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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３年度月形町一般会計補正予算（第７号）

議案第 ２号 令和３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）

（古谷教育長及び若井議員から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７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４年第１回月形町議会臨時会を開会いたします。

（午後１時００分開会）

直ちに本日の会議を開きます。 （午後１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

大釜 登 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。

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３年度月形町一般会計補正予算（第７号）

○ 議長 金子 廣司 日程３番 議案第１号 令和３年度月形町一般会計補

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１号 令和３年度月形町一般会計補正予算（第７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７号は、歳入歳出予

算の総額に歳入歳出それぞれ５３０万９,０００円増額し、歳入歳出予算の総
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額を歳入歳出それぞれ４２億７,００６万６,０００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 歳入歳出予算

補正によるものであります。

事項別にご説明いたします。１６ページをお開きください。歳出でござい

ます。４款 衛生費 １項 保健衛生費 ２目 予防費 補正額１６０万１,
０００円増額、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種推進事業の増額でご

ざいます。これにつきましては、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種の

主として３回目の接種に係る経費でありますが、これまで計上していた経費

を見直し、補正するものであります。財源は全額が国費です。現段階での接

種の予定は、２月下旬から高齢者等福祉施設の利用者等を開始して、当初４

月からとしておりました一般の高齢者につきましては、３月から始めたいと

考えております。また、希望する町民全員の接種は、当初６月に終えようと

しておりましたが、５月中に終えたいと考えております。続きまして、５目

保健センター費 補正額３３万６,０００円、保健福祉総合センター管理経費
、修繕料の増額でございます。新型コロナウイルス感染症ワクチン接種の会

場でもあります保健センターの男子トイレに和式の便器が１基ありますが、

これを洋式に改修するものであります。１８ページです。７款 商工費 １

項 商工費 ２目 観光費 補正額５２万２,０００円、樺戸博物館管理経費
、修繕料の増額です。樺戸博物館本館のエレベーター機械室で、昨年から漏

水が発生しておりまして、この漏水に係る修繕料でございます。本年の樺戸

博物館の開館につきましては、本年３月２０日を予定しております。開館ま

でに修繕を行いたく、今回、補正予算を計上させていただいたものでありま

す。続きまして２０ページです。１０款 教育費 １項 教育総務費 ３目

教育振興費 補正額２８５万円でございます。新型コロナウイルス感染症対

策経費としまして、交付金、特別支援金を補正させていただくものでござい

ます。新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえまして、子育て世帯の生

活を支援するため、昨年、１８歳以下の町民につきましては１人あたり１０

万円の支給を行うため予算補正をさせていただいておりますが、これに含ま

れない大学生や専修学校生などにつきましても、同様の趣旨で給付を行うこ

ととしたいというものでございます。経済的に厳しい状況におかれた学生等

に対する生活支援としまして、令和２年度と同様に１人あたり５万円を給付

することとしたいとするものであります。給付の対象は、大学生等の本人又

はその保護者等が令和４年１月１日現在、本町の住民基本台帳に登録されて

いる者であることとしまして、予算は１人あたり５万円の５７人分を計上し

ております。次に１２ページをお開きいただきたいと思います。歳入でござ
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います。１４款 国庫支出金 １項 国庫負担金 ２目 衛生費国庫負担金

補正額７４万５,０００円、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金で
ございまして、ワクチン接種業務の委託、町立病院に委託を予定しておりま

すけれど、この業務委託に対する国の負担金でございます。２項 国庫補助

金 ３目 衛生費国庫補助金 補正額８５万６,０００円でございます。これ
につきましては、ワクチン接種業務の委託以外の経費に対する国の補助金で

ございます。次に１４ページ、１９款 繰越金 １項 繰越金 １目 繰越

金 補正額３７０万８,０００円、繰越金を今回の補正の財源とするものでご
ざいます。以上で説明を終わります。ご審議の程、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。

○ 議長 金子 廣司 松田順一議員。

○ 議員 松田 順一 １７ページ、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種

推進事業、今回、３回目の接種ということで、既に６５歳以上の高齢者の方に

は通知が行っているのだと思うのですけれど、ワクチンはファイザー社とモ

デルナ社とありますけれど、ある自治体においては希望をとって接種を受け

てもらうような話があって、モデルナ社を希望される方が少なかったという

ことがありました。月形町の場合は、今回はモデルナ社を使うのか、ファイザ

ー社も使えるのか、その辺のところをお伺いしたいと思います。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 渡辺 泰子 ワクチンの種類についてのご質問でしたけれ

ど、現在、ファイザー社とモデルナ社、どちらも配分されて来ております。フ

ァイザー社のワクチンは１箱、１，１７０人分が配分されて来ておりますけれ

ど、この先、ファイザー社が配分される予定はないという説明を受けておりま

す。全道的にかなり数に限りがあるということで、今後は、モデルナ社で配分

されて来るだろうという予測をしております。そのため、どのように使うか悩

んだ部分もあるのですけれど、ファイザー社のワクチンを一般の高齢者の方

に接種したいと考えており、その他の施設の従事者や入所者の方、一般の方々

にはモデルナ社のワクチンで接種したいと考えております。ご自分で選んで

いただくということは、出来ない状況となっております。

○ 議長 金子 廣司 松田順一議員。

○ 議員 松田 順一 わかりました。

○ 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。

◎ 日程４番 議案第２号 令和３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４番 議案第２号 令和３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２３ページでございます。ただ今、議題となり

ました議案第２号 令和３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。第１条 令和３年度国民健康保険

月形町立病院事業会計の補正予算第４号は、次に定めるところによる。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 医業収益において、２００万８,０００円増額し、病院事業
収益の総額を６億４,８２０万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 医業費用において、２００万８,０００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６億４,８２０万円とするもの
であります。今回の予算補正は、月形町から受託する予定の、主として３回目

の新型コロナウイルス感染症ワクチン接種業務に係る経費の予算補正であり

ます。

３２ページをお開きください。事項別でございます。最初に支出の部でござ

いますが、１款 病院事業費用 １項 医業費用 １目 給与費 補正予定額

１２３万５,０００円増額、内訳につきましては、報酬と法定福利費でござい
まして、ワクチン接種業務に係る医師、看護師の報酬、会計年度職員の社会保

険料でございます。２目 材料費 ６０万５,０００円増額、診療材料費でご
ざいます。ワクチン接種業務に係る診療材料費でございます。３目 経費 １

６万８,０００円増額、医師の交通費、会計年度職員の交通費、費用弁償、そし
て、医師の紹介手数料でございます。３０ページをお開きください。収入の部

です。１款 病院事業収益 １項 医業収益 ４目 その他医業収益、補正予

定額２００万８,０００円増額、新型コロナウイルスワクチン接種受託収入、
月形町からの受託収入でございます。

２３ページに戻っていただきたいと思います。第３条 議会の議決を経なけ
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れば流用することのできない経費につきましては、収益的支出の給与費の補正

額１２３万５,０００円増額し、３億７,６１８万８,０００円に改めるものであ
ります。第４条につきましては、たな卸資産購入限度額を収益的支出の材料費

の補正額６０万５,０００円増額し、８,２２５万２,０００円に改めるものあり
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。

○ 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４年第１回月形町議会

臨時会を閉会いたします。

（午後１時１７分閉会）


