
とうべつ議会だより No.2118

医療大学連携推進プロジェクト

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

　町と北海道医療大学は、医療、福祉、介護、

教育など多方面で連携しています。

　学生はまちづくりにおいて、世代間交流、

将来の町への移住・定住や関係人口の増加と

いう観点から重要な存在です。

　医療大学には 3,000 名超の学生が在籍して

いることから、町は「北海道医療大学連携推

進プロジェクト」の１つとして、学生に町内

に住んでもらえるように、新生活応援事業、

アルバイト先の確保、居住・学習環境の整備

などを進めています。

新しいまちの顔づくりに向けて

令和３年度は、

令和２年度より

約 40 億円歳出

が増えたが、執行率は例

年 97％程度であるのに

対し、92.8％となった。

100％使えば良いという

わけではないが、92.8％

となった原因は何か。

●○問 ●○答
光回線整備や新

駅関係の工事な

どで、実際の工

事で金額が落ち、不用額

が生じたのが原因。光回

線含む総務費で約２億

5,700 万円、新駅関係含

む土木費で約１億 3,700

万円の不用額が生じた。

歳出
全体

予算執行率 92.8％
歳出決算額全体

駅前整備が進むロイズタウン駅 ( 当別太 )

総務費
企業立地促進事業の実績

企業立地促進事業補助金 1,747 万円

令和３年度の企

業立地優遇制度

の成果と制度へ

の問い合わせ件数は。問

い合わせには、どのよう

な対応をしてきたのか。

●○問

●○答
令和３年度は、

３事業者に対し

補助金を交付し

た。相談は４、５件電話

が来ている状況。対応と

しては、どのような制度

があるか、どのような土

地があるかなどの質問に

対して、町が把握してい

る情報は可能な限り提供

している。

新駅駅前広場の

ロードヒーティ

ング工事は年内

に終わるのか。また、予

算を減額して保護コンク

リートとしているが、地

盤の悪い当別において、

強度などに影響はないの

か。

●○問 ●○答
駅前広場の工事

と同時で、年内

に終わるよう進

めている。また、通常、

歩道は砕石を入れ、その

上を舗装するが、そこを

今回コンクリートに変え

るため、通常より強度は

高まる。

総務費 新駅のロードヒーティング
令和４年度補正予算審議

医療大生の新生活応援
北海道医療大学連携推進プロジェクト負担金 260 万円

予算審査で負担

金の有効活用に

つ い て 指 摘 が

あったが、令和３年度の

事業実施ではどのような

工夫をしたか。

●○問

●○答
新生活の応援と

して、町内に新

たに住む新入生

に町内商品券を渡してい

たが、令和３年度からは

対象を全学年とし、商品

券も増額するなど拡充を

図った。また、この負担

金外ではあるが、コロナ

ワクチン接種への医師・

看護師の派遣等の支援も

いただいている。

総務費
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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

好調　ふるさと納税 27 億円

プレミアム付き商品券の成果

令和３年度、ふ

るさと納税ポー

タルサイトに楽

天と ANA を加え、予算

も約 7,000 万円増やした

が、どのような効果が

あったか。

●○問 ●○答
楽天からの申し

込 み は 全 体 の

29.6％、寄附額

は約 8 億円で、非常に

効果があった。ANA は

0.8％、寄附額は約 2,200

万円。今後は ANA から

の金額を増やす取り組み

を進めていきたい。

総務費 楽天と ANA の導入効果
ふるさと納税推進事業 16 億 3,786 万円

プレミアム付き

商品券の成果に

ついて、どのお

店でよく使われたかな

ど、協力店別に押さえて

いるか。

●○問 ●○答
１番大きいのは

ス ー パ ー マ ー

ケ ッ ト で 約

40％、次が飲食・観光

業で約 22％、ドラッグ

ストアが約 18％、コン

ビニが約３％という結果

となっている。

総務費 ジャンル別の成果は
プレミアム付商品券事業 8,423 万円

ふるさと納税は

６割が経費で、

町が利用できる

のは４割。経費のうちク

レジットカード決済手数

料を含むポータルサイト

利用料が２割に上る計算

だが、経費の割合はどの

ようになっているか。

●○問 ●○答
約 27 億円のう

ち、約 16 億円

が 経 費。 う ち

ポータルサイト利用料は

約 2.8 億円で、大きな負

担であるため、各ポータ

ルサイト運営会社に利用

料の見直しについて働き

かけを行っている。

総務費 ポータルサイト利用料
ふるさと納税推進事業 16 億 3,786 万円

総務費
商品券の経済効果は

プレミアム付商品券事業 8,423 万円

プレミアム付き

商品券を購入し

た人の年代は。

また、協力店の売り上げ

が上がったなど成果は出

ているのか。

●○問

●○答
購入者は 60 代

以上が 30％を

占 め、20 歳 未

満が５％と少なかった。

20 ～ 30 代、40 代 も そ

れぞれ 20％という状況。

成果としては、町費で

約 8,400 万円を支出した

が、約２億 3,000 万円分

の商品券が町内に出回っ

ており、効果が出ている。

令和３年度　ふるさと納税寄附金額と申し込み方法の割合

ふるさとチョイス 3,147 万 8,040 円

さとふる 1 億 7,042 万 2,032 円

楽天 4,820 万 9,585 円

ANA 200 万 1,032 円

合計 ２億 5,211 万   689 円

令和３年度　ポータルサイト利用手数料

令和３年度　クレジットカード決済に係る手数料

加盟店手数料 3,299 万 5,787 円

ふふるるささととチチョョイイスス

億億 万万 円円 （（ ））

ささととふふるる

億億 万万 円円 （（ ））

楽楽天天

億億 万万 円円 （（ ））

万万 円円 （（ ））

そそのの他他（（郵郵送送・・電電話話・・ ななどど））

万万 円円 （（ ））

寄附金額： 円寄附金額：27億2,754万8,000円寄附金額：27億2,754万8,000円
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※１ ６次産業化･･･ 農業者が農畜産物生産（１次産業）だけでなく、製造・加工（２次産業）や販売（３次産業）にも取り組むこと。

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

道の駅とうべつ コンビニ出店予定箇所

道の駅への大手

コンビニ出店に

は期待している

が、道の駅の 6 次産業

化※１へ向けて、地元商

品の販路拡大や地域特産

品の開発・改良など、大

手コンビニとの打ち合わ

せは進んでいるか。

●○問 ●○答
当別町産の黒豆

や米粉を活用し

た商品開発につ

いて、それらの販売を町

内の店舗に限るか、近隣

の店舗まで広げるかな

ど、その辺りまで踏み込

んだ協議をしていると㈱

tobe からは聞いている。

総務費 道の駅の 6 次産業化
令和４年度補正予算審議

道の駅の６次産業化

JR 廃線に伴う影響

予算が約 2,000

万円計上されて

いたが、決算は

約 1,000 万円となってい

る。また、利用人数も令

和２年度より約 1,000 人

減っているが、それらの

原因は何か。

●○問 ●○答
国からの補助金

が 増 え た こ と

と、２往復少な

い土日祝日便の運行開始

による人件費や燃料費の

削減が主な原因。利用人

数は、JR 廃線に伴い月

形高校生の利用がなく

なったことによるもの。

総務費 札沼線代替バスの利用者減
JR 札沼線代替バス運行事業　1,110 万円

札沼線代替バス（とべ～る号）

コロナによる接種控え ・ 受診控え

令和３年度、イ

ンフルエンザ予

防接種率向上に

向けて 300 万円を増額

したが、接種数が前年度

比で約 600 人減ってい

る。ワクチンが不足した

のか、コロナによる接種

控えなのか、原因は。

●○問 ●○答
ワクチンの供給

量が少なかった

ことや、新型コ

ロナ一色でインフルエン

ザが流行していない現状

から、予防接種が控えら

れたことなどが原因であ

ると分析している。

民生費 予防接種数の減少
各種予防接種事業 1,501 万円

国保
特会

国保特会の不用額
保険給付費不用額 １億 1,426 万円

保険給付費で約

１億 1,000 万円

の不用額が出て

いる。特に療養諸費と高

額療養費が大きいが、原

因は何か。

●○問

●○答
保険給付費につ

いては、令和２

年度、令和３年

度と続けてコロナ禍前の

年までの給付額を下回っ

ていることや、月別で見

ると、新型コロナ流行期

に請求額が低い状況がう

かがえるため、新型コロ

ナ流行による受診控えが

原因ではないかと予測し

ている。
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高齢者の安心な暮らしのため

民生費
装置の台数は足りるのか
独居老人等緊急通報サービス事業 147 万円

例年、新規の装

置設置が５、６

台で予算も同様

に推移。高齢化が進む中、

ニーズに対し、台数は間

に合っているのか。

●○問

●○答
装置は住民税非

課 税 世 帯 に 設

置。 設 置 に あ

たっては町内の福祉関係

機関にも周知しており、

その紹介での設置もあ

る。課税世帯は、有償に

なるが、同様の事業者を

紹介するなど、漏れのな

いように周知している。

今後、必要性は増してい

くものと考えている。

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

納税猶予事務の

未処理により農

業者が課税され

た件で、以前の不祥事の

ように職員が業務を１人

で抱えてしまう背景が

あったのでは。反省を生

かし、町全体で今後どの

ように取り組むのか。

●○問 ●○答
複数人や複数方

法での確認を行

うなど、改めて

綱紀粛正に努め、間違い

のない事務をするという

原点に立ち返るべく、組

織としてさらなる引き締

めを図っていく。

総務
文教

職員１人で抱えてないか
農業委員会事務局の事務未処理について

独居老人等緊急

通報サービスに

ついて、例年、

新規が５、６件、利用世

帯も 30 後半から 40 世

帯で推移しているが、年

間どれぐらいの通報があ

り、どのような処理がさ

れているのか。

●○問 ●○答
健康づくり財団

に通報・相談で

きる装置を置く

もので、令和３年度は、

緊急が７件で全員搬送

となった。相談等は 313

件で、緊急と思しきもの

が 44 件、うち１件が搬

送となった。

民生費 独居老人緊急通報サービス
独居老人等緊急通報サービス事業 147 万円

【その他の主な質問項目】

ロイズタウン駅周辺の町道の愛称募集方法 （総務）、 ICT 推進事業における講演会講師 （総務）、 当別スウェーデン

マラソン参加人数 （総務）、 マイナンバーカード普及率 （産業）、 新型コロナウイルスワクチン接種業務の委託先 （産

業）、 高濃度ＰＣＢ廃棄物処理業務 （決特）、 空き家対策検討状況 （決特）、 ホームページリニューアル （決特）、 高

度無線環境整備事業 （決特）、 当別町史編さん事業 （決特）、 いじめ問題調査 （決特） など

　　『適正な決算と認定』
～決算審査特別委員会報告～　　　

令和３年度各会計決算審査特別委員会

佐藤委員長 ( 左 ) ・ 佐々木副委員長 ( 右 )

委員長　　櫻　　井　　紀　　栄

委　　員　　岡　　野　　喜代治

委　　員　　秋　　場　　信　　一

委　　員　　五十嵐　　信　　子

起 草 委 員 会

※起草委員会とは

　　決算審査特別委員会の審査結

　　果報告文書を作成する委員会
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緊急通報端末


