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会議に付した事件は次のとおりである。

議案第２号 令和２年度月形町一般会計補正予算（第１２号）

議案第３号 令和２年度月形町国民健康保険事業特別会計補正予算（第６

号）

議案第４号 令和２年度月形町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）

議案第５号 令和２年度月形町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）

議案第６号 令和２年度月形町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

議案第７号 令和２年度国民健康保険月形町立病院事業会計補正予算（第

７号）

議案第８号 月形町課設置条例の一部を改正する条例の制定について

議案第９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１０号 月形町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例の制定について

議案第１１号 月形町職員の特殊勤務手当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 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険

法等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１３号 月形町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１４号 月形町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

の基準等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１５号 月形町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予

防のための効果的な支援の方法の基準等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 月形町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定め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 月形町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準を定め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 月形町そさい共同集出荷撰果場設置管理条例を廃止する条例

の制定について

議案第１９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２０号 普通財産の無償譲渡について【旧月形町そさい共同集出荷撰果
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場】

議案第２１号 普通財産の無償譲渡について【旧町営草地附帯施設】

議案第２２号 公の施設に係る指定管理者の指定について【月形町青果物集出

荷貯蔵施設】

議案第２３号 令和３年度月形町一般会計予算

議案第２４号 令和３年度月形町国民健康保険事業特別会計予算

議案第２５号 令和３年度月形町農業集落排水事業特別会計予算

議案第２６号 令和３年度月形町介護保険事業特別会計予算

議案第２７号 令和３年度月形町後期高齢者医療特別会計予算

議案第２８号 令和３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 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３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

楠 順 一 議員

東 出 善 幸 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。

先に、議会運営委員会委員長から、去る２月２２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３年第１回定例会の運営について、去る２月２２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
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した。

はじめに会期についてでありますが、本定例会に提案されている議案は、

町長提案として、令和２年度各会計補正予算、一般議案、令和３年度町政執

行方針並びに教育行政執行方針、令和３年度各会計予算及び予算関連議案を

予定し、議会提案として、予算特別委員会報告、会議案を予定しております。

これらを踏まえ、本定例会の会期は、本日２日から３月１６日までの１５日

間とすることにいたしました。

次に、一般質問についてでありますが、３月１０日の１日間を予定し、通告

期限は３月３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３年

度各会計予算６件及び予算関連議案３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１１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お願いいたします。

最後に、今議会においても新型コロナウイルス感染症予防対策として、適

宜、会議を休憩し議場の換気等を行いますので、ご理解をお願いいたします。

また、各議員及び町側の出席者におかれましても、それぞれ感染予防対策を

徹底されますようお願いいたします。

以上、議会運営委員会において協議をした結果の報告といたします。

○ 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月２日から３月１６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２日から３月

１６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
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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

２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２年度のまちづくり常任委員会所管事務調査については、年度当初にお

いて調査事項の年間計画を策定し、総務課所管２件、企画振興課所管１件、住

民課所管１件、農林建設課所管３件、保健福祉課所管２件、教育委員会所管２

件及び町立病院所管１件の計１２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、特筆すべき調査事項について３点、私からの

所見をご報告いたします。

最初に、企画振興課所管事務の地域公共交通網形成計画等についての調査で

ありますが、昨年４月に廃線となりましたＪＲ札沼線の当別町の北海道医療大

から浦臼町までの代替バスの運行について、新型コロナウイルス感染症の影響

も若干あると思われますが、利用者が伸びず、国庫補助の対象からも外れてし

まう可能性も出てきておりますので、今後の利用者の更なる増加対策を望むと

ころであります。

次に、保健福祉課所管事務の月形町社会福祉協議会の事業についての調査

でありますが、月形町社会福祉協議会は独自に作成している地域福祉実施計

画、あずましプランに基づき活動しており、高い理想の下、日々努力してお

ります。しかしながら、現在の活動を継続維持するために、町と福祉のあり

方等を再度協議し、町からの支援をどのように受けるのか、また、町から社

会福祉協議会への働きかけも望むところであります。

最後に、農林建設課所管事務の住宅政策についての調査でありますが、町

営住宅、民間賃貸住宅にかかわらず、町内の住宅のニーズの把握や分析が十

分に行われていないことから、早急に調査や分析に基づいた住宅ニーズを把

握し、より良い住宅政策の構築を望むところであります。

特筆すべき事項及びそれ以外の調査内容及び結果については、配付済みの

報告書に記載のとおりでありますので、ご確認をお願いします。
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以上をもちまして、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２号 令和２年度月形町一般会計補正予算（第１２号）

○ 議長 金子 廣司 日程５番 議案第２号 令和２年度月形町一般会計補

正予算（第１２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 議案書は３ページでございます。ただ今、上程され

ました議案第２号 令和２年度月形町一般会計補正予算（第１２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１２号は、歳入歳出予

算の総額から歳入歳出それぞれ８億３,７４４万８,０００円減額し、歳入歳出
予算の総額を歳入歳出それぞれ５５億５,７１８万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。

本補正予算でありますが、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

理となります。８億円を超える大幅な予算減額となりますのは、新型コロナ

ウイルス感染症の影響による事務事業の取り止めや縮減、穀類乾燥調製貯蔵

施設及び青果物集出荷貯蔵施設整備事業、病院事業会計繰出金、ふるさと納

税寄附金推進事業などの大幅な減額によるものであります。このような中、

予算の増額補正もありまして、新型コロナウイルス感染症対策経費として約

８５０万円、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種推進事業３,３３０万円
などであります。

それでは事項別に主要なものについて、ご説明をいたします。４０ページ

をお開きください。歳出でございます。１款 議会費 １項 議会費 １目

議会費、補正額２１５万８,０００円の減額、説明欄のとおりでございます。

続きまして、４２ページ、２款 総務費 １項 総務管理費 １目 一般管
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理費、補正額７１６万３,０００円の減額でございまして、４３ページから４

５ページの上段まで、説明欄のとおりでございます。月形町開町１４０年記

念事業につきましては、補正後の予算を３５０万円としておりましたが、開

催内容等の縮小をいたしましたので、１８８万７,０００円を減額するもので

ございます。２目 職員給与費、補正額１,７８６万４,０００円の減額でご

ざいます。一般職給与費１,６６９万６,０００円減額でございますが、一般

職におきましては、昨年の４月から９月にかけまして、定数に対しまして３

人少ない人数でありました。９月に職員２人を採用しておりますが、現在で

も定数に 1人満たない職員の状況でございます。そのような状況におきまし

ての給与費予算の減額でございます。３目 企画費、補正額２億７,８８８万

４,０００円の減額でございます。４５ページ、説明欄、下段、ふるさと納税

推進事業２億６,８７０万９,０００円減額でございます。歳入でも出てまい

りますが、ふるさと納税寄附金につきましては、昨年の第４回定例会におき

まして、令和２年度の見込み予算としまして６億１,２３０万円としたところ

でございますが、令和２年度中の見込みを３億４,３６０万円と見直しをする

ものでございます。それに連動して係る経費等が減額をするものでございま

す。続きまして、４７ページでございます。日常生活機能対策事業の中の下

段、札沼線代替輸送事業等基金積立金３５１万４,０００円の減額でございま

す。これにつきましては、代替バスバスベイ調査設計業務に係るＪＲ北海道

からの支援金の関係でございますが、この支援金を歳入の雑入で受けるわけ

ですけれど、最初に考えていたのは、それを一度、基金に積立てて、支払う

時に基金を取崩し、繰入れして支払うという予算組みをしたところですけれ

ど、そのような取り扱いはせず、雑入で受け、そのまま支払いの財源とする

ということで、予算の組換えでございます。積立金と繰入金の予算を減額す

るものでございます。４６ページでございますが、４目 情報推進費、補正

額８４万４,０００円減額でございます。４７ページの説明欄、情報化推進事

業の備品購入費１２７万円減額でございますが、役場、各小中学校、各公共

施設等の通信に必要なルーター、アクセスポイントの更新におきまして、入

札による減額でございます。続きまして、４９ページ、説明欄、上段、４目

の情報推進費ですけれど、新型コロナウイルス感染症対策経費１４６万６,０

００円、備品購入費として増額補正でございます。これにつきましては、庁

舎内等におけるリモート会議用のパソコン等の端末６台を購入する予算でご

ざいます。４８ページ、５目 広聴広報費、補正額５３万円の減額でござい

ます。６目 財政管理費、補正額５６万６,０００円の減額、７目 会計管理

費２７４万９,０００円の減額でございます。８目 財産管理費、補正額９,

３５４万９,０００円の増額でございます。８節から２６節まで、説明欄のと



令和３年第１回定例会 １日目（３月２日）

7

おりでございますが、５１ページ、上段、基金管理経費１億１１１万２,００

０円、公有財産整備基金積立金の増額でございます。これにつきましては、

令和２年度の一般会計決算見込みをしたところ、歳入歳出の差引額の一部を

積立てする、１億円あまり積立てできるということで予算計上をしておりま

す。次に、新型コロナウイルス感染症対策経費でございますが、消耗品費３

０万円増額でございます。役場庁舎他における職場内の飛沫防止用透明アク

リル板等の消耗品でございます。５０ページ、９目 交通安全費、補正額７

６万３,０００円の減額でございます。１０目 公平委員会費 1万１,０００

円の減額でございます。１１目 特別定額給付金事業費１,７６７万６,００

０円の減額、説明欄でございますが、この特別定額給付金事業は完了してお

りまして、いわゆる国民 1人あたり１０万円の給付金を給付するという事業

ですけれど、交付金で１,６８０万円予算減額をするものです。予算計上では

３,３３０人分を計上しておりましたが、最終的には３,１６２人が申請され

て給付しまししたので、１,６８０万円減額でございます。続きまして、５２

ページ、２項 徴税費 １目 税務総務費、補正額２万６,０００円の減額、

２目 賦課徴収費８４万６,０００円の減額、３項 戸籍住民基本台帳費 １

目 戸籍住民基本台帳費４５万１,０００円の増額、４項 選挙費 １目 選

挙管理委員会費２０万９,０００円の減額、２目 町長選挙費６７万６,００

０円の減額でございます。５４ページ、３目 町議会議員補欠選挙費７５万

８,０００円減額、５項 統計調査費 １目 統計調査費３１万２,０００円

減額、６項 監査委員費 １目 監査委員費２５万９,０００円減額でござい

ます。続きまして、５６ページ、３款 民生費 １項 社会福祉費 １目 社

会福祉総務費４６７万８,０００円増額でございます。説明欄でございますが、

障害者自立支援等給付事業の扶助費、障害者自立支援給付費給付１,０１２万

８,０００円増額でございます。生活介護支援や就労継続支援等の給付対象者

が増えたものでございます。同ページ、下段、新型コロナウイルス感染症対

策経費３２０万円減額でございまして、医療福祉施設職員等の慰労金２０万

円減額、医療・福祉事業者経営支援３００万円の減額、合わせまして３２０

万円の減額でございます。この医療・福祉事業者経営支援は、前年同月比２

０％以上の減収の事業所に対する支援でございまして、当初５事業所を見込

んでおりましたが、２事業所で納まる見込みでございます。５８ページ、２

目 老人福祉費、補正額５５７万１,０００円の減額でございます。説明欄、

後期高齢者医療経費、後期高齢者医療特別会計繰出金でございますけれども、

１４８万円減額でございます。下段、介護保険事業特別会計繰出金２９７万

円減額でございます。３目 国民年金費１万１,０００円の減額でございます。

２項 児童福祉費 １目 児童福祉総務費１,７９３万６,０００円の減額で
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ございます。１節から６１ページの１９節まで、説明欄のとおりでございま

すが、６１ページ、説明欄の認定こども園運営経費１,３６６万３,０００円

の減額でございます。園児の減少や休園による通園児童の減などによる認定

こども園の管理業務委託料の減額が主な要因でございます。続きまして、６

２ページでございます。４款 衛生費 １項 保健衛生費 １目 保健衛生

総務費４,９５０万５,０００円減額、説明欄、病院事業会計繰出金４,９０７

万８,０００円の減額でございます。負担金と出資金、合わせての額でござい

ますが、病院医業収益の増加などによりまして、一般会計の負担金を減額、

更に病院の企業債の追加などによりまして、一般会計の繰出金を減額するも

のでございます。国民健康保険事業特別会計繰出金につきましては、４２万

７,０００円の減額でございます。２目 予防費、補正額２,９５９万９,００

０円増額でございまして、1節から１８節、説明欄のとおりでございます。６

５ページ、説明欄、上段、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種推進事業

３,３３９万３,０００円の増額補正でございます。財源につきましては、全

額が国の負担金と補助金でございます。新型コロナウイルス感染症ワクチン

接種につきましては、昨日の報道によりますと、政府では６５歳以上の高齢

者のワクチン接種につきましては、４月２６日の週に全ての市町村に対して

ワクチンを最大１,１７０回分を送付、そして、それに係る接種券の送付につ

いては、４月２３日頃までを想定しているという発表がされております。本

町でも集団接種方式として、場所を保健センターとして、現在、接種体制を

整えている最中でございます。そのような中で、６５歳以上の高齢者の接種

のスケジュール方針等が示されました。本町では、まだ、開始する時期等は

確定しておりませんが、３月中に高齢者のワクチン接種の希望等の意向調査

を行って、４月に入ってからになると思いますけれど、その意向調査等を踏

まえて接種券を送付してワクチン接種に臨む、ワクチン接種の時期等につい

ては、ワクチンが送付された後になりますので、４月２６日以降ということ

であります。続きまして、６４ページ、３目 環境衛生費１７５万５,０００

円の減額でございます。内訳につきましては、説明欄のとおりでございます。

６６ページ、４目 医療給付費、補正額６７７万４,０００円の減額、説明欄

ですが、乳幼児等医療給付事業の扶助費３００万円減額、重度心身障害者医

療給付事業の扶助費３００万円の減額でございまして、コロナ禍にありまし

て受診を控えたということも考えられるものでございます。５目 保健セン

ター費１０８万５,０００円減額でございます。説明欄、新型コロナウイルス

感染症対策経費１５万７,０００円でございますが、これにつきましては、飛

沫防止用の卓上パーテーションの購入経費でございます。２項 清掃費 １

目 清掃総務費２９９万円の減額でございます。続きまして、６８ページ、
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２目 塵芥処理費２１６万９,０００円の減額でございます。説明欄のとおり

でございます。続きまして、７０ページ、５款 労働費 1項 労働諸費 １

目 労働諸費３４万５,０００円の減額でございます。７２ページ、６款 農

林水産業費 １項 農業費 1目 農業委員会費５５万４,０００円の減額で

ございます。２目 農業振興費４億７,８４２万８,０００円の減額、７５ペ

ージ、説明欄、農業振興施設整備事業におきまして、穀類乾燥調製貯蔵施設

機械整備工事、青果物集出荷貯蔵施設機械整備工事、合わせまして４億６,４

０５万７,０００円の減額でございます。その下、新型コロナウイルス感染症

対策経費８００万円の減額につきましては、農業者向けの補助金でございま

して、農業経営継続支援事業につきましては、省力化機械等の導入に対する

支援でございまして、当初２,２００万円ほど予算計上しましたが、１,８０

０万円ほどになるという見込みでございます。その下、農業経営持続化支援

金交付事業でございますが、これにつきましては、前年同月比２０％以上の

減収となる農業者への支援でございまして、当初予算９００万円計上してお

りましたが、４００万円を減ずるものでございます。７４ページ、４目 農

地費６８４万６,０００円の減額、７５ページ、説明欄、農業集落排水事業特

別会計繰出金４７９万２,０００円減額するものです。７４ページ、２項 林

業費 １目 林業振興費２５７万２,０００円減額でございます。７５ページ

から７７ページの説明欄のとおりでございます。続きまして、７８ページ、

７款 商工費 １項 商工費 １目 商工業振興費８７９万円の減額でござ

います。説明欄、新型コロナウイルス感染症対策経費６２６万８,０００円減

額のうち、月形町中小企業者等経営持続化支援金交付事業５００万円の減額

でございます。これにつきましても、前年同月比２０％以上減収する建設事

業者への支援でございますけれど、当初予算１,０００万円計上しておりまし

たが、５００万円を減ずるものでございます。２目 観光費４８４万８,００

０円の減額でございます。説明欄、下段、地域おこし協力隊事業２５６万６,

０００円の減額でございます。令和元年４月に採用いたしました観光推進担

当の地域おこし協力隊員 1名が、昨年８月に任期途中で退任しております。

これに係る予算減額でございます。続きまして、８０ページ、３目 ふるさ

と公園費８１万７,０００円の増額でございます。８１ページ、説明欄、下段、

新型コロナウイルス感染症対策経費におきましては、備品購入費、町民保養

センター、温泉ホテル、多目的アリーナに設置しますサーモグラフィー検温

システム等で１８５万２,０００円の予算計上でございます。続きまして、８

２ページ、８款 土木費 １項 土木管理費 １目 土木総務費、補正額３

０万６,０００円減額、２項 道路橋梁費 １目 道路維持費４２３万１,０

００円減額、４目 除雪対策費５２万５,０００円減額、３項 河川費 １目
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河川総務費７,０００円減額、４項 住宅費 １目 住宅管理費２３０万円減

額、説明欄、８３ページ、下段、月形町あんしん住宅補助金でございますけ

れど、リフォーム、解体除去等に係る補助金でございますが、本年度は全体

で２５件の申請を見込んでおりまして、１２０万円を追加補正するものでご

ざいます。続きまして、８４ページ、９款 消防費 １項 消防費 １目 消

防費８８３万９,０００円減額でございまして、説明欄の上段、岩見沢地区消

防事務組合負担金８７３万７,０００円減額するものでございます。この負担

金につきましても、主に新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、組

合自体での事務事業の中止、縮減等が、本部や支署、消防団等において行わ

れまして、予算執行減による負担金の減額でございます。２目 防災費２７

１万９,０００円の減額でございます。説明欄の中段、防災対策経費、国土強

靭化地域計画策定支援業務３６８万５,０００円減額でございますが、当初、

この計画策定にあたりましては、コンサルタント業者の支援を受けて策定す

ることを見込んで予算計上しておりましたが、完全に自前での策定に切り替

えまして、予算を不執行とする減額でございます。下段、新型コロナウイル

ス感染症対策経費におきましては、備品購入費、避難所等で使用するワンタ

ッチパーテーションテントでありますが、これらの整備のため２１５万３,０

００円増額するものでございます。続きまして、８６ページ、１０款 教育

費 １項 教育総務費 １目 教育委員会費４万７,０００円の減額、２目

事務局費２２万９,０００円の減額、３目 教育振興費１,０５５万３,０００

円の減額、内訳は１節から１９節、８７ページから８９ページの説明欄のと

おりでございます。８９ページ、高校教育振興事業３２９万円の減額でござ

いますが、基本的には生徒数の減少などによりまして、各種の支援経費が減

額となるものでございます。それから、新型コロナウイルス感染症対策経費

でございますが、備品購入費、１人１台端末の整備２３２万８,０００円の減

額でございます。８８ページ、２項 小学校費 １目 学校管理費６１万７,

０００円減額でございますが、説明欄、新型コロナウイルス感染症対策経費、

備品購入費、月形小学校への空気清浄機、ＡＩ体温検知カメラ等の購入とし

て７２万２,０００円計上しております。３項 中学校費 １目 学校管理費

７８万４,０００円減額でございますが、新型コロナウイルス感染症対策経費、

備品購入費、月形中学校への空気清浄機等の購入として３７万９,０００円計

上しております。４項 社会教育費 １目 社会教育総務費４５１万６,００

０円の減額でございます。９１ページ、説明欄の下段、新型コロナウイルス

感染症対策経費、備品購入費２４万８,０００円計上しております。これにつ

きましては図書室にＡＩ体温検知カメラ等を設置するものでございます。９

０ページ、２目 社会教育施設費４１万円の減額、５項 保健体育費 １目
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保健体育総務費２７９万円の減額でございます。９２ページ、２目 体育施

設費５７万円の減額でございまして、説明欄、新型コロナウイルス感染症対

策経費として、消耗品費及び備品購入費を追加で計上させていただいており

ます。総合体育館にＡＩ体温検知カメラ、トレーニング室や会議室に空気清

浄機を設置するものでございます。３目 学校給食費４５１万９,０００円の

減額でございます。説明欄、学校給食経費として４３７万１,０００円減額で

ございます。会計年度任用職員に係る費用の減額が大きいわけですけれど、

年度当初から調理員が充足していない中で、年度途中にも更に調理員が退職

されることになりました。それによる減額が主な要因です。続きまして、９

４ページ、１２款 公債費 １項 公債費 １目 元金１３万１,０００円減

額、２目 利子３万３,０００円増額でございます。

続きまして、１６ページをご覧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 1目 個人、補正額７０３万４,０００円で

ございます。内訳につきましては、説明欄にありますとおり現年課税分の普

通徴収等でございますが、当初予算の編成時と傾向を比べますと、農業所得

についてはわずかに減少、給与所得についても減少、その他の所得において

増加という町民税の状況でございます。２目 法人８２万６,０００円の増額、

２項 固定資産税 １目 固定資産税４２万７,０００円の増額でございま

す。３項 軽自動車税 １目 環境性能割１２９万円の減額でございます。

補正前の当初予算１４８万３,０００円に対して１２９万円の減額でござい

まして、これの予算計上の仕方が、環境性能割の理解を少し誤って計上して

おりました。内容につきましては、取得価格が５０万円を超える車に対して

課税されるものでございますが、取得価格は売買価格であるという理解で環

境性能割の予算を計上したところですけれど、この取得価格というのは、車

種や車格ごとに課税標準額がありまして、それに残価率を乗じたものが取得

価格になる、それによりまして課税対象車両が減ったということでございま

す。それによる減額でございます。２目 種別割２７万９,０００円の減額、

４項 町たばこ税 １目 町たばこ税２０万８,０００円増額、５項 入湯税

１目 入湯税１３万５,０００円減額でございます。続きまして、１８ページ、

９款 地方交付税 １項 地方交付税 １目 地方交付税１億１,６９５万

１,０００円の増額でございます。地方交付税につきましては、補正前の額１

９億８,０００万円のうち普通交付税は、１８億円を計上しておりました。こ

の普通交付税について１億１,６９５万１,０００円増額とするものでござい

ます。続きまして、２０ページ、１１款 分担金及び負担金 １項 負担金

１目 民生費負担金、補正額１１４万２,０００円の減額でございます。２目

農林水産業費負担金１２５万３,０００円の減額でございます。２２ページ、
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１２款 使用料及び手数料 １項 使用料 1目 総務使用料２４万５,００

０円の減額、２目 民生使用料８２万４,０００円の増額でございます。説明

欄ですが、広域入所児童受入施設型給付費につきましては、月形町以外の児

童、札幌市からの児童でございますけれど、昨年１０月から１名を認定こど

も園花の里こども園で保育の受入れをしておりまして、それに係る使用料で

ございます。３目 衛生使用料８万７,０００円の増額、４目 農林水産使用

料２万円増額でございます。５目 商工使用料１５３万６,０００円の減額で

ございまして、この使用料は樺戸博物館の入館料でございます。新型コロナ

ウイルス感染症の影響によりまして休館の処置を取る他、入館者の減少によ

る減額でございます。６目 土木使用料６７万１,０００円増額、７目 教育

使用料１８万２,０００円減額、２項 手数料 １目 総務手数料２１万２,

０００円減額、２目 衛生手数料６１万４,０００円減額、３目 農林水産手

数料３万２,０００円減額でございます。２４ページ、１３款 国庫支出金

１項 国庫負担金 １目 民生費国庫負担金１,０６１万１,０００円増額で

ございまして、説明欄、上段、障害者自立支援給付費負担金１,１８５万６,

０００円でございます。２目 衛生費国庫負担金１,２２５万６,０００円増

額、説明欄、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金１,１３８万５,

０００円でございます。２４ページ、２項 国庫補助金 1目 総務費国庫補

助金１,４７１万円の減額でございまして、特別定額給付金の国からの補助金

１,７６８万１,０００円の減額、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金２２４万７,０００円の増額でございます。この臨時交付金の増額で

すけれども、国庫補助事業の地方負担分、月形町では学校保健特別対策事業、

公立学校情報機器整備事業を実施して、新型コロナウイルス感染症の対応と

して行いますけれど、それの町負担分を国が臨時交付金で見てくれるという

ことで、２２４万７,０００円増額しております。２目 民生費国庫補助金２

５万５,０００円減額、３目 衛生費国庫補助金２,１９８万５,０００円の増

額でございまして、説明欄、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業

費補助金２,２００万８,０００円、先ほどの負担金１,１３８万５,０００円

と合わせて、これを財源として新型コロナウイルス感染症ワクチン接種推進

事業を行うものでございます。４目 教育費国庫補助金２２万６,０００円減

額、３項 委託金 １目 総務費委託金 1万９,０００円増額、２目 民生費

委託金４３万６,０００円増額、３目 土木費委託金 1万７,０００円増額、

４目 消防費委託金２６万２,０００円増額でございます。２６ページ、１４

款 道支出金 １項 道負担金 １目 民生費道負担金１４２万６,０００

円増額、２目 衛生費道負担金１２０万円増額、２項 道補助金 １目 総

務費道補助金 1万４,０００円増額、２目 民生費道補助金６９万１,０００
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円増額、３目 衛生費道補助金２２９万２,０００円減額でございます。４目

農林水産業費道補助金１億１,９２８万８,０００円減額でございまして、説

明欄、強い農業・担い手づくり総合支援交付金の減額、穀類乾燥調製貯蔵施

設、青果物集出荷貯蔵施設の整備に係る交付金の減額でございます。５目 商

工費道補助金３００万円増額でございまして、２９ページ、説明欄、上段、

プレミアム付商品券発行支援事業費補助金でございまして、昨年１１月に当

初予算で見ていたプレミアム付商品券の発行事業に係る補助金のプレミアム

率が２割でしたけれど、道補助金 1割が補助されるということで、それを追

加して発行していたところでございます。その補助金です。２８ページ、６

目 土木費道補助金９,０００円減額、３項 委託金 １目 総務費委託金６

９万５,０００円減額、２目 土木費委託金６万７,０００円減額でございま

す。３０ページ、１５款 財産収入 １項 財産運用収入 １目 財産貸付

収入２万６,０００円減額、２目 利子及び配当金８万９,０００円増額、２

項 財産売払収入 １目 不動産売払収入３５万４,０００円減額でござい

ますが、土地売払収入３２万４,０００円増額、立木売払収入６７万８，００

０円減額でございます。説明欄、町有地売払でございますが、これについて

は、町外建設業者 1社と町内の農業者に土地を売払いしております。町とし

て将来的にも活用しない不要な土地として、昔から地目が公衆用道路として

残っている細長い土地でございますけれど、現状は雑種地となっております。

そこを２件に売払いをしております。続きまして、３２ページ、１６款 寄

附金 １項 寄附金 １目 一般寄附金、補正額２８９万円増額、これにつ

きましては、寄附の件数でございますが、現在まで７件あります。２目 総

務費寄附金２億６,８７０万円減額でございまして、ふるさと納税寄附金２億

６,８７０万円減額しまして、令和２年度の見込み３億４,３６０万円とする

ものでございます。４目 教育費寄附金１９万円の増額でございます。３４

ページ、１７款 繰入金 1項 基金繰入金 １目 財政調整基金繰入金１億

９,３８２万２.０００円の減額でございます。一般会計の歳出の大幅な減額、

普通交付税など歳入の増加などによりまして、予算計上しておりました財政

調整基金からの繰入金は、全て取崩しをしないということで、減額をするも

のでございます。２目 ふるさと活性化基金繰入金１５６万５,０００円減額、

３目 青少年健全育成基金繰入金１５０万円減額、４目 公有財産整備基金

繰入金５,３４１万１,０００円減額、公有財産整備基金繰入金につきまして

も、財政調整基金と同じく全額取崩しはしないで、予算減額するというもの

でございます。６目 ふるさと納税基金繰入金１３０万１,０００円減額、８

目 札沼線代替輸送事業等基金繰入金９３３万１,０００円減額でございま

す。これにつきましては、基金を活用する代替バス運行事業などの経費が減
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少したこと、活用を予定していた事業が他の財源を活用できるようになった

ことからの減額でございます。３６ページ、１９款 諸収入 １項 延滞金、

加算金及び過料 １目 延滞金４,０００円増額、３項 貸付金元利収入 １

目 中小企業金融貸付金元利収入７５０万円増額、４項 受託事業収入 １

目 衛生費受託事業収入１６万１,０００円減額でございます。５項 雑入

４目 給食事業収入２５０万３,０００円減額、学校給食賄材料納付金でござ

いますが、新型コロナウイルス感染症の影響によって、休校や分散登校もあ

りまして給食数が減ったこと、予算を計上するにあたり食数を多めに積算し

ておりましたので、その分の減、更に過年度における滞納している給食費を

全額回収しようという考えでいましたけれど、見込みがそこまでいかないと

いうことで、３つの要因を合わせての減額でございます。５目 雑入４,８０

８万４,０００円の減額でございます。説明欄、上段、札沼線代替輸送事業等

支援金でございますが、代替バスのバスベイの調査設計業務経費、それから、

ＪＲ札沼線の跡地に係る施設の撤去費等の調査設計業務に係る経費につきま

しては、ＪＲ北海道が支援をしてくれることになっております。これの業務

の入札を執行したことによります入札執行減でございます。説明欄の中段、

農業振興施設整備事業負担金３,６８５万６,０００円の減額でございます。

穀類乾燥調製貯蔵施設、青果物集出荷貯蔵施設整備に係ります月形町農業協

同組合の負担分でございまして、事業費の減によりまして負担金も減額とな

るということでございます。続きまして、３８ページ、２０款 町債 １項

町債 １目 総務債１,１４３万４,０００円でございます。内訳につきまし

ては、説明欄のとおりでございまして、減収補填債５９３万４,０００円を計

上いたします。この減収補填債ですけれど、国において新型コロナウイルス

感染症が地方の財政に及ぼす影響、いわゆる減収を考慮しまして、普通交付

税の精算措置や減収補填債の発行などで財政措置するという考えであります。

その考えに基づきまして、本町では発行額が５９３万４,０００円となります。

この減収補填債ですが、その額の返済にあたりましては、返済額の７５％か

ら１００％を国が負担することになっているものでございます。３目 衛生

債５０万円減額、４目 商工債３４０万円減額、７目 教育債１７０万円減

額、８目 農林水産業債３億７７０万円減額でございます。

続きまして、８ページをお開きいただきたいと思います。上段でございます

が、補正予算第２条 繰越明許費の補正であります。年度内に支出が終わらな

い見込みの事業でありまして、翌年度に繰越して使用できる経費として、第２

表 繰越明許費補正のとおりとさせていただくものでございます。事業につき

ましては、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種推進事業と町有林整備事業

の２つの事業でございまして、そのうち、町有林整備事業につきましては、令
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和２年度の当初予算に計上しておりましたが、幅員３メートル、延長７６０メ

ートルの林業の専用道を作設するという工事でありまして、道補助金による補

助事業でございますが、昨年度、３度の入札を行いました。２回の指名競争入

札を行いましたが、それを辞退されていましたので、３回目は一般競争入札を

行いましたけれど、これについても参加者がいなかったもので、入札が不執行

となりまして、工事が着手されなかったものであります。これについては、令

和３年度に繰り越して事業を行うものでございます。

次に補正予算第３条 債務負担行為の補正でありますが、第３表のとおり１

３の業務等を追加して、1件を廃止するものであります。

続きまして、９ページから１０ページについては、補正予算第４条 地方債

の補正でありまして、第４表 地方債補正のとおり、起債事業となって追加す

るものの他、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が、暫時休憩いたします。

（午前１１時０７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１５分再開）

○ 議長 金子 廣司 議案第２号の説明は、既に説明が終わっておりますの

で、直ちに質疑を行います。最初に総務課所管事務の質問を受けたいと思い

ます。

質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午前１１時１６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１６分再開）

○ 議長 金子 廣司 大釜 登議員。

○ 議員 大釜 登 ２点ほどお伺いしますけれど、１点目、８ページの繰

越明許費補正について、先ほど副町長から農林水産事業費の林道工事について、

入札をしたけれど不執行だったということでしたけれど、この要因について、

分かればお聞きしたいのですが。

○ 議長 金子 廣司 それは農林建設課所管の事務となります。最初に総務

課所管事務の質問を受けますので、総務課所管事務の質問はありますか。
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○ 議長 金子 廣司 大釜 登議員。

○ 議員 大釜 登 今のところ、総務課所管事務の質問はありません。

○ 議長 金子 廣司 総務課所管の事務について、他に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 ４６ページの情報推進費ということで、４９ページの

説明欄に新型コロナウイルス感染症対策経費、備品購入費ですが、リモート用

にパソコン６台だったと思いますけれど、購入するという説明でございました。

私もこの間、まちづくりグループのつきがたデザインによる、つきがた２０３

０会議のリモート会議を見学させていただいたのですけれど、今回のこれは、

どちらかというと、職員のテレワーク用にという認識でよろしいのでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 総務課長。

○ 総務課長 木須 將門 ご質問の備品購入費でありますが、基本的には職

員用のウェブ会議のためにノートパソコン、スピーカー、ウェブカメラを６台

揃えるという形でございます。以上です。

○ 議長 金子 廣司 松田順一議員。

○ 議員 松田 順一 今、ウェブ会議用ということで、今は職員が密になる

からテレワークをするということで、働き方改革ということもありまして、自

宅で会議をするということも含めて、例えば、町長が他町の町長とお話しする

ために使うということは、今のところ考えていないということですか。

○ 議長 金子 廣司 総務課長。

○ 総務課長 木須 將門 会議等もオンラインでできますので、それのため

のパソコンということでございまして、ウェブ会議という形で使用するという

ことです。現在、仕事の関係でテレワークという形は、今の段階では、うちの

職場では考えていないということでございます。以上です。

○ 議長 金子 廣司 松田順一議員。

○ 議員 松田 順一 分かりました。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 ５４ページ、町議会議員補欠選挙経費の部分で予算が

１８５万円ぐらいだったと思うのですが、７５万８,０００円減額になってい
て、時間外勤務手当の減額が一番大きいのですが、例えば、機械的な部分で開

票作業がかなりスムーズになったということが影響しているのかどうかも含

めて教えていただければと思います。

○ 議長 金子 廣司 総務課長。
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○ 総務課長 木須 將門 町議会議員補欠選挙経費でございますが、実施に

つきましては、町長選挙と同日の選挙となってございます。今ほど、我妻議員

がおっしゃられた開票の関係でございますが、今回は開票の区分をスムーズに

するために、今ある区分する機械にアタッチメントということで、区分を多く

できる付属品を借入れいたしまして、それでスムーズに行うことができたとい

うことでございます。今回、この時間外手当が２８万円の減額となった主な要

因という形となってございます。以上です。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 もう１点だけ、その体制というのは、例えば、今後の

国政選挙などにも使える体制になっているのですか。

○ 議長 金子 廣司 総務課長。

○ 総務課長 木須 將門 現在の機械につきましては、今ほど言いました区

分を多くできる付属品を付ければ、どの選挙でも対応できる形となってござい

ます。以上です。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 分かりました。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 楠 順一議員。

○ 議員 楠 順一 補正予算全体に係わることになるので、今、質問をさ

せていただきたいのですけれど、今回、うちの町として農業関係で２件の大型

事業をやったわけですけれど、それに関して、かなりの大きな額の補正減とな

ったのですけれど、これには、国からの強い農業・担い手づくり総合支援交付

金、これは道を通じて入ってくるのですが、それから、過疎債がどの部分まで

適用になるかということが、うちの財政にとっては大きな意味があるのではな

いかと思うのですけれど、この２件の事業に関する収支状況が大きく変わった

わけです。そのことによって、我々議員としても、次年度の予算に、うちの町

の財政状況にかなり影響があると思うのです。その辺を把握したいので、国か

らの交付金の確定、それから、過疎債の対象部分の確定が、ある程度、見えて

いるのかどうか、それについて、まず、伺いたいです。

○ 議長 金子 廣司 総務課長。

○ 総務課長 木須 將門 今回の大型事業、穀類乾燥調製貯蔵施設、青果物

集出荷貯蔵施設につきましては、入札残で大きな減額という形となってござい

ます。財源につきましては、国の補助金は事業費が確定しましたので、補助金

も確定、そして、過疎債についても、事業費の確定に伴いまして補助金の確定、

それに伴いまして起債額も変わらないという形になりますので、ご理解いただ
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きたいと思います。以上です。

○ 議長 金子 廣司 楠 順一議員。

○ 議員 楠 順一 ある程度確定しているということなので、できれば新

年度予算の審議に入る前に、この２件の事業に関する収支がどのようになっ

ているのかということを示していただきたいと思うのですけれど、可能でし

ょうか。

補足しますが、過疎法から外れるかどうかということも、うちにとって大き

な影響があるということで、幸いにして過疎法の適用が続いたわけですけれど、

うちの町にとっては、近年にない大きな事業をやったわけです。そのことが、

うちの財政状況にどのように影響するのか、我々もしっかり認識して、これか

らの予算審議に入りたいと思うのです。それについては、分かりやすい形で、

我々も多少は勉強してきたつもりですけれど、特に過疎債の適用部分が将来的

にどのように影響するのかも含めて示していただきたいということです。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 ２つの事業についての事業費、それの財源内訳とい

うことで、既存の資料でお示しできるものがあるかもしれませんので、なけ

れば整理してお示しをしたいと思います。基本は、事業費に対して国の補助

金、道の補助金、それから、その他のものについては、過疎債が適用される、

対象外という経費もありますので、それらと過疎債のいわゆる３割分につい

ては、農協負担ということです。資料については、後ほどということでよろ

しければ、お示ししたいです。

○ 議長 金子 廣司 資料は、予算特別委員会が始まる前までにあれば良い

ですね。

○ 議員 楠 順一 はい。

○ 議長 金子 廣司 分かりました。そういうことですので、よろしくお願

いいたします。

○ 議長 金子 廣司 他に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 今、楠議員も色々とお話ししましたけれど、私も議員

になって約９年経ちますけれど、３ページの補正予算、約８億４,０００万円
の減額補正があります。これについては、先ほど、穀類乾燥調製貯蔵施設や青

果物集出荷貯蔵施設、ふるさと納税寄附金推進事業の関係で、かなりの減額が

あるということで、確定するまでの見込みが甘かったというような話がありま

したけれど、やはり、しっかり、もう少し現実に近い数字を出していただかな

ければ、かなり大きな数字がここに上がってくるということは、問題になって
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くると思うのです。我々も予算を組む段階で、先ほど、新型コロナウイルス感

染症の影響による事務事業の取り止めや縮減で約４,０００万円の減額、他の
予算で８億円のお金を減額するということは、問題があるのではないか。今後

については、しっかり精査して、見込みが甘かったという話では済まないと思

うので、今後、しっかりと予算を組んでいただきたいということです。このこ

とについて、もし、何かあればお伺いしたいです。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 今回の８億円あまりの減額補正については、当初の

予算から大幅に減額になるということで、その要因について、色々とご説明

させていただきました。例えば、ふるさと納税で言えば、本当に見込みを立

てなければならないもので、それの見込みが長期間に渡って見込むというこ

とで、なかなか見込めない、誤差が大きく生じてしまったということがあり

まして、その辺については、これから見込みを立てる方法についても見直さ

なければならないということで、申し訳なく思っております。

それから、大きい８億円の中で、農業振興施設整備事業、穀類乾燥調製貯蔵

施設と青果物集出荷貯蔵施設の工事費で４億６,０００万円ほどの減額になり
ます。８億円のうちの半分ぐらいになりますけれど、これにつきましては、見

込みということではなくて、しっかり設計して入札をした結果、このようにな

ってしまった、企業努力かどうか分かりませんが、この辺については、しっか

り設計をしているのです。一般競争入札に耐えられるような設計ですので、こ

れは、致し方ないということで、私たちは捉えるしかないかなというふうに思

っております。その他、新型コロナウイルス感染症の関係で事業の中止や縮減

についてもありますし、病院事業会計繰出金も減ったと、これについては、あ

る程度、見込みが立つものですので、その辺については、しっかり、今後にお

いては、精査をして見込みを立てていきたいと思っております。以上です。

○ 議長 金子 廣司 大釜 登議員。

○ 議員 大釜 登 話は大体、分かるのですけれど、当初予算の設計、青

果物集出荷貯蔵施設については、町が設計事務所を使って設計すると思うの

ですが、その時点で、町が設計したものと、先ほど言ったように減額されて

入札で落とされたと、企業努力という話も出たのですけれど、最初の設計が

過大であったのではないかということがあるのです。それについて、お伺い

します。

○ 議長 金子 廣司 農林建設課長。

○ 農林建設課長 小蕎 孝之 設計は、コンサルタントに設計を依頼して行

っております。補助事業でありますので、各業者からの積算の基準、道の基

準に従ってやっておりますので、設計が甘いということの認識はありません。
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あくまでも、一般競争による入札の落札額が低かったと思っております。

○ 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）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で総務課所管事務の質疑を終わ

ります。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午前１１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 １時３０分再開）

○ 議長 金子 廣司 午前中に楠議員から資料要求がありましたが、その資

料が皆さんに配付されておりますので、ご参照ください。

○ 議長 金子 廣司 午前中に総務課所管事務の質疑が終わっておりますの

で、総務課所管事務以外の質疑を行います。

質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 ６５ページの新型コロナウイルス感染症ワクチン接種

推進事業ですけれど、ワクチン接種については、まだ、国からの詳細が見えて

ない中での予算計上、大変、ご苦労されたと思います。そこで、分かっている

範囲内で構いませんので、教えてほしいことが何点かあります。議長、何点か

あるのですけれど、全部関連性があるので、一括で質問させていただいてよろ

しいでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 構いません。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 １点目ですが、時間外勤務手当３５５万３,０００円の
内容、２点目は、ワクチン接種問合せ等コールセンター業務の内容、３点目は、

諸車賃借料３４２万円の内容について教えてください。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 渡辺 泰子 １点目の時間外勤務手当でございますけれど、

ここに計上してありますのは、保健福祉課でワクチン接種推進室を兼務して

おりますけれど、保健福祉課全職員の時間外勤務手当を計上しております。

２点目、ワクチン接種問合せ等コールセンター業務の内容ですけれど、こち

らは、まだ利用するかどうかということも、検討中ではございますが、こちら

に金額計上しているものは、ある業者が開設する予定の空知エリア広域共同問

合せセンターというものを利用するにあたっての金額を計上しております。こ
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ちらは、空知管内の市町村が予約の受付から委託した場合に、月形町の規模で

はこの金額であるという見積りをいただいた金額となっております。予約に関

しまして、このような共同の問合せセンターを利用する場合、何をもって各市

町村を振り分けるのかという話をした時に、郵便番号で行いたいというお話を

いただきました。果たして月形町の皆さんが、郵便番号を聞かれてきちんと答

えることができるか、住所を聞かれた時に、住所の考え方が人によって様々だ

ったりするので、利用が難しいのではないかと考えるところでもあります。そ

のような中身で、実際に利用するかどうかということ、それから、問合せにも

色々とあると思いますけれど、ワクチンの副反応の関係や接種後の健康状態の

ことなどですと、もっと専門的な所に繋いだ方が良いというようなこともある

かと思いますので、こちらに関しては、現在、検討中でございます。

３点目、諸車賃借料の部分ですけれど、現在、考えておりますのは、一つ

は医師の送迎用のタクシーの借上げを考えております。現在、想定しており

ました医師に関して、町外からいらっしゃるということで、その分の送迎を

タクシーにお願いしたいというふうに考えて１４４万円を計上しております。

もう一つは、接種者の送迎バスを想定して１９８万円を計上しております。

接種者の中には、保健センターに来る交通手段がない方も高齢者の場合は多

いだろうということで、送迎方法を考えたいと思っておりますけれど、バス

が良いのか、その他の方法が良いのか、その辺についても現在、検討中です

が、計上に関しては、バスを１日２往復、４０日間、運行すると考えての計

上となっております。以上です。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 ありがとうございます。１点目の時間外勤務手当は、

３月３１日までの予算ということでよろしいですか。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 渡辺 泰子 この新型コロナウイルス感染症ワクチン接種

推進事業の予算につきましては、令和３年度へ繰り越すことを予定しておりま

して、国の補助金としては、令和３年９月までの補助金額が今、内示として出

ている状況ですので、そちらは９月で接種が完了すると考えて、それまでの時

間外手当ということでの計上となっております。以上です。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 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 大釜 登議員。

○ 議員 大釜 登 午前中に間違って質問した件について、お伺いいたし
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ます。８ページの繰越明許費補正についてですが、農林水産事業費の町有林整

備事業２,１００万円の繰越になっていますけれど、この入札不調についての

説明をしていただきたいのですが。

○ 議長 金子 廣司 農林建設課長。

○ 農林建設課長 小蕎 孝之 この工事に関しまして、入札を３回しており

ます。１回目は６月２３日、町内業者を指名ということでの入札ですけれど、

４社とも辞退という結果になりました。辞退の理由としては、主に作業員が集

まらない、長期的な工事なので厳しいというような話を聞いております。２回

目は７月１４日、町外業者に対して指名を行っておりますが、これも同様に作

業員がいないというような理由で辞退となっております。３回目は９月１８日、

一般競争入札ですけれど、工期的に難しいということで一社も応札がないとい

う状況でありました。以上です。

○ 議長 金子 廣司 大釜 登議員。

○ 議員 大釜 登 ３回の入札、指名、一般公募で入札をしているのです

けれど、ただ単純に人手不足なのか。例えば、この工事金額が、業者によっ

ては合わないということで、入札を不調にしているのか。ただ、人手不足だ

けで仕事が取れないのか、その辺、もう少し詳しく説明してもらえませんか。

○ 議長 金子 廣司 農林建設課長。

○ 農林建設課長 小蕎 孝之 この工事の内容ですけれど、山の中に新たな

道路を作るということで、条件としては厳しい工事内容となっております。ま

た、作業エリアも一車線で延長もあるということで、作業的にも効率があまり

良くないというような判断で、業者もなかなか利益ということか分かりません

けれど、難しい感じということを把握されているのかと思っております。また、

時期的に、早めの６月に入札をしたのですけれど、５カ月ほどの作業期間が掛

かるということで、作業員の人手不足というよりも、その仕事に長期に渡って

作業員が持って行かれるということも、会社としては厳しいところもあるのか

なと思っております。道の事業ですので、道の積算に基づいて積算しておりま

すけれど、月形町だけでなく、北海道内でもこのような工事に対しては、不調

が出ているという情報も聞いておりますので、今後の施工時期などの状況を見

ながら進めて行きたい、北海道と協力して進めていく予定であります。

○ 議長 金子 廣司 大釜 登議員。

○ 議員 大釜 登 ２つの要因があって、なかなか入札ができない。例え

ば、金額的に厳しいのであれば、今後は設計の見直しもかけてやるのか、そ

の点について、お伺いしたい。

○ 議長 金子 廣司 農林建設課長。

○ 農林建設課長 小蕎 孝之 補助事業で、ある程度の設計基準のルールが
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ありますので、単価を変えてやるというのは、なかなかできないと思っており

ます。ただ、施工条件の面で、できるだけ業者にも入札等に参加できるような

条件で考えていきたいと思っております。

○ 議長 金子 廣司 大釜 登議員。

○ 議員 大釜 登 たぶん、このままで行けば、来年度の入札でも参加者

がいないのではないかという懸念もありますけれど、しっかり業者と打ち合わ

せをして、進めていただきたいと思います。これについては、了解しました。

もう一点、８９ページの教育費について、先ほど副町長から高校教育振興事

業の人づくり振興事業で約３２９万円の減額補正の説明がありました。これに

ついては、生徒数が減ったということで説明をいただいておりますけれど、も

う少し詳しい内容を説明願います。

○ 議長 金子 廣司 教育次長。

○ 教育次長 加藤 弘光 人づくり振興協議会への交付金の減額の中身につ

きまして、ご説明させていただきます。主なものをご説明させていただきま

すけれど、通学助成費８６万６,０００円、入学奨励事業、月形中学校からの

入学者への奨励金ですけれど、１名分の２０万円、進学奨励事業、大学・短

大への入学者の奨励金、大学１名分、短大２名分ということで１１０万円、

専修学校奨励事業、1名分の２０万円、海外派遣事業は本年度ございませんで

したので５５万円、その他、生徒広報事業１１万７,０００円、進路啓発事業

１８万円、部活動奨励事業５万円、体験交流事業２万円、研究研修５万円等

というような中身となっております。

○ 議長 金子 廣司 大釜 登議員。

○ 議員 大釜 登 この件については、了解しました。同じ関係ですが、

今、高校生が町外からかなり来ていると思うのですが、前にも常任委員会など

で１度聞いたことがあるような記憶があるのですけれど、今、町外から来てい

る生徒、例えば、岩見沢、札幌、江別などかなりありますけれど、その人数に

ついて、もし分かれば、お伺いしたいと思います。

○ 議長 金子 廣司 教育次長。

○ 教育次長 加藤 弘光 現在の状況ですけれど、新篠津村から３名、浦臼

町から１名、岩見沢市から２４名、当別町から２名、札幌市から４名という内

訳となっております。

○ 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。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。
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○ 議員 我妻 耕 ６７ページですが、午前中の副町長からの説明で、乳

幼児等医療給付事業、重度心身障害者医療給付事業につきましては、コロナ禍

の下で受診を控えられたということで、減額しているという説明があったので

すが、その下の乳幼児等医療通院費助成事業につきましても、これは予算に対

して半分以上の減額になっているですが、同じような理由ということで考えた

らよろしいのでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 住民課長。

○ 住民課長 原 博由樹 ご質問の乳幼児等医療通院費助成事業の減額でご

ざいますけれど、議員ご指摘のとおり、通院回数の減、全てがコロナ禍の影響

かどうかというのは定かではございませんけれど、乳幼児医療重度心身障害者

医療の手数料も減額してございますけれど、こちらにつきましては、レセプト

請求１件あたりの審査支払手数料でございまして、請求件数も減っていること

から、受診を控えたこと、あるいは一定程度の薬剤につきましては、長期投与

が可能な物もございますので、今まで１カ月分投与されていたものが、来院の

混雑を避けるために２カ月分投与するとか、このようなことが行われているの

かなというように感じております。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 分かりました。常任委員会でもお話しを聞かせてもら

って、中身を教えていただいて、対象を高校生まで拡大、診療科目を拡大した

りということで、町独自の取組みでもあるし、広がっているということで良い

取り組みと思っています。親の気持ちとしては、子どもに関しては、多分、悪

くなれば必ず病院には行くと思うのです。このように受診を控えたということ

は、それだけ受診しないでも済んだということも考えられるので、これは、保

健福祉課へ聞いた方が良いのか、アフターコロナと言うか、コロナの後、コロ

ナも含めたインフルエンザ等の感染症対策について、今の取組みについて、検

討や検証していくことをするのかどうかということと、もし、していないのだ

ったら、今後、共有してそのようなことをするのかどうかということを聞きた

いのですが。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 渡辺 泰子 アフターコロナのことにつきましては、今は

まだ検討しているとは言えない状況でございます。ただ、子どもの病気の予防

の一番重要なものの中の一つに予防接種がございまして、新型コロナウイルス

感染症以外の予防接種に関しては、ほぼ１００％近い受診率でありますけれど、

今後も高い受診率で経過できるように、皆さんへの周知等をこれまでどおり力

を入れてやっていきたいと思っております。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。
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○ 議員 我妻 耕 分かりました。予防接種もそうですし、今の手洗いや

うがいが、基本的に継続して行われれば、もしかしたら予防になるのかなとい

うことも含めて、これからの検証ということで、理解しています。以上です。

○ 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６番 議案第３号 令和２年度月形町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第６号）

○ 議長 金子 廣司 日程６番 議案第３号 令和２年度月形町国民健康保

険事業特別会計補正予算（第６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 議案書は１０３ページでございます。ただ今、上程

されました議案第３号 令和２年度月形町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第６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６

号は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７３３万６,０００円減額し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億４,８７３万１,０００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、１０４ページから１０５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、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。

それでは、１２４ページをお開きください。歳出でございます。１款 総務

費 １項 総務管理費 １目 一般管理費１７万３,０００円減額、２項 徴

税費 １目 賦課徴収費１６万４,０００円減額、３項 運営協議会費 １目

運営協議会費９万９,０００円減額でございます。１２６ページ、２款 保険

給付費 １項 療養諸費 １目 療養給付費７３０万円増額、これにつきまし

ては、療養給付費の増によるものでございます。３目 審査支払手数料８万８,
０００円減額、２項 高額療養費 １目 高額療養費２７０万５,０００円増
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額、これにつきましても、高額療養費の増によるものでございます。続きまし

て、１２８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

１目 医療給付費分、２項 後期高齢者支援金等分 １目 後期高齢者支援金

等分、３項 介護納付金分 １目 介護給付金分、こちら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。続きまして、１３０ページ、６款

保健事業費 １項 特定健康審査等事業費 １目 特定健康診査等事業費２

９万５,０００円の減額、２項 保健事業費 １目 保健衛生普及費７万５,０
００円の減額でございます。続きまして、１３２ページ、８款 諸支出金 １

項 諸費 ３目 直営診療施設勘定繰出金１,６４４万７,０００円の減額でご
ざいます。直営診療施設勘定繰出金、町立病院事業会計への国保会計繰出金で

ございます。全額１,６４４万７,０００円のうち１,６３１万８,０００円でご
ざいますが、町立病院の病棟のエアコン設置工事、昨年８月の臨時会で補正予

算の議決をいただいておりますが、町立病院の病棟のエアコン設置工事に係る

北海道からの補助金分１,６３１万８,０００円が組まれております。この補助
金の交付は、令和２年度において交付を受ける予定でおりましたが、エアコン

設置工事は年度内には完了しておりましたが、支払いが１月になったというこ

とで、そうしますと、この補助金の条件としては、年度内に交付を受けるとな

れば、年内に工事完了、そして、支払いも年内に完了していなければならない

ということもありあまして、令和２年度には北海道からの補助金は受けられな

いということでありますが、完全に受けられなくなったかというと、そうでは

なくて、令和３年度に１,６３１万８,０００円を受けるということで、そのよ
うな経過となったものでございまして、この財源を国保会計から町立病院事業

会計に１,６３１万８,０００円を令和３年度に受けられるという連絡をいただ
いているところでございます。

１１２ページをお開きください。歳入です。１款 国民健康保険税 １項

国民健康保険税 １目 国民健康保険税９２０万２,０００円の減額、１節か
ら３節のとおりでございます。加入者資格の異動、減免対象の増加、更に新型

コロナウイルス感染症に対する保険税の減免等を見込んでの減額でございま

す。続きまして、１１４ページ、３款 国庫支出金 １項 国庫補助金 １目

災害臨時特例補助金４０７万円の増額でございます。これにつきましては、災

害臨時特例補助金でございまして、国から保険税の減免を受けた分が減額とな

っております。２目 社会保障・税番号制度システム整備費補助金、補正額２

４万７,０００円の増額でございます。続きまして、１１６ページ、４款 道

支出金 １項 道補助金 １目 保険給付費等交付金３８１万７,０００円の
減額、１節、２節の保険給付費等交付金（特別交付金）１,６６５万４,０００
円減額、先ほど申し上げました町立病院の病棟のエアコン設置工事に関係する
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ものでございます。続きまして、１１８ページ、６款 繰入金 １項 他会計

繰入金 １目 一般会計繰入金、補正額４２万７,０００円の減額、２項 基

金繰入金 １目 財政調整基金繰入金９８１万８,０００円の減額でございま
す。続きまして、１２０ページ、７款 繰越金 １項 繰越金 １目 繰越金、

補正額１,１６３万３,０００円でございまして、令和元年度の繰越金、全額予
算化をこれでするものでございます。続きまして、１２２ページ、８款 諸収

入 ２項 雑入 ７目 雑入、補正額２万２,０００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。（「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７番 議案第４号 令和２年度月形町農業集落排水事業特別会計補正

予算（第１号）

○ 議長 金子 廣司 日程７番 議案第４号 令和２年度月形町農業集落排

水事業特別会計補正予算（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。

○ 副町長 堀 光一 議案書は１３５ページをお開きいただきたいと思い

ます。ただ今、上程されました議案第４号 令和２年度月形町農業集落排水

事業特別会計補正予算（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４８７

万４,０００円減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７,７８２万９,
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、１３６ページ

から１３７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。

この補正予算につきましても、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。
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１５２ページをお開きいただきたいと思います。歳出でございます。１款

総務費 １項 総務管理費 １目 一般管理費５１万８,０００円減額、２目
施設管理費３６４万８,０００円減額、内容は説明欄のとおりでございます。
続きまして、１５４ページ、２款 農林水産業費 １項 農業費 １目 農村

総合整備事業費７０万８,０００円減額、下水道整備事業の減額でございます。
続きまして、１５６ページ、３款 公債費 １項 公債費 １目 元金、２目

利子でございますが、これにつきましては、財源振替でございます。財源とし

ておりました一般会計からの繰入金を減額する財源振替でございます。

続きまして、１４４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 １目 下水道使用料２３万

７,０００円減額でございます。続きまして、１４６ページ、２款 繰入金 １

項 一般会計繰入金 １目 一般会計繰入金４７９万２,０００円の減額でご
ざいます。農業集落排水事業会計におきまして、施設管理経費、工事費が減額

しております。これによりまして、一般会計の負担額を減額するものでござい

ます。続きまして、１４８ページ、３款 繰越金 １項 繰越金 １目 繰越

金、補正額６３万４,０００円増額でございます。今回の補正で、令和元年度
からの繰越金、全額を予算化するものでございます。続きまして、１５０ペー

ジ、４款 諸収入 １項 雑入 １目 雑入４７万９,０００円の減額でござ
います。この雑入は、月形町内の主に浄化槽でこれを処理する経費でございま

して、この経費は月形町が納付するものでございます。

１３８ページをお開きいただきたいと思います。補正予算第２条に係る債務

負担行為の追加でありまして、これにつきましては、第２表の記載のとおりで

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８番 議案第５号 令和２年度月形町介護保険事業特別会計補正予算

（第４号）
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○ 議長 金子 廣司 日程８番 議案第５号 令和２年度月形町介護保険事

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 議案書は１５９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２年度月形町介護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から歳入歳出それぞれ６７８万２,０００円減額し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億５,６１３万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、１６０ページから１６１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。

この会計の補正予算につきましても、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

の整理であります。

それでは、１８４ページをお開きください。歳出でございます。１款 総務

費 １項 総務管理費 １目 一般管理費４２万６,０００円減額、２項 介

護認定審査会費 １目 介護認定審査会費８万９,０００円減額、２目 認定

調査等費２８万９,０００円減額、３項 計画策定費 １目 計画策定費１７

万７,０００円減額でございます。１８６ページ、２款 保険給付費 １項 介

護サービス等諸費 １目 居宅介護サービス等給付費５６３万５,０００円減
額でございまして、サービスの利用者が見込みより減ったものでございます。

２目 施設介護サービス給付費６６０万７,０００円増額、これにつきまして
は、見込みよりも増えたということでございます。３目 居宅介護福祉用具購

入費２万５,０００円減額、５目 居宅介護サービス計画給付費３６万３,００
０円減額でございます。１８８ページ、２項 介護予防サービス等諸費 １目

介護予防サービス給付費７７万５,０００円減額、２目 介護予防福祉用具購

入費６万円減額、４目 介護予防サービス計画給付費７万１,０００円減額で
ございます。１９０ページ、３項 その他諸費 １目 審査支払手数料２万８,
０００円減額、５項 高額医療合算介護サービス等費 １目 高額医療合算介

護（予防）サービス費５２万５,０００円減額、６項 特定入所者介護サービ

ス等費 １目 特定入所者介護（予防）サービス費１５４万２,０００円減額
でございます。１９４ページ、３款 地域支援事業費 １項 介護予防事業費

１目 介護予防事業費３４万５,０００円減額、２項 包括的支援事業・任意

事業費 ３目 任意事業費９６万６,０００円減額、４目 生活支援体制整備

事業１０万２,０００円減額でございます。１９６ページ、６目 在宅医療・
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介護連携推進事業費１万５,０００円減額、３項 介護予防・生活支援サービ

ス事業費 １目 介護予防・生活支援サービス事業費１９５万６,０００円減
額でございまして、説明欄、介護予防・生活支援サービス事業費１８６万５,
０００円減額、要支援者に係るヘルパー利用等が見込みより減ったということ

でございます。

１６８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 １目 第１号被保険者保険料１６３万１,０００
円でございます。１節から３節のとおりでございます。１７０ページ、２款

分担金及び負担金 １項 負担金 １目 認定審査会負担金４万６,０００円
減額でございます。１７２ページ、４款 国庫支出金 １項 国庫負担金 １

目 介護給付費負担金１５８万１,０００円増額、２項 国庫補助金 １目

調整交付金５７０万円減額、２目 地域支援事業交付金（包括的支援事業・

任意事業）３４万２,０００円減額、３目 地域支援事業交付金（介護予防・

日常生活支援事業）４４万６,０００円減額、４目 保険者機能強化推進交付

金１５万５,０００円増額、５目 介護保険保険者努力支援交付金５１万１,０
００円増額、６目 事業費交付金１２３万８,０００円増額でございます。１
７４ページ、５款 支払基金交付金 １項 支払基金交付金 １目 介護給

付費交付金４６２万５,０００円減額、２目 地域支援事業支援交付金６０万

２,０００円減額でございます。１７６ページ、６款 道支出金 １項 道負

担金 １目 介護給付費負担金２０１万１,０００円増額、２項 道補助金

１目 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）１７万１,０００円
減額、２目 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援事業）２７万９,
０００円減額でございます。１７８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３０万２,０００円減額、２目 その他一般

会計繰入金２４２万３,０００円減額、３目 地域支援事業繰入金（包括的支

援事業・任意事業）１７万円減額、４目 低所得者介護保険料軽減繰入金２

０万３,０００円増額、５目 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援

事業）２７万８,０００円減額、一般会計からの繰入金の減額は、２９７万円
でございます。２項 基金繰入金 １目 介護給付費準備基金繰入金３６１

万円減額でございます。１８０ページ、９款 繰越金 １項 繰越金 １目

繰越金４９６万５,０００円増額いたしまして、令和元年度からの繰越金、こ
れで全額を予算化するものでございます。１８２ページ、１０款 諸収入 ２

項 雑入 ２目 返納金１万１,０００円増額、３目 雑入９万４,０００円減
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。
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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９番 議案第６号 令和２年度月形町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）

○ 議長 金子 廣司 日程９番 議案第６号 令和２年度月形町後期高齢者

医療特別会計補正予算（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。

〇 副町長 堀 光一 議案書は１９９ページをお開き願います。ただ今、

上程されました議案第６号 令和２年度月形町後期高齢者医療特別会計補正

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号は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４万５,０００円減額し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６,３０８万１,０００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、２００ページから２０１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も、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。

２１４ページをお開きください。歳出でございます。１款 総務費 １項

総務管理費 １目 一般管理費２万円の減額、２項 徴収費 １目 徴収費６

万８,０００円の減額でございます。２１６ページ、２款 後期高齢者医療広

域連合納付金 １項 後期高齢者医療広域連合納付金 １目 後期高齢者医

療広域連合納付金４万３,０００円増額でございます。
２０８ページをご覧いただきたいと思います。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 １目 特別徴収保険料

１３万円減額、２目 普通徴収保険料１５４万５,０００円増額でございまし
て、加入者資格の異動に係るものでございます。２１０ページ、２款 繰入

金 １項 他会計繰入金 １目 一般会計繰入金１４８万円減額でございま

して、主に軽減対象者が減じたことによる一般会計からの繰入金の減額でご
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ざいます。続きまして、２１２ページ、３款 繰越金 １項 繰越金 １目

繰越金２万円の増額でございまして、令和元年度からの繰越金、これで全額

予算化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１０番 議案第７号 令和２年度国民健康保険月形町立病院事業会計

補正予算（第７号）

○ 議長 金子 廣司 日程１０番 議案第７号 令和２年度国民健康保険月

形町立病院事業会計補正予算（第７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 議案書は２１９ページでございます。ただ今、上程

されました議案第７号 令和２年度国民健康保険月形町立病院事業会計補正

予算（第７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３,９２２万６,０００円増額、２項 医業外収益２,４０５
万６,０００円減額、３項 特別利益９７万６,０００円減額、計１,４１９万４,
０００円増額をして、病院事業収益の総額を６億２,３６０万５,０００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１,
５００万８,０００円増額、２項 医業外費用１６万２,０００円増額、４項
特別損失９７万６,０００円減額、計１,４１９万４,０００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６億２,３６０万５,０００円とす
るものであります。補正予算第３条は、資本的収入及び支出の予定額の補正

でありまして、２２０ページに渡りますが、収入の部では、１款 資本的収

入 １項 出資金１,５６５万７,０００円減額、２項 繰入金１,６３１万８,
０００円減額、３項 企業債１,５４０万円増額、４項 補助金１３２万５,０
００円増額、５項 交付金１３万８,０００円増額、計１,５１１万２,０００円
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減額し、資本的収入の総額を８,５７５万４,０００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１１６万６,０００円増
額し、資本的支出の総額を１億１,７９１万４,０００円とするものであります。
これに伴いまして、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額を３,２１
６万円に、また、過年度分損益勘定留保資金も同じく３,２１６万円に改める
ものであります。

病院事業会計の今回の補正予算につきましても、年度末に当たりまして、事

務事業費の確定、執行見込額の精査等を行いまして、予算の整理等をするもの

でありますが、新型コロナウイルス感染症対策経費の追加も行うものでありま

す。

それでは、２３６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 １目 給与費２２

万９,０００円減額でございます。説明欄、２節 手当、特殊勤務手当１７７

万８,０００円増額、これにつきましては、新型コロナウイルス感染症に関す
る発熱外来診療の対応としまして、昨年１０月から看護師１名を夜間勤務させ

ておりまして、それに係る手当分と、医師の医学研究手当、昨年５月から条例

の範囲内で増額しておりますが、その分を合わせまして１７７万８,０００円
の増額でございます。３節 報酬、医師１５０万円の減額につきましては、出

張医師に係る報酬でございます。２３８ページ、説明欄の上段、１節から３節

でございますが、１節 薬品費につきましては、入院患者の増に係るものでご

ざいます。２節 診療材料費につきましては、入院患者の増及び新型コロナウ

イルス感染症対策の増強のための診療材料費の増額でございます。３節 医療

用消耗備品につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金の事業に係る消耗備品でございます。３目 経費７１５万６,０００円の減
額でございまして、１節から２４１ページの１９節までで、説明欄に記載のと

おりでございます。２４０ページ、５目 資産減耗費８３５万１,０００円増
額でございます。２４２ページ、６目 研究研修費２３万円の減額、２項 医

業外費用 ３目 雑支出１６万２,０００円の増額、４項 特別損失 １目

特別損失９７万６,０００円の減額でございまして、この特別損失につきまし
ては、北海道から交付される医療従事者等への慰労金でございまして、慰労金

の１,３００万円は支出しておりまして、残った金額の減額補正でございます。
２３２ページをご覧いただきたいと思います。収益的収入及び支出に係る収

入の部でございます。１款 病院事業収益 １項 医業収益 １目 入院収益

２,５４２万４,０００円の増額、２目 外来収益１,１１２万６,０００円の増
額でございまして、入院収益、外来収益、当初予算の見積り、予算計上よりも

患者数の増が見込まれ、収益が増加する見込みということで、増額するもので
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ございます。４目 その他医業収益２６７万６,０００円の増額、２項 医業

外収益 １目 他会計負担金３,３５５万円減額でございます。内訳につきま
しては、１節、２節、一般会計負担金３,３４２万１,０００円の減額でござい
まして、医師確保対策に要する経費３,３８１万３,０００円減額するものでご
ざいます。病院医業収益の増などによりまして、一般会計負担金を減額するも

のであります。２目 患者外給食収益１７万７,０００円増額でございます。
２３４ページ、３目 長期前受金戻入６６３万３,０００円増額、４目 その

他医業外収益６３万８,０００円増額、５目 補助金１９７万４,０００円増額
でございまして、内容は道の補助金２万６,０００円減額と国庫補助金２００
万円の増額補正でございます。道の補助金でございますが、説明欄、医療機関

等勤務環境改善支援事業補助金３１万８,０００円でございます。これにつき
ましては、北海道からの補助金ですが、北海道へのふるさと納税寄附金、北海

道が受けたふるさと納税寄附金を財源として補助されるものでございまして、

新型コロナウイルス感染症対策に係るものに要する補助金でございます。町立

病院には１５０万円交付されますが、この科目で３１万８,０００円、資本的
収入で１１８万２,０００円補助を受けることになります。国庫補助金につき
ましては、発熱患者外来診療・検査体制確保事業補助金でございまして、説明

欄の上に記載のある道の補助金２０万１,０００円減額と同じ名称でございま
すが、当初は道からのこの補助金を予算計上しておりましたが、これが、国庫

補助金に変わって、額も増額されて交付されるということで、２０万１,００
０円計上していたものを、国庫補助金で２００万円を計上するというものでご

ざいます。６目 交付金７万２,０００円増額、３項 特別利益 １目 その

他特別利益９７万６,０００円減額でございます。
続きまして、２４６ページをお開きください。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 １目 有形固定

資産購入費１１６万６,０００円増額、内訳につきましては、１節では、医療
器械、什器備品購入、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業

９０万８,０００円を含むものでございますが、医療器械、什器備品購入でご
ざいます。２節 工事請負費は、工事の執行残の減額でございます。

２４４ページをお開きください。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 １目 出資金１,５６５万７,０
００円減額、一般会計の建設改良に要する経費の繰入金、ここでは出資金です

けれど、これを減額するものです。２項 繰入金 １目 繰入金１,６３１万
８,０００円減額、国保会計の補正予算でご説明申し上げました町立病院の病
棟エアコンの設置工事に係る道補助金で、本年度は交付を受けられず、令和３

年度に交付を受けることになったことから、減額１,６３１万８,０００円する
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ものでございます。３項 企業債 １目 企業債１,５４０万円増額、４項 補

助金 １目 補助金１３２万５,０００円増額、これにつきましては、説明欄
のとおりでございます。５項 交付金 １目 交付金１３万８,０００円増額
でございます。

２２０ページに戻って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す。債務負担行為をすることができる事項、期間及び限

度額について、病院管理業務等を追加するものであります。続いて、補正予算

第５条 これにつきましては、企業債の補正でありまして、病棟エアコン設置

事業を限度額１,５４０万円として追加するものであります。次に、補正予算
第６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して、

科目 給与費の既決予定額から２２万９,０００円減額するものであります。
次に、補正予算第７条 たな卸資産購入限度額でありますが、１,３９２万２,
０００円増額して、８,５２７万９,０００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。（「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。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午後 ２時３２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３３分再開）

◎ 日程１１番 議案第８号 月形町課設置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１１番 議案第８号 月形町課設置条例の一部を

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２５１ページでございます。ただ今、上程さ

れました議案第８号 月形町課設置条例の一部を改正する条例の制定につい
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て、ご説明申し上げます。今回の条例改正につきましては、現行におきまし

て、農林建設課の分掌事務となっております「下水道に関すること」を住民

課に移行するための改正であります。現在、住民課の生活環境係において、

一般廃棄物処理に関すること、合併浄化槽に関すること、し尿処理に関する

こと、これらの事務を所管しておりますが、ここに「下水道に関すること」

の事務を加えまして、廃棄物処理等環境衛生事務を一連的に行おうとするも

のであります。この条例は、令和３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１２番 議案第９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

○ 議長 金子 廣司 日程１２番 議案第９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２５３ページでございます。ただ今、上程さ

れました議案第９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、ご説明申し上げます。今回の条例改正でございますが、月形町職員定数

条例第２条第１号で定める町長の事務部局の職員の定数、現行は５９人であり

ますが、これを６０人に改め、また、同条第７号で定める月新水道企業団に派

遣する職員の定数、現行は３人を２人に改めるものであります。町長の事務部

局の職員定数につきましては、直ちに改正後の定数６０人を充足させようとす

るものではありませんが、今後、必要となる場合も生じるかもしれない一般職

の任期付職員や再任用職員のフルタイム勤務、これが定数に入りますので、そ

のような場合の対応もできるよう定数に余裕をもっておきたいとする考えで

あります。また、月新水道企業団に派遣する職員の定数につきましては、月新
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水道企業団において、正職員１名を本年４月１日付で採用することから、町か

らの派遣職員を１人減ずるものであります。附則としまして、この条例は、令

和３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。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午後 ２時３８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４５分再開）

◎ 日程１３番 議案第１２号 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図る

ための健康保険法等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１３番 議案第１２号 医療保険制度の適正かつ

効率的な運営を図るための健康保険法等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。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

〇 副町長 堀 光一 議案書２５９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 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るた

めの健康保険法等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。この改正の要旨でありますが、

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改

正する法律の施行によりまして、医療保険の被保険者資格をマイナンバーカー

ド、個人番号カードですけれど、これで確認をするオンライン資格確認、電子

資格確認が本年３月から開始されることに伴いまして、関係する２つの条例に

ついて、所要の改正を行うものであります。第１条は、月形町乳幼児等医療費

助成に関する条例の一部改正でありまして、受給資格者が医療機関等において
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医療を受けようとするときに必要な受給者証の提示に係る規定、第５条中「当

該医療機関等に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提示するものとする」

を「当該医療機関等において医療保険各法の規定による電子資格確認等により

被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給者証を提示するもの

とする」に改めるものであります。また、第２条は、月形町重度心身障がい者

及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正するものであり

ますが、この改正につきましても、受給者が医療機関等において医療を受けよ

うとするときに必要な受給者証の提示に係る規定、第７条中の文言につきまし

て、第１条と同様の改正を行うものであります。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１２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１４号 月形町指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営の基準等に関する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１４番 議案第１４号 月形町指定地域密着型サ

ービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する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 議案書は２６３ページでございます。ただ今、上程

されました議案第１４号 月形町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営の基準等に関する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。令和３年度の介護保険制度改正のうち、本年１月に指定居宅介

護サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省

令が公布されたところでありまして、本件は、このことに基づく条例の所要の

整備でありまして、月形町指定地域密着型サービスの事業の一般原則及び人員、

設備、運営に関する基準等について改正をするものであります。この改正内容
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は、議案書２６３ページから２８０ページまでのとおりでありまして、この条

例の施行は、令和３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１４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１５号 月形町指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する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１５号 月形町指定地域密着型介

護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ

ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の

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１５号 月形町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法の基準等に関する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、指定居宅介護サー

ビス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が公

布されたことに基づく条例の所要の整備でありまして、月形町指定地域密着型

介護予防サービスの事業の一般原則及び人員、設備、運営に関する基準並びに

介護予防のための効果的な支援の方法について改正をするものであります。改

正の内容につきましては、議案書２８１ページから２８９ページまでのとおり

でありまして、この条例の施行は、令和３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。
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○ 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１５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１６号 月形町指定介護予防支援等の事業の人員及び

運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める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１６号 月形町指定介護予防支援

等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を定める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 議案書は２９１ページをお開き願います。ただ今、

上程されました議案第１６号 月形町指定介護予防支援等の事業の人員及び

運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める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、指定居宅介護サービス等の事業の人

員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が公布されたことに

基づきまして、条例の所要の整備を行うものでありまして、月形町指定介護

予防支援等の事業の基本方針及び人員、運営に関する基準並びに介護予防の

ための効果的な支援の方法について改正をするものであります。改正の内容

につきましては、議案書２９１ページから２９４ページまでのとおりであり

まして、この条例の施行は、令和３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 あまり詳しくは分からないのですけれど、おそらくは、
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コロナ禍におけるリモートなどということでの対応を可能とするとか、行政の

デジタル化の一環なのかなという気がするのですけれど、これが、実際うちの

町の業務の中に、どのように影響してくるのか、あるいは、対応しなければな

らないのか、その辺について、今、分かっていることがあれば、教えていただ

きたいと思います。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 渡辺 泰子 議案第１６号で示している事業所ですけれど、

指定介護予防支援事業を主に実施しているのは、月形町地域包括支援センター

ということで、保健センターで実施しているということになります。議員のご

指摘のとおり、議案第１４号から議案第１６号の各条例に関しては、改正の項

目が共通のものがございまして、その中に会議や多職種連携におけるＩＣＴの

活用や色々な先進的なシステムなどを使った情報の収集等も改正の項目の一

つとなっております。現在、保健センターの中にリモート会議ができる機器が

ございませんので、役場庁舎から借受けてリモート会議等を行っているところ

ですけれど、保健センター専用のリモート機器を設置していただけるというふ

うに聞いておりますので、それらを活用して職員の研修ですとか、各事業所と

の定期的な会議など、情報交換する場がありますけれど、今後はそのような会

議等もリモートで実施できるような方向になっていくのではないかというふ

うに考えております。

○ 議長 金子 廣司 楠 順一議員。

○ 議員 楠 順一 今、保健センターでは、次年度の予算になるのか、リ

モートできる機材を導入してもらえるのではないかということですけれど、福

祉関係や高齢者関係の事業所などについても、国の機材に対する対策というの

は出ているのでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 渡辺 泰子 保健センターに設置される機器については、

先ほどの一般会計の補正予算の中で、総務費で６台の機器を購入するというこ

とが説明にありましたけれど、そのうちの１台が保健センターに設置されると

いうことになっております。

事業所に対する補助に関しては、多分あるのではないかと思いますけれど、

市町村を通しての補助金ではないので、詳しい情報はわかり兼ねます。

○ 議長 金子 廣司 楠 順一議員。

○ 議員 楠 順一 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）
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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１６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１７号 月形町指定居宅介護支援等の事業の人員及び

運営に関する基準を定める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１７号 月形町指定居宅介護支援

等の事業の人員及び運営に関する基準を定める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 議案書は２９５ページでございます。ただ今、上程

されました議案第１７号 月形町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営

に関する基準を定める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、指定居宅介護サービス等の事業の人

員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が公布されたことに

基づきます、条例の所要の整備でありまして、月形町指定居宅介護支援等の

事業の基本方針及び人員、運営に関する基準について改正するものでありま

す。改正の内容につきましては、議案書２９５ページから２９９ページまで

のとおりでありまして、この条例の施行は、令和３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１８番 議案第１８号 月形町そさい共同集出荷撰果場設置管理条例

を廃止する条例の制定について
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○ 議長 金子 廣司 日程１８番 議案第１８号 月形町そさい共同集出荷

撰果場設置管理条例を廃止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 議案書は３０１ページでございます。ただ今、上程

されました議案第１８号 月形町そさい共同集出荷撰果場設置管理条例を廃

止する条例の制定について、ご説明申し上げます。月形町そさい共同集出荷

撰果場につきましては、札比内にあります鉄骨造平屋建２６２．０８平方メ

ートルでございますが、この撰果場は、昭和４８年に建設した施設でありま

して、施設の維持管理及びその施設の使用につきましては、建設当初から月

形町農業協同組合へ委託して、供用して使用していたものでございます。そ

れから４７年が経過してございますが、当該施設につきましては、現行にお

きまして月形町農業協同組合以外での使用承認は、今後においても考えてお

りません。月形町農業協同組合からは、引き続き使用していきたいと言って

いるところでございまして、当該施設の無償譲渡を希望されております。こ

のようなことから、当該施設を月形町農業協同組合に譲渡することが、ひい

ては本町の農業振興のためになると考えるところであります。譲渡するにあ

たりましては、普通財産ということになりますから、当該施設に係る管理条

例を廃止するものであります。この条例の施行は、令和３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１８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２０号 普通財産の無償譲渡について【旧月形町そさ

い共同集出荷撰果場】

○ 議長 金子 廣司 日程１９番 議案第２０号 普通財産の無償譲渡につ

いて【旧月形町そさい共同集出荷撰果場】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。

〇 副町長 堀 光一 議案書３０５ページをお開き願います。ただ今、上

程されました議案第２０号 普通財産の無償譲渡について、ご説明申し上げま

す。次の普通財産を無償譲渡することについて、地方自治法の定めるところに

より、議会の議決を求めるものであります。１建物の所在、名称、構造及び面

積は、所在 樺戸郡月形町字札比内１１２４番地、名称 旧月形町そさい共同

集出荷撰果場、構造及び面積 鉄骨造平屋建 ２６２．０８平方メートル、２

譲渡の相手方は、樺戸郡月形町１０６９番地 月形町農業協同組合 代表理事

組合長 阿部憲二、３譲渡年月日は、令和３年４月１日であります。このこと

につきましては、先ほど議決をいただきました議案第１８号に係る旧月形町そ

さい共同集出荷撰果場を月形町農業協同組合へ無償譲渡することについて、議

決を求めるものであります。なお、当該施設の敷地につきましては、月形町農

業協同組合の元々、所有地でありますので、当該施設の譲渡と合わせて返還を

するものであります。以上で説明を終わります。議決賜りますよう、よろしく

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２０番 議案第１９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

○ 議長 金子 廣司 日程２０番 議案第１９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３０３ページでございます。ただ今、上程さ

れました議案第１９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、ご説明申し上げます。道路法等の一部を改正する法律が公布され

まして、道路法施行令が改正されておりますが、この改正により、道路法施

行令の条として第１１条の６が新設されました。このため、改正前の道路法
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施行令、第１１条の６から第１１条の１０までの条が１条ずつ繰り下げられ

ましたので、これらを引用している月形町道路占用料条例につきまして、所

要の整備を行うものであります。内容は、条例第２条第２項第１号中「第１

１条の８」を「第１１条の９」に改めるものであります。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１９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２１号 普通財産の無償譲渡について【旧町営草地附

帯施設】

○ 議長 金子 廣司 日程２１番 議案第２１号 普通財産の無償譲渡につ

いて【旧町営草地附帯施設】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 議案書は３０７ページでございます。ただ今、上程

されました議案第２１号 普通財産の無償譲渡について、ご説明申し上げま

す。このことにつきましては、次の普通財産を無償譲渡することについて、

地方自治法の定めるところにより、議会の議決を求めるものであります。１

建物の所在、名称、構造及び面積は、所在 樺戸郡月形町１０１１番地２０

６、名称 旧町営草地附帯施設、構造及び面積 農具庫（格納舎） 鉄骨造

平屋建 ２１８．６１平方メートル、飼料貯蔵施設 鉄骨造平屋建 ３１９．

６８平方メートル、飼料乾燥施設 鉄骨造平屋建 １４８．６８平方メート

ル、２譲渡の相手方は、樺戸郡月形町字知来乙５０６番地１７ 月形町草地

利用組合 組合長 田巻貴範、３譲渡年月日は、令和３年４月１日でありま

す。無償譲渡しようとする旧町営草地附帯施設につきましては、昭和５１年

度と昭和５２年度に国営等草地開発附帯事業により整備をした施設でありま

して、当初より月形町草地利用組合に使用を許可するとともに、管理につい

ても委託をしてきております。これまでの経過で申し上げますと、当該施設
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の整備及び管理に係る財源につきましては、当該組合からの採草使用料を充

てておりまして、町は直接的な経費負担はしてきておりません。今後におき

ましても、当該施設を草地利用組合以外へ使用許可することは考えておりま

せん。そのような中で、草地利用組合からは、引き続き使用していきたい、

また、当該施設の無償譲渡を希望されております。月形町草地利用組合にこ

の施設を譲渡することが、ひいては本町の畜産振興のためになると考えると

ころであります。なお、当該施設の敷地でありますが、これは、町有地であ

りまして、草地利用組合に無償で貸付けをする予定としております。以上で

説明を終わります。議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 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 草地利用組合の団体としての法人格、おそらく登記す

ると思うのですけれど、その場合の相手先と言いますか、所有者はどういうこ

とになるのですか。大体、このような組合というのは、任意団体ですけれど、

任意団体として、それが可能であれば良いのですけれど、その辺、どのように

なるのでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 農林建設課長。

○ 農林建設課長 小蕎 孝之 組合には確認しましたけれど、今のところ、

登記ということは考えていないと話しておりました。管理としては、組合全体

で考えていくというような話でございます。課税等はされるということで考え

ております。

○ 議長 金子 廣司 楠 順一議員。

○ 議員 楠 順一 具体的に譲渡の手続きは、どのような形になるのでし

ょうか。これに異論があるわけではないのですけれど、譲渡するということは、

この建物の所有権を移転するわけで、そのような場合の手続きというのは、ど

ういうふうになるのですか。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午後 ３時１６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１６分再開）

○ 議長 金子 廣司 農林建設課長。

○ 農林建設課長 小蕎 孝之 無償譲渡契約を結んで進めていきます。

○ 議長 金子 廣司 楠 順一議員。

○ 議員 楠 順一 相手先はどうなるのでしょうか。
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○ 議長 金子 廣司 農林建設課長。

○ 農林建設課長 小蕎 孝之 草地利用組合組合長になります。

○ 議長 金子 廣司 楠 順一議員。

○ 議員 楠 順一 問題なければ良いのですけれど、任意団体であると思

うので、それが契約の対象者として適格なのかどうかということで、大丈夫な

のでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午後 ３時１７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１９分再開）

○ 議長 金子 廣司 農林建設課長。

○ 農林建設課長 小蕎 孝之 譲渡等ができないような取り決めを付けて契

約を結ぶということであります。また、総会等で、今までどおりの維持管理を

していくというような取り決めを作っておりますので、そのような見込みで契

約していくということで考えております。

○ 議長 金子 廣司 楠 順一議員。

○ 議員 楠 順一 契約の相手先は誰なのでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 農林建設課長。

○ 農林建設課長 小蕎 孝之 草地利用組合組合長になります。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午後 ３時２０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２０分再開）

○ 議長 金子 廣司 楠 順一議員。

○ 議員 楠 順一 草地利用組合として、何らかの形で所有権登記すると

いうことで良いのですか。

○ 議長 金子 廣司 農林建設課長。

○ 農林建設課長 小蕎 孝之 草地利用組合からは、法務局の登記手続きは

しないと聞いております。代表として財産を管理していくということでござ

います。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午後 ３時２１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２５分再開）
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○ 議長 金子 廣司 楠 順一議員。

○ 議員 楠 順一 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２２番 議案第２２号 公の施設に係る指定管理者の指定について

【月形町青果物集出荷貯蔵施設】

○ 議長 金子 廣司 日程２２番 議案第２２号 公の施設に係る指定管理

者の指定について【月形町青果物集出荷貯蔵施設】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 議案書は３０９ページでございます。ただ今、上程

されました議案第２２号 公の施設に係る指定管理者の指定について、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、公の施設に係る指定管理者を次のとおり指定したいので、

同条第６項の規定により議会の議決を求めるものであります。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、月形町青果物集出荷貯蔵施

設 樺戸郡月形町４５番地１、２指定管理者となる団体の名称及び住所は、

月形町農業協同組合 代表理事組合長 阿部憲二 樺戸郡月形町１０６９番

地、３指定の期間は、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までであり

ます。月形町青果物集出荷貯蔵施設は、月形町農業協同組合からの強い要望

を受けまして整備をした施設でありますが、本町の関係例規に則して公募に

よらず、月形町農業協同組合に申請を求めまして、選定基準に照らして審査

をしたところですが、当該施設の設置目的を効果的に達成できるとしまして、

指定管理者の候補者に選定をしたところであります。指定管理業務は、青果

物の受入れ、選別、箱詰め及び貯蔵、出荷に関することのほか、施設の利用

承認、設備の維持管理に関することなどであり、利用料金制の下で行われま

す。なお、この指定管理に係る管理経費いわゆる指定管理料はございません。

以上で説明を終わります。議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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○ 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２２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２３番 令和３年度町政執行方針、日程２４番 令和３年度教育行政

執行方針

○ 議長 金子 廣司 日程２３番 令和３年度町政執行方針、日程２４番

令和３年度教育行政執行方針を一括議題といたします。

執行方針につきましては、事前に皆さんに配付しておりますので、熟読され

ていると思います。今般、新型コロナウイルス感染症の関係もありますので、

この場で登壇しての説明は行いません。そのような形でご理解いただきたいと

思います。

○ 議長 金子 廣司 以上で執行方針を終わります。

◎ 日程２５番 議案第１０号 月形町会計年度任用職員の給与及び費用弁償

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２６番 議案第１

１号 月形町職員の特殊勤務手当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２７番 議案第１３号 月形町介護保険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２３号 令和３年度月形町一般

会計予算、日程２９番 議案第２４号 令和３年度月形町国民健康保険事業

特別会計予算、日程３０番 議案第２５号 令和３年度月形町農業集落排水

事業特別会計予算、日程３１番 議案第２６号 令和３年度月形町介護保険

事業特別会計予算、日程３２番 議案第２７号 令和３年度月形町後期高齢

者医療特別会計予算、日程３３番 議案第２８号 令和３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２５番 議案第１０号 月形町会計年度任用職員

の給与及び費用弁償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２６番 議案第１１号 月形町職員の特殊勤務手当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２７番 議案第１３号 月形町介護保険

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２３号 令
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和３年度月形町一般会計予算、日程２９番 議案第２４号 令和３年度月形

町国民健康保険事業特別会計予算、日程３０番 議案第２５号 令和３年度

月形町農業集落排水事業特別会計予算、日程３１番 議案第２６号 令和３

年度月形町介護保険事業特別会計予算、日程３２番 議案第２７号 令和３

年度月形町後期高齢者医療特別会計予算、日程３３番 議案第２８号 令和

３年度国民健康保険月形町立病院事業会計予算、以上、９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２３号 令和３年度月

形町一般会計予算から議案第２８号 令和３年度国民健康保険月形町立病院

事業会計予算まで、この予算の概要につきましては、町政執行方針で申し上

げているところでありますが、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 月形町会計年度任用職員の

給与及び費用弁償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１１号 月形町職員の特殊勤務手当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 月形町介護保険条例の一部を改正する条例の

制定について、この３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、よろしくお願い申し上げます。

○ 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３年度各会計予算及び予算関連議案の審査については、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３年度各会計予算の関連議案と

して議案第１０号、議案第１１号及び議案第１３号の３議案、令和３年度各会

計予算として議案第２３号から議案第２８号までの６議案、合わせて９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 お諮りいたします。３月３日から３月９日までは、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とし、３月１１日か

ら、令和３年度の各会計予算の審議のため、予算特別委員会が終了するまで、

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３日から３月９日までは、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とし、３月１１日から、
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令和３年度の各会計予算の審議のため、予算特別委員会が終了するまで、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３４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 ４時００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、副委員長に楠 順一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 ４時０１分散会）


