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国富町告示第４号 

 令和３年国富町議会第１回臨時会を次のとおり招集する 

    令和３年２月12日 

                                国富町長 中別府尚文 

１ 期 日  令和３年２月17日 

２ 場 所  国富町議会議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

橋詰賀代子君          山内 千秋君 

武田 幹夫君          緒方 良美君 

飯干 富生君          水元 正満君 

津江 一秀君          河野 憲次君 

福元 義輝君          近藤 智子君 

横山 逸男君          渡辺 靜男君 

────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

なし 

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

令和３年 第１回（臨時）国 富 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                             令和３年２月17日（水曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                        令和３年２月17日  午前９時30分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 承認第１号 専決処分〔令和２年度国富町一般会計補正予算（第１０号）〕につい

て 

 日程第４ 承認第２号 専決処分〔令和２年度国富町一般会計補正予算（第１１号）〕につい

て 

 日程第５ 議案第１号 令和２年度国富町一般会計補正予算（第１２号）について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 承認第１号 専決処分〔令和２年度国富町一般会計補正予算（第１０号）〕につい

て 

 日程第４ 承認第２号 専決処分〔令和２年度国富町一般会計補正予算（第１１号）〕につい

て 

 日程第５ 議案第１号 令和２年度国富町一般会計補正予算（第１２号）について 

────────────────────────────── 

出席議員（12名） 

１番 橋詰賀代子君       ２番 山内 千秋君 

３番 武田 幹夫君       ４番 緒方 良美君 

５番 飯干 富生君       ６番 水元 正満君 

７番 津江 一秀君       ８番 河野 憲次君 

９番 福元 義輝君       10番 近藤 智子君 

11番 横山 逸男君       12番 渡辺 靜男君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 
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────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長 中島 達晃君     主幹兼議事調査係長  垣内  圭君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 中別府尚文君   副町長 ………………… 中山  隆君 

教育長 ………………… 豊田 畩光君   総務課長 ……………… 渡辺 勝広君 

企画政策課長 ………… 重山 康浩君   財政課長 ……………… 矢野 一弘君 

税務課長 ……………… 松岡  徳君   町民生活課長 ………… 徳原 典子君 

福祉課長 ……………… 福嶋 英人君   保健介護課長 ………… 坂本 浩二君 

農林振興課長 ………… 斉藤 義見君   農地整備課長 ………… 武田 二雄君 

都市建設課長 ………… 吉岡 勝則君   上下水道課長 ………… 大南 一男君 

会計管理者兼会計課長 ……………………………………………………… 児玉 和弘君 

教育総務課長 ………… 大矢 雄二君   社会教育課長 ………… 佐藤 利明君 

学校給食共同調理場所長 …………………………………………………… 佐土原敏郎君 

監査委員 ……………… 山口  孝君                      

────────────────────────────── 

午前９時39分開会 

○議長（渡辺 靜男君）  皆様、おはようございます。 

 開会に先立ちまして、一言ご挨拶申し上げます。 

 待望のワクチン接種が今日から先行接種されます。本県におきましては、あさって１９日から

とのことでございます。宮崎県では宮崎江南病院が指定病院になっているとのことであります。

３月中旬からは医療従事者、４月上旬からは６５歳以上の高齢者の接種が始まるとのことでござ

います。 

 本町におきましてもその準備、この年度末の大変、普通でも忙しい時期にこの準備作業が入っ

てくるんだと考えます。どうかこれを最優先に、準備方お願いしたいと思っておるところでござ

います。よろしくお願いをいたします。 

 それでは、第１回臨時会は町長提出議案の承認が２件、議案が１件の合計３件であります。 

 議事の進行に当たりましては、効率的な運営ができますように議員並びに執行部の皆様のご協

力をお願い申し上げます。 



- 4 - 

 ただいまの出席議員数は１２名です。定足数に達しておりますので、令和３年国富町議会第

１回臨時会を開会いたします。 

 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 

○議長（渡辺 靜男君）  日程第１、会議録の署名議員を指名します。今期臨時会の会議録署名

議員は、国富町議会会議規則第１２２条の規定により、武田幹夫君、福元義輝君を指名いたしま

す。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（渡辺 靜男君）  日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りいたします。今期臨時会の会期は、議会運営委員会の決定のとおり、本日１日間にした

いと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺 靜男君）  異議なしと認めます。したがいまして、会期は、本日１日間に決定し

ました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．承認第１号 

日程第４．承認第２号 

日程第５．議案第１号 

○議長（渡辺 靜男君）  日程第３、承認第１号から日程第５、議案第１号までの３件を議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（中別府尚文君）  それでは、承認第１号から議案第１号までについて、一括してご説明

いたします。 

 まず、承認第１号「専決処分〔令和２年度国富町一般会計補正予算（第１０号）〕について」

は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、本年１月７日に宮崎県独自の緊急事態宣言が

発令され、１月９日から２２日までの間、飲食店等への営業時間短縮要請が行われたことに伴い、

緊急経済対策として営業時間短縮を行う当該飲食店等への協力金の支給と、国が進める新型コロ

ナウイルスワクチン接種に係る対象者への通知等を行うためのシステム改修及び事務費の計上、

また、ふるさと納税寄附金の大幅な増額により、返礼品等に要する経費が不足することが見込ま
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れるため、令和２年度国富町一般会計補正予算（第１０号）を議決する必要が生じましたが、同

補正予算の議決について議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法第１７９条第１項の

規定により専決処分しましたので、ここに議会の承認を求めるものであります。 

 補正の内容は、県の営業時間短縮要請に協力した飲食店等への補助金４,０８８万円、新型コ

ロナウイルスワクチン接種に係るシステム改修及び事務費３７９万１,０００円のほか、ふるさ

と納税寄附金の増額に伴う返礼品等の経費として７,２００万円を追加計上するもので、これに

充てる財源は、国庫支出金の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金４０８万

８,０００円、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金３７９万１,０００円、県

支出金の新型コロナウイルス感染症対策休業要請等協力金事業補助金３,６８５万９,０００円、

ふるさと納税寄附金１億２,４００万円であります。 

 これにより、補正後の予算規模は１１３億６,５５５万５,０００円となります。 

 次に、承認第２号「専決処分〔令和２年度国富町一般会計補正予算（第１１号）〕について」

は、県の緊急事態宣言が２月７日まで延長されたことにより、飲食店等への営業時間短縮要請も

延長されることとなったため、さらなる緊急経済対策として当該飲食店等に協力金を支給するた

め、令和２年度国富町一般会計補正予算（第１１号）を議決する必要が生じましたが、同補正予

算の議決について議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法第１７９条第１項の規定に

より専決処分しましたので、ここに議会の承認を求めるものであります。 

 補正の内容は、営業時間短縮に応じた飲食店等への協力金の追加として４,７３６万円、その

他事務費として１３万４,０００円を追加計上するもので、これに充てる財源は、国庫支出金の

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金４７３万６,０００円、県支出金の新型コロ

ナウイルス感染症対策休業要請等協力金事業補助金４,２７５万８,０００円であります。 

 これにより、補正後の予算規模は１１４億１,３０４万９,０００円となります。 

 次に、議案第１号「令和２年度国富町一般会計補正予算（第１２号）について」は、新型コロ

ナウイルスワクチン接種事業における医療従事者へのワクチン接種費用と、今後町民へのワクチ

ン接種を推進していく体制を早期に整備するための経費のほか、県の緊急事態宣言発令による町

民等への外出自粛要請やイベントの中止、延期要請で影響を受けている町内の全商工業者のうち、

飲食店等への協力金を支給した事業者を除き、１月または２月の売上げ収入が前年同月と比べ

２０％以上減収し、かつ、従業員が２０人以下の事業者に対し、町独自の支援金を早期に支給す

るための申請受付事務費を追加補正するもので、補正額は１,７６０万３,０００円、補正後の予

算規模は１１４億３,０６５万２,０００円となります。 

 以下、その主なものについて概要をご説明いたします。 

 新型コロナウイルスワクチン接種事業では、先行して行われる医療従事者へのワクチン接種費
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用１２万９,０００円、ワクチン接種に係る予約受付業務委託料１,０００万円、ワクチン接種対

策事務所のリース料５４万６,０００円のほか、ワクチン接種に要する物品や事務所用備品、ワ

クチン運搬に要する車両の購入費用等を計上しており、また緊急経済対策としては、町独自の商

工業者への緊急対策経済影響事業者支援事業費補助金８０万円を計上しております。 

 以上、今回の補正の概要を申し上げましたが、これに充てる財源は、医療従事者へのワクチン

接種費用に係る国庫負担金１１万４,０００円、ワクチン接種体制を確保するための国庫補助金

１,６６８万９,０００円、地方交付税８０万円を見込んでおります。 

 なお、町独自の商工業者への緊急対策経済影響事業者支援事業費補助金については、１事業所

当たり一律２０万円、加算金として従業員１人当たり２万円、５人を上限として最大１０万円を

支給することから、１事業所当たり最大３０万円を支給することにしております。この経費につ

きましては、補助金の交付が４月以降になりますことから、令和３年度当初予算で提案すること

としております。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（渡辺 靜男君）  補足説明はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺 靜男君）  説明が終わりました。それでは、１件ずつご審議をお願いいたします。 

 日程第３、承認第１号「専決処分〔令和２年度国富町一般会計補正予算（第１０号）〕につい

て」を議題といたします。 

 これから質疑を許します。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺 靜男君）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を許します。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺 靜男君）  ございませんか。次に、賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺 靜男君）  討論なしと認めます。 

 これから承認第１号「専決処分〔令和２年度国富町一般会計補正予算（第１０号）〕につい

て」の採決を行います。本案はこれを承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（渡辺 靜男君）  挙手全員と認めます。したがいまして、承認第１号「専決処分〔令和

２年度国富町一般会計補正予算（第１０号）〕について」は、これを承認することに決定いたし

ました。 
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 日程第４、承認第２号「専決処分〔令和２年度国富町一般会計補正予算（第１１号）〕につい

て」を議題といたします。 

 これから質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺 靜男君）  質疑なしと認めます。 

 これから討論を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺 靜男君）  討論なしと認めます。 

 これから承認第２号「専決処分〔令和２年度国富町一般会計補正予算（第１１号）〕につい

て」の採決を行います。本案はこれを承認することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（渡辺 靜男君）  挙手全員と認めます。したがいまして、承認第２号「専決処分〔令和

２年度国富町一般会計補正予算（第１１号）〕について」は、これを承認することに決定しまし

た。 

 日程第５、議案第１号「令和２年度国富町一般会計補正予算（第１２号）について」を議題と

します。 

 これから質疑を許します。飯干議員。 

○議員（５番 飯干 富生君）  １９ページの節の１４と１８につきまして、まず事務所のリー

ス料とあります。５４万６,０００円、これの設置場所。 

 それから、その下にあります事務所用備品の購入１４９万８,０００円、そしてまた、この自

動車の購入費につきましてはどのようなものの購入、また特に自動車につきましてはどういう車

両なのかなと、ちょっと気になりますので、その３点について教えてください。 

○議長（渡辺 靜男君）  坂本保健介護課長。 

○保健介護課長（坂本 浩二君）  まず、事務所リース料でありますけれども、仮設の事務所を

ワクチン接種のための人員が事務所として使う仮設の事務所を、保健センターの敷地内に計画し

ております。 

 それから、備品購入費の中で事務所用備品、これにつきましては、机、椅子のほかパソコン、

プリンター、こういったものを予定しております。 

 それと、自動車、公用車購入につきましては軽自動車１台をワクチン接種、あるいは接種会場

を移動したり準備したりするための車両ということで予定をしております。 

 以上です。 

○議長（渡辺 靜男君）  ほかにございませんか。近藤議員。 
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○議員（１０番 近藤 智子君）  同じく１９ページの新型コロナウイルスワクチン接種等委託

料と書いてあるんですけど、これは病院に委託するということなんですか。この説明をちょっと

教えていただきたい。 

○議長（渡辺 靜男君）  保健介護課長。 

○保健介護課長（坂本 浩二君）  新型コロナウイルスワクチン接種等委託料ということで

１２万９,０００円計上しておりますけれども、これにつきましては、言われましたとおり、医

療機関がワクチン接種、本日から全国で医療従事者への先行接種が始まりますけれども、その先

行接種される医療従事者分の接種料ということで医療機関に支払うものです。そのほか、その取

りまとめ、請求事務の取りまとめを行います国保連合会の事務手数料も含まれております。 

 以上です。 

○議長（渡辺 靜男君）  よろしいですか。ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺 靜男君）  これにて質疑を終結します。 

 これから討論を許します。まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺 靜男君）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（渡辺 靜男君）  ありませんか。討論なしと認めます。 

 これから、議案第１号「令和２年度国富町一般会計補正予算（第１２号）について」の採決を

行います。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

○議長（渡辺 靜男君）  挙手全員と認めます。したがいまして、議案第１号「令和２年度国富

町一般会計補正予算（第１２号）について」は、原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（渡辺 靜男君）  以上をもちまして、本日の日程は全て終了しました。 

 よって、令和３年国富町議会第１回臨時会を閉会します。 

 お疲れさまでございました。 

午前９時57分閉会 

────────────────────────────── 
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