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    午前９時５７分  開会前 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 皆さん、おはようございます。 

 開会の前でありますが、町長より報告があります。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

 皆さん、おはようございます。 

 議長からお許しを頂きましたので、ご報告を申し上げたいというふうに思います。 

 新型コロナウイルス感染についてでございます。この件につきましては、先月２月

28日に議会の皆様方にも、その段階での現状についてご報告を申し上げました。学校

の休校等々につきましてあったところでございますが、その後、２月29日に宮城県内

で、宮城県の方がコロナウイルスを発症した方が、そういった発表がございました。

船から降りた方ということで発症経路が分からないとか、そういったことではござい

ませんけれども、そういった発症例ができましたので、町といたしましても、多くの

方々が集まられる施設、不特定多数の方々が集まる施設につきまして、使用につきま

しての規制をいたしたところでございます。２月29日からできるところにつきまして

はやっておるところではございますが、実質今日といいますか、これからになるとい

うふうに思っております。 

 場所につきましては、使用不可といたしましたところにつきましては、まほろばホ

ール、総合運動公園、体育センター、武道館、あと各地区レクリエーション広場、宮

床、鶴巣山田、三ケ内、北目などでございますが、広場、またダイナヒルズの運動公

園、民俗資料館、宮床歴史の村ということで宝蔵、旧伊達家住宅、原阿佐緒記念館、

それから各小・中学校の体育館、校庭、町民研修センター、吉岡コミュニティセンタ

ー、このコミュニティセンターにつきましては法務局とシルバー人材センターが入っ

ておりますので、こちらにつきましては利用といいますか、そのまま活用ということ

でございます。それから、吉田コミセン、鶴巣防災センター、宮床集落センター、ダ

ム資料館、ここは冬季間の閉鎖ということもございますが、七ツ森ふれあいの里とい

うことで、この施設につきまして当面の間ということで使用不可にいたします。 

 また、一部利用としまして、一部利用不可能といいますか、ふれあいの杜、南部コ

ミセンでございますが、ここにつきましては出張所、そして児童館がございますので、

ここにつきましては利用するわけでございますが、その他については利用を適しない
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と、それから教育ふれあいセンター、ここにつきましては児童館につきまして、児童

館の利用についてはやるところでございますが、この児童館につきましても従来館及

び幼児クラブにつきましては利用を停止ということ、学童保育、放課後児童クラブの

み利用ということになります。それから、ひだまりの丘につきましては児童館のみ利

用、入浴施設等につきましては利用できないということで、そんな措置を取っており

ます。 

 そういった形で、町としましても対応してまいっております。この状況、いろいろ

刻々変化しておりますので、その都度といいますか、対応になってくるところはある

というふうに思っておりますが、町としましても、そういった拡大をしないような対

応ということで取り組んでまいりたいというふうに思っておりますので、皆様方のご

理解とご協力、ぜひよろしくお願いしたいというふうに思っております。 

 報告につきましては以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 以上で町長の報告を終わります。 

 

    午前１０時０１分  開  議 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 ただいま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 （馬場久雄君） 

 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条の規定によって、８番千坂裕春君及び10番今

野善行君を指名します。 

                                            

    日程第２「議案第５号 大和町行政手続等における情報通信の技術の利用に

関する条例の一部を改正する条例」 
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議  長 （馬場久雄君） 

 日程第２、議案第５号 大和町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する

条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本案については、提出者の説明が終了していますので、これから質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 質疑ないものと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第５号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

    日程第３「議案第６号 大和町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正す

る条例」 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 日程第３、議案第６号 大和町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例

を議題とします。 

 本案については、提出者の説明が終了していますので、これから質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 質疑ないものと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第６号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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    日程第４「議案第７号 大和町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正

する条例」 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 日程第４、議案第７号 大和町職員の服務の宣誓に関する条例の一部をする改正す

る条例を議題とします。 

 本案については、提出者の説明が終了していますので、これから質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 質疑ないものと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第７号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

    日程第５「議案第８号 大和町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務に

関する条例の一部を改正する条例」 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 日程第５、議案第８号 大和町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務に関する

条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本案については、提出者の説明が終了していますので、これから質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 質疑ないものと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 討論なしと認めます。 
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 これから議案第８号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

    日程第６「議案第９号 大和町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例」 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 日程第６、議案第９号 大和町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例を議題とします。 

 本案については、提出者の説明が終了していますので、これから質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 質疑ないものと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第９号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

    日程第７「議案第１０号 会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整

備等に関する条例の一部を改正する条例」 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 日程第７、議案第10号 会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備等に関

する条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本案については、提出者の説明が終了していますので、これから質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 
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 質疑ないものと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第10号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

    日程第８「議案第１１号 地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整理に関する条例」 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 日程第８、議案第11号 地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整理に関する条例を議題とします。 

 本案については、提出者の説明が終了していますので、これから質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 質疑ないものと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第11号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

    日程第９「議案第１２号 大和町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を

改正する条例」 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 日程第９、議案第12号 大和町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する
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条例を議題とします。 

 本案については、提出者の説明が終了していますので、これから質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 質疑ないものと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第12号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

    日程第１０「議案第１３号 大和町敬老祝金等支給条例の一部を改正する条

例」 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 日程第10、議案第13号 大和町敬老祝金等支給条例の一部を改正する条例を議題と

します。 

 本案については、提出者の説明が終了していますので、これから質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 質疑ないものと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第13号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

    日程第１１「議案第１４号 大和町道路占用料等条例の一部を改正する条
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例」 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 日程第11、議案第14号 大和町道路占用料等条例の一部を改正する条例を議題とし

ます。 

 本案については、提出者の説明が終了していますので、これから質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 質疑ないものと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第14号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

    日程第１２「議案第１５号 大和町下水道条例の一部を改正する条例」 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 日程第12、議案第15号 大和町下水道条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本案については、提出者の説明が終了していますので、これから質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 質疑ないものと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第15号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 
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    日程第１３「議案第１６号 ふるさと創生基金条例を廃止する条例」 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 日程第13、議案第16号 ふるさと創生基金条例を廃止する条例を議題とします。 

 本案については、提出者の説明が終了していますので、これから質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 質疑ないものと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第16号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

    日程第１４「議案第１７号 大和町農村環境保全基金条例を廃止する条例」 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 日程第14、議案第17号 大和町農村環境保全基金条例を廃止する条例を議題としま

す。 

 本案については、提出者の説明が終了していますので、これから質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 質疑ないものと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第17号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 
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 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

    日程第１５「議案第１８号 令和元年度大和町一般会計補正予算」 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 日程第15、議案第18号 令和元年度大和町一般会計補正予算を議題とします。 

 本案については、提出者の説明が終了していますので、これから質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 質疑ないものと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第18号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

    日程第１６「議案第１９号 令和元年度大和町国民健康保険事業勘定特別会

計補正予算」 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 日程第16、議案第19号 令和元年度大和町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

を議題とします。 

 本案については、提出者の説明が終了していますので、これから質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 質疑ないものと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第19号を採決いたします。 
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 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

    日程第１７「議案第２０号 令和元年度大和町介護保険事業勘定特別会計補

正予算」 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 日程第17、議案第20号 令和元年度大和町介護保険事業勘定特別会計補正予算を議

題とします。 

 本案については、提出者の説明が終了していますので、これから質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 質疑ないものと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第20号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

    日程第１８「議案第２１号 令和元年度大和町宮床財産区特別会計補正予

算」 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 日程第18、議案第21号 令和元年度大和町宮床財産区特別会計補正予算を議題とし

ます。 

 本案については、提出者の説明が終了していますので、これから質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 質疑ないものと認めます。 
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 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第21号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

    日程第１９「議案第２２号 令和元年度大和町吉田財産区特別会計補正予

算」 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 日程第19、議案第22号 令和元年度大和町吉田財産区特別会計補正予算を議題とし

ます。 

 本案については、提出者の説明が終了していますので、これから質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 質疑ないものと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第22号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

    日程第２０「議案第２３号 令和元年度大和町落合財産区特別会計補正予

算」 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 日程第20、議案第23号 令和元年度大和町落合財産区特別会計補正予算を議題とし

ます。 
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 本案については、提出者の説明が終了していますので、これから質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 質疑ないものと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第23号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

    日程第２１「議案第２４号 令和元年度大和町奨学事業特別会計補正予算」 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 日程第21、議案第24号 令和元年度大和町奨学事業特別会計補正予算を議題としま

す。 

 本案については、提出者の説明が終了していますので、これから質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 質疑ないものと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第24号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

    日程第２２「議案第２５号 令和元年度大和町後期高齢者医療特別会計補正

予算」 
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議  長 （馬場久雄君） 

 日程第22、議案第25号 令和元年度大和町後期高齢者医療特別会計補正予算を議題

とします。 

 本案については、提出者の説明が終了していますので、これから質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 質疑ないものと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第25号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

    日程第２３「議案第２６号 令和元年度大和町下水道事業特別会計補正予

算」 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 日程第23、議案第26号 令和元年度大和町下水道事業特別会計補正予算を議題とし

ます。 

 本案については、提出者の説明が終了していますので、これから質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 質疑ないものと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第26号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 
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    日程第２４「議案第２７号 令和元年度大和町農業集落排水事業特別会計補

正予算」 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 日程第24、議案第27号 令和元年度大和町農業集落排水事業特別会計補正予算を議

題とします。 

 本案については、提出者の説明が終了していますので、これから質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 質疑ないものと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第27号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

    日程第２５「議案第２８号 令和元年度大和町戸別合併処理浄化槽特別会計

補正予算」 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 日程第25、議案第28号 令和元年度大和町戸別合併処理浄化槽特別会計補正予算を

議題とします。 

 本案については、提出者の説明が終了していますので、これから質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 質疑ないものと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 討論なしと認めます。 
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 これから議案第28号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

    日程第２６「議案第２９号 令和元年度大和町水道事業会計補正予算」 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 日程第26、議案第29号 令和元年度大和町水道事業会計補正予算を議題とします。 

 本案については、提出者の説明が終了していますので、これから質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 質疑ないものと認めます。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

    「なし」と呼ぶ者あり 

 討論なしと認めます。 

 これから議案第29号を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

    日程第２７「議案第３０号 令和２年度大和町一般会計予算」 

    日程第２８「議案第３１号 令和２年度大和町国民健康保険事業勘定特別会

計予算」 

    日程第２９「議案第３２号 令和２年度大和町介護保険事業勘定特別会計予

算」 

    日程第３０「議案第３３号 令和２年度大和町宮床財産区特別会計予算」 

    日程第３１「議案第３４号 令和２年度大和町吉田財産区特別会計予算」 

    日程第３２「議案第３５号 令和２年度大和町落合財産区特別会計予算」 

    日程第３３「議案第３６号 令和２年度大和町奨学事業特別会計予算」 

    日程第３４「議案第３７号 令和２年度大和町後期高齢者医療特別会計予

算」 
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    日程第３５「議案第３８号 令和２年度大和町下水道事業特別会計予算」 

    日程第３６「議案第３９号 令和２年度大和町農業集落排水事業特別会計予

算」 

    日程第３７「議案第４０号 令和２年度大和町戸別合併処理浄化槽特別会計

予算」 

    日程第３８「議案第４１号 令和２年度大和町水道事業会計予算」 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 次に日程第27、議案第30号 令和２年度大和町一般会計予算から日程第38、議案第

41号 令和２年度大和町水道事業会計予算までを一括議題とします。 

 朗読を省略して、提出者の説明を求めます。財政課長千坂俊範君。 

 

財政課長 （千坂俊範君） 

 それでは、別冊の令和２年度各種会計予算及び予算に関する説明書をお願いいたし

ます。 

 説明書１ページをお開き願います。 

 議案第30号 令和２年度大和町一般会計予算でございます。 

 第１条は、歳入歳出予算でございまして、歳入歳出の総額をそれぞれ119億7,400万

円と定めるものでございます。款項の区分及び金額は、第１表に記載をいたしてござ

います。 

 第２条は、債務負担行為を定めるものでございます。第２表に事項、期間、限度額

を記載いたしてございます。 

 第３条は、地方債でございまして、令和２年度に起こすことができる起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を第３表により定めてございます。 

 第４条は、一時借入金でございまして、最高額は３億円と定めるものでございます。 

 第５条は、歳出予算の流用を定めるものでございまして、通常は項間の流用は禁じ

られているところでございますが、人件費に限りましては項間の流用を認めるという

規定でございます。 

 それでは、８ページをお願いいたします。 

 「第２表 債務負担行為」でございますが、令和２年度に複数年度の契約等を行う

ことができます事項を定めるものでございます。 

 １行目の例外システム用物理端末賃貸借から５行目の個人番号カード裏面印刷シス
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テム賃貸借までにつきましては、電算システムに関連します賃貸借でございまして、

期間がいずれも令和３年度から７年度まで、限度額につきましては記載のとおりでご

ざいます。 

 ６行目は、認定こども園施設整備事業補助でございます。期間は令和３年度、限度

額４億9,858万2,000円でございます。 

 ７、８行目は、高齢者及び福祉タクシー助成でございます。期間は令和３年度、限

度額は記載のとおりでございます。 

 ９行目は、令和２年度大和町中小企業振興資金損失補償料でございます。期間は令

和３年度から令和12年度まで、限度額は476万円でございます。 

 10、11行目は、小・中学校空調設備保守点検業務でございます。期間は令和３年度

から令和４年度まで、限度額は記載のとおりでございます。 

 ９ページをお願いいたします。 

 １行目につきましては、蒸気回転窯等、給食調理器具等の賃貸借でございます。期

間は令和３年度から令和７年度まで、限度額1,800万円でございます。 

 ２行目、３行目につきましては、栄養価計算システムの借り上げ及び保守となって

ございます。期間は令和３年度から令和７年度まで、限度額は記載のとおりでござい

ます。 

 ４行目から９行目につきましては、子どもの心のケアハウスに係る事務機器等の借

り上げ及び機器利用料でございます。期間につきましては、５行目の電話機器賃貸借

が令和３年度から令和８年度まで、それ以外が令和３年度から令和７年度まででござ

います。限度額は記載のとおりでございます。 

 10ページをお願いいたします。 

 「第３表 地方債」でございます。 

 ここ数年、町税の増加がございましたことから起債を抑制してまいりましたが、法

人町民税の減少、投資的事業費の増加がありますことから地方債を活用することとい

たしまして、合計で６億9,040万円を計上いたすものでございます。 

 起債の目的欄、上から順に充当する事業でございます。 

 一般補助施設整備等事業債は認定こども園整備事業に、公共施設等適正管理推進事

業債は施設の修繕事業に、公共事業等債は橋梁修繕事業に、一般事業債は子育て支援

住宅建設事業に、地方道路等整備事業債は町道の改良舗装修繕事業に、２件の補助災

害復旧債は道路及び河川の復旧事業に充当する予定としてございます。一番下の臨時

財政対策債につきましては、交付税の算定におきまして交付団体が発行できる起債で
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ございます。それぞれの限度額、起債の方法、利率、償還の方法につきましては記載

のとおりでございます。 

 13ページをお願いいたします。 

 事項別明細書の歳入でございます。 

 初めに、１款町税でございますが、町税につきましては当初編成段階での年間見込

額を計上いたすものでございます。 

 １項町民税、１目個人につきましては、課税所得の増加を見込みまして6,300万ほ

どの増加を、２目法人につきましては、令和元年度の収納実績見込み及び令和元年10

月以降の事業年度から税率が引き下げられることを考慮いたしまして、約12億円の減

少を見込んでいるところでございます。 

 ２項１目固定資産税につきましては、非木造家屋償却資産の新規取得分などの増加

を見込み、さらに新築家屋軽減への減少などから約３億2,700万円の増加を見込んで

ございます。 

 14ページをお願いいたします。 

 ２目国有資産等所在市町村交付金でございますが、公共的団体が所有しております

行政執行に用いない部分につきまして、固定資産税と同じ率の1.4％で交付があるも

のでございまして、説明欄にそれぞれ記載をいたしているところでございます。 

 ３項軽自動車税でございます。 

 １目環境性能割は、令和元年度の税制改正により自動車取得税に代わり創設された

ものでございます。２目種別割は、従来の軽自動車税に当たるものでございまして、

新規登録の税率変更や台数の伸びを考慮しまして、約350万円の増加を見込んでおり

ます。 

 ４項１目町たばこ税につきましては、消費量は減少しておりますが、10月からの税

率改正などを見込みまして、約700万の増加とするものでございます。 

 15ページをお願いいたします。 

 ５項１目入湯税につきましては、ほぼ前年度程度の計上といたしております。 

 ６項１目都市計画税につきましては、税率２％で計上でございまして、約２億

5,500万円の計上となるものでございます。 

 なお、この都市計画税と入湯税につきましては、目的税でございますので、その使

途をご説明させていただきます。 

 別冊の資料、議案第30号関係、一般会計当初予算、財政課と記載の資料をご覧いた

だきたいと思います。 
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 資料の１ページでございます。 

 令和２年度都市計画税につきましては、２億5,581万円を計上してございますが、

令和２年度実施の７事業にそれぞれ充当を予定するものでございます。全体の充当割

合は74.7％という状況でございます。 

 続きまして、入湯税は25万2,000円の計上でございます。充当事業につきましては、

町観光物産協会への補助金650万円に充当を見込むものでございます。事業に対しま

す割合は3.9％でございます。 

 目的税は以上でございますが、この資料を引き続きご説明をさせていただきます。 

 ２ページにつきましては、市町村に交付されます地方消費税交付金のうち、社会保

障政策に要する経費につきまして表しているものでございます。本町では、県の試算

により示されました地方消費税交付金社会保障財源化分は３億3,088万4,000円でござ

います。それぞれ記載してございます項目、予算科目、経費、特定財源、一般財源中

引上げ分といたしまして項目ごとに整理をいたしているところでございます。 

 社会福祉としましては、民生費の社会福祉費、児童福祉費に、社会保険は民生費の

社会福祉費へ、保健衛生は衛生費の保健衛生費へそれぞれ充当するものでございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 こちらは、地方交付税の推移につきまして、過去10年分を表したものでございます。 

 Ｆの欄をご覧いただきたいと思います。 

 普通交付税は、平成28年から急激に減少いたしまして、平成30年度、令和元年度は

不交付となりました。 

 なお、右側Ｃ欄、平成30年度、令和元年度をご覧いただきたいと思います。ここは、

マイナス表記になってございますが、この額が財源超過額ということになってござい

ます。 

 Ｇ欄の特別交付税でございます。 

 平成23年度は東日本大震災の災害復旧費の算定により額が大きくなっております。

平成25年度から復興特区に係る課税免除分が補填され、また平成27年度から29年度に

かけまして、黒川行政事務組合の焼却炉整備に係る地方負担分が算定されまして増加

が続きました。 

 次に、Ｉ欄の臨時財政対策債でございます。 

 こちらは、平成29年度から借入れをいたしてございません。 

 ４ページをお願いいたします。 

 こちらは、地方債の償還計画表と年次ごとの推移をグラフ化したものでございます。 
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 下のグラフをご覧ください。 

 上の折れ線が現在高、下の棒グラフが償還の元金と利子の積み上げ、少し薄い折れ

線が発行額を表しております。これまでの推移を見ますと、庁舎建設がございました

平成27年度を除きまして発行額を抑制いたしましたことから、現在高が平成30年度末

で約50億円まで減少いたしたところでございます。 

 令和元年度につきましては、減収補てん債や災害復旧債を13億4,600万ほど発行す

る予定でございますので、増加に転じるような状況となってまいります。 

 令和２年度は当初予算計上の額、６億9,000万でございます。 

 令和３年度以降につきましては、５年度までの分につきましては想定されます投資

的経費への充当を見込み、また６年度以降につきましては一定額の発行を見込んでシ

ミュレーションしております。その状況下におきましても、グラフのピークが86億ほ

どとなるものでございます。なお、地方債の過去のピークにつきましては、平成10年

度末の約115億円となってございます。投資的経費で発行見込みという状況ではござ

いますが、過去のピークは下回る想定をいたしてございます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 普通会計に属する基金の調書でございます。 

 左から４列目の平成30年度末の合計では、53億1,900万ほどでございましたが、右

のほうへ３列目、令和元年度末現在高見込額につきましては、３月の補正を見込んで

のものでございますが、合計で48億5,700万ほどの見込みでございます。一番右端の

令和２年度末現在高見込額では、40億5,100万ほどとなる見込みでございます。 

 ６ページにつきましては、普通会計以外の基金の調書でございます。こちらは、ご

参照いただければと存じます。 

 ７ページにつきましては、令和２年度一般会計の目的別、節別の集計の資料を添付

してございますので、こちらも参照いただければと存じます。 

 このほか、担当課調書といたしまして、歳入歳出科目ごとの担当課を記載いたしま

した資料、委託料の内訳として個別業務ごとに担当課を記載しました資料を提出して

ございますので、審査にご活用いただければと存じます。 

 それでは、申し訳ございません。再度、事項別明細書15ページをお願いいたします。 

 ２款の地方譲与税から17ページの10款までにつきましては、国の総体的な予算編成

の見込みや元年度の交付金の交付実績見込み、県の試算等に基づきまして計上いたし

たところでございます。 

 このうち、16ページの６款をご覧いただきたいと思います。 
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 こちらは、法人事業税交付金でございます。昨年10月の消費税増税に合わせまして、

地方法人課税の偏在是正措置としまして創設されるものでございます。国税の地方法

人特別税が廃止されまして、県税の法人事業税に復元されることとなりまして、その

一部につきまして、法人税割の実績に応じまして県から町に交付されるものでござい

ます。金額的には１億7,300万の計上見込みといたしてございます。 

 続きまして、17ページ、11款地方特例交付金につきましては、国の政策によります

住宅ローン減税などの地方税減収の補填として交付されるものでございまして、令和

元年度実績見込みにより計上いたしてございます。 

 12款地方交付税につきましては、普通交付税は法人住民税の減少によりまして交付

団体に戻る試算となりますことから7,000万円を計上し、特別交付税は１億8,000万円

を計上、震災復興特別交付税は東日本大震災復興特別区域法に基づきます課税免除の

補填分及び黒川地域行政事務組合のマテリアルリサイクル施設整備に係る国庫補助金

の地方負担分を計上いたしまして、５億7,500万円を見込むものでございます。 

 13款交通安全対策特別交付金につきましては、前年度同額といたしてございます。 

 14款１項１目民生費分担金及び２目教育費分担金につきましては、日本スポーツ振

興センターに対します保護者負担分を見込んでございます。 

 ２項１目民生費負担金、１節につきましては、特養施設への措置分、２節につきま

しては、もみじケ丘保育所、認可保育園４園の保育所運営費、放課後児童クラブ延長

料として保護者負担分を計上するものでございます。 

 18ページをお願いいたします。 

 15款１項１目総務使用料から６目教育使用料まで、町施設につきまして条例規定に

よります使用料収入を見込んでございます。 

 ５目土木使用料の増額は、公園使用料の増額、子育て支援住宅使用料の計上による

ものでございます。 

 19ページをお願いします。 

 ２項１目総務手数料から４目土木手数料まで、各種手数料の収入見込額について計

上いたしてございます。 

 16款１項１目民生費国庫負担金につきましては、１節から５節は各種給付や国保税、

保険料軽減等の特別会計についての負担金となってございます。このうち、２節の障

害者自立支援給付費が4,500万ほど、４節の子どものための教育・保育給付費が4,000

万円ほど増加いたしてございます。また、幼児保育無償化に伴い、子育てのための施

設等利用交付金を新たに計上いたしましたことから、１目は増額となったものでござ
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います。 

 ２目災害復旧費国庫負担金につきましては、昨年の台風19号によります道路、橋梁、

河川災害に係る負担金を計上するものでございます。 

 20ページをお願いいたします。 

 16款２項国庫補助金につきましては、おのおのの事業展開によります補助金を計上

するものでございます。 

 １目総務費国庫補助金につきましては、１節、２節は個人番号カードの交付事業に

対しまして総務省所管補助金を見込むものでございます。３節は、町民バスが基幹的

路線を補完することに対します補助金を見込むものでございます。 

 ２目民生費国庫補助金、１節は障害者の地域生活支援事業に対します補助金でござ

います。２節は、保育所等整備交付金、認定こども園施設整備事業費、子ども・子育

て支援整備事業費を新たに計上いたしてございます。 

 ３目衛生費国庫補助金、１節はがん検診推進事業、特定感染症検査等事業に係る事

業費補助金でございます。２節は、台風19号による災害廃棄物の処理事業に係る補助

金でございます。 

 ４目土木費国庫補助金、１節は、悟渓寺橋橋梁補修、橋梁点検事業、舗装修繕事業

等に係る交付金でございます。２節は、公営住宅等ストック総合改善事業に係る交付

金でございます。 

 ５目消防費国庫補助金は、災害対策に係る３事業に対する補助金でございます。 

 ６目教育費国庫補助金は、被災者支援事業、要保護・準要保護の児童生徒援助等に

対します交付金、補助金でございます。 

 ７目特定防衛施設周辺整備調整交付金は、道路改良事業、水路改修事業に充当し、

前年度同額を計上いたすものでございます。 

 21ページをお願いいたします。 

 16款３項１目総務費委託金、２目民生費委託金、共に国からの事務委託事業に要す

るものといたしまして計上するものでございます。 

 17款１項でございますが、１目総務費県負担金は移住支援事業に係る負担金でござ

います。 

 ２目民生費県負担金の１節から５節の負担金につきましては、国と同様の内容でご

ざいまして、負担割合が異なってございます。 

 ２項県補助金につきましては、制度的な補助金、あるいは予算補助という形での計

上をいたしてございます。 
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 １目総務費県補助金、１節は、消費者行政推進に要します補助金でございます。２

節は、電源立地地域におけます周辺市町村事業に対する交付金でございます。周辺市

町村は10市町村ございまして、順送りで交付を受けることとなるものでございます。 

 22ページをお願いいたします。 

 ２目民生費県補助金、１節は、老人クラブ助成ほか２項目への補助金でございます。

２節は、地域生活支援事業ほか１事業に要します補助金でございます。３節は、乳幼

児医療費ほか、子供の医療費や子育て支援に関する補助金でございます。 

 ３目衛生費県補助金、１節は、健康増進事業などの保健事業に対します補助金でご

ざいます。 

 ４目農林水産業費県補助金、１節は農業委員会交付金、中山間地域等直接支払交付

金、多面的機能支払推進交付金事業など農政推進に対しましての補助金の計上でござ

います。 

 ５目消防費県補助金は、住宅・建築物耐震改修事業等に対します補助金でございま

す。 

 ６目教育費県補助金は、子どもの心のケアハウス事業に対します補助金でございま

す。 

 ７目市町村振興総合補助金は、メニュー化されました県補助金でございますが、本

年度は記載の10事業に対する補助金を見込むものでございます。 

 23ページをお願いします。 

 ８目みやぎ環境交付金につきましては、小・中学校体育館照明器具、ＬＥＤ化工事

に対します交付金でございます。 

 17款３項委託金につきましては、それぞれ県からの委託内容に伴いまして計上をい

たすものでございます。 

 １目総務費委託金、１節は、権限移譲事務交付金等を見込んでございます。２節は、

県民税取扱費を見込むものでございます。３節は、人口動態調査に係る委託金でござ

います。４節は、各種指定統計調査に係る事務の委託金でございます。 

 ２目土木費委託金につきましては、樋管操作管理に対します委託金を見込んでござ

います。 

 ３目教育費委託金、１節は、スクールソーシャルワーカー活用事業など、２節は、

文化財保護に要する委託金を計上するものでございます。 

 18款１項１目財産貸付収入、１節につきましては、雇用促進住宅駐車場など町有財

産の貸付収入を計上いたしてございます。 
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 ２目利子及び配当金につきましては、24ページにかけまして説明欄記載の基金利子

を計上いたすものでございます。 

 18款２項１目不動産売払収入及び２目物品売払収入は、科目設定の計上でございま

す。 

 19款寄附金につきましても、１目から３目はそれぞれの費目での科目設定となって

ございます。 

 ４目ふるさと寄附金につきましては、元年度の実績見込みから増額計上といたして

おります。 

 25ページをお願いいたします。 

 20款１項１目財産区特別会計繰入金につきましては、３財産区からの事務費繰入れ

及び事業費繰入金を計上するものでございます。 

 ２目、国保特別会計繰入金につきましては、健康診査に係る繰入金でございます。 

 ２項１目財政調整基金繰入金につきましては、財源調整といたしまして７億2,177

万1,000円を繰り入れるものでございます。 

 ２目から５目にかけましての特定目的基金からの繰入金は、それぞれ令和２年度事

業執行のために繰入金を計上いたしているものでございます。 

 21款繰越金につきましては、前年度同額を措置するものでございます。 

 22款１項１目延滞金及び26ページをお願いいたします。 

 ２目加算金につきましては、科目設定でございます。 

 ２項１目町預金利子は、歳計及び歳計外現金の利子収入を計上いたしております。 

 ３項１目民生費貸付金元利収入は、東日本大震災に係ります災害援護資金償還金を

計上するものでございます。 

 ２目商工費貸付金元利収入は、中小企業振興資金の預託金でございます。 

 ４項１目農業費受託事業収入は、農地中間管理機構より管理業務に対します受託収

入、２目教育費受託事業収入につきましては、県スポーツ振興財団からの自転車競技

場管理受託事業収入でございます。 

 ５項雑入につきましては、主なものを申し上げます。 

 １目２節は、給食費納付金でございますが、１億3,100万ほどの計上でございます。 

 ２目１節は、場外車券売場交付金を売上金の５％相当分を計上いたしてございます。 

 ３目雑入中の金額の大きなものといたしましては、保育所給食費561万6,000円、27

ページになりますが、県環境事業公社からの小鶴沢処理場関連事業受託経費といたし

まして3,515万円、地域振興事業助成金400万円、光ファイバーケーブル貸付料373万
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4,000円などの計上といたしてございます。 

 23款の町債につきましては、先ほど予算総則の第３表で申し上げたとおりでござい

ます。 

 歳入につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 ここで暫時休憩します。 

 再開は午前11時15分からといたします。 

 

    午前１１時０３分  休 憩 

    午前１１時１６分  再 開 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 再開します。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ここで、先ほどの説明で財政課長より訂正があるとのことですので、説明いただき

ます。財政課長千坂俊範君。 

 

財政課長 （千坂俊範君） 

 大変申し訳ございませんでした。 

 先ほど、歳入の説明のところで、26ページの22款５項２目場外車券売場交付金でご

ざいますけれども、こちら先ほどの説明では５％の納付割合と申し上げましたが、

0.5％の誤りでございますので訂正をお願いします。申し訳ございませんでした。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 それでは、総務課長後藤良春君。 

 

総務課長 （後藤良春君） 

 それでは、29ページからの歳出についてご説明を申し上げます。 

 なお、令和２年度予算から７節賃金が削除されまして、節が繰り上がっております

のでよろしくお願いいたします。 

 最初に議会費でございます。 
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 １款１項１目議会費でございますが、議会費につきましては、議会運営に要した１

年間分の費用を計上しているものでございます。前年度比で579万8,000円ほどの増額

となっておりますが、議員改選に伴うものが主でありまして、17名の議員から18名で

算定しております。１節は議員18名の報酬、２節は議会事務局職員３名分の給与、３

節は議員18名の期末手当のほか、職員の扶養手当等でございます。４節は、議員と職

員の共済組合負担金でございます。以下、各款項目の２節から４節までの一般職、特

別職、併せて会計年度職員の人件費関係につきましては、説明を省略させていただき

ますのでご了承をお願いいたします。７節は、小・中学校児童生徒の議会だよりの寄

稿の謝礼、８節は、会議、研修会等出席の際の費用弁償、各常任委員会研修会等の旅

費でございます。９節は議長交際費でございます。前年と同額でございます。10節は、

事務消耗品、議会だより発行の印刷等でございます。11節は、議員柱の書換え手数料、

切手代等でございます。12節は、議会録作成の委託料、13節は、常任委員会等視察研

修時の車借り上げ、高速道路通行料、タブレット端末等の使用料でございます。 

 30ページをお願いいたします。 

 18節は、全国市議会議長会基地協議会、市町村議会議長会ほか４協議会等への負担

金、政務活動費を計上しております。 

 次に、２款総務費に入ります。 

 １項１目一般管理費につきましては、一般管理費のほかに人事管理、職員厚生、公

用車自動車運行、職員研修、黒川行政事務組合、行政区、総合教育会議等に要する経

費を計上しております。１節は、産業医１名、特別職給与等審議会委員10名の報酬、

パートタイム任用職員の報酬、２節は、フルタイム任用職員とありますけれども、育

児休業等の代替職員の給与でございます。 

 31ページをお願いいたします。 

 ７節は、区長62名の報償金、顧問弁護士料、職員研修講師謝礼、退任区長に対する

記念品、職員退職時の花束等の経費でございます。８節は、総合案内、区長、特別職

給与等審議会、産業医、総合教育会議審議委員の費用弁償、町長、副町長の出張用務、

職員研修、区長会研修の際の費用でございます。９節は、町長交際費でございます。

10節は、事務用品、消耗品、コピー代、新聞購読料、図書等の購入代、参考図書追録

代、公用車の燃料代、区長会議のお茶代、人事管理表等の印刷代等でございます。11

節は、携帯電話通信料、ボランティア保険料、衛生管理者の申請の手数料、公用車の

損害保険料、自動車損害保険料の手数料、町交通安全指導隊、公民館分館長損害総合

保険、病気休暇等を対応のための主治医からの情報提供等に要する経費でございます。
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12節は、職員の各種健康保険料でございます。その他、区長配達業務、公平審査委員

事務委託、職員研修講師派遣の際に係る委託料、13節は、緊急時のタクシー借り上げ、

有料道路の交通料、高速代でございます。あと、駐車場の使用料、官報情報検索サー

ビスの使用料でございます。 

 32ページをお願いいたします。 

 18節は、黒川地域行政事務組合の管理運営費のほか、宮城県黒川地方町村会、県地

方税滞納整理機構、市町村職員研修所、県市町村自治研修センター等の負担金、区長

会への補助金でございます。 

 次に、２目文書広報費は、広報費でございますが、広報費は広報広聴、文書管理、

情報公開等に要する経費を計上しております。１節は、情報公開審査会、個人情報保

護審査会等の委員それぞれ５名分の報酬、３節は、ふるさとＣＭの作成に関わる職員

の時間外、７節は、広報編集委員会の研修講師、その他宮城大学生徒広報記事制作の

謝礼及び広報モニターに対する記念品等の経費でございます。８節は、情報公開審査

会等開催に伴う委員の費用弁償、広報セミナーに参加する旅費でございます。10節は、

コピー代ほか一般事務消耗品、広報「たいわ」の印刷製本代、例規集の加除データ更

新費、町民懇談会開催のお茶代、ＰＲ施設の電気代等々を計上しておるものでござい

ます。11節は、一般郵便の後納配達料金、ファクシミリ通信料金、建物災害共済掛金

等でございます。 

 33ページをお願いいたします。 

 13節は印刷機、ファクシミリ、例規システムの借上料、ホームサービスの利用料等

でございます。18節は、日本広報協会の負担金、広報セミナー参加負担金でございま

す。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 財政課長千坂俊範君。 

 

財政課長 （千坂俊範君） 

 続きまして、３目財政管理費でございます。 

 財政一般管理費を計上いたしてございます。 

 １節につきましては、入札参加資格申請受付事務のパート任用に係るものでござい

ます。７節につきましては、入札監視委員会委員５名、会議２回分を計上いたしてご
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ざいます。８節につきましては、パート任用の通勤手当でございます。10節につきま

しては、図書代、コピー等の消耗品類、会議時のお茶代として食糧費を、予算書及び

決算の成果書の印刷製本費を計上いたしてございます。12節につきましては、統一的

な基準による財務書類整備支援、システム保守業務の委託料を計上してございます。

18節につきましては、地方財務協会への負担金でございます。24節につきましては、

自治法241条の規定によります所管基金への利子を積み立てるものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 会計管理者兼会計課長三浦伸博君。 

 

会計管理者兼会計課長 （三浦伸博君） 

 続きまして、４目会計管理費でございます。 

 会計一般管理に要する経費を計上してございます。 

 10節につきましては、消耗品費といたしまして、コピー料金、参考図書代、伝票用

紙等の購入に要する費用を、印刷製本費といたしましては、決算書、請求書、名入り

封筒等の印刷に要する費用でございます。11節につきましては、通信運搬費といたし

まして電話料金を、手数料につきましては、公金取扱手数料、送金の際に利用をいた

しますセブンメイトサービス手数料及び残高証明発行手数料、公共料金口座引き落と

し手数料等の計上をいたしてございます。12節につきましては、会計課及び杜の丘出

張所で収納をいたしました公金、納付割賦等を指定金融機関まで警備輸送をいたしま

す業務の経費を計上してございます。 

 以上でございます。よろしくお願いをいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 財政課長千坂俊範君。 

 

財政課長 （千坂俊範君） 

 ５目財産管理費でございます。 

 事業内訳に記載してございます施設や公用車等に関する維持管理費用を計上するも

のでございます。 

 34ページをお願いいたします。 
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 １節につきましては、吉田コミュニティセンターのパートタイム任用に係るもので

ございます。３節につきましては、パートタイム任用の期末手当でございます。７節

につきましては、施設の清掃、巡視に係る報償金でございます。10節につきましては、

公用車及び庁舎並びに各施設管理の消耗品、各課共用の公用車14台分の燃料費、光熱

費につきましては、庁舎等３施設の電気料及び上水道使用料を計上してございます。

修繕料につきましては、各施設庁舎の小破修繕料、公用車の整備料等を計上いたして

ございます。11節につきましては、通信運搬費は役場庁舎と各施設の電話料、手数料

につきましては、タイヤ交換手数料の計上でございます。火災保険料につきましては、

各施設及び庁舎の火災共済掛金、自動車損害保険料につきましては、共用公用車の自

賠責保険、自動車保険、保険料につきましては、施設の賠償責任保険料を計上いたし

てございます。12節につきましては、地域に依頼しております施設等の管理業務、施

設や町有地の除草業務、庁舎敷地内の除草、芝生管理等の経費、各施設や庁舎の清掃、

警備等の管理業務及び設備点検業務について計上をいたしてございます。13節につき

ましては、土地使用料が吉岡コミュニティセンターの通路敷地の借上料を計上するも

のでございます。機械借上料はＡＥＤの借上料、車借上料につきましては公用自動車

のリース代、テレビ聴視料につきましては、庁舎や各施設に設置してございますテレ

ビに係る受信料でございます。駐車場使用料は出張時の駐車料金でございます。14節

につきましては、吉田コミュニティセンターのトイレ等補修工事、庁舎の自動ドア防

護柵工事、鶴巣防災センターの照明等修繕工事について計上いたしてございます。17

節につきましては、庁舎管理用備品の購入費でございます。18節につきましては、講

習受講料、防火管理協議会への負担金でございます。26節につきましては、公用車車

検２台分の自動車重量税を計上いたしてございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 まちづくり政策課長千葉正義君。 

 

まちづくり政策課長 （千葉正義君） 

 続きまして、６目企画費でございます。 

 企画費につきましては、企画全般に係るもの、防衛施設周辺整備対策、町民バス・

デマンドタクシーの運行事業、移住定住促進事業、ふるさと寄附事業、そして総合計

画の策定に要する経費を計上いたしているところでございます。 
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 令和２年度の米軍実弾射撃移転訓練の日程につきましては、防衛省からの公表が今

現在されておりませんので、分かり次第、議員の皆様にご報告させていただきます。 

 それでは、初めに１節につきましては、総合計画審議会委員20人分の報酬で、３回

の会議を予定しております。３節につきましては、米軍実弾射撃移転訓練の業務及び

総合計画策定に係ります庁内組織プロジェクトプランニングチームの時間外勤務手当

でございます。７節につきましては、指定管理者選考に係る外部委員の報償金、地域

公共交通会議への謝金、総合計画策定懇談会委員の謝礼及びふるさと寄附金額3,600

万円の30％に相当します1,080万円を返礼品分として計上いたしております。８節に

つきましては、総合計画審議会委員の費用弁償、地方創生に係ります先進地視察の旅

費を計上いたしております。10節につきましては、事務消耗品のほか町民バス３台分

のタイヤ代、町民バス・デマンドタクシーの新たな時刻表の印刷、総合計画住民アン

ケート及び移住定住ガイドブックの印刷、各種会議の際のお茶代、町民バスの車検整

備等及びテレビ共同受信施設の修繕料でございます。11節につきましては、総合計画

町民アンケートの回収に係ります郵便料、ふるさと寄附金に係りますポータルサイト

の広告料、寄附金のクレジットカード決済の手数料、テレビ共同受信施設の火災保険

料、町民バス自動車車検の申請手数料及び自賠責保険料でございます。12節につきま

しては、町民バス・デマンドタクシーの運転業務のほか、総合計画、国土利用計画の

策定業務、ふるさと納税の返礼品の調達、発送、関係書類の発行、郵送等のふるさと

納税促進業務及び光ファイバー網の保守点検業務に係るものでございます。13節は、

先進地視察の際のレンタカー、高速道路の利用に係るもののほか、光ファイバー網の

電柱共架に係ります電柱使用料、町民バス運行に係る緊急時の台車借上料、デマンド

タクシー運行管理システムの利用料でございます。14節は、テレビ共同受信施設供架

線の移設工事及び３か年で整備することとしておりますまほろば百選の標柱更新、新

設に係ります工事請負費でございます。17節につきましては、平成30年度から行って

おります町民バス停留所の標識12基の購入に要するものでございます。18節につきま

しては、負担金といたしまして仙台都市圏広域行政推進協議会のほか11団体への負担

金でございます。 

 36ページをお願いします。 

 補助金につきましては、まちづくり活動推進会、ふるさと産品開発協議会、鶴巣地

域振興協議会への活動補助及び高等学校通学費の助成、子育て世帯移住・定住応援事

業、三世代同居応援事業の補助金及び宮城県の移住支援事業として首都圏からの地方

へのＵ・Ｉ・Ｊターンにより就職、移住した方へ１件100万円の補助を見込んでおり
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ます。そのほか、新規に空き家等利活用事業といたしまして、空き家バンクに登録し

ている空き家の家財等の片づけとして最大10万円の補助を５件、築20年以上の空き家

を購入する子育て世帯に最大50万円の補助を２件見込むものでございます。そして、

子育て支援住宅入居に係ります入居時の奨励金として１件20万円、子育て応援奨励と

して月額最大１万円を助成するものでございます。24節につきましては、ふるさと寄

附金収入3,600万円から寄附金に係る費用を差し引いた1,456万5,000円を利子も含め、

ふるさと応援基金へ、そして防衛施設周辺調整交付金、基金の利子を積立てするもの

でございます。26節につきましては、町民バス３台分の自動車重量税でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 総務課長後藤良春君。 

 

総務課長 （後藤良春君） 

 引き続き、７目電子計算費でございます。 

 電子計算費につきましては、電算機器及び各種システムの管理運営に要する経費で

ございます。10節は、電算関係の用紙類、プリンタートナー、データカートリッジ等

の消耗品等に要する経費でございます。11節は、インターネット接続回線使用料、ホ

ームページ回線使用料、本庁と出先機関との回線使用料等でございます。12節は、ソ

フトウエアのライセンス更新料のほか、電算業務処理に伴うハードウエアの総合保守、

各種電算システム運用に伴うソフトウエアの保守、町ホームページや自治体情報シス

テム強靱化向上対策システムの運用保守料でございます。 

 37ページをお願いいたします。 

 13節は、住民基本台帳システム、財務会計システム、人事給与システムなど情報処

理と情報管理を行うための基幹システム等の機器類の借上料と利用料でございます。

14節は、サーバー室ドアの工事に要するものでございまして、サーバー室に今後職員

を配置しないような考えでおりますので、廊下からサーバー室なんかが見えるように

する、ドアをガラス状にするための工事でございます。18節は、県高度情報化推進協

議会負担金、市町村電子申請システム、自治体情報セキュリティクラウドの共同利用

に係る負担金と特定個人情報関連事務委任交付金でございます。以上でございます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 



１１３ 

 

 町民生活課長村田良昭君。 

 

町民生活課長 （村田良昭君） 

 それでは、８目出張所費につきましては、杜の丘出張所の管理事務費を計上したも

のでございます。８節は職員の旅費、10節はコピー、事務用品代でございます。12節

は、レジスターの点検料でございます。よろしくお願いします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 総務課危機対策室長蜂谷祐士君。 

 

総務課危機対策室長 （蜂谷祐士君） 

 次に、９目交通対策費につきましては、交通安全対策事業に要する経費でございま

す。７節は、交通安全指導員28名分の報償金であります。８節は、交通安全指導員の

出動手当でありまして、実績見合いで延べ700回を計上しております。10節は、春と

秋の交通安全県民総ぐるみ運動の啓発用リーフレット代、交通安全指導員の装備用品、

新入生用黄色い帽子購入、交通安全啓発用看板購入等に要する経費及び交通安全広報

車２台分の法定点検に伴う修繕料でございます。11節は、交通安全指導員に係る交通

災害保険料及び交通安全広報車保険料などでございます。18節は、町交通安全推進協

議会及び黒川地区交通安全推進連絡協議会への負担金、黒川地区交通安全協会、大和

町内の７支部への活動助成金、アクセル踏み間違い防止装置設置等助成の補助金であ

ります。 

 次に、10目無線放送施設管理費につきましては、町内に設置しております防災無線

放送用機器の管理運営にする経費であります。 

 38ページをお願いいたします。 

 10節は、防災無線子局及び再送送信局の電気料及び修理代等であります。11節は、

黒川消防本部との専用回線使用料でございます。12節は、積載無線機移設委託、防災

無線放送施設及びＪアラート機器の年間保守点検委託料でございます。13節は、長者

舘山再送信局管理用道路の土地利用借上料でございます。18節は、電波料になります。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 総務課長後藤良春君。 



１１４ 

 

 

総務課長 （後藤良春君） 

 次に、11目女性行政推進事業費につきましては、男女共同参画推進プランに基づく

事業の推進に要する経費でございます。１節は、男女共同参画推進審議会委員10名分

の報酬、７節は、男女共同参画研修会の講師謝礼、８節は、審議会開催時の委員の費

用弁償、10節は、事務消耗品代、会議におけるお茶代等でございます。 

 次に、12目消費者行政推進事業費につきましては、消費生活相談員を配置して、相

談窓口の開設及び消費生活講座などの啓発に要する経費でございます。１節は、消費

生活相談員１名分、パートタイム会計年度任用職員でありますけれども、その報酬、

７節は、消費生活講座の講師謝礼、８節は、消費生活相談員の費用弁償、10節は、啓

発用品の購入、啓発リーフレット作成等の経費でございます。18節は、県市町村消費

生活相談員連絡協議会への負担金でございます。 

 次に、13目諸費につきましては、総務課分所管の予算について説明を申し上げます。 

 総務課所管分といたしましては、人権相談、行政相談、町功労者の表彰、防犯対策

と結婚支援事業に要する経費でございます。 

 39ページをお願いいたします。 

 １節は、表彰審査委員会委員６名分の報酬、７節は、結婚支援者養成セミナーの講

師謝礼、婚活イベントを通じて成婚されたカップルに対するプレゼント、仲人による

成婚報酬、人権作文コンクール参加費、町政功労感謝の言葉の受賞者に対する記念品

代等でございます。８節は、表彰審査委員の費用弁償、10節は、人権啓発用品、社会

を明るくする運動啓発用品や表彰式、婚活イベントでの消耗品、表彰式色紙代、人

権・社会を明るくする運動周知用パンフレット印刷代、車への掲示用の防犯バックネ

ット板や庁内設置しております防犯カメラの電気料でございます。11節は、表彰式の

案内、婚活イベント開催案内のはがき代、全国町村会総合賠償保障保険料等でござい

ます。12節は、防犯カメラ保守点検業務の委託料、婚活イベント企画運営事業の委託

料でございます。13節は、婚活イベント参加者送迎用のバスの借上料、婚活の会場の

借上料でございます。14節は、町内の通学路に計画しております防犯カメラ２基の創

設工事費でございます。18節は、県山岳遭難防止対策協議会大和支部から宮城青年婚

活サポートセンターまでの９団体への負担金、40ページになります。補助金の一番下

になりますけれども、町防犯協会への補助金でございます。以上でございます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 
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 財政課長千坂俊範君。 

 

財政課長 （千坂俊範君） 

 それでは、39ページに一度お戻りを頂きたいと思います。 

 13目諸費のうち、財政課所管の財産区地域振興費につきましてご説明させていただ

きます。 

 13節の土地借上料でございます。宮床地区駐車場用地の借上料を計上してございま

す。 

 40ページをお願いいたします。 

 補助金のうち、一番上に記載のございます七ツ森観光協会から宮床遺族会までがそ

れぞれの財産区から事業費繰入れを受けまして、地域振興に資する補助金といたしま

して交付いたすものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 町民生活課長村田良昭君。 

 

町民生活課長 （村田良昭君） 

 また39ページのほうに戻っていただきたいと思います。 

 町民生活課分で、自衛官募集の事務費ということで６万2,000円でございます。８

節については、事務担当者会議の旅費、10節につきましては消耗品、11節につきまし

ては、自衛官募集事務の通信運搬費でございます。 

 40ページをお願いします。 

 18節の補助金につきましては、自衛隊の家族会への補助金３万円でございます。以

上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 都市建設課長江本篤夫君。 

 

都市建設課長 （江本篤夫君） 

 それでは、すみません、再度39ページのほうにお戻りを頂きたいと思います。 

 都市建設課所管の防犯灯対策費に関します費用についてご説明を申し上げます。 
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 都市建設課につきましては、防犯灯の維持管理及び設置に係ります費用でございま

す。10節につきましては、防犯灯数2,489灯分の電気料及び修繕に要します費用でご

ざいます。14節につきましては、電柱への添架17基の新設に要します費用189万6,000

円をお願いするものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 税務課長千葉喜一君。 

 

税務課長 （千葉喜一君） 

 それでは、40ページをお願いいたします。 

 ２項徴税費でございます。 

 １目税務総務費につきましては、税務事務の管理費及び税務諸証明交付事務等に要

する経費を計上しておるものでございます。１節報酬、41ページの８節旅費及び13節

につきましては、総務課所管となります固定資産評価審査委員会の委員３名分の報酬

及び費用弁償でありまして、13節につきましては、研修会移動時の有料道路通行料等

でございます。10節は、評価審査委員会研修時の資料代のほか、参考図書追録代、コ

ピー代、事務消耗品及び税務証明書用紙等の印刷費用でございます。18節でございま

すが、負担金といたしまして仙台北税務署管内地区税務協議会、財団法人資産評価シ

ステム研究センター及び宮城県軽自動車等運営協議会への負担金でございます。補助

金につきましては、大和町納税貯蓄組合連合会及び宮城県たばこ販売協同組合女性部

黒川支部への補助金でございます。 

 次に、２目賦課徴収費でございます。 

 賦課徴収費につきましては、住民税、固定資産税、軽自動車税等の課税事務、申告

相談事務、土地、家屋の評価事務及び徴収事務等に要する費用を計上しております。

１節は、収納事務に係りますパートタイム任用職員への報酬でございます。７節は、

賞賜金といたしまして納税推進ポスター募集に係る記念品代、報奨金は、納税貯蓄組

合71組合に対する完納報奨金でございます。８節は、任用職員の通勤手当、納税貯蓄

組合連合会の研修会に要する費用でございます。10節は、事務用品代のほか、住民税、

固定資産税、軽自動車税等の納税通知書及び徴収事務に係る督促・催告状の印刷代、

公用車の点検整備、燃料代、納税表彰式の際のお茶代等に要する費用でございます。

11節でございます。還付通知用のはがき代のほか、口座振替、コンビニクレジット及



１１７ 

 

び４月から利用予定でございますスマホ収納等に係る手数料、軽自動車の賦課資料情

報提供及び軽自動車税環境性能割取扱手数料、土地家屋の登記事項証明書の発行手数

料、自動車損害保険料に要する費用でございます。12節につきましては、令和３年度

税制改正対応業務、個人住民税データ標準レイアウト改正対応業務、軽自動車税の納

税通知書と発送業務、土地評価標準地下落修正業務、評価替えに向けた固定資産評価

支援業務、標準宅地不動産鑑定評価業務、滞納管理システム保守に係る業務委託料を

計上しているものでございます。 

 42ページをお願いいたします。 

 13節につきましては、確定申告支援システムの更新、固定資産管理、家屋評価シス

テム、滞納管理システムに係ります機械借上料、共通納税システム、地方税電子申告

システムのサービス利用料、有料道路、駐車場の使用料に要する費用でございます。

18節は、地方税電子化協議会等への負担金でございます。22節は、法人を含む住民税、

固定資産税等の税額の修正等によります過年度分の還付金及び還付加算金に要する費

用でございます。 

 なお、委託料の内訳につきましては、別添資料の２ページに記載をしておりますの

で、ご参照をお願いいたします。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 町民生活課長村田良昭君。 

 

町民生活課長 （村田良昭君） 

 それでは、３項１目戸籍住民基本台帳費は、町民生活課の窓口での各証明手続及び

コンビニ交付に要する経費でございます。８節につきましては、コンビニ交付実施に

伴いＪ－ＬＩＳのほうに、地方公共団体情報システム機構をＪ－ＬＩＳといいますけ

れども、調整のために２名の職員が１回打合せに行く旅費でございます。10節につき

ましては、プリンタートナーとコピー代、各種証明申請書の印刷代などでございます。 

 43ページをお願いいたします。 

 11節は、電話料、ファクス回線使用料、コンビニ交付の手数料などでございます。

12節は、戸籍システムの番号制度連携対応の業務及びコンビニ交付システムの保守、

戸籍総合システムの保守料、マイナンバーカード裏面プリンターの保守料、13節は、

戸籍総合システム、マイナンバーカードのプリンターの借上料でございます。17節は、
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携帯用の個人番号カード申請タブレットとプリンターの購入費でございます。18節に

つきましては、県戸籍住基事務協議会とコンビニ交付のためのＪ－ＬＩＳへの負担金、

あと個人番号カード関連事務の委託に係る交付金でございます。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 ここで暫時休憩します。 

 再開は午後１時からといたします。 

 

    午前１１時５８分  休 憩 

    午後 １時００分  再 開 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

 総務課長後藤良春君。 

 

総務課長 （後藤良春君） 

 それでは、午後の分よろしくお願いいたします。 

 引き続き43ページをお願いいたします。 

 次に、４項選挙費、１目選挙管理委員会費でございます。 

 １節、８節は、選挙管理委員４名分の報酬と費用弁償でございます。10節は、参考

図書等の購入代、選挙管理委員会、封筒印刷代です。12節は、投票管理システム保守

業務の委託料でございます。17節は、選挙用のプリンターの購入費用でございます。 

 次に、２目選挙啓発費でございます。 

 ７節は、選挙啓発ポスターコンクールの記念品代でございます。８節は明るい選挙

推進大会等に参加する際の費用弁償、13節は研修会参加の際の駐車場の使用料でござ

います。以上でございます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 まちづくり政策課長千葉正義君。 

 

まちづくり政策課長 （千葉正義君） 
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 続きまして、44ページをお願いします。 

 ５項１目統計調査費でございます。 

 令和２年度に実施されます統計調査は、６月１日を基準日として毎年行われます工

業統計調査のほか、10月１日調査期日の国勢調査が実施されます。国勢調査は、西暦

の末尾がゼロの年は大規模調査、５の年が簡易調査とされ、今回は大規模調査の年に

当たります。そのほか、令和３年に調査を行います経済センサス活動調査の実施準備

に要します費用を計上いたしているものでございます。 

 初めに、１節につきましては、工業統計の調査員５人、国勢調査では指導員を19人、

調査員を125人に係ります報酬でございます。２節、３節、４節は、各指定統計に従

事します会計年度任用職員に係ります給料等及び各統計調査に係ります担当職員の時

間外勤務手当でございます。７節は、国勢調査協力団体への謝礼でございます。８節

は、各指定統計の調査員、指導員への費用弁償でございます。10節につきましては、

統計調査に要します事務消耗品、会議の際のお茶代等でございます。11節は、調査員

の事務連絡等の郵便料及び電話料でございます。12節につきましては、国勢調査にお

きまして、特別養護老人ホーム等への調査委託に要しますものでございます。13節は、

国勢調査の調査員が使用します参考地図に、住宅地図を使用するための著作権使用料

でございます。18節につきましては、県統計協会への負担金及び大和町統計調査委員

協議会への補助金でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 総務課長後藤良春君。 

 

総務課長 （後藤良春君） 

 次に、６項１目監査委員費でございます。監査委員２名、職員１名によります年間

の監査に要する経費を計上しております。例月出納検査、随時監査、定期監査、決算

審査、財政援助団体等への監査を予定し、それの監査に要する年間の経費を計上して

おります。 

 １節は、監査委員２名分の報酬。 

 45ページをお願いいたします。 

 ８節は、監査委員の費用弁償と庁外研修視察等の旅費でございます。10節は、参考

図書の購入代、研修テキスト代金、18節は、宮城黒川地方町村監査委員協議会への負
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担金でございます。以上でございます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 福祉課長吉川裕幸君。 

 

福祉課長 （吉川裕幸君） 

 続きまして、３款民生費、１項社会福祉費でございます。 

 １目社会福祉総務費につきましては、社会福祉協議会及びボランティアセンターへ

の運営補助、日赤宮城県支部事業及び民生委員児童委員協議会への助成、生活保護事

務費、セラピー広場管理業務、国民健康保険事業勘定特別会計の繰り出しなどの経費

でございます。 

 １節につきましては、民生委員推薦会委員及び日赤大和町分区事務補助、生活保護

相談に要しますパートタイム任用職員報酬でございます。７節につきましては、地域

福祉計画推進協議会委員の報償金及び研修会講師謝礼等に要します費用でございます。

８節につきましては、民生委員推薦会、パートタイム任用職員に係る費用弁償及び研

修会講師旅費でございます。 

 46ページをお願いいたします。 

 10節につきましては、事務用品に係る消耗品のほか、公用車燃料費及び車検整備代、

各種会議開催時のお茶代に要します費用でございます。11節につきましては、電話料

等の通信運搬費、行旅死亡人に係る広告料、死体検案書等の手数料、公用車車検手数

料、自動車損害保険料等でございます。12節につきましては、行旅死亡人に係ります

火葬業務及びセラピー広場管理業務等に係る委託料でございます。18節につきまして

は、社会福祉協議会、ボランティアセンター、民生委員協議会、遺族への補助金でご

ざいます。19節につきましては、火災等の災害一時扶助及び不動産への一時扶助に要

する費用でございます。24節につきましては、長寿社会対策基金の利子積立金でござ

います。26節につきましては、公用車の重量税、27節につきましては、国民健康保険

事業勘定特別会計の法定ルール内での繰出金でございます。 

 続きまして、２目老人福祉費につきましては、老人保護措置費、いきいきサロン事

業、老人クラブ支援、大和町シルバー人材センター支援、敬老事業、高齢者生活支援

事業並びに高齢者タクシー助成事業に要する費用でございます。 

 ７節につきましては、敬老会アトラクション出演謝礼に係る報償金及び敬老者への

記念品に係ります賞賜金に要します費用でございます。10節につきましては、事務用
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品等のほか、敬老会に係ります食糧費、敬老会名簿、高齢者タクシー助成券の印刷費

などに要します費用でございます。11節につきましては、敬老会案内状の郵送料のほ

か、タクシー助成券について窓口交付のほかに、来年度より実施を予定しております

郵送交付に伴います郵送料、敬老祝い金振込手数料などでございます。 

 47ページでございます。 

 12節につきましては、高齢者生活支援事業といたしまして、寝具洗濯乾燥消毒サー

ビス及び軽度生活援助事業に要します費用でございます。13節につきましては、研修

会の際の駐車場使用料でございます。18節につきましては、負担金といたしまして、

宮城県シルバー人材センター連合会賛助会費及び黒川地域行政事務組合の老人ホーム

入所判定委員会経費としての負担金でございます。補助金といたしまして、地域福祉

活性化事業のとなりぐみ活き生きサロンへの補助金、大和町シルバー人材センターへ

の活動支援補助、社会福祉法人が運営いたします特別養護老人ホーム入所者等への利

用者負担軽減措置としての介護保険低所得者利用者負担軽減対策事業費、老人クラブ

及び老人クラブ連合会への補助金でございます。19節につきましては、80歳以上の敬

老者への敬老祝金及び100歳を迎えられます方への特別敬老祝金、要介護認定３以上

の対象者への介護用品購入費助成事業、養護老人ホーム入所者に係る老人保護措置費

に係る費用及び高齢者タクシー利用助成費でございます。27節につきましては、介護

保険事業勘定特別会計の必要経費を繰り出すものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 町民生活課長村田良昭君。 

 

町民生活課長 （村田良昭君） 

 それでは、３目国民年金費は、国からの委託事務であり、国民年金事務に要する費

用でございます。 

 10節につきましては、関係の法令の追録代と消耗品、あと11節につきましては、郵

便料金等の通信費でございます。よろしくお願いします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 健康支援課長櫻井修一君。 
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健康支援課長 （櫻井修一君） 

 続きまして、４目障害者福祉費でございます。障害福祉の主な事業といたしまして

は、障害者総合支援法に基づきます身体、知的、精神の３障害及び障害児への自立支

援給付、地域生活支援事業、交通費助成事業などの生活支援に要する経費でございま

す。前年度と比較しまして１億300万ほどの増額となりますが、自立支援給付の利用

者増に伴います伸びによります増額と、障害者福祉計画及び障害児福祉計画の見直し

によるものでございます。 

 １節につきましては、来庁しました聴覚障害者への窓口手続に対応します手話通訳

者、相談業務に対しましての心理相談員、事務補助員などのパートタイム会計年度任

用職員の報酬でございます。 

 48ページをお願いいたします。 

 ７節につきましては、身体及び知的障害者相談員４名、障害者福祉計画推進協議会

委員12名、障害者福祉講習会講師、障害者支援区分認定調査員等への報償金でござい

ます。８節につきましては、認定調査員の費用弁償及び手話通訳者の交通費でござい

ます。10節につきましては、コピー料金、参考図書などの事務消耗品のほか、会議の

際のお茶代、障害福祉サービスガイドブック200冊及びヘルプカード1,500枚、タクシ

ー利用券等の印刷製本に要します費用でございます。11節につきましては、福祉タク

シー利用助成券の郵送料のほか、主治医意見書の作成手数料、宮城県国保連合会への

介護給付費等請求審査支払手数料等でございます。12節につきましては、第６期障害

福祉計画、第２期障害児福祉計画策定業務、障害福祉サービスシステムの保守業務、

障害者相談支援事業、移動支援事業、訪問入浴サービス事業、日中一時支援事業等及

び黒川４か町村で業務委託をします緊急時支援体制整備事業、ひだまりの丘で活動を

行っている地域活動支援センター、工房ななつもりでございますが、の運営に要しま

す委託料でございます。13節につきましては、認定調査時に要します有料道路通行料

及び駐車場使用料、福祉サービスシステムの借上料でございます。18節につきまして

は、負担金といたしまして、黒川行政事務組合に障害者自立支援審査会の運営負担金、

補助金といたしましては、町身体障害者福祉協議会及び手をつなぐ育成会の運営補助、

自動車運転免許取得４件、自動車改造に対します助成１件、自発的活動支援団体、２

団体への助成でございます。19節につきましては、特殊マット、ストマ装具、電気式

たん吸引器などの重度障害者の日常生活用具給付、人工透析者の入院及び通院におき

ます更生医療給付、義足及び車椅子、補聴器などの補装具給付、在宅酸素療法者酸素

濃縮器利用者に対します使用電気料の助成、居宅及び療養介護、グループホーム、施
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設入所支援などの障害福祉サービス、障害児の発達支援及び放課後デイサービスなど

の障害児通所サービス、難聴児の補聴器購入に対します助成並びに福祉タクシー利用

助成、新規といたしまして、慢性特定疾病の児童に対します電気式たん吸引器や人工

鼻などの日常生活用具給付に要します費用でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 福祉課長吉川裕幸君。 

 

福祉課長 （吉川裕幸君） 

 続きまして、５目ひだまりの丘管理費でございます。保健福祉総合センターの管理

運営及び修繕等に要する費用でございます。 

 10節につきましては、センターの維持管理に要する消耗品、燃料費及び電気、上下

水道等の光熱水費、設備機械の小破修繕費でございます。11節につきましては、電話

料、受水槽に係ります水質検査手数料、施設火災保険料でございます。12節につきま

しては、センターの総合案内、公衆浴場管理、機械設備保守点検などに係ります業務

委託及び除草作業等の施設管理に要します委託料でございます。13節につきましては、

業務用食器洗浄の借上料及びテレビ受信料でございます。14節につきましては、暖房

設備に係ります自動制御用温度指示調節器交換、公衆浴場に係ります冷温水器部品交

換等に要します費用でございます。18節につきましては、黒川地区防火管理協議会及

び危険物安全協会への負担金でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 町民生活課長村田良昭君。 

 

町民生活課長 （村田良昭君） 

 それでは、６目の後期高齢者福祉総務費でございます。 

 18節は、県後期高齢者医療広域連合への市町村共通経費と医療費給付費負担金でご

ざいます。27節につきましては、後期高齢者医療特別会計の法定ルール内での繰り出

しでございます。よろしくお願いいたします。 
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議  長 （馬場久雄君） 

 子育て支援課長小野政則君。 

 

子育て支援課長 （小野政則君） 

 続きまして、２項１目児童福祉総務費でございます。児童福祉総務費につきまして

は、児童福祉総務費、特別児童扶養手当等事務、あんしん子育て医療費助成事業、心

身障害者医療費助成、児童遊園等管理費、子ども虐待防止推進費、児童手当事務費、

未熟児養育医療給付事業、子ども・子育て支援対策費、幼稚園就園奨励・教育振興費、

児童支援センター事業に要する経費でございます。 

 50ページをお願いいたします。 

 １節については、事務補助員等会計年度任用職員と子ども・子育て会議委員18名に

対します報酬でございます。７節については、虐待防止研修会講師謝金、虐待防止対

策地域連絡協議会委員謝礼及びことばの教室講師謝礼でございます。ことばの教室の

開催日程につきましては週２回とし、指導対象児童数は12名を予定しております。８

節については、会計年度任用職員、子ども・子育て会議委員の費用弁償と虐待防止対

策地域連絡協議会の旅費でございます。10節は、図書購入代、コピー代等の消耗品、

公用車の燃料代、会議用のお茶代、子育て情報誌「ぽっかぽか」の印刷製本費、さら

に５か所の児童遊園等の管理に要します光熱水費及び小破修繕でございます。11節に

ついては、郵便料等の通信運搬費、手数料については児童遊園の水道開栓手数料、公

用車自動車損害保険、児童支援センターの施設賠償保険でございます。12節は、児童

支援センター運営業務、あんしん子育て医療給付及び未熟児医療給付の審査及び支払

い業務、児童遊園の遊具点検業務及び除草作業業務、樹木剪定業務、児童福祉施設長

寿命化計画策定業務、児童支援センターエアコン及びタイルカーペットのクリーニン

グ業務に要する費用でございます。13節については、私立幼稚園就園奨励費補助シス

テム機器リース代、児童福祉担当者研修会及び会議の際の有料道路通行料及び駐車場

の使用料でございます。18節については、幼稚園教育振興補助金として、町内にあり

ます幼稚園の補助と、低所得者及び第３子を対象とする幼稚園児童に係る副食費の助

成と、子育て支援サークルへの補助でございます。19節については、あんしん子育て

医療費及び心身障害者医療費、未熟児養育医療費として助成をいたすものでございま

す。 

 続きまして、２目児童措置費のうち、子育て支援課所管の児童手当支給事業につい

て説明をいたします。ゼロ歳から15歳までの約4,000名の12か月分の児童手当の支給
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事務に要する経費でございます。 

 １節と８節については、会計年度任用職員の児童手当支給事務補助員の報酬及び費

用弁償でございます。10節は、コピー代、事務用品購入代等の消耗品、児童手当現況

届用の封筒の印刷費、11節については、児童手当現況届通知書等送付の郵便料でござ

います。12節については、特定個人情報連携に対応するための児童手当システム改修

に要する経費でございます。13節については、児童手当システムのパソコンの借り上

げに要する費用でございます。19節については、児童手当の支給費でございます。以

上でございます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 町民生活課長村田良昭君。 

 

町民生活課長 （村田良昭君） 

 それでは、町民生活分でございます。誕生祝いの事業と、記念色紙に要する経費11

万2,000円と、第３子以降の育児支援に要する経費1,028万1,000円であります。 

 10節につきましては、台紙及びメッセージカードの印刷代、あと消耗品でございま

す。19節は、第３子以降の出生、小学校・中学校入学の祝い金でございます。よろし

くお願いします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 子育て支援課長小野政則君。 

 

子育て支援課長 （小野政則君） 

 続きまして、３目母子福祉費につきまして、主に母子・父子家庭医療費助成に要す

る経費でございます。 

 10節については、コピー代、事務用品購入等の消耗品費、受給者証等の印刷製本費、

11節については、受給者証等送付の郵便料でございます。18節につきましては、大和

町母子福祉会への補助金でございます。19節につきましては、母子・父子家庭への医

療費の助成でございます。 

 続きまして、４目保育所費につきまして、もみじケ丘保育所の管理運営費と、私立

保育園であります菜の花、すぎのこ、杜の丘、すみれの花の各保育園への運営委託と、

幼児教育・保育の無償化や一時預かり、延長保育等に要する経費でございます。 
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 １節については、もみじケ丘保育所、保育士、用務員に係る会計年度任用職員及び

嘱託医の小児科医師及び歯科医師に対する報酬でございます。３節につきましては、

会計年度任用職員の期末手当も含まれております。７節につきましては、保育所入所

選考会での選考委員への報償金と、もみじケ丘保育所への入所対象の児童に対する記

念品、運動会時の賞品等に要する経費でございます。８節につきましては、会計年度

任用職員の費用弁償と保育士等の研修の旅費でございます。10節につきましては、教

材費等消耗品費、灯油、プロパンガスの燃料費、子育て文集の印刷製本費、来客用の

お茶代、電気料等の光熱水費、小破修繕、給食の賄い材料でございます。11節につき

ましては、電話等の通信運搬費、コンビニ収納の手数料及びエアコン等の清掃手数料、

建物火災保険でございます。12節につきましては、菜の花保育園、すぎのこ保育園、

杜の丘保育園、すみれの花保育園の運営委託、もみじケ丘保育所に関する給食調理業

務、清掃業務、除草業務、消防施設点検、警備業務に要する費用と、病後児保育施設

整備に係る工事監理業務に要する費用となります。13節につきましては、保育業務シ

ステム、もみじケ丘保育所のＡＥＤ並びに印刷機のリース料、遠足時のバスの借上料、

もみじケ丘保育所の清掃用具の借上料でございます。14節につきましては、病後児保

育施設整備に要する費用と、もみじケ丘保育所高圧電気機器交換に要する経費でござ

います。17節につきましては、もみじケ丘保育所高層器具及び暖房機などを購入する

ものでございます。18節につきましては、病後児保育施設の水道加入金、小規模保育

園、事業所内保育園、さらには幼児教育・保育無償化の給付負担金及び日本保育園保

健協議会、黒川地区防火管理協議会等の各協議会、研修会に係る負担金でございます。

補助金につきましては、認可外保育所に対して運営経費の一部助成及び認可保育園に

入所できず待機となった児童が認可外保育所施設を利用した場合、利用料の一部を保

護者に対して行うものです。企業主導型保育施設を利用している多子世帯についての

保育料の一部を行うもの、また一時預かり及び延長保育、障害児保育、地域子育て支

援拠点事業などに係る運営費の一部を私立保育園へ補助を行うものです。また、認定

こども園の施設整備に係る工事費の一部を事業者に補助を行うものでございます。 

 ５目児童館費につきましては、７館の児童館の運営管理に要する費用と、放課後児

童対策としての放課後児童クラブの運営に要する費用でございます。 

 １節につきましては、７館の児童館の運営協議会委員と会計年度任用職員の報酬で

ございます。３節につきましては、会計年度任用職員の期末手当も含まれております。

７節につきましては、各児童館事業の講師謝金でございます。８節につきましては、

職員研修旅費、児童館運営協議会委員と会計年度任用職員の費用弁償でございます。
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10節につきましては、児童クラブ、教材費、コピー代等の消耗品、児童館施設管理に

要する燃料費、来客用のお茶代、水道等の光熱水費、各児童館の小破修繕費でござい

ます。11節につきましては、電話料、切手代等の通信運搬費及びピアノの調律等の手

数料、施設の火災保険、施設賠償責任保険でございます。12節につきましては、吉岡

放課後児童クラブ及び吉岡児童館、もみじケ丘児童館、杜の丘児童館の運営委託、各

児童館の消防施設やエアコンの点検、宮床児童館の警備業務委託などに要する経費で

ございます。13節につきましては、各児童館のＡＥＤや印刷のリース料及び宮床児童

館の清掃用具の借上料でございます。17節につきましては、宮床児童館において暖房

機の更新を行うもので、吉田児童館においては、高層器具、加湿器の購入を行うもの、

落合児童館においては、幼児用の椅子とテーブルを更新するものでございます。18節

につきましては、宮城県児童館連絡協議会、黒川地区防火管理協議会、防火管理講習

会への負担金、補助金につきましては、放課後児童支援員処遇改善補助金及び各児童

館の母親クラブへの補助金でございます。 

 よろしくお願いします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 健康支援課長櫻井修一君。 

 

健康支援課長 （櫻井修一君） 

 続きまして、４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費でございます。保

健衛生総務費の主なものといたしましては、母子保健、乳幼児各種健診、出産祝い品

贈呈事業、栄養改善、健康づくり推進、健康たいわ21プラン、自殺予防対策、黒川地

域行政事務組合への負担金、水道事業への出資及び繰り出し、合併処理浄化槽特別会

計への繰り出し等に要するものでございます。 

 56ページをお願いいたします。 

 １節につきましては、食育推進会議委員11名、乳幼児健康診査及び育児相談、訪問

指導等に係る保健師、看護師、歯科衛生士、助産師、心理相談員などのパートタイム

会計年度任用職員の報酬でございます。７節につきましては、保健推進員75名、乳幼

児健診及び歯科健診などの際の医師、新生児訪問の際の保健師及び助産師に対します

謝礼、さらに健康たいわ21推進委員14名、健康づくり推進協議会委員15名、自殺予防

対策連絡協議会委員13名に対します会議の際の出席謝礼等でございます。賞賜金とい

たしましては、健康づくり実践者表彰の記念品、献血記念品としての薬用ハンドソー
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プなど、出産祝い品の贈呈としての絵本セットなどの購入に要します費用でございま

す。８節につきましては、各種会議開催時の費用弁償及びパートタイム任用職員の通

勤手当、保健師の契約会議及び研修会の旅費等でございます。10節につきましては、

各種検診及び栄養教室等の事業に要します事務用品の消耗品のほか、公用車燃料費、

会議開催時のお茶代、乳幼児健診及び各種健診等で使用します消毒液、マスク、診察

用手袋の購入、母子保健手帳300冊、年間健康日程などの行事カレンダー2,500枚、各

種健診時に使用します受診票及び健診等の印刷製本に要します費用でございます。11

節につきましては、郵送料の通信運搬費及び健診時に使用しましたシーツ等のクリー

ニング代、公用車の保険料及び登録手数料に要します費用でございます。12節につき

ましては、年末年始を含みます年間72日分の在宅当番医業務及び妊婦健診、各種乳幼

児健診並びに健康づくり地区モデル事業、新規といたしまして、電子母子健康手帳ア

プリ導入に際しての運用保守などの業務委託に要します費用でございます。 

 57ページをお願いいたします。 

 13節につきましては、健康管理システム機器の賃借料及びシステム使用料、ふれあ

い教室の研修時のバス借上料、精密検診対象者、ケア会議等の出席の際の有料道路通

行料、駐車場使用料に要します費用でございます。17節につきましては、各種事業及

び訪問等で使用します公用車１台、乳幼児健診時に使用します新生児・乳幼児健診用

の体重計、発達検査の際に使用します知能検査器具一式を購入する費用でございます。

18節の負担金につきましては、黒川病院及び火葬場経費の本庁分の負担金、地域医療

対策委員会等に要しますそれぞれの負担金でございます。補助金といたしましては、

保健推進委員会及び食生活改善推進委員会に対します運営補助でございます。19節に

つきましては、里帰り出産におけます妊婦及び産婦50人を想定しました健診費用、新

規事業としまして、特定妊婦治療30件分の助成費用でございます。23節につきまして

は、水道会計の出資金でございます。26節につきましては、公用車の自動車重量税で

ございます。27節につきましては、水道事業会計及び戸別合併処理浄化槽特別会計へ

の管理分の一部としての繰出金でございます。 

 続きまして、２目予防費でございます。予防費につきましては、感染症の予防、各

種予防接種、健康診査、各種がん検診のほか、健康教育、健康相談、健康づくりモデ

ル事業に要します費用でございます。 

 58ページをお願いいたします。 

 １節につきましては、健診準備に係る事務補助員、各種検診及び健康相談におきま

す保健師、看護師、栄養士、歯科衛生士などのパートタイム会計年度任用職員の報酬
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でございます。７節につきましては、予防接種健康被害調査委員６名に対します会議

出席の謝礼、健康づくりモデル事業等の研修会開催時の講師謝礼等でございます。10

節につきましては、各種検診の際に必要な事務用品のほか、健診会場の暖房燃料、各

種検診の申込書、通知書、予防接種等の通知及び予防接種券の印刷代、感染症対策の

マスクなどの衛生用品、手指消毒液などの購入に要します費用でございます。11節に

つきましては、予防接種、各種がん検診等の郵送料の通信運搬費及びクリーニング代

や保険料等の手数料でございます。12節につきましては、予防接種法に基づきます個

別予防接種及び感染症法に基づきます結核検診、歯科、歯周病検診を含む健康増進法

に基づきます一般的な基本健診と各種がん検診の業務委託に要します費用でございま

す。13節につきましては、予防接種従事者及びがん検診等の研修会、説明会の際の駐

車場使用料でございます。19節につきましては、里帰り出産の定期予防接種及び医療

用ウイッグ、乳房補正具購入助成に要します費用でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 町民生活課長村田良昭君。 

 

町民生活課長 （村田良昭君） 

 それでは、町民生活分を説明させていただきたいと思います。 

 ３目の環境衛生費につきましては、環境衛生総務費といたしまして3,733万4,000円

の内訳といたしまして、７節につきましては、花壇の耕起管理人分賃金でございます。

あと、環境美化推進員の謝金ということになっております。８節につきましては、職

員の研修会時の旅費ということになっております。10節は、防疫薬剤費、花いっぱい

運動の花代、肥料代、ごみ啓発のチラシ印刷代、防疫機械の修繕料等になっておりま

す。11節は、空き地除草の際の通信費、12節につきましては、不法投棄防止対策のパ

トロール及び撤去作業費、臨時粗大ごみ引取り日のごみ運送業務委託、春・秋の町内

一斉時の清掃時のごみ運搬業務、不法投棄ごみ処理の業務、町道周辺清掃等の委託料

でございます。18節は、町環境衛生組合連合会並びに黒川食品衛生協会の大和支部へ

の補助金でございます。 

 環境計画推進費の56万1,000円の内訳は、エコファクトリー周辺の対策といたしま

しての水質検査、ダイオキシン検査、アスベスト検査の検査機関への委託料でござい

ます。 
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 環境マネジメントシステムの事務推進費68万1,000円につきましては、10節はプラ

のごみ用の袋の購入代でございます。12節は、機密文書ミックスペーパーリサイクル

の処理委託費、18節は、みやぎグリーン購入ネットワーク年会費でございます。 

 公害対策費の167万9,000円につきましては、10節は乾電池及び記録用紙などの消耗

品、騒音計の点検整備料になっております。12節は、河川水質の検査委託料、米軍射

撃訓練時の振動、低周波の測定、環境自動車騒音測定の業務委託料でございます。 

 狂犬病予防費297万8,000円につきましては、10節につきましては、犬の鑑札シール

作成料、啓発グッズ代、また公用車の燃料、集合注射時の注射の通知、印刷代でござ

います。11節は、携帯電話料、放浪犬の一時預かりの手数料、公用車の保険料などに

なっております。12節は、狂犬病予防注射業務委託料、13節につきましては、予防注

射の会場借上料でございます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 まちづくり政策課長千葉正義君。 

 

まちづくり政策課長 （千葉正義君） 

 同じく３目環境衛生費のうち、まちづくり政策課所管分をご説明いたします。 

 このうち、環境計画推進費79万2,000円のうち、当課所管分は23万1,000円でござい

ます。主に環境審議会に係る経費となります。 

 初めに、１節16万6,000円及び８節のうちの費用弁償４万1,000円につきまして、環

境審議会委員９人に係る報酬、費用弁償でございまして、会議３回分を見込んでおり

ます。10節につきまして、654万1,000円のうち２万4,000円につきまして、事務消耗

品のほか、会議の際のお茶代でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 町民生活課長村田良昭君。 

 

町民生活課長 （村田良昭君） 

 それでは、２項１目の廃棄物処理費と、あとごみ埋立場維持管理費、クリーンステ

ーションの整備と資源回収奨励金でございます。 

 １節は廃棄物減量等の推進審議会委員９名の報酬、７節はストックヤードの草刈り
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や環境整備作業、資源回収奨励金で資源回収団体に対する１キロ当たり４円の奨励金

でございます。８節は、審議会委員の費用弁償でございます。10節は、クリーンステ

ーションの立て看板、ポール、回収コンテナ代、会議時のお茶代、一般家庭ごみ収集

の計画表、廃棄物処分券などの印刷代、クリーンステーションの修繕料などでござい

ます。11節は、ストックヤードコンテナの保管庫の火災保険料でございます。12節に

つきましては、一般廃棄物の収集運搬委託料、５年契約になっております。あと山田

ごみ埋立場の除草の業務委託料、あとイノシシ、小動物の休日時間外等の動物死骸回

収委託料、災害廃棄物、稲わら等の処理業務、運搬等の委託料であります。13節につ

きましては、災害ごみ仮置場の鉄板、重機等の借上料でございます。18節は黒川行政

事務組合の負担金で、内訳といたしまして、し尿処理分が1,971万6,000円、あとごみ

処理経費分が３億4,526万1,000円、最終処分場の経費分といたしまして3,526万5,000

円でございます。補助金につきましては、クリーンステーションの整備の補助金でご

ざいます。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 農林振興課長兼農業委員会事務局長遠藤秀一君。 

 

農林振興課長 （遠藤秀一君） 

 続きまして、５款１項１目農業委員会費でございます。農業委員会の運営費及び農

業者年金委託事業費を計上しております。 

 １節につきましては、農業委員10名及び農地利用最適化推進委員14名分報酬でござ

います。７節は令和２年７月に任期満了となります農業委員等の選出につきまして、

外部評価委員の報償金ということでございます。８節につきましては、農業委員等の

総会出席及び案件調査に係ります費用弁償、先進地視察研修の旅費でございます。９

節は農業委員会会長交際費でございます。 

 61ページをお願いいたします。 

 10節は消耗品費として、農業委員会総会議案書及び資料等のコピー代、燃料費は公

用車のガソリン代、食糧費は農地パトロールの際のお茶代、印刷製本費は農地法上の

各種申請用紙、農業委員会便り等の印刷代でございます。11節は通信運搬費として、

郵便料、手数料は登記事項証明書等のオンライン広報を受けるための費用でございま

す。12節は、農地基本台帳システムの保守業務委託料でございます。13節は車借上料
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といたしまして、農業委員会と研修に係りますバス借上料、有料通行道路通行料は高

速道路を利用した場合発生するものでございます。18節は、一般社団法人宮城県農業

会議ほか３団体への負担金でございます。補助金につきましては、大和町認定農業者

連絡会への補助金でございます。 

 次に、２目農業総務費でございますが、農林課所管分と財政課所管分がございます

ので、最初に農林振興課所管分につきましてご説明をさせていただきます。 

 農業総務費は主に農政推進一般、宮床ふれあい農園管理等に要する経費でございま

す。 

 ７節の賞賜金につきましては、農協ふれあい祭りの際の農林産品品評会の副賞に要

するものでございます。10節の消耗品費は、コピー代等の一般事務用品であり、19万

円の計上でございます。燃料費は、公用車とふれあい農園管理機の燃料代で９万

7,000円を計上しております。 

 62ページをお願いいたします。 

 光熱水費は、ふれあい農園の水道代、電気代であり、19万4,000円の計上でござい

ます。修繕料は、ふれあい農園の管理機の修理費で11万円の計上でございます。11節

の自動車損害保険料４万3,000円は、公用車１台分の自動車共済分担金であり、保険

料４万4,000円は、ふれあい農園の管理棟の建物共済に要する経費でございます。12

節の業務委託料は、ふれあい農園の管理委託料41万2,000円の計上でございます。施

設備品管理委託は、ふれあい農園の浄化槽管理清掃委託業務であり、14万円を計上す

るものでございます。18節負担金は、宮城農業振興公社及び鳴瀬川水系さけます増殖

協会への負担金でございます。臨時の負担金といたしまして、四大行幸の一つであり

ます第40回全国豊かな海づくり大会が本年の秋に石巻市で開催されるもので、県内の

市町村の負担金を20万円計上するものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 財政課長千坂俊範君。 

 

財政課長 （千坂俊範君） 

 それでは、事項別明細書の61ページまでもう一度お戻りをいただきたいと思います。 

 ２目農業総務費のうち、基幹集落センター等管理費、町民研修センター管理費が財

政課所管となるものでございます。 



１３３ 

 

 10節につきましては、各施設の管理用消耗品費17万8,000円、暖房用の灯油ガス代

等の燃料費が51万2,000円を計上してございます。 

 62ページをお願いいたします。 

 印刷製本費につきましては、各施設等の申請書等の印刷代でございます。電気、水

道料金の光熱水費につきましては、264万円を計上いたしております。施設の各種修

繕料につきましては、110万円の計上となっております。11節につきましては、各施

設の電話料として、通信運搬費５万7,000円の計上でございます。及び施設の火災保

険料20万3,000円の計上となってございます。12節につきましては、町民研修センタ

ーの窓口、清掃、巡視の業務、落合ふるさとセンターの管理業務、宮床基幹集落セン

ター清掃業務、各施設等の設備保守点検業務の委託料といたしまして、1,142万2,000

円の計上となってございます。続きまして、13節でございます。こちらはＡＥＤの借

上料及び各施設のテレビ受信料、清掃用具の借り上げでございます。14節につきまし

ては、宮床基幹集落センターの屋根塗装工事、落合ふるさとセンターの外壁・屋根塗

装工事、町民研修センターのトイレスロープ工事、カーテン取付工事等に要します経

費を計上いたしてございます。 

 財政課所管分は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 農林振興課長遠藤秀一君。 

 

農林振興課長 （遠藤秀一君） 

 続きまして、３目の農業振興費でございます。主に農業の振興、農業振興区域の手

続事務、農業経営改善支援活動、多面的機能支払交付金事業、農地中間管理事業、中

山間地域振興事業、中山間地域等直接支払交付金事業及び有害鳥獣対策に要する経費

でございます。 

 １節は、農業振興地域整備促進協議会委員18名分及び鳥獣被害対策実施隊の47名分

の報酬でございます。７節の報償金は、農業経営改善支援チームになっております宮

城県農業士１名分の報償金でございます。８節は農業振興地域整備促進協議会委員の

費用弁償及び認定農業者等研修会の旅費でございます。10節の消耗品につきましては、

コピー代、事務用品、有害鳥獣捕獲用わなに要します経費で、特にイノシシのくくり

わなは、前年150から今年度300基としていまして、倍増させる予定でございます。燃

料費につきましては公用車の燃料代、食糧費につきましては多面的機能支払交付金事
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業の事務指導及び会議の際のお茶代、印刷製本費につきましては封筒等の印刷代に要

する経費でございます。11節の通信運搬費は、有害鳥獣対策用携帯電話の通話料、自

動車損害保険料は軽トラック１台分の自動車分担金でございます。17節の機械器具費

につきましては、イノシシ用の箱わなを前年度３基、今年度は７基としまして、また

ツキノワグマの箱わなを１基から３基と増設しまして、また新規でハクビシン用の箱

わな10基を農家用へ貸出用として整備するものでございます。18節の負担金は、宮城

県青果物価格安定相互補償協会のほか５団体への負担金、補助金は、農業用廃プラス

チック等の農業生産資材適正処理推進事業への助成、農業経営基盤強化資金利子補給

金、野草駆除に係る農地等保全対策事業への助成、たいわ産業まつり実行委員会への

助成、水稲いもち病、カメムシ防除に係る黒川地域農作物病害虫防除推進協議会への

助成、農作物生産農家が産直用野菜生産に向けて導入する産直リースハウス事業者に

対しての助成、産地育成対策事業といたしまして、曲がりネギ生産に係る管理機等の

助成、ブルーベリー生産拡大事業への助成、また加工業務用野菜生産対策事業への助

成、農林業災害対策資金への利子補給費、町内35組織で取り組みます多面的機能支払

交付金事業への助成、農地集積・集約化対策事業といたしまして、経営転換耕作者及

び地域集積協力者に対しての補助金の交付、中山間地域振興事業といたしまして、吉

田みどりの少年団活動とあさひな農協での特産品普及推進等事業への助成、中山間地

域指定の宮床難波地区及び吉田金取北地区の一部の地域が取り組みます農業用施設等

の維持保全事業に係る中山間地域等直接支払交付金事業への助成、有害鳥獣被害対策

として、狩猟免許等への新規及び更新に係る経費への助成、有害鳥獣被害防止施設補

助事業は、農地へ設置する電気柵や侵入防止柵などを購入する費用の助成でございま

す。 

 64ページをお願いいたします。 

 次に、畜産振興費でございます。畜産業の振興に係るものでございます。 

 18節は、宮城県畜産協会及び大和町畜産振興協議会への負担金でございます。補助

金は管内肥育素牛販売促進対策事業といたしまして、町内で生産された子牛をＪＡ新

みやぎのあさひな管内の肥育農家が購入した場合に助成を行うものでございます。ま

た、繁殖牛子牛事故共助事業として、流産や死産等に対する共済金として助成を行う

ものでございます。24節の積立金は、肉用牛貸付事業運営基金への積立金でございま

す。 

 次に、５目農地費でございます。農地一般と、県営土地改良事業推進事業及び農業

集落排水事業に要します経費でございます。 
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 ８節は、農業技術研修会及び現地検討協議会に係る職員の旅費でございます。10節

の消耗品費は、油漏れ対策の吸着マット、ため池注意喚起看板代、アユ・サケ等の放

流稚魚代、事務用品及びコピー代でございます。印刷製本費は、農業農村整備事業管

理計画に係る図面印刷代、修繕料は農業用施設の小破修繕に要するものでございます。

11節は農業用ため池水路頭首工など、247か所の農業用施設の賠償責任保険料でござ

います。12節の業務委託料は、もみじケ丘及び杜の丘ため池の環境整備等に要する経

費でございます。13節の有料道路通行料及び駐車場使用料は、出張による業務打合せ

の際に使用するもの、著作権使用料は、労務資材設計単価の著作権使用料でございま

す。18節の負担金は、宮城県土地改良事業団体連合会、吉田川流域ため池大和町ほか

３市３か町村組合、牛野ダム管理組合及び八志田堰用水路改修事業への負担金でござ

います。補助金につきましては、町内４か所の排水機場の洪水調整事業に係る大和町

土地改良区への助成、新規といたしまして、２月28日の全員協議会でご説明申し上げ

ました新規の農業環境整備事業の補助金でございます。27節は、農業集落排水事業特

別会計への繰出金でございます。 

 次に、６目、水田農業対策事業費でございます。水田農業の推進に要する経費であ

り、農業経営所得安定対策の推進、転作への助成及び人・農地プランに要する経費で

ございます。 

 ７節は、人・農地プラン検討委員７名の報償金及び転作の現地確認等の際の立会人

の報償金でございます。８節は、水田農業視察研修に係る参加者及び職員の旅費でご

ざいます。10節の消耗品費は、印刷用トナー代事務用品等に対する経費、食糧費は集

落代表者説明会の際のお茶代でございます。11節の通信運搬費は、集落代表者説明会

等の案内発送の郵送代でございます。12節は、水田台帳システム保守業務に要するも

のでございます。13節の機械借上料は、水田台帳地図情報システムの賃借料、車借上

料、転作の際の現地確認の際の車借上料、水田農業視察研修のバス借上料、有料道路

通行料は、水田農業視察研修会の際の高速道路料金でございます。18節の補助金は、

水田農業構造対策事業といたしまして、大和町水田農業推進協議会への助成、水田営

農助成条件整備事業として生産団体へ農業機械整備を行う、今年度は５団体に対する

助成を行うものでございます。また、新規としまして、環境保全型農業直接支払交付

金事業につきまして、ＪＡあさひな水稲部会で取り組んでおります環境保全米の取組

に対しまして、国・県の補助金を活用しまして10アール当たり2,200円の助成を行う

ものでございます。 

 次に、５款２項１目の林業振興費でございます。林業の振興一般、森林の整備、森
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林病害虫、松くい虫の防除に要する経費でございます。 

 66ページをお願いいたします。 

 ７節の報償金は、林道の除草及び倒木等の除去に係る作業に要する経費でございま

す。10節の消耗品費は原木シイタケＰＲに係るもの、食糧費は大和町緑化推進委員会

の際のお茶代、修繕料は林道の小破修繕に係るものでございます。12節の業務委託料

は、森林管理巡視業務及び林道大平桑沼線のほか、除草業務、林地台帳システムの保

守管理業務、せせらぎの森維持管理業務、南川ダム周辺の千本桜維持管理業務及び森

林病害虫防除事業として松くい虫対策に要する経費でございます。18節の負担金は、

県林業振興団体のほか６団体への負担金でございます。また、新規といたしまして、

これも先日ご説明いたしました（仮称）林道七ツ森湖泉ヶ岳線の県営事業に対する負

担金でございます。補助金は、林業地域振興事業費といたしまして大和町林業地域振

興協議会への活動助成、森林保全推進費は宮床生産森林組合及び吉田愛林公益会で森

林整備に対する助成、民有林育成対策事業費は宮床生産森林組合、吉田愛林公益会等

が実施する民有林の整備を黒川森林組合が取りまとめて補助申請を行うものに対しま

して、補助に合わせまして上乗せ補助を町で行うものでございます。24節は、国から

譲与されます森林環境譲与税を基金へ積立てを行うものでございます。 

 次に、５款３項１目の水産業振興費でございます。宮城県が開発しました三倍体で

ある伊達いわなの普及推進を図るための経費でございます。 

 10節の消耗品費は、イベント向けの啓発用品及び食材、材料等に要する経費でござ

います。 

 67ページをお願いいたします。 

 12節の業務委託料は、庁舎及び観光案内所に伊達いわなを展示しております水槽管

理業務に要する経費でございます。19節は、これ新規事業でございます、町内の伊達

いわな生産者に対して町内に出荷した場合に助成を行うもので、町内での流通量、飲

食店での取扱量を増加させ、町外からの集客にも寄与させるための経費でございます。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 暫時休憩します。 

 再開は午後２時15分からといたします。 

 

    午後２時０１分  休 憩 
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    午後２時１３分  再 開 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

 先ほどの説明に追加及び訂正の申出がありました。 

 総務課長後藤良春君。 

 

総務課長 （後藤良春君） 

 申し訳ございません。37ページの電子計算費の工事請負費でございます。 

 先ほど入り口の工事というだけお話しさせていただきましたけれども、そのほかに

今夏場はエアコンが限界に来ておりますので、エアコンの増設費も含めての金額にな

ります。ドアのほうが55万、エアコンが170万ほどということでございます。訂正さ

せていただきます。申し訳ございません。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 農林振興課長遠藤秀一君。 

 

農林振興課長 （遠藤秀一君） 

 申し訳ありません。先ほど説明しました67ページの５款３項１目水産業振興費の19

節の補助金ということで説明させていただいたんですけれども、正しくは18節の補助

金ということで、大変申し訳ございませんでした。訂正しておわび申し上げます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 以上で終わります。 

 次に、商工観光課長文屋隆義君。 

 

商工観光課長 （文屋隆義君） 

 それでは、引き続きよろしくお願いいたします。 

 67ページでございます。 

 ６款１項商工費でございます。 

 １目商工総務費は、職員の人件費に係るものでございます。 

 次に、２目商工振興費でございます。商業及び工業の振興、企業誘致活動に係る経
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費でございます。 

 ７節、報償金は、企業等連絡懇話会の際の講師謝礼でございます。８節は、企業訪

問に係る職員の旅費及び東京と名古屋で開催されます宮城県企業立地セミナーへの参

加旅費でございます。10節、消耗品費は、コピー代や事務用品のほか、企業訪問の際

の手土産代などでございます。食糧費は企業等連絡懇話会に係るもの、修繕料は企業

案内看板の修正等に係るものでございます。11節、手数料は、企業立地セミナー等に

着用するはんてんのクリーニング代でございます。12節は、第一仙台北部中核工業団

地ののり面及び中央公園内歩道等の除草業務に要するものでございます。13節は、企

業訪問の際の自動車道路通行料でございます。18節の負担金は、大和町中小企業振興

資金信用保証料。 

 68ページをお願いいたします。 

 仙台北部中核都市連絡協議会のほか、１団体への負担金でございます。補助金につ

きましては、くろかわ商工会の経営改善普及事業、地域総合振興事業への助成、割増

商品券発行事業への助成、商店街担い手育成支援事業として大和まるごと市への助成、

大和町中小企業振興資金に対する利子補給、店舗取得・改修推進事業への助成、町小

規模事業者経営改善資金融資に対する利子補給、企業立地奨励金は、大和リサーチパ

ークに立地いたしました株式会社ワイ・デー・ケーと旭陽電気株式会社に対する奨励

金でございます。20節は、大和町中小企業振興資金の預託金でございます。21節は、

大和町中小企業振興資金損失補償料でございます。 

 次に、３目観光費でございます。観光の振興、観光施設の維持管理、まほろば夏ま

つりやお立ち酒全国大会のほか、本町の物産振興を図るための大和町観光物産協会へ

の助成や各種イベントに対する助成に要する経費でございます。 

 ７節は、船形山登山道、自然遊歩道の倒木伐採作業及び升沢避難小屋、七ツ森自然

遊歩道等の管理人に係る報償金でございます。10節、消耗品費は、イベントＰＲ用品

のほか、旗坂野営場の清掃用具代等でございます。燃料費は公用車の燃料代、印刷製

本費は観光ガイドブック、七ツ森登山散策マップ等の印刷代、光熱水費は旗坂野営場

公衆トイレの電気料、修繕料は施設等の小破修繕、宮床ダム、立輪水辺及び四十八滝

運動公園の駐車場の区画線補修に係るものでございます。11節、手数料は、旗坂野営

場の水質検査手数料及びイベントで着用しておりますはんてん等のクリーニング代、

火災保険料は七ツ森陶芸体験館ほか、観光施設10施設に係るもの、自動車損害保険料

は公用車の任意共済保険料、保険料は尾花沢花笠踊り及び花巻市石鳥谷まつりの参加

者への保険料でございます。12節の業務委託は、七ツ森陶芸体験館、七ツ森ふれあい
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の里、四十八滝運動公園、ダイナヒルズ展望公園及び西部公園の４施設に係る指定管

理料のほか、公園等13施設の管理業務、登山道、遊歩道の蜂の巣駆除及び機械刈り払

い業務、蛇石せせらぎ公園内土砂撤去業務、吉岡宿本陣案内所運営業務、観光ＰＲバ

スツアー広告掲載運行業務、まち歩きガイドブック作成業務などに係るもの、施設整

備管理委託は、旗坂野営場の浄化槽、給水を含めた施設の維持管理に係るものでござ

います。 

 69ページをお願いいたします。 

 13節の会場借上料は、船形山入山届冬季専用ポスト設置小屋及び吉岡宿本陣案内所

に係るもの、車借上料は、尾花沢市花笠踊り及び花巻市石鳥谷まつりへの交流参加者

送迎用のバス借上料、有料道路通行料は花巻市石鳥谷まつりに参加の際の高速道路通

行料でございます。14節は、南川湖畔生産物直売所トイレの水洗化への改修、旗坂野

営場の和式トイレの洋式トイレ改修と取水口の修繕、七ツ森修繕観光案内板の改修、

七ツ森山頂標識の改修及び信楽寺駐車場の排水側溝等の設置に係るものでございます。

15節は、観光施設の未舗装駐車場の補修用砕石代でございます。18節負担金は、県立

自然公園船形連峰御所山連絡協議会ほか４団体への負担金及び防火管理者資格取得講

習会への受講料でございます。補助金につきましては、大和町観光物産協会、お立ち

酒全国大会実行委員会、島田飴まつり伝承会、南川湖畔花まつり実行委員会及びまほ

ろばまつり実行委員会への助成でございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 都市建設課長江本篤夫君。 

 

都市建設課長 （江本篤夫君） 

 続きまして、７款土木費でございます。 

 １項１目土木総務費につきましては、土木管理費としまして道路台帳の作成及び修

正業務のほか、各種協議会等の負担金、用地対策事務としまして国土調査の誤訂正等

に要します費用でございます。 

 １節につきましては、窓口事務補助員の会計年度任用職員の報酬に要します費用で

ございます。 

 70ページをお願いいたします。 

 ８節につきましては、会計年度任用職員の交通費に要します費用でございます。10
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節のうち消耗品につきましては、法令の追録、参考図書購入のほか、収入印紙等の購

入、食糧費につきましては、用地及び補償協議等でのお茶代に要する費用でございま

す。11節につきましては、携帯電話４台分の通信料及び使用料でございます。12節に

つきましては、町道幕柳大平線改良工事の完成に伴います台帳修正ほか４路線、0.94

キロメートルの台帳作成及び修正業務、国土調査の誤訂正等に伴います測量業務に要

します費用でございます。13節につきましては、都市建設課用務の際の会場借上料、

会議、先進地視察時の有料道路通行料、駐車場使用料のほか、建設物価調査会等の著

作権使用料、積算システムのシステム及び図面コピー機の借上料でございます。15節

につきましては、土地境界立ち合い用資材の購入に要する費用でございます。18節に

つきましては、宮城県道路協会ほか11団体への各負担金に要します費用でございます。 

 続きまして、71ページをお願いいたします。 

 ２項１目道路維持費でございます。道路、側溝、舗装の修繕、街路樹の剪定や除草、

道路維持作業車の管理等、町道の維持管理及び街路灯、バスターミナルの管理並びに

除雪等に係ります費用でございます。 

 ７節につきましては、山間部等の町道除草の地区委託分及び街路樹の剪定作業、路

肩補修作業に要します費用でございます。10節のうち消耗品費につきましては、土の

う袋や除草剤等道路維持作業資材のほか、3.5トンダンプ、道路パトロール車等公用

車両の消耗品等に、燃料費は、道路維持管理車両のガソリン代等に、光熱水費は、街

路灯、バスターミナルに係る電気料及び上下水道料に要する費用で、修繕料は、公用

車両の車検、修理費及び街路灯の修繕のほか、道路の小破修繕に要します費用でござ

います。11節につきましては、3.5トンダンプ、軽トラック、パトロール車１台の車

検時の印紙代及び都市建設課所管車両の自動車損害保険料、歩道除雪機の任意保険料、

バスターミナルの待合所等の火災保険料に要します費用でございます。12節につきま

しては、町道維持管理業務、植樹帯の除草業務、街路樹の剪定業務、堆積土砂の撤去

作業、バスターミナルの待合所の清掃、警備に要するもののほか、１か月分の除雪に

要します費用でございます。13節につきましては、町道南青木柴崎線ほか２路線の土

地の借上料でございます。14節につきましては、町道台ケ森線、町道大角大松沢線の

舗装修繕工事の継続等のほか、町道保福寺線ほか３路線の側溝修繕工事、昨年度に引

き続きまして復興交付金事業によります町道幕柳大平線の舗装修繕に要します費用で

ございます。15節につきましては、砕石・アスファルト合材等道路維持補修用の資材、

道路附属物の資材購入に要します費用でございます。17節につきましては、大型側溝

等の蓋開閉器１基の購入に要します費用でございます。26節につきましては、3.5ト
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ンダンプほか２台の重量税でございます。 

 続きまして、２目道路新設改良費でございます。単独事業、国土交通省補助事業、

防衛省補助事業によります改良事業等に係るものでございます。 

 72ページをお願いいたします。 

 10節につきましては、コピー代及び積算資料図書の購入代、その他一般事務用品等

に要します費用でございます。11節につきましては、防衛省補助事業で実施します町

道長尾線及び深山線の用地取得に係る分筆登記に要します費用でございます。12節に

つきましては、国土交通省事業の町道台ケ森線に係ります山津沢橋ほか８橋の橋りょ

う定期点検業務、悟渓寺橋の修繕工事に係ります施工管理業務、町道舞野下草線局部

改良に伴います道路詳細設計及び用地測量業務、防衛省事業では町道長尾線及び深山

線の用地測量業務、大和流通工業団地内にございます町道流通平４号線の舗装改良事

業に伴います路線測量及び道路詳細設計業務に要します費用でございます。14節につ

きましては、国土交通省事業としまして、町道小鶴沢線舗装改良工事の継続、今年度

より着手いたします町道悟渓寺報恩寺線に係ります悟渓寺橋の修繕工事、防衛省事業

では、天皇寺地区ほか排水路整備工事の継続と町道長尾線の道路改良工事、単独事業

では、昨年度用地買収等を行いました町道西小路線の道路改良工事、宮床地区の町道

兎野一番南線の舗装新設工事に要します費用でございます。16節につきましては、防

衛省事業の町道長尾線及び町道深山線の道路改良工事に伴います土地購入に要します

費用でございます。18節につきましては、宮城県が実施しております吉田川床上浸水

対策特別緊急事業での河川改修により支障となります既設橋梁、下原橋撤去工事に伴

います工事負担金でございます。 

 続きまして、３目橋りょう維持費でございます。 

 10節につきましては、橋梁の小破修繕に要します費用でございます。 

 ４目交通安全施設整備事業費でございます。 

 14節につきましては、町道魚板兵土ケ原線ほか路線の区画設置工事、もみじケ丘３

丁目及び杜の丘１丁目地区の歩行者用路面区画標示のほか、町道衡南松坂平線の転落

防止柵の撤去、新設工事に要します費用でございます。15節につきましては、カーブ

ミラー等の道路安全用品購入に要します費用でございます。 

 続きまして、３項１目河川費でございます。 

 ７節につきましては、準用河川の支障物除去作業、吉田川河川公園除草等作業に要

します費用でございます。10節のうち消耗品費につきましては、油漏れ等に対応しま

す吸着マット及び事務用品購入費用に、光熱水費は、１級河川西川樵橋上流の左岸に
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ございます樵樋管及び右岸にございます西川樋管に係ります電気料でございます。11

節につきましては、町内河川愛護団体への貸出用機械、除草機械の購入に伴います損

害保険料に要します費用でございます。12節につきましては、現在完了しております

11河川の現況調査としまして、準用河川窪川及び山田川の河川現況調査測量を延長

5.2キロメートルと、樵及び西川両樋管の鶴巣大崎地区及び鳥屋地区への操作管理に

要する費用でございます。14節につきましては、準用河川山田川下流部の堆積土砂撤

去工事及び西川樋管の経年劣化に伴いますゲート制御盤更新工事に要します費用でご

ざいます。 

 73ページをお願いいたします。 

 17節につきましては、昨年より宮城県仙台土木事務所で貸出しが開始されました除

草機械につきまして、本町でも同様に町内河川愛護団体に貸出しするための除草機械

１台の購入費用をお願いするものでございます。18節につきましては、県管理の１級

河川及び準用河川の７河川18地区で除草作業を実施いただいております大和町河川愛

護会への助成に要する費用でございます。 

 続きまして、４項１目都市計画総務費でございます。都市計画の事務及び都市計画

審議会の開催、協議会への負担金に要します費用でございます。 

 １節及び８節につきましては、都市計画審議会会長ほか８名、年３回の開催に要し

ます費用でございます。10節のうち消耗品費につきましては、図書並びに印刷用ロー

ル紙の購入費用に、食糧費は都市計画審議会におけるお茶代に要します費用、修繕料

は都市計画図等印刷用プリンターに要します費用でございます。12節につきましては、

都市計画区域変更図書作成業務等に要します費用でございます。18節につきましては、

全国街路事業促進協議会への負担金でございます。24節につきましては、都市整備基

金への積立てでございます。 

 続きまして、２目下水道費の27節につきましては、下水道事業特別会計への繰出金

でございます。 

 続きまして、３目公園費でございます。都市公園29か所、都市緑地８か所及びその

他公園、緑道等133か所の維持管理に要します費用でございます。 

 10節につきましては、公園管理用資材、公園等の街灯の電気料、上下水道料金、地

区委託の公園等の小破修繕等に要します費用でございます。 

 74ページをお願いいたします。 

 11節につきましては、公園のトイレ、あずまや等の火災保険料及び吉岡東公園ほか

５公園の水道開栓手数料のほか、小野南中央公園あずまや設置に伴います建築確認手
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数料に要します費用でございます。12節につきましては、株式会社大和町地域振興公

社への都市公園指定管理委託及び緑地等の維持管理業務、もみじケ丘１号公園ほか３

公園の地元への維持管理委託費用、公園遊具の点検、公園緑地等の樹木剪定業務等に

要します費用でございます。14節につきましては、城内大堤公園の木製デッキ本体の

劣化調査を実施しました結果、木製デッキ内部の劣化は確認されませんでしたので、

各部材の長寿命化を図るための塗装工事に要します費用のほか、吉岡東公園及び西柿

木公園の滑り台の撤去、新設工事に要します費用でございます。18節につきましては、

現在、宮城県土地開発公社で造成工事が進められております大和リサーチパーク北地

区の南側に隣接する小野南中央公園の整備を宮城県土地開発公社にお願いする費用で

ございます。 

 続きまして、５項１目住宅管理費でございます。町営住宅につきましては、木造住

宅24棟25戸、中層アパート７棟140戸、合わせまして31棟165戸のほか、子育て支援住

宅としまして吉田地区３棟３戸、鶴巣地区４棟８戸の維持管理に要します費用でござ

います。 

 ７節につきましては、住宅敷地内の側溝等清掃の作業に要します費用でございます。

10節のうち消耗品費につきましては、法令の追録代、図書、その他事務用品の購入に

要します費用でございます。光熱水費は、鶴巣子育て支援住宅敷地内にございます公

園の水道料金に要します費用でございます。修繕料につきましては、各住宅の配水管、

電気設備、明渡し時等の修繕に要します費用でございます。11節につきましては、収

入申告等の返信用切手代、住宅の火災保険料、受水槽の水質検査手数料及び明渡し時

のクリーニングに要します費用でございます。12節につきましては、住宅敷地内の除

草等管理業務、中層アパート７棟の給水施設保守点検、消防設備保守点検、子育て支

援住宅敷地内の除雪業務のほか、国土交通省事業としまして、蔵下住宅１号棟外壁等

改修工事の施工管理業務に要します費用でございます。 

 75ページをお願いいたします。 

 13節につきましては、宮床下小路住宅の借地料及び吉田鶴巣子育て支援住宅の共同

受信施設使用料に要します費用でございます。14節につきましては、単独事業としま

して西原第４住宅１棟及び下小路住宅１棟の解体工事、蔵下住宅及び西原第１住宅の

迷惑駐車防止用ポール設置工事のほか、国土交通省事業としまして、蔵下住宅１号棟

外壁等改修工事に要します費用でございます。18節につきましては、防火管理者資格

取得講習会受講に要します費用でございます。 

 続きまして、２目子育て支援住宅建設費でございます。子育て支援住宅の整備に要
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します費用でございます。宮床地区につきましては敷地の造成工事、落合地区につき

ましては長屋住宅２棟16戸の建築工事等に要します費用でございます。 

 10節につきましては、コピー用紙代及びコピー料金等の消耗品費、住宅募集用チラ

シの印刷製本費に要します費用でございます。11節につきましては、支援住宅の募集

広告料のほか、落合地区の建築に伴います各種申請手数料及び宮床地区子育て支援住

宅の流末排水路等整備に伴います不動産鑑定に要します費用でございます。12節につ

きましては、宮床地区は流末排水路等整備に伴います用地測量業務、落合地区につき

ましては住宅建築工事に伴います施工管理業務に要します費用でございます。14節に

つきましては、宮床地区の宅地造成工事及び落合地区の長屋住宅２棟16戸の建築工事

に要します費用でございます。16節につきましては、落合地区の水道加入金、宮床地

区の流末排水路等整備に要します費用でございます。18節につきましては、宮床地区

の開発に伴います水道開発負担金に要します費用でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 総務課危機対策室長蜂谷祐士君。 

 

総務課危機対策室長 （蜂谷祐士君） 

 続きまして、８款１項消防費１目常備消防費の18節につきましては、黒川地域行政

事務組合への消防経費に関わる負担金でございます。 

 続きまして、２目非常備消防費は、消防団員565名の報酬と出動手当や団員の装備

の購入代のほか、県消防操法大会出場に関わる訓練及び消防各種訓練などを行う際の

経費を計上したものでございます。 

 １節は、消防団員565名に対する報酬でございます。７節は、団員表彰の際の記念

品でございます。８節につきましては、団員の出動手当や町消防火気演習、県消防操

法大会出場選手の訓練手当、消防学校研修に係る旅費、費用弁償等でございます。10

節は、新入団員への安全靴及びヘルメット、県消防操法大会出場に関わる経費、火気

演習に係る資機材等の購入、続きまして燃料費につきましては、県消防操法大会の訓

練による照明の燃料費。 

 続きまして、76ページをお開き願います。 

 食糧費につきましては、火気演習及び県消防訓練の際の飲料費等に係る経費でござ

います。13節は、火災出動の際の車借上料などでございます。17節は、組立て水槽及



１４５ 

 

び消防団員用新規基準活動服の購入費でございます。18節は、県市町村非常勤消防団

員補償組合への負担金及び町婦人防火連合会への補助金でございます。 

 次に、３目消防施設費は、防火水槽や消火栓など消防施設、小型動力ポンプつき軽

積載車の維持管理に要する経費を計上しております。 

 10節は、小型動力ポンプ軽積載車等の燃料代や消防ポンプ小屋の電気料及び消防水

利標識、消防用ホース等に要する経費、小型動力ポンプ軽積載車に要する修繕費でご

ざいます。11節は、消防ポンプ車の保険料等でございます。12節は、もみじケ丘防火

水槽の管理委託料でございます。13節は、消防自動車車庫の土地借上料でございます。

14節は、防火水槽２か所の修繕工事でございます。18節は、消火栓の維持管理費及び

無線従事者講習会受講料、電波利用料の負担金でございます。26節は、自動車ポンプ

等の自動車重量税でございます。 

 77ページをお願いいたします。 

 ４目水防費、水防活動に要する経費を計上しております。 

 ７節は、水防協議会の13名に対する謝礼でございます。８節は、水防活動出動に対

する費用弁償でございます。10節は、水防倉庫備蓄資材購入代、消防活動の夕食代な

どでございます。11節は、災害時の優先電話料でございます。15節は、水防倉庫に備

蓄する土のう用の洗い砂購入に要する経費でございます。 

 続きまして、５目災害対策費は、地域防災訓練に要する経費、自主防災組織への支

援及び木造住宅耐震診断士派遣事業や家具転倒防止事業等に要する経費を計上してお

ります。 

 １節は、防災会議の委員15名に対する報酬でございます。７節は、自主防災組織に

関する研修会の講師謝礼でございます。８節は、防災会議の委員に対する費用弁償で

ございます。10節は、非常用食料の購入代、自主防災組織研修時の飲料代、地域防災

訓練の炊き出し訓練用白米の購入代などでございます。11節は、衛星携帯電話料、震

度計情報等回線使用料、避難所用Ｗｉ－Ｆｉ利用料及びエリアメールライセンス料で

ございます。12節は、防災ハザードマップ運用保守や国土強靭化計画策定業務、木造

住宅耐震診断士派遣委託料でございます。18節は、県地域衛星通信ネットワーク市町

村等無線局管理負担金、電波利用料及び木造住宅耐震改修工事助成金、78ページにま

たがりますが、危険ブロック塀除去事業助成金に要する経費でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 
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 教育総務課長櫻井和彦君。 

 

教育総務課長 （櫻井和彦君） 

 ９款教育費についてご説明を申し上げます。 

 引き続き78ページでございます。 

 １項１目教育委員会費につきましては、教育委員会運営に係る経費でございます。 

 １節並びに８節は、教育委員４名の報酬と費用弁償等でございます。９節は、教育

長の交際費でございます。10節は、事務消耗品、コピー代及び参考書籍の講読料でご

ざいます。13節は、教育委員会研修会の際の有料道路通行料及び駐車場の使用料でご

ざいます。18節は、管内教育委員会協議会ほか１団体に対します負担金でございます。 

 続きまして、２目事務局費でございます。教育委員会運営費、確かな学びプロジェ

クト事業、学校ＩＣＴ環境整備事業、学び支援コーディネーター等配置事業、志まな

び塾事業及び令和２年度からの新規事業でございます子どもの心のケアハウス事業に

要する経費の計上でございます。 

 １節でございます。教育支援委員会委員、いじめ問題対策連絡協議会等の委員及び

会計年度任用職員としての教育相談員、子ども心のケアハウスの職員の報酬でござい

ます。 

 79ページのほうになります。 

 ７節でございます。教職員の各種研修会の講師、学び支援コーディネーター、学び

支援員、サマースクール等のボランティア及び「夢と希望と志を語る会」の講師謝金

でございます。賞賜金につきましては、教育論文応募者に対するものでございます。

８節のうち費用弁償は、教育支援委員会委員、いじめ問題対策連絡協議会等委員、学

び支援コーディネーター及び会計年度任用職員に対するもの、普通旅費は、教育長が

出席いたします各種会議等の旅費、職員の事業旅費及び教職員の各種研修会講師旅費、

特別旅費につきましては、志まなび塾の参加者旅費でございます。10節、消耗品につ

きましては、コピー代等の一般事務消耗品、就学時健診用の消耗品などでございます。

燃料費は、公用車のガソリン代、食糧費につきましては、志まなび塾の参加者食事代

でございます。印刷製本費につきましては、小学校３年生の副読本「私たちの大和

町」の改訂版、町の学校教育について紹介する冊子「大和町の学校教育」、志まなび

塾研修報告書、家庭学習の手引及び子どもの心のケアハウスパンフレットなどの印刷

に要するものでございます。光熱水費は、子どもの心のケアハウスの電気料、水道料、

修繕費につきましては、小・中学校のＩＣＴ機器等の修繕料でございます。11節でご
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ざいます。通信運搬費につきましては、切手代、ファクシミリの回線利用料等、手数

料は、自動検査用器具点検料ほかでございます。保険料といたしまして、公用車自動

車損害保険料及び学び支援員等の傷害保険料等を計上いたしております。12節につき

ましては、標準学力調査等に係るもの、土曜学習まほろば塾、こころのプロジェクト

「ユメセン」事業、外国語指導助手６名の業務委託及び学校教育用コンピューター等

保守点検業務委託料でございます。13節でございますが、会場借上料は志まなび塾視

察先での会議室に係るもの、機械借上料につきましてはデジタル教科書、教職員用パ

ソコン、子どもの心のケアハウスでのパソコン、印刷機等の賃借料、車借上料につき

ましては、夢と希望と志を語る会の児童・生徒用輸送バス、志まなび塾視察時のバ

ス・タクシー、子どもの心のケアハウス用車両に係るものでございます。有料道路通

行料、駐車場使用料は、志まなび塾研修及び教育関係会議等での利用に係るものでご

ざいます。入場料は、志まなび塾の際の施設入館料でございます。 

 80ページをお願いいたします。 

 17節でございます。庁用器具費につきましては、補充用の小・中学校の職員用のパ

ソコン及び学習用のプロジェクター、スクリーンの購入費、それから子どもの心のケ

アハウス開設に係ります職員用の机、椅子、パーティション及び書架等の購入費用で

ございます。18節負担金でございます。黒川けやき教室を運営しております黒川地域

行政事務組合に対します負担金ほか５団体に対する負担金でございます。24節は、学

校校舎建設基金及び学校教育振興基金への積立てでございます。 

 次に、２項１目学校管理費でございます。小学校６校の施設維持管理及び児童、教

職員の健康診断、学校管理用の備品等の購入に要します費用の計上でございます。 

 １節でございますが、学校医16名、薬剤師６名に対します報酬でございます。７節

の報償金につきましては、林間教育サポーター、事務補助員及び各小学校の環境整備

の作業員、体育館巡視員及びプール監視員に対するもの、賞賜金は運動会の賞品及び

卒業記念品代に要します費用でございます。８節は、プール監視員に対する費用弁償

でございます。次に、10節でございます。10節の主なものといたしましては、小学校

６校で必要といたします消耗品、小学校維持管理に要します燃料費、来客用のお茶代、

印刷製本費及び光熱水費の計上でございます。修繕料につきましては、施設、備品等

修繕として１校当たり10万円を計上いたしております。11節の通信運搬費につきまし

ては、電話料、インターネット回線使用料、切手代、手数料は、プール水質検査、ピ

アノ調律・クリーニング、火災保険料、施設賠償保険等の経費についての計上でござ

います。12節でございます。児童及び教職員の循環器健診等の健康診断、学校業務員、
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学校警備の業務委託料でございます。 

 81ページをお願いいたします。 

 13節でございます。主なものといたしまして、機械借上料につきましては、印刷機

の借り上げ、車借上料につきましては、陸上記録会、林間教室等の児童輸送のほか、

難波地区児童輸送のための車借上料でございます。17節の学校用備品につきましては、

小学校６校の備品でございます。携帯電話購入のほか、各学校の管理用備品の計上を

いたしております。18節でございます。日本スポーツ振興センター災害共済として、

学校管理下における児童の災害共済負担金及びほか４件の各種協議会等への負担金で

ございます。 

 次に、２目教育振興費でございます。教育振興費につきましては、教材備品の整備、

魅力ある学校図書館づくり、たいわっ子芸術文化推進事業、学校・地域共学推進事業

に係ります経費でございます。 

 １節でございます。会計年度任用職員として、学校図書支援員６名及び学習支援員

17名を配置する経費についての計上でございます。７節につきましては、スクールソ

ーシャルワーカー２名への報償金でございます。８節につきましては、スクールソー

シャルワーカー及び会計年度任用職員への費用弁償でございます。10節につきまして

は、教科書が改訂になることを受けての新たな指導書等の購入費用、修繕料につきま

しては、教材備品の修繕料でございます。11節につきましては、小学校におきます不

要試薬廃棄手数料及びスクールソーシャルワーカーの傷害保険料でございます。13節

でございます。たいわっ子芸術文化鑑賞の児童輸送のための車借上料でございます。

17節でございます。授業に用います一般教材及び学校図書購入に要します経費の計上

でございます。18節でございます。４キロメートル以上を対象といたします遠距離通

学児童の対策費交付金及び学校・地域共学推進事業として各学校に交付をいたすもの

でございます。19節扶助費につきましては、要保護及び準要保護、次のページをお願

いいたします、82ページでございます。並びに特別支援学級児童に対します学用品や

給食費等の扶助費でございます。 

 次に、３目施設整備費でございます。小学校施設の維持管理に要します経費でござ

います。 

 10節の主なものにつきましては、消耗品として、一般消耗品、砂、砕石代等、修繕

料として、学校施設の小破修繕料でございます。11節でございます。小学校の不要物

品等の廃棄に伴います処理手数料でございます。12節につきましては、各小学校の校

地内維持管理等業務委託、ＦＦ暖房機、自家用電機工作物、消防設備、小荷物専用昇
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降機等の保守点検等の業務委託料でございます。令和元年度に設置をいたしました空

調機器、エアコンの保守点検も来年度から含まれております。13節につきましては、

ＡＥＤ及び階段昇降機の借上料でございます。14節につきましては、小野小学校屋内

運動場の照明器具交換、吉田小学校遊具設置などのほか、吉岡、吉田、鶴巣及び落合

小学校防犯カメラ更新に要します経費でございます。 

 次に、４目小学校建設費につきましては、吉岡小学校改築に要します経費でござい

ます。 

 ７節でございます。改築に当たりまして意見を頂くための委員会委員への報償金で

ございます。10節につきましては、委員会に係ります消耗品等でございます。12節に

つきましては、改築のための基本設計を委託するための委託料を計上させていただい

ております。 

 次に、３項中学校費、１目学校管理費でございます。中学校２校の維持管理及び生

徒、教職員の健康診断、学校管理用の備品等の購入に要します経費の計上でございま

す。 

 １節報酬につきましては、学校医７名、薬剤師１名及び会計年度任用職員としての

中学校用務員の報酬でございます。 

 83ページをお願いいたします 

 ７節でございます。体育館巡視員等への報償金、運動会賞品及び卒業生への記念品

代でございます。８節でございます。職員旅費でございます。10節でございます。主

なものといたしまして、一般消耗品、中学校２校の施設維持管理に要します燃料費、

来客用のお茶代、印刷製本費及び光熱水費等の計上でございます。修繕料につきまし

ては、施設備品等の修繕でございます。11節でございます。通信運搬費につきまして

は、電話料、インターネット回線使用料、切手代。手数料は、各種検査手数料など及

び火災保険料、施設賠償保険等の経費についての計上でございます。12節でございま

す。生徒及び教職員の循環器健診等の健康診断、学校業務員２名の業務委託、スクー

ルバス運行、学校警備の業務委託料でございます。13節でございます。主なものとい

たしましては、スクールバスの転回場に係ります土地借上料、印刷機械の借上料、中

総体、駅伝大会スクールバス代替タクシーの生徒輸送に係ります車借上料でございま

す。17節備品購入費、学校用備品につきましては、中学校２校に係ります携帯電話の

購入ほか、学校管理用備品の計上でございます。18節負担金でございます。日本スポ

ーツ振興センター災害共済として、学校管理下におけます生徒の災害共済負担金及び

ほか５件の各種協議会等の負担金の計上でございます。補助金といたしまして、中総
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体東北大会等への参加事業費補助金の計上でございます。 

 次に、２目教育振興費でございます。教材備品の整備に要します経費、魅力ある学

校図書館づくり、たいわっ子芸術文化推進事業、学校・地域共学推進事業等に係りま

す経費でございます。 

 84ページをお願いいたします。 

 １節でございます。会計年度任用職員として、学校図書支援員２名及び学習支援員

３名の報酬でございます。８節につきましては、会計年度任用職員の費用弁償でござ

います。10節でございます。教材の消耗品代でございます。修繕料につきましては、

教材備品等の修繕料でございます。11節につきましては、電話料及び不要試薬の廃棄

手数料でございます。13節につきましては、たいわっ子芸術文化鑑賞の際の生徒輸送

のための車借上料でございます。17節につきましては、一般教材備品及び学校図書購

入に要します経費についての計上です。18節につきましては、学校・地域共学推進事

業として各学校へ交付を行うものでございます。19節でございます。要保護及び準要

保護生徒に対します援助費及び特別支援学級生徒に対します学用品や給食費等の扶助

費でございます。 

 次に、３目施設整備費でございます。中学校２校の施設維持管理に要します費用の

計上でございます。 

 10節の主なものにつきましては、消耗品代として、砂、砕石代等、修繕料は、学校

施設の小破修繕料でございます。11節につきましては、不要物品等の廃棄に伴います

処理手数料でございます。12節につきましては、ＦＦ暖房機、小荷物昇降機、自家用

電機工作物、消防設備等の保守点検等の業務委託料でございます。こちらにも令和元

年度に設置をいたしました空調機器の保守点検を含んでおります。13節につきまして

は、ＡＥＤの借上料でございます。14節につきましては、みやぎ環境交付金事業によ

ります宮床中学校の屋内運動場照明器具交換及び大和中学校高圧気中開閉器等交換な

どに要します工事費でございます。 

 次に、４目中学校建設費でございます。中学校の校舎、敷地造成等の建設に要する

費用の計上でございます。 

 12節でございます。宮床中学校のスクールバス乗降場設置のための実施設計の業務

委託料の計上をさせていただいております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 
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 生涯学習課長瀬戸正昭君。 

 

生涯学習課長 （瀬戸正昭君） 

 続きまして、85ページをお願いいたします。 

 ４項１目社会教育総務費でございます。生涯学習推進のための各種講座、講演会、

家庭教育、青少年教育、協働教育、放課後子ども教室、成人教育、文化行政推進等の

各事業並びに社会教育施設管理を行うものでございます。 

 なお、令和元年度作成の国恩記を題材とした紙芝居の普及活用の促進、町で所有す

る絵画の作品展示も行っていく予定でございます。 

 初めに、１節につきましては、社会教育委員13名分の報酬でございます。７節の報

償金につきましては、文化講演会、家庭教育、青少年教育等各種事業実施に伴う講師

への謝金、原阿佐緒賞受賞者賞金、選考委員への謝金等でございます。賞賜金につき

ましては、原阿佐緒賞入賞者副賞のブロンズと青少年の部の図書カードの購入費用で

ございます。８節、費用弁償につきましては、社会教育委員の会議等に伴うもの、普

通旅費は、家庭教育での職員に要するもの、特別旅費は、各種事業実施に伴う講師交

通費及び原阿佐緒賞選考委員・受賞者の交通費、宿泊費等でございます。10節、消耗

品につきましては、一般事務及び各種事業での消耗品でございます。燃料費は、公用

車ガソリン代等、食糧費は、会議時及び事業実施時のお茶や講師昼食代など、印刷製

本費につきましては、生涯学習カレンダー、まほろば大学や文化講演会のチラシ、各

種事業の活動記録等の印刷代でございます。光熱水費につきましては、民俗談話室の

電気料、水道料でございます。 

 86ページをお願いいたします。 

 修繕料につきましては、公用車、民俗談話室の修繕費のほか、旧宮床伊達家住宅の

畳表替えの費用を計上いたしております。11節でございます。通信運搬費につきまし

ては、各事業実施に伴う連絡用郵便代のほか、放課後子ども教室の参加者連絡用一斉

メールの費用を新たに計上しております。広告料は、原阿佐緒賞短歌募集のため「短

歌」の月刊誌等への広告掲載料でございます。手数料につきましては、町所有の絵画

の展示に係る設営の手数料、保険料といたしまして、社会教育施設の火災保険料、公

用車の損害保険料、各事業の講師及び参加者の傷害保険料でございます。12節につき

ましては、宮床宝蔵、原阿佐緒記念館、総合体育館などの社会教育関連施設長寿命化

計画の策定業務及び原阿佐緒記念館ほか３施設に係る指定管理委託料、吉岡東官衙遺

跡公園の管理委託料、民俗談話室巡視清掃委託料でございます。13節でございます。
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土地借上料は、民俗談話室敷地の借り上げに係るもの、機械借上料は、協働教育に係

る農機具等を借り上げるもの、車借上料は、各種事業実施のためのバス等の借上料に

なります。有料道路通行料、施設使用料は、事業実施に伴う高速道路通行料と自然の

家などの使用に係るものでございます。14節につきましては、宮床宝蔵の外壁修繕、

旧宮床伊達家住宅の土壁等の修繕を行うものでございます。17節につきましては、国

恩記を題材といたしました紙芝居に使用いたします紙芝居の舞台、紙芝居の枠を購入

するものでございます。18節につきましては、負担金として、黒川地域行政事務組合、

郡町村社会教育委員連絡協議会、青少年のための県民会議及びジュニア・リーダー育

成事業参加負担金でございます。補助金につきましては、町ＰＴＡ連合会、健やかな

子どもを育む町民会議、町ジュニアリーダー連絡協議会、子ども会育成連合会への補

助金でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 ここで暫時休憩します。 

 再開は午後３時20分からといたします。 

 

    午後３時１０分  休 憩 

    午後３時２０分  再 開 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 再開します。 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 公民館長阿部昭子さん。 

 

公民館長 （阿部昭子君） 

 では、引き続きまして２目公民館費でございます。公民館業務運営に係る経費で、

公民館分館長会、青少年から成人、女性、高齢者までの教育事業、芸術文化推進事業、

図書室の運営等に係る経費でございます。 

 87ページをお願いいたします。 

 １節につきましては、図書室のパート任用職員の報酬になります。７節につきまし

ては、41名の分館長さん方への報償金、そのほかふるさと体感隊、まほろば大学等の
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各種教室、講座の講師謝礼金、書き初め大会の審査員謝礼等でございます。賞賜金に

つきましては、成人式の記念品や写真代、書き初め大会の記念品でございます。８節

につきましては、分館長の費用弁償及びパート任用職員の交通費でございます。10節

につきましては、一般事務消耗品、図書購入費やまほろば大学等の各種事業での消耗

品代、公用車の燃料代、町民文化祭・成人式協力者への昼食代、成人式の冊子や町民

文化祭のポスター印刷代及び公用車の整備代でございます。11節につきましては、各

種教室や講座の案内等の郵送料、電話料金、公用車の損害保険料、公民館総合補償保

険料でございます。12節につきましては、町民文化祭での音響・照明操作業務の委託

料でございます。13節につきましては、図書システム借り上げ料、お達者倶楽部やゆ

う楽講座の移動研修に伴うバス借上料と有料道路通行料でございます。また、会議研

修会時の駐車料金でございます。18節につきましては、県公民館連絡協議会、郡公民

館連合会への負担金になります。 

 88ページをお願いいたします。 

 補助金につきましては、連合青年団、婦人会連絡協議会、文化協会への補助金にな

ります。 

 以上になります。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 生涯学習課長瀬戸正昭君。 

 

生涯学習課長 （瀬戸正昭君） 

 続きまして、３目文化財保護費でございます。文化財保護普及と文化財の調査事業

を行っております。 

 １節につきましては、文化財保護委員５名分の報酬及び発掘調査に伴う作業員、嘱

託調査員の報酬でございます。７節につきましては、郷土史講座、文化財巡り講師の

謝金でございます。８節、費用弁償につきましては、文化財保護委員に係る費用弁償、

嘱託職員の通勤手当でございます。特別旅費は、郷土史講座講師の旅費でございます。

10節でございます。消耗品として、一般事務用品、コピー代、発掘調査用品などに要

するもの、燃料費として、発掘調査用発電機のガソリン代、食糧費は、文化財巡り参

加者昼食代、印刷製本費は、調査記録写真のプリント代、光熱水費は、信楽寺の電気

水道代、修繕料は、発掘調査用機械の修繕に要するものでございます。11節でござい

ます。通信運搬費につきましては、携帯電話使用料、郷土史講座及び文化財めぐりな
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どの連絡用郵便代、手数料につきましては、信楽寺の水道開栓手数料、保険料は、文

化財巡り参加者の傷害保険でございます。13節、機械借上料につきましては、発掘調

査に係るバックホー、ダンプカー等の重機借上料、車借上料は、郷土史講座の講師送

迎用タクシー代、文化財めぐりのバス借上料、有料道路通行料につきましては、文化

財めぐりの際の高速道路通行料、入場料につきましては、文化財めぐりでの施設入場

料でございます。14節につきましては、文化財説明板設置費でございます。18節につ

きましては、負担金として、全国民俗芸能保存振興市町村連盟、補助金として、町内

文化財等保存会９団体への補助金でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 公民館長阿部昭子さん。 

 

公民館長 （阿部昭子君） 

 89ページをお願いいたします。 

 ４目まほろばホールの管理費でございます。まほろばホールの施設管理運営に係る

経費を計上したものでございます。 

 １節につきましては、まほろばホール運営委員会委員の報酬10名分と窓口業務のパ

ート任用職員の報酬でございます。８節につきましては、まほろばホール運営委員の

費用弁償とパート任用職員の交通費でございます。10節につきましては、一般事務消

耗品、冷暖房用の燃料代、お茶代、電気水道の光熱水費等でございます。修繕料とい

たしましては、大ホールのドア調整、展示室間切りの修繕等のほか、小破修繕に係る

経費でございます。11節につきましては、事務連絡用通信料、郵送料、電話料、小ホ

ールピアノの調律手数料、建物火災、公用車及び施設賠償責任の保険料等でございま

す。12節につきましては、舞台設備操作業務、総合管理業務、休日窓口業務、植栽木

手入れ業務及び舞台照明や音響等の各種保守点検等の施設設備管理委託料でございま

す。13節につきましては、ＡＥＤパッケージの借上料や電気料システム回線使用料等

でございます。14節につきましては、学習棟、東棟及び南棟屋上防水工事、自家発電

設備用蓄電池交換工事、地下タンクスラブ補修工事、学習棟の壁面クロス張り替え工

事、佐藤忠良ギャラリーの空調機更新工事でございます。18節につきましては、全国

公立施設文化協会、黒川地区危険物安全協会、防火管理協会等の負担金と、大和町文

化振興協会運営費としての補助金でございます。 
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 以上になります。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 生涯学習課長瀬戸正昭君。 

 

生涯学習課長 （瀬戸正昭君） 

 続きまして、５目教育ふれあいセンター管理費でございます。吉田、鶴巣並びに落

合の教育ふれあいセンターの管理運営に係ります経費を計上いたしております。 

 ７節につきましては、体育館巡視員の報償金でございます。 

 90ページをお願いいたします。 

 10節でございます。消耗品費として、山砂、砕石、清掃用品等の購入に要するもの、

草刈り機用としての燃料費、使用申請書等の印刷製本費、光熱水費としての各施設の

電気水道料、修繕料として、各施設の受水槽架台さび止め修繕、吉田、落合の消防設

備等修繕のほか、急破修繕の費用を計上いたしております。11節につきましては、飲

料水の検査手数料、施設の火災保険料、施設の賠償保険料でございます。12節につき

ましては、業務委託料としての各施設の用務員、グラウンド管理、植木剪定、除雪及

び不要備品廃棄の各業務委託料でございます。施設・備品管理委託料として、設備の

保守点検、警備業務等の委託料でございます。13節につきましては、ＡＥＤの借上料、

ＮＨＫの受信料、体育館清掃用具借上料でございます。14節につきましては、鶴巣教

育ふれあいセンターの屋外灯油タンク更新工事、吉田教育ふれあいセンターの自家発

電機工作物更新工事及び体育館建具修繕工事、３施設の屋外にあります遊具修繕工事

を行うものでございます。17節につきましては、鶴巣教育ふれあいセンター敷地管理

用として乗用草刈り機を購入するものであります。18節につきましては、黒川地区防

火管理協議会への負担金及び防火管理者資格取得講習会の受講料でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 教育総務課長櫻井和彦君。 

 

教育総務課長 （櫻井和彦君） 

 続きまして、６目森の学び舎活動費でございます。 

 10節でございます。清掃用の消耗品代、プロパンガスの燃料代、施設の電気水道料、
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小破修繕料でございます。11節でございます。電話料、くみ取りの手数料、火災保険

料等でございます。12節につきましては、清掃及び管理を委託している委託料になる

ものでございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 生涯学習課長瀬戸正昭君。 

 

生涯学習課長 （瀬戸正昭君） 

 91ページをお願いいたします。 

 続きまして、５項１目保健体育総務費でございます。スポーツの推進、町民のスポ

ーツ活動への支援奨励と顕彰、スポーツ施設の管理を行うものです。また、町制施行

65周年記念事業といたしまして、富谷市との合同マラソン大会開催に要します経費に

つきましても計上いたしているところです。 

 １節につきましては、スポーツ推進審議会委員５名分の報酬及びスポーツ推進委員

15名分の報酬でございます。７節につきましては、全国大会等の出場の際に交付いた

しますスポーツ支援奨励金等でございます。８節、費用弁償につきましては、スポー

ツ推進審議会委員、スポーツ推進委員に係るもの、特別旅費は、スポーツ推進委員研

修会に要するものでございます。10節につきましては、消耗品費として、一般事務用

品、コピー代及び日本ハンドボールリーグの開催時の参加チームへの記念品代等でご

ざいます。燃料費は、公用車のガソリン代、食糧費は、宮城ヘルシー大会参加選手の

昼食代、修繕料につきましては、公用車車検整備費用等でございます。11節につきま

しては、通信運搬費としての郵送料、手数料は、車検時印紙代、体育施設の火災保険

料、公用車の自動車損害保険料、スポーツ推進委員の傷害保険料を計上いたしており

ます。12節につきましては、総合運動公園ほか体育施設の指定管理料及び大和町スポ

ーツフェアの業務委託料を計上いたしております。13節につきましては、宮城ヘルシ

ー大会参加者の車借上料、研修会参加時の有料道路通行料でございます。14節につき

ましては、総合体育館１階のトイレ洋式化工事、総合体育館メインアリーナの床研磨

工事、ダイナヒルズ多目的広場芝補修工事、ダイナヒルズテニスコート照明自動点灯

板改修工事などを行うものでございます。17節につきましては、体育館で使用いたし

ますジェットヒーター、多目的広場で使用いたしますアルミ製ベンチを購入するもの

でございます。18節負担金につきましては、県スポーツ推進委員協議会への負担金の

ほか、町制施行65周年記念事業でもあります富谷市との合同マラソン大会運営費とい
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たしまして1,000万円をお願いするものでございます。なお、富谷市も当初予算にお

きまして同額を計上いたしており、今後実行委員会により大会事業を運営してまいり

ます。最終的には参加費等の収入により実績で精算いたすものでございます。補助金

につきましては、大和町スポーツ協会及び大和町スポーツ少年団に対するものでござ

います。なお、５年ごとに行っておりました町全体での町民運動会につきましては、

町スポーツ協会分館長会議でご意見を頂きながら検討してまいりました結果、今回は

開催しない方向となりましたので、併せてご報告申し上げます。 

 続きまして、２目広場管理費でございます。宮床、玉ケ池、鶴巣山田、北目、三ヶ

内レクリエーション広場５施設の管理を行うものでございます。 

 11節につきましては、消耗品費としての広場の砂代でございます。 

 92ページをお願いいたします。 

 光熱水費としての広場の電気水道代でございます。修繕料として、各施設の小破修

繕に要するものでございます。11節につきましては、水道の開栓手数料でございます。

12節につきましては、各広場の施設管理を各地区に委託するものでございます。 

 続きまして、３目の自転車競技場管理費でございます。宮城県スポーツ協会より管

理運営の委託を受けまして、施設の維持管理を行うものでございます。 

 12節でございますが、体育施設指定管理者に管理業務委託をするものでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 教育総務課長櫻井和彦君。 

 

教育総務課長 （櫻井和彦君） 

 次に、４目学校給食センター費でございます。学校給食センターの管理運営及び学

校給食の提供に要する費用を計上いたしております。 

 １節でございます。学校給食運営審議会委員、会計年度任用職員としての業務員へ

の報酬でございます。８節でございます。学校給食運営審議会委員及び業務員の費用

弁償でございます。10節でございます。主なものといたしましては、消耗品費として、

児童・生徒衛生管理用の消耗品、児童・生徒用白衣の購入費用、給食センターの施設

運営に要します燃料費、来客用のお茶代、光熱水費及び施設整備、厨房機器の修繕費

及び学校給食の賄い材料費でございます。また、賄い材料費には保護者負担金を来年

度も今年度と同じく据え置きながら栄養強化分といたしまして、１食当たり小学生で
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15円、中学生で21円を新たに計上いたします。そのほか給食を提供できない場合に備

えまして、非常時用の救急食の購入費を今回計上いたしております。11節でございま

す。電話料、給食センター及び学校職員の検便手数料、学校給食費の振替手数料、火

災保険料、自動車の損害保険料等でございます。12節につきましては、学校給食の調

理業務、給食可燃ごみ収集運搬業務、施設設備の維持管理、点検等の委託料でござい

ます。 

 93ページですね、失礼しました。 

 13節でございます。蒸気回転釜、ガスフライヤー、フードスライサー等を更新いた

しますほか、食器洗浄器、食缶の洗浄器、消毒保管庫、スチームコンベクション等の

機械の借上料ですね。それから、テレビの受信料、清掃用具の借上料等を計上いたし

ております。14節でございます。飲料水用の加圧給水ポンプ交換工事を計上いたして

おります。17節でございます。配膳運搬車、保温の食缶、冷凍冷蔵庫等の購入に要し

ます経費を計上いたしております。18節でございます。全国学校栄養士協議会県支部

ほか５団体への負担金でございます。26節につきましては、公用車車検に伴います自

動車重量税でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 農林振興課長遠藤秀一君。 

 

農林振興課長 （遠藤秀一君） 

 次に、10款１項１目の農業用施設災害復旧費は、予算の科目設定でございます。 

 以上でございます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 都市建設課長江本篤夫君。 

 

都市建設課長 （江本篤夫君） 

 続きまして、２項１目道路橋りょう災害復旧費でございます。単独災害復旧及び補

助災害復旧に要します費用でございます。 

 14節につきましては、補助災害復旧としまして、昨年の台風19号、豪雨災害により

まして被災いたしました町道大椚長倉線ほか９路線の道路災害復旧に要します費用の
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ほか、単独災害復旧費の科目設定でございます。 

 続きまして、２目河川災害復旧費でございます。こちらも単独災害復旧及び補助災

害復旧に要します費用でございます。 

 14節につきましては、昨年の台風19号、豪雨災害によりまして被災をいたしました

準用河川深山川ほか４河川６か所の災害復旧に要します費用のほか、単独災害復旧費

の科目設定でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 財政課長千坂俊範君。 

 

財政課長 （千坂俊範君） 

 94ページをお願いいたします。 

 11款公債費につきましては、借入れをいたしてございます11の金融機関への元金償

還及び利子支払い額を計上いたしてございます。 

 12款予備費につきましては、地方自治法217条の規定によりまして計上いたすもの

でございますが、前年同額の計上といたしたところでございます。 

 一般会計歳出につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

 本日はここで説明を終わりにしたいと思います。 

 お諮りします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。これにご異議ありません

か。 

    「異議なし」と呼ぶ者あり 

 異議なしと認めます。したがって、本日はこれで延会することに決定しました。 

 本日はこれで延会します。 

 長時間大変お疲れさまでした。 

 再開は、３月３日の午前10時です。明日の午前10時です。 

    午後３時４２分  延  会 

                                            

 


