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○会議規則第１１６条の規定により指名された会議録署名議員
５番

田 村

敏

郎

－ 1 －

６番

稲

垣

明

美

午前１０時００分

開会

次に、職員の人事異動がありましたので、議会

───────────────────
開

議

宣

運営例規第２６項の規定に基づき、管理職員の紹

告

介を求めます。

───────────────────
○議長（木下

敏）

町長。

ただいまから、令和２年第

２回七飯町議会臨時会を開会いたします。

○町長（中宮安一）

それでは私から、令和２年

５月１日付人事異動に伴う事務分掌発令につきま

直ちに本日の会議を開きます。

して、町政動向報告として配付しておりますが、

───────────────────

異動のあった管理職員を紹介させていただきま

日程第１

す。

会議録署名議員の指名

初めに、経済部都市住宅課長、川島篤実でござ

───────────────────
○議長（木下

敏）

日程第１

います。

会議録署名議員

の指名を行います。

○都市住宅課長（川島篤実）

川島です。よろし

くお願いします。

本日の会議録署名議員として、

○町長（中宮安一）

次に、経済部農林水産課

５番 田

村 敏 郎 議員

長、あわせて農業委員会事務局長、田中正彦でご

６番 稲

垣 明 美 議員

ざいます。

以上２議員を指名いたします。

○農林水産課長（田中正彦）

───────────────────

くお願いいたします。

日程第２

○町長（中宮安一）

会期の決定

次に、教育委員会学校教育

課長、北村公志でございます。

───────────────────
○議長（木下

敏）

日程第２

○学校教育課長（北村公志）

会期の決定を議

題といたします。

○町長（中宮安一）

次に、教育委員会生涯教育

課長、竹内圭介でございます。

本臨時会の会期は、本日１日といたしたいと思

○生涯教育課長（竹内圭介）

いますが、御異議ございませんか。

○町長（中宮安一）

御異議なしと認めます。

とに決定いたしました。

○議長（木下

の

敏）

以上で、諸般の報告を終わ

報

ここで、本会議に出席を求めた説明員以外は、

告

退席をお願いいたします。

───────────────────
○議長（木下

敏）

ります。

───────────────────
般

紹介は、以上でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。

よって、本臨時会の会期は、本日１日とするこ

諸

竹内です。よろし

くお願いします。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
敏）

北村です。よろし

くお願いします。

お諮りいたします。

○議長（木下

田中です。よろし

───────────────────

この際、諸般の報告を行い

日程第３

ます。

議案第３３号

本臨時会に、町長より提案された議件は、議案

本町上台団地３棟・４棟

長寿命化改修建築主体工事請負契約の一

２件であります。

部変更について

次に、地方自治法第１２１条の規定により本会

───────────────────

議に出席を求めた説明員は、その職、氏名を印刷

○議長（木下

してお手元に配付のとおりであります。

町上台団地３棟・４棟長寿命化改修建築主体工事

次に、町政動向報告が町長より提出されており
ますので、お手元に配付しております。

敏）

日程第３

議案第３３号本

請負契約の一部変更についてを議題といたしま
す。

－ 2 －

提案説明を求めます。

同じ場所を撤去及び新設する箇所となっておりま

都市住宅課長。

す。

○都市住宅課長（川島篤実）

それでは、議案第

簡単ではございますが、提案説明は以上でござ

３３号本町上台団地３棟・４棟長寿命化改修建築

います。議決いただきますようよろしくお願い申

主体工事請負契約の一部変更について提案説明申

し上げます。

し上げます。

○議長（木下

令和２年３月１７日第１回七飯町議会定例会で

敏）

これより、質疑を許しま

す。

議決のあった本町上台団地３棟・４棟長寿命化改

上野武彦議員。

修建築主体工事請負契約に一部変更があったの

○９番（上野武彦）

で、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

が、この提案は前回議会で否決した中身と、変わ

は処分に関する条例第２条の規定に基づき、次の

らない内容で提案がされております。

とおり議会の議決を求めるものでございます。

今、提案されております

それで今回補正を含めると、当初の見積もりを

この契約は、令和２年３月１８日から令和２年

大きく１００％超えるというような形になってく

７月３０日までの期間で、現在進めております工

るわけなのですが、そういった不祥事といいます

事になりますが、本町上台団地４棟の屋根板金を

か、今回発生したわけです。これに関しては、前

撤去したところ、屋根の一部において野地板及び

に岳陽学校の工事に際しても補正が組まれて、改

垂木の腐食が発見され、建築年次が同じ３棟にお

めて追加補正ということが行われておりまして、

いても屋根を打診したところ、４棟同様の状況と

今回２回目になるわけですね。このようなことが

推測されたことから、今回の改修建築主体工事に

たびたび繰り返されることは、よろしくないとい

合わせ、腐食している一部の野地板及び垂木を撤

うふうに思います。

去しなければ屋根板金の施工に支障が出ることか

そこで今回のこういった見積もりに不備があっ

ら、約款及び七飯町建設工事施工要領の規定に基

たということの原因、町はどう考えておられるの

づき、撤去及び新設と新たな腐食防止対策として

か、また、見積もりを行ったのはどこなのか。こ

雪割部へのアルミセルフード、これは換気口にな

れは岳陽学校の時点においても、どのようであっ

ります。また、その接続部の穴あけ加工を１棟６

たのか、あわせてまずお聞きしたいなというふう

カ所、２棟分の計１２カ所を追加し、工事内容を

に思いますので、そういったことを含めて質問に

変更するものでございます。

答えていただきたい。

なお、この契約の変更は、現行予算で対応して

○議長（木下

敏）

経済部長。

まいりますので、契約変更による新たな予算措置

○経済部長（青山芳弘） １問目のどうこの事態

はございません。

を考えているのかということでございますけれど

それでは、議案の記の下にあります表をごらん
願います。

も、町といたしましては、やはりこういう改修の
際は、躯体などそういう耐震を目的としておりま

表の右側の欄が現在の契約になりますが、項目

すので、そういう部分については躯体を調査す

のうち３契約金額を変更前の５,４１２万円から

る、また、屋根については目視でということで、

５,７８６万円とし、３７４万円を増額するもの

一般的な方法をもって調査をしてございます。

でございます。この金額は、新請負代金額を算出
式に基づき計算した結果となっております。

最小の経費で最大の効果ということを念頭にお
きながら、今回は屋根の板金を剥いで、ルーフィ

そのほかの１契約の目的、２契約の方法、４契

ングを剥いだ結果、腐食している部分が発見され

約の相手方につきましては、変更ございません。

たと。そういう部分は今回の改修に合わせて、一

議案の次のページになります。

緒に行うことによって経費の節減にもつながると

これは平面図となっており、今回対象となる箇

いうことから、あくまで最小の経費で最大の効果

所は、色の塗ってある部分で、３棟及び４棟とも

を生むということで、一般的な方法ということで

－ 3 －

御理解のほどお願いしたいと思います。

憩をお願いするということで、１０分間の休憩を

また、どこが設計したのかということでござい

いたします。

ますが、当初の設計の委託ということでございま

午前１０時１３分

すでしょうけれども、最終的には町のほうで設計

──────────────

の内容を確認して、最終的な決定をしているとい
うことでございます。

午前１０時１９分
○議長（木下

当初の工事実施設計委託業務につきましては、

休憩前に引き続き、再開い

予定より５分ほど早く調整がつきましたので、
会議を再開していきたいと思います。

以上でございます。
○議長（木下

敏）

再開

たします。

北匠建築設計事務所のほうで落札し、当初行って
ございます。

休憩

敏）

○９番（上野武彦）

議案第３３号本町上台団地３棟・４棟長寿命化
上野武彦議員。

改修建築主体工事請負契約の一部変更についての

見積もりは北匠建築設計と

質疑を続けます。

いうところだということですが、これは岳陽学校

上野議員の再質問に対する答弁から入ります。

も同じだったのかということがもう一つ確認した

経済部長。

い点ですが、町は今回一般的な方法で見積もりを

○経済部長（青山芳弘） それでは、再質問に答

しているというようなことなのですが、２度もこ

弁いたしますが、先ほど休憩に入る前に、上野議

のような不祥事というべきことが発生しているわ

員のどこが最初、設計したのかということで、私

けで、今後ともこのような一般的な方法で見積も

が資料を間違って見てしまいました。

りを続ければ、同じような事態が今後も発生する

上台団地長寿命化調査設計委託業務は、小南建

ということになるというふうに思われるわけです

築設計事務所のほうでございました。大変申しわ

が、それについては今後どう改善する考えがある

けございません。資料を間違って見てしまい、誤

のか、その辺について２点お伺いします。

答弁をしました。おわびを申し上げます。

○議長（木下

敏）

経済部長。

２点目でございましたが、大沼岳陽学校の設計

○経済部長（青山芳弘） １問目の岳陽学校の設

はどこかということでございますが、山田総合設

計ということの部分でございますけれども、現

計株式会社になります。

在、資料がございませんので、その分は暫時休憩

以上でございます。

をお願いしたいと思います。

○議長（木下

また、今後、こういう事案があるとかそういう

敏）

○町長（中宮安一）

町長。
ちょっと私のほうから、少

部分ですけれども、町といたしましては、先ほど

し補足させていただきたいというふうに思いま

も言いましたが、最小の経費で最大の効果という

す。

ことで、目的に合った改修事業に耐震化、そうい

まず、この設計は新築する、あるいは改築のと

うことでいろいろな調査項目ございます。それら

きの設計ではございません。修繕工事という工事

にのっとって一般的な方法をもって、補助対象の

の設計でございます。ですから、修繕ですから人

要件に合うように調査をし、実施していきたいと

も住んでおられます。住んでいる方もいらっしゃ

思ってございます。今後、こういうものがあり得

いますので、まずそこは大前提、設計する前提で

るのかということでございますけれども、それら

は違うということをまず御承知していただきたい

については、今の現時点ではどうのこうのという

なというふうに思います。

答弁は差し控えさせていただきます。

それと、今、ちょっと不祥事という言葉を議員

以上でございます。
○議長（木下

敏）

が使われましたけれども、私どもは不祥事という
先ほど、暫時休憩したいと

いうことで何分ぐらいですか。

ふうには思ってございません。現在、入っている
中でこれを設計するに当たっては、やはりふかし

それでは、理事者のほうで答弁のための暫時休

部分というのは必ず工事にはつきものでございま

－ 4 －

す。こういう修繕工事には。そのふかし部分につ

でありましたけれども、そうすると、この長寿命

いては、どうしていこうかということでの設計の

化という名目を打っての今回の取り組みは、一つ

仕方でありまして、まずは使えるだろうと、そう

は、例えば国からの補助金を得るための手段だと

いうことでの判断の中で設計をさせていただきま

か何だとか、そういう問題があったのかというふ

した。

うにも思いますけれども、その辺について正式な

本来であれば、１度、屋根を剥いでそしていい

見解を、長寿命化という名前をつけておりますけ

悪いを判断して、取りかえる部分、残す部分とい

れども、当面使える範囲の修復工事であるという

うのをやるというのが正しいのかもしれません。

ことなのかどうか、その確認だけしたい。

しかし、そういうことによると、そういうことを

○議長（木下

しますと、設計費がとてつもなく高いものになり

○経済部長（青山芳弘） 長寿命化とうたってい

ます。一旦剥いだものは、また戻さないと、住ん

るということでございますが、国の社会資本整備

でいる人がおりますので、ですからこれは使える

総合交付金の交付要綱の中に、今回の上台団地の

だろうという前提で設計をさせていただいており

部分は、防災安全交付金という部分で対象となっ

ます。

てございます。これらは公営住宅の耐震改修事業

敏）

経済部長。

工事に入って屋根・トタンを剥いだところが、

ということでございますので、その中の要件にイ

腐食する部分があったということで、それは設計

ンフラ長寿命化計画に定められた個別設計計画の

変更でやりましょうということでやらさせていた

記載などということがございますので、町といた

だものでございます。これは国初め自治体、ほと

しましては冬トピア団地の長寿命化の際の計画

んどがこのようなやり方でやっております。設計

に、それらを網羅させていただいて計画の中に

変更というのは、きちんと認められたものであり

持っているということでございますので、それら

ますので、間違いでもなければ、違法性のあるも

のもとにそれぞれ防災安全交付金の要綱にのっ

のでもございません。

とった補助の対象ということになってございます

そういう意味で、私どもとすれば最小の経費

ので、御理解のほどお願い申し上げます。

で、先ほど部長も言っていましたけれども、最大

○議長（木下

の効果を生む方法として、この方法をとらさせて

か。

いただいたということでありますので、見積もり

敏）

ほか、質疑ございません

若山雅行議員。

の額がどうのこうのの中でのちょっと私も、不祥

○１５番（若山雅行） それでは、今の上野議員

事という言葉にえっと思ったので、何に関して不

の質問した内容の回答に対して、答えがあった内

祥事と言ったのかははっきりと覚えておりません

容について若干ちょっと確認させていただきたい

けれども、私は今回の提案する中身の中で不祥事

と思うのですけれども、今回提案されている３

という言葉で表現されるというものは、私どもと

棟・４棟長寿命化計画の当初の設計の中で、目視

してはそういうことは全く思っておりませんの

して確認して使えるだろうと、野地板についてで

で、そういったこともぜひ御理解をいただきたい

すね。ということで設計計画をしたということ

なというふうに思うところでございます。

で、もし腐っていたら、そこで変更契約すればい

以上でございます。
○議長（木下

敏）

○９番（上野武彦）

いのだろうというそういう、こういう場合には次
上野武彦議員。

のこうすればいいのだという、そういうことを最

今、町長にもお答えいただ

初から想定した上で進めていたものなのかどう

いているのですが、今回、長寿命化工事と銘打っ

か。

て、この工事が取り組まれているということで、

僕は、長寿命化計画というぐらいなので、屋根

平松議員からもそういった点の質問があったわけ

の鉄板と野地板というのはワンセットで使えるの

でありますけれども、町長の今の答弁では、使え

かどうか、当然、検討して進めるのかなというふ

るだろうとの前提の工事になるというようなこと

うに考えていたものですから、その腐食を目視し
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てわかったらファインプレーなのか、それとも

予想を反した事案が出てきた場合には、そこで協

ファインプレーではなくて、ごく普通に設計すれ

議をさせていただき、設計変更すると。あくまで

ば野地板がどうなっているかというのは、当然、

想定ということはございませんので、御理解のほ

設計の中で決めているのではないかなというふう

どお願い申し上げます。

に思うのですけれども、当初の設計の中でもし野

最小の経費で最大の効果ということでございま

地板が腐食していたら、そこで設計変更すればい

すけれども、当然、調査時に町長が答弁いたしま

いのだと、そういう規則・ルールがあるのだから

したけれども、住んでいるところでございますの

という安易な考え方だったのかどうかということ

で、そこを鉄板を剥いで、ルーフィングを剥ぐと

と、もう一つは、部長が最小の経費で最大の効果

いうことで野地板を確認するとなると、それら剥

というお話をされていましたけれども、当初の設

いだものを再度使用することはできませんので、

計に野地板の腐食した場合の対応について当然検

それらの部分がプラス、まず設計に出てくると。

討した場合と、今回のように設計変更した場合の

当然、そこのところで確認次第では、その後の設

町が支出する経費等について、どのくらいのもの

計の変更にはなってこないということでございま

があるのかと。

すので、ただ、その経費、剥いだ作業と工事まで

僕は、逆に契約変更したほうが、業者の言った

の期間、張ったトタン、それらを工事の際は再度

値段をそのまま、そのままでないにしても受けざ

また剥いでいくとか、そういうことも出てきます

るを得ない。屋根を剥いでしまった後は直さざる

ので、工事費としては上乗せになると。ただ、詳

を得ないわけですから、そういうようなことを考

細については積算してございませんので、幾ら高

えると競争原理も働かないということを考える

くなるということは、ここではちょっと答弁でき

と、当初の設計できちっとして、それで入札、競

ないので御理解のほどお願いいたします。

争原理の働いた価格で落札してもらって、それで

ただ、今回の野地板を変えるということで、高

やったほうがいいのではないかなというふうに考

い競争原理がないのではないかということでござ

えるわけですけれども、その辺の定期的なおおよ

いますが、当初の入札の際に、それぞれ競争した

その考えというのはどうなのですか。今回のよう

数字を使わせていただいて再計算してございます

な契約変更したほうが安く上がるということなの

ので、競争の原理ということでなくて、当初の競

でしょうか。

争原理をそのまま運用し、また、工事の関係から

○議長（木下

敏）

経済部長。

同じ業者に施工を依頼したほうがスムーズに進む

○経済部長（青山芳弘） 若山議員の質問にお答

ということで、この制度のほうを運用してござい

えしてまいります。

ますので御理解のほどお願いいたします。

設計変更を想定しているのかと、それは当初の

以上でございます。

ときから考えているのかというような趣旨の質問

○議長（木下

敏）

があったと思います。

○町長（中宮安一）

町長。
ちょっと補足をさせていた

あくまで先ほど言ったとおり、まず設計変更と

だきますけれども、安易に設計変更すればいいの

いうものは、町長の答弁にありましたとおり、違

だと、そういう考え方ではございません。それは

法ではございません。約款にもそういう場合が

ぜひ御理解をいただきたいなと。

あった場合には、設計変更の条項もございます。

そして今、議員おっしゃっているのは、例えば

また、先ほど、課長が提案説明いたしました七

仮に当初の入札するときに、仮に１億円だったと

飯町建設工事執行要領というのがございます。こ

します。設計額、予定価格が。そして入札という

れらに基づいて、そういう事案が発生した場合

行為がありまして、当初ですよ、それが９,００

は、設計変更をしていくというようにうたわれて

０万円で落ちたと、１割落ちた、今、端的な例を

ございますので、当初から予定しているとかでな

言っていますので。

くて、あくまでその工事が進捗していった段階で
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それで、議員がおっしゃるのは、次に業者が見

積もりして、そのまま契約するのではないかとい

設計のそういう体制について、何か少し見直すと

うような言い方もしましたけれども、そうではな

か、今後このようにするとかそういうような御提

くて、これもちろん業者の見積もりではないで

案なり、確約でなくても意気込みでも構いませ

す。これに、今、補修する取りかえるものが幾ら

ん。その辺をちょっと聞かせていただければ、賛

かかのだといったら、１,０００万円かかる、１,

成しやすくなるのですけれども、いかがでしょう

０００万円増えますよということになった。それ

か。

はこの入札率９０％で、１億円のものが９,００

○議長（木下

０万円で最初の入札落ちていますので、次の１,

○町長（中宮安一）

０００万円に同じ率、１０分の９掛けて出された

長のほうからお答えしていますけれども、２度と

ものが３４７万円という数字でありますので、業

ないということは言えません。ふかし部分ですか

者の見積もったものをそのまんま契約しているの

ら、見える部分であれば、きちんと設計します。

かというような考えもあるやに聞こえましたの

見えない部分なのです。

敏）

町長。
前の否決になったときも部

で、そうではなくて七飯町が変更分のどれくらい

ですから、剥いでみないとわからないという部

増えるのかというのを、私どものほうで設計した

分ですので、それをやろうとすれば、一旦剥い

ものを入札率と同じ率を掛けて契約をしていると

で、設計段階で一旦剥いで、でも中に人、入って

いうことでありますので、ぜひそこを御理解をい

いるのですよ。それを一旦剥いだもので確認し

ただきたいなというふうに思います。

て、今回も全て使えないわけではないですよね、

以上でございます。
○議長（木下

敏）

使える部分もあるわけですから。これを一旦剥い
若山雅行議員。

だもので見ると、もうこのことがわかってくるの

○１５番（若山雅行） 丁寧な説明ありがとうご

です。ですから、２度とないということは、部長

ざいました。

もあるかもしれませんということで答弁していま

僕は特に違法だとか、そういうことを言ってい

すけれども、私もこれはやり方としては、それが

るわけではなくて、変更契約というのは当然ある

七飯町が特殊なやり方であれば、これまた国なり

わけですし、必要なケースはあると思う。ただ、

北海道なりに相談して、どうしたらいいものかと

それは予想外の全く想定してなかったことが起き

いうことを相談する価値はあるのでしょうけれど

たので、変更しましょうということを想定してい

も、ほとんどの場合はこのような形でやらさせて

るのではなくて、屋根を直すときの野地板だった

いただいておりますので、ぜひこれからも。これ

ら、もうセットではないかという気持ちがあるも

からも、ですから次の５棟・６棟の折にも検音で

のですから、それについてどうしてそこまで設計

少し屋根の上に上がって、今、検音で判断できる

の段階で、町の職員の方がその点についてどうす

技術屋といいましょうか、そういった方がいらっ

るのかと。これはこうこうこう見たから大丈夫で

しゃるかどうかわかりませんけれども、そういう

すよというような判断があったのかどうか、そこ

ことも少し検討するという意味では、やってもい

を確認した上で、できればその辺の制度をしっか

いのかなという気がしますけれども、でもこのた

りしてもらって、今後、このような安易な、安易

びの私どもの今出している設計変更の関係では、

なと言ったら怒られるかもしれないですけれど

私は先ほど来言っているとおり、最小の経費で最

も、変更契約にならないようにどうすべきかとい

大の効果を出すというそういうやり方をしたとい

うところを部長がおっしゃったとおり、最小の経

うことで、そこには私は自信と確信を持って言わ

費で最大の効果で、何も確認しないでやるという

させていただきますので、ぜひ御理解を賜りたい

方法もあるのかもしれないのですけれども、そこ

と存じます。

のところを聞ければ議案に賛成して、工事を進め

以上でございます。

てもらっても何ら構わないと思ったのですけれど

○議長（木下

も、そこのところで変更契約がないような当初の

か。
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敏）

ほか、質疑ございません

中島勝也議員。

たよということになったのですけれども、この

○１２番（中島勝也） それでは質問させていた

後、これまたやりますよね。そのときは、それは

だきますけれども、私は、この議案につきまして

頭の中に入れてきちっとやっていくということ

は４月２８日の第１回臨時会でいろいろ議論さ

で、例えば反対にそれを予算に入れて減額補正す

れ、やっておりましたし、今、同僚議員２人も質

るとか、そういうふうなことは考えているのかど

問されましたから、それ以上のことはないのです

うか。

けれども、１点だけちょっとお伺いしたいと思っ

○議長（木下

ております。

○町長（中宮安一）

敏）

町長。
今の現時点では、同じよう

先ほど、町長からもちろんお話ありましたけれ

な方法でやらさせていただきたいなというふうに

ども、この団地は今、入居されているわけですよ

思っています。ただ、先ほど言ったとおり、検音

ね。私はそう思いますと、速やかにこの工事を進

というのですか、たたいて、ここまでは腐ってい

めまして、住民が安心して住める状態、これをつ

るというそういう技術屋がいるかどうかは、これ

くっていかなければならないのかなと、ぜひそれ

ちょっと町のほうでいろいろな機関にお話をし

に努力をしていただきたいと思っております。

て、北海道も含めていろいろな機関にお話をし

その中で、今、新型コロナウイルスが出ていま

て、そういうものができるかどうかを、そういう

すけれども、そのことによってこの工事が中断し

ところは検討したいというふうに思いますけれど

たり、延期になったりというようなことはあるの

も、住んでいる方がいらっしゃる中では、１度剥

かないのか、その辺１点だけお伺いしたいと思い

いだものをもとに戻す、そして実際の工事をやる

ます。

というのは、これはやっぱりちょっと住んでいる

○議長（木下

敏）

経済部長。

方にとっては、随分苦痛な思いをなさるのかなと

○経済部長（青山芳弘） 中島議員の質問にお答

いうふうに思いますので、あるいは逆に初めから

えしていきます。

全部取りかえるという設計をして、そこに極端に

コロナ関係で、この工事が延期とかがないのか

言えば１,０００万円かかるのだ。ところが使え

ということでございますが、現時点でコロナ関係

るものが３分の１あるので、３３０万円は設計変

で延期ということは、今の現状ではないです。た

更で減額するというそういう手もあるのかもしれ

だ、今後、また情勢が日々動きますので、それら

ませんけれども、ちょっといびつですね。それや

を踏まえて定期的会議においても各事業者の方々

れば普通に、普通にといいましょうか、普通とい

には、コロナ対策ということで、手洗いとか、食

うことはよくないですね。今回のような一般的に

事をする際は十分事前に手洗いをするとか、そう

やられている国、あるいは北海道、地方公共団体

いう形で外で作業してございますので、三密、そ

がやられているやり方が、私どものやっているや

ういう部分についても同じく注意喚起をしなが

り方でありますので、ぜひ５棟・６棟のときにも

ら、工事を進めているという段階でございます。

同じようなことがございましたら、ぜひそこも含

ただ、情勢は日々動きます。ですから、今は何

めて御理解をいただきたい。そのことについて

とか大丈夫だという判断をしてございますが、こ

も、そういうことが発生した折には、皆様方に

れについてもまた状況が変われば、やはり中断と

しっかりその旨を相談させていただきますので、

いうことも考えられるということで御理解のほど

その折には御理解をいただきたいというふうに存

お願い申し上げます。

じます。

○議長（木下

敏）

ほか、質疑ございません

か。

○議長（木下

横田有一議員。
○１番（横田有一）

以上でございます。
敏）

○１番（横田有一）
１点。今、答弁で３棟・４

横田有一議員。
大変いい説明ありがとうご

ざいます。

棟をやっている中で、こういう事例が出てきまし
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今のやつは、そこのところに人が住んでいると

いうのがあったのですけれども、例えば反対に次

か。

からやるときには、そこを例えば住んでいるの
だったらどこかに移ってもらって、例えばそこで

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

殴打だとか何とかということ、そういうことはで
きるのではないかなと思うのですよね。

敏）

御異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されまし
た。

移れるか、移れないかというのはちょっとその

───────────────────

辺のことは、あれはないのですけれども、そこの

日程第４

ところから移ってもらって、例えばしばらくはそ

議案第３４号

こに住んでいただくとかということにしていくな

計補正予算（第２号）

らば、今回みたいようなことは、この次にやると

───────────────────

きはそういうことは起こる可能性は少なくなるの

○議長（木下

ではないかと思うのですけれども、その辺いかが

和２年度七飯町一般会計補正予算（第２号）を議

ですか。

題といたします。

○議長（木下

敏）

○町長（中宮安一）

敏）

令和２年度七飯町一般会

日程第４

町長。

提案説明を求めます。

議員おっしゃるとおり、一

総務財政課長。

議案第３４号令

旦引っ越しをしてもらって、そして１度剥いでみ

○総務財政課長（俉楼 司）

それでは、議案第

る。悪いところがあれば、そこは取りかえていこ

３４号令和２年度七飯町一般会計補正予算（第２

うという、そしてまた、それは工事発注してから

号）について御説明申し上げます。

でもできますね、それはね。やるということは可

このたびの補正は、新型コロナウイルス感染症

能かと思いますけれども、その折に引っ越し料と

の影響により町の商工業経営安定資金融資制度の

いうのでしようか、移転料、相当かかる話ですの

利用増加が見込まれるほか、七飯町商工業経営安

で、そこまでやっていいのかどうかというのは、

定資金融資条例の一部改正に伴う保証補給金及び

私はそこまでやらないほうが、経済的に仕事がで

利子補給に係る経費、さらに新型コロナウイルス

きるのかなというふうに思っていますので、方法

感染症の拡大防止のため、北海道の休業要請等に

としてはない話ではないので、それとまた、移り

協力する町内で飲食店を営む事業者で、営業の自

先を探すというのも大変な作業であります。大変

粛や営業時間の短縮等に取り組む方に対し、一律

だからやらないということではなくて、スムーズ

３０万円の給付となるよう北海道の制度への上乗

に行くかどうかということも非常に心配ですの

せや町独自の支援給付を行うために必要な経費、

で、できればこのような方法でやらさせていただ

また令和２年からマイナンバー情報連携に係る

きたいというふうに存じます。

データ標準レイアウトのうち、児童手当の項目が

以上でございます。
○議長（木下

敏）

一部変更及び追加となったため、システム改修に
ほか、質疑ございません

要する経費について補正するものでございます。

か。

それでは、第１条でございます。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（木下

敏）

既定予算の総額に歳入歳出それぞれ４,５６８

質疑を終わります。

万４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

これより、討論を許します。

それぞれ１２０億４,５６８万４,０００円とする

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

ものでございます。

討論を終わります。

続きまして、７ページの歳出を御説明申し上げ

これより、採決を行います。

ます。

議案第３３号本町上台団地３棟・４棟長寿命化

２款総務費１項６目電算管理費は、委託料で総

改修建築主体工事請負契約の一部変更について、

合行政情報システム改修委託料４４万７,０００

原案のとおり可決することに御異議ございません

円の追加。
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７款商工費１項１目商工費は、商工業経営安定

答弁申し上げます。

支援事業費として、負担金、補助及び交付金は商

基金につきましては、３月の定例会時に令和２

工業経営安定資金融資保証補給金５７万５,００

年度の当初予算の説明資料ということで、今、５

０円。商工業経営安定資金融資利子補給１３６万

月１日ですから令和元年度の整理予算というか、

２,０００円、休業要請等協力支援金事業費とし

５月いっぱいで令和元年度が確定するわけでござ

て、負担金、補助及び交付金は休業要請等協力支

いますけれども、５月３１日現在の見込みとして

援金４,３３０万円。商工費合計４,５２３万７,

財政調整基金については、６億５,０００万円程

０００円の追加でございます。

度を見込んでいるというところでございます。

次に、５ページの歳入に戻っていただきます。
１４款国庫支出金２項１目総務費国庫補助金

以上でございます。
○議長（木下

敏）

商工観光課長。

は、社会保障・税番号制度システム整備補助金と

○商工観光課長（福川晃也）

して２９万８,０００円の追加。

御答弁させていただきます。

１８款繰入金１項１目財政調整基金繰入金は、
４,５３８万６,０００円の追加でございます。

先ほどの御質問に

今回のコロナウイルス感染症の対策ということ
で、商工業経営安定支援事業につきましても随

提案説明は以上でございます。よろしく御審議

時、金融機関との調整等を行っているところでお

のほどお願い申し上げます。

ります。その中で、今、御質問にありましたとお

○議長（木下

り、総額３,５００万円の預託金の額につきまし

敏）

これより、質疑を許しま

す。

ても調整をさせていただいております。現在の状

若山雅行議員。

況ですと、当初の予算の３,５００万円で一応こ

○１５番（若山雅行） ２点ほど、ちょっと確認

の枠の中におさまり、さらに３,５００万円の目

のために教えていただければと思います。

標として４倍まで貸し付けとなっていますが、各

まず、今回繰入金で財源に充てている財政調整

金融機関につきましても御努力をいただいている

基金ですけれども、これが決算動向含めた落ちつ

ところでありまして、現在の見込みでは、この額

き見込みというか、幾らになるのか。今後、それ

で大丈夫だというような状況でございます。

が町のコロナ対策の財源にもなっていく可能性も

ただし、これにつきましても今後の状況、常に

あるのですけれども、幾らあるか教えていただき

動いておりますので、それら金融機関からの要請

たいということと、それと商工業経営安定資金の

等ありましたら、直ちに御提案申し上げて、予算

予算の中で、当初予算では貸付金３,５００万円

の補正をさせていただくこともございますので、

ということで、条例の立てつけからいくと、それ

御理解のほどよろしくお願い申し上げます。

の４倍をその貸付金を提携金融機関に預けて、そ

○議長（木下

れの４倍を貸し付けするというようなそういう流

○１５番（若山雅行） １点だけ。財政調整基金

れになっているのですけれども、今回、利子補給

の予算の附属資料の中に過去の数字と見込みと来

の関係でその分予算にしていますけれども、貸付

年の３月、３月か５月かな見込みまでのってあれ

金等を増やして貸し出しをたくさん利用できるよ

していましたけれども、今回の決算で一部積み立

うな形にするというような発想がなかったのかど

てをするような余裕金みたいのは見込めそうなの

うか、そこのところをちょっと。貸付金は、単な

ですか、それを含めて６億５,０００万円という

る預金だけですから、使ってしまうわけで、固定

数字なのですか。

化されるだけですので、その辺のところはどうな

○議長（木下

のかなということで、２点、質問します。

○総務財政課長（俉楼 司）

○議長（木下

度の補正予算の中で繰り越しというか、今の令和

敏）

総務財政課長。

敏）

敏）

若山雅行議員。

総務財政課長。
３月に、令和元年

○総務財政課長（俉楼 司） それでは私のほう

元年度の収支のバランスを見ながら、そこは基金

から、１問目にございました基金の件について御

に積み立てできるようなところも想定しておりま
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して、今の金額となってございますので、御理解
をいただきたいと思います。
以上でございます。
○議長（木下

敏）

ほか、質疑ございません

か。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

質疑を終わります。

これより、討論を許します。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

討論を終わります。

これより、採決を行います。
議案第３４号令和２年度七飯町一般会計補正予
算（第２号）を、原案のとおり可決することに御
異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

御異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されまし
た。
───────────────────
閉

会

宣

告

───────────────────
○議長（木下

敏）

以上で、本臨時会に付議さ

れた全ての案件の審議は終了いたしました。
よって、令和２年第２回七飯町議会臨時会を閉
会いたします。
お疲れさまでした。
午前１０時５４分

閉会
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