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･･･ 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 48.1 億円 (24.4％ )総務費 48.1 億円 (24.4％ )

庁舎の管理、 道の駅の管理、庁舎の管理、 道の駅の管理、

新型コロナ対策事業等新型コロナ対策事業等

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 0.8 億円 (0.4％ )議会費 0.8 億円 (0.4％ )

議会の運営等議会の運営等

民生費 21.3 億円 (10.8％ )民生費 21.3 億円 (10.8％ )

福祉に関する費用等福祉に関する費用等

衛生費 7.0 億円 (3.6％ )衛生費 7.0 億円 (3.6％ )

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5.4億円(2.7％)農林水産業費5.4億円(2.7％)

農地、 山林、 農道整備等農地、 山林、 農道整備等

商工労働費 0.6 億円 (0.3％ )商工労働費 0.6 億円 (0.3％ )

商工業、 労働等商工業、 労働等

土木費 37.0 億円 (18.8％ )土木費 37.0 億円 (18.8％ )

道路維持管理、 除排雪、道路維持管理、 除排雪、

新駅 駅前広場整備等新駅 駅前広場整備等

消防費 4.8 億円 (2.4％ )消防費 4.8 億円 (2.4％ )

消防活動、 救急救命等消防活動、 救急救命等

教育費 46.6 億円 (23.7％ )教育費 46.6 億円 (23.7％ )

小中学校の維持管理、小中学校の維持管理、

社会教育事業等社会教育事業等

公債費 10.2 億円 (5.2％ )公債費 10.2 億円 (5.2％ )

町債 ( 借金 ) の返済町債 ( 借金 ) の返済

職員費 15.2 億円 (7.7％ )職員費 15.2 億円 (7.7％ )

職員の人件費等職員の人件費等
災害復旧費災害復旧費

5千円 (0.0％ )5 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
197.0 億円

▲▲

▲▲

▲▲
▲▲

▲▲

決算注目点 決算審査・委員会 一般質問 議案審議結果 報告等

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

▲▲
▲▲

▲▲
▲▲

▲▲

私達は、 ここに注目しました！
令和３年度　各会計決算審査
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　９月 20 日・21 日・27 日　　　令和３年度各会計決算審査特別委員会
　８月　５日、９月 14 日　　　　総務文教常任委員会
　８月　５日、９月 15 日　　　　産業厚生常任委員会

　　収支赤字が続く介護サービス

　介護サービスとは、介護を必要とする人が受けられる介護保険に基づいたサービスの総称で、利

用者の自宅での家事援助や、訪問・通い・宿泊を組み合わせたもの、介護保険施設に入所、福祉用

具貸し出しなど多くの種類があります。

　当別町では、デイサービス事業、ホームヘルプサービス事業を実施していますが、近年、利用者

の減少などにより事業収支が赤字となっており、町直営の事業運営について、議会でも度々話題と

なっていました。

介サ
特会

介護サービスの方向性
デイサービス事業・ホームヘルプサービス事業

デイサービス事

業、ホームヘル

プサービス事業

について、今後の方向性

をどのように検討してい

るか。

●○問

●○答
規模を縮小して

継続、町内事業

者へ委託などの

選択肢があり、現在、定

員を縮小した場合の設置

基準の人員など、全て含

めて経費を算定してい

る。また、デイサービス

は開設してから 20 年以

上が経過しているので、

設備更新も含めて運営が

可能か検討している。

　過去の議論では「今後の方向性を定めていかなくてはならない」と答弁がされていましたが、令

和３年度各会計決算審査特別委員会において、「事業規模縮小や町内事業者への委託など全ての選

択肢について、現在、検討している」と一定の方向性を示す答弁がありました。

過去の議論（とうべつ議会だより第 207 号と第 210 号から一部抜粋）

決算注目点 決算審査・委員会 一般質問 議案審議結果 報告等

　    介護サービス事業の経営
特集１特集１

　　　　　　　　　　　　　　　事業運営へ一定の方向性

歳　　入 歳　　出 収　　支

R2
決算 6,103 万 9,784 円 7,387 万  680 円 ▲ 1,283 万  896 円

（R3会計から補填）

R3
決算 5,189 万 3,812 円 7,678 万  550 円 ▲ 2,488 万 6,738 円

（R4会計から補填）

R4
予算 9,150 万 5,000 円 9,150 万 5,000 円 0 円

※歳出には、それぞれ前年度の収支赤字補填額を含む

介護サービス事業特別会計の状況
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除排雪の改善に向けて

決算注目点 決算審査・委員会 一般質問 議案審議結果 報告等

除排雪に関し、

当初予算の目標

は達成されてい

ないと認識。堆積場不足、

人手不足は承知している

が、除排雪連絡協議会や

業者との連携、効果的な

排雪の検討がまだまだ不

十分だったのでは。

●○問 ●○答
令和２年度の状

況を踏まえ、臨

機応変に対応し

てきたが、令和３年度は

課題となってしまった。

改善に向け、令和４年度

以降さらに注意して取り

組む。

除排雪まだまだ不十分では
町道除排雪事業 ７億 6,132 万円

土木費

太美に新しい雪堆積場

昨シーズンの道路

新 雪 堆 積 場 は

2.5 ｍの高さま

で雪を入れると

2 万 3,000 立方メートル

が入るとのことだが、太

美北、獅子内、太美寿の

３町内会の生活道路や公

共施設の排雪量を見通し

たものなのか。

●○問 ●○答
３町内会と公共

施設の排雪実績

は、５か年平均

で 2 万 2,900 立方メート

ルであり、現在計画して

いる 2 万 3,000 立方メー

トルで賄える試算をして

いる。

新雪堆積場の容量は
令和４年度補正予算審議

土木費

　除排雪の課題解決へ向け、太美市街地

に雪堆積場が新設されます。太美全体の

排雪時間縮減が期待されています。また、

夏場は住民の「憩いの場」として活用で

きるように整備が進められます。

新しい雪堆積場の写真（太美町）

３町内会以外に

も、ダンプ路線

となるスウェー

デン大通を優先して排雪

しなければならない。一

部だけ遠くへ排雪となる

のは効率が悪いため、効

率の良い排雪をしてもら

うよう期待する。

●○問 ●○答
この堆積場は、

３町内会と公共

施 設 分 だ け だ

が、堆積場が近くなれば

短時間で排雪が済み、次

に早く入れる。結果、太

美全体の排雪時間縮減に

もなるので、今シーズン

大きな成果を上げたい。

太美の排雪時間短縮へ
令和４年度補正予算審議

土木費

　　除排雪の課題解決へ　  　「当別モデル」に多くの質問
特集２特集２

獅獅
子子
内内

太太
美美
寿寿

太太
美美
北北

西西当当別別中中学学校校

太太美美堆堆積積場場

太美雪堆積場位置図 （一部抜粋）
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新雪堆積場は新

しいスタイルで

あり、街中に作

る発想は今までなかっ

た。初年度のため問題は

出てくると思うが、３町

内会に限らず、状況を見

て近隣住民の雪捨て場と

するなどの対応は。

●○問 ●○答
３町内会以外の

部分も考えてい

るが、まずはこ

の形で、地域住民の理解

や評価も押さえながら進

めたい。除排雪の「当別

モデル」の第一歩として

是非成功させたいと考え

ている。

３町内会にこだわらずに
令和４年度補正予算審議

土木費

新雪堆積場前のスウェーデン大通

新雪堆積場　騒音や安全性は

決算注目点 決算審査・委員会 一般質問 議案審議結果 報告等

新しい雪堆積場

が住宅地に隣接

していることか

ら、騒音や安全性などの

懸念があると、住民から

町へ要望書が提出された

と聞いた。その要望に対

して、どのように対応し

ていくのか。

●○問 ●○答
振動・騒音、通

学路安全対策な

ど、６点の要望

をいただいた。地域との

協議、誘導員配置、注意

看板や柵設置等、万全を

期して対応する。初めて

の試みのため、地域の意

見を聞きながら進める。

新雪堆積場の安全性は
令和４年度補正予算審議

土木費

夏は憩いの場に（写真はイメージ）

夏は憩いの広場

として町民に開

放するとのこと

だが、どのようなイメー

ジの憩いの広場なのか。

対象者は誰で、どのよう

な形態で開放するかな

ど、詳細は。

●○問 ●○答
多目的広場、憩

い の 広 場 を 想

定。対象は町内

全域の方と考え、遊歩道

やベンチを設置する。具

体的な整備内容はこれか

ら詰め、来年度予算で、

必要な経費を計上した

い。

新雪堆積場の夏季利用
令和４年度補正予算審議

土木費

新しい雪堆積場は住宅地に隣接

除排雪 「当別モデル」 へ第一歩

夏は 「憩いの場」 に

　　除排雪の課題解決へ　  　「当別モデル」に多くの質問
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学びのハンドブック

学力向上へ 「学びのハンドブック」 配布

現在、学校に行

けていない子ど

もに関しても、

その家庭へ学びのハンド

ブックを配布しているの

か。学校に行けていない

児童生徒との関わりなど

は、どのように対応され

ているのか。

●○問 ●○答
学校に行けてい

ない子の家庭に

も配布。適応指

導教室でも活用している

ので、今何年生で何を学

習するか目安としてもら

いながら、学校では保護

者と連携を図って対応を

進めている。

不登校の家庭にも配布
小中一貫教育推進事業 1,133 万円

教育費

教育費
学びのハンドブック活用

小中一貫教育推進事業 1,133 万円

学 び の ハ ン ド

ブ ッ ク を 作 成

し、小中学校の

全家庭に配布したとのこ

とだが、成果はあったの

か。

●○問

●○答
町独自施策とし

て小中学校の全

家庭に配布。９

年間の学習領域等を掲載

しており、保護者からは、

今どのような学習をして

いるか分かりやすいなど

の声をいただいている。

今後、各家庭にアンケー

トを実施し、より有効活

用されるように検討して

いきたい。

　当別町教育委員会では、学校と家庭がより連携し、児童生徒へしっかりとした学

力を身につけさせるため、「学びのハンドブック」を配布しています。

適応指導教室に

は Wi-Fi 環 境 が

なく、タブレッ

トを活用できないとの答

弁が以前あったが、現在

は改善されているのか。

●○問 ●○答
学校と同じシス

テムにはなって

いないが、公共

の Wi-Fi スポットを活用

して対応している。

適応指導教室の通信環境
教育情報システム運用事業 2,343 万円

教育費

通学時の安全確保

教育費
通学かばんの重さ対策は

小中一貫教育推進事業 1,133 万円

以前、通学かば

んの重さについ

て、実態を捉え

て対策すると答弁された

が、この１年間で実態を

どのように捉えたのか。

●○問

●○答
教材自体が重く

なったり、コロ

ナ対策に水筒を

持参していること、同学

年でも体格が異なること

など複合的に考える必要

がある。学校は置き勉を

行いかばんの重さについ

て配慮を進めている。通

学時の児童生徒の安全確

保が重要なため、引き続

き学校と協議していく。

決算注目点 決算審査・委員会 一般質問 議案審議結果 報告等

　　当別町独自の学習支援　 子育て世帯が住みよいまちへ
特集３特集３

当別町立学校シラバス

学びのハンドブック

児童の登下校の様子（とうべつ学園提供）
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当別町産の食材が使われた給食

教育 ・ 子育て環境の充実

あそびのひろば

は、現在、新型

コロナ対応のた

め、前日までの予約が必

要だが、当日予約も可能

となれば、より利用者も

増えるのではないか。そ

の検討はしているか。

●○問 ●○答
現在、新型コロ

ナ対応のため、

予約制にして利

用制限を行っているが、

当日の問い合わせでも、

定員がいっぱいでない限

り受け付けている。昨年

も７組 14 名が当日申込

みで利用している。

あそびのひろば予約方法
子育て支援センター費 319 万円

民生費

学校給食も地産地消

休日部活動を地

域委託とする事

業が、令和３年

度から始まったが、子ど

もや保護者の声はどう

だったのか。教育委員会

として、成果をどのよう

に見ているのか。

●○問 ●○答
生 徒 の 67 ％、

保護者の約半数

が続けてほしい

と回答。国が示すとおり

受益者負担を求めること

が課題。支援することも

示されているが、具体的

な内容がまだ見えないた

め、今後も検証を進める。

地域で部活動を支える
地域運動部活動推進事業業務委託 61 万円

教育費

学校給食には、

どのような当別

町産の食材が使

われているのか。また、

どれぐらいの割合で使わ

れているのか。

●○問 ●○答
当 別 町 産 の 人

参、トウモロコ

シ、ジャガイモ、

大豆、キャベツ、カボチャ

などの野菜、豚肉や鹿肉、

お米、いもだんごを使っ

て い る。 金 額 は 約 948

万円で、賄材料費全体の

約２割となっている。

給食への地元食材活用
給食収入 4,757 万円

教育費

子育て世帯の転入へ向けて

令和２年度に改

修した子育て世

帯向け公共賃貸

住宅の入居状況や賃貸収

入率など、現在の状況は。

また、入居率を上げるた

めにどのような努力をし

ているか。

●○問 ●○答
現 在 ８ 戸 中 ６

戸、75 ％ の 入

居率となってい

る。入居率を上げるため、

町の広報・HP や新聞広

告への掲載、パンフレッ

ト配置、ルームツアー動

画 の SNS 掲 載 な ど、PR

活動を行っている。

公共賃貸住宅 C
コ コ ッ ト

OCOTTO
公共賃貸住宅整備事業 3,720 万円

土木費

決算注目点 決算審査・委員会 一般質問 議案審議結果 報告等

COCOTTO の内装

　　当別町独自の学習支援　 子育て世帯が住みよいまちへ

※家具は付属しません※家具は付属しません


