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会議録 令和3年9月14日（火） 場 所 3階 第1研修室

会 議 名：第4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、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：平野副委員長

オブザーバー：又地議長

会議時間 午前9時30分～午後1時22分

事 務 局 加 藤、堺

開 会

１.委員長挨拶

廣瀬委員長 定刻になりましたので、ただいまから9月13日に引き続き、第4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、7名でございます。

平野副委員長から午前中を欠席する届け出がありました。

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。

本日の会議次第は、別紙配付のとおりでございます。

改めまして皆さん、おはようございます。

本日の北海道新聞の紙面で、コロナウイルス感染症ということで、函館含め道南で2名と

いうことで、だいぶ収束に近づいてきているのかなと、北海道全体でもそのように感じて

おります。ただ、その辺は皆さんしっかりと感染対策をしてやっていきたいなと思ってお

ります。

２.審査事項

（１）生涯学習課

廣瀬委員長 それでは、まずはじめに生涯学習課の皆さん、本日はご苦労様でございます。

西山課長のほうから、概要があれば説明をお願いいたします。

西山課長。

西山生涯学習課長 皆さん、おはようございます。生涯学習課長の西山です。

決算の説明に入る前に、私のほうから資料番号6－1及び6－2について、ご説明させてい

ただきたいと思います。

こちらにつきましては、例年総務・経済常任委員会の中で第7次木古内町教育総合推進中

期計画に基づく教育委員会の活動状況に関する点検評価を報告させていただいておりまし

たが、昨年度の委員会の中で、決算審査特別委員会の資料として提出しても良いのではな

いかというご意見もございましたので、このたび資料として提出をさせていただいたとこ

ろです。
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内容につきましては、令和2年度のまとめといたしまして、まず学校教育ではコロナ禍に

よる学校が臨時休業になるなど授業時数の確保に苦慮してきましたが、夏休みや冬休みの

長期休業を短縮するなど学校における教育課程の遂行に努めてまいりました。

また、各事業においても一部中止せざるを得ないものもございましたが、縮小等工夫を

重ね概ね実施してきたところです。

さらには、ＧＩＧＡスクール構想に伴い学校のネットワーク環境や1人、1台の端末の整

備、一部では3年度に繰り越しになりましたが、普通教室及び保健室に換気機能付エアコン

を設置するなど各設備における教育環境の整備が図られてきたところです。

社会教育におきましても、コロナ禍により各施設の閉鎖がございました。そのため事業

の見直しを図りながら努めてまいりましたが、4項目として宿泊を兼ねる事業、食事を伴う

事業、町外に出向く事業、不特定多数のかたが参加する事業については取りやめをし、事

業の中止や縮小するなどして対応してきたところです。

そのため令和2年度における評価基準については、これまでのＡからＤ評価のほかに、コ

ロナ禍において実施できなかった事業等については、評価を不可と今回させていただきま

したので、そういった形でこのたびまとめておりますので、皆様にご理解いただければと

存じます。

それでは、このあと決算状況については、各担当のほうから説明させますので、よろし

くお願いいたします。

廣瀬委員長 それでは、まずはじめに学校教育から説明を求めます。

敦澤（祐）主査。

敦澤（祐）主査 生涯学習課学校教育グループの敦澤です。よろしくお願いいたします。

はじめに、歳出より説明させていただきます。

決算書の130ページ・131ページをお開き願います。

説明資料につきましては、不用額が生じている科目がございますので、資料番号4の48ペ

ージ・49ページをお開き願います。

それでは、10款 教育費、1項 教育総務費、1目 教育委員会費では、予算額 85万7,

000円、決算額 72万9,280円で、85.1％の執行率となっております。

8節 旅費のうち、研修旅費につきましては、コロナウイルス感染症の影響により開催中

止となったため執行がございませんでした。

次に、2目 事務局費では、予算額 3,467万5,000円、決算額 3,320万677円で、95.7％

の執行率となっております。

1節 報酬で、35万536円の不用額の主なものとして、スクールカウンセラーの報酬につ

きまして、北海道のスクールカウンセラー事業を活用したことによるものとなっておりま

す。

同じく1節 報酬で、特別支援教育連携協議会委員報酬及びいじめ問題対策委員会委員

報酬、7節 報償費で、教職員研修講師謝金の支出がございませんが、新型コロナウイル

ス感染症の影響により開催することができなかったためです。

7節 報償費で、34万1,526円の不用額が生じておりますのは、教職員研修会への参加が

なかったことによる参加報償費の減と、コミュニティスクール運営委員会の開催回数減に

よるものです。
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10節 需用費のうち、学生等就学エール事業物品購入費 171万円は、町内在住等の大

学生や専門学校生に1人、3万円の電子マネーカードまたは図書カードを給付する事業とし

て実施し、57名のかたに申請いただきました。新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付

金を財源として、実施した事業です。

決算書、132ページ・133ページをお開き願います。

同じく需用費のうち、食糧費 4,661円ですが、資料番号4の52ページに記載がございま

すが、来客用のお茶代となっております。

18節 負担金補助及び交付金で、木古内町生徒指導連絡協議会運営事業補助金で支出が

ございませんが、前年度繰越金及び活動事業費の実績により補助金の全額戻入があったた

めです。

会議負担金につきましては、支出を要する会議等がございませんでしたので、支出額0

円となっております。

決算書、134ページ・135ページをお開き願います。

3目 財産管理費では、予算額 1,721万6,000円、決算額 514万1,330円で、執行率29．

9％となっております。

10節 需用費で、教職員住宅修繕費 58万5,130円となっております。

修繕費の詳細につきましては、資料番号4の142ページに記載しておりますので、後ほど

ご参照願います。

12節 委託料で、815万4,000円を翌年度に繰り越ししています。

こちらは、ＰＣＢ安定器廃棄事業として令和2年度と3年度の2か年継続の事業となって

おり、令和2年度で1,199万9,000円の予算を計上しておりましたが、仕分分別作業を行う

ことにより減容化が図られ、令和2年度分で384万5,800円の支出削減が可能であることが

判明しました。仕分け分別作業には、一定の期間を要するため年度内の完了が困難となる

ことから、令和3年度に繰り越しをしたものです。

15節 原材料費で支出がございませんのは、11節 需用費での修繕費対応としたため、

小破修理に伴う材料費の購入が必要なかったことによるものです。

次に、2項 小学校費、1目 学校管理費では、予算額 4,270万3,000円、決算額 2,54

4万8,560円で、59.6％の執行率となっております。

10節 需用費で、1,102万5,299円となっており、教材・教具・楽器修理費及び校舎修繕

費の内訳については、資料番号4の142ページに記載しておりますので、後ほどご参照願い

ます。

同じく需用費の中の食糧費 5,952円は、資料番号4の52ページに記載しておりますが、

来客用のお茶代となっております。

フッ化物洗口薬品等については、コロナウイルス感染拡大防止により令和2年度は実施

しませんでしたので、支出がございませんでした。

需用費の不用額 47万4,701円は、燃料費の減となっております。

11節 役務費で、郵便料の支出がございませんが、切手等の購入が必要なかったことに

よるものです。

雪庇除去料につきましても、雪庇除去の必要がなかったことによるものです。

決算書、136ページ・137ページをお開き願います。
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14節 工事請負費で、予算額 2,750万円に対し1,100万円の支出は、換気機能付エアコ

ン取付工事の前払金となっており、翌年度繰越額の1,650万円は、完成払分として令和3年

度に繰り越したものです。

2目 教育振興費は、予算額 2,598万4,500円、決算額 2,557万2,053円で、98.4％の

執行率となっております。

10節 需用費で、138ページ・139ページをお開き願います。

教師用指導書 195万7,780円は、小学校の教科書採択替に伴い教師用指導書を購入した

ものです。

14節 工事請負費 1,032万4,160円は、校内ＬＡＮ配線・ネットワーク機器等取付工事

費で、ＧＩＧＡスクール構想による工事費となっております。

17節 備品購入費で、義務教育用教材備品は1人1台のタブレット端末整備並びに、教室

に設置した大型モニター等の整備に係るものです。

3項 中学校費、1目 学校管理費では、予算額 3,892万5,000円、決算額 2,688万7,8

25円で、執行率69.1％となっております。

10節 需用費のうち種子種苗については、購入を要するものがなく支出がございません

でした。

食糧費 6,940円は、資料番号4の52ページに記載しておりますが、来客用のお茶代とな

っております。

教材・教具・楽器修理費及び校舎修繕費の内訳については、資料番号4の142ページ・14

3ページに記載しておりますので、後ほどご参照願います。

決算書、140ページ・141ページをお開き願います。

12節 役務費の雪庇除去料につきましては、雪庇除去の必要がなかったことにより支出

がございませんでした。

14節 工事請負費で、予算額 1,945万9,000円に対し770万円の支出は、換気機能付エ

アコン取付工事の前払金となっており、翌年度繰越額の1,175万9,000円は、完成払分とし

て令和3年度に繰り越したものです。

142ページ・143ページをお開き願います。

3項 中学校費、2目 教育振興費です。

予算額 2,103万500円、決算額 1,978万552円、執行率94.1％となっております。

7節 報償費の体育祭報償費、11節 役務費の体験学習賠償保険料、13節 使用料及び

賃借料の車借上料は、コロナウイルス感染症拡大防止による学校行事の中止等により支出

がございませんでした。

10節 需用費 研究資料印刷代は、印刷を要する資料がなかったため支出がございませ

んでした。教師用指導書についても購入を要するものがございませんでした。

14節 工事請負費 903万5,840円は、校内ＬＡＮ配線・ネットワーク機器等取付工事費

で、ＧＩＧＡスクール構想に係る工事費となっております。

17節 備品購入費の義務教育用教材備品は、1人1台のタブレット端末整備及び教室に設

置した大型モニター等の整備に係るものです。

歳出につきましては、以上です。

続けて、歳入の説明に入ってもよろしいでしょうか。
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廣瀬委員長 お願いします。

敦澤（祐）主査。

敦澤（祐）主査 歳入になります。

決算書の22ページ・23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、5目・1節 教育費補助金 要保護児童生徒就学

援助費補助金 5万2,000円は、要保護児童生徒就学援助費及び特別支援教育就学奨励費の

町負担額の2分の1が補助されたものです。

学校保健特別対策事業費補助金 145万7,000円は、小中学校における感染症対策に係る

補助金で、消耗品費・備品購入費に対する補助金となっており、資料番号5の新型コロナ

ウイルス対応地方創生臨時交付金活用事業の説明資料32ページから34ページに詳細が記載

がございますので、後ほどご参照願います。

公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 739万5,000円と公立学校情報機

器整備費補助金 544万5,000円は、どちらもＧＩＧＡスクール構想に伴う小中学校の工事

請負費と備品購入費に対する補助金となっており、こちらも資料番号5の37ページに記載

がありますので、後ほどご参照願います。

続きまして、決算書の30ページ・31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、1目 財産貸付収入、3節 教育職員住宅貸付収

入で、12戸入居分で、283万3,200円となっております。

決算書、39ページをお開き願います。

20款 諸収入、5項・1目・3節 雑入で、生涯学習課のうち日本スポーツ振興センター

保護者負担金が7万380円、ＮＨＫお天気カメラ設置電気使用料が6万1,116円、こちらは木

古内中学校の屋上に設置されておりますお天気カメラの電気使用料となっております。

日本スポーツ振興センター共済掛金返還金 1,870円は、要保護・準要保護児童生徒に

係る共済掛金の一部返還金となっております。

41ページをお開き願います。

会計年度任用職員の雇用保険繰替金 7万5,047円と公衆電話手数料等 1万6,980円が学

校教育グループ所管分となっております。

歳入の説明は、以上です。

続いて、奨学資金の説明に入ってもよろしいでしょうか。

廣瀬委員長 お願いします。

敦澤（祐）主査。

敦澤（祐）主査 続きまして、奨学資金貸付運用基金に関する内容について、ご説明いた

します。

決算資料資料番号4の146ページをお開き願います。

一番上の表ですが、⑤令和3年3月31日現在の基金会計の残高は6,265万700円で、基金の

運用状況は1,734万9,300円となっております。

次に、下の表1の令和2年度償還実績額内訳ですが、令和2年度償還予定額 197万円に対

し、償還額が186万8,000円で、償還率94.8％となっております。

表の右側については、償還遅延分になりますが、未償還額が815万9,300円で、償還実績

額が17万円、償還率2.1％となっております。
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次に、一番下の表2の令和2年度貸付額内訳ですが、高校生1名、大学生5名の計6名に112

万円の貸し付けを行っております。令和2年度については、新規貸付はございませんでし

た。

次のページをお開き願います。

こちらには、令和2年度奨学資金償還遅延者状況を掲載しております。

貸付件数は18件、世帯数が12世帯で、令和2年度末未納額が798万93,000円となっており

ます。

奨学資金の説明については、以上でございます。ご審議、よろしくお願いいたします。

廣瀬委員長 ただいま、学校教育グループから説明を受けました。

これから質疑に入ります。質疑をお受けいたします。

吉田委員。

吉田委員 おはようございます。吉田です。

2点ほど、質問をさせていただきたいと思います。

資料番号4番の49ページのスクールカウンセラーの報酬減の部分、不足。その不用額の部

分で、予算当初はこの事業がないっていう形の中で、たぶんコロナの関係でこれが道が事

業を起こしたということになりますよね。それで今後の話なんですが、スクールカウンセ

ラーの事業っていうのは、コロナいつ終わるかわからないっていう中で、この部分ってい

うのはどのようになってくるのかなというのが興味あったので質問させていただいたのと、

あともう1点。決算書の135ページのＰＣＢの関係です。昨年、決算委員会の中で私これ質

問をしました。それで、どうなるんだろう。ことしの予算委員会の時も同僚委員のほうか

らも質問あったように、先ほどの説明の中に令和3年度の中で処理するっていう話がありま

した。それの完全に処理できるのかっていう確認をここでしますので、よろしくお願いし

ます。

廣瀬委員長 西山課長。

西山生涯学習課長 まず1点目のスクールカウンセラーの関係なんですけれども、こちらに

つきましては当初予算で教育委員会で持っている予算とあと道のほうで元々事業を活用し

て、だいたい半分半分という形での予算を計上しております。今回、臨時休校があったこ

とによって学校に生徒さんも来ないということで、スクールカウンセラーさんも出勤がな

かったものですから、その部分がまず金額として影響出ているんですけれども、その部分

の大半を道の事業を活用して支出できたということで、町費の部分については抑えられた

という中身になっております。

スクールカウンセラーについては、今後も引き続き継続して活用しながら進めていきた

いというふうに思っておりますので、まず1点目についてはそういった形とさせていただき

ます。

あとＰＣＢの関係ですけれども、昨年度2年計画で実施する予定でございました。いろい

ろ事業を確認する中で、ＰＣＢの減容化を図ることによって、令和2年度・3年度で500万強

の部分が削減されるいうことがわかって、委員の皆様にもご説明いただいて、ご了承いた

だいた部分ですけれどもこれにつきましては、ことしの7月26日にもう全て令和2年度分・

3年度分、処理も行っておりますので、まずご報告を申し上げます。

廣瀬委員長 吉田委員。
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吉田委員 丁寧な説明、ありがとうございます。いま課長のほうからありましたとおり、

コロナで授業日数が足りなくなったと。スクールカウンセラーの部分ってすごい大きいん

ですけれども、先生方ももう大変だと思うんです。休みが多くなった分、教える時間がな

いという声がチラホラ聞こえてくるんですよ。その辺でこのコロナの状態がいつ終わるか

わからない中で、週休2日制ですよねいま。それで5日でやっていって、はたして子ども達

十分な授業を受けさせることができるのかというのがすごい心配な部分がある。中に父兄

に土曜日もまた再開してっていう話もあるんですが、これは最終的には教育長の判断にな

るのか、学校の判断になるのかわからないんですが、授業が最後になったらもう何て言う

のか時間が足りなくて教えられないっていうのがあるし、父母の中にもやはり足りないっ

ていう部分があるので、そこら辺教育委員会も大変悩むところだと思うんです。その辺で

これコロナで終わらない、いつまたクラスター発生して学校が緊急事態になって休みにな

るってなると本当に子ども達の教育っていうのが大変になるので、そこら辺教育長からひ

とことその辺について見解があればお伺い願いたいと思います。

廣瀬委員長 教育長。

野村教育長 ただいまの学校教育における授業数の確保というふうなことのご質問だとい

うふうに認識しているところでございます。

令和3年度になって、いままでの段階ではそういうような問題点はありません。昨年のこ

とに戻ってお話したいと思いますが、本当に吉田委員が心配していたように、学校の全国

一斉の臨時休校というようなことで、授業数が確保できるかどうかというような心配はあ

りました。親御さんもやはりそのあたりを心配していました。この部分については、学習

指導要領で小学校1年生から義務教育であれば中学校3年生まで、1年間に必要な授業数・時

間数というのは決まっています。それをやはり確保しなければ次の年に進級できないとい

うようなことも心配がありますので、学校のほうでは十分にその確保に努めてきました。

昨年は、夏休みと冬休みを利用して確保したというような状況であります。それとあと、

学びの保障ということでＧＩＧＡスクール構想の中の端末を家庭内に持ち帰っての学習と

いうことに活用しながら、授業数の確保に努めていくというような工夫も今後考えられる

んじゃないかなというふうに思いますし、現在のところ本州・東京だとか関東方面では、

そのような形で学校が臨時休校・休園になった場合に、そういうような形でリモートで行

っているというようなことも聞いているところでございます。

令和2年度については、しっかりと学びの保障はしております。この3年についても4月か

ら現在のところは、順調にいっているというような状況でございます。

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、審査を終了いたします。

ご苦労様でした。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午前9時57分

再開 午前9時59分
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廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

続いて、社会教育グループの説明をお願いいたします。

佐藤（元）主査。

佐藤（元）主査 社会教育グループの佐藤です。よろしくお願いいたします。

私のほうから、社会教育グループにかかる決算について説明させていただきます。

歳出より説明させていただきます。

決算書、142ページ・143ページをお開き願います。

10款 教育費、4項 社会教育費、1目 社会教育総務費です。

予算額 986万2,000円に対し、決算額 952万1,450円、執行率96.5％となりました。

主なものといたしまして、各種事業実施のための報償費 24万6,521円、町史編さん事業

委託料の902万円となっております。

7節 報償費の成人式報償費の支出額が0円となっておりますが、これは新型コロナウイ

ルス感染防止の観点から成人式及び祝賀会の中止をしたことによるものです。

144ページ・145ページをお開き願います。

18節 負担金補助及び交付金のうち、子ども会育成連合会補助金及び文化団体協議会補

助金の支出額が0円となっておりますが、こちらは実績に基づき全額返納されたことによる

ものです。

続きまして、10款 教育費、4項 社会教育費、2目 公民館費です。

予算額 1,530万8,000円に対し、決算額 1,422万2,842円、執行率92.9％です。

主なものとしまして、会計年度任用職員の報酬として、公民館管理臨時職員と図書整理

員の人件費 416万6,562円、電気料等の需要費 596万8,878円、公民館管理に係る委託料

94万2,480円、備品購入費 131万3,574円となっております。

10節 需用費、不用額が51万9,122円となっております。

要因としまして、緊急事態宣言による施設閉館に伴い、施設の燃料費の減少が主な原因

となっております。なお、修繕費の内訳につきましては、資料番号4、143ページに記載し

ておりますので、後ほどご参照をお願いいたします。

決算書に戻りまして、146ページ・147ページをお開きください。

15節 原材料費のうち、小破修理材料費の支出額が0円となっており、資材の購入がなか

ったことによるものです。

続きまして、10款 教育費、4項 社会教育費、3目 資料館運営管理費です。

予算額 441万4,000円、決算額 401万5,427円、執行率91％です。

主なものとしまして、会計年度任用職員の報酬として、資料館職員の人件費 166万6,0

00円、燃料費、修繕費等の需要費 142万4,568円、施設管理に係る委託料 53万1,646円と

なっております。

10節 需用費内の修繕費の内訳につきましては、先ほどと同じように資料番号4、143ペ

ージに記載しておりますので、後ほどご参照をお願いします。

また、149ページ上段にあります需用費内、食糧費、お茶代につきましては、来客用のお

茶となっております。こちらにつきましても、資料番号4、52ページに記載しておりますの

で、ご参照をお願いします。

続きまして、10款 教育費、5項 保健体育費、1目 保健体育総務費 予算額 170万円、
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決算額 105万3,271円、執行率62％となっております。

主なものとしまして、7節 報償費として58万8,120円、こちらは全国・全道大会の参加

報償費となっておりまして、参加者は小学校軟式野球で3名が参加、中学校ベースボールク

ラブで4名の参加となっております。

同節 報償費の不用額が38万8,880円となっております。

要因としまして、3月までに予定されていました全道大会がなくなったことによる不用額

となっております。

9節 旅費 委員研修旅費の支出が0円となっておりますが、こちらは新型コロナウイル

ス感染症拡大により、参加を見合わせたため執行はありませんでした。

11節 役務費 スポーツ教室講師保険料の支出が0円となっております。

こちらは、新型コロナウイルス感染症拡大により事業を縮小をしたため、執行はござい

ませんでした。

続きまして、決算書150ページ・151ページをお開き願います。

10款 教育費、5項 保健体育費、2目 保健体育施設費です。

予算額 8,844万円に対し、決算額 8,370万737円、執行率94.6％です。

主なものとしまして、会計年度任用職員の報酬としてスポーツセンター職員、各施設の

管理人等の人件費 1,025万574円、各施設の需要費 1,097万5,153円、改修工事による工

事請負費 5,390万円となっております。

1節 報酬につきまして、61万1,426円の不用額がございます。

主な要因としまして、緊急事態宣言による施設閉館に伴って勤務時間が減少したことに

よる支出減となっております。

10節 需要費の不用額につきましては、155万9,847円となっており、主な要因としてこ

ちらもコロナ禍による施設の閉館に伴う、修繕費と施設の燃料費の減少によるものになっ

ております。

決算書、152ページ・153ページをお開き願います。

14節 工事請負費につきまして、160万円の不用額となっており、こちらは改修工事に

係る入札減によるものです。

15節 原材料費について、不用額がございます。

不用額 64万4,991円は、各施設の修繕材料の減によるものになっております。

歳出の説明については、以上となります。

次に、歳入の説明に移ってもよろしいでしょうか。

廣瀬委員長 お願いします。

佐藤（元）主査。

佐藤（元）主査 歳入について、説明いたします。

決算書、18ページ・19ページをお開き願います。

13款 使用料及び手数料、1項 使用料、4節 教育費使用料は、予算額 209万3,000円

に対し、収入済額 149万3,876円となっており、公民館使用料 14万9,886円、保健体育施

設使用料は134万3,990円、こちらの内訳としまして、テニスコート夜間照明使用料として、

1万9,690円、パークゴルフ場の使用料として132万4,300円となっております。

資料番号4、145ページにパークゴルフ場の利用状況を記載しておりますので、後ほどご
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参照ください。

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、5節 教育費補助金 学校・家庭・地域連携協力推進

事業費補助金 2万6,000円は、木古内無名塾及び木古内無名塾ジュニアの活動に対する補

助金となっております。

続きまして、決算書38ページ・39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、生涯学習課社会教育グループ所管の

ものは、公民館講座受講料 1万2,080円、こちらは公民館講座、水中運動、水泳教室の参

加料となっております。

次に、決算書40ページ・41ページ、次のページをお開きください。

所管分としまして、雇用保険料繰替金 3万4,625円と公衆電話手数料等 1,000円が社会

教育グループ所管分となっております。

歳入の説明は、以上となります。ご審議をお願いいたします。

廣瀬委員長 ただいま、社会教育グループより説明を受けました。

これから質疑に入ります。質疑をお受けいたします。いかがでしょうか。

竹田委員。

竹田委員 決算書の151ページの需用費の中で、保健体育施設の電気料これなんだけれども、

主たる部分は電気料の一番大きいのが野球場なのか、例えばスポーツセンターでの電気の

使用料なのか、その辺のあれっていうのはどういう実態になっているのかまず教えてくだ

さい。

廣瀬委員長 西山課長。

西山生涯学習課長 ただいま、竹田委員のご質問に対してお答えいたします。

体育施設の電気料についてですけれども、いま詳細については持っていなかったので、

正確な数字ではございませんが、野球場については基本的に毎月9万から使わない時でも9

万前後かかる状況となっております、基本料金として。それが使用にあたってその時期に

ついては、だいたい12万から13万そういった形になりますので、野球場だけでだいたい10

0数万という形にはなります。あと、テニスコート等については、スポーツセンターと同じ

配線と言いますか含まれて請求がきますので、概ね3分の1が野球場というような形になっ

ております。一応詳細については、以上です。

廣瀬委員長 竹田委員。

竹田委員 野球場の夜間照明、これやはり夜使ってもらうための夜間照明だから当然電気

料はかかるっていうのはわかるんだけれども、ただ、いまいろんな部分で例えば防犯灯含

めて、例えばＬＥＤ化にして電気料がいまたぶんこの体育施設の電気料より全町の防犯灯

の電気料のほうが逆に安くなったっていうか、下がってきているというような状況なんで

すよね。ただ、かつては野球場の一般の使用含めてあれした時は、収入があったわけです

よ。使用する都度2,000円だとかいくら料金かかって、いま全く野球場の収入についてはゼ

ロ。ということは、たぶん少年野球だとか育成のためのあれで例えば減免していると思う

んですよね。それはそれで何もいいんですけれども、ただやはりこれから電気料が見る限

りではすごく突出しているんですよ、ここの部分が。ですから、せっかく使わせるための

ナイター照明ですから当然電気代かかるっていうのはわかるんですけれども、やはり少年
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野球だとかの育成のための使うのはいいんだけれども、ただ一般のかたから野球場が例え

ば使いたいって言ってももう少年野球等で使用ができないっていうか、もう町のバスと同

じで申し込みがびっちり入っているっていうそういう声聞くんですよね。ただ、その辺含

めてやはり使用を許可する場合のいろんな大きな大会の場合だったら1か月も2か月も前に

予約して、きちんと会場を抑えなきゃならない。ただ、練習なんかの場合だったら順次変

更も可能なわけですから、いざ使いたいっていう時に使えないっていう実態がやはりわか

らないって言うんだよね。どうして子どもだけに使わせる野球場でないだろうっていうふ

うな声も出てくるんですよ。ですから、いまやっている野球場の使用許可の実態がどうな

のかっていうのをまず一つ確認したいと思います。

廣瀬委員長 西山課長。

西山生涯学習課長 まず1点目のＬＥＤ化ということで、教育委員会のほうでも夜間照明に

ついてのＬＥＤ化というのを業者のほうにも確認しました。ただ単純に、球を替えるだけ

っていうことにはならないらしくて、設備の部分も含めて改修ってなるとやはり相当な金

額がかかってくるということもありましたので、その点についてはまず確認段階でいま抑

えているところでございました。あと、野球場の使用の関係についてですけれども、正直

私も少年野球に関わっている1人として、年間とおして1年分何月から何日まで使用したい

ということでは、申請のほうを上げております。その上で減免っていう部分についても一

緒にお願いしてあげております。ただその中で、大きな大会等についてはなかなか変更等

はできないにせよ、練習等についてはそのあとにいろんないついつ使いたいとか大会入れ

たいとかという部分については、少年野球もたかとり球場だけじゃなくて隣の山村広場も

活用できますので、そういった形では動きながらやっているつもりではございました。

ただ、いまたかとり球場の使用の部分については、少年野球を中心にあと町外のチーム、

中学生のチームだとかも空き状況を見ながら使用している状況もございます。あと、軟式

野球連盟だとかその他の団体等についてもやはりナイター設備があるっていうことで、そ

の大会等開催する中で、雨で遅くなってもナイター使ってできるっていう利便性もうちの

球場ございましたので、その辺でもいろいろ使用の申請については、来ております。ただ、

先ほど言われた少年野球等については、動くことは全然可能でありますので、その都度連

絡取り合いながら対応したいなというふうに考えております。

廣瀬委員長 ほか。

吉田委員。

吉田委員 吉田です。

いま同僚委員からの関連するかどうかわからないんですけれども、一般の収入の19ペー

ジの部分で、テニスコートの照明使用料が金額発生していますよね。そして、野球場の照

明使用料がゼロと。これ私の考えで令和2年コロナで大変だったので、野球たぶん夜ナイタ

ー野球も全部中止になってやっていないのかなと思ったんですよ。それで、その部分で先

ほど同僚委員のほうから補助するような感じのなんかそういう話があったんですが、これ

野球場コロナの関係で中止、やらないでくださいっていう形の中でだったのか、そしてな

のにテニスは夜間やっていると。これ人数のあれなのかどうなのか、この辺やはりきちん

と使わせるか使わせないか、夜間というのは。そこら辺の見解っていうのは、令和2年度ど

ういう見解だったのか詳しくお願いします。
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廣瀬委員長 西山課長。

西山生涯学習課長 ただいま吉田委員のご質問に対して、お答えいたします。

まず、テニスコートと野球場の使用料の関係なんですけれども、先ほどご説明いたしま

したが、野球場の夜間照明については、少年野球のほうで使用させていただいている時期

もございます。ただその部分については、減免申請を上げる中で、子ども達のそういう活

動の位置付けという形で減免させていただいております。

あと、一般の野球場の利用というのが令和2年度ございませんでした。いま町内でも一般

のチーム自体が元々ナイターリーグとかやっていたんですけれども、チーム数がもうなく

なって、ナイターリーグ自体がいま開催されていないというのがまず一つございます。

年に数チーム、夜間使用したいということで来たりはあったんですけれども、令和2年度

についてはなかったということで、まずここの部分ゼロ、決算となっております。

あと、テニスコートの使用料については、基本的には一般のかたが利用されています。

これも多くの町民のかたが利用しているという部分がございましたので、一般か少年団

の活動かというところでの減免あるなしというところでの金額の部分で、今回出てきてお

ります。緊急事態宣言時については、基本的には令和2年度屋外の施設につきましても、使

用禁止という形にしておりましたので、緊急事態宣言時はテニスコートも野球場も使用し

ておりませんでした。今年度は令和3年度については、屋外施設は町民のみ利用可能という

ことで、対応しているところです。

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、社会教育グループの説明を終了いたします。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午前10時21分

再開 午前10時21分

（２）学校給食センター

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

続いて、給食センターグループの説明を求めます。

西山給食センター長。

西山学校給食センター長 それでは、学校給食センター所管の決算についてご説明いたしま

す。

最初に、歳出のほうからご説明いたします。

決算書の152ページから153ページをお開き願います。

10款 教育費、5項 保健体育費、3目 学校給食費 予算額 4,754万5,000円、決算額

4,578万8,986円、執行率につきましては96.3％となっております。

ここでは、1節 報酬と4節の共済費については、調理員5名分にかかる経費が主な部分と

なっております。

ほかについては、例年どおりとなってございます。
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続きまして、8節 旅費でございます。

この中で、普通旅費が0円となっておりますが、こちらにつきましてはコロナ禍の影響に

より、各種研修等が中止になったことにより、支出がなかったということとなってござい

ます。

続きまして、10節の需用費でございます。

決算額 1,105万668円で、不用額が55万3,332円となっております。

この不用額の内容ですけれども、コロナ禍において学校が休校となったことにより、給

食もその間休止となっておりますので、その部分の光熱水費が減少した部分となってござ

います。

そのほかの需用費については、例年どおりとなってございます。

続きまして、154ページから155ページをお開きいただきたいと思います。

11節 役務費、12節 委託料、13節 使用料及び賃借料につきましては、いずれも予算

内の執行となってございます。

また、15節の原材料費につきましても、概ね予算内の執行となっておりますが、不用額

が75万8,513円ございます。

これは、先ほどご説明いたしましたが、学校休校に伴い給食を提供することができなか

ったことによる期間がございましたので、その部分が減少となってございます。

続きまして、決算書の156ページから157ページをお開きいただきたいと思います。

18節の負担金補助及び交付金でございます。

決算額 31万5,905円となってございます。

これにつきましては、昨年6月に補正いたしました学校臨時休業対策費補助金として30万

円を支出してございます。

続いて、21節の補償・補填及び賠償金、こちらの決算額につきましては15万4,700円とな

ってございます。これも先ほどと同じく昨年の6月に補正しておりまして、臨時休校に伴う

給食加工費用補償金として15万4,700円支出しているところでございます。

歳出については、以上です。

続きまして、歳入についてご説明いたします。

歳入の決算書、36ページから37ページをお開きいただきたいと思います。

20款 諸収入、5項・1目 雑入、1節 学校給食費でございます。

予算額 255万9,000円、調定額につきましては247万2,506円、収入済額が220万5,651円、

収納率につきましては89.2％となってございます。

学校給食費の収入済額 220万5,651円の内訳ですけれども、現年度分が220万651円、過

年度分が5,000円となってございます。

なお、現年度分につきましては、100％の収納となってございます。

決算資料の資料番号4の148ページをご参照いただきたいと思います。

ここでは、学校給食費の未納者の状況について掲載しております。

令和2年度当初の未納額につきましては、3世帯で27万1,855円、年度中に1世帯から5,00

0円の納入がございましたので、年度末の過年度未納額につきましては、26万6,855円とい

う状況となってございます。

なお、過年度未納額につきましては、一部を除いて少額ではございますけれども、納入
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の意思をもって分割等によりお支払いいただいていることもあることから、今後も引き続

き完納に向けて収納に努めてまいりたいというふうに考えております。

次に、決算書の41ページをお開きください。

このページの一番上に学校臨時休業対策費補助金として、27万円の収入となってござい

ます。これにつきましては、先ほど歳出で説明いたしました学校臨時休業対策費補助金の

令和2年度分として20万円、平成31年度分として7万円の収入となってございます。

同じく雑入の雇用保険繰替金の3万2,331円については、給食センターの調理員分5人の雇

用保険本人負担分となってございます。

歳入については、以上です。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、給食センターグループより説明を受けました。

質疑をお受けいたします。質疑はありますか。

安齋委員。

安齋委員 安齋です。

決算書153ページの需用費の光熱水費というふうになっているんですが、これ500万円と

結構大きい額になっているんですけれども、何と何と何、一応なっているのでそういうこ

とだとは思うんですけれども、それぞれいくらになっているかわかりますか。

廣瀬委員長 西山給食センター長。

西山学校給食センター長 安齋委員のご質問に対して、お答えいたします。

先ほどの需用費の中の光熱水費の内訳ということで、まず電気料につきましては424万3,

094円、水道料につきましては85万9,351円、合計いたしまして510万2,445円となってござ

います。電気と水道の2項目となります。

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なので。

（「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10時31分

再開 午前10時35分

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 ないようなので、生涯学習課所管の審査を終了いたします。

どうもご苦労様でした。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午前10時35分

再開 午前10時47分
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（３）建設水道課

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

建設水道課、審査説明、課長のほうから概要説明あればお願いいたします。

構口課長。

構口建設水道課長 連日の審査、お疲れ様でございます。これから建設水道課のほうの説

明とします。

まず、建設水道課につきましてですが、建設水道グループとしまして、一般会計で施設

の管理、土木費、この二つです。簡易水道事業会計、上水、下水道特別会計で下水、これ

を所管しております。

まず、一般会計に属する財産施設、土木、建築について説明し、その後、上水道の説明

に入っていきたいと思います。

それでは、私のほうから建設水道課所管の令和2年度決算の事業概要について、簡単に説

明させていただきたいと思います。

まず、施設管理でございます。

施設管理につきましては、庁舎、施設、あと公用車の維持・保守が主な業務となってお

ります。今年度につきましては、概ね例年並みとなっておりますが、備品購入で3台の公用

車、コロナ対策事業として産業会館のほうにロールスクリーンを設置しております。

土木です。

土木につきましては、道路、河川の維持・修繕、橋梁の長寿命化事業が主なものとなっ

ております。

建築です。

建築につきましては、公営住宅の建設、維持管理、入退去の事務手続き、各種公共建築

物の改修等が主な業務となっております。また、道営住宅につきまして、北海道より指定

管理業務を受けております。

簡単ではございますが、以上が一般会計に属する部分のこれから施設管理と土木費の概

要説明に入っていきたいと思います。

私のほうから、概要につきましては以上です。

そうしましたら、施設管理につきましては、私のほうから説明のほう入りますので、そ

の後土木費について各担当より説明させます。

それでは、はじめさせていただきます。

決算書、54ページから55ページをお開きください。

あわせて資料番号5、臨時交付金の活用事業の説明資料ですが、3ページを参照ください。

それでは、決算書です。下段のほうになります。

2款 総務費、1項 総務管理費、3目 施設管理費は、施設の会計年度任用職員の報酬、

各施設にかかる維持管理料、修繕費、公用車の管理が主なものとなっております。

予算額 8,700万1,000円、決算額 8,366万8,166円、概ね例年どおりの執行状況でござ

います。

1節 報酬、4節 共済費につきましては、資料番号5にも載せてありますが、これの3ペ

ージですが、町内緊急雇用対策事業として1名の会計年度職員を採用しております。

10節 需用費、12節 委託料におきましては、不用額が発生しておりますが、これにつ



- 16 -

きましては資料番号4の説明資料の不用額一覧になりますが、これの46ページから47ページ

に記載しておりますので、参考としてください。

決算書に戻ります。決算書56ページ・57ページ、次のページになります。

11節 役務費、12節 委託料、ページ進みまして58ページ・59ページになりまして、13

節 使用料及び賃借料から26節 公課費までは、例年並みとなっております。

なお、17節 備品購入費につきましては、3台の公用車と産業会館へのテーブル購入、及

び先ほど説明いたしました新型コロナ対策でのロールスクリーンを購入しております。

また、備品購入について公用車1台とロールスクリーンについては、資料5にも載せてお

りますが、それを終え臨時交付金を活用しております。

18節 負担金補助及び交付金においては、下水道の受益者負担金が前年度より増額して

おります。

以上が歳出になります。

歳入に入ってもよろしいでしょうか。

廣瀬委員長 お願いします。

構口課長。

構口建設水道課長 歳入、決算書16ページから17ページに戻ります。

下段の13款 使用料及び手数料、1項 使用料、1目 総務費使用料です。

1款 会館使用料は、産業会館と各種施設料の使用料となっております。

進みまして、決算書30ページから31ページです。

場所的には中段の16款 財産収入、1項 財産運用収入、1目 財産貸付収入、その中の

1節 土地建物貸付収入で、町有地の貸付が233万6,926円、その下のほうになりまして4節

町職員住宅貸付収入 職員の住宅貸付、その下、2目・1節 利子及び配当金、この中の

備考欄の一番下になりますが、旧江差線施設解体撤去事業準備基金利子収入が財産担当と

なっております。

ページめくりまして、32ページ・33ページになります。

16款 財産収入、2項 財産売払収入、1目 不動産売払収入です。

1節の土地売払収入がありますが、これにつきましては北海道電力の無線鉄塔建設に伴う

旧鶴岡小学校のグラウンドの敷地の一部を売り下げたものでございます。

38ページ・39ページに進みます。

20款 諸収入、5項・1目・3節 雑入です。

備考欄中央が建設水道課になりますが、この中で公営住宅共同電気料とコピー料金以外

が財産の担当のほうとなっております。

なお、建設水道課の中段にあるんですが、部分林収益分収とありますが、これにつきま

してですが、これは木古内町部分林規則におきまして、町有地にある山林を各町内会等に

無償貸付して、町内会で植樹した樹木が育成しまして、このたびこの材を伐採したことに

よって収益が発生しております。この規則で定めた割合にて双方で分配する制度がありま

して、令和2年度におきまして、二つの会が伐採しましてこの金額の収入があったものでご

ざいます。

以上、財産のほうの説明を終わります。

廣瀬委員長 ただいま説明を受けました。
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質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。

竹田委員。

竹田委員 施設管理の55ページの需用費で、蜂駆除の消耗品 25万円ほど執行しています

けれども、これの例えば2年度の蜂駆除の出動回数っていうかどのくらいの例えば要請で出

ているのかっていう部分を教えてください。

廣瀬委員長 構口課長。

構口建設水道課長 竹田委員の質問にお答えいたします。

蜂駆除に関連する消耗品ですが、これにつきましては令和2年度から町民課のほうへ移行

しております。一応経験までに私ども建設水道課でやっていた部分としましては、やはり

夏の温度等によって蜂駆除の依頼というのは、かなりの回になります。参考までに去年は、

そんな暑くなかったということで、100件を切るくらい。多い時期には、200件を超える年

度もございました。そういった中で、消耗品ということなんですが、蜂を駆除するための

殺虫剤のスプレーがありますので、これの購入本数によって、その都度消耗品が出入りが

変わるというような実情でございます。以上です。

廣瀬委員長 竹田委員。

竹田委員 そうすれば、3年度からは町民課に業務が移行したんだ。これなぜ、消耗品に対

する確認ではないんです。回数からして例えば蜂駆除で100回も職員が現場に出なきゃなら

ないっていう、このことは改善しなきゃならないだろうと思うんですよね。私は、逆に例

えば今後予算編成に向けては、委託するっていう方向だって一つの方法論だと。ただ、委

託して受けてくれる団体なり例えば会社でもあるかどうかっていう部分もこれありなんで

すよね。ですから、ただ職員が防護服みたいなのを着て蜂駆除するっていう時代ではない

のかなっていうふうに思っているんですよ。その辺ただ、2年度の決算の中では建設水道課

所管の部分でこういう報告があったものですから、この場で議論させてもらうし、予算編

成の時は今度は町民課で議論しなきゃならないのかなと思うんだけれども、その辺ってい

うのはいままでやってきた担当としてどうですか。

廣瀬委員長 構口課長。

構口建設水道課長 申し訳ございません。先ほど私の発言について、訂正させてください。

蜂の駆除につきましては、令和3年度から町民課を移行しておりました。先ほど発言いた

しました令和2年度については、3年度について訂正させていただきたいと思います。

いま竹田委員のほうから、作業について職員がやることに対して、委託の検討がどうな

のかということのお話がございました。この件につきましては、私どもでやっている時に

そういったような内容も課内で話し合ったことがございます。その当時は、その当時の臨

時職員とかあと施設の職員とかいる中で対応しておりましたが、やはりいまの時代マンパ

ワーがない部分っていうのは、やはりある程度は職員でやっていくっていうことも必要か

なと考えております。仕事として事務、外の仕事と分けるということも一つのあり方かも

しれませんが、こういった中でやはり町のサービスの一貫としてある程度仕事の中で回す

ことを可能だという判断をさせていただいた中で、建設水道課所管の時においては、内部

のほうで対応させていただいたという経緯がございます。今後どうするっていうことにつ

きましては、今度所管になります町民課のほうとこういったお話があったということもお

伝えしながら、今後について検討する余地があれば何らかの報告があると思います。以上
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です。

廣瀬委員長 竹田委員。

竹田委員 2年度については建設水道課が担当して、これは例えば建設水道課がやっていた

時は、職員が出ていたんだ。私は例えば会計年度任用職員、俗に言う臨時さんだとか含め

た部分で蜂の対応をしたのかなっていうふうに思っていたものですから、そうではないと

すればいま課長の答弁からすれば、職員で対応可だというようなことで、委託するってい

う方向は建設水道課とすれば考えていないっていうことですね。わかりました。

廣瀬委員長 ほか。質疑ありますか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 ないようなので、先に進みます。

続いて、説明を求めます。

佐藤（翔）主事。

佐藤（翔）主事 それでは、土木担当から説明いたします。

はじめに、歳出から説明いたします。

決算書、120ページから121ページのほうをお開きください。

8款 土木費、1項 土木管理費、1目 土木総務費は、道河川の樋門・樋管の管理と各協

会金の負担金となっており、決算額 82万122円です。

2項 道路橋梁費、1目 道路維持費については、町道等の道路維持費に係る経費となっ

ており、決算額 2億1,253万2,176円となっております。

次に、10節 需用費 支出済額 1,128万7,436円は、前年度対比約360万円の減となりま

したが、主な原因として冬季のロードヒーティング廃止による電気料の減及び道路維持補

修費の減によるものとなります。

次に、12節 委託料についてですが、支出済額 1億3,406万1,920円は、前年度対比 9,

337万円ほどの増となりましたが、昨年度あの1年については近年にない少雪であったこと

によるもので、また橋梁長寿命化事業として佐女川跨線人道橋の評価調査を行っておりま

す。

次に、13節 使用料及び賃借料については、町道維持管理を行うための重機等の借り上

げ、雪捨場の借り上げ料となります。

14節 工事請負費については、橋梁長寿命化事業として中野橋の補修工事を平成31年度

と令和2年度で実施しております。その他、記載した4本の工事も実施しております。

次に、122ページ・123ページのほうに進みまして、15節 原材料費 前年度並みとなり

ます。

21節 補償・補填及び賠償金につきましては、機械センター裏、いま工事のほうを実施

している第一佐女川橋に添架されている汚水管渠の設計と移設工事の補償金となります。

これらの事業につきましては、資料番号4の42ページ、主要な施策事業ということで、橋

梁長寿命化事業のほうを参考に載せておりますので、ご参照ください。

次に引き続き、122ページ・123ページで、2目 道路新設改良費につきましては、決算額

96万455円で、前年度並みとなっております。

3項 河川費、1目 河川総務費につきましては、決算額 399万7,400円で、河川の維持

管理費となっております。
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4項 都市計画費、1目 都市計画総務費につきましては、決算額 1億890万8,364円で、

下水道事業特別会計への繰出金が主なものとなっております。

最後に決算書、158ページ・159ページをお開きください。

11款 災害復旧費、1項 土木施設災害復旧費は、前年度同様となります。

以上で、歳出の説明のほうを終わります。

廣瀬委員長 続けて、歳入お願いします。

佐藤（翔）主事。

佐藤（翔）主事 続きまして、歳入のほうを説明いたします。

決算書は戻りまして、16ページ・17ページのほうをお開きください。

下段のほうで、13款 使用料及び手数料、1項 使用料、3目 土木費使用料、1節 道路

使用料及び2節 堤塘使用料は、北電・ＮＴＴ電柱の道路、河川占用となっております。

続いて、決算書18ページ・19ページとなります。

中段の2項 手数料、1目・1節 総務手数料のうち、都市計画図交付手数料が土木担当と

なります。

続きまして、決算書22ページ・23ページです。

中段くらいのほうですが、14款 国庫支出金、2項 国庫補助金、4目 土木費補助金の

橋梁長寿命化事業における交付金となります。

続いて最後になりますが、決算書30ページ・31ページです。

中段の15款 道支出金、3項 道委託金、5目 土木費委託金については、北海道管理河

川の樋門樋管操作委託金となります。

その下、2節 都市計画費委託金は、北海道からの権限移譲に対する委託金で今年度はご

ざいません。

以上で、歳入の説明を終わります。ご審議のほうよろしくお願いいたします。

廣瀬委員長 ただいま、説明を終了いたしました。

これより質疑をお受けいたします。いかがでしょうか。

東出委員。

東出委員 126ページ、それと121ページの工事請負費、そこの大平1線改良舗装工事とこう

なって昨年度、この舗装工事をやったんですけれども、私勘違いしているところもあるの

で教えていただきたいんですけれども。大平1線っていうとどの辺を指しているのか、やっ

た箇所を教えていただけますか。

廣瀬委員長 岩本主査。

岩本主査 大平1線ですが、伊藤清掃さんと清電工さんの土場ありますよね。あそこから森

永さんのお家に向かう道路です。途中から砂利道で舗装されていなかったということで、

森林環境譲与税を財源に去年整備しております。

廣瀬委員長 東出委員。

東出委員 私自身、本当勘違いしていたんですよ。去年のこの予算計上された時に、実は

私はあの手前の個人名出して失礼なんですが、渋谷さんから大平会館の大森組さんの資材

置き場ありますよね。あの区間だとばかり思っていたんですよ。だから、確か予算計上し

たのにいつやるのかなっていうふうに思っていたもので、私の誤解があったんですけれど

も、強いて言えばあの区間は以前から距離数にしていくらあるかわからない400ｍあるなし
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かなと思うんですけれども、いま決算委員会の中で大変申し訳ないですけれども、あの区

間も随分と昔町議2名いたんですけれども、いつになってもできない。逆にあそこは交通量

も結構あるので、あれについてはやはり早い時期に予算に関して言うのも申し訳ないんだ

けれども、やはりあそこをもうちょっと工事を早めて、舗装工事に早くもってこれないも

のなのかどうなのか。また、いつ頃現課としては考えているのか、もしその辺お答えでき

ればお答え願いたいなと思います。決算から外れましたけれども。

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15分

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

ほか質疑ありますか。

竹田委員。

竹田委員 121ページの使用料、雪捨て場の借上、この金額ではなくて雪捨て場の昨年は、

雪が非常に多かったっていうようなことで、雪捨て場の処理の問題なんですよね。結構そ

の場所によっては綺麗にある程度、いつ頃かな時期に綺麗に排雪しているところもあるん

だけれども、そうでないもう山のまま、これ借りているところだから、やはり早く雪をな

くしたいっていう地主からすればそういう思いなんです。ですから、なぜ業者さんに例え

ばここを排雪しないんだって言ったら、町の指示がないっていうようことで、町からスト

ップされているってみたいなニュアンスで言われるものですから、そうではないだろうと

思うんですよね。確かに昨年は雪が多かったんだけれども、自然と10日・15日あまり経っ

たらもうどんどん雪がなくなって、排雪するまでもなくなった。だけれどもやはり、借地

に例えば雪を捨てているっていうことを考えればそうではない、町としての配慮がもう少

しあってもいいのかなっていうふうに感じました。今後ともそういう形の中でいくのか、

もっとやはり小まめにチェックをしながら排雪なりしていくのかっていう部分、その辺の

考えについて確認したいなと思います。

廣瀬委員長 構口課長。

構口建設水道課長 竹田委員の雪捨て場の処理についてということのご質問です。

まず、雪捨て場の処理につきましては、民地を無償で貸していただいて、町民の皆様に

協力していただいている箇所がございます。そういった中で、的確な除排雪を心がけては

おります。その中で、竹田委員からお話ありました町のほうからストップがかかっている

ということの実情でございますが、やはり除雪費というのはそれなりのお金もかかるとい

う中で、その時期によっては予算が足りない部分が状況がある場合がございます。その時

に例年3月のはじめとか、あとは2月の頭とか除排雪の補正をさせていただいておりますが、

そういった予算のタイミングというかそういった執行状況によって、業者のほうにストッ

プをかけているという事実はございます。そういった中から住民の皆様には、ある程度ご

不便をかけている部分はございますが、今後はより一層適宜に除排雪の執行をできるよう

な予算管理をしていきながら、今後も執行していきたいと思います。以上です。

廣瀬委員長 竹田委員。
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竹田委員 概ね了解をするんだけれども、確かに限られた予算がある。それは我々も理解

するし、だけれどもやはり土地を借りてそこに例えば雪を捨てている、仮置きしているわ

けだから、それは予算がどうだとかでなくて適切にやはり処理すべきだっていうふうに思

うんですよね。私は、やはり予算がどうだからっていうことの理由で、それあれしないっ

てストップかけているって言うのであれば、若干問題あるなっていうふうに思うんですよ

ね。そうでなくていち早くやはりそういう借りている土地を復旧するっていうそういう配

慮が必要だっていうふうに思うんですよね。そこはどうですか。

廣瀬委員長 構口課長。

構口建設水道課長 再度の答弁になりますが、予算執行を見据えた中で住民の皆様に対し

てもより一層きめ細やかな除排雪ができるように鋭意努力していきたいと思います。以上

です。

廣瀬委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 ほかなければ、建設グループの説明を終了いたします。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午前11時21分

再開 午前11時21分

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

小西主査。

小西主査 建設グループ建築について、説明させていただきます。

はじめに、歳出から説明いたします。

決算書は、124ページ・125ページをお開きください。

上段から8款 土木費、5項 住宅費、1目 住宅管理費は、町営住宅に関わる工事・経常

経費・修繕費となっており、予算額 4,461万8,000円、決算額 4,214万3,297円となって

おります。

8節 旅費から11節 役務費までは、前年とほぼ同額となっております。

12節 委託料では、港団地が竣工したことによりエレベーター等の保守点検委託料が前

年度より増額となっております。

14節 工事請負費については、資料番号4の43ページもあわせてお開きください。

主要な施策事業等説明資料になります。

工事請負費 3,364万9,000円は、旧港団地解体工事によるものです。

交付金事業となっており、交付率は対象事業費に対し50％となっております。

また、不用額 205万1,000円は、入札執行残によるものですが、工事期間中であったた

め減額補正をしなかったことによるものです。

17節 備品購入費は、港団地建替に伴い新設された集会室の備品購入となります。

2目 道営住宅管理費は、北海道から指定管理業務を受けている道営住宅の管理費となり

ます。

続きまして、決算書は126ページ・127ページです。
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3目 公営住宅建設費です。

資料番号4の44ページもあわせてお開き願います。

予算額 4億5,499万1,000円、決算額 4億5,399万80円で、港団地建替に係るものとなっ

ております。

このうち、12節 委託料 1,562万円と14節 工事請負費 4億3,570万5,000円は、前年

度からの繰り越しとなっており、交付率は対象事業費に対し45.1％となっております。

以上が歳出になります。

続いて、歳入に入ってよろしいでしょうか。

廣瀬委員長 どうぞ。

小西主査。

小西主査 続きまして、歳入の説明をいたします。

決算書は、16ページ・17ページをお開きください。

資料のほうは、資料番号4の121ページに公営住宅使用料の収納状況、122ページ・123ペ

ージに過去5年間の収納状況と入居状況、124ページに滞納状況の資料を付けておりますの

で、あわせてお開き願います。

決算書に戻りまして下段、13款 使用料及び手数料、1項 使用料、3目 土木費使用料

です。

3節 住宅使用料現年分 調定額 4,202万4,400円に対し、収入済額は4,186万5,200円で、

収納率は99.6％となっております。

4節 住宅使用料滞納分 調定額 1,223万8,061円に対し、収入済額 27万9,625円で、

収納率は2.3％となっております。

続きまして、決算書は18ページ・19ページの上段になります。

5節 駐車場使用料 調定額 130万8,085円に対し、収入済額は125万9,330円となってお

ります。

その下、2項 手数料、1目・1節 総務手数料、備考欄の下段二つになりますが、車庫証

明等交付手数料、住宅督促手数料が建設グループ建築分となっております。

次に、決算書22ページ・23ページになります。

中段の14款 国庫支出金、2項 国庫補助金、4目 土木費補助金です。

2節 住宅費交付金 2億879万4,000円は、北海道第5期地域住宅交付金です。

次に、30ページ・31ページです。

中段、15款 道支出金、3項 道委託金、5目 土木費委託金、3節 住宅費委託金は、収

入済額 269万8,094円となっております。

同じページの下段になりますが、16款 財産収入、1項 財産運用収入、1目 財産貸付

収入、2節 町民住宅貸付収入は、収納率100％となっております。

次に、38ページ・39ページです。

20款 諸収入、5項 雑入、1目・3節 雑入、備考欄中央、建設水道課のうち公営住宅共

同電気料が建築担当分となっております。

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。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 質疑がないので、審査を終了いたします。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午前11時28分

再開 午前11時28分

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

続いて、説明をお願いいたします。

木本（邦）主査。

木本（邦）主査 それでは私のほうから、令和2年度簡易水道事業会計決算は資料番号4によ

りご説明します。

それでは、資料番号4の125ページをお開きください。

まず1の有収率について、説明させていただきます。

あわせて、説明資料134ページ・135ページにもグラフを載せておりますので、ご参照く

ださい。

有収率については、前年度80.3％に対し、令和2年度は77.9％となり、前年度対比2.42％

の減少となりました。

主な理由としまして、配水管内の残留塩素濃度を法令で定められた値に保持するため、

末端地区の数箇所で少量の放流を継続的に行ったためです。

次に、2の損益勘定の収益的支出からご説明します。

説明資料、126ページをお開きください。

なお、収益的収支につきましては、税抜き表記となっております。

1款 簡易水道事業費用、1項 営業費用、1目 原水及び浄水費は、決算額 2,713万59

7円で、前年度対比 49万998円の増です。

こちらについては、主に電気計装設備の修繕費の増額によるものです。

次に、2目 配水及び給水費です。

決算額 1,295万4,343円で、前年度対比 200万3,416円の減となっており、こちらにつ

いては主に配水管の漏水による修繕費の減によるものです。

次に、3目 総係費です。

決算額 2,392万327円で、前年度対比 162万8,389円の減は、賞与引当金繰入額の減に

よるものです。

5目 資産減耗費 決算額 782万7,016円、前年度対比 688万9,300円の増です。

こちらについては、主な要因としまして、函館江差自動車道建設に伴う配水管の移設に

て、耐用年数が40年の配水管のうち、20年経過の配水管を移設したため、現金の支出を伴

わない支出を行ったことによるものです。

次に、2項 営業外費用、1目 支払利息 決算額 889万8,203円、前年度対比 90万6,

260円の減です。

以上、主要項目のご説明をしましたが、簡易水道事業費用税抜きで決算額が1億2,535万

5,126円、前年度対比 593万76円の減となりました。
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引き続き、収益的収入についてご説明します。

同じく資料番号4の125ページをお開きください。

1款 簡易水道事業収益、1項 営業収益、1目 給水収益 決算額が8,795万562円、前年

度対比で1,847万2,882円の減です。

減額の主な要因は、新型コロナウイルス感染症拡大による生活支援・経済支援対策とし

て行った水道料金の減免に伴うもので、減免料金相当分は後ほどご説明します。

他会計補助金で、一般会計より補填しております。

次に、2項 営業外収益、3目 他会計補助金 決算額 3,126万6,660円は、人件費按分

に要する経費と新型コロナウイルス感染症拡大による生活支援・経済支援対策として行っ

た水道料金減免に伴う減免料金相当分によるものです。

なお、別冊となっております資料番号5、42ページに上水道料金軽減事業として事業内容

を掲載しておりますので、ご参照ください。

次に、3項 過年度特別損益修正益 220万2,800円は、消費税等の還付金によるものです。

以上、簡易水道事業収益税抜きで決算額 1億3,783万7,292円、前年度対比 38万7,496

円の減となりました。

損益勘定において説明資料の126ページ、表の下段のほうに純利益、収益決算額 1億3,

783万7,292円、費用の決算額が1億2,535万5,126円を差し引きまして、1,248万2,166円が純

利益となりました。

資本的収支に入ってよろしいですか。

廣瀬委員長 どうぞ。

木本（邦）主査。

木本（邦）主査 それでは、次に資本的支出についてご説明します。

同じく資料番号4の127ページをお開きください。

なお、資本的収支につきましては、税込表記となっております。

はじめに下の表、1款 資本的支出、1項 建設改良費、2目の配水管改良費 決算額が7,

128万円で、前年度対比が4,880万3,000円の増、内訳としまして老朽管の更新工事及び老朽

管更新工事の設計業務委託を行ったものです。

次に、3目 配水管移設費 決算額 3,038万2,000円で、高規格道路函館江差自動車道建

設に伴う水道管移設工事及びその移設工事で設計業務委託を行ったものです。

4目 施設改良費 決算額 1億2,145万1,000円で、前年度対比 1億171万7,000円の増、

こちらにつきましては浄水場の高区配水流量計の更新工事、同じく浄水場の紫外線装置及

び非常用発電機導入工事の建築工事、同じく浄水場の低区ろ過池の屋根の張替工事を行っ

たものです。

なお、浄水場の紫外線装置及び非常用発電機導入工事が令和4年度の完成を目指して、現

在進めております。

以上が資本的支出の主な項目で、決算額の合計は2億9,014万1,633円となりました。

続いて、上段の資本的収入ついてご説明します。

1款 資本的収入、1項・1目 企業債 決算額 1億3,420万円、前年度対比 1億350万円

の増で、決算実績報告書5ページに実績内容六つの事業を掲載しておりますので、参考とさ

れてください。
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次に、2項・1目 工事負担金 決算額 2,226万500円で、函館江差自動車道建設に伴う

水道管移設工事の工事負担金となります。

次に、3項・1目 国庫補助金 決算額 6,408万円で、こちらの決算実績報告書5ページ

に実績内容三つの事業を掲載しておりますので、ご参考とされてください。

資本的収入の決算額の合計は、2億2,054万500円となります。

資本勘定におきましては、収入の決算額が2億2,054万500円から、支出の決算額 2億7,

914万1,633円を差し引きしますと、5,860万1,133円が不足となりますので、収支不足を内

部留保資金で補填をしております。

続きまして128ページ、収納率及び未収金についてです。

収納率につきましては、現年度分が98.7％、過年度分が46.9％、未収金残高が358万2,5

52円となりまして、不納欠損1件の処理を行っております。

129ページから130ページは、未収金状況の表となっておりまして、平成31年度以前の未

収金と、令和2年度の未収状況を記載しております。

以上で、簡易水道事業会計の決算のご説明を終わります。よろしくご審議をお願いいた

します。

廣瀬委員長 ただいま、説明が終了いたしました。

質疑をお受けいたします。質疑ありますでしょうか。

吉田委員。

吉田委員 吉田です。

資料の4の134ページですが有収率がわかりやすい、平成28年から令和2年にかけて70何パ

ーセントあったやつが83％いった時は、決算委員会の中でもかなり良かったな。そのあと、

80％からまた77％と。監査の所見の中にもあるように、老朽化が進んでいるっていうのは

わかります。これについては、本当に大変だな。そして、いま災害が多くて地震等あると

いつどこでどうなるかっていうのがすごい心配されると。これにつきましても水道事業、

木古内町ばかりではない、そして全国的な中でこの有収率をどうやっていくか、担当課と

しては大変な作業になっていくのかなと思っているんですが、その辺の考え方、課長から

すみませんけれども、お願いします。

廣瀬委員長 構口課長。

構口建設水道課長 吉田委員のご質問にお答えします。

まず、有収率の推移についてということでございます。これにつきましては、このグラ

フに載っているとおり、平成28年度から載せておりますが、77.47。平成30年には83％、今

年度令和2年度には下がりまして、77.9％の有収率となっておりますが、この間漏水等の事

故多数ございました。現状としまして、やはり水道管の経年劣化による赤水等の発生が多

くなっておりまして、それに対して職員のほうもその都度対応に苦慮しているっていう現

実がございます。この赤水処理の対応方法によっては、末端において水道管を開放して、

赤水が滞留しないなど対応しております。平成30年くらいには一度、有収率が上がったと

いう現実はございましたが、漏水等の事故等も少ない中で一昨年、警察通とかで大きな漏

水事故があったということで、年々有収率が下がっているということもございます。この

有収率につきましては当然、この率というのが水道の企業会計としては大事な数値だと思

っておりますので、今後も的確な水道管の更新工事を行っていく上で、有収率の数値を高
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い位置で確保できるような努力をしていきたいと思います。以上です。

廣瀬委員長 吉田委員。

吉田委員 いま課長からの答弁の中で水道管の更新工事、たぶんいま現状でいくとどこか

が漏水があった、そこら辺を直していくぐらいにかできないのかなって。年間的にどのぐ

らいをかけて更新していくっていう、そして最重要な部分、いま警察通、あそこ終わった

かな。だから、そこら辺を予算の中でどういうふうにやっていくのかなっていうのがこれ

水道管全部やるってなったら、ある一説には100年かかるっていう話で、100年かかるとさ

らに木古内の水自体が先ほど赤水ということで、大変だっていうのはわかります。この部

分で、もし災害あった時はライフラインっていうのが本当に大切な部分になるので、その

辺も建設水道課も苦慮するし、町自体もたぶん苦慮している部分だなと思っていますので、

この部分できる限り有収率、これはもう水道会計の基本になりますので、そこら辺をなる

べく何とか上げていく方向でいきたい、そして担当課すみませんけれどもよろしく、要望

を兼ねていますので、以上です。

廣瀬委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 なければ、竹田委員。

竹田委員 給水収益なんだけれども、前年比1,800万の減になっているわけだけれども、こ

れは例えば給水人口も約100名あまり減少しているっていうことがこの1,800万の給水収益

の減だっていう捉え方をしていいかどうかって、そこの確認一つ。

廣瀬委員長 構口課長。

構口建設水道課長 竹田委員のご質問にお答えいたします。

給水収益の件ですが、今年度コロナの感染対策事業として約1,600万円ほどのお金が入っ

ております。この部分は、減っているっていうことで、認識していただければと思います。

そのほか200万円くらいの減も当然ありますが、これはやはり人口減、戸数の減による影

響だと思っております。以上です。

廣瀬委員長 竹田委員。

竹田委員 1,600万がコロナ補填した部分なんですけれども、そうすれば人口100名減って

200万の減しかないっていう我々はそういう認識でいいのかどうなのかっていう確認なんで

すよね。

廣瀬委員長 構口課長。

構口建設水道課長 竹田委員のおっしゃるとおり、人口減による影響で人数によってどの

くらいというのは、その家庭の使用料によって変わると思いますが、概ねそういった経緯

で減少しているということは、数字的には見てとれますので、このような状態がいまの状

況だと思っております。以上です。

廣瀬委員長 ほか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 ほかないので、簡易水道事業会計に関しては、終了いたします。

続いて、岩本主査。

岩本主査 私のほうから、令和2年度下水道事業特別会計決算について報告いたします。

はじめに、歳出の説明をいたします。
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下水道決算書、14ページ・15ページをお開きください。

1款 総務費、1項 総務管理費、1目 一般管理費 決算額 1,155万4,792円です。

昨年度より700万円の減は、人件費の減によるものとなっております。

18節の負担金補助及び交付金、26節の公課費は、前年度と大きな差異はありません。

次に、2目 クリーンセンター費、こちらのほうは主にクリーンセンターの維持管理経費

となっております。

決算額 3,752万17円で、これも前年度と大きな差異はございません。

次に、決算書18ページから19ページ、2款 施設費、1項・1目 施設整備費は汚水管渠の

整備費に係る経費で、決算額 1億2,704万1,140円です。

前年度より約6,000万円ほど増となっておりますが、これは下水道事業の事業費の増加に

よるものとなっております。

なお、14節 工事請負費のうち1,200万円につきましては、第一佐女川橋汚水管渠移設工

事費こちらのほうで次年度に繰り越ししております。

次に、決算書20ページから21ページです。

3款 公債費は、前年度と大きな差異はございません。

次に、決算書22ページ・23ページです。

4款 諸支出金は、今年度については支出がございませんでした。

次に、歳入の説明をさせていただきます。

下水道決算書、8ページ・9ページをお開きください。

1款 分担金及び負担金、1項 負担金、1目 受益者負担金 決算額 619万2,556円です。

現年度分の収入率は96.5％、滞納繰越分は3.5％で、詳しい内容については、後ほど資料

で説明いたします。

次に、2款 使用料及び手数料、1項 使用料、1目 下水道使用料 決算額 2,979万6,

296円です。

現年度分の収入率は99.7％、滞納繰越分は84.9％で、不納欠損は1件となっております。

こちらについても詳しい内容については、後ほど資料で説明いたします。

次に、2項 手数料は、前年度と大きな差異はございません。

3款 国庫支出金は、公共下水道事業として社会資本整備総合交付金として6,152万円、

前年度より3,000万円の増は事業費の増加によるものとなっております。

4款 繰入金は、一般会計繰入金として1億797万円、5款 繰越金は、294万9,404円とな

っております。

決算書、10ページから11ページに移りまして、6款 諸収入は、1項 延滞金加算金及び

過料は歳入がありません。

2項 雑入で、消費税の還付金として284万300円を受けております。

3項 受託事業収入は、第一佐女川橋汚水管渠移設工事に関する補償金として一般会計よ

り1,154万406円を受けております。

7款 町債は、合計で6,840万円です。

これについても事業費の増により、去年より2,000万円程度増となっております。

最終的に決算書1ページをご覧ください。

歳入総額 2億9,336万5,962円から、歳出総額 2億7,917万4,972円を差し引いた1,419万
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990円のうち、1,200万円が繰越明許、残りの219万990円が令和3年度への繰り越しとなりま

した。

続いて、資料の説明に入ります。

資料番号4の136ページをお開きください。

136ページでは、令和2年度に新たに受益者負担金が賦課された部分について、土地の状

況及び継続賦課分を含めた令和2年度の最終調定額について記載してございます。

令和2年度の最終調定額は、一括納付などがあり最終的に634万2,624円となっております。

137ページをお開きください。

受益者負担金及び下水道使用料の収入額、収納率について記載してございます。

2段目の不納欠損については1件、一番下の表の接続件数については、令和2年度中に58件

の接続があり、年度末で65.8％の接続率となっております。

138ページのほうに、受益者負担金の未納一覧を載せてございます。

表の一番下になりますが、滞納繰越分の206万2,975円と令和2年度分の未納額 22万4,8

80円を足した228万7,855円が令和3年度への滞納繰越となっております。

資料の139ページのほうには、下水道使用料の未納状況について、資料を載せてございま

す。

滞納繰越分の3,928円と令和2年度分の未納額 9万4,380円を足した9万8,308円が令和3年

度滞納繰越となっております。

4月8日現在で8件の納入があり、現在は残り8件、6万4,648円の未納額となっております。

140ページには、公共下水道事業の主要な施策事業を説明資料を載せてございます。

141ページのほうに、事業の整備箇所図を載せております。

以上で、下水道事業特別会計決算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 説明が終わりました。

質疑をお受けいたします。質疑はありますか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 ないようですので、次に浄化槽関連の説明を求めます。

岩本主査。

岩本主査 それでは、私のほうから令和2年度一般会計決算のうち、浄化槽関連についてご

説明させていただきます。

歳出の説明をいたします。

一般会計の決算書、100ページ・101ページをお開きください。

4款 衛生費、1項 保健衛生費、3目 環境衛生費、18節の負担金補助及び交付金の決算

額のうち、合併浄化槽設置補助金として3件で290万円、水洗化助成金として2件で8万円を

支出しております。融資斡旋利子補給金についての支出はございませんでした。

歳入について、説明いたします。

一般会計決算書、22ページ・23ページをお開きください。

上段、14款 国庫支出金、2項 国庫補助金、3目 衛生費補助金、1節 循環型社会形成

推進交付金は、合併浄化槽に関する補助金として、38万1,000円を受けております。

28ページ・29ページをお開きください。
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15款 道支出金、2項 道補助金、2目 衛生費委託金、1節 保健衛生費委託金は、道か

らの権限委譲委託金として浄化槽関連で、2万5,400円を受けております。

浄化槽関連予算については、以上です。

廣瀬委員長 ただいま、浄化槽についての説明を受けました。

質疑をお受けいたします。質疑はありますか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 質疑なしということで、以上をもちまして、建設水道課所管の決算審査を終

了いたします。

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11時51分

再開 午後 1時00分

３.総括質疑事項のまとめ

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

皆様に確認いたします。本日の委員会の中で、総括に残る案件についてですけれども、

どうでしょうか。

（「なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 全体をとおして総括に残る案件については、なしということでよろしいでし

ょうか。

（「はい」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 ありがとうございます。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後1時00分

再開 午後1時01分

４.表決

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

当委員会に付託されました認定第1号 令和2年度木古内町一般会計決算認定ほか9件につ

いて、表決を行います。

お諮りいたします。

表決は1件ごとに行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 ご異議ないものと認めます。

それでは、表決を行います。

お諮りいたします。
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認定第1号 令和2年度木古内町一般会計決算認定については、認定することにご異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 ご異議なしと認め、認定することに決定をしました。

お諮りいたします。

認定第2号 令和2年度木古内町国民健康保険特別会計決算認定については、認定するこ

とにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 ご異議なしと認め、認定することに決定をしました。

お諮りいたします。

認定第3号 令和2年度木古内町後期高齢者医療特別会計決算認定については、認定する

ことにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 異議なしと認め、認定することに決定をしました。

お諮りいたします。

認定第4号 令和2年度木古内町国民健康保険病院事業会計決算認定については、認定す

ることにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 ご異議なしと認め、認定することに決定をしました。

お諮りいたします。

認定第5号 令和2年度木古内町簡易水道事業会計決算認定については、認定することに

ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 ご異議なしと認め、認定することに決定をしました。

お諮りいたします。

認定第6号 令和2年度木古内町高齢者介護サービス事業会計決算認定については、認定

することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 ご異議なしと認め、認定することに決定をしました。

お諮りいたします。

認定第7号 令和2年度木古内町介護保険事業特別会計決算認定については、認定するこ

とにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 ご異議なしと認め、認定することに決定をしました。

お諮りいたします。

認定第8号 令和2年度木古内町介護サービス事業特別会計決算認定については、認定す

ることにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 ご異議なしと認め、認定することに決定をしました。

お諮りいたします。
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認定第9号 令和2年度木古内町下水道事業特別会計決算認定については、認定すること

にご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 ご異議なしと認め、認定することに決定をしました。

お諮りいたします。

認定第10号 令和2年度木古内町介護老人保健施設事業清算特別会計決算認定については、

認定することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 ご異議なしと認め、認定することに決定をしました。

以上のとおり、認定第1号 令和2年度木古内町一般会計決算認定ほか9件については、全

て認定することに決定をいたしました。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後1時05分

再開 午後1時06分

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

本日をもって、決算審査特別委員会での審議・表決はすべて終了しました。

委員会報告の原案については、各委員から意見をいただいた上で、正副委員長で原案を

作成させていただきますが、よろしいでしょうか。

（「はい」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 それでは、全体をとおして各委員から委員会報告の中に、特に記載してほし

いことがありましたら、ご発言をお願いいたします。

暫時、休憩をいたします。

休憩 午後1時06分

再開 午後1時18分

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

それでは、各委員から言われた件についても参考にしながら正・副委員長で原案を作成

し、あしたの正午までに各委員へＦＡＸいたします。そこで修正があれば、あしたの17時

までに事務局へ連絡をお願いいたします。

なお、明日以降の日程については、あした15日は休会とし、あさって9月16日に委員会を

再開し、委員会報告原案を各委員で確認し、委員会報告の成案をまとめますが、よろしい

でしょうか。

（「異議なし」と呼ぶ声あり）

廣瀬委員長 また明後日、9月16日の開催時間を委員皆さんと協議したいと思いますが、い

かがでしょうか。

暫時、休憩をいたします。
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休憩 午後1時19分

再開 午後1時21分

廣瀬委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。

それでは、委員会報告の原案について、各委員の意見も参考にし、予め正副委員長によ

り作成させていただきます。

また、委員会の次回開催は明後日、あさって9月16日10時の開会となりますので、よろし

くお願いいたします。

以上をもちまして、第4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。

皆様、どうも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、野村教育長、西山生涯学習課長

敦澤（祐）主査、佐藤（元）主査、西山学校給食センター長、吉田（広）主事

構口建設水道課長、小西主査、岩本主査、木本（邦）主査、土門主任

佐藤（翔）主事、吉本主事、小田島主事、加納技師

傍聴者 なし

報 道 なし

令和2年度決算審査特別委員会

委員長 廣 瀬 雅 一
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