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令和３年松茂町議会第３回定例会会議録 

第１日目（９月３日） 

                                         

午前１０時００分開会  

○議会事務局長【多田雄一君】  ただいまから、令和３年松茂町議会第３回定例会の開

会をお願いいたします。 

 まず初めに、佐藤議長からご挨拶がございます。 

○議長【佐藤禎宏君】  皆さん、おはようございます。令和３年松茂町議会第３回定例

会の開催に当たり一言ご挨拶を申し上げます。 

 吉田町長、２期目の当選おめでとうございます。健康に留意され、さらなる松茂町の発

展のためにご活躍を期待しています。 

 また、８月１日の補欠選挙に当選されました尾野浩士議員、おめでとうございます。松

茂町発展のためご尽力をお願いいたします。 

 さて、９月に入り秋らしさを感じるようになりましたが、まだまだ残暑厳しく暑い日が

続くと思われますので、体調の管理、健康管理に十分ご留意くださいませ。 

 議員各位には公私ご多忙の中、本会議にご出席をいただき、誠にありがとうございます。

本定例会に提出されました議案につきましては後ほど町長及び担当職員から説明がござい

ますので、ご審議のほど、よろしくお願い申し上げまして、簡単でございますが開会のご

挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

                                         

○議長【佐藤禎宏君】  ただいまの出席議員は１１名で、地方自治法第１１３条による

定足数に達しております。よって、令和３年松茂町議会第３回定例会は成立いたしました。 

 ただいまから令和３年松茂町議会第３回定例会を開会いたします。 

                                         

○議長【佐藤禎宏君】  吉田町長から招集のご挨拶があります。 

○町長【吉田直人君】  皆さんおはようございます。 

 本日は松茂町議会第３回定例会の招集をお願いいたしましたところ、公私ともお忙しい

ところ、ご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

 このたびの町議会補欠選挙におきまして当選されました尾野浩士議員につきましては、

今後ともよろしくお願いしたいと思います。共に松茂町の発展のためにご協力を賜ります
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よう、お願いいたします。 

 また、私事でございますが、松茂町長選挙におきまして、議員各位並びに多くの町民の

方のご支援をいただきまして、町長２期目を無投票当選という形で栄誉ある当選をさせて

いただきました。これからの４年間につきましては、１期目同様に町民の安全・安心、松

茂町の発展を目指しましてこれからも頑張ってまいりたいと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 松茂町にとりましては、地震、津波対策、それに人口減少など多くのまだ課題がござい

ます。この形を前例を持って取り組んでいきたいと、そのように考えておりますので、議

員の皆様には今後ともよろしくお願いしたいと思っております。 

 私の今後の町政につきましては、この後また所信表明で述べさせていただきますので、

ご理解いただきたいと思っております。どうか議員各位におかれましては、今後とも町政

運営におきまして絶大なるご支援、ご協力を賜りますことをお願いいたしまして、簡単で

ございますが挨拶に代えさせていただきますが、今回の定例会の上程につきましては、案

件につきまして同意１件、諮問１件、報告３件、議案１１件、それと認定が８件の２４件

となっております。十分ご審議を賜りまして、可決、決定を賜りますようにお願いいたし

まして、簡単でございますが、挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

                                         

○議長【佐藤禎宏君】  これから本日の会議を開きます。 

 日程に入るに先立ちまして、諸般の報告を行います。 

 監査委員から、毎月実施した月例出納検査の結果、各会計とも収支適正であると認めら

れると議長宛てに報告書が提出されておりますので、ご報告いたします。 

 これから本日の日程に入ります。 

 本日の議事日程は、お手元に印刷配付のとおりでございます。 

 日程第１、「会議録署名議員の指名」についてを行います。 

 本会議の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、議長において３番村田

茂議員及び４番板東絹代議員を指名いたします。 

                                         

○議長【佐藤禎宏君】  日程第２、「会期の決定について」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、９月３日から９月１６日までの１４日間としたいと思います。こ
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れにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤禎宏君】  異議なしと認めます。 

 よって、会期は９月３日から９月１６日までの１４日間に決定いたしました。 

                                         

○議長【佐藤禎宏君】  続きまして、日程第３、指定第２号「議席の指定について」を

議題といたします。 

 今回当選されました尾野浩士議員の議席指定については、会議規則第４条第２項の規定

により、１番に尾野浩士議員を指定いたします。 

                                         

○議長【佐藤禎宏君】  続きまして、日程第４、選任第５号「常任委員の選任について」

を議題といたします。 

 常任委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規定により議長の指名とさせて

いただきます。尾野浩士議員を総務常任委員及び産業建設常任委員に指名いたします。こ

れにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤禎宏君】  異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしましたとおり決定いたします。 

                                         

○議長【佐藤禎宏君】  続きまして、日程第５、選任第６号「広報常任委員の選任につ

いて」を議題といたします。 

 広報常任委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規定により議長の指名とさ

せていただきます。尾野浩士議員を広報常任委員に指名いたします。これにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤禎宏君】  異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしましたとおり決定いたします。 

                                         

○議長【佐藤禎宏君】  続きまして日程第６、選任第７号「特別委員の選任について」

を議題といたします。 



 －8－ 

 特別委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規定により議長の指名とさせて

いただきます。尾野浩士議員を予算決算特別委員に指名いたします。これにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤禎宏君】  異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしましたとおり決定いたします。 

 この際、各種委員会等のうち、都市計画審議会委員に尾野浩士議員を選出いたしますの

で、ご報告いたします。 

                                         

○議長【佐藤禎宏君】  続きまして日程第７、「町長の所信表明」を行います。 

 吉田町長。 

○町長【吉田直人君】  私、先般の町長選におきまして、議会の皆様をはじめ町民の皆

様からの力強いご支援と温かい励ましにより、２期目の当選をさせていただきました。再

び町長としての重責を担うに当たり、これまでの４年間に培った経験と実績を踏まえ、こ

れからの４年間も松茂町の発展と住民の皆様の幸せのために精いっぱいの努力をする所存

でございます。 

 本日、第３回定例会の開会に当たり、改めてこれからの４年間の指針となる所信を表明

させていただきます。 

 私は、２期目に当たり大きく５つの重要政策を推進したいと考えております。 

 第１は、防災、減災対策であります。 

 私は、１期目の４年間も防災・減災対策を 優先に取り組み、長原津波避難タワーの建

設、マツシゲート建設による応急仮設住宅用地確保、特定避難困難地域の解消など実績を

残してまいりました。 

 しかしながら、近年全国各地で頻発する大水害や、今後３０年以内に発生する可能性が

高まっている南海トラフ巨大地震など、災害への備えは常に 優先、 重要の行政テーマ

となっております。 

 私は、これからの４年間でも誘致した民間ホテルを指定緊急避難場所に利活用するなど、

ハード面での整備を継続するとともに、ソフト面でも訓練を積み重ねること、また子ども

たちへの防災教育に力を入れることにより、自助・共助・公助の観点から地域の防災力を

高め、災害に強いまちづくりを推進してまいります。 
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 第２は、教育環境の充実であります。これも１期目に引き続き重点的に取り組む政策で

あります。 

 少子化が進む現代社会において、魅力的で特色ある教育を展開し、若い世代にこの町で

子どもを育てたいと感じ取ってもらうことは大変重要であります。１期目に引き続き放課

後児童クラブの充実に取り組むとともに、国が提唱するＧＩＧＡスクール構想に対応した

情報教育環境を整備いたします。また、 新の科学技術と芸術を融合させたＳＴＥＡＭ教

育を推進し、本町小中学校の魅力アップのための特化した教育といたします。 

 第３は、地方創生の推進であります。 

 私は、この４年間、急速に進む少子高齢化と人口減少に危機感を覚え、その対策となる

地方創生を推進してきました。地域住民が気軽に出店し、交流の場となるマルシェを開催

するとともに、町内外の人々と交流し、学び・体験と情報発信の場となるマツシゲートを

オープンしました。 

 徳島阿波おどり空港と高速バスターミナル、スマートインターチェンジを擁する本町は、

自他ともに認める東四国の玄関であり、本町の地方創生とまちづくりを考えるときに、交

流はほかにはない本町の特徴であり、地域社会の中で重要な意味を持っております。 

 しかし、コロナ禍の中で交流は抑えられ、それに関連する産業は大きな痛手を被ってお

ります。本町のマツシゲートも例外ではありません。コロナ禍による規制の中、うまくス

タートダッシュができませんでした。また、この間にいろいろな課題も散見されておりま

す。 

 私は、いま一度マツシゲートの運営については、コロナ禍のうちに民間のノウハウを導

入して大きく見直し、アフターコロナとなったときに、当初の狙いである交流が活性化で

きるよう改善したいと考えております。 

 第４は、ＳＤＧｓの推進であります。 

 世界の中で松茂町は小さい町にすぎません。しかし、地球の環境と人類の未来を考えた

とき、今私たちは小さい町ながらでも何かできることに取り組まなければなりません。国

連が掲げる持続可能な開発目標、ＳＤＧｓはそのための指針であり、私は環境と未来のた

めに町民と一緒になってＳＤＧｓを展開したいと考えております。 

 後に、第５として、まちづくりを町民の皆様にお約束いたします。 

 ふるさと、松茂町の未来のため、私はその発展を願い、常にあらゆるまちづくりの可能

性を模索しております。当選直後の新聞インタビューで、公共施設の再配置に言及したの
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もそうした思いの一端を示したものであります。 

 今、私はこの４年間で将来の松茂町のまちづくりのために必要な道筋を整えたいと考え

ており、議会の皆様方とともに町民の声に耳を傾け、長期的な視点と実現に向けた着実な

手段を持って取り組みを始めてまいります。 

 ただ、まちづくりの中でも企業誘致についてはスピード感を持った対応が求められます。

私は企業誘致のチャンスがあったときには、町のリーダーとして果敢に行動し、その実現

を追求します。 

 以上が５つの重点施策であります。 

 ちょうど４年前、私は初当選の所信表明において４つの重要施策を表明いたしました。

このうちの２つ、防災・減災と教育はこの４年間も引き続き強く推進し、残る２つ、高齢

者・女性とスポーツについては、地方創生の中で継続して施策を展開してまいります。 

 これからの４年間、５つの重点政策を実現するために、年々厳しくなる財源の問題や高

い能力を有する職員の育成・確保の問題など、多くの課題を乗り越えて前へ進む必要があ

ります。私は自らが役場職員の先頭に立って政策を推進し、ふるさと松茂町のため、町民

の幸せのために全身全霊を傾ける覚悟でございます。町議会をはじめ町民の皆様には引き

続きご理解とご協力、またご指導をお願い申し上げ、２期目スタートに当たっての私の所

信表明といたします。よろしくお願いいたします。 

                                         

○議長【佐藤禎宏君】  続きまして日程第８、同意第４号「教育委員会委員の任命につ

いて」を議題といたします。 

 吉田町長より発言を求められておりますので、これを許します。 

 吉田町長。 

○町長【吉田直人君】  それでは、令和３年第３回定例会に上程しております議案の提

案理由の説明を申し上げます。 

 同意第４号教育委員会委員の任命につきましては、教育委員として在任中の濵政則氏が

この９月３０日をもって任期満了となります。 

 つきましては、引き続き濵政則氏を教育委員会委員に任命したいと考えておりますので、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定に基づき、議会の同意を求

めるものでございます。 

 なお、濵氏の経歴につきましては参考資料に添付いたしておりますので、ご覧をいただ
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き、ご同意くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長【佐藤禎宏君】  町長の提案理由の説明は終わりました。 

 これから質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（質疑なし） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。 

                                         

○議長【佐藤禎宏君】  これから、採決に入ります。 

 同意第４号「教育委員会委員の任命について」は、原案のとおり同意することにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤禎宏君】  異議なしと認めます。 

 よって、同意第４号「教育委員会委員の任命について」は、原案のとおり可決決定いた

しました。 

                                         

○議長【佐藤禎宏君】  続きまして、日程第９、諮問第１号「人権擁護委員の推薦につ

き意見を求めることについて」を議題といたします。 

 吉田町長から発言を求められておりますので、これを許します。 

 吉田町長。 

○町長【吉田直人君】  それでは、引き続きまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつきましては、現在人権擁護

委員として在任中の髙志春美氏が令和３年１２月３１日をもって退任されますことから、

新たに植上秀治氏を推薦したいと考えておりますので、人権擁護委員法第６条第３項の規

定により、議会の意見を求めるものであります。 

 なお、植上氏の経歴につきましては参考資料に添付いたしておりますので、ご覧いただ

き、推薦にご同意をくださいますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長【佐藤禎宏君】  町長の提案理由の説明は終わりました。 

 議事の都合により小休いたします。 

午前１０時２２分小休  

                                         

午前１０時２４分再開  
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○議長【佐藤禎宏君】  小休前に引き続き再開いたします。 

                                         

○議長【佐藤禎宏君】  これから採決に入ります。 

 諮問第１号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」は、お手元に配付

いたしました意見のとおり、答申することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤禎宏君】  異議なしと認めます。 

 よって、諮問第１号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」は、お手

元に配付いた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。 

                                         

○議長【佐藤禎宏君】  続きまして、日程第１０、議案第２９号「副町長の選任につい

て」を議題といたします。 

 吉田町長から発言を求められておりますので、これを許します。 

 吉田町長。 

○町長【吉田直人君】  引き続き、提案理由をご説明申し上げます。 

 議案第２９号副町長の選任につきましては、現在在任中の森一美氏がこの９月６日をも

って任期満了となりますことから、新たに冨士雅章氏を選任したいと考えておりますので、

地方自治法第１６２条の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 なお、冨士氏の経歴につきましては参考資料に添付いたしておりますので、ご覧をいた

だき、ご同意くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長【佐藤禎宏君】  町長の提案理由の説明は終わりました。 

 これから質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（質疑なし） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終結いたします。 

                                         

○議長【佐藤禎宏君】  これから、採決に入ります。 

 議案第２９号「副町長の選任について」は、原案のとおり可決することにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤禎宏君】  異議なしと認めます。 
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 よって、議案第２９号「副町長の選任について」は、原案のとおり可決決定いたしまし

た。 

 議事の都合により小休いたします。 

午前１０時２７分小休  

                                         

午前１０時２９分再開  

○議長【佐藤禎宏君】  小休前に引き続き再開いたします。 

                                         

○議長【佐藤禎宏君】  続きまして、日程第１１、報告第４号「令和２年度健全化判断

比率の報告について」と日程第１２、報告第５号「令和２年度資金不足比率の報告につい

て」の報告２件を一括して議題といたします。 

 吉田町長から発言を求められておりますので、これを許します。 

 吉田町長。 

○町長【吉田直人君】  続きまして、提案理由をご説明申し上げます。 

 報告第４号令和２年度健全化判断比率の報告につきましては、地方公共団体の財政の健

全化に関する法律第３条第１項の規定により、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公

債費比率、将来負担比率を議会に報告するものでございます。 

 表の下段、早期健全化基準として各指標の基準値を表示してございますが、４つの指標

のうち１つでも基準値を超えた場合は早期健全化団体とみなされ、外部監査のほか、財政

健全化計画の策定が義務づけられます。 

 本町の場合、令和２年度実質赤字比率及び連結実質赤字比率の算定において赤字額がな

いため、決算において負の値となっております。実質公債費比率はマイナス３.６％で、

前年度のマイナス３.８％とほぼ同様の低い比率となっております。将来負担比率につき

ましても、将来支払わなければならない借入金などの負担金額よりも、その支払いに充当

可能な現在の基金残高が大きいため、計算上負の値となり、数値に表れません。このこと

から、令和２年度の財政状況は健全なものと判断をいたしております。 

 次に、報告第５号令和２年度資金不足比率の報告につきましては、地方公営企業の経営

状況を示す指標といたしまして、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１

項の規定により、資金不足比率を議会に報告するものでございます。 

 松茂町の公営企業でありますが、松茂町水道特別会計、松茂町農業集落排水特別会計及
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び松茂町公共下水道特別会計につきまして、いずれも資金の不足額はございません。 

 このことから、令和２年度地方公営企業の経営状況は健全なものと判断されます。引き

続き健全な経営に努めてまいります。 

 この後、報告第４号及び報告第５号につきましては、日根代表監査委員からの報告がご

ざいますので、よろしくお願いいたします。 

○議長【佐藤禎宏君】  町長の提案理由の説明は終わりました。 

 続きまして、議題となっております報告第４号及び報告第５号について、日根代表監査

委員から報告を求めます。 

 日根代表監査委員。 

○代表監査委員【日根啓一君】  それでは、議長の許可がありましたので、報告第４号

令和２年度健全化判断比率の報告についてと、報告第５号令和２年度資金不足比率の報告

についてを申し上げます。 

 まず、報告第４号令和２年度健全化判断比率の報告についてであります。議案参考資料

の３ページから５ページになりますので、３ページをお開きください。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、審査に付された

令和２年度健全化判断比率並びにその査定の基礎となる事項を記載した書類を審査した結

果、次のとおり意見書をつけて報告いたします。 

 審査の概要についてであります。 

 この財政健全化審査は、町長から提出された健全化判断比率及びその査定の基礎となる

事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼としまして、議会選出の佐藤

道昭監査委員とともに令和３年７月２６日に実施しました。 

 審査の結果でありますが、総合意見としまして、審査に付された下記表の健全化判断比

率及びその査定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているもの

と認められます。 

 次に、個別意見でございますが、実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきましては、

黒字決算のため良好でございます。実質公債費比率につきましては、令和２年度実質公債

費比率はマイナス３.６％となっています。前年度がマイナス３.８％でありましたの

で、０.２ポイント悪くなっておりますが、早期健全化費基準の２５.０％と比較しまして

も大幅に下回り、良好と認められます。 

 将来負担比率につきましては意見はございません。良好でございます。 
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 よって、良好な数値を維持することにより、財政が極めて健全な自治体であると認めら

れます。 

 続きまして、議案参考資料の６ページから７ページになりますので、６ページをお開き

ください。 

 報告第５号令和２年度資金不足比率の報告についてであります。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、審査に付され

た令和２年度資金不足比率並びにその査定の基礎となる事項を記載した書類を審査した結

果、次のとおり意見書をつけて報告いたします。 

 審査の概要についてであります。 

 この経営健全化審査は、町長から提出された資金不足比率及びその査定の基礎となる事

項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として、議会選出の佐藤道昭監

査委員とともに令和３年７月２６日に実施しました。 

 審査の結果につきましては、総合意見として審査に付された下記、資金不足比率及びそ

の査定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認めら

れます。 

 個別意見でございますが、資金不足比率について水道特別会計・農業集落排水特別会

計・公共下水道特別会計、全て資金の不足額はなく、特に意見はございません。良好でご

ざいます。 

 是正改善を要する事項につきましては、特に指摘する事項はありません。 

 よって、良好な数値を維持することにより、財政が極めて健全な自治体であると認めら

れます。 

 以上で報告第４号、第５号の報告を終わります。よろしくお願いします。 

○議長【佐藤禎宏君】  これで、報告第４号及び報告第５号の報告を終わります。 

                                         

○議長【佐藤禎宏君】  続きまして、日程第１３、報告第６号「専決処分の報告につい

て」、専決第１１号総合会館空調設備改修工事変更請負契約締結についてを議題といたし

ます。 

 吉田町長から発言を求められておりますので、これを許します。 

 吉田町長。 

○町長【吉田直人君】  引き続きまして、提案理由を申し上げます。 
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 報告第６号専決処分の報告につきましては、地方自治法第１８０条第１項の規定により

専決処分をいたしましたので、同条第２項の規定により議会に報告するものであります。 

 専決第１１号総合会館空調設備改修工事変更請負契約締結につきましては、令和２年９

月４日の定例会において契約議決をいただき、執行し、令和３年７月３１日に竣工いたし

ております。 

 今回の変更の主なものは、老朽設備の改修等を行った際の費用の追加などに伴う契約金

額の増額であります。 

 この後、担当から詳細説明をいたしますので、よろしくお願いいたします。 

○議長【佐藤禎宏君】  吉田町長の提案理由の説明は終わりました。 

 次に、担当職員の詳細説明を求めます。 

 鈴谷教育次長兼社会教育課長。 

○教育次長兼社会教育課長【鈴谷一彦君】  失礼いたします。 

 それでは、報告第６号につきましてご説明申し上げます。議案書の６ページをお開き願

います。 

 報告第６号専決処分の報告について、地方自治法第１８０条第１項の規定により別紙の

とおり専決処分をしたので、同条第２項の規定によりこれを報告するというものでござい

ます。 

 次に、７ページをご覧ください。 

 専決第１１号総合会館空調設備改修工事変更請負契約締結について。総合会館空調設備

改修工事変更請負契約を下記のとおり締結するので、地方自治法第１８０条第１項の規定

により専決処分する。 

 契約の目的。総合会館空調設備改修工事。 

 契約の金額。変更前１億８,２４９万円。変更後１億８,９６４万３,３００円。 

 契約の相手方。徳島県鳴門市撫養町斎田字東発４６番地３、株式会社四電工鳴門営業所

所長加藤正広というものでございます。 

 この工事につきましては、令和２年９月の本議会におきまして契約議決をいただき、執

行いたしました。 

 工事の内容といたしまして、総合会館の元の空調設備は地下蓄熱水槽を有する方式であ

り、津波発生時には水没し、避難者の利用がかなわないものであったこと。さらには、

築３１年余りが経過し、各所に経年劣化による不具合が発生していたことなどから、危機



 －17－ 

管理対応及び平常時における町民サービスの向上に努めるべく、防衛省の補助事業により

全体的な改修工事を施行し、令和３年７月３１日に竣工したものでございます。 

 変更の主な内容についてご説明申し上げます。 

 当工事は、ダクト配管や空調機器を設置するために、一旦天井を落とす作業を行います

ことから、この際に並行して施工できる老朽化設備も改修することとし、現下のコロナ禍

を勘案し、会館内の各トイレに人感センサーを設置するとともに、手洗い蛇口を停電時で

も使用が可能な電池式の自動水洗に改修し、衛生管理の向上に努めました。また、雨漏り

の影響による壁クロス等を張り替えるとともに、屋外防水工事を施工したことなどにより

関連工事費が増額したものでございます。 

 以上、報告第６号の詳細説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

                                         

○議長【佐藤禎宏君】  続きまして、日程第１４、議案第３０号「松茂町個人情報保護

条例の一部を改正する条例」から、日程第３１、認定第８号「令和２年度松茂町水道特別

会計決算認定」までの議案１０件と認定８件を一括して議題といたします。 

 吉田町長から発言を求められておりますので、これを許します。 

 吉田町長。 

○町長【吉田直人君】  引き続き、提案理由をご説明申し上げます。 

 議案第３０号松茂町個人情報保護条例の一部を改正する条例及び議案第３１号松茂町行

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に基づく個人番号

の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例につきましては、デジ

タル改革関連法が５月に成立し、９月１日に施行されたことに伴い、関係法令が改正され、

番号や語句などにずれが生じたことから所要の改正を行うものでございます。 

 次に、議案第３２号松茂町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例及び議案第３３号松茂町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましては、国が推し進め

るデジタル・ガバメントの取組の１つとして、保育所等の手続きのデジタル化を可能とす

るよう、電磁的方法を導入するなど所要の改正を行うものでございます。 

 次に、議案第３４号令和２年度松茂町水道特別会計未処分利益剰余金の処分につきまし

ては、令和２年度の水道事業における未処分利益剰余金のうち、減債積立金として１千万

円、建設改良積立金として２千万円の計３千万円を積立てしましたので、地方公営企業法
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第３２条第２項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 次に、議案第３５号令和３年度松茂町一般会計補正予算（第３号）につきましては、既

定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ５,０９２万８千円を追加し、補正後の予算の総額

を６５億３,４４０万７千円とするものであります。 

 歳入の主なものといたしましては、新型コロナウイルス感染症対策に関するシステム整

備に係る国庫金を増減するとともに、国・県の農業費補助金を合わせて１,１００万円、

国の商工費委託金を１,１７７万円等を増額補正するものであります。 

 歳出といたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響により未実施となった事務・

事業の予算の組み替えをいたしました。 

 この秋以降、拠点施設マツシゲートで行われますイベントの事業費として、交流拠点管

理費で１,４３０万円、商工費で１,２１７万円などを計上するものであります。 

 また、じん芥処理費で第二環境センターのごみ焼却施設１号炉誘引送風機修繕費とし

て１,５２７万９千円を増額補正するものであります。 

 次に、議案第３６号令和３年度松茂町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につき

ましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ２９０万６千円を追加し、補正後の予算

の総額を１５億９,２３５万６千円とするものであります。 

 歳入といたしましては、前年度繰越金２９０万６千円を増額補正し、歳出といたしまし

ては、一般会計繰入金返還金として歳入同額を増額補正するものであります。 

 議案第３７号令和３年度松茂町介護保険特別会計補正予算（第１号）につきましては、

歳入歳出予算の総額にそれぞれ１,５４５万３千円を追加し、補正後の予算の総額を１１

億３千６２７万４千円とするものであります。 

 歳入の主なものといたしましては、前年度繰越金として１,４８９万１千円などを増額

補正し、歳出の主なものといたしましては、一般会計繰入金返還金１,１７８万２千円、

支払基金交付金返還金２４７万４千円などを増額補正するものであります。 

 次に、議案第３８号令和３年度松茂町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

きましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ２１３万７千円を追加し、補正後の予

算の総額を１億９,４４６万３千円とするものであります。 

 歳入といたしましては、前年度繰越金２１３万７千円を増額補正し、歳出といたしまし

ては、後期高齢者医療広域連合納付金３４万２千円、諸支出金として、令和２年度事業の

精算により一般会計繰入金返還金１７９万５千円を増額補正するものであります。 
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 次に、議案第３９号令和３年度松茂町長原渡船運行特別会計補正予算（第１号）につき

ましては、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ２５２万６千円を追加し、補正後の予算

の総額を１,５１１万５千円とするものであります。 

 歳入といたしましては、前年度繰越金として２５２万６千円を増額補正し、歳出といた

しましては、予備費として歳入同額を増額補正するものであります。 

 引き続き、認定をお願いする令和２年度決算につきまして説明を申し上げます。 

 まず、認定第１号令和２年度松茂町一般会計歳入歳出決算の概要につきましては、歳入

の総額が１０２億２,９１１万４,０２０円で、歳出の総額は９９億９,７５８万４,９４７

円となっており、歳入歳出差し引き２億３,１５２万９,０７３円を令和３年度に繰越いた

しました。 

 このうち、繰越明許費として１億６万３,８４０円を令和３年度に特定財源として繰越、

その結果、実質収支は１億３,１４６万５,２３３円となっております。 

 次に、認定第２号令和２年度松茂町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の概要につきま

しては、歳入の総額が１５億８,４４７万８,５４１円で、歳出の総額は１５億３,９０３

万８,２６７円となっており、歳入歳出差し引き４,５４４万２７４円を令和３年度に繰越

いたしました。 

 次に、認定第３号令和２年度松茂町介護保険特別会計歳入歳出決算の概要につきまして

は、歳入の総額が１０億９,０８６万７,６２４円、歳出の総額が１０億２,４００

万３６６円となっており、歳入歳出差し引き６,６８６万７,２５８円を令和３年度に繰越

しました。 

 次に、認定第４号令和２年度松茂町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の概要につき

ましては、歳入の総額が１億９,９１５万８,１２５円で、歳出の総額が１億９,７０１

万９,２７９円となっており、歳入歳出差引き２１３万８,８４６円を令和３年度に繰越い

たしました。 

 次に、認定第５号令和２年度松茂町長原渡船運行特別会計歳入歳出決算の概要につきま

しては、歳入の総額が１,４３６万３,４５１円で、歳出の総額が１,１５７万５,１４９円

となっており、歳入歳出差し引き２７８万８,３０２円を令和３年度に繰越いたしました。 

 次に認定第６号令和２年度松茂町農業集落排水特別会計歳入歳出決算の概要につきまし

ては、歳入の総額が１億３,１３８万４,６３１円で、歳出の総額が１億２,９３９

万７,５１０円となっており、歳入歳出差し引き１９８万７,１２１円を令和３年度松茂町
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下水道特別会計に移管いたしました。 

 次に、認定第７号令和２年度松茂町公共下水道特別会計歳入歳出決算の概要につきまし

ては、歳入の総額が４億９,５０４万５,６２９円で、歳出の総額が４億７,７３１

万１,６９２円となっており、歳入歳出差し引き１,７７３万３,９３７円を令和３年度松

茂町下水道特別会計に移管いたしました。 

 後に、認定第８号令和２年度松茂町水道特別会計決算認定につきましては、地方公営

企業法第３０条第４項の規定により、議会の認定を求めるものであります。 

 決算の概要について、収益的収支における水道事業収益は４億１,８５５万２,１６２円

に対し、水道事業費用は３億８,５０２万３,１９２円で、消費税を考慮した結

果、３,３５２万８,９７０円の純利益がありました。 

 次に、資本的収支につきましては、収入額６,９２３万６,８４０円に対し、支出額１

億５,９１８万６,４７２円で、収支不足額８,９９４万９,６３２円につきましては、主に

過年度損益勘定留保資金をもって補填いたしました。 

 以上が決算の概要でございますが、今後も水道事業運営につきましては安全で安定した

水の供給を図るため、健全な運営に努めてまいります。 

 これら８件の歳入歳出決算につきましては、去る７月５日から２６日のうち、５日間に

わたりまして松茂町監査委員の決算審査を受け、ご承認を賜っておりますので、あわせて

ご報告を申し上げます。 

 以上が議案１０件及び認定８件の提案理由であります。ご審議の上、可決、決定賜りま

すよう、よろしくお願いいたします。 

○議長【佐藤禎宏君】  町長の提案理由の説明は終わりました。 

 議事の都合により、１１時１０分まで小休させていただきます。 

午前１１時０１分小休  

                                         

午前１１時１１分再開  

○議長【佐藤禎宏君】  小休前に引き続き再開いたします。 

 続きまして、認定第１号から認定第８号までについて、日根代表監査委員から監査結果

の報告を求めます。 

 日根代表監査委員。 

○代表監査委員【日根啓一君】  それでは、議長の許可がありましたので、認定第１号
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令和２年度松茂町一般会計歳入歳出決算認定から、認定第８号令和２年度松茂町水道特別

会計決算認定までの審査について報告いたします。議案参考資料の１３ページから１４ペ

ージをご覧ください。 

 令和２年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査意見書について、地方自治法

第２３３条第２項の規定により審査に付された令和２年度各会計決算を審査した結果、次

のとおり意見書をつけて報告いたします。 

 審査に付された決算、令和２年度松茂町一般会計歳入歳出決算、令和２年度松茂町国民

健康保険特別会計歳入歳出決算、令和２年度松茂町介護保険特別会計歳入歳出決算、令

和２年度松茂町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、令和２年度松茂町長原渡船運行特

別会計歳入歳出決算、令和２年度松茂町農業集落排水特別会計歳入歳出決算、令和２年度

松茂町公共下水道特別会計歳入歳出決算、令和２年度松茂町水道特別会計決算、以上の決

算書について審査をいたしました。 

 審査の期間につきましては、令和３年７月５日から７月２６日までの５日間実施しまし

た。 

 審査の方法につきましては、令和２年度歳入歳出決算書及び関係書類、証拠書類等を議

会選出の佐藤道昭監査委員と照査するとともに、審査の過程に応じて担当職員の補足説明

を求め、予算の執行状況、会計経理事務の適否等を審査の上、収支係数の正確性について

審査を行いました。 

 審査の結果につきましては、諸規定に準拠し、当年度における決算は適正なものと認め

ます。 

 ただし、次の諸点については一層の努力を望みます。 

 一般会計の状況については、歳入について、前年度より約４０億５,９００万

円、６５.８ポイント増、歳出は４１億２,９００万円、７０.３ポイント増となっており

ます。 

 前年度と比較して増額の要因は、防災関連として防災行政無線デジタル化整備、長原地

区津波避難タワー建設及びまちづくりの拠点となる新交流拠点施設整備に取り組んだとと

もに、国からの地方創生臨時交付金を使い、１人当たり１万円を新型コロナ対策として全

町民に特別定額給付を実施したため、歳入・歳出とも過去 大の規模となっております。 

 各年度において国庫補助事業等により増減はありますが、令和２年度においては歳出の

増加が歳入の増加を４.５ポイント上回っております。実質収支額は１億３,１４６
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万５,２３３円、（前年度１億２,８９９万４,６３９円）の対前年度比２４７万５９４円増

となっております。地方債の額が昨年より増加しており、厳しい財政事情となっておりま

す。 

 今後の事務の執行については、コロナ禍等により景気の動向に注意し、自主財源の確保

に努め、限られた財源を効率的に活用し、大きな効果が上げられますよう各事業を展開し

てください。 

 町税については約１億円の減収となっております。徴収率は９７.２％。前年

度９８.４％と高い徴収率は維持できていますが、収納未済額は約３千万円増加しており

ます。このうち、約１,８５５万円が法律に基づき徴収猶予したものであり、これが増加

した大きな要因であります。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、一定の要件を満たす納税者につ

いては猶予措置等の処理を的確に行い、また悪質滞納者については厳正・的確な滞納処分

を実施し、住民が不公平感を抱くことのないよう、一層の徴収努力をお願いいたします。 

 財政の弾力性及び硬直性を判断する経常収支比率は７９.７％と、前年度より１.９ポイ

ント上がっております。通常７５％程度におさまることが妥当であり、８０％を超える場

合は財政構造は弾力性を欠いているとされています。 

 本町の場合、望ましい数値となっております。今年度も昨年に引き続き新型コロナウイ

ルス感染予防対策など多額の出費が予想されていることから、業務の見直しや事務の合理

化について検討を行うなどして、経常支出を抑制し、引き続き財政の健全化に職員一丸と

なって取り組んでください。 

 国民健康保険特別会計の保険税の収入未済額については約６,３００万円で、前年度よ

り１１.１ポイント、金額にして約７９０万円減少しております。滞納繰越分についても

約６２０万円減少し、良好な結果となっております。 

 しかしながら、収入未済額のうち８０.２％が滞納繰越分が占めている割合で、町税と

同様、厳正・的確な滞納処分により、滞納額の圧縮を図るよう期待しております。 

 介護保険特別会計の保険料収納状況については、９７.７％と高水準を維持できていま

す。引き続き徴収率向上に努めてください。今後も財源を確保し、制度の円滑な運営に努

めてください。 

 後期高齢者医療特別会計の保険料の収納状況については９９.１％と、介護保険と同様

に高水準を維持できています。今後高齢化社会がますます進むことにより、高齢者の健康
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維持に努め、医療費の抑制を望みます。 

 長原渡船運行特別会計の状況は良好な運営ができており、引き続き渡船の安全運行に努

めてください。 

 農業集落排水と公共下水道特別会計については、本年度より公営企業会計となっており、

初年度は移行事務に伴い会計処理が大変と思いますが、下水道事業が将来にわたり安定的

な運営ができますよう、普及活動に努め、経営意識の向上に取り組んでください。 

 水道特別会計の状況については、健全な企業経営ができており、水道料金の収納率も良

好であることが認められます。 

 水道は重要なライフラインであることにより、水道施設の更新を計画的に進め、安全な

水の安定供給を基本として、サービス向上と健全な水道事業経営に努めてください。 

 後に、令和２年度同様、令和３年度におきましても新型コロナウイルスの感染予防を

重要課題として安全対策に取り組むとともに、経済の活性化も必要であり、職員と町民が

お互いに協働しながらこの難局を乗り切って、安心・安全なまちづくりを期待しておりま

す。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長【佐藤禎宏君】  日根代表監査委員の報告は終わりました。 

 ただいまの議案１０件につきましては、９月７日再開予定の本会議において総括的な質

疑を受けた後、各常任委員会に付託したいと思います。 

 また、認定８件につきましては、９月９日に再開予定の予算決算特別委員会に付託した

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

                                         

○議長【佐藤禎宏君】  以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 明日、９月４日から９月６日までの３日間は議案調査のため、休会といたしたいと思い

ますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤禎宏君】  異議なしと認めます。 

 よって、明日９月４日から９月６日までの３日間は休会と決定いたしました。 

 次回は９月７日午前１０時から再開いたします。 

 本日はこれで散会いたします。どうもありがとうございました。 
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午前１１時２４分散会  


