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会議に付した事件は次のとおりである。

議案第３号 令和３年度月形町一般会計補正予算（第８号）

議案第４号 令和３年度月形町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）

議案第５号 令和３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６号 令和３年度月形町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

議案第７号 令和３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８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

５号）

議案第９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 職員の定年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１２号 職員の育児休業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１３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１４号 月形町札沼線代替輸送事業等基金条例の一部を改正する条例

の制定について

議案第１５号 月形町過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特

例に関する条例の制定について

議案第１６号 月形町社会福祉法人の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１７号 月形町学童保育所条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１８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１９号 公の施設に係る指定管理者の指定について【月形町野球場ほ

か】

議案第２０号 公の施設に係る指定管理者の指定について【月形町農産物加

工施設】

議案第２１号 和解について

議案第２２号 令和４年度月形町一般会計予算

議案第２３号 令和４年度月形町国民健康保険事業特別会計予算

議案第２４号 令和４年度月形町農業集落排水事業特別会計予算

議案第２５号 令和４年度月形町介護保険事業特別会計予算
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議案第２６号 令和４年度月形町後期高齢者医療特別会計予算

議案第２７号 令和４年度国民健康保険月形町立病院事業会計予算

（古谷教育長から公務のため、午前、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４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。

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４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、本定例会に提案されている議案は、

議会提案として、予算特別委員会報告、発議、意見案及び会議案を予定し、

町長提案は、令和３年度各会計補正予算、一般議案、令和４年度町政執行方

針並びに教育行政執行方針、令和４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８日から３月２２日までの１５
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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１５日の１日間を予定し、通

告期限は３月９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４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１６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、議場の換気や消毒を行うほか、説明員の人数も制限して

おりますので、ご理解とご協力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。

本議会は、本町の将来を決する大事な議会でございますので、各位の慎重

な審議、そして、活発な議論をお願いして、議会運営委員会における協議の

結果報告といたします。以上です。

○ 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８日から３月２２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８日から３月

２２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。
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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３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３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３件、

住民課所管２件、保健福祉課所管２件、農林建設課所管３件、教育委員会所

管２件及び町立病院所管１件の計１５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、担当課と調整の上、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

所見を述べさせていただきます。

最初に、企画振興課所管事務の保養センター等改修基本計画の状況につい

ての調査でありますが、配管の老朽化による漏水、ボイラーの故障による泉

温の低下など、サービスを含めた施設の最低限の整備がなされておらず、ま

た、利用者のニーズに対応できていない部分などもあると感じたところであ

ります。保養センターについては、改修基本計画の状況や関連する施設の整

備を待つことなく、現状の不具合等を早急に解消するよう補修、整備を進め

るべきであると考えます。

２点目に、農林建設課所管事務の鳥獣被害対策についての調査であります

が、鳥獣の駆除にあたる担い手が不足しており、深刻な課題と感じています。

今後、行政が後継者対策に関わりを持つことや、捕獲について近隣自治体と

の連携の必要性について検討が必要であると考えるところであります。

３点目として、町立病院の運営状況についての調査でありますが、現在の

状況が長く続くことを期待するところでありますが、将来にわたり現院長の

体制を続けることは難しいと考えます。各自治体での事例や体制などの情報

収集を行い、月形町では何を取り入れることが可能なのか調査、研究を続け、

新しい月形町の医療体制の形を作り出すことを望むところであります。

以上、３点以外、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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最後に、本年度の常任委員会の所管事務調査にあたりまして、改めまして

説明など委員会に出席された方、また、調査書類の作成に携われた方など担

当の方々に感謝申し上げます。

以上で、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１８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６番 議案第１９号 公の施設に係る指定

管理者の指定について【月形町野球場ほか】、日程７番 議案第３号 令和

３年度月形町一般会計補正予算（第８号）

○ 議長 金子 廣司 日程５番 議案第１８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６番 議案第１９号

公の施設に係る指定管理者の指定について【月形町野球場ほか】、日程７番

議案第３号 令和３年度月形町一般会計補正予算（第８号）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 議案書２７７ページをお開き願います。ただ今、議

題となりました議案第１８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項の規定による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、月形町民保養センターほか６施設の名称及

び所在地は、記載のとおりであります。２指定管理者となる団体の名称及び

住所は、株式会社 月形町振興公社 樺戸郡月形町１２１９番地、３指定の

期間は、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの１年間であります。

指定管理者の指定の理由等でありますが、指定管理者となる団体は、町内に

住所を有する町が出資している法人であり、現に当該公の施設の指定管理者

となり、町内外の利用者へ安定したサービスを提供していること、また、当



令和４年第１回定例会 １日目（３月８日）

6

該公の施設の現状や課題等を十分把握していることから、当該指定管理者が

引き続き管理を行うことにより、これまで同様のサービスの提供及び事業効

果が期待できるところであります。こうしたことから、月形町公の施設に係

る指定管理者の指定の手続き等に関する条例及び条例施行規則に則りまし

て、公募によらず指名により現指定管理者からの申請を受け、内容の審査を

行い候補者に選定し、今回提案させていただいたものであります。なお、指

定の期間を１年間としておりますのは、現在、町民保養センター等の改修計

画を策定中でありまして、施設改修の内容や改修の時期が明確になっていな

い中にあっては、長期間に渡る指定管理は適当ではないと考え、単年度の期

間としたところであります。以上で議案第１８号の説明を終わります。

続きまして、議案書２７９ページをお開きください。議案第１９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

きましても、議案第１８号に同じく公の施設に係る指定管理者を指定したい

ので、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

公の施設月形町野球場ほか２施設の名称及び所在地は、記載のとおりであり

ます。２指定管理者となる団体の名称及び住所は、株式会社 月形町振興公

社 樺戸郡月形町１２１９番地、３指定の期間は、令和４年４月１日から令

和９年３月３１日までの５年間であります。指定管理者の指定の理由等であ

りますが、議案第１８号と同様指定管理者となる団体は、現に当該公の施設

の指定管理者となり、町内外の利用者へ安定したサービスを提供しているこ

と、また、当該公の施設の現状や課題等を十分把握していることから、これ

まで同様のサービスの提供及び事業効果が期待できるところであります。こ

のため、町の関係例規に則りまして、公募によらず現指定管理者からの申請

を受け、審査の上候補者に選定し、今回提案させていただいたものでありま

す。なお、指定の期間はこれまでと同じく５年間とするものであります。以

上で議案第１９号の説明を終わります。

続きまして、議案書３ページをお開き願います。議案第３号 令和３年度

月形町一般会計補正予算（第８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８号は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１,
７９４万５,０００円減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４２億
５,２１２万１,０００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。

本補正予算は、年度末に当たりまして、事務事業費の確定や執行見込額の

精査並びに歳入調定額等の精査を行っての予算の整理でありまして、主に新
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型コロナウイルス感染症の流行に伴う事務事業の取り止め、縮減などによる

減額、また、各委託業務や工事請負費などの入札等執行残の減額に係るもの

であります。なお、燃油価格高騰による公共施設等の燃料費、新型コロナウ

イルス感染症対策としての飲食店旅客運送事業者への支援金、新型コロナウ

イルス感染症による収入減少分と燃油価格高騰分に係る振興公社への指定

管理料、町道及び公共施設除排雪業務委託料については、それぞれ増額した

く、本補正予算に計上させていただいております。

それでは４４ページをお開きください。歳出でございます。事項別に主要

なものについて、ご説明を申し上げます。１款 議会費 １項 議会費 １

目 議会費、補正額１９２万３,０００円減額、７節から１８節、説明欄の

とおりです。続きまして、４６ページ、２款 総務費 １項 総務管理費 １

目 一般管理費、補正額２８７万１,０００円減額、１節から１８節、説明

欄のとおりです。２目 職員給与費、補正額１,４７７万５,０００円減額、

４９ページ、説明欄、一般職給与費１,３２４万２,０００円減額でございま

す。令和３年度においては、職員数が中途退職などで年度当初の職員数を下

回ってきており、このようなことから関係する職員給与費が総体として減額

となるものでございます。続きまして、４８ページ、３目 企画費、補正額

１億６９２万５,０００円減額、説明欄、地域間交流事業３００万９,０００

円減額、児童交流事業として本町の児童が新潟市月潟小学校を訪問して交流

する計画をしておりましたが、コロナ禍において訪問を断念しております。

主にその経費分の減額でございます。下段、ふるさと納税推進事業９,８７

０万円減額、ふるさと納税寄附金につきましては、当初３億４,３６０万円

見込んでおりましたが、ふるさと納税の納税状況を勘案して下方修正をして

９,９００万円減額をするところでございます。ふるさと納税の減額に伴い

まして、納付記念品いわゆる返礼品などの関係経費についても減額するもの

でございます。続きまして、５０ページ、４目 情報推進費、補正額３１５

万９,０００円減額、５目 広報広聴費３５万１,０００円減額、６目 財政

管理費４５万７,０００円減額、それぞれ、各節、説明欄記載のとおりでご

ざいます。７目 会計管理費３５万３,０００円減額、内容につきましては、

５３ページ、上段のとおりでございます。続きまして、５２ページ、８目 財

産管理費、補正額２億３,８４３万２,０００円増額、説明欄、中段、基金管

理経費２億４,１９０万３,０００円増額、これにつきましては、減債基金に

積立をする額でございます。令和３年度の一般会計決算見込みにおいての余

剰金のうち２億４,１９０万３,０００円を将来の財政運営に備えるために

減債基金に積立をするものでございます。５２ページ、９目 交通安全費６

８万３,０００円減額、１節から１８節、説明欄のとおりでございます。５
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４ページ、１０目 公平委員会費、補正額１万１,０００円減額でございま

す。続きまして、２項 徴税費 １目 税務総務費２万５,０００円減額、

２目 賦課徴収費６３万円減額、それぞれ、各節、説明欄記載のとおりでご

ざいます。続きまして、３項 戸籍住民基本台帳費 １目 戸籍住民基本台

帳費５３万７,０００円増額、説明欄、社会保障・税番号制度システム改修

業務を補正させていただきますが、財源につきましては、全額国費でござい

ます。５４ページ、４項 選挙費 １目 選挙管理委員会費１２万８,００

０円減額、２目 衆議院議員総選挙費８４万１,０００円減額、それぞれ、

各節、説明欄のとおりでございます。続きまして、５６ページ、５項 統計

調査費 １目 統計調査費３万５,０００円減額、１節、説明欄のとおりで

ございます。続きまして、６項 監査委員費 １目 監査委員費２９万円減

額、８節、１８節、説明欄のとおりでございます。続きまして、５８ページ、

３款 民生費 １項 社会福祉費 １目 社会福祉総務費、補正額６３７万

円減額、説明欄、上段、地域福祉事業の中に補助金がございます。福祉施設

等就労定着資格取得支援助成事業ですが、これにつきましては、５万円を限

度に資格を取得した方に助成をする事業で、当初１５万円の予算計上をして

おりましたが、申請件数が２件程増える予定でございますので、１０万円増

額をさせていただきます。続きまして、６０ページ、２目 老人福祉費、補

正額１,５５６万２,０００円減額、説明欄、上段、老人福祉施設入所事業７

３６万５,０００円減額、入所者の退所による減額でございます。その下、

後期高齢者医療特別会計繰出金については、１３６万９,０００円減額いた

します。説明欄、下段、介護保険事業特別会計繰出金については、６０１万

２,０００円減額をいたします。６０ページ、３目 国民年金費については、

説明欄のとおりでございます。続きまして、２項 児童福祉費 １目 児童

福祉総務費、補正額２,１３１万円減額、６３ページ、説明欄、上段、会計

年度任用職員処遇改善手当９万９,０００円増額でございます。これにつき

ましては、国の新たな経済対策として昨年末に国の補正予算で事業化された

ものでございます。学童保育所の放課後児童支援員等の収入を令和４年２月

から月額９,０００円になりますが、月額３％程度引き上げる処遇改善措置

でございます。財源は全額国費で予算計上をした金額は２月分と３月分でご

ざいます。説明欄、中段、認定こども園管理運営業務でございますが、委託

料１,３０４万５,０００円減額、こども園利用人数の減少による減額でござ

います。その２つ下、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業２６万円

増額、先ほどの会計年度任用職員学童保育所の放課後児童支援員等の処遇改

善と趣旨は同様で、認定こども園の保育士等の収入を令和４年２月から月額

３％程度引き上げる処遇改善措置で、財源は全額国費、予算計上は２月分と
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３月分でございます。続きまして、６４ページ、４款 衛生費 １項 保健

衛生費 １目 保健衛生総務費、補正額２,８６１万９,０００円減額、説明

欄、内訳として病院事業会計繰出金３,０１７万２,０００円減額、国民健康

保険事業特別会計繰出金１５５万３,０００円増額でございます。６４ペー

ジ、２目 予防費４８６万７,０００円減額、１節から１８節、説明欄記載

のとおりでございます。続きまして、６６ページ、３目 環境衛生費１８７

万６,０００円減額、４目 医療給付費６２万７,０００円減額、５目 保健

センター費３１万９,０００円減額、それぞれ、各節、説明欄記載のとおり

でございます。６６ページ、下段、２項 清掃費 １目 清掃総務費８０万

９,０００円減額、６７ページ、６９ページの説明欄記載のとおりでござい

ます。６８ページ、２目 塵芥処理費９９５万５,０００円減額、説明欄、

衛生センター管理及び塵芥処理経費のうち、塵芥収集及び衛生センター管理

関係業務８４２万６,０００円減額するものでございます。この管理関係業

務の委託料ですが、令和３年度から令和５年度までの長期契約とした効果も

あり、当初予算額５,６９６万６,０００円から８４２万６,０００円減額す

るものでございます。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１２万円減額、労働事務経費でございます。続きまし

て、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

６６万３,０００円減額、２目 農業振興費４１９万１,０００円減額、それ

ぞれ、各節、説明欄記載のとおりでございます。続きまして、７４ページ、

４目 農地費２１６万４,０００円減額でございます。説明欄、農業集落排

水事業特別会計繰出金８９万２,０００円減額するものでございます。続き

まして、７４ページ、２項 林業費 １目 林業振興費８８万６,０００円

減額、１２節から２４節、説明欄のとおりでございます。続きまして、７６

ページ、７款 商工費 １項 商工費 １目 商工業振興費、補正額７０万

３,０００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

費の中の補助金ですが、一つに月形町飲食店感染防止対策協力支援金交付事

業３００万円を計上させていただいております。本年１月２７日にまん延防

止等重点措置が全道域に発令され、期間が２回延長されて３月２１日までと

なっております。この間、飲食店には北海道から営業時間短縮や酒類提供の

制限などの協力要請がされており、事業の継続、雇用の維持の観点から町で

支援をするものでございます。計上した予算につきましては、今のところの

考えですが、一つの期間１０万円、２回延長で３期間分３０万円を１０店舗

分として３００万円計上させていただいております。なお、この事業につき

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対象事業で

ございます。説明欄、月形町旅客自動車運送事業継続支援金交付事業２００
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万円でございます。これにつきましても、新型コロナウイルス感染症対策の

支援事業で、新型コロナウイルス感染症の影響が大きい旅客自動車運送事業

者の支援を令和２年度に引き続き行うものでございます。バスなどの車両保

有台数等で算定をしまして２００万円を限度とした支援金で、対象事業者が

今のところ１社を予定しております。これも新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金の対象事業でございます。７６ページ、２目 観光費８

０８万２,０００円減額、説明欄、観光振興事業の中の負担金としてつきが

たイベント実行委員会４００万円減額でございます。実行委員会主催のつき

がた夏まつりが２年続けて中止となり、この実行委員会への負担金の減額で

ございます。続きまして、７８ページ、３目 ふるさと公園費１,０８４万

２,０００円増額、説明欄、上段、ふるさと公園管理経費として皆楽公園等

管理関係業務５５８万４,０００円ございます。これにつきましては、一つ

に、つち工房の管理業務として今冬の大雪により除雪業務費がかさんだとい

うことで、約４０万円増額、その他、新型コロナウイルス感染症の影響によ

って指定管理施設の収入が減少した分を補填する指定管理料の増額でござ

います。皆楽公園パークゴルフ場の閉鎖により５２０万８,０００円程減収

となっております。これを補填するわけですが地方自治体が指定管理者にこ

のような減収補填を行った場合、特別交付税の算定対象とされるとの情報が、

今のところあるところで、補填をするものでございます。続きまして、下段、

保養センター等管理関係業務７１４万６,０００円増額でございます。これ

につきましては、月形町振興公社が管理をしている施設における原油価格の

高騰分の影響額について指定管理料の増額として補填をするものでござい

ます。これにつきましても、先ほどの減収補填と同様に自治体が指定管理者

にこのような補填を行った場合に、特別交付税の算定対象とされるとの情報

が、今のところあり、それに則して行うものでございます。続きまして、８

０ページ、８款 土木費 １項 土木管理費 １目 土木総務費１万６,０

００円減額、１２節、説明欄のとおりです。２項 道路橋梁費 １目 道路

維持費３４５万４,０００円減額、３目 橋梁維持費５５７万４,０００円減

額、１目と３目につきましては、各節、説明欄記載のとおりでございます。

８０ページ、４目 除雪対策費１,３８３万８,０００円増額、説明欄、上段、

町道及び公共施設除排雪業務１,４６８万９,０００円増額、これも今冬の大

雪による除雪経費を増額するものでございます。当初予算計上額６,５０３

万２,０００円としておりましたが、本年２月末までの執行としてこの額を

上回ってございます。続きまして、８０ページ、３項 河川費 １目 河川

総務費７,０００円減額、４節、説明欄のとおりでございます。４項 住宅

費 １目 住宅管理費５４６万１,０００円減額、１節から２１節、説明欄
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記載のとおりでございます。続きまして、８４ページ、９款 消防費 １項

消防費 １目 消防費、補正額７７３万３,０００円減額、岩見沢地区消防

事務組合負担金の減額、岩見沢地区消防事務組合月形支署に係る事務事業費

の執行残の積み上げによる減額でございます。続きまして、８４ページ、２

目 防災費１３９万３,０００円減額、１節から１８節、説明欄記載のとお

りです。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２万１,０００円減額、２目 事務局費１１万円減額、１

目、２目につきましては、各節、説明欄記載のとおりでございます。８６ペ

ージ、３目 教育振興費、補正額６３２万６,０００円減額でございます。

８７ページ、説明欄、下段、高校教育振興事業交付金人づくり振興事業２７

０万円減額をするものでございます。生徒数の減少による通学助成事業費の

減や各種奨励事業対象者の減によるものでございます。続きまして、８８ペ

ージ、２項 小学校費 １目 学校管理費８６万円減額、３項 中学校費

１目 学校管理費３４万３,０００円増額、４項 社会教育費 １目 社会

教育総務費５２４万円減額、それぞれ、各節、説明欄記載のとおりでござい

ます。続きまして、９０ページ、２目 社会教育施設費１１７万６,０００

円減額、１０節から１７節、説明欄記載のとおりでございます。５項 保健

体育費 １目 保健体育総務費２１８万２,０００円減額、１節から１８節

まで、説明欄記載のとおりです。続きまして、９２ページ、２目 体育施設

費８５万円減額、３目 学校給食費１９０万４,０００円減額、それぞれ、

各節、説明欄記載のとおりでございます。続きまして、９４ページ、１２款

公債費 １項 公債費 １目 元金２９万８,０００円減額、２目 利子１

２万６,０００円減額、長期債の償還元金と長期債償還利子の減額でござい

ます。

歳出については、以上でございます。令和３年度当初予算に計上しており

ました事務事業に係る新型コロナウイルス感染症の影響により、中止、縮減

などが行われて、結果として未執行となる予算額につきましては、一般会計

全体で２,９７０万円程になります。また、燃料価格の高騰により、今回の

燃料費の増額につきましては、約１,２５０万円でございます。

それでは、１６ページをお開きください。歳入でございます。１款 町税

１項 町民税 １目 個人、補正額１,４２８万円、内訳につきましては、

普通徴収、特別徴収、退職所得分離課税、それぞれ、記載のとおり、それと、

滞納繰越分を合わせた額でございます。２目 法人１９７万９,０００円の

減額です。２項 固定資産税 １目 固定資産税７０万２,０００円増額、

３項 軽自動車税 １目 環境性能割２７万９,０００円増額、２目 種別

割２９万３,０００円減額、４項 町たばこ税 １目 町たばこ税２６３万
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３,０００円増額、５項 入湯税 １目 入湯税１９万２,０００円増額、続

きまして、１８ページ、２款 地方譲与税 ３項 森林環境譲与税 １目

森林環境譲与税３１万１,０００円減額、２０ページ、１０款 地方交付税

１項 地方交付税 １目 地方交付税、補正額３億６,０８８万８,０００円

増額でございます。地方交付税のうちの普通交付税を増額するものでござい

ますが、令和２年の国勢調査による人口減少を踏まえて、令和３年度の当初

予算の普通交付税の額は、１７億１,０００万円を計上しておりましたが、

交付税の算定におきまして人口急増補正措置等により普通交付税の交付額

につきましては、本年度２１億２,３００万円となったところでございます。

続きまして、２２ページ、１１款 交通安全対策特別交付金 １項 交通安

全対策特別交付金 １目 交通安全対策特別交付金６万８,０００円減額、

２４ページ、１２款 分担金及び負担金 １項 負担金 １目 民生費負担

金３１５万５,０００円減額、２目 衛生費負担金１１万７,０００円減額、

３目 農林水産業費負担金５５万円減額、それぞれ、各節、説明欄記載のと

おりでございます。続きまして、２６ページ、１３款 使用料及び手数料 １

項 使用料 １目 総務使用料３４万６,０００円減額、２目 民生使用料

５７万５,０００円増額、３目 衛生使用料３,０００円減額、４目 商工使

用料２５万円減額、５目 土木使用料１１７万２,０００円減額、６目 教

育使用料２万３,０００円増額、７目 農林水産使用料６,０００円増額、そ

れぞれ、各節、説明欄記載のとおりでございます。続きまして、２６ページ、

２項 手数料 １目 総務手数料６万５,０００円減額、２目 衛生手数料

６７万８,０００円増額、３目 農林水産手数料３万１,０００円増額、それ

ぞれ、各節、説明欄記載のとおりでございます。続きまして、２８ページ、

１４款 国庫支出金 １項 国庫負担金 １目 民生費国庫負担金１１７

万５,０００円減額、２目 衛生費国庫負担金６４万９,０００円増額、各節、

説明欄記載のとおりでございます。２８ページ、２項 国庫補助金 １目

総務費国庫補助金３０４万円増額、２目 民生費国庫補助金３万５,０００

円減額、３目 衛生費国庫補助金６４万５,０００円減額、４目 教育費国

庫補助金２万８,０００円増額、それぞれ、各節、説明欄記載のとおりでご

ざいます。続きまして、２８ページ、３項 委託金 １目 総務費委託金８

５万２,０００円減額、２目 民生費委託金８２万１,０００円増額、４目

消防費委託金１０万９,０００円減額、それぞれ、各節、説明欄記載のとお

りでございます。続きまして、３０ページ、１５款 道支出金 １項 道負

担金 １目 民生費道負担金１７３万７,０００円減額、２目 衛生費道負

担金７７万８,０００円増額、各節、説明欄記載のとおりでございます。続

きまして、３０ページ、２項 道補助金 ２目 民生費道補助金１３２万４,
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０００円減額、３目 衛生費道補助金１２万１,０００円増額、４目 農林

水産業費道補助金１６１万６,０００円減額、５目 商工費道補助金６万５,

０００円増額、６目 土木費道補助金２９９万７,０００円増額、これらの

目につきましても、各節、説明欄記載のとおりでございます。３０ページ、

３項 委託金 １目 総務費委託金２３万１,０００円減額、２目 土木費

委託金４万４,０００円減額、各節、説明欄記載のとおりでございます。続

きまして、３２ページ、１６款 財産収入 １項 財産運用収入 １目 財

産貸付収入３２万７,０００円増額、説明欄記載のとおりでございます。続

きまして、３４ページ、１７款 寄附金 １項 寄附金 １目 一般寄附金

１６２万円増額でございます。一般寄附でございますが、件数につきまして

は、５件、１６３万円の寄附を頂戴しております。続きまして、２目 総務

費寄附金９,９００万円減額でございます。歳出でも触れさせていただきま

した、この減額につきましては、ふるさと納税寄附金で、寄附金の見込みの

下方修正をするものでございます。ちなみに２月末現在の寄附金額ですが、

２億９３０万円でございます。続きまして、３４ページ、４目 教育費寄附

金１万円減額でございます。青少年健全育成基金寄附金でございます。続き

まして、３６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８,６８７万２,０００円減額、２目 ふるさと活性化基金繰入金

１６０万円減額、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９,４３６万円減額、６目 ふるさと納税基金繰入

金５,０００万円減額、７目 減債基金繰入金２,２７４万１,０００円減額、

この中の２目 ふるさと活性化基金繰入金と３目 青少年健全育成基金繰

入金については、事業申請がないということでの減額でございます。基金繰

入金でございますが、令和３年度の決算見込みを踏まえまして、各基金から

の繰入額を調整したものでございます。特に財政調整基金、減債基金からの

繰入はしないということで、全額減額をします。公有財産整備基金及びふる

さと納税基金からの繰入につきましても、当初の半分以下の繰入額とするも

のでございます。続きまして、３８ページ、１９款 繰越金 １項 繰越金

１目 繰越金、補正額２,７２６万１,０００円増額、この補正をもって令和

２年度からの繰越金全額予算化をするものです。続きまして、４０ページ、

２０款 諸収入 １項 延滞金、加算金及び過料 １目 延滞金１万１,０

００円増額、４項 受託事業収入 １目 衛生費受託事業収入２１万２,０

００円減額、それぞれ、内訳につきましては、各節、説明欄のとおりでござ

います。続きまして、５項 雑入 ２目 弁償金１０万７,０００円増額、

この弁償金につきましては、２つありまして、町営住宅の退去時に修繕を行

いますが、この退去された方の責任におけるものについて、ここでは弁償金
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となっていますが、自己負担をいただいております。これについて２件で３

万１,０００円でございます。残りにつきましては、昨年の大雪によって公

共施設の修繕料が発生しましたけれど、その施設を貸付けしている場合の修

繕、貸付先の負担分として１件７万７,０００円を頂戴して予算計上をいた

しました。続きまして、４０ページ、４目 給食事業収入５７万９,０００

円減額、学校給食賄材料納付金でございます。続きまして、５目 雑入１４

３万７,０００円増額、説明欄、後段、公有物件建物災害共済金２４１万５,

０００円増額でございます。昨年の大雪による建物災害共済金で、損害請求

の総額が約５２０万円を請求申請しておりますけれど、そのうち２４１万

５,０００円が認められて月形町に入ってくるというものですが、残りにつ

いては、現在も審査中でございます。続きまして、４２ページ、２１款 町

債 １項 町債 １目 総務債から８目 教育債までについては、それぞれ、

事業の完了、起債対象事業の確定等により、それぞれ記載額を補正するもの

でございます。

続きまして、８ページをお開きください。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、

社会保障・税番号制度システム整備事業と住民税非課税世帯等に対する臨時

特別給付金給付事業の２事業を追加するものであります。

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 債務負

担行為補正において１７の業務等を追加して、２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

債の補正であります。第４表 地方債補正のとおり、事業費及び起債対象経

費の確定等により、それぞれ限度額を変更するものであります。以上で議案

第１８号、議案第１９号、議案第３号の説明を終わります。ご審議の上、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 暫時休憩いたします。 （午前１１時０２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１０分再開）

○ 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 今、説明がありまして、今回の補正で大体令和３年度
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の町の財政状況が見えてきたのかなと思うのですけれど、１３ページには地

方交付税３億６,０００万円が予算より多く入って、繰入金は２億５,７００

万円減らした、一方、５３ページ、財産管理費の中ほどに基金管理経費２億

４,１９０万円を積んだとなっておりますが、これで、ざっくり、バランスシ

ート的にも町の町債と基金のバランスがどのように変化したのか、その辺の

見通しを伺いたいと思うのですけれど。

○ 議長 金子 廣司 総務課長。

○ 総務課長 原 博由樹 ただ今、基金の保有額や交付税の歳入の状況か

ら、全体的なバランスはどうなのかというご質問でございますけれど、今年

度から今後４年間につきましては、交付税については、先ほどの説明のとお

り、令和２年度国勢調査の人口が急減したことに伴って、初めて普通交付税

算定において人口急減補正が適用されております。こちらについては、段階

的に補正がなくなっていき、５年後には急減補正係数の加算は受けられなく

なるであろうと思っております。

一方、基金ですけれど、今回、交付税が予定よりも相当増えたということ

と、今後想定されております各種大型事業への償還財源として積んでおりま

すけれど、全体のバランスですが、今後の事業費の総額がまだ確定しない中

で、概算では推計しておりますけれど、推計上はなお財政的には厳しいもの

があると分析しております。

○ 議長 金子 廣司 楠 順一議員。

○ 議員 楠 順一 雰囲気的な説明だったと思うのですけれど、そういう

ことではなくて、一般企業であれば、この時期に今年度の決算がどのように

推移するだろうと予測するのです。ですから、わが町も財政が厳しいことは

分かりますけれど、現時点でどのように今年の決算が納まりそうなのか、そ

の辺、数字的に把握して当然であると思うのですけれど、それを聞きたいの

です。例えば、町債が何億円増えた、減った。基金が何億円増えた、減った。

それで、財務のバランス的にはこれだけ良くなった、悪くなった。ざっくり

でいいですから、そのことをお伺いしたいと思います。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午前１１時１４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 副町長。

○ 副町長 堀 光一 決算見込みは出した上での今回の予算整理でござ

いますので、説明で申し上げました決算の余剰金を踏まえての減債基金によ
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る積立約２億円です。それと、交付税等が増えておりますので、当初見込ん

でいた繰入金を減額します。そういう中で予算整理をした。基金を繰入れる

とその額が落ちるので、基金は当初見込んでいたよりは落ちない。さらに、

減債基金を積むので、基金が昨年当初から見れば残高が増える形になります。

いわゆる、交付税や事務事業の縮小、減額によって一般財源の持ち出しがな

くなり、基金に頼っていた分を減らして新たに基金に積んだということで、

決算の余剰分をそこへまわしたということで、ご理解をいただきたいと思い

ます。

○ 議長 金子 廣司 楠 順一議員。

○ 議員 楠 順一 ちょっと、質問を理解されていないのか、私もそれな

りに議員をやらせてもらって、今説明があったことは多少なりとも理解して

いるつもりですけれど、それを改めて説明されても困るので、私が聞きたい

のは、先ほど言ったとおり、基金がなんぼ増えて、減って、町債がなんぼ増

えて、減って、債務と資産のバランスが良くなりました、悪くなりました、

ということを聞いているのです。ですから、具体的に何十円、何円まで説明

してくれとは言いませんから、例えば、何億円こうなりましたというざっく

りした今年度末決算の予測を聞きたいということで、当然、それについては、

把握していて然るべきであると私は思うのです。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午前１１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。

（午前１１時２２分再開）

○ 議長 金子 廣司 総務課長。

○ 総務課長 原 博由樹 現在見込んでおります令和３年度の決算見込

みでございます。１月末までの状況で集計しておりますけれど、歳入の見込

みが４２億６,６００万円、歳出の見込みが３９億５,３９０万円ということで、
３億１,２１０万円程の余剰が見込まれております。
それから、基金の状況でございますけれど、令和２年度末から令和３年度

の積立て、令和３年度の取崩し見込みを差し引きして、令和３年度末の見込

みが３５億４,５００万円程で、令和２年度末と比べますと２億１,０００万円
程の増を見込んでおります。

それから、町債の状況でございます。令和２年度末残高３９億４,８００万
円、これから令和３年度の元金償還、令和３年度の新規発行を差し引いた令

和３年度末の見込みが３７億６,４００万円程で、１億８,４３７万８,０００
円減額になると見込んでおります。以上です。
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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。ただ、これだけで分からないことは、

私も薄っすら分かっておりまして、この中に過疎債がどれだけ含まれていて、

町の実質償還が求められる金額がいくらなのかということは、別に計算しな

ければならないことは分かっておりますけれど、とりあえず形上の債権債務

の状態がどうなっているのかということは、やはり把握すべきであると思い

ますので、その辺については、よろしくお願いしたいと思います。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 確認と言いますか、現状の把握をさせていただきたい

と思いまして、質問します。

７５ページ、上段、就農支援事業３９万円の減額ということで、これは、

考え方として今回の親元就農がゼロであって、前年も全額補正をしていると

思うのですが、親元就農はゼロと考えてよろしいでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 農林建設課長。

○ 農林建設課長 三浦 英司 お答えいたします。ご質問のとおり、今回に

ついても就農支援事業の実績がなかったということでの減額ということでご

ざいます。以上です。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 了解しました。

６９ページ、塵芥処理費、説明欄、衛生センター管理及び塵芥処理経費の

中の塵芥収集及び衛生センター管理関係業務の減額が８４２万６,０００円
ということで、当初予算５,６９６万６,０００円のうち８４２万６,０００円
が、副町長の説明で令和３年度から令和５年度までの長期契約としたという

理由があったのですが、もう少し詳しくお聞かせください。

○ 議長 金子 廣司 住民課長。

○ 住民課長 藤原 栄一 先ほど、副町長から説明がありましたとおり、今

議員のおっしゃるとおり、３年間の長期契約ということで、令和３年度から

令和５年度までの３年間の契約をさせていただいたところでございます。当

初予算との比較で、予定価格と入札額で約３,０００万円弱の差が開いたとい
うことで、予定価格より８３．１８７％の入札率ということでございます。

この減額の理由は、業者にも確認をしたのですが、これについては企業秘密

ということもあるということで、おそらく人件費の差が大きいのかなと思い

ますし、今回契約した業者については、他市町村の塵芥収集処理も担ってい

るところで、その辺の企業努力、人件費の見直し等の減額が大きいものと見
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込んでおります。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 詳しくは分からないということで、人件費と企業努力

ではないかという理解で良いということですね。分かりました。

続いて、６３ページ、説明欄の下段、認定こども園整備事業、修繕料６６

万円の減額になっていますが、常任委員会でもお話しされた自分たちでやっ

たことによる減額なのか、単純に減額なのかということを教えてください。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 渡辺 泰子 認定こども園整備事業の修繕料の減額につ

いてですが、こちらはキッズゾーンの路面塗装を予定しておりました。それ

で６６万円を計上していたのですけれど、地域貢献で業者が全額企業持ちで

路面塗装を行ってくださったということで、６６万円がそのまま不執行とな

りましたので、減額しております。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。６６万円を予定していたけれど、業者

が社会貢献でやってくださったということで６６万円が減額となったという

事ですね。

最後に、もう１点ですが、１７ページ、町税、下段、入湯税がプラス補正

になっているのですが、プラスの理由がどういうものなのか、お客さんの数

が減っている気もしないでもないのですが、プラスの理由を教えていただき

たい。

○ 議長 金子 廣司 住民課長。

○ 住民課長 藤原 栄一 入湯税につきましては、１９万２,０００円の増と
いうことで、大きな要因としましては、当初予算で見込んだ宿泊者の入湯税、

１人当たり１５０円ですが、ただ今、正確な数字の資料が手元にございませ

んけれど、当初予算で見込んだ宿泊者の入湯税よりも令和３年度の宿泊者の

入湯税の見込みが増えたとうことの理由が一番の増の要因でございます。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 入湯税が増えたということは、宿泊者が増えたという

ことですか。

○ 議長 金子 廣司 住民課長。

○ 住民課長 藤原 栄一 当初予算の計上よりも宿泊者の増ということで、

見込んでいるものでございます。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 了解しました。当初の見込みよりも宿泊者が増えたと

う理解で良いということですね。以上です。
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○ 議長 金子 廣司 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 ５９ページ、中段、通院費等給付事業の中で、人工透

析通院交通費助成３１万７,０００円減となっております。人工透析ですので
コロナ禍だから通院しないということもないと思いますし、交通費が下がる

ということもないと思いますので、通院者が減ったのかなと思いますけれど、

例えば、その方々が月形町から他の所へ行ったことはないのか。単に人数が

減っただけなのか、その辺、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 現在、人工透析で通院交通費の助成を利用さ

れている方は６名です。新規２名を見込んで３１万７,０００円減額しており
ますけれど、転出された方はいないのですが亡くなった方がおりまして、対

象者が減っている状況です。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 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 ４９ページ、先ほどの給与費の説明の中で、一般職給

与費の一般職給の減額については、定年以外の退職者のことによる減額補正

ということだったのですけれど、その辺、もう少し詳しく教えていただけま

せんでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 総務課長。

○ 総務課長 原 博由樹 令和３年度中の退職状況でございますけれど、

一般職給与費に該当する人数ということで答えさせていただきますが、昨年

１２月末に町長部局の職員３名が退職しております。更に３月末で３名の退

職が見込まれております。以上です。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 分かりました。今言われた６名の内訳ですけれど、新

卒で入られた方もしくは社会人枠で入られた方というのは、分かりますでし

ょうか。

○ 議長 金子 廣司 総務課長。

○ 総務課長 原 博由樹 １２月末で退職した職員３名のうち新卒採用

が２名、社会人枠中途採用が１名、３月でございますけれど、新卒採用が２

名、社会人採用が１名という内訳でございます。
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○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 分かりました。

次に、６９ページ、塵芥処理費、廃棄物広域処理事業負担金１７４万４,

０００円減額になっているのですけれど、これは本町のごみの量が少なくな

っていると考えてよろしいでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 住民課長。

○ 住民課長 藤原 栄一 廃棄物広域処理事業１７４万４,０００円の減と

いうことでございますけれど、月形町のごみの収集、持ち込みも含めまして、

それほど下がってはおりません。むしろ若干増えている状況でございます。

ただ、広域処理事業でご存じのとおり、岩見沢市、美唄市、月形町の２市１

町で広域処理していることから、３市町全体の総ごみ処理量から岩見沢市、

美唄市、月形町の持ち込み焼却処理の負担金が算出されますので、月形町で

は大きく減っているわけではございませんけれど、おそらく全体量が少し増

えたり減ったりすることによって月形町も負担金の影響を受けるものでご

ざいます。今回につきましては、おそらく全体量が増えたことによって月形

町については減額ということになっているということでございます。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 分かりました。ちなみに減額になっている部分、おそ

らく３％台であると思うのですけれど、元々みていた％よりどれぐらい下が

っていたか、分かりますか。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午前１１時３９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４０分再開）

○ 議長 金子 廣司 住民課長。

○ 住民課長 藤原 栄一 申し訳ありませんが、今、手元に資料を持ち合わ

せておりませんので、後ほど答弁させていただくことでよろしいでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 ただ今の質問の答弁については、後ほど行いたいと思

いますが、よろしいですか。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 それでお願いします。

次に、９３ページ、学校給食費、学校給食経費の賄材料費が８４万５,００

０円増額になっているのですけれど、内訳を教えてください。

○ 議長 金子 廣司 教育次長。

○ 教育次長 加藤 弘光 賄材料費８４万５,０００円増額となっておりま
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すが、給食の数量としては当初見込んでいたよりも３,７００食程減になって
いるのですけれど、全体的に材料費の価格が高騰しております。それと、新

型コロナウイルス感染症対策として昨年度から食材についてはできるだけ町

内業者を利用するということで、町内業者を利用することによって今まで使

っていた食材よりも単価が上がっている部分があります。それと、調理員が

慢性的に不足していることもありまして、調理工程の見直しを行っており、

そこの簡素化のため、肉類、魚類については冷凍品を仕入れていたのですけ

れど、生の物を仕入れるということで、解凍の工程を省く作業をしておりま

すので、特に肉、魚類については、コロナ禍になる前よりも単価としては１．

５倍程度増えているということがあります。

もう一つ、コロナ禍で行事の中止により給食数も通常年よりは若干増えて

いることも影響があり、今回賄材料費については、増額となっております。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 了解しました。

次に、歳入ですが、３３ページ、財産収入、財産貸付収入、使用料及び賃

借料、光ファイバーケーブル貸付料が２６万２,０００円増になっているので

すけれど、もう少し、詳しく教えていただけないでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 総務課長。

○ 総務課長 原 博由樹 町内全域に光ファイバーケーブルをＩＰ告知

端末の関係で網羅しておりますけれど、このうち、ＮＴＴが提供する光通信

サービスの際に契約件数に応じて貸付料が発生しますけれど、インターネッ

ト利用契約加入者が当初見込んだよりも増加したということでございます。

○ 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 ２つほどお聞きします。４９ページ、企画費、ふるさ

と納税推進事業で約１億円近く減額しておりますけれど、これについては、

当初予算３億４,０００万円ですので、予算より寄附が少なかったと理解して
いるのですけれど、減った理由について、ある程度分析しているのか。極端

に言うと、返礼品が他の自治体でも同じ物をやっているから月形町が減った

のか、要因があるのか、それともただ寄附が少なったのか、それについての

お考えを伺いたいです。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課長。

○ 企画振興課長 五十嵐 克成 今のご質問については、歳入、寄附金、ふ
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るさと納税寄附金の減額の理由ということで捉えさせていただきたいと思

います。

ご承知のとおり、過度な返礼品で寄附を募っていた自治体があったという

ことで、令和元年に総務省では、返礼品の割合を３割以内にするとか地場産

品でなければならない、総経費に占める割合を５割以下にするといった基準

の見直しが図られました。昨年度３億円を超える寄附をいただきましたけれ

ど、実は総経費に占める割合が本町は４８％を超えており、総務省の指定を

外れては大変であるということで、今年度４月から返礼割合を見直すという

形を取らせていただきました。有利な部分が少し減ると、１万円ですと１万

２,０００円と、価格の見直しの取組みを早い段階で行ったことがあるのかな
と思います。

それから、返礼品の中で一番扱いが多いのはお米ですけれど、昨年、米価

見直しということで、農協から新米の先行予約分の価格設定がなかなかでき

なかったということがありました。昨年度との比較ですと、昨年度は７月頃

から９月、１０月のお米の収穫を見越して先行予約ができたのですけれど、

それが１０月と遅れたということ、お米については長期の高額での申込みも

多くありますので、そういった事が減った要因だったと考えております。

○ 議長 金子 廣司 大釜 登議員。

○ 議員 大釜 登 月形町の返礼品は、農産物が多くを占めており、９割

近くがお米やメロン等で返礼していると思うので、単純にメロンが採れない

ので返礼品が用意できないから止めたのかなと考えていたのですが、今の説

明では米価の価格設定の問題があるということで、農協も先行でやっている

のだから、考え方をしっかり町に伝えなければ、農協だけの話ではなくて、

町もこれからしっかり分析をして、少しでも多く寄附をいただいて、町の貴

重な財源ですので、行政としてもしっかりとやっていただきたいと思います。

これについては、以上です。

もう１点、７２ページ、農業振興費、説明欄、地域おこし協力隊起業等支

援事業補助金について、詳細の説明をお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 農林建設課長。

○ 農林建設課長 三浦 英司 お答えいたします。地域おこし協力隊起業等

支援事業補助金でございますけれども、当初は、前任の協力隊の方の活用と

いうことで１００万円を見込んでいた状況でございます。ただ、その方が活

用されないということであったのですけれど、現行の協力隊２名がこの事業

を活用したいということで、１００万円の２名分、当初で見ていた予算１０

０万円から１００万円の増額ということで、計上させていただいております。

対象者につきましては、協力隊の任期満了日から起算して１年前、それと、
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１年以内ということになっておりますので、現行の方がこの事業を活用して

も問題がないということで、現行の方の分とご理解いただきたいと思います。

以上です。

○ 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。

○ 議長 金子 廣司 堀 広一議員。

○ 議員 堀 広一 １点だけ、お伺いしたい。２７７ページ、関連して２

７９ページ、公の施設に係る指定管理者の指定についてですが、先ほど、指

定管理者を振興公社に任せるという説明は伺ったのですが、この点について、

２７７ページ、議案第１８号の指定期間は１年間、２７９ページ、議案第１

９号の指定期間は５年間ということで、今まで、私たちは、皆楽公園を含め

てあのエリアを一帯として考えてきたのではないかと思うのです。その中で

１年間と５年間に分ける理由が明確ではないのかなと。１年で結んで残った

年数については、新たに仕切り直すということは、振興公社ではない可能性

もあるのであれば、やはり１年、５年と分けるのはおかしいと思います。こ

れが、各施設の所管が違うという理由であれば、それはきちんと説明してい

ただきたいということが１点であります。

もう１点につきましては、昨年来から振興公社のあり方、運営については、

町長自ら改革と言うか、運営のあり方については、見直すべきであるという

発言をされていたのではないかと思うのです。その点から、指定管理を振興

公社に任せるという議案が上がった時点で、なぜ、このようなことで振興公

社に任せると、振興公社のこういう点を改善して指定管理を受けますよとい

う説明があって然るべきであると私は考えるのですが、この２点についてお

伺いします。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 施設によって指定期間が違うのではないかという

ことであると思いますけれど、議案第１８号については、町民保養センター、

皆楽公園等ということで、町が振興公社に指定管理を任せている中での観光

レクリエーション施設と位置づけております。これについて、指定期間を１

年とするのは、お話しをしたとおりですけれど、前回も指定期間は１年半で、

５年というスパンではなかったのです。それと並行して野球場、パークゴル

フ場等については、５年間でやってきております。指定期間というのは、施

設の管理運営が大きく変わる要因があれば、指定期間をしっかり見直しをし

なければならないし、そうでないものは継続してなるべく長期でやることで、
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指定管理料が削減される効果があるということでやってきております。基本

はそのように考えておりまして、なぜ、振興公社のあり方を見直す時に、ま

た振興公社なのかということですけれど、温泉等については、施設の改修が

あって管理形態等も変わってくるので、その時にしっかり振興公社が指定管

理者となれる力量があるかどうか、これは、新年度に振興公社の経営改善に

もつながる事業を少し盛り込んでおりますけれど、それらを通して振興公社

で引き続きとなるのか、または違うところと競合させるという形を取るのか

ということは、今のところ未定ですけれど、その他の野球場、パークゴルフ

場いわゆる皆楽公園一帯ではありますけれど、基本的に施設の性格が観光レ

クリエーション施設ではないので、引き続き５年間と、これまでどおりの指

定管理を今の振興公社でも任せることができると考えてやっております。い

ずれにしても、振興公社の経営改善については、これまでもお話しをしてお

りますけれど、それぞれの施設の指定管理がしっかりできるようにしていく

ということで進んでおりますし、先ほど申し上げたとおり、新たに経営改善

に向けたテコ入れを４年度からもやっていく範囲の中で、このような指定管

理者の指定をさせていただきたいということでございます。よろしくお願い

します。

○ 議長 金子 廣司 堀 広一議員。

○ 議員 堀 広一 今の答弁ですが、私は、明確には分からないような答

弁であったと受け取っています。町長がおっしゃっているのだから、それを、

なぜ、この場で盛り込んで説明しないのですか、ということの答弁はなかっ

た。今後しっかりやっていくからと、振興公社は副町長が社長で、議案の説

明も副町長で、町長自ら居るわけですから、なぜ、そこの説明が明確にない

のか。指定管理をそのまま指定してしまったら、後から改善しようがしまい

が自動的にいくわけです。途中で止めるという話にはならない。１年だけで

すよ、と言っても、状況がどのようになるか分からない。私は、振興公社に

預けてはだめであると言っているわけではないのです。きちんとやると言っ

たものを盛り込んで説明しないのですかと聞いているわけですから、その点

について、今説明ができなければ、この会期中に議会に説明しますというこ

とでも構わないのですが、振興公社について改善していくということについ

ては、明確に説明がなされるのかどうか。各施設の指定を受けた場合に、具

体的にどこまで踏み込むのか分からないけれど、このように変えていきます

ということは、やはり、私は必要ではないかと思います。以上ですけれど、

答弁願います。

○ 議長 金子 廣司 町長。

○ 町長 上坂 隆一 今の堀議員のご質問にお答えしたいと思います。振興
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公社の改革については、令和４年度にしっかり取り組んでいく指示をしてお

ります。この後、ご審議いただく予算にも一部計上しております。なお、保

養センターを含めた皆楽公園一帯、今回提案しております野球場等の周辺施

設についても、振興公社が町民利用者の期待に応えられるような管理をやっ

てもらう。振興公社が町の重要な皆楽公園一帯の管理をしっかりやることが、

月形町にとって最良でありますし、町もしっかりとやっていきたいと思って

いますので、ご理解いただきたいと思います。

○ 議長 金子 廣司 堀 広一議員。

○ 議員 堀 広一 了解しました。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午後 ０時０２分休憩）

（古谷教育長 午後 １時３０分入室）

○ 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 午前中に東出議員から廃棄物広域処理事業負担金１

７４万４,０００円減額になっているごみの量が月形町は何％ぐらいなのか

という質疑に対して、答弁が住民課で保留になっておりますので、答弁願い

ます。

○ 議長 金子 廣司 住民課長。

○ 住民課長 藤原 栄一 答弁が遅くなりまして、大変申し訳ございません。

先ほどの東出議員からのご質問、廃棄物広域処理事業負担金でございます。

当初予算の見方ですけれど、東出議員のおっしゃるとおり、３市町の全体か

ら月形町は３．５２％ということで、岩見沢市の資料からの数字でございま

す。予算額としては、過去４年間の最大予算額を考慮して２,６２８万４,０
００円で見込んでございます。令和３年度の見込みとしては、第１から第３

四半期までの実績１,７０４万３,３７９円、第４四半期の１月から３月につ
いては、平成２８年度から令和２年度までの平均を試算しまして６５１万８,
６３６円、これに１５％程の変動分を見込んでございます。これを加味して

７４９万６,４３１円、従いまして当初予算２,６２８万４,０００円、見込額
２,４５４万円、１７４万４,０００円の減ということで見込んでございます。
以上でございます。

○ 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。（「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１８号、議案第１９号及び議案第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。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午後 １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 １時３３分再開）

◎ 日程８番 議案第４号 令和３年度月形町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第３号）

○ 議長 金子 廣司 日程８番 議案第４号 令和３年度月形町国民健康

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。

○ 副町長 堀 光一 議案書１０３ページをお開き願います。ただ今、議

題となりました議案第４号 令和３年度月形町国民健康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条ですが、補正予算

第３号は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８４７万５,０００円増額
し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億７,８０７万８,０００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。

今回の予算補正につきましては、年度末に当たり、事務事業費の確定や執

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

あります。

それでは、１２２ページをお開きください。事項別で主なものについてご

説明申し上げます。歳出です。１款 総務費 １項 総務管理費 １目 一

般管理費１９万５,０００円減、説明欄のとおりでございます。２項 徴税費

１目 賦課徴収費９万５,０００円減、説明欄のとおりでございます。３項
運営協議会費 １目 運営協議会費６万５,０００円減、運営協議会の経費で
ございます。続きまして、１２４ページ、２款 保険給付費 １項 療養諸

費 １目 療養給付費１４６万５,０００円減、３目 審査支払手数料１０万
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５,０００円減、いずれも財源につきましては、道の交付金でございます。２
項 高額療養費 １目 高額療養費１５７万円増額、これにつきましても、

財源については、全額道の交付金でございます。続きまして、１２６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３００万円減額、これにつきましては、一般会計からの繰入金を減額して

対応いたします。続きまして、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 介護納付金分、いずれも財源

振替でございます。１２８ページ、６款 保健事業費 １項 特定健康診査

等事業費 １目 特定健康診査等事業費３８万５,０００円減、説明欄のとお
りでございます。２項 保健事業費 １目 保健衛生普及費１８万円減、説

明欄のとおりでございます。続きまして、１３０ページ、８款 諸支出金 １

項 諸費 ２目 過年度返納金１万円増、過年度の返納金でございます。３

目 直営診療施設勘定繰出金１,２３８万５,０００円増額でございます。直営
診療施設勘定繰出金のうち１,２００万円につきましては、令和２年度に町立
病院の病棟に設置したエアコン整備に係る道からの補助金分でございます。

これにつきましては、工事費の支払いの遅れから補助金は令和３年度に交付

されていたものでございます。

続きまして、１１２ページをお開きいただきたいと思います。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１７

９万円減額、４節から６節のとおりでございます。続きまして、１１４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、補正額

１,２１６万円増額、うち１,２００万円につきましては、先ほどの町立病院エ
アコン設置に係る道補助金でございます。続きまして、１１６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１５５万３,０００円
増額でございます。内訳につきましては、説明欄のとおりでございます。続

きまして、２項 基金繰入金 １目 財政調整基金繰入金９４３万６,０００
円減額でございます。国民健康保険財政調整基金繰入金でございます。続き

まして、１１８ページ、７款 繰越金 １項 繰越金 １目 繰越金、補正

額５９８万５,０００円増額、この補正で、令和２年度からの繰越金、全額予
算措置をすることとなります。続きまして、１２０ページ、８款 諸収入 ２

項 雑入 ２目 返納金２万２,０００円増額、３目 雑入１万９,０００円減
額でございます。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。（「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９番 議案第５号 令和３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９番 議案第５号 令和３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１３３ページでございます。ただ今、議題と

なりました議案第５号 令和３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４３０万６,０００円減額し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８,０８４万４,０００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１３４ページから１３５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、事務事業費の確定や執行

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、１５６ページをお開きください。事項別の歳出でございます。

１款 総務費 １項 総務管理費 １目 一般管理費１９１万４,０００円
減額、説明欄記載のとおりでございます。２目 施設管理費１１３万４,００
０円減額でございます。施設管理経費のうち、燃料費ですが、燃料価格高騰

によります管理施設の燃料費の増額でございます。続きまして、１５８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、補正

額１２５万８,０００円減額、内訳につきましては、説明欄記載のとおりでご
ざいます。続きまして、１６０ページ、３款 公債費 １項 公債費、２目

利子、補正額はございません。財源振替でございます。

続きまして、１４４ページをお開きください。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１６０万円減額、内訳

につきましては、現年度分と滞納繰越分、１４５ページ記載のとおりでござ



令和４年第１回定例会 １日目（３月８日）

29

います。続きまして、１４６ページ、２款 道支出金 １項 道補助金 １

目 農林水産業費補助金１２万５,０００円の減額、農山漁村地域整備交付金
の減額ですけれど、月形地区の施設調査診断に係る道補助金の減額分でござ

います。続きまして、１４８ページ、３款 繰入金 １項 一般会計繰入金

１目 一般会計繰入金８９万２,０００円の減額でございます。続きまして、
１５０ページ、４款 繰越金 １項 繰越金 １目 繰越金、補正額２３万

４,０００円増額、この補正によりまして、令和２年度からの繰越金、全額を
予算化することとなります。続きまして、１５２ページ、５款 諸収入 １

項 雑入 １目 雑入１２万３,０００円の減額、これにつきましては、町内
合併処理浄化槽の汚泥処理経費、汚泥処理を農業集落排水施設で行っており

ますけれど、町からの負担分でございます。続きまして、１５４ページ、６

款 町債 １項 町債 １目 農業集落排水事業債１８０万円の減額、公営

企業会計適用債の減額でございます。

続きまして、１３６ページをお開きください。補正予算第２条 債務負担

行為の追加でありまして、第２表の記載のとおりでございます。

続きまして、１３７ページ、補正予算第３条 地方債の補正でありますが、

第３表の地方債補正のとおり、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。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。（「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１０番 議案第７号 令和３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１０番 議案第７号 令和３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。

○ 副町長 堀 光一 議案書２０１ページをお開き願います。ただ今、議

題となりました議案第７号 令和３年度月形町後期高齢者医療特別会計補正
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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１９１万１,０００円減額
し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６,０８９万９,０００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２０２ページから２０３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、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っての、主に予算の整

理でございます。

それでは、２１８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１万２,０００円の減額、２項
徴収費 １目 徴収費３万２,０００円の減額、いずれも説明欄記載のとおり
でございます。続きまして、２２０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１８６万７,０００円の減額、内訳につきましては、広域連合納付
金負担金でございます。続きまして、２２２ページ、３款 諸支出金 １項

償還金及び還付加算金 １目 保険料還付金、補正額はございません。財源

の振替でございます。２２４ページ、４款 予備費 １項 予備費 １目 予

備費、補正額はございません。財源の振替でございます。

２１０ページをお開きください。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２０７万

８,０００円減額、現年度分でございます。２目 普通徴収保険料１４８万９,
０００円増額、現年度分と滞納繰越分でございます。続きまして、２１２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１３６万

９,０００円減額、内訳につきましては、説明欄記載のとおりでございます。
続きまして、２１４ページ、３款 繰越金 １項 繰越金 １目 繰越金、

補正額１万円でございます。続きまして、２１６ページ、４款 諸収入 ２

項 償還金及び還付加算金 １目 保険料還付金３万７,０００円増額でご
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。（「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
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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 １時５０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５１分再開）

◎ 日程１１番 議案第６号 令和３年度月形町介護保険事業特別会計補正

予算（第２号）

○ 議長 金子 廣司 日程１１番 議案第６号 令和３年度月形町介護保

険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１６３ページでございます。ただ今、議題と

なりました議案第６号 令和３年度月形町介護保険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号

は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３,６９０万９,０００円減額
し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億４,２４８万６,０００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１６４ページから１６５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。

それでは、１８６ページをお開きください。事項別の歳出でございます。

１款 総務費 １項 総務管理費 １目 一般管理費２万２,０００円減額、
職員普通旅費でございます。２項 介護認定審査会費 １目 介護認定審査

会費９万６,０００円減額、２目 認定調査等費５３万１,０００円減額、いず
れも説明欄記載のとおりでございます。３項 計画策定費 １目 計画策定

費８万７,０００円減額でございます。介護保険事業計画策定事業、印刷製本
費の減額でございます。続きまして、１８８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１,０４８万６,
０００円減額、説明欄、居宅介護サービス等給付費につきましては、特定介

護入居者や短期入所の生活介護サービスの利用減少によるものであります。

地域密着型介護サービス給付費につきましても、サービスの利用の減少によ

るものであります。１８８ページ、２目 施設介護サービス給付費１,２２０
万７,０００円減額、施設介護サービス給付費、サービス利用の減少によるも
のでございます。続きまして、５目 居宅介護サービス計画給付費５０万円
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増額、続きまして、１８８ページから１９０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１１７万４,０００円減額、説明欄
記載のとおりでございます。４目 介護予防サービス計画給付費３６万４,
０００円減額、説明欄のとおりでございます。３項 その他諸費 １目 審

査支払手数料２万円減額、４項 高額介護サービス等費 １目 高額介護（予

防）サービス費１８０万２,０００円減額、１９２ページ、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４２万円

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６６０万５,０００円減額、サービス利用の減少によるものでござ
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１７４万円減額、説明欄記載のとおりでございます。２

項 包括的支援事業・任意事業費 １目 包括的・継続的ケアマネジメント

支援事業費１万９,０００円増額、２目 総合相談事業費５万円増額、それぞ

れ、説明欄記載のとおりでございます。１９６ページ、３目 任意事業費７

８万４,０００円減額、４目 生活支援体制整備事業１１万２,０００円減額、
６目 在宅医療・介護連携推進事業費１万５,０００円減額、それぞれ、説明
欄記載のとおりでございます。続きまして、１９８ページ、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１０１

万３,０００円減額、内訳につきましては、説明欄記載のとおりでございます。
それでは、１７２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２０

０万４,０００円減額、１７４ページ、４款 国庫支出金 ２項 国庫補助金

１目 調整交付金６８３万３,０００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）１７万７,０００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）４３万５,０００円減額、４目 保険者機

能強化推進交付金４万６,０００円減額、５目 介護保険保険者努力支援交付

金４万９,０００円減額、６目 事業費交付金７１万円増額でございます。続

きまして、１７６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１,２４１万７,０００円減額、２目 地域支援事業支

援交付金４９万４,０００円減額。続きまして、１７８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４６２万１,０００円減額、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）８

万８,０００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）２７万１,０００円減額、続きまして、１８０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４０７万１,０００円減額、２
目 その他一般会計繰入金１６２万７,０００円減額、３目 地域支援事業繰
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入金（包括的支援事業・任意事業）１２万８,０００円減額、４目 低所得者

介護保険料軽減繰入金１４万７,０００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）３３万３,０００円減額、合わせまして、一
般会計からの繰入金は、６０１万２,０００万円減額です。２項 基金繰入金

１目 介護給付費準備基金繰入金５１６万２,０００円減額、１８２ページ、
９款 繰越金 １項 繰越金 １目 繰越金、補正額１０８万８,０００円増
額、令和２年度からの繰越金全額を予算措置することとなります。１８４ペ

ージ、１０款 諸収入 ２項 雑入 ３目 雑入９万８,０００円減額、介護
予防事業参加負担金ですけれど、コロナ禍におきまして事業が減ったことに

より、参加負担金も減ったということでございます。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 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 ２点ほど教えてほしいのですけれど、歳入、１７４ペ

ージ、６目 事業費交付金、補正前の額が０で補正額が７１万円、充当が１

８６ページ、一般管理費に使われているのですけれど、これの中身を教えて

いただけませんでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 渡辺 泰子 介護保険に係るシステム改修を行いまして、

その分の補助金が、事業費交付金となっております。以上です。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 もう一つ、教えてください。１８８ページ、１目 居

宅介護サービス等給付費が減額補正、５目 居宅介護サービス計画給付費が

５０万円の増額ですが、これは、リンクするものでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 保健福祉課長。

○ 保健福祉課長 渡辺 泰子 居宅介護サービス計画給付費ですけれど、在

宅サービスに係るサービスを受けるとき、ケアマネージャーが中に入って、

サービス計画を立てて、利用者と事業所間を取り持つものに係る経費でござ

います。そちらの計画作成数は増えているのですけれど、居宅介護サービス

等給付費が減額しているのは、単価の高いもの、例えば短期入所や通所サー

ビスがコロナの影響もあって利用が減っており、それほど単価の高くない訪

問やリハビリ通所等は少し増えていますけれど、差引きすると給付費として

は、下がったという状況になり、ここは少し分かりにくいかと思いますけれ

ど、そのような状況となっています。以上です。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。
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○ 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。（「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。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午後 ２時０３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０３分再開）

◎ 日程１２番 議案第２１号 和解について、日程１３番 議案第８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５号）

○ 議長 金子 廣司 日程１２番 議案第２１号 和解について、日程１３

番 議案第８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５号）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 議案書２８３ページをお開き願います。ただ今、議

題となりました議案第２１号 和解について、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９６条第１項第１２号の規定により、東京

地方裁判所令和元年（ワ）第２９１４５号損害賠償請求事件について、次の

とおり訴訟上の和解をしたいので、議会の議決を求めるものであります。当

事者１原告は、記載のとおりでございます。２被告は月形町、和解の条項で

すが、１被告は、原告に対して、本件解決金として金５０万円の支払い義務

があることを認める。２被告は、原告に対して、前項の金員を、令和４年４

月２８日までに、原告指定の口座に振込送金する方法で支払う。振込手数料

は、被告の負担とする。３被告は、原告に対して、原告の亡夫が、被告が開

設する国民健康保険月形町立病院にて、死亡前日及び死亡日に診療を受けて

いたという経緯に鑑み、死亡について哀悼の意を表する。４被告は、平成２

９年１０月１６日２３時２６分に原告の亡夫が国民健康保険月形町立病院に

救急搬送され、翌日０時０１分に死亡が確認されるまでの間の診療及び対応

について、原告が満足していないことを真摯に受け止め、今後の診療に活か
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すことを約する。５原告と被告は、本和解条項に定めるもののほか、本件に

ついて債権債務がないことを相互に確認する。６原告は、被告に対するその

余の請求を放棄する。７訴訟費用は各自の負担とする。事件の概要でありま

すが、月形刑務所に服役していた原告の亡夫が、平成２９年１０月１５日か

ら翌１６日にかけて、激しい腹痛、意識障害などの重篤な病状を発していた

にも関わらず、月形刑務所及び月形町立病院ともに適切な処置を怠ったため、

同月１７日０時０１分に回腸絞扼性イレウスによる出血性ショックで死亡し

たことの責任を問う内容の損害賠償請求事件であります。本議案の提案理由

でございますが、当該損害賠償請求事件について、東京地方裁判所から和解

の勧告がありましたので、これに応じるため、本議案を提出していただいた

ものであります。以上で議案第２１号の説明を終わります。

続きまして、議案書２２７ページをお開き願います。ただ今、議題となり

ました議案第８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５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４５９万円増額、２項 医業外収益７８０万５,０００円減額、
計３２１万５,０００円減額し、病院事業収益の総額を６億４,４９８万５,０
００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３７６万５,０００円減額、２項 医業外費用５５万円増額、計３２１

万５,０００円減額し、病院事業費用の総額を病院事業収益の総額と同額の６
億４,４９８万５,０００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、収入の部では、１款 資本的収

入 １項 出資金２７１万９,０００円減額、２項 繰入金１,２００万円増額、
３項 企業債８６０万円減額、４項 補助金１,６５０万円増額、計１,７１８
万１,０００円増額し、資本的収入の総額を７,８９３万３,０００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２３７

万１,０００円増額し、資本的支出の総額を１億１４８万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３,
７３５万７,０００円を２,２５４万７,０００円に、また、過年度分損益勘定
留保資金についても同様に改めるものであります。

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

定や執行見込額の精査を行い、主に予算の整理をするものでありますが、医

療器械什器備品購入費、先ほどの訴訟に係る和解金も計上させていただいて

おります。

それでは、２４２ページをお開きください。収益的収入及び支出の支出で

ございます。１款 病院事業費用 １項 医業費用 １目 給与費７８４万
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７,０００円減額、１節から６節、説明欄記載のとおりでございます。２目 材

料費９００万円増額、２４５ページの薬品費と診療材料費でございます。２

４４ページ、３目 経費、補正予定額３０２万２,０００円減額、１節から２
４７ページの１９節まで、説明欄記載のとおりでございます。２４６ページ、

４目 減価償却費２２０万９,０００円減額、１節から３節でございます。続
きまして、５目 資産減耗費３１万３,０００円増額、固定資産除却費でござ
います。次に、２項 医業外費用 ２目 患者外給食費５万円増額、３目 雑

支出５０万円増額、この５０万円につきましては、説明欄のとおり、刑務所

受刑者訴訟に係る和解金でございます。

２３８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の収

入でございます。１款 病院事業収益 １項 医業収益 １目 入院収益１,
５１７万７,０００円増額 ２目 外来収益６３９万１,０００円増額、３目
他会計負担金、一般会計からの負担金につきましては、１,７３６万６,０００
円減額、４目 その他医業収益３８万８,０００円増額、説明欄のとおりでご
ざいます。次に、２項 医業外収益 １目 他会計負担金９７０万２,０００
円減額、これにつきましては、１節、２節、一般会計負担金と国保会計負担

金でございます。一般会計負担金１,００８万７,０００円減額でございます。
医業収益に係る負担金の減額と合わせまして２,７４５万３,０００円一般会
計負担金が減額されるものです。続きまして、２４０ページ、２目 患者外

給食収益６万３,０００円増額、３目 長期前受金戻入１１０万１,０００円増
額、４目 その他医業外収益７３万３,０００円増額でございまして、その他
医業外収益ですけれど、保険金訴訟に係る和解金に対する保険金が全額入っ

てまいりますので、５０万円計上しております。それから、その他医業外収

入５８万９,０００円ですが、町立病院におきまして、外来患者向け等にマス
クや消毒液を窓口で販売しております。主にその収入でございます。

続きまして、２５０ページをお開きください。資本的収入及び支出の支出

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２３７万１,０００円増額、内訳につきましては、１節、２節、説明欄
記載のとおりでございます。

続きまして、２４８ページをお開きください。資本的収入及び支出の収入

でございます。１款 資本的収益 １項 出資金 １目 出資金２７１万９,
０００円減額、一般会計からの出資金でございます。続きまして、２項 繰

入金 １目 繰入金１,２００万円増額、国保会計からの繰入金で、令和２年
度の病棟にエアコンを設置した事業に係る道補助金が、国保会計から繰入さ

れます額でございます。続きまして、３項 企業債 １目 企業債８６０万

円減額、４項 補助金 １目 補助金１,６５０万円増額、これにつきまして
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は、北海道から新型コロナウイルス感染症医療提供体制整備事業補助金が交

付されます。それを計上しております。

それでは、２２７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、２２８ページのとおり、管理業務等を追加するも

のであります。次に、補正予算第５条 企業債の補正でありますが、医療機

器整備事業の限度額を変更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すが、７８４万

７,０００円減額し、３億６,８３４万１,０００円に改めるものであります。
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、９００万円増

額し、９,１２５万２,０００円に改めるものであります。以上で議案第２１号
及び議案第８号の説明を終わります。ご審議の上、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２１号及び議案第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。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午後 ２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。

（午後 ２時３０分再開）

◎ 日程１４番 議案第９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１４番 議案第９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２５７ページをお開き願います。ただ今、議

題となりました議案第９号 月形町課設置条例の一部を改正する条例の制定
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について、ご説明申し上げます。今回の条例改正は、現行におきまして、住

民課の分掌事務となっている「社会援護に関すること」を保健福祉課に移行

するための一部改正であります。このことにつきましては、現在、住民課に

おいて担当しております、戦傷病者戦没者の遺族の援護、恩給に関すること、

また、戦没者追悼式に関することなどを、生活保護、障害福祉、精神保健福

祉等の社会援護とされる事務を担当している保健福祉課に移行して、社会援

護に関する事務の担当を一元化するものであります。この条例は、令和４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。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。（「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１５番 議案第１１号 職員の定年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１１号 職員の定年等に関する

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２６１ページをお開き願います。ただ今、議

題となりました議案第１１号 職員の定年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。職員の定年につきましては、本

条例第３条において、職員の定年は年齢６０年とする。ただし、病院におい

て医療業務に従事する医師の定年は年齢６５年とすると規定されているとこ

ろでありますが、この医師の定年について特別の事情があると認める場合は、

定年年齢６５年を年齢７０年とすることができるようにする条例の改正であ

ります。病院の経営にありましては、医師の確保が不可欠でありますが、恒

常的に確保し続けることは、難しい問題でもあります。高齢でも豊富な知識

や技術、経験を有し、働く意欲のある人はおります。有能な医師の確保、継

続雇用や新規雇用の機会を広げるため、定年年齢を引き上げることができる
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ようにするものであります。この条例の施行期日は、令和４年４月１日であ

ります。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。（「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１１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１２号 職員の育児休業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１６番 議案第１２号 職員の育児休業等に関

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２６３ページをお開き願います。ただ今、議

題となりました議案第１２号 職員の育児休業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。条例改正の要旨でありま

すが、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する

法律、略称は育児介護休業法ですが、この法律が令和３年６月に改正されま

して、有期雇用労働者の育児休業取得要件の緩和、育児休業を取得しやすい

雇用環境整備及び妊娠、出産の申し出をした労働者に対する個別の周知、意

向確認の措置の義務付けが、本年４月から施行されることに伴いまして、本

条例について、所要の改正を行うものであります。改正の内容でありますが、

育児休業をすることができない職員を規定する第２条について、現在、非常

勤職員は任命権者を同じくする職に引き続き在職した期間が１年以上なけ

れば育児休業をすることができないと規定しておりますが、育児休業取得要

件を緩和するため、この規定を削除いたします。また、部分休業をすること

ができない職員を規定する第１７条についても、引き続き在職した期間が１

年以上である非常勤職員でなければ部分休業をすることができないと規定

しておりますが、これも同様に、この規定を削除します。以下、本条例に３

つの条を加えるものですが、第２１条は、妊娠、出産等についての申し出が

あった場合における措置等を、第２２条は、勤務環境の整備に関する措置を、
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第２３条は、この条例に関し、必要な事項は、規則で定めることを、それぞ

れ規定するものであります。この条例の施行期日は、令和４年４月１日であ

ります。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。（「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。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午後 ２時３７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３８分再開）

◎ 日程１７番 議案第１５号 月形町過疎地域の持続的発展のための固定

資産税の課税の特例に関する条例の制定について

○ 議長 金子 廣司 日程１７番 議案第１５号 月形町過疎地域の持続

的発展のための固定資産税の課税の特例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２６９ページをお開き願います。ただ今、議

題となりました議案第１５号 月形町過疎地域の持続的発展のための固定

資産税の課税の特例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が、本町におきましても、昨年、策定しました

過疎地域持続的発展市町村計画で定める産業振興促進区域において、一定の

事業用資産を取得した特定の事業について、条例に基づいて地方税の課税免

除を行った場合に、過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、

その減収の７５％が普通交付税で補填される支援措置が受けられることと

なっております。このため、地方税の課税免除を行い、産業振興を促進する

とともに、減収補填の支援措置を受けることができるよう本条例を制定する

ものであります。条例本文の第２条ですが、第２条は、課税免除の要件を規

定しており、月形町過疎地域持続的発展計画に記載された産業振興促進区域
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は、月形町全域でありますが、この区域内において、製造業、情報サービス

業等、農林水産物等販売業又は旅館業の対象事業の用に供する生産等設備、

家屋や機械及び装置、土地、これらの取得について、固定資産税の課税を免

除するものとし、課税免除の対象となる設備は、取得価格の合計額が５００

万円以上のものでありますが、ただし、製造業又は旅客業については、資本

金額等が５,０００万円を超え、１億円以下である法人は取得価格の合計額が
１,０００万円以上のものが資本金の額等が１億円を超える法人は、取得価格
の合計額が２,０００万円以上のものが対象となります。なお、この課税免除
の期間は、新たに固定資産税を課すべき最初の年度以後３年度間であります。

附則ですが、この条例は、公布の日から施行し、令和３年４月１日から適用

します。また、この条例は、令和６年３月３１日で失効しますが、経過措置

として、この条例の失効前に取得等をした設備に対する固定資産の免除につ

いては、令和６年３月３１日後も効力を有するものであります。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。（「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。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午後 ２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 ２時４３分再開）

◎ 日程１８番 議案第１６号 月形町社会福祉法人の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

○ 議長 金子 廣司 日程１８番 議案第１６号 月形町社会福祉法人の

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２７３ページをお開き願います。ただ今、議
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題となりました議案第１６号 月形町社会福祉法人の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、ご説明申し上げます。本件につきまし

ては、本条例で引用している法律の題名等が以前に変更されていることが分

かったため、その部分について現行の題名等に変更する改正であります。本

条例の第１条では、社会福祉事業法第５６条第１項の規定に基づく社会福祉

法人の助成については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところに

よると規定しておりますが、ここで用いている社会福祉事業法は、平成１２

年に題名が社会福祉法に改正されており、引用する条項も変わっております。

このため、条例で引用している法律の題名と条項を社会福祉法（昭和２６年

法律第４５号）第５８条第１項に改めるものであります。この条例は、公布

の日から施行いたします。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。（「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１９番 議案第１７号 月形町学童保育所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１７号 月形町学童保育所条例

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ページをお開き願います。ただ今、議

題となりました議案第１７号 月形町学童保育所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。本条例の改正についてでありますが、

現行におきまして学童保育所に入所できる児童は、条例第３条において、当

該児童の保護者や同居の親族等が、就労や疾病などの理由で、当該児童を看

護できない場合の児童に限られておりますが、それ以外の理由でも入所させ

ることができるよう、今回条例第３条に、町長は、児童の健全な育成を図る

上で特に必要があると認めるときは、前項の規定に関わらず、当該児童を入
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所させることができる、の一項を加える改正であります。この条例改正を提

案させていただきましたのは、障害のある児童の学童保育所の入所を想定し

てのものでありますが、障害のある子どもも放課後に子ども同士、集団で過

ごすことを通して成長していくものと考えられております。また、支援を必

要とする障害のある児童が放課後に町外の児童所を利用するケースが増えて

きており、その通所が児童及び保護者にとって負担ともなってきております。

このような背景を踏まえて、現行の学童保育所の入所資格以外の場合でも児

童を入所させることができる旨の条例改正案を提案させていただくものであ

ります。この条例の施行は、令和４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。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。（「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。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午後 ２時４８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４９分再開）

◎ 日程２０番 議案第２０号 公の施設に係る指定管理者の指定について

【月形町農産物加工施設】

○ 議長 金子 廣司 日程２０番 議案第２０号 公の施設に係る指定管

理者の指定について【月形町農産物加工施設】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。

○ 副町長 堀 光一 議案書２８１ページをお開き願います。ただ今、議

題となりました議案第２０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、議決賜りました議案第１８

号及び議案第１９号に同じく、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指定したいので、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、
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月形町農産物加工施設 樺戸郡月形町字チクシベツ２０３番地１５０、２指

定管理者となる団体の名称及び住所は、株式会社 月形町振興公社 樺戸郡

月形町１２１９番地、３指定の期間は、令和４年４月１日から令和９年３月

３１日までの５年間であります。指定管理者の指定の理由等でありますが、

指定管理者となる団体振興公社は、現に当該公の施設の指定管理者となり、

施設利用者へ安定したサービスを提供していること。また、当該公の施設の

現状や課題等を十分把握していることから、これまで同様の事業効果が期待

できるところであります。このため、町の関係例規に則りまして、公募によ

らず現指定管理者からの申請を受け、審査の上候補者に選定し、今回提案さ

せていただいたものであります。なお、指定の期間はこれまでと同じく５年

間とするものであります。また、当該公の施設に係る管理経費は主に当該指

定管理者が施設を利用して製造する農産物加工品トマトジュースの販売収

入をもって賄えることから、指定管理料は発生いたしません。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。

○ 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。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午後 ２時５０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００分再開）

◎ 日程２１番 令和４年度町政執行方針、日程２２番 令和４年度教育行政

執行方針

○ 議長 金子 廣司 日程２１番 令和４年度町政執行方針、日程２２番

令和４年度教育行政執行方針を一括議題といたします。

○ 議長 金子 廣司 最初に、令和４年度町政執行方針の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 町長。

○ 町長 上坂 隆一 町政執行方針を朗読説明する。
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○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午後 ３時０８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１５分再開）

○ 議長 金子 廣司 続いて、令和４年度教育行政執行方針の説明を求めま

す。

○ 議長 金子 廣司 教育長。

○ 教育長 古谷 秀樹 教育行政執行方針を朗読説明する。

○ 議長 金子 廣司 以上で執行方針の説明を終わります。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午後 ３時４１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４２分再開）

◎ 日程２３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２４番 議案第１３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２５番 議案第１４

号 月形町札沼線代替輸送事業等基金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２２号 令和４年度月形町一般会計予算、日程

２７番 議案第２３号 令和４年度月形町国民健康保険事業特別会計予算、

日程２８番 議案第２４号 令和４年度月形町農業集落排水事業特別会計

予算、日程２９番 議案第２５号 令和４年度月形町介護保険事業特別会計

予算、日程３０番 議案第２６号 令和４年度月形町後期高齢者医療特別会

計予算、日程３１番 議案第２７号 令和４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２３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２４番 議案第１３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

２５番 議案第１４号 月形町札沼線代替輸送事業等基金条例の一部を改

正する条例の制定について、日程２６番 議案第２２号 令和４年度月形町

一般会計予算、日程２７番 議案第２３号 令和４年度月形町国民健康保険

事業特別会計予算、日程２８番 議案第２４号 令和４年度月形町農業集落

排水事業特別会計予算、日程２９番 議案第２５号 令和４年度月形町介護

保険事業特別会計予算、日程３０番 議案第２６号 令和４年度月形町後期

高齢者医療特別会計予算、日程３１番 議案第２７号 令和４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
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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２２号 令和４年度月

形町一般会計予算から議案第２７号 令和４年度国民健康保険月形町立病

院事業会計予算まで、その概要につきましては、町政執行方針で申し上げて

おりますが、一般会計、特別会計、事業会計合わせて６会計につきまして、

ご提案をさせていただくものであります。また、予算に関連します議案第１

０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１

３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１４号 月形町札沼線代替輸送事業等基金条例の一部を

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４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４年度各会計予算の関連議案と

して議案第１０号、議案第１３号及び議案第１４号の３議案、令和４年度各

会計予算として議案第２２号から議案第２７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９日から３月１４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１６日

から、令和４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９日から３月１４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１６日か

ら、令和４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４６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。
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（午後 ４時１５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堀 広一議員、副委員長に我妻 耕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１６分散会）


