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令和３年第３回定例会（第５号） 

 
令和３年９月２４日（金曜日）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 認定第 １号 令和２年度七飯町一般会計歳入歳出決算認定について 

 日程第 ３ 認定第 ２号 令和２年度七飯町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第 ４ 認定第 ３号 令和２年度七飯町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第 ５ 認定第 ４号 令和２年度七飯町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第 ６ 認定第 ５号 令和２年度七飯町土地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第 ７ 認定第 ６号 令和２年度七飯町水道事業会計決算認定について 

 日程第 ８ 認定第 ７号 令和２年度七飯町下水道事業会計決算認定について 

 日程第 ９ 同意第 ３号 教育委員会教育長の任命について 

 日程第１０ 議案第４５号 令和３年度七飯町一般会計補正予算（第６号） 

 日程第１１ 発議案第 ６号 七飯町議会委員会条例の一部改正について 

 日程第１２ 発議案第 ７号 七飯町議会会議規則の一部改正について 

 日程第１３ 発議案第 ８号 七飯町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について 

 日程第１４ 発議案第 ９号 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意

見書 

 日程第１５ 発議案第１０号 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書 

 日程第１６ 発議案第１１号 新型コロナ禍による米危機の改善を求める意見書 

 日程第１７ 閉会中の委員会活動の承認について 

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

○出席議員（１７名） 

    議  長 １８番  木 下   敏            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（１名） 

    副 議 長 １７番  青 山 金 助 

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

○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 
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   副   町   長 

     総務部長事務取扱          

   経 済 部 長           青 山 芳 弘     総務部総務財政課長           青 山 栄久雄  

   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  

   総 務 部 税 務 課 長           柴 田   憲     会 計 課 長  関 口 順 子  

   民 生 部 住 民 課 長           清 野 真 里     民生部環境生活課長           磯 場 嘉 和  

   民 生 部 福 祉 課 長           村 山 德 收     民生部子育て健康支援課長           岩 上   剛  

   経済部商工観光課長           福 川 晃 也     経済部農林水産課長           村 上 宏 樹  

   経 済 部 土 木 課 長           佐々木 陵 二     経済部都市住宅課長           川 島 篤 実  

   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          

     兼学校給食センター長          

   生 涯 教 育 課 長           竹 内 圭 介     スポーツ振興課長           川 崎   元 

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

○農業委員会会長の委任を受けたもので出席を求めた説明員 

   事 務 局 長           田 中 正 彦 

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

○選挙管理委員会委員長の委任を受けたもので出席を求めた説明員 

   書 記 長           青 山 栄久雄 

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

○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 

   監 査 委 員           永 田 英 利 

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

○本会議の書記 

   事 務 局 長           広 部 美 幸     書       記  妹 尾 洋 兵  

   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 

           ９番  上 野 武 彦           １０番  坂 本   繁 

 

                         扇 田   誠     学 校 教 育 課 長           俉 楼   司 

                         宮 田   東     民 生 部 長           杉 原   太 
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午前１０時００分 開議 

  ─────────────────── 

開 議 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） ただいまの出席議員数は１

７名です。 

 定足数に達しておりますので、会議は成立いた

します。 

 ただいまから、令和３年第３回七飯町議会定例

会の本日の会議を開きます。 

 青山金助議員から、本日の会議を欠席する届け

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、 

９番  上 野 武 彦 議員   

１０番  坂 本   繁 議員   

以上２議員を指名いたします。 

  ─────────────────── 

 日程第２ 

認定第１号 令和２年度七飯町一般会計

歳入歳出決算認定について 

 日程第３ 

認定第２号 令和２年度七飯町国民健康

保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第４ 

認定第３号 令和２年度七飯町後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

 日程第５ 

認定第４号 令和２年度七飯町介護保険

特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第６ 

認定第５号 令和２年度七飯町土地造成

事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第７ 

認定第６号 令和２年度七飯町水道事業

会計決算認定について 

 日程第８ 

認定第７号 令和２年度七飯町下水道事

業会計決算認定について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２ 認定第１号令和

２年度七飯町一般会計歳入歳出決算認定につい

て、日程第３ 認定第２号令和２年度七飯町国民

健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、日

程第４ 認定第３号令和２年度七飯町後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算認定について、日程第

５ 認定第４号令和２年度七飯町介護保険特別会

計歳入歳出決算認定について、日程第６ 認定第

５号令和２年度七飯町土地造成事業特別会計歳入

歳出決算認定について、日程第７ 認定第６号令

和２年度七飯町水道事業会計決算認定について、

日程第８ 認定第７号令和２年度七飯町下水道事

業会計決算認定について、以上７件を一括して議

題といたします。 

 ７件を一括して、令和２年度決算審査特別委員

長の報告を求めます。 

 横田委員長。 

○令和２年度決算審査特別委員長（横田有一） 

それでは、委員会報告をいたします。 

 委員会報告第１４号令和２年度決算審査特別委

員会報告書。 

 令和３年９月１０日、第３回定例会における議

決に基づき、当委員会に付託された、令和２年度

七飯町一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算並

びに公営企業会計決算について、審査した結果を

下記のとおり報告する。 

 令和３年９月２１日。 

 七飯町議会議長、木下敏殿。 

 令和２年度決算審査特別委員会委員長、横田有

一。 

 記。 

 事件名、（１）認定第１号令和２年度七飯町一

般会計歳入歳出決算認定について。 

 （２）認定第２号令和２年度七飯町国民健康保

険特別会計歳入歳出決算認定について。 

 （３）認定第３号令和２年度七飯町後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算認定について。 

 （４）認定第４号令和２年度七飯町介護保険特
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別会計歳入歳出決算認定について。 

 （５）認定第５号令和２年度七飯町土地造成事

業特別会計歳入歳出決算認定について。 

 （６）認定第６号令和２年度七飯町水道事業会

計決算認定について。 

 （７）認定第７号令和２年度七飯町下水道事業

会計決算認定について。 

 ２、審査の経過。 

 令和３年９月１０日、１３日、１４日、１５

日、１６日、１７日、２１日の７日間、委員会を

開催した。 

 審査に当たっては、町長から提出された決算書

及び決算に関する関係書類、証書類のほか、当委

員会が要求した資料等をもとに、町長、副町長、

教育長、担当部長、教育次長、担当課長、局長の

出席を求め、審査を行った。 

 ３、審査の総括。 

 令和２年度の一般会計、特別会計、公営企業会

計の決算審査に当たり、詳細かつ慎重に審査を

行った結果、全会計において認定すべきものと決

定した。 

 町長への総括質疑においては、①大中山小学校

の電気暖房について、方式の決定過程に疑義があ

り、電気料金は当初の見込額と差が大きいことへ

の対応がなされていないが、見解を伺いたい。 

 ②道の駅借地について、オープン当初から町長

は、借地契約をできるだけ早く解消したい旨を述

べているが、対応過程をお聞かせ願いたい。 

 ③非常に残念であるが、職員の心疾患等の疾病

や死亡が続いているが、職員の勤務状態や健康管

理について、どのように把握し、指導しているの

か。 

 ④昨年の決算委員会に指摘したが、平成２７年

度の道路整備完了について、１６件買収し、工事

完了は１件、１５件は未完了である。本年度もこ

の状況は進んでいない。町民の税金で買収し、地

域の福祉向上に、６年も完成しないのはなぜか。 

 という質疑に対し、①体育館の暖房の現地調査

については、冬期間に行う予定であり、７月９日

に開催の民生文教常任委員会において、その旨を

報告しているところである。 

 調査内容としては、体育館内の温度のモニタリ

ング、暖房計器の設定温度の運用状況、体育館換

気扇の動作状況等の確認となっており、その結果

を踏まえ、対応をしてまいりたい。 

 ②道の駅に関する土地貸借については、令和１

９年３月３１日までの期間として契約を締結して

いるところである。 

 土地購入に向けた考えに変わりはなく、道の駅

開業以降、７回にわたり相手方と面会している

が、その内容については、今後の交渉に支障を来

す恐れがあるので、差し控えさせていただきた

い。 

 ③職員の勤務状態や健康管理の把握について

は、これまで各担当課長において、時間外勤務の

状況、職員の体調管理、過度な負担となっていな

いかどうかなどを確認させているが、それでは不

十分なところがあったのではないかと改めて認識

している。 

 また、町には安全衛生委員会を設置しており、

その中で、まだまだやらなければいけない職員の

健康管理、衛生管理などに改善策があったのでは

ないかと思われるところである。 

 今後は、職場環境の改善、職員の健康管理の徹

底などを図るため、安全衛生委員会の定期開催は

もとより、詳細な実態把握や適切な指導を行わせ

るとともに、担当部課長に対しても十分な目配り

を行うことについて周知徹底を図ってまいりた

い。 

 ④平成２７年度の道路用地購入は、４路線、１

６筆の用地を購入しており、中野７号線について

は工事完了。 

 桜町１５号線については整備中で、本町側から

整備を進め、住宅が張りついているところまでの

整備は完了しており、現道未処理用地部分の寄附

が完了したので、残りは住宅の張りつきの少ない

箇所の整備を残すのみとなっている。 

 藤城６号線については、現在、最後の１件と用

地交渉中であり、用地買収完了とともに工事を再

開する。 

 藤城８号線については、用地買収は完了、ビ

ニールハウス等の補償も完了し、本路線は冬季の

ビニールハウスへの給油時に、道路が狭く、困難

だということで、整備を始め、狭隘部分について
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は拡幅が完了している。 

 平成２７年度の道路用地購入路線は、完了して

いるかどうかと言われると、完了していないが、

現在、整備中である。 

 早期着手、早期完了を目指していきたいところ

ではあるが、町全体の認定道路を効率よく整備、

補修していかなければならないので、一極集中し

て整備することは困難であり、効率よく全体の整

備を図っているということで御理解いただきたい

と答弁があった。 

 以下、会計ごとの審査結果について、次のとお

りであります。 

 ４、審査の結果。 

 （１）認定第１号令和２年度七飯町一般会計歳

入歳出決算認定について。 

 決定、認定。 

 概要及び理由。一般会計の歳入歳出決算は次表

のとおりである。表を参照してください。 

 令和２年度の一般会計歳入歳出決算は、歳入総

額１５６億１,０１１万２,７６０円で、前年度と

比較し、国庫補助金（特別定額給付金給付事業補

助金）の増加により、全体で３６億２,１５８万

２９６円増加している。町財政の根幹をなす町税

の収入済額は２９億５,８０６万２,２８０円と、

新型コロナウイルス感染症の影響により、前年度

より１,５９７万２,８５４円減少している。 

 歳出総額は１５５億４,５２０万３,２０５円で

あり、前年度と比較して、総務費（特別定額給付

金事業費）、消防費（防災行政無線整備管理費）

などの増加により、全体で３６億８,８６１万４,

６７９円増加している。 

 歳入歳出差引額は６,４９０万９,５５５円で、

翌年度へ繰り越しすべき財源１,１５２万２,００

０円を差し引いた実質収支額は５,３３８万７,５

５５円の黒字である。 

 なお、当年度の実質収支額から前年度の実質収

支額を差し引いた単年度収支額は７,２３０万１,

３８３円の赤字であり、これに財政調整基金への

積立金６,７００万円を加え、基金取崩額６,７０

０万円を差し引いた実質単年度収支額は７,２３

０万１,３８３円の赤字であるが、実質収支額は

黒字であり、翌年度繰越額を除いた執行率は９

８.５％と、ほぼ予算どおりに執行されたと認め

られる。 

 以上、本会計について、起立採決をした結果、

賛成９名、反対６名により、認定すべきものと決

定した。 

 （２）認定第２号令和２年度七飯町国民健康保

険特別会計歳入歳出決算認定について。 

 決定、認定。 

 概要及び理由。 

 国民健康保険特別会計の歳入歳出決算は、次表

のとおりである。表を参照してください。 

 本会計の歳入総額は３３億５,７９５万８,１４

７円、歳出総額は３２億７,４８２万９,８６９円

で、実質収支額は８,３１２万８,２７８円の黒字

であり、当年度の実質収支額から前年度の実質収

支額を差し引いた単年度収支額は６,４９６万１,

９７７円の黒字である。 

 令和元年度から黒字決算となり、繰上充用金が

皆減したことにより、昨年度に続き、黒字決算と

なっている。 

 新型コロナウイルスの影響により、国民健康保

険税の歳入は減少し、国庫支出金による補填が

あったものの、今後も税収の確保や収入未済額の

緊縮などにより、国保事業の適正かつ安定した運

営に努めていただきたい。 

 以上のことを踏まえ、本会計は、実質収支額が

黒字であることから、適正に歳入が確保され、歳

出も適正に執行されているものと判断し、全員一

致で認定すべきものと決定した。 

 （３）認定第３号令和２年度七飯町後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算認定について。 

 決定、認定。 

 概要及び理由。 

 後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算は、次

表のとおりであります。表を参照してください。 

 本会計の歳入総額は４億４,５１５万３,２６９

円、歳出総額は４億３,８２３万８,９６９円で、

実質収支額は６９１万４,３００円の黒字となっ

ている。 

 本会計は、実質収支額が黒字であることから、

適正に歳入が確保され、歳出も適正に執行されて

いるものと判断し、全員一致で認定すべきものと
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決定した。 

 （４）認定第４号令和２年度七飯町介護保険特

別会計歳入歳出決算認定について。 

 決定、認定。 

 概要及び理由。 

 介護保険特別会計（保険事業勘定）の歳入歳出

決算は、次表のとおりである。表を参照してくだ

さい。 

 本会計の歳入総額は２８億８,２０８万４,３３

８円、歳出総額は２８億３,９８２万４,５９１円

で、実質収支額は４,２２５万９,７４７円の黒字

となっている。 

 次に、介護サービス事業勘定については、歳入

歳出同額の１,０３９万２,４５０円となってお

り、歳入は介護予防サービス計画費収入で、歳出

は保険事業勘定繰出金である。 

 本会計は、実質収支額が黒字であることから、

適正に歳入が確保され、歳出も適正に執行されて

いるものと判断し、全員一致で認定すべきものと

決定した。 

 （５）認定第５号令和２年度七飯町土地造成事

業特別会計歳入歳出決算認定について。 

 決定、認定。 

 概要及び理由。 

 土地造成事業特別会計の歳入歳出決算は、次表

のとおりである。表を参照してください。 

 本会計の歳入総額は１５０万６,２４６円、歳

出総額は３万３,０００円で、実質収支額は１４

７万３,２４６円の黒字となっている。 

 本会計は、実質収支額が黒字であることから、

適正に歳入が確保され、歳出も適正に執行されて

いるものと判断し、全員一致で認定すべきものと

決定した。 

 （６）認定第６号令和２年度七飯町水道事業会

計決算認定について。 

 決定、認定。 

 概要及び理由。 

 総収益４億８,７２１万８,９５０円で、２,８

３９万３,１３０円の減少。総費用４億２,７４４

万９,８６６円であり、２,００８万５,７２４円

の減少。差し引き当年度純利益は５,９７６万９,

０８４円で、８３０万７,４０６円減少したが、

黒字決算となった。 

 当年度純利益５,９７６万９,０８４円に、前年

度繰越利益剰余金７,０１５万７,２５１円と、そ

の他の未処分利益剰余金変動額１億円を加えた当

年度未処分利益剰余金２億２,９９２万６,３３５

円のうち、令和３年度に減債積立金３,０００万

円、建設改良積立金２,５００万円を積み立てし

た処分後の繰越利益剰余金は１億７,４９２万６,

３３５円としている。 

 以上、本会計について、適正な予算執行が行わ

れていると判断され、適切な施設整備及び維持管

理を行っており、充実した安全な水の供給を図

り、住民サービスの向上と健全な企業会計の運営

が図られていることから、全員一致で認定すべき

ものと決定した。 

 （７）認定第７号令和２年度七飯町下水道事業

会計決算認定について。 

 決定、認定。 

 概要及び理由。 

 令和２年度から公営企業会計へ移行した下水道

事業会計は、総収益７億２,１３４万１６円、総

費用６億８,９９２万５,８８１円、差し引いた当

年度純利益は３,１４１万４,１３５円の黒字決算

となった。 

 当年度純利益３,１４１万４,１３５円のうち、

令和３年度に減債積立金２００万円を積み立てし

た処分後の繰越利益剰余金は２,９４１万４,１３

５円としている。 

 地方公営企業法の適用初年度であることから、

前年度との比較はできないが、当年度純利益は黒

字であることから、本会計について、適正な予算

執行が行われていると判断され、全員一致で認定

すべきものと決定した。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 令和２年度決算審査特別委

員会は、神﨑和枝議員と議長を除く全員で構成さ

れた特別委員会でありますので、議会運営例規第

５２項の規定により、質疑を省略いたします。 

 委員長、お疲れさまでした。 

 これより、討論、採決を行いますが、討論、採

決については、認定第１号から会計ごとに順次

行ってまいります。 
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 最初に、認定第１号令和２年度七飯町一般会計

歳入歳出決算認定について、討論を許します。 

 平松俊一議員。 

○３番（平松俊一） 令和２年度七飯町一般会計

歳入歳出決算認定について、反対の討論を行いま

す。 

 ２点あります。 

 １点目は、大中山小学校屋内体育館の電気暖房

費が設計予算を大幅に超えている点であります。 

 大中山小学校の改修工事の１期目に完成しまし

た屋内体育館は、設計暖房費の予算金額を大幅に

上回っているにも関わらず、その調査も対処も行

われないまま見過ごされてきたことは、看過でき

ないことであります。 

 当初の予算金額は１６０万円ほどとされており

ましたが、校舎全体では９００万円にも及ぶ電気

代になりました。この中から、校舎部分の差し引

きを行ったとしても、超過の電気料金は五、六百

万円に及ぶと推測できます。 

 この状況に対し、直ちに設計管理会社に調査、

報告を求め、差額金額の支払いを求めることは、

発注者として当然のことであったと考えます。 

 町長は、各部署職員に対し、経費節減を求めて

いるにも関わらず、このような事態を見過ごした

ことは容認できません。 

 ２点目であります。 

 道の駅の用地が借地であることについて。 

 道の駅開業前年に、用地の一部を２０年間の借

地契約を行い、その支払い総額は５,０００万円

を大きく超えることで現在まできております。 

 その地権者の一部の方は、道路用地に関しては

買収に応じており、このことからすると、借地部

分に関しても買収することが可能であったと思わ

れます。 

 開業目前の本会議において、町長は、一日も早

く買収できるよう最大限の努力をするというふう

に述べられております。町民にとっては何の利益

にもならない借地料、この問題解決に向けた熱

意、努力が足りていなかったと考え、私はこの決

算に反対をいたします。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） ほか、討論ございません

か。 

 澤出明宏議員。 

○１１番（澤出明宏） では、私は認定第１号令

和２年度七飯町一般会計歳入歳出決算につきまし

て、認定に当たり、賛成の立場で討論いたしま

す。 

 令和２年度は、改めて申すまでもなく、年度当

初から新型コロナウイルスの感染拡大への対応に

追われるイレギュラーな会計年度となりました。 

 その中で、町民の皆様の協力のもと、議会と行

政が協働し、まさに暗中模索の状態で、臨機応変

な対策を打ち出しながら、この困難な状況と闘っ

てまいりました。 

 中でも、七飯町独自の取り組みであるクーポン

券事業や、教育、医療、福祉関係機関及び事業者

への支援や補助など、町民生活を支えるために実

施された各種事業については、町財政上、でき得

る限りの施策をやっていただいたと、商売に携わ

る一町民としての立場からも、評価に値するもの

であると感じております。 

 しかし、本日現在でも、新型コロナウイルスの

猛威には収束点が見えず、町内経済は依然、暗い

トンネルの中にいるような閉塞感が蔓延しており

ます。 

 そういった中で、中宮町長は、状況打開に向

け、新型コロナウイルスの感染症対策を最優先に

掲げ、町民の不安に寄り添い、各関係機関及び事

業者への的確な支援をもって、町民生活の安心、

安全、安定を図ること、また、これまでのとこ

ろ、ワクチン接種においては、可能な限り混乱を

回避しながら、予防対策としての接種率向上に取

り組んでいただいていると評価いたします。 

 そういった認識を前提に、決算に対する私の賛

成意見を申し述べさせていただきます。 

 さきに行われた決算審査特別委員会における町

長総括質疑において、提起された論点は９点であ

ります。そのほとんどが、予算執行はこうあるべ

きとの、いわゆるべき論であって、それぞれ一理

あるものとの印象を受けましたが、それらに対す

る町長の答弁もまた、おおむね質問趣旨に沿った

前向きな内容でありました。 

 我々議員の使命は、地方自治の本旨である団体
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自治と住民自治の実現のため、適正で効率的な行

財政運営の確保を目指すことにあります。 

 ですから、町長総括質疑に上げられたような問

題となる各論的な論点を検証し……。 

○議長（木下 敏） 澤出議員に申し上げます。 

 マスク、きちっとして、お願いします。 

○１１番（澤出明宏） すみません、ちょっと苦

しかったものですから。ワクチン後のあれで

ちょっと。 

 その是非を論じ、誤りがあれば是正を求めるこ

とは当然のことですが、先ほども申し述べました

とおり、それらの質疑については、既に町長か

ら、今後、是正に向けて取り組むとの前向きな回

答が得られております。 

 また、７日間行われた決算審査特別委員会の聴

取、審査の全般にわたっての私の所見といたしま

しては、後ほど述べる１点を除き、法令に抵触す

る恐れのある論点や、計数の過誤などは見受けら

れませんでした。 

 問題の論点というのは、町職員の時間外労働が

超過しているという件ですが、この点について

は、私も確かに労務上の重大な問題だと考えま

す。 

 町長答弁の中にも、労務管理上の配慮が不足し

ていたとの反省の弁があり、目配り、心配りの徹

底を約束していただきました。 

 今後はこのようなことが起こることのないよ

う、細心の注意を払って労務管理を行っていただ

けるものと思っておりますが、この論点について

は、我々議員も、労務者である町職員を含む町民

皆さんのための協力体制という点において、心が

けていかなければならないことがあると感じてい

ます。 

 我々議員は、地方自治の本旨に従って、町の行

財政の適正効率化を図るため、地方自治法第９８

条や第１００条といった強力な調査権を付与され

ておりますが、予算、決算審査の特別委員会にお

いて、また、その他の各常任委員会、特別委員会

の際にも、町職員の協力のもと、資料を提出して

いただき、質疑に臨んでおります。これらは議会

制度において非常に重大な業務であり、日程の関

係上、迅速性を要求される作業も含まれます。休

日や夜間に急いで作成しなければならない場面も

想定され、タイトな時間的工面と労力を必要とさ

れる業務であると推察されます。これについて

は、今回、議員自ら提起された労務管理上の論点

についてのことですから、この際、我々議員も、

今まで以上の精度を絞った、過不足のない資料請

求をより一層心がけ、町民サービスの向上と、労

務管理の適正化に貢献できる方策を一人一人が考

えていくべきではないでしょうか。 

 最後になりますが、地方自治法第９６条におけ

る決算認定制度は、行政効果に対する客観的な評

価と、今後の改善や反省事項の把握のためになさ

れるものであります。 

 その制度趣旨に鑑みれば、今回提起された九つ

の論点のほとんどについて、町長より改善に向け

た前向きな回答が得られており、法令違反の懸案

も自らの誤りを正し、改善の約束が取りつけられ

ておりますので、これらの論点をもって決算を不

認定とする理由はないものと考えます。 

 以上、申し述べましたとおり、私は各論点の今

後の改善及び改善に向けた努力が間違いなくなさ

れていくものと信頼して、決算の認定に賛成する

ものであります。 

 これをもって、私の認定第１号令和２年度七飯

町一般会計歳入歳出に関する認定、賛成の討論と

させていただきます。 

○議長（木下 敏） ほか、討論ございません

か。 

 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） 令和２年度七飯町一般会計

歳入歳出決算認定について、反対する立場で討論

に参加いたします。 

 まず、一つ目の理由は、令和２年度決算審査特

別委員会の審査の中で、職員の精神疾患、心臓疾

患など、そして死亡した状況がある中で、職員の

勤務状態や健康管理の把握について審査したとこ

ろ、三六協定の未整備や、時間外勤務、月１００

時間を１４３時間、年７２０時間を７２２時間

と、いずれも法令で定められている時間数を超え

ている状況にあります。 

 さらに、七飯町職員安全衛生管理規則の第１５

条では、委員会は原則として毎月１回以上、委員
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長が招集し、開催することになっているが、平成

２８年度、２９年度、令和元年度は、年に１度し

か開催されず、平成３０年度、令和２年度は全く

開かれていない状況です。これは明らかに法令違

反であり、大きな問題であります。 

 また、管理職の法定外労働時間の把握ができて

おらず、公務災害の可能性をも否定できない状況

にあるのです。 

 このように、法令の未整備とともに、公務員の

基本である法令遵守をせず、ずさんな職員の安全

衛生管理体制を、議会として決して容認すべきで

はありません。 

 二つ目の理由は、実質単年度収支、５年以上赤

字続きだということです。これは財政調整基金の

積み立てを加え、基金の取り崩しを差し引いたも

ので、基金の積み立てよりも基金の取り崩しが多

ければ、それだけ赤字幅が膨らみ、基金の枯渇が

進み、ひいては赤字団体にいや応なしに向かって

いることを意味します。 

 ２００５年度末、現町長が就任する直前、財政

調整基金残高が２６億円ありました。令和３年５

月３１日現在では、６億１,８００万円しかあり

ません。これだけ基金が目減りをしたことに、私

は違和感を感じざるを得ません。 

 歴代の町長は、財政に真摯に向き合い、こつこ

つと基金を積み立て、基金を取り崩したら、また

基金を積み立て、財政調整基金の目減りした分を

もとに戻し、身の丈に合った財政運営に努力して

きたところです。 

 基金は町民の税金であります。基金の額はこれ

でいいのか、このままいけば町財政の運営はどう

なるのか、打開策は何なのか、納得できる説明が

今までありません。町の財政運営に対し、私は強

い不信感を抱かざるを得ません。 

 三つ目の理由は、昨年度の決算審査特別委員会

でも指摘しましたが、平成２７年度の道路の整備

状況であります。 

 平成２７年度では、１６件の道路用地の買収が

あり、昨年までの整備状況は、道路整備が完了し

たのが１件、残り１５件が未完了でありました。

昨年度に引き続き、今年度も同様に、１５件が未

完了のままで、進捗がありませんでした。 

 そもそも道路は、地域住民の生活に不可欠なも

のであります。その生活に密着した道路の利便性

を高めようと、必要にかられ、町民の税金で買収

し、公共事業として寄与するものであるにもかか

わらず、６年の長きにわたり、なおざりにしてき

た町の責任は重く、そして、整備完了しないまま

にしていることに対して、どうしてなのか、疑念

を抱かざるを得ません。 

 四つ目の理由は、補正予算額に対し、補正予算

額以上の不用額を出している事業が６件ありまし

た。例を挙げると、補正額が１０６万５,０００

円、不用額が３１１万４３１円であり、本当にこ

のことからすれば、補正予算が必要だったのか、

疑問が残ります。 

 昨年度、監査委員は、常に財源の有効活用とい

う観点に立ち、執行状況の把握と、早期の予算整

理に努められたい旨を指摘しております。にもか

かわらず、このような予算の事務処理が行われて

いることは、予算執行責任者としての町長は、改

善に向け、努力しているか、疑問が残るところで

あります。 

 以上の４点から、法令に照らし、問題がある令

和２年度の町の行政運営の結果としての一般会計

歳入歳出決算認定に対し、反対を表明し、終わり

ます。 

○議長（木下 敏） ほか、討論ございません

か。 

 川上弘一議員。 

○１６番（川上弘一） 私は、賛成の立場で討論

をさせていただきます。 

 ただいま令和２年度の一般会計の決算認定につ

いての反対討論が２件ありました。 

 反対する理由については、令和２年度決算審査

特別委員会報告書にも記載されております、町長

への総括質疑①から④、このほかに、委員会では

５点ほどの質疑がありましたが、これらをもと

に、認定することに反対していると考えられま

す。 

 しかし、町長への総括質疑の内容は、書かれて

いる町長の答弁からも分かりますように、令和２

年度の決算に関係する質疑ではなく、言うなれば

七飯町の将来に向けての施策を問うものや、改善
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すべき課題に対する質疑であり、令和２年度単年

度の決算審査に関わる、例えば、予算計上してい

るけれども未執行になった理由が不適切であると

か、予備費から充用した理由が不適切であるとい

うような、直接令和２年度決算に関する質疑に

なっておりません。総括質疑に上げられた質疑

は、決算審査になじむものではなく、むしろ定例

会での一般質問で行うべき内容だと私は思ってお

ります。 

 また、委員会の中でも、予算に対する単年度決

算について、特段、大きな問題を指摘する決算も

なかったことから、私は、総括質疑の内容をもっ

て令和２年度の決算を不認定にすることは到底で

きないものと考えております。 

 議会において、決算を審査する主たる目的は、

あくまでも単年度、今で言えば令和２年度の予算

に対して、適正かつ的確に、そして適法で有効に

予算が執行されているかどうかを事務的に確認す

ることが予算審査のあり方だと思います。 

 また、先ほど委員長が読み上げました令和２年

度決算審査特別委員会報告書は、第８回目の委員

会で、報告書案について、委員全員で協議し、そ

の結果、修正することなく、委員全員で作り上げ

た報告書であります。この報告書の中に、令和２

年度の予算に対する執行率９８.８％と、ほぼ予

定どおりに執行されたことが認められると書かれ

ており、令和２年度の決算を認定すべき根拠がこ

の報告書の中にも記載されており、そして、委員

会では認定すべきものと決定しております。 

 以上のことから、今回の令和２年度の決算審査

では、単純な計数ミス、また、不正な経理、ある

いは地方自治法に違反する事例もなく、令和２年

度一般会計歳入歳出決算について、当然、認定す

べきものと私は考えますので、認定することに賛

成の討論といたします。 

 以上。 

○議長（木下 敏） ほか、討論ございません

か。 

 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 令和２年度七飯町一般会

計歳入歳出決算認定について、不認定の立場から

意見を述べさせていただきます。 

 決算審査は、予定どおりに税金や補助金が入っ

てきたか、税金が決められた目的に従って支出さ

れたか、税金が決められたとおりに使われている

か、さらに、支出された税金の効果は十分上がっ

ているかです。法律違反を犯していないから不認

定にすべきではないとの意見もありました。しか

し、そうでしょうか。例えばの話として、財政が

悪化したとしても、法律違反とはなりません。監

査委員の意見に従わなかったとしても、法律違反

にはなりません。また、公約を実行しなかったと

しても、法律違反にはなりません。決して簡単な

話ではないのです。 

 私が認定とできないのは、幾つかありますが、

まず、８款土木費２項道路橋梁費２目道路橋梁新

設改良費、社会資本整備総合交付金事業（道路）

の峠下２号線です。用地測量設計委託料ほか、合

計で１億４,０１８万４,６８３円についてです。 

 令和３年度当初予算にも工事請負費ほかで１億

３,０００万円ほど計上されています。温浴施設

の建設を前提に改良工事が進められましたが、そ

の温浴施設の着工が大幅に遅れております。町長

の説明は、温浴施設がなくても、峠下２号線は実

施すべきだったとのことです。温浴施設の完成ま

たは温浴施設の着手を待って、峠下２号線を着工

しても決して遅くなかったのではないでしょう

か。ほかにもっと先に新設改良すべき道路につい

て検討すべきであったのではないでしょうか。 

 さらに、７款商工費１項商工費４目道の駅管理

費、道の駅不動産借上料２４８万８,５９０円、

道の駅の借地契約についてです。 

 土地の購入を交渉しているとのことで、交渉記

録の提出を求めましたが、応じてもらえませんで

した。これでは、本当に交渉しているのかどう

か、誰が誰と、いつ交渉しているのか、確認でき

ません。相手があることなのでとの説明です。相

手があることは初めから分かっていることです。

道の駅の開業を急いだことから、２０年にわたる

長期賃貸借契約を締結したのではないでしょう

か。これは二つの契約となっています。賃貸借期

間、平成２８年１０月１日から平成４９年、令和

１９年３月３１日まで。もう１本は、貸借期間、

令和元年１２月６日から令和１９年３月３１日ま
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で。地方自治法第２３４条の３に定める長期継続

契約となっております。 

 道の駅に関する町債の返済、提出してもらった

資料を私が足し上げた数字ですので、若干、誤差

があるかもしれませんが、毎年、元金３,３５２

万４,０００円、利息１９６万７,６１７円、合計

３,５４９万１,６１７円を支払っています。指定

管理料も２,２１９万９,０００円支払っていま

す。利用者数が何十万人になっても、町に１円も

入金とならないスキームの道の駅に、これから毎

年約２５０万円、令和１９年まで、トータル約

５,０００万円の地代を支払い続けるのでしょう

か。交渉事で相手があることは十分承知していま

すが、方針を変えざるを得なかったのであれば、

町民、議会に十分説明すべきではないでしょう

か。 

 また、ふるさと納税について、令和元年度は

１,４４５件、４,２２８万９,２００円が、令和

２年度は１,４８３件、３,３１９万８,０００円

と、若干減少しました。コロナ禍の影響だそうで

す。今年度の進捗状況を確認しましたが、現在、

頑張っているとのことです。頑張っている結果を

大いに期待したいと思います。 

 その他、財政面から、決算審査の意見書から抜

粋しましたけれども、実質単年度収支が６年連続

で赤字が続いています。 

 令和２年度の公債費、町の借金の返済の額が、

令和元年度の１２億２,１００万円から１３億７,

６００万円へ、１億５,５００万円増加していま

す。 

 監査委員の決算審査意見書の審査の意見、いわ

ゆる審査の結びとして、将来にわたって健全な財

政運営を維持し、安心、安全なまちづくりを進め

ていくためにも、地方債残高の抑制や、新たな自

主財源の確保、入札執行、契約方法や補助金交付

方法の見直し、事務事業の優先度、緊急度の精査

による経費削減などに十分留意し、多様化する行

政需要に対応しながらも、最小の経費で最大の効

果を上げられるよう努めていただきたいとありま

す。これは、令和元年度決算のときとほとんど同

じ文言です。 

 以上より、令和２年度一般会計歳入歳出決算書

については、認定するべきではないと判断しまし

た。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） ほか、討論ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 以上で、討論を終わりま

す。 

 これより、起立により採決を行います。 

 認定第１号令和２年度七飯町一般会計歳入歳出

決算認定についての委員長の報告は認定でありま

す。 

 本案については、委員長の報告のとおり決定す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（木下 敏） 賛成７人、反対９人という

ことで、よって、起立少数であります。 

 よって、本案は、不認定とすることに決定いた

しました。 

 次に、認定第２号令和２年度七飯町国民健康保

険特別会計歳入歳出決算認定について、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。 

 認定第２号令和２年度七飯町国民健康保険特別

会計歳入歳出決算認定について、委員長の報告は

認定であります。 

 本案について、委員長報告のとおり決定するこ

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、委員長報告のとおり認定する

ことに決定いたしました。 

 次に、認定第３号令和２年度七飯町後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算認定について、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。 

 認定第３号令和２年度七飯町後期高齢者医療特

別会計歳入歳出決算認定についての委員長の報告

は認定であります。 
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 本案について、委員長報告のとおり決定するこ

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、委員長報告のとおり認定する

ことに決定いたしました。 

 次に、認定第４号令和２年度七飯町介護保険特

別会計歳入歳出決算認定について、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。 

 認定第４号令和２年度七飯町介護保険特別会計

歳入歳出決算認定についての委員長の報告は認定

であります。 

 本案については、委員長報告のとおり決定する

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、委員長報告のとおり認定する

ことに決定いたしました。 

 次に、認定第５号令和２年度七飯町土地造成事

業特別会計歳入歳出決算認定について、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。 

 認定第５号令和２年度七飯町土地造成事業特別

会計歳入歳出決算認定について、委員長の報告は

認定であります。 

 本案について、委員長報告のとおり決定するこ

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、委員長報告のとおり認定する

ことに決定いたしました。 

 次に、認定第６号令和２年度七飯町水道事業会

計決算認定について、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。 

 認定第６号令和２年度七飯町水道事業会計決算

認定についての委員長の報告は認定であります。 

 本案について、委員長報告のとおり決定するこ

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、委員長報告のとおり認定する

ことに決定いたしました。 

 次に、認定第７号令和２年度七飯町下水道事業

会計決算認定について、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。 

 認定第７号令和２年度七飯町下水道事業会計決

算認定について、委員長報告は認定であります。 

 本案について、委員長報告のとおり決定するこ

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、委員長報告のとおり認定する

ことに決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

午前１１時０６分 休憩 

────────────── 

午前１１時２０分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

  ─────────────────── 

 日程第９ 

同意第３号 教育委員会教育長の任命に

ついて 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第９ 同意第３号教育

委員会教育長の任命についてを議題といたしま

す。 

 提案説明を求めます。 

 町長。 

○町長（中宮安一） それでは、同意第３号教育

委員会教育長の任命について、提案理由を御説明

申し上げます。 

 次の者を教育委員会教育長に任命したいので、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条

第１項の規定に基づき、議会の同意を求めるもの
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でございます。 

 次の者とは、氏名、與田敏樹氏で、住所及び生

年月日は議案に記載のとおりでございます。 

 提案理由となりますが、現在、教育委員会教育

長であります與田敏樹氏が、令和３年１０月７日

で任期満了となることから、引き続き同氏を任命

したく、提案するものでございます。 

 與田氏は、昭和５５年４月１日に七飯町に奉職

し、平成２６年４月までの３４年間、一般職とし

て、行政の第一線で町民の福祉向上のために活躍

され、その行政手腕は高く評価されているところ

であります。 

 また、平成２６年５月１日からは、教育委員会

教育長として活躍されており、教育行政に関し、

優れた識見を有していることは御承知のことと存

じます。 

 なお、本件については、９月９日、同意第１号

として御提案しておりましたが、川村主税議員

の、與田教育長が、今度、選挙に出られる方と、

町長経験者宅に御挨拶に伺ったとの話を耳にした

ので、このことは政治活動に当たるのではとの質

問を受け、訪問先の相手のほうへの確認も必要な

ことから、再精査が必要と判断し、議案を撤回さ

せていただいた案件でございます。 

 ここで、再調査の結果を申し上げますと、町長

経験者宅へ訪問したのは、６月１０日、午前１１

時頃、１人で伺っております。町長経験者本人を

訪ねましたが、不在で、奥様１人とお話をし、伝

言を頼んでおります。 

 伝言の内容は、個人名は個人情報の観点から名

前は伏せさせていただきますが、来春の町長選挙

に町内在住のお二人が名乗りを上げそうだが、現

町長に５期目を期待する声も多くあり、町長経験

者としてどう思われるか、参考としてお聞きした

いとの内容でありました。 

 翌日、６月１１日に奥様より電話があり、若い

という返事のみで、ほかに評価もなく終わってい

るとのことでした。 

 ９月１４日に、町長経験者宅を訪問し、確認し

たところ、約３か月前のお話であり、一字一句同

じではありませんが、おおむね訪問の内容につい

ては同様の内容とのことでありました。 

 以上の訪問内容に沿って、與田教育長の行動が

政治活動に当たるのかどうか、調査をしたとこ

ろ、教育長の職は特別職であり、地方公務員法は

適用せず、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律が適用となり、教育長の政治活動について

は、地方教育行政法第１１条６項により、積極的

に政治活動をしてはならないと規定されておりま

す。 

 法律の逐条解説によると、積極的な政治活動と

は、政治上の主義もしくは政策を推進し、支持

し、もしくはこれに反対し、または公職の候補

者、特定の政党、その他の政治団体、特定の内閣

等を推進し、支持し、もしくはこれらに反対する

ような運動を積極的にすることであるとされてお

ります。 

 具体的には、積極的な政治活動とは、教育長が

出席する会合等の場で、出席者に対して特定の候

補者について推薦をしたり、投票の依頼を促すよ

うな行為や、特定の政党、候補者への勧誘をする

などの組織的、計画的または継続的な政治上の活

動を能動的に行う行為を指すものとされておりま

す。 

 このことは、北海道町村会法務支援室にも、教

育長の積極的な政治活動とはと確認したところ、

逐条解説のとおりとのことでありました。 

 このことから、このたびの與田教育長の町長経

験者宅への訪問については、訪問時点において

は、まだ誰も出馬表明をしていない時期であるこ

と、１人で参考までに意見を伺いに行ったことと

確認されたことから、地方教育行政法第１１条６

項による積極的な政治活動には当たらないと判断

しております。 

 よって、與田敏樹氏を適任と考え、任命いたし

たいと存じますので、御同意くださいますようよ

ろしくお願いを申し上げ、提案理由の説明を終わ

ります。 

○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。 

 お諮りいたします。 

 本件は人事案件でありますので、議会運営例規
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第５４項により、討論を省略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、本件については、討論を省略すること

に決定いたしました。 

 これより、採決を行います。 

 同意第３号教育委員会教育長の任命について、

これに同意することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 異議がございましたので、

これより、起立により採決を行います。 

 同意第３号教育委員会教育長の任命について、

これに同意することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

（賛成者起立） 

○議長（木下 敏） ただいま同意第３号教育委

員会教育長の任命についての採決の結果、賛成と

反対が同数です。 

 したがって、地方自治法第１１６条第１項の規

定によって、議長が本案に対して採決いたしま

す。 

 同意第３号教育委員会教育長の任命について、

議長は賛成と採決いたします。 

 よって、同意することに決定いたしました。 

  ─────────────────── 

 日程第１０ 

議案第４５号 令和３年度七飯町一般会 

計補正予算（第６号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１０ 議案第４５号

令和３年度七飯町一般会計補正予算（第６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（青山栄久雄） それでは、議案

第４５号令和３年度七飯町一般会計補正予算（第

６号）について、提案説明申し上げます。 

 このたびの補正予算（第６号）ですが、第１条

は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ７４９万６,０００円を追加し、総額を歳入歳

出予算それぞれ１１７億９,９７０万１,０００円

とする補正予算でございます。 

 それでは、初めに歳出から御説明申し上げま

す。 

 ７ページをお開き願います。 

 今回提案します補正予算（第６号）ですが、本

定例会において、補正予算（第５号）で可決いた

だきました新型コロナウイルスワクチン接種事業

について、その後、当初の接種期間の終了が９月

末までとされていた期限が１１月末までに延長さ

れ、また、同期限内に接種を完了させる旨の通知

が国から発出されたことに伴う関係経費の補正で

あり、内容については、ワクチン接種対策本部の

延長に伴う増額分と、現時点で不用額として見込

まれている経費の減額分でございます。 

 説明となりますが、４款衛生費１項２目予防費

は、新型コロナウイルスワクチン接種事業とし

て、ワクチン接種期限の延長に伴う会計年度任用

職員の雇用費で、報酬、職員手当等及び共済費を

含め、総額３７５万５,０００円を追加。印刷製

本費は、予診票等の印刷終了に係る不用額２２万

１,０００円の減額。役務費は、町外で接種する

際に発生する手数料について、不用額６９万１,

０００円の減額。ワクチン管理委託料は、期限延

長に伴う町内医療機関への管理費として２２万円

を追加。コールセンター運営等委託料についても

同じく期限延長分４７６万１,０００円を追加。

接種券印刷委託料は、接種券の印刷及び製本業務

の完了により、不用額１７万３,０００円の減

額。廃棄物処分等委託料は、医療用産業廃棄物の

処分について、期限延長分３万６,０００円を追

加。接種記録システム改修委託料は、システム改

修の完了に伴う不用額１９万１,０００円を減額

し、事業合計で７４９万６,０００円を追加する

ものでございます。 

 続きまして、５ページの歳入にお戻り願いま

す。 

 １４款国庫支出金２項３目衛生費国庫補助金

は、保健衛生費補助金として、新型コロナウイル

スワクチン接種体制確保補助金は、歳出補正額と

同額の７４９万６,０００円を追加するものでご

ざいます。 

 提案説明は以上でございます。よろしく御審議
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を賜りますよう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３年度七飯町一般会計補正予

算（第６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１１ 

発議案第６号 七飯町議会委員会条例の

一部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１１ 発議案第６号

七飯町議会委員会条例の一部改正についてを議題

といたします。 

 提案説明を求めます。 

 中川友規議員。 

○１４番（中川友規） それでは、発議案第６号

七飯町議会委員会条例の一部改正について、提案

理由を説明いたします。 

 発議案第６号七飯町議会委員会条例の一部改正

について。 

 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第１１

２条及び会議規則第１３条第２項の規定により提

出いたします。 

 令和３年９月１６日。 

 七飯町議会議長、木下敏様。 

 提出者は、七飯町議会議員、中川友規。 

 賛成者、七飯町議会議員、長谷川生人議員、平

松俊一議員、田村敏郎議員、畑中静一議員、澤出

明宏議員、川村主税議員。 

 それでは、発議案関係資料１ページ、七飯町議

会委員会条例の一部を改正する条例の概要を御覧

ください。 

 本則の内容を章に区分し、それに合わせて目次

を付すとともに、委員会の傍聴については、これ

まで委員長の許可が必要であったものを、原則公

開とするほか、条例全般の文言の整理を行うた

め、この条例を改正するものです。 

 次に、２の改正内容です。 

 １点目として、本則の内容の共通する条文をま

とめて章に区分し、章に区分したことに伴い、目

次をつけます。 

 ２点目として、委員会の会議については、原則

公開することとし、委員会の傍聴については、七

飯町議会傍聴規則の例によることとする規定を設

けます。 

 ３点目として、常任委員及び議会運営委員の任

期の起算日に関する規定がないことから、新たに

設けます。 

 最後に４点目として、その他文言の整理を行う

ものです。 

 ３の施行期日ですが、この条例は、令和３年１

０月１日から施行するものです。 

 発議案関係資料２ページから５ページまでは、

新旧対照表を添付しておりますので、御参照くだ

さい。 

 簡単ですが、提案理由の説明とさせていただき

ます。よろしく御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○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。 

 発議案第６号七飯町議会委員会条例の一部改正

について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 

  ─────────────────── 
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 日程第１２ 

発議案第７号 七飯町議会会議規則の一

部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１２ 発議案第７号

七飯町議会会議規則の一部改正についてを議題と

いたします。 

 提案説明を求めます。 

 中川友規議員。 

○１４番（中川友規） それでは、発議案第７号

七飯町議会会議規則の一部改正について、提案理

由を説明いたします。 

 発議案第７号七飯町議会会議規則の一部改正に

ついて。 

 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第１１

２条及び会議規則第１３条第２項の規定により提

出いたします。 

 令和３年９月１６日。 

 七飯町議会議長、木下敏様。 

 提出者、七飯町議会議員、中川友規。 

 賛成者、七飯町議会議員、長谷川生人議員、平

松俊一議員、田村敏郎議員、畑中静一議員、澤出

明宏議員、川村主税議員。 

 それでは、発議案関係資料６ページ、七飯町議

会会議規則の一部を改正する規則の概要を御覧く

ださい。 

 １の改正理由ですが、議員全員協議会を地方自

治法第１００条第１２項の規定による協議調整の

場とするため、会議規則に規定し、地方自治法の

規定による会議として設置いたします。 

 また、欠席事由に、出産、育児、介護などを規

定し、産前産後の欠席期間を規定するなど、男女

の議員が活動しやすい環境整備を行う規定を設け

ます。 

 これらの規定の整備に合わせて、文言の整理等

を行います。 

 次に、２の改正内容です。 

 １点目として、本則が章に区分されているが、

目次が付されていないため、新たに目次を設けま

す。 

 ２点目として、議員全員協議会について、この

規則に規定することにより、地方自治法第１００

条第１２項の規定による協議調整の場として設置

いたします。 

 ３点目として、男女の議員が活動しやすい環境

整備の一環として、出産、育児、介護などを欠席

事由として整備するとともに、母性保護の観点か

ら、産前産後の欠席期間を規定いたします。 

 ４点目として、請願者の利便性の向上を図るた

め、請願者へ一律に求めている押印の義務付けを

廃止し、署名または記名押印に改めます。 

 ５点目として、請願の処理方法について、全国

町村議会議長会から標準的に示されている内容に

改めます。 

 最後に６点目として、その他文言の整理を行い

ます。 

 ３の施行期日ですが、この規則は、令和３年１

０月１日から施行いたします。 

 発議案関係資料７ページから２２ページまで

は、新旧対照表を添付しておりますので、御参照

ください。 

 簡単でございますが、提案説明とさせていただ

きます。よろしく御審議のほうお願いいたしま

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。 

 発議案第７号七飯町議会会議規則の一部改正に

ついて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１３ 

発議案第８号 七飯町議会議員の議員報

酬等に関する条例の一部改正について 

  ─────────────────── 
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○議長（木下 敏） 日程第１３ 発議案第８号

七飯町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部

改正についてを議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 中川友規議員。 

○１４番（中川友規） 発議案第８号七飯町議会

議員の議員報酬等に関する条例の一部改正につい

て、提案理由を申し上げます。 

 発議案第８号七飯町議会議員の議員報酬等に関

する条例の一部改正について。 

 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第１１

２条及び会議規則第１３条第２項の規定により提

出いたします。 

 令和３年９月１６日。 

 七飯町議会議長、木下敏様。 

 提出者、七飯町議会議員、中川友規。 

 賛成者、七飯町議会議員、長谷川生人議員、平

松俊一議員、田村敏郎議員、畑中静一議員、澤出

明宏議員、川村主税議員。 

 それでは、発議案関係資料２３ページ、七飯町

議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正

する条例の概要を御覧ください。 

 １の改正理由ですが、先ほど提案いたしました

七飯町議会会議規則の一部を改正する規則におい

て、議員の出産に伴う欠席期間の範囲を明文化し

たことに伴い、改正後の七飯町議会会議規則に規

定する期間、この期間とは、出産予定日の８週間

前の日から、多胎妊娠の場合にあっては１６週間

前の日から、当該出産の後８週間を経過する日ま

での範囲内については、議員報酬を減額しない旨

の規定を定めるため、この条例を改正するもので

す。 

 次に、２の改正内容です。 

 第４条第４項において規定する議員活動ができ

ない期間であっても、報酬の全額を支給する事由

として、次の２号を規定いたします。 

 １点目として、公務上の負傷または疾病による

療養のとき。 

 ２点目として、議員本人の出産のとき（七飯町

議会会議規則第２条第５項の規定による届出が

あった期間に限る。）。 

 ３の施行期日ですが、この条例は、令和３年１

０月１日から施行いたします。 

 発議案関係資料２４ページには、新旧対照表を

添付しておりますので、御参照ください。 

 簡単ですが、提案説明とさせていただきます。

よろしく御審議のほうお願いいたします。 

○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。 

 発議案第８号七飯町議会議員の議員報酬等に関

する条例の一部改正について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１４ 

発議案第９号 コロナ禍による厳しい財

政状況に対処し地方税財源の充実を求め

る意見書 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１４ 発議案第９号

コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財

源の充実を求める意見書を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 中川友規議員。 

○１４番（中川友規） コロナ禍による厳しい財

政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見

書。 

 標記の意見書を会議規則第１３条第１項及び第

２項の規定により、別紙のとおり提出いたしま

す。 

 令和３年９月１７日。 

 七飯町議会議長木下敏様。 

 提出者、七飯町議会議員、中川友規。 

 賛成者、七飯町議会議員、川村主税議員、澤出

明宏議員、平松俊一議員、田村敏郎議員、長谷川
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生人議員、畑中静一議員。 

 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税

財源の充実を求める意見書。 

 新型コロナウイルスの感染拡大は、変異株の猛

威も加わり、我が国の各方面に甚大な経済的、社

会的影響を及ぼしており、国民生活への不安が続

いている。 

 この中で、地方財政は、来年度においても巨額

の財源不足が避けられない厳しい状況に直面して

いる。 

 地方自治体においては、新型コロナウイルス感

染症対策はもとより、地方創生、雇用対策、防

災・減災対策、デジタル化や脱炭素社会の実現と

ともに、財政需要の増嵩が見込まれる社会保障等

への対応に迫られており、このためには、地方税

財源の充実が不可欠である。 

 よって、国においては、令和４年度地方財政対

策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に実

現されるよう、強く要望する。 

 記。 

 １、令和４年度以降、３年間の地方一般財源総

額については、「経済財政運営と改革の基本方針

２０２１」において、令和３年度地方財政計画の

水準を下回らないよう、実質的に同水準を確保す

るとされているが、急速な高齢化に伴い、社会保

障関係経費が増大している状況を踏まえ、他の地

方歳出に不合理なしわ寄せがなされないよう、十

分な総額を確保すること。 

 ２、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹

税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは、断じ

て行わないこと。 

 また、生産性革命の実現や新型コロナウイルス

感染症緊急経済対策として講じられた固定資産税

等に係る特例措置は、本来、国庫補助金等により

対応するべきものであり、今回限りの措置とし

て、期限の到来をもって確実に終了すること。 

 ３、令和３年度税制改正により講じられた土地

に係る固定資産税の課税標準額を令和２年度と同

額にする負担調整措置については、令和３年度限

りとすること。 

 ４、令和３年度税制改正により講じられた自動

車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延

長について、さらなる延長は行わないこと。 

 ５、炭素に係る税を創設または拡充する場合に

は、その一部を地方税または地方譲与税として地

方に税源配分すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見

書を提出する。 

 北海道亀田郡七飯町議会。 

 提出先は、衆議院議長殿、参議院議長殿、内閣

総理大臣殿、財務大臣殿、総務大臣殿、経済産業

大臣殿、内閣官房長官殿、経済再生担当大臣殿。 

 以上で、説明とさせていただきます。 

○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。 

 発議案第９号コロナ禍による厳しい財政状況に

対処し地方税財源の充実を求める意見書を原案の

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１５ 

発議案第１０号 国土強靭化に資する社

会資本整備等に関する意見書 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１５ 発議案第１０

号国土強靭化に資する社会資本整備等に関する意

見書を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 長谷川生人議員。 

○１１番（長谷川生人） それでは、読み上げま

す。 

 発議案第１０号国土強靱化に資する社会資本整

備等に関する意見書。 

 標記の意見書を会議規則第１３条第１項及び第

２項の規定により、別紙のとおり提出します。 
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 令和３年９月１７日。 

 七飯町議会議長、木下敏様。 

 提出者、七飯町議会議員、長谷川生人。 

 賛成者、七飯町議会議員、中川友規議員、川村

主税議員、澤出明宏議員、平松俊一議員、田村敏

郎議員、畑中静一議員。 

 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意

見書。 

 北海道は、豊かで美しい自然環境や広大な土地

と海に育まれた豊富で新鮮な食など、多様な魅力

を有し、国内外より訪れる観光客の増加が続いて

いたが、新型コロナウイルス感染症の影響の長期

化により、本道の経済は、食産業や観光業、農林

水産業など、幅広い分野において大きな打撃を受

けている。 

 また、近年、道内においても、平成２８年８月

の一連の台風や、平成３０年７月豪雨、９月の北

海道胆振東部地震といった自然災害が激甚化、頻

発化する傾向にある。 

 今後は、ポストコロナを見据えた新たな未来に

向けた取り組みを加速することが必要であり、そ

のためには、道民の安全で安心な暮らしを守るこ

とはもとより、北海道の強みである「食」や「観

光」に関連する地域（生産空間）が持つ潜在力が

最大限発揮されるよう、平常時、災害時を問わな

い北海道を支える基盤の確立に向け、防災・減

災、国土強靱化に資する社会資本の整備を図るこ

とが必要である。 

 こうした中、地方財政は依然として厳しい状況

にあることから、国と地方の適切な役割分担のも

と、防災・減災、国土強靱化に必要な予算を安定

的かつ継続的に確保することが重要である。 

 よって、国においては、次の事項について、特

段の措置を講ずるよう強く要望する。 

 記。 

 １、国土強靱化に資する社会資本整備・管理が

長期、安定的に進められるよう、公共事業関係予

算の所要額を確保するとともに、地域の実態に鑑

み、予算を重点配分すること。 

 ２、「防災・減災、国土強靭化のための５か年

加速化対策」を計画的に進めるために必要な予

算、財源を確保すること。 

 ３、「防災・減災、国土強靱化に向けた道路の

５か年対策プログラム」に基づく橋梁、トンネル

等の老朽化対策を推進するため、点検・診断・補

修などのメンテナンスサイクルを確立し、予防保

全を含む戦略的な維持管理、更新事業を行うため

の技術的支援の充実を図ること。 

 ４、新広域道路交通計画に基づき、高規格道路

については、着手済み区間の早期開通、未着手区

間の早期着手及び暫定２車線区間の４車線化と

いった機能強化を図ること。 

 また、高規格道路と並行する国道とのダブル

ネットワークの確保や、道路の防災対策などによ

る対災害性の強化を推進するほか、重要物流道路

のさらなる指定を図ること。 

 ５、冬期交通における安全性の確保、通学路な

どの交通安全対策、無電柱化の推進、安全で快適

な自転車利用環境の創出、北海道観光の振興に向

けた道路交通環境の整備など、地域の暮らしや経

済活動を支える道路の整備や管理の充実を図るこ

と。 

 ６、維持管理に活用可能な交付金制度を創設す

るとともに、公共施設の長寿命化について、全て

の管理施設の点検や診断、補修、更新が交付対象

となるよう、採択要件を緩和するなど、地方負担

の軽減を図ること。 

 ７、冬期における円滑な交通確保のため、除排

雪に必要な予算を確保するとともに、老朽化が進

行している除雪機械等の計画的な更新、増強が可

能となるよう、財政支援を強化すること。 

 ８、災害発生時の迅速かつ円滑な復旧等のた

め、北海道開発局及び開発建設部の人員体制の充

実、強化を図ること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により提出す

る。 

 北海道亀田郡七飯町議会。 

 提出先は、衆議院議長殿、参議院議長殿、内閣

総理大臣殿、財務大臣殿、総務大臣殿、国土交通

大臣殿、国土強靱化担当大臣殿。 

 以上でございます。よろしく御審議願います。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○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。 

 発議案第１０号国土強靱化に資する社会資本整

備等に関する意見書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１６ 

発議案第１１号 新型コロナ禍による米

危機の改善を求める意見書 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１６ 発議案第１１

号新型コロナ禍による米危機の改善を求める意見

書を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） それでは、発議案第１１

号、読み上げて提案をさせていただきます。 

 新型コロナ禍による米危機の改善を求める意見

書です。 

 標記の意見書を会議規則第１３条第１項及び第

２項の規定により、別紙のとおり提出します。 

 令和３年９月２１日。 

 七飯町議会議長、木下敏様。 

 提出者、七飯町議会議員、上野武彦。 

 賛成者、七飯町議会議員、坂本繁議員、若山雅

行議員、澤出明宏議員、中島勝也議員、池田誠悦

議員。 

 以上です。 

 新型コロナ禍による米危機の改善を求める意見

書。 

 コロナ禍の需要消失で、米価格の下落が続いて

います。 

 緊急事態宣言発令などにより、特に業務用米の

需要減少に歯止めがかからず、販売不振は深刻で

す。「巣ごもり需要」をねらい、家庭用米の安売

りが進み、作付の半分を占める「ななつぼし」

が、５キロ税込み１,７００円以下で売られる事

態となっています。 

 ２０２１年産主食米の作付は、飼料米、加工米

などへの転換が昨年より４,７００ヘクタール以

上減りますが、これで価格下落が止まるか、疑問

です。 

 全国で飼料米、加工米などの転換で３６万トン

の主食米生産が減っても、今年１０月末の米在庫

は６０万トン見込まれ、２０２０年産北海道米の

在庫は８３万俵から１３０万俵見込まれ、秋には

新米と古米が競合し、２０２１年産米の概算金が

引き下げられると、農家経済、地域経済は多大な

影響を受けます。 

 コロナ禍で日本経済は落ち込み、各地のフード

バンクに食料などを求めて多くの方が訪れている

ことを見ても、失業、収入減で消費が減退し、米

の販売環境はますます悪化しているといえます。 

 コロナ禍というかつてない事態の中、苦しむ国

民と農家への支援のために、従来の政策的枠組み

にとらわれない対策が緊急に求められます。 

 よって、次の対策を要望します。 

 １、在庫米を政府が買い取るなど、市場から隔

離し、需給環境を改善し、米価下落に歯止めをか

けること。 

 ２、生活困窮者、学生などへの食料支援制度を

欧米並みに創設すること。 

 ３、輸入を減らしたバター、脱脂粉乳同様に、

ミニマムアクセス米の輸入抑制を直ちに実行する

こと。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見

書を提出する。 

 北海道亀田郡七飯町議会。 

 提出先、衆議院議長殿、参議院議長殿、内閣総

理大臣殿、財務大臣殿、外務大臣殿、農林水産大

臣殿。 

 以上であります。よろしく御審議をお願いしま

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。 
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 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。 

 発議案第１１号新型コロナ禍による米危機の改

善を求める意見書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１７ 

閉会中の委員会活動の承認について 

────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１７ 閉会中の委員

会活動の承認についてを議題といたします。 

 お手元に配付のとおり、各常任委員会及び議会

運営委員会から、特定の案件について、閉会中に

委員会活動を行いたい旨の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 各委員会申し出のとおり、その活動を承認する

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、各委員会申し出のとおり、その活動を

承認することに決定いたしました。 

  ─────────────────── 

閉 会 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 以上で、本定例会に付議さ

れた全ての案件の審議は終了いたしました。 

 よって、令和３年第３回七飯町議会定例会を閉

会いたします。 

 お疲れさまでした。 

午後 ０時０４分 閉会 
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