
令和３年第２回臨時会（４月１９日）

1

会議に付した事件は次のとおりである。

議案第２９号 令和３年度月形町一般会計補正予算（第１号）

同意案第１号 月形町固定資産評価員の選任について

○ 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２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

楠 順一 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２９号 令和３年度月形町一般会計補正予算（第１号）

○ 議長 金子 廣司 日程３番 議案第２９号 令和３年度月形町一般会計

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 議案書は３ページをお開きください。ただ今、議題

となりました議案第２９号 令和３年度月形町一般会計補正予算（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

出予算の総額に歳入歳出それぞれ４,５１７万５,０００円増額し、歳入歳出予
算の総額を歳入歳出それぞれ４０億１,７１７万５,０００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
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に補正後の歳入歳出予算の金額は、４ページから５ページにかけての第１表

歳入歳出予算補正によるものであります。

今回の補正予算は、一部の経費を除きますが、未だ収束の見通しがつかな

い新型コロナウイルス感染症の拡大防止と共に、感染拡大の影響を受けてい

る地域経済や住民生活の支援を行うための予算補正でありまして、財源は国

から交付されます新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金であり

ます。

それでは、事項別の説明をいたします。１６ページをお開きください。歳

出でございます。３款 民生費 １項 社会福祉費 １目 社会福祉総務費

補正額６２７万円の増額でございます。説明欄でございますが、新型コロナ

ウイルス感染症対策経費といたしまして、福祉事業所感染症対策備品購入事

業補助金５００万円でございます。町内に入所施設等を運営する５つの法人

を対象として、感染症対策に必要な備品の購入費用に対し１００万円を限度

に補助を行うものであります。二つ目に、福祉施設等感染防止対策支援交付

金１２７万円でございます。町内の福祉施設に衛生資材や消耗品等の購入に

対する支援金を交付するものであります。交付の金額ですが、入所施設に１

０万円、通所施設に５万円、訪問系支援施設に３万円を交付するものでござ

います。続きまして、２項 児童福祉費 １目 児童福祉総務費 補正額２

０５万７,０００円増額でございます。説明欄、新型コロナウイルス感染症対
策経費、備品購入費でございますが、学童保育所と認定こども園の備品を購

入する経費２０４万４,０００円でございます。学童保育所には、ＡＩ体温検
知カメラ、消毒スタンド、認定こども園にはＡＩ体温検知カメラ、消毒スタ

ンド、おもちゃ殺菌庫、空気清浄機を購入し、これを整備するものでござい

ます。次に１８ページ、４款 衛生費 １項 保健衛生費 ２目 予防費

補正額９９万円増額、説明欄でございますが、新型コロナウイルス感染症対

策経費といたしまして、消耗品を購入するものでございます。この消耗品に

つきましては、抗原検査キットでありまして、この抗原検査キットを町内の

入所施設の５施設に配付をしまして、発熱などの症状がある人の初期対応と

して使用してもらうものであります。１施設あたり１００回分の検査キット

を配付するものであります。続きまして２０ページ、６款 農林水産業費

１項 農業費 ２目 農業振興費 補正額１８９万７,０００円増額でござい
ます。説明欄でございますが、農業改良事業、地域特産品生産振興事業補助

金１５０万円の減額でございまして、当初予算に計上しております事業であ

りますが、新型コロナウイルス感染症対策経費に振り替えるために減額をす

るものであります。次に、新型コロナウイルス感染症対策経費といたしまし

て、農業経営継続支援事業補助金３３９万７,０００円増額でございます。こ
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れにつきましては、二つございまして、一つは省力化の推進として農業用ハ

ウスに電動換気設備を導入する者に対する補助金でございまして、当初、先

ほどの地域特産品生産振興事業で１５０万円を計上しておりましたが、それ

に１５０万円を上乗せしまして３００万円として補助をするものでございま

す。最大でハウス５０棟分をこれにより補助するものであります。もう一つ

は、省力化機械の導入にあたりまして、令和２年度の国庫補助事業で取り組

んだ機械等の導入についてでありますが、令和３年度への繰越しとなった方

がおられます。国の補助の対象にはなりますが、町の補助の対象に令和２年

度では繰り越せませんので、令和３年度の補正予算で対応するものでありま

す。４経営体で３９万７,０００円でございます。続きまして２２ページ、７
款 商工費 １項 商工費 １目 商工業振興費 補正額２,８７９万７,００
０円増額でございます。説明欄でございますが、商工振興事業７５２万５,０
００円減額でございます。当初予算に計上しております北海道信用保証協会

保証料ほか、二つの事業を合わせまして７５２万５,０００円、これにつきま
しては新型コロナウイルス感染症対策経費に振り替えを行うものでございま

す。次に、新型コロナウイルス感染症対策経費といたしまして、３,６３２万
２,０００円増額でございます。内訳につきましては、月形町中小企業者等経
営持続化支援交付事業補助金１,０００万円がございます。事業所の売り上げ
が、令和元年度の同月比で２０％以上減少している事業所に対しまして、そ

の業態と減少率に応じまして３０万円から１００万円を給付をするものでご

ざいます。次に、月形町緊急経済対策地域振興事業支援交付金１,７００万円
でございます。これにつきましては、昨年の令和２年度に、町民１人あたり

３,０００円として配付をしておりました地域振興商品券、これを本年度は、
新型コロナウイルス感染症対策で１人５,０００円分の商品券を全町民に配付
するものであります。更に、０歳から１８歳の方につきましては、１人５,０
００円分を追加で配付させていただきます。月形商工会に加盟している全事

業所で使用できるものでございまして、現在、予定しておりますのは、使用

期間が発行日となります本年６月中旬から９月末までとしてございます。こ

の地域振興支援交付金に関連しまして、商品券の郵送料として通信運搬費７

８万２,０００円、、発行業務の委託料１００万円でございます。発行業務に
関しましては、換金業務、チラシやポスターの印刷作成、これらを月形商工

会に委託をしたいと考えてございます。続きまして、３目 ふるさと公園費

３９０万８,０００円増額でございます。説明欄、ふるさと公園管理経費の機
材借上料でございまして、本来は当初予算に計上するべきものでございまし

たが、温泉ホテルの厨房機材、振興公社の社用車の借上料でございます。金

額は変わってまいりますが、この借上げの支払いは令和５年度まで続くもの
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であります。次に２４ページでございます。１０款 教育費 １項 教育総

務費 ３目 教育振興費 補正額５３万円増額でございます。説明欄、学校

教育振興事業、諸車賃借料でございますが、当初予算に計上しております修

学旅行や宿泊学習に使用するバスの借上げ料でございまして、その諸車賃借

料６６万円を新型コロナウイルス感染症対策経費に振り替えるために減額す

るものでございます。次に、新型コロナウイルス感染症対策経費としまして、

１１９万円増額でございます。今ほどの諸車賃借料６６万円と、スクールバ

ス車内の抗菌施工を行う業務として委託料５３万円でございます。次に、２

項 小学校費 １目 学校管理費 ３６万３,０００円増額でございます。説
明欄、小学校管理経費としまして、備品購入費７２万６,０００円の減額でご
ざいますが、当初予算に計上しておりますスポットクーラーの購入に係る予

算を新型コロナウイルス感染症対策経費に振り替えをするものであります。

次に、新型コロナウイルス感染症対策経費１０８万９,０００円、備品購入費
としまして、今ほどのスポットクーラーの７２万６,０００円、更にスポット
クーラーの台数を増加して購入する予算でございます。３項 中学校費 １

目 学校管理費 ３６万３,０００円増額でございます。新型コロナウイルス
感染症対策経費としまして、中学校のスポットクーラーの購入整備の予算で

ございます。

１２ページをお開きいただきたいと思います。歳入です。１４款 国庫支

出金 ２項 国庫補助金 １目 総務費国庫補助金 ５,７３４万３,０００
円増額でございます。説明欄でございますが、新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金でございます。本町への国から示されております交付

限度額７,３２３万５,０００円のうち５,７３４万３,０００円を補正計上する
ものでございます。次に１４ページ、１８款 繰入金 １項 基金繰入金

１目 財政調整基金繰入金 １,２１６万８,０００円の減額でございます。
当初予算に計上しておりました事業を、新型コロナウイルス感染症対策経費

に振り替えたことにより不用となる一般財源につきまして、財政調整基金繰

入金の減額で調整させていただくものであります。

次に６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 債務負

担行為の補正でありますが、第２表 債務負担行為補正のとおり、月形町民

保養センター宿泊施設備品の借上げを追加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 我妻耕議員。
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○ 議員 我妻 耕 １点だけ確認をさせていただきたいのですが、１７ペー

ジ、民生費の児童福祉費の部分で、説明の中で認定こども園と学童保育所に使

われるということだったのですが、１週間前の全員協議会の資料の数字と若

干違っているのですが、これはどっちがどっちというのはあるのでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 渡辺 泰子 全員協議会の時には、端数を切り上げた数字

で資料が出ていたかと思いますけれど、今回は端数を切り上げないで、そのま

まの数字で予算計上をしております。内訳といたしまして、ＡＩ体温検知カメ

ラにつきましては３０万５,０００円、それに消費税を入れまして、認定こど
も園に２台、学童保育所に１台を入れる予定となっております。空気清浄機に

つきましては、認定こども園のみですが、１５万円のものを２台入れまして３

３万円、足踏み消毒液スタンドにつきましては、認定こども園は１万６,５０
０円のものを２台、１万３,０００円のものを１台、それに消費税が掛け合わ
せられた金額となります。おもちゃ殺菌庫につきましては、５８万円のものの

消費税を掛けたものとなっております。学童保育所には、足踏み消毒液スタン

ドの１万６,５００円のものが１台、更に消耗品もありまして、それで合計し
た金額が予算計上した金額となっております。

○ 議長 金子 廣司 我妻耕議員。

○ 議員 我妻 耕 総額が違っているのは、ここの部分だったと思うので、全

員協議会に出ていない方もこの中にいますので、認定こども園と学童保育所

のそれぞれの事業費の総額を教えてください。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 渡辺 泰子 認定こども園は１６９万円、学童保育所は３

６万７,０００円で、この３６万７,０００円の中には、消耗品費１万３,０００
円が含まれております。

○ 議長 金子 廣司 我妻耕議員。

○ 議員 我妻 耕 わかりました。全員協議会では認定こども園は１６９万

３,０００円、それが１６９万円、学童保育所が３７万と出ていたのが、３６
万７,０００円、それで総額が全員協議会の資料と違っているということです
ね。わかりました。

〇 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）
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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４番 同意案第１号 月形町固定資産評価員の選任について

○ 議長 金子 廣司 日程４番 同意案第１号 月形町固定資産評価員の選

任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 町長。

○ 町長 上坂 隆一 議案書２７ページをお開きください。ただ今、議題とさ

れました同意案第１号 月形町固定資産評価員の選任について、ご説明申し上

げます。同意案第１号 月形町固定資産評価員の選任について、次の者を月形

町固定資産評価員に選任したいので、地方税法第４０４条第２項の規定により、

議会の同意をお願いするものであります。住所 樺戸郡月形町字緑町１７０番

地６、氏名 藤原栄一、昭和４０年３月１日生まれであります。今回、固定資

産評価員の原博由樹氏の辞任に伴い、同氏の後継者として月形町住民課長の職

にある藤原栄一氏を選任したく、この案を提出するものであります。ご同意い

ただきますよう、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。 （「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。同意案第１号は原案のとおり同意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、原案のとおり同意することに

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２回月形町議会

臨時会を閉会いたします。

（午前１０時２４分閉会）


