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令和３年度定例監査を、地方自治法第199条第４項の規定に基づき、次

のとおり実施したので報告します。 

 

１ 定例監査実施年月日 

   令和４年２月14日及び15日 ２日間 

 

２ 監査実施対象課等 

   ２月14日（月） 

   議会事務局 

   地域活性課 

   総務課 

国民健康保険由仁町立診療所（町立診療所特別会計） 

介護老人保健施設（介護老人保健施設事業特別会計） 

   出納室 

農業委員会 

保健福祉課（介護保険事業特別会計） 

住民課（国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療特別会計） 

 

   ２月15日（火） 

   教育課 

   建設水道課（水道事業会計、農業集落排水事業特別会計） 

産業振興課 
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概 況 

 令和３年度における定例監査を、地方自治法の定めるところにより財務

に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理運営について２月14日及

び15日の２日間で実施しました。会計年度中の各事業等がほぼ執行を終え

た時期でもあり、年間を通しての執行状況を概ね把握することができまし

た。 

 一昨年に国内で初めて確認された新型コロナウイルス感染症は、ワクチ

ン接種も実施されていますが未だ収束する見込みがなく、感染防止のため

大人数での会食の自粛、各会議はオンラインや書面での開催、学校などは

各種行事の中止や延期といった不便な生活が続いています。 

 新型コロナウイルス感染症は、変異株が発生する都度感染者が増大し、

現在、日本国内では407万人以上の感染が確認されており、引き続き感染

予防、防止に努めていかなければなりません。 

今回実施した定例監査では、昨年に引き続き新型コロナウイルス感染症

による影響が見受けられました。 

そのような中、実施方法の変更や代替え案により実施されたものもあり、

担当課・職員の努力が伺えました。 

 また、基幹産業である農業は、一部の農作物を除き平年並みかそれ以上

の作柄となりましたが、新型コロナウイルス感染防止のため、不要不急の

外出自粛が推奨されている影響もあり、特に米価は昨年より価格が下落、

国の減反政策による生産調整の政策が、来年度以降見直されるなど先行き

が不透明な状況にあり、町の財政運営にも影響があることから、今後の状

況を的確に把握し、迅速に対処していくことが必要です。 
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歳入歳出予算の執行状況について（令和３年12月31日現在） 

 

（１）収入状況                   単位 千円、％ 

会  計  名 予算額 収入済額 収入率 

一般会計 5,569,850 4,315,395 77.48 

国民健康保険事業特別会計 911,907 532,343 58.38 

農業集落排水事業特別会計 211,460 52,322 24.74 

介護保険事業特別会計 816,659 491,391 60.17 

後期高齢者医療特別会計 106,592 51,812 48.61 

町立診療所特別会計 528,108 226,261 42.84 

介護老人保健施設特別会計 132,885 46,277 34.82 

水道事業会計 

収益的収入 524,915 140,127 26.70 

資本的収入 158,463 0 0 

 

（２）支出状況                   単位 千円、％ 

会  計  名 予算額 支出済額 支出率 

一般会計 5,569,850 2,805,731 50.37 

国民健康保険事業特別会計 911,907 598,620 65.64 

農業集落排水事業特別会計 211,460 119,044 56.30 

介護保険事業特別会計 816,659 478,513 58.59 

後期高齢者医療特別会計 106,592 68,330 64.10 

町立診療所特別会計 528,108 374,922 70.99 

介護老人保健施設特別会計 132,885 80,347 60.46 

水道事業会計 

収益的支出 512,260 190,883 37.26 

資本的支出 311,943 147,304 47.22 
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■議会事務局 

○議会の開催状況（令和３年４月～令和４年１月） 

 ・定例会（３回、開催日数４日） ・臨時会（４回、開催日数４日） 

 ・傍聴者延べ人数 ４人（報道機関を除く） 

 

昨年と同様に新型コロナウイルス感染防止のため、行政視察の実施を中

止したほか、行政視察の受け入れがありませんでした。 

今年度は傍聴に来られた方がいますが、引き続き多くの方が来られるよ

う工夫してください。 

議員の出欠状況ですが、今後は欠席理由についても記載してください。 

 

■地域活性課 

○生活交通路線の維持について 

 町内から北広島市への運行計画は、陸運局と協議を進めていると説明を

受けました。 

町民が利用しやすい方法を検討し、引き続き関係する事業者及び関係町

と協議をお願いします。 

また、北海道中央バスが運行している由仁・三川間について、今後の方

向性について説明を受けました。 

 

○ふるさと寄附金について 

 企業版のふるさと寄附金は用途の計画、協議が必要と説明を受けました。 

 

○地域おこし協力隊について 

 任期終了後の情報提供、バックアップの内容について説明を受けました。 

引き続き隊員が町内で活躍できるようにしてください。 

 

■総務課 

○防災備蓄品について 

 非常食の管理状況について説明を受けました。 
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○新型コロナウイルス感染症について 

 新型コロナウイルス感染症の個人情報は、町に対して情報は入ってこな

いとの説明を受けました。 

町民への周知は可能な範囲で引き続き行ってください。 

 

○防災訓練について 

総合防災訓練や職員研修は、感染防止のため中止となったことの説明を

受けました。 

 夜間の防災訓練は、ほとんどの町で行われていないと聞いていますので、

出前講座での実施や自治区などと協議し、可能であれば訓練の開催につい

て検討いただくことを望みます。 

 

■国民健康保険由仁町立診療所及び介護老人保健施設 

診療所における歳入は、昨年よりも増加となっており、訪問診療体制の

効果が表れていることが伺えます。 

新型コロナウイルスの検査（ＰＣＲ）体制も整備され、また、新規にＣ

Ｔ診断装置も導入したことで、町民の健康維持に益々期待されるところで

す。 

介護老人保健施設の在り方（定員数）の見直し等について説明を受けま

したが、定員を減としても、業務内容が変わることが無いため職員数には

変更が無いと説明を受けました。 

診療所・介護老人保健施設ともに、経営改善の努力が見受けられますの

で今後も地域医療の中心的役割としての努力を望みます。 

 

■出納室 

 本年度から、指定金融機関と協議の結果、一部の口座振込での支払に、

手数料が発生しているとの説明を受けました。 

 手数料は今後も増加していく見込みとのことですが、町財政の負担にな

らないよう、慎重に関係機関と協議してください。 
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■農業委員会 

 農業委員会の事務の執行状況について、総会等の開催状況、農地移動状

況、砂利採取に伴う一時転用の状況、農地のあっせん状況について説明を

受けました。 

農業は町の基幹産業ですので、不作付地が発生しないよう、今後もご尽

力いただきたいと思います。 

 

■保健福祉課 

 保健福祉課所管施設の管理状況、住民福祉の向上に向けた業務全般の説

明を受けました。 

 

○滞納状況について 

 保育料・障害福祉サービス費の滞納状況について説明を受けました。 

 利用者への公平性確保のため、滞納解消に引き続き努めてください。 

 

○介護保険について 

 令和３年12月31日現在の人口は4,871人で、うち高齢者人口は2,085人、

高齢化率は42.8％となりました。第１号被保険者数は2,063人と昨年度と

ほぼ横ばいとなっています。 

 要介護認定者数は、次のとおり増加となりました。 

 

        要介護認定者数（各年12月末現在）    単位 人 

区分 

要支援 

１ 

要支援 

２ 

要介護 

１ 

要介護 

２ 

要介護 

３ 

要介護 

４ 

要介護 

５ 

計 

令和２年 54 35 90 65 53 52 31 380 

令和３年 61 39 83 61 65 56 38 403 

 

○特定健診受診率について 

 令和４年１月31日現在46.8％で、昨年同時期と比べ改善が見込まれます。

新型コロナウイルス感染症の影響で受診控えもあると思いますが、可能な

範囲で、受診の働きかけをお願いします。 
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○歯周疾患健診について 

 新規事業として本年から行われていると説明がありました。 

 対象者の受診率は全体の5.0％となっています。特定健診同様に新型コ

ロナウイルス感染症の影響もありますが、受診率が向上するよう対策を望

みます。 

 

○新型コロナウイルス感染症対策について 

 所管する施設の各整備状況について説明を受けました。 

 また、新型コロナワクチン接種の実施方法は非常に高く評価できます。 

 従事者は大変な苦労をされていると思いますが、今後は低年層への接種

も始まる見込みですので、感染拡大防止のため、引き続き各種対策、予防

について指導をお願いします。 

 

■住民課 

○地域公共交通対策について 

 デマンドタクシー運行状況について説明を受けました。 

 本三川から由仁駅・町立診療所間の利用者が無いということですので、

自治区等と協議し、対策について検討をお願いします。 

 

○防犯対策について 

 ＬＥＤ灯への取り換えにより、電気料金が減っているとの説明を受けま

した。 

 

○墓地管理について 

管理費用は利用者負担が原則と考えるため、これからも管理者不明分の

解消に努めてください。 

 

○空家等対策について 

 空家等対策計画に基づき、本年度は２件の解体が行われたと説明を受け

ました。 

これからも適正な管理に努めていただくようお願いします。 
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○各税・料の徴収状況について（令和４年１月31日現在） 

                          単位 千円、％ 

税     種 現年課税 滞納繰越 合 計 収納率 

普

通

税

 

町 民 税 

調 定 額 236,918 11,685 248,603 

85.98 

収入済額 212,453 1,308 213,761 

固定資産税 

調 定 額 295,270 11,800 307,070 

95.15 

収入済額 291,684 484 292,168 

軽自動車税 

調 定 額 20,992 554 21,546 

96.64 

収入済額 20,689 134 20,823 

町たばこ税 

調 定 額 47,955 0 47,955 

99.90 

収入済額 47,909 0 47,909 

入 湯 税 

調 定 額 1,077 0 1,077 

100.00 

収入済額 1,077 0 1,077 

普 通 税 計 

調 定 額 602,212 24,039 626,251 

91.93 

収入済額 573,813 1,925 575,738 

国民健康保険税 

調 定 額 221,739 38,358 260,097 

65.10 

収入済額 165,437 3,875 169,312 

介 護 保 険 料 

調 定 額 132,802 730 133,531 

82.95 

収入済額 110,512 250 110,761 

後 期 高 齢 者 

医 療 保 険 料 

調 定 額 73,642 16 73,658 

82.25 

収入済額 60,583 0 60,583 

合   計 

調 定 額 1,030,394 63,142 1,093,537 

83.80 

収入済額 910,345 6,050 916,394 

注 四捨五入の関係で合計と内訳が一致しない場合がある。 

 １月31日現在の滞納繰越残高は前年同期とほぼ同じくなっています。 

税の公平性確保の観点から、これからも滞納解消に努めてください。 

 

■教育課 

 教育委員会での各事業の取り組み状況、各種契約（委託業務、備品購入

等）新型コロナウイルス感染症対策などについて説明を受けました。 

 

○各種契約（委託業務、備品購入等）について 

 ・スクールバス関連  ５件  ・小学校管理関連   10件 

 ・中学校管理関連   ８件  ・教職員住宅関連   １件 

 学校施設やスクールバスについて、計画的に整備されていることが確認
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できました。今後も必要な修繕などは適正に行ってください。 

 

○学校給食について 

 町内で生産される作物の利用は15％～16％との説明を受けました。 

食材費のやりくりの中で、より多くの町内産の作物を使用していただく

ことを望みます。 

 また、給食費の滞納は解消されているとの説明を受けました。 

 

○社会教育・社会体育関係について 

 設備が故障し休館となっている体育館について年度内の開館を予定し

ているとの説明を受けました。 

休館するときに利用者への代替え案などの対応をお願いします。 

また、ゆめっく館については新型コロナウイルスの影響で利用者は減っ

ていますが、貸出冊数は増加していると説明を受けました。 

学校での要望も増えているとのことですので、新書の購入にあたって工

夫してください。 

 

○新型コロナウイルス感染症対策事業について 

 国の交付金などを利用し、各学校施設や社会教育施設の整備について説

明を受けました。 

今後も感染予防への対応をお願いします。 

 

■建設水道課 

○土木・建築の主要事業について（工事金額500万円以上、委託金額500万

円以上） 

 

 計７件の各工事・業務について、完了または完了する見込みとの説明を

受けました。 

 

○町営住宅等の管理状況等について 

 滞納者の使用料納入について引き続き交渉を進め、滞納解消に努めてく
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ださい。 

                          単位 戸、％ 

区    分 管理戸数 入居戸数 空家戸数 政策空家 入居率 

使用料 

収納率 

町営住宅 276 208 68 53 75.4 98.03 

産業住宅 49 48 1 0 98.0 99.38 

特定公共 

賃貸住宅 

10 9 1 0 90.0 100.00 

合    計 335 265 70 53 79.1  

※政策空家を除くと実質入居率は94.0％ 

※使用料収納率は、現年分（令和３年４月～令和３年12月調定分） 

 

○古山貯水池自然公園オートキャンプ場の利用状況について 

 新型コロナウイルス感染症予防の観点から、屋内より３密を避けられる

こと、またソロキャンプをする人が増えたことから、１万２千人を超える

利用者となったとの説明を受けました。 

来年度もキャンプ場の利用者が、増えることを期待します。 

 

○水道事業の主要事業について（工事金額500万円以上、委託金額500万円

以上） 

 １件の工事、２件の委託業務について説明を受けました。 

漏水調査委託業務は次年度以降も行い、漏水箇所の発見に努めるようお

願いします。 

 

○農業集落排水事業の主要事業について（委託金額500万円以上） 

 １件の委託業務について、説明を受けました。 

 

○水道料金及び農業集落排水使用料の収入状況について 

 現年分で、水道料金は89.79％、農業集落排水使用料は89.34％の収納率

で昨年度同時期と比べ改善が見受けられます。 

 今後も安定経営のために、収納率の向上に努めてください。 



11 

■産業振興課 

 農林業については各種事業を活用し、ドローン等による新たな技術の取

り組みを行っていることを確認しました。 

有害鳥獣については依然として農作物の被害があり、特に今年度は熊の

目撃情報も数件あったことから、町民等への周知、対策について検討をお

願いします。 

森林環境譲与税が始まり、基金を利用した意向調査を実施したとの説明

を受けました。 

今後は町の対応が必要となってくることから、次年度以降も計画的な基

金運用に努めてください。 

 

○商工労働及び観光の振興事業 

 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、商工労働及び観光の維持、継

続を目的として次の事業を行っていますが、依然として新型コロナウイル

スの収束が見えないことから、継続した支援をお願いします。 

 

・スーパープレミアム付商品券発行事業  27,000千円 

・中小事業者経営継続緊急応援事業    10,000千円 

・酒類提供飲食店等事業継続支援事業    2,990千円 

※金額は実績見込額 

 

■交際費について 

 交際費を有する総務課、地域活性課（企業誘致）、教育委員会、農業委員

会、町立診療所、議会事務局からそれぞれ資料提出、説明を受けました。 

 交際費の使途は、今後も適切な管理等に努めてください。 


