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会議に付した事件は次のとおりである。

議案第１号 令和元年度月形町一般会計補正予算（第５号）

議案第２号 令和元年度月形町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４

号）

議案第３号 令和元年度月形町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号）

議案第４号 令和元年度月形町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）

議案第５号 令和元年度月形町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

議案第６号 令和元年度国民健康保険月形町立病院事業会計補正予算（第

４号）

議案第７号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るた

めの関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例の制定について

議案第８号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

議案第９号 監査委員条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１０号 月形町職員定数条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１１号 非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の一

部を改正する条例の制定について

議案第１２号 月形町土地開発基金条例を廃止する条例の制定について

議案第１３号 月形町手数料条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１４号 月形町遺児手当支給条例の一部を改正する条例の制定につい

て

議案第１５号 月形町乳幼児等医療費助成に関する条例の一部を改正する条

例の制定について

議案第１６号 月形町特定教育・保育施設等の利用者負担金に関する条例の

一部を改正する条例の制定について

議案第１７号 月形町民保養センター宿泊施設条例の一部を改正する条例の

制定について

議案第１８号 月形町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する

条例の制定について

議案第１９号 月形町地域包括支援センター運営協議会条例の制定について

議案第２０号 月形町皆楽公園条例の一部を改正する条例の制定について

議案第２１号 月形町皆楽公園施設条例の一部を改正する条例の制定につい

て

議案第２２号 月形町農業委員候補者評価委員会条例の制定について
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議案第２３号 月形町はな工房条例の一部を改正する条例の制定について

議案第２４号 月形町農産物加工施設条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

議案第２５号 月形町道路占用料条例の一部を改正する条例の制定について

議案第２６号 月形町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について

議案第２７号 月形町多目的アリーナ条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

議案第２８号 月形町野球場条例の一部を改正する条例の制定について

議案第２９号 月形町パークゴルフ場条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

議案第３０号 公の施設に係る指定管理者の指定について（月形町民保養セン

ターほか）

議案第３１号 令和２年度月形町一般会計予算

議案第３２号 令和２年度月形町国民健康保険事業特別会計予算

議案第３３号 令和２年度月形町農業集落排水事業特別会計予算

議案第３４号 令和２年度月形町介護保険事業特別会計予算

議案第３５号 令和２年度月形町後期高齢者医療特別会計予算

議案第３６号 令和２年度国民健康保険月形町立病院事業会計予算

（上坂町長から一身上の都合により欠席の旨の報告あり）

○ 議長 金子 廣司 ただ今の出席議員は８人です。定足数に達しておりま

すので、会議は成立いたしました。

ただ今から、令和２年第１回月形町議会定例会を開会いたします。

（午前１０時００分開会）

直ちに本日の会議を開きます。 （午前１０時００分開議）

議事日程第１号はお手元に配付のとおりであります。

◎ 日程１番 会議録署名議員の指名

○ 議長 金子 廣司 日程１番 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員の指名は、会議規則第１２７条の規定により議長において

堀 広 一 議員

我 妻 耕 議員

の両名を指名いたします。

◎ 日程２番 会期の決定

○ 議長 金子 廣司 日程２番 会期の決定を議題といたします。



令和２年 第１回定例会 １日目（３月３日）

3

先に、議会運営委員会委員長から、去る２月２５日開催の議会運営委員会

での本定例会の運営について、報告の申し出がありましたので、これを許しま

す。

○ 議長 金子 廣司 議会運営委員会 楠 順一委員長、報告願います。

○ 議会運営委員会委員長 楠 順一 議長の許可をいただきましたので、

令和２年第１回定例会の運営について、去る２月２５日に議会運営委員会を

開催いたしましたので、その協議結果をご報告いたします。

当日は、議長の出席をいただき、副町長の出席を求め、今定例会に提案さ

れる議案等の説明を受け、日程及び運営について、それぞれ協議をいたしま

した。

はじめに会期についてでありますが、本定例会に提出されている議案は、

議会提案として、予算特別委員会報告、会議案を予定し、町長提案は、令和

元年度各会計補正予算、一般議案、令和２年度町政執行方針並びに教育行政

執行方針、令和２年度各会計予算及び予算関連議案であります。これらを踏

まえ、本定例会の会期は、本日３日から３月１７日までの１５日間とするこ

とといたしました。

次に、一般質問でありますが、３月１０日及び３月１１日の２日間を予定

し、通告期限は３月４日の正午までとしております。

一般質問の質問回数は原則４回までですので、十分に守っていただきたい

と思います。その他は会議規則に基づいて行いますので、活発な議論をお願

いいたします。なお、執行方針に対する質疑は一般質問に含めて行います。

次に、議案等の審査要領についてでありますが、町長提案の内、令和２年

度各会計予算６件及び予算関連議案１１件の議案につきましては、一括提案

とし、議長を除く全議員による予算特別委員会を設置し、これに付託し、休

会中の審査とすることにいたしました。

次に、本日、予算特別委員会を開催し、正副委員長の選任、審査日程等の協

議を行い、３月１２日から開催される予算特別委員会で、各課長等から説明を

受け、質疑を行っていただくことになりますが、日程については精力的に進め

ていただくことをお願いいたします。また、いつも申し上げていることですが、

議員の質疑及び町側の答弁につきましては簡潔明瞭にされ、議事運営に特段の

ご協力をいただきたいと思います。

最後に今、新型コロナウイルスが全国的に広がりを見せており、北海道にお

いても多くの感染者が出ており、知事から緊急事態宣言が発せられる状態にな

っております。当議会におきましても今定例会においては、予算審議をする一

番大事な定例会でありますけれども、スムーズな議事進行によりまして、感染

リスクを軽減するということも考慮いたしまして、進めて行きたいと思います
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ので、皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。

以上、議会運営委員会において協議をした結果を報告いたします。

○ 議長 金子 廣司 以上で議会運営委員会委員長の報告を終わります。

お諮りいたします。本定例会の会期は、ただ今、議会運営委員会委員長か

ら報告のとおり、本日３日から３月１７日までの１５日間にしたいと思いま

す。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、会期については、本日３日から３月

１７日までの１５日間とすることに決定いたしました。

◎ 日程３番 諸般の報告

○ 議長 金子 廣司 日程３番 諸般の報告を行います。議長会務報告・例

月出納検査結果報告については、お手元に配付のとおりでありますので、ご

覧願います。

次に、まちづくり常任委員会の閉会中における所管事務調査報告があります

ので、委員長の報告を求めます。

○ 議長 金子 廣司 まちづくり常任委員会 我妻 耕委員長、報告願いま

す。

○ まちづくり常任委員会委員長 我妻 耕 まちづくり常任委員会の令和

元年度所管事務調査について、会議規則第７７条の規定により報告いたします。

令和元年度のまちづくり常任委員会所管事務調査については、年度当初に

調査事項の年間計画を策定し、各課所管の計２０件の調査項目を調査してお

ります。

所管事務調査の方法としては、担当課と調整のうえ、各調査項目の現状及

び課題を説明してもらい、町としての今後の取り組みの推進や方向性の確認

などを行い、常任委員会の中で質疑等をとおして、各調査項目の把握に努め

てまいりました。

今回、調査した項目の中で、特筆すべき事件について３点、私からの所見

をご報告いたします。

最初に、札沼線代替バス、月形町地域拠点施設整備、皆楽公園等周辺施設

整備の調査でありますが、今年５月に廃線となるＪＲ札沼線の北海道医療大

学から新十津川間の代替バス運行形態、この廃線に伴うバスターミナルを中

心とした地域拠点施設整備、皆楽公園エリアの再整備と、合わせて町が諮問

した各協議会・審議会において協議、検討がなされた事項であります。委員

会としても様々な意見が出ましたが、各協議会からの答申を踏まえ、町民が

利用しやすく、将来にわたり各世代の理解が得られるような施設整備を望む

ところであります。
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次に、株式会社月形町振興公社の運営状況についての調査でありますが、

昨年の調査と同様、町から支出している、運営に関する委託料が大幅に増加

している状況であります。抜本的な見直しとして、レストラン部門のスタッ

フ派遣を中止するという決断をし、レストラン等の運営先を募集していると

ありました。温泉客・宿泊客の食事提供や集客のための必要な施設であると

感じているところでもありますので、月形町と振興公社が、円滑な協議・検

討をされ、早急な対策を講じることを望むところであります。

３点目は、月形町立病院の調査でありますが、今年度は当初のへき地診療

所・公設民営化を目指すというところから、新院長の就任後、院長やスタッ

フの奮闘により収支が安定し、当分、現状のままとなりました。いつまでも

負担を掛けるわけにはいかないことは明確です。色々な課題もあり、是非と

も絶え間なく病院の方向性を探り、安定・安心の医療体制の構築を望むとこ

ろであります。

札沼線代替バス等を含め、調査内容及び結果については、お手元に配付済み

の報告書に記載のとおりでありますので、ご確認をお願いいたします。

最後に、担当課の課長はもとより、所管事務調査に係わってくださった職員

の方々に改めてお礼を申し上げます。ありがとうございました。

以上をもちまして、令和元年度まちづくり常任委員会所管事務調査報告と

いたします。

○ 議長 金子 廣司 以上をもって、まちづくり常任委員会所管事務調査報

告といたします。

○ 議長 金子 廣司 以上で諸般の報告を終わります。

◎ 日程４番 行政報告

○ 議長 金子 廣司 日程４番 行政報告を行います。行政報告については、

お手元に配付のとおりでありますので、ご覧願います。

○ 議長 金子 廣司 以上で行政報告を終わります。

◎ 日程５番 議案第１２号 月形町土地開発基金条例を廃止する条例の制定

について、日程６番 議案第３０号 公の施設に係る指定管理者の指定につ

いて（月形町民保養センターほか）、日程７番 議案第１号 令和元年度月形

町一般会計補正予算（第５号）

○ 議長 金子 廣司 日程５番 議案第１２号 月形町土地開発基金条例を

廃止する条例の制定について、日程６番 議案第３０号 公の施設に係る指

定管理者の指定について（月形町民保養センターほか）、日程７番 議案第１

号 令和元年度月形町一般会計補正予算（第５号）は関連がありますので、
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一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 議案書２５５ページをお開き願います。ただ今、上

程されました議案第１２号 月形町土地開発基金条例を廃止する条例の制定

について、ご説明申し上げます。廃止する条例に係る土地開発基金につきまし

ては、公用もしくは公共用に供する土地、または公共の利益のために取得する

必要のある土地を、あらかじめ取得することにより事業の円滑な執行を図るた

め、そのために昭和４６年に設置をされたものであります。設置目的である公

共用地の先行取得の必要性につきましては、現下の情勢では大変、薄れており

まして、当該基金は平成７年に元金を積立てした以降、新規積立または処分の

動きはありません。利子だけを毎年積み立てている状況であります。このよう

な状況から、基金の目的である公共用地の先行取得としても、活用可能な公有

財産整備基金にこの土地開発基金を編入し、土地開発基金を廃止する基金の整

理を行うものであります。なお、現在の土地開発基金の残高２億８３１万４,
０００円でありますが、その全額を公有財産整備基金に編入する予算につきま

しては、この後、上程いただきました議案第１号 令和元年度月形町一般会計

補正予算（第５号）において、ご審議くださいますようお願い申し上げます。

以上、議案第１２号の説明を終わります。

続きまして、議案書３０１ページをお開き願います。議案第３０号 公の

施設に係る指定管理者の指定について（月形町民保養センターほか）、ご説明

申し上げます。このことにつきましては、地方自治法第２４４条の２第３項の

規定によりまして、公の施設に係る指定管理者を次のとおり指定をしたいので、

同条第６項の規定により議会の議決を求めるものでございます。１ 指定管理

者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地は、（１）月形町民保養センタ

ー 樺戸郡月形町８１番地１０、（２）月形町民保養センター宿泊施設 樺戸

郡月形町８１番地１０、（３）月形町はな工房 月形町字チクシベツ２０３番

地７９の３施設であります。指定管理者となる団体の名称及び所在でございま

すが、株式会社月形町振興公社 樺戸郡月形町１２１９番地であります。３

指定の期間でございますが、令和２年４月１日から令和２年９月３０日までで

あります。指定管理者の指定につきましては、指定管理者は現に当該公の施設

の管理を平成２７年１１月から行っておりまして、現段階においては、施設運

営について安定したサービスの提供等が期待できるものでございます。また、

指定管理者は、月形町からの委託を受けた事業を執行する目的を持つ、月形町

が全額出資する会社でございまして、当該公の施設の設置目的に鑑み、月形町

との連携も容易に図られることから、月形町公の施設に係る指定管理者の指定
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の手続き等に関する条例及び条例施行規則に即しまして、公募によらず指定管

理者からの申請を受け、内容の審査を行い、選定したところでございます。な

お、指定期間を半年間としておりまして、この経過等について申し上げますと、

昨年１２月から本年１月に掛けまして、当該公の施設の指定管理者の募集を、

指定期間を令和２年の１０月からとして行ったところでございます。しかしな

がら、結果、応募者は現れなかったところでありますが、この指定期間を令和

２年１０月からといたしましたのは、実際に指定管理者の応募申請があって、

新たに指定管理を行うとした場合、色々と準備に期間が必要であろうと考えて、

年度はじめの４月からではなく、１０月からとしたところでございます。この

ようなことから、本件の指定期間は、指定管理者が新たになることも想定して、

本年９月までの半年間としたところであります。また、予算編成作業の期限も

あった中での、暫定的な措置であったということをご理解いただきたいと思い

ます。なお、本件に係る予算につきましては、この後、上程いただきました議

案第１号 令和元年度月形町一般会計補正予算（第５号）において、債務負担

行為の補正をさせていただくので、よろしくご審議をお願いしたいと思います。

続きまして、議案書３ページでございます。議案第１号 令和元年度月形町

一般会計補正予算（第５号）について、ご説明申し上げます。第１条ですが、

補正予算第５号は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億５,２９７万
７,０００円増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５０億３８５万
８,０００円とするものであります。また、歳入歳出予算の補正の款項の区分
及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は４ページから

７ページの第１表 歳入歳出予算補正によるものであります。

今回の補正予算の概要でありますが、年度末に当たりまして、事務事業費

の確定または執行見込額の精査並びに歳入調定額等の精査を行いまして、主

に予算の整理でありますが、ふるさと納税寄附金の増額に伴う関連経費の増

額や土地開発基金の廃止による公有財産整備基金への基金編入整理、また、

国の補正予算事業を活用する農業機械等の整備に係る新たな予算の計上も行

っております。

それでは事項別、款項の区分において、主要なものについて、説明をさせて

いただきます。４２ページをお開きください。歳出でございますが、１款 議

会費 １項 議会費、補正額２８１万９,０００円の減額でございます。１目

議会費、説明欄のとおりでございます。４４ページでございます。２款 総務

費 １項 総務管理費、補正額４億２,２９８万３,０００円の増額でございま

す。主なものでございますけれども、２目 職員給与費でございまして、４５

ページ、説明欄、一般給与費２４６万１,０００円の増額、これにつきまして

は、４７ページをご覧いただきたいと思いますけれども、説明欄、職員の時間
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外勤務手当３８３万７,０００円補正をさせていただきます。３８３万７,００

０円のうち、約７０万円、これにつきましては、時間外勤務手当の算出方法が

寒冷地手当を加えて行うことになったことによります、その差額分でございま

す。その他につきましては、従来より潜在的に業務量が増えてきております中

で、時間外勤務が増加したこと、それと、補正予算を１月に編成をしておりま

すが、１月以降も加味して増加するということでの額でございます。この時間

外勤務の増加でございますけれども、潜在的なものに加えまして、町の課題解

決のために、例えば、札沼線代替バス運行事業または拠点化施設整備事業、こ

れらの推進、また、ふるさと納税寄附金の大幅な増加に伴います事務量の増加、

さらに、直接的な事業等の増加でございませんけれども、職員のメンタル不調

によりまして休職する職員も出ておりまして、その業務処理が他の職員の勤務

の増加になってございます。また、この度の新型コロナウイルス感染症対策に

ついても、業務が増えてきておりますが、補正予算編成時については、これを

見込んでおりません。このような状況、また、このような事態の中での時間外

勤務手当の増額でございますので、ご理解をいただきたいと思います。説明欄、

下段の管理職手当３７万円の増額でございますが、これにつきましては、道か

らの派遣職員の管理職手当額が変更になった差額分でございます。３目 企画

費でございますが、４７ページ、説明欄、中段に、ふるさと納税推進事業がご

ざいます。２億３,０３２万９,０００円の増額でございますが、ふるさと納税

寄附金につきましては、今回の補正予算編成時におきまして、ふるさと納税寄

附金の総額が３億３,９３０万円に及ぶということを見込んで、この補正をさ

せていただいておりますが、その際、ふるさと納税寄附金の増額に伴いまして、

それに対応するべく納税納付記念品または納税支援業務、基金積立金等が増え

ますので、増額をさせていただくものでございます。なお、この補正予算編成

時で見込んだ３億３,９３０万円でございますけれども、現時点において、ふ

るさと納税の総額が２億７,２００万円となってございまして、補正予算編成

時に見込んだ額には及ばないのかなというふうに見てございます。続きまして、

４７ページ、説明欄、後段ですけれども、札沼線代替輸送事業の補助金でござ

いますが、３５９万１,０００円の減額でございます。これにつきましては、

代替バス車両等の整備に係る事業費の減少によります補助金の減額でござい

ます。続きまして、４８ページ、４目 情報推進費に係ります、４９ページ、

説明欄、地域情報通信基盤整備事業でございます。４７４万６,０００円の減

額でございますが、これにつきましては、地域情報通信基盤整備、ＩＰ告知端

末機の更改整備業務でございますけれども、この事業費が減額になったという

ことでの減額補正でございます。続きまして、４８ページ、８目 財産管理費

に係ります、５１ページ、説明欄、基金管理経費２億８３１万４,０００円、
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公有財産整備基金積立金でございますが、先ほど、議案第１２号で説明をさせ

ていただきました土地開発基金を廃止するに当たりまして、土地開発基金の残

高の全てを公有財産整備基金に編入積立てするものでございます。５０ページ、

２項 徴税費４１万６,０００円の減額、３項 戸籍住民基本台帳費４万３,

０００円の増額、４項 選挙費３９７万３,０００円の減額でございます。５

４ページでございます。５項 統計調査費５万円の増額、６項 監査委員費２

５万７,０００円の減額でございます。５６ページでございます。３款 民生

費 １項 社会福祉費４１７万２,０００円の減額、主なものでございますけ

れども、１目 社会福祉総務費におきまして、５７ページ、説明欄でございま

すが、障害者自立支援等給付事業９９６万４,０００円増額でございます。障

害者自立支援給付費給付、１,１７３万５,０００円増額をいたします。財源に

ついても国、道の負担金も合わせて増額をさせていただくものでございます。

５６ページ、２目 老人福祉費におきまして、５７ページ、説明欄でございま

すが、後期高齢者医療経費８２９万８,０００円の減額でございます。北海道

後期高齢者医療広域連合への負担金の減額ほかでございます。その下にありま

す高齢者活動支援事業６２万６,０００円の増額、これにつきましては、ぬく

もり福祉券の使用料７８万４,０００円増額をさせていただきます。ぬくもり

福祉券の利用範囲を町内福祉施設の商品の購入にも利用できるというように

拡大したことが影響したものかと思います。５９ページでございます。説明欄、

上段、介護保険事業特別会計繰出金４９６万９,０００円の減額でございます。

５８ページ、２項 児童福祉費２４９万６,０００円の減額でございまして、

１目 児童福祉総務費に係ります、５９ページ、説明欄でございます。認定こ

ども園管理運営業務１８１万２,０００円増額でございます。公定価格の改定

に係ります増額補正でございます。続きまして、６０ページ、４款 衛生費 １

項 保健衛生費６,５６７万１,０００円の減額でございまして、１目 保健衛

生総務費に係ります、６１ページ、説明欄、病院事業会計繰出金６,３４６万

７,０００円の減額、内訳につきましては、負担金と出資金でございますが、

病院の入院収益が増加しておりまして、それによりまして繰出金を減額するも

のでございます。繰出金のうちの負担金につきましては、当初３億４５０万８,

０００円でございましたが、減額によりまして２億４,１０３万５,０００円の

繰出しとなる予定でございます。続きまして、６２ページでございます。２項

清掃費６０５万６,０００円の減額でございます。続きまして、６４ページで

ございます。６款 農林水産業費 １項 農業費４,８３５万１,０００円の増

額でございまして、２目 農業振興費におきまして、６５ページ、説明欄、農

業人材力強化総合支援事業３００万円の減額でございます。当初、対象者３名

を見込んでおりましたが、１名に減じたことによる減額でございます。続きま
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して、６７ページをお開きいただきたいと思います。説明欄でございますが、

担い手確保・経営強化支援事業６,０６７万５,０００円の増額でございます。

これにつきましては、今回、国の令和元年度の補正予算事業でございまして、

先進的な農業経営の確立に意欲的な地域の担い手に対しまして、農業用機械施

設の導入等を支援する、このような事業が補正されまして、それに取組む、そ

れを申請するという町内の農業者６つの経営体のトラクター、コンバイン等の

導入事業で、ただ今、申請をしている最中でございます。４目 農地費に係り

ます、６７ページ、説明欄でございますが、徳富ダム地区基幹水利施設管理事

業３７３万円減額でございます。徳富ダム維持管理費の減少により本町負担分

が減ったということでの減額でございます。６６ページ、２項 林業費１２２

万１,０００円の減額でございます。続きまして、７０ページ、７款 商工費

１項 商工費３５８万６,０００円の減額でございます。２目 観光費におき

まして、７１ページ、説明欄でございますが、地域おこし協力隊事業１０５万

円減額をさせていただきます。地域おこし協力隊につきましては、採用の時期

が遅れまして、４カ月分を計上しておりましたが、実際に採用となったのが本

年３月１日からになりますので、１カ月分を残しての地域おこし協力隊に係る

経費の減額補正でございます。続きまして、７２ページでございます。８款 土

木費 １項 土木管理費１万円の減額でございます。２項 道路橋梁費４４３

万８,０００円の減額でございます。３項 河川費につきましては、財源振替

でございまして、補正額はありません。４項 住宅費１２２万３,０００円の

減額でございまして、１目 住宅管理費に係ります、７３ページ、説明欄、定

住化促進事業１６５万円の減額でございますが、月形町民間賃貸住宅等建設費

３８０万円は、この補助金を受けての事業者がいないということでの減額でご

ざいまして、快適な住まいづくり住宅につきましては１５０万円の増額、あん

しん住宅につきましては７７万円の増額をさせていただきます。快適な住まい

づくり住宅の補助でございますが、３度目の補正でございまして、当初は５５

０万円の予算計上をしておりましたが、今回の補正で８００万円の予算額とな

ります。あんしん住宅につきましては、当初は９６９万円の予算でございまし

たが、今回２度目の補正で１,４６５万１,０００円の予算額となります。続き

まして、７４ページでございます。９款 消防費 １項 消防費９８５万４,

０００円の減額でございます。これにつきましては、岩見沢地区消防事務組合

負担金の減額でございまして、消防本部費、それから月形支署費の減少による

減額でございます。２目の防災費に係ります、７５ページ、説明欄でございま

す。防災対策経費５５５万９,０００円の減額、これにつきましては、防災対

策専門員を令和元年度当初から採用したいということで計上しておりました

予算でございます。実際には本年２月１２日に委嘱、採用をいたしました。そ
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のことによる経費の減額、それと、備品購入費、これについては、非常用発電

機を予定しておりまして、入札執行による減額でございます。７６ページでご

ざいます。１０款 教育費 １項 教育総務費８８２万６,０００円の減額で

ございます。そのうち、３目 教育振興費に係ります、７７ページ、説明欄の

後段になりますが、人づくり振興事業３９７万４,０００円の減額、月形高校

の支援の補助金等の減額でございますが、通学費の助成、進学奨励、専修学校

の奨励等の対象者等の減少見込みによりましての減額でございます。２項 小

学校費６０万８,０００円増額でございまして、１目 学校管理費に係ります、

７９ページ、説明欄、備品購入費でございますが、５９万７,０００円増額で

ございまして、小学校の電話設備の更新、事務用プリンターの更新の費用でご

ざいます。３項 中学校費１０１万２,０００円の減額でございます。４項 社

会教育費１７５万１,０００円の減額でございまして、１目 社会教育総務費

に関しまして、７９ページ、説明欄、少年教育事業の中の青少年健全育成基金

積立金９万円につきましては、寄附金１件、１０万円を頂戴いたしまして、当

初予算１万円を予算措置しておりましたので、差額の９万円を補正させていた

だくものでございます。８０ページでございます。５項 保健体育費１１１万

９,０００円の減額でございます。続きまして、８２ページ、１２款 公債費

１項 公債費１５万８,０００円の減額でございます。

続きまして、１６ページをお開きいただきたいと思います。歳入でござい

ます。１款 町税 １項 町民税５７８万７,０００円の増額でございまして、

なかなか分析が難しいのですけれども、農業所得の減少、給与所得の増加等が

あっての予算見込みによる増額でございます。これについては、町民税の個人

について、でございます。２項 固定資産税２１３万２,０００円の増額、３

項 軽自動車税３７万２,０００円の減額、４項 町たばこ税６０９万９,００

０円の減額、５項 入湯税８１万４,０００円の減額、１８ページ、９款 地

方交付税 １項 地方交付税１億２,６９９万１,０００円の増額でございま

して、この増額分は普通交付税でございます。２０ページでございます。１１

款 分担金及び負担金 １項 負担金１４万６,０００円の減額でございます。

２２ページでございます。１２款 使用料及び手数料 １項 使用料６３８万

４,０００円の増額でございまして、１目 総務使用料に係ります、２３ペー

ジ、説明欄、旧札比内小学校避難施設使用料３４万２,０００円の増額、これ

につきましては、地域情報推進基盤更改業務、ＩＰ告知端末機の更新の受注業

者が事務所として使用した際の使用料でございます。２目 民生使用料に係り

ます、２３ページ、説明欄でございます。児童福祉使用料の中の広域入所児童

受入施設型給付費３０６万９,０００円増額でございまして、これにつきまし

ては、花の里こども園におきまして、他市町村から２名の児童の保育受入れを
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しております。それに対する給付費、使用料でございますけれども、３０６万

９,０００円でございます。２項 手数料３０万４,０００円の増額でございま

す。２４ページでございます。１３款 国庫支出金 １項 国庫負担金５０６

万６,０００円の増額でございます。２項 国庫補助金６１万６,０００円の増

額でございます。３項 委託金８９万８,０００円の減額でございます。２６

ページ、１４款 道支出金 １項 道負担金３８９万円の増額、２項 道補助

金６,０３１万円の増額でありまして、４目 農林水産業費道補助金に係りま

す、２７ページ、説明欄でございますが、歳出でご説明申し上げました担い手

確保・経営強化支援事業補助金６,０６７万５,０００円増額の計上でございま

す。２６ページ、８目 消防費道補助金３５１万７,０００円増額でございま

して、２７ページ、説明欄、地域づくり総合交付金３５１万７,０００円でご

ざいます。これにつきましては、北海道単独の補助金でございますけれども、

本年、令和元年度、防災ガイドブック作成、それと、防災備蓄備品の購入に当

たりまして、補助金の申請を行いまして、３５１万７,０００円が補助される

ということでの予算計上でございます。２６ページ、３項 委託金１５８万６,

０００円の減額でございます。３０ページでございます。１５款 財産収入

１項 財産運用収入３３万６,０００円の増額、２項 財産売払収入５８万７,

０００円の増額、１目 不動産売払収入でございますが、立木の売払収入でご

ざいます。町有林及び分収林の整備事業におきまして、売払立木が発生しまし

ての、それの収入でございます。３２ページでございます。１６款 寄附金 １

項 寄附金２億３,０６０万３,０００円の増額でございまして、うち、２目

総務費寄附金でございますが、ふるさと納税寄附金でございます。２億３,０

１１万３,０００円を増額させていただきます。ふるさと納税寄附金でござい

ますが、昨年度、平成３１年度対比で約７倍の増額となっておりますが、これ

につきましては、申込みサイトを増やしたこと、または、納付記念品いわゆる

返礼品の数を増やす、または、バリエーションを増やす等、それから、全国に

おいて、この制度の守らなければならないと言いますか、返礼品については、

納税寄付額の３割以内ということになっておりますが、それが全国的に遵守さ

れ始めてきているといったことが要因かと思います。現在、返礼品の希望が一

番多いのが、２億７,０００万円の寄附金額のうち、約２億円が月形米となっ

てございます。３４ページでございます。１７款 繰入金 1項 基金繰入金

６,９１２万１,０００円の減額でございます。これにつきましては、１目 財

政調整基金繰入金につきましては、全体の財源調整になりまして、当初、２億

８,２１１万９,０００円を計上しておりましたが、今回、そのうち、２億１,

５９０万円を減額させてもらうというものでございます。２目 ふるさと活性

化基金繰入金につきましては、助成事業であります、ふるさと活性化事業補助
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金の申請が少ない中での減額でございます。３目 青少年健全育成基金繰入金

につきましても、青少年健全育成事業が見込みより少なかったことによる繰入

金の減額でございます。４目 公有財産整備基金繰入金につきましては、補正

前の額、当初計上額５,５６３万９,０００円、これを全額減額させてもらうも

のでございます。公有財産の整備事業の財源として当初予算をしておりました

が、他の財源で賄えるということで、全額の繰入金減額でございます。６目 ふ

るさと納税基金繰入金１０７万１,０００円の減額でございまして、ふるさと

納税推進事業に充当する基金繰入の減額でございます。８目 札沼線代替輸送

事業等基金繰入金３５９万１,０００円、これにつきましては、歳出でお話し

申し上げました札沼線代替輸送事業の補助金と同額の減額をするものでござ

います。１０目 土地開発基金繰入金２億８３１万４,０００円、基金の整備

に伴う土地開発基金からの繰入金でございます。３６ページでございます。１

８款 繰越金 １項 繰越金２,４７０万円の増額、補正後６,０８３万２,０

００円となりまして、平成３０年度からの繰越金全額、これで予算計上をいた

します。３８ページでございます。１９款 諸収入 １項 延滞金、加算金及

び過料７万６,０００円の増額、２項 町預金利子５万８,０００円の減額、４

項 受託事業収入１万３,０００円の減額、５項 雑入７１万２,０００円の減

額でございます。４０ページでございます。２０款 町債 １項 町債３,４

９８万６,０００円の減額でございまして、事業確定等による町債の補正でご

ざいます。

それでは、８ページをご覧いただきたいと思います。補正予算第２条 繰

越明許費の補正でありまして、翌年度に繰り越して使用できる経費、これを第

２表 繰越明許費補正としまして、先ほど申し上げました担い手確保・経営強

化支援事業を追加させていただくものでございます。次に補正予算第３条 債

務負担行為の補正でありますが、８ページ、第３表 債務負担行為補正におい

て、１６件の業務等を追加しまして、１件を廃止するものであります。追加に

係るものにつきまして、１番目の夜間送迎業務でありますが、現在、ＪＲ札沼

線において月形駅着、この最終便、これは、札幌駅２０時４５分発、途中の当

別駅には２１時２６分に到着しますが、これが廃線に伴って、当別駅から月形

駅に来る分は無くなります。４月からの代替バスにおきましては、この時間帯

については、運行をしませんので、別途、この時間帯に見合った車両運行を民

間会社に業務委託をしたいとするものでございまして、当別駅から月形駅まで

の車両運行をしまして、その車両に乗車できる利用対象者は、代替バスの定期

券を有している方で、平日のみ予約制での利用とさせていただきたいと思いま

す。続きまして、先ほど議案第３０号で説明申し上げました、月形町民保養セ

ンター等の指定管理料、限度額２,７５０万円でありますが、本年４月から９
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月までの半年間の指定期間のものでございます。一番後段、最後は、平成２９

年度から令和３年度までの期間で指定管理を行っている皆楽公園等管理施設

指定管理料に係るものでございまして、令和２年度、そして令和３年度、２カ

年分の、昨年増税されました消費税の増税分、１２９万６,０００円を追加さ

せていただくものでございます。続きまして、９ページから１０ページに掛け

ましては、補正予算第４条に係る地方債の補正でございます。第４表 地方債

補正のとおり、財政措置のある起債の対象となりますニイミ川護岸補修事業を

追加する他、事業費並びに起債対象経費の確定等によりまして、それぞれ限度

額を変更するものであります。以上で説明を終わります。よろしくご審議くだ

さいますようお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 松田順一議員。

○ 議員 松田 順一 それでは、議案書３０１ページ、議案第３０号 公の

施設に係る指定管理者の指定について、お聞きします。副町長から累々と説明

がありまして、大体は分かったのですが、期間が半年という理由の説明があり

ました。その中で、今まで町から商工会にも、指定管理についてお話しをした

けれど、いなかったということでございました。この内容を見ると、保養セン

ター、はな工房ということで、うちの商工会でも引き受けるには非常に重たい

施設という中で、今後、６カ月間と期限を区切るということでございますけれ

ども、場合によっては、町内以外の指定管理者も募るということでよろしいの

でしょうか。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 今、議員のご質問でございますけれども、先月の全

員協議会においても、色々、現在の指定管理者の月形町振興公社について、ご

協議いただいた中で、お話しをしたかと思いますけれども、５月からレストラ

ン部門は、このまま行けば休業するということになってございます。そのよう

な中で、６月からの体制につきましては、色々と視野を広げて、例えば、そこ

をテナントにするとか、業務委託をするとか、または、直営でやるとか、それ

に加えまして、今ほどお話しがありましたように、他の者に指定管理を行わせ

るということも含めて、春先までには検討していきたい。その春先と言うのは、

５月のレストラン休業までの間ということで考えてございます。以上です。

○ 議長 金子 廣司 松田順一議員。

○ 議員 松田 順一 はい、分かりました。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。
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○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 細かい事もたくさんあるのですけれども、まず、こ

の指定管理についてですけれども、半年間という期限を切ってやられて、８ペ

ージ、債務負担行為２,７５０万円という金額を算出してきたわけですけれど
も、先ほどの説明の中に、１０月以降の新しい体制も含めて、とりあえず今の

段階の中で、半年間という感じだったと思うのですけれども、普通、営業を伴

うような事業を指定管理でやる場合、切り替える時は必ず、それは指定管理時

には業者が切替わる可能性があるので、そういう段階の時には、前事業者がま

だ営業している段階で、次の指定管理者が別の人に決まった時には、それを配

慮しながら、両方が片付けと引き継ぎの準備がきちんとできるような、そもそ

も、そのような仕組みになっていると思うので、あえて９月３０日までと区切

るよりも、むしろ、次の人が引き継ぎやすい所まで、本来、この現状を維持す

る方が良いのではないかと思うのです。それは、なぜかと言うと、この保養セ

ンターを含めた今回の指定管理に係る所は、基本的に夏場の需要が高くて、春

から秋にかけてが一番儲かる時で、それを含めて、秋以降は比較的経費のかか

る状況になるわけで、この半年間だけ今回の指定管理にしたとしたら、次、こ

の経費のかかる時期に新しい業者が、あえて入って来るのだろうかというのが、

非常に不安です。それならば、尚かつ、今までどおり１年とかと言うスパンの

中で見ながら、新しい形を模索するというようなことも考えられるのではない

かと思うのですけれど、あえて、今回、半年間としたことについて、今、私が

指摘した部分も含めて答えていただけたらと思います。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 この半年間にしたということにつきましては、この

議案の説明で申し上げたとおり、暫定的な形を取らせていただきました。それ

で、先ほど松田議員からもお話しがありました、この後の指定管理、９月３０

日以降については、どのようなことでというご質問でしたが、その中で、他の

所への指定管理も含めて、視野を広げて検討したいということをお答えいたし

ましたが、例えば、指定管理を１０月以降にするということにつきましても、

議員言われるように、やはり準備期間が必要かと思います。ですので、９月３

０日までが月形町振興公社になっておりまして、次の新しい業者等がやるとい

う場合も募集については、相当考えなければならないと思っています。それで、

仮の話になりますが、現段階では１０月以降に新たな体制を取るとした場合に、

新たな指定管理者が行うこととなる場合については、準備期間も含めて令和３

年４月以降になるかなというふうに考えてございますけれども、いずれにしま

しても、この指定期間の半年間としたことにつきましては、新たな指定管理者

の募集に当たって、その中で予算編成の作業期限が来たという中での暫定的な
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措置というふうに考えて、ご理解いただきたいと思います。以上です。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 この指定管理料の算出は、どのようにされているの

か。結局、比較的、収入が上がる時期で算出しているわけですけれども、先ほ

ど区切って、令和３年４月以降に全く新しい所がなるとすれば、とりあえず９

月３０日以降も継続して公社がやることも考えられるわけで、わざわざ前半・

後半で区切るとなると、指定管理料の扱いの仕方がすごく難しくなると言うか、

例えば、そこで赤字が発生していたら、その分も含めて、更に上乗せになると

か、色々含めて金額的な折り合いも難しくなると思うので、先ほどの募集の関

係で、半年という中で模索するのは、もちろん分かるのですけれども、いろい

ろな形の中で、ある程度の時間を見ながら、収入等を得る部分と多少つぎ込む

部分と、全体の中で示していった方が、よりやり易いのではないかと。むしろ、

逆に半年間で、きちんと収入を上げられなければ、かなり厳しい状況にもなっ

てしまうので、そういうところについて危惧しているのですけれども、それで

もやはり半年ということになるわけでしょうか。この指定管理料の算出根拠を

１点、お伺いします。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 指定管理料の算出につきましては、月形町振興公社

から指定期間に係る指定管理料の見積りを出していただきまして、その額につ

いて指定管理料としたところでございます。以上です。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 今のお話しを聞いて、基本的に現状の保養センター

等の施設、そのものの置かれている状況から言って、一般的な指定管理の状態

ではなくて、むしろ、指定管理の条例要綱に、特別に町長が認めた場合には、

町直営のような形で、町が指定する所と契約しながら管理していくようなこと

が書かれているのですけれども、そのような形の状態であると認識してよろし

いですか。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 まず、指定期間の４月から９月までというのは、月

形町振興公社に指定管理を指定したいというふうに思っておりまして、月形町

振興公社においては、指定管理料を受けて運営に当たって、どうするかという

ことは、違う方法も色々と考えるかと思います。町の場合については、そこを

指定管理にするか、または、直営にするかということについては、現段階では

直営については考えておりません。あくまでも指定管理ということで、現在の

月形町振興公社が引き続きになるのか、または、新たに違う事業者等がなるの

かということを、色々と良い条件で整うように進めて行きたいと思います。例
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えば、施設のどこかを運営しない、するというのは中にはあるかもしれません。

例えば、はな工房の施設を指定管理に出さない、止めるとか、ホテルを止める

とか、そういうことはあるかもしれませんけれども、基本的には指定管理とい

う中で、良い条件の運営ができるような方法に進んでいきたいというふうに考

えています。

○ 議長 金子 廣司 宮下議員、これ以上、質問をしても答えは同じである

と思いますので、次の質問に入ってください。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 今の件は、議長の指示に従います。

それでは、同じ債務負担行為、先ほどの夜間送迎業務について、今、債務負

担行為で４５０万円を計上しているのですけれども、これの契約形態はどのよ

うになっているのでしょうか。予約運行ということだったのですけれども、必

ずしも最終便で乗る人がいない、そういう場合あるでしょうから、その場合は

支払わないのか、それとも、ずっとその区間を運行する可能性があるというこ

とで、契約上、この金額が必ず出ていくのか、その辺の契約の仕方はどのよう

になっているのか。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課長。

○ 企画振興課長 五十嵐 克成 この業務につきましては、業務委託で契約

したいと考えております。実際に乗る方がいないという場合もあるかと思いま

すけれども、この分の確保をしていただくことで進めていきたいと思いますの

で、ハイヤーの運行がなくても、お支払いはするというような形で進めていき

たいというふうに考えております。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 そうしましたら、平日は毎日、基本的には、その時

間にタクシーが１台動くというか、計算上で、この金額になっているのですか。

先ほど、予約で行うということだったので、例えば、基本になるベース、契約

上、夜間に走らせなければいけないから、最低限の基本的な料金として月額定

額料金があった上で、プラス出来高と言うか、実際に運行した分をプラスして

いくというのが、一般的な形なのかなと思うのですけれども、今の話ですと、

この４５０万円が乗っても乗らなくても出ていくような感じを受けたのです

けれど、もう一度、確認させてください。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課長。

○ 企画振興課長 五十嵐 克成 お話ししましたとおり、乗っても乗らなく

てもお支払いをするということで考えてございます。その理由といたしまして

は、まず、この議会の議決を経まして契約を進めて行きますけれども、非常に

ハイヤー業界も運転手が不足をするということで、今、お話しを相談させてい



令和２年 第１回定例会 １日目（３月３日）

18

ただいている事業所につきましても、その分を見越して、台数や運転手も増や

して対応ということですので、そういった事を考慮しまして、１年間の契約と

いう中で進めて行きたいというふうに考えております。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 この事業の説明がまだない中で、債務負担行為の中

でこうなってしまうので、そこら辺、前後するのがあれなのですけれど、タク

シーの運転手不足ということも非常に分かりますし、それから、労務の関係か

ら代替バスの運行を２２時までに終えなければならないということで、ここが

代替バスでは運行できないことは、今までの審議会等でも聞いてきたのですけ

れども、このタクシーに乗る人が定期券を持っている人でなければ乗れないと

いって、例えば、同行者が居たとしても、その方は乗せられないという中で、

４５０万円だけをまるまる払う設計になっているというのは、どうなのかと。

もし、町でタクシーを確保するのであれば、その時間に定期券のない人が同行

者に居たとしても、その方からお金をもらえば良いだけの話であって、いかに

収入を得るような形で、この運行を継続させていくかが重要なのではないかと

思うのですけれども、ただ単にタクシーを運行して、最終便の替わりにすると

いうことだけになってしまうのではなくて、抱き合わせとして、色々な収入を

得るような方策等も考えられているのかどうか、そこをお伺いします。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課長。

○ 企画振興課長 五十嵐 克成 この件につきましては、かなり検討させて

いただきました。予算時に説明と思いまして、今は資料等を持ちあわせてござ

いませんけれども、料金を取るということになりますと、乗合いということで

バスが運行しているような資格も必要ですし、そういう形態で行かなくてはい

けませんけれども、道路交通法上、そういうことができません。今回は、町が

運行をするという形で行いますので、ここの所は料金を取ることができないと

いうことをご理解いただきたいと思います。町の財政上、何とかして、そうい

うやり方はできないものかということで、運輸支局とも相談をさせていただい

たのですけれども、町が違法行為をするというところに行きつかないためにも、

このような方法しかなかったということで、ご理解をいただきたいと思います。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 町が運行してそうやるのではなくて、むしろ、どれ

ぐらい乗る人がいるのか分からない状況だったら、向こうからタクシーに乗っ

てもらって、その分の料金だけ後払いでもらって、その時間、最低限の、例え

ば、定期券を持っている人は無料、そうでない人は普通にＪＲが走っていた時

に払っていた同じ代金をバス代分としていただくとか、別に、町が直接運行し

なくてもできないのかなと。その辺は、予算時にもう少し、きちんと話を聞き



令和２年 第１回定例会 １日目（３月３日）

19

たいと思います。この債務負担行為については、とりあえずの形の中で分かり

ました。この事業が、どのような形で債務負担行為となったのかというのは、

理解しました。

では、違う所をお願いします。４５ページ、職員給与費ですけれども、一

番下の住居手当がマイナス７６万円となっています。これは、１２月に人事院

勧告の関係で、住居手当を減額した影響で、このように出てくるのかなと思う

のですけれども、実際の人数とか、内訳を教えてください。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午前１１時１８分休憩）

○ 議長 金子 廣司 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

（午前１１時２８分再開）

○ 議長 金子 廣司 総務課長。

○ 総務課長 平田 京子 住居手当の補正につきましては、１２月に条例改

正した分につきましては、本年の４月以降に施行される分ですので、今回の補

正額には関係ありません。当初予算で４２名、プラス予備としまして２名分を

見ておりました。予算額が６９９万円です。現在、実際の住居手当を支給して

いる人数ですけれども、４２名でありますので、年度内に転居や持ち家を取得

された方もいらっしゃいますので、その辺を整理させていただきまして７６万

円の減額補正となります。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 ありがとうございました。この間の住居手当の絡み

は、新年度からということですね。

○ 議長 金子 廣司 総務課長。

○ 総務課長 平田 京子 はい。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 分かりました。同じ職員給与費ですけれども、４７

ページ、先ほど時間外勤務手当について、副町長から説明があって、時間外勤

務手当が増えたということは理解しました。それで、この時間外勤務手当は、

これまでに比べて、どのぐらい割合が増えているとか、全体的な傾向等をお伺

いしたいのですけれども。先ほどの説明ですと、本年度はどちらかと言うと

色々な計画物があり、代替バスや拠点化とか、比較的大きい事業が行われたこ

ともあると思うのです。潜在的な事務量の増加というのをどのぐらい見ておい

たら良いのかということが、少し気になったので、前年度等の比較があれば良

いと思ったのですけれども。

○ 議長 金子 廣司 副町長。
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○ 副町長 堀 光一 今は正確な数値を持ちあわせておりませんけれど、

時間外勤務手当は、管理職以外の一般職の６％を予算計上しておりますけれど

も、昨年度は当初予算の範囲内で時間外勤務手当は支給できたということです

ので、今年度については、当初予算の範囲で収まらないということで、先ほど、

私が説明しましたものが突出してございまして、その他にも色々あるのですけ

れども、例えば、２年に１回とか、３年に１回、その事業が発生するですとか、

または、管内での事務局が輪番制で回ってきて今年当たるとか、そういう物も

含めて、当初予算額より上回った支給をしなければならないというふうな状況

になっております。以上です。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 当初予算のところでやります。この件は分かりまし

た。

４９ページ、地域拠点化整備事業、これは、途中で補正して増額して、今回、

減額したわけですけれども、結局、最終的にどれぐらいの整備事業、そのもの

には、ここの部分の事業については、どれぐらい掛かったことになるのですか。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課長。

○ 企画振興課長 五十嵐 克成 こちらの整備事業につきましては、審議会

の報酬、費用弁償の部分が多いところでございますけれども、報酬６８万４０

０円、旅費１４万７,３８０円、職員普通旅費３万６,０００円、諸車借上１７

万４,０４０円と総額は出ていませんけれども、そういったところでございま

す。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 今の４つを計算すれば総額が出てくるということで

すか。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課長。

○ 企画振興課長 五十嵐 克成 そうです。総額は１０３万７,８２０円にな
ります。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 分かりました。ありがとうございます。

そうしましたら、５７ページ、通院費等給付事業ですけれども、小児科に対

する支援事業は、ここに含まれているのですか。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 福田 孝幸 通院費等給付事業の中には、今議員がおっし

ゃった分は、入っておりません。この中につきましては、委託料として子ども

発達支援センター分、負担金として家族介護応援手当分、訪問看護ステーショ

ン分、これらの経費が、この給付事業分になります。以上です。
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○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 了解しました。

５９ページ、児童手当給付事業ですけれども、かなり大きく減っているので

すけれども、この理由をお願いします。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 福田 孝幸 児童手当給付事業の減っている理由でござい

ますが、当初の延べ人数、１,９９２名を見込んでおりましたが、見込みで１,

８６０名ということで、対象児童が減っていることが理由でございます。以

上です。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 この対象児童の減というのは、途中で転居等をされ

ているということになるのですか。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 福田 孝幸 そのようなことも入るかとは思いますが、今

は、そこまで手元に資料がございません。申し訳ありません。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 分かりました。後で確認します。今日は良いです。

それで、細かい質問で申し訳ないのですが、６１ページ、母子健康事業です

けれども、妊産婦健診も減っているのですけれども、これは、見込みよりも妊

産婦が減っていたということだとすれば、予定が何名で、実数は何名だったの

か、知りたい。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 福田 孝幸 妊産婦の減少が原因でございますが、当初、

見込みでは４１名、今後の見込みということでは、２２名ということで予定し

ているということです。以上です。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 妊産婦をそんなに見込んでいたのですか。延べ数４

１名ではなくて、実質の数字を４１名と見込んでいたのですか。年度あたりの

妊産婦は、そんなにいないと思うのですけれども。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 福田 孝幸 延べ回数でございます。以上です。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 分かりました。

６７ページ、農地費、徳富ダムの負担金が、月形町分が減っているというこ

とだったのですけれども、この要因は何なのか、お願いします。

○ 議長 金子 廣司 農林建設課長。
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○ 農林建設課長 小蕎 孝之 徳富ダムの管理費に関係する修繕費、それに

絡む工事費を当初予定をしておりましたが、現状を見まして、一部やらない所

が出たということで、負担金が減っております。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 ありがとうございます。

それから、７７ページ、人づくり交付金についてですけれども、先ほどの説

明で通学、進学奨励費の減ということがあったのですけれども、もう少し、詳

細をお願いします。

○ 議長 金子 廣司 教育次長。

○ 教育次長 内藤 弘樹 まず、通学助成ですけれども、昨年は受けていた

人数が５２名おりまして、令和元年度、現在、受けているのは４２名というこ

とで、１０名ほど減っておりますので、まず、これが減となる予定です。まだ、

少し上下しますので減となる予定です。それと、進学奨励ですけれども、平成

３０年度決算で大学４名、短大１名で２３０万円支出しておりましたが、令和

元年度は見込みですけれども、大学３名で１５０万２,０００円の支出となっ
ております。以上です。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 了解しました。以上です。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 １点、確認ですけれども、先ほどの宮下議員の質問に

対する副町長の答弁で、時間外勤務手当の所で、昨年は当初予算内であったと

言われたのですが、それは、そういうことでよろしいかどうかの確認です。

○ 議長 金子 廣司 総務課長。

○ 総務課長 平田 京子 昨年度の時間外勤務手当につきましては、災害対

策関係では増額補正をしていますけれども、職員給与費での補正はしておりま

せん。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 分かりました。昨年３月の補正よりも少なくなってい

るので、逆に減っていると、疑問に思ったもので、分かりました。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第１２号、議案第３０号及び議案第１号は、原案
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のとおり可決することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午前１１時４２分休憩）

○ 議長 金子 廣司 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

（午後 １時３０分再開）

◎ 日程８番 議案第２号 令和元年度月形町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第４号）

○ 議長 金子 廣司 日程８番 議案第２号 令和元年度月形町国民健康保

険事業特別会計補正予算（第４号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

〇 副町長 堀 光一 議案書９１ページをお開き願います。ただ今、上程

されました議案第２号 令和元年度月形町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第４号）について、ご説明申し上げます。第１条ですが、補正予算第４号

は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１万６,０００円増額し、歳入
歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億７,４４５万５,０００円とするもので
あります。また、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は９２ページから９３ページの第１表 歳

入歳出予算補正によるものであります。

今回の補正予算の概要でありますが、年度末に当たりまして、事務事業費の

確定、それから、執行見込額の精査並びに歳入調定額等の精査を行いましての、

主に予算の整理でございます。

それでは事項別、款項の区分におきまして、主なものについて、ご説明をさ

せていただきます。１１０ページをお開きください。はじめに、歳出でござい

ます。１款 総務費 ２項 徴税費、補正額０円、財源振替でございます。３

項 運営協議会費２万円の減額でございます。１１２ページ、２款 保険給付

費 １項 療養諸費１６万３,０００円の減額でございます。４項 出産育児

諸費４２万円の減額でございます。１１４ページ、３款 国民健康保険事業費

納付金 １項 医療給付費分、２項 後期高齢者支援金等分、３項 介護納付

金分、それぞれ、補正額はございません。財源振替でございます。１１６ペー

ジでございます。５款 保健事業費 １項 特定健康審査等事業費２７万８,
０００円の減額でございます。２項 保健事業費８万５,０００円の減額でご



令和２年 第１回定例会 １日目（３月３日）

24

ざいます。１１８ページ、７款 諸支出金 １項 諸費１０８万２,０００円
増額でございまして、繰出金、直営診療施設勘定繰出金、町立病院への繰出金

の増額でございます。

１００ページをお開きください。歳入でございます。１款 国民健康保険税

１項 国民健康保険税５８１万円の減額、それぞれ医療給付費分、後期高齢者

支援金分、介護給付金分、現年課税分における当初見込みより若干の減額をす

るものでございます。１０２ページでございます。４款 道支出金 １項 道

補助金１２４万４,０００円の増額でございます。１０４ページ、６款 繰入

金 １項 他会計繰入金９１万３,０００円の増額、一般会計からの繰入金で
ございまして、説明欄のとおりでございます。２項 基金繰入金１,０８３万
７,０００円の減額でございまして、全体の財源調整として財政調整基金繰入
金の予算額を減額するものでございます。１０６ページでございます。７款

繰越金 １項 繰越金、補正額１,４５２万円の増額、今回の補正によりまし
て、平成３０年度からの繰越金、全額が予算計上となります。１０８ページで

ございます。８款 諸収入 １項 延滞金、加算金及び過料１万円の増額、２

項 雑入７万６,０００円の増額でございます。以上で説明を終わります。よ
ろしくご審議の程、お願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第２号は、原案のとおり可決することにしたいと

思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

◎ 日程９番 議案第３号 令和元年度月形町農業集落排水事業特別会計補正

予算（第２号）

○ 議長 金子 廣司 日程９番 議案第３号 令和元年度月形町農業集落排

水事業特別会計補正予算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 議案書１２１ページをお開き願います。ただ今、上

程されました議案第３号 令和元年度月形町農業集落排水事業特別会計補正

予算（第２号）について、ご説明申し上げます。第１条ですが、補正予算第２
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号は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２６２万９,０００円減額を
して、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８,５７９万９,０００円とする
ものであります。また、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの

金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は１２２ページから１２３ページの

第１表 歳入歳出予算補正によるものであります。

補正予算の概要でありますが、年度末に当たりまして、事務事業費の確定、

執行見込額の精査並びに歳入調定額等の精査を行いましての、主に予算整理で

ございます。

事項別、款項の区分におきまして、主要なものについて、ご説明をさせてい

ただきます。１３８ページをお開きください。はじめに、歳出でございます。

１款 総務費 １項 総務管理費２３９万円の減額でございます。一般管理経

費、それから施設管理経費の減額でございます。１４０ページでございます。

２款 農林水産業費 １項 農業費２３万９,０００円の減額でございます。
１４２ページ、３款 公債費 １項 公債費、補正額はございません。財源振

替でございます。

議案書１３０ページをお開きいただきたいと思います。歳入でございます。

１款 使用料及び手数料 １項 使用料５７万９,０００円の減額、１３２ペ
ージ、２款 繰入金 １項 一般会計繰入金１７７万６,０００円の減額、１
３４ページ、３款 繰越金 １項 繰越金９万６,０００円の増額、平成３０
年度の繰越金、今回で全額計上となります。１３６ページ、４款 諸収入 １

項 雑入３７万円の減額でございます。

１２４ページをお開きいただきたいと思います。補正予算第２条に係ります

債務負担行為の補正、追加であります。記載のとおりでございます。以上で説

明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第３号は、原案のとおり可決することにしたいと

思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

◎ 日程１０番 議案第４号 令和元年度月形町介護保険事業特別会計補正予

算（第３号）
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○ 議長 金子 廣司 日程１０番 議案第４号 令和元年度月形町介護保険

事業特別会計補正予算（第３号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

〇 副町長 堀 光一 議案書１４５ページでございます。ただ今、上程さ

れました議案第４号 令和元年度月形町介護保険事業特別会計補正予算（第３

号）について、ご説明申し上げます。第１条 補正予算第３号は、歳入歳出予

算の総額から歳入歳出それぞれ２,９９７万３,０００円減額し、歳入歳出予算
の総額を歳入歳出それぞれ４億４,５５８万１,０００円とするものであります。
また、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、１４６ページから１４７ページの第１表 歳入歳出

予算補正によるものであります。

今回の補正予算の概要につきましては、年度末に当たりましての、事務事業

費の確定、執行見込額の精査並びに歳入調定額等の精査を行いましての、主に

予算の整理でございます。

事項別、款項の区分において、主要なものについて、ご説明を申し上げます。

１６８ページをお開きください。はじめに、歳出でございます。１款 総務費

１項 総務管理費１８万２,０００円の減額、２項 介護認定審査会費５３万

９,０００円の減額、３項 計画策定費１万１,０００円の減額、１７０ページ、
２款 保険給付費 １項 介護サービス等諸費２,３７０万５,０００円の減額
でございまして、施設介護サービス給付費の減額が２,２０６万７,０００円で
ございます。続きまして、１７２ページ、２項 介護予防サービス等諸費２９

万円の増額でございます。１７４ページ、３項 その他諸費１万９,０００円
の減額でございます。１７６ページ、介護サービス等費４５万円の減額でござ

います。６項 特定入所者介護サービス等費３０３万７,０００円の減額でご
ざいます。１７８ページでございます。３款 地域支援事業費 １項 介護予

防事業費３６万５,０００円の減額でございます。２項 包括的支援事業・任

意事業費１７２万９,０００円の減額でございます。１８０ページ、３目 任

意事業費でございますが、１５７万１,０００円の減額、内訳につきましては、
説明欄にありますが、交付金の家族介護応援手当１４６万円減額をするもので

ございます。１８２ページ、３項 介護予防・生活支援サービス事業費２２万

６,０００円の減額でございます。
１５４ページをお開きいただきたいと思います。歳入でございます。１款

保険料 １項 介護保険料３７万５,０００円の増額でございます。現年度分
において８５万５,０００円増額でございます。１５６ページ、２款 分担金

及び負担金 １項 負担金１０万３,０００円の減額でございます。１５８ペ
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ージ、４款 国庫支出金 １項 国庫負担金５３２万１,０００円減額、介護
給付費負担金の現年度分の減額でございます。２項 国庫補助金８４０万円減

額、調整交付金の現年度分調整交付金の減額でございます。１６０ページ、５

款 支払基金交付金 １項 支払基金交付金１,６５０万５,０００円の減額で
ございまして、１目の介護給付費交付金、現年度分１,６３４万７,０００円減
額でございます。１６２ページ、６款 道支出金 １項 道負担金５１２万円、

介護給付費負担金の現年度分の減額でございます。２項 道補助金４２万７,
０００円の減額でございます。１６４ページ、８款 繰入金 １項 一般会計

繰入金、１目 介護給付費繰入金から５目 地域支援事業繰入金（介護予防・

日常生活支援事業）まで、合わせまして４９６万９,０００円の減額でござい
ます。２項 基金繰入金１,０５１万１,０００円の増額でございます。介護給
付費準備基金繰入金でございます。１６６ページ、１０款 諸収入 ２項 雑

入でございます。１万４,０００円の減額でございます。以上で説明を終わり
ます。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 １８１ページの任意事業の中の家族介護応援手当に

ついてですけれども、これの内訳、内容をもう少し詳しく教えてください。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 福田 孝幸 家族介護応援手当の減額の理由ですが、当初

１０名を見込んでおりましたが、４名の見込みということで、６名分が減って

いるということでございます。以上です。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 これは、前から比較的、この事業があるけれども、

実際には対象者だけれど使われなかったという場合があったり、あるいは、

元々、少なくなっていたりと、色々な理由があると思うのですけれども、見込

み時には、ある程度、１０名ぐらいということだったので、これは対象者がい

なくなってしまったのか、それとも対象になっているけれども、これを使わな

いのか、その実態はどういうことになっているのか。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 福田 孝幸 手元に詳細な資料はないのですけれども、例

えば、在宅から施設入所する方が増えたことによるものであると思います。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 分かりました。ということは、今、在宅で介護され

ている方というのは、どちらかと言うと減少傾向なのですか。介護保険の扱わ
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れ方と町内の高齢者の実態が知りたいのですけれども、その辺で、ここの部分

で分かるような事があるのであれば、分からなければそれはそれでかまわない

です。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 福田 孝幸 新たな対象者が増えるということもあるので、

ここで一概にどうこうというのは説明できないです。申し訳ありません。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 分かりました。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第４号は、原案のとおり可決することにしたいと

思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

◎ 日程１１番 議案第５号 令和元年度月形町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１号）

○ 議長 金子 廣司 日程１１番 議案第５号 令和元年度月形町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

〇 副町長 堀 光一 議案書１９１ページでございます。ただ今、上程さ

れました議案第５号 令和元年度月形町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）について、ご説明申し上げます。第１条ですが、補正予算第１号は、歳

入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２１７万３,０００円減額し、歳入歳
出予算の総額を歳入歳出それぞれ５,８２５万９,０００円とするものでありま
す。また、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は１９２ページから１９３ページの第１表 歳入

歳出予算補正によるものであります。

今回の補正予算につきましては、年度末に当たりましての、事務事業費の確

定、執行見込額の精査並びに歳入調定額等の精査を行っての、主に予算の整理

でございます。

事項別、款項の区分におきまして、ご説明を申し上げます。２０８ページを

お開きください。歳出でございます。２款 後期高齢者医療広域連合納付金
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１項 後期高齢者医療広域連合納付金２１７万３,０００円の減額でございま
す。

２００ページをお開きいただきたいと思います。続きまして、歳入でござ

います。１款 後期高齢者医療保険料 １項 後期高齢者医療保険料１８７万

４,０００円の減額、特別徴収保険料分で現年度分ですが、１７９万３,０００
円の減額でございます。２０２ページ、２款 繰入金 １項 他会計繰入金、

一般会計からの繰入金ですけれども、３２万２,０００円の減額でございます。
２０４ページ、３款 繰越金 １項 繰越金２万２,０００円の増額でござい
ます。２０６ページ、４款 諸収入 ３項 雑入、補正額１,０００円の増額
でございます。以上で説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお

願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第５号は、原案のとおり可決することにしたいと

思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

◎ 日程１２番 議案第６号 令和元年度国民健康保険月形町立病院事業会計

補正予算（第４号）

○ 議長 金子 廣司 日程１２番 議案第６号 令和元年度国民健康保険月

形町立病院事業会計補正予算（第４号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

〇 副町長 堀 光一 議案書２１１ページでございます。ただ今、上程さ

れました議案第６号 令和元年度国民健康保険月形町立病院事業会計補正予

算（第４号）について、ご説明申し上げます。補正予算第２条 収益的収入及

び支出の予定額の補正でありますが、収入の部では、１款 病院事業収益 １

項 医業収益６,６９３万１,０００円の増額、２項 医業外収益６,１６５万
７,０００円の減額、計５２７万４,０００円を増額して、病院事業収益の総額
を５億７,５８９万６,０００円とするものであります。支出の部では、１款 病

院事業費用 １項 医業費用５２７万４,０００円増額し、病院事業費用の総
額を病院事業収益の総額と同額の５億７,５８９万６,０００円とするものであ
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ります。補正予算第３条は、資本的収入及び支出の予定額の補正でございまし

て、収入の部では、１款 資本的収入 １項 出資金６,０００円増額、資本
的収入の総額を７,２７３万６,０００円とするものであります。支出の部では、
１款 資本的支出 １項 建設改良費６,０００円増額し、資本的支出の総額
を８,８１５万１,０００円とするものでございます。
今回の補正予算につきましては、事務それから業務費並びに収益についての

見込みの精査を行いまして、全体の予算の整理等をするものでございます。

事項別にご説明申し上げます。２２６ページをお開きください。収益的収入

及び支出に係る支出の部でございます。１款 病院事業費用 １項 医業費用

５２７万４,０００円の増額でございまして、１目 給与費におきましては、

職員の退職を含めた異動等によりまして、予算の補正増減がございます。２２

８ページでございます。２目 材料費では、補正予定額１,８２１万１,０００
円でございまして、１節の薬品費から３節の医療用消耗備品まで増額をさせて

いただきます。薬品費等につきましては、病床稼働率が向上したということが

起因しての材料費の増額でございます。

２２２ページをお開きいただきたいと思います。収益的収入及び支出に係

る収入でございます。１款 病院事業収益 １項 医業収益、補正予定額６,
６９３万１,０００円、１目 入院収益におきまして、７,５９９万９,０００円
増額をしまして、２目でございますけれども、外来収益につきましては、９４

１万８,０００円減額をするものでございます。２項 医業外収益６,１６５万
７,０００円減額でございます。１目の他会計負担金、一般会計からの負担金
については、６,３４７万３,０００円減額、国保会計からの負担金については、
１０８万２,０００円の増額でございます。
続きまして、２３４ページをお開きいただきたいと思います。資本的収入及

び支出に係る支出の部でございます。１款 資本的支出 １項 建設改良費、

補正予定額６,０００円増額でございまして、１目 有形固定資産購入費、内

訳につきましては、１節、２節のとおりでございます。

２３２ページをお開きいただきたいと思います。資本的収入及び支出に係

る収入の部でございます。１款 資本的収益 １項 出資金６,０００円増額
でございます。一般会計からの出資金６,０００円の増額でございます。
２１２ページをお開きいただきたいと思います。補正予算第４条 債務負

担行為の補正でありまして、元の予算に第５条としまして、令和２年度に係る

病院管理業務等を追加するものでございます。次に、補正予算第５条、議会の

議決を経なければ流用することのできない経費でありますが、科目 給与費の

既決予定額から１,０１６万４,０００円減額するものであります。続きまして、
補正予算第６条、たな卸資産購入限度額でございます。これにつきましては、
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１,８０４万３,０００円増額をしまして、６,１０４万３,０００円に改めるも
のであります。以上で説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお

願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 ２２３ページ、医業外収益、国保会計負担金が増額

になっているのですけれど、これは何に対して増額になっているのか、その中

身をお願いします。

○ 議長 金子 廣司 病院事務長。

○ 病院事務長 吉永 裕也 この１０８万２,０００円につきましては、出張
医師の紹介手数料が今回、国保会計の国保調整交付金でいただけるということ

で、これが補正になってございます。以上です。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 了解しました。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第６号は、原案のとおり可決することにしたいと

思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

◎ 日程１３番 議案第７号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正

化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例の制定について

○ 議長 金子 廣司 日程１３番 議案第７号 成年被後見人等の権利の制

限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 議案書２４３ページでございます。ただ今、上程さ

れました議案第７号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を

図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関す

る条例の制定について、ご説明申し上げます。この条例制定の趣旨であります
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が、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置としまして、成年被

後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に、不当に差別

されることのないよう成年被後見人等を、資格、職種、業務等から一律に排除

する規定と、欠格条項を設けている各制度を整備するため、成年被後見人等の

権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

が公布施行されております。これに伴いまして、地方公務員法等が改正された

ところでありまして、この地方公務員法等の改正により、成年被後見人等の欠

格条項が削除されたことを受けまして、当該欠格条項を引用している本町の条

例、職員の分限についての手続き及び効果に関する条例等、５つの条例を改正

するものであります。本文第１条は、地方公務員法の改正によりまして、法第

１６条第１号、成年被後見人または被補佐人の号が削除されまして、以下の号

が繰り上がったことに伴います改正でございます。第２条及び第３条は、同じ

く法の改正によりまして、成年被後見人または被補佐人が削除されたことに伴

う改正であります。２４４ページでございます。第４条につきましては、住民

基本台帳法施行令の改正に伴いまして、登録の資格における欠格条項でありま

した成年被後見人を意志能力を有しない者に改め、第５条につきましては、児

童福祉法の改正により法第３４条の２０第１項第１号、成年被後見人または被

補佐人の号が削除され、以下の号が繰り上がったことに伴う改正であります。

附則でありますが、この条例は公布の日から施行するものであります。以上で

説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第７号は、原案のとおり可決することにしたいと

思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

◎ 日程１４番 議案第８号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する

法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

○ 議長 金子 廣司 日程１４番 議案第８号 地方公務員法及び地方自治

法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。
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○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 議案書２４５ページでございます。ただ今、上程さ

れました議案第８号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、ご説明申し上げます。

条例制定の趣旨でございますが、地方公務員法及び地方自治法の一部改正によ

りまして、会計年度任用職員制度が創設されたことに伴い、所要の措置を講ず

るため、月形町人事行政の運営等の状況の報酬に関する条例等、１１の条例を

改正すると共に、月形町嘱託職員の就業等に関する条例を廃止する条例の制定

であります。改正及び廃止の内容につきましては、２４５ページの第１条から

２４８ページの第１２条のとおりであります。附則でございますが、この条例

は、令和２年４月１日から施行するものであります。以上で説明を終わります。

よろしくご審議くださいますようお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第８号は、原案のとおり可決することにしたいと

思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

◎ 日程１５番 議案第９号 監査委員条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

○ 議長 金子 廣司 日程１５番 議案第９号 監査委員条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

〇 副町長 堀 光一 議案書２４９ページでございます。ただ今、上程さ

れました議案第９号 監査委員条例の一部を改正する条例の制定について、ご

説明申し上げます。条例制定の趣旨につきましては、地方自治法の一部改正に

伴いまして、監査委員条例における引用条項が変更されたため、条例を改正す

る条例を制定するものであります。改正の内容は、監査委員条例第３条中の法

の引用条項、法第２４３条の２第３項を法第２４３条の２の２第３項に改める

ものであります。附則でありますが、この条例は、令和２年４月１日から施行

するものであります。説明は以上でございます。よろしくご審議くださいます
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ようお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第９号は、原案のとおり可決することにしたいと

思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

◎ 日程１６番 議案第１７号 月形町民保養センター宿泊施設条例の一部を

改正する条例の制定について

○ 議長 金子 廣司 日程１６番 議案第１７号 月形町民保養センター宿

泊施設条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 議案書２６５ページをお開き願います。ただ今、上

程されました議案第１７号 月形町民保養センター宿泊施設条例の一部を改

正する条例の制定について、ご説明申し上げます。昨年１０月の消費税増税を

契機としまして、公共施設の使用料の見直しについて検討をしてきたところで

あります。本議案に係ります施設の他、この後、上程をいただきます、いわゆ

る本町の皆楽公園エリアの公共施設につきまして、消費税の増税、施設の維持

管理に要する経費、施設の持つ特性、更に管内及び近隣等における同様または

類似の施設の利用料の状況も勘案をしまして、現行の利用料を改正する条例案

を提出させていただくものであります。改正案でありますが、別にお渡しをさ

せていただいております説明資料の１ページをご覧いただきたいと思います。

１ページ、上段でございます。月形町民保養センター宿泊施設条例の別表であ

りまして、宿泊料と貸室料の利用料金の上限額の改正でございます。現行の額

を黒字で記載しておりまして、赤字で記載しているのが改正後の金額でござい

ます。なお、この施設の管理につきましては、指定管理者に行わせる施設とな

っておりまして、利用料金の額につきましては、別表に定める範囲内において、

指定管理者が町長の承認を受けて定めることとなっております。また、この利

用料金の見直しにつきましては、月形町行政改革推進委員会、こちらの方にお

諮り申し上げまして、ご意見を頂戴したうえ、今回、改正案を提出させていた

だいておりますことを申し添えさせていただきます。この条例の施行は、令和
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２年４月１日からとするものでございます。以上で説明を終わります。よろし

くご審議くださいますようお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第１７号は、原案のとおり可決することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

◎ 日程１７番 議案第２０号 月形町皆楽公園条例の一部を改正する条例の

制定について

○ 議長 金子 廣司 日程１７番 議案第２０号 月形町皆楽公園条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

〇 副町長 堀 光一 議案書２７３ページでございます。ただ今、上程さ

れました議案第２０号 月形町皆楽公園条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、ご説明申し上げます。この議案につきましては、今ほど、ご審議いた

だきました議案第１７号に係る施設と同じく、皆楽公園エリアの公共施設とし

て、同様の趣旨のもとに利用料金を改正するご提案でございます。改正案であ

りますが、別にお渡ししております議案説明資料１ページをご覧いただきたい

と思います。中段、月形町皆楽公園条例の別表 ボートからバーベキューコー

ナーまでの利用料金の上限額の改正でありまして、うち、区分にあるカヌーに

つきましては、利用ができる状態にありませんので、今後も利用をしてもらう

予定がないということで、削除をするものでございます。この条例の施行につ

きましては、令和２年４月１日からとするものであります。以上で説明を終わ

ります。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 同じようなことが議案第２９号まで続くので、どこで

質問しようかと思っていたのですが、聞かせていただきたいのですが、類似施

設との比較で決めたというようなことを言われたのですが、類似施設との比較
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というのは、どのような手法で行われたのかということをお聞きしたいと思い

ます。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課長。

○ 企画振興課長 五十嵐 克成 近隣の皆楽公園にあります施設と同様のよ

うな施設を有している所の条例等を確認させていただいたということでござ

います。

○ 議長 金子 廣司 その場所はどこか。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課参事。

○ 企画振興課参事 藤原 栄一 今、課長が申し上げたとおり、近隣の類似施

設を参考にしたということですけれども、南空知、中空知、北空知の施設の料

金を参考にして設定をさせていただきました。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 手法として、何か数値化されたという感じでやられて

いるわけではないということで、理解して良いのかという感じなのですが、例

えば、比較された時に、月形の設定上限額が他の所と同じという場合もありま

すし、低いという場合、月形の方が高いという場合もあると思うのですが、そ

の辺の設定につきまして、例えば、比較した中で、どういう方法で設定したの

かということは、どのようなやり方でやったのでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 それぞれの各市町村で特性のある施設を設置してい

るところでございますけれども、類似の施設にあっては、他市町村で運営して

いるというか、利用していただいている施設よりも高額になるべくならないよ

うに、それと利用時間、１時間あたりの利用料金の設定や１日あたりの利用料

金の設定ということについても、なるべく分かりやすいように設定する、利用

していただけるように設定する、この後、出てきますけれども、例えば、多目

的アリーナは、現在、半面利用と全面利用の区分がありますけれども、それも、

実際には半面利用というのがほとんどなく、半面利用をされると、もう片方の

半面利用というのは実際にはなくなるので、効率的な利用をしていただくこと

にならないということも含めて、色々と勘案して、今回、決定をしております。

基本的には、他市町村の類似施設よりも利用料金が高額にならないということ

は、基本として考えております。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 心配しているのが、料金の比較だけであると、高額に

ならないようにということになると思うのですが、中身の問題の中で、施設的

な面、色々な状況の面で、ここは加味して安くするべきではないか、もしくは

高くするべきではないか、というような分析がされたのかどうかということを
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懸念しています。値上げしたから利用者が減りましたということであると、や

はり困ってしまうので。

最後に、例えば、比較したという部分の物は、書類として残っているのかど

うか、お聞きしたいと思います。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課長。

○ 企画振興課長 五十嵐 克成 調べさせていただいた物を、現行の料金と

見比べながらやったということで、例えば、他町全部を含めての一覧表のよう

な物という意味での資料というのは、作成しませんでした。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 了解しました。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 別に配られた説明資料の中で、キャンプ場とバーベ

キューコーナーの改正前の利用料金の上限額が書かれていないけれども、ここ

は、前に利用協力金みたいな形で取っていたと記憶しているのですけれど、こ

れは、今回、どのような形の中で、きちんとした金額を出すようになったので

しょうか。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課長。

○ 企画振興課長 五十嵐 克成 今、ご指摘のとおり、料金設定がございま

せんでした。協力金という形で、２００円を集めておりましたので、そこのと

ころを明確に施設という形で分かりやすくしようということで、今回の設定と

させていただきました。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 そうしましたら、キャンプ場ですが、テント１張あ

たり１,０００円で、そこに何人泊まっているかでプラスされるような設定に
なっているのか。それと、キャンプ場もオートキャンプとは言わないけれど、

キャンピングカー等で来ている方も関係なく、１張なんぼということなのか。

それと、徴収の方法として、以前は料金設定をすると、なかなか全部から集め

るのが難しいという話も出ていた上で協力金という感じだったと思うのです

けれど、これらについてはどのような形で、これは上限についてですけれど、

一応、設定としてはどのように考えているのか、お伺いしたい。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課参事。

○ 企画振興課参事 藤原 栄一 今、おっしゃられたキャンプ場、それからバ

ーベキューコーナーでございますけれども、今、おっしゃられたとおり、こ

れまでは、振興公社で清掃協力金ということで１人２００円を協力していた
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だいたところでございますけれども、今回、バーベキューコーナーにつきま

しては、条例制定で１人あたり２００円を設定させていただいたところでご

ざいます。キャンプ場につきましては、テント１張、１泊まで１,０００円、
それから、小学生以上１人あたり、１泊２００円ということで、例えば、家

族５人で来られた場合、全員小学生以上の場合は、１,０００円プラス２００
円に５人を乗じて１,０００円、合計２,０００円の料金設定をさせていただい
てございます。そういうような予定でございます。

それから、徴収方法につきましては、これまでも清掃協力費につきましては、

朝・夕２回、管理者がキャンプ場を巡回して確認を取っていたところでござい

ます。この条例制定後におきましても、同じような形で巡回して、確認をして

回ると、そして、受付が終わった利用者につきましては、例えば、番号札をお

配りするというような形で管理をしたいというふうに考えてございます。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 了解しました。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第２０号は、原案のとおり可決することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

◎ 日程１８番 議案第２１号 月形町皆楽公園施設条例の一部を改正する条

例の制定について

○ 議長 金子 廣司 日程１８番 議案第２１号 月形町皆楽公園施設条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 議案書２７５ページでございます。ただ今、上程さ

れました議案第２１号 月形町皆楽公園施設条例の一部を改正する条例の制

定について、ご説明申し上げます。この議案につきましても、先にご審議いた

だきました議案第１７号等に係る施設と同じく、皆楽公園エリアの公共施設と

して、同様の趣旨のもとに利用料金を改正するご提案でございます。改正案で

ありますが、議案説明資料２ページ、上段に掲載してございますが、この施設

の利用料につきましては、これまで１回につき１００円を上限とすることを本
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文中に規定をしておりました。その規定の仕方を見直しまして、利用料金に係

ることについては、別表を設けて改正をさせていただいております。改正後の

利用料金は、資料のとおりでございます。この条例の施行は、令和２年４月１

日からとするものであります。以上で説明を終わります。よろしくご審議くだ

さいますようお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 この条例が対象にしているのは、水辺の家と管理事

務所及びバーベキューハウスだと思うのですけれども、イメージとしては、バ

ーベキューハウスのような所を利用した場合のことになるわけですか。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課参事。

○ 企画振興課参事 藤原 栄一 今、おっしゃられるとおりでございます。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 今、例えば、水辺の家の場合は、１階、２階はテナ

ントというか、別に貸し出して使われていると思うのですけれども、そういう

のは、この書き方で、テナントに貸し出している所の利用料金、これは施設の

利用をうたっている条例ですけれども、そういう所に貸し出している、占有さ

せている所の利用料というは、読んでも出ていなかったのですけれども、どう

いう違い、個人のことに対しては、こんな形のところで利用料金を設けられて

いるのですけれども、ここのところはどのように考えたら良いのか。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課参事。

○ 企画振興課参事 藤原 栄一 水辺の家につきましては、２階については友

朋の丘に貸付けをしている。それから、１階については、昨年は６月からサト

ニクラスにお貸ししているということで、それ以外の期間についての一般利用

につきましては、今回、この条例のとおり、１人あたり２００円という形で制

定させていただきました。例えば、皆楽公園を４月の連休からオープンしたと

したら、１階につきましては、焼き肉等にご利用いただくことは可能でござい

ます。２階のバーベキューハウスにつきましても、１人上限２００円というこ

とで、使っていただくというようなことで考えてございます。貸付けにつきま

しては、行政財産の使用料に基づきまして、貸付料を算定している状況でござ

います。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 分かりました。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。
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次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第２１号は、原案のとおり可決することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

◎ 日程１９番 議案第２３号 月形町はな工房条例の一部を改正する条例の

制定について

○ 議長 金子 廣司 日程１９番 議案第２３号 月形町はな工房条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

〇 副町長 堀 光一 議案書２７９ページでございます。ただ今、上程さ

れました議案第２３号 月形町はな工房条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、ご説明申し上げます。この議案につきましても、これまでご審議いた

だきました議案第１７号等に係る施設と同じく、皆楽公園エリアの公共施設と

して、同様の趣旨のもとに利用料金を改正させていただくご提案でございます。

改正案につきましては、議案説明資料２ページ、中段でございまして、月形町

はな工房条例の別表 宿泊料と貸室料の上限額の改正でございます。この条例

の施行は、令和２年４月１日からとするものであります。以上で説明を終わり

ます。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第２３号は、原案のとおり可決することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午後 ２時３３分休憩）

○ 議長 金子 廣司 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

（午後 ２時４３分再開）
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◎ 日程２０番 議案第２４号 月形町農産物加工施設条例の一部を改正する

条例の制定について

○ 議長 金子 廣司 日程２０番 議案第２４号 月形町農産物加工施設条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

〇 副町長 堀 光一 議案書２８１ページでございます。ただ今、上程さ

れました議案第２４号 月形町農産物加工施設条例の一部を改正する条例の

制定について、ご説明申し上げます。この議案につきましても、先にご審議い

ただきました議案第１７号等に係る施設と同じく、皆楽公園エリアの中の公共

施設でございまして、同様の趣旨のもとに利用料金を改正するご提案でござい

ます。改正案につきましては、別にお渡ししております説明資料２ページをご

覧いただきたいと思います。２ページの下段でございますが、月形町農産物加

工施設条例の別表でございまして、加工施設、製粉機、研磨機・石抜き機の利

用料金の上限額の改正であります。この条例の施行につきましては、令和２年

４月１日からとするものであります。以上で説明を終わります。よろしくご審

議くださいますようお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 大釜 登議員。

○ 議員 大釜 登 お伺いします。条例改正の中で、製粉機と研磨機・石

抜き機とありますが、常時、どこかに設置されているのか。管理の状況につい

てお聞きしたいのですが。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課参事。

○ 企画振興課参事 藤原 栄一 みのり工房、農産物加工施設に隣接させて、

プレハブを設置しまして、その中に製粉機、研磨機・石抜き機を設置してござ

います。

○ 議長 金子 廣司 大釜 登議員。

○ 議員 大釜 登 倉庫ではなくて、プレハブに置いてあるということで

すか。それについては、使う時には、それを公社にお話をして、お借りできる

ということですか。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課参事。

○ 企画振興課参事 藤原 栄一 そうです。

○ 議長 金子 廣司 大釜 登議員。

○ 議員 大釜 登 了解しました。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）
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○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第２４号は、原案のとおり可決することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

◎ 日程２１番 議案第２７号 月形町多目的アリーナ条例の一部を改正する

条例の制定について

○ 議長 金子 廣司 日程２１番 議案第２７号 月形町多目的アリーナ条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

〇 副町長 堀 光一 議案書２９５ページでございます。ただ今、上程さ

れました議案第２７号 月形町多目的アリーナ条例の一部を改正する条例の

制定について、ご説明申し上げます。この議案につきましても、先にご審議い

ただきました議案第１７号等に係る施設と同じく、皆楽公園エリアの公共施設

として、同様の趣旨のもとに利用料金を改正させていただくご提案でございま

す。改正案につきましては、議案説明資料３ページをご覧いただきたいと思い

ます。月形町多目的アリーナ条例の別表でありまして、利用料金の上限額の改

正についてであります。これまで半面利用と全面利用の区分で料金設定をして

おりましたが、半面利用については、まず利用がない状態でございます。仮に

半面利用をされた場合、もう半面を別の方が利用していただけるというケース

は皆無でございます。これについては、使用料の減にも繋がってしまいますの

で、運営の面から全面利用のみの区分とする考えでございます。なお、この施

設の利用料金の見直しにつきましては、月形町行政改革推進委員会にお諮りし、

ご意見を頂戴したことに加えまして、施設利用が多い月形町パークゴルフ協会

や関連性のある月形町軟式野球連盟にも打診をした上、改正案を提出させてい

ただいておりますことを申し添えさせていただきます。この条例の施行は、令

和２年４月１日からとするものであります。以上で説明を終わります。よろし

くご審議くださいますようお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）
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○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第２７号は、原案のとおり可決することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

◎ 日程２２番 議案第２８号 月形町野球場条例の一部を改正する条例の制

定について

○ 議長 金子 廣司 日程２２番 議案第２８号 月形町野球場条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

〇 副町長 堀 光一 議案書２９７ページでございます。ただ今、上程さ

れました議案第２８号 月形町野球場条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、ご説明申し上げます。この議案につきましても、先ほど来、ご審議いた

だいております議案第１７号等に係る施設と同じく、皆楽公園エリアの公共施

設として、同様の趣旨のもとに利用料金を改正するご提案をさせていただくも

のでございます。改正案でありますが、議案説明資料４ページをご覧いただき

たいと思います。月形町野球場条例の別表でありまして、利用料金の上限額の

改正であります。これまで利用単位を１日、４時間、１時間の区分で利用料金

を設定しておりましたが、改正に当たりましては、改正後は全ての区分におい

て１時間単位の利用料金として改正をさせていただくものであります。なお、

この施設の利用料金の見直しにつきましては、月形町行政改革推進委員会にお

諮りし、ご意見を頂戴したことに加えまして、施設利用が多い月形町軟式野球

連盟にも打診をして、ご意見を伺った上、改正案を提出させていただいており

ますことを申し添えさせていただきます。この条例の施行は、令和２年４月１

日からとするものであります。以上で説明を終わります。よろしくご審議くだ

さいますようお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 楠 順一議員。

○ 議員 楠 順一 先ほどの議案とも関係するので、先に聞けば良かった

のですけれども、先ほどの多目的アリーナの所で、最後の方に町外の団体、個

人が利用する場合は、１０割増しとなっているのですけれども、野球場やパー

クゴルフ場については、その条項がないのですけれども、どのように区分され

ているのか、お伺いしたい。
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○ 議長 金子 廣司 企画振興課参事。

○ 企画振興課参事 藤原 栄一 今、おっしゃられますように、先ほどの多目

的アリーナにつきましては、町外利用者につきましては、１０割増しというこ

とでございます。野球場につきましては、町内、町外共、この料金設定でござ

います。そして、あくまでも、この料金は上限ということでございますので、

月形町体育協会に加盟している団体につきましては、２分の１という設定をさ

せていただいております。この利用料金の利用料が、体育協会に加盟している

団体、例えば、月形町軟式野球連盟であれば、体育協会に加盟していますので、

利用料金は２分の１というような設定にさせていただいております。

多目的アリーナにつきましては、開設当初から町外利用者につきましては、

１０割増しという設定で、これまで利用料金を設定してございます。野球場に

つきましては、あくまでも町内、町外の利用者については、同額の利用料金で

条例を設定させていただきまして、これまで運営をしてきたところでございま

す。あくまでも、現状では、先ほど申し上げましたとおり、町内の月形町体育

協会に加盟している団体につきましては、２分の１の料金ということで、設定

をさせていただいてございます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

〇 副町長 堀 光一 補足をさせていただきますけれども、この多目的ア

リーナは、平成２年、３年あたりに供用開始と言いますか、建設されたと記憶

しておりまして、その当時、土間の体育館は管内では１カ所ぐらいであったと

思いますけれども、なかなか他にはない特殊な施設ということで、その利用料

については、ここにあるとおり、町外の方については、町内の利用よりも高額

な利用料金をいただこうということで、こういう設定になりまして、それがこ

れまで同じように利用料金をいただいているということでございます。野球場、

または、その他の施設、パークゴルフ場等は、その後に出来たわけですけれど

も、これらについては、他の町にも類似の物がありまして、いわゆる、他の所

と比べて、月形町が特殊な物を設置して、皆さんに使っていただいているとい

うわけでもありませんので、他の所の運営管理に関する条例等も参考にして、

そのような設定はしないで、今日まできているということです。以上です。

○ 議長 金子 廣司 楠 順一議員。

○ 議員 楠 順一 少し、納得できるような、できないようなところがあ

るので、なんとなく、言ってしまえば、多目的アリーナは、割と人気があって、

他の町にはない施設なので、町外からは多くとろうかというような感じなのか

なという気はするのですけれども、ただ、条例として制定する場合に、同じ皆

楽公園内にある施設として、統一的な基準、考え方というものが少し感じられ

ない気がして、言っていることは確かに分かります。パークゴルフ場や野球場
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にしたって、他の町にもあるから特に月形にしかない魅力というわけではない

ので、あまり差を付けてもしょうがないという感じなのかなという気がするの

ですけれども、よく皆楽公園の議論の中で、私は聞くのですけれども、観光施

設として位置付けるのか、町民の保養的な施設として位置付けるのか、やっぱ

り、そこの考え方に行き付くような気がするのです。そういう意味で言うと、

その辺の考え方を整理していくことが必要であると思うし、やはり、町外に向

けて、ある程度のサービスを維持するための料金設定をしながら、それを基本

にして、そして、町民には、町民の保養、健康保持に対しては、別の施策で、

何らかの補助や優遇措置を取るという考え方に整理すべきではないかなと思

うのです。ですから、今回は、これで良いと思うのですけれども、これから、

今、問題になっている皆楽公園全体の方向性というのは、その辺から整理して

いかないと。どうも、あそこの有効活用がうまくできないのではないかという

気はしますので、是非、それについては、検討をお願いしたいと思います。答

弁があればお願いします。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

〇 副町長 堀 光一 皆楽公園エリア内の利用料金につきましても、統一

性を取って、利用料金を考えることも大事であると思っております。例えば、

多目的アリーナについては、このように町外が１０割増しというようになって

おりますけれども、先のご質問でもありましたけれども、他の町村の類似施設

とも比較、検討した上で、利用料金を設定、改正したということでございまし

て、例えば、多目的アリーナで言いますと、全く同じではありませんけれども、

三笠市に三笠ドームがあります。これにつきましても、現在においても、改正

後においても、町外の１０割増しを適用しても、三笠ドームより安い料金とな

ってございます。ここに規定がありますけれども、利用料金の設定等について、

また、見直し等については、他の市町村の類似施設、または状況等を勘案して、

設定させていただいておりますし、これからもそういう考えでいくということ

で、もちろん、統一した考えも持って見直しを掛ける場合は、していきたいと

思っております。以上です。

○ 議長 金子 廣司 楠 順一議員。

○ 議員 楠 順一 分かりました。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第２８号は、原案のとおり可決することにしたいと

思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）
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○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

◎ 日程２３番 議案第２９号 月形町パークゴルフ場条例の一部を改正する

条例の制定について

○ 議長 金子 廣司 日程２３番 議案第２９号 月形町パークゴルフ場条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

〇 副町長 堀 光一 議案書２９９ページでございます。ただ今、上程さ

れました議案第２９号 月形町パークゴルフ場条例の一部を改正する条例の

制定について、ご説明申し上げます。この議案につきましても、先ほど来、ご

審議いただいております議案と同じく、皆楽公園エリアの公共施設でありまし

て、同様の趣旨のもとに利用料金を改正するご提案であります。改正案であり

ますが、別にお渡ししております説明資料５ページでございます。月形町パー

クゴルフ場条例の別表でありまして、利用料金の上限額の改正であります。１

日券、シーズン券、貸用具の利用料金について、上限額を改正させていただく

ものであります。なお、この施設の利用料金の見直しにつきましては、月形町

行政改革推進委員会にお諮りし、ご意見を頂戴したことに加えまして、施設利

用が多い月形町パークゴルフ協会にもご意見を伺い、改正案を提出させていた

だいておりますことを申し添えさせていただきます。この条例の施行は、令和

２年４月１日からとするものであります。以上で説明を終わります。よろしく

ご審議くださいますようお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第２９号は、原案のとおり可決することにしたいと

思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。

◎ 日程２４番 令和２年度町政執行方針、日程２５番 令和２年度教育行政

執行方針

○ 議長 金子 廣司 日程２４番 令和２年度町政執行方針、日程２５番
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令和２年度教育行政執行方針を一括議題といたします。

これにつきましては、事前に執行方針の内容は配付されておりますので、そ

れをもって終わりといたします。今回の新型コロナウイルス感染症の関係で、

登壇しての説明はいたしませんので、皆さん全員読んでおられると思いますの

で、そのようにご理解ください。

◎ 日程２６番 議案第１０号 月形町職員定数条例の一部を改正する条例の

制定について、日程２７番 議案第１１号 非常勤特別職職員の報酬及び費

用弁償支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日程２８番

議案第１９号 月形町地域包括支援センター運営協議会条例の制定について、

日程２９番 議案第２２号 月形町農業委員候補者評価委員会条例の制定に

ついて、日程３０番 議案第１３号 月形町手数料条例の一部を改正する条

例の制定について、日程３１番 議案第１４号 月形町遺児手当支給条例の

一部を改正する条例の制定について、日程３２番 議案第１５号 月形町乳

幼児等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日程

３３番 議案第１６号 月形町特定教育・保育施設等の利用者負担金に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について、日程３４番 議案第１８号

月形町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、日程３５番 議案第２５号 月形町道路占用料条例の一部を改正する

条例の制定について、日程３６番 議案第２６号 月形町営住宅条例の一部

を改正する条例の制定について、日程３７番 議案第３１号 令和２年度月

形町一般会計予算、日程３８番 議案第３２号 令和２年度月形町国民健康

保険事業特別会計予算、日程３９番 議案第３３号 令和２年度月形町農業

集落排水事業特別会計予算、日程４０番 議案第３４号 令和２年度月形町

介護保険事業特別会計予算、日程４１番 議案第３５号 令和２年度月形町

後期高齢者医療特別会計予算、日程４２番 議案第３６号 令和２年度国民

健康保険月形町立病院事業会計予算

○ 議長 金子 廣司 日程２６番 議案第１０号 月形町職員定数条例の一

部を改正する条例の制定について、日程２７番 議案第１１号 非常勤特別職

職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、日程２８番 議案第１９号 月形町地域包括支援センター運営協議会条

例の制定について、日程２９番 議案第２２号 月形町農業委員候補者評価委

員会条例の制定について、日程３０番 議案第１３号 月形町手数料条例の一

部を改正する条例の制定について、日程３１番 議案第１４号 月形町遺児手

当支給条例の一部を改正する条例の制定について、日程３２番 議案第１５号

月形町乳幼児等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定につい
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て、日程３３番 議案第１６号 月形町特定教育・保育施設等の利用者負担金

に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日程３４番 議案第１８

号 月形町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定

について、日程３５番 議案第２５号 月形町道路占用料条例の一部を改正す

る条例の制定について、日程３６番 議案第２６号 月形町営住宅条例の一部

を改正する条例の制定について、日程３７番 議案第３１号 令和２年度月形

町一般会計予算、日程３８番 議案第３２号 令和２年度月形町国民健康保険

事業特別会計予算、日程３９番 議案第３３号 令和２年度月形町農業集落排

水事業特別会計予算、日程４０番 議案第３４号 令和２年度月形町介護保険

事業特別会計予算、日程４１番 議案第３５号 令和２年度月形町後期高齢者

医療特別会計予算、日程４２番 議案第３６号 令和２年度国民健康保険月形

町立病院事業会計予算、以上、１７議案につきましては、関連がありますので、

一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 ご説明申し上げます。議案第３１号 令和２年度月

形町一般会計予算から議案第３６号 令和２年度国民健康保険月形町立病院

事業会計予算まで、その対応につきましては、事前に配付をさせていただいて

おります町政執行方針で申し述べさせていただいているところでございます

が、６会計につきまして、ご提案をさせていただきます。また、予算に関連し

ます議案第１０号 月形町職員定数条例の一部を改正する条例の制定につい

て、議案第１１号 非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の

一部を改正する条例の制定について、議案第１３号 月形町手数料条例の一部

を改正する条例の制定について、議案第１４号 月形町遺児手当支給条例の一

部を改正する条例の制定について、議案第１５号 月形町乳幼児等医療費助成

に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１６号 月形町特

定教育・保育施設等の利用者負担金に関する条例の一部を改正する条例の制定

について、議案第１８号 月形町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を

改正する条例の制定について、議案第１９号 月形町地域包括支援センター運

営協議会条例の制定について、議案第２２号 月形町農業委員候補者評価委員

会条例の制定について、議案第２５号 月形町道路占用料条例の一部を改正す

る条例の制定について、議案第２６号 月形町営住宅条例の一部を改正する条

例の制定についての１１件の議案につきましても合わせてご提案させていた

だくものでありますので、ご審議の程、よろしくお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 説明が終わりました。お諮りいたします。ただ今、上

程されました、令和２年度各会計予算及び予算関連議案の審査については、議
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長を除く全員で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託して審査するこ

とにしたいと思います。

これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、令和２年度各会計予算の関連議案と

して議案第１０号、議案第１１号、議案第１９号、議案第２２号、議案第１３

号から議案第１６号まで、議案第１８号、議案第２５号及び議案第２６号の１

１議案、令和２年度各会計予算として議案第３１号から議案第３６号までの６

議案、合わせて１７議案については、議長を除く全員で構成する予算特別委員

会を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午後 ３時１１分休憩）

○ 議長 金子 廣司 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

（午後 ３時１２分再開）

○ 議長 金子 廣司 お諮りいたします。３月４日から会議規則第１０条第

１項及び同条第２項の規定により休会にしたいと思います。

これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、３月４日から会議規則第１０条第１

項及び同条第２項の規定により休会することに決定いたしました。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午後 ３時１２分休憩）

○ 議長 金子 廣司 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

（午後 ３時５３分再開）

○ 議長 金子 廣司 この際、報告いたします。先ほど設置しました予算特

別委員会の委員長に大釜 登議員、副委員長に東出善幸議員が互選されました

ので報告いたします。

○ 議長 金子 廣司 以上で本日の日程は全て終了いたしました。

本日は、これをもって散会いたします。

（午後 ３時５５分散会）


