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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

－ 2 －

６番

稲

垣

明

美

午前１０時００分

開議

議案関係資料、資料８、９ページに小型除雪

───────────────────
開

議

宣

ドーザ購入の入札の経緯と結果を添付しておりま

告

すので、御参照いただきたいと思います。

───────────────────
○議長（木下

敏）

提案説明は、以上でございます。

おはようございます。ただ

議決をいただきますよう、御審議のほどよろし

いまから、令和元年第２回七飯町議会定例会の本

くお願い申し上げます。

日の会議を開きます。

○議長（木下

───────────────────

敏）

上野武彦議員。

日程第１

○９番（上野武彦）

会議録署名議員の指名
敏）

それでは、質問させていた

だきます。

───────────────────
○議長（木下

これより質疑を許します。

日程第１

今回の小型ドーザですけれども、５台購入とい

会議録署名議員

の指名を行います。

うことなのですが、中型と言いますか、小型の中
でも中くらいの大きさかなという感じはしますけ

本日の会議録署名議員として、

れども、この使用目的と、これまで町内にどれほ

５番

田

村

敏

郎

議員

ど同型の除雪機が入って、今回５台購入するその

６番

稲

垣

明

美

議員

目的は、どういう目的によるものかということを

以上２議員を指名いたします。

ひとつ説明いただきたいと。

───────────────────

○議長（木下

日程第２

土木課長。

○土木課長（佐々木陵二）

議案第３７号

小型除雪ドーザ購入について

───────────────────
○議長（木下

敏）

敏）

日程第２

使用目的は、昨年、

除雪体制の見直しを行いまして、町内の委託業者
全て中に、小型除雪ドーザを配備いたしました。

議案第３７号小

それに伴いまして、町の直営に関しましては、

型除雪ドーザ購入についてを議題といたします。

リースで２台ほど借り入れいたしまして、実験的

提案説明を求めます。

に行いました。平成３１年度に関しましては、町

土木課長。

有車の除雪機械５台ございます。そのほかに、

○土木課長（佐々木陵二）

それでは、議案第３

ロータリーですとかございますけれども、一応、

７号小型除雪ドーザ購入について提案説明申し上

路線として除雪しているのは５台で除雪を行って

げます。

おります。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

今回の目的といたしましては、その５台の町有

処分に関する条例第３条の規定により、小型除雪

車の直営の除雪車の後ろに小型除雪ドーザをつけ

ドーザを次のとおり購入することについて議会の

て、除雪を行うということです。

議決を求めるものでございます。

以上です。

小型除雪ドーザ購入契約といたしまして、１、
財産名称及び数量。

○議長（木下

敏）

○９番（上野武彦）

（１）財産の名称は、小型除雪ドーザ。（２）
数量は、５台。

上野武彦議員。
この小型ドーザというの

は、道路幅としてはどのぐらいの感じの道路につ
いて対応するものなのか、わかりませんので説明

２、契約の方法は、指名競争入札。

をお願いします。

３、契約金額は、３,３９３万５,０００円。

○議長（木下

４、契約の相手方は、石狩市新港西３丁目７３

○土木課長（佐々木陵二）

敏）

土木課長。
幅に関しましては、

７番地１３。コマツカスタマーサポート株式会社

１回で走って除雪をする。幅が広くなれば２回、

北海道カンパニー、社長松元秀憲氏でございま

３回バックして除雪をするということで行ってお

す。

ります。一応、今までミニ除雪ドーザは、８トン

－ 3 －

級というもので標準的に除雪をしておりまして、

辞退の理由といたしましては、消費増税の駆け込

それの全幅は２,３４０ミリございます。今回の

み需要が多く、エアコン仕様で受注生産ラインを

４トン級という小型除雪ドーザに関しては、１,

変更しなければならなく、スノープラウ、除雪専

６９０ミリということで、今まで一度除雪を、中

用の前につけるアタッチメントなのですけれど

をかいて、右左バックしてかいていたものを、大

も、そちらが外注品となることから、納期が間に

型の除雪ドーザで１回かいて、その後、小型ドー

合わないということで、辞退をされております。

ザで右左をかいていく。それで、間口を除雪して

辞退の理由があって、辞退をされておりまして、

いく、幅を出していくという除雪体制になりま

指名競争入札に関しましては、２社応札があれば

す。

指名が成立しておりますので、辞退は受けており

以上です。

ます。

○９番（上野武彦）

わかりました。

以上です。

ありがとうございます。
○議長（木下

敏）

○議長（木下

ほか質疑ございませんか。

平松俊一議員。
○３番（平松俊一）

敏）

○３番（平松俊一）

平松俊一議員。
この小型の５台を購入する

ことによって、オペレーターとかをまたふやすと
今の御説明ですと、いわゆ

いうことにつながるのでしょうか。それとも、今

る１.２立方メートルぐらいの、今までの町で

いる人員で間に合うことになるのでしょうか。

持っている除雪車の後につくショベルを買うとい

○議長（木下

うことなのですけれども。そうすると、大きい

○土木課長（佐々木陵二）

ショベルは、今何台あるのですか。５台あって、

ましては、５台で除雪を行っておりますけれど

大小５セットをつくるというための５台なのです

も、人員に関しましては１０名おります。２名乗

か。それが１点。

車したりですとか、あとロータリー除雪をしたり

敏）

土木課長。
今、直営除雪に関し

入札の結果表の中に辞退というのがあります。

ということで１０名、一応用意をしておりますけ

指名競争で４社を指名なさったのですけれども、

れども、昨年、除雪体制の見直しを行いまして、

辞退をされていると。この辞退の理由をお聞きし

実績がつかめなかったものですから、当初予算で

たい。問う理由があるのかどうか、ちょっと質問

は除雪費を計上しておりません。それで、一応、

の仕方がわからないのですけれども、指名して、

人員配置を考えまして、９月の補正で除雪費を計

断るのは勝手だという解釈なのですか、それと

上させていただきますので、それまで人員を１人

も、どうしても、例えば品物が集められないので

増ですとか、２人増ですとかということを考え

辞退したとか、その理由は何か役場のほうで受け

て、９月で補正予算を計上させていただきたいと

ているのかどうか、その点について御説明お願い

思っております。

いたします。
○議長（木下

以上です。
敏）

土木課長。

○土木課長（佐々木陵二）

○議長（木下

台数に関しまして

敏）

○３番（平松俊一）

平松俊一議員。
また人員がふえるというこ

は、町の直営で行っている台数は、除雪ドーザが

とになりますね。行政改革的な観点で言うと、町

２台、それと除雪専用車が１台、５.５トン除雪

の資産をふやすというのは、これからランニング

ダンプが１台、グレーダーが１台ございます。

コストがどんどんふえていくということになるの

メーンの除雪に関しましては、その５台が行って

ですけれども。それは、必要だという町内での検

おりまして、今回のホイールローダーに関しまし

討の上での購入かと思います。

ては、その後ろにつけて、後方支援という形で除
雪をしていきたいということでございます。

ただ、この除雪だけの機械ということですよ
ね。夏場はほとんど使わない、使おうと思えば使

辞退の理由につきましては、入札を４社指名を

えますでしょうけれども、台数的には、夏場に関

いたしまして、１社辞退をされております。その

しては、それほど必要ない機械かなと思います。

－ 4 －

例えば、どうしてもリースは当てにならない、

す。

５台がなければだめな理由というのを、もう一度
だけ説明願いますか。
○議長（木下

敏）

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は
処分に関する条例第３条の規定により、次の財産

土木課長。

○土木課長（佐々木陵二）

を取得するため議会の議決を求めるものでござい

コスト的にふえると

ます。

いうこともございますけれども、住民サービスの

取得する財産は、議会本会議場設備機器等であ

向上というものを考えまして、予算に関しまして

り、既存の機器は、庁舎建設時に設置されたもの

も、取捨選択をして必要なものは必要、必要では

であり、相当の期間が経過しており、一部ふぐあ

ないものは削るということで、除雪に関しまして

いが生じていることに加え、製造メーカーの部品

も予算のコストカットを図っていきたいと思って

供給も終了しており、今後故障等の対応ができな

おります。

いため、新たに機器を購入するものでございま

夏場につきましては、除雪用のスノープラウと

す。

いうアタッチメントも購入いたしますけれども、

１の財産の名称及び数量ですが、次のページを

標準でバケットがついておりますので、災害時で

ごらんください。１の本会議場音響機器、次の

すとか、そういうことにも使用できますので、夏

ページの２段目の２のカメラ等映像機器の分類に

場の稼働は、それほど少ないとは思っておりませ

より機器を整理している一覧でございます。

ん。

前のページに戻っていただきまして、２の契約

以上です。
○議長（木下

の方法は、指名競争入札でございます。
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）

３の取得金額は、１,９８７万２,０００円に北
海道市町村備荒資金組合が設定する利率で計算さ

質疑を終わります。

れた利子分を加算した額でございます。

これより討論を許します。

購入に当たっては、北海道市町村備荒資金組合

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

の防災資機材譲渡事業により、組合が購入し、町

討論を終わります。

が譲渡を受ける形になりますが、４の財産の取得

これより採決を行います。

先は、札幌市中央区北４条西６丁目北海道自治会

議案第３７号小型除雪ドーザ購入について、原

館内、北海道市町村備荒資金組合長菊谷秀吉氏で

案のとおり可決することに御異議ございません

ございます。

か。

５の北海道市町村備荒資金組合への納入業者
（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（木下

敏）

は、亀田郡七飯町字大沼町８１７番地の４、株式

御異議なしと認めます。

会社ワタナベ電器、代表取締役渡辺明生氏でござ

よって、本案は、原案のとおり可決されまし

います。

た。

議案関係資料１０ページ、資料９で入札の経緯
───────────────────

と結果を添付しておりますので、御参照いただき

日程第３

たいと存じます。

議案第３８号

財産の取得について

以上、御提案申し上げますので、御審議のほど

───────────────────
○議長（木下

敏）

日程第３

よろしくお願い申し上げます。

議案第３８号財

○議長（木下

産の取得についてを議題といたします。

これより質疑を許します。

（「なし」と呼ぶ者あり）

提案説明を求めます。

○議長（木下

総務財政課長。
○総務財政課長（俉楼

敏）
敏）

質疑を終わります。

これより討論を許します。
司）

それでは、議案第

３８号財産の取得について提案説明申し上げま

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

－ 5 －

敏）

討論を終わります。

これより採決を行います。

○議長（木下

議案第３８号財産の取得について、原案のとお
り可決することに御異議ございませんか。
敏）

これより質疑を許します。

平松俊一議員。
○３番（平松俊一）

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

２点ほど、お尋ねをいたし

ます。

御異議なしと認めます。

多目的ということでうたっておりますけれど

よって、本案は、原案のとおり可決されまし
た。

も、この車がどういうふうに通れるかの御説明を
いただきたいのですが。国道から学校の入口に向

───────────────────

かって、車が走れそうな図面になっていますけれ

日程第４

ども、例えば、災害時に学校を使用して何かいろ

議案第３９号

大中山小学校多目的広場等整

いろな作業をするという、体育館をメーンに考え

備工事請負契約について

ていらっしゃるのでしょうけれども、例えば、こ

───────────────────

の正面玄関のほうに下からバスが上がってきて、

○議長（木下

敏）

日程第４

議案第３９号大

今現在、その駐車場になっているほうに抜けられ

中山小学校多目的広場等整備工事請負契約につい

るようにはなっていないと思うのですけれども。

てを議題といたします。

そういう必要がなかったのかというのが、１点。

提案説明を求めます。

それから、これだけの面積が舗装になりました

学校教育課長。
○学校教育課長（竹内圭介）

けれども、集中的な雨が降った時、調整地とかそ
それでは、議案第

ういうものは必要のない面積なのかどうなのか

３９号大中山小学校多目的広場等整備工事請負契

と、この２点をお尋ねいたします。

約について提案説明申し上げます。

○議長（木下

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

敏）

学校教育課長。

○学校教育課長（竹内圭介）

ただいま御質問が

処分に関する条例第２条の規定により、大中山小

ございました、まずバス等の部分でございますけ

学校多目的広場等整備工事請負契約を下記のとお

れども、多目的広場、図面のほうに書いてござい

り締結するため、議会の議決を求めるものでござ

ます駐車場として整備をしているところから、そ

います。

の下側のほう、校門から校舎のほうに向けての部

記といたしまして、大中山小学校多目的広場等

分につきましては、児童・生徒の通学上の通学路

整備工事請負契約の１の契約の目的は、大中山小

として利用するため、道路幅も狭く、また駐車場

学校多目的広場等整備工事で、工事面積は５,３

部分と通学路を別にする目的もございまして、バ

００平方メートル。２の契約の方法は、地域限定

ス等の侵入等は考えておりません。

型一般競争入札。３の契約金額は、１億３,４２

ただ、駐車場側のほうの通学路から車どめがご

０万円。４の契約の相手方は、相互・シンオシ

ざいますので、緊急時にはバス以外のもので、車

マ・小松工業特定建設工事共同企業体、代表者は

は入れるようにはなってございますけれども、通

亀田郡七飯町字桜町３５番地、株式会社相互建設

常の利用では車どめをして、通学路と駐車場部分

代表取締役大竹キヨヱ氏でございます。

につきましては、別で利用するといった部分で利

次のページは、平面図等となってございますの

用を考えております。

で、御参照願います。

また、雨の部分でございますけれども、駐車場

また、議案関係資料１１ページに入札の経過と

の部分に雨水の排水路がございます。駐車場の黒

結果を添付しておりますので、御参照いただきた

く縁取りされているところに、排水経路とますが

いと思います。

入ってございますので、そちらで排水のほうは対

提案説明は、以上でございます。議決いただき

応できるということで考えております。

ますよう御審議のほど、よろしくお願い申し上げ
ます。

以上でございます。
○議長（木下
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敏）

平松俊一議員。

○３番（平松俊一）

ちょっと説明がわからな

しては、土木的な内容になってございまして、ア

かったのですけれども、国道からまっすぐ上がる

ドバイザー的に土木課のほうでも入ってございま

部分に関しては、車は通す想定にはなっていない

すので御説明いたします。

と。駐車場側のほうからは、車どめを外すと、例

駐車場の雨水に関しましては、３０年確率で流

えば、玄関前にバスだとかそういうものは横づけ

量計算を行いまして、国道の雨水に関しては、問

できるという説明だったのか、その確認をお願い

題ないということです。川もすぐそばですので、

したい。

流量的には問題ございません。

それから、雨水の排水ですけれども、これは国

あと、バスの進入に関しましては、図面の②の

道の管につなぐという形になるのでしょうけれど

断面をごらんいただきたいと思うのですが、舗装

も、そちらのほうは、ちゃんとのみ込める設計断

構成が重車両が入ってもいい舗装構成となってお

面になっているのかどうか、その辺のチェックが

りますので、有事の際に関しましては、バスでも

あったのかどうか。

重機でも入れる構造で、一応、舗装構成のほう

それと、先ほど聞き忘れたのですけれども、物

は、設計しております。

置棟というものが入っていますけれども、この物

以上です。

置棟は何のための物置なのか、どういう方が使わ

○議長（木下

れる物置なのか、これも質問させてください。

○３番（平松俊一）

○議長（木下

たら、子供会・町内会ということでしたけれど

敏）

学校教育課長。

○学校教育課長（竹内圭介）

敏）

平松俊一議員。
今、物置の説明を受けまし

まず、校舎まで車

も、私の解釈では、町内会が使うのであれば、そ

どめを外すとバス等が入れるかということでござ

れは町内会がつくるものではないのですか。これ

いますけれども、通学路の幅につきましては、３

は、町のほうでつくらなければだめな理由は、何

メートル６０センチほどの幅になっておりますの

かあったのでしょうか。

で、バス等の進入等は考えておりません。車どめ

○議長（木下

を外した場合、ちょうど複合施設のほうへの車の

○学校教育課長（竹内圭介）

進入もありますので、そういう行き来もできるの

つきましては、駐車場のこちらの利用が多目的広

と、小型の車両であれば玄関先まで行くことは可

場ということもございまして、駐車場利用以外に

能ですけれども、バス等の進入は考えていないと

イベント等でも利用していただきたいというよう

いうことで御理解をいただきたいと思います。

なこともございます。

敏）

学校教育課長。
こちらの物置棟に

また、物置棟の部分でございますけれども、こ

また、こちらの駐車場の部分を利用してイベン

ちらは、地域の地元の町内会、また子供会等が利

トを行う際には、地域の実際に行っているイベン

用するということで予定をしているものでござい

ト等もありますので、そちらの部分でつかってい

ます。

るものを入れていただく、また期成会のほうとも

あと、雨水ののみ込みの部分でございますけれ

いろいろ協議を重ねた結果、こういうものを入れ

ども、こちらにつきましても断面図のほうとかに

ておくところをつくっていくということで了解も

も載っておりまして、雨水ののみ込みにつきまし

いただいております。

ては、都市住宅課のほうの技士のほうにも図面を

ですから、町内会だけではなくて、地域の子供

見ていただいて、確認等もしていただいておりま

会、あと、こちらのイベントをする際にも、そう

す。雨水ののみ込みのほうについても、大丈夫だ

いったものを一時的に置く場所というようなこと

ということで、判断はいただいていると認識をし

で理解をしております。

ております。

以上でございます。

以上でございます。
○議長（木下

敏）

○議長（木下
土木課長。

○土木課長（佐々木陵二）

敏）

ほか質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

駐車場整備に関しま

○議長（木下

－ 7 －

敏）

質疑を終わります。

これより討論を許します。

することの協議について、同法第２９０条の規定

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

により議会の議決を求めるものでございます。

討論を終わります。

それでは、議案関係資料の１２ページ、資料１

これより採決を行います。

１の新旧対照表をごらんください。北海道市町村

議案第３９号大中山小学校多目的広場等整備工

職員退職手当組合規約の一部を次のとおり変更す

事請負契約について、原案のとおり可決すること

るものでございます。

に御異議ございませんか。

別表第２号、一部事務組合及び広域連合の表空

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

知管内の項中「、北空知葬斎組合」を削り、同表

御異議なしと認めます。

日高管内の項中「、日高地区交通災害共済組合」

よって、本案は、原案のとおり可決されまし
た。

を削り、同表十勝管内の項中「、池北三町行政事
務組合」を削るものでございます。

───────────────────

議案に戻りまして、附則によりこの規約は、地

日程第５

方自治法第２８６条第１項の規定による総務大臣

議案第４０号

北海道市町村職員退職手当組

の許可の日から施行するものでございます。

合規約の変更に関する協議

続きまして、議案第４１号北海道町村議会議員

日程第６

公務災害補償等組合規約の変更に関する協議につ

議案第４１号

北海道町村議会議員公務災害

いて提案説明申し上げます。

補償等組合規約の変更に関する協議について
日程第７

地方自治法第２８６条第１項の規定による北海
道町村議会議員公務災害補償等組合規約を次のと

議案第４２号

北海道市町村総合事務組合規

おり変更することの協議について、同法第２９０

約の変更に関する協議について

条の規定により議会の議決を求めるものでござい

───────────────────

ます。

○議長（木下

敏）

日程第５

議案第４０号北

それでは、議案関係資料の１４ページ、資料１

海道市町村職員退職手当組合規約の変更に関する

２の新旧対照表をごらんください。北海道町村議

協議について、日程第６

会議員公務災害補償等組合規約の一部を次のとお

議案第４１号北海道町

村議会議員公務災害補償等組合規約の変更に関す
る協議について、日程第７

り変更するものでございます。

議案第４２号北海道

別表第１中、「池北三町行政事務組合」、「日

市町村総合事務組合規約の変更に関する協議につ

高地区交通災害共済組合」、「十勝環境複合事務

いて、以上３件を一括して議題といたします。

組合」及び「北空知葬斎組合」を削るものであり

一括して、提案説明を求めます。

ます。

総務財政課長。
○総務財政課長（俉楼

議案に戻りまして、附則によりこの規約は、地
司）

それでは、議案第

４０号、議案第４１号、議案第４２号について一

方自治法第２８６条第１項の規定による総務大臣
の許可の日から施行するものでございます。

括して提案説明を申し上げます。

続きまして、議案第４２号北海道市町村総合事

今回の規約の変更は、それぞれの組合において
加入している団体の中で、解散による脱退が生じ

務組合規約の変更に関する協議について提案説明
申し上げます。

たため、規約を改正するものでございます。

地方自治法第２８６条第１項の規定による北海

それでは、議案第４０号北海道市町村職員退職

道市町村総合事務組合規約を次のとおり変更する

手当組合規約の変更に関する協議について提案説

ことの協議について、同法第２９０条の規定によ

明申し上げます。

り議会の議決を求めるものでございます。

地方自治法第２８６条第１項の規定による北海

それでは、議案関係資料の１５ページ、資料１

道市町村職員退職手当組合規約を次のとおり変更

３の新旧対照表をごらんください。北海道市町村

－ 8 －

総合事務組合規約の一部を次のとおり変更するも
のでございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

別表第１、組合を組織する地方公共団体の空知

敏）

討論を終わります。

これより採決を行います。

総合振興局（３３）の項中「（３３）」を「（３

議案第４１号北海道町村議会議員公務災害補償

２）」に改め、「、北空知葬斎組合」を削り、同

等組合規約の変更に関する協議について、原案の

表日高振興局（１６）の項中「（１６）」を

とおり可決することに御異議ございませんか。

「（１５）」に改め、「、日高地区交通災害共済
組合」を削り、同表十勝総合振興局（２４）の項

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

中「（２４）」を「（２３）」に改め、「、池北
三町行政事務組合」を削ります。

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。

次に、別表第２の９の項中、１８ページ中段に

次に、議案第４２号北海道市町村総合事務組合

なります、「、北空知葬斎組合」、１９ページ中

規約の変更に関する協議について、討論を許しま

段になります、「、日高地区交通災害共済組合」

す。

及び「、池北三町行政事務組合」を削ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

議案に戻っていただきまして、附則によりこの

○議長（木下

敏）

討論を終わります。

規約は、地方自治法第２８６条第１項の規定によ

これより採決を行います。

る北海道知事の許可の日から施行するものでござ

議案第４２号北海道市町村総合事務組合規約の

います。

変更に関する協議について、原案のとおり可決す

提案説明は、以上でございます。

ることに御異議ございませんか。

御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
○議長（木下

敏）

これより議案第４０号、議

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

案第４１号、議案第４２号、以上３件について一
括して質疑を許します。
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。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

───────────────────

質疑を終わります。

日程第８

討論、採決については、１件ごとに行います。

議案第４３号

まず初めに、議案第４０号北海道市町村職員退

計補正予算（第３号）について

職手当組合規約の変更に関する協議について討論
を許します。
○議長（木下

───────────────────
○議長（木下

（「なし」と呼ぶ者あり）
敏）

令和元年度七飯町一般会

敏）

日程第８

議案第４３号令

和元年度七飯町一般会計補正予算（第３号）を議

討論を終わります。

題といたします。

これより採決を行います。

提案説明を求めます。

議案第４０号北海道市町村職員退職手当組合規

総務財政課長。

約の変更に関する協議について、原案のとおり可

○総務財政課長（俉楼

決することに御異議ございませんか。

４３号令和元年度七飯町一般会計補正予算（第３

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

司）

それでは、議案第

号）について、御説明申し上げます。

御異議なしと認めます。

このたびの補正は、第１条既定予算の総額に歳

よって、本案は、原案のとおり可決されまし
た。

入歳出それぞれ１億３,１８６万１,０００円を追
加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１１２億

次に、議案第４１号北海道町村議会議員公務災

４,３５６万９,０００円とするものでございま

害補償等組合規約の変更に関する協議について、

す。第２条、地方債の追加は、第２表によるもの

討論を許します。

でございます。

－ 9 －

それでは、９ページの歳出から提案説明申し上
げます。

２項１目児童福祉総務費は、児童福祉総務費と
して、委託料で平成３１年４月に国の子ども・子

１款議会費。１項１目議会費は、昨年執行の町

育て支援交付金交付要綱の一部改正が行われ、一

議補欠選挙以降に新たに議員となられた３名の方

部事業について補助基準額が増額したため、国の

の札幌市での研修に対する旅費１０万１,０００

補助基準額がもととなる病児保育事業委託料３２

円の追加。

万４,０００円の追加。一時預かり事業委託料５

２款総務費。１項５目財産管理費は、庁舎管理

４万３,０００円の追加。合わせて８６万７,００

費として役場庁舎の今年度のテレビ受信料５台分

０円の追加。放課後児童対策費は、負担金、補助

の執行が完了いたしましたので、使用料及び賃借

及び交付金で、同じく国の補助基準額が増加した

料は７万５,０００円の減額。

ため、放課後児童健全育成事業補助金１０５万

６目電算管理費は、委託料として、本年１０月

９,０００円の追加。

から開始される就学前障がい児発達支援の無償化

１１ページになります。

に伴い、システム改修が必要となりましたので、

２目児童措置費は、財源構成で国の子ども・子

総合行政情報システム改修委託料６８万１,００

育て支援交付金が追加されることから、国庫支出

０円の追加。負担金及び交付金として、地方公共

金が５万円追加。一般財源は、５万円の減額。

団体情報システム機構が整備運用を行う中間サー

４款衛生費。１項２目予防費は、疾病予防等保

バー利用のため、共同システム等運用負担金２３

健対策費として、予防接種法施行令が一部改正さ

９万１,０００円の追加。

れ、風疹の予防接種を受ける機会がなかった昭和

７目企画費は、まちづくり政策事務費として、

３７年４月２日から昭和５４年４月１日までの間

負担金及び交付金は、川尻会が町内会活動として

に生まれた男性が、定期予防接種の対象となった

行う盆踊りなどのイベントに要するテント、発電

こと。また、高齢者肺炎球菌感染症予防は、国の

機、放送設備、和太鼓等の設備購入のため、昨年

施策として平成２６年から５カ年にわたり６５歳

１０月に申請しておりました自治総合センターコ

から５歳ごとに１００歳まで定期予防接種を行っ

ミュニティ助成事業助成金が、ことし４月に決定

てまいりましたが、さらに５年間定期接種の対象

されましたので、コミュニティ助成事業金２５０

者を拡大し、摂取率向上を図ることになり対象者

万円の追加。

となる方へ検査・接種・勧奨を行うため、賃金は

３款民生費、１項１目社会福祉総務費は、社会

臨時職員賃金２万９,０００円の追加。

福祉総務費（国民年金）として本年１０月から制

需用費は、消耗品費として風疹追加的対策クー

度開始する年金生活者支援給付金制度事務説明会

ポン券用紙代など４６万２,０００円の追加。印

へ出席するため、一般職旅費３万１,０００円の

刷費は、抗体検査受診料、定期検査予診表、封筒

追加。

の印刷などで２３万４,０００円の追加。需用費

２目高齢者福祉費は、介護保険特別会計繰出金

合計６９万６,０００円の追加。

として、繰出金は、介護保険特別会計で増額補正

役務費は、風疹追加的対策に係る郵便料３７万

に伴い、介護保険特別会計繰出金１７万６,００

８,０００円の追加。手数料は、抗体検査・定期

０円の追加。

接種に伴う国保連事務手数料２８万３,０００円

４目障がい者福祉費は、市町村子供発達支援セ

の追加。役務費合計６６万１,０００円の追加。

ンター事業の利用対象児童の算定方法が、平成２

委託料は、高齢者肺炎球菌感染症予防接種委託料

５年度から改正になっていたことから、平成２５

２７５万１,０００円の追加。風疹追加的対策抗

年から２７年度までの地域づくり総合交付金の返

体検査委託料３１８万８,０００円の追加。風疹

還が生じるため、返還金利子及び割引料は、障が

追加的対策定期接種委託料１４４万３,０００円

い者福祉事業道支出金、過年度清算返還金１３万

の追加。委託料合計７３８万２,０００円の追

６,０００円の追加。

加。

－ 10 －

事業合計８７６万８,０００円の追加でござい
ます。

町有林の下刈りに対する経費で、平成３０年度北
海道道林事業標準単価をもとに積算してまいりま

３目環境衛生費は、火葬場及び墓地管理費とし

したが、今年度単価が大幅に上昇したため、単価

て、償還金、利子及び割引料は、現在、桜町共同

上昇に伴い町有林下刈委託料３８万９,０００円

墓地の未使用墓地の返還について数件問い合わせ

の追加。

が寄せられており、今後、返還する件数がふえる

７款商工費。１項１目商工費は、プレミアム付

可能性があることから未使用墓地返還還付金４３

商品券発行事業費として、消費税、地方消費税の

万２,０００円の追加。

引き上げによる低所得者や子育て世帯への消費に

４目環境保全対策費は、生活環境対策事業費と

与える影響を緩和するため実施するプレミアム付

して、原材料費で道路維持補修用原材料が今後の

商品券の発行、販売に事業に必要な事務経費とし

維持補修に対し、予算不足が見込まれることから

て補正予算の提案となります。なお、商品券分の

生活環境用原材料１２万６,０００円の追加。負

補正は、商品券販売店等が確定した後、後日、補

担金、補助及び交付金は、合併処理浄化槽設置整

正対応いたしてまいります。

備補助金が今後の申請により予算不足が見込まれ
るため３４０万円の追加。

需用費は、消耗品費５０万円の追加。印刷製本
費は、商品券宣伝ポスターの印刷費として２８０

６款農林水産業費、１項３目農業振興費は、農
業支援対策事業費として、負担金、補助及び交付

万１,０００円の追加。需用費合計３３０万１,０
００円の追加。

金は、今年度の大沼べこっ子祭り開催事業に伴う
補助金５０万円の追加。

役務費は、申請料、引換券等の送付のため郵便
料１９９万２,０００円の追加。手数料は、引換

４目農地費は、土地改良総務費として北海道多
面的機能支払事業に伴う経費の予算補正で、平成

券等の封入作業手数料として９万８,０００円の
追加。役務費合計２０９万円の追加。

２６年から継続事業ですが、国・道からの補助を

委託料は、プレミアム付商品券事業のシステム

受けていることから、道からの内示を受け、対応

改修等の業務委託料２４５万５,０００円の追

となっておりますので、今回の補正となり需用費

加。

については、多面的機能支払事業推進活動用消耗
品１０万円の追加。負担金、補助及び交付金は、

事業合計７８４万６,０００円の追加でござい
ます。

道内８カ所の農地管理組合に対して農業の有する

８款土木費、２項１目道路橋りょう維持費は、

多面的機能の発揮の促進に関する法律等に基づい

国道５号から大中山中学校へ向かう町道大中山１

て交付される多面的機能支払事業補助金７,６３

号線の街路樹、桜の木の剪定・伐採に係る委託料

２万３,０００円の追加。

１７０万円の追加。なお、この予算は当初、記念

事業合計７,６４２万３,０００円の追加でござ
います。

樹ということで１０款教育費２項小学校費１目学
校管理費に措置されておりましたが、町道部分で

続きまして、道営農業基盤整備事業費として、
旅費は令和３年度から事業開始される道営基盤整

あり、土木課が実施するため予算を組みかえるも
のでございます。

備事業御上谷地地区の事業推進を図るため、換地
等技術向上に係る研修の受講が必要であるため、

工事請負費は、道路パッチ処理箇所の増加に伴
い、町道等舗装補修工事３５０万円の追加。

一般職旅費１４万円の追加。

２目道路橋りょう新設改良費は、道路用地取得

２項１目林業費は、林業費として、１３ページ

費として、町道藤城７号線の道路の一部が民地を

になります、負担金、補助及び交付金は、私有林

通っており、分筆の後、寄附採納に応じていただ

の植林に対する補助の追加要望に対応するため、

けることになったことから、用地測量業務委託料

未来につなぐ森づくり事業補助金１３８万８,０

３０万円の追加。地積測量図等作成業務委託料８

００円の追加。町有林整備費として、委託料は、

万円の追加。
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９款消防費、１項２目災害対策費は、災害対策

０円の追加。

費として、昨年９月に発生した胆振東部地震及び

１３款職員費、１項１目職員給与費は、財源更

ブラックアウトの経験を踏まえ、今後、避難所等

正で、国の子ども・子育て支援交付金が追加され

で必要となる設備及び備蓄品の整備のため、需用

ることから、国・道支出金２８万６,０００円の

費は、災害対策用消耗品費２７万８,０００円の

追加。一般財源２８万６,０００円の減額となり

追加。工事請負費は、福祉避難所等設備整備工事

ます。

１,２８６万５,０００円の追加。

次に、７ページの歳入に戻っていただきます。

事業合計で１,３１４万３,０００円の追加。

１４款国庫支出金。２項１目総務費国庫補助金

１０款教育費、１項２目事務局費は、事務局費

は、総務管理費補助金として地方公共団体情報シ

学校教育として、１５ページになります、役務費

ステムの中間サーバー整備に伴い、社会保障・税

は、適応指導教室において、学校・保護者・教育

番号制度システム整備補助金２３９万１,０００

委員会と密な連絡を必要とすることから、電話料

円の追加。

９万円の追加。大沼地区小中学校統廃合事業費と

２目民生費国庫補助金は、社会福祉費補助金と

して、需用費は、大沼地区小中学校閉校式開催に

して地域生活支援事業補助金６８万１,０００円

係る消耗品・記念品の購入のため、消耗品費８７

の追加。児童福祉費補助金として子ども・子育て

万３,０００円の追加。委託料は、大沼岳陽学校

支援交付金、３分の１の国の負担分で７５万９,

開校関係委託料として、大沼中学校にある不要備

０００円の追加。民生費国庫補助金合計１４４万

品の処分、大沼地区小中学校の閉校周知看板作成

円の追加。

で１３０万円の追加。大沼小、軍川小の体育館の

３目衛生費国庫補助金は、保健衛生費補助金と

解体工事実施設計委託料１５９万５,０００円の

して感染症予防事業費等補助金（風疹追加的対

追加。委託料合わせて、２８９万５,０００円の

策）として、２１６万円の追加。

追加。負担金、補助及び交付金は、閉校記念誌作

７目商工費国庫補助金は、商工振興費国庫補助

成等のため、統廃合関係補助金２３７万２,００

金として、プレミアム付商品券事務費補助金７８

０円の追加。事業合計６１４万円の追加。

４万６,０００円の追加。

２項１目学校管理費は、校舎等営繕費（小学

３項２目民生費補助金委託金は、社会福祉費委

校）として、委託料は、大中山小学校周辺町道街

託金として、国民年金事業委託金３万１,０００

路樹選定伐採業務は、教育委員会で当初、予算措

円の追加。

置しておりましたが、町道部分のため、土木課で

１５款道支出金、２項２目民生費道補助金は、

実施するため８款土木費２項１目道路橋りょう維

児童福祉費補助金として子ども・子育て支援交付

持費へ予算配当を組みかえするため、１７０万円

金３分の１の道の負担分で、７５万９,０００円

の減額。

の追加。

３項中学校費１目学校管理費は、校舎等営繕費

４目農林水産業費道補助金は、農業費補助金と

（中学校）として、需用費は、七飯中学校の網戸

して、北海道多面的機能支払事業補助金５,７３

修繕のため校舎ほか修繕料７１万３,０００円の

４万１,０００円の追加。林業費補助金として、

追加。

未来につなぐ森づくり事業補助金８５万４,００

４項１目社会教育総務費は、高齢者教育事業費

０円の追加。森林保育事業補助金２６万４,００

として、本年５０周年を迎える七飯老人大学の記

０円の追加。林業費補助金合計１１１万８,００

念式典及び祝賀会の開催に係る経費として、需用

０円の追加でございます。

費は、消耗品費としてアレンジ生花、紅白餅の購
入のため１０万１,０００円の追加。印刷製本費

１９款繰越金、１項１目繰越金は、前年度繰越
金として４,３７４万円の追加。

は、記念誌・式次第等の作成のため印刷製本費５

２０款諸収入、５項４目雑入は、雑入として、

１万５,０００円の追加。合わせて６１万６,００

川尻親交会の備品購入に係るコミュニティー助成
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事業補助金２５０万円の追加。北海道市町村振興

業というのは、平成２６年度からやっております

協会防災・減災推進交付金３５３万５,０００円

が、当初の部分は３地区ありまして、全体の相対

の追加。雑入合計６０３万５,０００円の追加。

の事業の金額の部分は押さえておりません。

２１款町債、１項６目消防債は、災害対策事業
債９００万円の追加でございます。

以上であります。
○議長（木下

敏）

次に、３ページに戻っていただきます。

○１０番（坂本

第２表地方債補正でございます。

からの相対の金額が、今、押さえていないという

追加となるのは、災害対策事業で、限度額を９

ことですか、そういうことですか。わかりまし

００万円とし、起債の方法、利率、償還の方法等

それでは、後ほど課長のほうから聞きたいと思

提案説明は、以上でございます。よろしく御審
議のほど、お願い申し上げます。
敏）

○議長（木下

午前１１時１０分
敏）

休憩

○３番（平松俊一）

ほか質疑ございませんか。
３点ほど、質問いたしま

す。

再開

１点目、１０ページの電算管理費。これは、毎

休憩前に引き続き、再開い

たします。

回出てくるので、いつも気になっている項目なの
ですけれども、共同システム等運用負担金という

これより議案第４３号令和元年度七飯町一般会
計補正予算（第３号）の質疑を許します。

ことで２３９万１,０００円。これは、そのシス
テムが変わったので、それにあわせて出てきたも

坂本繁議員。
○１０番（坂本

敏）

平松俊一議員。

─────────────
○議長（木下

います。終わります。

暫時休憩いたします。

午前１０時５２分

今、課長の説明で２６年

た。

記載のとおり定めるものでございます。

○議長（木下

繁）

坂本繁議員。

のなのかということをお聞きをしたい。
繁）

１点ほど、質問したいと

思います。

例えば、こういったものをどういったところか
ら、どういった積算根拠できているものなのか、

１２ページの１９款負担金、補助金及び交付金
の関係ですけれども、先ほど農林水産課長のほう

この数字の出てくる内訳というのですか、その説
明をお願いしたいなと思っています。

から説明ございましたこの多面的機能支援事業に

同じことで、１４ページにありますプレミアム

対しての補助金ですけれども、２６年から行われ

商品券の発行事業費の中にも、システム改修委託

ているということでありまして、３０年度まで総

料というのがありますが、なぜ、このシステムの

額でどのくらいの金額をきていますか。

改修が出てきたのか。この辺の説明と、今、１問

それと、この補助金、国・道の補助金ですけれ
ども、これに町のお金も幾らか入っているのか。

目で聞いたどういったふうなお金なのかというこ
とをお尋ねをいたします。

その辺について伺いたいと思います。
○議長（木下

敏）

それから、最後になりますが、１６ページ、大

農林水産課長。

○農林水産課長（川島篤実）

沼小学校の体育館の解体工事の実施設計委託料と

ただいまの質問に

お答えいたします。

いうことで１６０万くらいですか、組んでおりま
すけれども、例えば、子供たちがいる中での解体

２点ありますけれども、まず、町の持ち出し分

工事とかというなら、それはいろいろ気を遣わな

があるのかという部分については、この事業は、

ければいけないので、わかりますけれども、子供

国が５０％、そして道が２５％、そして町が２５

は全部いないところでの工事であれば、町内業者

％で、今年度事業については、全体で７,６３２

にこれ一式幾らで解体するのだという、そういう

万円ほどの事業で、そのうち２５％ということ

発注の仕方は、全く考えられないのかどうか、こ

で、町の持ち出し分は１,９０８万５４９円とい

れをお尋ねをいたします。

うことになっております。これについて、この事

○議長（木下

－ 13 －

敏）

情報防災課長。

○情報防災課長（若山みつる）

ただいま御質問

ては、この期間の住民基本台帳システムからの

ございました電算システムの改修の負担金に算出

データの作成や取り込み、それから対象者データ

根拠についてお答えいたします。

を取り込んで申請書を作成するなど、さまざまな

今回の改修につきましては、社会保障税番号シ

情報を活用する必要がございます。当該システム

ステム、よく言われるマイナンバーですね、マイ

の導入業者でありますところから、この国の仕様

ナンバーの仕組みの中の中間サーバーというもの

にもとづいた見積書を徴したところでございま

がございまして、中間サーバーというのは、全国

す。

の自治体が情報連携をするために役場とかで保有

今回の委託料２４５万５,０００円の中には、

してございますデータの複本を中間サーバーに上

その国の仕様に沿ったデータ抽出等に係るパッ

げて、そこで情報連携を各町がするというような

ケージ導入経費、それから諸経費、その他さまざ

仕組みのものでございます。

まな作業にかかる費用を見積もっていただいて、

この中間サーバーの運営につきましては、国が

計上しているところでございます。

整備しまして、運用については、地方自治情報シ

以上でございます。

ステム機構が運営しておりますが、それについて

○議長（木下

敏）

の今回は改修についての補正でございます。

○教育次長（扇田

教育次長。
誠）

解体の実施設計につき

補助金も同額で入ってくる事業になってござい

ましては、工事費の適正な費用を算出するために

ますが、この仕組みといたしましては、国が全国

必要だというふうに考えてございます。その後、

の市町村にこれだけ負担をしてくださいというこ

入札等におきまして、金額には変動が出ると思い

とで、配分される金額でございまして、こちらで

ますけれども、今回は実施設計を組んで計上をし

詳細な積算等はしてございません。その配分の額

たということでございます。

どおりの支出を行って、そのシステム改修の負担

○議長（木下

金として支払っているというような内容となって

○３番（平松俊一）

おります。補助金につきましても、１０分の１０

したので。

敏）

平松俊一議員。
システムのほうは理解しま

国から配分としてございますので、その額がこの

最後の１点の解体の設計委託料。役所で予算を

たびは２３９万２,０００円となってございま

組むために設計が必要だということなのだと思う

す。

のですけれども、わかるのですけれども。

以上です。
○議長（木下

ただ、先ほども言いましたように町内の業者を
敏）

商工観光課長。

○商工観光課長（福川晃也）

集めて、これを幾らで解体するのだというやり方

それでは、私のほ

で十分対応できる話ではないでしょうかね。そこ

うからプレミアム付商品券発行事業費のシステム

から出てきた見積もりで予算を組んでもおかしく

改修委託料につきまして、御答弁させていただき

ないと思うのですけれども。こういう手続きをす

ます。

ると、とにかく高く高く出てくるような気がする

御存知のとおり、七飯町で使用しております総

のですが、少しでも安くしようというふうには、

合行政システム、こちらの情報をこのたび国が示

やはり考えないものなのでしょうかね。

したプレミアム付商品券の対象者を抽出するため

○議長（木下

に、ある程度の改修をしなければ、その情報を引

○教育次長（扇田

き出すことができないという仕組みになってござ

は、やはりその適正な価格というものですね、や

います。

はり予算化をして提案していくのが本筋だと思っ

今回の補正に関しましては、国が示している補

敏）

誠）

我々、行政としまして

てございますので、このとおり予算計上をした次

助対象経費を上げたものでありまして、全額国庫

第でございます。

の補助対象ということでございます。

○議長（木下

なお、こちらのシステム改修委託料につきまし

教育次長。

敏）

○３番（平松俊一）

－ 14 －

平松俊一議員。
教育委員会だけではないか

もしれませんけれども、私が提案しているような

ていただきたいなというふうに思います。

やり方でやっているものもありますよね、庁内の

そして、１４ページの消防費の中の災害対策

中に。積算をするのではなくて、見積もり、皆さ

費、１５節の工事請負費の福祉避難所等の設備整

んなら幾らでやりますかということでやっている

備工事で１,２８６万５,０００円。この内訳、先

の、たしか何だったかわからないですけれども、

ほど、余り細かく教えていただかなかったので、

あると思うのですけれども。それをやる、やらな

そこを教えていただきたいなと思います。

いという境目というのは、どういう基準みたいな
ものがあるのですか。
○議長（木下

敏）

○副町長（宮田

それから、１６ページの教育費のところの大沼
地域小中学校統廃合事業費の１１節の需用費の消

副町長。

東）

耗品費８７万３,０００円。不要な備品を片付け

今の解体費用の関係につ

るためにあると言われたのですけれども、その不

いてだけ少し申し上げますけれども、この今の解

要な備品というのは、そういうリストというの

体費用、大沼小学校の体育館ですか、国の交付金

は、上がっているのかどうか。上がっているので

をいただいている事業となってございますので、

したら、どういう内容なのか、教えていただきた

それに基づくのであれば、実施設計をしていただ

いなと思います。

いて、適正な金額をはじいて、予算化していくと

以上です。

いうような形になろうかと思いますので、その点

○議長（木下

については、御理解をお願いしたいなと思ってご

○子育て健康支援課長（岩上

ざいます。

質問がありました、学童の運営補助金についてで

後段の部分については、そういう形のものはな
いと、私は認識してございます。
敏）

剛）

ただいま御

いてでございます。
これについては、総務財政課長のほうからも説

質疑を許します。

明ありましたとおり、３１年４月からこの交付金

横田有一議員。
○１番（横田有一）

子育て健康支援課長。

ございます。放課後児童健全育成事業補助金につ

以上でございます。
○議長（木下

敏）

の交付要綱が一部改正されたということで、一部
一般の１０ページの放課後

事業費について補助基準額が増額したというもの

児童対策費の１９款負担金、補助金及び交付金の

に基づく内容となってございます。内訳的には、

中の放課後児童健全育成事業補助金と、これとい

直営以外の学童、民間の部分ですね、民間の４施

うのは、改めて当初予算にも出ていたと思うので

設に対する運営補助金、これが基準額の増額に

すけれども、これどういう意味で出たのか。先ほ

よって、変更となったということでございます。

ど拡充をされたとかとちらっと言われていたので

もう１点、肺炎球菌の予防接種の関係でござい

すけれども、その辺もう１回お願いしたいと思い

ますけれども、これについては、２６年度から

ます。

５カ年にわたって実施をしてまいりました。今回

１２ページの疾病予防のところの１３節の委託

から、６５歳以上に限定されるものと認識してお

料の肺炎球菌感染予防接種委託料の２７５万１,

りましたが、国のほうで３月にまた新たに５カ年

０００円、これも先ほどの課長の説明では、新し

の第２段階の施策を行うということで、七飯町の

く拡充されたようなニュアンスなことを言われて

６５歳以上の人口９,４６９人に対し、５カ年で

いたので、そこのところ教えていただきたいと思

実施してきた予防接種済み人数は、３,１６９人

います。

でございます。残りの６,３００人を未接種とい

それから、農林水産の農業支援対策事業費の１

うことなものですから、少しでも接種率を上げる

９款負担金、補助及び交付金の大沼べこっ子祭り

という取り組みで再度、第２段階として実施する

事業補助金、これ去年もあったと思うのですけれ

ものでございます。

ども、これというのは、去年もこの農水のほうで
やったのかどうか、ちょっとわからないので教え

以上でございます。
○議長（木下

－ 15 －

敏）

農林水産課長。

○農林水産課長（川島篤実）

私のほうから、１

つきましては、そのうち１０万円が予算化してご

２ページの農業支援対策事業費、大沼べこっ子祭

ざいます。その備品の内訳につきましては、洗濯

り事業補助金についてですが、これについては、

機が１台、テレビが１３台で、あとは運搬料と取

ことしは第６回目を迎えまして、第１回時から農

り外しの作業料、それも含めて計上してございま

林水産課のほうで担当で事業を支援しておりま

す。

す。

以上でございます。

以上です。
○議長（木下

○１番（横田有一）
敏）

情報防災課長。

○情報防災課長（若山みつる）

課長、悪いですがもう１回

言ってください。

私のほうから、

○議長（木下

敏）

福祉避難所等設備整備工事の内容についてお答え

答弁願います。

いたします。

○教育次長（扇田

済みません、もう一度再度
誠）

大沼岳陽学校開校関係

今回の補正予算では、町内６施設の災害時の避

委託料、この中に、１３０万円の中に不要備品の

難所等として機能強化・整備する内容となってお

処分についての予算が計上されてございます。そ

ります。

れについては、１０万円を計上してございます。

施設といたしましては、町内の避難所のうち、

その内訳につきましては、洗濯機が１台とテレビ

福祉避難所も兼ねております文化センター、保健

が１３台と、廃家電の運搬料及び取り外しの作業

センター、大中山コモン、大川コミュニティーセ

料、それも込みで１０万円の計上ということでご

ンター、大沼多目的会館、それと災害時に行政の

ざいます。

機能を停止させないためにということで、七飯町

以上でございます。

役場庁舎についての６施設を整備するものでござ
います。

（「議事進行」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

内容といたしましては、七飯町役場につきまし

敏）

○１４番（中川友規）

中川友規議員。
今、横田委員の質問は、

ては、自家発電がございまして、自家用発電から

消耗品費８７万３,０００円を聞いていたと思う

非常用コンセントを設置いたしまして、住民票等

のですけれども。

を出せる窓口業務を稼働させるために必要なコン

○議長（木下

セントを整備するものでございます。

から。

敏）

今の議事進行について、私

それから、文化センター、保健センター、大中

横田議員は、消耗品費だったと思うのだけれど

山コモン、大川コミュニティセンター、大沼多目

も、多分、提案説明の時に、この岳陽学校開校関

的会館につきましては、外から発電機を接続する

係委託料の中にあった不要の、今、質問している

ような盤をつくりまして、その盤から直接電源を

部分があったのを言ったのはそうです。

とれるような非常用コンセントを設置いたしまし

だけれども、今、答弁の中で、ここの部分です

て、災害時にその発電機から非常用コンセントか

よということで、その不要の備品の処分について

ら電源をとって、避難者に対して暖房や照明を確

の予算ということだったもので答弁したので、こ

保するものでございます。

のまま。横田議員が、今の答弁のところを質問し

また、保健センターにつきましては、その外の
発電機から通常、商用電源で稼働してございます

たのではないのであれば、もう一度再質問してく
ださい。

ボイラーについて、稼働させるための切りかえ盤
をつけるということでございます。

要は、入っている場所を間違って言ったので
す。続けて、よろしいですか。

以上でございます。
○議長（木下

敏）

○教育次長（扇田

では、再質問から。

教育次長。
誠）

○議長（木下

大沼岳陽学校開校の関

係の委託料１３０万円のうち、不要備品の処分に

敏）

○１番（横田有一）

再度質問願います。
１１節の需用費の消耗品費

ということで、８７万３,０００円という数字が

－ 16 －

出ているのですけれども、これは何ですかという

○議長（木下

敏）

ことです。

○１番（横田有一）

横田有一議員。
災害対策費の中で１,３０

私は、不要の備品というものを処理するためだ

０万円という金額があったのですけれども、その

というふうに、最初、私は総務課長の説明で聞こ

うちの工事請負費で福祉避難所等で１,２８０万

えていたから、それが違うのだなと思ったから、

円。それで、歳入のほうを見ますと、８ページの

そういう言い方に変えてしまっただけで、１番最

１番下のところに町債が９００万円、それから、

初は、その消耗品の８７万３,０００円は不要備

その上の雑入で北海道市町村振興協会防災減災推

品であるというふうに認識していたから。

進交付金で３５３万５,０００円というふうに出

○議長（木下

ているんですけれども、３５３万５,０００円

敏）

だから、そういうふうに質

問しましたよね。

は、そういうふうな部分から出ましたよとなって

○１番（横田有一）

しました。

いるのですけれども、実際にこの額で取りあえず

○議長（木下

暫時休憩します。

町側の福祉施設等の整備設備工事というのは、こ

敏）

午前１１時３３分

休憩

としこれで終わりという考え方でいいのか。

─────────────
午後
○議長（木下

１時００分

敏）

それから、もう１点は、この９００万円の町債

再開

を使ったということになっているのですけれど

休憩前に引き続き、再開い

たします。

も、前回の補正の時には、お金が足りなかった部
分に対しては基金を取り崩してやったというのが

横田議員の質問にかかわる教育次長の答弁につ
いて、議会運営委員会の報告を求めます。

ありましたので、そこは、どう使い分けているの
かというのを、わかったら教えていただきたいと

中川委員長。

思います。

○１４番（中川友規）

議会運営委員会を開催

○議長（木下

敏）

情報防災課長。

し、横田議員の質問に対する教育次長の答弁につ

○情報防災課長（若山みつる）

いて協議した結果、横田議員に対する教育次長の

備で福祉避難所の整備は整ったのかという御質問

答弁不足があるので、次長の再答弁から入ること

でございますが、町内で今、福祉避難所として指

といたしました。

定してございますのが、先ほど言いました文化セ

報告を終わります。
○議長（木下

敏）

○教育次長（扇田

初めに、この整

ンター、保健センター、大中山コモン、大川コ
教育次長。

誠）

ミュニティーセンター、大沼多目的会館、五つの

貴重な時間を費やし、

大変申しわけございませんでした。

施設のみでございます。ほかに福祉避難所がござ
いませんので、福祉避難所としての整備という面

この御質問は、需用費の消耗品の中に不要備品

に関しましては、この整備になりますが、今後、

の処分費が含まれていて、その不要備品の内訳に

福祉避難所に避難してくる対象者もふえてくると

ついての御質問でございましたが、不要備品の処

思いますので、その際は、ほかの施設等も福祉避

分費につきましては、委託料の大沼岳陽学校開校

難所に要件があうかどうかを検討しながら、ふや

関係委託料で計上しておりますので、大沼岳陽学

していきたいと思っております。

校開校関係委託料について答弁いたします。

次に、歳入の件に関してですが、今回の避難所

御質問の不要備品処分費は、大沼岳陽学校開校

の設備強化につきまして、緊急防災減災事業債と

関係委託料１３０万円の内訳として１０万円を計

いうメニューに合致いたしましたので、有利な起

上してございます。

債だということでございましたので、そちらを適

不要備品の内訳は、洗濯機１台、テレビ１３台

用しているということになります。

で、その他運搬費及び取り外しにかかる経費を計
上してございます。
答弁は、以上でございます。

以上でございます。
○議長（木下

敏）

○総務財政課長（俉楼
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総務財政課長。
司）

それでは、歳入の

件ということでございますので、私のほうからも

金、補助及び交付金の部分。ここの説明のときに

補足の説明をさせていただきます。

は、予算不足が見込まれるというような理由でご

基金とそこの起債の使い分けということでござ

ざいました。これについては、どういう見込みを

います。今、情報防災課長のほうから答弁がござ

したのか。そう申しますのは、今、６月でござい

いました今回は、起債ということで緊急防災減災

ます。新年度が始まってまだ２カ月。こういう観

事業債という起債を当て込んでございます。それ

点からいけば、既に予算不足が見込まれるという

につきましては、対象となった費用の７０％が交

ような話があるのかどうか、ここをちょっとお聞

付税で戻ってくるというような起債となってござ

きしたい。

いますので、町としては、基金を投入するよりも

それから、一般の１６ページ。大沼地区小中学

財政上有利であるということの観点から、こちら

校統廃合事業費の中の委託料、大沼岳陽学校開校

のほうを選択したということでございます。

関係委託料１３０万円。今、聞いておりました

以上です。
○議長（木下

ら、処分費１０万円が入っているというようなこ
敏）

○１番（横田有一）

横田有一議員。

とでございますけれども、１３０万円の内訳を、

先ほどの福祉避難所の件な

説明では看板ということも何か私、聞こえてきた

のですけれども、福祉避難所としては、改めて何

のですけれども、内訳をお知らせ願いたいと。

かを新しくふやす、避難所をつくるとかというこ

それから、１９番の負担金、補助及び交付金。

とを言っていたのですけれども、今の現状の中で

統廃合関係補助金ということで、これについて

は、今の部分ということで、ことしはこれで終わ

は、記念誌等というようなことでございました。

りということでよろしいのですかということを聞

２３７万２,０００円ということで、これも内訳

きたかったのであって、ほかにふやしてください

を教えていただきたい。

ではなくて、今の中身で、この５カ所でやる、

以上です。

５カ所ですか、それでやっていった場合は、ここ

○議長（木下

でいいですかということなのですけれども。その

○環境生活課長（磯場嘉和）

辺、もう１回お願いします。

境対策事業費、原材料の見込みということで、当

○議長（木下

初、こちらのほうの原材料については１４万８,

敏）

情報防災課長。

○情報防災課長（若山みつる）

敏）

環境生活課長。
それでは、生活環

今回の整備で、

０００円、当初予算見込んでおりましたけれど

ことしの分については、これで終了しようと思っ

も、現在のところ、仁山の路線で１本、それから

てございます。

峠下の路線で１本、それから藤城地区で１本とい

この避難所については、福祉避難所も兼ねてい

うことで、３本の路線の砂利を引いたりだとか、

るということもありますが、町内で各地域におい

整正したりだとかという形で予算を使用している

て主要な避難所となっており、前回のブラックア

ところでございます。

ウトの時も、その後の台風等でもこの施設を中心

今、要望として藤城に１本、砂利の路面整正だ

的に開いて、避難所としていた経緯もございます

とかというのが入っていまして、それを入れると

ので、とりあえず主要な避難所という位置づけ

予算が足りなくなってくるというような状況にな

で、整備していったという考えてございます。

りまして、１２万６,０００円の補正をするもの

以上です。
○議長（木下

でございます。
敏）

ほか質疑ありませんか。

それから、負担金・交付金についてですけれど

田村敏郎議員。
○５番（田村敏郎）

も、合併処理浄化槽の補助金なのですけれども、
３点ほど、お聞きいたしま

す。

今現在、６件、３２６万円の申請がもう既にあり
まして、そこを支出予定となってございます。当

まず、一般の１２ページ。生活環境対策事業費

初予算で３２９万円見込んでございましたけれど

でございます。１６番、１９番。原材料と負担

も、このペースで、もう３万円しか予算が残って
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いないということで、まだ６月現在で、当初見込

やはり本来の補正の趣旨ではないのですよ。やは

みとしては甘かったのかと言われると、それまで

り当初予算にきちんとのせて、そうして緊急を要

なのですけれども、件数としては、少しずつ当初

するもの、あるいは災害等の場合に補正というよ

とすると確定なかなかできないものですから、そ

うなことで、足りないからとか何とかという話の

こについてはふやしていきたいということで、今

中での補正というのは、問題はないのだろうけれ

回の補正の内容としては、５人槽５２万円の補助

ども、考え方として、やはりあわないような気が

金の分が４件、それから７人槽６６万円の補助金

しますので、町民の生活に密着するようなものに

のものが２件ということで、合わせて３４０万

ついては、前年度の実績を十分に勘案した中で計

円。こちらのほうを補正計上しているところでご

上すべきではないのかなと。そこら辺の考え方を

ざいます。

もう一度お知らせ願いたいと思います。

以上でございます。
○議長（木下

敏）

それから、看板でございますけれども、これど
学校教育課長。

○学校教育課長（竹内圭介）

ういう看板か私わからないのですけれども、例え

それでは、御質問

ば、横断幕とか何とかという話なのか、あるいは

がございました、まず大沼岳陽学校関係の委託料

その頑丈な看板なのか、もう少しこれ、いいので

ということで１３０万円の内訳でございますけれ

すけれども、経費的にどうなのかと、十分検討さ

ども、こちらにつきましては、先ほど次長のほう

れた上でだと思うのですけれども、その考え方

から答弁ございました大沼中学校の備品の処分費

と。

で委託料１０万円となっております。また、その

それから、記念誌代ということで２,４００部

ほかに閉校する学校の周知用看板の作成費としま

ということなのです。これは、もう各学校に補助

して１２０万円を見込んでおります。こちら、各

金として、あるいは、どういう負担金として出す

学校、閉校に当たって大きい看板、ありがとうと

のか、ちょっとわからないですけれども、各学校

か閉校とかという形で、各学校で閉校をお知らせ

に対して出すということなのですか。そこら辺、

する看板と、あと学校のほうのグラウンドですと

教えてください。

か、そういう敷地のほかに、やはり見えやすい学

○議長（木下

校に入っていく道路ですとか、そういうところに

○環境生活課長（磯場嘉和）

も周知看板を立てたいということで、各学校２枚

とおり、補正というのは、本来緊急性の要するも

を予定しております。そちらの看板作成費が１２

のと、当初予算で組むべきものだということで、

０万円となってございます。

そのあたりは理解をしてございます。

敏）

環境生活課長。
議員のおっしゃる

また、もう一つの御質問で、負担金、こちらは

浄化槽のほうなのですけれども、例年１０件弱

各学校の閉校に伴いまして、各学校で記念誌を作

という形で出ていまして、このくらい６件か７件

成する作成代としまして、内訳としましては、記

という形で予算を組んだのですけれども、年度当

念誌、大沼中学校が１,２００部、大沼小学校が

初から６月時点で、既に６件も申請があったとい

５００部。あとは、軍川小学校が４００部、東大

うことで、既に本当に３万円しか残っていないと

沼が３００部ということで、合計２,４００部の

いうことで、今後も、これからまだ家も建つシー

記念誌を作成する予定となってございます。

ズンでもありますので、そちらのほうこれから見

以上でございます。
○議長（木下

敏）

○５番（田村敏郎）

込みあるということで、計上させていただいたと
田村敏郎議員。

ころでございますけれども。

まず、生活環境の関係のほ

今後、当初予算、なるべく見込みを立てて、

うですけれども、必要で補正する分には一向に構

やっていきたいと考えておりますので、御理解の

わないのですけれども、当初予算の中では、やは

ほどよろしくお願いいたします。

り前年度の実績というか、そういったようなもの

○議長（木下

をもとにしながら、絶えず補正という考え方は、

○学校教育課長（竹内圭介）
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敏）

学校教育課長。
それでは、御質問

がございました、まず各学校の看板でございます

言いますか、例えば、プレミアム部分にどのくら

けれども、こちらにつきましては、今作成を予定

いの金額になって、事務費的な、本当の事務費的

しておりますのが、学校の外につける看板で、ま

な印刷とかそういうものにどういうふうになって

ず大きさが縦１メートルの横幅が約３メートルほ

いるのかという内訳について、わかりましたらお

どの看板をつけるということで、外につける看板

知らせいただきたいなと。

でございますので、やはり頑丈なものを予定をし
ております。

そういうことで言えば、プレミアム部分が金額
的に何％で、どのぐらいのプレミアムの金額にな

また、この看板につきましては、１１月に、学

るのか……。

校が閉校するということもございますので、その

○議長（木下

敏）

上野議員。

閉校のお知らせと、あとほかの町でも閉校してい

今、歳入のところばかりで質問されております

る学校では、ありがとうですとかいろいろ文言あ

が、先ほど来、ずっと提案説明の時点から、先ほ

ると思います。そちらについては、各学校のほう

ど同僚議員のシステム管理の委託料を初め、歳出

と協議をして、掲載内容については決めていきた

のほうにも詳細が出ていますので、それも含めた

いと思っております。

上で、両方を見た上で、質問を展開してもらえれ

また、記念誌でございますけれども、こちら

ばありがたいので、よろしく。一般の１４ペー

は、各学校ごとで記念誌のほうを作成しますの

ジ、それを含めた上で、もう一度質問をお願いい

で、こちらの補助金につきましては、開設準備委

たします。

員会のほうで行いますので、開設準備委員会のほ

○９番（上野武彦）

うに補助金を支出するということでございます。

たね。

以上でございます。
○議長（木下

敏）

そういった点で言えば、ここの歳出のところで
ほか質疑を許します。

は、一応、需用費として、それから役務費として

上野武彦議員。
○９番（上野武彦）

中身がちょっと出ていまし

委託料としてという内訳は出ております。
それでは、質問させていた

しかし、実際にプレミアムとして効果的に発行

だきますが、一般の８ページです。商工振興国庫

した場合に、プレミアム商品券としては、金額的

補助金のところで、７８４万６,０００円、プレ

にどうなるのか。そして、その発行したプレミア

ミアム商品券事務費の補助金ということで、予算

ム商品券によって、経済効果はどのように推測さ

計上されております。これ、国からの補助と、補

れるのか、これについてお伺いします。

助金ということになっておりますけれども、これ

○議長（木下

までは、こういう形での国からの補助金というの

○商工観光課長（福川晃也）

はありませんでしたが、今回、国からこういうふ

御質問に順次、答えてまいりたいと思います。

敏）

商工観光課長。
では、ただいまの

うに補助が出されたと。これの本来の目的は、ど

まず、こちらのこのたびのプレミアム付商品券

こにあって、そして、今回このような形で出され

の発行事業につきましては、この目的は国から示

ているわけですけれども、今後も継続するという

されていますとおり、消費税、地方消費税率引き

ものになるのかどうか。この辺について、まず１

上げが低所得者・子育て世代の消費に与える影響

点目にお伺いしたいのです。

を緩和するとともに、町内における消費を喚起・

それから、２点目に、どのような基準でこのよ

下支えするため、低所得者・子育て世帯主向けの

うな補助金が出されてきているのか。７８４万

プレミアム付消費券の発行を行うというような事

６,０００円というのは、どのような根拠がある

業でございます。

のかという点が２点目です。

そして、今後につきましては、まだ全く国から

それから、今回のこの事務費という形で補助さ
れていますけれども、実際はどのような使い方に

も示されてございませんので、こちらについて
は、御答弁することがかないません。

なるのか、この７８４万というのは。その内訳と
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それから、このたび示されている事務費、今回

の補正予算に計上いたしましたプレミアム付商品

も。どの程度の軽減になるのかという推測はされ

券事務費補助金、歳入のこの補助金につきまして

ているかどうか、お伺いいたします。

は、こちらの補助金の目安としまして、国が示す

○議長（木下

とされてございまして、七飯町につきましては、

○商工観光課長（福川晃也）

総額で事務費分といたしまして１,６１９万２,０

実は、国のほうでも想定している、例えば、使用

００円とされてございます。こちらの金額の算定

される商品券の金額、それから割合等につきまし

に当たっては、国において行ってございまして、

ては、その推計値を示しているところはございま

参考とされたのは臨時福祉給付金の事務費を参考

せんでした。

としたと示されてございます。

敏）

商工観光課長。
こちらのほうは、

さらに、経済波及効果につきましても、そのよ

さらに、この歳入につきましては、このたび提

うな状況から、どのような経済効果になるのかと

案申し上げたところは、あくまでも事務費、準備

いうのが、予測が非常に難しいところでございま

経費の部分でございまして、プレミアム商品券の

す。少なからずプレミア分が乗るということにな

プレミアム部分等につきましては、まだ計上させ

りますので、対象者につきましては利用されるも

ていただいてございません。総務財政課長からの

のと考えてはございますが、それが町内にどの程

提案説明にありましたとおり、関係機関等と順次

度の経済波及効果をもたらすかにつきましては、

詰めまして、今後補正をさせていただきますの

推計が不可能でございますので、御理解願いま

で、よろしくお願い申し上げます。

す。

なお、プレミアム付商品券の対象となる世帯

○議長（木下

敏）

上野武彦議員。

は、非課税者分、それから子育て世帯の分となっ

○９番（上野武彦）

ておりまして、非課税者分につきましては、その

００万円ほどの商品券を発行するということにな

方々につきまして、最大２万円の金額に対しまし

りますと、今、出されているのはこれ事務費だけ

て５,０００円分のプレミアをつけた２万５,００

ですよね。ということは、これからそのプレミア

０円の使用可能な商品券となります。あわせて、

ム商品券本体の補助金という形でのものがくるの

子育て世帯につきましては、その世帯の対象とな

かどうか。それとも、七飯町がそういったものが

る３歳未満のお子様の数に応じて、１名につき最

負担をして実施するのか。その辺、ちょっと見え

大２万円の購入金額に対してプレミアを乗せて２

なかったので、もう一度お願いいたします。

万５０００円分の商品券が使えるということにな

○議長（木下

ります。

○商工観光課長（福川晃也）

現在、私どもで推計しましたところ七飯町分の

敏）

そうしますと、１億５,９

商工観光課長。
ただいまの御質問

にお答えいたします。

対象者、まだ確定ではございませんが、現在試算

このたびのプレミアム付商品券事業につきまし

したところでありますと、プレミアム付商品券総

ては、国庫補助の対象の事業となってございま

額で１億５,９０７万５,０００円となり、この分

す。このたび、この国庫補助金の種類につきまし

のプレミアム分につきましては、内数となります

ては、２種類が示されてございます。

が３,１８１万５,０００円となると。最大値とし

まず、先ほど御説明いたしましたこのプレミア

てこのような試算をしているところでございま

ム付商品券事業を推進するための事務費分といた

す。

しまして、先ほど申しましたとおり１,６１９万

以上でございます。
○議長（木下

敏）

○９番（上野武彦）

２,０００円が目安額として示されてございま
上野武彦議員。

す。

今、お答えいただいていま

それともう一つ、今、御質問にありましたプレ

すけれども、それでいきますと、最終的に経済効

ミアム分につきましては、こちらは、先ほど最大

果といいますか、その辺については、消費税とし

値で申し上げましたが、プレミアム付商品券が現

ては３％上乗せという形でくるわけですけれど

在把握できている範囲で考えますと、１億５,９
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０７万５,０００円分の商品券総額となってござ

以上です。

いまして、この内数になってございますプレミア

○議長（木下

ム分３,１８１万５,０００円、この全額が、国庫

敏）

討論を許します。

中川友規議員。

の補助の対象となるということになってございま

○１４番（中川友規）

すので、御理解のほどよろしくお願いいたしま

します。

す。

賛成の立場で討論をいた

ただいま、本日の補正予算の説明また、いろい

○議長（木下

敏）

質疑を許します。

ろな議員からの質疑等々ありましたけれども、今

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

回の補正に関しては、必要だから補正をしている

質疑を終わります。

という説明をしっかりなされていたということで

これより討論を許します。

あります。

上野武彦議員。
○９番（上野武彦）

また、上野議員の反対討論の中には、当町の一
今回の補正予算案に対し

て、反対の討論をさせていただきます。

般会計補正予算というよりも、国の施策に対して
の批判の内容が主になっていたと思いますので、

今回の補正予算に関しましては、国の補助金と

商品券の事に関してもですけれども、これは、国

して、１０月からの消費税増税を前提にした経済

が決まったことを町のほうに補助金が下りてき

対策という形での国の補助金が出されておりま

て、やっていくという決まった事に対して、町

す。日本共産党は、今回の消費税増税が、ことし

は、その補助金をしっかりと対象者に利用してい

の５月２３日に内閣府が景気が６年ぶりに悪化

ただけるように執行していくために、今回、提案

と、こういう景気判断をされたもとでの増税の実

をしてやっているということなので、何らおかし

施ということを前提にした動きとなっておりま

いところはないということで、賛成の立場で討論

す。先ほども対策として出された中には、低所得

といたします。

者ということが出ておりましたけれども、本来、

○議長（木下

消費税は低所得者層に負担が重くかかる、そうい

敏）

討論を許します。

ありませんか。

う税金であります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

景気が、このように悪化しているもとで、こう

○議長（木下

敏）

討論を終わります。

した増税を対策はしたとしても、実施することに

これより起立により採決を行います。

なれば、日本経済をどん底まで落ち込ませる、そ

議案第４３号令和元年度七飯町一般会計補正予

ういう結果になるというふうに思われます。この

算（第３号）を原案のとおり、可決することに賛

ような状況での増税は、これまでの政権下でも実

成の議員の起立を求めます。

施したことがない、そういう増税となっておりま
す。

（賛成者起立）
○議長（木下

日本共産党としましては、このような経済状況
のもとで、増税を実施すべきではないというふう

敏）

起立多数であります。

よって、本案は、原案のとおり可決されまし
た。

に考えておりまして、今回の消費税１０％への増

───────────────────

税は、中止すべきものというふうに考えておりま

日程第９

す。

議案第４４号

したがって、今回の消費税増税を前提にした今

令和元年度七飯町介護保

険特別会計補正予算（第１号）

回の国からの補助金を含めた、こうした事業、プ

───────────────────

レミアム商品券発行事業費という形で計上されま

○議長（木下

したけれども、これを組み込んだ補正予算案に

和元年度七飯町介護保険特別会計補正予算（第１

は、反対せざるを得ませんということで、反対を

号）を議題といたします。

させていただきます。

敏）

日程第９

提案説明を求めます。
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議案第４４号令

福祉課長。
○福祉課長（村山德收）

項基金繰入金１項介護保険財政調整基金繰入金
それでは、議案第４４

号令和元年度七飯町介護保険特別会計補正予算

は、２３万円の追加。合計４０万６,０００円の
追加でございます。

（第１号）について、御説明申し上げます。

提案説明は、以上でございます。よろしく御審

このたびの補正は、社会保障番号制度の改正に
伴う介護保険電算システム中間サーバー改修及び

議のほど、お願い申し上げます。
○議長（木下

介護予防事業における地域介護予防活動支援事業
の活動団体増加に伴う委託料の増となっておりま

敏）

これより質疑を許します。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

す。

敏）

質疑を終わります。

これより討論を許します。

それでは、第１条、規定の歳入歳出予算の総額
から、歳入歳出それぞれ１１０万２,０００円を

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（木下

敏）

討論を終わります。

追加し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞ

これより採決を行います。

れ２８億１,７３７万４,０００円とするものでご

議案第４４号令和元年度七飯町介護保険特別会

ざいます。

計補正予算（第１号）を原案のとおり、可決する

次に、介保７ページの歳出から御説明申し上げ

ことに御異議ございませか。

ます。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

１款総務費。１項１目一般管理費は、一般管理

○議長（木下

費保険事業勘定としまして、社会保障番号制度改

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。

正に伴う介護保険電算システム改修委託料１０万

───────────────────

２,０００円の追加でございます。

散

３款地域支援事業費。１項２目一般介護予防事

会

宣

告

───────────────────

業費は、介護予防事業費として住民運営の通いの

○議長（木下

敏）

場を支援する地域介護予防活動支援事業を利用す

終了いたしました。

以上で、本日の日程は全て

る活動団体が、２０団体から３７団体に増加し、

本日は、これをもって散会いたします。

委託料が１００万円の追加でございます。

お疲れさまでした。

次に、５ページの歳入に戻っていただきます。
３款国庫支出金。２項２目地域支援事業交付金
は、介護予防事業交付金２５万円追加。３目介護
保険事業補助金は、介護保険電算システム改修補
助金として５万１,０００円の追加。合計３０万
１,０００円の追加。
４款支払基金交付金。１項２目地域支援事業交
付金は、２７万円の追加。
５款道支出金。２項１目地域支援事業交付金
は、介護事業予防交付金１２万５,０００円の追
加。
７款繰入金。１項２目地域支援事業繰入金は、
介護予防事業繰入金１２万５,０００円の追加。
３目その他繰入金は、事務費繰入金として介護保
険事業事務費繰入金５万１,０００円の追加。２
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午後

１時３８分

閉会
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