関する調書につきまして説明いたしましたので、御審議ください
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ますようよろしくお願いします。 

 

◇委 員 長 ここで１０分間休憩します。 

 

休憩 午後 ２時０３分 

再開 午後 ２時１３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件の審査を続けます。 

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。 

藤田総務課長。 

 

◇総務課長 続きまして、「各会計歳入歳出決算資料」について説明いたします。 

主なものにつきまして、説明をさせていただきます。 

４ページをお開き願います。繰越事業の決算関係であります。 

平成２５年度から平成２６年度に繰り越された事業の科目別決算内訳です。 

国の経済対策に伴う補正予算によるもので、一般会計では、橋梁補修等事業及

び中央さくら団地建設事業の総額６，３１０万円の繰越明許費について掲載して

おります。事業の内容等につきましては、決算の歳入歳出で説明したとおりです

ので省略をさせていただきます。 

５ページになります。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であったのか赤字であったのかを表わす

ものであります。 

平成２６年度は、歳入歳出を単純に差し引いた額が、Ｃ欄の１億３，１８５万

２，０００円で、繰越明許費に係る翌年度に繰り越すべき財源がＤ欄の１，１８

７万９，０００円ありますので、実質収支はＥ欄の１億１，９９７万３，０００

円となり、黒字となっております。また、単年度収支のＦ欄は、実質収支におけ

る前年度との差で１２５万６，０００円の黒字となっています。 

さらに右の欄の実質単年度収支Ｊ欄は、歳入と歳出の中で、財政調整基金に積

み立てする、地方債を繰り上げ償還するといった黒字的要素や、財政調整基金の

取り崩しを行うといった赤字的要素を加えた場合に、単年度収支が実質的にどう

なっているのかを見るもので、平成２６年度は、財政調整基金の積み立てがＧ欄

の４６万６，０００円の預金利息だけであり、１７２万２，０００円の黒字とな

っております。 

次に、９ページになります。性質別経費の状況であります。 
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この表は、歳出の性質別経費の内訳を示したもので、特に財政の健全性を示す

経常収支比率について、記載されています。 

表の右から２列目の経常収支比率の中段、計のところに８５．１パーセントと

いう数値があります。これが平成２６年度の経常収支比率であります。 

前年度と比較して、３．０ポイント増加している状況でございます。 

これは、経常的な一般財源である地方交付税と臨時財政対策債が、前年より約

２億５，０００万円減少したことなどが影響しています。市町村の健全ラインで

ある７５パーセントを超えており、財政の硬直化が継続している状況にあります。 

次に、１２ページをお開き願います。基金の状況です。 

一般会計に属するものであります。財産に関する調書は、３月３１日現在の金

額について、記載してございます。基金の状況は、出納整理期間中に取り崩した

もの、積み立てしたものを含んでいる金額となります。 

財政調整基金は、利子分のみの積み立てで、４６万６，０００円、減債基金の

利子分のみの積み立てで２４万５，０００円、その他特定目的基金は、利子分を

含め、積立金４億２，８０５万４，０００円の決算額となっております。 

主に地域福祉基金に２億７，８００万円、地域振興基金に１億２，８００万円

の積み立てを行っております。 

また、取り崩し額は、１億２，７８３万３，０００円ありますが、主に教育文

化会館の整備で公共施設等整備基金を約１億１，９００万円、東藻琴高校の国内

研修や実習費用へ充てるため東藻琴高等学校教育振興基金から約６００万円取り

崩したことによるものであります。 

１３ページをお開き願います。地方債の現在高の状況であります。 

平成２６年度の一般会計発行額は、表の左１例目の区分欄に地方債の名称があ

ります。左から４列目には、平成２６年度の発行額が記載されています。中段ほ

どになりますが、７番の一般単独事業債でその５段下に旧合併特例債事業があり

ます。教育文化会館整備事業、女満別運動公園の整備事業などに約３億３，０２

０万円の借り入れを行っております。 

区分欄の９、過疎対策事業債では、道路事業や女満別中央病院医療環境等充実

事業、スクールバスの購入などに２億８，５７０万円の借り入れ、その他下段の

２５臨時財政対策債が２億９，６４８万８，０００円などとなり、合計は下段の

９億９，６８８万８，０００円の借り入れとなっております。 

平成２６年度の元金償還額は、２列右側の下段となりますが、合計で１２億４，

７６２万３，０００円、地方債残高は、右から５列目の下段、合計は前年度より

約２億５，０００万円減少し、１１１億５，８１９万円となっております。 

続きまして、２８ページをお開き願います。バランスシートについて説明をい

たします。新地方公開制度の導入が提唱され、総務省改定モデルが示されたもの
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に基づいて作成をしております。 

初めに、貸借対照表です。借方の資産の部です。 

１公共資産の（１）有形固定資産は、今までに形成した道路や建物などの公共

施設について、減価償却させ、価格を表わしています。 

有形固定資産合計は、３４３億８，０２５万７，０００円で、前年より１０億

５，０００万円減少しております。多額の資産投資がなく、全体的に資産の減価

償却により減少となっております。 

（２）の売却可能資産は、４，１７２万１，０００円で、普通財産として売却可

能な土地について、計上しております。公共資産の合計は、３４４億２，１９７

万８，０００円で、前年より約１０億５，０００万円減少しております。 

２投資等ですが、投資及び出資金、貸付金、基金などの年度末現在高を示して

います。（１）①投資及び出資金は１億５，９１３万円で、前年より２，０００

万円減となっています。昭和５３年当時、女満別町青少年育成協会で、２，００

０万円の出捐金を支出しておりますが、一般財団法人移行したことにより、平成

２６年度大空町青少年育成協会から、相当額について寄附を受けたため、減額と

なっております。 

（３）基金等の②その他特定目的基金は、３２億５，５６０万５，０００円で、

前年より約３億３，０００万円増加しています。地域福祉基金や地域振興基金な

どに積み立てたことによるものであります。④のその他定額運用基金は、奨学基

金であります。 

（４）の長期延滞債権は、過年度の税等の滞納繰越分で、前年より約６０万円減

少しております。 

（５）の回収の見込み額マイナス３７６万９，０００円があります。過去５年間

の不納欠損の実績から平均の率を乗じ、統計的に算出した額となっております。 

投資等の合計は、３６億６，２８７万４，０００円で、前年より約３億１，０

００万円増えております。 

次に３流動資産です。 

（１）現金預金は財政調整基金、減債基金を計上し、歳計現金は、前年度の繰越

金を指しております。 

（２）の未収金は、現年度分の地方税や、その他、使用料等の滞納額のことです。 

流動資産の合計額は、１８億９，８１８万１，０００円で前年より約１，０００

万円増加しています。これは、繰越金の額が前年度よりも増加しているためであ

ります。 

資産の合計は、公共資産が、減価償却費で約１０億円減少しており、投資等の

基金積立により約３億円増加していますが、差引前年度より約７億円減少し、３

９９億８，３０３万３，０００円となっております。 
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次に、右の欄の貸方の起債の部ですが、１の固定負債は、数年にわたって償還

や負担をしていくものであります。 

（１）の地方債は、翌年度以降の負債の額です。前年より約２億円減少し、９９

億５，７２０万８，０００円となっております。 

（２）の長期未払金は、債務負担行為で確定しているものを計上していますが、

新たな設定が少なく、償還額が上回っているため、前年より約３，０００万円減

少し、３億３，４１３万６，０００円となっております。 

（３）の退職手当引当金は、現在の全職員が退職した場合の額を計上することと

なっており、１２億８，８６８万５，０００円となっております。 

固定負債合計では、前年より約３億２，０００万円減少し、１１５億８，００

２万９，０００円となっております。 

２の流動負債ですが、短期の地方債の償還金などを計上しております。 

（１）の翌年度償還予定地方債は、平成２７年度分の地方債の償還額です。前年

より約５，０００万円減少し、１２億９８万２，０００円となっています。 

（３）の未払金は、債務負担行為のうち、翌年度に支払うべきもので、前年より

１００万円減少の５，８０８万６，０００円となっています。 

（５）の賞与引当金は、翌年度の６月に見込まれる期末勤勉手当の額で６，３３

５万２，０００円となっています。 

負債合計は、１２９億２４４万９，０００円で、地方債残高の減少等により、

前年より約３億６，０００万円減少しています。 

純資産の部ですが、１の公共資産等整備国道補助金等は、住民サービスを提供

するために、財産を取得した財源のうち、国道から補助を受けたものです。 

２の公共資産等整備一般財源等は公共資産等の形成に充てられた一般財源等を

指しております。 

３のその他一般財源等は、一般財源のうち、公共資産等以外に充てられた一般

財源をいいます。この一般財源等は、将来自由な財源として使用できる純資産を

表わしています。平成２６年度は、マイナス３６億７，３０４万５，０００円で、

前年より約３億円減少しております。将来、財源として自由に使用できる純資産

がマイナスになっているということは、既に将来の財源の一部が拘束されている

ことを表しております。このマイナスの要因としましては、臨時財政対策債を発

行していますが、本来ならば交付税として算入されるべきものが、負債として残

っているのが大きな要因です。また、減税補填債や臨時税収補填債などの減税に

伴い、借り入れをしている負債についても、含まれており、これらの合計が約３

３億円あります。 

大空町以外の自治体でも、臨時財政対策債などを発行しておりますので、同様

に、その他の一般財源等は、通常マイナスになると言われております。今のとこ
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ろ、この数値の指標は、示されておりませんので、適正な基準については、わか

りませんが、少なくともプラスになっていかなければならないというふうに思っ

ております。マイナス３７億円のうち、交付税で３３億円が算入されますので、

差し引き４億円を当面の目標として解消できればと判断しているところでありま

す。 

純資産の合計は、２７０億８，０５８万４，０００円で、前年より約３億７，

０００万円減少しております。負債、純資産の合計は、資産合計と同じでありま

す。 

欄外の説明をいたします。貸借対照表に表れないものを参考までに記載してお

ります。 

※１の他団体及び民間への支出金により形成された資産は、農協や病院、福祉

団体等へ補助金として支出し、また、道営事業など、負担金を支出して形成され

た資産について、計上しています。平成２６年度は、教育文化会館整備への補助

金４億６，０００万円があり、減価償却費との差引でも、前年より約６，０００

万円増加し、６７億２，７８５万２，０００円となっております。 

※２の債務負担行為については、貸借対照表に含まないものとして、③にその

他があります。主に道営土地改良事業で債務負担しているもので、平成２６年度

新たに東藻琴地区中山間地域総合整備事業が実施となるなど、前年より約６億６，

０００万円増加し、９億７，０４０万８，０００円となっております。 

※３は、特別会計も含めた地方債残高のうち、９４億２，８３５万１，０００

円は償還時に地方交付税に算入されると見込まれているものを記載しております。

特別会計を含めた地方債残高は、平成２６年度末で約１４８億円ありますので、

この交付税算入率は６３．７％となってまいります。 

※４は、普通会計の将来負担に関する情報と記載されていますが、ここで言い

ます普通会計とは、一般会計を指しております。一般会計の将来負担額としては、

１４０億９，８０１万９，０００円で、内訳としましては、地方債や債務負担行

為があり、特別会計の地方債の負担額も見込んでおります。 

次に、基金等将来負担軽減資産ですが、１４２億８，８４０万８，０００円と

記載しています。内訳で地方債償還額等充当基金残高は、３９億８，５１４万１，

０００円は、公債費で充当可能な基金で、減債基金や財政調整基金などです。 

その下の地方債償還額等歳入見込額８億７，４９１万６，０００円は、公営住

宅使用料などの歳入です。 

地方債償還等充当交付税見込額は、※３で説明したとおりです。 

差し引き普通会計が将来負担すべき実質的な負債としては、前年より約３億３，

０００万円減少し、マイナス１億９，０３８万９，０００円となりました。 

この数値を標準財政規模で割った数字が将来負担比率となりますが、平成２６
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年度は、先の定例会で報告しているとおり、マイナスとなっていることから、算

定されないこととなります。 

※５につきましては、土地の価格と減価償却累計額を参考までに記載しており

ます。 

続きまして、２９ページです。行政コスト計算書です。 

この表は、１年間の行政サービスのうち、福祉活動やごみ収集といった資産形

成につながるコスト面に着目した表であります。企業会計でいえば費用に該当す

るもので、地方公共団体が行政サービスのために要したコストを表しております。 

表の１の欄は人に係るコストで、行政サービスを担う職員にかかわる人件費関

係です。 

２の欄は物に係るコストで、地方公共団体が最終消費者となる物件費、維持費、

減価償却費です。 

３の欄は、移転支出的なコストで、他の主体に移転して指定効果が出てくる社

会保障給付補助費等、他会計等への支出額、他団体への公共資産整備補助金等で

あります。 

４の欄は、その他に係るコストとして、支払利息、回収不能見込計上額、その

他であります。 

経常行政コスト a 欄は、７１億３，０５４万４，０００円で、使用料や分担金

等を除いた下段の差引純経常行政コスト a―d 欄は、６７億９，５９３万１，００

０円となっています。前年より約５億円増加していますが、平成２６年度は、３

の移転支出的なコストの他団体への公共資産整備補助金等で増加したことが主な

要因となってございます。この純経常行政コストは、生活インフラ、教育、福祉

などの項目別に表わしています。項目別、性質別にコストを把握することにより、

行政経営におけるコスト意識を高めるものになっていくと考えております。 

次に、３０ページです。純資産変動計算書でございます。 

純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産の部に計上されている各数値が１年

間でどのように変動したかを表した表です。左側の純資産合計の列で説明いたし

ますが、１番上の期首純資産残高は、前年度末の数値です。 

次の純経常行政コスト、マイナス６７億９，５９３万１，０００円は、前ペー

ジの行政コスト計算書の左下段の数値をマイナス表示したものです。この純経常

行政コストは、町税や地方交付税等の一般財源等、補助金等の受け入れで賄われ

ることになります。 

臨時損益については、災害復旧工事などの臨時的なものについて計上されます

が、平成２６年度は５月の降雨災害により９９９万円があり、マイナス表示とな

っております。 

その下の科目振替ですが、資本的な収入支出に伴う純資産内部に生じる振替の
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部分であります。 

平成２６年度末の大空町の純資産合計は、下段の期末純資産残高となりますが、

２７０億８，０５８万４，０００円で、前年より約３億７，０００万円減額とな

っています。純資産が減った要因は、経常行政コストの増加と国庫補助金の減少

によるものであります。 

また、その他一般財源等も、マイナス３６億７，３０４万５，０００円ですが、

前年より約２億９，０００万円減額となっており、将来自由に使用できる一般財

源が減っている状況にあります。 

続きまして３１ページをお開き願います。資金収支計算書であります。 

資金収支計算書は、歳計現金の収支の状況を三つの区分に分けて表示した財務

書類であります。 

１の経常的収支の部は、人件費や物件費などの支出と税や使用料などの収入が

表示されています。支出合計は、４７億５，６６７万１，０００円、収入合計は、

地方交付税や国、道支出金など６７億７，４１７万３，０００円で、かなりの額

を国費に依存していることがわかるかと思います。差額である経常的収支額は、

２０億１，７５０万２，０００円の黒字となっておりますが、これは公共資産整

備や、投資財務的収支の部に財源として充当されることになります。 

２の公共資産整備収支の部は、町の社会資本を整備する公共資産整備支出と団

体等に補助金として支出し、資本整備する経費を計上しております。収入は、こ

れらの支出に財源となった国、道補助金や地方債が計上されています。 

差額となります公共資産整備収支額は、マイナス１億９，０６７万８，０００

円となっています。この赤字部分は、１の経常収支の黒字分、すなわち一般財源

で賄われることになります。 

３の投資・財務的収支の部は、支出に地方債の償還額や基金の積立金が計上さ

れ、収入には、国、道の補助金等があります。大空町の場合、目立った収入はあ

りませんので、差額である投資財務的収支額は、マイナス１８億１，７３８万９，

０００円の赤字となっています。この赤字分も１の経常収支の黒字分で賄われる

ことになります。 

この三つの表を合わせると、９４３万５，０００円の黒字となり、期首歳計現

金残高、これは前年度からの繰越金に当たりますが、１億２，２４１万７，００

０円がありますので、結果として、期首歳計現金残高は、１億３，１８５万２，

０００円の黒字となります。この黒字額は、貸借対照表の３流動資産の③歳計現

金に計上されることになり、一般会計の繰越金であります。 

欄外の※１ですが、一時借入金に関する情報を記載しております。一時借入金

は、予算において限度額を設定しており、平成２６年度限度額は、８億円です。

借入の利子については、８４万９，０００円となってございます。 
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※２ですが、基礎的財政収支に関する情報について、記載しております。基礎

的財政収支とは、公債費の償還額を除いた歳出と地方債の発行額を除いた収入の

バランスを見るものです。また、財政調整機能を果たす財政調整基金や、減債基

金の取崩、積立も除くこととなっております。 

基礎的財政収支の平成２６年度は、４億１，２０９万８，０００円の黒字とな

っております。基礎的財政収支は大空町の場合、黒字でありますので、毎年の政

策的な経費が、毎年の税収などの収入で賄われていることになっております。大

きくは地方交付税が占めているという現状にあります。 

今回も含めまして、総務省改定に基づき、財務書類４表について作成いたしま

したが、総務省より平成２８年度決算からは、全国統一的な基準による財務書類

の作成が要請されております。統一基準により作成されることで、全国の自治体

の比較が容易になってまいります。本町におきましても、統一基準の導入に当た

り、固定資産台帳の整備など準備をしてまいりたいと考えているところでありま

す。 

以上、説明を終わらせていただきますので、よろしく御審議賜りますようよろ

しくお願いします。 

 

◇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。 

近藤監査委員。 

 

◇代表監査委員 平成２６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、お手元に配付の審査意見書

のとおりでありますが、意見書の概要について御説明申し上げます。 

審査の対象は、平成２６年度の大空町一般会計歳入歳出決算、大空町国民健康

保険事業特別会計歳入歳出決算、大空町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、

大空町介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算、大空町介護サービス事業勘定特

別会計歳入歳出決算、大空町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算、大空町下水道

事業特別会計歳入歳出決算、大空町個別排水処理事業特別会計歳入歳出決算、大

空町基金運用状況調書、また、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、平成２７年８月４日から９月１日まで、後藤監査委員とともに

審査を行いました。 

審査の内容は、審査に付された平成２６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
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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、千円単位で記載し、調査がな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附属書

類等は、法令の規定により調整されており、表示された計数は関係諸帳簿及び証

拠書類等により照合の結果、正確であり予算の執行についても、概ね適正に処理

されていくことと認められました。 

平成２６年度の一般会計歳入歳出決算の状況を見ると、歳入は７９億９，１５

９万２，０００円、歳出は７８億５，９７４万円で、平成２５年度に比べ歳入は

４％、３億３，６０３万５，０００円の減、歳出は４．２％、３億４，５４７万

円の減となっており、形式収支は１億３，１８５万２，０００円、翌年度に繰り

越す財源を差し引いた実質収支は、１億１，９９７万３，０００円、前年度実質

収支額の１億１，８７１万７，０００円を差し引いた単年度収支額も１２５万６，

０００円と、いずれも黒字であります。 

歳入では、歳入全体の１２.１％占める町税は、９億６，７８１万６，０００円

で、平成２５年度の９億７，８０６万４，０００円に比し、１％、１，０２４万

８，０００円の減となっております。主に町民税が減少し、固定資産税が増加し

ております。 

一般会計の歳入全体の５２．６％を占める地方交付税は、４２億３８６万１，

０００円で、平成２５年度の４４億３，４２２万円に比し、５.２％、２億３，０

３５万９，０００円の減、平成２６年度に借り入れた町債は、９億９，６８８万

８，０００円で、平成２５年度の８億２，８５９万４，０００円に比し２０．

３％、１億６，８２９万４，０００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、７億３，４１９万８，０００円

と平成２５年度の１０億３，１１５万７，０００円と比し、２８．８％、２億９，

６９５万９，０００円の減となっています。 

繰入金は、１億２，７８３万３，０００円と平成２５年度の１，３８３万９，

０００円と比し、８２３．７％、１億１，３９９万４，０００円の増となり、財

産収入は３，９７９万２，０００円と平成２５年度の３，６７４万円と比し、８．

３％、３０５万２，０００円の増となりました。 

財政調整基金は、平成２６年度の決算現在高において取り崩しを行わず、利息
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相当分の４６万６，０００円の積立を行い、総額１４億１，５８４万３，０００

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３億４６万６，０００円の積み立てを行い、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、平成２５年度決算に比べ２．２％、２億５，０７

３万５，０００円の減となり、償還のピークを過ぎ、年々減少の傾向にあります

が、平成２６年度末で１１１億５，８１９万円と、未だに各会計歳入決算合算額

より多い数字となっております。 

平成２６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、２７億

９，１３３万７，０００円、歳出合計は、２７億５，９９６万１,０００円で、平

成２５年度決算に比し、歳入は５％、１億３，４１０万５，０００円の増、歳出

は５．２％、１億３，７３０万円の増となっており、７特別会計を合算した形式

収支は、３，１３７万６，０００円、実質収支も同額の３，１３７万６，０００

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、１０７億８，

２９２万９，０００円、歳出は、１０６億１，９７０万１，０００円で、形式収

支は１億６，３２２万８，０００円、翌年へ繰り越すべき財源の１，１８７万９，

０００円を差し引いた実質収支も１億５，１３４万９，０００円の黒字となって

います。 

一般会計における財政構造を見ると、経常収支比率は、平成２４年度が８３．

７％、平成２５年度が８２．１％、平成２６年度が８５．１％と増加しており、

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、平成２４年度が０．２３９、平成２５年度が０．２３９、平成

２６年度が０．２３８と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、１３．１％と前年度より１．４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、算出されないこととなり、計画的な行

政運営の推進により、健全化への成果は見られるものの、これらの数値は歳入割

合の多くを占めている地方交付税が大きく影響するものと見込まれるため、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２１．６％と平成２

５年度と比し２．４ポイント、４，１１４万２，０００円増加しておりますが、

主な要因は繰入金の増加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、７８．４％と、平成２５年度と比し５．７％、３億７，７１７万７，

０００円減少しておりますが、主な要因は、地方交付税、国庫支出金の減少によ

るものであります。 
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歳入における性質別構成を見ると、義務的経費の割合が３７．７％と、平成２

５年度より０．４ポイント増加しておりますが、決算額については、３．４％、

１億２９４万５，０００円減少しております。減少の要因は、人件費、扶助費が

それぞれ増加しておりますが、公債費が減少しており、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１６．６％と、前年度より０．３ポイン

ト、８，３９０万８，０００円減少しておりますが、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２６年度も経費節減、効率的な事務の執行、事業の見

直し等、さまざまな取り組みがなされ、概ね適正に執行されたものと認められま

すが、事務の遅れによる未執行及び不用額を用いての予算流用が複数見られまし

た。 

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い、予算の適正な執行のために庁内

のチェック体制等の整備についても、引き続き配慮を願うものであります。 

平成２６年度の一般会計における町税収入は、平成２５年度と比べ、１％、１，

０２４万８，０００円減少しておりますが、調定額が１，９７６万８，０００円

減少したためであります。滞納額を含めた徴収率は、昨年度より０．９ポイント

増加、現年度分の徴収率についても、９９．６％を維持し、滞納分の徴収率が２．

３ポイント増加した結果、収入未済額も、１２８万８，０００円減少しており、

徴収強化の成果が見られます。 

財源の確保と負担の公平化を図る観点から、引き続き徴収強化を図るとともに、

固定化する滞納者に対して、法的な対策を講ずるなど、収入未済額の圧縮が必要

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の強制退去、差押え等の法的手段を含めた厳正

な対応を行い、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、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

り組みを願うものであります。 

なお、滞納者の生活実態を把握し、滞納処分の停止、徴収停止等をしても資力

の回復が望めない者、他市町村に転出して居所不明となっている者等、有効な徴
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収手段が取れないものについては、大空町債権管理条例に基づき、徴収停止処分、

または不納欠損処分等を引き続き実施することも必要であります。 

景気回復の兆しはほど遠く、円安などの影響により、諸物価の高騰が生活を圧

迫しており、滞納者の増加や人口の減少、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り、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な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、合併後の特例算定期限も迫ることから、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、８２億２２万４，０００円に対し、決算額は、歳

入７９億９，１５９万２，０００円、歳出は７８億５，９７４万円、差引額１億

３，１８５万２，０００円、形式収支は、１億３，１８５万２，０００円より翌

年度へ繰り越すべき財源１，１８７万９，０００円を差し引いた１億１，９９７

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１１億６，４７８万７，０００円に対し、

決算額は、歳入１１億５，９９４万７，０００円、歳出は、１１億３，４０４万

２，０００円、差引額２，５９０万５，０００円、翌年度へ繰り越すべき財源が

ないため、同額が実質収支額であります。 

後期高齢者医療特別会計の予算現額、１億７３０万８，０００円に対し、決算

額は、歳入１億６８７万円、歳出１億６５６万９，０００円、差引額３０万１，

０００円、翌年度へ繰り越すべき財源がないため、同額が実質収支額であります。 

介護保険事業勘定特別会計の予算現額、７億１，６８５万１，０００円に対し、

決算額は、歳入７億３９７万円、歳出７億２１４万２，０００円、差引額１８２

万８，０００円、翌年度へ繰り越すべき財源がないため、同額が実質収支額であ

ります。 

介護サービス事業勘定特別会計の予算現額７８９万５，０００円に対し、決算

額は、歳入７９７万４，０００円、歳出７６９万９，０００円、差引額２７万５，

０００円、翌年度へ繰り越すべき財源がないため、同額が実質収支額であります。 

簡易水道事業特別会計の予算現額３億９，３３４万６，０００円に対し、決算
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額は、歳入３億９，０８８万８，０００円、歳出３億９，０１８万５，０００円、

差引額７０万３，０００円、翌年度へ繰り越すべき財源がないため、同額が実質

収支額であります。 

下水道事業特別会計の予算現額３億９，３２１万６，０００円に対し、決算額

は３億９，２４０万３，０００円、歳出は３億９，１４８万円、差引額９２万３，

０００円、翌年度へ繰り越すべき財源がないため、同額が実質収支額であります。 

個別排水処理事業特別会計の予算現額２，９２８万２，０００円に対し、決算

額は、歳入２，９２８万５，０００円、歳出２，７８４万４，０００円、差引額

１４４万１，０００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、平成２６年度の大空町一般会計及び７特別会計にかかわる決算審査意見

書の説明とさせていただきます。 

 

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

ました。 

ここで１０分間休憩します。 

 

休憩 午後 ３時０８分 

再開 午後 ３時１８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件の審議を続けます。 

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。 

質疑ありませんか。 

１番 上地委員。 

 

◇上地委員 歳入についてなんですが、１３ページの５項、入湯税について確認した

いことがありまして、当初予算額では２５万７，０００円で、決算額２１万２，

０００円、差額として４万５，０００円とありますが、平成２６年８月から２０

円、一般浴は上がっているんですが、当初予定の入場者数にしては、どれぐらい

少なかったのか、その点について、お聞きできればなと思います。 

 

◇委 員 長 山本住民課長。 
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◇住民課長 今御質問ありました入湯税につきましては、公衆浴場につきましては、

入湯税の対象外でありますので、町内の入湯税につきましては、１件の業者のみ

の対象となっていますので、御理解いただきたいと思います。 

 

◇委 員 長 他に質疑ありありませんか。 

２番 田中委員。 

 

◇田中委員 ２点ほど質問させていただきます。 

まず、たばこ税に関してなんですけれども、これは昨年も予算に対して、約２

００万円強の減額補正がされていまして、今年は、それよりも多い４００万円強

の減額補正がされているのですが、その原因がわかれば教えていただきたい。 

もう１点ですが、３６ページの延滞金についてなのですが、これは何に付帯す

る延滞金か教えていただきたいと思います。 

 

◇委 員 長 所管はどこでしょうか。 

山本住民課長。 

 

◇住民課長 たばこ税、それから延滞金について申し上げたいと思います。 

たばこ税については、当然今の禁煙ブームによりまして、そちらの購入量が減

っているのが現況でございます。 

また延滞金につきましては、税及び手数料、町の町税及び手数料等の延滞金の

総額でございます。 

 

◇委 員 長 他に質疑ありませんか。 

３番 原本委員。 

 

◇原本委員 歳入の３４ページ、株式配当金と出資配当金とあるのですけれども、実

際にどこから入ってくる配当金なのかを聞かせていただきたい。 

 

◇委 員 長 速やかに答弁を求めます。 

藤田総務課長。 

 

◇総務課長 株式配当金でございます。 

１００万３，２００円でございますが、手持ちの資料として、ちょっと全部持

っておりません。確認いたしまして、御報告したいと思います。 

株式配当金につきましては、女満別空港ビルからの配当金としまして、９９万
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円配当になってございます。残り１万３，２００円ございますが、これにつきま

しては出資配当金とあわせて、改めて御報告をさせていただきたいと思います。 

 

◇委 員 長 他に質疑ありませんか。 

８番 松岡委員。 

 

◇松岡委員 ページ数１８ページ、一番下段の農業基盤整備事業分担金、これの未済

で毎年２４万円が入る。平成２６年度はないという説明ですが、平成２７年度に

ついては、どうなんですか。 

 

◇委 員 長 田中産業建設課長。 

 

◇産業建設課長 ただいまの質問は、国営福栄地区畜産基地事業分担金の２４万円か

と思います。 

平成２７年度現在については、９月時点で、まだ未済となっていますが、毎年、

年度末に２４万円を一括いただいておりますので、平成２７年度については、今

のところゼロということでございます。この後、年度末に収入される予定となっ

ておりますので、御理解いただきたいと思います。 

平成２６年度につきましては、２４万円の収入ということで、納入されており

ます。 

 

◇委 員 長 ８番 松岡委員。 

 

◇松岡委員 歳入の説明で平成２６年度は入っていないと。平成２６年度は入ってい

ることで間違いないですね。 

 

◇委 員 長 田中産業建設課長。 

 

◇産業建設課長 平成２６年度につきましては、平成２６年の年度末、平成２７年３

月までに２４万円入っておりますので、決算書でも２４万円の収入ということで

表示させていただいています。 

先ほど、総務課長が説明したものについては、平成２７年の９月末現在で、平

成２７年度分が入ってないということで、説明されたと思いますので御理解いた

だきたいと思います。 

 

◇委 員 長 他に質疑ありませんか。 
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なければ、これで質疑を打ち切ります。 

次に、一般会計のうち歳出の質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

 

◇委 員 長 １番 上地委員。 

 

◇上地委員 歳出で、まず１点目が５０ページの元気づくり応援事業補助金について、

一応主要な政策の評価の方は見たんですが、これは町民が自主的、主体的に行う

活動に対する補助、補助件数９件で、被災地支援活動分１件とありますが、ほか

の事業はどのような内容か教えていただきたいと思います。 

あとは、５７ページ、２項の説明下段なんですけど、介護保険利用者負担減免

措置事業補助金についてなんですけど、これはどのようなものか、対象者につい

て教えていただきたいなと、思います。 

あと５９ページになるんですが、３項 障害者福祉費について、昨年もお聞き

したんですが、障害者福祉職親事業、前年度聞いたときには、就職までには至ら

なかったけど、もしかしたら就職につながるかもしれないという説明もあったの

で、平成２６年度はどうだったのかお聞きしたいと思います。 

この３点で質問をお願いしたいと思います。 

 

◇委 員 長 林総務課参事。 

 

◇総務課参事 元気づくり応援事業補助金に関する御質問でございますけれども、平

成２６年度の支援内容でございますが、被災地支援以外に８件の補助申請がござ

いまして、具体的な内容につきましては、日進自治会におきます１００周年の記

念誌の発行、さらには東藻琴旭台自治会におきます同じく記念誌の発行、さらに

は親子海外教室を開催する団体、こちらに対する支援、また外国語を楽しむ会、

こういった活動をする団体がございまして、そちらに対する支援、さらには女満

別龍舞隊に対する募集申請もございまして、そちらも採択しているところであり

ます。 

また輝農祭が毎年実行されていますけども、こちらに対しても御支援させていた

だいたところでございます。 

また東藻琴地区のまちづくりネットワークプロジェクトＮ５という、地域の活

動を行っている団体がございますけども、そちらに対する助成も行っているとこ

ろでございます。 

さらには文化公演事業といたしまして、昭和ノスタルジア講演というのも平成

２６年度実施をしていまして、そちらに対する助成も行ったところでございます。
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合計で１０件の採択をさせていただいているところでございます。 

 

◇委 員 長 南部福祉課長。 

 

◇福祉課長 まず、５７ページの介護保険利用者負担減免措置事業補助金ということ

で、施設サービスを受けている介護の方々が、低所得者、所得の制限がありまし

て、その低所得者に対しまして、負担を軽くしてあげようということで、その負

担減免として、補助金を出しているということでございます。 

それからもう一つの職親事業につきましては、現在、４カ所で職親事業を受け

ていただいているところでございまして、就職につながったかということの御質

問でしたが、残念ながら就職までつながっているというような状況には至ってい

ないということでございます。 

 

◇委 員 長 １番 上地委員。 

 

◇上地委員 １点目は、事業の内容も聞いて理解することができました。 

２点目の福祉課長から説明があった負担減免事業ですけど、実際申請というか、

受けている方は何名ぐらいいるのか。それをお聞きしたい。 

 

◇委 員 長 南部福祉課長。 

 

◇福祉課長 御質問ありました負担減免措置事業補助金ということで、四つの法人か

ら申請が来てございます。 

人数につきましては、すいませんちょっと調べまして、後ほど回答させていた

だきます。 

 

◇委 員 長 ただいまいただいた質問は、後ほど説明させていただきます。 

他に質疑ありませんか。 

２番 田中委員。 

 

◇田中委員 １点だけ質問させていただきます。 

決算書の７２ページ、施策の成果を説明する書類の１８ページを御覧いただく

とわかると思うんですが、森林整備推進対策事業補助金と未来につなぐ森づくり

推進事業補助金というところの事業内容で、造林の部分が全く同じ件数と面積な

のですが、この二つの事業の違いがあれば教えていただきたい。 
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◇委 員 長 秋葉産業課参事。 

 

◇産業課参事 田中委員からの御質問にお答えさせていただきたいと思います。 

森林整備推進対策事業補助金と未来につなぐ森推進事業補助金の相違点という

ことでございますが、まず未来につなぐ森づくり推進事業というのは、国の公共

事業の町負担金の部分が造林の部分でございます。 

それと、森林整備推進対策事業というのは、未造林地を減らすということで、

町独自の上乗せ補助ということで、事業展開しておりますので、未来につなぐ森

づくり推進事業の補助残に対して、町が一定程度のルールをつくりまして、造林

を促進するということで実施しているものでございます。 

 

◇委 員 長 他に質疑ありませんか。 

３番 原本委員。 

 

◇原本委員 

５８ページです。福祉タクシー券交付事業を行っているんですが、実際この福

祉タクシー券を配付して、利用率というのか、要するに配付した金額に対して、

どのくらい使われているのか。 

 

◇委 員 長 南部福祉課長。 

 

◇福祉課長 福祉タクシーの利用状況ということでございますが、平成２６年度でい

きますと、対象人数は１，４１８名でございます。１，４１８名中、申請した方

が９９７名ということになっておりまして、交付率としますと、７０．３％の方

に交付をしているということなっております。 

利用枚数につきましては、８,０３８枚利用しておりますが、１人当たりの平均

使用枚数は、平成２６年度で８．０６枚ということになってございまして、実際

に発行枚数から利用枚数を割りますと、６１．３％の利用実態となっているとこ

ろでございます。 

 

◇委 員 長 他に質疑ありませんか。 

 ５番 品田委員。 

 

◇品田委員 ４８ページ、分譲地造成事業という設計委託を平成２６年でやっている

のですけども、本年度も１５日にこういったチラシが入って、応募を受け付ける

というのが付いておりますけれども、ちょっとお聞きしたい。 
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このパンフレットですが、どの程度、配付しているか。町内なのかということ

を聞きたい。 

５０ページ、住民参加推進事業とありますけれども、これは自治推進委員会の

ことだろうと思いますけれども、開催したのが、１回ということになってござい

まして、自治基本条例の検証を１回で済むわけがないと思ってます。その辺の内

容についてお聞きしたい。 

それと５６ページ後期高齢者健診事業にございますけれども、対象者が１，２

４８人、検診を利用したのが、８９名ですか。これも成果の表にあるんですが、

これ随分と小さいなというような後期高齢者健診事業、内容についてちょっと 

お聞きしたい。１，２４８名が対象で、受診者が１０％を割っているわけでござ

いまして、その辺のことを聞きたい。 

それと７４ページ、起業化支援事業補助金、これ２件ですね。この成果の表に

出ていますけども、２件、実績であるわけですけども、そのうちの１件がもう家

屋を売り払うというふうな形で、進めてるという話を聞いているのですけども、

多分私の知っている限りは、これは規則があって、ある程度年限を、半年やその

辺じゃなくて、２年だったと思いますが、そういう規則があった気がしているが、

その辺認識しているかどうか。 

 

◇委 員 長 藤田総務課長。 

 

◇総務課長 初めに、４８ページ、分譲宅地造成事業の関係でございます。 

チラシの配布の関係でございますけれども、これにつきましては、平成２７年

度の予算の中で実施してございます。今月の１５日に出ましたお知らせ号にチラ

シを同封して、配付させていただいているところでございます。 

そのほか、町内の建設事業関係者、それから北見、網走等の建設事業関係のと

ころにも配付をし、ＰＲをしているところでございます。 

 

◇委 員 長 林総務課参事。 

 

◇総務課参事 町民自治推進委員会の開催に関する御質問でございますけれども、こ

の町民自治推進委員につきましては、平成２４年６月に条例制定されています自

治基本条例で、こちらの方で内容について、基本的に議論を進めている委員会で

ございます。 

平成２６年度の委員会の開催内容につきましては、平成２６年度は総合計画の

内容検討をしている年度でございまして、そちらの総合計画、まちづくり全体に

対する御意見ということも考えまして、総合計画に盛り込んでいく意見などを、
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御提言をいただくような内容として開催をさせていただいたところでございまし

て、町のＰＲの効果的な発信について、御提言をいただいたところでございます。 

 

◇委 員 長 南部福祉課長。 

 

◇福祉課長 後期高齢者健診事業ということで、生活習慣病に関する健康診査を広域

連合から受託して実施しているということで、７５歳以上の対象者は１，２４８

名いらっしゃって、受診者８９名で、少ないのではないかということでございま

す。 

実際には、今年の１月に健診を予定しておりましたが、吹雪等によって日程を

変更したことによって、受診者数は減ったということでございますが、７５歳以

上の方々の対象者には全員、町の方から検診案内を送付させていただいておりま

すが、思ったより伸びていないというのが現状でございますが、今後はこれが伸

びていくように、勧奨をしていきたいというふうに思っております。 

 

◇委 員 長 秋葉産業課参事。 

 

◇産業課参事 決算書７４ページ、主要な施策を説明する書類１９ページの起業化支

援の関係でございます。 

起業化支援事業の補助要綱の中には、特に開業後何年営業しなければならない

という制約は、設けておりません。 

ただ、開業後、大空町商工会に加入するというようなことで、地域のいろいろ

な活動に参画をしていただけるような、起業をしてくださいというような、制約

を設けさせていただいております。 

品田委員から御指摘がありましたように、既に１件が売払っているのではない

かという情報を、まだ当方では、押さえておりません。 

今後、状況について調査を進めていきたいと考えております。 

 

◇委 員 長 ５番 品田委員。 

 

◇品田委員 １番の問題ですけども、これはどれだけのアプローチ、宣伝をしている

かということをちょっと聞きたかったのでございますが、建築会社もよろしいで

すけども、国や道の施設、まさか北見市役所などはできませんでしょうから、そ

ういった形のアプローチができて欲しいな、オホーツク総合振興局、そういう所

にやっていただければいいんじゃないかと、町外者を獲得することは大変なこと

だから、そのように思っております。答弁は結構です。 
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２番目の自治基本条例、成果の表に書いてあるんですよ。 

検証すると書いてあるから、素直に検証は、１回で済んだのかということで、総

合計画の方の意見も交えて求めたというならば、そのことを書いていただければ

結構だけども、いずれも不活発というふうな感じを持っております。頑張ってあ

れだけ時間をかけてやったものですから、検証をきちっとすることも大事なこと

じゃないかと思います。それも結構です。 

後期高齢者、吹雪があったと、いろいろありますけれども、特定健診と同じよ

うになかなか伸びないですけれども、このたびの総合戦略の中にも、上げていく

というふうなことを明示、数値目標を立てていこうということもありますけれど

も、いずれにしても、一生懸命やらなければならない事業だという感じがします

けれども、ちょっと一歩進んで二歩後退というふうな感じがしている気持ちでお

ります。何かそれについてありますか。 

 

◇委 員 長 南部福祉課長。 

 

◇福祉課長 後期高齢者の健診ということで、当然、後期高齢者ばかりではなくて、

若い世代からの健診を進めていて、いかに生活習慣病に罹らないかということに

よって、医療費を抑えることもできますし、また、高齢者になっても元気で過ご

せるということになってくるというふうに思っておりますので、この後期高齢者

に限らず、ほかの健診の健診率を上げることに対しまして、また努力していきた

いというふうに思っておりますので、御理解いただきたいと思います。 

 

◇委 員 長 山下町長。 

 

◇町  長 後期高齢者の検診について、私からも一言だけ、お伝えしておきたいと

思います。 

実は私、北海道の後期高齢者医療連合の議員を今仰せつかっております。数年

前、その議会に参加しておりましたところ、健診の受診者、全道の一覧表が配付

されました。驚きましたのは、私どもの町で受診をされた方が５名しかいないと

いうことで、全道の下から数えて５本の指に入るという状況でありました。帰り

ましてから担当とどういう状況なのかと確認をいたしましたところ、本来健診と

いうものは、その事業者、私どもの大空町であれば、国民健康保険事業の加入者

を対象として、その事業者が担って健診を受けさせるということをまず第一義的

にしております。ですから、本来であれば、北海道の後期高齢者医療連合が私ど

もの町の町民であっても、自分のところの加入者として、勧奨して、そして検診

を受けていただくよう努力しなければならない。ただ、広域の組織でありますの
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で、現実的にはなかなか難しいと、そのことを市町村にお願いをするという立場

になっておりました。 

ただ先ほど言ったような関係から、なかなか私どもの町では、そのことが進ん

でいなかったという状況にありまして、ただ私もそこの議員をやっておりました

関係から、非常に言葉が適切でないかもしれませんけれども、バツの悪い思いも

いたしましたので、うちの町民にあることには変わらないと、高齢者の方であっ

ても、検診を受けていただけるというように、町としても努力をしなければなら

ないということで、この１年、少しずつではありますけれども、増えてきている

状況にあります。 

決して二歩後退しているということではなくて、少しでありますけれども、着

実に増えてきております。 

残念ながら平成２６年度は、先ほど担当課長が言いました状況もありましたの

で、十分という数字までは至っておりませんけれども、今７５歳以上の方は、さ

まざまな形で病院に通われているかと思いますけれども、それとまた健診とは別

な側面もございますので、年に１度はいろいろな方面から検査をするということ

の大切さ、町政懇談会などでも、皆さん方にお話をして、そして受診をしていた

だけるよう勧奨してまいりたいと思っております。 

 

◇委 員 長 ５番 品田委員。 

 

◇品田委員 ４番目の質問でありました起業化支援補助金、私の勘違いでそういった

ものは無かったというふうな感じですけども、住宅リフォームを考えていただけ

ればわかるので、１００万円以上で３０万円というふうなことで、これはそうい

った上限に関係なく、支援で１００万円ということで、そういうことだと私は認

識しているわけで、１年も経たないでそういったことの事例が相次いでとなれば、

悪い方に考えられる。 

それを知らないということは、ちょっと考えられない。商工会に加入するのも

全然手続も進めていないということであるわけで、そういうフォローをピシッと

しなかったら、やりっぱなしと感じられても、町民の人がだんだん気が付いたら、

そういった批判も免れないと思うんだけれども、すぐ精査してもらいたいなと思

います。 

 

◇委 員 長 秋葉産業課参事。 

  

◇産業課参事 まず補助金に係る上限ということでございますが、開業にかかる費用、

それは要綱の中で、こういう経費に掛る部分の２分の１で上限１００万円という
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ことで、制度的には設計をさせていただいて、執行しているところでございます。 

確かに言われるようにいろいろな情報を察知するということで言えば、まだま

だ足りない部分がありますが、早急に情報の収集等に努めてまいりたいと思いま

す。 

 

◇委 員 長 他に質疑ありませんか。 

７番 齋藤委員。 

 

◇齋藤委員 ２点だけ質問させていただきたいと思います。 

１点目は８８ページ、上段の方に町史編纂事業とありますけども、平成２６年

度の予算、５００万円何がしの事業費だと思うんですけども、これまでの進捗状

況をお聞かせ願いたいと思います。 

それともう１点、７０ページですけども、自分の所管ですが、町営牧野の管理

費で不用額の４８万円ですけども、今の牧場の現状と、またその人に対して、何

と言いますか、人件費に対しての考え方というのは、その辺についてお聞かせを

願いたい。 

 

◇委 員 長 林総務課参事。 

 

◇総務課参事 町史編纂事業に関する御質問でございますけれども、平成２６年度の

事業内容ついてですが、資料の収集ですとか、コンセプト、あるいは、目次建て

の検討等を行っております。さらには先進自治体での取り組みなどにつきまして

視察を行いまして、内容の検討等も行っているところでございます。 

進捗状況でございますけれども、現在、平成２７年度に入りまして、執筆を行

う委託先と契約をさせていただきまして、執筆活動を進めておりますとともに、

構成の内容についても、順次進めて行く考えでございます。 

現在のスケジュールとしましては、平成２８年度末までの完成に向けまして、

執筆活動あるいは構成の内容と詰めていくという作業について、取り組んでいき

たいというふうに考えているところでございます。 

 

◇委 員 長 伊藤産業課長。 

 

◇産業課長 ただいまの牧野の関係の御質問ですけれども、利用の状況につきまして

は、ここ数年、利用、頭数とも増えておりまして、伸びているという状況にあり

ます。主要施策の方の説明資料の方にも、載せてございますけれども、近年２、

３年、伸びてきているという状況になっております。 
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その中にあって、今管理をしていただいている関係においては、今年、地域お

こし協力隊の募集もしてきたわけですけれども、なかなか人材の確保が難しいと

いう状況がございます。また、継続をしておりますけれども、なかなか人材が見

つからないという状況になっております。現在は１名、高齢者就労センターの方

から手伝いをいただいているということであります。 

なかなか１名で管理運営をするということについては、難しい場面もございま

す。できれば後継者ということで、何とか人材を確保していきたいということは

ありますけれども、その辺ちょっと難しい状況になっているのかなというふうに

思ってございます。 

今、課題として、管理の関係、それから施設面においても若干草の状況も年々、

悪くなってくるという状況もあります。 

その中で頭数的には伸びてきているという状況もありますので、今後とも、こ

の牧場がなくなることによって、肉牛農家についても、大変な関係が出てくるか

と思いますので、できるだけ継続するということで進めてまいりたいというふう

に思っているところでございます。 

質問のお答えになったかわかりませんけれども、状況的には、以上のような状

況になっているところでございます。 

 

◇委 員 長 他に質疑ありませんか。 

なければ、先ほど３番 原本委員から質疑をいただきましたその答弁をさせた

いと思います。 

藤田総務課長。 

 

◇総務課長 答弁が遅くなりまして、大変申しわけございません。 

原本委員から質問のありました歳入３４ページ、株式配当金、それから出資配

当金について答弁させていただきます。 

株式配当金につきましては、女満別空港ビル株式会社の方から９９万円、北海

道曹達株式会社の方から１万３，２００円の配当金で、合わせまして１００万３，

２００円となってございます。 

また、収支配当金でありますが、網走地区森林組合の方から３７万３，３８０

円の配当金となってございますので、御理解を賜りたいと思います。 

 

◇委 員 長 先ほど１番上地委員の方から介護について質問がありました。 

これについても、今答弁させます。 

南部福祉課長。 
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◇福祉課長 大変申しわけございません。資料を用意していなくて。 

調べたところ、五つの法人から申請がございまして、１８６名の方が減免を受

けてということになっているところです。 

 

◇委 員 長 他に質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◇委 員 長 これで一般会計歳出の質疑を終わります。 

 

◇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受けます。 

質疑ありませんか。 

    （「なし」の声あり）  

◇委 員 長 質疑ありませんので、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。 

質疑ありませんか。 

    （「なし」の声あり） 

◇委 員 長 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。 

質疑ありませんか。 

１番 上地委員。 

 

◇上地委員 介護保険事業勘定特別会計についてなんですが、主要な施策の方で、２

９ページになるんですが、居宅介護サービス計画給付費で居宅介護支援１,９３７

回とありますが、このうち実際、町外のケアマネジャーが担当した件数はどれぐ

らいあるのか、それについてお聞かせいただければと思います。 

 

◇委 員 長 南部福祉課長。 

 

◇福祉課長 ただいまの御質問でございますが、大変申し訳ありません。 

町外のケアマネジャーまでの資料を揃えていないものですから、ただいま調べ

まして、後ほど御報告させていただきたいと思います。よろしくお願い致します。 

 

◇委 員 長 これについては後ほど説明させたいと思います。 

他に質疑ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

◇委 員 長 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。 

質疑ありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

◇委 員 長 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。 

 

◇委 員 長 次に、簡易水道事業特別会計歳入歳出の質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

◇委 員 長 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。 

質疑ありませんか。 

       （「なし」の声あり） 

◇委 員 長 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。 

質疑ありませんか。 

    （「なし」の声あり） 

◇委 員 長 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。 

        

◇委 員 長 ８番 松岡委員。 

 

◇松岡委員 財産に関する調書について、お伺いしたいと思います。 

昨年の３月まで、私も議選の監査委員として、債権管理または財産管理につい

て、いろいろな面で強く申し入れたところでありますが、財産に関する調書の１

０ページ、左側の５行目、歩道用除雪機械３台とあります。 

この３台について、まず、車のナンバープレート、車番、を教えていただきた

いと思います。 
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◇委 員 長 佐薙建設課長。 

 

◇建設課長 申し訳ありません。現在、建設機械のナンバーを表示した資料を持ち合

わせておりませんので、後ほど調査の上、報告したいと思います。 

 

◇委 員 長 ８番 松岡委員。 

 

◇松岡委員 それが無いと次の質問に入れない。 

申し訳ない。監査ときに一覧で出ますよね。それがあると思うんだけど。 

 

◇委 員 長 暫時休憩します。 

 

休憩  午後 ４時０９分 

再開  午後 ４時１０分 

 

◇委 員 長 再開します。 

佐薙建設課長。 

 

◇建設課長 申し訳ありませんでした。 

歩道用除雪機械３台のナンバーでございますが、１台が北見９９す３７、北見

９９り６６７５、３台目、北見９００る４９６でございます。 

 

◇委 員 長 ８番 松岡委員。 

 

◇松岡委員 ３台のうちで、北見９９す３７、この所在地わかりますか。 

私の方から言います。実はこの機械、ナンバープレートが付いていました。車

検が確か１０月ぐらいだったと思います。今月一杯だったか、実は女満別食品の

裏の土場に投げてある。草の中に埋まっている。 

たまたま町民のある人から、あそこに役場の機械が有るけど、どうしたのとい

う話があって、行ってみたのです。土場の１番奥の左側に草に埋もれている。少

なくても町の財産である以上は町民の財産でもある。 

今後売り払いということを考えて置いているのか、その人には冬場になると使

うので修理も必要でしょうと、だから今のうちは待って見ていてくださいと話を

させてもらった。ずーっと置きっぱなしで、昨日決算があるんで、言おうか言う

まいか迷っていたんだけれども、昨日行ってみたら、まだそんな状態。ナンバー

も付いているし、車検はどうなっているか確認はしていないが、ただ、町の財産
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である以上は、管理をきちっとしてもらいたい。 

少なくとも８月の監査のときも上がってきて、今も財産として上がっているか

ら３台となっているだろうから、今の状況がどうなっているのか、ちょっと恥ず

かしかった。 

だから町財産である以上は、何度も言うけれども、町民の財産でもあるから、

その管理をきちっとしてもらいたい。そのことにお答えをいただきたい。 

 

◇委 員 長 高島建設課参事。 

 

◇建設課参事 松岡委員の質問に回答させていただきます。 

現状といたしまして、本機械につきましては、エンジンの故障等で更新された

機械でございます。平成２５年度の冬に故障によって、平成２６年度に新たな機

械を更新したというところでございます。現状土取り場に置いてある機械につき

ましては、もう１台のＨＴＲ６６７の車種と同じメーカーの機械でございまして、

部品取りのために置いてあるところでございますし、ただナンバープレートが付

いていたりというところでちょっとその辺の事務を確認させていただきたい。 

それと管理の仕方について町有機械がそこに放置されているというようなこと

で、余り見映えが良くない、そこら辺を検討しながら、管理していきたいという

ところで考えてございます。 

 

◇委 員 長 川口副町長。 

 

◇副 町 長 ただいま松岡委員から御指摘のあったことにつきまして、御指摘のとお

り、町民の財産であるということで、今担当の方からその理由等を申しましたけ

れども、やはりきちっと調査をして、今後どのような方針にするのか、そのこと

を見極め、きちっと議会の方にも説明をさせたいと思いますので、少し時間をい

ただきたいと思います。 

直ちに現場を確認させて対処させたいと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

◇委 員 長 ８番 松岡委員。 

 

◇松岡議員 副町長からそういう回答を頂きましたので、これでやめたいと思います

が、部品取りされるということであれば、ナンバーも撤去する、それから、ドア

キャッチャーも壊れて開かないんです。だから、やはり部品取りするのであれば、

そのような措置を速やかにしなければまずいと思う。 
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あそこにああいう物をさらして置くことは、町の人はナンバーも付いて動くの

だろうという認識を持っていますので、その点については、今後も十二分に注意

をしてもらいたいと思います。以上です。 

 

◇委 員 長 川口副町長。 

 

◇副 町 長 速やかに対処させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

◇委 員 長 他に質疑ありませんか。 

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。 

ここで１０分間休憩します。 

 

休憩  午後 ４時１７分 

再開  午後 ４時２７分 

 

◇委 員 長 休憩前に引き続き議会を開きます。 

認定第１号から認定第８号までの８件の審査を続けます。 

ここで、先ほど１番上地委員から質疑をいただきました件について、所管の担

当から説明をさせます。 

南部福祉課長。 

 

◇福祉課長 先ほど介護保険事業特別会計の方で質問がありました、居宅介護サービ

ス計画給付についての町外の事業所の内訳ということでございますが、実際には、

この介護給付費の審査決定の請求明細書というのが、道の国保連合会から送られ

てきまして、その件数も、月１，０００件にわたる請求がきてございます。その

うちの月平均、大体１５０件から１６０件ぐらいの居宅介護支援に係る件数の請

求がきてございまして、実際に私どもとしましては、個別の明細書はありますけ

れども、一覧表をもって居宅介護支援の件数を確認し、支払いをしているという

ところでございます。 

先ほど言いましたように、１,０００件の中から１５２件、さらにこれが町外か

町内かというようなことをお聞きされましたけれども、今この時間内では、とて

も回答できる件数ではないというか、時間がないということと、またこれらにつ

いて私どもの方としても、町外、町内の部分の必要性、分けることの部分での業

務については、必要ないのかなというふうに思っているところでございまして、

今現在については毎月ひろっていないものですから、これにつきまして、今、整

理をしているところでございますが、この時間の中で回答ができないということ
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になっているところでございます。 

 

◇委 員 長 それでは、次に監査委員の決算審査意見書についての質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

    （「なし」の声あり）  

◇委 員 長 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並びに平成２６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め、各会計を通して総括連絡質疑あれば、発

言を許します。 

質疑ありませんか。 

 ５番 品田委員。 

 

◇品田委員 総括質疑でお聞きしたいこと、３点ございます。 

従来、バランスシート、質問させていただいたが、この様式になって何年経ち

ましたか、確か３、４年かなと思っていすけれど、少しは国は変えてきているわ

けでございまして、純資産の部の一般財源等の額、久々にマイナスが増えてきて

いる。 

ここ２．３年間、ここにマイナスの三角印が出るようになってから竹内総務課

長の方で一生懸命やっておられまして、１億位ずつ減ってきているかと私は認識

しております。 

今年、平成２６年度に何故２億９,０００万円ですか。マイナス幅を拡げたのか。

その大きな要因について、どのように認識をしているか、先ほどの説明の中で、

一所懸命、藤田課長が説明していますし、随分良い話だと思っていますけども、

まだ確定的に至ってないのかなということでございますけども、要因についてお

聞きをしたい。 

それと、これも昨年にもお聞かせいただきましたけども、個人町民税調べとい

う形で、今年も２回目でございまして、どこに差があるのかと、本当はこれは前

年対比できているので、これが私、ベストだと思う、決算の資料の中で、前年対

比がでているんです。 

ところが、バランスシートとか、財政指標四表については、前年がでていない

ということで、なかなか説明でもわからないというわけでございまして、私も去

年、一昨年のものを持ってきて比べて、どこが変わったかというふうなことで、

資産の増があったか減ったか、借金が減ったか増えたか、そういう事の確認が決

算中で１番、事業の成果もありますけれど、財産のあり方、先ほども質問ありま
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したけれども、そういう認識も大事な決算の役割だと思っています。 

そんな中で営業所得者の総所得が大変落ち込んで、今年は、異常な落ち込みを

している。件数的には５件しか減ってないけれども、かなりの落ち込みがある。 

私は消費税が入ってからかなり地方が弱体化しているというふうに認識しており

ますけども、一層そのしわ寄せがきているのか、当町におきましては、法人にな

りまして個人所得者というのは、飲食とか、わずかな物販業という類になってき

たのかなと思います。ほとんどが法人にしているわけでございまして、この数字

がだんだん無くなってしまうというふうな認識ですけども、これについても６千

万円ほど落ちている。この要因について、どういうふうなことも、ただお金を集

めるためにつくっているわけでなくて、これが施策の原動力になるのだろうと、

私は、思っております。 

政策立案能力を高めるためにも、分析をして、どういう施策を早々と打つべき

かをやっていく時代に入ってきているのだろうと私は思う。その辺の見解をお聞

きしたいわけでございます。 

ですから、農業所得者についても意外や伸びていないという実態もわかります

し、給与所得者は、いろんな各層、社長からパートの奥さんまで入ってしまうと

いうことでかなり多いですけども、６０何％を占めております。基幹産業の農業

でありますけれども、やはり産業構造のバランスがよくなければ、その町の発展

は、本当に限界的になるだろうと私は憂慮しています。産業バランスがだんだん

悪くなってきている。 

そういう中で総合戦略を立てられたというふうに私は認識しております。こう

いった職業をみて、はっきり出てきているんじゃないかという感じはいたしてお

りますけども、どのような考え方かということでございます。 

最後は、実質公債費比率等、財政指標が多分９月末に道内、全国の全部出そろ

っていると私は認識し、昨年、決算の時には答えられておりましたので、握って

いると思いますけれども、我が町の財政の健全化の状況として、道内でどういう

位置にあるのか、近隣市町村とどうなのか、似たような自治体とどうなのかとい

う考え方です。 

監査の報告もあります。大変いい監査の報告だと認識しておりますけれども、

うちの予算のたて方、いろんなことを考えていかなければならないと思っていま

すけれども、その辺について、握っている範囲でお聞かせ願いたいと思っており

ます。 

 

◇委 員 長 藤田総務課長。 

 

◇総務課長 それでは品田委員の質問にお答えしたいと思います。 
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初めに、各会計歳入歳出決算資料の３０ページの純資産変動計算書でよろしい

でしょうか。 

（何かを発言する声あり） 

３３億７，６００万円です。約２億９，０００万円減少しているという状況で

ございます。このマイナスの要因でありますけども、説明の中でも一部触れまし

たが、経常行政コストの増加によりまして約５億円、これの主な要因といたしま

しては、教育文化会館整備に対しまして補助金として４億６，０００万円支出し

てございます。これが、増加の要因となっております。 

それから、国庫補助金の減少というものがございまして、これが約３億円とい

うような状況になっております。これらを差し引きいたしまして、２億９，００

０万円の減少というような状況になってございます。 

また、今後この自由に使える一般財源が少なくならないようなことでの取組み

というのが必要になってくるというふうに考えているところでございます。 

それから、決算状況の数値の公表の関係でございますけども、平成２６年度の

数値につきましては、現在のところ、まだ公表されていないという状況でござい

ます。 

平成２５年度の公表数値は、現在出ておりますので、それにつきましては、実

質公債費比率で、大空町が１４．５％というような状況になってございます。管

内の平均で申しますと１０．１％、という状況になってございます。国の目安で

は、１８％以内というようなことになってございます。国の目安からは、低い位

置にはありますけれども、今後もこの数値が上昇しないようなことで取り組んで

いかなければならないというふうに思っております。管内的に最も低い町村にお

きましては、雄武町で５．４％というような数値になってございます。 

今後もいろいろと皆様の御指導をいただきながら、進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 山本住民課長。 

 

◇住民課長 品田委員の決算資料の各町民税の関係につきまして御質問になりました

ので、お答えをします。 

決算資料の２６ページ、２７ページには、個人町民税の賦課、課税状況につい

て載せさせていただいております。御指摘があったとおり、２７ページにつきま

しては、過去３年間の状況ついて、載せさせていただいています。 

営業所得者につきましては、非常にこちらの納税義務者等も減ってきていると

いうことが懸念されている中でございますが、当然、地域については消費の流失

とか、非常に消費の疲弊が出てくるという中で、国も含めまして、町としても、
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今後はそれに対応するためさまざまな対応をしているのが現状でございます。 

やはり個人消費の落ち込みによりまして、お店を閉めたりする方も増えたため

に納税者の数が減っている状況があると思います。 

また、農業者につきましても御指摘がありましたけども、農業につきましては、

その年のやはり天候状況、それから主要作物の作況状況によりましても大幅な状

況もありますけども、なかなかそういう状況も最近の天候不順等もありますので、

それらを踏まえて、こういうような状況になっているということがあります。 

当然私どもとしては、今現在の年間の推移、それから、今年度の状況を踏まえ

まして、新年度につきましても、これの状況を踏まえた中で、想定をして予算組

みをさせていただいています。 

大きいものは、農業中心の地域でありますので、その作況によってかなりの差

が出てくるというのを御理解いただきたいと、ます。 

ただ、町としても平成２６年度の結果としてこういうふうに出ていますので、

今後もこういう結果を踏まえながら、町としても、波及効果を出すための地域の

経済活性化を含めた消費喚起も含めて、いろんな事業に取り組んでいるというこ

とを御理解願いたいと思います。 

今後も、こういう状況を町としてもしっかりと踏ま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。 

 

◇委 員 長 山下町長。 

 

◇町  長 課税の状況などについて、今、品田委員がおっしゃられたとおり、人口

減少の中で、納税をされる方そのものがまず減ってきているという状況がありま

す。さらには、各業種別に見た中で、農業などにつきましては、その年の天候の

状況によって、所得も変わってくるというところもありますけれども、営業所得

については、ここには３年間のものしか載っておりませんけれども、非常にマイ

ナス傾向が続いてきているのではないかと、正直申し上げて、町もいろいろ取組

みをしておりますけれども、なかなか特効薬を見つけられずにいると、今の経済

の仕組みの中では、私どものような町で、商売をされていくということの大変さ

というものが、こういったところからもわかってくるのではないかと、そのよう

に受けとめております。 

今、総合計画、総合戦略の中で、地域の人口をいかに維持していくか、抑制策

というものを検討しているわけでございますけれども、地域の元気さというのは、

そこにどれだけの人が居て、どれだけの生産活動をしていくか、その掛け合わせ

ではないかと、そのように感じておりますので、いろんな業種の方々を含めてで

ありますけれども、１番構造的に難しい、こういった営業所得の方々にどのよう
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に活動していただくかということを旨としながら、展開をしていきたいと思って

ございます。 

決算というものは、いろいろなものの分析、さらに次につなげるためのものと、

そのように判断しておりますので、今回のこの資料を十分活用させていただきな

がら、次の施策展開につなげてまいりたいと、そのように考えております。 

 

◇委 員 長 ５番 品田委員。 

 

◇品田委員 藤田課長さんには先ほどの説明以来、２度の説明をいただきますけども、

適切な説明でありがとうございます。 

私もそのように思っていますけども、やっぱりうちどもの予算の大きさから見

れば、当然というふうな私は考え方をしている。まだまだその財政の運営のあり

方の確固たるものがなかなか難しいし、またその過程もあって、なかなか気を使

っているだろうと私は推測できるわけでございますけども、やはり先ほど福祉課

長ともちょっと話しましたけど、人間にメタボがあるように、やっぱり自治体も

メタボという特定健診が必要で、動機付が必要であろうということで、いろんな

論議があったわけで、身の丈の財政だとか、いろんなことを言って合併前にあり

ました。 

ところが、どうしても圧力といいますか、そういったものがあり、歳出圧力に

負けるといいますか、そういう需要が多い御苦労が多いことは十分わかっており

ますけども、端的に言いますが、行政コストが掛りすぎているだろうと、当然、

例えば行政コスト表もつくっています。去年は、６２億円ですけども、平成２６

年度は６７億円、これを見ても、やっぱりメタボになっている。予算の大きさは

体重増だし、腹囲は、実質公債費比率、行政コストは中性脂肪なのかわかりませ

んけれども、やはり相互関係があるということで、この財政４表を見れば、これ

全部回っている。ただ１番典型的なのは、純資産変動計算書、これが早く見れる

といいますか、これは偶然ではない。前年が出てこない、これに前年をやれば、

行数が少なくすぐ捉えやすい、バランスシートよりか、資産変動書、その次はキ

ャッシュフローですから。これも簡単にわかりやすい。そういうふうな考え方で、

この財政４表を捉えなければ、これ莫大な時間がかかっている。そういう意味で、

やっぱり町長が言った活用、分析、解析するということが１番大事で、商売の経

緯はないわけですけど、難しさはありますけれども、やはり考え方は同じです。 

これは全く無意味だという時代がありましたけど、とんでもない話なんです。

自分のメタボの状態というものをチェックして、どこをすべきか、ニーズに需要

があるから、どんどん増やせていける時代ではないです。今、制度が問われてい

る、質が問われている、球数ではない。そういう意味で解析力、分析力が必要だ
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というのは総合戦略の持論で、私も町長にお話しさせていただいた。そういうこ

とでお分かりいただけると思いますし、今回の監査委員の報告は、本当に適切だ

なというふうな、いろいろ諸表は良くなってきているけども、まだまだだが、こ

こはこうだという文書は幾つもあります。 

経常収支比率、異常に上がってきている。今も借金を多くしているところは、

ほとんどありません、人口が増えていない限り、やっぱり警戒感といいますか、

そういうものが必要だと思います。町長、その辺ありましたら。 

   

◇委 員 長 審議の途中ですけども、本日の会議時間は、議事の都合によって予め延

長します。 

審議を続けます。 

山下町長。 

 

◇町  長 合併をしまして、大空町となりまして、１０年という月日が経ってござ

います。いろいろな歳出要望といいましょうか、社会資本の整備などに対する町

民の要望も増えているかとは思います。確かに町民の皆さん方にそういった意味

で、我慢だけを強いることばかりでは、なかなか先が見えないと、将来の展望、

自分たちの考えるまちづくりの一端を叶えていくということも行政の役割ではな

いかと、そんな意味から町民の皆さんに気を使うところは、これは多分にありま

すけれども、ただ、従来からあるようなその地域を超えて、地域ごとに何か気を

使うということは、今の私は持っておりません。そういったところはないという

ことで、御確認をさせていただきたいと思います。 

いろんな資料がありまして、それに伴って、財政の健全度合いというものを 

判断していくわけであります。バランスシートもありますし、従来からあります

行政がやってまいりました財政状況の調査票というような資料もございます。そ

の中で、メタボリックという先ほどの言葉を使いましたけれども、私が思います

のは、確かに、その検診の指数の中で、私が今時点で一番注目をしておりますの

は、経常収支でございます。固定経費がだんだんと掛ってくるということになり

ますと、自分の体でいいますと動脈硬化を起こしているということにつながって

しまうのではないかと、自由に使える、町民の皆さんからの要望を叶えていくた

めの財源をいかに確保するかということを思うので、その経常経費をいかに抑制

していくかということをもう一度徹底的に行っていかなければならないのではな

いかと、そのように考えております。 

まだ平成２８年度の予算編成方針を立てるところまでは、行っておりませんけ

れども、平成２８年度に向けては、そこが大きなポイントになるのではないかと、

私は受けとめております。 
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一時期いろいろな経常経費の削減を進めてまいりましたけれども、いつしか交

付税の増額があったり、別なところでの抑制効果が働いて、少し楽になってきた

と言ったら語弊がありますけれども、一時よりは、財政の自由度が何とか保てる

ようになってきた。そのことが緩みを生じて、経常経費の増嵩につながっている

のではないかと、そのように感じておりますので、もう一度そういった動脈硬化

を起こさないような、そういう財政のところに立ち返るような形をつくっていき

たいと思っております。 

また、今年度は経常経費、確かに３％程度上がっておりますけれども、私は 

いつも申しておりますように、単年度の１回の健診の数字だけで物事を一喜一憂

しないというようにお話をしてまいりました。ここ数年の傾向、そういうものを

全体としてとらえた中で、今どのような手当を打って健全化を目指していくのか

ということを考えていかなければならないのではないかと思っております。今年

度の数値も一つ受けとめながら、それをさらに過去と照らし合わせて、どのよう

な方向性に向かいつつあるのか、そこのところを今回の決算の中でしっかりと分

析をしてまいりたいと、そのように考えているところでございます。 

 

◇委 員 長 ５番 品田委員。 

 

◇品田委員 ２番目は、結構です。 

３番目は藤田課長から全道のものはないということでございますけれども、平

成２５年度の値を出してもらいました。管内で実質公債比率の平均が１０．１と

いうことでありましたけれども、議会の方も７月に行ってきまして、平成２５年

全道の町村のそういう指標を独自にもらっております。 

全道の傾向は、似ておりまして、一層実質公債費比率を落としてきていること

は、数字に出てきますし、全道であれば、１０％は切ってきていると思います。

平成２５年度の分でいえば、何番目かわかりませんけれども、この平成２５年度

分では手計算しましたところ１９位になっていると思います。ですから、決して

悪くも良くもないといえば、それまでのことなんですけども、悪い方の部類にラ

ンクされているかと思いますが、大きな金をどんどん入ってきますから、資金繰

りは間に合って楽なんだとなってしまう。商売をやっていると、利益率が小さく

ても、薄利多売でがんがん金が入ってくると楽になったような気がする。だけど

ちょっと気を抜くと、あっという間に赤字に転落してしまう。それを長く続ける

ことは大変なことで、そういう意味で健全財政というか、そういったものを心が

けていかなければ、大きなショックに耐えられない。これが大きな問題と、それ

はいろいろあっていいと思います。 

投資することも良いし、そのかわり撤退するときは撤退しなければならないと
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きもあるだろし、そういうメリハリは必要だろうし、フレッシュブルなアクショ

ンが出来る状態にしておくということが、やっぱり大事だと思います。ただいつ

も危機管理ばかりしていては、何もできないわけですから、おっしゃるとおりだ

と思います。いつでも大きな話題に巻き込まれないようにしていくということの

心掛けが大事だと思っていますけども、そういったことで確認をさせていただき

ました。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

◇町  長 これは私の個人的なというか、見ている印象でありますけれども、私も

町長になりましてから１０年以上経ちましたけれども、周りの町村などを見ます

と、あまり社会資本の整備というところに大きな財源を使っていないところが目

に付いてまいりました。いろんな意味で、健全化に向けて御努力をされているん

だろうと、そのように思っていたところでありますけれども、最近、ここ２、３

年という感じでしょうか、いろいろな市町村で確かに、節約がされているという

ことではあろうかと思いますけれども大きなプロジェクトが動いているように、

何となくこう感じてきております。 

それぞれ健全化を目指してやってきて、ある程度の見通しが立ったというとこ

ろで、一方では、社会資本が整備をしてからもう３０年、４０年経って、老朽化

してきているということで、今まで我慢をしてきたけれども、ここら当たりでと

いうところで、新しい動きというものがあるのではないかなと、私どもの町の社

会資本の整備のサイクルとは少し違いますけれども、そういう時代に少し入られ

つつあるのではないかと、そんな印象を持っております。だからと言って町がや

るということではなくて、うちはうちのサイクルというものがあろうかと思いま

すので、そこをしっかりと見極めて、取り組んでいきたいと思っております。 

また一方で、今年なども議会の御同意をいただきまして、基金などにもそれぞ

れ財源を積ませていただいております。ただ、無目的に積ませていただいている

ということではなく、過去にも、農業基盤整備の国営事業の償還に充てるために、

さらには今後発生してくる消防のデジタル化を整備した後の償還財源に、さらに

は、地域振興施設整備などに対応するために、また、先日は、医療や介護という

ところで、今後もいろいろな財源が必要になるということで、それらの将来を見

越した中で、基金造成などもさせていただいております。 

そんなことから、計画的にそういったものが必要になるときには、そういった

財源も使いながら、町民の皆さんの御要望に応えていく、一方では健全化を何と

か維持していく、そんな努力を重ねてまいりたいと考えているところでございま

す。 

言われている趣旨、十分わかっているつもりでございます。機動的に時として
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必要なときには、必要な財政出動ということであろうと思います。そういったこ

とが直ぐできるような体力づくりというものを常日頃から心がけてまいりたいと

思いますので、今後とも御指導いただきますようにお願いを申し上げます。 

 

◇委 員 長 他に質疑ありませんか。 

７番 齊藤委員。 

 

◇齋藤委員 １点だけ、分かり易くお聞きしたいと思います。 

職員の給料ですけども、ページ数、確か９４ページだったと思うんですけども、

時間外手当など１５０万円が不要でしたということだったんですけども、本当に

職員の皆さんは、朝早くから夜遅くまで頑張っていただいております。特に今年

の場合は、１０周年のイベントがあり、朝早くから事前の準備、当日の後片付け、

本当に大変な作業をしていただいております。その中で、いろんな手当はあるん

ですけども、特に時間外手当の考え方、対処の仕方、おそらく直接の上司が対応

するんだろうと思いますけれども、その考え方についてお聞かせ願いたい。 

 

◇委 員 長 藤田総務課長。 

 

◇総務課長 時間外勤務手当等の考え方でございます。 

時間外勤務手当につきましては、平日夜、庁舎におきまして、時間外勤務をし

なければならない用務がある場合につきましては、事前の決裁をとって、時間外

勤務を行う。それから土曜日、日曜日等のイベントがあるときにつきましては、

各課、応援等を必要とするイベントへの出役、それから町民の方々のお手伝いを

いただきながら、実施するイベント等に従事する際には、代休扱いというような

手法を取りながら、時間外勤務もしていただいているところでございます。通常

の時間外勤務につきましても、平日１０時までというようなことで、勤務をいた

だきながら、事務の方を進めていただいているところでございます。 

今回、平成２６年度の決算では、時間外勤務手当の方も残っていると、不用額

として、残ったというような状況がございますが、冬季間の暴風雪対応というよ

うなことで、財源を確保していたというような状況もございます。実際にそこま

で必要とならなかったというようなことで、不用額として、残ったわけですけど

も、皆さんが勤務しているというような状況であれば、時間外勤務手当または休

日勤務手当等の支給について行っ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 ７番 齊藤委員。 
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◇齋藤委員 時間外については、なかなか言いづらい部分もあるのかなと、よく民間

では、サービス残業とかいろいろな言い方もしておりますけども、その中でやっ

ぱり働いている、自信を持って働いてもらっているんですけども、一生懸命働い

たら、それはあくまでも対価の形で表わした方が良いと思います。 

その中で、なかなか役付けになる方は、時間外が付かないのが当然の状態だと

思うんですけども、その中で自分の部下を大事にして一生懸命働かせていただき

たいと思います。 

 

◇委 員 長 山下町長。 

 

◇町  長 私も職員時代には、大分時間外勤務手当をいただいていたことがござい

ましたので、そのときの心情といいましょうか、そういうものもわかるつもりで

もおります。 

一方で、町民の方々から見たときに、どういう形、特にイベントなどのときに

は、支給形態がいいのかというところで、悩むところもあります。時間外勤務に

ついては、特に節度を持ってきちっとした勤務に当たっていただかなければなら

ない場合もありますので、そういった中では、手続など煩雑なところもあろうか

と思います。 

しかし、私が常々言っておりますのは、時間外をした勤務については、それを

差し引いて支給するようなことをしないと、やった分については、しっかりとそ

れはどういう形であってもお支払いをするというのは当然のことだと、さらに、

職員組合の皆さん方と、そのイベントなどにおける時間外勤務手当の支給の考え

方などについては、その年度その年度で意見交換させていただきながら、役場の

中の一つのルールとして決めさせていただきながら、対応させていただいている

部分もあります。 

ですので、年度によってその考え方が、今年のように非常にイベントが多い年

などについては、場合によっては、その対応の仕方を少し変えるときもあります

けれども、そういう中で、ルールを持たせながら、支給をさせていただくという

ことに理解を得るように努めております。 

今後も、そういうことを旨としながら、取り組んでまいりたいと思っておりま

す。 

 

◇委 員 長 １１番 深川委員。 

 

◇深川委員 全体を通しまして、予算については、執行されており、問題はないかと

思いますが、先ほど監査委員から指摘がありましたとおり、不用額については、
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若干、気になるところではあります。そういったところの検証、分析はなされて

いるのかどうか。 

それからもう１点については、主要な施策の成果を説明する書類についてです

が、事業内容、その他について明記されているわけでありますが、この成果とい

う文言に対する解釈もありますけれども、この辺の予算額に対する中身の検証、

分析、あるいは効果などはなされているのかどうか、この２点についてお伺いを

したいと思います。 

 

◇委 員 長 藤田総務課長。 

 

◇総務課長 まず初めに予算におきます不用額等の関係でございます。 

昨年より不用額につきましては、多いというような状況になってございます。

３月の定例会に向けて、１月に実行予算というものを実施してございます。その

中で、今後、必要となる財源については残して、不要となる部分について、減額

するというような考え方で実行予算を行っているところでございます。その中で、

見込みがちょっと甘かったというようなところもあるかと思います。また、事務

の遅れによって、きちっと見込みが立てられなかったというようなものもござい

まして、不用額の方がちょっと多くなったというような現状でございます。また、

落とし過ぎて、流用しなければならないといったような現状もございました。 

こういったようなことを踏まえまして、本年９月の補正予算を行う際には、実

行予算というものを実施いたしまして、今後の見通しを各担当の方で見極めなが

ら、予算というものを、いま一度見直していただくというようなことを取り組ん

できたところでございます。 

今後におきましても、また、例年どおり１月に実行予算を行い、最終の補正予

算を形成していくというようなことになろうかと思いますけれども、再度、その

見極めをきちっとしながら、余り不用額が出ないというような、精度の高い、予

算組みにしていまいりたいというふうに思います。 

主要な施策の成果にかかわります業務内容の成果、効果等でございます。 

主要な施策の成果を説明する書類には、１年間の事業の成果というようなことで、

記載をさせていただいているところでございます。また、これらと合わせまして、

別に事務事業評価というものを実施しているわけでございますけども、その中で、

一部事業の評価、今後のあり方等について、各担当の方でも、検討をいただいて

いるところでございます。こういったものを参考としながら、今後の事務事業を

推進するに当たり、どういうふうに進めるべきかというようなことについては、

検討をいただきながら、実施しているというふうに考えております。 

主要な施策の成果につきましても、こういった内容のものでいいのかどうなの
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かというようなことも、検討を踏まえながら、今後も作成してまいりたいという

ようなことで考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。 

 

◇委 員 長 １１番 深川委員。 

 

◇深川委員 不用額については、今後についてもバランスを考えて執行していただき

たいと思います。 

それから主要な施策の成果を説明する書類という件に関してですが、釈迦に説

法ですが、成果という意味は、努めて得られた結果、得られた結果という文言の

解釈であります。 

決してそればかりを追求するわけではありませんが、この文言の事業内容の中

に活性化を図るとあります。これでは図られたのか図らないのか、解釈によって

はまだわかりませんので、自信をもって図られたものについては、図られたと、

明記してもいいんではないか、また補助に対して効果があったかということにつ

いても、効果があったものに対しては、これだけの効果があったということを明

記された方が、この成果を説明する書類については、私は妥当ではないかと思い

ます。 

明らかに結果が出ているものもありますし、その辺は明記されてはいかがかと

思いますが、その点について御答弁をお願いします。 

 

◇委 員 長 山下町長。 

 

◇町  長 不用額の関係、私からも一言触れたいと思います。 

監査委員の意見書の中にもありました。過度な流用、充用になっていないかと

そういうことが言われております。 

そんなことから、自分のつくった予算が年度途中であっても、どの程度の進捗

状況なのか、執行率なのか、そういったものをもう一度見極める、従来の補正予

算の編成のあり方は、必要な担当課が必要な金額だけを再度積算をして追加する

なり、減額をする、主に追加でありますけれども、そういう手法です。 

今回は、９月の定例会に向けて、全ての項目について、自分たちがつくった予

算、今までにいくら支出をしているのか、残額はいくら今後の支出見込みはいく

ら必要になってくるのか。もう一度年度途中で見直して再精査をするべきという

ことで、指示をして取りまとめたところでございます。 

本来常々そういうことをしていかなければならないわけでありますけれども、

今の電子管理の中では、そういった必要が余り感じられてこなかったのではない

か、そういう反省に立って、もう一度自分の予算を大切にしてもらうという意味
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からも、やるべきではないかということで、指示をしたところでございます。 

さらに、１２月、３月の予算などにおいても、同様の考え方を踏襲してまいり

たいと思ってございます。 

また、成果はということは、実際にどのような効果があったかということを書

くべきものと、私も職員時代ございましたけれども、なかなか役場の職員といい

ましょうか、公務員、はっきりこんなすばらしい効果がありましたと自信を持っ

て言い切れないところが、ある意味、奥ゆかしかったり、歯がゆかったりすると

ころがあると思っております。 

ただ、過去にも言われておりますけれども、今の私どもの成果を説明する書類

は、効果がどのようにあったか、成果がどのように上がったかというよりは、や

った結果の実績報告だけにとどまっているような気がいたします。 

先ほど原本議員の質疑にもありましたけれども、福祉タクシーの利用率はと、

何人対象者がいて、何人が交付を受けて、何枚が使われて、率がどうであったか、

それはそういう状況報告でございますけれども、その福祉タクシーの事業によっ

て、高齢者の方々の外出がどの程度、今までよりも増えたのかとか、どういった

ところで効果として喜ばれているのかというところまで、なかなか書き切れてい

ないというところで議員の皆さん方も見たときに、その効果、どのような評価を

受けているのかというところがわかりづらいということではないかと思います。 

少し時間がかかることではありますけれども、そういった様式の見直しと、そ

もそもその事業を何のためにやるのかといったところに立ち返って、その目的を

達成できたかどうかという仕組みですとか、それを表現できるような形にしてい

かなければならないのではないかと、今回、総合戦略を立てるときに横文字であ

りますけどもＫＰＩという言葉が随分使われました。今までのように、ここに書

いてあるような実績だけではなくて、何をやったかということだけではなくて、

そのことによって、例えば地域の就業者が何人増えたのか、地域の生産額がいく

ら上がったのか、という具体的な数字で、その効果を示すべきだと、評価をする

べきだということが言われております。 

そういったその表現の仕方というものも、参考にしていかなければならないの

ではないかと、そのように感じているところであります。 

ただ様式を変えていくということには、少し時間も掛ろうかと思いますけれど

も、皆さん方の意見を十分参酌しながら、受けとめながら、そういった改善も図

れるように、今後、努力をしてまいりたいと思いますので、今後とも御指導いた

だきますようにお願いを申し上げます。 

 

◇委 員 長 １１番 深川委員。 
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◇深川委員 おっしゃるとおり、施策の成果の書類については、なかなか難しいかと

思います。ただ、全国的に市は別にして、町村のこうした施策の書類を見ていま

すと、その全項目ではなくても成果があったことについては、明記している自治

体もあります。 

その辺も含めて、職員のやる気にもつながりますし、また、生きた予算の施行

になると思いますので、今後ともその辺を兼ね備えて考えていただきたいと、こ

のように思います。そういったことで質問を終わりたいと思います。 

 

◇委 員 長 山下町長。 

 

◇町  長 ありがとうございます。 

職員がその意欲を持って仕事に当たることができるのは、自分がその仕事に携

わって評価をされた、議会の場面で、また町民の方々から、その仕事が非常に良

かったとお褒めの言葉をいただくことが最も何よりではないかと、そのように考

えてございます。 

今までの成果を説明する書類は、予算書とリンクをさせるような意味合いから、

予算書を事業別予算書に変えたときに、そのことをそのまま移しかえて、対比で

きるような形にというか、当時の考え方がありまして、現在のような、形になっ

ているところでございます。 

他の市町村でどのような表現の表わし方をしながら、この書類をつくって、議

会に諮っているか、町民の皆さんに説明をしているか、そういうことも、十分調

査できていないところもございますので、いろいろな先進地のそういった書類も

取り寄せながら、その内容などの書き方について、今後も、研究してみたいと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

◇委 員 長 他に質疑ありませんか。 

        （「なし」の声あり） 

 

質疑なしと認めます。 

これで全ての質疑を終わります。 

ここで暫く休憩します。 

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２０分 

再開 午後 ５時２６分 



７５ 

 

◇委 員 長 休憩前に引き続き委員会を開きます。 

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２６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２６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。 

 これに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

◇委 員 長 異議なしと認めます。 

したがって、採決の方法は認定第１号から認定第８号までの８件を一括して行

うことに決定しました。 

お諮りします。 

認定第１号から認定第８号までの８件は、原案のとおり認定することに御異議

ありませんか。 

        （「異議なし」の声あり） 

◇委 員 長 異議なしと認めます。 

したがって、「認定第１号 平成２６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２６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。 

皆様の御協力によりまして、能率的な質疑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。 

 

◇委 員 長 山下町長から発言があれば許します。 

山下町長。 

 

◇町  長 ただいまは決算審査特別委員会におきまして、平成２６年度の大空町の

各会計の決算について、お認めをいただき心から感謝を申し上げたいと思います。 

私が町の決算ということに携わりましたのは、昭和５６年、２１歳のときでご

ざいます。財政係に発令をされて、昭和５５年度の当時の女満別町の各会計の決

算の財政状況調書を作成するということになったときかと思っております。 
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そのときの決算で印象に残っていますのは、確か繰越金が６００万円程度しか

なかったということでございます。一般会計の予算規模が確か３０億円程度であ

りましたので、極めて小さい数字でありましたけれども、５月３０日か３１日付

けで、出納整理期間が終わる間際に各科目全て、ほとんどと言っていい位０円に

するような、そういう予算の整理を行っておりました。 

当初、私は、発令されたばかりでありますので、意味合いがよくわかりません

でしたけれども、きっと何か仔細があったのだろうと思います。財政の中で、そ

うやって財源をかき集めて、多分、基金か何かに積んで翌年度への備えにしたと

いうことではなかったのかと思っております。それから、数えますともう大空町

となっても１０年、そこから数えると３５年が経過しております。 

平成２６年度の予算規模で言いますと、大空町の予算は合併したということも

ありますし、時代が変わってきたということもあって、８０億円規模と大変大き

なものとなりました。一方で、借金の額も多くなりましたし、貯金の額もわずか

でありますけれども、増えているように思います。 

先ほども御答弁の中で申し上げましたが、決算というのは単年度のその時々の

表情でもありますけれども、過去から積み重ねてきたものの一つが、さらに、こ

れから未来を展望する、その傾向を見るための資料だと、そのように受けとめて

おります。 

大空町は合併をして、今年で１０年となりました。今後は、交付税の１本算定

に移る時期となって、交付税が減額となることがはっきりしております。さらに

は、現在、第２次総合計画の策定をしております。その中で、町民の方々からは、

いろいろな社会資本の整備や新しい制度の創設などの要望もあることと思います

し、総合戦略の中では、人口減少を食いとめていくための歯止めを掛けるための

政策というものも必要になってこようかと思っております。 

そのように考えますと、これからの財政健全化を求めながら、舵取りをして行

くということは大変難しい課題であろうかと思っておりますが、これから始まる

平成２８年度予算編成に、本日いただきました御意見などをしっかりと反映でき

るように頑張ってまいりたいと思っております。 

今日に限らず、これからもこの財政の問題については、さまざまな視点から御

指導いただきますように重ねてお願いを申し上げお礼に替えさせてていただきた

いと存じます。本日は、誠にありがとうございました。 

 

◇委 員 長  改めて、皆さん大変お疲れさまでした。 

                      

  閉会 午後 ５時３２分 


