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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前10時00分 開会 

○議長（林 健児君） 

 ただいまの出席議員数は12人です。定足数に達していますので、ただいまから令和３

年11月大治町議会臨時会を開会します。 

これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事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。 

 会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、11番横井良隆議員、12番下方繁孝

議員を指名します。 

 

 日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 議会運営委員長から会期の報告を求めます。 

○議会運営委員長（横井良隆君） 

 議長。 

○議長（林 健児君） 

 議会運営委員長、お願いします。 

○議会運営委員長（横井良隆君） 

  11番横井良隆でございます。 

  議会運営委員会は11月10日午前９時より開会し、令和３年11月臨時会の日程を本日１

日限りと決定いたしましたので御報告申し上げます。 

○議長（林 健児君） 

 お諮りします。 

 議会運営委員長の報告どおり、会期は本日１日間とすることに御異議ありませんか。 

        ［｢異議なし」の声あり］ 

○議長（林 健児君） 

 異議なしと認めます。したがって、会期は本日１日間と決定しました。 

 

 日程第３、議案第37号令和３年度大治町一般会計補正予算（第４号）を議題とします。 

 町長から提案理由の説明を求めます。 

○町長（村上昌生君） 

 議長。 

○議長（林 健児君） 

 町長、お願いします。 
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○町長（村上昌生君） 

  議案第37号令和３年度大治町一般会計補正予算（第４号）。 

  令和３年度大治町の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

  第１条第１項、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ6408万1000円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ96億9945万円とする。 

  第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

  第２条、地方自治法第213条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用できる経費

は、第２表繰越明許費による。 

  第３条、地方債の変更は、第３表地方債補正による。令和３年11月10日提出、大治町

長。 

  今回の補正の内容は、子育て支援施設新築工事を1800万円増額し、また、新型コロナ

ウイルス感染症対策を目的とした備品を購入した店舗等を営む事業者に対し、補助金を

交付するため、新型コロナウイルス感染症対策強化支援補助金交付事業費として4608万

1000円を計上するものでございます。 

  これらの財源として、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、繰入金及

び地方債を充てるものでございます。 

○議長（林 健児君） 

  これから質疑を行います。 

  質疑のある方、どうぞ。 

 

  議長。 

〇議長（林 健児君） 

   

 

  1800万円の増額ということで内容は先ほど議案説明で受けたんで

すが、当初4600万ぐらいだったと予定しているんですが、材木900万ぐらい上がっていま

すよね。そのどのぐらい上がったのかというのはわかるんでしょうか。 

〇子育て支援課長（古布真弓君） 

  議長。 

〇議長（林 健児君） 

  子育て支援課長。 

〇子育て支援課長（古布真弓君） 

  今回、10月１日に入札を行いました。その設計書につきましては８月に作成しており

ます。建設物価を確認しますと８月と10月で木材で37％ほど上昇しており、こちらの影
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響があるものと考えております。 

〇議長（林 健児君） 

  他にありませんか。 

 

  議長。 

〇議長（林 健児君） 

   

 

  37％の増ということなんですが、今後まだ高騰していくのか下がっていくのかわから

ないですが、このままこの事業というのは続けていくのでしょうか。 

〇子育て支援課長（古布真弓君） 

  議長。 

〇議長（林 健児君） 

  子育て支援課長。 

〇子育て支援課長（古布真弓君） 

  現状では先行きがなかなか見通せないというところでございます。この子育て支援施

設の建設予定地付近では子供たちが旧のサイクリングロードで遊んでいる姿をよく見か

けます。危険を感じることも多々ありますし、また、子育て支援センターについては南

小学校区にしかなく、子育て世帯が身近なところで交流や相談ができる施設を建設する

ことで子育て世帯の充実を図っていきたいと考えております。したがいまして、子育て

支援の充実を図るものですので早急に進めていきたいと考えております。 

 

  議長。 

〇議長（林 健児君） 

   

 

  、日程とかというのはわ

かるんですか。工期というか。お願いします。 

〇子育て支援課長（古布真弓君） 

  議長。 

〇議長（林 健児君） 

  子育て支援課長。 

〇子育て支援課長（古布真弓君） 

  現在の予定ですが、予算をお認めいただけましたら今後契約の事務に移っていくわけ

ですが、７月の工事完了を目指しまして８月に備品等の施設の準備をいたしまして、９
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月開所に向けて進めていく予定をしております。 

〇議長（林 健児君） 

  他にありませんか。 

〇７番（松本英隆君） 

  議長。 

〇議長（林 健児君） 

  ７番松本議員。 

〇７番（松本英隆君） 

  ７番松本です。今の14ページの方、当初国庫補助金がついていたと思うんですが、そ

こら辺のほうは今後どうなっていくんですかね。 

〇子育て支援課長（古布真弓君） 

  議長。 

〇議長（林 健児君） 

  子育て支援課長。 

〇子育て支援課長（古布真弓君） 

  ９月に補正予算といたしまして、次世代育成支援対策施設整備交付金を計上させてい

ただきました。そちらにつきましては、県を通じ国に確認し、現在繰り越しの手続を申

請中でございます。 

〇７番（松本英隆君） 

  議長。 

〇議長（林 健児君） 

  ７番松本議員。 

〇７番（松本英隆君） 

  続きまして、16ページをお願いします。こちらのほう、まず窓口のほうなんですが、

これは町の方で行われるんですかね。また、商工会の方もちょっと聞かれたというのも

あるんですが、何か商工会の方に問い合わせとかあったときはこちらに振る、役場の方

なのか。向こうでも同じような作業をするのかということです。 

  あと、この内容なんですが、１店舗１回までというふうに先ほど説明を受けたんです

が、内容的には複数のものを購入してもその中で上限10万円という考えでいいのか。１

つの物につきなのかということです。 

  あと、内容は新品・中古、そこら辺も関係なしでよろしいんですかね。中古品のもの

とかでもいいのかどうかというのをまた教えてください。 

〇産業環境課長（鈴木昌樹君） 

  議長。 

〇議長（林 健児君） 



 5 

  産業環境課長。 

〇産業環境課長（鈴木昌樹君） 

  まず窓口に関しましては、役場の産業環境課の方で対応していくというふうに考えて

ございまして、商工会の方に御協力、チラシ等の会員さんへの配付を今のところ考えて

おりまして、そちらのほうの御協力はいただきたいと思っておりますので、事業の内容

の問い合わせ等につきましては役場の方に振っていただきたいと考えております。 

  また、その備品等の複数対象の補助につきましては、今のところ複数、積み上げてい

ただいて上限10万円というふうに考えております。 

  最後に、新品・中古どちらも対象になるのかということでございますが、これにつき

ましては正規に購入されたのでございましたら、今のところ領収確認等とれましたら補

助対象にするという考えでございます。以上でございます。 

〇７番（松本英隆君） 

  議長。 

〇議長（林 健児君） 

  ７番松本議員。 

〇７番（松本英隆君） 

  先ほどのほうで窓口は産環の方でということでそこら辺もチラシに載っていましたで

すかね、こちらのほう。産環のここの窓口だというのを。 

〇産業環境課長（鈴木昌樹君） 

  議長。 

〇議長（林 健児君） 

  産業環境課長。 

〇産業環境課長（鈴木昌樹君） 

  本日、議員の皆様にごらんいただいたものにつきましては概要説明資料でございまし

て、今後チラシにつきましては個別のものを作成する予定でございます。そちらにつき

まして窓口については産業環境課というふうに明記したいと考えておりますのでよろし

くお願いいたします。 

〇議長（林 健児君） 

  他にありませんか。 

〇11番（横井良隆君） 

  議長。 

〇議長（林 健児君） 

  11番横井議員。 

〇11番（横井良隆君） 

  11番横井良隆でございます。先ほど出ました16ページ、コロナウイルスの補助金交付
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事業についてお聞きをしたいと思います。 

  まず１つ目が、補助の対象とする事業者の業種もしくは職種をどのように考えている

のかというのが１点目。 

  ２点目が、今回拝見しますと非常に短い期間での事業となります。この事業を採択す

るに当たってどのように庁舎内で合意形成されたのか。つまり、臨時会を開いてでもこ

の事業をやろうとしたきっかけは何なのか。そして、事業者に対して何を期待して採択

を行ったのか。 

  ３つ目が、事業者への周知方法はどのように考えているのか。 

  ４つ目が、申請に必要な書類として補助対象事業に係る領収書など出金したものがわ

かるものとあるんですが、レシート等でも申請は可能なのかどうか。 

  ５つ目が、この新しい事業を行う中で今の体制で十分に対応できるのか。この５点に

ついてお聞きしたいと思います。 

〇産業環境課長（鈴木昌樹君） 

  議長。 

〇議長（林 健児君） 

  産業環境課長。 

〇産業環境課長（鈴木昌樹君） 

  それでは、まず１問目の業種、職種をどのように考えているのかという御質問でござ

います。こちらにつきましては、今回の事業の補助対象については業種、職種等につい

て限定するものではございませんで、来店型店舗というふうに対象を考えてございます。 

  ２問目の短い期間であるが庁内での合意形成等の御質問でございますが、こちらにつ

きましては本事業につきましてコロナ交付金を活用いたしまして、中小企業者に対して

我々としてどのような支援ができるかを内部で検討をさせていただいたところでござい

ます。今後における感染拡大防止と社会経済活動の両立を目指した事業として考えさせ

ていただいた結果、この臨時会のタイミングとなったものでございますのでよろしくお

願いいたします。 

  ３問目の周知方法でございます。こちらにつきましては、議員おっしゃるとおり短い

期間の中ではございますが、町のホームページを軸にしまして先ほども申しましたがチ

ラシも後ほど作成いたしまして商工会にも御協力いただきながら周知をしていきたいと

考えてございます。その他にもケーブルテレビや新聞社等に情報提供をしながら本事業

の周知を図ってまいりたいとこのように考えております。 

  次のレシートでも申請はできるのかという御質問でございます。こちらにつきまして

は、レシートにつきましても日付や品名、金額の記載があれば対象とするものと考えて

ございます。また、その他のケースにつきましても今後作成いたします補助金の要綱に

基づきまして柔軟に対応していく考えでございます。 
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  最後に体制の御質問をいただいてございますが、こちらにつきましては他の業務との

兼ね合いにつきましても十分考慮してございます。しかしながら、不慮の事態におきま

してはもしかしたら他部署からの御協力をいただきながらということもあるかもしれま

せんが、今のところ産業環境課の職員で事業を行っていきたいとこのように考えており

ますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。 

〇11番（横井良隆君） 

  議長。 

〇議長（林 健児君） 

  11番横井議員。 

〇11番（横井良隆君） 

  それでは、この中にあります460店舗を対象としたということでその見込み、あと金額

も含めた積算根拠をお聞きしたいと思います。 

  次に期間の部分なんですが、申請期間は令和３年12月１日水曜日から令和４年２月10

日木曜日までとしているんですが、これ申請状況によって延長する可能性はあるのかど

うか。 

  あと３つ目でこの要綱を見ますと、大治町新型コロナウイルス感染症強化支援補助金

交付事業ととても読みづらく長いと考えております。この名称は国においてこの名前で

告知をしなければならないのかどうか。 

  あと感染防止の観点として原則郵送にて申請をいただく予定であるという表記があり

ますが、先ほどもちらっとありました電話での問い合わせなど窓口を一本化するのかど

うか。この点についてお聞きしたいと思います。 

〇産業環境課長（鈴木昌樹君） 

  議長。 

〇議長（林 健児君） 

  産業環境課長。 

〇産業環境課長（鈴木昌樹君） 

  まず積算根拠でございます。こちらにつきましては、平成28年度に実施されました経

済センサス、こちら統計調査でございますが、こちらのほうをもとに460店舗分として見

込んだものでございます。 

  続きまして、申請期間の延長の御質問でございます。こちらにつきましては、本事業

につきましては国の地方創生臨時交付金を活用するものでございます。今年度中に全て

振り込みまでを完了する必要がございます。こちら全体の事業完了の処理を考慮しまし

て今回申請期限を２月10日とさせていただいたものでございます。大変短い期間でござ

いますが、本事業の期間延長につきましては考えてはございません。 

  続きまして、名称についてでございます。こちらについては国の指定があるというも
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のではございません。今回事業名については町として考えさせていただいたものでござ

います。 

  窓口の一本化でございますが、こちらにつきましては先ほども申しましたが、産業環

境課の方で当然係を超えて課の中で対応していきたいと、このように考えておりますの

でよろしくお願いいたします。 

〇11番（横井良隆君） 

  議長。 

〇議長（林 健児君） 

  11番横井議員。 

〇11番（横井良隆君） 

  今年度で事業を完了しなければならない。今、答弁にありました振り込みまでを完了

するという予定であります。どうしても年末からそういった年度末にかけて民間事業者

は書き入れどきで非常に忙しい状況になります。そういった中で少しでも事業者が理解

しやすいように工夫する必要があると私は考えております。例えば「コロナに負けるな

補助金」とか「がんばろみゃあ補助金」とか何でもいいんですが、目の引きやすい名称

にすべきだと僕は考えておりますがいかがでしょうか。 

  あと、電話の受け付けなんですが、恐らく代表番号で電話をかけられると思います。

とられる方が電話の交換手ですのでそういった部分でいきなり本題を言われる多分事業

者さんもみえると思いますので、しっかり連携して産業環境課につなげられるように内

部の調整をしていただきたいと思いますが、この２点についてお答えいただきたいと存

じます。 

〇産業環境課長（鈴木昌樹君） 

  議長。 

〇議長（林 健児君） 

  産業環境課長。 

〇産業環境課長（鈴木昌樹君） 

  名称のほうでございますが、今後におきまして作成いたします周知用のチラシ等につ

いてわかりやすい愛称のようなものでございますが、そちらを検討いたしまして、今議

員の方からいただきました御意見を参考にしながら周知の際に目立つように考えたいと

思っております。それで窓口の産業環境課の問い合わせの連携でございますが、こちら

につきましては庁内で調整させていただきまして、必ず間違いのないように産業環境課

の方に通じるように調整をしていきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたしま

す。 

〇議長（林 健児君） 

  他にありませんか。 
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  議長。 

〇議長（林 健児君） 

   

 

  14ページの子育て支援施設整備事業費について、まずお

聞きいたします。先ほど他の議員からも質問ありまして、入札不調の経緯でございます。

８月に設計をしてそれ以降木材が37％上昇したという答弁をいただきましたが、議案説

明会の中で木材の高騰分もありますが建物などの諸経費も上がったということで、ここ

ら辺もただ８月に設計やって２カ月でそんなに上がるのかと。そこら辺設計どうだった

のかと、８月の設計ですね。木材は答弁では上がっているということですが、それ以外

の諸経費、何でその２カ月で急に上がったのか。ちょっと理解ができません。そこら辺

の説明と、あと入札になったときですと愛知県のホームページにいろいろ出ていますが、

私ちょっと調べたんですが、この入札不調の件載っていなくて、ちょっと私の調べ方が

悪かったかもしれませんが入札結果は出るんですよね。これ入札不調の場合は出ていな

かったもんで私が見たら。ちょっと見方が悪かったかもしれませんが、そこら辺やっぱ

り入札不調ということで資料としてやっぱり出していただきたい。予定価格は幾らで結

局全部超えたということですね。そこら辺の説明もないのでなぜ…… 

        ［｢入札の結果載っていますよ｣の声あり］ 

 

  載っていた、愛知県に。 

        ［｢ホームページに｣の声あり］ 

 

  町のホームページに載っていたの。 

        ［｢はい｣の声あり］ 

 

  済みません、町のホームページに載っていたということならちょっと見直してみます

が、済みません。ちょっときょうの資料の中についていなかったので、いつもだと他に

１回目不調、２回目とか前出ていたこともありますし、議案に出ているので、そこら辺

とにかくその説明をいただきたいということです。 

  あと２点目は、16ページの新型コロナウイルス感染症対策強化支援についてでござい

ますが、これ議案説明会の中で資料出ておりますが、制度概要の中で補助対象者のとこ

ろで安心安全宣言施設の届け出またはニューあいちスタンダード認証制度に申請をした

店舗というのはわかるんですが「等」と書いてあるので、「等」とはどういうことなのか

と。 
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  あと一般消費者に対して取引を行う店舗等、店舗等だから店舗なくてもいいのかと。

そこら辺ちょっと「等」という意味がわからないのと、またもう１つはこの目的が感染

症対策なんですね。大治町いろいろお店見ていくと感染症対策終わっているところが多

いんですよ。１年前にこういう制度をつくれば非常にいい制度なんですが、今これをつ

くって果たして、意味はないとは言いませんが効果が多いのかと。まだ町民の方の意見

聞いていないのでわかりませんが、他の市町村でやっぱり感染症対策で出したところ、

もうつけちゃったよと。何で今ごろ出してくるんだという声がお店の方から出ていると

いうことも聞いております。この制度、国の制度は市町村で独自で決められる制度で他

の市町村では減収補塡などをやっているところもあります。なぜ今コロナ感染症対策で

行うのかと。私としては困っているお店の減収補塡、もしくはお客さんを少し前ほどと

言わないけれど戻していくための施策とかそちらで使うべきじゃないかと僕は思うんで

すが、そこら辺どのように検討されたのか。やっぱりこの案を出したら町内のお店屋さ

んが「もうやっちゃったよ」「今ごろ何でこんなの出してくるんだ」と。「１年前に出し

てもらったらよかった」という声が絶対出てくるんですよ。そこら辺どのように考えら

れたのかお聞きしたいと思います。 

〇子育て支援課長（古布真弓君） 

  議長。 

〇議長（林 健児君） 

  子育て支援課長。 

〇子育て支援課長（古布真弓君） 

  子育て支援施設の設計の諸経費についてでございますが、こちらにつきましては官公

庁の諸経費は共通仮設費、現場管理費、一般管理費というものになるんですが、こちら

については愛知県の公共建築工事積算基準を参考に算定しております。この率には幅が

ありまして、当初では東部児童クラブ建設などを参考に低い率での算定としておりまし

たが、入札結果や昨今の状況を考慮し、高い率での算定に見直しをさせていただいたも

のですのでよろしくお願いいたします。 

  また、２つ目の不調の件につきましては、大治町のホームページから見ていただくこ

とができるんですが、今回１回目が３社申し込みがあったんですが１回目が２社、２回

目１社となり不調となったものでございますのでよろしくお願いいたします。 

〇産業環境課長（鈴木昌樹君） 

  議長。 

〇議長（林 健児君） 

  産業環境課長。 

〇産業環境課長（鈴木昌樹君） 

  補助対象の「等」でございますが、こちらにつきまして当該店舗等となっております。
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こちらのほう、来店型のスペースを設置しているところということで店舗に限らず「等」

という表記を使わせていただいておるものでございます。 

  また、先ほど時期が今なのかというお話でいただいておりますが、こちらのほうにつ

きましては感染予防としまして令和３年、今年度の初めから購入したものを対象とさせ

ていただきたいということで制度をいろいろ考慮させていただいた結果、このタイミン

グでお願いしたものでございます。よろしくお願いいたします。 

 

  議長。 

〇議長（林 健児君） 

   

 

  まず子育て支援施設に関しては、結局予定価格が幾らで最初２社、何社か聞き落とし

ましたが、何社かそれより高かったということなので予定価格が幾らだったのか。そこ

ら辺教えていただきたいと思います。 

  また２点目のコロナ感染症対策の補助金についてでございますが、時期というよりも

コロナ感染症対策は多くのところがやって終わっちゃっているんですよ。終わっちゃっ

ているのに対して補助しますよと。新たにやられるところもあると思いますが、それよ

りもやっぱり減収になって困っている、減収補塡もしくは新たにお客さんを少し取り戻

していくための施策。それが今に求められているんじゃないかと。コロナ感染症対策も

必要ですよ。だけれど、もうお店は苦労されて整備しているところが多いんですよ。だ

けれど、終わったことよりも…… 

〇議長（林 健児君） 

   

 

  はい。 

〇議長（林 健児君） 

  質疑なので質疑をお願いします。 

 

  新しいことをやるべきではないのかと…… 

〇議長（林 健児君） 

   

        ［｢討論ではないですから｣の声あり］ 

 

  はい。だから…… 

〇議長（林 健児君） 
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  わかりました。簡潔に言います。終わったことを補助するのではなくて、新たにやっ

ぱり考えて減収補塡とか新しくお客さんを呼ぶとかそちらのほうの施策を考えるべきで

はなかったのか。そこら辺どのように検討されたのか。当然、終わったことをやったほ

うが簡単に補助できますがそこら辺どうなのか。ちょっとお聞きしたいと思います。 

〇子育て支援課長（古布真弓君） 

  議長。 

〇議長（林 健児君） 

  子育て支援課長。 

〇子育て支援課長（古布真弓君） 

  予定価格においては公表しておりませんのでよろしくお願いいたします。 

〇産業環境課長（鈴木昌樹君） 

  議長。 

〇議長（林 健児君） 

  産業環境課長。 

〇産業環境課長（鈴木昌樹君） 

  先ほどの御質問でございますが、当然我々ども今回感染予防をメーンに、また愛知県

の認証制度の当然促進という面も考慮いたしまして今回このような提案をさせていただ

いたものでございますのでよろしくお願いいたします。 

 

  議長。 

〇議長（林 健児君） 

   

 

  まず予定価格の公表はしないということでございます。これは今まで大治町はやって

こなかったと。ただ、他の市町村はやっているところもあります。それについてとやか

くは言いませんが、入札不調に終わった以上、２回。これは議会に提案するならば、町

のホームページに出せとは言いません。議会には予定価格は公表すべきではないのか。

なぜ入札不調に終わったか。言葉ではわかりますが、数字としてやっぱり出すべきでは

ないのかとそれは思います。その点どうなのかというのと、感染症対策が重要なのはわ

かりますが、それよりも減収補塡、今まで減ってきたお客さん取り戻す、少しでも。そ

の施策への補助が必要なのではないかと思いますが、根本的な政策の考え方。これはち

ょっと課長では答えられなければ町長でも構いませんが、そこら辺どうでしょうか。施

策として考え方としてどうでしょうか。 
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〇総務部長（大西英樹君） 

  議長。 

〇議長（林 健児君） 

  総務部長。 

〇総務部長（大西英樹君） 

  予定価格につきましては、議員が言われるように公表している市町村、していない市

町村あります。大治町の考えといたしましては、公共工事の公平性を保つために公表し

た場合は今後の類似な工事について予定価格を類推するようなそういったことが考えら

れますので非公表としております。価格につきましては、当初予算でお認めいただいた

金額を参考にしていただければと思いますのでそのように御理解いただきたいと思いま

す。以上です。 

〇建設部長（三輪恒裕君） 

  議長。 

〇議長（林 健児君） 

  建設部長。 

〇建設部長（三輪恒裕君） 

  議員の御質問ですが、我々としましては昨年と今の状況、コロナの受け取り方が非常

に変わっておりましてウイズコロナということで、コロナの状況下においても感染防止

の徹底を図りながら経済を回していかなきゃいけないという観点から愛知県が打ってお

るこういった事業、施策に対してそれを後押しすると、賛同するという意味で今回こう

いった事業を起こさせていただいておりますので御理解をお願いいたします。 

〇議長（林 健児君） 

  他にありませんか。 

        ［｢なし」の声あり］ 

○議長（林 健児君） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。 

  議案第37号は、会議規則第39条第３項により委員会の付託を省略したいと思いますが、

これに御異議ございませんか。 

        ［｢異議なし｣の声あり］ 

○議長（林 健児君） 

  異議なしと認めます。 

  ただいま議題となっています議案第37号は、委員会の付託を省略することに決定いた

しました。 

  これから討論を行います。 
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  まず、原案に反対の方の発言を許します。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

〇議長（林 健児君） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第37号を採決します。 

  議案第37号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

        ［起立 全員］ 

○議長（林 健児君） 

  起立全員です。したがって、議案第37号は原案のとおり可決されました。 

 

  日程第４、発議第３号コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求

める意見書の提出についてを議題とします。 

  発議第３号について、総務建設常任委員長から報告を求めます。 

 

  議長。 

〇議長（林 健児君） 

  総務建設常任委員長、よろしくお願いします。 

 

  、継続審査と

なっておりました発議第３号コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実

を求める意見書の提出については、総務建設常任委員会を10月11日に全委員出席により

開会し、審査の結果、次のとおり決定しましたので会議規則第41条の規定により御報告

申し上げます。 

  今回、この意見書に対する修正案が提出されました。修正の内容はお手元に配付のも

ので修正案の提案理由は、地域の実情に応じた行政サービスを持続的に提供していくた

めには地方交付税等の一般財源総額の確保、充実を国に求めていく意見書であるが、コ

ロナ禍の影響で先行きが見通せない状況であることから、現行の特例措置を令和３年度

限りとするよう求めることは難しいのではないかと考えるのでその部分を削除し、国の

責任において対応すべきとすると意見書とすべきであるというものです。 

  この修正案について質疑はなく、全員賛成で可決すべきものと決定しました。修正部

分を除く原案についても全員賛成で可決すべきものと決定しました。以上で報告を終わ

ります。 

〇議長（林 健児君） 

  以上で委員長の報告を終わります。 

  これから委員長報告に対する質疑を行います。 
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  質疑ありませんか。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

〇議長（林 健児君） 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

〇議長（林 健児君） 

  これで討論を終わります。 

  これから発議第３号を採決します。 

  採決の順序についてあらかじめ申し上げます。 

  本案に対する委員長の報告は修正であります。 

  初めに、委員会の修正案について採決し、次に修正部分を除く残りの部分を採決しま

す。 

  まず、委員長報告のとおり修正することに賛成の方は起立願います。 

        ［起立 全員］ 

〇議長（林 健児君） 

  起立全員です。したがって、委員会修正案は可決されました。 

  次に、ただいま修正議決した部分を除く原案に賛成の方は起立願います。 

        ［起立 全員］ 

〇議長（林 健児君） 

  起立全員です。したがって、修正部分を除く原案は可決されました。 

 以上で、本日の日程は全部終了しましたので会議を閉じます。 

  これで令和３年11月大治町議会臨時会を閉会します。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前10時38分 閉会 
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