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会議録 令和3年9月10日（金） 場 所 3階 第1研修室

会 議 名：第2回令和2年度木古内町決算審査特別委員会

出席委員：廣瀬委員長、平野副委員長、手塚委員、東出委員、吉田委員、安齋委員

相澤委員、竹田委員

欠席委員：なし

オブザーバー：又地議長

会議時間 午前9時30分～午後3時57分

事 務 局 加 藤、堺

開 会

１.委員長挨拶

廣瀬委員長 ただいまから9月9日に引き続き、第2回令和2年度木古内町決算審査特別委員

会を開会いたします。

ただいまの出席委員は、8名でございます。

よって、委員会条例第14条の規定による、委員の定足数に達しておりますので、委員会

は成立いたしました。

ただちに本日の会議を開きます。

まずはじめに、皆さん改めまして、おはようございます。

委員長に推挙されまして、きょうから3日間、皆様と決算審査ということで行いたいと思

います。大変不慣れなため、皆さんのご協力をもとに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。

また、本日はファイターズデーということなので、ユニフォームを着て参加となってお

ります。よろしくお願いいたします。

それでは、本日の会議次第は、別紙配付のとおりです。

２.審査事項

（１）監査委員質疑

廣瀬委員長 監査委員から提出しております、意見書の概要について、説明を求めます。

柿﨑代表監査委員、お願いいたします。

柿﨑代表監査委員 おはようございます。代表委員の柿﨑でございます。

私から監査委員を代表いたしまして、ご説明をさせていただきます。

それでは、意見書に沿ってご説明をさせていただきます。

定例会議案書の認定第10号の次のページに意見書がございますので、そちらをご参照願

います。

令和2年度の木古内町各会計決算書及び基金運用状況審査意見書、1ページをお開きくだ

さい。

審査の対象は一般会計、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険事
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業特別会計、介護サービス事業特別会計、下水道事業特別会計並びに奨学資金の運用に関

する調書、簡易水道事業会計、病院事業会計ということで、7月29日から8月4日までの期間、

5日間で審査をいたしました。

審査の概要につきましては、町長からご提出された決算書等について、関係職員の説明

を受け、その正否を確認するために関係諸帳簿等の点検及び聴取などをいたしまして、審

査をいたしました。

審査の結果、いずれも計数に誤りはなく適正に決算が行われておりましたことを確認い

たしました。なお、留意または善処すべきと思われる点、その他特に感じた事項というこ

とで、所見を記しておりますので、それを中心にご説明をいたしたいと思います。

それでは、2ページをお開きください。

まず、一般会計ですが、決算の概要といたしましては、歳入総額 55億1,483万円で、前

年度より12億6,671万円の増、歳出総額は53億9,850万8,000円で、前年度より12億1,042万

7,000円の増となっております。実質単年度収支額は、5,029万2,000円となっております。

歳入につきましては、55億1,483万円となっておりまして、主なものは記載のとおりでご

ざいます。

不納欠損額につきましては145万6,000円で、前年度よりも39万6,000円減となっておりま

す。

収入未済額、これも前年度より719万7,000円減となっております。

町税につきましては、収納率が前々年度・前年度より上昇しておりまして、不納欠損額

も前年度より43万1,000円減少しております。担当職員の努力の結果と存じております。

3ページをお開きいただければと思います。

使用料及び手数料につきましては、収入済額が前年度より243万9,000円減の5,674万9,0

00円となっております。

特に住宅使用料につきましては、現年度の収入未済額が15万6,000円で、前年度より減少

していることからこれもまた担当職員の努力の結果かと思われます。

次に、4ページをお開きください。

諸収入につきましては、学校給食費が無料になっておりますが、平成19年度から平成25

年までの未納者で、3戸5名となっております。収納に関しましては1名、5,000円でありま

したが、関係職員におかれましては、苦労しながら未納者の徴収を続けております。少し

ずつではありますが、減少しておりますので、引き続き努力をしていただきたいというこ

とで、お話をしております。

歳出につきましては、前年度より12億1,042万8,000円増の53億9,850万8,000円となって

おります。

国民健康保険特別会計につきましては、歳入総額 5億7,994万円、歳出総額が5億3,496

万7,000円で、実質収支額は4,497万4,000円となっておりまして、前年度より17万1,000円

減となっております。

全体の収入率は71.5％で、前年度より2.3％増となっております。これにつきましては、

4ページから5ページの表に記載してございますので、不納欠損の状況とあわせてご参照お

願いをいたします。

次に、6ページをお開きいただければと思います。
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次に、後期高齢者医療特別会計につきましては、歳入総額 1億8,400万9,000円、歳出総

額 1億8,286万5,000円となっております。差引額で実質収支額は、114万4,000円となって

おります。

保険料の収入済額は5,418万4,000円で、前年度より210万3,000円の増となっております。

特別徴収においては、年金から差し引かれるということで収納になっておりますが、収

納率100％ということで、保険料のうち普通徴収分については、表にまとめておりますので、

ご参照いただければと思います。

不納欠損につきましては、1件、6,000円となっております。

7ページをお開きください。

介護保険事業特別会計につきましては、歳入総額 7億6,939万3,000円、歳出総額は7億

4,632万2,000円となっており、実質収支額は前年度より492万1,000円減の2,307万1,000円

となっております。

介護保険料の収入済額は1億622万9,000円で、現年度分につきましては、収入率が99.4％、

全体で96.7％となっておりまして、前年度に続き高い水準を維持しております。

不納欠損につきましては、18件、69万2,000円、前年度より3万円の減となっております。

収納状況及び不納欠損の詳細につきましては、記載の表をご参照をお願いいたします。

8ページをお開きください。

介護サービス事業特別会計につきましては、歳入歳出とも191万9,000円の事業内容でご

ざいます。

次に、下水道事業特別会計につきましては、歳入が2億9,336万6,000円、歳出は2億7,91

7万5,000円で、実質収支額は前年度より1,124万2,000円増の1,419万1,000円となっており

ます。

受益者負担金の収入済額は619万3,000円となっておりますが、滞納繰越分においては町

外の居住者などの方々と連絡が取れないご苦労もあるようですが、徴収には賢明に努力を

されております。

下水道使用料は2,979万6,000円となっており、下水道の接続は前年度より58件増の756件

となっております。

詳細につきましては、収納状況の表をご参照願います。

次に、奨学資金貸付運用基金ですが、貸付額は6名で112万円となっており、償還実績は

30名で203万8,000円となっております。毎年、懸念されますのが償還遅延でございますが、

798万9,000円の残額で12世帯、18名となっております。これも諸事情もあり、非常に努力

を要するということでございますが、引き続き償還に努力されたいということで、申し添

えてございます。

9ページをお開きください。

こちらは、各事業会計の決算審査意見書となっており、簡易水道事業会計、病院事業会

計を7月30日と8月4日に行っております。

審査の概要は、一般会計と同様に行っており、審査結果におきましては、いずれも計数

に誤りがなく、適正に決算が行われておりましたことを確認いたしました。

次に、10ページをお開きください。

簡易水道事業会計につきましては、事業収益は1億3,783万7,000円、事業費用は1億2,53
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5万5,000円となっており、前年度より554万2,000円増の1,248万2,000円が純利益となって

おります。

やはり給水人口につきましては、年々減少しており、これに伴い配水量も減少しており

ます。

収益的収支及び資本的収支状況につきましては、10ページから12ページに詳細が記載し

てございますので、ご参照お願いいたします。

次に、13ページをお開きください。

病院事業会計につきましては、事業収益が20億1,099万2,000円、事業費用は14億393万9,

000円、純利益が6億7,005万4,000円となっております。

病院経営の重要な要素であります患者数につきましては、昨年度に引き続き、新型コロ

ナウイルス感染症などの影響もありまして、入院患者・外来患者ともに減少しております。

入院患者につきましては6,210人の減、外来患者につきましては2,125人の減となってお

ります。

未収金は257万2,000円、年々減少傾向にありますが、引き続き努力いたすよう申し伝え

ております。

収益的収支及び資本的収支状況、利用者の状況につきましては、13ページから15ページ

に詳細が記載してございますので、ご参照をお願いいたします。

次に、16ページをお開きください。

高齢者介護サービス事業会計につきましては、特別養護老人ホーム事業収益が5億1,371

万5,000円、事業費用は4億7,261万4,000円となっており、4,110万1,000円が純利益となっ

ております。

通所リハビリテーション事業の事業収益は5,776万5,000円、事業費用が6,790万8,000円

で、1,014万3,000円の純損失となっております。

収益的収支及び資本的収支状況、利用者の状況につきましては、16ページから18ページ

に詳細が記載してございますので、その表をご参照お願いをいたします。

同じく18ページですが、介護老人保健施設事業清算特別会計につきましては、歳入歳出

とも4,239万8,000円の事業内容でございます。

次に、19ページをお開きいただければと思います。

昨日、議会のほうで羽沢副町長のほうからもご報告がありましたように、健全化比率に

つきましては、審査8月3日に行っております。実質公債比率並びに将来負担比率ともに基

準を下回っており、問題はございません。しかしながら引き続き、健全な経営運営を図っ

ていただきたいというふうに存じております。

20ページをお開きいただければと思います。

これにつきましても、資金不足比率につきまして、こちらも同日に審査を行っておりま

す。これは資金不足にはなっておりませんが、今後とも資金不足にならないよう事業の中

身を精査いたしまして、運営に努めていただくということで申し伝えでございます。

監査委員の説明につきましては、以上でございます。

廣瀬委員長 柿﨑代表監査委員、ありがとうございました。

ただいま、監査委員から説明を受けました。

これから質疑をお受けいたします。いかがでしょうか。
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（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 なしということなので、これにて監査委員の報告を終わります。

ありがとうございました。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午前9時49分

再開 午前9時50分

（２）議会事務局、監査委員事務局

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

続きまして、議会事務局より説明をお願いいたします。

加藤局長。

加藤議会事務局長 議会事務局長の加藤です。よろしくお願いいたします。

令和2年度の議会費及び監査委員費につきましては、例年どおりの経常経費が主たる支出

となっております。詳細につきましては、堺主査より説明させますので、よろしくお願い

いたします。

廣瀬委員長 堺主査。

堺主査 議会事務局の堺です。よろしくお願いいたします。

では、私のほうから議会費の歳出をまず説明いたします。

決算書48ページ・49ページをお開きください。

1款・1項・1目 議会費です。予算額 4,290万5000円に対し、決算額 4,218万1,115円

で、執行率は98.3％となっております。

不用額は72万3,885円ですが、節にかかる30万以上の不用額はございません。

1節 報酬、3節 職員手当につきましては、例年どおりの支出となっております。

4節 共済費も例年どおりの支出となっておりますが、うち議員共済組合負担金は649万

9,440円で、こちらは4月1日現在の議員数での負担となるため、令和2年度においては9名分

の負担金となってございます。

8節 旅費、こちらは12万3,420円については、新型コロナウイルス感染症の影響で、ほ

とんどの議員研修等が中止となり、例年より支出額が少なくなってございます。

9節 交際費 12万5,647円については、資料番号4、53ページに詳細を記載してございま

す。そちらを参照願いたいと思います。

支出については、こちらもコロナの影響によって、例年より支出が少なくなってござい

ます。

10節 需用費については64万9,465円で、主なものとして議会だよりの印刷製本費と法規

追録代となってございます。なお、食料費については、行政視察等におけるお茶代、お茶

菓子となっておりますが、令和2年度においては実績がございませんでした。

11節 役務費、こちらは1万7,160円については、議会中継用のプロバイダの回線料とな

っています。

12節 委託料 20万2,400円については、例年実施している議場音響設備の保守委託料で



- 6 -

す。

18節 負担金補助及び交付金 46万3,600円は、例年と同様の支出となってございます。

歳出については、以上です。

続けて、歳入の説明をしてよろしいでしょうか。

廣瀬委員長 お願いします。

堺主査。

堺主査 決算書、36ページ・37ページをお開きください。

20款 諸収入、5項 雑入、1目 雑入、3節 雑入の議会事務局分として、会計年度任用

職員の雇用保険繰替金こちらが6,671円、歳入は以上でございます。

続けて、監査委員もよろしいですか。

廣瀬委員長 お願いします。

堺主査。

堺主査 それでは、決算書74ページ・75ページをお開きください。

1款 総務費、6項 監査委員費、1目 監査委員費です。

予算額 114万6,000円に対し、決算額 88万3,700円となっており、執行率は72.7％です。

30万以上の不用額については、資料番号4、決算審査説明資料の46ページ・47ページをお

開きください。

こちら中段になりますけれども、8節 旅費で不用額が生じてございます。こちらの金額

は30万4,000円となっておりまして、これは2月の下旬に予定していた研修が中止となった

ため、不用額となってございます。

1節 報酬から18節 負担金補助及び交付金については、例年と同様の支出となっており

ますので、説明を割愛いたします。

なお、歳入についてはございませんので、議会分としては以上の説明を終了したいと思

います。よろしくご審議をお願いいたします。

廣瀬委員長 ありがとうございます。

ただいま説明が終わりました。

質疑をお受けいたします。いかがでしょうか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 質疑なしということなので、終了いたします。

議会事務局の皆さん、ご苦労様でございました。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午前9時55分

再開 午前9時59分

（３）総務課、選挙管理委員会

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

続きまして、総務課、選挙管理委員会の説明を求めます。

まずはじめに注意事項なんですけれども、議会事務局より既に配付としてありますと思
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いますけれども、説明内容は昨年と同様なものは省略する、また通年と違いのあるものや

不用額、大きいものに関して中心に説明をお願いいたします。

まずはじめに、福田課長より概要説明があればお願いいたします。

福田課長。

福田総務課長 おはようございます。総務課の決算審査ということで、よろしくお願い申

し上げます。

総務課につきましては、職員の福利厚生、その他総務に関する事項、それから財政決算

関係、それから選挙管理委員会、最後に防災とこれが総務課の所管事項になってございま

す。

本日につきましては、まずは決算の内容について財政から、その次に総務、選管、最後

に防災といった順番で説明をさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

それでは、財政のほうから説明を申し上げます。

廣瀬委員長 羽澤（真）主査。

羽澤（真）主査 おはようございます。総務財政グループの羽澤でございます。

私のほうからは、令和2年度決算について、決算審査特別委員会の説明資料の決算概要説

明書により順に説明させていただきます。

まず、説明資料の1ページ目をお開きください。

決算総括についてですが、歳入総額 55億1,482万9,850円に対しまして、歳出総額 53

億9,850万7,515円で、収支剰余は1億1,632万2,335円ですが、翌年度へ繰り越す834万9,00

0円を除いた1億797万3,335円が実質収支額となります。

これから平成31年度実質収支の5,881万4,358円を差し引いた、4,915万8,977円が単年度

収支となりますが、財政調整基金に113万3,277円を積み立てしておりますので、実質単年

度収支は、5,029万2,254円となります。

歳入・歳出の内訳として、2ページに歳入、3ページに歳出のそれぞれ科目別の執行状況

を掲載しております。

歳入予算現額合計の58億5,129万7,000円に対する決算額は55億1,482万9,850円で、執行

率は94.2％となっております。

歳出予算現額合計の58億5,129万7,000円に対する決算額は53億9,850万7,515円で、執行

率は92.3％となっております。

続きまして、4ページ・5ページになります。

歳入の款別の総括表を見開きで掲載しております。調定額の総額に対する決算額の状況

は、合計額での対比で99.3％となっており、主な要因としましては、1款の町税で約2,640

万4,000円、13款の使用料及び手数料で、約1,229万5,000円の未収があるためとなっており

ます。

また、予算現額との対比で率が低くなっている18款 繰入金につきましては、財政調整

基金繰入金が予算現額で9,122万8,000円となっていましたが、町税・交付税の増や不用額

により、最終的に繰り入れがなかったことによります。

21款 町債につきましては、高度無線環境整備事業で3,600万円、防災行政無線更新事業

で2億2,640万円が翌年度繰越事業の未収入特定財源として繰り越されたためとなっており

ます。
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不納欠損額につきましては、町税・手数料で、計145万5,872円となっております。

続きまして、6ページ・7ページです。

こちらは、款別の歳出総括表となります。款ごとの構成比及び執行率等につきましては、

記載のとおりです。3億3,052万6,000円が翌年度に繰り越されております。

なお、不用額の主な要因につきましては、各課からの不用額についての説明があるため

省かせていただきます。

続いて、8ページ・9ページになります。

歳入区分別の前年度対比につきましては記載のとおりで、歳入合計額での前年対比で29.

8％、約12億6,671万円の増となっております。

増加した要因としましては、14款 国庫支出金で、7億7,629万1,000円の増となっており

ますが、これは新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金で2億5,398万7,000円の増、特

別定額給付金事業費補助金で4億602万3,000円の増、前年度からの繰越事業である港団地建

替えに係る北海道第5期地域住宅交付金が前年度より1億1,866万円増加したことが主な要因

となっております。

18款 繰入金 1億2,263万3,000円の増につきましては、小規模多機能型居宅介護施設の

建設及び高齢者介護サービス事業会計の負担金に地域福祉基金を1億2,057万7,000円繰り入

れたことなどによります。

21款 町債 1億6,897万5,000円の増につきましては、前年度から繰り越した港団地建替

工事に係る借入が前年度より1億7,470万円の増、小規模多機能居宅介護施設建設に係る借

入で1億2,760万円、防災行政無線更新事業に係る借入で1億4,620万円増となるほか、前年

度では、中央公民館・スポーツセンター改修工事に係る借入があったことにより2億7,220

万円減額したことなどで、差し引きで増額になるものです。

また、前年度増減率が高い17款 寄付金につきましては、まちづくり応援寄付金が前年

度より2,826万6,000円の増となってございます。

一方で、減少した科目として、16款 財産収入が前年度から6,204万1,000円減少してい

ますが、前年度では道営住宅建設用地の売り払い収入 5,626万円などがあったことによる

ものとなってございます。

20款 諸収入が前年度から1,875万1,000円減少しておりますが、前年度では退職手当事

前納付金精算還付金で972万3,000円、いきいきふるさと推進事業助成金で508万円などがあ

ったことによるものです。

続いて、10ページ・11ページです。

こちらにつきましては、歳出の款別の前年度対比となっており、合計額での前年対比で

28.9％、約12億1,042万7,000円の増となっております。

増加した要因としましては、3款 民生費で6億8,215万2,000円の増となっておりますが、

主な要因につきましては、特別定額給付金事業で4億602万3,000円、小規模多機能型居宅介

護整備事業で1億7,965万4,000円、高齢者介護サービス事業会計負担金で1億1,000万円増額

したことなどによるものとなっております。

7款 商工費 9,540万9,000円の増の要因につきましては、新型コロナウイルス感染症対

策事業として実施したエール商品券補助金で6,218万3,000円、事業継続応援助成金で2,12

0万円、新型コロナウイルス感染拡大防止協力金で900万円増加したことなどによるもので



- 9 -

す。

8款 土木費 4億1,043万円の増につきましては、前年度より港団地建替工事で、2億5,

439万3,000円、除排雪費で9,167万7,000円の増、旧港団地解体工事で3,364万9,000円増額

したことなどによるものです。

9款 消防費 1億4,321万7,000円の増につきましては、防災行政無線工事で1億4,264万

円増加したことなどによるものとなっております。

一方で、減少した科目としまして、10款 教育費 1億8,665万9,000円の減につきまして

は、前年度では中央公民館・スポーツセンター改修工事で2億9,040万1,000円があったこと

による減、スポーツセンター外壁・屋外建具改修工事で5,390万円の増、小中学校ネットワ

ーク整備事業で3,746万4,000円の増、小中学校換気機能付エアコン取付工事で1,870万円の

増などが主な要因となっており、差し引きで減となるものとなっております。

12ページ・13ページです。

一般会計における一般財源の充当状況で、こちらも前年度対比で表記させていただいて

おります。一般財源の充当額が前年度と比較して増加している状況にあります。この要因

につきましては、表の下段に米印で記載してあるとおり、この表につきましては地方財政

状況調査に準じて作成していることで、単独事業で実施した経費に充当した新型コロナウ

イル感染対応地方創生臨時交付金につきましては、特定財源から一般財源へ振替ることと

なっていることから、2億5,279万1,000円が一般財源扱いとなっていることが主な要因とな

っております。

また、人件費につきましては、前年度から6,607万5,000円増額しておりますが、これは

同じく地方財政状況調査で、これまで非常勤職員等の賃金については物件費で計上してお

りましたが、令和2年度から会計年度任用職員制度が施行されたことで、人件費へ計上する

こととなったため増額となっております。

使途別の充当率の中で、④普通建設事業費が前年度1.3％で今年度が4.8％になっている

要因につきましては、先ほど説明しました臨時交付金の分で、単独事業で実施した臨時交

付金充当事業を特定財源から一般財源へ振り替えているため、小中学校のエアコン取付工

事やスポーツセンターの屋外建具改修工事につきましては一般財源扱いとなり、約6,370万

円の増となっております。

また、表の下段米印の二つ目にあるとおり、繰越事業である港団地建替工事や小規模多

機能型居宅介護建設工事、防災行政無線更新工事に係る事業費支弁人件費の人件費からの

移し替えに係る分で、約3,050万円の増になっていることが主な要因となってございます。

続いて、14ページです。

こちらにつきましては、過去10年間の公債費の状況で、令和2年度借入額は前年度より1

億6,897万5,000円増加しまして、7億4,667万5,000円となっております。

歳出決算額に対する各年度の元利償還額の割合につきましては、一番右の欄に記載して

おり、令和2年度は10.8％となっております。

15ページには、消費税率引き上げに伴う地方消費税交付金の社会保障財源化分について、

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費に充当したことを明確化するためのものと

なってございます。

令和2年度につきましては、社会保障に係る経費 8億3,227万6,000円のうち、5,543万9,
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000円を充当してございます。

決算概要については、以上でございます。

続きまして、財政所管の決算実績の詳細説明に入らせていただきます。

決算書、52ページ・53ページをお開きください。

2款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費、12節 委託料のうち、財政所管のも

のにつきましては、財務会計システム保守委託料と財務書類等作成業務委託料になります。

前年並みとなっております。

13節 使用料及び賃借料のうち、財政所管のものが地方公会計標準ソフトウェア利用料

で21万円になりますが、これは先ほど説明しました財務書類等作成業務委託で使用してい

る国が提供する標準ソフトウェアの使用料です。

54ページ・55ページをお開きください。

22節 償還金利子及び割引料で、1,318万2,086円になります。これは、Ｗｉｎｄｏｗｓ

7のサポート終了に伴い、庁内ＬＡＮシステム・パソコンなどの更新を北海道市町村備荒資

金組合の防災資機材譲渡事業を活用して実施しております。令和2年度から令和5年度の4年

間で返済するものとなってございます。

続いて、24節 積立金です。

決算額は、3,740万6,609円となっております。

内訳は記載のとおりとなっておりますが、財政調整基金に113万3,277円、備荒資金に21

0万3,281円を積み立てしております。教育基金とまちづくり応援基金につきましては、年

度内の寄付受領によるものとなっております。

続いて、160ページ・161ページをお開きください。

12款・1項 公債費、1目 元金ですが、決算額 5億6,654万8,490円、執行率は100％で

す。借入先の償還額は記載のとおりとなってございます。

続きまして2目 利子ですが、説明資料の50ページ・51ぺージをお開きください。

決算額 2,733万5,464円で、不用額は298万2,536円となっておりまして、執行率は90.2

％です。

不用額につきましては、一時借入をしなかったことによる不用額となってございます。

166ページ・167ページをお開きください。

15款 予備費につきましては、令和2年度は廃棄物処理料が不足したため、4款 衛生費、

2項 清掃費、2目 ごみ処理費に、5万円充用しております。

続きまして、歳入の説明よろしいでしょうか。

廣瀬委員長 お願いします。

羽澤（真）主査。

羽澤（真）主査 決算書、12ページから17ページにわたってになります。

2款 地方譲与税から11款 交通安全対策特別交付金までですが、こちらはそれぞれ国の

算定基準に従い交付されますので、説明を省略させていただきます。

今回は前年度から変わったものがありますので、そちらを抜粋して説明いたします。

14ページ・15ページをお開きください。

6款・1項・1目 法人事業税交付金ですが、予算額 200万円、決算額 240万3,000円で、

執行率120.2％です。
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法人事業税交付金については、令和2年度からのもので、地方法人特別税・譲与税制度の

廃止に伴う市町村分の法人住民税法人税割の減収分の補てん措置として、法人事業税の一

部を都道府県から市町村に交付されるものとなってございます。

続いて、30ページ・33ページをお開きください。

16款 財産収入、1項 財産運用収入、2目 利子及び配当金ですが、予算額 609万8,0

00円、決算額 552万828円で、執行率90.5％となっております。

まちづくり応援基金積立金利子収入の収入がゼロになっているのは、利息が付かない決

済用預金に切り替えたことによるものとなっております。

続いて、32ページ・33ページをお開きください。

18款 繰入金、1項 基金繰入金、1目・1節 財政調整基金繰入金ですが、予算額 9,1

22万8,000円に対して、決算額はゼロとなってございます。

決算書、34ページ・35ページです。あわせて、説明資料の57ページをお開きください。

3目・1節 教育基金繰入金ですが、予算額 17万2,000円、決算額 17万2,000円、執行

率は100％です。

5目・1節 まちづくり応援基金繰入金ですが、予算額 267万8,000円で、決算額 267万

8,000円、執行率は100％となっております。

説明資料に、基金の充当先等記載しておりますので、ご参照願えればと思います。

次に、2項 特別会計繰入金、1目 病院事業会計繰入金ですが、予算額 595万円に対し

まして、決算額 595万108円で、執行率100％です。

この分につきましては、病院にかかる起債償還の財源として、一般会計へ繰り入れする

ものとなっております。

19款・1項・1目 繰越金です。

予算額 6,003万9,000円、決算額 6,003万9,358円で、執行率100％となっております。

続いて、36ページ・37ページをお開きください。

20款 諸収入、2項・1目 預金利子ですが、決算額は506円、執行率5.1％となっており

ます。

5項・1目 雑入の中で、財政グループ所管のものとして、2節 一部事務組合・広域連合

還付金ですが、予算額 1万円、決算額が244万4,161円となっております。

こちらにつきましては、渡島西部広域事務組合の31年度決算余剰還付金と渡島・檜山地

方税滞納整理機構負担金の31年度決算余剰還付金となってございます。

3節 雑入、総務課の新市町村振興宝くじ交付金につきましては、決算額 324万7,574円

となっております。

42ページから45ページをお開きください。

21款・1項 町債、1目 総務債です。

予算額 1億7,017万3,000円、決算額 1億3,357万5,000円で、執行率は78.5％となって

おります。

内訳につきましては、1節 臨時財政対策債で7,400万円、2節 過疎地域自立促進特別事

業債で5,400万円、4節 高度無線環境整備事業債については、翌年度に繰り越した光ファ

イバ等電気通信設備整備事業負担金の未収入特定財源となっております。

5節 減収補てん債で、557万5,000円、2目 民生債、1節 介護施設整備事業債ですが、
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予算額 1億3,010万円、決算額 1億2,760万円で、執行率98.1％です。小規模多機能型居

宅介護施設建設工事に充当してございます。

3目 農林水産業債、1節 農業施設整備事業債ですが、予算額 640万円、決算額 600

万円で、執行率93.8％です。

農業競争力強化基盤整備事業分担金の令和2年度分で270万円、前年度繰越分として330万

円を充当してございます。

なお、未収入額 20万円につきましては、翌年度に繰り越した農業競争力強化基盤整備

事業分担金の未収入特定財源となっております。

4目 土木債ですが、予算額 3億1,790万円、決算額 2億9,760万円で、執行率93.6％と

なっております。

1節 橋梁整備事業債 1,120万円につきましては、中野橋の橋梁長寿命化事業に充当し

ております。

2節 公営住宅整備事業債 2億8,350万円は、港団地建替工事の令和2年度分で1,910万円、

前年度繰越分として2億6,440万円を充当しております。

5節 河川整備事業債 290万円は、瓜谷川及びポンクレ川の堆積土の掘削事業に充当し

ております。

5目 消防債ですが、予算額 3億9,420万円、決算額 1億6,780万円で、執行率42.6％で

す。

1節 消防施設整備事業債 2,160万円は、小型動力ポンプ付大型水槽車の更新に係るも

ので、消防負担金に充当しております。

2節 防災施設整備事業債 1億4,620万円は、北海道総合行政ネットワーク衛生無線回線

更新事業に360万円、防災行政無線更新事業に1億4,260万円を充当しております。

なお、未収入額 2億2,640万円につきましては、翌年度に繰り越した防災行政無線更新

事業の未収入特定財源となっております。

6目 教育債ですが、予算額、決算額ともに1,410万円で、充当率は100％となっておりま

す。

1節の教育施設整備事業債 620万円については、ＧＩＧＡスクール構想による校内ネッ

トワーク整備事業で小学校校内ネットワーク整備に340万円、中学校校内ネットワーク整備

に280万円充当してございます。

続いて、2節 保健体育施設整備事業債 790万円は、スポーツセンター長寿命化事業で

ある外壁改修工事に充当してございます。

以上が、総務課財政担当分の決算項目となっております。よろしくご審議お願いします。

廣瀬委員長 ただいま説明を受けました。

質疑をお受けいたします。質疑ありませんか。

東出委員

東出委員 まず一つは、説明資料の57ページ、この基金のところにまちづくりから教育基

金までありますよね、説明資料の。その中で、わからないのでお聞きしたいんですけれど

も、5番の特になしっていう書き方、基金で特になし441万2,000円っていうあるんだけれど

も、これは私理解できないので、説明していただきたいなと思います。

それから、財政大変な仕事になっているわけですけれども、その中で大きくウエイトを
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占めているのが地方交付税、約22億、22億を組んだところ23億某がきているんですよね。

そうすると全体の5割近くまでいかないだろうけれども、加えて町税で約10％ですよね。

これでだいたいあれしているんですけれども、地方交付税これっていうのは、昨年国勢

調査をやって5か年間は地方交付税は変わらないだろうと。そして、ずっと20億ちょっとで

推移してきているんだけれども、将来的には5か年っていうものは、あなた達財政で組む時

に、5か年間はだいたい20ちょっとで財政組んでいくんだというふうに捉えているのかどう

なのか。いろいろと国の諸般もあるだろうけれども、まずその辺はどういうふうな財政組

んでいく中で、念頭においているのかなとその辺教えていただきたいなと思います。

廣瀬委員長 福田課長。

福田総務課長 まず最初のご質問の5番目の特になしというご質問ですけれども、これにつ

きましてはふるさと納税されたかたの意思を確認した中で、特に子育て支援に充ててくだ

さいとか、産業振興に充ててくださいという指定がなかったものを積み立てしてございま

す。

それから、地方交付税に関するご質問でございます。

これにつきましては、国勢調査人口が普通交付税の算定の基礎数値になっているという

ことで、国勢調査は5年ごとですので、調査の翌年からそれが基礎数値になっていくと。

当町においては人口が減少している中で、地方交付税制度の中では人口が減ったので、

直ちに交付税も急降下するということはございませんで、人口が減ったら減ったなりに人

口急減補正ということで、段階的に減っていくような仕組みになってございます。

それで今後なんですが、この地方交付税につきましては、この新型コロナの状況により

まして今後、この地方交付税の原資というのは、国税五税の一定の割合ということになっ

ていますので、この国税収入が減れば地方交付税のパイも小さくなっていくということに

なりますので、ただじゃあ地方の一般財源総額どうするんだとなった時に、今度は国のほ

うで借入金なり臨時財政対策債の枠を増やすなり、地方に対する財政措置をどうするのか、

これが毎年度、地方財政計画11月から12月に示されますけれども、この中身をきっちり分

析した中で、予算査定を通じて単年度、収支均衡の図られる堅実な財政運営をしていくと

いうことを今後も心がけていかなければならないというふうに考えてございます。以上で

ございます。

廣瀬委員長 東出委員。

東出委員 いまの地方交付税については、概ね理解しましたし、多少の人口減少も加味さ

れるということで、まずは安心していいのかなというふうに思うんですけれども、だいた

いうちの人口規模からいくと1人頭に換算すれば、だいたい50万ですよね。20億ちょっとで

すから、50万ちょっと。そうすると1人にいろいろなものが加味されて50万になっているん

だけれども、1人あたりだいたい1人いなくなることによって、人口割でいくとだいたい20

万弱なのかなというふうに私思うんだけれども、ただいずれにしてもこれからやはり財政

やっていく上では、この交付税と町税、その他あるだろうけれども、その辺横にらみしな

がら今後進めていただきたいと思います。

ただ、もう一つの先ほどの基金、特になしという中にはふるさと納税をしてくれた中で、

目的のない何に使ってもいいですよというものだと私は認識するんだけれども、これはど

こまでも特になしでいくのか、ややもすると場合によっては、子育てのほうに振り替えて
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みたり何かに振り替えて、特になしじゃなくて私はそういう形とれないのかなと思うんだ

けれども、今回これで決算私いいんですけれども、次年度以降これについてはやはり特に

なしでいくのか、何か方法論を考えるのか、この辺はどうですか。

廣瀬委員長 福田課長。

福田総務課長 この基金のふるさと納税に関しての特になしということで、これにつきま

してはあくまでもふるさと納税をされたかたの意思に基づいて、分類して積み立てしてい

るものですから、ただこれを一般財源化するとかではなくて、あくまでこれは特定財源と

してまちづくりに関する予算の財源として今後は充当していくということで、ここは広い

意味でまちづくり応援基金ということをきちんと踏まえた中で、財源充当していきたいと

このように考えてございます。

廣瀬委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 ほかなしということで、財政を終わります。

続けて、総務、選管、お願いいたします。

佐藤（利）主査。

佐藤（利）主査 総務課総務財政グループの佐藤です。私のほうからは、総務担当所管の決

算について、ご説明させていただきます。

決算書、50ページ・51ページをお開き願います。

2款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費について、ご説明いたします。

目の予算現額 1億4,684万8,000円、決算額 1億3,990万1,017円、執行率95.3％。

1節 報酬 嘱託員報酬 489万8,400円は、嘱託員1名分を支出しております。

会計年度任用職員報酬 392万6,565円は、総務所管の2名分を支出しております。

各種委員会委員報酬につきましては、表彰審査委員会、特別職等報酬審議委員会等の開

催案件がありませんでしたので、執行額ゼロとなっております。

4節 共済費 149万8,187円、こちらについては、嘱託員・会計年度任用職員を含めた3

名分の社会保険料と雇用保険料を支出しております。

8節 旅費 118万4,903円、新型コロナウイルス感染症の影響で出張が減ったことにより、

前年より普通旅費が減となっております。赴任旅費につきましては、新規採用者5名分の支

出となっております。

9節 交際費 23万2,371円、詳細につきましては説明資料の58ページ・59ページに記載

しておりますので、後ほどご参照願います。

10節 需用費 1,179万5,032円のうち、総務所管分は一番下のふるさと納税贈答品等以

外の433万2,386円となっております。

プリンタートナー等の増と法規追録費の加除式図書の見直しによる減以外、例年並みで

詳細は記載のとおりとなっております。

11節 役務費 1,054万3,425円のうち、総務所管分は624万8,151円、上から郵便料、電

話・回線通信料、洗濯料、運送料、全国町村会総合賠償保険で、昨年並みとなっておりま

す。運送料につきましては、ふるさと納税分の運送料を除いた21万4,273円が総務所管分と

なっております。

12節 委託料 2,498万3,344円、決算書52ページ・53ページをお開き願います。
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一番上の総合行政システム等改修委託料 595万780円、これは主に総合行政用ＯＣＲ領

収印読取機能付更改費用になっております。

その他については、昨年波の支出となっております。

13節 使用料及び賃借料 1,208万2,217円のうち、先ほど財政担当から説明のあった下

から二つ目の地方公会計標準ソフトウェアを除いた、690万1,728円が総務所管分となって

おります。

上から三つ目の電算機借上料は135万9,600円、これにつきましては人事給与システム使

用料として支出しております。

その他については、昨年並みの支出となっております。

17節 備品購入費 レーザープリンターとして、21万166円となっております。

18節 負担金補助及び交付金 1,795万7,712円のうち、下から三つ目の道南いさりび鉄

道通学利用者助成金以外の1,686万5,782円が総務所管分となっております。

地方公共団体情報システム機構負担金が60万円ほど増額となっていることと、令和3年第

1回定例会において補正いたしました自治法・地域振興派遣負担金として支出しております

北海道職員の町派遣に伴う負担金が1人分になったため680万円減額になっているほかは、

経常的な支出で内訳は記載のとおりとなっております。

一般管理費の30万円以上の不用額につきましては、資料の46ページから47ページに記載

のとおりとなっておりますので、ご参照願います。

続きまして、決算書54ページ・55ページをお開き願います。

2目 職員厚生費についてです。

職員の各種研修への参加費用と健康診断に伴う費用で、職員厚生費全体で昨年とほぼ同

額の230万5,965円の支出となっております。

7節 報償費につきましては、新型コロナウイルスの影響により研修を開催できなかった

ため、執行額が0円となっております。

説明資料、46ページ・47ページをお開き願います。

職員厚生費の30万円以上の不用額につきましては、記載のとおり職員健康診断等委託料

の減により、委託料で37万355円の不用額となっております。

続きまして、決算書70ページ・71ページをお開き願います。

2款 総務費、4項 選挙費、1目 選挙管理委員会費について、ご説明いたします。

1節 報酬 選挙管理委員会委員報酬 12万6,000円になります。

定例分に加え、町長選挙執行に伴う委員会開催分として支出しております。

8節 旅費につきましては、コロナの影響により会議が中止となっておりまして、0円と

なっております。

10節 需用費、18節 負担金補助及び交付金につきましては、例年並みの支出で金額は

記載のとおりとなっております。

2目 木古内町選挙費につきましては、選挙執行費用になっておりまして、金額の読み上

げは省略させていただきます。

続きまして、決算書164ページ・165ページをお開き願います。

14款 職員給与費、1項 職員給与費、1目 職員給与費について、ご説明いたします。

決算額は昨年並みで、4億4,892万2,378円の支出となっておりまして、職員手当等の内訳
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は記載のとおりとなっております。

説明資料の50ページから51ページをお開き願います。

職員給与費の30万円以上の不用額につきましては、記載のとおり時間外勤務手当等の減

によりまして、職員手当等で199万741円の不用額となっております。

以上が総務担当の歳出の説明になります。

続きまして、決算書20ページ・21ページをお開き願います。

14款 国庫支出金、2項 国庫補助金、1目 総務費補助金、1節 総務費補助金 社会保

障・税番号制度システム整備費補助金につきまして、1,112万1,000円のうち総務所管分は、

220万8,000円となっております。

地方公共団体情報システム機構負担金の中間サーバー・プラットフォーム機器更改経費

分となっております。

決算書、22ページ・23ページをお開き願います。

14款 国庫支出金、3項 国庫委託金、1目 総務費委託金、1節 総務費委託金 自衛隊

募集事務委託金として、1万8,000円収入しております。

決算書、32ページ・33ページをお開き願います。

16款 財産収入、1項 財産運用収入、2目 利子及び配当金、1節 利子及び配当金、上

から二つ目の株式配当金 8,550円を2社分を歳入しております。

決算書、36ページ・37ページをお開き願います。

20款 諸収入、5項 雑入、1目 雑入、3節 雑入になります。

内訳に記載の保険手数料や研修受講助成金などが総務担当所管分です。例年並みとなっ

ておりまして、金額は記載のとおりです。

以上で、歳入についての説明を終了いたします。よろしくご審議のほどお願いいたしま

す。

廣瀬委員長 ありがとうございます。

説明を受けました。質疑に入ります。

（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 それでは、総務、選管を終わります。

続いて、防災お願いいたします。

工藤主査。

工藤主査 総務課総務財政グループの工藤です。よろしくお願いいたします。

私からは、防災担当所管分の決算について説明いたします。

なお、例年どおりの支出につきましては、説明を省略させていただきます。

決算書の128ページ・129ページをお開きください。

9款・1項・1目 消防費で、予算額 2億2,978万円に対し、決算額についても同額の2億

2,978万円となっております。

18節の負担金補助及び交付金で、渡島西部広域事務組合負担金として支出しております。

続きまして、2目 災害対策費で、予算額 3億8,009万7,000円に対し、決算額 1億5,2

94万4,877円となっております。

続きまして、1節の報酬については、執行のほうございませんでした。

これは、令和2年度については、木古内町防災会議や木古内町国民保護協議会で審議する
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案件がありませんでしたので、執行額ゼロとなっております。

8節 普通旅費については、執行ございませんでした。

これは、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、会議の開催がオンライン開催となっ

たことによるものです。

10節 需用費です。

戸別受信機等修繕費ですが、防災行政無線戸別受信機等の修繕で、10万5,600円を支出し

ております。

防災用備蓄品費でありますが、真空パック毛布等購入のため197万6,480円を支出してお

ります。

現在の防災資材一覧につきましては、令和2年度決算審査資料総務課所管分の60ページ・

61ページ、令和2年度防災用備蓄品購入内訳につきましては62ページ、今後の防災備蓄品購

入計画につきましては、63ページをご参照ください。

続きまして、11節 役務費です。

電波利用料として3万3,350円、回線利用料として9万552円を支出しております。

続きまして、12節 委託料です。

防災行政無線戸別受信機設置委託料として5万2,800円、防災行政無線更新工事施工監理

業務委託料として、264万円を支出しております。

続きまして、13節 使用料及び賃借料につきましては、執行のほうございませんでした。

これは、重機等の借用を必要とするような災害の復旧がなかったためです。

14節 工事請負費は、防災行政無線更新工事として、1億4,000万円を支出しております。

15節 原材料費は、災害時の家屋等の応急資材のため、単管パイプ等を購入し、1万1,1

10円を支出しております。

17節 備品購入費になります。

コロナ禍における災害時の避難所運営等に対応するためパーテーション等を購入し、40

9万8,600円を支出しております。

18節 負担金補助及び交付金は、北海道総合行政情報ネットワーク改修工事 衛星系の

市町村負担金として、364万6,514円を支出しております。

以上で、歳出の説明を終わります。

歳入については、防災担当所管分の内容がございませんので、以上が決算項目となりま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

廣瀬委員長 ただいま説明を受けました。

質疑をお受けいたします。いかがですか。

東出委員。

東出委員 説明資料の60ページ、防災資材の一覧表があるんだけれども、ここで実数量っ

てあるでしょう。そこで、例えば一例を挙げますよね。アルミスコップ1、くわ1、それか

ら14番・15番ちりとり1、斧1、この辺は一つくらいあったってどうしようもないんじゃな

い。この辺一覧表として上げてくれたのは、大変感謝申し上げるんだけれども、ここを見

ていくと見直すべきものはたくさんあるのかなというふうに私思うんですけれども、その

辺いかがですか。

それと、19番の小さな土嚢が311の実数あるんですけれども、これはなぜいまもう廃校と
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なった旧木古内中学校に置かなきゃならない理由は何なんだろうかと私聞きたいと思いま

す。いいですか。

それで、ずっと見ていくと実数量として上げてくれるのはいいんだけれども、その辺で

じゃあ足りるのかどうなのかっていう部分がいっぱいあるんですよ、細かく言えば。です

からここは、やはりきちんと最低限必要な数はストックするというふうに考えていかない

と。今回の予算を見ると工事関係で約100％の予算に対して支出ありましたよね。不用額で

1万ちょっとより出なかった。揃えていくのはいいんですよ。しかし、やはりもう1回全体

を見直して最低限必要なもの、これは増やしていかなきゃならないだろうと思う。きのう

の一般質問のやり取りの中でもやはり木古内の場合は、いま一番怖いのは木古内川の氾濫

ですよね。そうした時に最低限何が必要なのかというそれを想定しながらこういう防災資

材は、私は揃えていかなきゃならないだろうというふうに思うんですけれども、その辺の

見解についてお伺いしたいと思います。

それからもう1点、万一例えば木古内川が氾濫しましたよと。そうすると、こんな小さな

水中ポンプや何かじゃどこにも役に立たないですよね。それで、防災計画の中で万一災害

起きた時に、例えば地元の業者さんありますよね、土建業者、建築業者いろいろとあるん

ですけれども、時と場合によってはいち早く例えばタイヤショベルを持ってきて土嚢の砂

利をあれしなきゃならないとか、ユンボを持ってきて排水しなきゃならないとかっていう

やはりそれを想定した中で、例えば建設協会、建築協会との連携が私は必要だと思うんで

すけれども、その辺はどうなっていますか。以上、2点。

廣瀬委員長 工藤主査。

工藤主査 東出委員からのご質問です。

防災資材の実数量が少ないのではないかというようなご質問だったと思います。

こちらにつきましては、一度こちらのほうで建設水道課等含めて、また数量が充足して

いるのかどうかということを検討して、今後必要であれば新たに数を増やしていきたいな

というふうに考えております。

もう一つのほうの質問で、建設業だったり建築関係のところと木古内川の氾濫だけでは

ないですが、災害が起きた時に協力していただけるような建設業協会であったりとか建築

業協会との協定を結んでおりますので、災害時にはその協会等と連携して対応できるよう

な体制等はなっております。以上です。

廣瀬委員長 東出委員。

東出委員 いま主査のほうから、これ一つの財産ですよね。だから、財産管理になるから

やはり総務課だけじゃなくて、いま言ったように建設水道課ともきちんと連携をとった中

で、やはりこれきちんと1回精査して、いまきょうは決算委員会だからあれだけれども、新

年度予算で足りないものは私は増額してやるべきだと思うんです。いつ何起きるかわから

ないから最低限は用意しておくというふうなことはこれ必要だと私自身は思っていますの

で、その辺について十分検討していただきたいと思います。

ただ、旧中学校に置くっていうのはこれどういうことなの。いますぐ災害あったからっ

て、あそこはもう入れるのかな、どうなのかな。わからないでしょう。まして土嚢袋だか

ら、大した数じゃないと思う。きちんと何か聞けば中学校の中はもうなんだかかんだかわ

からないものがいっぱい入っているんだというふうに私聞いたりもする。だから、災害時
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に必要なものはやはりどこか防災倉庫っていうのが消防のところにある施設ですよね。だ

から、そこに収められるものは収めるというふうにそういうのをきちんと次年度に向けて、

またこういう質問されないように気を付けていただきたいと思います。

廣瀬委員長 福田課長。

福田総務課長 東出委員おっしゃるとおり土嚢袋、これにつきましては水が出た時、即応

性と言いますか直ちに対応しなければならない中で、中学校にいま体育館に保管している

ということなんですけれども、消防のところの防災倉庫含めまして、機動的な対応ができ

る場所これを改めまして検討して、保管場所については考えさせていただきたい検討させ

ていただきたいというふうに思います。以上でございます。

廣瀬委員長 少し決算と逸脱している部分もあるのかな、要望事項という部分もあります

ので、それも踏まえて。

（「関連」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 確認事項ということで、安齋委員。

安齋委員 関連ということで、この資材の一覧表を作ってどこに何があるというのはわか

っているというのは、非常に良いことだというふうに思います。それで、いま東出委員も

おっしゃったように、なぜそこにあるのかという部分で知りたいのがありまして、関連と

いうことで質問させていただきますが、例えば非常食ですとか保存水だとかそういったも

のの中で、旧釜谷小学校にいろんなものがいっぱい詰め込まれているという状況なんです

けれども、これは通常もし災害が起きた時にある程度最初の足りる分が各避難場所にあっ

て、それ以上にかかるものの追加分というような形のものを釜谷小学校に置いているとい

う格好なんでしょうか。もし災害が起きた段階で、道路が寸断されたりとかいう場合に使

えないというようなケースにならないのかなという心配があったものですから、そこの確

認だけお願いします。

廣瀬委員長 福田課長。

福田総務課長 この災害時に重要となる非常食ですとか毛布こういった部分につきまして

は、主にいまの中央公民館ここに集約しつつ、釜谷の旧釜谷小学校にも備蓄しているとい

う状況で、あとほかにそれぞれの避難所につきましても一部常備、備蓄しているような状

況でございます。これにつきましても災害が想定される段階で我々動きますので、あと保

管場所のスペースなんですけれども、ここら辺は先ほどの土嚢の話も同じなんですが、災

害時に機動的に動けるような適切な保管場所というのは、改めまして検討の上、配備を進

めていきたいというふうに考えております。

また、1箇所でなくこれまでどおり分散した形で、災害時に対応できるようなそういった

こともあわせて考えていきたいと思っております。以上でございます。

廣瀬委員長 ほか。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午前11時03分

再開 午前11時10分

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。
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先ほど防災関係に関しては、見直しすると検討するということなので、後日その辺はお

伺いしたいとともに、防災に関して議員皆さんの認識としては、最重要課題と思っており

ます。一般質問に当然何度か出ている経緯もありますので、これに関して後日常任委員会

に出しまして、調査項目として上げていきたいなと思っておりますので、今後はこのよう

にしたいと思っております。

続けて、質疑は。

竹田委員。

竹田委員 129ページの決算の中で備品購入、需用費の防災用備蓄品との関わりなんですけ

れども、ただ62ページの資料を見ると令和2年の購入分の備蓄品の一覧の後段に、防災備品

については防災資機材の一覧にもう登載済みですよっていうふうになっているんだけれど

も、例えばこの資材一覧見ても先ほど休憩の中で議長のほうから出ていた例えば発電機だ

とか、ここである大型扇風機これらの備品扱いっていうのはわかるんだけれども、例えば

段ボールベッドだとかパーティションこういうものは備品ではないよね。備蓄品っていう

扱いでないのかなと思うんだけれども、そうすれば決算で執行している例えば防災用備品

の400万円、これについては何を買ったのかなっていう例えば単純な疑問っていうかなんで

すよね。ですから、その辺が例えばこの400万の備品ではこれこれ買いましたっていう例え

ば資料の添付であれば、ああそうかってわかるんだけれども、そこはなんとなく備品と備

蓄品、若干消耗品的なものもミックスになっているのかなっていう感じがその辺が資料の

防災一覧の例えば60ページ・61ページのこれ見ても400万何を買ったのかなっていうのが見

えてこないんですよね。大雑把な部分でもいいから例えば400万の備品では、何々大きなも

のとして何をというのを説明してもらえれば。

廣瀬委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午前11時13分

再開 午前11時18分

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

福田課長。

福田総務課長 それでは、議長からご指摘いただきました避難所の発電機の関係でござい

ますけれども、これにつきましては議長申していたとおり、昨年度コロナということでご

説明をできなかったという背景はございます。今後、ここら辺についてはコロナとは言え、

例えば人数を制限して役員の皆さんに説明をするとか、やり方を考えながら対応させてい

ただきたいというふうに思います。

また、その他様々備蓄の場所ですとかいろいろないまご指摘をいただきましたので、そ

こら辺も改めていまの状況ありますので、適正な形はどうかということは内部で検討させ

ていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。

廣瀬委員長 よろしいですか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 それでは、総務課所管の説明を終了いたします。

どうもご苦労様でございました。
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暫時、休憩をいたします。

休憩 午前11時20分

再開 午前11時28分

（４）まちづくり未来課

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

続いて、まちづくり未来課より説明を求めます。

概要説明がありましたら、課長のほうからお願いいたします。

田畑課長。

田畑まちづくり未来課長 まちづくり未来課です。

まずは、本日の決算審査特別委員会におきまして、北海道日本ハムファイターズのユニ

フォームをご着用いただきありがとうございます。

まちづくり未来課所管の歳出決算につきましては、2款 総務費、1項 総務管理費、1目

一般管理費のうち、ふるさと納税分と道南いさりび鉄道通学利用者助成金、5目の企業振

興費の全て、6目の新幹線推進費のうち18節 負担金補助及び交付金、7目の広域観光推進

費のうち、自家用自動車有償貸渡事業者支援補助金と、5項・1目の統計調査費となります。

私のほうから不用額の説明をさせていただきます。

令和2年度一般会計等決算審査説明資料、資料番号4の46ページ・47ページをお開きくだ

さい。

こちらの2款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費の需用費と使用料及び賃借

料でありますが、こちらにつきましてふるさと納税に係る返礼品及びサイト等利用料の減

となっております。

負担金補助及び交付金につきましては、道南いさりび鉄道通学利用者の減によるもので

す。

5目の企画振興費の負担金補助及び交付金につきましては、わくわく地方生活実現政策

パッケージ事業につきまして、100万円の予算を計上しておりましたが、申請がなかった

ことによる減でございます。

6目の新幹線推進費の負担金補助及び交付金につきましては、企業振興促進助成金の申

請件数の減によるものです。

歳出と歳入の詳細につきましては、中山主査、中村主査のほうから説明をさせます。

廣瀬委員長 続けて、中山主査。

中山主査 まちづくり未来課まちづくりグループの中山です。私のほうからは、ふるさと

納税に関しての決算について、ご説明をさせていただきます。

決算書、50ページ・51ページをお開き願います。

あわせまして、説明資料の16ページ、主要な施策事業等説明資料をお開き願います。

2款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費、10節の需用費、一番下段になりま

す。ふるさと納税贈答品等 746万2,646円を支出しております。

11節 役務費、下から3段目になります。
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運送料 414万1,697円のうち、ふるさと納税分は392万7,424円の支出になります。

決算書、52ページ・53ページをお開き願います。

13節 使用料及び賃借料、中段にありますふるさと納税ウェブサイト等利用料 518万4

89円の支出になっております。

いずれにおきましても、ふるさと納税寄附金に係る経費として支出しておりまして、寄

附金に対する歳出の割合については、48.5％となっております。

以上がふるさと納税になりまして、企画振興費については、中村主査のほうから説明い

たします。

廣瀬委員長 中村主査。

中村主査 まちづくり未来課の中村です。私のほうからは、令和2年度旧まちづくり新幹

線課の業務について、決算のほうご説明いたします。

決算書52ページ・53ページ、資料番号4の決算審査特別委員会説明資料の17ページをお

開きください。

2款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費、18節 負担金補助及び交付金です。

まちづくりグループ所管分につきましては、道南いさりび鉄道通学利用者助成金としま

して109万1,930円の支出をしております。助成人数につきましては、説明資料に記載のと

おり、27名となっております。

続きまして、決算書60ページ・61ページをお開きください。

2款 総務費、1項 総務管理費、5目 企画振興費、7節 報償費については、町政広報

配布報償費としまして、68万3,540円の支出をしております。

続いて、10節 需用費です。

印刷製本費としまして、192万2,800円の支出をしております。

内訳につきましては、広報きこないの印刷製本費が154万円、いきいきカレンダーの印

刷製本費が38万2,800円となっております。

続いて、18節 負担金補助及び交付金についてですが、こちらにつきましては各期成会

及び協議会への負担金及び交付金となっております。

主要なものについて、ご説明させていただきます。

決算審査資料、18ページをご参照ください。

道南いさりび鉄道会社運行補助金としまして、1,146万2,217円の支出をしております。

こちらにつきましては、道南いさりび鉄道の損益額を参考としまして過去2か年の決算

状況、また令和3年度の予算額についても記載をしておりますので、ご参照ください。

続いて、説明資料19ページをお開きください。

こちらにつきましては、江差木古内線のバス運行補助金としまして、5,113万8,000円の

支出をしております。

内訳につきましては、運行補助としまして5,074万2,000円、キーコとゆるキャラのラッ

ピング維持管理費としまして、39万6,000円の支出をしております。

続いて、決算審査20ページについてですが、一次産業後継者支援事業としまして450万

円、対象者は全て農業従事者となっておりまして、5名おります。また、そのうち夫婦で

の就農が3組となっております。

続いて、移住・定住に関連する事業についてご説明いたします。
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説明資料の21ページをお開きください。

こちらにつきましては、ＰＲ事業としまして役務費 22万円、北海道生活への記事掲載

となっております。

続いて、負担金補助及び交付金では、空き家リフォーム助成事業としまして279万8,000

円、令和2年度につきましては4件の申請があり、8名の定住につながっております。

また、そのほかにつきましては、協議会負担金及びイベントの参加負担金となっており

ます。

下段には、ちょっと暮らし住宅について記載をしておりますが、令和2年度につきまし

ては新型コロナウイルス感染症の拡大により利用実績はございません。

続いて、資料番号5.臨時交付金活用事業説明資料の4ページをお開きください。

渡島西部4町地域間幹線系統木古内松前線維持奨励金としまして、250万円の支出をして

おります。木古内松前線につきましては、新型コロナウイルスの感染症の拡大により、利

用者が大幅に減少した中で、町民の方々の足の確保のため減便・運休などをせずに運行し

たことに対しまして、木古内、知内、福島、松前の4町で合計1,000万円の奨励金を給付し

ております。

続いて、臨時交付金活用事業説明資料5ページをご参照ください。

一般旅客自動車輸送事業者支援金としまして、40万円を支出しております。

こちらにつきましては、新型コロナウイルスの感染症の拡大がございまして、事業継続

のための支援金を給付しております。

続いて、臨時交付金活用事業説明資料の6ページです。

無線システム普及支援事業費等補助金こちらにつきましては、令和3年度への繰越事業

となっております。

続いて、決算書61ページに戻りまして、一番下段のわくわく地方生活実現政策パッケー

ジ事業についてです。

こちらの事業につきましては、首都圏からの移住されたかたに対しまして、国、北海道、

木古内町が補助金を交付する事業となっております。交付条件につきましては、北海道が

所管しておりますホームページ、マッチングサイトに登載された企業、この企業に対しま

して正規職員として3か月勤務ということが条件となっております。いま現在当町におい

ては、3事業者が登載されておりまして、今後につきましては採用を検討している事業者

と協議をしまして、登録件数の増加を図ってまいりたいと考えております。なお、令和2

年度につきましては、申請がなかったため、執行額はゼロとなっております。

続いて、決算書62ページ・63ページをお開きください。

24節 積立金 江差線代替輸送確保基金積立金としまして、223万2,618円となっており

ます。

続いて、決算書64ページ・65ページをお開きください。

6目 新幹線推進費、まちづくり未来課所管分につきましては、18節 負担金補助及び

交付金の北海道新幹線建設促進に係る期成会及び協議会への負担金と企業振興促進助成金

としまして845万円となっております。

企業振興促進助成金の内訳につきましては、資料4の22ページに記載をしております。

内訳につきましては、助成実績としまして7件ございます。記載のとおり雇用奨励助成
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金につきましては、6件、外国人技能実習生受入助成金が1件となっております。

続いて、7目 広域観光推進費について、ご説明をさせていただきます。

まちづくり未来課所管分につきましては、資料5の7ページに記載をしております、自家

用自動車有償貸渡事業者支援補助金となっております。こちらにつきましては、新型コロ

ナウイルス感染症の拡大により、利用者が大幅に減少しておりますので、事業継続のため

の支援金を給付しております。

続いて、決算書に戻りまして72ページ・73ページをお開きください。

2款 総務費、5項・1目 統計調査費です。

令和2年度につきましては、統計調査としまして、学校基本調査、工業統計調査、国勢

調査を実施しております。

こちらにつきましては、調査員・指導員報酬、並びに事務に係る一般消耗品などが該当

となります。

4節 共済費につきまして、社会保険料こちらの執行額が0円となっております。こちら

につきましては、国勢調査について毎回会計年度任用職員の募集をして事業を進めており

ますが、昨年度採用はしたものの、フルタイムでの雇用となりませんでしたので、町とし

て社会保険料がかけられなかったことに伴うゼロとなっております。

また、7節 報償費について調査協力報償費としまして、こちらも執行額0円となってお

りますが、こちらにつきましては前回、平成27年調査時には新幹線工事等により、町内に

飯場を構えている業者さんが複数あったため、協力を依頼しておりました。令和2年度に

つきましても、高規格道路等の建設事業者が入っておりましたので、そちらのほうに調査

協力を依頼したところ、実際に飯場を構えていないということがありましたので、執行額

については出ていないという形になっております。

歳出については、以上となります。

引き続き、歳入のほうを説明してよろしいでしょうか。

それでは、ふるさと納税のほうから説明いたします。

廣瀬委員長 中山主査。

中山主査 ふるさと納税に関する歳入を説明させていただきます。

決算書、32ページ・33ページをお開き願います。

17款 寄附金、1項 寄附金、3目 教育費寄附金、1節 教育費寄附金です。

122万1,000円の歳入です。

4目のまちづくり応援寄附金、1節 まちづくり応援寄附金 3,294万9,051円を歳入して

おります。

あわせまして、ふるさと納税寄附金として、3,417万円を歳入をしております。

説明資料の113ページをお開き願います。

こちらには、令和2年度ふるさと納税の事業実績として、贈答品別の内訳、寄附の用途別

内訳などを記載しておりますので、ご参照願います。

ふるさと納税の歳入は以上で、その他の歳入については、中村主査のほうから説明させ

ます。

廣瀬委員長 中村主査。

中村主査 それでは、そのほかの歳入について、ご説明いたします。
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決算書、20ページ・21ページをお開きください。

14款 国庫支出金、2項 国庫補助金、1目・1節 総務費補助金 地方創生推進交付金

としまして、こちらは0円となっております。

こちらにつきましては、わくわく地方生活実現政策パッケージ事業の補助財源としてお

りましたが、申請がなかったため、0円となっております。

続いて、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金としまして、2億5,398万7,

000円となっております。

こちらについては、資料5.臨時交付金活用事業説明資料の1ページ・2ページをご参照く

ださい。

交付限度額につきましては、地方負担分の3億4,323万8,000円と国庫補助に対する補助

裏分が2,563万円となっております。

また、事業につきましては44事業を行っており、これらの事業詳細につきましては、そ

れぞれ担当課より説明をいたします。

なお、決算額の2億5,398万7,000円につきましては、資料5.2ページ下段の合計欄、2億5,

279万1,000円と、119万6,000円こちらをあわせたものとなっております。

続いて、決算書に戻りまして、24ページ・25ページをお開きください。

15款 道支出金、2項 道補助金、1目 総務費補助金、1節 電源立地地域対策交付金

としまして、220万3,000円となっております。

こちらにつきましては、保健福祉課保健推進担当の保健師2名の人件費に対しまして、

一部交付金措置がされております。

続いて、2節 総務費補助金 地方創生推進交付金、こちらにつきましてはわくわく地

方生活実現政策パッケージ事業の財源となっておりますので、こちらにつきましてもゼロ

となっております。

続いて、決算書28ページ・29ページをお開きください。

15款 道支出金、3項 道委託金、1目 総務費委託金、3節 統計調査費委託金としま

して、285万739円となっております。こちらにつきましては、各統計調査に対する委託金

となっております。

続いて、決算書30ページ・31ページをお開きください。

16款 財産収入、1項 財産運用収入、2目・1節 利子及び配当金 まちづくりグルー

プ担当分につきましては、江差線代替輸送確保基金と32ページ・33ページ記載の木古内町

企業促進振興促進基金積立金のそれぞれの利子収入がございます。

続いて、決算書34ページ・35ページをお開きください。

18款 繰入金、1項 基金繰入金、2目・1節 江差線代替輸送確保基金繰入金としまし

て、5,113万8,000円を基金へ繰り入れしております。

続いて、4目・1節 企業振興促進基金繰入金こちらも845万円を基金へ繰り入れしてお

ります。

続いて、決算書38ページ・39ページをお開きください。

20款 諸収入、5項・1目・3節 雑入 まちづくり担当分につきましては、まちづくり

未来課のうち、広報送付手数料 3万3,000円と広報有料広告掲載料の7万5,000円、こちら

を収入しております。
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歳入については、説明は以上となります。

廣瀬委員長 説明を終わります。

質疑をお受けいたします。質疑ありますか。

（「休憩」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午前11時51分

再開 午前11時56分

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

吉田委員。

吉田委員 吉田です。

説明資料の4番の20ページ、お願いします。

一次産業の後継者就業のこの事業、決算委員会ですので問われるとこの人数も出ていま

すので、結構な人数が就業していると成果が出ているなというのは率直に行政のやってい

ることに対して感謝を申し上げるとともに、これについてはすごく評価が良く、既にこの

間産業経済課長からチラッと聞いたんですけれども、2名がまた対象になるという話を聞き

ました。これにつきましては、ただ農業関係がほとんど、漁業が1名残念なことにいなくな

ったっていう話もありますけれども、これにつきましてはやはり町の産業を守る意味で必

要な事業だと私は考えています。これがあってはじめて戻ってこようかなって、一時町の

助成で大家畜資金なり利子補給をしてもらって、農家が立て直ってきた状態を見て後継者

が戻ってきているという現状もありますので、これにつきましては農業ばかりじゃなく、

できれば漁、林業のほうもいずれそういう産業を興していくのには必要な事業と考えます。

将来展望を見た時に、どういうふうに考えているのかなというのが担当課としていま現

状の中でどういう成果が出ているっていうのが決算の一番大事な時期なので、率直な思い

をお聞かせ願いたいなと思います。

あともう1点ですけれども、木古内町に農業で法人経営されていますよね。後継者がいる

んですけれども、兄弟でやろうとして戻ってきた場合もそれが対象になるのかどうなのか。

そこら辺お聞きしたいなと思うんですが。

廣瀬委員長 田畑課長。

田畑まちづくり未来課長 吉田委員のお尋ねでありますが、一次産業後継者支援事業につきま

しては、現在も着々と農業に関しましては、成果が上がっているというところで、うちも

評価をしているところです。こちらにつきましては、担当課としましては、対象者がいら

っしゃるところでありますし、これを見て後継者として戻ってこようというような考えに

至っているというご意見いただきましたので、こちらにつきましては引き続き継続をして

いって、後継者対策として、あとは移住・定住対策として、支援を続けてまいりたいと考

えております。

また、漁業と林業につきましては、いま現在のところこちらの活用がないということで

ありますし、こちらのほうとしましてもやはり農業のいま置かれている現状と林業、漁業

に置かれている現状というのは違うというふうに考えておりますので、こちらにつきまし
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ても制度のほうをどうしていくかというところを検討させていただきたいなというふうに

考えております。

また、先ほどご意見出ました法人に対する後継者につきましても、こちらの事業の対象

とすることとしておりますので、そちらについてはご了承願いたいと思います。以上です。

廣瀬委員長 吉田委員。

吉田委員 すいません、お昼になりましたが。これすごい波及効果がありまして、小学校

の送迎バスあるじゃないですか。あれが一時、子どもがいなくなってどうなるんだろうっ

ていう心配していたんですよ。そうしたら、子どもが結婚して帰ってきて子どもが増えて、

運転手さんに聞いたら「しばらく大丈夫ですよ、吉田さん」って、ほぼ満車で送迎なる可

能性があると。こういう波及効果もあるんですよ。ぜひこれは継続していただきたいと思

うし、その検討をしていただきたい。これは、農業ばかりじゃなくて先ほども言いました

が、漁業関係者もやはりこういうことで産業をなくしたら困る事業ですので、この辺ぜひ

担当課で精査をしていただいて、益々やっていただきたいなと思います。以上です。

廣瀬委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 なしということで、まちづくり未来課の説明を終わります。

どうもご苦労様でした。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後12時01分

再開 午後 1時00分

（５）農業委員会

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

農業委員会の説明を求めます。

片桐事務局長。

片桐農業委員会事務局長 皆さん、ご苦労様でございます。農業委員会事務局長の片桐で

ございます。

私のほうから、若干の概要説明をさせていただきます。

農業委員会につきましては、農地利用最適化推進委員の任務も当町の農業委員が担って

おります。また、農地台帳の一定の情報について、インターネットクラウドで全ての国民

が見られるようになっていくということで、これらの対応も行っております。

令和2年度につきましては、こうした情報公開に向けての対応を主に行ってまいりました。

また、農業委員会の総会については、6回開催をし、農地パトロールなども行ってきたと

ころでございます。

それでは、詳細につきましては、担当の村上主任より説明をさせますので、よろしくお

願いいたします。

廣瀬委員長 村上主任。

村上主任 農業委員会事務局、主任の村上です。
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私のほうから、説明いたします。

それでは、歳出から説明いたしますので、決算書の106ページ・107ページをお開きくだ

さい。

6款 農林水産業費、1項 農業費、1目 農業委員会費です。

予算額 270万6,000円に対し、支出額 254万20円、執行率は93.9％です。

執行率、若干低くなっておりますけれども、コロナの影響で研修会等が中止になったこ

とから、旅費の支出が少なくなったことにより、執行率が下がっております。

1節 報酬 支出済額 252万円、これは農業委員10名の報酬です。

それから、8節 旅費 支出済額 2万20円、これは昨年、開催した農業委員会6回分の費

用弁償と現況証明現地確認4回分の費用弁償となっております。

続きまして、2目の事務局費です。

予算額 75万5,000円に対し、支出額 67万6,617円、執行率は89.6％です。

こちらも執行率少なくなっておりますけれども、原因は農業委員会費同様に旅費の減に

よるものです。

8節 旅費 支出済額 15万2,380円、これは事務局の各研修会等への出席旅費です。札

幌に3回、行っております。

10節 需用費は、支出済額が12万237円、これは農業者年金業務等の一般消耗品となって

おります。

11節 役務費ですけれども、郵便料なんですけれども、執行ございませんでした。総務

課のほうで対応いただきました。

12節 委託料は、支出済額 28万2,700円、これは農地情報管理システムの保守管理委託

料 28万2,700円となっております。

それから、18節 負担金補助及び交付金 支出済額 12万1,300円、これは北海道の農業

会議と渡島地方農業委員会連合会への負担金となっております。

以上で、歳出の説明は終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。

歳入のほう続けて、入ってよろしいですか。

廣瀬委員長 お願いします。

村上主任。

村上主任 それでは、歳入のほうに入らせていただきます。

決算書の18ページ・19ページをお開きください。

13款 使用料及び手数料、2項 手数料、1目 総務手数料、1節 総務手数料のうち6行

目の土地現況証明手数料 5,000円が農業委員会の所管分となっております。

内訳といたしましては、土地現況証明が7筆、それからその他の証明が5件となっており

ます。

次に、決算書の26ページ・27ページをお開きください。

15款 道支出金、2項 道補助金、4目 農林水産業費補助金、1節 農業委員会費補助金

農業委員会費補助金が180万円の収入となっております。

これは、農業委員会に対する活動補助金で、事務局の人件費が補助対象となっておりま

す。

それから、農地利用最適化交付金 120万円、収入がございました。
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農地利用の最適化の推進に関する事務にかかる交付金となっております。

次に、決算書の28ページ・29ページをお開きください。

15款 道支出金、3項 道委託金、3目 農林水産業費委託金、1節 農業費委託金、まず

1行目、国有農地等管理処分事業管理事務交付金 1万8,000円、これは町内にある国が保有

する農地の管理処分に係る経費に対する交付金となっております。

予算額よりも若干少なくなっておりますけれども、先ほど申し上げましたとおり、この

交付金に対応する研修が1件なくなりまして、それに対応する旅費が支出しなかったので、

それに対応する交付金もこないので、この額となっております。

それから2行目、農地法権利移動許可権限移譲委託金 7,960円、これは北海道からの権

限移譲に伴う交付金となっております。

次に、決算書の38ページ・39ページをお開きください。

20款 諸収入、5項 雑入、1目 雑入、3節 雑入の産業経済課分のうち1行目、農業者

年金業務委託手数料 15万3,600円の収入です。

これは、農業者年金基金より業務委託されている手数料となっております。

次に2行目、土地精通者意見価格調書作成手数料 4,550円ですけれども、これは税務署

からの事務手数料となっておりまして、相続税及び贈与税の評価額の算定調査に伴う事務

手数料となっております。

以上で、歳入の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

廣瀬委員長 ただいま説明が終わりました。

質疑をお受けいたします。

（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 質疑なしということで、農業委員会の説明を終了いたします。

ありがとうございました。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後1時06分

再開 午後1時06分

（６）産業経済課

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

産業経済課、説明をお願いいたします。

片桐課長。

片桐産業経済課長 それでは続きまして、農林担当のほうの決算の概要について､説明をさ

せていただきます。

農業につきましては、農業競争力強化基盤整備事業を終了いたしまして、基盤整備事業

については、概ね終了しております。今後は、老朽する農業施設の更新等が出てまいりま

す。一方で、ハウスの拡大事業及びほうれん草共選機導入事業など畑作事業についてもし

っかりと対応して行ってきました。はこだて和牛の支援については、繁殖雌牛導入事業に

より地域一貫生産に向けた基盤が調いつつあります。
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続いて、林業におきましては、森林環境譲与税が運用されたことによりまして、比較的

財源もあり町の考えによって森林の基盤を築いていくのか、あるいは環境整備にシフトす

るのかといった判断をしていかなければいけません。町では、町有林の整備にも支援をし、

加えて町有林の育林等についても対応し、且つ道南スギのＰＲについてもしっかりと対応

してまいります。

それでは、詳細につきましては、担当の加藤（崇）主査より説明をさせます。よろしく

お願いいたします。

廣瀬委員長 加藤（崇）主査。

加藤（崇）主査 産業経済課農林担当の加藤です。私からは、農林担当所管の決算について、

説明をさせていただきます。

まずはじめに、農政の歳出の主要なものについて説明をいたします。

決算書の106ページ・107ページをお開き願います。

6款 農林水産業費、1項 農業費、3目 農業総務費について、ご説明いたします。

目の予算現額 157万9,000円、決算額 141万1,995円、執行率が89.4％です。

10節の需用費でありますが、こちらは海岸保全附帯設備点検業務事務消耗品ということ

で、昨年並みの支出となっております。

続きまして、18節 負担金補助及び交付金 123万951円となっております。

こちらにつきましては、各団体等への負担金として支出しております。1件、ＪＡ女性部

ふれあいフェスティバル事業補助金に関しましては、令和2年度は新型コロナウイルスの影

響により、ふれあいフェスティバルの開催自体が中止となりましたので、負担金のほうの

支出をしておりません。ほかの項目につきましては、例年どおりの支出となってございま

す。

続きまして、農業総務費につきましては以上で、決算書108ページ・109ページをお開き

願います。

4目 農業振興費について、ご説明いたします。

予算現額 3,602万1,000円、決算額は3,449万1,212円、執行率は95.6％です。

まず、旅費につきましては2,000円ということで、八雲町で開催のアライグマの捕獲技術

研修会に支出した分でございます。

続きまして、10節の需用費でございますが104万2,900円、子育て世帯支給用米購入費に

55万6,700円を支出してございます。

参考資料の5、16ページをお開き願います。

コロナ関係の資料の臨時交付金活用事業説明資料のほうになります。こちらの16ページ

をお開き願います。

学校休業による子育て世帯支援事業にかかる、支給用米の購入費となります。同様に、

資料の4番目の52ページの令和2年度食糧費支出内訳にも記載されておりますので、後ほど

ご参考願います。

続きまして、決算書に戻りまして、農業用施設維持修繕費 48万6,200円、こちらは昨年

の融雪などにより土砂が流入し鶴岡・中野地区の用排水路の一部が破損したため、修繕を

した費用でございます。

続きまして、11節 役務費でございます。9万3,500円です。
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需用費で説明をさせていただきました、学校休業による子育て世帯支援事業にかかる、

支給用米の配送料でございます。

続きまして、14節 工事請負費 484万円を支出してございます。

こちら中野第6頭首工油圧装置及び電気設備更新工事でございます。

参考資料の4、27ページをお開き願います。

老朽化いたしました中野第6頭首工の油圧装置とゲート操作盤を更新し、営農に支障をき

たさないように整備をしてございます。

続きまして、18節 負担金補助及び交付金でございます。2,851万2,812円です。

こちら、上から2段目の多面的機能支払交付金事業補助金 1,291万6,822円でございます。

こちらも同様に、資料の28ページをご参照願います。

農業・農村の多面的機能の維持・発揮のため、設立した地域共同活動組織「木古内地区

資源保全会に対しての補助となっております。

事業面積は、田・畑・草地あわせて7万2,951ｌａとなっており、事業費につきましては、

農地維持支払交付金と資源向上支払交付金をあわせて、1,291万6,822円というふうになっ

ております。

事業費用負担につきましては、国が2分の1で645万8,411円、道と町が4分の1ずつで、そ

れぞれ322万9,205円、町の負担のうち193万7,524円が普通交付税、77万5,009円が特別交付

税で措置されており、一般財源では51万6,673円の負担となっております。

こちらの木古内地区保全会の令和2年度の収支実績につきましては、収入が1,395万517円

に対しまして、支出が1,302万1,154円で、差引収支 92万9,363円が翌年度に繰り越しし、

活動を継続していくこととなっております。なお、詳細につきましては資料の4、115ペー

ジから116ページに資料が付いておりますので、後ほどご参照を願います。

続きまして、農業競争力強化基盤整備事業分担金 1,485万7,443円です。

説明資料、28ページを参照願います。

農地の生産性向上並びに農作業の効率化を図るため、用排水路整備などを実施するため

の分担金となっております。

令和2年度につきましては、用水路と区画整理などを行い、そのうちの地元負担分を支出

してございます。

なお、箇所図等につきましては、先ほどの資料4番目の114ページに記載されております

ので、後ほどご参照願います。

続きまして、施設園芸ハウス栽培拡大事業助成金 35万6,339円です。

資料の4番目の29ページをお開き願います。

経営規模拡大のために新たに設置する施設園芸、ビニールハウスの費用を支援したもの

でございます。

同じく資料の4、29ページをお開き願います。

ほうれん草共選機導入事業補助金 33万2,000円でございます。

ほうれん草の共選作業等の効率化を図るため、新型包装機の購入費を支援したものでご

ざいます。

その他の補助金等につきましては、例年並みの支出となってございます。

農業振興費については以上で、続いて畜産業費について、ご説明をいたします。
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同じく決算書の108ページ・109ページの下段のほうをご覧ください。

5目 畜産業費 予算現額 201万7,000円、決算額 176万1,222円で、執行率が87.3％と

なっております。

19節 負担金補助及び交付金 176万1,222円、褐毛和種優良繁殖雌牛導入事業補助金で

140万円支出してございます。

こちらも資料の30ページを参照願います。

令和2年度におきましては、導入者数が5名で、10頭の繁殖雌牛導入に対して補助をして

ございます。

続きまして、酪農ヘルパー利用事業補助金 10万3,150円、説明資料の同じく30ページを

ご参照願います。

令和2年度におきましては、利用戸数5戸で利用回数25回のうち、9回分に対して補助をし

てございます。

そのほかの補助金等につきましては、例年どおりと変わらない支出となっております。

以上が農政の歳出の説明となります。

続けて、歳入のほうに入ってよろしいでしょうか。

廣瀬委員長 お願いします。

加藤（崇）主査。

加藤（崇）主査 それでは、農政の歳入について説明をさせていただきます。

決算書、16ページ・17ページをお開き願います。

12款 分担金及び負担金、1項 分担金、1目 農林水産業費分担金、1節 農業費分担金

で、農業競争力強化基盤整備事業分担金で1,031万6,270円です。

歳出で説明いたしました、農業競争力強化基盤整備事業に係る農家負担分となってござ

います。

続きまして、決算書26ページ・27ページをお開き願います。

15款 道支出金、2項 道補助金、4目 農林水産業費補助金、2節 農業費補助金で、1

段目と2段目、農業経営基盤強化資金利子補給補助金 3万104円と、畜産経営維持緊急支援

資金利子補給補助金 11万6,220円となっております。

こちらも歳出の農業振興費・畜産業費で支出している利子補給金の北海道分として収入

をしております。

続きまして、経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 37万6,151円ですが、歳出の農

業総務費で支出しております木古内町農業再生協議会の補助金として収入しております。

同じく、多面的機能支払交付金事業補助金 974万2,616円、歳出の農業振興費で説明し

ておりました多面的機能支払交付金の国と北海道負担分をあわせて収入しております。

農業水路等長寿命化・防災減災事業（水利施設整備）補助金 333万9,600円、歳出で説

明いたしました中野第6頭首工油圧装置及び電気設備更新工事に係る道からの補助金として

収入しております。

続きまして、決算書28ページ・29ページをお開き願います。

15款 道支出金、3項 道委託金、3目 農林水産業費委託金、1節 農業費委託金、上か

ら3番目の海岸保全付帯設備点検業務委託金 20万1,814円です。

歳出の農業総務費で説明しました、農地海岸の点検業務に係る北海道からの委託金とな
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っております。

続きまして、一段下の農業農村整備事業監督等補助業務委託金 30万6,900円です。

歳出の農業振興費で説明しました、農業競争力強化基盤整備事業において農林グループ

の主査が工事監督員の補助員として依頼されており、その人件費分として収入しておりま

す。

以上で、農政部分についての説明を終了いたします。よろしくご審議のほどお願いいた

します。

廣瀬委員長 説明が終了いたしました。

質疑を受けます。ありますか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 質疑なしということで、農政のほうは終了いたします。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後1時22分

再開 午後1時22分

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

加藤（崇）主査。

加藤（崇）主査 次に、林政の歳出の主要なものについて説明いたします。

決算書、106ページ・107ページをお開き願います。

6款 農林水産業費、2項 林業費、1目 林業総務費について、ご説明をいたします。

予算現額 175万9,000円、決算額 173万3,595円、執行率が98.6％です。

報償費につきましては、113万9,500円ということで、2段目の有害鳥獣対策報償費と林野

火災予防巡視人報償費の2件について、支出をしております。

こちらは、金額的に例年と同様の支出額になっております。

続きまして、13節の使用料及び賃借料 8万1,840円、こちらも例年どおりの支出となっ

ております。

続きまして、18節 負担金補助及び交付金 45万5,000円、こちらも例年どおりの支出と

いうふうになっております。

林業総務費につきましてはは以上で、続いて2目 林業振興費について、ご説明をいたし

ます。

目の予算現額 3,242万7,000円、決算額 2,718万6,488円、執行率が83.8％です。

30万円以上の不用額が一部ございます。

説明資料4、48ページ・49ページの不用額一覧をご参照願います。

林業振興費の負担金補助及び交付金で、未来につなぐ森づくり推進事業補助金、木古内

町私有林等整備事業で不用額がございます。理由はいずれの項目におきましても、事業費

が確定したことによる歳出の減というふうになっております。

続きまして、8節の旅費でございます。

普通旅費 5万2,800円ということで、こちらも札幌に造林の未済地の森林所有者に対し、

意向調査等の旅費等となっております。こちらの財源は、森林環境譲与税を充てておりま
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す。

続きまして、10節の需用費 林道維持補修費につきましては、例年どおりの支出となっ

ております。

続きまして、12節の委託料 林道補修事業委託料 12万円につきましては、佐女川林道

などの7.5ｋｍについて、春1回、秋1回の草刈りを中野町内会のほうへ委託をしております。

下の萩山植栽業務委託料 97万9,000円ですが、こちら参考資料の4の31ページを参照願

います。

下の段の一昨年、萩山を択抜しました箇所へ植栽する費用として、支出をいたしました。

植栽の樹種につきましては、季節を楽しんでいただくため、桜やイタヤカエデ、ヤマモ

ミジなどを植栽し、小中学生に依頼をして、関係機関も招集した上で、植樹祭的な形で植

栽のほうをいたしました。

なお、財源は森林環境譲与税を充てております。

続きまして、18節 負担金補助及び交付金 692万2,988円、2段目の未来につなぐ森づく

り推進事業補助金で400万4,531円支出してございます。

資料の4の31ページの上段のほうをご参照願います。

人工造林の公共補助金残に対し、道16％、町10％を補助する事業でございます。

4企業、8個人で10.89ｈａの事業を行っており、道・町補助分あわせて26％を支出してお

ります。道の分の16％分は、歳入の道補助金として収入をしてございます。

続きまして、森林整備対策事業補助金でございます。

上から3段目のところになります。145万8,290円、下刈り、除伐・枝打ちの公共補助金の

残部分につきまして、経費の一部を補助する制度でございます。

4法人26個人で下刈り16.57ｈａ、除伐87.61ｈａの事業を行っており、それぞれの助成内

容のもと、支出をしております。財源は、森林環境譲与税を充てております。

続きまして、木古内町私有林整備事業 130万6,697円、同じように資料の4、32ページを

ご参照願います。

下の段のほうになります。

森林所有者が既存の森林整備事業などを活用しながら、こちらの事業を活用することで、

安定的な森林整備を推進し、森林の有する多面的機能の維持・推進を図ることを目的とし

た事業でございます。財源には森林環境譲与税を充てており、補助率は68％としてござい

ます。

続きまして、ほかの負担金につきましては、例年どおりの支出となっております。

続きまして、決算書112ページ・113ページをお開き願います。

24節 積立金 1,886万2,000円です。

平成31年度からはじまった森林環境譲与税制度の当町への譲与分を森林環境譲与税基金

として積み立てたものになります。

林業振興費につきましては以上で、続いて3目 町有林管理費について、ご説明いたしま

す。

目の予算現額 4,413万7,000円、決算額 4,407万5,872円、執行率が99.9％です。

役務費につきましては、例年どおりの支出となっております。

委託料ですが、森林環境保全整備事業間伐業務委託料が1,493万8,000円となっておりま
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す。

資料の4の33ページをお開き願います。

上のほうです。中野地区ほか3地区で39.04ｈａを間伐してございます。この事業の収支

につきましては、822万8,624円の黒字というふうになっております。

続きまして、森林環境保全整備事業下刈業務委託料です。370万7,000円、同じく資料の

33ページを参照願います。

木古内地区ほか5地区で、1回刈り・2回刈りあわせて15.28ｈａを行っており、支出をし

ております。

続きまして、同じく森林環境保全整備事業植栽業務委託料で484万円、支出してございま

す。

同じく資料4の33ページに、中野・大平地区で4.3ｈａを行っており、支出をしておりま

す。

続きまして、皆伐業務委託料で1,067万円を支出しております。

同じく、説明資料の33ページの一番下の段となっております。

中野・鶴岡地区で6.28ｈａを行っており、この事業につきましては、8万5,528円の黒字

というふうになっております。

続きまして、薬師山環境整備事業業務委託料 847万円となっております。

資料の4番目の34ページをご参照願います。

薬師山に芝桜の植栽と周辺の雑草取りに支出をしております。

続きまして、負担金補助及び交付金 12万8,000円、こちらも例年どおりの支出となりま

すが、はこだて森林認証協議会負担金として支出をしております。財源につきましては、

森林環境譲与税を充てております。

以上が、林政の歳出の説明となります。

続けて、歳入を説明させていただきます。

決算書、14ページ・15ページをお開き願います。

2款 地方譲与税、3項 森林環境譲与税、1目 森林環境譲与税、1節 森林環境譲与税

で、1,886万2,000円の収入となっております。

こちら歳出の林業振興費で説明させていただきました、森林環境譲与税の譲与分となっ

てございます。

続きまして、決算書28ページ・29ページをお開き願います。

15款 道支出金、2項 道補助金、4目 農林水産業費補助金、3節 林業費補助金で、森

林環境保全整備事業補助金 1,596万9,797円を収入しております。

歳出の町有林管理費で説明した、間伐・下刈り・植栽事業に対する北海道の補助金とし

て収入してございます。

その下の未来につなぐ森づくり推進事業補助金 246万4,310円を収入しております。

歳出の林業振興費で説明しました、未来につなぐ森づくり推進事業に対する北海道の補

助金として収入をしてございます。

続きまして、決算書30ページ・31ページをお開き願います。

15款 道支出金、3項 道委託金、3目 農林水産業費委託金、2節 林業費委託金 有害

鳥獣捕獲許可委託金と北海道自然環境保全条例委託金となっており、それぞれ北海道から
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収入をされております。

続きまして、決算書32ページ・33ページをお開き願います。

15款 財産収入、2項 財産売払収入、2目 生産物売払収入、1節 生産物売払収入で、

2,376万4,315円を収入しております。

歳出の町有林管理費で説明いたしました、間伐・皆伐事業の材の販売収入となります。

以上で、林政部分についての説明を終了いたします。よろしくご審議のほどお願いいた

します。

廣瀬委員長 ただいま説明が終わりました。

質疑をお受けします。いかがでしょうか。

竹田委員。

竹田委員 1点だけ、確認したいなと思っています。

113ページの町有林の中の林道の草刈業務委託、それと林業振興費の林道の維持補修、こ

れ例えば路線が全く違う場所なのかどうなのかっていう部分をまず。

廣瀬委員長 加藤（崇）主査。

加藤（崇）主査 竹田委員のお尋ねでございますが、町有林の草刈の業務につきましては、

決まっているところを草刈をしておりますが、林道の維持補修費につきましては、例えば

大雨が降った時とか落石があったりとか、その中で林道の道路がえぐれてしまった時とか、

そういった時の砂利を埋めたりとか木をどけたりとかそういった部分の費用に充てている

ところでございますので、同じということではございません。

廣瀬委員長 竹田委員。

竹田委員 同じって、例えば町有林の中の林道あるでしょう。それの例えばいま雨降った

り穴が空いたらそこに砂利を敷いて整備するっていうそれは路線は一緒なの。全く例えば

草刈る林道については、中野だけれども林道の砂利だとかの補修するのは、例えば釜谷と

かそういうこういうふうになっているの。

廣瀬委員長 加藤（崇）主査。

加藤（崇）主査 竹田委員、お見込みのとおりでございます。そのように対応しておりま

す。

廣瀬委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 質疑がないので、終了いたします。

ありがとうございました。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後1時37分

再開 午後1時40分

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

続いて産業経済課、引き続きお願いいたします。

片桐課長。

片桐産業経済課長 それでは引き続きまして、今度は水産商工担当についての決算の概要



- 37 -

について、ご説明をさせていただきます。

まず水産業につきましては、チャレンジ補助金を創設して1年が経過をしました。漁業者

については、喜んでいただいている制度であると認識しております。

今後は、新業種の養殖事業にチャレンジをするとのことですので、町としてもしっかり

と支援をしてまいりたいというふうに思います。

商工につきましては、コロナの影響であらゆる経済対策を行ってまいりました。直接的

な支援から経済対策を重視した政策など、多様な事業を行ってきました。しかしながら、

コロナの影響はまだまだ続きます。今後も支援事業、経済対策事業を展開してまいりたい

というふうに考えております。

それでは、詳細については、担当の福井（弘）主査より説明をさせますので、よろしく

お願いいたします。

廣瀬委員長 福井（弘）主査。

福井（弘）主査 産業経済課産業経済グループの福井です。

私のほうから、労働費、水産業総務費、水産振興費、商工総務費、商工振興費について、

ご説明させていただきます。

それでは、決算審査説明資料の48ページ・49ページの不用額一覧からご説明させていた

だきます。お開きください。

中段の農林水産業費、水産業費、水産振興費、負担金補助及び交付金 不用額が320万8,

010円となっております。漁業者チャレンジ応援補助金申請件数の減による不用額となって

おります。

その下段、商工費、商工費、商工振興費 負担金補助及び交付金 不用額 779万5,200

円となっております。はこだて和牛ブランド化推進事業の実績に伴う不用額 67万7,297円、

中小企業小規模企業経営改善等支援補助金の実績に伴う不用額 436万8,000円、中小企業

融資信用保証料借入件数の減による不用額 45万6,472円、新型コロナウイルス飛沫感染対

策補助金の実績に伴う不用額 161万7,000円となってございます。

それでは、歳出のほうから説明をさせていただきます。

労働費について、ご説明いたします。

決算書の104ページ・105ページをお開きください。

5款 労働費、1項 労働諸費、1目 労働諸費についてご説明いたします。

予算額が10万円、決算額が9万8,460円、執行率が98.5％となっております。

18節の負担金補助及び交付金 5万円となってございます。

労働は以上となりますが、引き続き水産もよろしいでしょうか。

廣瀬委員長 お願いします。

福井（弘）主査。

福井（弘）主査 それでは、水産業費についてご説明いたします。

決算書の112ページ・113ページをお開きください。

6款 農林水産業費、3項 水産業費、1目 水産業総務費について、ご説明いたします。

予算額 172万4,000円、決算額 161万6,724円、執行率93.8％となっております。

18節 負担金補助及び交付金 48万2,379円となっております。

各種団体に対する負担金となってございます。
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2目 水産振興費について、ご説明いたします。

114ページ・115ページをお開きください。

予算額 1,960万2,000円、決算額 1,638万5,590円、執行率が83.6％となっております。

18節 負担金補助及び交付金 1,615万7,990円となっております。

木古内町漁業者チャレンジ応援補助金 1,584万8,500円となっております。

新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金説明資料の18ページをお開きください。

ウニの人工種苗購入事業補助金が262万5,000円となっております。

事業主体は上磯郡漁業協同組合となっており、20ｍｍの種苗を25万粒購入してございま

す。購入単価は23.1円となっており、事業費は577万5,000円で、町が262万5,000円、漁協

が315万円で購入しております。漁獲量は3.6ｔとなっており、種苗放流を継続実施し資源

の維持につながっております。しかし、コロナの影響により水産物の需要が激減し、単価

安となったため漁獲量が減少してございます。

次に、アワビ人工種苗購入事業補助金 52万5,000円となっております。

事業主体は上磯郡漁業協同組合となっており、35ｍｍの種苗を7,200粒、30ｍｍを7,000

粒購入してございます。購入単価は、96.25円と66円となっており、事業費は115万5,000円

で、町が52万5,000円、漁協が63万円で購入しております。漁獲量は0.3ｔとなっており、

種苗放流を継続実施したことで資源の維持につながっておりますが、こちらもコロナの影

響により水産物の需要が激減し、単価安となったため漁獲量が減少しているところでござ

います。

次のページ、19ページをお開きください。

ナマコ人工種苗購入事業補助金 37万5,000円となっております。

事業主体はこちらも漁協となっており、20ｍｍの種苗を2万5,000粒購入しております。

購入単価は33円となっており、事業費は82万5,000円で、町が37万5,000円、漁協が45万

円で購入しております。漁獲量は4.5ｔとなっており、種苗放流を継続実施し資源の維持に

つながっております。漁獲時期が今回、冬期、冬の時期であるためコロナの影響をそれほ

ど受けずに、例年並みの漁獲となってございます。

引き続き、次のホタテ種苗購入事業補助金 16万1,000円となっております。

事業主体はこちらも漁協となっており、養殖事業者は2漁家となっております。ホタテ種

苗を760袋を購入しておりまして、事業費は35万5,818円で、町が16万1,000円、漁業者が1

9万4,818円となっております。ホタテの漁獲量は28.1ｔとなっており、ホタテ養殖漁家の

経営の安定とホタテ養殖漁業の存続につながってございます。

20ページをお開きください。

カキの種苗購入事業補助金 20万9,000円となっております。

こちらも事業主体は上磯郡漁協となっており、養殖事業者が2漁家となっております。

カキ種苗、350連を購入してございます。事業費は46万460円で、町が20万9,000円、漁業

者が25万1,460円となっております。カキの漁獲量は2.6ｔとなっており、カキ養殖漁家の

経営安定とカキ養殖漁業の推進につながっております。

引き続き、漁業活動支援事業補助金 798万1,000円となっております。

申請件数が14件となっており、施設導入・改修事業が1件、漁具導入事業が12件、船舶事

業が1件となっております。事業費は1,843万2,672円で、町が798万1,000円となっており、



- 39 -

漁業活動支援事業を実施したことで、漁業者の生産活動及び経営の安定につながっており

ます。

続きまして、密漁監視灯整備事業補助金 330万2,500円となっております。

札苅地区にサーチライト2基を設置しております。事業費は484万5,500円で、漁協が154

万3,000円、町が330万2,500円となっております。なお、町負担のうち、北海道地域づく

り総合交付金 220万円を歳入として受けてございます。

21ページをお開きください。

水産物ウェブ販売促進システム導入事業補助金 67万円となっております。

上磯郡漁協のホームページ内に通販ページ、通販システム、リモートシステム、パソコ

ン、セットアップ経費となってございます。

業費が471万750円で、漁協が199万8,750円、木古内町が67万円、北斗市と知内町で204

万2,000円となってございます。

水産業費の歳出については、以上となります。

歳入もあわせて説明してもよろしいでしょうか。

廣瀬委員長 お願いします。

福井（弘）主査。

福井（弘）主査 それでは、水産に関する歳入について、ご説明いたします。

決算書の24ページと25ページをお開きください。

15款 道支出金、2項 道補助金、1目 総務費補助金、3節 地域づくり総合交付金 2

20万円を収入しております。

木古内町漁業チャレンジ応援補助金の密漁監視灯整備事業に係る歳入となっております。

決算書の30ページから31ページをお開きください。

15款 道支出金、3項 道委託金、3目 農林水産業費委託金、3節 水産業費委託金

漁港管理業務委託金 43万7,404円を収入しております。こちらは、漁港使用料及び利用

料の権限移譲委託金となっており、漁船が50隻、用地利用13件、ＰＢ長期が33隻と短期が

2隻分の利用料で、43万7,404円となっております。

以上で、水産と労働の説明を終了させていただきます。

廣瀬委員長 ただいま説明が終わりました。

質疑をお受けいたします。質疑ありますか。

吉田委員。

吉田委員 吉田です。

決算書の115ページ、木古内町漁業者チャレンジ応援補助金これについて、先ほど課長の

ほうから大変喜ばれているというコメントをいただきましたが、これも漁業者を育てるに

は最高のあれなのかなと思っています。

ただしかし金額の問題、この決算書に1,500万円そこそこの金額が出ていますよね。説明

資料の49ページに支出額が1,600万円、チャレンジなっているんですよ。1,615万、資料番

号4の49ページ。不用額の部分で1,600万になっていて、支出額が1,500万円になっているん

ですよね。この差額っていうのは、説明していたらあれなんですけれども、それ内容を。

それと、先ほど喜ばれているっていうのがあったんですが、不用額が320万ほど出ている

と。この辺がたぶん申し込みがなかったっていうのが単純なんですが、そこら辺も問題点、
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申し込みがなぜこれがなかったのか。そして、計画の中では1,900万立てていますよね。

だから、その辺の問題をどういうふうに担当課で捉えているのかご説明をお願いします。

廣瀬委員長 福井（弘）主査。

福井（弘）主査 吉田委員のご質問でございますが、先ほど49ページっていうのが不用額一

覧のページかと思われます。そちらの水産振興費の支出合計額が1,615万7,990円と記載に

なってございまして、こちらのチャレンジ補助金の事業費が1,584万9,500円ということで

すので、若干差異があるというところだと思います。こちら不用額一覧の支出合計額は、

水産振興費の負担金の合計額となってございますので、決算書の115ページの水産振興費の

負担金の支出済額、こちらが1,615万7,990円ということで、金額一緒となってございます

ので、すみません。不用額の説明は、主な理由のところのみ記載させていただいてござい

ましたので。

廣瀬委員長 片桐課長。

片桐産業経済課長 先ほど申し上げましたチャレンジの関係です。

こちら当該年度については、令和2年度につきましては、とりあえず1,500万の今回予算

を計上しまして、あくまでもチャレンジ補助金の中の一つの項目になるんですけれども、

概ねうちの担当課としての予算の組とすれば1,500万まず予算を計上していました。そこで、

700万程度実績がございまして、初年度ということもありまして、なかなか当然その半分は

漁業者が持たなきゃならないということもありますので、なかなかお金の工面だとかとい

うこともありまして、なかなか難しかったのかなというふうに思っています。ただ、町と

すればやはり漁業者の喜ばしい声を聞いていますので、このようないま表現をさせていた

だいたところです。

今年度については、概ね1,000万円の予算を組んでいますけれども、ほぼほぼもう1,000

万円くらい達していますので、やはり漁業者にとっては大変ありがたい制度であるという

認識は持っております。次年度以降についても漁業者の意見を聞きながら、予算のほうを

まず組んでまいりたいというふうに考えております。以上です。

廣瀬委員長 吉田委員。

吉田委員 詳しい説明ありがとうございます。

これも先ほどの農業者と同じで、漁業者にとっては本当に良い制度だなと思います。い

ま課長のほうから言われたとおり、初年度ということでまだ漁業者に理解がなかなか行き

渡らなかったと。次年度にもまた継続してやりたいということを言っていますので、これ

も私も産業経済課やはり水産業の振興に対しても精一杯取り組んでいただきたいなという

ことを要望して終わります。以上です。

廣瀬委員長 ほか。

東出委員。

東出委員 大変良い評価をしているんだけれども、私は良い評価できないんですよ。

ある意味では、ここにウニ・アワビ・ホタテ・ナマコ・カキ、この5種目に対して補助金

を出しているんだけれども、説明資料を見させていただけばカキの養殖、ナマコの養殖、

それからホタテの種苗購入、そして年度別の漁獲量を見ると概ね3年間そんな差異がないん

ですよ。ホタテの平成30年度と元年度とここはいろいろな原因がわからないで、こういう

ホタテの壊死があったりしたんだけれども、いいですか。ウニ・アワビこれは、年度別に
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見ていってもウニは5分の1、それからアワビは半分なんですよ、前年と比べて。ここは、

はたしてあなた達コロナで単価が安くなったから需要が激減し、単価が安くなってコロナ

の影響があったんだと。漁獲量には関係ないでしょう。そう思わない。捕らなかったの、

これ。首振っているけれども、捕らないなら捕らないで、じゃあことしその分捕れるのか

っていうと自然相手だからこれわからないよね。ただ、ここで私が言いたいのは、ウニの

漁業者は何人いるのか、アワビの漁業者何人いるのかわからないけれども、海に関しては

いろいろと言われてきた。磯焼け、餌がない、いろんな年、年によって磯焼けだコンブが

どうのこうのだって言って、我々所管事務調査に行った時でもそうやって言うんですよ。

それを解決していないのかなと私思うんだけれども、何十年こうやってウニ・アワビに

補助金出しています。補助金ですよ、助成金も同じ、先ほど昼に課長と話したんだけれど

も、一定程度生産者が軌道に乗ってくるような状況を見越すまで、補助・助成するわけで

すよ。それは、補助金・助成金の私は役目だと思う。何十年このままの状態でいっている

んです。そこに私は着眼っていうのはなんなのか、ここを解決しないで次年度もまたこう

いう形で上げてくるのであれば、私は次年度の計画に対してはまた噛みつきますよ。した

がっていまここで聞きたいのは、何点か先にも聞いていますけれども、補助金の支出にあ

たってはどんな考え方を持っているのかという部分で、今回は費用対効果の部分からいっ

たら決して効果は、コロナがあったかもしれない。がしかし、私には残念だなと思う、こ

の2項目については。見解を述べていただきたいと思います。

（「関連」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 関連で、竹田委員。

竹田委員 いまの質問と若干関連なんですけれども、例えば前年と同じ捕獲っていうのか

採取の回数も同じでこういう数字なのか、例えば前の年は3回やったけれども、昨年は1回

しかやっていないだとか、例えば同じ回数やってやはりウニなりアワビの何て言うんだろ

う、ウニの数っていうか繁殖っていうのか数が絶対数少なくなって漁獲量が下がってきて

いるのか、何かかにかの原因っていうか要因あるんじゃないかなと思うんですよ。だから、

それわからなければ例えばダイバーを入れて、海中のきちんと調査をしてやらなければ、

いま東出委員が言うような質問の答えが出てこないんじゃないのかなと思う。だから、前

の年と同様の回数の採取をして、水揚げ的に少なくなったと。私もやはりコロナを理由付

けしているのは、いろんな販路、売り方あると思うんだよね。だから、そういうことを考

えればこれは単なる言い訳かなっていうふうに思わざるを得ない。その辺、実態どうなの

か。

廣瀬委員長 福井（弘）主査。

福井（弘）主査 東出委員と竹田委員からのご質問でございます。

まず、ウニとアワビの着業している漁家の数でございますが、どちらも19漁家となって

ございます。あとまた、竹田委員の採捕の回数なんですけれども、昨年度実際に入った回

数は伺ってはいないんですが、令和2年度につきましては、東出委員からも言われたとおり、

漁をしていないのかというところでございましたが、やはり市場に出す単価が著しく需要

減で下がったために、漁業者の皆様は経費がかかりすぎるということで、漁の回数を減ら

しているというのが令和2年度につきましては、実態でございます。ですので、回数が減っ

たため実際の水揚げ、数量が令和元年度と比べて著しく減っているというのが実態でござ
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います。

あと、資源の部分でございますが、まずウニにつきましては、資源というのはたくさん

海にはいるということは伺ってございます。また、東出委員から餌不足、磯焼けというと

ころもございます。こちらにつきましても、やはり磯焼けっていう部分は木古内の浜にお

いても昔に比べれば、磯焼けの部分が増えてきているというのも伺ってございます。

そういう部分でウニ・アワビを捕られる漁業者のかたにつきましては、できる限り餌と

なりうる海藻がいるところに自ら移植を行いまして、天然的な給餌って言うんですか実入

り改善をさせて、漁家はできる限り高い金額での収益になるように漁獲をしているという

そういう取り組みも個人それぞれ行っていただいているところでございます。

あと、売り方の部分です。売り方につきましては、今年度からでもあるんですけれども、

一漁家さんが塩水ウニですとか粒ウニということで加工をしていただいて、道の駅のほう

での販売、あとは次年度に向けてふるさと納税の商品として登録していただいたりですと

か、あと漁協としてもふるさと納税に活アワビのほうをことしのいま冬に向けて登録とい

うことで、いままでどおり市場でなかなか取り引きがされないところよりは、少しでも収

益が上がるようにそれぞれ漁協もともに鋭意努力をしているところでございます。

廣瀬委員長 東出委員。

東出委員 そうするといまの答えからいけば、そうやってウニ・アワビ何十年補助金・助

成金出してきた。あなた達もおそらく毎年この件について、我々から指摘されることもあ

なた達も大変だと思う。やはり何とか漁業振興にも手助けをしてあげたい、その気持ちは

私は理解する。ただ、それがこれは決算だから、費用対効果という部分で話をするでしょ

う。そうすると、投資をしたけれどもそれに見合った売り上げというのが付いてこないも

のだから、私はこうやって何回も再三しつこく食いつくんですよ。そこにはいろいろな理

由があった、いままでいろんなことやった。導船溝も掘ったでしょう昔は、ダイバーも入

れたでしょう。だけれども、結果としてこのままなんですよ、ウニ・アワビに関しては。

特にアワビは密漁というのをなかなか防ぎきれないかもしれないけれども、まずそこで

これ以上あまり私も言いたくないんだけれども、カキ、それからナマコ、この辺は随分と

結果的に良い結果残しているんですよね。ある程度町の助成をしてあげた中では、この数

が多いのか少ないのか私わからないけれども、年度別に見ていくとそんな差異がなくきて

いるんですよ。だから、せめてウニ・アワビもそういう結果でいけないのかなと思って、

去年は別としながらも。そうでないとまた補助金、今回は木古内町漁業チャレンジ応援補

助金といってグルッと飽和しちゃったんですよ。昔はただ単にウニ・アワビってやってい

たんだけれども、飽和しちゃった。それだけなんです。だから、それはそれとしながらも

ここはあなた達も次年度、また補助金を組むだろうと思うけれども、補助金の何て言うか

持っている意味をやはり生産者と漁協と膝を割って、話を詰めたほうがあなた達も我々に

対して説明がつくと思うし、これについてはきょうはこれ以上言いませんし、答えはあな

た達には求めません。ただ、次年度の予算には何らかに結果を我々に報告できるのかなと

思うので、それを期待してきょうはやめます。

廣瀬委員長 平野副委員長。

平野副委員長 平野です。

私も同じくチャレンジ応援補助金の関係なんですけれども、吉田委員からは大変良い制
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度だと。はたまた東出委員からはどうなのという意見いただいた中で、私も意見言わせて

いただきたいんですけれども、私は吉田委員よりと言いますか今回この臨時交付金をこの

チャレンジ資金に活用できて、せっかく良い事業をやれて、しかしながらコロナで売り上

げが確保できないというなんかこの補助金を使って、その成果が出ないって残念な部分は

あるんですけれども、これまでの長きにわたる漁業者の状況を見てきますと、お国からた

くさん補助金があって安定する農業者と違って、補助金がなかなかなく、まして農業者も

当然自然相手ですが、特に温暖化が進んだこの海の自然を相手ということで、大変苦労さ

れているんです。あとは東出委員言うように、やはり本人の漁業者の努力がどこかで足り

なかったというのも実際あるのかもしれません。ですけれども私は先ほど言うように、ウ

ニ・アワビことしに関してはこういうトン数ですけれども、実際過去の常任委員会でも実

績を見ても成果上がっているのは間違いないんですよ。私も普段から海見ていますけれど

も、ここ近年ウニ、アワビは捕りに行かないと見えませんけれども、ウニって海の上にい

るだけで見えるじゃないですか。相当増えていると感じています。ですので、続けてきた

成果があるのかなと感じております。ここまでは感想です。

聞きたいのは、このたび以前からせっかく資源が増えてきて、ことしに関しては漁獲を

あえて少なくしたけれども、問題は密漁者にどれだけ被害があるのかっていうのがずっと

ずっと課題として指摘したわけですけれども、今回サーチライトを設置しましたよと。そ

の前には防犯カメラも設置しましたと。実際、密漁の被害額がじゃあどれだけあったんだ

っていう数値って見えないと思うんですけれども、情報を回収する中で漁師さん達からの

情報でもいいんですけれども、サーチライトを付けた効果、防犯カメラを付けた効果によ

って、密漁者と思われるかたの存在が薄くなったのかどうなのか、この効果はどうだった

のかってどこまで検証されていますか。

廣瀬委員長 福井（弘）主査。

福井（弘）主査 平野副委員長のご質問でございます。

密漁対策の部分でございますが、サーチライトを令和2年度設置させていただきまして、

やはり明るくなったということで、近場に住んでございます漁業者若しくは地域のかたも

夜ちょっと窓を開けて見ていただいたりということで、監視の目が増えているということ

は、漁業者からも伺ってございます。そのほかにも防犯カメラ等も付けてございまして、

昨年度は私の記憶では直接は来ていないんですけれども、今年度につきましても木古内管

内の一部のところから密漁らしきかたが地域のかたから入っているということで、警察の

ほうまで私達のほうから報告させていただいたりですとか、あとは釜谷漁港は以前、船の

窃盗ですとか、あとは釜谷漁港から密漁者のゴムボートが出ているという情報もございま

して、その時も防犯カメラの映像を警察のほうに提供させていただいたりとしてございま

す。あとは、9月いま現在も昨年度から密漁監視パトロール、町のほうとあと漁協のほうは

何かあった時に連絡体制をとっておりまして、できる限り地域一体となって密漁に取り組

んでいるおかげで、少しずつなんですが木古内町が密漁に力を入れている町ということが

少なからず広まっているというのは、漁師さんからの声からも伺ってございますので、効

果としては担当としてはあるものと思っております。

廣瀬委員長 平野副委員長。

平野副委員長 正確な数字はもちろん掴めないにしても成果はあるという答弁でしたけれ
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ども、こういう犯罪っていうのは、例えば沖から見てライトとんでもなく明るいんですけ

れども、密漁者にしてみれば逆にそのライトを活用して、じゃあここから行けるなという

話も聞いたことある。あとは、ライトと防犯カメラが連動しているのかって言ったら、そ

の限りじゃない部分はあります。ただ、ないよりは私はあったほうがいいと思うし、ただ

これをやったことによって、大きく密漁者が減るなと思わずに、いたちごっこですからこ

ういうのって。必ず策をやるとそれを超えて来るわけですから、これに満足することなく、

まだまだ密漁の対策を拡大を今後もしていっていただきたいと思うのが要望ですけれども

1点と、漁業活動支援事業、申請件数が14件ということで、私は予想以上に多かったという

感じをしました。この予算組んだけれども、はたしてどのくらい来られるのかなって課長

おっしゃったように、自己資金も必要なわけですから。そんな中、初年度でこの件数の申

請があったっていうのは、まさに喜ばれた証だなと思っていますし、いま話を聞きますと

今年度も既に相談件数があり、既に予算が埋まりそうだっていう大変嬉しい話であるなと

思います。この事業が提示された際にはこれを機に漁業者が活力あふれるようにっていう

ことが目的ですので、当然1年やったから2年やったから、それでじゃあ予算出しましたか

ら活力が完成しましたっていうことではないと思いますので、漁業者の使用状況、申請し

たかたの話を聞きながら今後も同じような支援がいいのか、はたまた違う支援方法がある

のかっていうのを常に毎年研究していって、今後の漁業者支援に活かしていただきたいな

と思います。答弁いただきたいです。

廣瀬委員長 片桐課長。

片桐産業経済課長 ただいま平野副委員長のほうから激励と言いますか伺いました。

町としてもやはり漁業者の方々に喜んでいただける制度であるということはもちろん認

識しておりますし、やはり漁業者の生活支援につながっているものだというふうに理解を

しております。

そこで、少しでも浮いたお金で新たな魚種、また新たなことにチャレンジをしていただ

くということがこの制度の重要なところであるというふうに認識しておりますので、いず

れにしましても町とすればこの制度、この事業についてはもう少しやっていきたいなとい

う思いでございます。以上です。

（「休憩」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後2時18分

再開 午後2時24分

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

ほか。

安齋委員。

安齋委員 すみません、関連で先ほどのサーチライトということで、効果がどうなんだろ

うかという話をしていました。密漁者というのも本当にいたちごっこじゃないですけれど

も、最近のプロフェッショナルな人達は沖から磯に向かって潜って来るそうです。なので、

サーチライトが磯にあったとしてもさほど関係ないという話を聞いております。確かに岸



- 45 -

から行くような密漁者には効果があるのかもしれないですけれども、沖から来る奴には全

く効果がないというところは知っておくべきかなというふうに思います。それをお知らせ

しておきたいのがまず、一つ。

それから、ウニ・アワビについての育つ育たないというところの中では、やはり食い物

になるコンブだとかそういった海藻、最近はコンブを育てる、捕る漁家がいないと減って

きたというところから、それをやることによって種が近所にばらまかれて、そこで勝手に

育ったりする面があるんです。それも少なくなってきているということで、できればそう

いうウニ・アワビの食べ物になるコンブを育てるということも必要なのではないかなと。

そういういろんなことを考えて工夫していくというところが漁組さん、漁師のかたに必

要なのではないかなというところをもう少し強く言っていただいて、自分達でやはり漁を

上げるという工夫をしていくというところを強く申して、そういう工夫が見られないので

あればカットしますよというぐらい強く言ってもいいんじゃないかなというふうに私は考

えますが、いかが思いますか。

廣瀬委員長 福井（弘）主査。

福井（弘）主査 安齋委員のご質問でございます。

天然のコンブが磯焼けで、少しずつ浜が痩せてきているというところでございます。

木古内のコンブ漁師さんいま2漁家ございまして、コンブを養殖しているのが沖合だいた

い水深20ｍぐらいのところにコンブ養殖の施設がございます。なかなかそこから胞子と言

うんですかコンブの胞子が流れるんですけれども、なかなか沖合過ぎて丘側と言うんです

か陸側のほうに定着がしないというのが本当に現状でございます。安齋委員の言われると

おり、沖合のほうで胞子を出すコンブを養殖して、磯焼け対策というところでございます

が、ほかの地域ではやはりそういうところをやっているところも少しずつ見られていると

いうのは伺ってはきてございます。木古内町につきましても来年度から囲い礁ということ

で、ウニ・アワビを丘側で養殖する藻場の造成事業が予定をしてございまして、そちらに

は浅瀬の漁師さんが船で手で捕れるぐらいの水深帯に養殖って言うんですか藻場施設を設

置しまして、できればその上で漁師さんが自らコンブを養殖をしながら、ウニ・アワビの

餌として使っていただくようにいま現在もう既に漁協、あと漁業者と協議のほうは進めさ

せていただいてございます。せっかくウニ・アワビの養殖の場所ができてもやはり餌がな

ければ実が入らないというのは現実でございますので、そこら辺も漁師さんも漁協さんも

重々承知でございます。そこが少しでも上手くいくように町としても引き続き、話を協議

をさせていただきたいと思ってございます。

廣瀬委員長 ほか、質疑ありますか。

なければ私のほうから感想なんですけれども、先ほど東出委員からも話ありました費用

対効果ということで、この種苗に関してはかなり難しいのかなと。休憩中、議長からの話

もありましたように、事業費に対してこの結果の資料については、ただ単にこの単年度に

よって、費用対効果が見えてこないという部分もありますので、その辺の資料作りもこれ

から精査していただきたいなと思っております。ただ、私が思うのは費用対効果というの

は、これまさに発展途上なのかなという思いもありまして、ただ、いま現在ウニの漁師さ

ん、あとホタテの漁師さんも結構努力されていまして、ふるさと納税であったり、また最

近であれば道の駅にホタテを持ち込んで販売しているという努力も見えておりますので、
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これからも協力して進んでいってもらいたいなと思っております。

それでは、労働、水産の説明を終わります。

長時間になりましたので、ここで暫時、休憩をいたします。

休憩 午後2時30分

再開 午後2時42分

廣瀬委員長 それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。

福井（弘）主査。

福井（弘）主査 それでは引き続き、商工費についてご説明させていただきます。

決算書、116ページ・117ページをお開きください。

7款 商工費、1項 商工費、1目 商工総務費について、ご説明いたします。

予算額 592万2,000円、決算額 592万2,000円、執行率は100％となっております。

18節 負担金補助及び交付金 592万2,000円となっておりまして、決算審査説明資料の

36ページをお開きください。

こちらのほうには、商工会の人件費補助金の内訳を記載してございますので、ご確認い

ただければと思います。

続きまして、2目の商工振興費について、ご説明いたします。

予算額 1億6,501万7,000円、決算額 1億5,709万3,964円、執行率が95.2％となってお

ります。

10節の需用費 23万4,113円となっております。

印刷製本費 20万8,615円となっております。

こちらは、新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金説明資料の25ページをお開きく

ださい。

木古内エール商品券事業に係る郵送用封筒代 18万9,750円となっております。

続きまして、11節の役務費 199万1,409円となっております。

郵便料が198万5,634円、こちらは木古内エール商品券事業に係る郵便代となっておりま

す。

18節 負担金補助及び交付金 1億4,886万6,800円となっております。

中小企業融資信用保証料補助金 168万2,457円となっております。

こちらもコロナの臨時交付金説明資料の22ページをお開きください。

一般枠の設備資金が2件、運転資金が1件、コロナ枠の運転資金が17件分の合計20件分と

なってございます。

続きまして、中小企業融資利子補給補助金 118万5,071円となっております。

説明資料の下のほうです。一般枠が融資利率2.755％のうち2％を補給しており、補給件

数は30件となっております。

コロナ枠は融資利率2.75％のうち全額を補給しており、補給件数は13件となっておりま

す。

続きまして、はこだて和牛ブランド化推進事業補助金 224万7,703円となっております。

こちらは、決算審査説明資料の37ページと各課説明資料のほうの117ページをお開きく
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ださい。

1の事業概要につきましては、総事業費が449万5,406円、補助金額が224万7,703円、取

扱業者が11事業者で搬入数量等は記載のとおりとなっております。

2の補助金につきましては、仕入金額の2分の1の額を予算の範囲内で補助しております。

3の事業の状況でございます。（1）の入荷状況につきましては、9回入荷しており、記

載のとおりとなっております。（2）事業費と補助金の状況も記載のとおりとなってござ

います。（3）販売状況につきましては、整形後が1,135.5ｋｇ、販売数量が977.4ｋｇ、

残数量が158.1ｋｇとなってございまして、販売率は86.08％でございます。

こちら令和3年3月31日年度末現在ということですので、いま現在はこちらの残数量はも

う消費されているとなってございます。

（5）入荷部位と販売状況は、118ページをお開きください。

部位の名称は記載のとおりとなっており、搬入割合については、モモが16.3％、ウデが

13.8％、カタロースが12.9％で、上位3位となっております。横の欄は、補助適用前単価

と適用後の販売単価、販売額となってございます。

続きまして、中小企業・小規模企業経営改善等支援事業補助金 4,963万2,000円となっ

ております。

資料番号4の37ページと同じく119ページをお開きください。

申請件数が43件、総事業費が1億2,902万8,502円、補助金額は4,963万2,000円となって

おります。詳細は記載のとおりとなってございます。

続きまして、新型コロナウイルス感染拡大防止協力金 900万円となってございます。

資料番号5の23ページをお開きください。

対象事業者は飲食業、催事業、遊興業で、件数は30件が申請しているとなってございま

す。

続きまして、新型コロナウイルス対策支援金 240万円でございます。

対象事業者は、食料品を取り扱う小売業で、件数は12件となってございます。

木古内町事業継続応援助成金 2,120万円となっております。

こちら資料番号5の24ページをお開きください。

対象事業者は一次産業者、町内の中小企業者で、件数は212件となってございます。

新型コロナウイルス飛沫感染対策補助金 148万3,000円となってございます。

対象事業者は宿泊業、飲食業で、件数は24件となってございます。

木古内エール商品券補助金 6,000万6,569円となっております。

資料番号5の25ページをお開きください。

第一弾の事業期間は、令和2年の7月3日から11月9日までとなっており、町民一人あたり

1万円分の商品券を発行しております。発行数は3,989冊、商品券取扱店舗は99店舗となっ

てございます。

第二弾の事業期間は、令和2年の11月9日から令和3年3月17日までとなっております。

町民一人あたり5,000円分の商品券を発行しており、発行数は3,973冊、商品券の取扱店

舗は91店舗となってございます。

商工の歳入もご説明させてよろしいですか。

廣瀬委員長 お願いします。
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福井（弘）主査。

福井（弘）主査 それでは、決算書の30ページ・31ページをお開きください。

15款 道支出金、3項 道委託金、4目 商工費委託金、1節 商工費委託金 商工会権

限移譲委託金 1万7,475円、電気用品安全法権限移譲委託金 1万5,395円を収入しており

ます。

決算書の32ページ・33ページをお開きください。

16款 財産収入、1項 財産運用収入、2目 利子及び配当金、1節 利子及び配当金

中小企業・小規模企業経営改善等支援基金積立金利子収入 1,642円を収入しております。

決算書の34ページ・35ページをお開きください。

18款 繰入金、1項 基金繰入金、6目 中小企業・小規模企業経営改善等支援基金繰入

金、1節 中小企業・小規模企業経営改善等支援基金繰入金 4,963万2,000円を繰り入れ

ております。

決算書の36ページ・37ページをお開きください。

20款 諸収入、3項 貸付金元利収入、1目 商工費預託金元利収入、1節 商工振興費

預託金元利収入 600万750円を収入しております。こちらは、元金が600万円と利子が750

円となってございます。

商工の歳入は以上となります。

廣瀬委員長 説明が終わりました。

質疑をお受けいたします。質疑ありますか。

手塚委員。

手塚委員 資料番号の4の117ページのはこだて和牛の入荷状況の欄なんですけれども、備

考欄に0.5頭、半身を買ったのかなと思いますけれども、この入荷数量の190.5ということ

は、半身のキロ数ということでよろしいでしょうか。

廣瀬委員長 福井（弘）主査。

福井（弘）主査 手塚委員のとおり、半頭の分のキロ数を記載させていただいてございます。

廣瀬委員長 手塚委員。

手塚委員 なんか思ったより半身にしてもキロ数低いかなと思うんですけれども、1回目か

ら9回目までいっていますけれども、161ｋｇっていう部分もありますし、これ市場購入に

なるのかどこでの購入になるのかお聞かせ願いたいと思いますし、枝重の差っていうのは

小ぶりの牛を買ってきたっていうことになるのか、そういうふうに捉えるのかなと思いま

すけれども。

廣瀬委員長 福井（弘）主査。

福井（弘）主査 こちらは、町内事業者さんが農協関連のはこだて和牛を卸していただくと

ころからの実際に仕入れたキロ数でございます。脂とかまだ取る前、整形前の数量となっ

てございます。

あと、キロ数に若干の増減があるというところでございますが、できる限り希望は出し

てはいるそうなんですけれども、やはり生き物でなかなか上手くキロ数で仕入れることが

できないということで、入ってきた頭数をそのまま入荷させていただいて、各事業者さん

のほうに提供しているというような形で使ってございます。

廣瀬委員長 ほか。
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（「休憩」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後2時56分

再開 午後2時59分

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

ほかありますか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 なければ説明を終了いたします。

続いて、観光をお願いいたします。

片桐課長。

片桐産業経済課長 それでは、観光担当の決算の概要について、説明をさせていただきま

す。

コロナの影響で観光客の減少が続いている中、まずはいま町でできることを取り組みま

しょうということで、まず情報発信に努めた1年でございました。こうした中でもトラベル

クーポン事業、スタンプビンゴを実施し、木古内町に来ていただく取り組みを行ってきた

ところでございます。また、今年度から広域観光、道の駅が当課が所管することになりま

したので、あわせて説明をさせていただきます。

それでは、詳細については担当の中川主査より説明をさせますので、よろしくお願いい

たします。

廣瀬委員長 中川主査。

中川主査 産業経済課産業経済グループの中川です。

私からは、新幹線推進費、広域観光推進費、観光推進費の決算について、ご説明させて

いただきます。

はじめに不用額について、ご説明いたします。

資料番号4、49ページをお開きください。

商工費、商工費、観光推進費、負担金補助及び交付金 不用額が60万3,154円となって

おります。

新型コロナウイルス感染症対策事業、木古内町観光客誘客事業補助金の実績に伴う不用

額となっております。

それでは、歳出からご説明させていただきます。

新幹線推進費について、ご説明いたします。

決算書の62ページから63ページをご覧ください。

2款 総務費、1項 総務管理費、6目 新幹線推進費 予算額が1,471万6,000円、決算

額が1,087万1,469円、執行率が73.9％となっております。

主だったものについて、説明いたします。

10節 需用費については、66万9,996円となっております。

新幹線利用ＰＲグッズとして、開業5周年記念ポスター、開業5周年記念ノベルティーマ

スクケースなどの作成費として、54万6,810円となっております。



- 50 -

11節 役務費について、38万5,000円となっております。

新幹線利用促進ＰＲ事業広告料として、観光客が立ち寄る道の駅を北海道じゃらんに掲

載しております。

新幹線推進費の歳出については、以上となります。

次に、広域観光推進費について、ご説明いたします。

決算書の64ページから65ページをお開きください。

2款 総務費、1項 総務管理費、7目 広域観光推進費 予算額は2,138万6,000円、決

算額が2,096万8,053円、執行率98％となっております。

主だったものについて、ご説明いたします。

7節 報償費は、決算額 10万円となっております。

資料番号4の39ページをご覧ください。

観光大使事業奥田シェフのメニュー提供等に係る謝礼となっております。

10節 需用費については、21万1,111円となっております。

一般消耗品費 15万9,037円は、観光大使事業として山形県鶴岡市奥田政行直営店で10

月に実施した食のＰＲイベントに要した食材及びチラシ代となっております。

観光交流センター消耗品費 5万2,074円となっております。

資料番号5の17ページをご覧ください。

感染防止としてアクリル透明プレート、ロールスクリーンの購入費 5万2,074円となっ

ております。

12節 委託料については、観光交流センター指定管理料 1,297万3,610円となっており

ます。

資料番号5の17ページをご覧ください。

中段の広域観光通信販売ホームページ制作につきましては、道の駅みそぎの郷きこない

ホームページ内に通信販売のページを作成する業務となっております。道の駅のホームペ

ージを管理しているのが一般社団法人木古内公益振公社であるため、木古内町観光交流セ

ンター指定管理料の中で事業を行っております。今回、新型コロナウイルス対応地方創生

臨時交付金事業を抜き出して、資料を提出しており、充当事業も説明資料が必要であった

ためこのような形となっております。

17節 備品購入費については、観光交流センター備品購入費 190万1,680円となってお

ります。

資料番号4の35ページと資料番号5、17ページをお開きください。

パソコンなどの事務機器の更新として121万5,500円、新型コロナウイルス予防対策用備

品購入費として、68万6,180円となっております。

18節 負担金補助及び交付金については、新幹線木古内駅活用推進協議会負担金 240

万円となっております。

資料番号4、38ページをご覧ください。

構成団体による負担金で運営しており、道南西部エリアの路線バスが乗り放題となる江

差・松前周遊フリーパス事業を継続し販売、またインバウンド誘客事業として、海外向け

ＳＮＳ等を活用した情報発信、バス路線図、フリーパス多言語化などに取り組んでおりま

す。



- 51 -

広域観光推進費の歳出については、以上となります。

歳入の説明にはいってよろしいでしょうか。

廣瀬委員長 続いてお願いします。

中川主査。

中川主査 それでは、歳入に関するご説明をいたします。

決算書、38ページ・39ページをご覧ください。

20款 諸収入、5項 雑入、1目 雑入、3節 雑入、産業経済課の上から3段目、雇用保

険繰替金 9,117円を収入しております。こちらは、観光協会事務局長候補1名の地域おこ

し協力隊の雇用保険本人負担分となっております。

4段目、観光交流センター指定管理料還付金 189万3,240円収入しております。

指定管理団体との協定のとおり、利益額の2分の1を還付することとなっていることから、

令和元年度の実績に伴う還付金となります。

5段目、雇用保険繰替金 7,242円を収入しております。

こちらはキーコプロデューサー、広域観光コンシュルジュ2名の地域おこし協力隊の雇

用保険本人負担分となっております。

次に、観光推進費の説明をさせていただきます。

それでは、決算書の118ページから119ページをお開きください。

7款 商工費、1項 商工費、3目 観光推進費です。

予算額 1,735万3,000円、決算額 1,626万2,177円、執行率93.7％となっております。

主だったものについて、ご説明いたします。

12節 委託料については、143万2,590円となっております。

レンタサイクル実施業務委託料 11万円となっております。

資料番号4、40ページをお開きください。

実施期間は7月1日、10月31日となっております。設置場所は、道の駅に配置しておりま

す。

18節 負担金補助及び交付金の木古内町観光協会補助金 480万円となっております。

資料番号4、41ページをお開きください。

事業内容はイベントの補助、ガイドなどの育成事業、木古内町の観光情報を発信するＰ

Ｒ事業、パンフレット作成事務局長の人件費補助となっております。

木古内町観光客誘客事業補助金 471万1,846円となっております。

資料番号5、26ページから27ページをお開きください。

木古内エール・スタンプビンゴラリー事業 98万8,746円となっております。

実施期間は令和2年9月1日、令和3年2月28日となっており、ビンゴした人数は53名とな

っております。また、参加店舗数は31店舗となっております。

木古内エール・トラベルクーポン事業 372万3,100円となっております。

実施期間は令和2年7月22日、令和3年3月31日となっており、町内に宿泊した観光客1人

あたり、3,000円分のクーポンを配布しております。

1,151泊分宿泊されており、クーポン使用金額は345万3,000円となっております。

町内観光広域観光につきましては、以上となります。

廣瀬委員長 片桐課長。
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片桐産業経済課長 先ほど中川主査のほうでいま説明した中で、決算書の39ページの中で、

産業経済課の雑入、観光交流センター指定管理返還金、これ観光交流センター指定管理還

付金というふうにご説明申し上げましたけれども、これは返還金の間違いでございました

ので、そこを訂正させていただきたいというふうに思います。以上です。

廣瀬委員長 ただいま説明が終わりました。

質疑をお受けいたします。質疑ありますか。

平野副委員長。

平野副委員長 平野です。

冒頭の説明のとおり、コロナ禍であり観光については、当然ながら当初予算どおり執行

できなかった部分が多いと。その中でもできることに努めていくと、冒頭の課長の説明だ

ったと思います。

それで、たまたま先日って言えばだいぶ前なんですけれども、自身ドローンの講習と言

いますか体験をさせてもらって、どのように撮影してどういう効果で、活用方法というの

を学ばせていただいたんです。とあわせて先日、熊騒動で幸連地区に熊が現れた時に、担

当職員が熊を追うということでドローンを飛ばして、熊を探すというのもあわせて見たり

して、ドローンの活用方法っていうのは、もう未知と言いますかどんどんどんどん進化も

していますし、活用方法を工夫して使うべきだなって感じているんですけれども、確か令

和2年からドローンの購入をして講習も受けて活用していたと思うんですけれども、もっと

前からやっていました。実際、私も町の広報のドローンを少し使ってみそぎの映像だった

り、素晴らしい作りだなとそれ誰が作ってどうやったのかそこまで把握していないんです

けれども、実際そのことを使ったことによって反響と言いますか効果と言いますか、実態

観光客は来れない状況ですけれども、ＳＮＳ上でのＰＲがどの程度成果として感じている

のか。今後、どのように活きていくという可能性があるのかっていうのをお知らせいただ

きたいと思います。

廣瀬委員長 片桐課長。

片桐産業経済課長 ただいまドローンの関係でございます。

平成30年度に購入しまして、うちのほうでも何名かの職員がドローンの講習に行ってい

ます。そこで、培った技術、あるいはそういう技術的なものも含めてですけれども、ある

意味しっかりとした映像、それから本来見られないような画像、そういったものを駆使し

まして、映像を撮っております。また、映像だけではなくて写真も撮っていますし、今回、

改めて町の町内の観光スポットも含めていろいろ撮影をさせていただきました。まだまだ

編集には時間がかるんですけれども、いずれにしてもみそぎですとかそういう部分につい

ては、ある程度前回のみそぎ祭りについては、ドローンで撮った映像も一定程度映像化し

まして、ユーチューブ等に流しております。あと、海外向けということでリーさんが翻訳

しますので、海外向けの画像、それから映像も含めて、いまユーチューブ等にアップして

おります。

今後については、町としましては当然フル活用して、観光事業だけではなくて、当然熊

だとかあと災害も使えると思いますので、そういう部分では十分使い勝手があるというふ

うに思っていますので、いずれにしましても町とすれば、これからもドローンを上手く活

用しまして、職員の技術も蓄えながら活用してまいりたいというふうに考えています。以
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上です。

廣瀬委員長 平野副委員長。

平野副委員長 活用していくっていうのは答弁ですけれども、いま現在のＳＮＳ上に登載

している部分の反響だとか反応で、自分達が可能性に関して感じている見解って。

廣瀬委員長 片桐課長。

片桐産業経済課長 当然そこについては、反響はあるというふうに感じています。あくま

でも我々も見てもなかなか迫力のある映像だったりとかっていうのもありますし、当然は

じめて見るかたについては、こんなすごいお祭りなんだっていうような形でも受け取って

いただけるというふうに思っています。以上です。

廣瀬委員長 平野副委員長。

平野副委員長 担当課長も感動するような素晴らしい動画、私も何個か見ましたが、まだ

まだ頻度としては少ないのかなとそれは担当職員の仕事の要領等にもよりますけれども、

もっともっと増やして、もっともっとＰＲも含めてできると思います。できれば今後、皆

さんいま携帯持ってスマホですから見ようと思えば見れるんですけれども、まだ見られて

いないかたもたくさんいるので、何かの機会にその動画をＤＶＤに落とすのか、見せてい

ただく機会を作っていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。

廣瀬委員長 ほか。

吉田委員。

吉田委員 いまの関連なんですけれども、私もユーチューブを見ていますけれども、すご

い発信力あって結構見ている人も数字が出てきますよね。コメントもたぶん入ってくる可

能性もありますよね。コメントの部分で、際だったものがものがあるのであれば、います

ぐってわけじゃないですけれども、たぶん先ほど平野副委員長も言っていたけれども、こ

れすごいですよ。いまコロナ禍で宣伝できない部分でこのユーチューブ、これでやはり町

をＰＲする。先ほどもうちょっと多くしたほうがいいっていうのは私もそう思います。こ

れは、職員大変だと思うんだけれども、いろんな手法を使ってもっと拡散していただきた

い。そして、コロナ以降に備えるためにもこれ必要だと思うので、職員は大変だと思いま

すけれども、そこら辺要望して終わります。

廣瀬委員長 片桐課長。

片桐産業経済課長 大変もったいないお言葉いただきまして、ありがとうございます。

コメント欄なんですけれども、それほどの反響ないみたいなんです。ただ、あくまでも

映像は素晴らしい映像だというふうには理解していますので、そういうことでご理解いた

だきたいというふうに思います。

廣瀬委員長 ほか。

竹田委員。

竹田委員 1点確認します。119ページの委託料でイルミネーションの関係なんですけれど

も、これみそぎ祭り冬祭りにたぶん駅前通含めてやっているイルミネーションなのかなっ

ていうふうに思っています。それで、三角のツリーみたい部分なんだけれども、私は当初

昨年もこういう形で予算・決算出てきたんだけれども、毎年例えば業者にこうして委託す

る、当初あれを町が買い取ったのかなと思っていたんですよね。そして、各商店に貸し付

けっていうか貸与をして、例えばあれしたのかなと思っていたんですけれども、そうでは
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なかったんだ。これは、あくまでも業者さんに例えば発注して、業者がツリーを備品とし

て備え付けているっていうものなのかどうなのか。

それと中川主査、これイルミネーションやってもう何年経つ、例えば年数。ツリー自体

の下のほう、錆上がってきているんだよね。全部が全部じゃないけれども、何箇所か見る

限りでは。その辺ちょっと。

廣瀬委員長 イルミネーションについて。

片桐課長。

片桐産業経済課長 今回、イルミネーションの実施業務委託、実は夜に打ち上げています

花火、みそぎ祭りにあわせて使用しています花火のお金もここに含んでいます。これの花

火がいますぐ出てこないんですけれども、花火とイルミネーションのいま竹田委員おっし

ゃいました関係の部分含めて、この金額で委託をしています。いまおっしゃっていますイ

ルミネーションの三角の部分、そこら辺についても管理もしていただいていますので、清

電工さんのほうに管理を委託していますので、そういうお金が発生しているということで

ご理解いただきたいというふうに思います。

廣瀬委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後3時21分

再開 午後3時34分

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

中川主査。

中川主査 すみません、お時間取らせました。一応、このイルミネーションの内訳として

118万6,000円、その内訳のうちに補助金が入っておりまして、北海道観光振興機構の道南

地域分科会補助金 30万を差し引いた金額、88万6,000円の金額となっております。そして、

花火の打上費として、86万2,317円となっております。イルミネーションが16万5,000円と

なっております。花火打上が消費税も込みで、96万円となります。以上となります。

（「休憩」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 暫時、休憩をいたします。

休憩 午後3時35分

再開 午後3時41分

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

片桐課長。

片桐産業経済課長 先ほどのイルミネーションの関係ですけれども、あくまでも観光協会

のほうに88万6,000円の委託料を支払っていますけれども、内訳としましてはそこの88万6,

000円＋観光協会が道南観光振興機構の道南地域分科会のほうから30万いただいていまして、

それとあわせて116万円の事業費で実施をしております。町のほうは、あくまでもその30万

を差し引いた88万6,000円で、委託契約を結んでいるといった状況でございます。

まず、118万6,000円かかっていますけれども、内イルミネーションが16万5,000円かかっ
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ています。花火が96万円かかっています。その他諸経費として、6万1,000円程度かかって

いまして、そのうち、うちのほうの負担としましては88万6,000円を委託しております。

廣瀬委員長 わかりました。

ほか。

相澤委員。

相澤委員 確認なんですが資料4の35ページ、広域観光推進費の備品購入費として121万6,

000円でこれだけの補充しましたよという形であるんですが、予算書で補正で68万9,000円

足して、3月5日の定例会で14万1,000円引いているんですが、この備品の分が199万ってい

うふうになっているんですけれども、その違いの関係どういうふうな形でそういうふうに

なっているんだろう。決算書は64ページです。たぶんこういうことだと思うんですが、6月

の補正がコロナ関係の物を買うという形で出していると思うんですが、それでいいのかど

うか。

廣瀬委員長 説明はできますか。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後3時46分

再開 午後3時49分

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

福井（弘）主査。

福井（弘）主査 相澤委員のご質問でございます。

決算書の64ページ・65ページの広域観光推進費の備品購入費の199万円の予算の部分でご

ざいます。こちらにつきましては、資料番号4の35ページと資料番号5の17ページの備品購

入費の部分を足していただくと支出額が190万1,680円ということで、同額になるような形

になってございます。

廣瀬委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 ほかなければ、産業経済課の調査・報告を終わります。

産業経済課の皆さん、どうもありがとうございました。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後3時51分

再開 午後3時55分

３.その他

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

本日の日程は、終了いたしました。

本日の委員会の中で、総括に残る案件について、どうでしょうか。皆様にお諮りいたし

ます。
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（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 きょうの会議で防災計画等々、あと水産関連に関して、これを常任委員会の

ほうにもっていきまして検討するということで、ただ防災のほうはこれは検討課題にあた

ると思いますので、よろしくお願いいたします。また、水産に関しても常任委員長と相談

して決めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

以上をもちまして、第2回令和2年度木古内町決算審査特別委員会を終了いたします。

なお、次回は9月13日月曜日、9時半からの開会となりますので、よろしくお願いいたし

ます。

皆様、ご苦労様でございました。

説明員 鈴木町長、羽沢副町長、福田総務課長、柿﨑代表監査委員、新井田監査委員

加藤監査委員事務局長、又地議長、加藤議会事務局長、堺主査

福田選挙管理委員会書記長、羽澤（真）主査、佐藤（利）主査、工藤主査

佐藤（萌）主事、田畑まちづくり未来課長、中山主査、中村主査、土谷主事

青木主事、片桐農業委員会事務局長、村上主任、片桐産業経済課長

加藤（崇）主査、山根主事、大坂主事、福井（弘）主査、大高主事、中川主査

廣瀬主事

傍聴者 なし

報 道 （道新）久保支局長

令和2年度決算審査特別委員会

委員長 廣 瀬 雅 一


