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令和３年第４回定例会（第３号） 
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 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 発言取消の申出の件 
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午前１０時００分 開議 

  ─────────────────── 

開 議 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 皆さん、おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員数は１７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４回七飯町議会定例

会の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、 

１６番  川 上 弘 一 議員   

１７番  青 山 金 助 議員   

以上２議員を指名いたします。 

  ─────────────────── 

 日程第２ 

  発言取消の申出の件 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２ 発言取消申出の

件を議題といたします。 

 学校教育課長から、１２月８日の会議における

横田有一議員からの町内各学校のコロナ対策につ

いての一般質問に対する答弁中の発言について、

議会運営例規第１０４項の規定により、お手元に

配付のとおり発言取消申出書に記載した部分を取

り消したいとの申出がありました。 

 お諮りいたします。 

 この発言取消の申出を許可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、学校教育課長からの発言取消しの申出

を許可することに決定いたしました。 

 学校教育課長より発言の申出がありますので、

これを許します。 

 学校教育課長。 

○学校教育課長（俉楼 司） ただいま発言の取

消しの申出の件につきまして許可をいただき、誠

にありがとうございます。 

 このたびの申出につきましては、私の不適切な

発言によるものであり、議員の皆様に多大な御迷

惑をおかけしましたことを深くおわび申し上げま

す。大変申し訳ございませんでした。 

 これからも職務・職責に精励してまいりますの

で、御指導、御鞭撻のほどよろしくお願い申し上

げます。 

  ─────────────────── 

 日程第３ 

  議案第５３号 令和３年度七飯町一般会 

  計補正予算（第８号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第３ 議案第５３号令

和３年度七飯町一般会計補正予算（第８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５３号令和３年度七飯町一般会計補正予算（第

８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８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５億５,７６３万３,０００円を追加し、総額を

歳入歳出それぞれ１２４億１,４９２万７,０００

円とする補正予算と、第２条は、繰越明許費の補

正として、３事業を追加することについて、第２

表に、第３条は、債務負担行為の補正として、２

業務を追加することについて、第３表に、第４条

は、地方債の追加及び変更について、第４表に定

めるものでございます。 

 それでは、初めに歳出から御説明申し上げま

す。 

 １１ページをお開き願います。 

 今回提案します補正予算の概要となりますが、

主なものとして、原油高騰に伴う施設燃料費の増

額に約１,５００万円、今後増加が見込まれる各

種扶助費の追加に約１億８,０００万円、新型コ

ロナウイルス感染症の緊急経済対策として、児童

１人につき５万円を給付する子育て世帯への臨時
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特別給付事業に約２億３,０００万円を計上する

ほか、事業が完了したことによる不用額を減額補

正するものが主な内容となります。 

 また、国から交付金を受けて現在実施している

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金事業は、今回、事業が完了したものについては

減額補正を、新規事業や事業期間の延長に伴うも

のは増額補正をしておりますが、補正予算額がな

く、事業予算名の下に財源更正と表示してあるも

のは、財源内訳の変更のみとなりますので、その

部分の説明については省略させていただきますこ

とをあらかじめ御了承願います。 

 最初に、１款議会費１項１目議会費は、コロナ

禍の影響による各種会議、研修等の中止に伴う不

用額の減額分として、旅費は４４９万６,０００

円、交際費は２０万円の減で、事業合計で４６９

万６,０００円の減額。 

 ２款総務費１項１目一般管理費は、総務公用車

管理費として、廃タイヤの処分に伴う手数料２万

８,０００円を追加。 

 ５目財産管理費は、庁舎管理費として、燃料高

騰分に対応する役場庁舎の燃料代に７５万４,０

００円を追加。 

 ６目電算管理費は、各種行政手続のオンライン

化を進めるための総合行政情報システムの改修及

び児童手当システムの制度改正に伴う改修委託料

に１,８４７万８,０００円を追加するものでござ

いますが、行政手続のオンライン化事業について

は、対象経費の２分の１が歳入されるほか、令和

４年度への繰越明許事業として設定するものでご

ざいます。 

 次に、光ケーブル設置管理費は、大沼地区各所

において光ケーブルの移設工事により、その工事

負担金に２８７万３,０００円を追加。 

 ８目出張所費は、大沼出張所運営費として、燃

料高騰分に対応する灯油代に１万９,０００円を

追加。 

 １０目交通安全対策費は、交通安全対策費とし

て、高齢者運転免許自主返納報償費は、自主返納

者の増加により、今後の対象者の見込み分として

２０万円を追加。 

 １３ページに移りまして、次に、交通安全指導

車管理費は、交通安全指導車の修繕料として５万

円を追加。 

 １２目地域センター管理費は、燃料高騰分に対

応する灯油代に３９万円を追加。 

 ４項２目選挙執行費は、令和４年３月２７日を

投開票日とする七飯町長、七飯町議会議員補欠選

挙の二つの選挙に係る執行経費の全額をこのたび

の補正予算に計上するもので、１節報酬は、選挙

長及び選挙立会人に対する報酬を初め、選挙事務

に従事する管理者、会計年度任用職員の報酬に、

総額１８２万５,０００円を追加。３節職員手当

等は、選挙事務に従事する職員の手当に５７５万

３,０００円。８節旅費は、選挙長のほか管理

者、立会人の費用弁償を初め、選挙事務に従事す

る一般職の旅費に、総額１３万９,０００円を追

加。１０節需用費は、選挙事務用の消耗品費を初

め、投票所の燃料費及び賄費、投票用紙の印刷製

本費などに総額３４３万円を追加。１１節役務費

は、投票所入場券等の発送郵便料に１８６万８,

０００円。１２節委託料は、投開票用の各事務機

器の点検・調整、選挙ポスター掲示場の設置及び

管理に、また、各戸に配布する選挙公報等の配送

業務などに、委託料として総額３９０万６,００

０円を追加。１３節使用料及び賃借料は、開票所

の設営準備に使用する自動車の借上料に１３万

２,０００円。１８節負担金、補助及び交付金

は、不在者投票の特別経費の負担金に４２万円を

計上するほか、選挙公営公費負担条例の制定によ

り、今回の選挙から町の予算により公費負担とな

る町長選挙の選挙運動用自動車等の公費負担金に

１８５万４,０００円、同じく町議会議員補欠選

挙に係る公費負担金１３１万４,０００円を計上

し、総額３５８万８,０００円を追加。事業合計

で２,０６４万１,０００円を追加するものでござ

います。 

 次に、６項１目監査委員費は、監査事務の研修

会の中止に伴う不用額の減額分で、旅費は４０万

９,０００円、負担金、補助及び交付金は２万７,

０００円の減額となり、事業合計で４３万６,０

００円の減額。 

 ３款民生費１項１目社会福祉総務費は、１５

ページに移りまして、社会福祉総務費臨時交付金
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事業として、介護施設等新規入所者検査委託料

は、１２月末までとしていた事業期間を年度末の

３月末まで延長することにより２１万円を追加。

社会福祉施設等職員任意検査費用立替払分補助金

も同様に、３月末までの期間延長に伴い３３万円

を追加し、事業合計で５４万円を追加。国民健康

保険特別会計繰出金は、国民健康保険特別会計の

歳出において、出産育児一時金の増額補正がある

ことから、一般会計の負担分として、繰出金に５

６万円を追加。重層的支援体制整備事業費は、介

護予防サービス計画策定委託料として８２万７,

０００円を追加、ボランティアポイント事業の委

託料に５５万円を追加し、事業合計で１３７万

７,０００円を追加。 

 ２目高齢者福祉費は、高齢者支援事業費とし

て、報償費の不用額３６万円の減額。介護保険特

別会計繰出金は、介護保険特別会計の歳出におい

て、介護給付費等の増額補正があることから、一

般会計の負担分として、繰出金に１,４２８万８,

０００円を追加。 

 ３目高齢者医療助成費は、北海道後期高齢者医

療広域連合が運営する療養給付費負担金の変更決

定に伴う減額により２,５０７万６,０００円、繰

出金についても同様に、北海道後期高齢者医療広

域連合の運営に対する負担金の変更決定及び確定

に伴う減額により５３３万５,０００円の減額

で、事業合計で３,０４１万１,０００円の減額。 

 ４目障害者福祉費は、今後見込まれる扶助費の

増加に伴う補正で、役務費は、介護給付等費の増

額に伴う審査支払手数料の増で２５万５,０００

円、扶助費は、介護給付等費に８,８４０万１,０

００円、補装具費に２０８万４,０００円、障害

児通所給付費に７,９７９万６,０００円を追加。

２２節償還金、利子及び割引料は、障害者福祉事

業に前年度交付された国庫支出金等の確定に伴う

精算返還金として６５万３,０００円を追加し、

事業合計で１億７,１１８万９,０００円を追加。

地域生活支援事業費は、今後見込まれる事業費の

増加に伴う補正で、委託料は、日中一時支援事業

委託料に１３万円、負担金、補助及び交付金は、

成年後見制度医療支援事業補助金に２６万円、扶

助費は、日常生活用具給付費に２４０万１,００

０円を追加し、事業合計で２７９万１,０００円

を追加。 

 ５目障害者医療助成費は、扶助費として、重度

心身障害者医療助成扶助費に８４６万６,０００

円を追加。 

 １７ページに移りまして、２項１目児童福祉総

務費は、臨時交付金事業として、備品購入費は、

コロナ禍における子育て支援の充実と感染予防を

目的としたアプリケーションソフトウェアの購入

に５０万６,０００円を追加。児童福祉総務費、

特別給付金は、償還金、利子及び割引料として、

昨年度、給付事業を実施した子育て世帯臨時特別

給付金において精算返還金が発生することから、

２６万６,０００円を追加。放課後児童対策費

は、報酬として、当初予定していない障害児の学

童保育への通所により、その対応分としての会計

年度任用職員の報酬に４８万１,０００円を追

加。需用費は、燃料高騰分に対応する学童保育所

の灯油代に１５万５,０００円を追加し、事業合

計で６３万６,０００円を追加。放課後児童対策

費、（臨時交付金事業）は、小中学校で整備した

タブレット端末を学童保育においても活用できる

ように施設整備を図るため、役務費として、電話

料、専用回線通信料に２３万円、インターネット

環境の整備委託料に１５６万２,０００円を追

加。また、大沼学童保育所のトイレを洋式にする

ための環境整備改修工事に７５万２,０００円を

追加し、事業合計で２５４万４,０００円を追

加。児童手当支給費は、扶助費の不用額として、

児童手当７１４万５,０００円の減額。償還金、

利子及び割引料は、前年度に交付された児童手当

交付金の確定に伴う精算返還金として４万９,０

００円を追加し、事業合計で７０９万６,０００

円の減額。子育て世帯への臨時特別給付事業費

は、新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策と

して、高校生までの子ども１人当たりに現金５万

円を先行給付する事業で、この事業に係る事務費

も含め、その財源の全額は国から交付される事業

となっております。 

 経費の内訳になりますが、１節報酬は、担当す

る会計年度任用職員の報酬に１３８万４,０００

円。３節職員手当等は、職員の時間外手当として
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８７万円。４節共済費は、会計年度任用職員の社

会保険料に１８万８,０００円。８節旅費は、会

計年度任用職員の通勤手当として５万７,０００

円。１０節需用費は、事務用消耗品費に２０万

円、窓付封筒作製の印刷製本費に１２万１,００

０円を追加。１１節役務費は、案内通知等の発送

郵便料に８６万２,０００円、手数料は、口座振

替手数料として１１４万５,０００円を追加。１

２節委託料は、給付金事務システムに係る電算関

係委託料に４９万５,０００円。１８節負担金、

補助及び交付金は、子育て世帯への臨時特別給付

金として、１人当たり５万円の給付に、対象人数

４,５８０人分で試算した２億２,９００万円を追

加し、事業合計で２億３,４３２万２,０００円を

追加。 

 １９ページに移りまして、次に、２目児童措置

費は、大中山保育所運営費として、燃料高騰分に

対応する灯油代に８万５,０００円を追加。子ど

も・子育て支援給付事業費として、保育所等を利

用する児童の増加により、保育所運営委託料及び

施設型給付費委託料を合わせて３,２０６万７,０

００円を追加。 

 ３目児童等医療助成費は、ひとり親家庭等医療

助成費として、扶助費に４２２万７,０００円を

追加。 

 ４款衛生費１項１目保健衛生総務費は、保健指

導車管理費として、燃料費の不足見込み分１万

９,０００円を追加。 

 次に、３目環境衛生費は、環境衛生車管理費と

して、公用車の修繕料に７万４,０００円を追

加。有害鳥獣対策費は、有害鳥獣駆除のための見

回り回数の増加により、鳥獣被害対策実施隊員の

費用弁償に６万４,０００円を追加。使用料及び

賃借料は、施設使用料の不用額で４万３,０００

円を減額し、事業合計で２万１,０００円を追

加。火葬場及び墓地管理費は、需用費需要費とし

て、燃料高騰分に対応する作業用機械等の燃料費

及び火葬場の灯油代を合わせて６２万３,０００

円を追加。工事請負費は、火葬場設備改修工事の

執行残８,０００円を減額。償還金、利子及び割

引料は、未使用墓地の返還に伴う申請者への還付

金として９万２,０００円を追加し、事業合計で

７０万７,０００円を追加。 

 次に、４目環境保全対策費は、自然環境保全事

業費として、河川水質検査委託料の不用額１０万

８,０００円の減額。使用料及び賃借料は、軍川

浄化エリアにおける土砂の浚渫作業が必要となっ

たため、１０万２,０００円を追加し、事業合計

で６,０００円の減額。生活環境対策事業費は、

空き地の雑草刈取りの委託業務終了に伴う不用額

４１万４,０００円の減額。負担金、補助及び交

付金は、合併処理浄化槽の追加申請の対応分とし

て、設置整備補助金に２８８万円を追加し、事業

合計で２４６万６,０００円を追加。 

 ２１ページに移りまして、大沼ネイチャーセン

ター管理費は、燃料高騰分に対応する灯油代に２

万９,０００円を追加。大沼ネイチャーセンター

管理費臨時交付金事業は、施設内に新型コロナウ

イルス感染症の対策を施したサテライトオフィス

を設置することで、地方創生テレワーク交付金及

び地方創生臨時交付金の対象事業となることか

ら、関連経費を追加するもので、事業費は、消耗

品費として、パネル等の購入に５万円、印刷製本

費は、関連パンフレットの印刷製本費として９万

９,０００円。工事請負費は、施設内のクロス張

り替え等の工事に８３万４,０００円。備品購入

費は、サテライトオフィス用のワーキングチェア

及びコピー機の購入として６４万２,０００円を

追加し、事業合計で１６２万５,０００円を追

加。 

 次に、５目保健センター管理費は、需用費とし

て、燃料高騰分に対応する保健センター灯油代及

び予算不足が見込まれる電気料、合わせて３６万

４,０００円を追加。 

 ６目健康センター管理費は、燃料高騰分に対応

する灯油代に１３７万９,０００円を追加。備品

購入費は、老朽化が著しいマッサージチェア２台

分の購入費として６２万７,０００円を追加し、

事業合計で２００万６,０００円を追加。 

 次に、２項１目清掃総務費は、廃棄物対策車管

理費として、燃料費の不足見込み分３万６,００

０円を追加、廃棄物処理作業車管理費は、備品購

入費として、タイヤショベル用のチェーン購入費

に２１万１,０００円を追加。 
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 次に、６款農林水産業費については、不用額の

減額が主なものとなっており、１項２目農業総務

費は、農業総務費として、負担金、補助及び交付

金で８,０００円の減額。農政公用車管理費は、

自動車損害保険料で５,０００円の減額。 

 ５目町営牧場運営費は、需用費で６４万７,０

００円の減額。２３ページに移りまして、役務費

で２万１,０００円、使用料及び賃借料で４万４,

０００円、原材料で２万１,０００円の減額とな

り、事業合計で７３万３,０００円の減額。町営

牧場作業車管理費は、需用費で５,０００円、役

務費で１,０００円の減額となり、事業合計で６,

０００円の減額。 

 次に、７款商工費１項１目商工費は、商工業経

営安定支援事業費（臨時交付金事業）として、新

型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、経

営に支障を来している町内の中小企業者に対し、

引き続き緊急的な資金融資の円滑化を図るため、

商工業経営安定資金融資保証料補給金及び商工業

経営安定資金融資利子補給金を補助するもので、

合わせて２１０万９,０００円を追加。クーポン

券発行事業費（臨時交付金事業）は、クーポン券

の使用期間終了に伴う不用額の減額で、需用費は

１０１万５,０００円、役務費は１４０万５,００

０円、委託料は９５万５,０００円、負担金、補

助及び交付金は５４７万４,０００円の減額とな

り、事業合計で８８４万９,０００円の減額。 

 次に、２目観光費は、来年の２月１２日から１

３日に開催予定の大沼函館雪と氷の祭典に対する

実行委員会への負担金として９２９万円を追加、

団体旅行誘客促進事業費（臨時交付金事業）は、

新型コロナウイルス感染症の第５波収束に伴う緊

急事態宣言の解除時期と観光閑散期が重複し、団

体旅行の誘客が困難となったことから、事業中止

に伴う減額補正で、役務費は５,０００円の減

額、負担金、補助及び交付金は１,２００万円の

減額となり、事業合計で１,２００万５,０００円

の減額。 

 ２５ページに移りまして、次に、８款土木費１

項１目土木総務費は、車両センター管理費とし

て、燃料高騰分に対応する灯油代に３万５,００

０円を追加。 

 ２目道路橋梁新設改良費は、町道等単独改良事

業費として、特定財源として充当している地方債

のうち、起債充当率及び交付税算入率がより有利

な起債の変更に認められたことから、充当金額の

変更に伴う財源構成でございます。 

 次に、５項１目住宅管理費は、公営住宅管理費

として、予算不足が見込まれる小破修繕料に１０

０万円を追加、社会資本整備総合交付金事業費

(公住)は、令和４年度の予算において、継続事業

として計上する予定の本町上台団地及び桜Ｂ団地

の長寿命化改修事業について、このたび国から令

和３年度中の実施に係る補助採択を受けたことに

より、令和３年度予算に計上し、同時に繰越明許

事業の設定をするものでございます。係る関連予

算として、１２節委託料は、本町上台団地及び桜

Ｂ団地の長寿命化改修工事に係る管理業務委託料

として１７９万３,０００円を追加。１４節工事

請負費は、両団地の長寿命化改修工事に７,７５

５万円を追加。２１節補償、補塡及び賠償金は、

同じく両団地の長寿命化改修工事に伴う支障物件

移転補償費として６０万円を追加し、事業合計で

７,９９４万３,０００円を追加するものでござい

ます。 

 ２７ページに移りまして、１０款教育費１項２

目事務局費は、対外競技参加費として、中体連新

人戦等の全道大会出場に係る対外競技等参加費補

助金に１５万円を追加。事務局費、（学校教育）

は、会計年度任用職員の健康診断委託料として、

学習支援員及び福祉支援員の実施分として１２万

９,０００円を追加、スキー場施設使用料は、冬

期間のスキー学習の実施に伴う指導者用リフト代

金として１３万８,０００円を追加し、事業合計

で２６万７,０００円を追加。事務局費（臨時交

付金事業）は、新型コロナウイルス感染症の対策

として、学校教育活動継続支援消耗品費に１３０

万円を追加、役務費は、修学旅行キャンセル料の

不用額２５７万８,０００円を減額し、事業合計

で１２７万８,０００円の減額。スクールバス運

行費（臨時交付金事業）は、新型コロナウイルス

感染症対策として実施中のスクールバスの増車運

行について、１２月末までの実施期間を年度末の

３月末まで延長するもので、２８４万１,０００
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円を追加。 

 次に、２項１目学校管理費は、学校管理費、

（小学校）として、燃料高騰分に対応する重油代

に２４６万５,０００円、灯油代に８４万円を追

加。校舎等営繕費、小学校は、七重小学校の暖房

機の部品交換工事が必要となったため、校舎設備

等工事に３８万２,０００円を追加。 

 ３項１目学校管理費は、学校管理費、（中学

校）として、燃料高騰分に対応する重油代に２０

５万円、灯油代に７万８,０００円を追加。 

 次に、４項１目社会教育総務費は、３事業にお

ける不用額の減額で、社会教育総務費は、研修会

等の中止に伴う旅費で５万９,０００円の減額、

負担金、補助及び交付金は４万５,０００円の減

額となり、事業合計で１０万４,０００円の減

額。 

 ２９ページに移りまして、生涯学習事業費は、

報償費として、成人式記念品の数量、金額減に伴

う不用額で８万９,０００円の減額。旅費は、老

人大学の研修旅行随行人数の減員分で１１万６,

０００円の減額。役務費は、学習サポート事業の

中止による関係保険料の減額で１万３,０００

円、使用料及び賃借料は、老人大学で使用するバ

スの借り上げが不要になったことから１７万６,

０００円の減額。負担金、補助及び交付金は、新

型コロナウイルス感染症の影響に伴う関連経費の

減額で、合わせて４万８,０００円の減額とな

り、事業合計で４４万２,０００円の減額。町内

会館振興費は、町内会館運営補助金の確定に伴い

２８万９,０００円の減額。 

 次に、２目文化振興費は、来年の１月２２日に

文化センターで開催が予定されている宝くじ文化

公演の開催に係る補正予算で、役務費は、新聞へ

の広告料と、その版下作製の手数料、合わせて２

８万６,０００円を追加。委託料は、機材搬入搬

出業務の委託料として３１万１,０００円を追加

し、事業合計で５９万７,０００円を追加。文化

講座事業費は、報償費として、今後開催予定のあ

る公民館講座及び地域セミナーの講師謝礼に１６

万９,０００円を追加。図書室管理費は、子ども

読書推進講座講師報償費として２万円を追加。備

品購入費は、図書室用の暖房器具の購入に８万

８,０００円を追加し、事業合計で１０万８,００

０円を追加。公民館管理費は、燃料高騰分に対応

する灯油代に８万５,０００円を追加。施設修繕

料は、峠下公民館の玄関ホール照明器具の修繕料

に１７万８,０００円を追加し、事業合計で２６

万３,０００円を追加。 

 次に、３目社会教育施設振興費は、文化セン

ター管理費として、燃料高騰分に対応する文化セ

ンターの重油代に１６１万３,０００円を追加。

施設修繕料は、今後の見込み分として３０万円、

委託料は、施設管理に係る各業務の不用額の減額

分として、合わせて１３９万９,０００円の減額

となり、事業合計で５１万４,０００円を追加。 

 ３１ページに移りまして、文化センター管理費

（臨時交付金事業）は、環境整備改修工事の不用

額１７万円の減額。大中山コモン管理費は、施設

の消耗品費として１８万５,０００円を追加。燃

料費は、燃料高騰分に対応する重油代に５２万

２,０００円、灯油代に７万円を追加。施設修繕

料は、廊下排煙窓等の修繕に２５万円を追加し、

事業合計で１０２万７,０００円を追加。大中山

コモン管理費（臨時交付金事業）は、環境整備改

修工事の不用額２９万７,０００円の減額。大沼

婦人会館管理費は、燃料高騰分に対応する灯油代

に１３万１,０００円を追加。大沼婦人会館管理

費（臨時交付金事業）は、環境整備改修工事の不

用額３万３,０００円の減額。 

 社会教育施設管理費は、本定例会において、議

案第４６号で議決をいただいた旧東大沼小学校を

利活用する目的で新設された東大沼会館に関連す

る補正が主な内容でございます。報償費は、東大

沼会館の施設維持管理に要する報償費として２万

８,０００円を追加。需用費は、各施設の消火器

及び東大沼会館の消耗品費で１８万９,０００

円。燃料費は、燃料高騰分に対応する灯油代に２

９万１,０００円。電気料は、東大沼会館の開設

後の利用分として６万円。上下水道料は、同じく

東大沼会館の開設後の利用分として９,０００

円。手数料は、東大沼会館の開設に当たり、飲料

水水質検査を実施するため１万５,０００円を追

加し、事業合計で５９万２,０００円を追加。 

 次に、４目文化財保護費は、歴史館管理費とし
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て、燃料高騰分に対応する重油代に４０万４,０

００円を追加。 

 ５項１目保健体育総務費は、スポーツ振興総務

費として、冬期間のスポーツイベントにおける大

会審判等の謝礼に６８万８,０００円を追加。ス

キー場施設使用料は、スキー教室の講師リフト利

用代として２万円を追加し、事業合計で７０万

８,０００円を追加。 

 ３３ページに移りまして、スポーツ合宿事業費

は、自動車借上料として、陸上合宿の終了に伴う

不用額４０万円の減額。体育施設公用車管理費

は、予算不足が見込まれる燃料費に２万６,００

０円を追加。体育施設管理費は、燃料高騰分に対

応する重油代に２５４万５,０００円、灯油代に

２９万円を追加。施設修繕料は、スポーツセン

ター等の施設修繕、トレーニングルームの機械器

具等の修繕に８５万９,０００円を追加。事業合

計で３６９万４,０００円を追加。 

 次に、２目学校給食費は、学校給食センター運

営費として、燃料高騰分に対応する重油代に８１

万２,０００円を追加。施設修繕料は、給食セン

ター内の施設設備等の修繕料として１４２万７,

０００円を追加。委託料は、各業務の入札執行残

等による不用額の減額として、合わせて２４１万

８,０００円の減額となり、事業合計で１７万９,

０００円の減額。 

 次に、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（臨時交付金事業）とし

て、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による

失職者等を対象に、緊急雇用対策として、当初５

名の採用を予定しておりましたが、２名の採用に

とどまり、決算見込みを踏まえて不用額を減額す

るもので、報酬は５８８万３,０００円、職員手

当等は９７万４,０００円、共済費は１３４万４,

０００円、旅費は３６万７,０００円の減額とな

り、事業合計で８５６万８,０００円の減額。 

 最後に、２目職員諸費は、職員研修費として、

新型コロナウイルス感染症の影響により、議員研

修視察等が中止となったことから、随行用の職員

旅費で６０万円の減額。使用料及び賃借料は、各

種の研修メニューを庁舎内のパソコンからウェブ

により受講できるシステムを活用し、コロナ禍に

おいても職員研修を充実させるため、ウェブ研修

システム使用料として６万６,０００円を追加

し、事業合計で５３万４,０００円の減額でござ

います。 

 続きまして、７ページの歳入にお戻り願いま

す。 

 １０款地方交付税１項１目地方交付税は、普通

交付税として、令和３年度の普通交付税決定額に

より、このたびの補正用財源として５,８００万

円を追加するものでございます。 

 １３款使用料及び手数料１項３目農林水産使用

料は、農業使用料として、収入額の確定に伴い、

町営牧場使用料で３４７万５,０００円の減額。 

 １４款国庫支出金１項１目民生費国庫負担金

は、社会福祉費負担金として、歳出における扶助

費の増額補正に伴い、障害者介護給付等負担金に

４,４２０万円、補装具費負担金に１０４万１,０

００円、障害児通所給付費等負担金に３,９８９

万７,０００円を追加。児童福祉費負担金は、児

童手当支給費の減額に合わせて５２５万３,００

０円の減額、子どものための教育・保育給付費負

担金は、子ども・子育て支援給付事業の委託料の

増額に伴い１,８９１万７,０００円を追加。 

 ２項１目総務費国庫補助金は、総務管理費補助

金として、大沼ネイチャーセンターにおけるサテ

ライトオフィスの開設が補助対象となったことか

ら、地方創生テレワーク交付金１３９万６,００

０円を追加。新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金は、国から示された追加交付分で

１,０３９万９,０００円を追加。 

 ２目民生費国庫補助金は、社会福祉費補助金と

して、令和３年度から事業化された重層的支援体

制整備交付金の増額分として４５万６,０００円

を追加。児童福祉費補助金は、放課後児童対策費

の増額に伴い、子ども・子育て支援交付金に１６

万円、児童手当制度改正実施円滑化事業補助金

は、歳出の電算管理費において計上しております

システム改修に係る補助金として４９万５,００

０円。子育て世帯への臨時特別給付事業費補助金

は、臨時特別給付金の経費の全額が補助対象とな

ることから、歳出と同額の２億３,４３２万２,０

００円を追加。 



－ 10 － 

 ４目土木費国庫補助金は、住宅費補助金とし

て、公営住宅の長寿命化事業に伴う社会資本整備

総合交付金として３,９６７万１,０００円を追

加。 

 ５目教育費国庫補助金は、教育総務費補助金と

して、新型コロナウイルス感染症予防対策とし

て、対象経費の２分の１の補助となる学校保健特

別対策事業費補助金に６５万円の追加。 

 ６目商工費国庫補助金は、観光費補助金とし

て、大沼函館雪と氷の祭典の開催負担金に係る２

分の１の補助となる地方創生推進交付金に４６４

万５,０００円を追加。 

 次に、１５款道支出金１項１目民生費道負担金

は、社会福祉費負担金として、歳出における扶助

費の増額補正に伴い、障害者介護給付費等負担金

に２,２１０万円、補装具費負担金に５２万円、

障害児通所給付費等負担金に１,９９４万８,００

０円を追加。後期高齢者医療保険基盤安定負担金

は、広域連合からの金額の確定通知により２９４

万６,０００円の減額。児童福祉費負担金は、児

童手当支給費の減額に合わせ９５万１,０００円

の減額。子どものための教育・保育給付費負担金

は、子ども・子育て支援給付事業の委託料の増額

に伴い、８３３万７,０００円を追加。 

 ９ページに移りまして、２項２目民生費道補助

金は、社会福祉費補助金として、重層的支援体制

整備交付金は、国庫補助金と同様に２２万８,０

００円を追加。児童福祉費補助金は、子ども・子

育て支援交付金として、国庫補助金と同額の１６

万円を追加。 

 １８款繰入金２項１目介護保険特別会計繰入金

は、補助対象事業である歳出の重層的支援体制整

備事業について、その財源である国庫補助金が制

度上、一度介護保険特別会計で収入された後、一

般会計に繰り入れる仕組みとなっていることか

ら、歳出の補助対象経費分２１８万５,０００円

を追加。 

 １９款繰越金１項１目繰越金は、前年度繰越金

として、歳出における償還金、利子及び割引料の

補正予算のうち、前年度に交付を受けた国庫出金

の確定により、精算返還金として計上した３項目

の合計額を繰越金から返還するため、９６万８,

０００円を追加。 

 ２０款諸収入５項４目雑入は、町営城岱牧場の

今期終了に伴い、収入額が確定したため、城岱牧

場放牧牛ダニ予防対策経費負担金は８５万３,０

００円の減額。同じく城岱牧場放牧牛飼料給餌費

負担金は３万８,０００円を追加。宝くじ文化公

演チケット売払収入は、１月開催の公演に伴う収

入見込額として５９万７,０００円を追加。支障

物件移転補償費は、歳出の光ケーブル等移設工事

負担金に係る特定財源として１１９万円を追加。

デジタル基盤改革支援補助金は、歳出の総合行政

情報システム改修委託料のうち、各種行政手続の

オンライン化事業についての２分の１の補助とし

て８９９万２,０００円を追加。 

 ２１款町債１項２目土木債は、道路橋梁債とし

て、町道単独改良整備事業債は、特定財源として

充当している地方債のうち、起債充当率及び交付

税算入率がより有利な起債の変更に認められたこ

とから、起債充当率のかさ上げ分として２１０万

円を追加。住宅債は、公営住宅の長寿命化に伴う

本町上台団地整備事業債として２,０８０万円、

同じく桜Ｂ団地整備事業債として１,８７０万円

を追加するものでございます。 

 最後に、３ページにお戻り願います。 

 第２表は、繰越明許費の補正でございます。 

 追加となるのは、２款総務費１項一般管理費、

総合行政情報システム改修事業として１,７９８

万３,０００円。８款土木費５項住宅費、本町上

台団地整備事業として４,２０７万８,０００円、

同じく桜Ｂ団地整備事業として３,７８６万５,０

００円を追加し、３事業の総額で９,７９２万６,

０００円を追加するものでございます。 

 続いて、第３表は、債務負担行為の補正でござ

います。 

 追加となるのは、定年延長制度導入支援業務委

託料で、国家公務員の定年延長に併せ町職員の定

年引上げに係る制度導入の支援業務委託料で、期

間を令和３年度から令和４年度までとし、限度額

を１７６万円。次に、さくら共同作業所指定管理

料は、令和３年度で現在の指定管理が終了するた

め、次年度からの指定管理料として、期間を令和

４年度から令和６年度までとし、限度額を１,０
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９５万９,０００円とするものでございます。 

 続いて、第４表地方債の補正でございます。 

 追加となるのは、本町上台団地整備事業で、限

度額を２,０８０万円に、桜Ｂ団地整備事業は、

限度額を１,８７０万円とするもので、起債の方

法、利率、償還の方法については、議案に記載の

とおりでございます。 

 次に、変更となるのは、町道単独改良整備事業

で、限度額を７,２３０万円から７,４４０万円に

変更するもので、起債の方法、利率、償還の方法

については、議案に記載のとおりでございます。 

 提案説明は以上でございます。よろしく御審議

を賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） ６点ほど確認したいとい

うか、教えてほしい点があるということで、よろ

しくお願いします。 

 まず、今回の補正の大きな目玉の一つとして、

燃料高騰に対応するものとして、トータルで１,

５７９万円ほど補正で増加されております。これ

について、算出方法というか、単価幾らで、前年

実績に掛けて何とかしたとか、そういうような算

出方法について、一つの例で構いませんので、こ

ういう形で統一して出しているということで、ガ

ソリンもあれば灯油もあり、重油もありというこ

となのですけれども、その辺の出し方を教えてい

ただければと思います。 

 それとあとは、一般の２１ページ、２２ページ

のところで、大沼ネイチャーセンターの管理費が

計上されておりまして、これの内容について、情

報提供のときもあったのですけれども、サテライ

トオフィスとかテレワークとかワーケーションス

ペースとか、この活用の仕方についてもう少し詳

しく教えていただきたいと思うのと。開設してか

らネイチャーセンターの活用状況というか利用状

況というのか、その辺のところももし把握してい

るのであれば教えていただきたいと思います。 

 それと、このワーケーションスペースを活用す

る場合に、条例上は、無料で提供できるとなって

いて、これをやっても料金を取るとか、そういう

ことはないのかどうかのところを教えていただけ

ればと思います。 

 それと、２３ページ、２４ページのところで、

大沼函館雪と氷の祭典負担金として９２９万円が

計上されております。令和２年度の予算を見ると

９２１万円になっていて、ちょっと増えているの

がありまして、その辺の理由の根拠について教え

ていただきたいのと。 

 当初予算で、コロナ禍で補正予算対応としてい

る行事、イベントの予算の中止状況というのです

か、１月以降、これからやるようなもの全てここ

で計上しているのか、やめたのか、その辺の状況

を教えていただければと思います。 

 ちなみに、ぱっと目についたものでいくと、な

なえチビッコ雪まつり補助金というのが以前は上

がっていたりしていたのですけれども、その辺の

状況について説明していただければと思います。 

 それと、３１ページ、３２ページで、これは内

容が分からなかったので教えていただきたいとい

うことで、スポーツ振興総務費の報償費の中で、

各種スポーツ大会審判等謝礼ということで６８万

８,０００円ほど上がっているのですけれども、

この内容について、先ほどちょっと説明を聞き漏

らしたかもしれないのですけれども、教えていた

だければと思います。 

 それと、３３ページ、３４ページの学校給食セ

ンター運営費の中で委託料が大幅に減額されてお

りまして、事業が終わったからというような、執

行残というようなニュアンスの説明があったので

すけれども、この時点で委託料、何項目かあるの

ですけれども、それが全部マイナスになっていて

大丈夫なのか、そこのところの確認を教えてくだ

さい。 

 それと、歳入の関係で、一般の７ページ、８

ページのところで、地方交付税で今回５,８００

万円ほど計上されております。９月の補正とし

て、普通地方交付税の残高として１億９,０００

万円ほどまだ使えるという、端数はあるのですけ

れども、今回５,８００万円ほど使っているの

で、まだ１億３,０００万円ぐらい利用可能だと

いうふうに考えていいのかどうか、今回よっこし

ているということでいいのかどうか、そこの予算
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のつくり方について教えていただきたい。 

 以上です。 

〇議長（木下 敏） 総務財政課長。燃料と今の

交付税と続けて答弁願います。 

〇総務財政課長（青山栄久雄） ただいまの質問

について、１点目と６点目についてお答えいたし

ます。 

 今回、燃料高騰分に対応して増額補正させてい

ただきましたが、今回、施設については２４か所

について増額補正させていただきました。令和３

年度時点で、当初予算を積算するために燃料の単

価を決めておりますけれども、この差が現在、直

近の単価と比べますと、灯油では２９円、Ａ重油

についても２９円、ガソリンについても３５円、

軽油についても３５円の開きがありましたので、

この部分の単価差について、今回上げさせていた

だきましたけれども、例としましては、庁舎管理

費のＡ重油につきましては、年間の数量が２万

６,０００リットル、これに掛ける単価差として

２９円、合計７５万４,０００円を追加させてい

ただきました。これら２４項目について、同様な

積算方法で計算しております。 

 続いて、６点目の歳入、地方交付税の状況でご

ざいます。地方交付税につきましては、今回の補

正予算において５,８００万円を追加し、現在３

３億５,８００万円の金額となっています。これ

に対して、地方交付税の決定額については３４億

９,１７１万８,０００円ですので、議員のおっ

しゃるとおり、今現在１億３,３７１万８,０００

円がまだ予算に計上されていない、留保している

財源となります。 

 以上でございます。 

〇議長（木下 敏） 環境生活課長。 

〇環境生活課長（磯場嘉和） それでは、私のほ

うからネイチャーセンターの関係について御説明

申し上げます。 

 まず、活用方法についてですが、コロナ感染症

の対策を施したサテライトオフィスを設置すると

いうことで、地方創生のテレワーク交付金、それ

から地方創成臨時交付金の対象となるということ

で、９月に御議決いただきました工事関係につい

ても、遡って補助対象とすることができるという

ことで、このたび予算のほうを計上させてもらっ

ているところでございます。 

 具体の活用というところになりますと、議員も

現場を見られたと思うのですけれども、入って左

側のガラス張りの部分のところがカウンターに

なっていまして、テーブルというかカウンターの

席があるものですから、そちらのほうを使ってサ

テライトオフィスという形で、ただ、椅子がない

ので、備品購入ということで、椅子を３脚ほど用

意しようと思っているところです。 

 また、現在の利用状況ということなのですけれ

ども、当初、１０月からすぐ利用ということで予

定していましたけれども、この交付金の対象にな

るというのが、補助申請、対象となるように申請

していまして、その決定が１１月の下旬にようや

くなったということで、９月に議決いただいた分

についても、その決定を受けてからでないと発注

できなかったものですから、今現在、１２月に

入って９月の分も今、発注をかけている最中とい

うことで、実際の移転だとかというのは２月ぐら

いになるのかということで予定しています。 

 最後に、施設の利用料についてですけれども、

こちらのほうは無料ということで考えておりま

す。 

 以上でございます。 

〇議長（木下 敏） 商工観光課長。 

〇商工観光課長（福川晃也） まず、大沼函館雪

と氷の祭典の負担金の関係なのですけれども、標

題にもございますとおり、七飯町のみならず函館

市等も参画しまして、それぞれが負担金を支出し

て開催している行事でございます。このたび若干

ですが、増額になった理由といたしましては、七

飯町の負担部分として、雪像等の製作費分も負担

金として上げております。こちらの労務単価が若

干上昇しているという関係で、こういった形で予

算を計上させていただいているということで、御

理解をいただきたいと思います。 

 また、当初、コロナ禍ということで、当初予算

に計上していなかったイベントのうちで、予算計

上状況ということで御質問いただいたと思うので

すけれども、議員の御質問の中にありましたとお

り、七飯町のチビッコ雪まつりの関係は、主催団
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体より、今回は中止ということでしたので、こち

らは予算計上していないという形になっておりま

す。現在、これ以降のイベント関係で留保してい

るものにつきましては、もう全て終了しておりま

すので、今回の大沼函館雪と氷の祭典の負担金で

今年度は終了ということになります。 

 以上でございます。 

〇議長（木下 敏） スポーツ振興課長。 

〇スポーツ振興課長（川崎 元） ３２ページの

各種スポーツ大会審判等謝礼ということの中身に

なりますけれども、これは二つございまして、一

つは、来年１月に開催予定の小学生のスキー教室

に係る講師への謝礼金ということになります。１

日３０人の先生がいて、３日間実施する予定でご

ざいます。それともう一つにつきましては、２月

に開催予定の小学生のフットサル大会、こちらに

係る審判への謝礼金ということになります。こち

らにつきましては、２日間お願いしまして、延べ

３５人分ということで、合計で６８万８,０００

円という）計上になっております。 

 以上でございます。 

〇議長（木下 敏） 教育次長。 

〇教育次長（扇田 誠） 学校給食センターの運

営費の委託料減額につきましては、４業務ござい

まして、それぞれ入札の執行残によるものでござ

います。 

 以上でございます。 

〇議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

〇１５番（若山雅行） 再質問させていただきま

すけれども、燃料関係の灯油については、単価が

幾らから幾らに計算されたのか、先ほどのはＡ重

油とかガソリンとかいろいろ言ったのですけれど

も、灯油の単価については、当初予算の額と今回

やった単価の数字、もう一度教えていただきたい

と思います。 

 それと、大沼ネイチャーセンターの関係でいき

ますと、そうするとまだ開設していないのです

ね。もう開いていて見学とか、いろいろ来て事業

を進めているのかと漠然と思っていたのですけれ

ども、まだやっていないということであれなので

すけれども、そうすると、サテライトオフィスを

つくって、これを利用する人はどういう人を想定

しているのかということと。 

 当初のいろいろな説明の中では、パンフレット

とか、そういうものは特につくらなくてもいいの

だということで、どのくらい費用かかるのだと、

ランニングコストをいろいろ質問している中では

なかったのですけれども、今回、印刷製本費とい

うことで、若干の金額ですけれども、上がってい

るのですけれども、これについて、ネイチャーセ

ンターの運営をこういうふうにやっていくのだ

と、このためにこういうのが必要なのだというと

ころで、もう一度説明をいただきたいと思いま

す。 

 それと、イベント関係だけではなくて、コロナ

ウイルス感染で補正予算計上予定事業一覧という

ことで、商工観光費の中では、ななえチビッコ雪

まつりが２月予定であって、あと、スキー学校開

催については今やるという形なのかと思います。

あと、成人式開催事業も１月に上がっていて、子

ども読書推進講座事業というのが２月に上がって

いたりしておりまして、この辺については、既に

予算計上済みなのか、その対応をどうするのかと

いうところを、関係部署はどこなのかはあれなの

ですけれども、教えていただければと思います。 

 以上、お願いします。 

〇議長（木下 敏） 総務財政課長。 

〇総務財政課長（青山栄久雄） 先ほど説明が抜

けておりましたけれども、灯油については、令和

３年度当初予算時の積算単価として７５円を示し

ておりました。今現在、令和３年１０月現在の単

価でこの補正予算に計上しておりますけれども、

１０４円になりまして、２９円の差額が発生して

おります。 

 以上でございます。 

〇議長（木下 敏） 環境生活課長。 

〇環境生活課長（磯場嘉和） ワーケーションと

いうことになるかと思うのですけれども、職場以

外の地域で休暇と仕事を兼ねて滞在するというよ

うな形で利用していただければと思っているとこ

ろでございます。それの情報発信ということで、

ウェブ版でも当然するのですけれども、紙媒体で

も今回ＰＲしていきたいということで、今回予算

計上させていただいているところです。 
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 以上でございます。 

〇議長（木下 敏） 生涯教育課長。 

〇生涯教育課長（竹内圭介） ただいま若山議員

のほうから、事業の実施状況の中で、成人式、子

ども読書推進講座についてお話がありましたけれ

ども、こちらにつきまして、成人式につきまして

は、９月の補正対応で予算計上しております。成

人式については実施予定ということでございま

す。子ども読書推進講座につきましては、今回の

補正で３０ページのほうに出ております。図書室

管理費のほうに、子ども読書推進講座の講師謝礼

ということで報償費２万円、今回計上させていた

だいております。２月の実施を予定しているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

〇議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

〇１５番（若山雅行） 灯油については、７５円

想定から１０４円、２９円上がったということ

で、これは非常に町の財政にも厳しい負担をかけ

ているということで、町民にも厳しいのかという

のを改めて感じましたけれども。 

 質問としては、ネイチャーセンターの運営とい

うか、ちょっとまだよく見えないのですけれど

も、観光に来た人が予約してオフィスを借りて、

そこでいろいろ発信するというのか、それとも大

学の先生とかなんとかをそこに呼んでいろいろあ

れするのかどうか、そこのところのイメージがよ

く分からないのですけれども、どういう方に利用

してもらって、通常の利用する人との、予約制と

か何とか言っていましたけれども、その辺の運営

の兼ね合いとかはどういうふうにやられていく予

定なのか。しかも無料でということなので、長時

間滞在してするのかということで、人を呼ぶとい

うことが主眼なのか、狙いというのはどういうと

ころなのかというのを最後にお願いします。 

〇議長（木下 敏） 環境生活課長。 

〇環境生活課長（磯場嘉和） 北海道でもワー

ケーション事業ということで、積極的に進めてい

るということで、道外、道内も含めて人を呼び込

みたいということで進めている事業でございま

す。 

 また、施設の中身としては、入ってすぐ左側の

ところがカウンターになっていますので、そちら

のほうをオフィスとして使って、奥のところが展

示ルームという形ですみ分けもできるのかなと。

ワーケーションとして使いたいという予約があれ

ば、そこは自由に使っていただく。展示について

も自由に見学できるということで、休暇と仕事を

兼ねて滞在してもらうようなイメージです。 

 以上です。 

〇議長（木下 敏） ほか、質疑ございません

か。 

 上野武彦議員。 

〇議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

〇９番（上野武彦） 一般の７、８ページなので

すけれども、総務の管理補助金、地方創生テレ

ワーク交付金と新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金、これが交付金として入ってき

ておりますけれども、これが具体的に財政の計画

が立てられていないのではないかというふうに思

いますけれども、その辺について、国の目的が、

どのような目的でこの交付金を交付しているの

か、それについてまずお伺いしたいなと。 

 それから、２点目なのですけれども、８ページ

の観光費補助金として、地方創生推進交付金４６

４万５,０００円、これが交付金として入ってき

ております。これについても、実際には今回の予

算に具体化されていないということになっており

ますけれども、国のこうした交付金のそれぞれの

目的がどうであって、今回すぐに予算化しなくて

もいいものであるのかどうか、その辺の目的と内

容について、まずお伺いします。 

〇議長（木下 敏） 暫時休憩いたします。 

午前１１時０１分 休憩 

───────────── 

午前１１時１２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５３号令和３年度七飯町一般会計補正予

算(第８号)の質疑を続けます。 

 上野武彦議員に対する答弁より入ります。 

 環境生活課長。 

〇環境生活課長（磯場嘉和） それでは、私のほ

うから地方創生テレワーク交付金について御説明
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申し上げます。 

 大沼ネイチャーセンターの整備に伴いまして、

ワーケーションスペースを設置する事業について

交付されるもので、具体の事業としては、９月に

補正しました無線ＬＡＮですとか照明器具の交換

ですとか、もろもろで１１６万７,０００円。こ

のたびの１２月の補正の１６２万５,０００円、

合わせて２７９万２,０００円、この２分の１が

国庫補助対象として１３９万６,０００円となっ

ているところでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（木下 敏） 政策推進課長。 

〇政策推進課長（中村雄司） 私のほうからは、

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金２,０３９万９,０００円についてでございます

が、この交付金につきましては、昨年度から実施

しておりますが、交付金の目的といたしまして

は、やはり新型コロナウイルスの感染予防対策と

いうところがまず一つ目となっております。そし

て経済対策となってございますので、広くコロナ

関係に関する事業に使用されるものとなってござ

いますので、御理解願います。 

 以上でございます。 

〇議長（木下 敏） 商工観光課長。 

〇商工観光課長（福川晃也） 私からは一般の８

ページ、観光費補助金の地方創生推進交付金につ

いて御説明をさせていただきたいと思います。 

 このたびの地方創生推進交付金の４６４万５,

０００円につきましては、同じく、このたび歳出

のほうに計上してございます大沼函館雪と氷の祭

典に関わる部分の財源として補正予算を計上させ

ていただきました。大沼函館雪と氷の祭典負担金

につきましては９２９万円ということで、この２

分の１の額ということで予算計上しているところ

でございます。こちらの地方創生推進交付金は、

従前にも補正予算計上させていただいております

が、函館七飯ゴンドラ、七飯スノーパークの山頂

にございます恋人の聖地、これに関連した全国１

８の市町村が共同して、おのおのの観光シティプ

ロモーション事業を推進していくということで、

交付される国庫補助金でございます。 

 以上でございます。 

〇議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

〇９番（上野武彦） 分かりましたけれども、新

型コロナの感染症対策地方創生臨時交付金２,０

３９万９,０００円という形で予算化されており

ますけれども、今お答えになったのは、国の目的

は、一般的なコロナ対策というような形でお答え

になったように思われますけれども、臨時交付金

として出されたということであれば、国のそれな

りのその時期の目的があっての交付というふうに

考えられるわけですので、その辺についてもう少

し、どうだったのか確認をしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

〇議長（木下 敏） 政策推進課長。 

〇政策推進課長（中村雄司） 追加の交付の経緯

でございますが、これまでも交付金につきまし

て、自治体ではちょっと不足しているということ

で中央のほうへ要望している流れの中で、国のほ

うでも考慮していただき、追加されたという内容

でございますので、大きくは、これまでのコロナ

の対応への交付ということに考えは変わりません

ので、引き続きこの財源を活用いたしまして、町

としても事業展開を進めていくものでございます

ので、御理解願います。 

 以上でございます。 

〇議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

〇９番（上野武彦） この２,０３９万９,０００

円に相当する予算化といいますか、具体的にどこ

に反映されているのかちょっと見当たりませんで

したので、今回の予算の中で、この財源を用いた

計画というのはどこになるのか、それについて

はっきりお願いします。 

〇議長（木下 敏） 政策推進課長。 

〇政策推進課長（中村雄司） まず、今回のコロ

ナの交付金につきましては、今までのトータルと

合わせまして事業費があって、町の持ち出し分と

いうのがありますが、これまでの事業費全てを入

れますと、充当といたしましては、８３.６％と

なります。薄まきに事業へ充当しておりますの

で、そういった事業に入れているというところで

ございます。 

 以上でございます。 

〇議長（木下 敏） ３回目と、上野武彦議員に
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申し上げますけれども、先般の全員協議会の中

で、コロナ関連の資料を多分もらっていますの

で、後でそこのところをもう一度確認してみてく

ださい。 

 上野議員。 

〇９番（上野武彦） 今回の補正予算に反映され

ているかどうか聞いているので、その辺について

は答えていただきたい。 

〇議長（木下 敏） まず、３回目だということ

と。先般の全員協議会の中でも私言いましたが、

今度は公式な会議ですので、本会議で、先ほど理

事者の答弁もちょっとまずい面もあったのですけ

れども、本来であれば１１月２４日の全員協議会

で詳しくそこの部分の説明、新規事業が４事業、

継続事業は６事業ということで資料も、新型コロ

ナウイルスワクチンの３次充当額の進捗状況、ま

たは補正に関することということで出ていますの

で、それを参照してください。 

 ３回目ですので、３回目は３回目ということ

で、これで打ち切ります。 

 それでは、ほか、質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（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） 

〇議長（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５３号令和３年度七飯町一般会計補正予

算(第８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） 

〇議長（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５４号 令和３年度七飯町国民健 

康保険特別会計補正予算（第２号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第４ 議案第５４号令

和３年度七飯町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 住民課長。 

○住民課長（清野真里） それでは、議案第５４

号令和３年度七飯町国民健康保険特別会計補正予

算（第２号）について提案説明申し上げます。 

 このたびの補正予算は、既定予算の総額に歳入

歳出それぞれ９,３４４万８,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ３４億４,２７１

万円とするものでございます。 

 今回の補正の主な内容は、本年度支出見込みに

よる増や交付金の精算返還金等による増減及び基

金積立てに伴う増額等を計上するものでございま

す。 

 それでは、国保７ページの歳出から御説明申し

上げます。 

 １款総務費４項２目収納率向上特別対策事業費

は、公用車燃料単価上昇により、燃料費２万１,

０００円の追加。 

 ２款保険給付費２項１目高額療養費は、決算見

込みにより、高額療養費１,１４５万８,０００円

の追加。 

 ４項１目出産育児一時金は、対象件数増によ

り、出産育児一時金８４万円の追加。 

 ３款国民健康保険事業費納付金１項１目一般被

保険者医療費給付費分は、保険給付費負担金分増

により５６万円の追加。 

 ８款諸支出金１項３目その他償還金は、前年度

交付金の精算等による返還分として７９３万円の

追加及び新型コロナウイルス感染症に係る国保税

減免による道費、災害等臨時特別補助金の返還年

度変更により１１６万円の減額、合わせて国庫支

出金等返還金６７７万円の追加。 

 ９款基金積立金１項１目基金積立金、基金運用

に伴う国民健康保険財政調整基金積立金７,３７

９万９,０００円の追加でございます。 

 次に、国保５ページの歳入に戻っていただきま

して、３款道支出金１項１目保険給付費等交付

金、保険給付費増により、普通交付金１,２２９

万８,０００円の追加。国保公用車管理費、燃料

費増により、道繰入金２万１,０００円の追加。

合わせて１,２３１万９,０００円の追加。 

 ４款財産収入１項１目利子及び配当金、基金運

用に伴う財政調整基金運用利子２,０００円の追
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加でございます。 

 ５款繰入金１項１目一般会計繰入金、出産育児

一時金増により５６万円の追加。 

 ６款繰越金１項１目繰越金、前年度繰越金とし

て８,０５６万７,０００円の追加。 

 提案説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） ８ページの国民健康保険の

積立金が７,３７９万９,０００円となったという

ことで、これまで赤字会計であった国保会計が改

善されてきているということが示されております

が、これまでの積立金はこれだけなのか、さらに

幾つかあって、幾らになったのか、その辺につい

てちょっとお聞きします。 

〇議長（木下 敏） 住民課長。 

〇住民課長（清野真里） 積立金に関してであり

ますけれども、今現状の積立金を計上しておりま

すが、今の積立金がこの額という形になってござ

います。 

 積立金に関しましては、今回、前年分を積み立

てて、今まで積立てはしておりませんけれども、

今回はこの額を積立てしております。 

 以上でございます。 

〇議長（木下 敏） ほか、質疑ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（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） 

〇議長（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５４号令和３年度七飯町国民健康保険特

別会計補正予算(第２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） 

〇議長（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５ 

  議案第５５号 令和３年度七飯町後期高 

齢者医療特別会計補正予算(第２号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第５ 議案第５５号令

和３年度七飯町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 住民課長。 

○住民課長（清野真里） それでは、議案第５５

号令和３年度七飯町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第２号）について提案説明申し上げます。 

 このたびの補正予算は、既定予算の総額に歳入

歳出それぞれ５０６万６,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ４億４,９３４万９,

０００円とするものでございます。 

 今回の補正の内容は、本年度の後期高齢者医療

広域連合納付金において、事務費負担金と保険基

盤安定負担金の確定による減額及び決算見込みに

よる増額を計上するものです。 

 それでは、後医７ページの歳出から御説明申し

上げます。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金１項１目後

期高齢者医療広域連合納付金は、本年度負担額の

確定により、事務費負担金を１４０万６,０００

円の減額、保険基盤安定負担金を３９２万９,０

００円の減額、合わせて５３３万５,０００円を

減額。 

 ３款諸支出金１項１目保険料還付金が決算見込

みにより、過年度還付金を２６万９,０００円と

するものでございます。 

 次に、後医５ページの歳入に戻っていただきま

す。 

 ２款繰入金１項１目事務費繰入金は、後期高齢

者医療事務費繰入金を歳出同額の１４０万６,０

００円の減額。 

 ２目保険基盤安定繰入金も歳出と同額の３９２

万９,０００円の減額。 

 ４款諸支出金２項１目保険料還付金、決算見込

みにより、歳出同額の２６万９,０００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。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 
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○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５５号令和３年度七飯町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２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６ 

  議案第５６号 令和３年度七飯町介護保 

険特別会計補正予算(第２号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第６ 議案第５６号令

和３年度七飯町介護保険特別会計補正予算（第２

号）を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） それでは、議案第５６

号令和３年度七飯町介護保険特別会計補正予算

（第２号）について御説明申し上げます。 

 このたびの補正は、既定予算の総額に歳入歳出

それぞれ１億１,６８０万円を追加し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ２９億６,３９１万３,００

０円とするものでございます。 

 このたびの補正の主な内容は、介護保険サービ

スの各種利用者の増減に伴う保険給付費の追加及

び保険者機能強化推進交付金、歳入増による一般

会計繰入金の追加補正でございます。 

 それでは、介保７ページの歳出より説明いたし

ます。 

 ２款保険給付費１項１目介護サービス等諸費に

ついてでございますが、施設介護サービス給付費

は、当初、年間延べ利用人数を３,０２０名と算

定していたところ５名減の３,０１５名と減少が

見込まれ、１５０万円減額となりますが、居宅介

護サービス給付費は１万６,７０５名から１,３７

０名増の１万８,０７５名となり、３８０万円の

追加。地域密着型介護サービス費は２,９００名

から１４０名増の３,０４０名で６,０５０万円の

追加。福祉用具購入費は９５名から１５名増の１

１０名で１００万円の追加。居宅介護住宅改修費

は８０名から３０名増の１１０名で１１０万円の

追加。居宅介護サービス計画給付費は８,２００

名から１,３７０名増の９,５７０名で８５０万円

の追加となり、負担金、補助及び交付金に総額１

億７６０万円の追加でございます。 

 ２項介護予防サービス等諸費２目介護予防サー

ビス給付費について、介護予防福祉用具購入費

は、当初４０名から２名減の３８名で４０万円減

額。介護予防住宅改修費は６９名から３０名減の

３９名で２２０万円の減額となりますが、介護予

防サービス給付費は２,９１３名から２７５名増

の３,１８８名で５４０万円の追加。介護予防

サービス計画費は２,３２６名から１５０名増の

２,４７６名で１００万円の追加となり、負担

金、補助及び交付金に総額３９４万円の追加。 

 ４項高額サービス等費１項高額介護サービス費

は５,９００名から２６０名増の６,１６０名で、

負担金、補助及び交付金３３０万円の追加。 

 ３款地域支援事業費１項１目介護予防・生活支

援サービス事業費は、需用費の歳入に保険者努力

支援交付金を充てるための財源更正でございま

す。 

 ２目一般介護予防事業費は、ボランティアポイ

ント事業が重層的体制整備事業の対象事業とな

り、予算計上を一般会計３款民生費、重層的体制

整備事業費への移行に伴い、委託料５５万円の減

額。 

 ７款諸支出金１項１目第１号被保険者保険料還

付金は、当初予算計上を超える見込みであること

から、償還金、利子及び割引料３２万５,０００

円の追加。 

 次のページでございます２項１目繰出金、国庫

補助金増額及び介護予防サービス計画費、委託料

の増額、また、ボランティアポイント委託料の一

般会計への移行により、一般会計繰出金２１８万

５,０００円の追加でございます。 
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 次に、介保５ページに戻っていただき、歳入で

ございます。 

 ３款国庫支出金１項１目介護給付費負担金は、

給付費増額により、現年分として２,２７０万１,

０００円の追加。 

 ２項国庫補助金１目調整交付金は、給付費増額

により、現年度調整交付金として６７７万６,０

００円の追加。 

 ２目地域支援事業支援交付金は、ボランティア

ポイント事業移行に伴い、介護予防事業交付金１

３万８,０００円の減額。 

 ４目保険者機能強化推進交付金は１７２万円の

追加。 

 ５目保険者努力支援交付金は２５７万円の追

加。 

 ４款支払基金交付金１項１目介護給付費交付金

は、給付費増額により、現年分として３,１００

万７,０００円の追加。 

 ５款道支出金１項１目介護給付費負担金は、給

付費増により、現年分として１,４６２万４,００

０円の追加 

 ２項道支出金１項地域支援事業支援交付金は、

ボランティアポイント事業移行に伴い、介護予防

事業交付金６万９,０００円の減額。 

 ７款繰入金１項１目介護給付費繰入金は、給付

費増額により、現年分として１,４３５万７,００

０円の追加。 

 ２目地域支援事業繰入金は、ボランティアポイ

ント事業移行に伴い、介護予防事業交付金６万

９,０００円の減額。 

 ２項基金繰入金１目介護保険財政調整基金繰入

金は、介護保険財政調整基金繰入金として２,３

３２万１,０００円の追加でございます。 

 以上、簡単でございますが、提案説明とさせて

いただきます。御審議のほどよろしくお願いしま

す。 

〇議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（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） 

〇議長（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５６号令和３年度七飯町介護保険特別会

計補正予算(第２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） 

〇議長（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７ 

  議案第５７号 令和３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７ 議案第５７号令

和３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

５７号令和３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、今年度の人事異動等に伴う水道

事業所属職員の人件費の追加補正、また、水道料

金支払いに係る口座引き落としなどの件数の増加

に伴い、手数料が不足する見込みによる追加補正

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３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３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、

第１款水道事業費用で２５０万円を追加し、４億

６,２００万円とし、うち第１項営業費用で、同

じく２５０万円を追加し、４億１,９５６万９,０

００円とするものでございます。 

 第３条は、予算第９条に定めた、議会の議決を

経なければ流用することのできない経費につい

て、職員給与費を２１５万１,０００円追加し、

４,４５３万３,０００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。 
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 ３ページ目をお開き願います。 

 １款１項４目業務費は３４万９,０００円の追

加で、内訳は、手数料で口座振替手数料、コンビ

ニ収納取扱手数料、クレジット収納取扱手数料の

取扱件数増加の見込みのための追加。 

 次に、６目職員給与費は２１５万１,０００円

の追加で、内訳は、職員の人事異動に伴い、給与

８２万１,０００円、手当７７万９,０００円、法

定福利費５５万１,０００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。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５７号令和３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。 

  ─────────────────── 

 日程第８ 

  議案第５８号 令和３年度七飯町下水道 

事業会計補正予算（第２号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第８ 議案第５８号令

和３年度七飯町下水道事業会計補正予算（第２

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

５８号令和３年度七飯町下水道事業会計補正予算

（第２号）について提案説明申し上げます。 

 今回の補正は、先ほどの水道事業会計同様、今

年度の人事異動等に伴う下水道事業所属職員の人

件費の追加補正、また、下水道使用料支払いに係

る口座引き落とし等件数の増加に伴い、手数料が

不足する見込みによる追加補正が主な内容でござ

います。 

 議案となりますが、第１条は、令和３年度七飯

町下水道事業会計補正予算（第２号）を次のとお

りとする総則でございます。 

 第２条は、令和３年度下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、第１款下水道事業費用で１００万円を追加

し、７億２,５５０万円とし、うち第１項営業費

用で同じく１００万円を追加し、６億５,６０２

万円とするものでございます。 

 第３条は、予算第９条に定めた議会の議決を経

なければ流用することのできない経費について、

職員給与費を６８万７,０００円追加し、２,７８

８万７,０００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。 

 ３ページ目をお開き願います。 

 １款１項４目業務費は３１万３,０００円の追

加で、内訳は、手数料で口座振替手数料、コンビ

ニ収納取扱手数料、クレジット収納取扱手数料の

取扱件数増加の見込みのための追加。 

 次に、６目職員給与費は６８万７,０００円の

追加で、内訳は、職員の人事異動に伴い、給与１

７万円、手当４８万２,０００円、法定福利費は

３万５,０００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。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５８号令和３年度七飯町下水道事業会計

補正予算（第２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。 
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 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ─────────────────── 

 日程第９ 

  議会運営委員の辞任 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第９ 議会運営委員の

辞任を議題といたします。 

 地方自治法第１１７条の規定により、川村主税

議員は除籍となります。 

(１３番川村主税議員 除籍) 

○議長（木下 敏） １２月７日、川村主税議員

から、会派の構成の変更により議会運営委員を辞

任したいとの申出があります。 

 お諮りいたします。 

 本件申出のとおり辞任を許可することに御異議

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、川村主税議員の議会運営委員の辞任を

許可することに決定いたしました。 

 川村主税議員の除籍を解きます。 

(１３番川村主税議員 除籍解除) 

  ─────────────────── 

 日程第１０ 

  議会運営委員の選任 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１０ 議会運営委員

の選任を行います。 

 議会運営委員については、委員会条例第６条第

４項の規定では、議長が会議に諮って指名するこ

ととなっております。 

 なお、今回の選任は、会派の構成の変更による

ものであります。 

 お諮りいたします。 

 議会運営委員に川村主税議員を指名したいと思

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、ただいま指名しました川村主税議員を

議会運営委員に選任することに決定いたしまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１１ 

  発議案第１３号 地球温暖化・海水温上    

昇に伴う水産漁業被害の解明と支援策を    

求める意見書 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１１ 発議案第１３

号地球温暖化・海水温上昇に伴う水産漁業被害の

解明と支援策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。 

 畑中静一議員。 

○７番（畑中静一） それでは、朗読して御提案

申し上げます。 

 発議案第１３号地球温暖化・海水温上昇に伴う

水産漁業被害の解明と支援策を求める意見書。 

 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、別紙のとおり提出します。 

 令和３年１２月７日。 

 七飯町議会議長、木下敏様。 

 提出者、七飯町議会議員、畑中静一。 

 賛成者、七飯町議会議員、稲垣明美。七飯町議

会議員、川村主税。七飯町議会議員、川上弘一。

七飯町議会議員、神﨑和枝。七飯町議会議員、田

村敏郎。 

 地球温暖化・海水温上昇に伴う水産漁業被害の

解明と支援策を求める意見書。 

 北海道内では、定期的に実施されている海洋観

測モニタリングのデータや、ブリ、マンボウなど

の南洋系魚種の回遊が多く見られていることから

も、海水温の上昇が漁業に大きく影響を及ぼして

いるものと推測され、地球温暖化・海水温上昇の

原因の究明が急務となっている。毎年、その被害

状況は増しており、サケ・サンマ等が減少し長期

的には、昆布の水揚げも激減してきている。 

 北海道を代表する秋サケも不漁に悩まされ続け

ている状況は、直接的に打撃を受けている漁業従

事者のみならず、関連する水産加工業者への影響

も含め、地域経済に大きなダメージを与え地域の

活力をそぎ、地域の衰退を招きかねない。 

 このことは、新型コロナウイルス感染症対策に

よる飲食店での消費減退に伴う魚価安が、さらに

水産漁業者の不安を増幅させている。また、今年
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９月以降赤潮が発生し、ウニや秋サケ、ブリ、ツ

ブ、シシャモなどに被害が及び、大きな経済的損

失を被るとともに、来年以降の漁に大きな不安を

生じさせている。 

 よって、国においては、次の措置を早急に講ず

るよう強く要望する。 

 記。 

 １、カーボンニュートラルの実現を着実に行う

こと。 

 ２、海水温上昇に伴う水産漁業者等の被害の実

態調査を行うこと。 

 ３、被害対策の策定と支援を行うこと。 

 ４、長期的な水産振興策の策定と支援を行うこ

と。 

 ５、赤潮発生による被害対策と漁業支援及び地

域支援を行うこと。 

 ６、コロナ禍において、飲食店自主規制により

魚価安のダメージを受けている水産漁業関連、地

域経済に対し、緊急の経済支援を行うこと。 

 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。内閣官房長官殿、財務大臣殿、総務大

臣殿、農林水産大臣殿、国土交通大臣殿、厚生労

働大臣殿、環境大臣殿。 

 以上でございます。よろしく御審議のほどお願

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１３号地球温暖化・海水温上昇に伴う

水産漁業被害の解明と支援策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１２ 

  発議案第１４号 適格請求書等保存方式    

(インボイス制度)の導入中止を求める意 

  見書 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１２ 発議案第１４

号適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入

中止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、読み上げまして

提案させていただきます。 

 発議案第１４号適格請求書等保存方式(インボ

イス制度)の導入中止を求める意見書。 

 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、別紙のとおり提出します。 

 令和３年１２月７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、若山雅行。七飯町議

会議員、坂本繁。七飯町議会議員、平松俊一。七

飯町議会議員、中島勝也。 

 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入

中止を求める意見書。 

 新型コロナウイルス感染拡大の収束が見えない

中、国民生活、経済活動は甚大な被害を受け、深

刻な状況が続いている。 

 このような経済状況の下、２０２３年１０月か

らの適格請求書等保存方式(インボイス制度)の実

施に向け、本年１０月１日からインボイス発行事

業者の登録申請が始まっております。 

 軽減税率導入で消費税制度が複雑化し、さらに

インボイス制度の導入は、軽減税率対象品目を扱

う事業者を初め、全ての事業者に事務負担の増加

を強いるとともに、５００万を超える免税事業者

が取引から排除されるおそれがある。 

 また、中小、零細事業者、個人事業者にとって

仕入や経費に含まれる消費税を価格に転嫁するこ

とは困難な状況であり、特に、消費税導入時か

ら、企業の余剰経費削減とともに消費税納付負担
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軽減のために確立された、国内産業における「下

請け」構造では、下請け事業者が、単価引き下げ

競争に加え、さらなる税負担を強いられ、利益の

減少や元請け事業者との取引停止により、廃業に

追い込まれる。インボイス制度の導入は地域経済

の衰退に拍車をかけるおそれがある。 

 さらに多くの中小業者団体や日本税理士会連合

会などがインボイス制度導入中止や見直し、延期

を求めている。 

 よって、政府及び国会に対しインボイス制度の

導入中止を強く求める。 

 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、法務大臣殿。 

 以上であります。 

○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。 

 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１４号適格請求書等保存方式(インボ

イス制度)の導入中止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１３ 

閉会中の継続調査の申出について 

────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１３ 閉会中の継続

審査の申出についてを議題といたします。 

 お手元に配付のとおり、総務財政常任委員長と

経済産業常任委員長から、目下委員会で調査中の

特定の案件について調査が不十分で終了していな

いため、会議規則第７４条の規定により、継続審

査の申出があります。 

 お諮りいたします。 

 委員長申出のとおり、これを許可することに御

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、委員長申出のとおり、閉会中の継続審

査を許可することに決定いたしました。 

  ─────────────────── 

 日程第１４ 

閉会中の委員会活動の承認について 

────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１３ 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、民生文教常任委員会及

び議会運営委員会から、特定の案件について、閉

会中も委員会活動を行いたい旨の申出がありま

す。 

 お諮りいたします。 

 各委員会申出のとおり、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、各委員会の申出のとおり、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４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。 

午前１１時５９分 閉会 
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