
― 1 ―

令和２年第３回足寄町議会定例会議事録（第４号）
令和２年９月１６日（水曜日）

◎出席議員（１３名）

１番 多治見 亮 一 君 ２番 高 道 洋 子 君

３番 進 藤 晴 子 君 ４番 榊 原 深 雪 君

５番 田 利 正 文 君 ６番 熊 澤 芳 潔 君

７番 髙 橋 健 一 君 ８番 川 上 修 一 君

９番 髙 橋 秀 樹 君 １０番 二 川 靖 君

１１番 木 村 明 雄 君 １２番 井 脇 昌 美 君

１３番 吉 田 敏 男 君

◎欠席議員（０名）

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者

足 寄 町 長 渡 辺 俊 一 君

足寄町教育委員会教育長 藤 代 和 昭 君

足寄町農業委員会会長 齋 藤 陽 敬 君

足寄町代表監査委員 川 村 浩 昭 君

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者

副 町 長 丸 山 晃 徳 君

総 務 課 長 松 野 孝 君

福 祉 課 長 保 多 紀 江 君

住 民 課 長 佐々木 雅 宏 君

経 済 課 長 村 田 善 映 君

建 設 課 長 増 田 徹 君

国民健康保険病院事務長 川 島 英 明 君

会 計 管 理 者 横 田 晋 一 君

消 防 課 長 大竹口 孝 幸 君

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者

教 育 次 長 沼 田 聡 君

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者

農業委員会事務局長 上 田 利 浩 君

◎職務のため出席した議会事務局職員

事 務 局 長 櫻 井 保 志 君

事 務 局 次 長 野 田 誠 君

総 務 担 当 主 査 中 鉢 武 志 君
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◎議事日程

日程第 １ 議案第８１号 令和元年度足寄町上水道事業会計剰余金の処分及び決算認

定について（令和元年度決算審査特別委員会）＜Ｐ４～Ｐ

６＞

日程第 ２ 議案第８２号 令和元年度足寄町国民健康保険病院事業会計決算認定につ

いて（令和元年度決算審査特別委員会）＜Ｐ４～Ｐ６＞

日程第 ３ 議案第８３号 令和元年度足寄町一般会計歳入歳出決算認定について（令

和元年度決算審査特別委員会）＜Ｐ４～Ｐ６＞

日程第 ４ 議案第８４号 令和元年度足寄町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定について（令和元年度決算審査特別委員会）＜Ｐ４～

Ｐ６＞

日程第 ５ 議案第８５号 令和元年度足寄町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につ

いて（令和元年度決算審査特別委員会）＜Ｐ４～Ｐ６＞

日程第 ６ 議案第８６号 令和元年度足寄町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認

定について（令和元年度決算審査特別委員会）＜Ｐ４～Ｐ

６＞

日程第 ７ 議案第８７号 令和元年度足寄町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて（令和元年度決算審査特別委員会）＜Ｐ４～Ｐ６＞

日程第 ８ 議案第８８号 令和元年度足寄町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算

認定について（令和元年度決算審査特別委員会）＜Ｐ４～

Ｐ６＞

日程第 ９ 議案第８９号 令和元年度足寄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について（令和元年度決算審査特別委員会）＜Ｐ４～Ｐ

６＞

日程第１０ 議案第９０号 令和元年度足寄町資源ごみ処理等事業特別会計歳入歳出決

算認定について（令和元年度決算審査特別委員会）＜Ｐ４

～Ｐ６＞

日程第１１ 議案第７３号 令和２年度足寄町一般会計補正予算（第５号）＜Ｐ７～Ｐ

２１＞

日程第１２ 議案第７４号 令和２年度足寄町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号）＜Ｐ７～Ｐ２１＞

日程第１３ 議案第７５号 令和２年度足寄町簡易水道特別会計補正予算（第３号）＜

Ｐ７～Ｐ２１＞

日程第１４ 議案第７６号 令和２年度足寄町介護保険特別会計補正予算（第２号）＜

Ｐ７～Ｐ２１＞

日程第１５ 議案第７７号 令和２年度足寄町介護サービス事業特別会計補正予算（第

２号）＜Ｐ７～Ｐ２１＞

日程第１６ 議案第７８号 令和２年度足寄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）＜Ｐ７～Ｐ２１＞

日程第１７ 議案第７９号 令和２年度足寄町資源ごみ処理等事業特別会計補正予算

（第１号）＜Ｐ７～Ｐ２１＞

日程第１８ 議案第８０号 令和２年度足寄町国民健康保険病院事業会計補正予算（第
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１号）＜Ｐ７～Ｐ２１＞

日程第１９ 議案第９１号 令和２年度足寄町一般会計補正予算（第６号）＜Ｐ２１～

Ｐ２２＞

日程第２０ 議案第９２号 令和２年度足寄町簡易水道特別会計補正予算（第４号）＜

Ｐ２１～Ｐ２２＞

追加日程第 １ 意見書案第５号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な

悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書＜Ｐ２３＞

追加日程第 ２ 意見書案第６号 国土強靱化に資する道路の整備等に関する意見書＜Ｐ２３

～Ｐ２４＞

追加日程第 ３ 意見書案第７号 種苗法改正案の慎重な審議を求める意見書＜Ｐ２４＞

追加日程第 ４ 所管事務調査期限の延期について（総務産業常任委員会・文教厚生常任委員

会）＜Ｐ２４＞

追加日程第 ５ 閉会中継続調査申出書（広報広聴常任委員会・議会運営委員会）＜Ｐ２４＞
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午前１０時００分 開会

◎ 開議宣告

○議長（吉田敏男君） 皆さん、おはようご

ざいます。

全員の出席でございます。

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。

◎ 議運結果報告

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委員

長から、会議の結果の報告を願います。

議会運営委員会委員長 髙橋健一君。

７番。

○議会運営委員会委員長（髙橋健一君） 昨

日開催されました、第３回定例会に伴う議会

運営委員会の協議の結果を報告いたします。

本日は、最初に令和元年度決算審査特別委

員会に付託し、休会中の審査となっておりま

した、議案第８１号から議案第９０号までの

決算認定について、審査報告を受け審議を行

います。

次に、議案第７３号から議案第８０号まで

と議案第９１号と議案第９２号の令和２年度

補正予算の提案説明を受けた後、即決で審議

いたします。

以上で、報告を終わらせていただきます。

○議長（吉田敏男君） これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。

◎ 議案第８１号から議案第９０号まで

○議長（吉田敏男君） 日程第１ 議案第８

１号令和元年度足寄町上水道事業会計剰余金

の処分及び決算認定についての件から日程第

１０ 議案第９０号令和元年度足寄町資源ご

み処理等事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いてまでの１０件を一括議題といたします。

本件における委員長の報告は別紙配付のと

おりです。

これにて、委員長の報告を終わります。

これより、議案第８１号令和元年度足寄町

上水道事業会計剰余金の処分及び決算認定に

ついての件の討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第８１号令和元年度足寄町

上水道事業会計剰余金の処分及び決算認定に

ついての件を採決をします。

この決算に対する委員長の報告は、原案の

とおり可決及び認定するものです。

この決算は、委員長の報告のとおり、原案

のとおり可決及び認定することに賛成の方は

起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第８１号令和元年度足寄

町上水道事業会計剰余金の処分及び決算認定

についての件は、原案のとおり可決及び認定

することに決定をいたしました。

これより、議案第８２号令和元年度足寄町

国民健康保険病院事業会計決算認定について

の件の討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第８２号令和元年度足寄町

国民健康保険病院事業会計決算認定について

の件を採決をします。

この決算に対する委員長の報告は、認定す

るものです。

この決算は、委員長の報告のとおり認定す

ることに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第８２号令和元年度足寄

町国民健康保険病院事業会計決算認定につい

ての件は、認定することと決定をいたしまし

た。
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これより、議案第８３号令和元年度足寄町

一般会計歳入歳出決算認定についての件の討

論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第８３号令和元年度足寄町

一般会計歳入歳出決算認定についての件を採

決をします。

この決算に対する委員長の報告は、認定す

るものです。

この決算は、委員長の報告のとおり認定す

ることに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第８３号令和元年度足寄

町一般会計歳入歳出決算認定についての件

は、認定することに決定をいたしました。

これより、議案第８４号令和元年度足寄町

国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定

についての件の討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第８４号令和元年度足寄町

国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定

についての件を採決をします。

この決算に対する委員長の報告は、認定す

るものです。

この決算は、委員長の報告のとおり認定す

ることに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第８４号令和元年度足寄

町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認

定についての件は、認定することに決定をい

たしました。

これより、議案第８５号令和元年度足寄町

簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について

の件の討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで、討論を終わります。

これから、議案第８５号令和元年度足寄町

簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について

の件を採決をします。

この決算に対する委員長の報告は、認定す

るものです。

この決算は、委員長の報告のとおり認定す

ることに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第８５号令和元年度足寄

町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定につい

ての件は、認定することに決定をいたしまし

た。

これより、議案第８６号令和元年度足寄町

公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついての件の討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第８６号令和元年度足寄町

公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついての件を採決をします。

この決算に対する委員長の報告は、認定す

るものです。

この決算は、委員長の報告のとおり認定す

ることに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第８６号令和元年度足寄

町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

についての件は、認定することに決定をいた

しました。

これより、議案第８７号令和元年度足寄町
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介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

の件の討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第８７号令和元年度足寄町

介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

の件を採決をします。

この決算に対する委員長の報告は、認定す

るものです。

この決算は、委員長の報告のとおり認定す

ることに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第８７号令和元年度足寄

町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

ての件は、認定することに決定をいたしまし

た。

これより、議案第８８号令和元年度足寄町

介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定

についての件の討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第８８号令和元年度足寄町

介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定

についての件を採決をします。

この決算に対する委員長の報告は、認定す

るものです。

この決算は、委員長の報告のとおり認定す

ることに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第８８号令和元年度足寄

町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認

定についての件は、認定することに決定をい

たしました。

これより、議案第８９号令和元年度足寄町

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついての件の討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第８９号令和元年度足寄町

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついての件を採決をします。

この決算に対する委員長の報告は、認定す

るものです。

この決算は、委員長の報告のとおり認定す

ることに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第８９号令和元年度足寄

町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

についての件は、認定することに決定をいた

しました。

これより、議案第９０号令和元年度足寄町

資源ごみ処理等事業特別会計歳入歳出決算認

定についての件の討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第９０号令和元年度足寄町

資源ごみ処理等事業特別会計歳入歳出決算認

定についての件を採決をします。

この決算に対する委員長の報告は、認定す

るものです。

この決算は、委員長の報告のとおり認定す

ることに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第９０号令和元年度足寄

町資源ごみ処理等事業特別会計歳入歳出決算

認定についての件は、認定することに決定を

いたしました。
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◎ 議案第７３号から議案第８０号まで

○議長（吉田敏男君） 日程第１１ 議案第

７３号令和２年度足寄町一般会計補正予算

（第５号）から日程第１８ 議案第８０号令

和２年度足寄町国民健康保険病院事業会計補

正予算（第１号）までの８件を一括議題とい

たします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

町長 渡辺俊一君。

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題となり

ました、議案第７３号令和２年度足寄町一般

会計補正予算（第５号）から議案第８０号令

和２年度足寄町国民健康保険病院事業会計補

正予算（第１号）まで一括提案理由を御説明

申し上げます。

補正予算つづり１ページをお願いいたしま

す。

議案第７３号令和２年度足寄町一般会計補

正予算（第５号）について、御説明申し上げ

ます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９

億９,７７６万７,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１１億

６,２００万８,０００円とするものでござい

ます。

歳出の主なものから御説明申し上げます

が、補正予算の説明欄に括弧書きで、新型コ

ロナウイルス対応と記載している事業は、新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金活用事業となっております。

また、９月１日に報告いたしました行政報

告の中で、新型コロナウイルス感染症対応地

方創生臨時交付金活用事業につきましては、

交付金充当予定事業の一覧表を別紙資料とし

て添付させていただきましたので、予算説明

資料を省略させておりますことを御了承いた

だきたいと思います。

それでは、１４ページをお願いいたしま

す。

第２款総務費第１項総務管理費第１目一般

管理費におきまして、飛沫防止パーティショ

ン購入費といたしまして１４３万円を計上い

たしました。

第４目財政管理費におきまして、財務書類

作成支援業務委託料といたしまして１９８万

円を計上いたしました。

第１４目企画振興費におきまして、コミュ

ニティーバス購入費４４９万６,０００円、

コミュニティーバスデザインラッピング業務

委託料４８万４,０００円など、合わせて５

０７万２,０００円を計上いたしました。

第１８節負担金、補助及び交付金におきま

して、生活交通路線維持対策事業費補助金と

いたしまして１,７３７万１,０００円を計上

いたしました。

第１５目行政情報管理費におきまして、無

線ＬＡＮ環境整備業務委託料１５０万円、無

線ネットワーク機器一式購入費４７３万円な

ど、合わせて６８３万８,０００円を計上い

たしました。

第１７目足寄銀河ホール２１管理費におき

まして、足寄銀河ホール感染対策工事請負費

といたしまして６,６７４万８,０００円を計

上いたしました。

１６ページをお願いいたします。

第２１目情報化推進費におきまして、高度

無線環境整備推進事業費負担金といたしまし

て８億４,６５６万１,０００円を計上いたし

ました。

１８ページをお願いいたします。

第３款民生費第２項老人福祉費第６目高齢

者等複合施設運営費におきまして、簡易陰圧

装置設置工事請負費といたしまして２１０万

４,０００円を計上いたしました。

第３項児童福祉費第３目子どもセンター運

営費、第５目児童福祉施設費、第６目学童保

育所運営費、第８目子育て支援費におきまし

て、児童福祉施設等感染予防対策のため、感

染症対策備品購入費を合わせて１２５万２,

０００円を計上いたしました。

２０ページをお願いいたします。

第４款衛生費第１項保健衛生費第２目予防

費におきまして、医療体制整備支援等のため
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感染症対策用医療等備品購入費２０５万２,

０００円など、合わせて３６１万４,０００

円を計上いたしました。

第２項清掃費第２目じんかい処理費におき

まして、資源ごみ処理等事業特別会計操出金

を１１３万４,０００円減額いたしました。

第３項水道費第１目水道費におきまして、

簡易水道特別会計操出金といたしまして１３

５万２,０００円を計上いたしました。

２２ページの上段までになりますけれど

も、第６款農林水産業費第１項農業費第３目

農業振興費におきまして、新町イチゴハウス

エネルギー供給設備管理経費といたしまし

て、銀河の湯温泉構内配電線設備工事請負費

１１８万８,０００円など、合わせて１６６

万３,０００円を計上いたしました。

第２項林業費第１目林業振興費におきまし

て、林業振興管理経費といたしまして手数料

６０１万７,０００円を計上したほか、重機

借上料、補修用資材費、荒廃山林購入費など

を減額いたしました。

第４目水源林造林事業費第１３節使用料及

び賃借料におきまして、重機借上料といたし

まして３３０万円を計上いたしました。

第１５節原材料費におきまして、造林用苗

木３１８万６,０００円など、合わせて４１

８万６,０００円を計上いたしました。

２４ページをお願いいたします。

第７款商工費第１項商工費第１目商工振興

費第１８節負担金、補助及び交付金におきま

して、小規模事業振興補助金５００万円、頑

張ろう足寄プレミアムつき商品券発行事業補

助金２,１５０万円、家賃支援金３００万円

をそれぞれ計上いたしました。

第３目観光費におきまして、観光活性化支

援事業補助金といたしまして７００万円を計

上いたしました。

２６ページをお願いいたします。

第８款土木費第２項道路橋梁費第２目道路

管理費におきまして、街路灯等整備工事請負

費といたしまして２０４万円を計上いたしま

した。

第３項河川費第２目河川維持費におきまし

て、普通河川維持工事請負費といたしまして

２８０万円を計上いたしました。

２８ページをお願いいたします。

第９款消防費第１項消防費第３目災害対策

費におきまして、避難所用間仕切り購入費と

いたしまして１４４万円を計上いたしまし

た。

第１０款教育費第１項教育総務費第２目事

務局費におきまして、足寄高校生海外研修派

遣事業を中止したことに伴い、旅費、補助金

合わせて２,８１０万７,０００円を減額いた

しました。

３０ページをお願いいたします。

第２項小学校費第１目学校管理費におきま

して、学校保健特別対策のため感染症対策備

品購入費など、合わせて８２１万５,０００

円を計上いたしました。

第３目学校建設費におきまして、学校施設

空調設備整備工事請負費といたしまして２０

７万６,０００円を計上いたしました。

第３項中学校費第１目学校管理費におきま

して、学校保健特別対策のため感染症対策備

品購入費など、合わせて２０６万６,０００

円を計上いたしました。

第４項社会教育費第７目図書館費におきま

して、読書通帳導入業務委託料１４７万３,

０００円など、合わせて１９９万円を計上い

たしました。

以上で歳出を終わり、次に歳入について申

し上げます。

８ページへお戻りください。

第１款町税におきまして、固定資産税現年

課税分といたしまして４,２５８万２,０００

円を計上いたしました。

第１１款地方交付税におきまして、普通地

方交付税といたしまして８,３７４万４,００

０円を計上いたしました。

第１５款国庫支出金第２項国庫補助金第１

目総務費国庫補助金におきまして、新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金と

いたしまして、交付限度額の２次分、高度無
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線環境整備推進事業分、合わせて４億９９８

万１,０００円を計上いたしました。

第４目農林水産業費国庫補助金におきまし

て、林業・木材産業構造改革事業国庫補助金

を１,６３０万円減額いたしました。

１０ページをお願いいたします。

第１６款道支出金におきまして、それぞれ

事業費見合いの負担金、補助金を計上いたし

ました。

第１９款繰入金におきまして、財政調整基

金繰入金を１億７,２４７万２,０００円減額

し、ふるさと銀河線跡地活用等振興基金繰入

金を１,７３７万１,０００円計上いたしまし

た。

第２０款繰越金におきまして、前年度純繰

越金といたしまして２,５０５万８,０００円

を計上いたしました。

１２ページをお願いいたします。

第２２款町債におきまして、過疎対策事業

債といたしまして、高度無線環境整備推進事

業債５億６,８５０万円を計上し、足寄高等

学校振興事業債を２,０００万円減額いたし

ました。

以上が歳入の主な事項でございます。

４ページへお戻りください。

第２表繰越明許費１件をお願いいたしまし

た。

第３表債務負担行為１件をお願いいたしま

した。

第４表地方債補正変更２件をお願いいたし

ました。

以上で、令和２年度足寄町一般会計補正予

算（第５号）についての説明を終わります。

次に、特別会計について御説明申し上げま

す。

３３ページをお願いいたします。

議案第７４号令和２年度足寄町国民健康保

険事業特別会計補正予算（第３号）について

御説明申し上げます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１

５０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ９億７２７万４,０００円と

するものでございます。

歳入歳出の内容につきましては、特に説明

すべき事項がございませんので省略をさせて

いただきます。

次に、４３ページをお願いいたします。

議案第７５号令和２年度足寄町簡易水道特

別会計補正予算（第３号）について御説明申

し上げます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１

３５万３,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ５,３２０万４,０

００円とするものでございます。

歳出から申し上げます。

４８ページをお願いいたします。

第３款水道工事費におきまして、足寄簡易

水道上足寄地区管理用道路新設工事請負費と

いたしまして１３５万３,０００円を計上い

たしました。

次に、歳入について申し上げます。

第２款繰入金におきまして、一般会計繰入

金といたしまして１３５万２,０００円を計

上いたしました。

次に、５１ページをお願いいたします。

議案第７６号令和２年度足寄町介護保険特

別会計補正予算（第２号）について御説明申

し上げます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

３,３７１万９,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ９億７,４６

１万７,０００円とするものでございます。

歳出から申し上げます。

５８ページをお願いいたします。

第４款諸支出金第１項償還金及び還付加算

金第２目償還金第２２節償還金、利子及び割

引料におきまして、返還金といたしまして

２,０９２万７,０００円を計上いたしまし

た。

第６款基金積立金におきまして、介護給付

費準備基金積立金といたしまして１,２７８

万７,０００円を計上いたしました。

以上で歳出を終わり、次に歳入について申

し上げます。
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５６ページへお戻りください。

第７款繰越金におきまして、前年度繰越金

といたしまして３,３４３万３,０００円を計

上いたしました。

次に、６１ページをお願いいたします。

議案第７７号令和２年度足寄町介護サービ

ス事業特別会計補正予算（第２号）について

御説明申し上げます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２

３９万２,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ３億３,０９３万

１,０００円とするものでございます。

歳出から申し上げます。

６６ページをお願いいたします。

第２款介護サービス事業費第１項特別養護

老人ホーム運営費におきまして、スチームコ

ンベクションオーブン、移動式エアコン購入

費など合わせて１８０万２,０００円を計上

いたしました。

次に、歳入について申し上げます。

第７款国庫支出金におきまして、新型コロ

ナウイルス感染症緊急包括支援事業費国庫補

助金といたしまして２３９万２,０００円を

計上いたしました。

次に、６９ページをお願いいたします。

議案第７８号令和２年度足寄町後期高齢者

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。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６

１万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１億２,８６２万８,

０００円とするものでございます。

歳入歳出の内容につきましては、特に説明

すべき事項がございませんので省略をさせて

いただきます。

次に、７９ページをお願いいたします。

議案第７９号令和２年度足寄町資源ごみ処

理等事業特別会計補正予算（第１号）につい

て御説明申し上げます。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

１４５万８,０００円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ７,６２９万２,

０００円とするものでございます。

歳入歳出の内容につきましては、特に説明

すべき事項がございませんので省略をさせて

いただきます。

次に、企業会計について御説明申し上げま

す。

９１ページをお願いいたします。

議案第８０号令和２年度足寄町国民健康保

険病院事業会計補正予算（第１号）について

御説明申し上げます。

収益的収入及び支出の総額に収入支出それ

ぞれ１８０万４,０００円を追加し、収益的

収入及び支出の総額を収入支出それぞれ１２

億６,５２５万６,０００円とするものでござ

います。

次に、資本的収入及び支出の総額に、収入

支出それぞれ３１９万６,０００円を追加

し、資本的収入の総額を７,９３８万３,００

０円に、資本的支出の総額を１億１,０５６

万１,０００円とするものでございます。

補正予算の内容について申し上げます。

９４ページをお願いいたします。

収益的収入及び支出におきまして、支出で

は衛生材料・診療材料ほかを、収入では新型

コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金

を、それぞれ１８０万４,０００円計上いた

しました。

９６ページをお願いいたします。

資本的収入及び支出におきまして、支出で

は卓上型安全キャビネットほか購入費など、

収入では新型コロナウイルス感染症緊急包括

支援交付金を、それぞれ３１９万６,０００

円計上いたしました。

９１ページへお戻りください。

第４条におきまして、予算第１０条に定め

た棚卸資産の購入限度額を１億２,１４１万

１,０００円に改めるものでございます。

以上で、議案第７３号令和２年度足寄町一

般会計補正予算（第５号）から議案第８０号

令和２年度足寄町国民健康保険病院事業会計

補正予算（第１号）までの提案理由の説明と

させていただきますので、御審議のほどよろ
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しくお願い申し上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、議案第７３号令和２年度足寄町

一般会計補正予算（第５号）の件の質疑を行

います。

１４ページをお開きください。

歳出から始めます。

款で進めます。

１４ページから１６ページ、第２款総務

費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、１６ページか

ら２０ページ、第３款民生費、質疑はござい

ませんか。

６番。

○６番（熊澤芳潔君） １８ページの民生費

の老人福祉費の、節で言えば、工事請負費で

すね。ここにある簡易陰圧装置設置工事とい

うことであるのです、２１０万４,０００円

ですか、あるのですけれども、ここの説明資

料を見ますと、むすびれっじの認知症高齢者

グループホーム、また小規模多機能居宅介護

事業所の２台とありますけれども、こういっ

た装置というのは、通常行政の建物いろいろ

ありすますよね。そういったものが、例えば

高齢者の関係の施設いろいろあるのですけれ

ども、ここの２台だけでということなのです

けれども、その後の考え方というのはどうい

う考え方で進めていくのか。それともこの２

台で終わるのか。そこら辺をちょっとお聞き

したいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、福祉課長。

○福祉課長（保多紀江君） こちらの事業に

関しましては、町が今運営している施設への

設置ということで予算を計上させていただい

ておりますけれども、特別養護老人ホームの

ほうも運営はしておりますが、まだ、まず施

設が今ちょっと古くて建設を予定していると

いうこともございまして、今設置をしたとし

ても何年か後には移動させるなり、処分をす

るなりということになるのかなということも

ありまして、今回は計上をいたしておりませ

ん。

また、施設の部屋の大きさといいますか、

施設の規模によりましては、例えば隔離をし

て、例えば感染した疑いの方をケアをするに

しても、ちょっと違うお部屋に離せて対応す

るですとか、また町のほうで６月で補正で買

わせていただいております簡易陰圧式の持ち

運びのできるブースとかもございますので、

そういうものでの対応もできますので、特別

養護老人ホームのほうは設置をしておりませ

ん。

また、今回２か所についての設置工事を行

うのですけれども、北海道で全道で取りまと

めをしたところ、非常に希望が多くて、足寄

にはこの２か所だけ採択をしていただけると

いうようなお話を頂いております。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ６番。

○６番（熊澤芳潔君） 分かりました。

そうしますと、今後もこういった装置とい

うのですか、考え方も進めることもやります

よということなのでしょうね、そうしたら。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（保多紀江君） このように装置

を設置工事をしなくても、ほかにも対応の方

法があるかと思いますので、必要に応じて対

応していきたいと思っております。

○議長（吉田敏男君） 他に質疑はございま

せんか。

３番。

○３番（進藤晴子君） 今の熊澤議員の質問

に同じことなのですけれども、もうちょっと

補足してお聞きしたいのですが、陰圧装置と

いってもいろいろあるかと思います。どのよ

うな工事になって、あとどのぐらいの陰圧に

なるのか。あと、陰圧はその都度感染症等い

ろいろな、もろもろのこれから出てくるかも

しれせんが、陰圧自体は変えていけるのか、

教えてください。

○議長（吉田敏男君） 答弁、福祉課長。

○福祉課長（保多紀江君） まず陰圧装置の
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構造なのですけれども、ペーパーフィルター

のついたユニット本体がございまして、それ

を部屋の中に設置をして、排気のダクトを工

事して、壁に穴を空けて外に排気をできるよ

うな仕組みを取ります。

次に、陰圧の差なのですけれども、今のと

ころ、予定している機種は切替えができまし

て、室内と室外の気圧差がマイナス２.５と

か、マイナス６.８とかですね、そのような

対応ができることになっております。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） マイナス２.５もし

くはマイナス６.８、二通りあるということ

でよろしいですか。

ただということでしょうか。ただ、分かり

ました。ありがとうございます。結構です。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

他に質疑。

２番。

○２番（高道洋子君） 次でございました。

○議長（吉田敏男君） そうですか。

民生費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に参ります。

第４款衛生費、質疑はございませんか。

２番。

○２番（高道洋子君） 衛生費の予防費のと

ころでお伺いしたいと思います。

補正予算説明会でも課長から詳しい説明を

受けましたけれども、実はこの新型コロナウ

イルス対応の予算の中で、事業費になるのか

と思うのですけれども、体温計ですね、体温

計がその中に入っているかどうか、まず先に

お伺いしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（保多紀江君） 体温計といいま

すか、非接触型の体温計のことをおっしゃっ

ているのかなというふうに思っておりますけ

れども、感染症対策の消耗品としましては６

月の補正でも議決を頂いておりまして、今回

は医療系の消耗品を買わせていただくことで

予算を上げているのですけれども、消耗品と

しては簡易な、こういうところで、おでこと

か、そういうところではかるような非接触型

の体温計の購入を予定していますし、もう既

に購入したものもございます。

また、備品としまして、国保病院のほうで

も今回予算要求させていただいておりますけ

れども、顔認証で熱とかマスクの着用をして

いるかというようなのを認証するようなＡＩ

というのでしょうかね、そういうような非接

触型の検温装置の購入も予定しております。

以上です。

○議長（吉田敏男君） ２番。

○２番（高道洋子君） 実は、なぜそういう

質問したかと申しますと、例えば老人憩の家

等で、毎週２０人ぐらいの高齢者がほほえみ

給食とか、それからひまわり食堂にしまして

も、相当数の高齢者が集って給食をしたり、

またカラオケの人たちもいるし、いろいろな

老人憩の家の行事としてはたくさんの人たち

が集ってきます。毎日のように集ってくる中

で、やはりコロナ対策、感染防止の上から

も、体温計をその施設に設置していただきた

い、常設していただきたい。そうすることに

よって、来た人たちを私たち会員同士がそれ

をはかって、希望者になろうかと思いますけ

れども、はかって、その日微熱があるのか、

熱があるのかということが絶えず確認でき

る、それが一番大切かなと思うわけです。

今、老人憩の家と申しましたけれども、そ

れは町民センターにあってもそうだと思う

し、公設のそういう施設ですね、施設と、病

院とかはすばらしい立派な５０万円相当のそ

ういうのが常設されると聞いておりますが、

またそういう老人憩の家とか町民センターと

か、それからそういう人の集まる、町民が集

まるところ、そういうところに１個でいいで

すからね。しかも、７,０００円台で買える

わけでございまして、そういうのを常設して

もらうことによって、集った人たちがお互い

それを検温できる、そして安心してその行事

に参加できるということを思うわけなもので

すから、そうお聞きいたしました。
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その常設についてはどうでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 福祉課長、答弁。

○福祉課長（保多紀江君） まず一番は、皆

様に呼びかけているところは、外出する前に

御自分の健康状態を確認をしてお出かけにな

ることが一番の感染防止、御自分の体調の管

理もそうですし、ほかの方に迷惑をかけない

という意味では、まずは出かける前に体調を

確認して出かけていただきたいなというの

が、まずお願いしたいところなのですけれど

も。そこから、体調がそんなに悪くないなと

思って出かけたとしても、どこかで事業に参

加されてほかの人にうつるというようなこと

の感染防止という意味では、そういう体温計

の設置というのはあってもいいのかなという

ふうに思っております。ですので、保育所と

か、そういう事業系のところにはどこにも設

置はしておりますけれども、人が集まるよう

な事業をやっているようなところには簡易な

ものの設置というのは検討していきたいとい

うふうに思っております。

また、町民センターとか役場とかは、先ほ

ど言ったＡＩ系のものが医療系の備品として

買いますが、通常時はそのような人の多く出

入りするようなところに設置をして、感染防

止ができるような体制をちょっと考えていき

たいと思います。

以上です。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

他に、衛生費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） それでは、次に２０

ページから２４ページ、第６款農林水産業

費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に参ります。

第７款商工費、質疑はございませんか。

６番。

○６番（熊澤芳潔君） ２４ページの商工費

の、節で言えば１８ですね。１８節の中で新

型コロナウイルス対策家賃支援金とあるので

すけれども、３００万円。これは何戸で、１

件当たりは大体どのぐらいになるのかお聞き

します。

○議長（吉田敏男君） 答弁、経済課長。

○経済課長（村田善映君） 一応試算した平

均値でいきます。２０万円の１５件で計算し

ております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

他に、商工費、ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） それでは、次に参り

ます。

２４ページから２８ページ、第８款土木

費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に第９款消防費、

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に参ります。

２８ページから３０ページ、第１０款教育

費、質疑はございませんか。

３番。

○３番（進藤晴子君） ページ数でいきます

と３１ページです。

工事請負費、学校施設空調設備整備工事

で、足寄小学校の保健室のほうにクーラーを

１台設置していただけるということで、教育

委員会のほうから説明がありました。その中

で、一般の普通のクーラーであればかなり安

いですが、業務用ということでしたけれど

も、詳しい内容を、この２０７万円ですね。

この詳しい内容を聞かせてください。

○議長（吉田敏男君） 答弁、建設課長。

○建設課長（増田 徹君） 詳しい内容とい

うことなので、今手元にあるものでお答えを

したいと思います。

細かな内容のほうがいいですか。

壁かけ型のエアコンを１台まず設置をさせ

ていただきまして、それに伴う室外機等の設

置ということになるのですが、それが約１０

０万円程度になります。そして、そのほかの

分電盤等の改修を行うため、今回につきまし
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ては、前回螺湾だったかな、でもエアコンを

設置させていただいたのですが、それよりも

費用が少し多めにかかるということで、そち

らの設備に、すみません、約６０万円程度の

電気設備工事がかかりまして、エアコンのほ

うが、すみません、１００万円でなくて約１

４５万円ぐらいの費用がかかってくるという

ことになっております。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） 業務用のエアコンと

いうのは大体このぐらいの価格が相場なので

しょうか。

それとあと、町内のお店を使われてます

か。この工事と、使う予定でしょうか、今回

の空調設備に関しては。

○議長（吉田敏男君） 答弁、建設課長。

○建設課長（増田 徹君） まずエアコンに

ついては１台で、大体業務用のエアコンにつ

きましてはほぼこのぐらいの値段、あと大き

さによって多少の値段のばらつきはあります

が、今回のやつは冷房と暖房の能力が約５.

６キロ、６.３キロぐらいなので、妥当な値

段ではないかと思います。

入札につきましては、町内の業者かという

ことだったのですけれども、指名委員会で決

定をして決めていくということになります。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） ３番。

○３番（進藤晴子君） ありがとうございま

した。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

他に、教育費、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、歳出総括ござ

いませんか。

１番。

○１番（多治見亮一君） 先ほど高道議員の

ほうが、非接触型の体温計の設置の要望をい

たしました。ちなみに、僕この間、地区大

会、弓道の高校生のやつがありまして、原課

のほうで非接触型の体温計で入場時はかって

入場ということになっていました。

ちなみに今教育委員会のほうで、小学校

費、中学校費のほうで購入を予定しています

が、単価的には幾らでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 教育次長、答弁。

○教育次長（沼田 聡君） お答えします。

予算計上している単価は１万５,０００円

で見ております。

以上です。

○議長（吉田敏男君） １番。

○１番（多治見亮一君） 単価のほうは分か

りました。

それで、町民センターとかプールとかです

ね、大勢の人数が集まるところなのですが、

今設置されているのでしょうか。

○議長（吉田敏男君） 答弁、教育次長。

○教育次長（沼田 聡君） 今、設置はされ

ておりません。

ある程度の人数が集まるイベント等、ほと

んどが今コロナ対策の中でイベント中止でご

ざいますけれども、今のところ町民センター

の利用はないのですけれども、教育委員会の

一つの事業として吹奏楽のフェスティバル、

これを例年町民センターの多目的ホールで行

うのですけれども、面積的にちょっとキャパ

が狭いということで、足寄中学校の体育館を

利用することにしております。それで、そう

いうイベントのときに受付時に非接触型の体

温計、福祉課のほうに２台ありますので、そ

れを借りて対応しようということで考えてお

ります。

以上です。

○議長（吉田敏男君） １番。

○１番（多治見亮一君） 今そのようにおっ

しゃいましたが、体育館の使用簿を見ました

ところ、練習試合、他管内の学校と足寄中学

校、少年団かな、卓球の練習試合とかと行っ

ていました。やっぱりそうなると、ある程度

の人数集まっているのかなというふうに思い

ます。やっぱり非接触型の体温計ではかって

やっぱり入場するべきではないかなと。消耗

品ですから、現計の予算の消耗品費でも買え
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るのかなというふうに思ってます。

やっぱりそういう部分では、用意しておい

て貸出しするのか、ほかのやっぱり団体でも

そういうことがあるのだと思います、大会と

か交流試合だとか。やっぱりそういうふうに

何台か用意しておいてほしいなというふうに

思います。

それだと教育委員会のほうなのですが、あ

と総務課のほうなのか、民生費になるのか

な。これから、各自治会総会だとか、年越し

て来るのだと思います。それなりに総会もで

きるのかなと思います。やっぱりそうなる

と、多くの人数が集まるのかなと。その部分

の用意というか、貸出しとかすることを考え

ているのかどうかをお伺いします。民生課に

なるのかな、どこかな、総務課かな。よろし

くお願いします。

○議長（吉田敏男君） 答弁、福祉課長。

○福祉課長（保多紀江君） 今コロナが落ち

着いてきて、皆さんの活動が今いろいろ始

まってきているところかなというふうに思い

ます。社会的な活動というのですかね、それ

とかもあるとは思うのですが、まずは例えば

自治会の総会ですとかがある場合につきまし

ては、まずはよくありますのが、通知文書と

かに体調の悪い方については自粛してくださ

いですとか、そういうような呼びかけをまず

していただくのがまず一つかなと思いますけ

れども、各自治会とか団体とかで何か会合と

かがある場合につきましては、福祉課のほう

から貸出しをしたいと思っています。

先ほど教育次長のほうから、福祉課２台と

いうふうに説明をしたところなのですが、今

さらに今増台をすることになっておりまし

て、貸出しは可能になるかと思いますので、

そのような周知をしていきたいと思います。

以上です。

○議長（吉田敏男君） １番。

○１番（多治見亮一君） それぞれのところ

で購入でなかなか購入できないことも考えら

れますが、購入した際には速やかに町民のほ

うに周知していただいて、貸し出せますよと

いうふうな周知、よろしくお願いしたいと思

います。

以上です。

○議長（吉田敏男君） 他に、歳出総括ござ

いませんか。

１２番。

○１２番（井脇昌美君） ちょっとお伺いし

ますけれども、今の議事に対しての歳出歳入

の総括も設けられてますかね。今歳出の総括

ですけれども、歳入総括。

○議長（吉田敏男君） そうです。歳入の総

括もあります。

○１２番（井脇昌美君） 歳入歳出一括し

た、また総括はありますかね。関連があるも

のですから。それは発言は設けられておりま

せんかね。

○議長（吉田敏男君） 一番最後に。

○１２番（井脇昌美君） それが本来の総括

ですかね。

○議長（吉田敏男君） はい。今は歳出。

○１２番（井脇昌美君） では、歳入と歳出

の一括した総括は設けられてますかね。

○議長（吉田敏男君） はい。そうです。

○１２番（井脇昌美君） 分かりました。で

はそのときにちょっと発言頂きたいと思いま

す。

○議長（吉田敏男君） 今、歳出の総括であ

ります。一番最後に全体の総括もう一回あり

ますから。

それでは、次、８ページにお戻りくださ

い。

歳入に入ります。

８ページから１３ページ、歳入一括で行い

ます。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 歳入総括ございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）次に、４ページにお戻

りください。

第２表繰越明許費追加１件、質疑はござい
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ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、第３表債務負

担行為追加１件、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に、第４表地方債

補正変更２件、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） それでは、全体に対

する総括ございませんか。

１２番。

○１２番（井脇昌美君） 今も歳入から提案

されている新型コロナウイルス感染症の対応

の、言わば臨時交付金ですね。大きな配分さ

れている。そこで、歳出と歳入に関わりある

ものですから、ここで発言をさせていただき

たいのですけれども。

４月に、たしか記憶によると七千七、八百

万円の１次コロナウイルス感染症対策事業、

これは補助金として当町にも割り当てられて

ますね。そしてその以降、７月かたしかその

頃だと思うのですけれども、第２次のコロナ

ウイルス感染症対策の、言わばこれは補助金

なのですけれども、当町は２億６,０００万

円ぐらい割り当てられているのですけれど

も、今割り振った今の歳出のほうは全て臨時

交付金ですけれども、私が問いたいのは、こ

の事業対策の補助金どこまで配分が進められ

たのか。この２億６,０００万円ですね。そ

れをちょっとお聞きしたいと思います。

○議長（吉田敏男君） 答弁、副町長。

○副町長（丸山晃徳君） 答弁させていただ

きます。

まず井脇副議長のおっしゃられたとおり、

まず第１次配分が７,６７０万円、その後第

２次配分の限度額として２億６,７００万円

約というような内示というか、足寄町にはこ

の限度額までいいよということで御説明させ

ていただきます。

申請のほうは、１次申請、２次申請、３次

申請と段階ございまして、今９月末、十勝総

合振興局には９月の今週までかな、に２次の

申請をします。それはまだ途中の段階でござ

いまして、最終的な３次の申請期限がまだ国

のほうから定まってなくて、国のほうもいろ

いろとまだやりくりがあるようで、きちっと

した締切りというのはまだお示しされてませ

ん。

今、足寄町としましては、７,６７０万円

と２億６,７００万円と、さらに光ケーブル

のほうの事業費としまして、恐らく３億５,

０００万円程度入ってくるのかなというとこ

ろでございます。

そこで、歳入のほうで今光ケーブルの部分

と、あと３次までにまだコロナ対策のほうで

事業を詰めて、これからまだ対策がまだ必要

であればその分を計上させていただくという

ところもありますし、また、これちょっと複

雑なのですけれども、前の御説明では光ケー

ブルの部分では国からの補助金の８割が入っ

てきて、さらに過疎債が借りられるというお

話で、町の負担はかなり少なくなるよという

お話で御説明させていただきますけれども、

過疎債は対象になるよということは国からの

説明があるのですけれども、それが確定的に

過疎債が全て町の要望どおり入ってくるかと

いうところでは、なかなか今回の光ケーブル

の事業というのが本当にもうこの機会を逃し

たら過疎地域ではできないよというようなア

ナウンスもありまして、十勝管内でも御承知

のとおり、今までやれなかったところがどん

どん手を挙げてきていて、国の補助金はある

程度予定どおり配分されそうですけれども、

過疎地域にある市町村は必ず過疎債を要望す

るということで、それが満度に入るかどうか

というところがまだ不確定なところでござい

ます。

そこで、まず今のところは申請をしなけれ

ば過疎債は入ってきませんので、まずは予算

としては過疎債を全額充当する形で予算を上

げてまして、本当はまだ１億４,０００万円

ほどコロナ対策交付金がまだ控えているので

すけれども、言い方としては内部留保してい

るところなのですけれども、それは過疎債が
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入ってこなかったら、そのお金を過疎債が入

らない分コロナ対策の交付金を充当するとい

う形になりまして、総額で言いますと、今回

のコロナ対策の交付金の額プラス１億４,０

００万円がまだ控えているというところでご

ざいます。それについては過疎債のつき方に

もよりますし、今後は町としてさらにコロナ

対策として対応しなければいけない部分はま

た引き続き歳出で手当しなればいけないとい

うところで、ポイントとしては過疎債がどれ

だけつくかというところでまた動きが変わっ

てくるというようなところで、なかなか御説

明するところがちょっと今難しいところなの

ですけれども、そういう状況でございます。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １２番。

○１２番（井脇昌美君） 私は、きっとその

辺はちょっと分からなくて、今説明で理解し

たところでもあるのですけれども、やはり農

業関係の人からちょっとそういうようなこと

が、やはり皆さんマスコミとか新聞等々をよ

く見られて勉強しているのですけれども、そ

のような言わば発信が役所から何もないのだ

と。だからどうなっているのですかというか

ら、私、失礼だけれども、その辺はよく聞き

ましょうと。それで、所管行って聞くのでな

くて今ここで意見を述べさせてもらっている

のですけれども、やはり敏速に、ボディーブ

ローではないですけれども、じわじわじわじ

わやはり町の商工、商店関係も、それから農

業関係もやはり厳しくなってきていますか

ら、そこら辺は敏速にやはり、今もろもろの

過疎債も含めてもろもろのいろいろな複雑な

あれの申請の仕方あるらしいですけれども、

やはり進めていっていただければと思いま

す。その辺はすぐ可能ですかね、対応するの

は。

○議長（吉田敏男君） 答弁、副町長。

○副町長（丸山晃徳君） 答弁させていただ

きます。

このお話は全員協議会のときにも、こうい

う形で進めたいので皆さん御理解頂きたいと

いうことでまずお話しさせていただきまし

た。そこでも、ＮＴＴのほうで全国にもう各

市町村、こういうような未整備エリアのとこ

ろを総務省からＮＴＴのほうに、これはもう

国が応援するからやってくれというような形

でＮＴＴが受けて、全国、東日本でいえば東

京のほうで、各支店なりに号令をかけてやっ

てくれということで、今お話できるところで

いえば、本当に身近なところでどういうこと

をやりますよ、いつごろやります、自己負担

はこんな形で、やれることはこんなことです

というのをぜひすぐにでも、６月にお話頂い

たときにもすぐにもう頂きたいということで

ＮＴＴのほうにはもうしつこくしつこく担当

者のほうからも言いましたり、北海道総通局

を通じて、なかなか対応がしていただけない

のだということも言っているところなのです

けれども、まだＮＴＴのほうでもきちっとし

た詰めができてないようで、まだまだしつこ

く情報提供なり、こういうような流れでやる

というとか、スケジュール的なものでも情報

を頂きたいと言っているところなのですけれ

ども、まだできてないところで、今日もお話

を頂きましたので、またさらにしつこく、も

うちょっと上の人たちのほうに、こういうよ

うなことで市町村でも期待をしているのだか

ら、なるべく情報提供頂きたいということで

進めたいと思います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） １２番。

○１２番（井脇昌美君） 過疎債も含めた関

連があるから今光ケーブル関係の通信のこと

で説明を頂きました。私はこのことも同時な

のですけれども、やはり飲食店関係だとか、

先ほども言った農業関係の人らも、この２億

６,０００万円の補助金というものを早く手

配をして、そしてしっかりと配分を考えて急

いでやっていただきたいということで質疑を

させていただいたわけです。分かりますか

ね。

○議長（吉田敏男君） 答弁、町長。

○町長（渡辺俊一君） 先ほどもお話はあり
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ましたように、まだ総体として、足寄町に配

分されるもの全てを出しているということで

はなくて、まだこの他あと第３次の申請まで

に、第３次の申請が最後になるみたいですの

で、それまでには金額をきちんとはっきりさ

せて出さなければならないということになっ

ています。

そういった意味で、先ほども申し上げまし

たように、光ケーブルの関係などもありまし

て、なかなか金額がはっきりしないというと

ころがあったので、なかなか金額としてあと

残りどのぐらいあるのかというのがはっきり

しないというところ、配分としては先ほど話

ありましたように、１億４,０００万円ぐら

いのまだお金が残っているという計算になる

のですけれども、その後どのぐらいを光ケー

ブルに使わなければならないのかというの

が、ちょっとまだはっきりしていないという

ところで、今後の対応についてまだ余地が、

どのぐらいの余地があるのかという部分がな

かなか分かっていないというところでまだ対

応ができていないというところであります。

当然、今商工業者等を中心に一番先に影響

の出てきたところだとかに、中心に対応して

おりますけれども、この後、農業ですとか、

林業ですとかそういう、林業も今回の補正の

中で冬場の仕事だとかというのを出すような

形にしておりますけれども、ほかの部分で、

これから影響が出てくるかもしれない。先ほ

どお話あったように、じわじわと出てきてま

すよということでありますので、そういった

部分を農協だとかそういったところときちん

と話をしながら、実際にどういう影響が出て

きているのか、どういうものが必要になっ

て、これからの支援の部分でどういうものが

必要になってくるのかといった部分をきちん

と確認しながら進めさせていただきたいとい

うふうに思います。

以上でございます。

○議長（吉田敏男君） 他に、総括、質疑は

ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わり

ます。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。これで討論を終わります。

これから、議案第７３号令和２年度足寄町

一般会計補正予算（第５号）の件を採決をし

ます。

この採決は、起立によって行います。

本件は、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（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第７３号令和２年度足寄

町一般会計補正予算（第５号）の件は、原案

のとおり可決されました。

休憩時間を取ればいいのですけれども、

ちょっと時間的な問題ありますので、そのま

ま続行をいたします。

３３ページをお開きください。

これから、議案第７４号令和２年度足寄町

国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）の件の質疑を行います。

３８ページから４１ページ、歳入歳出一括

で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わり

ます。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第７４号令和２年度足寄町

国民健康保険事業特別会計補正予算（第３
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号）の件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、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（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第７４号令和２年度足寄

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）の件は、原案のとおり可決されました。

４３ページをお開きください。

これから、議案第７５号令和２年度足寄町

簡易水道特別会計補正予算（第３号）の件の

質疑を行います。

４８ページ、歳入歳出一括で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わり

ます。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第７５号令和２年度足寄町

簡易水道特別会計補正予算（第３号）の件を

採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、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（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第７５号令和２年度足寄

町簡易水道特別会計補正予算（第３号）の件

は、原案のとおり可決されました。

５１ページをお開きください。

これから、議案第７６号令和２年度足寄町

介護保険特別会計補正予算（第２号）の件の

質疑を行います。

５６ページから５９ページ、歳入歳出一括

で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わり

ます。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第７６号令和２年度足寄町

介護保険特別会計補正予算（第２号）の件を

採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、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（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第７６号令和２年度足寄

町介護保険特別会計補正予算（第２号）の件

は、原案のとおり可決されました。

６１ページをお開きください。

これから、議案第７７号令和２年度足寄町

介護サービス事業特別会計補正予算（第２

号）の件の質疑を行います。

６６ページ、歳入歳出一括で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わり

ます。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま
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す。

これで討論を終わります。

これから、議案第７７号令和２年度足寄町

介護サービス事業特別会計補正予算（第２

号）の件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、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（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第７７号令和２年度足寄

町介護サービス事業特別会計補正予算（第２

号）の件は、原案のとおり可決されました。

６９ページをお開きください。

これから、議案第７８号令和２年度足寄町

後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

の件の質疑を行います。

７４ページから７７ページ、歳入歳出一括

で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これから、討論を行

います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第７８号令和２年度足寄町

後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

の件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、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（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第７８号令和２年度足寄

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）の件は、原案のとおり可決されました。

７９ページをお開きください。

これから、議案第７９号令和２年度足寄町

資源ごみ処理等事業特別会計補正予算（第１

号）の件の質疑を行います。

８４ページから８９ページ、歳入歳出一括

で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これから、討論を行

います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第７９号令和２年度足寄町

資源ごみ処理等事業特別会計補正予算（第１

号）の件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、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（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第７９号令和２年度足寄

町資源ごみ処理等事業特別会計補正予算（第

１号）の件は、原案のとおり可決されまし

た。

９１ページをお開きください。

これから、議案第８０号令和２年度足寄町

国民健康保険病院事業会計補正予算（第１

号）の件の質疑を行います。

９４ページ、収益的収入及び支出一括で行

います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 次に９６ページ、資

本的収入及び支出一括で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（吉田敏男君） ９１ページにお戻り

ください。

第４条予算第１０条本文中、棚卸資産の購

入限度額の変更、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わり

ます。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第８０号令和２年度足寄町

国民健康保険病院事業会計補正予算（第１

号）の件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、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（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第８０号令和２年度足寄

町国民健康保険病院事業会計補正予算（第１

号）の件は、原案のとおり可決されました。

◎ 議案第９１号から議案第９２号

○議長（吉田敏男君） 日程第１９ 議案第

９１号令和２年度足寄町一般会計補正予算

（第６号）から日程第２０ 議案第９２号令

和２年度足寄町簡易水道特別会計補正予算

（第４号）までの２件を一括議題といたしま

す。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

町長 渡辺俊一君。

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題となり

ました、議案第９１号令和２年度足寄町一般

会計補正予算（第６号）及び議案第９２号令

和２年度足寄町簡易水道特別会計補正予算

（第４号）について一括提案理由を御説明申

し上げます。

追加の補正予算つづり１ページをお願いい

たします。

議案第９１号令和２年度足寄町一般会計補

正予算（第６号）について、御説明申し上げ

ます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２

３万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ１１１億６,２２３万８,０００

円とするものでございます。

歳出から申し上げます

６ページをお願いいたします。

第４款衛生費第３項水道費第１目水道費に

おきまして、簡易水道特別会計操出金といた

しまして２３万円を計上いたしました。

次に、歳入について申し上げます。

第１９款繰入金におきまして、財政調整基

金繰入金といたしまして２３万円を計上いた

しました。

次に、９ページをお願いいたします。

議案第９２号令和２年度足寄町簡易水道特

別会計補正予算（第４号）について、御説明

申し上げます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２

３万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ５,３４３万４,０００円とする

ものでございます。

歳出から申し上げます

１４ページをお願いいたします。

第１款総務費第１項総務管理費第１目一般

管理費におきまして、消費税及び地方消費税

といたしまして２３万円を計上いたしまし

た。

次に、歳入について申し上げます。

第２款繰入金第１項他会計繰入金におきま

して、一般会計繰入金といたしまして２３万

円を計上いたしました。

以上で、議案第９１号令和２年度足寄町一

般会計補正予算（第６号）及び議案第９３号

令和２年度足寄町簡易水道特別会計補正予算

（第４号）の提案理由の説明とさせていただ
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きますので、御審議のほどよろしくお願いを

申し上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

次に、１ページをお開きください。

これから、議案第９１号令和２年度足寄町

一般会計補正予算（第６号）の件の質疑を行

います。

６ページ、歳入歳出一括で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わり

ます。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第９１号令和２年度足寄町

一般会計補正予算（第６号）の件を採決をし

ます。

この採決は、起立によって行います。

本件は、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（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第９１号令和２年度足寄

町一般会計補正予算（第６号）の件は、原案

のとおり可決されました。

９ページをお開きください。

これから、議案第９２号令和２年度足寄町

簡易水道特別会計補正予算（第４号）の件の

質疑を行います。

１４ページ、歳入歳出一括で行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 総括ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わり

ます。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第９２号令和２年度足寄町

簡易水道特別会計補正予算（第４号）の件を

採決をいたします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、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（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第９２号令和２年度足寄

町簡易水道特別会計補正予算（第４号）の件

は、原案のとおり可決されました。

ここで、暫時休憩をいたします。

休憩中に議会運営委員会の開催をお願いを

いたします。

１１時５５分まで休憩といたします。

午前１１時３７分 休憩

午前１１時５４分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

◎ 議運結果報告

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委員

長から、会議の結果の報告を願います。

議会運営委員会委員長 髙橋健一君。

７番。

○議会運営委員会委員長（髙橋健一君） た

だいま開催されました、議会運営委員会の協

議の結果を報告いたします。

これより、本日の議事日程に追加し、意見

書案第５号から意見書案第７号について即決

で審議いたします。

次に、総務産業常任委員会、文教厚生常任

委員会から所管事務調査期限の延期につい
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て、広報広聴常任委員会、議会運営委員会か

ら閉会中継続調査申出書について審議をいた

します。

以上で、本定例会における議案等の審議

は、本日をもって全て終了する予定でありま

す。

以上で、報告を終わらせていただきます。

○議長（吉田敏男君） これにて、委員長の

報告を終わります。

お諮りをいたします。

足寄町議会総合条例第４５条の規定によ

り、追加議案を別紙追加議事日程のとおりに

日程に追加し、審議することにしたいと思い

ます。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、追加議事日程のとおり日程に

追加し、審議することに決定をいたしまし

た。

◎ 意見書案第５号

○議長（吉田敏男君） 追加日程第１ 意見

書案第５号新型コロナウイルス感染症の影響

に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財

源の確保を求める意見書の件を議題といたし

ます。

本件について、条例第６５条第３項の規定

により、提案理由の説明を省略をいたしま

す。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、意見書案第５号新型コロナウイ

ルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪

化に対し地方税財源の確保を求める意見書の

件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、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（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、意見書案第５号新型コロナウ

イルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な

悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書

の件は、原案のとおり可決されました。

◎ 意見書案第６号

○議長（吉田敏男君） 追加日程第２ 意見

書案第６号国土強靱化に資する道路の整備等

に関する意見書の件を議題といたします。

本件については、条例第６５条第３項の規

定により、提案理由の説明を省略をいたしま

す。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、意見書案第６号国土強靱化に資

する道路の整備等に関する意見書の件を採決

をいたします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、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（吉田敏男君） 全員の起立です。
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したがって、意見書案第６号国土強靱化に

資する道路の整備等に関する意見書の件は、

原案のとおり可決されました。

◎ 意見書案第７号

○議長（吉田敏男君） 追加日程第３ 意見

書案第７号種苗法改正案の慎重な審議を求め

る意見書の件を議題といたします。

本件につきましても、条例第６５条第３項

の規定により、提案理由の説明は省略をさせ

ていただきます。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、意見書案第７号種苗法改正案の

慎重な審議を求める意見書の件を採決をしま

す。

この採決は、起立によって行います。

本件は、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（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、意見書案第７号種苗法改正案

の慎重な審議を求める意見書の件は、原案の

とおり可決されました。

このまま続行をいたします。

◎ 所管事務調査期限の延期について

○議長（吉田敏男君） 追加日程第４ 所管

事務調査期限の延期についての件を議題とい

たします。

総務産業常任委員会及び文教厚生常任委員

会に付託中の所管事務調査については、調査

が終わらないので、同委員会から次期定例会

まで期限を延期されたいとの要求がありまし

た。

お諮りをいたします。

委員会の要求のとおり、期限を延期するこ

とに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、総務産業常任委員会及び文教

厚生常任委員会に付託中の所管事務調査につ

いて、調査の期限を委員会の要求のとおり次

期定例会まで延期することに決定をいたしま

した。

◎ 閉会中の継続調査申出書

○議長（吉田敏男君） 追加日程第５ 閉会

中の継続調査申出の件を議題といたします。

広報広聴常任委員会及び議会運営委員会の

委員長から、条例第１３６条の規定によって

お手元に配付をいたしましたとおり、閉会中

の継続調査の申出があります。

お諮りをいたします。

委員長の申出のとおり、閉会中の継続調査

とすることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、委員長の申出のとおり、閉会

中の継続調査にすることに決定をいたしまし

た。

◎ 閉会の議決

○議長（吉田敏男君） お諮りをいたしま

す。

本定例会の会議に付された事件は、全て終

了をいたしました。

したがって、総合条例第２８条の規定に

よって本日で閉会をしたいと思います。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま



― 25 ―

す。

したがって、本定例会は、本日で閉会する

ことに決定をいたしました。

◎ 閉会宣告

○議長（吉田敏男君） これで、本日の会議

を閉じます。

令和２年第３回足寄町議会定例会を閉会を

いたします。

午後１２時０２分 閉会
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