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令和２年広川町議会第３回定例会会議録 

 

１．招集年月日   令和２年９月４日 

 

２．招 集 場 所   広川町議会議事堂 

 

３．開 会   令和２年９月11日（９時30分） 

 

４．応 招 議 員 

     議長  野 村  泰 也       ７番  丸 山  修 二 

     １番  山 下    茂       ８番  光 益  良 洋 

     ２番  丸 山  幸 弘       ９番  池 尻  浩 一 

     ３番  竹 下  英 治       10番  原 野  利 男 

     ４番  栗 原  福 裕       11番  梅 本    哲 

     ５番  江 藤  美代子       12番  野 田  成 幸 

     ６番  水 落  龍 彦 

 

５．不応招議員 

     なし 

 

６．出 席 議 員 

     応招議員に同じ 

 

７．欠 席 議 員 

     不応招議員に同じ 
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８．地方自治法第121条の規定により説明のために会議に出席した者の氏名 

  町 長  渡 邉  元 喜   税 務 課 長  野 中  洋 太 

  副 町 長  飯 田  潤一郎   福 祉 課 長  郷 田  貴 啓 

  教 育 長  吉 住  政 子   建 設 課 長  樋 口  信 吾 

  会計管理者兼             産業振興課長兼 
            丸 山  英 明             井 上  新 五 
  総務課長兼会計室長             農業委員会事務局長 

  総務課参事兼              
           鹿 田    健   協働推進課長  藤 島  達 也 
  庁舎建設推進室長              

  政策調整課長  丸 山  信 夫   教育委員会事務局教育次長  中 島    孝 

  環境衛生課長  小 松  朋 雄   代表監査委員  井 上  俊 明 

  住 民 課 長  谷 口  裕 子 

 

９．本会に職務のために出席した者の氏名 

  議会事務局長  藤 島  弘 義   書 記  原 野  昌 文 

  書 記  井 上  コズヱ 

 

10．議事日程 

  日程第１ 認定第１号 令和元年度広川町一般会計歳入歳出決算の認定について 

  日程第２ 認定第２号 令和元年度広川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

  日程第３ 認定第３号 令和元年度広川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

について 

  日程第４ 認定第４号 令和元年度広川町住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算の

認定について 

  日程第５ 認定第５号 令和元年度広川町広川防災ダム管理特別会計歳入歳出決算の認

定について 

  日程第６ 認定第６号 令和元年度広川町水道事業会計決算の認定について 

  日程第７ 認定第７号 令和元年度広川町下水道事業会計決算の認定について 

  日程第８ 報告第３号 令和元年度広川町一般会計継続費精算報告書の報告について 

  日程第９ 報告第４号 令和元年度決算に基づく健全化判断比率等の報告について 

  日程第10 同意第17号 広川町公平委員会委員の選任に対する同意について 

  日程第11 同意第18号 広川町固定資産評価審査委員会委員の選任に対する同意につい

て 

  日程第12 同意第19号 広川町教育委員会委員の任命に対する同意について 

  日程第13 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

  日程第14 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について 
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  日程第15 議案第56号 広川町立小中学校校内ＬＡＮ施設整備工事請負契約の締結につ

いて 

  日程第16 議案第57号 広川町消防団第６分団消防ポンプ自動車購入に係る契約の締結

について 

  日程第17 議案第58号 広川町手数料条例の一部改正について 

  日程第18 議案第59号 広川町太陽光発電設備に係る公共施設の屋根等の使用料に関す

る条例の制定について 

  日程第19 議案第60号 町道路線の認定について 

  日程第20 議案第61号 令和元年度広川町水道事業会計決算剰余金の処分について 

  日程第21 議案第62号 令和２年度広川町一般会計補正予算（第４号）について 

  日程第22 議案第63号 令和２年度広川町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）に

ついて 

  日程第23 議案第64号 令和２年度広川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について 

  日程第24 議案第65号 令和２年度広川町住宅新築資金等貸付特別会計補正予算（第１

号）について 

  日程第25 議案第66号 令和２年度広川町広川防災ダム管理特別会計補正予算（第２

号）について 

  日程第26 議案第67号 令和２年度広川町水道事業会計補正予算（第１号）について 

  日程第27 議案第68号 令和２年度広川町下水道事業会計補正予算（第１号）について 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前９時30分 開議 

○議長（野村泰也） 

 おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付いたしております議事日程第２号のとおりであります。 

      日程第１～第７ 認定第１号～認定第７号 

○議長（野村泰也） 

 お諮りいたします。日程第１．認定第１号 令和元年度広川町一般会計歳入歳出決算の認

定についてから日程第７．認定第７号 令和元年度広川町下水道事業会計決算の認定につい

てまでは令和元年度各会計の決算の認定でありますので、これを一括議題にしたいと思いま

す。これに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、日程第１．認定第１号から日程第７．認定第７号までを一

括議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 
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○町長（渡邉元喜） 

 皆さんおはようございます。認定第１号 令和元年度広川町一般会計歳入歳出決算の認定

についてから認定第７号 令和元年度広川町下水道事業会計決算の認定についてまで一括し

て御説明申し上げます。 

 令和元年度分の決算につきましては、地方自治法及び地方公営企業法の規定に基づいて、

７月13日から８月27日まで、井上代表監査委員、野田監査委員に審査をお願いし、決算審査

意見書の提出をいただいており、今回の議会において、その認定をお願いしようとするもの

です。 

 本日は、決算審査の報告を賜るため、両監査委員に御臨席いただいておりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、認定第１号 令和元年度広川町一般会計歳入歳出決算の認定について御説明い

たします。 

 決算書154ページ、実質収支に関する調書を御覧ください。 

 一般会計の歳入総額は7,968,079,227円、歳出総額は7,701,426,259円、差引き額266,652,968

円となっております。このうち令和２年度に繰り越すべき財源が172,523千円ございますの

で、実質収支額は94,129,968円の黒字決算となっております。 

 実質収支額のうち、地方自治法第233条の２ただし書及び広川町財政調整基金条例第２条

第１項の規定により、財政調整基金へ10,000千円の積立てを行いましたので、令和２年度へ

繰り越した純繰越金は84,129,968円となっております。 

 なお、決算の詳細につきましては、決算書２ページ以降に歳入歳出それぞれの款項別集計

表、事項別明細書を、155ページ以降に財産に関する調書を、158ページに基金運用状況調書

をおつけしておりますので、御確認ください。 

 続きまして、認定第２号 令和元年度広川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて御説明いたします。 

 決算書177ページ、実質収支に関する調書を御覧ください。 

 歳入総額が2,416,995,877円、歳出総額が2,365,509,215円で、歳入歳出差引きが51,486,662

円となりました。実質収支額及び令和２年度へ繰り越した額も同額となっております。 

 なお、178ページに財産に関する調書をおつけしております。 

 次に、認定第３号 令和元年度広川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て御説明いたします。 

 決算書186ページ、実質収支に関する調書を御覧ください。 

 歳入総額275,445,037円、歳出総額267,539,467円で、歳入歳出差引きが7,905,570円とな

りました。実質収支額及び令和２年度へ繰り越した額も同額となっております。 

 次に、認定第４号 令和元年度広川町住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて御説明いたします。 

 決算書192ページ、実質収支に関する調書を御覧ください。 

 歳入総額1,363,339円、歳出総額81千円で、歳入歳出差引きが1,282,339円となり、実質収

支額及び令和２年度へ繰り越した額も同額となっております。 

 なお、193ページには財産に関する調書をおつけしております。 

 次に、認定第５号 令和元年度広川町広川防災ダム管理特別会計歳入歳出決算の認定につ
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いて御説明申し上げます。 

 決算書200ページ、実質収支に関する調書を御覧ください。 

 歳入総額31,659,954円、歳出総額28,706,416円で、歳入歳出差引き額が2,953,538円とな

り、実質収支額、令和２年度へ繰り越した額も同額となっております。 

 なお、201ページには財産に関する調書をおつけしております。 

 次に、認定第６号 令和元年度広川町水道事業会計決算の認定について御説明申し上げま

す。 

 別冊になっております令和元年度広川町公営企業会計決算書の広川町水道事業会計決算書

10ページを御覧ください。 

 まず、収益的収入及び支出について説明いたします。 

 収入決算額は375,891,687円、支出決算額は300,221,320円となっております。 

 当年度純利益につきましては、12ページの損益計算書に記載のとおり、71,317,149円で、

前年度繰越利益剰余金92,863円を加えた71,410,012円が当年度未処分利益剰余金となってお

ります。 

 次に、11ページの資本的収入及び支出につきましては、収入が8,247,160円で、支出が

110,955,469円となっております。 

 次に、認定第７号 令和元年度広川町下水道事業会計決算の認定について御説明いたしま

す。 

 広川町下水道事業会計決算書の８ページを御覧ください。 

 まず、(1)収益的収入及び支出について説明いたします。 

 収入決算額は352,264,558円、支出決算額は323,414,189円となっております。 

 当年度純利益につきましては、11ページの損益計算書に記載のとおり、15,398,067円で、

前年度繰越欠損金が38,729,378円のため、23,331,311円が当年度未処理欠損金となっており

ます。 

 次に、９ページの(2)資本的収入及び支出につきましては、収入が291,753,720円で、支出

が385,469,233円となっております。 

 次に、10ページの(3)特例的収入及び支出につきましては、収入が8,712,519円で、支出が

38,132,351円となっております。 

 以上、認定第１号から認定第７号の説明を終わらせていただきます。 

 御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（野村泰也） 

 ここで監査委員に出席していただいておりますので、決算審査の結果報告をお願いします。

井上代表監査委員。 

○代表監査委員（井上俊明） 

 皆さんおはようございます。令和元年度広川町一般会計、特別会計、水道事業会計及び下

水道事業会計の決算審査の結果を御報告申し上げます。 

 地方自治法及び地方公営企業法の規定に基づき、さきに審査に付されました令和元年度の

各会計の歳入歳出決算及び政令で定められた附属書類並びに基金の運用状況に関する調書な

どについて、野田監査委員とともに関係職員の説明を求め、内容の検討を行い、慎重に審査

を行いました。 
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 審査の結果、各会計の歳入歳出決算書及び附属書類はいずれも法令に準拠して作成をされ

ており、計数は諸書類と符合し、正確であり、決算は適正であると認められました。 

 また、基金の運用状況につきましても、各基金の設置目的に従い、適正に運用され、計数

も正確であると認められました。 

 審査の方法及び決算状況などの詳細につきましては、お手元の審査意見に記述をいたして

おりますので、御参照方お願いいたしたいと思います。 

 それでは、総計決算の概要を申し上げます。 

 一般会計及び４件の特別会計の歳入総計決算額は10,693,543,434円、歳出総計決算額は

10,363,262,357円で、差引き額が330,281,077円の黒字となっております。翌年度に繰り越

すべき財源172,523千円を差し引いた実質収支は157,758,077円の黒字となっております。一

般会計は実質収支94,129,968円の黒字であります。 

 次に、特別会計の状況でございますけれども、４つの会計の実質収支は全て黒字であり、

その総額は63,628,109円であります。 

 一般会計の歳入歳出の状況を見ますと、歳入では、自主財源の根幹である町税については、

個人町民税及び固定資産税の伸びに伴い、前年度に比べ約15,500千円の増加であります。ま

た、歳入全体では、普通交付税、国県支出金、町債などが前年に比べ増加をし、減少したも

のの主なものは分担金及び負担金、繰入金などであり、全体で4.9％の増となっております。 

 歳出においては、下広川小学校屋内運動場改築や子どもの遊び場整備をはじめとする普通

建設事業費が大幅に増額しており、委託料などの物件費や扶助費などについても増加をして

おります。一方、前年に比べ減少したものは、人件費、繰出金、公債費であり、歳出全体で

は7.4％の増となっております。 

 一般会計、特別会計とも、予算については重点的に配賦され、その執行についても、財源

確保や経費節減の努力により効率的な事業遂行がなされていると認められました。 

 次に、水道事業会計の決算につきましては、収益的収支においては71,317,149円の純利益

が計上され、資本的収支は102,708,309円の不足額が生じ、当年度消費税及び地方消費税資

本的収支調整額及び過年度損益勘定留保資金により補填をされております。 

 また、下水道事業会計につきましては、令和元年度から地方公営企業法が適用され、特

別会計から公営企業会計に移行しております。その決算については、収益的収支において

15,398,067円の純利益が計上され、資本的収支は93,715,513円の不足額が生じ、当年度消費

税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度損益勘定留保資金及び引継ぎ金により補填をさ

れております。 

 上下水道の両会計とも、老朽管対策や今後の事業計画に伴い長期にわたり多額の財源を必

要とする事業に備えるため、財政計画に基づいた事業の遂行とともに、経費節減に取り組み、

安全な水の供給や環境対策に努められるよう望みます。 

 次に、財政健全化法に基づく財政健全化の審査結果であります。 

 財政健全化法に基づく判断比率や普通会計の財務指数を見ますと、財政力を示す指数につ

いては１に近いほど良好とされていますが、本町は0.64で前年度と同じであります。 

 また、町税や地方交付税などの経常一般財源が人件費や公債費などの経常経費にどの程度

充てられているかを示す経常収支比率は94.9％で、今年度0.4％減少しておりますけれども、

依然として高い水準にあり、投資できる財源が厳しくなっていることに留意する必要がござ
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います。 

 また、実質公債費比率は0.7ポイント、将来負担比率が9.0ポイントの増となっております。

これは年々増加傾向にあります。これはこれまでに投資をしてきました下水道事業などの普

通建設事業に伴う起債償還の影響などによるものであります。 

 国が示しております財政健全化の基準に比べますと、かなり低くて健全な数値であります

けれども、今後の庁舎建設をはじめとするハード事業、それから、子育て支援や健康増進事

業などのソフト事業に対応するためには、今後も多額の財源を必要とすることが予想されま

す。投資すべきところにはしっかりと投資をしていくことが必要でありますが、優先順位の

厳しい選択を行い、計画的な事業の実施により適切な財政運営に努めていただきたいと思い

ます。 

 最後に、新型コロナウイルス感染症と新庁舎建設について、一言ずつ申し上げさせていた

だきたいと思います。 

 まず、新型コロナウイルス感染症への対応ですが、町民への周知や給付金の支給などは迅

速に対応され、適切に事務の執行がなされております。今後、終息までどれくらいの時間が

かかるか分かりませんが、経済活動の低迷に伴う支援などの突発的な事業をはじめ、行政の

様々な分野に様々な影響を及ぼすことも予想されることから、国、県の動向なども十分に注

視しつつ、その影響が最小限になるようそれぞれの事務事業についての適切な御検討と執行

についてお願いをいたしたいと思います。 

 次に、新庁舎建設についてです。 

 いよいよ建設工事も始まりました。建設計画は順調に進捗し、新庁舎への移行に向けた検

討も今後さらに具体化してくるものと思います。町民に分かりやすいサインや課の配置など

住民サービスへの配慮と、そこで働く職員が効率よく働ける環境整備などについて検討され、

立派な庁舎が完成するよう期待をいたしております。 

 以上で決算審査の報告を終わらせていただきます。 

○議長（野村泰也） 

 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 暫時休憩します。 

午前９時51分 休憩 

午前９時52分 再開 

○議長（野村泰也） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りします。本案については、11人の委員で構成する一般会計等決算特別委員会を設置

し、これに付託して審査することにしたいと思います。これに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、本案については、11人で構成する一般会計等決算特別委員

会を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。 



- 68 - 

 暫時休憩いたします。 

午前９時52分 休憩 

午前９時53分 再開 

○議長（野村泰也） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りします。ただいま設置されました一般会計等決算特別委員会委員の選任については、

委員会条例第６条第４項の規定によって、お手元に配付しております名簿のとおり指名した

いと思います。これに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、一般会計等決算特別委員会の委員はお手元に配付しており

ます名簿のとおり決定いたしました。 

      日程第８ 報告第３号 

○議長（野村泰也） 

 日程第８．報告第３号 令和元年度広川町一般会計継続費精算報告書の報告についてを議

題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 議案書８ページをお願いします。 

 報告第３号 令和元年度広川町一般会計継続費精算報告書の報告について、継続費でお願

いしておりました下広川小学校屋内運動場改築事業が令和元年度をもって終了したことから、

地方自治法施行令第145条第２項の規定により、その報告を行うものです。 

 詳細につきましては、教育次長が説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 おはようございます。報告第３号の詳細について御説明させていただきます。 

 議案書９ページ、令和元年度広川町一般会計継続費精算報告書を御覧ください。 

 ９款２項．小学校費、下広川小学校屋内運動場改築事業費でございます。 

 この事業につきましては、平成29年度から令和元年度の３か年で実施したものです。 

 全体計画につきましては、表の全体計画の年割額の列に記載しておりますとおり、合計

599,789千円となっており、実績につきましては、表の実績の支出済額の列、計の行に記載

のとおり、589,984,142円で、差引きの不用額が9,804,858円となっております。 

 財源につきましては、国県支出金88,432千円、地方債185,100千円、その他、学校建設基

金250,052千円、一般財源66,400,142円となっております。 

 表の右側につきましては、全体計画と実績の比較となっております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 報告第３号 令和元年度広川町一般会計継続費精算報告書の報告については、報告のみに

とどめたいと思います。 

      日程第９ 報告第４号 

○議長（野村泰也） 

 日程第９．報告第４号 令和元年度決算に基づく健全化判断比率等の報告についてを議題

といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 議案書10ページをお願いします。 

 報告第４号 令和元年度決算に基づく健全化判断比率等の報告について、地方公共団体の

財政の健全化に関する法律第３条並びに第22条の規定により、11ページのとおり報告を行う

ものです。 

 監査委員の意見書につきましては、12ページから14ページにおつけしております。 

 詳細につきましては、総務課長が説明いたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 総務課長。 

○総務課長（丸山英明） 

 それでは、健全化判断比率につきまして説明をさせていただきます。 

 議案書11ページをお願いいたします。報告第４号の別紙でございます。 

 健全化判断比率の令和元年度分の算定結果について御説明申し上げます。 

 実質赤字比率の対象である町の普通会計の決算は黒字であり、また、連結先の特別会計も

黒字、公営企業会計の資金剰余金もあるために実質赤字比率及び連結実質赤字比率は表示さ

れません。 

 実質公債費比率は、交付税等で財源措置される額を除く実質的な公債費の負担比率を過去

３年間の平均値で算定するものでございますが、令和元年度決算分の算定結果は8.0％であ

りまして、前年度の7.3％より0.7ポイント上昇しております。 

 将来負担比率については、借入金や将来支払う可能性のある負担等の現在高の程度を指標

化したもので、令和元年度の算定結果は20.8％となり、前年度より９ポイント上昇しており

ます。 

 ４つの健全化判断比率は、表右欄の早期健全化基準をいずれも下回っておりまして、この

比率上の財政状態は健全であることを表しております。実質公債費比率、将来負担比率が前

年度より上昇しており、次年度以降も上昇傾向が続くものと考えております。 

 次に、公営企業会計に係る資金不足比率については、水道事業会計、下水道事業会計とも

に資金剰余となりましたので、資金不足はないという算定結果となっております。 

 なお、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２条第１項の規定に

基づき、監査委員の審査を終えておりますので、別紙のとおり審査意見書を添付しておりま

す。 

 以上、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 
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○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 報告第４号 令和元年度決算に基づく健全化判断比率等の報告については、報告のみにと

どめたいと思います。 

      日程第10 同意第17号 

○議長（野村泰也） 

 日程第10．同意第17号 広川町公平委員会委員の選任に対する同意についてを議題といた

します。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

同意第17号 

広川町公平委員会委員の選任に対する同意について 

 広川町公平委員会委員として、次の者を選任したいので、町議会の同意を求める。 

 令和２年９月４日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

住 所 福岡県久留米市花畑 

氏 名 廣 津 洋 吉 

提案理由 

 広川町公平委員会委員 廣津洋吉氏の任期が、令和２年９月30日をもって満了するので、

引き続きその後任者の選任について、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第９条の２第

２項の規定により町議会の同意を求めるものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 討論を省略して採決することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。 

 同意第17号 広川町公平委員会委員の選任に対する同意についてを採決いたします。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 
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 異議なしと認めます。よって、同意第17号は原案のとおり同意することに決定いたしまし

た。 

      日程第11 同意第18号 

○議長（野村泰也） 

 日程第11．同意第18号 広川町固定資産評価審査委員会委員の選任に対する同意について

を議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

同意第18号 

広川町固定資産評価審査委員会委員の選任に対する同意について 

 広川町固定資産評価審査委員会委員として、次の者を選任したいので、町議会の同意を求

める。 

 令和２年９月４日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

住 所 八女郡広川町大字水原 

氏 名 坂 田 康 治 

提案理由 

 広川町固定資産評価審査委員会委員 古賀秀利氏の任期が令和２年９月30日をもって満了

するので、その後任者の選任について、地方税法（昭和25年法律第226号）第423条第３項の

規定により町議会の同意を求めるものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 討論を省略して採決することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。 

 同意第18号 広川町固定資産評価審査委員会委員の選任に対する同意についてを採決いた

します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、同意第18号は原案のとおり同意することに決定いたしまし

た。 

      日程第12 同意第19号 
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○議長（野村泰也） 

 日程第12．同意第19号 広川町教育委員会委員の任命に対する同意についてを議題といた

します。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

同意第19号 

広川町教育委員会委員の任命に対する同意について 

 広川町教育委員会委員として、次の者を任命したいので、町議会の同意を求める。 

 令和２年９月４日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

住 所 八女郡広川町大字日吉 

氏 名 丸 山 伸 司 

提案理由 

 広川町教育委員会委員 丸山伸司氏の任期が、令和２年９月30日をもって満了するので、

引き続きその後任者の任命について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年

法律162号）第４条第２項の規定により町議会の同意を求めるものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 討論を省略して採決することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。 

 同意第19号 広川町教育委員会委員の任命に対する同意についてを採決いたします。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、同意第19号は原案のとおり同意することに決定いたしまし

た。 

      日程第13 諮問第１号 

○議長（野村泰也） 

 日程第13．諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



- 73 - 

諮問第１号 

人権擁護委員候補者の推薦について 

 人権擁護委員候補者として、次の者を推薦したいので、町議会に諮問を求める。 

 令和２年９月４日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

住 所 八女郡広川町大字広川 

氏 名 山 下 貞 夫 

提案理由 

 本町の人権擁護委員 塩澄 豊氏の任期が令和２年12月31日をもって満了するので、その

候補者として推薦することについて、人権擁護委員法（昭和24年法律第139号）第６条第３

項の規定により町議会に諮問するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 暫時休憩します。 

午前10時11分 休憩 

午前10時11分 再開 

○議長（野村泰也） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りします。本件は、お手元に配付しました意見のとおり答申したいと思います。これ

に異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦については、お手

元に配付しました意見のとおり答申することに決定いたしました。 

      日程第14 諮問第２号 

○議長（野村泰也） 

 日程第14．諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

諮問第２号 

人権擁護委員候補者の推薦について 

 人権擁護委員候補者として、次の者を推薦したいので、町議会に諮問を求める。 

 令和２年９月４日提出 

広川町長 渡邉 元喜 
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住 所 八女郡広川町大字水原 

氏 名 姫 野 由 美 子 

提案理由 

 本町の人権擁護委員 姫野由美子氏の任期が令和２年12月31日をもって満了するので、引

き続きその候補者として推薦することについて、人権擁護委員法（昭和24年法律第139号）

第６条第３項の規定により町議会に諮問するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 暫時休憩します。 

午前10時12分 休憩 

午前10時14分 再開 

○議長（野村泰也） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りします。本件は、お手元に配付しました意見のとおり答申したいと思います。これ

に異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦については、お手

元に配付しました意見のとおり答申することに決定いたしました。 

      日程第15 議案第56号 

○議長（野村泰也） 

 日程第15．議案第56号 広川町立小中学校校内ＬＡＮ施設整備工事請負契約の締結につい

てを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第56号 

広川町立小中学校校内ＬＡＮ施設整備工事請負契約の締結について 

 広川町立小中学校校内ＬＡＮ施設整備工事について、次のように契約を締結するものとす

る。 

 令和２年９月４日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

１ 事業名  広川町立小中学校校内ＬＡＮ施設整備工事 

２ 契約額  5,410万4,600円 

３ 契約の相手方  福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目18番７号 
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          扶桑電通株式会社 九州支店 

          執行役員支店長 辻井 伸之 

提案理由 

 広川町立小中学校校内ＬＡＮ施設整備工事のため、指名競争入札により契約者を定めたが、

その者と工事請負契約を締結するに当たり、広川町議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例（昭和40年広川町条例第19号）第２条の規定に基づき町議会の議決

を求める。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第56号 広川町立小中学校校内ＬＡＮ施設整備工事請負契約の締結について

を採決します。 

 原案のとおり承認することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第56号は原案のとおり承認されました。 

      日程第16 議案第57号 

○議長（野村泰也） 

 日程第16．議案第57号 広川町消防団第６分団消防ポンプ自動車購入に係る契約の締結に

ついてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第57号 

広川町消防団第６分団消防ポンプ自動車購入に係る契約の締結について 

 広川町消防団第６分団消防ポンプ自動車購入について、次のように契約を締結するものと

する。 

 令和２年９月４日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

１ 事業名  広川町消防団第６分団消防ポンプ自動車購入 

２ 契約額  2,083万8,700円 

３ 契約の相手方  福岡県久留米市梅満町136番地の５ 
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          株式会社倉重ポンプ商会 

          代表取締役 倉重 功 

提案理由 

 広川町消防団第６分団消防ポンプ自動車購入のため、指名競争入札により契約者を定めた

が、その者と物品購入契約を締結するにあたり、広川町議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例（昭和40年広川町条例第19号）第３条の規定に基づき町議会の

議決を求める。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第57号 広川町消防団第６分団消防ポンプ自動車購入に係る契約の締結につ

いてを採決します。 

 原案のとおり承認することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第57号は原案のとおり承認されました。 

      日程第17 議案第58号 

○議長（野村泰也） 

 日程第17．議案第58号 広川町手数料条例の一部改正についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第58号 

広川町手数料条例の一部改正について 

 標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年９月４日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

提案理由 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律

第27号）の一部改正により、本条例を一部改正するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 詳細につきましては、住民課長をして説明いたします。よろしくお願いいたします。 
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○議長（野村泰也） 

 住民課長。 

○住民課長（谷口裕子） 

 平成27年度に導入され、日本の市町村に住所のある全ての人に通知をいたしました個人番

号通知カードが廃止されましたことにより、カードの再発行手数料が不要となるため、条例

の改正を行うものです。 

 24ページを御覧ください。 

 新旧対照表の右の欄、現行中、47番の項、番号利用法第７条第１項に規定する通知カード

の再交付手数料、金額500円を削ります。 

 この条例は、公布の日から施行いたします。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第58号 広川町手数料条例の一部改正についてを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。 

      日程第18 議案第59号 

○議長（野村泰也） 

 日程第18．議案第59号 広川町太陽光発電設備に係る公共施設の屋根等の使用料に関する

条例の制定についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第59号 

広川町太陽光発電設備に係る公共施設の屋根等の使用料に関す 

る条例の制定について                   

 標記の条例案を別紙のとおり提案する。 

 令和２年９月４日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

提案理由 

 町の行政財産を広く活用すること並びに環境に優しい再生可能エネルギーである太陽光発
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電を推進するために、本条例を制定するものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 詳細につきましては、総務課長が説明をいたしますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 総務課長。 

○総務課長（丸山英明） 

 それでは、議案第59号 広川町太陽光発電設備に係る公共施設の屋根等の使用料に関する

条例の制定について説明させていただきます。 

 議案書26ページをお願いいたします。 

 第１条、趣旨でございます。地方自治法第238条の４第７項の規定に基づき──これは行

政財産の目的外使用の規定でございます。太陽光発電事業者が公共施設の屋根その他の場所

において、太陽光発電設備を設置する場合における屋根等の使用料について必要な事項を定

めるものとしております。 

 第２条です。使用料の額ですが、使用料は年額とし、その算出方法を定めております。 

 算出方法については、調達価格掛けるの太陽電池容量の合計掛ける1,000掛ける公募提示

係数としております。 

 第２条第２項につきましては算出式の用語の定義、次ページ、第３項は公募提示係数の最

低値を示しております。 

 第４項、第５項は使用料の日割り、また、端数処理の仕方について定めておるところです。 

 続いて、第３条です。第３条、使用料の納付につきましては、一括納付を原則とする規定

で、ただし書で特別の理由があると認められる場合には分割できることを定めております。 

 第４条、使用料の減免、第５条、使用料の還付につきましては、規則で詳細を決めるとい

うことで委任をしております。 

 第６条、その他の事項につきまして、規則委任の条項でございます。 

 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行することとしております。 

 以上で内容説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。９番池尻浩

一君。 

○９番（池尻浩一） 

 ３つほどありますけれども、公共施設とありますが、これはどこを指すのかがまず１つで

すね。 

 そして、この設置に対し、建設段階であるならば、強度とメンテ等も計算された上で設置

するでしょうが、建物の天井を貸すということは既存の建物にというイメージもあります。

その強度、メンテナンスは十分であるか。 

 算出方法は挙げてありますが、現在の調達価格と使用料のバランスの計算は難しくないか

ということですね。現在の売電価格が非常に低いということもあって、その辺も懸念される

ところであります。 

 また、規則で今後いろいろ定めるともありますが、実質どのくらいの金額を求めるつもり

であるか、その点をお聞きしたいと思います。 
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○議長（野村泰也） 

 総務課長。 

○総務課長（丸山英明） 

 まず、想定の建物、施設でございますけれども、先ほど議員言われましたとおり、太陽光

発電に関しましては相当の重量がございますので、その荷重に耐え得る建物でなければなり

ません。現在、町の公共施設の中においては、昨年完成しました下広川小学校の体育館の屋

根上を想定しているところでございます。 

 その他施設につきましては、今、施設の長寿命化に際しまして個別施設計画の策定を行っ

ているところでございますけれども、そういう中で屋根貸し等ができるかどうか、その面積

なり荷重に関しては調査をしているところでございます。 

 なお、今後において、そういう想定される場合については、今後の改修なり新設なりする

ときに、そういうところも加味したところでの設計をしていきたいと考えております。 

 それと、屋根貸しの使用料と、今、売電価格も下がってきておりますので、そのバランス

の件でございますけれども、実際、当初、太陽光発電が整備され始めましてから下がってき

ておりますので、その使用料につきましては、ここで算出しております調達価格、これは大

臣のほうから年ごとに定めがございます。それに係る容量と、公募提示係数というのは、申

請された方が、その100分の３以上としておりますけれども、それ以上の数字を上げてくれ

ば使用料は増えていくという形の算出方式を取っておりますけれども、現在想定しておりま

す下広川小学校の屋内運動場に関しまして、屋根の上には1,000平米程度の設置が可能かと

考えております。そちらで算定してみますと、現在の調達価格が12円、それから、総容量が

123キロワット、提示係数は最低の100分の３で計算いたしまして、年間47,500円程度の使用

料になるかと今のところ試算をしております。 

 この使用料とバランスの関係でございますけれども、１つは、公共施設において、そこに

ありますように再生可能エネルギーの導入、要するに町がそういう姿勢を見せるといいます

か、そういうところを観点にしておるところが１点でございます。 

 それと、そういう形で業者の方が出てこられるかどうかもちょっと分かりませんけれども、

この事業者の方に関しましては公募という形で募集をいたしまして、その他、使用料に代わ

りますところの公益的な提示等あった場合については、そちらのほうも加味しながら業者選

定に当たっていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 今の御説明で池尻議員から聞かれたことについてはおおむね理解しましたが、このタイミ

ングでこれを定めようとする背景と、今定めることによって将来どのように有利か。今のと

ころ下広川小学校の屋内運動場が対象ということだったんですけれども、あともう一つ、下

広川小学校については、私がちょっと一般質問をいろいろさせていただいている状況におい

ては、長寿命化のためにいろいろ議会も含んで契約をしたと。 

 先ほどおっしゃったように、素人考えなんですけれども、そういうふうな重量物を置くこ

とによって、悪影響がない場合についてしかされないものの、そういう趣旨でお金をいっぱ
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いかけて、基金も250,000千円ぐらい取り崩して造られた施設ですから、素人的に言うとあ

まり触らないほうがいいのかなというようなことも思います。 

 ４万七千何ぼとかいう有効活用という観点からいったら、金額的な話で失礼ですけど、あ

まりに効果が少ないかなというふうな気もいたしますが、その辺のところを御回答いただけ

ればと思います。 

○議長（野村泰也） 

 総務課長。 

○総務課長（丸山英明） 

 下広川小学校の屋内運動場の屋根について、今現在の町の公共施設において太陽光発電を

載せられる強度等をもって設計をしております。その背景といたしましては、そういう可能

となる施設ができましたので、このタイミングでの条例制定となったところでございます。 

 言われるように、今の調達価格の計算では年間50千円弱というふうな想定でございますけ

れども、先ほど御説明したとおり、そういう収入の面よりも、環境に優しいエネルギーの調

達、そういう町、それから、全国の流れに乗ったエネルギー調達ということのＰＲなりもこ

こに考えておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。３番竹下英治君。 

○３番（竹下英治） 

 討論をさせていただきます。 

 今お伺いした状況であれば、有用性についてもおおむね理解できたんですが、このタイミ

ングでという話は、先ほど私が質問させていただいたことも含んで、さらなる検討をして、

もう一回必要性について深掘りをされたらいかがかなというふうなことも思いますので、今

回は再検討を要望するということで討論とさせていただきます。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。８番光益良洋君。 

○８番（光益良洋） 

 私は賛成の立場で討論させていただきたいと思います。 

 今、下広川小学校の屋内運動場だけでの議論でされているように思いますけれども、この

問題に関しては、そういった施設が今度新たに町内にできたということで、いつ何どき、下

広川小学校の屋内運動場の上に太陽光発電が載るかもしれないという趣旨の下で上げられた

条例だと私は理解をいたしております。 

 この条例を制定しないと、やはりそういった施設の屋根に対する使用料の是非が問われな

いというか、条例を設けないことには駄目だということを理解した中で、委員会の中でも説

明を様々受けているところでございますので、この条例を100％いいのかどうかというのは、

今後また協議をして改正等々をやっていかなければいけないと思いますけれども、今回の条
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例の制定については賛成として意見をさせていただきます。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論がありましたので、この採決は起立によって行います。 

 原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（野村泰也） 

 賛成多数です。よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。 

      日程第19 議案第60号 

○議長（野村泰也） 

 日程第19．議案第60号 町道路線の認定についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

議案第60号 

町道路線の認定について 

 次のように町道路線を認定するものとする。 

路線番号 路 線 名 起  点 終  点 号級 

605 第七唐ノ尾線 
広川町大字新代字唐

ノ尾1442番２地先 

広川町大字日吉字野

路1434番１地先 
２ 

 令和２年９月４日提出 

広川町長 渡邉 元喜 

 提案理由 

 本路線について、町道として管理することにより道路法（昭和27年法律第180号）第８条

第１項の規定に基づく町道路線として認定するに当たり、同条第２項の規定により町議会の

議決を求めるものである。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 詳細につきましては、建設課長をもって説明をいたします。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 議案第60号 町道路線の認定について御説明いたします。 

 議案書29ページの認定路線の図面で説明いたしますので、そちらのほうを御覧ください。 

 下のほうに凡例等がありますが、そこにある位置の建物が広川病院になっております。上

のほうに高間川瀬線という形で道路が配置していますけれども、その上が彌栄苑になる位置

です。 

 路線番号605の第七唐ノ尾線につきましては、町道第三唐ノ尾線を起点に、終点を唐ノ尾
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支線に接続する総延長120メートル、幅員４メートルの町道で、路線認定により建築基準法

第42条第１項第１号の道路として取り扱うことができるようになり、周辺住環境の向上を図

ることができることから新規路線として新たに認定するものでございます。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第60号 町道路線の認定についてを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。 

      日程第20 議案第61号 

○議長（野村泰也） 

 日程第20．議案第61号 令和元年度広川町水道事業会計決算剰余金の処分についてを議題

といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 議案書30ページをお願いします。 

 議案第61号 令和元年度広川町水道事業会計決算剰余金の処分について御説明申し上げま

す。 

 提案理由につきましては、地方公営企業法第32条第２項の規定に基づいて、水道事業会計

の決算剰余金の処分を提案するものです。 

 決算剰余金処分につきましては、議案書31ページのとおり、当年度未処分利益剰余金

71,410,012円のうち71,000千円を処分し、その全額を建設改良積立金に積み立てるものです。 

 残金410,012円につきましては、翌年度繰越利益剰余金とするものです。 

 以上のとおり利益処分案を御提案いたしますので、よろしく御審議いただき、御決定賜り

ますようお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第61号 令和元年度広川町水道事業会計決算剰余金の処分についてを採決し

ます。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩いたします。 

午前10時43分 休憩 

午前10時52分 再開 

○議長（野村泰也） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

      日程第21 議案第62号 

○議長（野村泰也） 

 日程第21．議案第62号 令和２年度広川町一般会計補正予算（第４号）についてを議題と

いたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 議案第62号 令和２年度広川町一般会計補正予算（第４号）について御説明申し上げます。 

 予算書１ページをお願いします。 

 今回の歳入歳出予算の補正につきましては、第１条第１項のとおり、既定の予算総額に

216,948千円を追加し、予算総額を11,685,597千円とするものです。 

 第２条 債務負担行為の補正につきましては、予算書５ページに記載のとおり、広川町新

庁舎議場等会議システム導入事業ほか１事業について、債務負担行為の追加をお願いするも

のです。 

 第３条 地方債の補正につきましては、予算書６ページに記載のとおり、13．農地農林業

施設災害復旧事業を新たに追加し、１．臨時財政対策債ほか２事業につきまして、限度額の

増額をお願いするものです。 

 ２ページをお願いします。 

 歳入補正予算について御説明いたします。 

 11款１項．地方交付税は、普通交付税の交付額決定により45,430千円を減額計上しており

ます。 

 今年度の普通交付税の交付決定額は1,374,570千円となっており、前年度と比較すると約

3.75％、49,624千円の増となっております。 

 15款１項．国庫負担金は、公共土木災害復旧費国庫負担金など44,671千円、２項．国庫補

助金は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金など198,746千円、16款２項．県

補助金は新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金など19,380千円、３項．県委

託金は４千円をそれぞれ増額計上しております。 
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 19款１項．基金繰入金は、財政調整基金繰入金20,182千円を減額し、森林環境譲与税基金

繰入金を99千円増額計上しております。 

 20款１項．繰越金は、令和元年度決算の確定により15,871千円減額し、21款４項．雑入は

217千円を増額計上しております。 

 22款１項．町債は、災害復旧費、臨時財政対策債発行可能額の決定などにより35,314千円

を増額計上しております。 

 ３ページをお願いします。 

 歳出補正予算について御説明いたします。 

 今回の補正予算では、現在の職員の配置状況に合わせて、特別会計への繰出金、補助金を

含む職員人件費等の補正を行っております。 

 ７款１項．土木管理費、２項．道路橋梁費、５項．下水道費、９款１項．教育総務費は、

職員人件費に係るものをそれぞれ計上しております。 

 また、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金をコロナ関連予算に財源組替え

を行っております。 

 １款１項．議会費は議場等会議システム及び議事録作成支援システム導入委託料など9,288

千円、２款１項．総務管理費は新型コロナウイルス施設対策費など26,861千円、２項．徴税

費はコンビニ収納システム改修委託料など5,671千円、３項．戸籍住民基本台帳費は住基シ

ステム関連改修委託料など14,619千円をそれぞれ増額計上しております。 

 ３款１項．社会福祉費は職員人件費など10,537千円を減額し、２項．児童福祉費は特別保

育事業費など19,285千円を増額計上しております。 

 ４款１項．保健衛生費は新型コロナウイルス医療従事者慰労金など14,070千円、５款１項．

農業費は農家台帳システム改修業務など5,085千円、６款１項．商工費は新生活様式対応事

業者支援事業など17,515千円をそれぞれ増額計上しております。 

 ８款１項．消防費は災害配備体制に係る時間外勤務手当など1,250千円、９款２項．小学

校費は上広川小学校体育館修繕工事など30,202千円、３項．中学校費は新型コロナウイルス

感染拡大対策費3,465千円をそれぞれ増額計上しております。 

 ４ページをお願いします。 

 ９款５項．社会教育費は新型コロナウイルス施設対策費など109千円、６項．保健体育費

は社会体育施設整備補助金39千円をそれぞれ増額計上しております。 

 10款．災害復旧費は７月の豪雨災害に伴う復旧工事費などを、１項．農林水産業施設災害

復旧費は9,000千円、２項．公共土木施設災害復旧費は71,980千円をそれぞれ増額計上して

おります。 

 詳細につきましては、担当課長が説明いたします。御審議の上、御決定賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（野村泰也） 

 政策調整課長。 

○政策調整課長（丸山信夫） 

 令和２年度広川町一般会計補正予算（第４号）のうち、全体の職員人件費及び政策調整課

関係の補正予算について説明いたします。 

 まず、歳入でございます。 
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 ９ページをお願いいたします。 

 下段の15款２項５目．総務費国庫補助金のうち、新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金178,438千円の増額は、国の第１次及び第２次補正予算において配分された交付

限度額まで増額し、本町の新型コロナウイルス感染症対策支援事業に充当するものでござい

ます。 

 次に、歳出でございます。 

 歳出のうち各項目に計上しております職員人件費につきましては、４月の人事異動等に伴

う人件費の組替えが主なものでございます。 

 一般会計の給与全体の組替えにつきましては、37ページをお願いいたします。37ページか

らの給与費明細書のとおりでございます。 

 38ページをお願いいたします。 

 上段、ア、会計年度任用職員以外の職員の表の職員数比較４名の増員につきましては、再

任用職員を短時間勤務からフルタイム勤務に変更するためでございます。 

 下段のイ、会計年度任用職員の表の職員数６名の増員は、職員の産休育休代替職員、新型

コロナウイルス感染症対策事業に従事する職員などの補助的パートタイム会計年度任用職員

の増員によるものでございます。 

 また、特別会計等においても、人事異動等に伴う人件費の補正を行っており、それに伴い、

国保特別会計及び下水道事業会計へ支出する繰出金の補正を行っております。 

 なお、職員人件費に関する各課からの説明は省略させていただきます。 

 16ページをお願いいたします。 

 ２款１項６目．企画費のうち、新型コロナウイルス感染症の影響下における住民生活等実

態調査事業401千円の増額につきましては、調査のための委託料を計上いたしております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 総務課長。 

○総務課長（丸山英明） 

 それでは、総務課、会計室関係の補正予算について御説明申し上げます。 

 予算書５ページをお願いいたします。 

 第２表 債務負担行為補正でございます。 

 広川町新庁舎議場等会議システム導入事業ほか１事業を追加するもので、期間及び限度額

を定めております。 

 続いて、６ページです。 

 第３表 地方債補正です。 

 農地農林業施設災害復旧事業の追加、変更分は臨時財政対策債の発行可能額決定により限

度額を増額しております。ほか２事業につきましても限度額の増額で、起債の方法、利率、

償還の方法については従前のとおりであります。 

 続いて、歳入について説明申し上げます。 

 予算書は９ページをお願いいたします。 

 11款１項１目．地方交付税につきましては、普通交付税の確定によりまして45,430千円を

減額補正いたしまして、1,514,570千円とするものでございます。 
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 次に、10ページの下段をお願いいたします。 

 19款１項１目．財政調整基金繰入金につきましては、財源不足調整として予算計上してお

りますが、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増額計上に伴いまして、

20,182千円を減額するものでございます。 

 20目．森林環境譲与税基金繰入金につきましては、協働推進事業の財源として99千円を計

上しております。 

 20款１項１目．繰越金につきましては、令和元年度決算の確定により、前年度繰越金を

15,871千円減額し、84,129千円とするものです。 

 次に、11ページでございます。 

 22款１項１目．総務債は臨時財政対策債の発行可能額の決定によりまして8,314千円の増

額、３目．衛生費は上下水道事業一般会計出資債500千円、９目．災害復旧債は公共土木施

設、農地農林業施設の災害復旧事業のため26,500千円の増額しております。 

 続きまして、歳出です。 

 14ページをお願いいたします。 

 ２款１項４目．会計管理費です。会計一般管理費は、コロナウイルス感染症対策及び事務

の効率化を図るため、口座システム、指名業者登録システム、契約管理システムの改修、導

入、運用費用といたしまして、総額6,534千円の増額をお願いしております。 

 次に、15ページです。 

 ５目．財産管理費の土地施設管理費は、民家に係る町有地雑木の伐採費用、庁舎清掃時の

消毒、除菌作業費用として454千円の増額をお願いしております。新型コロナウイルス施設

対策費（庁舎）につきましては7,184千円の増額です。ウェブ会議に係る利用料、機材の整

備費用、その他庁舎内のコロナウイルス対策に係る備品購入費の増額計上をお願いしており

ます。 

 以上で総務課、会計室の補正予算の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいた

します。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 次に、教育委員会関連の補正予算について御説明いたします。 

 まず、債務負担行為でございます。 

 予算書５ページを御覧ください。 

 ２行目でございますが、小学校給食調理等業務委託料につきましては、委託期間終了によ

るものでございます。 

 続きまして、歳入補正予算について御説明いたします。 

 予算書９ページをお願いいたします。 

 15款１項５目．教育費国庫負担金の13,191千円は、公立学校施設災害復旧国庫負担金で、

７月の大雨に伴う上広川小学校体育館の雨漏りによる壁面及び床等の工事に対する国庫負担

金です。補助率は３分の２です。 

 ２項４目．教育費国庫補助金の3,000千円は、新型コロナウイルス感染症拡大対策補助金

で、小・中学校児童・生徒及び教職員へのフェイスシールド購入や修学旅行のバス追加分の
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借上料、学校図書消毒機の購入等、新型コロナウイルス感染症拡大対策に対する補助金です。

補助率は２分の１で、上限が3,000千円となっております。 

 10ページをお願いいたします。 

 16款２項６目．教育費県補助金の7,085千円は、学習指導員等配置事業補助金で、各学校

の学習指導員等の配置に対する補助金です。補助率は10分の10です。 

 続きまして、歳出について御説明いたします。 

 30ページをお願いいたします。 

 ９款１項３目．義務教育振興費の地域ぐるみで誇りあるふるさとを教え伝える人材育成事

業34千円はスクールガードリーダーの報酬の増額と、きめ細やかな教育環境整備事業は専務

的会計年度任用職員報酬を減額して補助的会計年度任用職員報酬に組み替えるものです。 

 31ページをお願いいたします。 

 ２項．小学校費の小学校施設管理費23,286千円は、上広川小学校体育館の修繕工事を行う

ための測量設計委託料及び工事費と中広川小学校の火災報知機の取替え工事費でございます。

小学校給食費の214千円は給食室用スポットクーラーの備品購入費、新型コロナウイルス感

染症拡大対策費6,702千円は各学校のドアノブ、手すり、スイッチ等の消毒作業を行うため

の補助的会計年度任用職員の報酬、児童及び教職員用のフェイスシールド等の消耗品費及び

修学旅行バス追加分借上料、学校図書消毒機等を購入するための備品購入費の増額によるも

のです。 

 32ページ中段の３項．中学校費、新型コロナウイルス感染症拡大対策費3,465千円は、小

学校費と同じく生徒及び教職員用フェイスシールド等の消耗品費及び修学旅行バス追加分借

上料、学校図書消毒機等を購入するための備品購入費の増額によるものです。 

 33ページをお願いいたします。 

 ５項１目．社会教育総務費です。新型コロナウイルス感染症拡大対策費935千円は、図書

館Web予約システム設定委託料及び町立図書館の図書消毒機の備品購入費の増額によるもの

です。 

 ２目．公民館費です。分館支援事業費147千円の増額は分館施設費補助金の増額で、補助

率の改定によるものでございます。 

 34ページをお願いいたします。 

 ７目．図書館費です。157千円は司書の通勤手当の増額によるものでございます。 

 ６項．保健体育費です。39千円の増額は社会体育施設整備補助金の補助率の改定によるも

のです。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 建設課長。 

○建設課長（樋口信吾） 

 建設課関連の補正予算について説明いたします。 

 まずは歳入のほうから説明いたします。 

 予算書９ページをお願いします。 

 15款１項３目．災害復旧費国庫負担金は、公共土木施設災害復旧工事に伴う国庫負担金で

９か所分、31,480千円を増額補正しております。 
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 なお、国庫負担額は工事費の66.7％となっております。 

 予算書10ページをお願いします。 

 16款３項５目．土木費県委託金の増額補正につきましては、土地対策費交付金の内示額が

当初予算より増加した分による補正であります。４千円の増額補正を計上しております。 

 次に、歳出について説明いたします。 

 予算書16ページ下段をお願いします。 

 ２款１項10目．土地対策費の４千円の増額補正は、土地対策費交付金の増額に伴い、交付

金の使途に必要な事務費分を増額計上しております。 

 予算書35ページをお願いします。 

 10款２項１目．公共土木施設災害復旧費の71,980千円の増額補正は、７月初旬の豪雨災害

に係る道路、河川の復旧費となっております。 

 その内訳につきましては、公共土木施設単独災害復旧費15,580千円が町道吉常逆瀬谷線ほ

か２路線の災害復旧工事費及びその工事に係る用地取得費と登記委託料並びに樹木伐採の委

託料、それから、公共土木施設補助災害復旧費56,400千円は、東福寺川ほか３河川と一応草

場線ほか３路線の災害復旧工事費及びその土地に係る物件移転補償費、それから、昨年発生

しました小椎尾梯線の地滑り箇所に対する詳細設計委託料です。 

 建設課分の補正は以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（野村泰也） 

 福祉課長。 

○福祉課長（郷田貴啓） 

 福祉課関係の詳細について御説明申し上げます。 

 予算書の９ページを御覧ください。下段になります。 

 歳入について御説明申し上げます。 

 15款２項１目．民生費国庫補助金です。４節の児童福祉費国庫補助金7,573千円の増額に

つきましては、説明欄にありますように、新型コロナウイルス感染症拡大防止事業として、

子ども・子育て支援交付金特例措置分として増額をお願いするものです。これは保育園で実

施している延長保育、一時預かり保育、病児保育、学童保育やファミリーサポートセンター

事業に係る交付金となります。 

 また、次の行の母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金につきましては、県が実施して

いますひとり親臨時特別給付金に係る町の事務費となりまして、郵送料及び時間外手当とい

うことで、いずれも補助率は10分の10となります。 

 次に、予算書の10ページとなります。 

 16款２項２目．民生費県補助金です。５節の児童福祉費県補助金11,000千円の増額につき

ましては、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金として増額をお願いするも

ので、これにつきましては、新型コロナ感染症対策に係ります保育園の通常の保育分及び地

域型子ども・子育て支援事業として、これも県の対象となる延長保育事業、病児保育事業、

一時預かり事業等に対する補助金で、いずれも補助率は10分の10となります。 

 次に、予算書の11ページをお願いします。 

 21款４項２目．雑入です。８節の雑入、説明欄の２行目にあります特別自主避難所利用者

負担金２千円の増額につきましては、災害時要援護者で特別避難所を利用した場合の利用者
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負担金を計上しております。 

 続きまして、歳出に移ります。 

 予算書の20ページをお願いします。 

 ３款１項３目．老人福祉費です。説明欄にあります包括的支援事業費の報酬、職員手当等、

共済費の177千円の増額につきましては、地域包括支援センター職員の人事異動に伴いまし

て、介護支援専門員を社会福祉士への任用替えを行ったものに伴うものです。 

 次に、認知症施策推進事業3,496千円の増額及び次の21ページの同じく備考欄にあります

在宅医療推進整備事業の3,496千円の減額につきましては、事業補助金の内示に伴いまして

予算の組替えをお願いするものです。内容としては、保健師１名の人件費になります。 

 次に、予算書の同じく21ページの中段となります。 

 高齢者福祉事業29千円の増額につきましては、災害時要援護者登録者のうちの要介護５相

当で、指定避難所及び地域の自主避難所への避難が困難で、在宅で寝たきり状態等の方を町

が委託した事業者に避難させる特別避難所の委託料となります。 

 次に、22ページ下段をお願いします。 

 ３款２項１目．児童福祉総務費の説明欄にあります子育て支援事業費1,000千円の増額に

つきましては、新型コロナ感染症対策費として町が実施する子育て支援センター事業500千

円と乳児家庭全戸訪問事業500千円の分を計上しています。主に空気清浄機やタブレット端

末、その他マスク、消毒液等の購入費となります。 

 次の児童虐待防止対策事業費51千円の減額につきましては、会計年度任用職員の雇用に伴

う通勤費の不用額となります。 

 次の特別保育事業費12,000千円の増額につきましては、これにつきましても、新型コロナ

感染症対策として、23ページの一番上にありますように、一時預かり事業を実施している町

内の斗和保育園、保育園おひさま、この２園について、国の補助事業、県の補助事業を合わ

せて各1,000千円を計上しております。また、延長保育促進事業につきましては、町内認可

保育所６園に対して、国事業、県事業、これも合わせて各1,000千円を計上しているところ

です。また、次の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金につきましては、町

内の６園の通常の保育に係る感染症対策として各500千円を計上しております。また、病児

保育事業として実施しているおひさまに対して、感染症対策として国、県合わせて1,000千

円を計上しています。 

 放課後児童健全育成事業費5,000千円の増額につきましては、これも新型コロナ感染対策

費として、１支援が国事業500千円、県500千円で、町内５支援ありますので、５支援に対し

て5,000千円を計上しております。 

 児童手当措置事務費50千円の増額につきましては、新型コロナ感染症対策として国が実施

していますひとり親世帯臨時特別給付金の事務費として郵送料を50千円計上しております。 

 また、ファミリーサポートセンター事業500千円の増額につきましては、町が実施してい

る新型コロナ感染症対策として、マスク、消毒液、体温計などの購入費を計上しているとこ

ろです。 

 子育て世代包括支援センター事業費86千円の増額につきましては、会計年度任用職員の雇

用に伴う通勤費の増額となります。 

 次の３款２項２目．児童措置費の700千円の増額につきましては、５月の議会で承認いた



- 90 - 

だきました子育て世帯への臨時特別給付金につきまして、公務員分の不足分として計上して

いるものです。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いしておきます。 

○議長（野村泰也） 

 住民課長。 

○住民課長（谷口裕子） 

 続きまして、住民課関連の一般会計補正予算について説明いたします。 

 まず、歳入です。 

 ９ページの下段を御覧ください。 

 15款２項５目、説明欄、総務費国庫補助金のうち、社会保障・税番号制度システム整備費

補助金2,475千円、その下のコンビニ交付サービス導入補助金7,260千円について、今回新た

に増額計上をお願いするものです。 

 次に、11ページを御覧ください。 

 21款４項２目．雑入のうち、上段の高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業交付金

につきましては、対象事業費の見直しにより215千円の増額をお願いするものです。 

 続きまして、歳出です。 

 18ページを御覧ください。 

 ２款３項１目．戸籍住民基本台帳費14,619千円の増額のうち、主なものにつきましては、

説明欄の戸籍住民基本台帳費の12節．委託料の住基システム関連改修委託料9,735千円で、

社会保障・税番号制度に係りますシステム改修費及び住民票などのコンビニ交付サービス導

入に係りますシステム改修費をお願いするものです。 

 次に、24ページを御覧ください。 

 ４款１項１目．保健衛生総務費のうち、説明欄下から２行目の新型コロナウイルス感染症

拡大対策費8,580千円の増額につきましては、町内の公共施設におけます感染症予防指導を

専門のアドバイザーにお願いするための報償費になり、25ページを御覧ください。全戸配布

する感染拡大防止啓発冊子の印刷製本費、最前線に従事していただいております医療従事者

への慰労金をお願いするものでございます。 

 以上で住民課関連の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（井上新五） 

 それでは、産業振興課関係の補正予算について説明いたします。 

 まず、歳入予算について説明させていただきます。 

 予算書10ページ上段をお願いいたします。 

 16款２項５目．商工費県補助金、１節．商工費県補助金、工場適地調査県補助金1,295千

円につきましては、計画策定事業に係る県補助金の交付内示により増額の補正をお願いして

おります。 

 次に、歳出補正予算について説明いたします。 

 予算書25ページ中段をお願いいたします。 

 ５款１項１目．農業委員会費、12節．委託料、農家台帳システム改修業務につきましては、
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これまで活用していました農家台帳システムが使用できなくなるため、全国農業会議所運営

の農家台帳システムであるフェーズ２へのデータ移行等に係る費用として1,910千円の増額、

18節．負担金、補助及び交付金につきましては、農業委員改選により女性ネットワーク負担

金に不足が生じましたので、６千円を増額補正しております。 

 続きまして、次のページ、３目．農業振興費、18節．負担金、補助及び交付金、有害鳥獣

防除対策事業補助金113千円につきましては、防鳥ネットや電気柵設置に係る補助を増額し

ております。 

 予算書27ページ上段をお願いいたします。 

 ６款１項２目．商工振興費につきましては、コロナ関連の支援策、新生活様式対応事業者

支援事業に係る報酬、職員手当等、共済費、旅費、役務費、負担金、補助及び交付金、全体

としまして19,925千円の増額補正となります。 

 次に、４目．観光費、17節．備品購入費につきましては、逆瀬ゴットン館設置の石抜き精

米機の購入に係る増額補正としております。 

 続きまして、35ページ上段をお願いいたします。 

 10款１項１目．農地農業用施設災害復旧費、14節．工事請負費、町単独災害復旧工事費に

つきましては、７月豪雨による17か所の応急復旧工事に係る費用及び今後の緊急時の災害復

旧費用として合計9,000千円の増額補正をお願いするものです。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 協働推進課長。 

○協働推進課長（藤島達也） 

 協働推進課関係の補正予算について説明申し上げます。 

 歳出について説明いたします。 

 予算書16ページをお願いいたします。 

 ２款１項６目．企画費でございます。説明欄、ホームページ管理費をお願いいたします。

12節．委託料3,300千円の増額は、公式LINE構築業務委託料でございます。公式LINEを運用

することで、町からの情報を得る新たな手段となります。 

 続きまして、協働推進事業をお願いいたします。12節．委託料99千円の増額は、東部３地

区、小椎尾区、逆瀬谷区、梯区と民間事業者、町におきまして、生活道路沿線の枝木伐採作

業による交通規制に伴う交通整理を委託するものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 税務課長。 

○税務課長（野中洋太） 

 続きまして、税務課関連の補正予算について御説明申し上げます。 

 予算書の17ページ、説明欄の下段をお願いいたします。 

 ２款２項１目．税務総務費、12節．委託料の増額につきましては、令和３年度からの町税

及び料金等のコンビニ収納の実施に伴う基幹システムの改修において、下水道供用開始に伴

う受益者負担金の収納に係るシステム改修の追加が必要になりましたので、264千円の増額

をお願いするものでございます。 
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 以上で説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（小松朋雄） 

 環境衛生課分の補正予算を説明いたします。 

 予算書25ページをお願いいたします。 

 ４款１項６目．水道事業費500千円につきましては、福岡県南広域水道企業団の第２期拡

張事業の交付金増額内示により事務費が増額となったため、出資金を増額するものでござい

ます。 

 次に、予算書29ページをお願いします。 

 ７款５項１目．公共下水道事業費の補正につきまして、下水道事業会計の人件費増額分に

ついての繰出金を2,796千円増額するものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。12番野田成

幸君。 

○12番（野田成幸） 

 住民課のコンビニ交付サービス導入補助金、これの説明をお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 住民課長。 

○住民課長（谷口裕子） 

 野田議員の質問にお答えいたします。 

 今般の新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る目的で、窓口に皆さん足を運ばないよ

うにということと、コンビニ交付サービスの導入を国のほうが促進しておりますので、小規

模自治団体向けのクラウド基盤の構築によりますマイナンバーカードを活用した安価な実証

実験を全国に国が募集して、補助金を出す事業でございます。 

 それに参加することになりまして、県内では篠栗町、宇美町、香春町が参加して、全国で

70団体が応募を行っております。国庫補助金により導入費用に係る16,000千円が不要で、ラ

ンニングコストも２年間国庫補助が出るということになります。証明書としましては、住民

票と印鑑証明の２種類を予定しております。 

 以上になります。 

○議長（野村泰也） 

 12番野田成幸君。 

○12番（野田成幸） 

 コンビニは、取りあえず広川町としては全コンビニにお願いを始めるということじゃない

んですか。一応コンビニさんの意向は、全部のコンビニさんの意向を聴かれていますか。 

○議長（野村泰也） 

 住民課長。 

○住民課長（谷口裕子） 

 コンビニ交付につきましては、国が地方公共団体情報システム機構という機関にコンビニ
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交付の委託をしております。どこの市町村においても、どこのコンビニでも、広川町の住民

票、印鑑証明が取れるようになっております。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。11番梅本哲君。 

○11番（梅本 哲） 

 ちょっと教えてもらいたいんですが、これは30ページ、教育関係のきめ細やかな教育環境

整備事業の中で、報酬のところが専務的と補助的ということで２つ分かれているんですが、

これはこういうふうに組み替えたというふうなことだと思うんですが、どのように違うんで

しょうか。 

○議長（野村泰也） 

 教育次長。 

○教育委員会事務局教育次長（中島 孝） 

 今、御質問の30ページ、きめ細やかな教育環境整備事業の専務的会計年度任用職員といい

ますのは、会計年度任用職員の制度が今年度から変わりまして、以前は週４日勤務等でされ

ておった方と、補助的会計年度任用職員については臨時職員というふうに言われておる方で、

時間単価で雇用される方になります。 

 この中で、教育委員会の中でいいますと、専務的会計年度任用職員については、小学校の

常勤講師等を充てておりました。その下の補助的任用につきましては、今回、学校に入る介

助員さんとか、学習支援員さんとか、時間単価で支払いをする方になります。 

 以上です。 

○議長（野村泰也） 

 ほかにありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第62号 令和２年度広川町一般会計補正予算（第４号）についてを採決しま

す。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。 

      日程第22 議案第63号 

○議長（野村泰也） 

 日程第22．議案第63号 令和２年度広川町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につ

いてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 
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○町長（渡邉元喜） 

 議案第63号 令和２年度広川町国民健康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。 

 予算書１ページをお願いします。 

 今回の歳入歳出予算の補正につきましては、第１条第１項のとおり、既定の予算総額に

48,043千円を追加し、予算総額を2,702,699千円とするものです。 

 ２ページをお願いします。 

 歳入補正予算について御説明いたします。 

 １款１項．国民健康保険税は、新型コロナウイルス感染症の影響により所得減となった人

に対する保険税減免措置により15,756千円を減額し、５款２項．国庫補助金は保険税減額分

と同額となる15,756千円を増額計上しております。 

 10款１項．他会計繰入金は一般会計繰入金3,443千円を減額し、11款１項．繰越金は令和

元年度の決算確定に伴いまして、51,486千円を増額計上しております。 

 ３ページをお願いします。 

 歳出補正予算について御説明いたします。 

 １款１項．総務管理費は国民健康保険担当職員人件費3,443千円を減額計上し、３款１項．

医療給付費分及び３項．介護給付金分は財源組替えをしております。 

 ７款１項．基金積立金は国民健康保険財政調整基金積立金を33,240千円、９款１項．償還

金及び還付加算金は償還金18,248千円をそれぞれ増額計上し、10款１項．予備費を２千円減

額しております。 

 御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第63号 令和２年度広川町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につい

てを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第63号は原案のとおり可決されました。 

      日程第23 議案第64号 

○議長（野村泰也） 

 日程第23．議案第64号 令和２年度広川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に

ついてを議題といたします。 
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 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 議案第64号 令和２年度広川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について御説

明申し上げます。 

 予算書１ページをお願いします。 

 今回の歳入歳出予算の補正につきましては、第１条第１項のとおり、既定の予算総額に

3,905千円を追加し、予算総額を286,114千円とするものです。 

 ２ページをお願いします。 

 歳入補正予算について御説明いたします。 

 ５款１項．繰越金は、令和元年度の決算確定に伴いまして、3,905千円を増額計上してお

ります。 

 ３ページをお願いします。 

 歳出補正予算について御説明いたします。 

 ２款１項．後期高齢者医療広域連合納付金は3,906千円を増額し、10款１項．予備費を１

千円減額計上しております。 

 以上でございます。御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第64号 令和２年度広川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

いてを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。 

      日程第24 議案第65号 

○議長（野村泰也） 

 日程第24．議案第65号 令和２年度広川町住宅新築資金等貸付特別会計補正予算（第１

号）についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 議案第65号 令和２年度広川町住宅新築資金等貸付特別会計補正予算（第１号）について

御説明申し上げます。 

 予算書１ページをお願いします。 
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 今回の歳入歳出予算の補正につきましては、第１条第１項のとおり、既定の予算総額から

35千円を減額し、予算総額を1,639千円とするものです。 

 ２ページをお願いします。 

 歳入補正予算について御説明いたします。 

 令和元年度決算確定に伴い、４款１項．繰越金を35千円減額計上しております。 

 ３ページをお願いします。 

 歳出予算につきましては、人事異動等による職員人件費の補正として、１款１項．総務管

理費を29千円、10款１項．予備費を６千円、それぞれ減額計上しております。 

 御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第65号 令和２年度広川町住宅新築資金等貸付特別会計補正予算（第１号）

についてを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。 

      日程第25 議案第66号 

○議長（野村泰也） 

 日程第25．議案第66号 令和２年度広川町広川防災ダム管理特別会計補正予算（第２号）

についてを議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 議案第66号 令和２年度広川町広川防災ダム管理特別会計補正予算（第２号）について御

説明申し上げます。 

 予算書１ページをお願いします。 

 今回の歳入歳出予算の補正につきましては、第１条第１項のとおり、既定の予算総額に

5,253千円を追加し、予算総額を31,833千円とするものです。 

 ２ページをお願いします。 

 歳入について御説明いたします。 

 ２款３項．県委託金は７月豪雨災害に伴いまして2,500千円、５款１項．繰越金は令和元

年度の決算確定に伴いまして2,753千円をそれぞれ増額計上しております。 

 ３ページをお願いします。 
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 歳出につきましては、１款１項．総務管理費は土砂撤去工事費など5,050千円、10款１項．

予備費は203千円をそれぞれ増額計上しております。 

 御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第66号 令和２年度広川町広川防災ダム管理特別会計補正予算（第２号）に

ついてを採決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。 

      日程第26 議案第67号 

○議長（野村泰也） 

 日程第26．議案第67号 令和２年度広川町水道事業会計補正予算（第１号）についてを議

題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 議案第67号 令和２年度広川町水道事業会計補正予算（第１号）について説明いたします。 

 予算書１ページをお願いします。 

 今回お願いいたします補正予算は、収益的支出を1,365千円増額し、また、資本的支出を

840千円減額いたしまして、予算総額444,764千円とするものであります。 

 資本的収支では108,707千円の不足分が生じますが、過年度分損益勘定留保資金等をもっ

て補填するものでございます。 

 予算書２ページをお願いします。 

 収益的支出の補正につきましては、人事異動等に伴う給料、各種手当等の人件費の補正と

コンビニ収納準備のための委託料についての補正です。 

 資本的支出の補正につきましては、人事異動に伴う人件費の補正になります。 

 御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 
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 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第67号 令和２年度広川町水道事業会計補正予算（第１号）についてを採決

します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。 

      日程第27 議案第68号 

○議長（野村泰也） 

 日程第27．議案第68号 令和２年度広川町下水道事業会計補正予算（第１号）についてを

議題といたします。 

 提案者の提案理由並びに内容説明を求めます。町長。 

○町長（渡邉元喜） 

 議案第68号 令和２年度広川町下水道事業会計補正予算（第１号）について説明いたしま

す。 

 予算書１ページをお願いします。 

 今回お願いいたします補正予算は、収益的収入を1,756千円、収益的支出を571千円増額し、

また、資本的収入を1,040千円増額、資本的支出を2,225千円増額し、予算総額986,098千円

とするものであります。 

 資本的収支では131,681千円の不足分が生じますが、当年度分損益勘定留保資金等をもっ

て補填するものでございます。 

 予算書２ページをお願いします。 

 収益的収入及び支出です。 

 収益的収入の他会計補助金1,756千円の増額は、一般会計からの補助金の増額です。 

 収益的支出の総係費571千円の増額は、人件費の増額によるものです。 

 続きまして、３ページをお願いします。 

 資本的収入及び支出です。 

 収入の他会計補助金1,040千円は、一般会計からの児童手当分の増額です。支出の総係費

2,225千円の増額は、人件費の増額によるものでございます。 

 御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（野村泰也） 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論のある方の挙手を願います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



- 99 - 

○議長（野村泰也） 

 討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これから議案第68号 令和２年度広川町下水道事業会計補正予算（第１号）についてを採

決します。 

 原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野村泰也） 

 異議なしと認めます。よって、議案第68号は原案のとおり可決されました。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午前11時56分 散会 

 


