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午後１時００分 開会 

○川村委員長 皆さん、おはようございます。 

 ただいまより、令和３年度予算審査特別委員会

第８回目を開催いたします。 

 本日は、町長への総括質疑を行います。 

 町長への総括質疑について、昨日、皆様に了解

いただきました正副委員長・事務局で総括質問案

をつくりましたので、読み上げたいと思います。 

 令和３年度予算審査特別委員会の町長への総括

質疑事項。 

 １、イベント行事等については、当初予算での

計上を凍結したが、予算計上した上で新型コロナ

ウイルス感染症の状況を見極めながら、実施する

かどうか検討をするとの説明で十分であり、予算

計上をするべきであったと思うが、見解を伺いた

い。 

 ２問目、税収が約２億円の減収が予定されてお

り、財源確保については、施政方針に内容が記載

されている。具体的な財源確保への方法、歳入歳

出の予算の執行方針について伺いたい。 

 以上、２問になりますが、これでよろしいで

しょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 それでは、一旦休憩しまして町長

を迎え入れましたら、私のほうで一括質問させて

いただきますので、一括して答弁をもらい、その

答弁に対して皆さんから質問を受けてまいりたい

と思いますが、それでよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 それでは、暫時休憩いたします。 

午後 １時０２分 休憩 

────────────── 

午後 １時０３分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 中宮町長、ありがとうございます。 

 これより、町長への総括質疑を行っていきたい

と思います。 

 まず、私のほうから一括質問をいたしますの

で、一括して答弁をお願いいたします。 

 それでは、令和３年度予算審査特別委員会の町

長への総括質疑事項といたしまして、令和３年度

七飯町一般会計予算の関係です。 

 １問目、イベント行事等については、当初予算

での計上を凍結したが、予算計上した上で新型コ

ロナウイルス感染症の状況を見極めながら、実施

するかどうか検討をするとの説明で十分であり、

予算計上をするべきであったと思うが、見解を伺

いたい。 

 ２問目、税収が約２億円の減収が予定されてお

り、財源確保については、施政方針に内容が記載

されている。具体的な財源確保への方法、歳入歳

出の予算の執行方針について伺いたい。 

 町長。 

○中宮町長 それでは、１問目からお答えをして

まいります。 

 令和３年度予算の編成において、このコロナ禍

の中での行事関係の予算計上については、非常に

悩んだ箇所であるのが実際のところでございま

す。予算の編成時期、主に１２月から１月は北海

道の集中対策期間とも重なり、まだまだ感染拡大

期であり、現時点においても収束のめどが立って

いない状況であります。 

 そのような中、町として最優先すべきは感染拡

大の防止であり、当初予算において計上してしま

うと、事業実施ありきとみなされるおそれがあっ

たことから、当初予算の計上をやむなく見送った

ところでございます。 

 このような対応については、決して場当たり的

なものではなく、令和３年度予算の編成開始に当

たって、各課に通知した令和２年１０月２１日付

予算編成方針においても、新型コロナウイルスの

影響で令和２年度の事業実施を見送った内容につ

いては、令和３年度当初予算の計上を見送る可能

性がある、そういう旨の通知をしており、事前に

想定していた対応であります。 

 このようなコロナ禍の状況ではなく、通常的な

状況であればきちんと当初予算に計上しているも

のの、あくまでコロナ禍の非常事態であることか

ら、予備費及び補正予算対応としたことについて

は、ぜひ御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、２点目でありますけれども、当初予算と

して計上した内容としては、２億円程度の町税等

の減額計上でありますが、財政調整基金を項目出
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しの１,０００円にとどめ、歳入不足が生じてい

るわけではなく、収支均衡予算として編成し、提

案したところでございます。 

 よって、令和３年度当初予算としては、令和２

年度と比較し、町税等で２億円程度の減額計上で

はありますが、歳出に対する財源の確保はなされ

ております。 

 私からは、以上でございます。 

○川村委員長 それでは、町長の答弁に対しての

質問をお受けいたします。 

 若山委員。 

○若山委員 関連した質問だけということなの

で、ちょっと用意したのですけれども、２点ほど

になるかなと思いますけれども、いずれも２番目

の質問に対する関連ということになりますけれど

も、令和３年度町税の積算について聴取した折、

税収が約３億円、約１０％減収となるが、固定資

産税へのコロナの特例の減免に対する１００％特

別交付税９,６００万円が別枠で交付されると聞い

ているが、税の減収はもう少し下振れの可能性も

十分あるとの説明もなされました。 

 これはあくまでも予想ということですけれど

も、町税収入が歳入計画よりもさらに落ち込む可

能性に対する備えはあるかどうかと、それともこ

れ以上の減収はないと考えているのかどうか、そ

このところをまず１点。 

 それと、歳入の中のふるさと納税についてポー

タルサイトの追加、返戻商品の４０点以上の追加

等で歳入を１億円としたとの説明を受けました

が、１億円の根拠としては非常に弱いものではな

いかと、もう少し実績ベースとすべきではなかっ

たかということで、２点お願いします。 

○川村委員長 総務部長。 

○釣谷総務部長 それでは１点目の税の減収につ

いて、私のほうから答弁申し上げたいと思いま

す。 

 減収につきましては、委員おっしゃるように、

課の審査の時点でそういう答弁は確かにしてござ

います。ただ、何せどのくらい減収になるかとい

うことの積算というのが難しく、何とも言えない

というところが正直なところであるというふうに

も御答弁申し上げたと思います。 

 ただ、参考にしているといいますか、見ている

数字といたしましては、リーマンショックの時点

の減収があったという部分、そういう部分という

のは参考にはしていますと。それを参考にしなが

ら１０％程度の減収を見た数字が、この数字です

という提案の説明を申し上げました。 

 リーマンショックの時点の減収に対しましても

４.７％、これが実数でございます。そのとき時

点の減収が４.７％、これは決算の数字でござい

ますので、それよりももう少しいくのではないか

という担当の積算でございました。ただ、それ以

上、下がらないのかというところを聞いてきては

おりますけれども、それにつきましては６月時点

での今の申告を受けて、それが固まるのが６月で

ございます。そこの数字を見ないと、確定したこ

とが申し上げられないというのが、今現時点での

現状であると。ですから、下振る可能性も当然ご

ざいますし、それが頂点である、もしくは実際に

税を納めていただくという徴収率の話ですね。そ

ういう部分も現実的な話としては、その後に出て

くる話でございますので、ただ、そこの部分につ

いてはまだまだ把握しかねる、今の現時点では把

握しかねる。ただ、積算上はそういうものをリー

マンの時代での減収の部分を参考に、１０％程度

の民税のほうの減収を見込んだと、これが積算の

話でございます。 

 ただ、それが入って下振った場合には、下に

回った場合にはどうするのかという部分ですけれ

ども、一つにつきましては歳入、税収のみではご

ざいませんので、税収の頂点が下がれば交付税の

ほうにそれがある程度反映されて、７５％反映さ

れていく。さらに実際の徴収額、そういう実入り

の話ですけれども、そういう部分でどうしても納

付してまでいかないというようなことがあれば減

免等の措置と、そういうものも活用していっての

話でございますけれども、そのための財政調整基

金なり、歳出のほうでの事業の見直しなりと、そ

ういうものは鋭意努力していかざるを得ないもの

だというふうに考えてございますので、御理解の

ほうをお願いいたします。 

 以上でございます。 

○川村委員長 経済部長。 
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○青山経済部長 それでは、ふるさと納税の関係

でございますが、過去の実績から目標の１億円は

ちょっと高すぎるというような御質問かなと思い

ます。 

 特別委員会においても、担当課長からも答弁さ

せていただきましたが、やはりポータルサイトを

増やすことによって、それぞれ手法として多く目

につくということもございます。 

 また、企業版ふるさと納税につきましても、特

別委員会のほうでも答弁させていただきました

が、それらを対応して１億円を目指していきたい

ということでございますので、御理解のほどお願

い申し上げます。 

○川村委員長 よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 それではほかに。 

 中島委員。 

○中島委員 それでは、２問目についてお伺いし

たいと思いますけれども、ただいま町長のほうか

ら御答弁をいただきまして、ありがとうございま

した。 

 しかし、約２億円の町税の減収というのは、な

かなか大変厳しいものではないかと思っておりま

す。財源確保、これは自主財源の根幹であります

から、しっかり増収対策を打っていかなければな

らないのかなというような気がしますけれども、

財源確保につながる施策がどうしても必要になっ

てくるのではないかなと、そういうふうに思って

いるところでございます。 

 今回はやはりコロナ禍の影響で、町税が相当減

収されています。例えば、たばこ税、これは禁煙

者が増えたということでの減収、例えば入湯税、

これは観光客が来なくてということで減少なった

と。また、固定資産税なんかでも１年間の減免措

置がありましたよね、それでもって減っているの

かなというようなこと。大変厳しい中でのたくさ

んの減収状況がそろってしまったというようなこ

とで、非常に厳しい財政状況になってきていま

す。 

 いろいろ対策を考えていかなければならないと

思うのですけれども、先ほど町長、財源の確保は

できているというような発言ありましたけれど

も、私はその辺よく分かりませんけれども、やは

り財源確保のためには、一つの私の案なのですけ

れども、やはり行財政改革こういうものをしっか

りやっていかないとだめでないかと思うのです

よ。こういう行財政改革をしっかり取り組んで

いって、歳出のほうをきちっと抑制しながら、歳

入を確保していくと、そのようなことを取り組ん

でいかならなければだめだと思うのですが、その

辺について、何か考えあれば伺いたいと思いま

す。 

○川村委員長 総務部長。 

○釣谷総務部長 それでは、私のほうから御答弁

申し上げます。 

 ２億円の税の減ということで、予算書１０９億

円の令和３年度の予算書見ていただければ、

ちょっとニュアンスの話ではございますが、２億

円が穴が空いているというような意味ではござい

ません。去年と比べて２億円減の計上をしてい

る、計上の数値がそうであるということであっ

て、収支予算に関しましては、歳入１０９億円・

歳出も同額というような形での収支均衡の予算は

取れていると、予算が組めなかったということで

はないということなのです。 

 一般的にいうと、税の項目としては、確かに歳

入の大きい、そして元となるような町としては根

幹の数字ではございますが、ただ、その部分を３

億円、税としては３億円です。１億円、国から特

別交付金が出るということで、最終的に２億円で

はございますが、その分を減額して計上いたしま

しても予算は組めているという、まずは今回御提

案申し上げています令和３年度の予算に関して

は、そういう意味では２億円穴が空いているわけ

ではないということは御理解いただきたいと思い

ます。 

 ただ、委員おっしゃるとおり、厳しいことは間

違いございません。それが今年度、３年度だけで

はなくそれ以降もある意味続くであろうというと

ころは、町としても予想をしているところではご

ざいますので、おっしゃるとおり、税外の収入の

確保につきましては、町としても全力を挙げて取

り組んでいかなければならないものというふうに

認識してございますので、それに頑張っていくつ
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もりでございますので、御理解いただきたいとい

うふうに思います。 

 以上でございます。 

○川村委員長 中島委員。 

○中島委員 ありがとうございます。 

 行財政改革、このことについて御答弁はなかっ

たみたいなのですけれども、やはり一つの私も

ずっと考えていたことなのですけれども、町長も

御存じだと思うのですけれども、前に総務財政常

任委員会で視察して、視察調査をしまして、議会

だよりに報告されておりますけれども、入札改革

の問題、これをぜひ町長、取り組んでいただきた

いなと思うのですね。 

 町長、御存じと思うのですけれども、例えば部

局の総務課の下のほうに、仮称になりますけれど

も、契約係だとか、入札係だとか、そういう係一

つをつくって設置をして、入札全般を取り扱って

いく、そういう係を使って入札の見直しを行って

いくというような形をぜひやっていただきたいと

思うのです。 

 今現在は、非常に複数回にまたがって入札なん

かをやっていますけれども、一括で行うことに

よって牽制機能も働くだろうし、また、業務の簡

素化が図られるのではないかなというふうに思っ

ております。 

 今、七飯町の入札の落札率というのですか、こ

れは非常に高い数字で推移しておりますけれど

も、これを数パーセント下げることによって、相

当財源のほうも変わってくるのかなと、数字が出

てくるのかなというような考えをちょっと持った

ものですから、視察の報告では、やっているとこ

ろがたくさんあって、いい報告をされておりまし

たので、私もそれを読みまして、ぜひこれも一

つ、財源確保の一つとしてぜひ手をつけていただ

いて、専門職をそこに置いてやれば結構なものが

出てくるのかなというような感じしますので、そ

の辺、そういうものを設置しながら少しでも改革

をしていきたいと、そういうような考えはござい

ませんか。その辺ちょっとお伺いしたいと思いま

す。 

○川村委員長 町長。 

○中宮町長 行財政改革というのは、財政状況が

いいとか悪いとかではなくて、これは常に私は必

要なものだというふうに思っております。ですか

ら、そのことを七飯町においても委員会も設定さ

れておりますので、しっかり対応していきたいな

というふうに思います。 

 そして今、特に入札制度の関係を御質問なさい

ました。契約課みたいなものがあってもいいので

はないかという、そういう御意見だというふうに

思いますけれども、私が今、入札執行率が何％か

というのをちょっと押さえておりません。トータ

ルでの押さえておりませんけれども、そういった

こともぜひ、それをしっかり調べて、それがもし

高いようであれば、よその自治体と比べて高いよ

うであれば、それは改革する必要があるのかなと

いうふうに思いますけれども、ただ、現時点にお

いてはそれぞれ各課でやっておりますけれども、

それはもちろん法令を遵守しながら、しっかり入

札を行っているという状況であるということは、

ぜひ御理解をいただきたい。その上で、入札執行

率の問題も含めて検討しながら、今、ここで契約

課をつくるなんていうことはちょっと私の口から

は申し上げませんけれども、それが必要なのかど

うか、行革委員会の中でしっかり議論をしてまい

りたいと考えておりますので、よろしく御理解を

賜りたいと存じます。 

 以上でございます。 

○川村委員長 それではほかに。 

 よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 以上で、町長への総括質疑を終了

いたします。 

 町長、ありがとうございました。 

 暫時休憩いたします。 

午後 １時２２分 休憩 

────────────── 

午後 １時２３分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 それでは町長総括も終わり、全課にわたる聴取

も終了したということで、皆さんよろしいでしょ

うか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 



－ 6 － 

○川村委員長 それでは、討論、採決を行いま

す。 

 議案第２号から第８号まで、１件ずつ採決いた

します。 

 若山委員。 

○若山委員  

 

 

    。 

○川村委員長 暫時休憩いたします。 

午後 １時２３分 休憩 

────────────── 

午後 １時４７分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 先ほどの若山委員より発言の申し出がございま

したので、それを許可いたします。 

 若山委員。 

○若山委員 大変お時間をとらせていただいてす

みませんでした。 

 単純に新型コロナウイルス感染症に係る補正予

算計上分を増額すれば済むだろうということで、

そういう提案をお願いしようと思ったのですけれ

ども、       いろいろな細かいことを把

握しておらず、文書での用意をしておりませんで

したので、大変申し訳ありませんけれども、私の

先ほどの発言は取消しさせていただきたいなと思

うのですけれども、取扱いは委員長に一任します

ので、よろしくお願いいたします。 

○川村委員長 皆様にお諮りいたします。 

 先ほどの若山委員の御意見に関しまして、会議

録から削除することにつきまして、皆さんの許可

のほうよろしいでしょうか。よろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 それでは、委員長におきまして後

刻記録を調査して、措置することにいたします。 

 それでは、討論、採決を行います。 

 議案第２号から第８号まで１件ずつ採決いたし

ます。よろしくお願いいたします。 

 確認ですが、少数意見の留保がある方がおりま

したら、採決が終わってすぐに、次の議案の討論

に入る前に、少数意見留保をしたい趣旨を申し出

でください。次の議案の討論に入った場合には、

少数意見の留保ができませんので、お間違えのな

いようよろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第２号令和３年度七飯町一般会

計予算の討論を許します。 

 平松委員。 

○平松委員 特別委員会におかれまして、いろい

ろ審議をいたしました。その中で私は４点反対を

したいと、納得ができないので反対の意見をこれ

から述べたいと思います。 

 １点目は、公共施設のＬＥＤ化に向けて委託業

務の発注予算が組まれております。私が考えるに

は、この委託業務という形を決めてしまうことに

よりまして、選択肢が非常に狭くなる。このＬＥ

Ｄ化というのは、いろいろな会社がいろいろな方

法をとっています。例えば、この議場であれば、

これ水銀灯になっていますけれども、灯具を取り

替えるというやり方もありますし、これには手を

かけないで別なところから照らすだとか、それは

委託業者が決めてしまうと、それ以外の選択肢が

なくなりますので、できるだけいろいろな提案を

受けて一番経済効果の高いものを選ぶと、そうい

う方法をとるべきだということで、この７０万円

の予算に対しては反対をいたします。 

 ２点目であります。委託業務各種いろいろあり

ましたが、労務単価の上昇を理由に上げて、委託

料が上がっているものが結構見られました。しか

し、下がっているものもあります。どうもこの辺

の根拠がはっきりしません。この辺はもう少しき

ちんとトータルで説明のできるような、それから

できれば金額を設定して、それに応札できる業者

に受けてもらうと。何か説明聞いていましたら、

今までの業者が引き続き業務を行うのではないか

ととれるような説明もありましたので、それは少

し筋が違うというふうに思います。 

 ３点目は、大沼の浄化センターの改築予算が盛

り込まれております。これは委託業務と工事の費

用が盛り込まれております。つい昨年まで浄化セ

ンターは、長寿命化工事が行われておりました。

これが終わると同時に、また新しい工事提案され

ていると。どうもこの辺は、処理場の運転の量と

かそういうものを鑑みまして、すぐ工事が必要な
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ものかどうか、もう少し検討が必要だと思います

ので、この予算は取下げるべきだというふうに考

えます。 

 最後の４点目であります。道の駅の敷地には、

二口借地が残っております。平成２９年の第１回

定例会、ちょうど４年前ですが、このときに町長

は、この土地に関して、一日も早く購入するよう

最大限の努力をすると、この本会議場で述べてお

ります。 

 今回は、また借地の予算が組まれているわけで

すね、予算を借地で組んでいるということは、購

入する気がないというふうにとれます。購入する

気があるのであれば、購入する予算を計上するべ

きだと、私は考えます。 

 以上、４点で反対をいたします。 

○川村委員長 平松委員、３点目の大沼のほうな

のですけれども、こちら予算、下水のほうの予算

になると思うので……。 

○平松委員 ３点目は、省かせていただきます。

後ほどまた、失礼しました。 

○川村委員長 ほかに討論のある方。 

 今、反対討論ですので、賛成の討論のある方。 

 澤出委員。 

○澤出委員 私は、賛成の立場から討論したいと

思います。 

 新型コロナウイルス感染症との闘いは、国内で

は感染が確認された１年たった今も、いまだに収

束の兆しが見えません。日本の感染者の数は、累

計で約４１万人、死者は６,５００人を数えまし

た。２度目となる緊急事態宣言が発出されてから

おおよそ８週間、感染者数はやや沈静化してきて

いるようにも思われますが、リバウンドのおそれ

もあり、依然として予断を許さない状況が続いて

います。 

 今後は、困難が予想される従来業務、ワクチン

接種が４月から予定されています。変異株も見つ

かり、脅威を増している新型コロナを克服するた

めには、医療や福祉などの各分野で日々御尽力な

さっている方々を支える行政の柔軟かつ迅速な行

動体制が不可欠となります。 

 経済という語源は、日本資本主義の父と言われ

る渋沢栄一が論語から引用した経世済民という言

葉を指す言葉であり、その本旨とするところは、

世を治め人を救うことであります。論語において

は、政治を意味する言葉でもありました。 

 今、一番大事なことは、遅滞のない予算の執行

により、町内に蔓延する閉塞感の早期打開と困窮

する町民を１人も取り残すことのない救済、安

全・安心・安寧の三つのＡを確保することではな

いでしょうか。 

 一方、今回の予算案の是非に関する主要論点と

思われるものは、あくまで町財政における政策論

であって、予算編成における町長の裁量幅につい

ての議論、つまりは多岐にわたる補正予算対応の

是非にあると思われます。 

 当初予算に、全ての収入と支出を漏れなくその

まま総額で計上する総計予算主義、地方自治法第

２１０条が原則であるとはいえ、予算編成時に先

行きが読めない今般のような未曾有の時代におい

ては、違法とならない範囲で選び得るあらゆる方

策を考慮すべきであり、平時の原則に拘泥せず町

民の福祉を優先して、臨機応変に財政対応する方

針を選択したことが全くの誤りであるとは思えま

せん。 

 誰も経験したことのないこのような局面だから

こそ、二元代表制のもと我々議員と同じく民主的

な選挙によって選ばれ、直接的に民意を反映する

代表者である町長には、地方自治法第１４７条及

び第１４８条の統括代表権に基づき、しっかりし

たリーダーシップを発揮してもらい、確信を持っ

て執行権の発揮による町のかじ取りをいただき、

一致団結のオール七飯で、この難局を乗り切って

いかなければなりません。 

 専決処分ではなく、補正による予算執行である

以上、我々議員の監視と協力のもと、適正かつ速

やかに七飯町における経世済民の政策が進められ

ていくものと信頼し、この予算案を是とする私の

賛成討論といたします。 

 以上です。 

○川村委員長 それでは、反対討論のある方。 

 上野委員。 

○上野委員 それでは、令和３年度の一般会計予

算案に反対の討論をさせていただきます。 

 中宮町政は、安全で安心なまちづくりに努めま
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すと公約しておりますが、果たしてその実態があ

るのか問われております。 

 七飯町は、函館平野西縁に活断層があり、直下

型の巨大地震発生の危険性がある町であります。

もう十数年前にこの活断層が、さらに海側に連続

性があることが判明し、従来予想されていたマグ

ニチュード７から７.２という地震よりも、さら

に大きくなる可能性があることが指摘されており

ます。それ以来、私は、何度も地震への備えにつ

いて一般質問で取り上げてまいりました。 

 これまで小・中学校の耐震化は実現し、七飯町

の老朽化した消防署も建て替えられました。しか

し、一般住宅については、町は耐震診断や耐震化

工事への助成をする制度を設けてきましたが、今

回の予算で木造住宅耐震診断補助金の予算が、対

前年比半減の１戸分しか予算化されておりませ

ん。これまでの補助金の利用実績がゼロで、耐震

化工事の補助金も実績がないという実態になって

おります。町内に昭和５６年以前の老朽化し、旧

耐震構造の木造住宅が約６,０００戸もあるとい

う中で、何ら住宅の安全・安心へ向けて実績がな

い町政をこのままでいいのか、今、問われており

ます。 

 また、本町地域センターが昭和５６年以前に建

てられ、築５１年目を迎え、耐震診断も実施して

いない老朽化し、安全性も確認されていない状態

で社会福祉協議会、そしてまた七飯町の図書室を

利用する町民に利用させ続けるということであり

ますが、町は安全が保障されていないこうした施

設を使い続けようとしており、公約が守られてい

ない町政が続いております。 

 このような町政執行を容認することは、七飯町

の町民に災害の被害から守れないことを容認する

ことになり、町民から選出された議員として、役

割を果たせません。 

 したがって、今回の町の令和３年度七飯町一般

会計予算案に反対をいたします。 

 以上です。 

○川村委員長 それでは、賛成討論のある方い

らっしゃいますか。 

 おりませんか。（発言する者あり） 

 若山委員。 

○若山委員 令和３年度七飯町一般会計予算に反

対の立場から意見を述べます。 

 反対の理由は、大きく二つあります。 

 一つは、新型コロナウイルス感染症の状況を見

極めながら、補正予算で対応するとした２２事

業、約５,２４３万円について当初予算に計上すべ

きだと考えるからです。 

 イベント行事等について予算計上はやろうと思

えばできるが、予算計上した場合、七飯町はこの

コロナ禍で事業をやるのかとの問い合わせ等、物

議を醸すことを懸念したとの説明がありました

が、これは予算計上の上、新型コロナウイルス感

染症の状況を見極めながら、実施するかどうか検

討するとの説明を町民も十分納得してくれると思

うからです。 

 財源がないのならともかく、当初予算に計上し

ないことによる事務の停滞、町民の萎縮をこそ恐

れます。ここは当初予算にきっちりと計上すべき

ではないでしょうか。 

 二つ目は、新型コロナウイルス感染症の影響に

よる歳入不足・財源不足を唱えながら、峠下２号

線への投資は、当初から約８,０００万円も増加し

ております。当初予算１億９,６００万円が、本年

度を合わせて約２億８,０００万円となっていま

す。温浴施設が１年延期となったこともあり、本

当に今年必要なのでしょうか。 

 前記に倣えば、町税収入回復の状況を見極めな

がら、補正予算で対応するとしてはいかがでしょ

うか。町税収入が歳入計画よりもさらに落ち込む

ことも、視野に入れた対応が必要ではないでしょ

うか。 

 以上により、令和３年度七飯町一般会計予算に

反対します。 

○川村委員長 ほかに討論のある方いらっしゃい

ますか。 

 川上委員。 

○川上委員 賛成の立場で討論をさせていただき

ます。 

 今、お話ございましたけれども、当初の事業予

算がゼロというものも中には二、三点ございまし

たけれども、本来、議会の審査権というものは、

予算に対する審査権というものは款・項・目の目
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までが基本でございますというのが第１点。 

 そして当初予算事業費がゼロというものもござ

いますけれども、これは当初予算に入れないで補

正対応していくという考え方をしっかり受け止め

て聞いてまいりました。当初予算が出るというこ

とだけで、一般会計全体の予算を否決する理由に

は、当然当てはまるものではないと思いますの

で、令和３年度一般会計予算につきましては、提

案どおり可決すべきものと私は考えますので、賛

成討論といたします。 

(「議事進行」と呼ぶ者あり) 

○川村委員長 横田委員。 

○横田委員 今、川上委員が討論しましたけれど

も、実際には、審議にずっと体調悪くしてお休み

になっていましたよね。そんな中で全然出ていな

いのに関わらず、討論に入るということはいいの

かどうか、ちょっとそれどうなのかというのを見

解を聞きたいのです。 

○川村委員長 暫時休憩いたします。 

午後 ２時０７分 休憩 

────────────── 

午後 ２時１７分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 先ほどの横田委員からの議事進行に関しまし

て、委員長のほうから特に問題ないということで

横田委員、御了承いただければと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

 それでは、討論を終わります。 

 これより、起立により採決を行います。 

 議案第２号令和３年度七飯町一般会計予算を原

案のとおり可決すべきものと決することに、賛成

の委員の起立を認めます。 

（賛成者起立） 

○川村委員長 起立多数であります。 

 よって、議案第２号令和３年度七飯町一般会計

予算は、原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

 上野委員。 

○上野委員 先ほどの私の反対討論、少数意見留

保でお願いしたいと思います。 

○川村委員長 ただいま上野委員より、少数意見

の留保をしたいとの発言がありました。 

 賛成者はおられますか。 

（「賛成」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 若山委員、賛成ですか。 

 それでは、ただいま１名以上の賛成者がおりま

したので、少数意見の留保は成立いたします。 

 上野委員は、３月１８日の委員会において、委

員会報告書の取りまとめを行い、委員長が議長へ

報告を行う前に、少数意見報告書を委員長に提出

するようお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 続きまして、議案第３号令和３年

度七飯町国民健康保険特別会計予算の討論を許し

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第３号令和３年度七飯町国民健康保険特別

会計予算を原案のとおり可決すべきものと決する

ことに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号令和３年度七飯町国民健康

保険特別会計予算は、原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 議案第４号令和３年度七飯町後期高齢者医療特

別会計予算の討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第４号令和３年度七飯町後期高齢者医療特

別会計予算を原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号令和３年度七飯町後期高齢

者医療特別会計予算は、原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 議案第５号令和３年度七飯町介護保険特別会計

予算の討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 



－ 10 － 

○川村委員長 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第５号令和３年度七飯町介護保険特別会計

予算を原案のとおり可決すべきものと決すること

に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号令和３年度七飯町介護保険

特別会計予算は、原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

 議案第６号令和３年度七飯町土地造成事業特別

会計予算の討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第６号令和３年度七飯町土地造成事業特別

会計予算を原案のとおり可決すべきものと決する

ことに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号令和３年度七飯町土地造成

事業特別会計予算は、原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

 議案第７号令和３年度七飯町水道事業会計予算

の討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第７号令和３年度七飯町水道事業会計予算

を原案のとおり可決すべきものと決することに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号令和３年度七飯町水道事業

会計予算は、原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

 議案第８号令和３年度七飯町下水道事業会計予

算の討論を許します。 

 平松委員。 

○平松委員 大沼浄化センターの改修予算が計上

されております。昨年まで長寿命化工事が毎年行

われておりまして、終わった途端にまた設備の更

新の委託料と工事費が計上されております。 

 御存じのとおり、大沼浄化センターというの

は、当初から見ればかなり少ない量の処理しかし

ておりません。当然、機器の摩耗とかそういった

ものに関しても、通常よりはかなり長く使えるも

のと推測できます。ぜひきちんとした見直しをし

た上で、どうしても必要であれば予算計上をやむ

を得なしとしますが、少なくとも長寿命化工事が

終わったばかりに、また新たな工事の計上がされ

るということは、私としては反対をいたします。 

 以上であります。 

○川村委員長 ほかに賛成意見のある方。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 討論を終わります。 

 これより、起立により採決を行います。 

 議案第８号令和３年度七飯町下水道事業会計予

算を原案のとおり可決すべきものと決することに

賛成の委員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○川村委員長 起立多数であります。 

 よって、議案第８号令和３年度七飯町下水道事

業会計予算は、原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 以上で、採決を終わります。 

 続きまして、報告書に記載する事項について協

議いたします。 

 次に、議案第２号から議案第８号までの令和３

年度一般会計予算、各特別会計予算及び企業会計

予算に係る報告書に記載する事項について、各委

員の発言を求めます。 

 田村委員。 

○田村委員 それでは一般会計の載せていただき

たい事項でございますけれども、まず、全体的な

補正予算編成についての考え方でございますけれ

ども、地方自治法第２１０条の総計予算主義に基

づいた予算編成ではない、これをまず指摘してお

く必要があると思うのです。これをのせていただ

きたい。 

 それから、補助金についてであります。 

 補助金については、学校教育の対外競技補助金

は、中体連等学校の出席扱いのものに限定し、そ

れ以外はスポーツ振興補助金に移行し、全道大会
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参加は１人１万円、全国１人２万円の定額補助に

切り返し、削減している。これをのせていただき

たい。 

 ３点目、基金についてでございます。 

 令和３年度予算基金繰出金は預金利子のみで、

町がこれまでに説明している７億円に向けた積み

立てが見えず、財政基盤が危うくなっている。こ

れを記載していただきたいと思います。 

 以上です。 

○川村委員長 ほかに発言のある方。 

 平松委員。 

○平松委員 先ほど、反対討論の中で述べました

ＬＥＤ化の委託業務の発注であります。 

 これは一旦この施設がつくられてしまいます

と、以後の経費が相当額違いが出る可能性が高い

ものですから、ぜひ委託業務ではなくて、各社の

見積もりをたくさん取って、その中から選択をす

るという手法をとっていただきたいということを

のせていただきたい。委託業務は７０万円しか見

ておりませんけれども、その後の経費、相当違い

が出る可能性があるということでのせていただき

たいと思います。 

 それと、道の駅の敷地であります。 

 先ほども述べましたとおり、毎年毎年借地料を

予算化しております。これは購入すると、町長が

この場で町民に対してはっきり答弁しております

ので、それであれば購入費を予算化すると、そう

いう必要があると思いますので、ぜひのせていた

だきたい。 

 以上です。 

○川村委員長 ほかに発言のある方。 

 若山委員。 

○若山委員 １点。町長の施政方針で力を入れる

と言っている企業版ふるさと納税についてですけ

れども、審議の結果、今年度は目標ゼロというこ

とであり、もう少し力を入れる、やるなら力を入

れるべきではないか、その辺の対応について十分

とは言えないというような記述がほしいと思いま

す。 

○川村委員長 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 暫時休憩いたします。 

午後 １時３１分 休憩 

────────────── 

午後 １時５０分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 ただいま、事務局のほうで取りまとめたものを

私のほうから読まさせていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

 まず、田村委員からの３点ですね。一般会計補

正予算の考え方について、総計予算主義に基づく

ものではない。２点目、対外競技等参加費補助金

は学校の出席扱いにしている。スポーツ振興補助

金は全道１万円・全国２万円の定額になった。３

点目、令和３年度予算の基金積立金は、預金利子

分の積み立てになっている。 

 以上、３点。 

 平松委員のほうからは、１点目、ＬＥＤ化の委

託料は委託料として計上せずに、各業者を呼んで

見積もりを取るべき。２点目、道の駅の借地につ

いて借地料を計上しているが、購入費を計上する

べきの２点。 

 若山委員よりは、企業版ふるさと納税の予算計

上はゼロ円である。もっと力を入れるべきである

の１点。 

 以上となりますけれども、これについて皆さん

のほうから、載せる・載せない、また今までのこ

ういった形でのやり方があるとか、そういった御

意見があればまたお伺いしたいと思いますが、御

意見のある方。 

 青山委員。 

○青山委員 ここ何年かの予算の委員会の報告書

考えてみれば、最終的に総括に関しての掲載だっ

たと、私自身は認識しております。 

 ただいま委員長の読み上げた意見という形です

よね、何点かは。その辺も踏まえれば、ここ何年

か近年の予算審査特別委員会の報告書の内容を考

えますと、総括的な部分で言うと皆さん各委員の

判断で、そこは判断していくべきではないかなと

思います。 

 ということは、今、委員長読み上げた１人ずつ

を皆さん各委員に諮っていったほうがよろしいの

ではないかと。基本的には、報告書の最終まとめ
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の部分ですよね、そこの内容というのはほとんど

がここ近年は総括的な内容になっていたと、私自

身記憶しております。その辺の内容でまとめたほ

うがよろしいのではないかと思います。 

 以上です。 

○川村委員長 ただいま青山委員のほうから、総

括的な部分を取りまとめとしてのせたほうがいい

のではないかということですけれども。 

 池田委員。 

○池田委員 今の同僚委員の言った意味が、全部

を載せるという意味なのか、それとも審議して削

除したりどうするという意味なのか、ちょっと私

自身どういう意味なのかなと。 

 私は言われた意見が出たものは、今回は全て載

せたほうがいいと思います。これはるる近年に当

たって税体制だとかいろいろで、特別委員会で慎

重審議されてきて、可決はされましたけれども、

やはりそういう部分が一番議員としてこれから懸

念される部分で、やっぱりそういう指摘されてい

る部分を見直しながら理事者側はやってもらいた

いなと思いますので、私は全文言われた意見は取

上げてもらいたいなと思っております。 

 以上です。 

○川村委員長 ほかに御意見のある方。 

 中川委員。 

○中川委員 報告書ですから、基本的には町長総

括もやっているということで、町長総括の関係を

載せて、あとは皆さんから出た意見は全て載せる

という考えもあるかもしれませんけれども、委員

会の総意として、この委員会全員が、いいんでな

いかとなればいいかもしれないですけれども、

個々の意見とかそういう形になるのであれば、例

えばその部分は少数意見に入れてもらうだとか、

そういうふうにして今までもやっていたと思うの

ですけれども。 

○川村委員長 中島委員。 

○中島委員 皆さんそれぞれ的を射たちゃんと意

見を言っていますので、また、議論してきたこと

の内容について触れておりますので、私は皆さん

から上がったものを尊重して、皆さんのものは全

てのせるという方向で進んだほうがいいのかなと

いうことでお願いしたいと思います。 

○川村委員長 池田委員。 

○池田委員 今、同僚委員が少数意見でという言

葉がありましたけれども、少数意見であれば、先

ほど採決の後に少数意見の留保の部分でないの

で、私は少数意見としてという文言をつけて言う

のは、もしかそれを提示するのであれば、ちょっ

とまずいのかなと思って聞いていました。その辺

はどうでしょうか。 

○川村委員長 あと、ほかに御意見のある方。 

 今、お伺いされている中では、今までは取りま

とめに関しては町長総括の部分をのせていること

がほとんど、そういった形でやっているのですけ

れども、今、質疑応答の中では実際やっている項

目もあるかと思いますので、ちょっとその辺含め

て、委員長、副委員長のほうで取りまとめさせて

いただいてもよろしいですか。よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 こちらのほうでもう一度精査し

て、取りまとめの報告書を作成したいと思いま

す。 

 それでは、ただいま議案第２号から議案第８号

までの各会計予算の報告書に記載する事項につい

て、委員長、副委員長において、次回の委員会に

報告案として提出したいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 御異議ございませんので、次回の

委員会に報告案を提出することを決定いたしまし

た。 

 次回の委員会、つまり報告書の取りまとめは３

月１８日、午前１０時から開催したいと思います

が、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川村委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、次回の委員会は、３月１８日、午前１

０時から開催することと決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 第８回予算審査特別委員会は、これをもって終

了したいと存じますが、これに御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ声あり） 

○川村委員長 御異議なしと認め、よって第８回
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予算審査特別委員会は、これをもって終了いたし

ます。 

 お疲れさまでした。 

午後 ２時５８分 散会 

 

 

 

 


