
－ 1 － 

 

令和２年第５回臨時会（第１号） 

 
令和２年１２月２２日（火曜日）午前１０時００分開議 

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

○議事日程 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定 

 日程第 ３ 議案第７０号 令和２年度七飯町一般会計補正予算（第９号） 

 日程第 ４ 議案第７１号 令和２年度七飯町水道事業会計補正予算（第４号） 

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

○出席議員（１８名） 

    議  長 １８番  木 下   敏      副 議 長 １７番  青 山 金 助 

          １番  横 田 有 一            ２番  神 﨑 和 枝 

          ３番  平 松 俊 一            ４番  池 田 誠 悦 

          ５番  田 村 敏 郎            ６番  稲 垣 明 美 

          ７番  畑 中 静 一            ８番  長谷川 生 人 

          ９番  上 野 武 彦           １０番  坂 本   繁 

         １１番  澤 出 明 宏           １２番  中 島 勝 也 

         １３番  川 村 主 税           １４番  中 川 友 規 

         １５番  若 山 雅 行           １６番  川 上 弘 一 

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

○欠席議員（０名） 

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

○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 

   町       長  中 宮 安 一 

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

○町長の委任を受けたもので出席を求めた説明員 

   副   町   長  宮 田   東     総 務 部 長           釣 谷 隆 士 

   民 生 部 長           杉 原   太     経 済 部 長           青 山 芳 弘 

   総務部総務財政課長           俉 楼   司     総務部情報防災課長           若 山 みつる 

   総務部政策推進課長           中 村 雄 司     民 生 部 福 祉 課 長           村 山 德 收 

   経済部商工観光課長           福 川 晃 也     経済部上下水道課長           笠 原 泰 之 

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

○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 

   教 育 長           與 田 敏 樹 

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

○教育長の委任を受けたもので出席を求めた説明員 

    教 育 次 長           扇 田   誠     学 校 教 育 課 長           北 村 公 志 

    スポーツ振興課長           川 崎   元 

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

○本会議の書記 

    事 務 局 長           関 口 順 子     書       記  妹 尾 洋 兵  



－ 2 － 

   書       記  佐々木 宏 美 

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

○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 

          １４番  中 川 友 規           １５番  若 山 雅 行 

 



－ 3 － 

午前１０時００分 開会 

  ─────────────────── 

開 議 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 皆さんおはようございま

す。 

 ただいまから、令和２年第５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。 

  ─────────────────── 

  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、 

１４番 中 川 友 規 議員 

１５番 若 山 雅 行 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

２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７０号 令和２年度七飯町一般 

   会計補正予算（第９号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第３ 議案第７０号令

和２年度七飯町一般会計補正予算（第９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

７０号令和２年度七飯町一般会計補正予算（第９

号）について、提案説明申し上げます。 

 このたびの補正は、今後の新型コロナウイルス

感染症に対応するため、地方創生臨時交付金を活

用した新たな事業予算の追加、現計予算の執行見

込みによる予算減額が主なものでございます。 

 また、予算減額した事業分の臨時交付金をその

ほかの交付金事業に充当するための財源更正を行

うものでございます。 

 第１条から御説明申し上げます。 

 第１条は、既定予算の総額から歳入歳出それぞ

れ５,６７３万１,０００円を減額し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ１６２億８０万３,０００円

とするものでございます。 

 次に、７ページの歳出を御覧願います。 

 財源更正以外の歳出の増減を伴う事業について

御説明いたします。 

 ２款総務費１項５目財産管理費は、庁舎管理費

として、公共施設等でのさらなる予防対策を進め

るため、需用費は、事務室、応接等にアクリル

パーテーションを設置するため、庁舎用消耗品費

３０５万３,０００円の追加、備品購入費は、役

場庁舎等来客の多い公共施設の玄関などに、非接

触型体温計、自動手指消毒器を設置するため、庁

舎用備品購入費６８６万４,０００円の追加。 

 事業合計９９１万７,０００円の追加。 

 ６目電算管理費は、備品購入費で、新しい生活

様式や新北海道スタイルに対応した新たな働き方
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の選択肢を増やすため、テレワーク用パソコンの

購入として、電算用備品購入費６６０万円の追

加。 

 ３款民生費１項２目高齢者福祉費として、高齢

者支援事業費は、委託料で、介護施設等でのクラ

スター発生を未然に防ぐため、新たに入所・入居

する方へのＰＣＲ検査として、介護施設等新規入

所者検査委託料１６０万円の追加。 

 ４款衛生費１項１目保健衛生総務費は、水道施

設費として、繰出金は、水道料金減免事業の執行

見込みにより、水道事業会計繰出金１１７万１,

０００円の減額。 

 ７款商工費１項１目商工費は、休業要請等協力

支援金事業費として、負担金、補助及び交付金

は、執行見込みにより、休業要請等協力支援金

１,７２０万円の減額、クーポン券発行事業費と

して、需用費から負担金、補助及び交付金まで

は、執行見込みにより、合わせて７３０万３,０

００円の減額、持続化給付金事業費として、負担

金、補助及び交付金は、執行見込みにより７,２

１０万円の減額、新しい生活様式対応支援事業費

として、負担金、補助及び交付金は、七飯町商工

会からの要望により、商工会が実施する３密の解

消や飛沫感染防止に係る店舗等の改修、設置備品

の購入に要する費用を助成する事業を支援するた

め、改修等支援補助金１,２６０万円の追加。 

 １１ページになります。 

 １０款教育費２項１目学校管理費は、学校管理

費（小学校）として、国２分の１の補助事業であ

る学校保健特別対策事業と地方創生臨時交付金を

活用し事業を行うもので、需用費は、消毒液、教

科書、ドリル等の購入のため、消耗品費７０万

６,０００円の追加、校舎等営繕費（小学校）

は、工事請負費、備品購入費で、執行見込みによ

り、合わせて１０１万８,０００円の減額。 

 ２目教育振興費は、教育振興費(小学校)とし

て、学校保健特別対策事業と交付金を活用し、事

業を行うもので、備品購入費は、大型スクリー

ン、マグネットスクリーン等の購入のため、教材

備品購入費１,１１１万３,０００円の追加、教師

用デジタル教科書の購入のため、教具備品購入費

４９４万６,０００円の追加、加湿機能付空気清

浄機等の購入のため、庁用備品購入費１１８万

９,０００円の追加。 

 事業合計１,７２４万８,０００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、学校保健特別対策事業交付金を活用し、事

業を行うもので、需用費は、消毒液等の購入のた

め、消耗品費４５万２,０００円の追加、校舎等

営繕費（中学校）として、工事請負費、備品購入

費は、執行見込みにより、合わせて１６７万３,

０００円の減額。 

 ２目教育振興費は、教育振興費(中学校)とし

て、学校保健特別対策事業と交付金を活用し、事

業を行うもので、備品購入費は、大型クリーン、

マグネットスクリーン等の購入のため、教材備品

購入費４６６万９,０００円の追加、加湿機能付

空気清浄機等の購入のため、庁用器具購入費４１

０万６,０００円の追加。 

 事業合計８７７万５,０００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、使用料及び賃借料は、執行見込みによ

り、自動車借上料８,０００円の減額。 

 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、報酬から旅費までは、執

行見込みにより、合わせて１,４１５万６,０００

円の減額でございます。 

 次に、５ページの歳入に戻っていただきます。 

 １４款国庫支出金２項５目教育費国庫補助金

は、児童生徒の学びの保障に伴い、感染症対策を

徹底し、学校教育活動に必要な教材備品などの購

入を行うため、小学校費補助金として、学校保健

特別対策事業費補助金８００万円の追加、同じく

中学校費補助金として５００万円の追加。 

 １８款繰入金１項１目財政調整基金繰入金は、

コロナ対策事業の財源更正により６,９７３万１,

０００円の減額でございます。 

 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。 

 神﨑和枝議員。 

○２番（神﨑和枝） 今回は、執行見込みという

ことで提案されています。その中の商工費、負担
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金、補助及び交付金の１８節の持続化給付金事業

費７,２１０万円マイナスということで、国のほ

うで１月１５日まで延期されている中で、先だっ

ていろいろ資料をつくっていただいた臨時交付金

の資料の中でも、実施中と出ていまして、見込額

が９,９００万円という資料を先だっていただき

まして、これをマイナスにするとどのようになっ

て、今後、持続化がお店のほうで、前年度、月よ

りも５０％マイナスの場合これに当てはまるとい

うことなのですけれども、この点どのように考え

ているのか、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） ただいまの御質問

に御答弁させていただきます。 

 このたびの七飯町持続化給付金事業につきまし

ては、先だっての議会におきまして、手厚い補正

予算につきまして、皆様に御理解をいただき、議

決をいただいて事業を執行してまいったところで

ございます。 

 その際に、予算計上の際には、最大限対象にな

るであろう事業者を拾いまして、それに対して約

８割が該当するであろうという見込みに基づき、

予算を措置させていただいたところでございま

す。 

 今般、この持続化給付金事業も半分以上の期間

を経過しておりまして、それまで、現在に至るま

での期間の申請件数、そういった状況を踏まえた

ところ、非常に事業執行率が低くなるという見込

みとなりました。 

 こちらの事業につきましては、関係団体や広

報、それから報道機関の方々にも御協力をいただ

いて広く周知をしているところでございまして、

現在の現状を鑑みますと予算を多く措置していた

だいている状況であるということが確認されたと

ころでございます。 

 したがいまして、過大に確保している予算につ

きましては、七飯町全体として、新型コロナウイ

ルス感染症対策事業費に充てていただきたいとい

うことで、今般大幅に減額をさせていただいたと

ころでございます。 

 今後どのような状況になるかはまだ見通しは立

ちませんが、予算の過不足につきましては、迅速

に議会等にお示しをして議決をいただくなり、御

協力を仰いでまいりたいと考えてございますの

で、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 神﨑和枝議員。 

○２番（神﨑和枝） 理解はするのですけれど

も、もし今後、１２月が前年度よりも５０％マイ

ナスだったということで、急遽、１月１５日まで

の申請が間に合った場合はどのように考えていま

すか、その辺だけ。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） 持続化給付金事業

につきましては、現在、申請期間の延長をする予

定でございます。できる限りこの目的を達成する

ために、広く事業者の方々が申請しやすい環境を

つくるために対応しているところでございます。

今般は、今までの申請状況等を鑑みまして、この

ような、大きく減額措置をさせていただきました

が、今、議員おっしゃられたような、万が一不足

になるような事態、こういったものが見込まれる

としましたら、直ちに予算措置につきまして、議

会の皆様にお諮りして対応するというつもりでご

ざいますので、御理解のほどよろしくお願いいた

します。 

○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、まず項目の関

係で内容の説明を少しお願いしたいなというとこ

ろで、Ｐ１１、一般１１と一般１２のところにあ

る教育費の中の教育振興費１,７２４万８,０００

円と、次のページの中学校のところの教育振興費

で８,７７５万円で、先ほど大型スクリーンだと

かデジタル何とかと、いろいろ言われたのですけ

れども、コロナ対策だと思うのですけれども、今

回購入するそういう仕組みが、コロナ対策でどの

ように働いて、どのように活用されるのかという

ところをもう少し教えていただきたいなというふ

うに思います。それがまず１点。 

 次が一般の１３ページ、１４ページのところの

一番最後の職員費の中の会計年度任用職員給与費

ですけれども、これも大幅に減額されて、当初、

緊急対策型雇用創出研修事業として、会計年度任
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用職員１０名を採用ということで予算計上されて

いたかと思うのですけれども、採用が少ない、あ

るいは遅れていると見られるのですけれども、そ

の理由とか、例えば採用の条件が厳しかったの

か、そもそも雇用するような応募が少なかったの

か、そこのところをちょっと説明いただければな

というふうに思います。 

 それと３点目は、全体的なトーンの中で、基本

的には、余ったものについては財源更正というこ

とで振り替えているわけですけれども、現段階で

新型コロナウイルス感染症対策として、地方創生

臨時交付金以外の一般財源は、結局幾ら支出した

ことになるのか、その数字をちょっと教えていた

だきたいなというふうに思います。 

 それと併せて、４点目、新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金事業として数々、６

億円近い事業をしているわけですけれども、その

進捗状況について、改めて、金額的なもので構わ

ないので、幾ら執行したとか、そのようなところ

をちょっと教えていただければなというふうに思

います。 

 最後に、これだけいろいろな補正を組んでコロ

ナ対策をされているわけですけれども、本当に疲

弊している業種とか業務とか、それを担う人々に

支援が行き渡っているのかどうか、その対策が不

足しているのではないかとか、一般財源をもっと

使用しても対策事業を行う必要があるのではない

かと、ちょっと言葉は悪いかもしれないけれど

も、国からの交付金がなければ対策事業を行われ

ないのかということで、町の財政に余力がないの

か、そういうところで、本当に必要な政策が必要

なところに行き渡っているのかどうか、そこのと

ころをどのように把握されているかとか認識、総

括されているかを少し御説明いただければなと思

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） 今回の学校保健特

別対策事業についてですが、各学校が感染症対策

を徹底しながら児童生徒及び生徒の学習を保障す

るために、学校教育活動を支援する経費を補助い

ただけるもので、スクリーンとかを例えば体育館

とか広いところに設置してプロジェクターで写し

て、３密を防いだ上で授業を行う。また、教室の

環境整備のために加湿機能付の空気清浄機を導入

したりして、子供たちの安全を確保しながら授業

を進めていくためのものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） 私のほうからは２

点ほどお答えしてまいりたいと思います。 

 まず、一般の１３、１４ページの会計年度任用

職員の給与費でございます。これにつきまして

は、７月から来年の３月まで、コロナに伴って職

をなくした方等を会計年度任用職員として採用す

るということで、１０名の職員を雇用するという

ことで予算を取らせていただきました。 

 その後、ホームページだとか新聞、広報等で募

集をしてまいったところでございますけれども、

現段階では４人の応募ということでございます。 

 今後、税務でも確定申告等で、今、募集をして

いるところでございますけれども、そういうコロ

ナ対策で、職をなくした方たちの採用も見込ん

で、１０名を職員として雇用するということの考

えで、そのほかの予算については減額というとこ

ろでございます。 

 減額する理由ということでございますけれど

も、募集してございましたが応募がなかったとい

うところの整理でございます。 

 続きまして、事業の総体のお話、歳入の件でご

ざいます。 

 今現在、コロナの交付金ということで５億８,

０００万円が国のほうから、ちょっと端数はつき

ますけれども、国のほうから交付金を頂いてござ

います。今回、執行見込みにより減額してござい

ます。前回の補正前の状況としましては、一般財

源として、財政調整基金を６,９９０万円程度基

金を繰り入れしてございましたが、今の執行見込

みにより、今回６,９７３万１,０００円を基金部

分で減額するということで、繰入金として予算に

なっているのが、コロナ部分として２０万６,０

００円ということでございます。 

 コロナ対策事業の総体の事業費に対する国の補

助金としては９９.９％程度となってございま
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す。 

 今後、３次補正で国から交付金がまた出ること

も年明け、想定されます。その際に、また、町の

ほうでコロナ対策で、これから新しい事業等を検

討してまいりますが、その際に、国の交付金だけ

では不足する場合には、また財政調整基金の繰り

入れ等も検討してまいるというところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 私のほうからは、

コロナの交付金事業の進捗状況について御説明申

し上げます。 

 これまでコロナの交付金事業につきましては、

５月の臨時会、そして６月の定例会、７月の臨時

会において、補正予算において予算措置をしてい

ただき、事業を執行してきたところでございま

す。 

 これまでの事業の中では、トータルで３３事業

ございまして、１１月末現在での完了と見込まれ

る事業につきましては２０事業ございます。事業

数で申し上げますと、約６割が完了ということに

なってございます。 

 ただ、今後の事業の進捗状況、当然着手してい

るものがございまして、実際の金額的な目安で、

見込みといいますと、先ほど総務財政課長からも

５億８,０００万円の事業費がございましたが、

おおむね、最終的な見込額としては、現在のとこ

ろ５億４,２００万円というところで見込んでお

りますので、ほぼ執行されているのかなというふ

うに思ってございます。第３次の補正予算もござ

いますので、そういった部分も加味しながら事業

執行に努めてまいりたいというふうに思ってござ

います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 総務部長。 

○総務部長（釣谷隆士） 私のほうから、政策が

行き届いているのかという、そこの点につきまし

て御答弁申し上げたいと思います。 

 今、各課長のほうからも御答弁申し上げました

とおり、まだコロナの影響というのが、今少し北

海道は落ち着いてきた状態になりつつあるという

状況ですけれども、まだ予断を許さないといいま

すか、この辺は落ち着き始めましたが、まだ首都

圏や札幌等の感染者というのはまだまだ数字が

減っていかないという状況で、当然長期化してい

るというところでは、当初見ていたり、年度途中

で見ていきながらも、なかなかそこのところの全

体が見えてこない、どこが疲弊しているのかとい

うところが見えてきていなかったり、新たに出て

きたりと。最近言われているのは、都市圏の医療

の関係が崩壊し始めているというようなことは、

報道等にも出ているとおりだなというふうに思っ

てございます。 

 ただ、当町の部分につきましては、そこのとこ

ろの情報がまだまだ行政のほうに届いていない、

もしくは、ないわけではないと思っておりますけ

れども、だんだん長期化することによってのもの

というのが、まだこれからも出てくるのではない

かというふうに考えてございます。 

 ただ、先ほどの答弁の中にありましたとおり、

年明けに国の３次補正が予定されてございます。

そのための体力といいますか、そのために今回、

決算見込みといいますか、そういうところも十分

整理しながら財源の確保に努めて、３次補正の対

応に向かっていきたいというところもございます

ので、これでいいという話では当然ございませ

ん。そこのところは、そのときには議員皆様の御

理解をいただいた中で補正予算等を組みながら、

その対策に努めてまいりたいと考えてございます

ので、御理解のほどよろしくお願いしたいと思い

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） いろいろあれですけれど

も、最初からあれで、まず、学校の振興費の中

で、大きなスクリーンで、３密を避けるために体

育館でとかと。今、実際に教室でやらないで、３

密を避けるために体育館でやるとか、そういう授

業を計画されているのですか。もともとそんなに

生徒数は多くないので密にならないのかなと思う

のですけれども、そこのところをもう少し、イ

メージが湧かないので説明していただきたいなと

思います。 
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 それと、会計年度任用職員については、これ

は、募集して応募したのは全員採用したというこ

とになるのですか、それとも、やっぱり条件だと

かいろいろなあれがあって、応募してきても断っ

たとか、そういうケースもあるのかどうか。

ちょっと採用とかに関わるので余りあれかもしれ

ないけれども、４人の応募があった全員を採用し

たのかどうか、そこのところを。我々からする

と、会計年度任用職員というのは、条件は、期間

は区切られていますけれども、非常に有利な雇用

環境かなと思うので、実際は応募がもっと多いの

かなと思っていたのですけれども、余りないの

は、何でなのかなと。働き方のあれで、コロナの

関係で出ていって働くというのがちゅうちょされ

るとか、そういうのがあるかもしれないので、そ

このところをもう少し教えていただきたいなと思

います。 

 それと、再度確認の質問なのですけれども、実

際の一般財源として使った資金については２０万

６,０００円、これ全部執行できたらということ

なのでしょうけれども、２０万６,０００円とい

うことで、ほとんど手をつけていないという状況

だと思うのですけれども。 

 これはお願いになるかもしれないのですけれど

も、３次の補正もこれから見えてくるのだと思い

ますけれども、町民の声を聞いて、ＰＣＲ検査を

今回取り入れていただいて、ＰＣＲ検査をすると

いうような項目も入ってきましたけれども、そう

いようなきめ細かな新しい政策とか、そういうも

のをもっと町民にヒアリングしたり、いろいろな

人からいろいろな話を聞いたりして進めていただ

きたいなと思うのですけれども、今後の対策につ

いて、今考えているものとか、こういう形で進め

たいとか、そういうものがあれば最後にお聞かせ

いただければなと思います。 

 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） 学校の規模にもよ

りますが、小規模校であれば、各教室で今現在も

３密を防いだ状態で授業が行われているのは事実

でございます。ただ、七重小学校とかとか大中山

小学校、各中学校につきましては、どうしても一

教室の人数が増えますので、学年ごとに集まって

体育館で大型のスクリーン、プロジェクターを用

いて授業を行うとか、そういうものに活用してい

ただきたいと思います。各教室においてもマグ

ネットスクリーンとか、黒板に張って黒板をスク

リーンにするようなもので、ある程度間隔を取っ

て後ろからでも見えるような感じで授業を行って

いければ思っております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） 私のほうから会計

年度任用職員について御説明いたします。 

 全員採用したのかというところでございます。

お１人だけ残念ながら採用はできておりませんけ

れども、年齢的に７０歳ぐらいの方が応募されて

おりまして、町が求める業務との関係がありまし

たので、そこは採用してございません。そのほか

につきましては採用してございます。 

 この間、私どももいろいろ広報等、いろいろな

ものを通じて募集してきたところでございます

が、聞くところによると、会社を辞めた方につい

ては、雇用保険をもらってというところが大き

かったのかなと思ってございます。その後、雇用

保険も切れるタイミングがありますので、その際

に応募があるのかなとも思っておりましたけれど

も、結果として応募がなかったというところでな

いのかと思ってございます。 

 また、一般財源のお話がございました。現在、

歳入については、先ほど来申し上げておりますと

おり、臨時交付金と一般財源、財政調整基金を繰

り入れして歳入に充てているというところでござ

います。それは、まだ使っているということでは

なくて、予算ベースで、結果的に今現在の補正後

の予算としては２０万６,０００円が一般財源、

財政調整基金のコロナ対策部分に対する繰入金

と、予算額でございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 総務部長。 

○総務部長（釣谷隆士） 今後の、先ほど具体的

にＰＣＲ検査を町民にとかという、そういうとこ

ろを含めまして、３次の補正で国のほうからのも

のが何が出てくるのか、結局ダブりだとか、せっ
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かく予算組んだのに、そこのところは交付金の対

象にダブってしまったとか、対象にならないもの

を一般財源を入れて措置するということは、当然

それも一つの考え方があると思いますけれども、

やっぱりそこのところは、３次の補正の内容、国

から示される内容を十分そこを見極めながら、必

要な対策もしくは、そこになかったもので、うち

の町民にこれは絶対必要だろうというところがあ

れば、当然そういうところにも対策を打っていく

というふうに考えてございますので、御理解いた

だきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ございません

か。 

 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） それでは、二、三、ちょっ

とお聞きしたいと思います。 

 まず、確認でございますけれども、今回の補正

は５,６７３万１,０００円というようなことで、

コロナの交付金、１次、２次、そして一般財源入

れて１億１,６００万円でしたか。その中で、考

え方ですけれども、一般財源７,２００万円、合

わせて６億５,９００万円のうち、最終的には５

億４,２００万円支出するだろうと。余りが１億

１,６５７万４,０００円という中で、今回５,８

６１万７,０００円というふうに補正を組んでき

たということですけれども、交付金が、例えば

余った場合は国に返すのか、それはどういうふう

な仕組みになっているのか、まずお聞きをした

い。 

 これは本来、例えば先ほどからも出てきました

けれども、一般財源も必要になるような話もあり

ましたけれども、交付金以外に一般財源を例えば

使うとすれば、どういったようなものがあるの

か、あるいは交付金の対象外経費として一般財源

を使うということであれば、対象外経費というの

はどんな経費なのか、そこをちょっと教えていた

だきたい。 

 もう一つ確認ですけれども、一般財源が７,２

２５万８,０００円入っているという中で、今回

６,９７３万１,０００円、予算の更正をして財調

のほうに戻すということになると、２５２万７,

０００円、この部分はどういったような、一般財

源なのか、実際、財調のほうから７,２２５万８,

０００円を持ってきているのか、あるいは６,９

７３万１,０００円で財調を戻して、それで財調

からの繰出金というのですか、出してきて戻して

それで終わりなのか。そうすると２５２万７,０

００円というのは、残った金額はどういう形の一

般財源なのか、それをちょっと教えていただきた

い。 

 それから、６ページの小中の補助金、二つ合わ

せて１,３００万円、これは交付金とどういうふ

うに違うのか、通常の我々が想定する補助金と同

質なものなのか、あるいは非常に交付金みたく、

対象がコロナであればいいというような話の大き

い枠組みの中の補助金なのか、そこら辺、どうい

うふうに交付金と違うのか、ちょっと教えていた

だきたいと思います。 

 それから、先ほど申しましたように、当初の事

業計画の総額予算、これが６億５,９１３万５,０

００円、そのうち支出予定が５億４,２５６万１,

０００円で、１億１,６５７万４,０００円のう

ち、今回５,８６１万７,０００円補正しますとい

う形でやっていますけれども、基本的に残額があ

りますよね、この残額をどうするのか、年度末ま

で、年明けすぐまた補正して事業を起こしていく

のか、それとも事業を起こさないのであれば、そ

のまま流れて国のほうに残額を返していくのか、

そこら辺の流れがちょっと見えないものですから

教えていただきたいと思います。 

 それから、残額について、年度内にさらに補正

をするのかどうか、そこら辺をちょっと教えてい

ただきたい。 

 それから、８ページの災害のほうのあれですけ

れども、備品購入の中で、テレワーク用に４０台

購入するのだというような計画でございますけれ

ども、これについて、いつ誰がどのように使って

いくのかというのがちょっとなかなか、行政機関

の中では私イメージがつかないものですから、ど

ういうものを想定しながら、テレワーク、４０台

を利活用していくのか、ちょっとお伺いしたいと

思います。 

 それから、先ほど同僚議員のほうからも出まし
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たけれども、１０ページの持続化給付金事業で

７,２００万円減額というのは、これはやっぱり

私は本当に大きいなというふうに思います。これ

について、非常に達成率というのですか、何か少

ないような、当初の見込みが多過ぎたのかどう

だったのか、もう一度そこら辺の予算措置のとき

の状況、どういう見立てをしたのか、そして今ま

たこれほど減額するという話になると、それこそ

町単独で増額するとか、そういったような検討を

したのかどうか。これは、国が決まっているか

ら、そのとおり右へ倣えですという考え方のもの

なのか、それとも町独自で幾らかでも上乗せす

る、さらには追加でやるというような、そういう

検討をしたかどうか、そこをちょっとお聞きした

いと思います。 

 それから、１２ページの先ほどの教育費の補助

金ですけれども、以前タブレットでオンラインの

整備をするという話の中で、今回、私ちょっと分

からないのですけれども、そういうものをするた

めのソフトというのは必要ないのかどうか、これ

が全然見えてこないというか、物はそろっている

かも分からないのですけれども、実際、冬休み、

あるいは年明けにそういう事態になったときに、

すぐそういうものが活用できるのか、子供たちが

すぐそういう流れの中で、授業の延長としてき

ちっとできる体制ができているのか。何回か子供

たちと学校で、こうやる、ああやるというような

ものもやった上で、さらにソフトを充実させると

かということがなかったのかどうか、今回の補助

金に載せなくてもよかったのかどうか、そこら辺

ちょっとお聞きしたいと思います。 

 それから、１４ページの、先ほども出ましたけ

れども、会計年度任用職員給与１,４１５万６,０

００円減額、これは私は、減額も分からないわけ

ではないですけれども、やはり趣旨からいけば、

３月までは減額しないで、いつどうなっても対応

できるというような、そういう体制というのは私

はつくっておくべきではないかと思うのです。と

いうのは、地域だとか町民に寄り添って、何かが

あれば行政が手を差し伸べるという、そういうこ

とからいけば、応募がなかった、これからは分か

らないですよね。したがって、どういう場合でも

必要最低限の雇用、こういったものを確保するの

だという姿勢からいけば、私は減額すべきでな

い、そのまま年度末まで引っ張っていくのが筋で

はないかなと思うのですけれども、そこら辺の考

え方をちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

 それから、今日の補正まで、町としてきちっと

コロナの状況と町民の生活の実態、こういったよ

うなものをきちっと把握したかどうか、把握した

結果どうだったか、もしあれでしたら見解をいた

だきたいと思います。 

 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） 私のほうからは、

地方創生臨時交付金の総体的なことにつきまして

答弁させていただきたいと思います。 

 まず冒頭、地方創生臨時交付金、余ったら国に

返すかというようなお話でございましたが、国の

ほうからは上限額が示されておりまして、その上

限額にのっとった形で町は実施計画を提出するこ

とになってございます。実施計画というのは、町

の予算をベースに策定されておりまして、事業に

つきましても流動性を持っております。１次、２

次とありましたが、次、３次がございますので、

２次まで提出しておりますが、３次の際に、これ

まで２次の部分も併せて修正をした形で計画を出

していくという作業になります。そういった意味

では、見直しをかかりますので、返すというよう

なことは現在のところ考えておりません。 

 続いて、交付金に関する対象外経費の関係でご

ざいますが、例えば具体的に申し上げますと、子

育ての関係で、お子さんの給付金関係がございま

す。例えば１０万円を給付するものがあります

が、こちらは年度をまたいで４月１日になるよう

なものも対象になっているものがございますが、

こちらは一部、補助金の対象外にしているものも

ございます。 

 また、そのほかですと、未来大学への負担金な

どがございましたが、もともと学生に支援する内

容という部分があって、こちらは補助対象外とは

なっておりますが、もともと普通交付税で対象に

なる部分がございましたので、その部分は除外し

ているというところもございます。 
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 また、商工関係の商工業経営安定資金の利子補

給なんかがございますが、当初予算で組んでいる

部分も一部ございますが、これのきっかけという

のが、前年度に利子補給の手続をしたものなどが

ありまして、そういった部分の利子の補給につい

ては、今年度の対象にならないというものもある

ものですから、その部分は除外しているというの

がございます。 

 大体合わせまして１４０万円ぐらいというとこ

ろで、年度の区分によって対象外になるというと

ころでございます。 

 私からは、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） 私のほうから商工

費、持続化給付金の関係につきまして御答弁をさ

せていただきます。 

 まず、今回の大きな減額補正となった見込みに

関してなのですが、先ほど御答弁申し上げました

とおり、町内の事業者を最大限拾って、こちらに

約８割程度が該当するであろうという見込みの基

に予算計上させていただいたところでございま

す。 

 こちらは、直ちに事業者の方々の手元にこう

いった資金が届くようにということで、議決をい

ただいて直ちに、７月３１日から申請を受け付け

してまいったところでございます。現在、１２月

の半ばでございますが、現在に至るまでの申請状

況等を鑑みまして、決算見込みに基づきまして、

このような減額をさせていただいたところでござ

います。 

 また、今後、その見込みと違って、過不足が生

じた場合、そういったものにつきましては、議会

の皆様にお諮りをして、迅速に対応してまいりた

いという考え方でございます。 

 それから、町の持続化給付金の事業につきまし

ては、国の持続化給付金事業が、対前年５０％以

上の減少という条件を定めてございます。それに

対しまして、町といたしましては、より多くの事

業者の方々に届くようにという考え方から、対前

年度２０％以上の減額ということで、申請の基準

を緩和してございます。また、申請の手続に煩わ

しい部分がないように、できるだけ簡素化をさせ

ていただいて、申請を受け付けましたら、しかる

べく速やかに支出をしていくということで考えて

ございます。おおむね現在、申請につきまして

は、１週間単位で申請を取りまとめさせていただ

きまして、支出手続に入っているというような状

況でございます。 

 国の持続化給付金を受けている、受けていない

にかかわらず、町といたしましては幅広く、持続

化給付金としまして、町独自の事業として、事業

者の皆様のお手元にコロナ対策の資金を提供して

まいりたいという考えの下、実行しておりますの

で、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

○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、私か

らはテレワークの件について御答弁申し上げま

す。 

 テレワークにつきましては、今月初めから総務

省が用意していただいたテレワークの仕組みを活

用させていただいて、１２月初めから運用開始し

ているところでございます。現在、既に四、五名

の職員がテレワークを実施しているところでござ

います。 

 テレワークの内容といたしましては、当然セ

キュリティーの関係上、住民票を出すネットワー

クだったりとか、戸籍を出すネットワーク、そち

らのほうはテレワークはできないような状況なの

ですが、ふだん事務で使っているパソコンについ

て、家から操作できるような仕組みとなってござ

います。そのような内容ですので、現在行ってい

る数名も窓口の部署ではないのですが、窓口を

持っているところはなかなかテレワークだけで仕

事が全部できるというふうには考えてございませ

んが、少しでも、もし課の中で感染者が出たりし

て業務が行き届かない場合には、少しでもテレ

ワークでできることはできるようにしていただく

ということで、積極的に職員に働きかけてテレ

ワークを、何もないときに練習しておいて、何か

あったときに対応できるようにというところでご

ざいます。 

 また、テレワークとはちょっと異なるのです

が、最近、会議等もインターネットを通じて、カ

メラを通じながらという会議も増えてきまして、
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今、役場に入っているパソコンでカメラが設置さ

れたパソコンもありませんし、先ほど言ったテレ

ワークにつきましても、家にパソコンがある人と

いうか、自分のパソコンでテレワークをすること

になりますので、パソコンがない職員については

テレワークが実施できないというところから、そ

ういう方々に貸し出すため、また、カメラ等がな

いので、カメラを使った会議等に使うためのパソ

コンを今回補正させていただいて、それらに活用

していきたいという考えでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） 私のほうからは、

会計年度任用職員について御答弁申し上げます。 

 いつでも対応できるようにというお話でござい

ました。減額の理由につきましては、先ほど申し

上げましたとおり、問合せ、相談等もなくて、募

集に対して応募も少なかったということで、今

回、臨時交付金を１００％活用するために一度落

とさせていただいております。 

 ただ、今後のコロナの状況等もございます。田

村議員おっしゃっていることもよく理解できます

ので、３次補正の際には、そこら辺が必要かどう

かというのを検証して見極めながら、必要であれ

ば予算化していきたいというところでございま

す。 

 また、現有予算なんかも必要であれば対応でき

るところもあると思ってございますので、そのよ

うに進めてまいりたいと思ってございます。 

 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） 議員のおっしゃる

とおり、今回の学校保健特別対策事業の中には、

ＧＩＧＡスクール構想に伴う端末の有効活用につ

いても配分されておりますので、今回、補正計上

させていただいた各学校での予算の中でも、教師

用のデジタル教科書だとか、ＩＣＴ授業に使える

ようなビデオカメラの購入も予定しておりまし

て、有効に活用させていただいて、今後の遠隔授

業等にも使っていければと思います。 

 現在のところ、集団クラスター等は発生してお

りませんので、現在は遠隔授業等はまだ行ってお

りませんが、端末の整備、導入整備も全部進みま

して、設定も各学校全部終わりまして、今現在、

各学校のＬＡＮ整備について、年末にかけて完成

する予定でございます。 

 今、先生方の研修等を実施している最中ですの

で、今後、子供たちにも使用させながら、いざと

いうときの家庭でのオンライン学習等に備えてい

きたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 副町長。 

○副町長（宮田 東） それでは、私のほうから

はコロナの対策について、これまでの効果の関係

だとかをどう考えているのだというような、評価

と言ったほうが正しいかなと思ってございますけ

れども、正直申し上げて、かなり右往左往してご

ざいます。というのは、ある程度の感染の部分が

今、第３波ということですが、第３波はこれほど

大きくといいましょうか、高止まりの状態になる

というような想定をしていない形の中で補正予算

というのを検討してきたというのが実情かと思っ

てございます。 

 ところが、議員の皆さんも御承知のとおり、今

は非常な高止まり状態で、医療崩壊という形が首

都圏のほうで出ています。札幌にしてもそうなの

かも分かりませんけれども、そういう状況の中

で、国のほうはついこの間、ＧｏＴｏキャンペー

ンの中でも、トラベルだとかＥａｔが全国一律的

に中止というような形のもの、一時的なもので

しょうけれども、それもかき入れ時の年末年始と

いう形もございます。 

 そのような状況の中で、今度は私ども地方で感

染の関係がまだ高止まりでないこの近辺で、どの

ような対応をしていくのかと、相当観光面でもい

ろいろな飲食店でも影響が出てくるだろうと。そ

のような形のものは、今後の状況を見ながらまた

対策を講ずるべきなのだろうというような感じで

受け止めてございます。 

 これまでは、ある程度一定の部分ではそれなり

にと言えばおかしいのですが、十分な対策とは申

し上げませんが、ある程度のものはやってきたと

いう形がございますけれども、十分ではないと思

います。 
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 ただ、地方創生臨時交付金以外に国が直接コロ

ナ対策をしているものもございます。ですから私

どもが出している以外にも国が直接対策している

ものもありますので、それが満遍なく町内のほう

にもある程度、浸透まではいかないのでしょうけ

れども、ある程度の部分の併せた効果というのは

あろうかと思ってございます。 

 ただ、繰り返しになりますけれども、今の年末

年始の部分で相当な、飲食店、観光面の部分につ

いての影響が非常に大きい。それがどこまで経済

的に影響するのか、それと生活面にも影響する可

能性があります。先ほど会計年度任用職員の関係

もございましたけれども、その辺についても今後

影響が出てくる可能性もある。失業という面が出

てくる可能性もあります。それはそのときに、３

次補正の中でしっかり考えてまいりたいと思って

ございますので、そのような形の中で、ある程度

３次補正の中で盛り込みといいましょうか、その

あたりについて補正をさせていただきたいと思っ

てございますので、そのときに御意見等がありま

したら、真摯に受け止めながら進めてまいりたい

と思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 私のほうからは、以上でございます。 

○議長（木下 敏） ちょっと答弁漏れがあるの

だけれども、今回、減額補正した部分で、町の一

般財源が２５２万円入っているのではないかとい

うことで、田村議員が指摘したのですけれども、

そこのところだけ。 

 要は１次補正、２次補正して、今ここで減額し

たのか、その手前で何かがあったのか、１４０万

円の話は出たのだけれども、残りの１１２万円の

ところ、ここを原課のほうで、よく分かるよう

に。そこだけ漏れていましたので。一番初めに質

問していたのだけれども。もしあれなら暫時休憩

します。 

 それでは、暫時休憩いたします。 

午前１０時５８分 休憩 

───────────── 

午前１１時１０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７０号令和２年度七飯町一般会計補正予

算（第９号）の質疑を続けます。 

 田村敏郎議員の質疑に対する答弁から入りま

す。 

 総務部長。 

○総務部長（釣谷隆士） 大変貴重な時間を費や

してしまいまして大変申し訳ございませんでし

た。それと答弁漏れがありましたこと、まずおわ

び申し上げたいと思います。 

 先ほどの質問の中で２５２万７,０００円は、

差し引きすると出てくる数字でございます。先ほ

ど総務財政課長のほうから答弁ございましたとお

り、対象となっている経費の入っている分の一般

財源は２０万６,０００円というのは、先ほど答

弁させていただきました。 

 それ以外の部分につきましては、対象外の、先

ほど政策推進課長のほうから御答弁申し上げまし

た対象外の経費もありますということは御答弁差

し上げたとおりでございます。その部分と、まだ

コロナ対策の事業の中を全部を減額もしくは増額

というふうに動かしたわけではございませんで、

今回数字を動かした部分のところで補正のかかっ

ていない事業の部分については、財源の整理を当

然してございませんので、その部分も全部含めま

すと２３２万１,０００円であるということで、

トータル２５２万７,０００円の一般財源が結果

的に入っているという形になってございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） 先ほどちょっと私、聞き漏

らしたかも分からないですけれども、持続化給付

金の関係で、件数云々という答弁がありましたけ

れども、そのほかにも、増額の検討をしたのか

と、１０万円、２０万円のというふうに言ったつ

もりでありますけれども、なければ、今の２問目

で答えていただきたいと思いますけれども、ま

ず、持続化給付金のこの部分で、１０万円、２０

万円というのは、個人、法人それぞれになってい

ますけれども、先ほど単独でという話もあります

けれども、実際これで十分とは言わないけれど

も、この金額でいいと思っているのか、やはり七

飯町の町内の部分を見れば増額の必要があるので
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はないかとか、そういう検討をしないまま減額し

たのかどうか、そこら辺をちょっと確認したいと

いうことです。 

 それから、３次の補正というようなことが先ほ

ど出ましたけれども、これは年明けに出るという

話でしょうか、それとも年度明けに出るという話

でしょうか。これによって、年明けであればもう

３か月しかないという中で、どう対応していくの

か。年度明けるという話になると、その間、３カ

月間どうするのかという、この部分も私出てくる

のではないかと思うのです。 

 今回の補正なんかを見ますと、いろいろな対応

策はあるのですけれども、直接町民に対する、検

査だとかはありますけれども、まだまだ、例えば

年度末に向かってクーポン券の発行をもう１回や

るとか、あるいはそういう下支えをしながら何と

か乗り切っていこうとか、そういうふうな、町民

にとっては。９４％でしたかの還元率というので

すか、高い関心があるのではないかと思うので

す。そういうものを第３次の、その第３次という

のがいつ、どういう形でやられるかで相当変わっ

てくると思うのです。 

 それから、教育委員会のタブレットの関係です

けれども、考えますと、冬休み明けからずっと、

例えば登校がなくなったといった場合はすぐ対応

できるのでしょうか。私は、技術者がたしか補助

でついている記憶があるのですけれども、早急

に、いつでもタブレットでオンラインの教育がで

きるのだという体制は、確かに今一生懸命やって

いるのは分かるのですけれども、いつでもできる

という体制はつくっておかないと、特に中学生あ

たりというのは高校入試が目の前ですから、しっ

かりそこら辺は対応できるのかどうか、もう一度

答弁をお願いしたいと思います。 

 それから、テレワークの関係ですけれども、今

回４０台、最終的には、今回で終わりなのか、

もっと増やしていくのだという考えなのか、もし

増やすということになれば、将来的にどういう形

を取っていって、どういう形になるのだというも

のがもしあれば示していただきたいと思います。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） 持続化給付金の部

分で御答弁をさせていただきます。 

 先ほどちょっと答弁漏れてございまして、大変

申し訳ございませんでした。 

 １０万円、２０万円という支給額の検討という

ことでございます。こちらにつきましては、当然

この金額の水準というものは、庁内で検討させて

いただいた結果ということになります。例えば商

工観光課所管以外にも各担当課で様々な新型コロ

ナウイルス感染症に対する事業を行ってございま

して、例えば同時期に実施されるもの、介護・障

害・老人福祉サービス等事業所支援事業というこ

ともありまして、それらと重複することがない、

それから、金額の多寡が表れないようにというよ

うな検討の下、１０万円、２０万円とさせていた

だいたところでございます。 

 こちらの持続化給付金事業につきましては、広

く事業者の方々に支援していきたいという趣旨

で、このような形で現状実施をしているところで

ございます。今後、当然コロナウイルス感染症に

よる影響によりましては、第２段、第３段という

ものも当然俎上に上がってくるものと考えてござ

います。その際には、また金額等の多寡につきま

しても、十分皆様方と御相談をさせていただいた

上で、審議をいただければなと考えてございます

ので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） ３次の補正予算の

次の事業の進捗といいますか、予定でございま

す。１２月１８日に国のほうで閣議決定されまし

た。こちらは、その後、国会での審議、補正予算

の審議になろうかと思います。翌１月１８日から

国会が開かれるという想定になっておりまして、

補正予算が１月中に通るのではないかという見込

みとなっております。それを踏まえた中で、町の

補正予算も検討していく形になりますので、年度

内には３次の補正予算が編成できるように、庁舎

内で検討を加えていくことになろうかと思ってご

ざいます。 

 ３次の補正予算の、地方創生臨時交付金に限っ

てなのですが、こちらのほうがまだ、３月までな

のか、例えば新聞報道では、１５か月予算だとか

という表現もございますが、こちらのほうは明確
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にまだ通知が来ておりませんので、その部分は年

度内で終わるのか、また翌年度まで繰り越しでき

るのかということは、はっきり今の段階では申し

上げることができないところでございます。 

 以上です。 

○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、テレ

ワークにつきまして御答弁させていただきます。 

 今後、台数を増やしていくかどうかという御質

問なのですが、職員が事務で現在使っております

パソコンについては、計画的に毎年更新している

ところでございます。今後、老朽化した端末を更

新する際には、テレワークでも使えるような端末

を使用して、結果的には、更新しながらどんどん

対応した端末が増えていくというような状況にな

ると考えてございます。 

 また、将来的な話なのですが、基本的に登庁し

て職務をするのが通常でございますが、今回のよ

うなコロナのような感染症があった場合、職員が

どうしても登庁できないという状況になる、どの

課がいつなるのかというのは全然予測がつきませ

んので、今の段階から、できるだけ多くの職員が

テレワークをできる環境をまずつくるようにし

て、将来的に、そういうふうになったときに、す

ぐにスムーズに家からでも最低限の事務ができる

ような体制を目指していくというようなことで考

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） 学校におけるＧＩ

ＧＡ端末でございますが、議員がおっしゃるとお

り、先ほども答弁で申し上げましたとおり、各児

童生徒の分の端末を用意しまして、各設定も済ん

でおります。万が一、明日からとはならないと思

いますけれども、パソコンをオンラインのある自

宅、文化センターとか、オンラインのつながると

ころに持って帰ればパソコンとして機能できる状

態です。 

 オンライン授業につきましても、双方向通信、

先生が画面で授業をして、子供たちの様子も見な

がらというのは、現在、準備は進めていますが、

すぐ実施ができるわけではございませんが、４

月、５月の休校の際にもオンライン学習、ｅラー

ニングというものを導入して、ネット上で勉強し

た経緯もありますので、最低限のことができるか

と思っております。ただ、先生方の授業をする側

の研修を今行っている最中ですので、万が一の際

にも緊急時の対応として使用できるように用意し

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） ほか、質疑ございません

か。 

 横田有一議員。 

○１番（横田有一） ２点ほど、大した深い内容

ではないのですけれども、運用の仕方を聞きたい

ということで。 

 一般８ページの庁舎管理費の中の備品購入費

で、先ほど非接触型の体温計をつけるというふう

になっていたのですけれども、それをつけた場合

には、大きいところだったら玄関前とかにつける

のかなと思うのですけれども、そこと人のいると

ころが離れていたりするということはあり得る話

だと思うのです。小さいところだったらすぐそば

に人が、窓口のところにいると思うのですけれど

も、離れていたならば、例えば３７度５分以上の

人が来た場合には、例えば音がするのか何かする

のか、音がした場合には走ってくるのか、それと

も常時そこに人がついているのか、その辺につい

てどういうふうにやっていくのかというのを

ちょっと教えていただきたいなと思います。 

 それから、コロナ禍が終わってしまった後に

は、結構多額な値段のものですけれども、これは

どういうふうにしていくのかというのを、また

使っていくのか、それとも、破棄するということ

はないと思うのですけれども、しまっておくのか

というのをちょっと教えていただきたい。 

 それから、一般の１０ページの新しい生活様式

対応支援事業で改修等の支援補助金というのがあ

るのですけれども、新しい生活様式ということ

で、既にやっているところもあるのです、町内の

中で、これはその補助金の対象になるのかどう

か、その点お願いいたします。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） 私のほうから庁舎
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管理費の中のタブレット型非接触検温器について

御説明申し上げます。 

 人の多い、集客の多い施設のところの玄関先を

想定してございます。今、私どもが考えている機

器につきましては、スマートフォンみたいな大き

さのものに画面がついていて、カメラがついてい

ますけれども、画面のところに顔を合わせると検

温をして、大丈夫であれば体温正常というような

ことと、温度も設定できるようですけれども、例

えば３７.５度の設定したときには、それ以上の

体温になったときには、検温異常ということと、

ブザーなんかも、警報音というか、そういうもの

も発することができるようなシステムを今考えて

ございます。 

 なかなか検温器のところに職員が１人ずつつく

というのはなかなかできないので、そういう音を

頼りに、町民と対応してまいるというように今の

ところは想定してございます。 

 また、今コロナ禍で非常に多くのパーテーショ

ンだとかを購入してございます。いつコロナ禍が

終わるかによって、それが必要なくなるかという

ところでございますけれども、これも、またコロ

ナが続くのか、それともそれ以外のもので対応で

きるかということもございますので、とりあえず

コロナ禍が終了したときには、町としてはそれを

ストックしていくということで考えております。 

 検温器だとか手指消毒器につきましては、コロ

ナがなくても活用できることもございますので、

そういうことで活用できたらということで、現状

では考え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） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） 私のほうから、新

しい生活様式対応支援事業費につきまして御答弁

をさせていただきます。 

 こちらは、七飯町商工会が実施する新型コロナ

ウイルス感染症対策のための改修等の支援補助金

という形で、事業費を計上させていただいてござ

います。こちらの詳細につきましては、今後、七

飯町商工会と詳細は詰めていく必要がありますけ

れども、現段階の考え方といたしましては、この

たびの新型コロナウイルス感染症に関しまして、

国等が対策について要請をすることになった、そ

ういった時期を対象とすべきであろうという考え

方でございます。例えば非常事態措置が発せられ

ました４月１７日とか、そういった時点を踏まえ

て、遡って、遡及して対応できるようにしてまい

りたいと考えてございます。 

 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） 玄関前でブザーが鳴るとい

うことだったのですが、その場合は、具体的に役

場だった場合は、誰が出ていくのかというところ

だけはっきり、分からなかったのでもう１回お願

いします。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、お答え

してまいります。 

 具体的に役場だったということでございます。

近くにいる職員で対応していくように進めてまい

りたいと思います。例えば役場の入り口、正面と

裏口とありますので、それぞれに置いておきたい

と思ってございます。入り口のほうにつきまして

は、住民課の総合窓口等もございますので、そこ

の近い職員に対応していただくことになろうかな

と思ってございます。裏口についても、裏口はな

かなか職員が対応していないのですけれども、ブ

ザーが鳴った際には、一番近くの職員が対応する

ように、そこも今後指導して、そういう体制を

取っていきたいと思ってございます。 

 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） 大きいところで、七飯町は

いい人ばかりだから、そういう悪いことをする人

はいないと思うのだけれども、例えば３７度５分

でブザーが鳴りましたと。そこにたくさん人がい

て、ずっと流れていって、誰か分からないという

ことがあり得るので、そこのところは、もう少し

きめ細かいやり方というのを考えていただきたい

なと思います。いかがですか。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） その運用面につき

ましては、議員のおっしゃることもあると認識し

てございますので、業務の中でどういう方法が一
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番ベターなのかということを検討してまいりたい

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第７０号令和２年度七飯町一般会計補正予 

算（第９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。 

  ─────────────────── 

  日程第４ 

   議案第７１号 令和２年度七飯町水道 

   事業会計補正予算（第４号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第４ 議案第７１号令

和２年度七飯町水道事業会計補正予算（第４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

７１号令和２年度七飯町水道事業会計補正予算

（第４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対応

地方創生臨時交付金に対応した水道料金減免事業

の事業執行見込みに伴い、臨時交付金に相当する

一般会計繰入金の減額補正などが主な内容でござ

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４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１１７万１,０

００円を減額し、５億２,０２３万４,０００円、

うち、第１項営業外収益で、同じく１１７万１,

０００円を減額し、１億４,０１１万８,０００円

に、支出では、第１款水道事業費用で５万５,０

００円を減額し、４億５,４０５万円とし、第１

項営業費用で、同じく５万５,０００円を減額

し、４億１,１６０万８,０００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

この会計へ補助を受ける金額を定めたものでござ

います。水道料金の減収補塡等に要する経費を１

１７万１,０００円減額し、５,８３２万７,００

０円と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

す。 

 ４ページ目をお開き願います。 

 １款１項４目業務費は５万５,０００円の減額

で、委託料で水道料金システム改修委託料の事業

費確定に伴う減額でございます。 

 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２項２目補助金は１１７万１,０００円の

減額で、内訳は、他会計補助金の一般会計繰入

金、減収補塡等分の減額となっております。 

 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７１号令和２年度七飯町水道事業会計補

正予算（第４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           

  ─────────────────── 
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○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５回七飯町議会臨時会を閉

会いたします。 

 お疲れさまでした。 

午前１１時３５分 閉会 

 

 

 

 

 

 

 


