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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２年度月形町一般会計補正予算（第１１号）

○ 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回月形町議会臨時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。

お諮りします。本臨時会の会期は本日１日としたいと思います。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、本臨時会の会期は、本日１日と決定い

たしました。

◎ 日程３番 議案第１号 令和２年度月形町一般会計補正予算（第１１号）

○ 議長 金子 廣司 日程３番 議案第１号 令和２年度月形町一般会計補

正予算（第１１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３ページでございます。ただ今、上程され

ました議案第１号 令和２年度月形町一般会計補正予算（第１１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１１号は、歳入歳出予

算の総額に歳入歳出それぞれ２,０６１万７,０００円増額し、歳入歳出予算の
総額を歳入歳出それぞれ６３億９,４６２万８,０００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５ページの第１表 歳入歳出
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予算補正によるものであります。

今回の補正予算でありますが、一つには新型コロナウイルスワクチン接種

体制の確保に係る予算、二つ目は新型コロナウイルス感染症対策の追加対策

に係る予算、三つ目は今冬の大雪に係る除雪対策経費の予算補正であります。

事項別の説明でありますが、１６ページをお開きください。４款 衛生費

１項 保健衛生費 ２目 予防費 補正額２０５万円の増額でございます。

新型コロナウイルス感染症対策経費２０５万円の増額でございます。このワ

クチン接種のあらましにつきましては、全員協議会において、ご説明をさせて

いただいているところでございますが、今回の予算の補正内容は、本町におき

ましても６５歳以上の高齢者の方を皮切りに、４月からワクチン接種を始め

ることができるよう既存の予防接種システムを改修するとともに、ワクチン

接種が受けられるクーポン券を町民の皆さまにお届けするために必要な経費

の補正でございます。なお、この経費の全額が国庫支出金で賄われるものでご

ざいます。続きまして、１８ページでございます。７款 商工費 １項 商工

費 １目 商工業振興費 補正額２４０万円の増額でございます。新型コロ

ナウイルス感染症対策経費としまして、月形町中小企業者等経営持続化支援

金交付事業、補助金でございます。これを増額するものであります。新型コロ

ナウイルス感染症につきましては、昨年１０月中旬頃から北海道内で感染者

が急増いたしまして、集中対策期間も布かれ、現在、その期間は２月１５日ま

で延長をされているところでございます。これらの影響によりまして、本町内

の飲食業も年末年始が重なったこともありまして、売り上げが大きく減少し

ており、苦境に立たされている状況にあります。このため、経営の持続化、雇

用の維持に向けた支援を行うものであります。支援の内容は二つありまして、

一つは事業の継続支援金として、昨年１１月から今年１月の売上額が、前年同

月と比較して２０パーセント以上減少した場合に、２０万円を限度に支援金

を交付するものであります。この支援金の想定件数は１０件、支援金２０万円

としまして２００万円でございます。二つ目には事業の応援支援金としまし

て、宅配やテイクアウト、お店からの持ち帰り、これらを導入するに必要な経

費、容器や袋などの経費を対象と考えてございますが、経費の５分の４、５万

円を限度に補助をするものでございます。この応援支援金の想定は支援金５

万円、申請件数は８件としまして４０万円でございます。先ほどの支援金と合

わせて２４０万円の計上でございます。３目 ふるさと公園費 補正額６７

万円増額でございます。ふるさと公園管理経費といたしまして、つち工房にお

ける除雪対策経費でございまして、今冬の大雪によりまして、つち工房の管理

に係る除雪業務等の追加が必要となるために増額補正するものでございます。

内訳につきましては、つち工房内のガラス温室及びビニールハウスの暖房用
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の燃料費が６万４,０００円、ガラス温室やビニールハウスの棟間の除雪作業
を含むつち工房内の除雪業務費が６０万６,０００円でございます。続きまし
て、２０ページでございます。８款 土木費 ２項 道路橋梁費 ４目 除雪

対策費 補正額１,５４９万７,０００円の増額でございます。委託料としまし
て、除雪対策経費、町道及び公共施設除排雪業務の増額補正でございます。こ

の経費につきましても、大雪によりまして町道及び公共施設等の除排雪に係

る業務量が増加をしております。そのため予算不足が生じる見込みでござい

ますので、増額補正を行うものでございます。この積算につきましては、除雪

については、本年１月２０日現在における稼働時間に、１月２１日以降の分と

して過去５年間の平均稼働時間を加えて積算をしているものでございます。

その他に公共施設や町道等の排雪、雪割り作業の業務量の増加を見込んで積

算をさせていただきました。

除雪対策費の審議に関連をいたしますので、今冬の大雪の状況等について、

お伝えさせていただきたいと思います。去る１月１９日の全員協議会での報

告内容と一部重複いたしますが、１月２０日現在の降雪量は８００センチメ

ートルでありまして、令和元年度以前の過去５年間の１月２０日現在の平均

降雪量が約４４０センチメートルでありますので、単純に比較しますと今冬

は１．８倍となります。また、１月１日から１０日までの１０日間では２８５

センチメートルの降雪がありまして、除雪及び排雪業務に支障をきたし、特に

排雪につきましては、業務が遅延をしたところでございます。最大の積雪深は

５９センチメートルの降雪がありました１月６日の１７９センチメートルで

ございます。このような中、１月６日に庁内に災害対策連絡会議を設置しまし

て、高齢者世帯の除雪支援を行うとともに、空き家住宅や農業用施設の除雪及

び落雪事故の注意喚起などを努めてやってきております。しかしながら、この

間、事故や被害も生じております。報道もされたところですが、１月２０日に

は農協の倉庫の雪下ろし作業中に５人が落雪に巻き込まれ、３人が雪に埋も

れるなどの事故が発生しましたが、幸い大事に至っておりません。建物被害に

つきましては、これまでに農業用倉庫及びハウスの損壊が計５棟、公共施設に

つきましては町営住宅や皆楽公園エリア内の施設等において、落雪による１

２件の破損や損壊の事故が発生している状況であります。その損壊等があっ

たところについては、修理又は応急処置をそれぞれ行ってきております。また、

落雪による被害の中には、ケーブルの切断によりＩＰ電話が不通となったと

ころもございまして、一般住宅、町営住宅、総合体育館で計４件ございました

が、それにつきましては全て復旧をしているところでございます。以上、今冬

の大雪に係ることについて、簡単にお伝えさせていただきました。

議案書は１２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。
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１３款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 ３目 衛生費国庫補助金 補正額

２０５万円の増額、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

でございます。次に１４ページでございます。１７款 繰入金 １項 基金繰

入金 １目 財政調整基金繰入金 補正額１,８５６万７,０００円の増額で
ございまして、歳出補正額の総額から先ほどの補助金を差し引いた残りを財

源として財政調整基金から繰り入れをさせていただくものであります。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 先ほど、全員協議会で説明を受けて、大体はわかったの

ですけれど、新型コロナウイルスワクチンの中で、ワクチン薬液及び保管用の

ディープフリーザー、接種用注射筒と針は国から配付されるとのことでした。

ワクチン薬液や接種用注射筒、針は廃棄処分されるものでありますが、このデ

ィープフリーザーは国から貸し出していただくものなのか、そのまま町に資

産として残るものなのか、その点をお聞きしたいと思います。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 渡辺 泰子 今のところ、ディープフリーザーを返還する

ような話になっておりません。町にそのままずっと配置される予定となって

おります。ワクチン接種は、今後も必要になってくるものかもしれないので、

回収という話にはならないのかなと思います。

○ 議長 金子 廣司 松田順一議員。

○ 議員 松田 順一 わかりました。ありがとうございます。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 何点か質問があります。まず１点、確認なのですけれど、

病歴のない健常者の方が申告において、接種の優先順位を早めるために疾患

を書いて申し込みすることもあると思いますけれど、それについては致し方

ないということでよろしいでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 渡辺 泰子 あくまでも自己申告で行い、市町村にそこま

での調査は求めないというように通知されておりますので、もし、嘘を書いて

優先順位を早めて受けたいという方がいたとしても、そこの真偽は確認でき

ないということになりますので、そのまま接種していただくことになります。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 わかりました。次に、先ほどの全員協議会の中で言われ
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ていました接種予定日の通知はわかるのですけれど、接種予約の方法につい

ては、どのように考えているのでしょうか。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 まだ検討の段階なのですけれど、以前にイン

フルエンザワクチンを受付ていた時には、全て電話で予約を受付ていたので

すけれど、受付を行う保健福祉センター側が非常に混乱するということがご

ざいましたので、今回は６５歳以上の方につきましては、日にちを予め指定し

て通知させていただいて、その日で良いかどうか、葉書で返事をいただこうか

と考えてございます。その日が難しいということであれば、その後は電話等で

接種日を決めていくというような形をとるしかないかなというふうに思って

おります。一般の方につきましては、その方法も取りづらいかなと思っており

ますので、その辺の予約の取り方は、今後、もう少し検討させていただきたい

です。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 １日１００人ぐらいが受けるということで、予約の部

分で殺到することも考えられるのかなと思うのですけれど、その辺の対処の

仕方というのは、どのようになるのでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 渡辺 泰子 そのような殺到を回避するために、事前に日

にちを指定させていただこうと考えているところです。たくさんの人数を受

けていただければならないということと、１日に出来る人数が限られるとい

うところで、町民の皆さんにもご理解をいただければいけない部分かなと考

えます。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 １日１００人が接種できるということなのですけれど、

１００人が一斉に殺到するのではないかと。ですから、その辺の順番、接種順

位というのは、その１００人が殺到したとき、どのように考えているのでしょ

うか。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 渡辺 泰子 もちろん、１日の中の時間につきましても指

定が必要だと考えております。今のところ、３０分間で１０人、１時間に２０

人、５時間を行って１００人でどうかなと考えておりますけれど、もう少しシ

ュミレーションをしていかないと、会場が密になってしまう可能性もござい

ますので、その辺についても、これから検討させていただくところです。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 もう１点、教えていただきたいと思うのですけれど、先
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ほど、全員協議会の中で言われていることで、２回接種するのに４か月かかる

ということですが、年内いっぱいかかるのかなと思うのですけれど、これに携

わる医療従事者の関係もあると思うのですけれど、医療従事者が整えば、もう

少し早くするということも考えられるのでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 渡辺 泰子 なるべく短期間で集中して実施したい気持ち

はございますけれど、保健センターには他の業務もございますので、会場が使

えないというような日も出てくると考えております。また、議員がおっしゃる

ように医師や看護師の都合というのもございますので、完全に接種に掛かる

日数を縮めた中で出来るかどうかというのは、今の段階では何とも言えない

というところです。予定としまして４か月くらい掛かるのかなという判断で

す。なるべく短期間で終了できるように努力したいと思います。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 先ほど、保健センターでやられるということでしたけ

れど、保健センターも使えないということもあると課長から言われたのです

が、それ以外の場所で密にならないような、多目的研修センターですとか体育

館ということは考えられないのでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 渡辺 泰子 他の会場で接種する必要があるかどうかにつ

きましても、検討中でございます。例えば、札比内などで実施することが必要

だろうかということも考えておりますが、副反応が大きく出る可能性がござ

いますので、その時に保健センターであれば、町立病院に直ぐに連れて行くこ

ともできるのですけれど、遠くの場合はそれが難しかったり、ワクチンの管理

の問題になりますが、ディープフリーザーが設置されているところで実施す

る、逆に言いますと、実施するところにディープフリーザーを設置することと

なっている関係もございますので、どの場所でもできるというわけでもあり

ません。そのようなことですので、会場がどうしても保健センターでは出来な

いのではないかとなったときに、他の会場の可能性も探っていくということ

になるのかなと考えてございます。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 わかりました。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 大釜登議員。

○ 議員 大釜 登 １点、お伺いします。２０ページの除雪対策経費について、

補正が１,５４９万７,０００円増額されていますけれど、除排雪についてです
けれど、公共施設と町道の排雪をやって１クール、いくらぐらい掛かるのか。
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今回、計上したのは何回分なのか、１回分の計上なのか。その辺についてお聞

きしたいのですが。

○ 議長 金子 廣司 農林建設課長。

○ 農林建設課長 小蕎 孝之 除排雪の回数ですけれど、今回、過去５年間の

平均ということで回数を考えてございますけれど、１年間で５回から６回、公

共施設等の除排雪を行っております。今回、追加補正ということで、それに加

えまして２、３回、それ以外に公共施設等の排雪が必要だということで予算計

上しております。なお、１回の除雪等につきまして、いくら掛かるかというこ

とは稼働時間や条件によって違いますので、これだけの金額というのは出せ

ない状況であります。

○ 議長 金子 廣司 大釜登議員。

○ 議員 大釜 登 そうすると、今回の補正の中には、除排雪に２、３回分を

計上しているという認識でよろしいですか。

○ 議長 金子 廣司 農林建設課長。

○ 農林建設課長 小蕎 孝之 はい。

○ 議長 金子 廣司 大釜登議員。

○ 議員 大釜 登 はい、わかりました。了解です。

○ 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１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 以上で本臨時会に付議されました案件は、全て終了い

たしました。会議を閉じます。これをもちまして令和３年第１回月形町議会

臨時会を閉会いたします。

（午前１０時２５分閉会）


