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令和３年度予算審査特別委員会（第９回） 

 
令和３年３月１８日（木曜日）午前１０時０６分開会   

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○付託案件 

 議案第２号 令和３年度七飯町一般会計予算 

 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 

 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 

 議案第５号 令和３年度七飯町介護保険特別会計予算 

 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 

 議案第７号 令和３年度七飯町水道事業会計予算 

 議案第８号 令和３年度七飯町下水道事業会計予算 

 １ 報告書のまとめについて 

 ２ その他 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席委員（１７名） 

   委 員 長   川 村 主 税      副委員長   稲 垣 明 美 

   委  員   横 田 有 一      委  員   神 﨑 和 枝 

   委  員   平 松 俊 一      委  員   池 田 誠 悦 

   委  員   田 村 敏 郎      委  員   畑 中 静 一 

   委  員   長谷川 生 人      委  員   上 野 武 彦 

   委  員   坂 本   繁      委  員   澤 出 明 宏 

   委  員   中 島 勝 也      委  員   中 川 友 規 

   委  員   若 山 雅 行      委  員   川 上 弘 一 

   委  員   青 山 金 助       

   ───────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

   ───────────────────────────────────────── 

○議長出席の有無   無 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席説明員（０名） 

   ───────────────────────────────────────── 

○本会議の書記 

   事 務 局 長    関 口 順 子   書         記  妹 尾 洋 兵 
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午前１０時０６分 開会 

○川村委員長 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

の第９回を開催いたします。 

 中川委員から欠席の届け出がありました。 

 それでは、協議事項１の、報告書のまとめにつ

いて報告書案を配付しております。 

 令和３年度会計予算に係る報告書の提案を事務

局お願いいたします。 

 事務局長。 

○関口議会事務局長 それでは、読み上げて提案

させていただきます。 

 委員会報告第７号令和３年度予算審査特別委員

会報告書。 

 令和３年３月５日、第１回定例会における議決

に基づき当特別委員会に付託された事件について

審査した結果を下記のとおり報告する。 

 令和３年３月１８日七飯町議会議長木下敏様。 

 令和３年度予算審査特別委員会委員長川村主

税。 

 記、１審査に付託された事件名。 

 (１)議案第２号令和３年度七飯町一般会計予

算。 

 （２）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。 

 （３）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。 

 （４）議案第５号令和３年度七飯町介護保険特

別会計予算。 

 （５）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。 

 （６）議案第７号令和３年度七飯町水道事業会

計予算。 

 （７）議案第８号令和３年度七飯町下水道事業

会計予算。 

 ２、審査の経過。 

 令和３年３月５日、８日、９日、１０日、１１

日、１５日、１６日、１８日の８日間、委員会を

開催し、町長、副町長、担当部長、教育次長、担

当課長、センター長及び事務局長の出席を求め、

審査を行った。 

 ３、決定及び理由。 

 （１）決定。原案可決。 

 （２）理由。令和３年度の一般会計の予算額は

１０９億４,０００万円で、前年度と比較して１

０億６,０００万円の減少、四つの特別会計予算

の総額は６６億１,２２０万円で前年度と比較し

て３,４３０万円の減少となっている。 

 令和３年度の一般会計の予算編成においては、

昨年度に引き続き基金からの繰り入れを行わない

予算編成となっているが、新型コロナウイルス感

染症の影響により、一部の事業の予算計上を凍結

し、感染状況を見極めた上で補正予算や一部予備

費での対応を行うこととしている。 

 町長への総括質疑においては、次の点について

の質疑があった。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、予算計上を

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。 

 これに対して、町長からは次のとおりの回答が

あった。①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あ

る。予算編成の時期、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目途が立って

いない状況である。 

 そのような中で、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

ることから、当初予算の計上をやむなく見送った

ところである。 

 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

たって通知した予算編成方針においても、新型コ

ロナウイルス感染症の影響で令和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旨を通知してお
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り、事前に想定していた対応である。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

当初予算に計上しているものの、あくまでこのよ

うな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、御理解いただきた

い。 

 ②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ったが、財政調整

基金を項目出しの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、提案したところである。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るが、財源

の確保はなされている。 

 以上のことを踏まえ、当委員会に付託された７

議案については、慎重に審査した結果、議案第２

号及び議案第８号は賛成多数で原案のとおり可決

すべきものと決定し、議案第３号から議案第７号

まではいずれも全員一致で原案のとおり可決すべ

きものと決定した。 

 なお、議案第２号令和３年度七飯町一般会計予

算の原案に反対する委員から少数意見の留保が

あったと記載されておりますが、この２行につい

てはございませんでしたので、削除したいと思い

ます。 

 次、４ページには、令和３年度一般会計予算の

歳入歳出を記載しております。５ページには、令

和３年度特別会計予算及び令和３年度企業会計予

算を記載してございます。 

 以上です。 

○川村委員長 御苦労さまでした。 

 委員の皆様に昨年と、その前の報告書のほうを

参考として配付しておりますけれども、前回委員

長、副委員長、事務局のほうで取りまとめさせて

いただくことについて、皆様の総意を受けたとい

うことで、あくまでも委員会報告としての総意案

ということでこのような形でまとめさせていただ

きましたが、この案について修正等、何かござい

ましたら御意見お願いいたします。 

 若山委員。 

○若山委員 まず、形式的なとこから一つ。５

ページ目の特別会計予算の中で、介護保険の保険

事業勘定、介護サービス事業勘定ということで過

去２年は勘定という言葉が入っていないのですけ

れども、今回勘定をつけた理由というのは、正し

い呼び方に変えたという、そういう修正でいいの

かどうかをまず確認したいなと思います。 

 それは形式的あれなのでどちらでも構わないの

ですけれども、この理由の前半のところで一部の

事業の予算計上を凍結し、感染状況を見極めた上

で補正予算や一部予備費での対応を行うこととし

ているという内容なのですけれども、まず施政方

針などでも見ますと、凍結という言葉は使ってお

らず見合わせという表現をしているので、これは

そういうふうにしたほうがいいのではないかなと

思うのですけれども、見極めた上ではなくて、見

極めながら補正予算や一部予備費で対応している

と、これは引用としてきちっと施政方針の表現を

そのままにしていただきたいと思うのと、一部の

事業と言っているのですけれども、これについて

は特別審査の中でもはっきりと各種イベントや諸

行事、冬の関係予算ということで事業件数や金額

まで上げて説明を受けておりますので、ここで一

部の事業ということで曖昧なものにせず、その内

容と金額事業数等も、きちんと触れていただきた

いと思います。 

 町長の答弁で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

あるとあるのですけれども、これだけの事業を載

せてないから均衡できたのだところをしっかり訴

えていく必要があるのではないかなというふうに

思うのですけれども、そこのところ御検討よろし

くお願いいたします。 

○川村委員長 今、若山委員の申し出に関して皆

様の御意見伺いたいと思いますがいかがですか。

よろしいですか。 

 暫時休憩いたします。 

午前１０時１８分 休憩 

────────────── 

午前１０時１９分 再開 

○川村委員長 休憩以前に引き続き、再開いたし

ます。 

 先ほど、若山委員の１点目、２点目の施政方針

の部分の文章の訂正は問題ないかと思うのですけ
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れども、３点目の事業の関係なのですが、基本、

予算書の中に出ている部分に関してはいいのです

けれども、資料要求で上がってきている部分に関

してはちょっと載せれないということで、その辺

こちらのほうで調整させてもらってもよろしいで

すか。 

 若山委員。 

○若山委員 今回の予算のポイントは補正予算で

対応する事業について、当初載せなかったことに

ついて賛成が多数なのであれなのですけれども、

これを読むと全く問題なく賛成ということで、少

数意見留保しなかったので何言われても文句は言

えないのですけれども、いろいろな問題点があっ

たのだけれども、何も問題点というか、検討した

けどもこうだという、そういうものが何もなくて

問題ないのだということになっているのだけれど

も、その点についてこの予算には載っていません

けれども、これについてどうだったのだ、幾らあ

るのだという、そういう数字は資料として出てき

ているわけですから、きちんと答弁として上がっ

てるので載せても何も問題ないと思うのですけれ

ども。５,０００万ちょっとの金額が補正で対応

するというふうに説明があったので、コロナさえ

収束すればということで載せたほうがいいのでは

ないかなと思うのですけれども。 

○川村委員長 今までも報告書のほうでもそうな

のですけれども、基本、予算書に絡む部分という

ことですから実際載せてないのです。実際質問の

中ではそういうやりとり当然残ってはおりますけ

ども、基本的な考えの中ではあくまでも予算書に

関する部分しか載せれないということを若山委員

ちょっと御了承いただければなと。 

 あともしその点に関して、皆様いかがですか。 

 田村委員。 

○田村委員 おととい話し合いの中で、まず委員

長のほうからそれぞれ審査した上で載せてもらい

たい事項はありますかということで、私もそうで

すし何人か挙げた部分ありますよね。そういうも

のが今回、この中には入ってきてない、これはや

はり（２）の理由として議会が令和３年度の予算

を審査した中でどうだったのかというのは、もう

少し先ほども同僚委員言いましたように、詳しく

載せるか、あるいは載せてもらいたい事項という

のはやはり審査した中での指摘事項といえば

ちょっと大げさですけれども、気になる点が何点

か出されていると思うので、やはりそういうもの

を載せて、そして総括質問で町長の考え方を聞く

という一つの流れの中であればいいのだけれど

も、これをこの理由だけを見ちゃうとなかなかど

ういったような審査をして、どういったような考

え方は議会で持っているのかというのが全く私は

見えてきていないのではないかと思うのです。 

 そういう意味で、おととい委員長が載せてもら

いたい項目はありますかということで私も何点か

挙げましたけれども、やはりそういう議会の中で

審査した項目の中でちょっと疑念を持つようなも

のに対しては、議会としても載せていって、そし

て最終的に総括、質問の中で町の見解をこうです

よと、したがって結果としては以上のことから踏

まえ云々という、こういう結びに行くのなら分か

るのですけれども、これであればちょっと物足り

ないといえば怒られますけれども、ちょっともう

少し入れないと、何審査したのだという話に私は

ならざるを得ないと思うのです。 

 総括質問もかなり出ましたよ。最終的には二つ

にということであれしましたけれども、総括質問

としては十何ぼ出てきてた。やはりそういうやつ

も集約しながら二つぐらいでどうですかというこ

とでやっただけの話で、まだまだ本当はある。そ

ういうことを考えれば、もう少し総括質問で質問

をたくさん出すというだけでなくて、もう少し総

括質問は二つで私は結構ではないかと思うのだけ

れども、議会での審査の状況、これをもう少し議

会としてこうなのだということをやはり載せてい

かないと私はまずいのではないかと思います。 

 以上です。 

○川村委員長 他に何か御意見ありますか。 

 中島委員。 

○中島委員 ３ページの私のほうの質問だったの

ですけれども、②なのですけれども、最後に財源

の確保ができていると書いてありますけれども、

私はちょっとこれ疑問に思うのです。 

 先ほど来から話が出ていますように、本来やは

り計上すべき予算、それを計上しないからあれだ
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けの予算しか立たれなかった。全部その補正だと

か、補正対応だとか予備費に対応しただとか、そ

ういうものがあるからあれだけの予算が出来上

がっただけであって、これ全部載せれば本当に財

源確保できたのかなというような意味合いが出て

くると思うのですよ。 

 だから私は財源確保がなされているという、こ

のことについてはちょっと疑問を感じるのですけ

れども、その辺も皆さん議論していただきたいと

思います。 

○川村委員長 今、３ページの町長の回答の②だ

と思うのですけれども、回答している部分なので

その辺をちょっといじるというのは難しいかな

と、あくまでも町長の回答としてそのまま載せて

いるだけなものですからその辺はちょっと御了承

いただきたいなと思います。 

 あとほかにございませんか。 

 神﨑委員。 

○神﨑委員 先ほど出ました一部の事業の計上を

凍結のところは、施政方針にも各種イベントや諸

行事の開催、使用については、当初の予算見合わ

せと思っていますので、その辺はまず一つずつ

ちょっと皆さんに諮っていただきたいと思いま

す。 

○川村委員長 今、神﨑委員の先ほど若山委員の

質問と一緒だと思うのですけれども、２ページの

（２）の上から６行目の文面、ちょっと今、手元

に施政方針ないのであれなのですけれども、先ほ

ど出た施政方針の出ている文面にこちらの部分は

訂正させていただくということでまず皆さんよろ

しいですかね。 

（「はい」と発言する者あり） 

○川村委員長 今、田村委員からも意見ございま

したが、基本は町長総括の部分というのが予算の

メインにも質問させていただきましたが、基本的

にはその中にすべての項目が一応含んでいるとい

う、あくまでも総体的な部分で含んでいるという

見解の中で町長のほうに質問させていただいたと

いうことになってはいるのですけれども、審議事

項の経過等が、その辺についてはこちらのサイド

でも検討させていただきたいなと思います。 

 あとほかに誤字脱字含めて、こういう文章直し

た表現のほうがいいかな、町長の回答に関しては

ちょっといじれないものですから、あくまでもそ

れ以外の部分で何か訂正あれば。 

 若山委員。 

○若山委員 ということは、金額だとか事業数だ

とか補正で対応するというものについては載せな

いと、イベントとか各種行事というその事業の一

部総括したような言葉にはするけども、金額につ

いてはこれだけの金額を補正で対応するというよ

うな表現については載せないと今、委員長が判断

されたということであれですか。 

 その辺について、各委員に諮っていただけない

んでしょうか。そんなこと要らないよとか。それ

とも、もう全く載せられないよということであれ

ばあれなのですけれども。 

 だけども予算というのは載せたものをどう、い

いのかどうかと、載せなかったものについてどう

なのかというのは当然あり得る議論の推移ではな

いかなと思うのですけれども。それに対してこう

だとかという、良いとか悪いとか言うのではなく

て、この事業について、何千万について、コロナ

の状況を見ながら対応しますよと、町長はじめ、

理事者側は判断したのですよという事実ではない

かと思うのですけれども。こっちが出した資料で

はなくて、向こうが出した資料ですよ。それ載せ

て何が悪いのかなと思うのですけれども。 

 みんなに諮っていただきたい。みんなが、そん

なの要らないよと、若山何言ってんだってという

のであれば構いませんけれども、そこのところ

諮っていただきたいと思うのです。 

 それとも、報告書の中にはそういうものは載せ

られないというようなあの何か内規だとか規定と

かあるのであれば該当箇所をお示しいただきたい

なと思うのですけれども。 

○川村委員長 分かりました。 

 先ほどの若山委員の御意見なのですけれども、

文面に関しては施政方針に載っている部分に沿っ

て載せるという部分はいいのですけれども、今の

補正の部分に関しての金額含めて、皆様にちょっ

と諮りたいのですがいかがですかね。載せたほう

がいいものか、それとも今までどおりのような形

で進めていくか。 
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 澤出委員。 

○澤出委員 その金額についてのところなのです

けれども、例えばこんな文面だとざっくりした形

でいけないかと思ったのですけれども。 

 例えば、理由のところの６行目の新型コロナか

ら始まる新型コロナウイルス感染症の影響により

催行見通しが不透明の各種イベント等１８の事業

についての５,０００万円規模の予算計上見合わ

せ、感染状況見極めながらというふうに続けるぐ

らいのざっくりしたイメージだったらどうなんで

しょうか。 

 金額が、５,０００万規模位でざっくりしたも

のだったらということですけど。 

○川村委員長 今の澤出委員の提案に対して皆さ

んいかがですかね。 

 川上委員。 

○川上委員 事業費関係５,０００何百万という

関係ですけど、先ほど委員長資料要求に対して提

出された金額とかについては、載せられないとい

うようなことを確か言ったはずなのですけれども

ね。その理由をちょっと教えてもらいたいなと。

できれば額は載せないほうがいいという意見であ

りますのでその辺ちょっと。 

○川村委員長 暫時休憩いたします。 

午前１０時３３分 休憩 

────────────── 

午前１０時４６分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。お時間いただき大変ありがとうございます。 

 先ほど川上委員からの意見に対してですが、基

本的に縛るものは特にございません。当然、委員

会の中で了解をすればいいだけの話になってしま

いますが。 

 ただ、先ほどの若山委員から出ているものに関

してですが、基本的に委員会の中で質疑等を行っ

ている中で回答出ているという部分では、報告書

に載せるまでの、どこまで出せるかというのは、

あくまで皆さんのほうの判断によるものになるの

ですけれども、あくまでも委員会の総意として皆

さんの了解の元にやらなければならないという部

分の中では、委員長がどうだとかという、そう

いった話しにはなりませんので、あくまでも皆さ

んの了解を得たものに関して載せたいとは思って

おります。 

 先ほどの若山委員、神﨑委員、澤出委員から出

てた意見の中で、一つ案を考えましたのでその文

面で良いかどうかも含めてちょっと一度確認して

いただきたいと思います、案を今読み上げますの

で。 

 先ほどの２ページの（２）の６行目の部分に関

してですが、各種イベントや開催費用２２事業の

５ ,２００万円当初予算の計上を見合わせ

る……。 

○川村委員長 暫時休憩いたします。 

午前１０時４８分 休憩 

────────────── 

午前１０時４９分 再開 

○川村委員長 休憩以前に引き続き、再開いたし

ます。 

 もう一度読み上げます。「各種イベントや諸行

事の開催費用２２事業の約５,２００万円規模の

当初予算の計上を見合わせ」という文面でいかが

ですか。 

 先ほど澤出委員もおっしゃった内容とほぼ似て

いるのですけれども、その点について皆さんいか

がですか、そういった文章で訂正するということ

で。 

○川村委員長 川上委員。 

○川上委員 ２２事業の中にスポーツ合宿事業費

とかも入っているのですか。 

○川村委員長 入っております。 

○川上委員 分かりました。 

○川村委員長 横田委員。 

○横田委員 今の文言入れようが、前の文言でや

ろうが、やはりこれって町民に見られるものなの

だから、具体的に何のこと言っているのだと必ず

言われると思うのですよ。 

 やはり、町民サイドに立ってこの報告書作って

もらわなければだめだということであれば、当然

その事業の５,２００万円の内訳というのは付け

るべきだと思います。 

 今までここ過去になかったといのは、そういう

ような中身の問題が出てこなかったからなかった

だけの話だと僕は思うのですよね。今回はやはり
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こうやってこういう文言が出てくる以上は、この

文言出す以上はつけなくちゃいけないと思いま

す。 

○川村委員長 ただいま横田委員からもありまし

たが２２事業、また５,２００万円規模の補正予

算の部分に関してですけれども、皆さんのほうに

この件に関して諮りたいと思うのですけれども、

表含めて載せるという形でいかがですか。 

（「賛成」と発言する者あり） 

○川村委員長 よろしいですか。 

（「はい」と発言する者あり） 

○川村委員長 先ほど若山委員、澤出委員、横田

委員から申し出あったことに関して、それは表の

文面としては先ほどのほうの文面で表現させてい

ただいて、後ろのほうに別紙みたいな形で載せる

ような形でよろしいですか。 

（「はい」と発言する者あり） 

○川村委員長 暫時休憩いたします。 

午前１０時５２分 休憩 

────────────── 

午前１１時２６分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 大変お時間いただきまして、大変申し訳ござい

ません。 

 まず、横田委員からの御意見のほうで、補正予

算の部分に関して、事業名と開催時期につきまし

て報告書の後ろのほうに別紙設けるということ

で、文面については先ほど私も受けた部分という

ことで、訂正させていただくということで、まず

よろしいですかね、その点につきまして。 

（「はい」と発言する者あり） 

○川村委員長 ２点目につきまして、前回、平松

委員また田村委員また若山委員からの載せて欲し

いという部分の中で最終的に委員長副委員長に任

せるということで許可いただいたのですけれど

も、なぜ載せてないのかという御意見ありました

ので、それについては先ほど前段で申したように

今までの部分でそういった部分載せていないとい

うのがあったのが１点です。 

 では、載せた場合、実際ほかの部分に関しても

載せなければならないのではないかという話し

が、結局切りがないなくなる部分も確かにあるの

です。では、それをどう絞ってやるのかというの

大変皆さんに諮ってやらなければならないのはと

いうのはあるのですけれども、最終的には町長総

括、その部分がメインになりますので、その中に

全て含むよと、そういった中で皆さん今回、個別

の部分は載せてありませんけれども、総体的な部

分の中にそういうのも含んでいるという形で御理

解いただければなと思います。それが２点目にな

ります。 

 ３点目ですが、今訂正、追加する部分含めて事

務局のほうでちょっとお時間いただいて、最終的

に直したものをもう一度、委員会開きまして、皆

さんに問いたいのですけれども、その点につい

て、３点目について皆様に御意見を伺いたいので

すが。 

 青山委員。 

○青山委員 ３点目ということで事務局とても大

変だと思います。しかしながら、明日、本会議の

開催も決定しておりますので、したがって今日中

ということが当然あります。 

 事務局サイドの作業量、どの程度でどのくらい

でというのをある程度示していただいて、今ここ

でコンクリートというのは無理ですから、大体こ

のぐらいで開催予定ですと、各委員、皆さん都合

あると思います。 

 したがって、そのぐらいの時間帯で今ここで来

れる人ということで一応諮って、それで何時なら

何時というふうに言っていただければ、私は可能

な限り出席しようと思いますので、そのように進

めていただければと思います。 

 以上です。 

○川村委員長 他に皆様のほうから、今、青山委

員からも御意見出ましたが。 

 畑中委員。 

○畑中委員 報告書のまとめについていろいろ議

論されていますけど、ただ今回の令和３年度の当

初予算の審査において疑義のある指摘、いろいろ

な指摘した部分が審議の中でされたと思うのです

けども、そういったものもひっくるめてやはり反

対された方については、少数意見の留保という形

で出してほしいと、そこまでやってる中でやはり
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るるいついつの時点までそういったものを出して

くれよと、というそうすることによって今言われ

ているようなものが出たと思うのです。 

 ところがその後になって、この報告書に何も

載ってないから不満だというような御意見出され

てもちょっとあれが違うのではないかなというふ

うに思うし、やはり我々みんなで川村委員長、稲

垣副委員長を選んだのですから、当然この委員

長、副委員長に対してある面では協力していかな

ければいけないというあれを持っていますので、

やはり川村委員長自信を持って進めて欲しいな

と、あまりあっちからもうこっちからも話聞くと

ものがまとまらなくなる。 

 そういうことでよろしくお願いします。 

○川村委員長 若山委員 

○若山委員 反対意見は留保しませんでしたけれ

ども、報告書に載せて欲しい事項があれば申し出

てくれと委員長に言われて、それでできればこの

項目についてということで絞って出したわけで

す。 

 それに対して、何ら説明もなく載せてないとい

うことが問題だったわけで、今言ったとおり委員

長がその文章の流れの中で若山が出したものはそ

ぐわないので落としましたということであれば、

それはそれで任せたので、そうですかということ

で済むわけで、反対意見留保しないからその載せ

るのどうのこうのっていう今の発言は、ちょっと

おかしいのではないかと思いました。 

 載せる事項があれば申し出てくださいと委員長

が言ったので申し出ただけです。それをどう取り

扱うかは、そんなの載せる必要がないならそうい

う意見を言えばいいだけであって、こういう問題

があるから載せられませんとか、そういうことを

説明していただければ、何も問題なくて僕も先ほ

ど言ったとおり委員長に任せたのだから、委員長

がこういうことで載せませんでしたと言えばそれ

でいいですよという話しで、できれば載せて欲し

いというのはありますよ。だけども、それはもう

任せたことなのでしょうがないですねという話を

しただけです。 

 その辺についていろいろ言われるのは非常に心

外だということを申し添えた上で、明日またこの

ように返ってきた内容に間違いがあったとか、揉

めるようなことがあると困りますので、今日、時

間決めて御都合のある方、欠席される方もあるか

もしれないのですけれども、その方は委員長に一

任していただいて、今日中に上げるということ

を、そんなに案さえ出来ればそんなに時間かかる

とは思いませんので、やるということで僕はいい

のではないかなと思います。 

 僕自身も函館に買い物行こうかなと思っていま

したけれども、それはそれでまた明日以降できま

すので、したいなと思います。そういうことでお

願いします。 

○川村委員長 御意見聞いた中で、今、時間のほ

うで確認するので暫時休憩いたします。 

午前１１時３４分 休憩 

────────────── 

午前１１時３８分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 今、報告書のほうを１時ぐらいまでにまとめる

ということでそれまで暫時休憩といたします。 

午前１１時３８分 休憩 

────────────── 

午後 ０時５９分 再開 

○川村委員長 休憩前に引き続き、再開いたしま

す。 

 最初に神﨑委員と坂本委員のほうから早退の届

け出がございました。先ほどの中川委員の欠席届

に関しまして、遅参の届出に変更となりますの

で、報告いたします。 

 それでは報告書の中の訂正した箇所についてお

手元の資料で下線引いてる部分２ページの（２）

理由の６行目から下線の引いている部分だけ訂正

しております。後ろのページの６ページのほう、

別紙ですね、一応下線を私のほうから読み上げま

すので、その部分に関して、収束の兆しが見えな

いことから各種イベントや諸行事２２事業の開催

費用約５,２００万円規模の予算については当初

予算の計上を見合わせ、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や一部予備費で

の対応を行うこととしている。なお、当初予算へ

の計上を見合わせた２２事業については別紙のと
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おりである。 

 以上となります。 

 ６ページのほう別紙ということで事業名、開催

時期等載せております。この点についていかがで

すかね。 

 若山委員。 

○若山委員 これで特に問題ないと思うのですけ

れども、別紙の中で事業内容のところで、アン

ダーライン引いているものあるのですけれども、

これ元々の資料には付いているのだけれども、こ

れ何か意味があるあれですかね、なければ取った

ほうがいいのではないかと思うのですけれども。 

○川村委員長 特に問題ないようなので、正本の

ほうはきちんと取った形で訂正させていただきま

す。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

○川村委員長 なければ報告書案については、こ

れで決定するということでよろしいですか。 

（「はい」と発言する者あり） 

○川村委員長 それでは、報告書につきましては

承認されたものとし、定例会最終日に報告してい

きたいと思います。 

 お諮りいたします。 

 以上で、本委員会の審査を全て終了したいと存

じますが、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、本委員会はこ

れで終了させていただきます。 

 長期間にわたり大変御苦労さまでした。 

午後 １時０３分 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


