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午前１０時００分 開会 

  ─────────────────── 

開 議 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） ただいまから、令和２年第

３回七飯町議会臨時会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 平松俊一議員から、本日の会議を欠席する届出

がありました。 

  ─────────────────── 

  日程第１ 

   会議録署名議員の指名 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員として、 

１３番 川 村 主 税 議員 

１４番 中 川 友 規 議員 

以上、２議員を指名いたします。 

  ─────────────────── 

  日程第２ 

   会期の決定 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２ 会期の決定を議

題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本臨時会の会期は本日１日といたしたいと思い

ますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本臨時会の会期は本日１日とすること

に決定いたしました。 

  ─────────────────── 

諸 般 の 報 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） この際、諸般の報告を行い

ます。 

 本臨時会に、町長より提案された議件は、議案

３件であります。 

 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

してお手元に配付のとおりであります。 

 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。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

  ─────────────────── 

  日程第３ 

   議案第４３号 ＧＩＧＡスクール用パソコ 

   ン購入について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第３ 議案第４３号Ｇ

ＩＧＡスクール用パソコン購入についてを議題と

いたします。 

 提案説明を求めます。 

 学校教育課長。 

○学校教育課長(北村公志) それでは、議案第４

３号ＧＩＧＡスクール用パソコン購入について、

提案説明申し上げます。 

 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、ＧＩＧＡ

スクール用パソコン購入契約を締結するため、議

会の議決を求めるものでございます。 

 記といたしまして、ＧＩＧＡスクール用パソコ

ン購入契約の１の名称及び数量は、国のＧＩＧＡ

スクール構想に基づき、町内の小学校、中学校、

義務教育学校で使用する児童用パソコン１,３７

２台、生徒用パソコン６８３台、教師用及び予備

用のパソコン２４５台の計２,３００台を購入

し、情報活用能力の育成、また、災害や感染症の

発生などによる学校の臨時休業等の緊急時におい

てもＩＣＴの活用により、全ての子供たちの学び

を保障できる環境を整備するものでございます。 

 ２の契約の方法は、指名競争入札。 

 ３の契約金額は、１億３２２万４,０００円。 

 ４の契約の相手方は、亀田郡七飯町鳴川５丁目

１２番９号、株式会社ミュートネット。代表取締

役市村淳一氏でございます。 

 議案関係資料１ページに入札の経緯と結果を添

付しておりますので、御参照いただきたいと思い

ます。 

 提案説明は以上でございます。 

 議決いただきますよう御審議のほど、よろしく

お願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま
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す。 

 若山雅行議員。 

○１５番(若山雅行) それでは、国の施策で推進

することなので特に反対とかそういうあれではな

いのですけれども、今回の経緯について少し確認

させていただきたいと思います。 

 まず、今回の契約の方法が指名競争入札という

ことでございますけれども、一般競争入札としな

かった理由。 

 それと、指名競争入札で資料を見ると３社され

ているようなのですけれども、このようなパソコ

ンを納品するような業者については、七飯町の対

象業者というのは何社くらいあって、この３社を

指定した理由はどういうところからなのかと、立

派な会社だからという回答かもしれませんけれど

も。 

 あと、辞退しているところが１社ありますけれ

ども、辞退した理由とか辞退した時期だとか経

緯、これについて少し御説明いただきたいと思い

ます。 

 今回はパソコン購入契約ということで、何か設

置するとかそういう委託ではないので、単純にこ

の価格を２,３００台で割ると１台パソコン幾ら

ということで、契約したのは４万８００円という

ことでよろしいのかどうかということと、このパ

ソコンのメーカーについて、どこのメーカーなの

か。これについては国からもう指定されているの

か、あるいはいろいろなメーカーが入るのかどう

か、そこのところをちょっと教えていただきたい

なと思います。 

 それと、併せてこの資料を見ると納期が１０月

末ということになっておりますけれども、何か仄

聞によりますと、全国で今パソコンをたくさん導

入するということなので、非常に在庫とかはある

環境なのかないのかよく分からないのですけれど

も、マスクと同じに足りないその他があると思う

のですけれども、１０月３０日でこの業者で２,

３００なので大したことはありませんけれども、

納入されるのか、あるいはもし間に合わなければ

ずらすとかというそういうこともあるのか、その

辺のところをちょっとお聞かせいただければと思

います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長(北村公志) 選定の理由につきま

して、説明させていただきます。 

 昨年１２月から学校の先生方及び町職員による

学校ＩＣＴ整備検討会議、またＧＩＧＡスクール

端末検討委員会を立ち上げ、５月まで機種の選定

を行ってまいりました。これは、学校現場で本当

に使いやすい機種を選ぶということで選定を行っ

てまいりました。 

 今回の国のＧＩＧＡスクール構想においての想

定機種につきましては、上限の価格が４万５,０

００円モデルというものが想定されておりまし

て、ＯＳが皆さん御存じだと思うのですけれども

アップル社のＩＯＳ、また、マイクロソフト社の

Ｗｉｎｄｏｗｓ、今回我々が選定させていただき

ましたグーグル社のクロームと、大きく分けて３

種類がございます。ＧＩＧＡスクール端末選定委

員会及び学校ＩＣＴ整備検討会議より、教育長の

ほうへ５月２７日付でグーグル社のクロームが適

当であるとの具申を受けまして、今回グーグル社

のクロームということで選定させていただきまし

た。 

 グーグル社のクロームにつきましては、販売す

るための資格、リセラー契約というのですけれど

も、グーグル社で認定試験を行いまして、それを

クリアしている社員が各会社に２名以上いること

とか厳しい条件がありまして、七飯町内では株式

会社ミュートネット１社、近郊でその資格を有す

る会社は函館市で株式会社エスイーシー、大丸株

式会社道南支店の２社がありまして、計３社を指

名させていただいて指名競争入札をさせていただ

きました。 

 辞退の理由につきましてですが、うちのほうで

冬休みまでに何とか間に合わせたいと、次の第２

波、第３波の臨時休業がいつあるか分かりません

ので早くに納品したいということで、１社からは

納期限の関係で議員のおっしゃるとおり在庫が少

ない、品薄の状況もありまして、入手が間に合わ

ないということで辞退させていただくということ

で連絡を受けております。 

 価格につきましては、１台当たり４万８００円
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の単価ということになります。 

 １０月末の納期につきましては、１０月末とい

うことで指定させていただきまして、それに間に

合うということで入札をしていただきましたの

で、１０月末までには納品になるものと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏）若山雅行議員。 

○１５番(若山雅行) そうすると、以前にも説明

受けたかもしれないのですけれども、ある程度国

のほうから機種について指定があって、その中で

使いやすいものでいいということで、全部同じ機

種を２,３００調達するということでよろしいで

しょうか。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長(北村公志) 議員のおっしゃると

おり、全児童生徒、先生方、全く同じ端末を用意

するものとなっております。 

 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４３号ＧＩＧＡスクール用パソコン購入

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。 

    （「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。 

  ─────────────────── 

  日程第４ 

   議案第４４号 令和２年度七飯町一般会計 

   補正予算（第５号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第４ 議案第４４号令

和２年度七飯町一般会計補正予算（第５号）を議

題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、議案第

４４号令和２年度七飯町一般会計補正予算（第５

号）について、提案説明申し上げます。 

 このたびの補正は、新型コロナウイルス感染症

に対応するため、国から２次交付のあった地方創

生臨時交付金を活用した各種対策事業による予算

の追加及び５月、６月の議会で予算化した事業に

２次交付金の一部を充てる財源更正、また、交付

金とは別の国庫補助による事業予算の追加などが

主な内容となっております。 

 それでは、第１条から順に御説明申し上げま

す。 

 第１条は、既定予算の総額に歳入歳出それぞれ

４億５,２１３万５,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ１５７億８,２９５万８,０

００円とするものでございます。 

 第２条、繰越明許費の追加は、第２表によるも

のでございます。 

 次に、９ページの歳出を御覧願います。 

 ２款総務費１項１目一般管理費は、町有バス管

理費として地方創生臨時交付金事業により、新型

コロナウイルス感染症拡大防止に係る取組みとし

て、町有バスの乗車定員を４０名から２０名に制

限したことに伴い、制限した人数分について民間

バスを借り上げるため、使用料及び賃借料は民間

バス借上料１９６万７,０００円の追加。 

 ５目財産管理費は、庁舎管理費として６月の第

２回定例会で事業予算化いたしました役場庁舎等

へパーティションを設置する経費の一部に、新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を

充てるため、事業費の一部を一般財源から国庫補

助金へ財源更正。 

 ７目企画費は、地方創生臨時交付金事業によ

り、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ

り、公立はこだて未来大学において、学生等への

支援に係る経費、家計が急変したことによる高等

教育の就学支援新制度対象者の増加に係る授業料

収入の減額補塡分及び学生の学習機会確保のため

の遠隔授業実施等に係る経費を広域連合運営経費

として構成市町で負担するため、負担金、補助及
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び交付金は、函館圏公立大学広域連合負担金９９

万６,０００円の追加。 

 交通対策事業費は、６月の第２回定例会で事業

予算化いたしました交通事業者への支援事業費の

一部に地方創生臨時交付金を充てるため、事業費

の一部を一般財源から国庫支出金へ財源更正。 

 ３款民生費１項１目社会福祉総務費は、社会福

祉総務費（地域福祉）として地方創生臨時交付金

事業により、報償費は介護、障害、福祉など事業

者への感染予防対策に対する社会福祉サービス等

事業者支援金５５０万円の追加。需用費は同じく

社会福祉サービス等事業者を支援するため、新北

海道スタイル啓発ポスター印刷製本費１６万５,

０００円の追加。 

 事業合計５６６万５,０００円の追加。 

 ２項１目児童福祉総務費は、ひとり親世帯臨時

特別給付金事務費として、国による新たな施策で

新型コロナウイルス感染症の影響により、子育て

と仕事を一人で担う低所得の独り親世帯に対する

支援を行うため、北海道が支給する臨時特別給付

金の申請受付などに係る事務的経費として、報酬

は会計年度任用職員報酬６万６,０００円の追

加。職員手当等は職員手当４４万５,０００円の

追加。需用費は受付に係る消耗品費１８万４,０

００円の追加。役務費は案内等郵便料９万４,０

００円の追加。 

 事業合計７８万９,０００円の追加。 

 児童福祉総務費は、６月の第２回定例会で事業

予算化いたしました子育て支援施設への支援事業

の経費の一部に地方創生臨時交付金を充てるた

め、事業費の財源の一部を一般財源から国庫支出

金へ財源更正。 

 ４款衛生費１項１目保健衛生総務費は、地方創

生臨時交付金事業により、報償費は医療提供体制

等構築のため町内医療機関へ感染症防止対策報償

金８５０万円の追加。 

 水道施設費として、地方創生臨時交付金事業に

より、繰出金は新型コロナウイルス感染症の影響

が長期化している状況を踏まえた町民生活及び町

内経済活動の支援に伴う９月検針分から３か月間

の水道料金のうち基本料金を減免するため、基本

料金減免分システム改修委託料相当分として、水

道事業会計繰出金５,９４９万８,０００円の追

加。 

 ２目予防費は、疾病予防等保健対策費として地

方創生臨時交付金事業により、新型コロナウイル

ス感染症と症状が類似するインフルエンザの感染

を抑制することで医療現場の混乱を防止する等の

効果が期待されるため、インフルエンザ予防接種

費用を全額負担することとし、委託料はインフル

エンザ予防接種委託料７,８４０万円の追加。 

 母子保健対策費として、地方創生臨時交付金事

業により、新型コロナウイルス感染症の状況下に

おいて令和２年４月２８日から令和３年４月１日

までに生まれた新生児保護者を支援するため、給

付金１０万円を交付する事業として、需用費は消

耗品費として８万５,０００円の追加。役務費は

郵便料１万５,０００円の追加。負担金、補助及

び交付金は出産支援給付金１,７２０万円の追

加。 

 事業合計１,７３０万円の追加。 

 ３目環境衛生費は、６月の第２回定例会で事業

予算化いたしました衛生事業者への支援事業の経

費の一部に地方創生臨時交付金を充てるため、事

業日の一部を一般財源から国庫支出金へ財源更

正。 

 ７款商工費１項１目商工費は、持続化給付金事

業として地方創生臨時交付金事業により、新型コ

ロナウイルス感染症の拡大による影響を受け事業

収入が減少した事業者に対して、事業の経営を下

支えし幅広く支援する必要があるため、七飯町独

自の給付金として負担金、補助及び交付金は、持

続化給付金１億６,３００万円の追加。 

 商工業経営安定支援事業費、休業要請等協力支

援金事業費、クーポン券発行事業費は、それぞれ

５月、６月の議会で事業予算化いたしましたが、

経費の一部に地方創生臨時交付金を充てるため、

事業費の一部を一般財源から国庫支出金へ財源更

正。 

 ２目観光費は、観光誘客促進事業費として、地

方創生臨時交付金事業により、新型コロナウイル

ス感染症の拡大による影響により、観光需要が激

減していることから観光誘客促進を図るため、報

償費は宿泊利用者に対し、町内で使用できるアッ
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プル商品券を配付し宿泊促進及び消費喚起を図る

ため誘客促進報償金３,０００万円の追加。役務

費は手数料６６万円の追加。負担金、補助及び交

付金は、町内での宿泊、飲食や体験を伴う団体ツ

アーの実施に対し、新型コロナウイルス感染症拡

大防止の対策にかかった経費として助成する団体

旅行支援商品造成助成金３００万円の追加。町内

宿泊、飲食等施設を利用する団体ツアーの造成、

実施への助成として、団体旅行支援誘客促進助成

金１,７００万円の追加。 

 事業合計５,０６６万円の追加。 

 観光地整備管理費として、新型コロナウイルス

感染症の拡大により観光客が激減し、大沼公園駐

車場の料金収入が見込めず、園地整備の清掃等維

持管理が困難なことから、これらの維持管理に要

する経費の負担について、北海道自然公園財団大

沼支部、七飯町それぞれが負担をする旨の協議に

より、七飯町は上下水道料相当分として負担金、

補助及び交付金は公園美化清掃負担金７０万円の

追加。 

 ９款消防費１項２目災害対策費は、地方創生臨

時交付金事業により、避難所の新型コロナウイル

ス感染症対策として、災害避難時の集団感染リス

クの低減を図るため、必要な備蓄品及び保管用倉

庫を整備するため、需用費はフェイスシールド、

アルコール消毒液、毛布、飛沫防止パーティショ

ン等、避難所用消耗品費４５８万３,０００円の

追加。工事請負費は、備蓄品を保管する倉庫３棟

の設置工事１,００３万２,０００円の追加。 

 事業合計１,４６１万５,０００円の追加。 

 １０款教育費１項２目事務局費は、スクールバ

ス運行費として、地方創生臨時交付金事業により

大沼岳陽学校のスクールバスでの集団感染リスク

の低減を図るため、委託料はスクールバス運行業

務委託料１,４７３万５,０００円の追加。 

 ２項１目学校管理費は、学校管理費（小学校）

としてＧＩＧＡスクール構想を促進させるため、

ＧＩＧＡスクールサポーター制度の詳細が文部科

学省より示されたことに伴い、パソコンの操作マ

ニュアルや設定マニュアル及び緊急時のパソコン

貸出しマニュアル等の作成やセキュリティー対策

作業を行うＧＩＧＡスクールサポート業務を委託

するため、委託料はＧＩＧＡスクール構想導入支

援委託料４６２万円の追加。 

 校舎等営繕費（小学校）として、地方創生臨時

交付金事業により新型コロナウイルス感染症の拡

大防止のため、工事請負費は七重小学校の病弱学

級の熱中症対策のため、エアコン設置工事１０５

万８,０００円の追加。教室内の換気を促すた

め、窓の開放時の害虫対策として峠下小学校網戸

設置工事１２５万４,０００円の追加。 

 事業合計２３１万２,０００円の追加。 

 ２目教育振興費は、教育振興費（小学校）とし

て、地方創生臨時交付金事業により新型コロナウ

イルス感染症の予防に伴うソーシャルディスタン

スを意識した授業に伴い、備品購入費は小型無線

マイク、拡声器スピーカー、ヘッドマイク等の購

入のため、教材備品購入費６２万２,０００円の

追加。また、毎日の消毒作業で使用するタオル及

び保健室で使用するシーツ、タオルケット等の洗

濯に必要な洗濯乾燥機購入のため、庁用器具購入

費１３２万円の追加。 

 事業合計１９４万２,０００円の追加。 

 ３項１目学校管理費は、学校管理費（中学校）

として、小学校と同様にＧＩＧＡスクールサポー

ト業務を委託するため、委託料はＧＩＧＡスクー

ル構想導入支援委託料２３１万円の追加。 

 校舎等営繕費（中学校）として、工事請負費は

大中山中学校の既存暖房ボイラーの老朽化による

出力の低下に伴い体育館に暖房が行き渡らないこ

とから、新たに体育館に暖房用ボイラーを設置す

るため、大中山中学校体育館暖房設備工事５５７

万７,０００円の追加。また、地方創生臨時交付

金事業により、新型コロナウイルス感染症の拡大

防止のため、教室内の換気を促すため窓の開放時

の害虫対策として、七飯中学校及び大中山中学校

網戸設置工事３９６万円の追加。 

 事業合計９５３万７,０００円の追加。 

 ２目教育振興費は、教育振興費（中学校）とし

て、地方創生臨時交付金事業により新型コロナウ

イルス感染症の予防のためソーシャルディスタン

スを意識した授業に伴い、備品購入費は小型無線

マイク、拡声器スピーカー、ヘッドマイク等の購

入のため、教材備品購入費４７万６,０００円の
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追加。また、毎日の消毒作業で使用するタオル及

び保健室で使用するシーツ、タオルケット等の洗

濯に必要な洗濯乾燥機購入のため、庁用器具購入

費９９万円の追加。 

 事業合計１４６万６,０００円の追加。 

 ５項１目保健体育総務費は、スポーツ合宿事業

費として、地方創生臨時交付金事業により新型コ

ロナウイルス感染症の予防のため、実業団陸上

チームの合宿の際に分散乗車が可能なバスを借り

上げするため、使用料及び賃借料は自動車借上料

７３万８,０００円の追加。 

 ２目学校給食費は、学校給食センター運営費と

して地方創生臨時交付金事業により新型コロナウ

イルス感染症の影響による給食停止期間中の各家

庭での食費増に加え、経済的な影響が特に大きい

子育て世帯への支援として学校給食費２か月分を

無償化するため、負担金、補助及び交付金は学校

給食費減免補助金１,２３８万５,０００円の追

加。 

 １３款職員費１項１目職員給与費は、会計年度

任用職員給与費として６月の第２回定例会で事業

予算化いたしました就労機会を失った方を会計年

度任用職員として雇用する事業の経費の一部に地

方創生臨時交付金を充てるため、事業費の一部を

一般財源から国庫支出金へ財源更正。 

 次に、７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

は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金４億４,７４６万９,０００円の追加。 

 ５目教育費国庫補助金は、小学校費補助金とし

てＧＩＧＡスクール構想の実現のため、学校情報

通信機器整備費補助金２３０万円の追加。 

 中学校費補助金として学校情報通信機器整備費

補助金１１５万円の追加。 

 １５款道支出金２項２目民生費道補助金とし

て、ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務補助金

７８万９,０００円の追加。 

 １９款繰越金１項１目繰越金として、前年度繰

越金４２万７,０００円の追加。 

 次に、４ページに戻っていただきます。 

 第２表、繰越明許費の補正でございます。 

 追加となるのは、４款衛生費１項保健衛生費の

出産支援給付金事業２０万円でございます。 

 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。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

 池田誠悦議員。 

○４番（池田誠悦） 幾つかちょっと分からない

点を質問させていただきます。 

 一般１０ページの１３使用料及び賃借料という

ことですけれども、あくまでもこの予算というの

は大型バス対応なのでしょうか。それと、定員何

名で１台借り上げると、５０名でしたら２５名乗

りで１台借り上げる予算なのかなということで、

例えば３５名の団体で注文されたら、やっぱり大

型バス２台になるのか、それともジャンボタク

シーだとかそういう部分を使って出していくのか

という部分が一つと、それから１４ページの委託

料ということで、スクールバス運行費で確かに子

供の運行ということで密は避けましょうというこ

とですけれども、国は少し前までは通学時は時差

通学をしましょうという呼びかけがあったと思う

のです。今回、こういうコロナ対策の予算という

ことで、便数を増やせばいいのではないかという

ことでこういう予算の取り方をしてきていると思

うのですけれども、やはり国の言っていた時差通

学ということを町は考えていないのかという部分

が一つです。 

 そして、これからまだまだ続いていくと思うの

で、ずっとこのまま台数増やしたままで行くのか

という部分一つです。 

 それから、今までの借り上げている部分の予算

はありますけれども、今回この密の関係上台数を

増やす、そういう場合の算出方法、車の。だから

１日いっぱい借りるのか、それとも朝だけ借りる

のか。その部分の算出方法はどのようにして出し

てこういう予算になったのかということ一つ。 

 それから、１６ページのほうのスポーツ合宿事

業、これというのはまだはっきりしていないと思

いますけれども、どういうような形でこういうよ

うな試算を出したかという、町有バスと同じよう

な考え方で、例えば団体のそういう人が来たら５

０名の場合は２台大型を借りるとか、そういうよ
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うな試算になっているものなのか、その辺の考え

方をちょっとお聞かせください。 

○議長（木下 敏） 情報防災課長。 

○情報防災課長（若山みつる） それでは、町有

バスの借り上げについて答弁申します。 

 今回コロナウイルスの感染症対策で、あかまつ

バスが４０名の定員のところ２０名で運行してい

るということで、北海道の緊急事態宣言を受けて

からその運用で今進めております。このため、乗

車できる人数があかまつ２台ございますので、ふ

だん４０人乗りが２台、８０名を最大で運行でき

るのですが現在は４０名となっていることから、

ふだん運べる人数で運べないということで民間の

バスをお願いするもので、民間のバスにつきまし

ては大型の６０人乗りのバスで感染症対策をし

て、３０名の定員で運行していただけるというこ

とでお話しております。実際、運用３５名とか４

０名ぐらいといったときどうするのかということ

なのですが、そこはあかまつが２台空いてあれ

ば、あかまつ２台で２０名２０名なので最大４０

名動けるのですけれども、あかまつが１台埋まっ

ていてという場合は、民間バスとあかまつ１台な

どで運行してまいりたいと思います。 

 経済対策も含めた民間のバスを借り上げる目的

で今回補正予算要求してございますので、民間の

バスも積極的に使えるようにいろいろ調整しなが

ら運用してまいりたいと考えてございます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（北村公志） 大沼岳陽学校のス

クールバスについて答弁申し上げます。 

 時差通学についてですが、分散登校時につきま

しては前期課程は午前中、後期課程は午後だとか

という形で分散の通学をさせていただいたところ

でございます。 

 現在は通常運営となっておりますので、学校の

カリキュラム上、スタートする時間、学校の終わ

る時間は学年によってばらばらですけれども、統

一させて朝は同じ時間帯にスクールバスを運行さ

せていただいているところでございます。 

 一応今回の試算としましては、７月から３月ま

でを想定してございます。国の交付金を有効に活

用させていただいて、今年度いっぱいは増便した

体制で運行させていただきたいと考えておりま

す。 

 現在まで文部科学省より示されておりました学

校における新型コロナウイルス感染症に関する衛

生管理マニュアルに基づきまして、バスの定期的

な換気、手洗い、朝の検温やマスクの着用の徹

底、乗車後の消毒作業など、マニュアルにのっ

とって安全を確保して運営、運行してきたところ

ではございますが、このたび２次交付につきまし

てバスの増便が補助メニューとして上がってきま

したので、さらなる安全確保のために、今回バス

１台、それから４人乗りのタクシーを２台増車さ

せていただきまして、さらなる安全確保を図ると

ころでございます。 

 スクールバスにつきましては、スクールバス専

門としてバスを１台借り上げていることから、１

日拘束するという形で、バスにつきましては１日

幾らという形で積算をさせていただいておりま

す。 

 ４人乗りタクシーにつきましては、通学と帰り

のそれぞれ合計時間２時間半程度を見込んで時間

で積算をさせていただいているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（川崎 元） スポーツ合宿

事業費の借り上げ料のバスの関係でございますけ

れども、まず積算の仕方なのですけれども、１

チームを迎えるに当たりまして、大体１時間空港

から大沼の宿泊地まで時間をみまして、帰りも２

時間ということで積算しておりまして、９チーム

ございまして、それが１チームにつき迎えに行く

やり方、それから、そのチームが合宿終わったら

今度は送りとそういうふうに一往復が２回、１

チームに対してありますので、それを計算します

と全部で９チーム掛ける２ですから１８回という

ことで積算しております。 

 それにしたがいまして、宿泊施設が２か所に分

かれておりますので、１か所についてはその一往

復、迎えの分で７万９,４２０円、それからもう

一つの宿泊については８万２,６１０円と、この
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単価で計算しております。 

 それから団体の数ということですが、こちら大

型バス５０人乗りを用意しまして、１チームが大

体２０人前後ということになりますので、ちょう

ど一席ごとに分散乗車できるということで大型バ

スを用意するということでございます。 

 内容については以上になります。 

○議長（木下 敏） 池田誠悦議員。 

○４番（池田誠悦） ちょっと聞き取れなかった

積算根拠のところ、もう１回ちょっと教えてくだ

さい。 

○議長（木下 敏） 池田誠悦議員、今の合宿の

部分だけでよろしいのですか。 

○４番（池田誠悦） 合宿もそうですし、ほかの

部分も積算根拠をもう１回ちょっと説明してくだ

さい。 

○議長（木下 敏） 情報防災課長。 

○情報防災課長（若山みつる） それでは、町有

バスあかまつの保管する大型バスの積算根拠につ

いてお答えします。 

 大型バスを借りる積算根拠の単価となりますの

が、北海道運輸局が定めます貸し切りバス新運賃

料金の計算方法というものがございまして、それ

に準じて計算してございます。 

 その運輸局で定める運賃なのですが、キロ数と

あと時間ということでそれぞれの単価が決まって

おりまして、それに基づいて計算しているもので

ございます。 

 例えば、キロであれば１キロ１７０円とか、あ

と時間であれば１時間６,１３０円とかというこ

とで積算してございまして、それで回数につきま

しては去年のあかまつの２１人以上乗車している

という回数の実績を基に、２６回ございますの

で、その２６回分を見込んで１９６万７,０００

円となってございます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） 私のほうからは、ス

クールバスと送迎用のバス、それにつきましても

今の情報防災課長のほうから説明があったとお

り、拘束時間と移動の距離、これに対してそれぞ

れ単価が決まってございますので、それを積算の

上出してございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほか質疑ございませんか。 

 澤出明宏議員。 

○１１番（澤出明宏） ページで言いますと１１

ページの商工費の部分なのですけれども、商工費

の観光費の部分、こちらについて団体旅行の促進

等についての説明というか予算が組まれているの

ですけれども、これについて商工観光課のほうか

らもっと詳細な何か情報をいただければと思うの

ですが、よろしいでしょうか。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） ただいまの御質問

でございますが、まず団体ということでしたの

で、補助金のほうの御説明をさせていただきたい

と思います。 

 まず、負担金、補助及び交付金の中の団体旅行

支援商品造成助成金でございます。 

 こちらは現在制度といたしましては、新型コロ

ナウイルス感染症に対する対策をきっちりと施し

ていただいた旅行商品、こういったものを造成し

ていただきまして、安全な団体旅行を当七飯町で

旅行をしていただくということを促進するための

助成金でございます。 

 こちらは新型コロナウイルス感染症対策を施す

ための経費相当分といたしまして、宿泊を伴う団

体旅行につきましては一団体につき３万円、それ

から日帰りの団体旅行につきましては一団体につ

き１万円を想定して予算を計上させていただいて

いるところでございます。 

 続きまして、団体旅行支援誘客促進助成金でご

ざいます。 

 こちらのほうは、現在北海道におきましてはど

うみん割りを皆様御存じだと思いますが、こう

いった誘客促進経済対策を実施しているところで

ございます。また、今後国におきましては、いわ

ゆるＧｏＴｏキャンペーンというような経済対策

を施していくということになってございます。 

 七飯町といたしましても、例えばこれらの制度

が終了してしまうことに伴いまして、当然七飯町

にいらっしゃるお客様も減少してしまうのではな

いかというようなことを想定してございます。そ
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ういったことから、団体の旅行に対しまして七飯

町独自の助成制度を実施することによって、特に

観光業に対する経済対策というような形で実施を

してまいりたいと思います。 

 こちらの団体旅行の誘客促進助成金につきまし

ては、七飯町で宿泊を伴う旅行におきましては、

団体旅行ですのでバスを利用するということにな

りますので、こちらのバス利用に対する助成とい

たしまして、一つの団体ツアーにつきましては宿

泊旅行のバスにつきまして１１万円相当と計算

し、また飲食や体験施設などそういったところを

利用される場合には団体のツアーのお客様の人数

に対しまして３００円をその人数を掛けて補助を

すると、さらに宿泊施設の利用料につきまして

は、１人当たり３,０００円といたしまして積算

をして助成をしていくということでございます。 

 主にこの飲食、体験、それから宿泊施設の利用

の単価につきましては、おおよそ３割程度を助成

するという制度設計でございます。また同様に、

日帰り旅行につきましてもバスの利用につきまし

ては一団体につき５万円を計上し、さらに飲食、

体験等の施設利用につきましても、先ほどと同様

に１人当たり３００円程度を助成していくと、こ

れらを旅行会社に対しまして補助をしていくとい

うことでございます。 

 こういった助成によりまして、七飯町にいらっ

しゃるお客様、そういった誘客のための商品、販

路を確保していく。さらには、促進をしていくこ

とで七飯町を訪れるお客様をどうか増やしていた

だきたいというような考えで、このたびの補正と

なったところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 澤出明宏議員。 

○１１番（澤出明宏） 今の質問に答えていただ

いたのですが、宿泊促進のほうも併せてというつ

もりだったのですけれども、よろしいでしょう

か。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） 申し訳ございませ

ん。 

 報償費の誘客促進報償金のほうでございます

が、こちらも考え方は同様で、七飯町にお客様を

誘致するための制度といたしまして、七飯町に宿

泊をされたお客様１人につきアップル商品券３,

０００円を配付するという形でございます。これ

は宿泊の促進、観光業の振興、そういった目的も

ございますが、それと併せまして七飯町内の事業

者の方にも使っていただけるようにアップル商品

券とすることで、経済を回していこうというよう

な側面もございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 澤出明宏議員。 

○１１番（澤出明宏） では、何点か質問させて

いただきたいのですが、私自身もちょっと観光に

携わっているものですから非常に興味の高いとこ

ろで内容的に非常に感謝申し上げたいような内容

になっているのですけれども、細かいところで

ちょっと何点か質問させていただきます。 

 まず、七飯町団体旅行支援事業についてのこと

なのですけれども、想定台数とかいろいろあると

思いますが、来られる観光バスの乗車の人数に関

係なく既定の額が払われるのでしょうか。１１万

円、５万円という話だったと思いますけれども。 

 それと、町外のバス会社の制度利用も多数ある

と想定されるのですが、正当に制度利用されたか

否か、こちらの検証方法などは考えてらっしゃる

かどうかということ。 

 それから、飲食店の利用について３００円補助

していただく形になっていますが、ツアー側から

事前予約を必要とする制度であるのか、あるいは

店舗側としては当日の飛び込みにも対応しなけれ

ばならないのか、また、その場合店舗側は３００

円を割り引いて支払いを受けるのか、あるいはツ

アーサイドから町に対して３００円分の支給をす

るのか。あるいは割引クーポンなどの発行などを

考えてらっしゃるのか。こちらの点、旅行団体に

ついての質問でございます。 

 それと宿泊につきましては、宿泊利用者に３,

０００円のアップル利用券を配るということでし

たけれども、例えば、夜に大沼に宿泊で入ってき

て、翌日朝に札幌方面、函館方面に向かってしま

うような場合の、泊りだけのお客に対してもこう

いった発行があるのかどうか。そうなると、ただ

の宿泊割引になるのですがそれも想定内であるの
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かどうか。 

 あとアップル商品券の配付について、チェック

インかチェックアウトのときにそれが配付される

と想定されるのですけれども、この場合、宿泊施

設に適当枚数をあらかじめ配置をしておく必要が

あると思われるのですけれども、過不足ない枚数

を先読みするのは結構困難だと思われまして、そ

れとも事前予約だけしたツアーについてそれを用

意して持っていくものなのかというところ。 

 それと、アップル券というのは基本的に金券だ

と思われますから、民間施設に余裕枚数の事前配

付をするとなれば、盗難ですとか不正使用などの

問題が生じるおそれもあるのではないかというこ

とも考えられまして、例えば、配った場合にどう

せ使っている暇ないからということで、バスガイ

ドにばっとチップ代わりにあげてしまったとか、

そういったことも想定した中に入っているのかど

うか。含めまして、金券というアップル券ですか

ら、そのアップル券にこだわることなく、せっか

く今後七飯町のほうでクーポン券の事業などもあ

りますので、こちらのほうはクーポン券の特別

バージョンみたいなものを作って、アップル券で

はなくて、町全域で使えるような３,０００円の

クーポンを刷ってそれを配るという形のほうがい

ろいろな不具合を回避できるのではないかと思い

ますけれども、その辺のところのお考えについて

お伺いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） では、御質問にお

答えしてまいりたいと思います。 

 まず、団体旅行の補助の関係でございます。こ

ちらは旅行会社に対する補助を想定してございま

す。 

 先ほど御説明したような積算の方法により補助

をしていく、そして、こちらはそれぞれ想定の件

数等も積算としてございます。 

 例えば、新型コロナウイルス感染症の防止対策

をきちっととっていただいて、そちらのほうに助

成をしていくとした団体旅行支援商品造成助成金

につきましては、積算の内訳としまして宿泊旅行

については５０団体、それから日帰り旅行に関し

ましては１５０団体をめどにこのたび補正をさせ

ていただいたところでございます。 

 もう一つ、団体旅行の支援誘客促進助成金につ

きましても、宿泊旅行につきましては５０団体程

度、それから、日帰り旅行につきましても５０団

体程度を想定した補正予算となってございます。 

 この２件につきましては、申請の方法といたし

ましては当然予算の範囲内で補助を行うというこ

とですので、事前に補助申請をいただく形で予算

をしっかり運用していきたいと考えてございま

す。さらに、実績報告を受けた後に支出をすると

いう形でございます。 

 実績報告につきましては、まず旅行会社からそ

れぞれのツアーの実施後に領収書の控えとか団体

旅行名簿、そういったものの提出をいただきまし

て、その人数を確認していくという方法をとって

まいりたいと考えてございます。 

 なお、詳細の事務の手続等につきましては、今

後関係団体としっかり調整の上で適正に実施して

まいりたいと考えてございます。 

 そして、こちらどちらの制度も現在のところ一

団体１０名以上を想定して補助をしていくという

考えでございます。 

 それから、報償費のほうの誘客促進報償費でご

ざいますが、こちらは、例えば事前の予約をして

いるとかしていないに関わらず、宿泊をされた方

に一律で３,０００円分商品券を配付する考えで

ございます。 

 そして、こちらにつきましてもこの事業を実施

する宿泊施設等につきましては事前に募集を行

い、この事業に参加したいという方々に対して商

品券を配付していく形でございます。 

 現在のところ、宿泊施設の客室数等に基づきま

して事前にそれぞれの宿泊施設にアップル商品券

を配付する形をとってまいりたいと考えてござい

ます。 

 それから、こちらのアップル商品券につきまし

ても同様に、どのようにどなたに配付されたか、

そういったものが宿泊者名簿等によって実績を確

認し、例えば使用に至らなかった商品券につきま

しては返還をいただく、そういったことも想定を

してございます。 
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 それから、例えば七飯町独自のクーポン券等で

実施しないのかというようなお話だったと思いま

すが、前回議会の御承認をいただきました七飯町

クーポン券発行事業につきましては、３地区に分

けて実施をしてみるというような形でそれぞれの

地区の皆さんが七飯町内を回っていただいて、経

済活動を活性化するというような狙いがございま

したので、七飯町独自のクーポン券を発行させて

いただきました。 

 このたびは七飯町内の景気経済活動の消費喚起

という目的でございましたので、もう既に既存で

七飯町内で流通しておりますアップル商品券、こ

れを利用することによってその目的を達成できる

と考えましたので、このたびはアップル商品券で

実施をしていくということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 澤出議員に申し上げます。 

 もうさっきで３回目。 

 一応それを答弁漏れの部分も含めてやっぱりき

ちっと質問の仕方をしてくれないと、またそれが

凡例になるというのもちょっとあれなので、申し

訳ないけれども３回ということでやらせていただ

きます。 

 ほか質疑ございませんか。 

 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） １４ページの工事請負関係

なのですけれども、校舎等の工事で七重小学校の

エアコンの設備工事、それから、次ページの１６

ページになりますと大中山中学校の網戸の設置工

事とか、コロナ対策での工事の予算が組まれてお

ります。 

 また、その次の１７の備品購入費ではマイク、

スピーカー、ヘッドマイク等、コロナ対策という

ことでの取組みがされておりますけれども、関連

なのですけれども、今回こういうコロナ対策とい

うことが実施されておりますけれども、コロナ対

策ということになると、これまでは時差での学校

への登校だとかいろいろな対策は行われてきまし

たけれども、今回こういう形のほかにやはり３密

を避けるということでの学校運営が求められるの

ではないかと思うわけですけれども、現在の小中

学校の実際の運営において、過密という問題はど

のように今後考えられているのか、現状がどう

なっているのかその辺についてちょっと関連でお

伺いしたいなと思いますので、よろしいでしょう

か。 

○議長（木下 敏） なぜ予算化しなかったのか

という……。 

 学校教育課長。 

○学校教育課長（北村公志） 議員のおっしゃる

とおり、今回学校における安全対策、感染予防対

策のために網戸の設置工事や先生方が大声を張り

出さなくても済むような授業を行うための拡声器

等の購入、また夏休みの短縮化による七重小学校

には病弱学級に一人在籍しておりまして、その子

の熱中症対策のためにエアコン設置工事を行わせ

ていただくところでございます。 

 学校におきましては先ほども申し上げました

が、文部科学省より示されております学校におけ

る環境衛生管理マニュアルに準じまして、過密と

なると確かに距離を、マスクをして１メートルだ

とかマスクなしで２メートルだとか、そういうで

きる範囲での距離をとって給食時はマスクを外し

ますけれども、授業中におきましてはマスク着用

の徹底、私語の厳禁、各教室にもアルコール消毒

を徹底していまして、それから今やっております

学校検診等も遅れておりますが、ソーシャルディ

スタンスを確保した上で時間をかけながら授業を

実施しているところでございます。 

 給食につきましても先日テレビで中継報道され

ましたとおり、お代わりする際の注意だとか、か

なり制限のある中で学校行事を行っているところ

でございます。 

 行事につきましても運動会の中止に始まり、団

体で集まる全校朝会とかが実施できていない状況

でございます。 

 過密対策につきましては、教室を単純に倍にな

るだとか先生方も倍必要になるだとか大きな課題

がございますので、七飯町だけではなく全国的な

課題かとは思います。距離をとったから全てが安

全確保というわけではないと思いますが、現在の

ところ文部科学省より示されておりますマニュア

ルに準じて、できる範囲で感染予防を行った上で

授業を行っているところでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） 現在そういう状況だという

のは分かりますけれども、現状がどうであってそ

れは非常に現状の中では対応できない問題がたく

さんあると思うのですけれども、実態について

ちょっとお伺いしたいのですけれども、現在生徒

数の関係で十分そういう距離を置いた授業ができ

ているところとそうでないところがあるとは思う

のですが、町が考えている本来ならば２メーター

間隔をおいたというような、そういうことは理想

だと言われるわけですけれども、それができない

実態があるというふうに思うのですが、それはど

ういうふうにお考えになっているのか。実態がど

うなっていて、それは将来解決すべき問題と考え

ておられるのかどうか、その辺についての見解で

よろしいのですけれどもちょっと伺いたいです。 

○議長（木下 敏） 教育長。 

○教育長（與田敏樹） 今回の予算に直接的には

関わりはないような気もしますけれども、ただ考

え方、見解ということなのでお答えを申し上げま

すが、基本的にコロナ対策でやったものについて

は未来永劫そのまま続くということではないで

す。現状としてワクチンもない、薬もないという

状況の中で、いかに子供たちの安全を確保するか

という前提で全ての対応をしているということで

す。 

 ですから、先ほど出たバスの問題もそうです

し、あと教室の中においてマスクをしていれば２

メーターではございません。１メーターです。１

メーターあれば大丈夫ですよ、大丈夫という表現

は少し語弊ありますけれども、ある程度そこのリ

スクについては下げられますよという考え方で

す。 

 ですから、そういう形の中で今学校が本当に必

死になって、これ先生方だけではないです。子供

たちが一番今努力をしています。楽しい給食も話

をしないで前を向いて友達の後ろ姿を見ながら食

べています。これは決してまともな状態ではない

のです。 

 なぜそういう状態にしているかといったら、コ

ロナに感染させたくないためです。だから、では

今の段階で教室を二つにしてという話になるかと

いったらそうはなりません、これは。 

 ですから、今できる範囲の中で子供たちに対す

る感染リスクを最大限下げてやるための事業とし

て、今回の予算にも上げましたけれども、換気を

よくするための網戸の設置、あるいは前回可決を

いただきました扇風機等についてもやらせていた

だいたということでございますので、ただ、今後

これから先の話については、コロナ以外のものが

また出てくるかもしれませんので、そこについて

は今の段階でどうのこうのということは言えませ

んけれども、現状としては学校で先生方と子供た

ちが一生懸命頑張っていることに対して、教育委

員会として今できる最大限のものを予算として今

回計上させていただいたということでございます

ので、ぜひ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） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） 質問という形になるかどう

か分かりませんけれども……。 

○議長（木下 敏） 申し上げます。もう２回は

私も目をつぶっている部分かなりあるので、見解

を、政策論争するのであれば、この予算の審査に

はなじまないと思いますので、発言するのであれ

ば質問でないというそういうことはなるべく申さ

ないようにお願いいたします。 

○９番（上野武彦） 終わります。 

○議長（木下 敏） ほか質疑ございませんか。 

 神﨑和枝議員。 

○２番（神﨑和枝） 款で予防費のところです。

１２ページになります。 

 予防費の疾病予防保健対策費の７,８４０万円

の委託料で、インフルエンザ予防接種委託料とい

うことになっていますが、この点でコロナウイル

ス対策の一つとも言われておりますが、インフル

エンザがどのように効果を表すのかということも

少し詳細に、何か直接インフルエンザの予防接種

することがコロナを抑制できるのかなという、

ちょっと勘違いしがちなところもありますので、

そのあたりどのような効果になっていくかという

ことをちょっとお知らせしていただきたいと思い

ます。 
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 それと、皆さんに周知方法と、またワクチンで

いろいろな弊害を起こしている部分もありますの

で、自分から予防接種して半額でも払うのであれ

ば自己責任ありますけれども全額ということにも

なりますので、そういった注意点とかも併せてど

のように周知していかれるのかということを教え

ていただきたいと思います。 

 あと、７,８４０万円がどのような形で皆さん

に積算しているのかというところもちょっとお話

していただければと思います。 

○議長（木下 敏） 神﨑議員への答弁からです

が、会議時間も１時間を超してきましたので、１

１時２０分まで暫時休憩いたします。 

午前１１時０８分 休憩 

───────────── 

午前１１時１９分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 議案第４４号令和２年度七飯町一般会計補正予

算（第５号）の質疑を続けます。 

 神﨑議員の質疑に対する答弁から入ります。 

 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） それでは、

お答えしてまいります。 

 現在新型コロナウイルス感染症につきまして

は、ワクチン、そして治療薬がない中で今後２

波、３波が予想される状況になろうかというふう

な予測もされております。 

 その中で、新型コロナウイルスと症状が類似し

ますインフルエンザの感染を抑制していくこと

で、医療現場の混乱を防止するということととも

に、高熱などの症状が現れたときに、新型コロナ

ウイルスの感染者か否かという判定ができると、

また、その治療への移行が速やかになされること

が期待できるよということで、町内の医療機関の

医師から提言を受けておりました。 

 これにつきましては、一つのリスクを穴埋めす

る対策ということで、インフルエンザの予防接種

を実施してまいるところでございます。 

 また、周知の方法につきましては、七飯町の広

報誌を初め、町のホームページ、そして新聞社な

どにも協力をいただきながら、周知徹底に努めて

いきたいというふうに考えております。 

 また、対象医療機関につきましては、町内医療

機関はもとより函館市内の大手の総合病院なんか

も町民の方通院されている方もいらっしゃるかと

思いますので、その辺についてはその範囲まで含

めて検討してまいりたいというふうに考えており

ます。 

 また、積算根拠につきましては、一人接種１回

当たり３,５００円ということで、通常の価格、

これまでの平均価格を３,５００円と想定しまし

て、七飯町民の８割およそ２万２,４００人を想

定して積算をさせていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほか質疑ございませんか。 

 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） それでは、補正の内容が

たくさんあるのでちょっと多岐にわたりそうなの

ですけれども、ページの順番に従ってまず言って

きたいと思います。 

 まず、一般の１０ページの項目のところで、函

館圏公立大学広域連合負担金として９９万６,０

００円というのが上がっていますけれども、これ

は連合を組んでいるので当然やらなければいけな

い内容ですけれども、函館の学生のコロナ禍の状

況というか、その疲弊している状況について、ア

ルバイトができないとか何かその辺は連合のほう

から情報とか何かそういうの入っているのかどう

かと。学生に対して一定額を支援するということ

と、学校に対して授業料の補塡分を支援するとい

うことなのですけれども、それをする疲弊の状況

についてちょっと入っている情報があれば教えて

いただきたいなというふうに思います。 

 それと、一般の１２の出産支援給付金について

でございます。趣旨は十分分かるのですけれど

も、前回の定額給付金が一定の期日の住民という

ことなので、それ以後生まれた方ということで救

済するということだと思うのですけれども、今回

の交付金の使途について、家賃支援を含む事業継

続や雇用維持等の対応、もう一つが新しい生活様

式等への対応というそういう大きな項目が挙がっ

ておりまして、この出産支援に対して来年４月ま

で、繰り越し明許までして持ち越すというような
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ことが、今回の政府の考えている地方創生臨時交

付金の仕様として全く問題がないのかどうか、そ

の辺を確認とっているのかどうかについてちょっ

と教えていただきたいなと思います。 

 それと、一般１２同じところの下のほう、先ほ

ど澤出議員が質問されておりましたけれども、団

体旅行、日帰り旅行に合わせて旅行会社に支援す

るというお話でございましたけれども、一定額を

支援するのと食事をしたりアクティビティーで何

か参加したら何百円か支援するという、そういう

支援の方法だったと思うのですけれど、これにつ

いてこういう理解でいいのかどうかちょっと確認

したいのですけれども、どこで食事するかは別に

しても食事をするお店については一切それについ

て手続は関係なくて、要はツアー料金の中にその

金額が織り込まれて提示されるので、旅行者は割

引感があってそれでいいということでいいのかど

うか。あるいは、その食事券だとかアクティビ

ティーの何かすることによって、地元のお店とか

何か手続をすることが必要になってくるのかどう

か、そこのところをちょっと確認したいなと思い

ます。 

 それと併せて誘客促進報奨金のアップル商品

券、これはどこに配付するのか。泊まったり何か

したら渡すということなのですけれども、そこに

置いてなければあれなので、各宿泊施設、ホテル

だとか旅館に均等に置いておいて、順次来てなく

なったらもう終わりですよという、そういうよう

な考え方でいいのかどうか。どこに置くのかとい

うのと、ちゃんと効率よく運用できるのかどうか

ということです。 

 併せて、この観光促進のものについてどのよう

に広報というか宣伝していく予定なのか、ホーム

ページに載せるだけなのか、新聞あるいはマスコ

ミその他で大々的に発表というか何かして、そう

いうことをアピールしていくのかどうか、そこの

方法についてどう考えているのかということを

ちょっと教えていただきたいなと思います。 

 それと、一般の１４ページで観光地域整備管理

費ということで７０万円上がっております。これ

は今回のコロナのあれとは別なのですけれども、

キャンプ地をオープンさせるための費用で、道だ

とか自然保護財団だとかと協議した上で町の分担

を決めたというふうに聞いております。これにつ

いてキャンプ地の負担分だけなのか、今シーズン

だけで今後のキャンプだとか駐車場の運営につい

てそういう関係団体と協議していくというよう

な、そこまで話し合いがされているのかどうか、

そこについてちょっと教えていただければなとい

うふうに思います。 

 それと、同じ１４ページのところでエアコン設

置工事だとか網戸設置工事がありますけれども、

網戸設置については峠下小学校と七飯中学校、大

中山中学校と３校上がっておりまして、ほかの学

校については網戸の問題は全くないのかどうかと

いうことと、エアコン設置ということで１０５万

８,０００円ほど上がっておりますけれども、あ

る教室に設定するということなのですけれども、

前回の補正予算のときに扇風機を各教室に入れて

換気をよくするというようなそういう提案があっ

て、必要ですねということで承認されているので

すけれども、この教室についても扇風機が設置さ

れていてエアコンとダブるのかどうか、それとエ

アコンの価格がちょっと高いのではないかという

ことで、もう少し安い価格のエアコン、例えば窓

に設置するような形でとか、そういうような検討

をしていたのかどうかについてちょっと質問させ

ていただきたいと思います。 

 以上です。 

 すいません、もう１回よろしいでしょうか。 

 ３問目でアウトなのであれですけれども、あと

一般１４の備蓄用の工事ということで１,０００

万円、消耗品費の購入で４５８万３,０００円と

上がっておりますけれども、この倉庫の設置場所

と今回避難所用消耗品費として臨時交付金対象事

業として買う４００万円について、何を購入して

備蓄する予定なのか、その項目について決まって

いれば教えていただきたいというふうに思いま

す。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） それでは、私のほ

うからまず１０ページの函館圏公立大学広域連合

負担金につきまして、大学生の疲弊の状況等も併
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せて答弁したいと思います。 

 学生からの生活面の影響に関する相談というの

は、現在寄せられておりません。 

 家計急変による就学支援新制度への申請者は現

在のところ４名ございますが、今後もコロナの影

響が長引き減免の対象者というのは増える見込み

でございまして、その見込みというのは今後１４

名になるというようなところで授業料等の減免を

拡大していきたいという部分がございます。 

 また、遠隔授業につきまして、未来大学の生徒

というのはやはりコンピューターだとかにたけて

いる方がほとんどでございます。授業の実施方法

もオンライン授業というところで実施してござい

ますが、授業を受ける際にも学生が通信料がどう

しても今後負担が出てくるというところでござい

ます。学生の通信料の負担が大きくなることは想

定されるというところが主な内容となってござい

ます。 

 以上で、学生の状況というところでございま

す。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） それでは、

予算書補正の議案１２ページになります。 

 出産支援金給付事業ということでございます。 

 国はこれまで４月２７日基準まで国民１人当た

り１０万円ということで給付金を交付してまいり

ましたけれども、それ以降生まれた子供たちも今

後１年間救っていきたいとうことで、町としては

令和２年４月２８日から令和３年４月１日までに

生まれた子供の保護者を対象に支援をしていくと

いう内容でございます。 

 妊婦にとっては通常時でも相当のストレスを抱

えながら生活をしていかなればならないという部

分でございますけれども、今のコロナの感染の状

況でそのストレスも悪化していくという中で、さ

らに子育て環境を取り巻く経済環境ということも

悪化しているものですから、そういう方々を救っ

ていきたいということで考えております。 

 この趣旨の内容で政策推進課が窓口となって、

この臨時交付金の手続のほうをやっていただいて

いる中で、これは対象として問題ないというふう

な認識をして計上させていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） では、御答弁申し

上げたいと思います。 

 今回の補正の一連の団体旅行支援の関係でござ

いますが、こちらの手続内容につきまして、まず

団体旅行の支援商品造成助成金につきましては、

先ほども御説明いたしましたとおり新型コロナウ

イルス感染症の拡大防止の対策を施していただく

という趣旨で、それぞれ一団体に宿泊であれば３

万円、それから日帰りであれば１万円というよう

な形で助成をさせていただく、これは旅行会社に

対してということになります。 

 そしてもう一つ、団体旅行支援誘客促進助成金

につきましては、こちらも同様に旅行会社に助成

をする形になってございます。 

 積算内訳につきましても、宿泊を伴う団体旅行

につきましては一団体につきバス相当額としまし

て１１万円の助成、それから、町内の宿泊につき

ましては団体の人数掛ける３,０００円を積算の

根拠とする。それから、飲食とかお土産物、その

ほか体験観光とか、こういったものにつきまして

も１人当たり３００円を根拠として積算をしてい

くというものでございます。 

 これらの利用等につきましては、実績報告の際

に領収書とそれから旅行者名簿等を添付し、内容

を確認させていただいて補助を実行するという予

定でございます。これらの事業者等に特段の手続

は要しません。全て旅行会社から上がってくる実

績報告の書類の内容に基づいて支給をする形でご

ざいます。 

 それから、商品券の配付の関係でございます

が、これはあらかじめ事前に宿泊業者にこの事業

に参加の意思を確認をさせていただいて、その宿

泊事業者から予定の客数、そういったものを徴し

まして、客室割合で案分をして配付をしていく予

定でございます。事前に既に配付をいたしますの

で、なくなり次第終了という形になります。 

 現在、例えば北海道で実施しております道民割

り、これも第１弾、第２弾と分けてございますの

で、そのようなことも踏まえながら今後内容につ

きましては関係事業者と協議をして決めてまいり
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たいと考えてございます。 

 それから、これらの事業の周知方法でございま

す。御質問にありましたとおり、新聞社等の報道

機関、それから町のホームページ等を通じて周知

をするのはもちろんのことでございますが、まず

第一に町内の関係団体から各旅行会社等を通じ

て、町ではこういった助成制度を用意していると

いうことで、こちらもそれぞれがＰＲをしてい

く、七飯町としてもそうですが、そういった関係

事業者等とも連携してそこから旅行会社等にＰＲ

をしていく、プロモーションしていくというよう

なことを想定し、周知を進めてまいりたいと考え

てございます。 

 それから、１４ページの負担金、公園美化清掃

の負担金でございます。こちらにつきましては今

回７０万円を予算計上させていただきましたが、

これにつきましては冒頭の提案説明にありました

とおり、上下水道料金相当額を積算の根拠として

ございます。 

 この積算の内訳といたしましては、このたび北

海道から協議のあった内容に基づきまして積算を

行ったところでございまして、南大沼駐車場、こ

ちらの中にありますトイレ、それから公園広場内

にあります公衆トイレ、それと東大沼キャンプ

場、こちらにはトイレが２か所、そのほかに炊事

棟が２か所ございます。これらに係る上下水道料

金相当としまして７０万円を負担するということ

で協議を整えたということでございます。 

 これの期間につきましては、駐車場、それから

駐車場トイレ、公園広場トイレにつきましては来

年３月３１日までの分、そして東大沼キャンプ場

関連につきましては７月４日から９月２７日まで

を開設期間と定めておりまして、この期間に相当

する上下水道料金を計上させていただいて７０万

円としたところでございます。 

 それから、このたび補正で予算計上させていた

だきましたものにつきましては、今御説明のとお

りでございまして、令和２年度分として計上して

ございます。ですから、令和３年度以降につきま

しては現在のところ北海道等からそういった内容

の協議とか、そういったものは示されてございま

せんので、それにつきましては別途お話をさせて

いただくということになってございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 情報防災課長。 

○情報防災課長（若山みつる） それでは災害用

の備蓄品、それから倉庫について少し説明申し上

げます。 

 初めに、備蓄品のほうから御説明いたします。 

 今回の補正で備蓄として新たに加えるものは、

感染症予防対策といたしましてフェイスシールド

それから防護服セット、防護服セットは防護服と

ゴーグルとマスク、それから手袋、シューズカ

バーなどが一緒になったものなのですが、その

セット、それからアルコール消毒液、固形石け

ん、それから救急箱のセットを指定避難所、それ

から福祉避難所合わせた２０か所分を補塡するよ

うな形で数をそれぞれ積算して備蓄いたします。 

 また、コロナウイルス感染症の関係で避難所自

体がかなり分散して開設していかなければならな

いということで、町内の避難所を一斉に開くとい

う可能性も出てくるということでございますの

で、今まで明かりとしてＬＥＤランタン等を少し

備蓄していたのですけれども、全部の避難所で使

うのにはちょっと不足するということでＬＥＤラ

ンタンの不足分を今回補充いたします。 

 また、今回のコロナウイルスでは床に近いとこ

ろで寝ていると舞い上がってということがありま

したので、簡易的なすぐ組み立てられるベッドを

福祉避難所の収容人数を基に数を出しているので

すけれども、１７０個購入いたします。 

 また、よく言われている避難所用の１８０区切

れるようなパーティションを購入いたします。 

 それで、これらのものを買うと今の備蓄倉庫で

は全然収まるところがないので、併せて今回３棟

備蓄倉庫を購入するというものです。 

 設置場所につきましては、大型のものは保健セ

ンターの付近に１棟設置いたします。また大沼多

目的会館、それから大中山コモンにつきましても

福祉避難所となってございますので、そちらに設

置いたしまして計３棟となってございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（北村公志） まず、網戸につい
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て答弁申し上げます。 

 議員のおっしゃるとおり、ほかの学校の網戸に

つきましては設置済みでございます。今回、七飯

中学校、大中山中学校、峠下小学校の網戸につい

て提案させていただきました。 

 また、七重小学校の病弱学級につきましてです

が、扇風機も有効に活用させていただきたいと

思っております。扇風機につきましては、暑さ対

策もありますけれども換気対策として空気の入れ

替えに使用させていただく考えでございます。 

 それから、６月定例会におきまして各学校の保

健室に一部屋５０万円程度のエアコン設置を説明

させていただいて現在着工しているところでござ

います。今回の当該教室につきましては、保健室

の約２倍の面積のため同程度のエアコンを２台前

後につける想定でございますので、この値段と

なっております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 説明で理解した分のほか

に、出産育児支援金の関係で今の説明を聞くと、

赤ん坊が生まれたからそこで支援が発生するので

はなくて、妊婦に１０万円を、その妊婦の苦労を

含めて支援するという形であれば、そういうよう

な支援のほうが生まれてからも金はかかるので

しょうけれども、妊婦に対して払うというそうい

う発想がとれないのかどうかということです。 

 あと誘客の関係でアップル商品券を配置する場

所を事前にもう募集して、何部屋あるかとかに

やって併せて提供するということなのですけれど

も、これについて町のほうは、例えば名前出して

あれですけれども、Ａホテルにアップル商品券を

置いていますよとかこういう宣伝はされるものな

のでしょうか。あるいは、その全リストといいま

すか、そういうものを公表するような形で宣伝す

るようなことをされるのかどうか。 

 それと、もう１点どうしてもちょっとよく分か

らないのですけれども１,７００万円の旅行会社

に支払いする予算の関係の中で先ほども言いまし

たとおり、飲食をするお店屋とかそういうところ

は一切その客が来たから割引しなければいけない

とか、そういうことではないということでよろし

いのですね。だから、そのツアーの料金が、例え

ば１万円だったところを８,８００円でツアーが

できるようになるとかという、そういうような補

助の対象になるというふうに活用されるというこ

とで理解してよろしいのかどうか、そこを再確認

お願いします。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） 議員の御質

問の妊婦に対してそういう考えはないのかという

部分でございます。 

 確かに妊婦もいろいろ負担だとかストレスを抱

えながら、今、コロナのこの時期と闘っているわ

けでございますけれども、目的としましては出生

した新生児１人につき１０万円ということで交付

していきたい考えでございますので、これについ

ては明確な交付の仕方ということと認識してござ

いますので、この考え方で進めさせていただきた

いというふうに考えています。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） 御答弁申し上げま

す。 

 まず、アップル商品券を配付するというか、こ

ちらの事業に参加をしていただく事業者につきま

しては、今御質問にありましたとおり七飯町とし

てもこの機会を利用してＰＲをしていきたいとい

う考えでございます。 

 そしてもう１点、誘客の支援促進の助成金の関

係でございますが、これはあくまでも旅行会社に

対して助成をするという形でございます。 

 あと町内の飲食店とかそういったところは特段

の手続は不要であります。さらに割引をしなけれ

ばならないとかそういった制約は設けませんが、

この事業をより活用していただく方法として、そ

ういった形で例えば割引をしますよとか、そう

いったことに御活用もいただける部分もあろうか

と思いますので、そのあたりは事業者と協力して

七飯町のＰＲをしていくという考え方でございま

す。 

 そして、こちらの事業につきましては、積算の

内容を御説明いたしましたとおり、利用料金の一

部を助成するという制度で考えてございますの
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で、これらの助成金につきましては利用料の一部

に充当されたり、ツアー代金から割引されていく

というような性質のもので考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほか質疑ございませんか。 

 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 一般の１２ページの今の観

光誘客促進事業費の１８番の負担金、補助金のと

ころなのですけれども、先ほど同僚議員に説明が

ありました誘客促進の中の１,３７５万円という

ので旅行会社に払うよというやつですけれども、

団体旅行が１１万円の５０台で５５０万円、それ

で飲食だとか体験施設利用が３００円、２,５０

０円というふうに説明してあって７５万円だとい

うことであったのですけれども、これで間違いな

いのかどうかというのが１点と、それから、先ほ

どの中でバスの利用が三つほどありましたよね。

町民のバスと、それからスクールバスと合宿用の

バスと、それは地元の業者を想定して出したもの

なのか、それともあくまでも入札をするのか、そ

このところを教えていただきたいと思います。 

 もう１点が最後の学校給食センターの件ですけ

れども、２か月分の給食費を戻すというふうに

なっていますけれども、私よく分からないので、

今の給食費というのは私会計でやっていますよ

ね。私会計でやっているその事業に対して２か月

分の給食費を戻すということに対して、それは整

合性があるのかどうか、この３点お願いします。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） では、御質問に御

答弁をさせていただきます。 

 こちらの団体旅行支援誘客促進助成金の積算の

内訳ということでございましたので、こちらのほ

うを御説明させていただきます。 

 まず、七飯町内に宿泊を伴う団体旅行、こちら

は一団体につきましてバスの一部助成として１１

万円を、そして、飲食、体験施設等の利用につき

ましては参加人数掛ける３００円、それから宿泊

につきましては参加人数掛ける３,０００円、こ

ちらを積み上げました金額を助成していくという

ことでございます。日帰り旅行につきましてはバ

ス相当額としまして一団体５万円、そして飲食、

体験施設等の利用ということで参加人数掛ける３

００円と、これらを助成金の積算の内訳として助

成をしていくということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 情報防災課長。 

○情報防災課長（若山みつる） それでは町有バ

スの補完事業としてバスの借り上げの業者につい

てですが、業者については七飯町内の地元の業者

を選定したいと考えてございます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） 教育委員会のスクール

バスとスポーツ合宿の送迎のバス、これにつきま

しても町内の貸切りバス業者は１社でございます

ので、今の情報防災のほうと同様に町内１社でや

らさせていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 学校給食センター長。 

○学校給食センター長（柴田 憲） それでは、

給食センターの会計について御説明申し上げま

す。 

 今回の給食費の２か月分の無償化ということで

すけれども、まず給食費というのが給食費会計ご

ざいまして、その中で保護者の方に請求をしてま

いります。そこに対して保護者の負担分を七飯町

のほうで補助金として給食費の運営委員会のほう

で補助をしていくという考え方でございます。 

 現在、準要保護制度、多子世帯軽減制度という

のもございますけれども、こちらのほうも給食費

会計としては１人分の給食費を請求しておりまし

て、それに対して町のほうで補助を入れていると

いう考え方になっておりますので、今回の補助に

ついても整合性はあるというふうに認識しており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 先ほど私が聞いたときは、

誘客の件ですけれども１台１１万円の５０台の５

５０万円というふうに、そうなのですかといった

らその辺の数字について５０台という数字を違う

とか違わないとかということは一切言ってくれな

かったのですけれども、そこのところが一番肝心
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なところなのです。 

 なぜかというと、５０台で計算したならば１１

万円の５５０万円だから、５０台ですよね。５０

台ということは大型バス５０人乗るのです。そう

したら２,５００人、合っているのです。 

 でも、先ほどスクールバスの件でもそうだし、

町有バスだってそこが密になるから半分にするか

ら倍のお金がかかりますよとやっているのです。

そうしたら、ここを２,５００という数字で出し

たらおかしいことになるのではないですか。これ

半分にしないと理屈が合わなくなってくるので

す。その辺どうなのかということ。 

 町内のバス会社で三つともやると言っているの

ですけれども、町内の業者が出しているキロ運賃

が幾らなのか、時間制運賃が幾らなのか、そこの

ところを教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） 御質問の中身につ

きましては、予算計上でバスにつきましては１台

につき１１万円で５０台分を見ております。 

 さらに御指摘のございましたところにつきまし

ては、飲食、体験施設の利用の３００円、それか

ら宿泊施設利用の３,０００円、こちらに掛けて

いる人数につきましては、バスの最大乗員定数の

５０名で計算をさせていただきました。これは、

こちらの利用料金に影響を与える助成ということ

になりますので、北海道が実施しておりますどう

みん割り、それから今後実施されます国のＧｏＴ

ｏキャンペーン、これらにつきましては、その利

用料金に影響を与えるものにつきましては重複し

て使用はできないというようなことになってござ

いましたので、七飯町のこちらの助成金につきま

してはこれらの事業が終了、またはもう終わると

いう見込みになった時点で、この制度を運用して

景気を下支えしていきたいという考え方でござい

ましたので、乗員につきましては理論上１台の定

員に５０名と見込みまして、その５０名の最大数

で積算をさせていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 情報防災課長。 

○情報防災課長（若山みつる） それでは、バス

の運賃の単価についてなのですけれども、単価に

つきましては北海道運輸局が定めている貸切りバ

スの運賃表がございまして、それに基づいてこれ

から借り上げしていくにもその単価を採用してい

きたいと考えてございます。 

 その積算の方法なのですが、距離と時間によっ

てそれぞれ単価が決まってございまして、距離に

つきましては１キロ１７０円、それから時間につ

きましては１時間６,１３０円ということで、そ

の北海道運輸局の貸切りバスの運賃表が定められ

てございますので、それを基本にこれから借り上

げするということになると思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 教育次長。 

○教育次長（扇田 誠） 教育委員会も同じ考え

です。ただ、スクールバスについては子供の割引

がありますので、それの８掛けというふうになっ

てございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） ということは、確認したい

のですけれども、七飯町に来るバスは大型バスは

定員５０人で見るよという考え方でいいというこ

とでよろしいのですね。それについて、ああでも

ないこうでもないというよりは、はいそうです、

そうではないです、それだけでいいですのでお願

いしたいと思います。 

 僕がさっき聞いたのは、地元の業者のやつの

ちゃんと地元では上限と下限の値段が出ているか

ら、その間の値段は自由に設定できるようになっ

ているので、地元のタクシー会社は何ぼの運賃で

出しているのですかということを確認したので

す。 

 皆さんはそこで上限の運賃を言ってきたけれど

も、そうしたらその値段で貼り付いているのかど

うかというのが分からないので、いかがですかと

聞いているのです。だからそこのところ何かもや

もやしているけれども、それによってきちんとそ

の上限なのか下限、５段階になっているので、ど

こに設定しているのですかということを聞いてい

るのです。そこを教えてください。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 
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○商工観光課長（福川晃也） こちらの団体旅行

の助成金につきましては、バス１台につき最大限

５０名乗車ということで積算をさせていただいて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 情報防災課長。 

○情報防災課長（若山みつる） 運賃につきまし

ては予算を上限で計上しております。 

 今後地元のバス会社と契約等になって借り上げ

していくことになりますが、そのときに地元のバ

ス業者とそこら辺を詰めながら単価の最終的には

決定をしていきたいと思います。 

 地元の業者から見積もり等はまだいただいてい

ないのですけれども、予算としてこの運賃表が

あったのでそれの上限で計上しているということ

でございます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） ほかに質疑ございますか。 

（「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４４号令和２年度七飯町一般会計補正予

算（第５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。 

 昼食なのですけれどもあともう一議案あります

ので、皆さんがよろしければこのまま続行したい

と思いますが、どうですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） それでは、会議を続行いた

します。 

  ─────────────────── 

  日程第５ 

   議案第４５号 令和２年度七飯町水道事業 

   会計補正予算（第１号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第５ 議案第４５号令

和２年度七飯町水道事業会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（笠原泰之） それでは、議案第

４５号令和２年度七飯町水道事業会計補正予算

（第１号）について、提案説明申し上げます。 

 今回の補正は、新型コロナウイルス感染症の影

響が長期化している状況を踏まえ、令和２年９月

検針分から１１月検針分までの３か月の水道料金

のうち、基本料金分について町民生活及び町内の

経済活動を支援するため減免を行うものでござい

ます。 

 減免分につきましては、収入で水道料金の減額

を行い、新型コロナウイルス感染症対策地方創生

臨時交付金を財源とした一般会計からの繰入金を

増額補正。また、これに伴う料金システム改修に

ついても一般会計からの繰入金を財源とし、支出

を増額補正するものでございます。 

 議案となりますが、第１条は、令和２年度七飯

町水道事業会計補正予算（第１号）を次のとおり

とする総則でございます。 

 第２条は、令和２年度水道事業会計予算第３条

に定めた収益的収入及び支出の予定額について、

収入では第１款水道事業収益で６０万５,０００

円を追加し、５億２,１４０万５,０００円とし、

うち第１項営業収益で５,８８９万３,０００円を

減額し３億８,０１１万６,０００円に。 

 第２項営業外収益で５,９４９万８,０００円を

追加し１億４,１２８万９,０００円に。 

 支出では、第１款水道事業費用で６０万５,０

００円を追加し４億５,２９０万５,０００円と

し、うち第１項営業費用で同じく６０万５,００

０円を追加し４億１,０４６万３,０００円とする

ものでございます。 

 第３条は、予算第１０条に定めた一般会計から

この会計に補助を受ける金額を定めたもので

（３）水道料金の減収補てん等に要する経費５,

９４９万８,０００円を追加するものでございま

す。 

 次に、収益的支出の予算科目の説明となりま
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す。 

 ４ページ目をお開き願います。 

 １款１項４目業務費は６０万５,０００円の追

加で、委託料で水道料金システム改修委託料の追

加でございます。 

 次に３ページ目にお戻りいただき、収益的収入

の予算科目の説明となります。 

 １款１項１目給水収益は５,８８９万３,０００

円の減額で、内訳は七飯地区、藤城地区、大沼地

区の水道料金基本料金分１万２,０２３件の３か

月分の減額。 

 ２項２目補助金は５,９４９万８,０００円の追

加で、内訳は他会計補助金の一般会計繰入金、減

収等補てん分となっております。 

 提案説明は以上でございます。 

 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、質疑を許しま

す。 

（「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４５号令和２年度七飯町水道事業会計補

正予算（第１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３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。 

午後 ０時０６分 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


