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午前九時〇〇分開会

午前九時〇〇分開議

○議長（谷重幸君） おはようございます。ただいまの出席議員数は１０人です。定足数

に達していますので、令和３年美浜町議会第４回定例会を開会します。

これから本日の会議を開きます。

本日の日程は、お手元に配付のとおりです。

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員に、会議規則第１２６条の規定によって、４番 北村議員、５番 龍神

議員を指名します。

日程第２ 会期決定の件を議題にします。

事務局長から別紙会期予定表を説明します。

○事務局長（井田時夫君） 説明します。

令和３年美浜町議会第４回定例会会期予定表。

１２月１４日火曜日、本会議

１番、会議録署名議員の指名

２番、会期の決定

３番、諸報告

４番、全議案の提案理由説明

散会後、全員協議会、各常任委員会を開きます。

１５日水曜日、本会議、一般質問

１６日木曜日、本会議、一般質問、議案審議

１７日金曜日、本会議、議案審議

以上です。

○議長（谷重幸君） お諮りします。

本定例会の会期は、事務局長説明のとおり、本日から１２月１７日までの４日間にした

いと思います。

ご異議ありませんか。

○議員 「異議なし」

○議長（谷重幸君） 異議なしと認めます。

したがって、会期は本日から１２月１７日までの４日間に決定しました。

日程第３ 諸報告を行います。

本定例会に提出された議案はお手元に配付していますが、事務局長から報告します。

○事務局長（井田時夫君） 報告します。

報告第１号 専決処分事項の報告（令和３年度美浜町一般会計補正予算（第４号））に

ついて

議案第１号 機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
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議案第２号 押印見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

議案第３号 美浜町教育施設整備基金条例の制定について

議案第４号 美浜町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例の制定について

議案第５号 美浜町下水道事業の設置等に関する条例の制定について

議案第６号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例について

議案第７号 美浜町税条例の一部を改正する条例について

議案第８号 美浜町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

議案第９号 美浜町国民健康保険条例の一部を改正する条例について

議案第１０号 美浜町煙樹海岸キャンプ場の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例について

議案第１１号 工事請負契約の変更について

議案第１２号 令和３年度美浜町一般会計補正予算（第５号）について

議案第１３号 令和３年度美浜町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について

議案第１４号 令和３年度美浜町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につい

て

議案第１５号 令和３年度美浜町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）について

議案第１６号 令和３年度美浜町介護保険特別会計補正予算（第２号）について

議案第１７号 令和３年度美浜町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について

議案第１８号 令和３年度美浜町水道事業会計補正予算（第１号）について

以上です。

○議長（谷重幸君） 町長提出議案は以上です。

次に、監査委員から例月出納検査及び第１回随時監査結果について文書報告を受けてい

ます。お手元に配付のとおりです。

次に、議員派遣の件についての派遣結果の報告については、お手元に配付のとおりです。

次に、地方自治法第１２１条の規定によって、本定例会に説明員として出席通知のあり

ました者の職、氏名を一覧表としてお手元に配付しています。

これで、諸報告を終わります。

日程第４ 全議案の提案理由説明を求めます。町長。

○町長（籔内美和子君） おはようございます。

令和３年美浜町議会第４回定例会に提案いたしました報告１件、議案１８件について、

提案理由を申し上げます。

報告第１号は、専決処分事項の報告（令和３年度美浜町一般会計補正予算（第４号））

についてでございます。

本専決処分事項については、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ４７，２６３千円を

追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を３８億７０，００３千円とするものでございます。
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補正の内容でございますが、国のコロナ克服・新時代開拓のための経済対策において、

ゼロ歳から高校３年生までの子供１人につき５０千円を支給する子育て世帯等臨時特別支

援事業の補正でございます。今回の補正につきましては、１１月２６日の閣議によりまし

て新型コロナウイルス感染症対策予備費が措置され、年内に支給を開始するとされたこと

に伴い、早急に対応する必要があることから、令和３年１１月３０日付で専決処分させて

いただきましたので、地方自治法第１７９条第３項の規定により議会に報告し、ご承認を

お願いするものでございます。

議案第１号は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてでございま

す。

機構改革についてでございますが、住民の皆様が求められているサービスを継続して提

供していくため、時代のニーズに合った機構改革を検討してきたところでございます。

まず、課の名称についてでございますが、総務政策課を総務課、防災企画課を防災まち

づくりみらい課、健康推進課を子育て健康推進課、福祉保険課をかがやく長寿課、産業建

設課を農林水産建設課に改正いたします。また、各課の業務の効率化や住民の皆様の利便

性等の観点から、各課の代表的な分掌事務につきましても改正してございます。

議案第２号は、押印見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてでござい

ます。

本条例の制定につきましては、押印等の見直しに係る法改正に伴い、関係条例の一部を

改正するものでございます。

法改正の目的は、行政手続における書面規制、押印、対面規制の見直しを行うことは、

新型コロナウイルス感染症の蔓延防止のみならず、業務そのものの見直しや効率化が図ら

れ、行政サービスの効率的・効果的な提供にも資することが目的でございます。

議案第３号は、美浜町教育施設整備基金条例の制定についてでございます。

本条例の制定につきましては、地方自治法第２４１条第１項の規定に基づき、美浜町教

育施設整備事業の財源に充てるため、新たに条例を制定するもので、同法第９６条第１項

第１号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。

議案第４号は、美浜町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例の制定につい

てでございます。

学校給食については、現在、その調理・配送業務を民間会社に外部委託して実施してき

ているところであり、条例に規定している学校給食を供する施設としての美浜町立学校給

食センターは、既に事実上存在していないと判断し、新たに条例を制定するとともに、給

食センターに関する条例を廃止するものでございます。

議案第５号は、美浜町下水道事業の設置等に関する条例の制定についてでございます。

この条例は、美浜町下水道事業を設置し、地方公営企業法に伴う財務規定等を適用する

ために制定するもので、事業の目的、財務規定等の適用、経営の基本などについて定める

ものでございます。
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議案第６号は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例についてでございます。

さきの第２回定例会におきましては、美浜町消防団条例の一部を改正する条例について

の議案審議の中で、消防庁からの通知による消防団員の報酬等の処遇改善等について、担

当課において把握ができていなく、担当課長は今のところ考えてございませんと答弁いた

しましたが、私からは、消防団の幹部の方と関係課で協議をしていきたいと答弁したとこ

ろでございます。このことによりまして、消防団員の年俸報酬と出動報酬、水火災・地震

等について関係課と協議を重ね、消防団幹部の方々に説明を行い、同意を得たところでご

ざいます。

また、特別職報酬等審議会へ諮問を行い、答申においては、消防団員の処遇の改善を図

るための今回の改正は適当であるとの答申をいただきましたので、消防団員の年俸報酬、

消防団・水防団出動報酬、水火災・地震等について改正するものでございます。

議案第７号は、美浜町税条例の一部を改正する条例についてでございます。

今回の改正は、固定資産税第３期分の納期を、納期限と閉庁日の重複を避けるため、国

の基準に合わせて１２月１日から同月２５日までに改正するものでございます。

議案第８号は、美浜町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでございます。

今回の改正は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改

正する法律の施行に伴う、関係政令の整備等に関する政令が令和３年９月１０日に公布さ

れたことによる改定並びに資産割の廃止及び普通徴収の納期の改定を行うため、本条例の

一部を改正するものでございます。

議案第９号は、美浜町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてでございます。

今回の改正は、健康保険法施行令等の一部を改正する政令が令和３年８月４日に公布さ

れたことに伴い、国民健康保険における出産育児一時金について、４０４千円を４０８千

円に改正するものでございます。

議案第１０号は、美浜町煙樹海岸キャンプ場の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例についてでございます。

今回の改正は、美浜町煙樹海岸キャンプ場の管理及び運営において、地方自治法第２４４

条の２第３項の規定により、指定管理者に管理等を行わせることができるよう、本条例の

一部を改正するものでございます。

議案第１１号は、工事請負契約の変更についてでございます。

さきの第２回臨時会において議決をいただきました上田井地区内での津波避難施設の高

台建設工事について、土砂仮置場所から建設現場まで盛土材料の積込み運搬工１，５５０

㎥の追加が主たる内容でございます。契約金額を増額いたしたく、地方自治法第９６条第

１項第５号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。

議案第１２号は、令和３年度美浜町一般会計補正予算（第５号）についてでございます。

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億２４，８８２千円を追加し、
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補正後の歳入歳出予算の総額を３９億９４，８８５千円とするものでございます。

まず３ページ、第２表、地方債補正の追加は、松洋中学校屋内運動場空調設備設置工事

実施設計業務によるものでございます。

それでは、歳入からご説明申し上げます。

８ページ、地方交付税、普通交付税は、財源調整によるものでございます。

分担金及び負担金、分担金、農林水産業費分担金、農業費分担金、町単独事業受益者負

担金（農地費）は、和田川の樋門修繕に伴う日高町の負担金でございます。

国庫支出金、国庫負担金、民生費国庫負担金、社会福祉費負担金は、障害児施設措置費

（給付費等）負担金、障害者自立支援給付費等負担金の追加は、実績見込みによるもの、

国民健康保険保険基盤安定負担金の減額は、確定によるものでございます。

国庫補助金、民生費国庫補助金、社会福祉費補助金、地域生活支援事業費補助金は、実

績見込みによる追加、児童福祉費補助金、子ども・子育て支援事業費補助金は、児童手当

システム改修の補助金でございます。

衛生費国庫補助金、清掃費補助金、浄化槽設置整備事業費補助金は、確定によるもので

ございます。

疾病予防対策事業費等補助金、感染症予防事業費等補助金は、健診情報連携システム整

備事業等に伴う電算処理委託料の補助金でございます。

１０ページ、保健衛生費補助金、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助

金は、３回目のワクチン接種に伴う補助金でございます。

県支出金、県負担金、民生費県負担金、社会福祉費負担金は、国民健康保険保険基盤安

定負担金、後期高齢者医療保険基盤安定負担金の減額は、確定によるもの、障害児施設措

置費（給付費等）負担金、障害者自立支援給付費等負担金は、追加でございます。

県補助金、民生費県補助金、社会福祉費補助金は、地域生活支援事業費補助金の追加、

衛生費県補助金、清掃費補助金、浄化槽設置整備事業費補助金は減額でございます。

財産収入、財産運用収入、利子及び配当金は、各基金の利子の追加でございます。

１２ページ、繰入金、特別会計繰入金、後期高齢者医療特別会計は、過年度の療養給付

費負担金の精算によるものでございます。

繰入金、基金繰入金、財政調整基金繰入金は、美浜町教育施設整備基金へ積み立てるも

のでございます。

町債、教育債、緊急防災・減災事業債は、松洋中学校屋内運動場空調設備設置工事実施

設計業務の追加でございます。

次に、歳出について申し上げます。

１４ページ、議会費は、議員期末手当の減額、人事院勧告等によるものでございます。

総務費、総務管理費、一般管理費は、特別職期末手当の減額、人事院勧告、共済組合の

追加費用の確定等によるもの、委託料、庁舎内システム機器等移設作業委託、備品購入費

の追加は、機構改革に伴う費用でございます。
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財産管理費、需用費、修繕費は、機構改革に伴う費用と、台風１４号による突風により

吉原西集会場、新浜共同炊事場が被害を受け、多額の費用を要したため、補塡するもので

ございます。

電子計算費、委託料、入退室管理システム及び監視カメラ更新業務は、平成２３年１月

より稼働していた電算室の現行システム機器が故障したことによるものでございます。

財政調整基金費、積立金は、利子の積立金でございます。

１６ページ、徴税費、税務総務費の減額、戸籍住民基本台帳費の減額、民生費、社会福

祉費、社会福祉総務費の減額は、人事院勧告等による人件費の補正、国民健康保険特別会

計への繰出金の減額でございます。

１８ページ、国民年金費の減額、老人福祉費の減額は、人件費の補正と各特別会計への

繰出金の減額でございます。

心身障害者福祉費は、人事院勧告等によるもの、扶助費では、日常生活用具給付事業、

障害介護給付費、障害児給付費の追加は、実績見込みによるもの、地域包括支援センター

運営費は、人事院勧告等による人件費の補正でございます。

児童福祉費、児童福祉総務費、委託料は、児童手当法の改正に伴う児童手当システム改

修でございます。

２０ページ、児童措置費の追加、衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費の減額は、職員

の育休、人事院勧告等によるものでございます。

予防費は、３回目の新型コロナワクチン接種に伴う各科目の追加と健診情報連携システ

ム整備事業等に伴う補正でございます。

墓地基金費、積立金は、利子の積立金でございます。

２２ページ、清掃費、し尿処理費、負担金補助及び交付金は、合併処理浄化槽設備補助

の確定によるものでございます。

農林水産業費、農業費、農業委員会費の減額、農業総務費の減額は、人事院勧告等によ

るものでございます。

農地費、委託料、樋門修繕委託業務は、和田川の樋門の修繕委託によるもの、繰出金は、

農業集落排水事業特別会計への繰出金の減額でございます。

土木費、土木管理費、土木総務費は、人事院勧告等によるものでございます。

２４ページ、都市計画費、下水道費、繰出金は、公共下水道事業特別会計への繰出金の

減額でございます。

教育費、教育総務費、事務局費は、人事院勧告等によるもの、教育諸費、負担金補助及

び交付金、小中学校修学旅行キャンセル料等支援補助金は、修学旅行が実施できたことに

よりキャンセル料が発生しなかったことによる減額、外国青年招致事業費、負担金補助及

び交付金、渡航費用負担金は、実績見込みによるものでございます。

教育施設整備基金費、積立金は、美浜町教育施設整備基金に積立てを行うものでござい

ます。
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２６ページ、小学校費、学校管理費は、児童手当の追加、中学校費、学校管理費、委託

料は、松洋中学校屋内運動場空調設備設置工事実施設計業務によるもの、こども園費、ひ

まわりこども園費は、職員の育休、人事院勧告等によるものでございます。

社会教育費、社会教育総務費は、人事院勧告等による人件費の補正と、来年１月４日に

開催予定の成人式が延期となった場合、１人１万円の新成人特別給付金を支給するもので

ございます。

２８ページ、公民館費、委託料、管理委託料は、最低賃金の引上げによるものでござい

ます。

保健体育費、体育施設費、需用費は、修繕費の追加でございます。

議案第１３号は、令和３年度美浜町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について

でございます。

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ３３３千円を追加し、補正後の歳

入歳出予算の総額を１０億４０４千円とするものでございます。

人事院勧告等に伴う人件費の減額、過年度分保険給付費等交付金の精算による追加など

によるものでございます。

議案第１４号は、令和３年度美浜町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につ

いてでございます。

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額から、それぞれ２１０千円を減額し、補正後

の歳入歳出予算の総額を７９，５７５千円とするものでございます。人事院勧告等による

人件費の減額でございます。

議案第１５号は、令和３年度美浜町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）につい

てでございます。

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額から、それぞれ１５３千円を減額し、補正後

の歳入歳出予算の総額を１億３９，００９千円とするものでございます。人事院勧告等に

よる人件費の減額でございます。

議案第１６号は、令和３年度美浜町介護保険特別会計補正予算（第２号）についてでご

ざいます。

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ５０９千円を追加し、補正後の歳

入歳出予算の総額を８億４１，５６８千円とするものでございます。主なものは、人事院

勧告等による人件費の減額や保険給付費の実績見込みによる追加と、これに伴う財源の調

整でございます。

議案第１７号は、令和３年度美浜町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につい

てでございます。

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ２，０１５千円を追加し、補正

後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億４０，６６３千円とするものでございます。保険

料の賦課見込み等に伴う後期高齢者医療広域連合納付金の追加などによるものでございま
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す。

議案第１８号は、令和３年度美浜町水道事業会計補正予算（第１号）についてでござい

ます。

今回の補正は、収益的支出の補正をお願いするもので、人事院勧告等による人件費の

追加でございます。収益的支出の補正額は１０６千円の追加で、事業費用合計は１億

２４，１０１千円となってございます。

以上、本定例会に提案しました報告１件、議案１８件について、一括して提案理由を申

し上げました。

何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

○議長（谷重幸君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。

本日はこれで散会します。

午前九時三十一分散会

再開は、明日１５日午前９時です。

この後、全員協議会、各常任委員会を開きます。

お疲れさまでした。


