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午前１０時 開会 

 

○議長（近藤八郎君） ただいまから、休会を解き、令和 3 年下川町議会定例会を再開

し、2 月臨時会議を開会いたします。 

ただいまの出席議員数は、全員の 8 人です。 

定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

 なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、本日も説明員である課長等の

入場を制限しております。 

 

○議長（近藤八郎君） 日程第 1 「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本臨時会議の会議録署名議員は、下川町議会会議条例第 123 条の規定により、 

2 番 中田豪之助 議員及び 3 番 大西 功 議員を指名いたします。 

 

○議長（近藤八郎君） 日程第 2 「委員会報告」 

 議会の運営について、議会運営委員長から報告をいただきます。 

 我孫子洋昌 議会運営委員長。 

 

〇議会運営委員長（我孫子洋昌君） 令和 3 年下川町議会定例会 2 月臨時会議の運営に

ついて、本日開催いたしました議会運営委員会の審議結果を御報告いたします。 

 本日は、2 月臨時会議の本会議開催日及び議案等の審議要領等について審議を行いま

した。 

 2 月臨時会議の提案事項については、町長提案が 1 件で、内容は補正予算 1 件であり

ます。 

 また、議会提案は 1 件で、内容は委員会報告 1 件であります。 

 これらの状況を考慮し、2 月臨時会議の本会議については、本日 1 日とすることとい

たしました。 

 次に、提案議案等の審議要領等についてでありますが、本日提案される町長提案 1 件、

議会提案 1 件、併せて 2 件につきましては、いずれも本会議において審議、報告を行う

ことといたしました。 

 以上、議会運営委員会における審議結果報告といたします。 

 

○議長（近藤八郎君） ただいま報告がありましたが、委員長の報告のとおり、2 月臨

時会議の審議を要する期間について、本日 1 日限りとしてよろしいですか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（近藤八郎君） 異議なしと認め、2 月臨時会議の本会議の審議を要する期間は、

本日 1 日限りといたします。 

以上で委員会報告を終わります。  
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○議長（近藤八郎君） 日程第 3 「諸般の報告」を行います。 

 報告事項は、お手元に配布しておりますので、朗読を省略し、報告といたします。 

 以上で諸般の報告を終わります。  

 

○議長（近藤八郎君） 日程第 4 議案第 42 号「令和 3 年度下川町一般会計補正予算

（第 12 号）」を議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

 

○町長（谷 一之君） 議案提案をさせていただく前に、臨時会議開会に当たり、一言

御挨拶を申し上げたいと存じます。 

この時期、暦の上では立春が過ぎたところではございますが、積雪寒冷地の本町にお

きましてはいまだ厳冬の真っただ中にあるとともに、コロナ感染におきましては上川管

内でも著しく広がっており、町民の皆さんには朝夕の凍結や寒風対策と併せて、コロナ

感染に十分留意しながら日々の暮らしを送っていただきたいものと思います。 

さて、このような折、議員各位には、今臨時会議の御案内をさせていただきましたと

ころ、大変御多用の中、御出席いただき、御審議賜りますことを心より感謝申し上げま

す。 

今回の議案は、除排雪費用に係る予算案件 1 件のみでございますが、議員各位には議

案審査に当たりまして更なる御指導を賜りますようお願い申し上げ、開会に当たりまし

ての御挨拶に代えさせていただきます。 

それでは、議案の提案をさせていただきます。 

議案第 42 号 令和 3 年度下川町一般会計補正予算（第 12 号）について、提案理由を

申し上げます。 

本案は、令和 3 年度一般会計の第 12 回目の補正予算でありまして、歳入歳出予算の

総額には変更ありませんが、歳出予算の中で補正を行うものであります。 

補正の概要を申し上げますと、当初予算におきまして、町道除排雪等委託料を 6,000

万円計上しているところでありますが、1 月末までの除排雪の出動状況と今後の見込み

から 2,500 万円を増額するものであります。なお、財源といたしましては、総務費で財

政調整積立基金積立金を減額計上しております。 

以上申し上げまして、提案理由といたします。なお、詳細につきましては、担当課長

に説明させますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

 

○議長（近藤八郎君） ここで、総務課課長に代わりまして、平田総務課主幹。 

 

〇総務課主幹（平田豊和君） 議案第 42 号説明資料を御覧ください。 

一般会計補正予算概要書により御説明いたします。 

まず私から概要の説明を行い、その後、詳細説明につきましては平野建設水道課長よ

り御説明をいたします。 
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今回の補正の要因につきましては、緊急を要するものによる補正となっております。 

また、今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に変更はなく、歳出のみの補

正となっております。 

まず、総務費ですが、基金管理事務で 2,500 万円の減額計上です。これにつきまして

は、今回補正の財源調整に伴う減額でありまして、財政調整積立基金積立金で 2,500 万

円を減額するものです。 

次に、土木費の町道除排雪事業で 2,500 万円の計上です。これにつきましては、見込

みによる増額でありまして、町道除排雪等委託料を増額するものでございます。 

以上、概要説明を終わります。お願いいたします。 

 

○議長（近藤八郎君） 平野建設水道課長。 

 

〇建設水道課長（平野好宏君） 引き続き、私から、説明資料 2 ページ目、令和 3 年度

除排雪業務委託料集計表に基づき、詳細説明を申し上げます。 

本年度の除排雪業務の執行状況でありますが、1 月末までの実績として、除雪委託料

として 4,266 万 1,850 円、排雪委託料として 1,469 万 8,640 円、合計で 5,736 万 490 円

となっております。 

本年度の降雪状況といたしまして、11 月、12 月ともに降雪量少なく、年が明けて 1 月

は平年並みの降雪量となっております。このため、年前に市街地の町道の排雪は行わず、

1 月の国道、道道の排雪に続き、1 月 25 日から 31 日に市街地の町道の排雪を行ってお

ります。 

今後の見込みについてですが、気象庁の長期予報では、気温、降雪量ともに平年並み

となっておりますが、気温はやや高め、降雪量は少なめとの見通しとなっています。こ

のため、2 月、3 月の除雪費は、過去 3 年間の平均値を参考に 2,300 万円と見込み、排雪

は 1 月末までに大きな排雪業務を終えていることから、今後は部分的な小規模排雪とな

ること、気温が高くなった場合に道路の雪解けが早まり、路面整備が必要となると考え、

2 月、3 月の排雪費は 450 万円を見込み、3 月までの執行見込を 2,750 万円としておりま

す。排雪委託料の当初予算が 6,000 万円ですが、1 月までの実績が 5,736 万円、3 月まで

の執行見込が 2,750 万円、合わせて 8,486 万円となります。不足額が 2,486 万円となる

ことから、今回 2,500 万円の増額補正を計上させていただいております。 

以上で補正予算の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（近藤八郎君） ただいま、提案理由並びに詳細説明がそれぞれありましたが、

これから質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

 5 番 我孫子議員。 

 

〇5 番（我孫子洋昌君） ただいま議題となっております第 42 号の補正予算なんです

が、それぞれ除雪、排雪業務に関してですが、ここ最近の…例のガソリン価格の高騰と

か…そういったものを含んでのこの予算額の計上となっているんでしょうか、それとも
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従来どおりの業務量ということでのこの金額というような計算になったのでしょうか。 

 

○議長（近藤八郎君） 答弁を求めます。 

 建設水道課長。 

 

○建設水道課長（平野好宏君） 当初に単価契約しておりますので、その単価契約に基

づきまして、例年の除排雪事業量…これを掛けて計算しております。以上です。 

 

○議長（近藤八郎君） よろしいですか…はい。 

ほかに質疑ありませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○議長（近藤八郎君） これで質疑を終わります。 

これから討論に入ります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 

（な し） 

 

○議長（近藤八郎君） ないようですので、次に、原案に賛成者の発言を許します。 

 

（な し） 

 

○議長（近藤八郎君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第 42 号を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（近藤八郎君） 全員起立です。 

 したがって、議案第 42 号は、原案のとおり可決されました。 

 

○議長（近藤八郎君） 以上をもちまして、本会議に付議されました案件の審議は全て

終了いたしました。 

 これをもって、令和 3 年下川町議会定例会 2 月臨時会議を閉会といたします。 

 

午前１０時１０分 閉会 

 

○議長（近藤八郎君） ここで、町長から申し出により挨拶がございます。 

 



5 

 

○町長（谷 一之君） 本臨時会議の閉会に当たりまして、一言お礼の御挨拶を申し上

げたいと存じます。 

議員各位には、時節柄御多用のところ、本臨時会議に御出席を賜り、提案いたしまし

た議案を精力的に審査いただき、お認め賜りましたことに、心より感謝とお礼を申し上

げる次第でございます。 

後 2 か月余りで令和 3 年度も閉じられようとしておりますが、本年度の当初及び補正

予算に係る残された事務事業を含め、今回議決いただいた予算をしっかりと執行してま

いりたいと存じますので、変わらぬ御指導をお願い申し上げるとともに、まだまだ寒い

日が続きますので、御自愛されますことを御祈念申し上げ、閉会に当たりましての御挨

拶とさせていただきます。誠にありがとうございました。 

 

○議長（近藤八郎君） 本日は、以上をもって散会といたします。御苦労さまでござい

ました。 


