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私たちは、ここに注目しました！

令和元年度 各会計決算審査

･･･ 決算審査で各委員が質問したところ▼▼
一般会計歳出 ※一般的な行政にかかる経費の支出

総務費 31.8 億円 (27.4％ )総務費 31.8 億円 (27.4％ )

庁舎の管理、 道の駅の管理等庁舎の管理、 道の駅の管理等

決算審査特別委員会

インターネット動画配信

議会だよりに掲載していない

質疑の様子が見られます。

決算の流れ

議会費 0.9 億円 (0.7％ )議会費 0.9 億円 (0.7％ )

議会の運営等議会の運営等

民生費 19.8 億円 (17.1％ )民生費 19.8 億円 (17.1％ )

福祉に関する費用等福祉に関する費用等

衛生費 5.1 億円 (4.4％ )衛生費 5.1 億円 (4.4％ )

ごみ処理、 保健衛生事業等ごみ処理、 保健衛生事業等

農林水産業費6.4億円(5.5％)農林水産業費6.4億円(5.5％)

農地、 山林、 農道整備等農地、 山林、 農道整備等

商工労働費 0.8 億円 (0.7％ )商工労働費 0.8 億円 (0.7％ )

商工業、 労働等商工業、 労働等

土木費 14.1 億円 (12.2％ )土木費 14.1 億円 (12.2％ )

道路維持管理、 除排雪等道路維持管理、 除排雪等

消防費 4.8 億円 (4.1％ )消防費 4.8 億円 (4.1％ )

消防活動、 救急救命等消防活動、 救急救命等

教育費 6.6 億円 (5.7％ )教育費 6.6 億円 (5.7％ )

小中学校の維持管理、 社会教育事業等小中学校の維持管理、 社会教育事業等

公債費 11.0 億円 (9.5％ )公債費 11.0 億円 (9.5％ )

町債 ( 借金 ) の返済町債 ( 借金 ) の返済

職員費 14.7 億円 (12.7％ )職員費 14.7 億円 (12.7％ )

職員の人件費等職員の人件費等

災害復旧費災害復旧費

14 千円 (0.0％ )14 千円 (0.0％ )

台風や地震の台風や地震の

災害復旧の費用災害復旧の費用

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

▲▲
▲▲

▲▲
▲▲

▲▲

▲▲
▲▲

▲▲
▲▲

▲▲

決算額
116.0 億円
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決　算 委員会 一般質問 議案審議の結果 報　告

職員費 職員増で職場環境改善を
給与費の時間外手当

ふるさと納税急増 ・ コミバス利用者増

ポータルサイト
※ 1 は「ふるさ

とチョイス」と

「さとふる」を活用して

いるが、寄附額が約 12

億 9,000 万円と急増した

中で、それぞれの割合は

いくらか。

●○問 ●○答
ふるさとチョ

イスが約 35％、

役場へ電話や

FAX による直接申し込

みが約 5％、残りの約

60％がさとふるで、全

体的に「さとふる」から

の申し込みが多い状況。

総務費 ポータルサイト利用割合は
ふるさと納税推進事業 7 億 4,835 万円

令和元年度は何

組来たのか。ま

た、その方々の

町内消費額もアンケート

を取っていたと思うが金

額は。最終的にどのよう

な年代の移住に結びつい

たのか。

●○問 ●○答
23 件 52 名の方

にお越しいただ

き、アンケート

によれば 740 万円消費し

たこととなる。最終的に

60 代のご夫婦、30 代と

40 代のご夫婦、2 世帯の

移住が実現した。

総務費 当別町おためし暮らし
移住促進事業

令和元年度 ふるさと納税寄附金額と申し込み方法の割合

総務費
コミュニティバス利用増
コミュニティバス参加事業者負担金 2,385 万円

平成 30 年度と

比べると 3,000

人ほど利用客が

増えているが、要因は。

●○問

ほど増えていることが大

●○答
道の駅線の周

知を継続して

行 い、2,000 人

きい。また、デマンドバ

ス※２も利用が増えてい

る。周知によって地域公

共交通の利便性や必要性

が、町民に少しずつでは

あるが理解されてきたこ

とが、利用促進に繋がっ

ていると捉えている。

前年度に比べて

急増した要因は

何か。また、ど

のような返礼品が増加し

ているのか。

●○問
位に入り、トップページ

に載ったこと、口コミで

高評価となったことが大

きな要因。返礼品は全体

的に増えているが、お菓

子や農畜産物などの取扱

量を増やしており、この

部分が増えてきている。

総務費 ふるさと納税急増の要因
ふるさと納税推進事業 7 億 4,835 万円

町の返礼品が

ポータルサイト

でランキング上●○答

時間外手当が予

算では 3,100 万

円、決算では

6,000 万円と倍になって

いる。超勤解消と職員増

なら、職員増の方向が良

いと考えるが、今後の改

善について考えは。

●○問 ●○答
業務量に見合う

職員数の確保が

大前提。ここ数

年は職員増に舵を切って

いる。職員を増やし時間

外勤務をなくすことや、

組織の見直しなどトータ

ルで考え改善に努める。役場職員

※１　ふるさと納税の手続きを仲介するサイト。情報の発信力があることや、手続きが簡略化されるなどのメリットがある。

さとふる 100,569,768 円

ふるさとチョイス 49,050 円

令和元年度　ポータルサイト利用手数料

令和元年度　クレジットカード決済に係る手数料

加盟店手数料 4,660,408 円

7763,270,000

((559%))
4464,775,000

((336%))

※２　事前予約に対応して、定まった地域内を適宜ルートを変えて運行するバスのこと。
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決　算 委員会 一般質問 議案審議の結果 報　告

子育て支援セン

ターにおけるお

もちゃの選定基

準は。

●○問
民生費 おもちゃの選定基準は

子育て支援センターおもちゃ購入費

民生費 障がい者の就労相談
相談支援事業 830 万円

イチゴの栽培ハ

ウ ス が 3 棟 新

設されたが、生

産量はどれくらいだった

のか。今後の見通しはど

うか。増築などは行うの

か。

●○問 ●○答
10 アール当た

り2,781.9kgで、

計画どおりの収

量。目標は 10 アール当

たり 4,300kg を目指して

いると聞いている。増設

計画はあるが、具体的な

相談は受けていない。

農林水
産業費

イチゴの通年栽培
スマート農業推進事業 4,870 万円

福祉 ・ 子育ての充実へ向けて

成年後見人制度

の利用支援事業

はどのような事

業で、何回行ったのか。

町には成年後見支援セン

ターがないとのことだ

が、将来的には設けるの

か。

●○問 ●○答
成年後見が必要

だが身寄りのい

ない方につい

て、市町村長が代わりに

申し立てするもの。昨年

度は 1 件あった。機関

の設置に向けて現在協議

を進めている。

民生費 成年後見人制度の支援
成年後見人制度利用支援事業費

地域生活支援事

業の中で、相談

支援事業の相談

件数が非常に多くなって

いる。この要因は。

●○問 ●○答
増加の要因は、

障がい者の方の

就労相談が多く

寄せられていること。障

がい者の方、診断を受け

ていない方、ひきこもり

の方などの雇用に関する

内容が増加している。

施設に貯蔵されているカボチャ

カボチャ集出荷貯蔵施設
産地パワーアップ事業費補助金 8,940 万円

農林水
産業費

カボチャの集出

荷貯蔵施設が新

設され、今盛ん

に集出荷されていると思

うが、選別ラインを増設

したことによって稼働状

況はどうなったか。

●○問 ●○答
昨年度の途中に

整備されたの

で、正式な結果

は今年度から出てくる。

ただ農協の方からは、選

別ラインの整備により、

作業効率が上がったと聞

いている。

スマート農業で生産性向上へ

栽培されているイチゴ

●○答
子育て支援セン

ターを利用して

いる保護者の声

や、子どもの興味を確認

した中でニーズの高いお

もちゃ、木のぬくもりを

感じられる木製のおも

ちゃ、子どもの発達を促

す知育おもちゃなど、良

質なものを選ぶよう心が

けている。

木製のおもちゃ（子育て支援センター）
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【その他の主な質問項目】

150 年記念町史編
へん

纂
さん

業務委託プロポーザル結果、 当

別町 ・ 新篠津村特別区連携プロジェクト実績、 河川支

障木チップ製造調査研究結果、 防災資機材等備蓄事

業、 救急安心センター事業相談件数、 ライラック公園

の遊具更新、 町営住宅の更新、 自販機収入　など

『原案認定も～不正を正して～』
決算審査特別委員会報告

（p.13 トピックスにも掲載しています。）

令和元年度各会計決算審査特別委員会

古谷委員長 ( 写真左 ) ・ 秋場副委員長 ( 写真右 )

委員長　　山　　﨑　　公　　司

委　　員　　髙　　谷　　　　　　茂

委　　員　　五十嵐　　信　　子

委　　員　　西　　村　　良　　伸

起 草 委 員 会

決算委員会の審査結果報告文書を作成する委員会

決　算 委員会 一般質問 議案審議の結果 報　告

企業立地促進事

業の促進条例の

活用状況につい

て、令和元年度の実績と

今後の見通しは。

●○問
雇用創出に向けて

企業立地促進事業 105 万円

国交省ではな

く、総務省の事

業をいち早く申

し込み、採択されたこと

は評価したい。実施設計

を行ったことで、パンケ

チュウベシナイ川は、具

体的にどう改善されてい

くのか。

●○問 ●○答
大雨が降ると氾

濫して、よく被

害が発生してい

たため、課題や問題点を

抽出し、曲がりくねった

川の線形改修と断面を広

げる改善を行うもので、

令和 2 年度の工事で完

成する予定である。

安全のため河川を改修
パンケチュウベシナイ川河川改修事業 1,836 万円

町の賑わいと安全のために

職員の不祥事

民生費 二度と起こさないために
職員による不正会計処理

不正の背景には

元職員の精神的

な健康のことが

あったのではないかと思

うが、ケアはされていた

か。

●○問
るが、具体的に健康を害

していた事実はなかっ

た。面談等では、その予

兆は感じられなかった。

二度とこういったことが

起きないよう組織を引き

締めて、一丸となって執

務をしてまいりたい。

コロナ禍で過密

な業務を行って

いたと推測でき●○答

商工
労働費

●○答
企業立地促進事

業の補助金とし

て、用地取得に

1,401 万 8,717 円、施設

の拡充に伴う雇用 1 名

増に 50 万円を支出して

いる。この 2 件以外に、

今後の見込みとしては、

町内事業者 5 件、新規

事業者1件の指定を行っ

ているところである。

昨年と比べて

600 万円以上増

加となっている

が、その内容は。管理費

の何が増えたのか。労務

単価が上がったのか。

●○問
土木費 公園管理費増額の背景

公園管理費 委託料 5,909 万円

●○答
住宅地の中にあ

る小さい公園の

草刈について、

今までは町内会、地元で

対応いただいていたが、

令和元年度からは町で

行っていること、また、

全体的に労務単価が増額

していることが、委託料

の増額の要因となってい

る。

土木費
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排雪量や雪堆積

場 の 堆 積 量 が

減っているのに、

排雪業務委託費の決算額

が上がっている経緯は。

●○問
土木費 雪は減っているが ･･･

除排雪事業 37,288 万円

●○答
単価アップなど

により、委託費

自体が増額した

ことや、雪が少なく除排

雪業務量も減ったが、業

者との契約の中に契約変

更の基準があり、その基

準には当てはまらなかっ

たため、契約変更、設計

変更などには至らなかっ

た経緯がある。


