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開    会 

 

〔開会  午前１０時００分〕 

 

○議長（秋田重敏君）ただいまより、令和３年３月南越前町議会定例会を開会い

たします。３月議会定例会の開会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 先般の任期満了に伴う町長選挙におかれましては、岩倉町長が無投票で２期目

の当選を果たされました。心よりお祝いを申し上げます。南越前町を取り巻く情

勢は人口減少問題等をはじめ、多くの課題が山積し、厳しいものがございます

が、公約に掲げられた「元気で誰もが住みたくなるまち」に向けて、粉骨砕身努

めていただき、活力のある町づくり及び、住民福祉の向上のために町政を推進し

ていただきますようお願い申し上げます。議会といたしましても、町長をはじめ

理事者側と切磋琢磨しながら、真摯な議論を交わし、町政を支援していく覚悟で

ございますので、よろしくお願いを申し上げます。 

ところで、先月、東北にて、震度６強の地震が発生し、東北をはじめとした周

辺地域において被害が発生しました。今回の地震は、気象庁によれば、東日本大

震災の余震とのことであり、震災から１０年も経過してからの大きな余震の発生

でありました。東日本大震災による被災地が、復興に向けて懸命に頑張っている

最中の出来事であり、被災された方々の心中はいかばかりであったかと存じま

す。地震により被災された皆様に対し、心よりお見舞いを申し上げたいと存じま

す。 

さて、本町においては、昨年１年間大きな災害の発生もなく本年１月の大雪に

おいても、適正なる除雪体制により、主要幹線道路、生活道路とも適時除雪が行

われ、交通障害や学校の休校、ごみの収集の中止もなく、住民生活に対する大き

な影響が生じなかったことにつきましては、感謝申し上げるしだいでございま

す。しかしながら、災害は忘れたころにやってくると申します。住民が安心して

生活できるよう、より一層の防災対策・対応をお願いしたいと存じます。 

また、国は、新型コロナワクチンの承認を行い、医療関係者からワクチンの接

種を開始いたしました。４月ごろからは、高齢者への接種を開始し、その後順

次、接種を行っていく計画とのことです。住民に対する接種が少しでも早く完了

し、平穏な生活や地域活動ができるよう議会といたしましても、早期にワクチン

接種の推進に対して全力で支援してまいりますので、町長をはじめ、接種に従事

される職員の皆さんには大変ご苦労をおかけしますが、慎重かつ迅速な対応をお

願いしたいと存じます。 
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さて、３月議会は、新年度予算をはじめ、補正予算、条例の改正など、重要な

案件が多くありますので、議員各位におかれましては、本定例会に提出されまし

た各案件におきまして、慎重審議いただきますことをお願い申し上げまして、挨

拶といたします。 

本日の出席議員数は１４名です。定足数に達しておりますので、これより本日

の会議を開きます。 

 

〔午前１０時０５分〕  

                       

会議録署名議員の指名 

 

○議長（秋田重敏君）本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

これより、日程に入ります。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条の規定により、議長において、１２番 平谷弘

子君、１３番 山本 優君を指名いたします。 

 

                           

会 期 の 決 定 

 

○議長（秋田重敏君）次に日程第２  会期の決定を議題といたします。お諮り

いたします。本定例会の会期につきましては、去る２月２日と２月２２日に

議会運営委員会を開催し、協議いたしましたので、議会運営委員長の報告を

求めます。  

(「議長」と呼ぶ声あり ) 

 

○議長（秋田重敏君）１４番  丸岡  武司君。  

 

○１４番（丸岡武司君）それでは、議会運営委員会の報告をさせていただきま

す。令和３年３月定例会の運営につきまして、去る２月２日及び２月２２日に正

副議長出席のもと、議会運営委員会を開催いたしました。当委員会で協議し、決

定いたしました結果につきまして、ご報告いたします。 

会期につきましては、本日より１９日までの１９日間といたします。議会日程

につきましては、お手元にお配りいたしました日程表のとおりであります。 

議員各位のご賛同とご協力をお願い申し上げまして、議会運営委員会の報告と

いたします。 
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○議長（秋田重敏君）お諮りいたします。ただいまの丸岡委員長の報告のと

おり、本定例会の会期を本日から１９日までの１９日間といたしたいと思い

ます。これに、ご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ声あり）  

 

○議長（秋田重敏君）異議なしと認めます。  

よって、本定例会の会期は、本日から１９日までの１９日間とすることに

決定しました。  

                          

諸 般 の 報 告 

 

○議長（秋田重敏君）次に、日程第３  諸般の報告を行います。１２月議会

定例会以降に開催されました会議等につきましては、お手元に配付してあり

ます諸報告のとおりです。次に、監査委員から送付されました例月出納検査

の結果につきましては、お手元に写しを配付してありますので、ご覧願いま

す。これで、諸般の報告を終わります。  

                          

議  案  の  上  程  

 

○議長（秋田重敏君）次に、日程第４ 議案第５号 専決処分の承認を求めること

について(令和２年度 南越前町一般会計補正予算（第９号)）から、日程第３９ 

議案第４０号 工事請負変更契約の締結についてまでの、３６議案を一括して上

程いたします。 

                            

提 案 理 由 の 説 明 

 

○議長（秋田重敏君）岩倉町長より、提案理由の説明を求めます。  

〔「議長」と呼ぶ声あり〕 

 

○議長（秋田重敏君）岩倉町長。  

           〔町長（岩倉光弘君）登壇〕  

 

○町長（岩倉光弘君） 本日ここに、令和３年３月定例議会を招集申し上げました

ところ、議員各位におかれましては、大変お忙しい中、ご出席をいただきまして、
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誠にありがとうございます。この度の南越前町長選挙におきまして、町民の皆様

方をはじめ多くの方々から力強いご支援とご支持をいただきまして、引き続き町

政の重責を担わせていただくこととなりました。今ほど秋田議長からお祝いの言

葉、激励の言葉をいただきまして、誠にありがとうございます。これから今一度、

初心に立ち返りまして、町民の皆様方から寄せられましたご期待にお応えすべく、

南越前町発展のために全身全霊をかけてまして、また誠心誠意、頑張る所存でご

ざいますので、今後ともご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。 

はじめに、なんと言っても昨年は、新型コロナウイルスで始まりまして、新型コ

ロナウイルスで終わった一年でありましたが、今年１月に入りまして、再び１都

２府８県に緊急事態宣言が発出され、これらの都府県では人の移動を極力抑える

ため飲食店の時短営業やテレワークの推進を図り、感染者数のピークを抑えるこ

とについては一定の成果がうかがえるところまできておりますけれども、逼迫す

る病床など医療の現場はなお今も予断を許さず厳しい状況が続いているところで

あります。 

県内では、緊急事態宣言発出には至っておりませんが、坂井市の介護施設では

大規模なクラスターが発生をいたしまして、高齢の方々が多くお亡くなりになら

れるなど完全な終息には至っていないのが現状であります。今後も町民の皆様に

おかれましては、引き続き油断することなく、新しい生活様式の中、しっかりとし

た感染予防対策をお願いし、町といたしましても感染対策、そしてまた経済対策

などの支援策を講じていくことといたしますので、ご理解方よろしくお願いを申

し上げます。また、感染拡大を抑えるためのワクチン接種につきましては、全国的

に医療従事者を皮切りに２月中旬から始まったところであります。本町におきま

しても、４月からの接種に向けまして準備を急いでいるところであります。今月

中旬より高齢者の方々から順次、接種券を郵送することといたしておりますので、

今しばらくお待ちいただきたく思います。接種の方法は、町内の医療機関での個

別接種と保健福祉センターや住民センターでの集団接種から選択できることとな

りますので、接種券が到着の際は、日時、会場をご確認していただいて、予約のう

え接種をお願いいたします。 

国内に目を向けますと、第２０４回通常国会が１月１８日に開会されまして、

追加して新型コロナウイルス対策を行う経費等を盛り込んだ令和２年度第３次補

正予算が既に成立したほか、令和３年度予算など重要案件が衆参両院で審議中で

あります。令和３年度予算では、令和２年度第３次補正予算と合わせて、新型コロ

ナウイルス感染拡大防止に万全を期しつつ、中長期的な課題であるデジタル社会・

グリーン社会の実現、活力ある地方創生、少子化対策など全世代型社会保障制度

の構築等にも対応した予算となっておりまして、総額１０６兆６千億円と史上最
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大規模の予算となっております。 

次に、このほど県は令和３年度の当初予算を発表いたしました。杉本県知事の

１期目折り返しとなる当初予算は、５，５６１億円となり過去最大規模の予算と

なっております。新型コロナウイルスに打ち克つ社会経済の実現と、県の長期ビ

ジョンによる新時代の創造や安心・安全対策にも配慮した攻守バランスのとれた

予算となっており、令和２年度２月補正予算と一体的に編成した予算となってお

ります。 

さて、ここで、２期目にあたりまして町政の運営につきまして私の所信を述べ

させていただきます。 

前々から述べさせていただいておりますが、南越前町の最重要課題というのは、

何といっても人口減少対策と地域の活性化であります。合併時の平成１７年に実

施した国勢調査の人口は１２，２７４人でありましたが、昨年実施されました令

和２年国勢調査の人口は、現在集計中でありますけれども、１万人前後が予想さ

れまして、この１５年間で約２千数百人が減少したこととなり、町として深刻な

問題として受け止め、若者がしっかり定住できる思い切った住宅政策、そしてま

た子育て支援策に取り組んでいきたいと考えているところであります。 

一方、地域の活性化については、交流人口を拡大するため４つの観光事業に力

を入れていきたいと考えております。一つ目は、４年前に日本遺産に認定いただ

いた北前船寄港地船主集落で国の重要文化財である中村家住宅を２年後には一般

公開できるよう取り組んでまいります。二つ目は、江戸時代北国街道屈指の宿場

町として栄えた街並みを後世に残すため、今庄宿の国の重要伝統的建造物群の地

区指定に取り組み、街並みの保存を進めます。三つ目は、今庄地区の旧北陸線トン

ネル群等の鉄道遺産であり、これも昨年、日本遺産の認定をいただきましたので、

冠を活かして敦賀市・長浜市としっかり連携して観光客の誘客を促進いたします。

四つ目は、国の史跡杣山城跡の居館跡を４年かけて復元整備しまして、隣接する

日本一の花はす公園と一体的に観光の目玉にしていきたいと考えております。  

以上、地域の資源資産に磨きをかけまして、元気で誰もが住みたくなるまちを

目指し、山積する課題を一つ一つ丁寧に対処し、夢のあるまちづくりを進めてい

くことといたします。 

 ここで、２期目に入りまして、引き続き「６つのまちづくり事業」について、強

力に取り組んでまいりたいと考えております。令和３年度の主要施策、重点事項

等につきまして述べさせていただきます。 

まず、 一つ目の「町民に優しいまちづくり」でありますが、 

一、障害の有無に関わらず、誰もが身近な地域でいつまでも暮らし続けること

ができる、思いやりと支え合いのまちづくりのため、自立支援サービスなど障害



 

 - 9 - 

者福祉施策を推進いたします。 

一、高齢になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、

住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステム

の深化を目指し、「地域ふれあいサロン」を中心とした介護予防活動と地域の見守

り・支え合い体制づくりを支援いたします。 

一、町の代表的な観光施設である「花はす公園」のバリアフリー化などを進める

こと、そしてまた、高齢者や障害者の利用に配慮した公共施設の整備を推進いた

します。 

 一、妊産婦や小学校就学前の子どもを持つ保護者などが抱える地域の多様化す

るニーズに応えるため、民間を含む認定こども園２園と保育所２ヶ所、子育て支

援センター、子育て世代包括支援センター、子ども家庭総合支援拠点において、発

達や状況に応じたきめ細やかな教育・保育と、切れ目のない支援を提供いたしま

す。 

一、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、引き続き子ども医療費助成の対

象年齢を１８歳までとし、窓口の無料化を図ることで福祉の増進を図ります。  

一、高校生までの子どもインフルエンザ予防接種費用の全額助成や、療育のた

め町外の病院や施設に通院・通所する乳幼児の保護者に支援金を支給することに

より、子育て世帯の経済的負担軽減を図るとともに、疾病の予防と早期治療、早期

療育の促進に努めます。 

 一、悪性新生物をはじめとする生活習慣病予防のため、町民の健康づくりスロ

ーガンである「がん予防スタートプロジェクト」の普及・啓発を行い、町民全体の

健康意識とがん予防意識の向上を図ります。 

一、地域に根ざした身近な医療機関の役割を果たし、利用者の視点に立って、良

質な医療サービスを提供するため、新型コロナウイルス感染症拡大防止を念頭に

置きつつ、計画的に医療機器等の更新を行うなど、医療資源の効率的かつ効果的

な活用に努めます。 

 次に、二つ目の「安全安心して暮らせるまちづくり」でありますが、 

一、地震や風水害等の災害から町民の生命と財産を守るため、避難訓練を含め

た町の総合防災訓練を実施いたしまして住民の防災意識を高めるとともに、地域

の防災力を高めるために、集落の「共助」による自主防災組織の設立及び活動を支

援いたしまして、災害に強い安全安心なまちづくりを目指します。 

一、安全に配慮した町内公共交通の運行の維持に取り組むとともに、町民に対

し一層の利用促進を働きかけます。また、関係市町と連携し交通弱者や通勤通学

者が安心して利用できる公共交通機関の安定した運営に努めます。 

一、国道８号の防災事業、国道３０５号改良事業、国道３６５号栃ノ木峠改良事
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業、県道中小屋武生線等の地域間を結ぶ幹線道路の改良促進を図るため、国・県・

関係機関に強く要請を行います。 

一、町道の生活利便性の向上を図るため、町道脇本上平吹線の上平吹橋の架替

工事を引き続き実施します。また、雪に強い道路交通網の実現に向けまして、町道

南条線、町道日野団地線、町道上野東環状線の消雪工事を実施をいたします。 

一、子育て世帯や新婚世帯など若い世代の定住を促進するため、東大道分譲地

を造成すると共に、宅地の分譲、そして空き家及び住宅取得に対する補助などの

住宅政策を引き続き推進いたします。また、空き家の現状を把握し利活用を進め

るため、空き家実態調査を実施いたします。 

一、老朽化した水道施設を計画的に更新していくため、今泉配水区管路更新事

業を継続して実施します。また、安全で効率的に施設を管理していくため、水道管

路管理システムの整備や水道遠方監視システムの更新事業を実施いたします。 

 次に、三つ目の「活き活きと働けるまちづくり」でありますが、 

一、南越前町遠距離通勤者高速道路利用支援事業を拡充しまして、遠方の勤務

地に高速道路で通勤する方の費用及び身体的負担の軽減を図るとともに、短縮さ

れた通勤時間を有効に活用できるよう、ワークライフバランスの充実を促します。 

一、雇用拡大による地域経済の活性化を図るために鯖波工業団地拡張整備事業

に着手いたします。 

一、日本遺産に認定されました「北前船寄港地・船主集落」と「旧北陸線トンネ

ル群」ならびに重要伝統的建造物群保存地区の選定後の「北国街道 今庄宿」への

誘客を拡大するために、関係市町で構成する協議会等の事業展開と合わせ、地域

住民と協働した取り組みを推進し、魅力ある観光地づくりによる地域経済の活性

化を図ります。 

一、農業者の経営の安定と発展、農産物の生産促進のための支援を行うととも

に、地域の農業を守り、農地の保全を図るために、集落営農の組織化および農業経

営の法人化や広域化を推進いたします。 

一、本町の中山間地域の農地を適正に保全し耕作放棄地の発生を抑えるために、

多面的機能支払制度、中山間地域等直接支払制度および中山間地域農地保全事業

を活用して農地の保全や耕作に取り組む団体、そして農家等を支援するとともに、

安定した農業生産活動のための基盤整備を推進いたします。 

一、鳥獣害対策の基本であります、捕獲・追い払い・防御を効率的に行うために、

地域ぐるみの被害防止活動を支援するとともに、侵入防止施設の整備を支援いた

します。 

一、森林環境譲与税を活用して山際の現況調査や森林施業の意向調査を実施す

るとともに、木材産業の活性化を図るために、間伐材の搬出促進を支援いたしま
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す。 

一、水産業の健全な発展と水産物の安定供給を図るために、漁港施設、海岸保全

施設の整備保全を推進いたします。 

一、南条サービスエリア周辺地域振興施設が地方創生の拠点として、さらに本

町及び福井県の魅力を効果的に発信する地域活性化や交流促進等の拠点となり交

流人口の拡大、定住人口の増加に寄与するために、令和３年秋の開業に向けまし

て、引き続き地元協議会や指定管理予定者との協議を重ね整備を進めていきます。 

次に、四つ目の「人と文化を育むまちづくり」でありますが、 

一、国指定史跡である杣山城跡を将来的に望ましい状態で保存・活用するため、令

和２年度から居館跡の整備工事を実施しております。今後も整備基本計画に基づ

きまして、史跡を有効活用できるよう整備を進めていきます。 

一、令和４年４月の南越前町立南越前中学校の開校に向けてまして、対象とな

る児童生徒の新しい環境へのストレスを少しでも緩和できるよう、また保護者の

経済的負担を極力軽減できるよう、各学校間の児童生徒の交流や確実な通学手段

の確保、制服・体操服の選定、施設整備などの準備を確実に進めていきます。  

一、青少年育成代継基金を活用した合宿通学や各学校で校区特有の資源を利用

した小中学校の交流の実施、町の伝承料理、地場産品等を使用した山海里ふるさ

とランチ給食の実施等を通して、ふるさとに愛着を持つ人材を育成するふるさと

教育を推進いたします。 

一、令和３年度から施行する「南越前町学校ＩＣＴ環境整備計画」に基づき、児

童生徒１人に１台の端末を有効に活用した「一斉学習」、「個別学習」、「協働学習」

を行いまして、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、教員と児童生徒の

力を最大限に引き出す学習活動の一層の充実と主体的・対話的で深い学びの視点

からの授業の改善を図ります。 

一、誰もがスポーツに親しめる環境づくりを進めるため、生涯スポーツの普及

や指導者および競技団体の育成・充実を図り競技力の向上を目指します。また、生

涯スポーツの振興による健康・体力づくりの取組みを促進いたします。 

一、友好交流協定を締結している台湾の台南市白河区との交流に取り組みまし

て、インバウンドの促進を図るとともに、国際感覚やコミュニケーション能力を

養うことで広い視野を持ち“ふるさと”の将来に寄与できる人材の育成を促進い

たします。 

次に、五つ目の「住民主体のまちづくり」でありますが、 

一、住民自治の拠点といたしまして、今年度は南今庄集会所を整備いたしまし

て集落の振興と活性化を図ります。 

一、男女共同参画社会の更なる推進のため、前計画の取組および社会状況を踏
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まえた新たな課題の対策を盛り込んだ第３次南越前町男女共同参画計画、推進プ

ランを策定いたします。 

一、ＮＰＯやボランティア団体の活動意欲が向上する施策を展開するとともに、

継続的に地域に関わる関係人口を受け入れる枠組みとして中長期・反復型の滞在

の推進による都市と地域との交流を促進いたします。 

一、新型コロナウイルスの感染防止対策を徹底いたしまして、老若男女が共に

学びあえる生涯学習の充実に努めます。また、まちづくり推進員や地域活動団体、

社会教育団体等が協力し、コロナ禍で感染防止対策を遵守し安心・安全に地区公

民館を拠点としたまちづくり活動の推進を図れるよう支援していきます。 

 最後に、六つ目の「効率的な行財政運営によるまちづくり」でありますが、 

一、厳しい財政状況の中において、多様化する住民ニーズに迅速に対応し、今後

も良質な行政サービスを展開するために財政規模に応じた適正な行財政運営に努

めていきます。 

一、働き方改革の推進及び新型コロナウイルス感染拡大防止のため、テレワー

クシステムを活用した職員の在宅勤務制度を導入いたしまして、有事の際の職員

の労働環境の条件整備を図るとともに住民サービスの安定的な提供に努めます。    

一、第２次南越前町総合計画に特に戦略的に取り組む必要がある施策として「未

来づくりプログラム」に位置付けられているものについては、分野横断的連携に

よる取り組みに加え、ＳＤＧｓ持続可能な開発目標を導入いたしまして、町の将

来像と基本目標の達成を目指します。 

一、町税の納付手続きの簡素化及び納税者の利便性の向上を図るとともに、収

納率の向上及び収納事務の効率化のため、口座振替納付を推進いたします。 

一、農業集落排水処理施設の老朽化への対応や施設全体の機能を計画的に維持

していくため、施設の統合を検討する農業集落排水処理施設再編計画を策定いた

します。 

 以上、令和３年度に取り組みます６つのまちづくり事業の具体的な事業につい

て、ご説明申し上げました。 

なお、６つのまちづくり事業に掲げた事業をはじめ、個々の事業については、限

られた財源の中、その効果、緊急度、優先度等を十分に考慮しながら予算編成し、

誰でもが住みたくなる南越前町となるように事業を進めることといたしますので、

ご理解をお願いいたします。 

また、町長選挙によりまして当初予算の編成は、慣例で前回までは骨格予算と

して編成をしてまいりましたが、今回はコロナ禍の中、喫緊する課題も多く実効

性のある施策を早期に取り組みたいということで、本格予算として編成をさせて

いただきましたのでご理解、ご了承をお願いするところであります。 
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それでは、本定例議会に、ご提案申し上げました各案件につきまして、その概要

を申し上げます。 

 提案いたしました議案は、専決処分の承認を求めるものが１件、補正予算に関

するものが１０件、当初予算に関するものが１２件、条例の一部改正に関するも

のが７件、公の施設の指定管理者の指定に関するものが１件、町道路線の認定に

関するものが１件、工事請負変更契約の締結に関するものが４件の合計３６件で

ございます。 

最初に、議案第５号 専決処分の承認を求めることについてでありますが、こ

れは事務上、急を要し、議会を招集する時間的余裕がないものと認め、令和３年１

月２６日、専決処分をもって決定いたしたものであります。 

内容は、令和２年度南越前町一般会計補正予算（第９号）について、専決処分の

承認を求めることについてでありますが、これは、新型コロナウイルスワクチン

接種に係る事務を２月１日より開始することと、１月中旬にかけまして降雪によ

り除雪費が不足したため、関係費用について補正予算を編成する必要が生じまし

たので、専決処分いたしたものであります。 

予算総額に５，５７８万６千円を追加し、予算総額を１０７億１，１８３万３千

円にいたしたものであります。 

 歳出の主なものは、総務費では、新型コロナウイルスワクチン接種事務に伴う

丹南広域組合システム改修等負担金に１９０万４千円、同接種事務費に２７３万

２千円の追加。 

 土木費では、除雪業務委託料に ５，０００万円の追加等であります。 

歳入については、国庫支出金では、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保

事業費国庫補助金として４６３万６千円の追加。 

 繰越金では、純繰越金として５，１５０万円の追加であります。 

次に、議案第６号 令和２年度南越前町一般会計補正予算（第１０号）でありま

すが、予算現額に５，５１９万１千円を追加し、予算総額を１０７億６，７０２万

４千円にいたそうとするものであります。 

 なお、継続費補正では、上平吹橋橋梁架替事業で事業費の総額を６億２，６５５

万７千円から６億２，７５５万７千円に、南条サービスエリア周辺地域振興施設

整備事業で事業費の総額を１７億２，４０８万６千円から１７億８，７１３万７

千円といたし、それぞれ令和２年度から３年度までの年割額を補正するものであ

ります。 

繰越明許費では、新生児特別定額給付金給付事業ほか９事業で総額３億４，９

９２万１千円を設定いたそうとするものであります。 

債務負担行為補正では、新中学校校歌制作業務で、期間を令和３年度とし、限度
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額３３０万円を追加いたそうとするものであります。 

地方債補正では、減収補てん債１，４２０万円を追加し、道路改良事業ほか６件

で限度額の変更をいたそうとするものであります。 

 歳出の主なものは、議会費では、旅費で２０９万９千円の減額。 

総務費では、総合事務組合退職手当特別負担金に１，５００万円、河野住民セン

ター非常用発電機更新事業に９４３万８千円の追加。鉄道遺産景観整備案内看板

設置事業で２１４万５千円の減額。ふるさと納税事業支援業務委託料に９２４万

７千円の追加。同事業ポータルサイト利用料等に２２５万３千円の追加。福井県

丹南広域組合負担金で１，１１３万円、遠距離通勤者高速道路利用支援事業補助

金で３４５万２千円の減額。広域観光推進事業基金積立金に４２０万円の追加。

地区集会所整備事業補助金で２７０万円、新型コロナウイルス感染症対策消耗品

費で３２９万８千円、防災行政無線等機械機器保守委託料で２００万円、防犯灯

移設工事で１１５万円、マスク購入費助成事業補助金で１７１万３千円、生活路

線バス利用促進事業補助金で１００万円、個人番号カード等関連事務交付金で 

１４０万６千円、町長選挙執行経費で７８８万６千円の減額。 

 民生費では、国民健康保険特別会計繰出金で４４１万１千円、重度障害者（児）

医療費助成で６６９万３千円の減額。高齢者応援プレミアム付商品券事業に２，

４５６万８千円、後期高齢者医療給付費負担金に１，０８７万９千円の追加。      

高齢者保養事業補助金で１０６万３千円、介護保険特別会計繰出金で９０５万１

千円、すみずみ子育てサポート事業委託料で１７１万４千円、子ども医療費助成

で５９８万６千円、児童手当で７８３万５千円、認定こども園給食業務委託料で 

１７８万円の減額。私立認定こども園保育事業委託料に５０２万８千円の追加。

児童館施設管理委託料で３２５万７千円の減額。 

衛生費では、風しん抗体検査委託料等で１２２万円、予防接種委託料で１０２

万４千円、がん検診委託料で１０５万４千円、健康増進プログラム実施委託料で

２２０万円、妊婦乳児健康診査委託料で２１２万２千円の減額。国民健康保険今

庄診療所特別会計繰出金に２，４８６万２千円の追加。河野診療所特別会計繰出

金で７２１万７千円、南越清掃組合負担金で７１４万８千円、個別排水処理施設

特別会計繰出金で１９１万４千円、水道事業企業会計補助金で４０５万６千円の

減額。 

 農林水産業費では、小さな農業チャレンジ応援事業補助金で１０２万７千円、        

中山間地域等直接支払交付金で３０４万８千円、水田利活用促進対策事業交付金

で１６７万円、特産品生産奨励事業交付金で１５２万４千円、中山間地域総合整

備事業負担金で６７８万円、多面的機能支払交付金で８５９万６千円、農業集落

排水特別会計繰出金で３５８万１千円、地籍調査謝礼で１４２万円、森林整備地
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域活動支援交付金で１５３万円、森林境界明確化推進事業交付金で１５３万円、

林道維持作業委託料で１３３万２千円の減額。 

 商工費では、第２弾南越前町消費活性化ポイント付与事業に１，０００万円、鯖

波工業団地拡張整備事業用地購入費に２億３，７９３万５千円の追加。産業物産

フェア・天の川フェスタ開催補助金で９００万円、鉄道遺産観光連携事業計画策

定及び実施設計委託料で５００万５千円、温泉施設使用料で８４１万１千円、イ

ベント自動車借上料で２３６万８千円、今庄そばまつり中止に伴う加工用原材料

費で１８１万５千円の減額。観光ＰＲ車導入事業に５７３万５千円の追加。街道

浪漫今庄宿開催補助金で４６５万円、荒波フェスタ開催補助金で２２０万円、団

体観光客誘客促進事業補助金で４６０万円、文化・スポーツ合宿誘致補助金で１

５５万４千円の減額。そまやま温泉火災受信機修繕料に１２９万８千円、同じく

施設管理委託料に５３０万４千円の追加。スキー場工事請負費で１，７７７万６

千円の減額。 

 土木費では、南条ＳＡ周辺地域振興施設道路情報装置設置業務システム整備委

託料で１００万円、町道日野団地線消雪施設整備工事費で４７６万７千円の減額。

上平吹橋橋梁架替事業に７，０００万円の追加。道路改良事業県営事業負担金で 

３６０万１千円、南条ＳＡ周辺地域振興施設補償金で１，３２０万円、下水道特別

会計繰出金で２８３万２千円、若い世代の定住に向けた住宅取得促進事業補助金

で３７６万円の減額。定住に向けた住宅新築促進事業補助金に１５０万円、子育

て世帯と移住者への住まい支援事業補助金に２１４万８千円の追加。多世帯同居

リフォーム支援事業補助金で２７０万円の減額。 

消防費では、南越消防組合負担金で５９７万８千円の減額。 

教育費では、統合中学校改修工事実施設計委託料で１，１７０万円、教育ネット

ワーク高速大容量化事業回線接続料で１３５万９千円、管内小中学校空調整備工

事で１，０２０万円、スクールバス運行委託料で２６０万円、小学校会計年度任用

職員人件費で４１７万５千円、湯尾小学校体育館雪止め設置工事等で２１１万７

千円、小学校施設用機械器具費で１２５万円、小学校校外学習バス借上料で２１

５万８千円、中学校会計年度任用職員人件費で１，００８万８千円、中学校校外学

習バス借上料で１５４万６千円、杣山城跡整備事業で４，４２１万５千円、文化会

館光熱水費で１００万円、東京２０２０オリンピック福井県聖火リレー市町負担

金で２２５万２千円、町スポーツ協会補助金で２９６万６千円、学校給食賄材料

費で２５３万１千円の減額。 

 公債費では、地方債利子で２０５万４千円の減額等であります。 

歳入の主なものは、町税では、個人町民税で１，０１４万９千円、法人町民税で 

９３８万円、固定資産税で６，０３９万５千円、町たばこ税で２３７万円、入湯税
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で９００万円の減額。 

 地方譲与税では、自動車重量譲与税で１５０万円の減額。 

株式等譲渡所得割交付金として、４２０万円の追加。 

地方消費税交付金として、２００万円の追加。 

地方特例交付金では、減収補てん特例交付金として５８０万円の追加。 

地方交付税では、普通交付税として２億４，２００万１千円の追加。 

分担金および負担金では、保育所保育料で２００万５千円の減額。 

国庫支出金では、児童手当国庫負担金で ５５６万９千円、個人番号カード交

付事業補助金で１４０万６千円の減額。新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金として５５２万５千円、子どものための教育・保育給付費国庫交付金

として４４４万９千円の追加。社会資本整備総合交付金で１，５４１万８千円の

減額。道路メンテナンス事業補助金として４，３１２万円の追加。国宝重要文化財

等保存整備費補助金で２，２０４万７千円の減額。 

県支出金では、国民健康保険基盤安定負担金で２６１万７千円、児童手当県負

担金で１１３万３千円、集落活性化支援事業補助金で１１６万円、福井ふるさと

広域景観形成事業補助金で１５３万７千円、重度障害者（児）医療無料化対策事業

補助金で３３４万７千円、子ども医療費助成事業補助金で２３０万８千円、中山

間地域等直接支払交付金で２２８万５千円、小さな農業チャレンジ応援事業補助

金で１０２万７千円、多面的機能支払交付金で６４４万９千円の減額。多世帯同

居リフォーム支援事業補助金で１２３万７千円の減額。住み続ける福井支援事業

補助金として１５６万７千円の追加。中学校部活動指導員配置事業補助金で１０

８万５千円、核燃料税交付金で３，８９２万４千円の減額。 

 財産収入では、土地建物貸付収入で２４４万３千円の減額。土地売払収入とし

て１，１１４万８千円の追加。 

寄附金では、ふるさと納税に係る寄附金として２，３００万円の追加。 

繰入金では、減債基金繰入金で３，０００万円、地域振興基金繰入金で５，２５

０万円の減額。 

 繰越金では、純繰越金として１，７２５万５千円の追加。 

 諸収入では、道の駅管理運営受託事業収入で２８２万８千円、花はす公園清掃

協力金で２８０万７千円、文化会館公演入場料で１４８万５千円、小中学校給食

費で２３７万８千円の減額。保育所３歳以上児主食費等徴収金として１０４万２

千円、道の駅光熱水費使用料として２８２万８千円の追加。 

 町債では、道路改良事業債として２，６８０万円の追加。消雪施設整備事業債で 

１５０万円、南条サービスエリア周辺地域整備事業債で２１０万円、公営住宅整

備事業債で１５０万円、学校教育施設等整備事業債で１，１３０万円、小学校空調
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整備事業債で３６０万円、文化財保存整備事業債で２，０００万円の減額。減収補

てん債で１，４２０万円の追加等であります。 

 次に、議案第７号 令和２年度南越前町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）でありますが、予算現額に１，３３５万７千円を追加し、予算総額を１１億２，

８５８万８千円にいたそうとするものであります。 

歳出の主なものは、保険給付費では、一般被保険者療養費で１６９万５千円の

減額。一般被保険者高額療養費に１，０６３万６千円の追加。 

国民健康保険事業費納付金では、一般被保険者医療給付費分納付金で１６２万

７千円の減額。 

 保険事業費では、健康診査委託料で１８４万１千円の減額。諸支出金では、返還

金に９３６万５千円の追加等であります。 

 歳入の主なものは、県支出金では、普通交付金として７３６万１千円の追加。 

 繰入金では、保険基盤安定繰入金保険税軽減分で２７９万円、保険基盤安定繰

入金保険者支援分で１７９万７千円、国民健康保険基金繰入金で６０２万７千円

の減額。 

 繰越金では、その他繰越金として６９７万３千円の追加。 

諸収入では、一般被保険者第三者納付金として１５８万円、診療報酬等差額返

納金として９２２万１千円の追加等であります。 

 次に、議案第８号 令和２年度南越前町国民健康保険今庄診療所特別会計補正

予算（第５号）でありますが、予算現額から６１１万６千円を減額し、予算総額を

２億８，１２０万円にいたそうとするものであります。 

 繰越明許費では、新型コロナウイルス検査キット整備事業で２０２万４千円を

設定いたすものです。 

 歳出の主なものは、総務費では、医科診療委託料で１６８万円の減額。リハビリ

室空調機更新工事に１１３万３千円の追加。 

 医業費では、医薬材料費で３７０万円の減額。給食用賄材料費で１００万円の

減額等であります。 

歳入の主なものは、診療収入では、入院収入で１，６８２万円、外来収入で１，

１８３万円の減額。 

 介護保険サービス収入では、訪問看護収入で２８２万円の減額。 

 繰入金では、一般会計繰入金として２，４８６万２千円の追加。 

 国庫支出金では、発熱外来診療体制確保支援補助金として１８０万１千円の追

加等であります。 

 次に、議案第９号 令和２年度南越前町河野診療所特別会計補正予算（第４号）

でありますが、予算現額から５６０万円を減額し、予算総額を９，３６５万５千円
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にいたそうとするものであります。 

 歳出の主なものは、医業費では、医薬材料費で５００万円の減額等であります。 

 歳入の主なものは、診療収入では、外来収入で４１０万円の減額。 

繰入金では、一般会計繰入金で７２１万７千円の減額。 

国庫支出金では、発熱外来診療体制確保支援補助金として５７１万７千円の追

加等であります。 

 次に、議案第１０号 令和２年度南越前町個別排水処理施設特別会計補正予算

（第１号）でありますが、予算現額から１９０万円を減額し、予算総額を１，２３

６万４千円にいたそうとするものであります。 

 歳出では、事業費では、浄化槽管理清掃委託料に１９０万円の減額であります。 

 歳入の主なものは、繰入金では、一般会計繰入金で１９１万４千円の減額等で

あります。 

 次に、議案第１１号 令和２年度南越前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）でありますが、予算現額に１，１５４万９千円を追加し、予算総額を１億５，

８７６万４千円にいたそうとするものであります。 

 歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金に１，１５４万９千円の追加であり

ます。 

 歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料として１，２１１万５千円の追加等

であります。 

 次に、議案第１２号 令和２年度南越前町農業集落排水特別会計補正予算（第

２号）でありますが、予算現額から３２０万円を減額し、予算総額を３億７８２万

３千円にいたそうとするものであります。 

 歳出の主なものは、事業費では、調査委託料で１６０万円の減額等であります。 

 歳入の主なものは、分担金及び負担金で農業集落排水処理施設加入金として 

１９８万円の追加。使用料及び手数料で農業集落排水使用料で１８２万１千円の

減額。 

 繰入金では、一般会計繰入金で３５８万１千円の減額等であります。 

次に、議案第１３号 令和２年度南越前町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

でありますが、保険事業勘定の予算現額から１，５２７万５千円を減額し、予算総

額を１４億３，６１８万２千円にいたそうとするものであります。 

 歳出の主なものは、保険給付費では、居宅介護サービス給付費で２，２７０万円

の減額。地域密着型介護サービス給付費に７００万円の追加。施設介護サービス

給付費で１，５００万円、居宅介護サービス計画給付費で２５０万円の減額。地域

密着型介護予防サービス給付費に１５０万円の追加。特定入所者介護サービス費

で３４０万円の減額。 
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 地域支援事業費では、介護予防・生活支援サービス委託料で１３９万５千円、介

護予防・生活支援サービス事業費で２００万円の減額。 

基金積立金では、介護保険基金積立金に２，４９４万８千円の追加等でありま

す。 

 歳入の主なものは、国庫支出金では、介護給付費負担金で６２７万円、調整交付

金で１７５万５千円の減額。介護保険保険者努力支援交付金として２７６万２千

円の追加。 

 支払基金交付金では、介護給付費交付金で９４７万７千円の減額。 

 県支出金では、介護給付費負担金で５１３万９千円の減額。 

 繰入金では、介護給付費繰入金で４３８万９千円、事務費繰入金で４０８万３

千円の減額。 

繰越金では、純繰越金として１，５９１万５千円の追加等であります。 

 次に、議案第１４号 令和２年度南越前町下水道特別会計補正予算（第２号）で

ありますが、予算現額から２６０万円を減額し、予算現額を２億１，７５５万３千

円にいたそうとするものであります。 

 歳出の主なものは、事業費では、施設管理委託料で１６０万円の減額等であり

ます。 

 歳入の主なものは、分担金及び負担金では、特定環境保全公共下水道加入金と

して１１８万８千円の追加、使用料及び手数料では、特定環境保全公共下水道使

用料で１２３万３千円の減額。 

繰入金では、一般会計繰入金で２８３万２千円の減額等であります。 

 次に、議案第１５号 令和２年度南越前町水道事業会計補正予算（第４号）であ

りますが、収益的収支の予算現額から、９９万９千円を減額し、予算総額を３億

８，０１６万３千円とし、資本的収支の予算総額から、２０９万円を減額し、予算

総額を資本的収入が２，１７８万円、資本的支出が１億１，１５９万１千円にいた

そうとするものであります。 

 収益的収支の支出の主なものは、原水及び浄水費及び配水及び給水費では、そ

れぞれ５０万円の減額等であります。 

 収益的収支の収入の主なものは、給水収益では、９０万３千円の減額。 

その他の営業収益では、１８７万円の追加。 

一般会計補助金では、１９６万６千円の減額等であります。 

 資本的収支の支出では、建設改良費委託料で２０９万円の減額。 

資本的収支の収入では、繰入金では、２０９万円の減額であります。 

 以上、補正予算に関する議案１０件につきまして、ご説明を申し上げました。  

 続きまして、令和３年度の当初予算の概要についてご説明申し上げます。 
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 はじめに、議案第１６号 令和３年度南越前町一般会計予算につきまして、ご

説明申し上げます。 

 予算の総額は、８８億６１２万３千円で、前年度の当初予算と比較いたしまし

て、２億４９１万６千円の減で、率にして２.２７％の減となりました。減額とな

りました主な要因として、歳出では、かねてから整備を進めております南条サー

ビスエリア周辺地域振興施設整備事業および上平吹橋梁架替事業が、いずれも前

年度が事業量のピークであったことで事業費が膨らみましたが、令和３年度は事

業の最終年となることで事業量が抑えられていることから、事業費が減少しまし

た。 

また、歳入では、コロナ禍の影響による税収の減、事業費の減に伴う国庫補助金

が減額となっております。年間発行額を６億円までに抑制している地方債につき

ましては、前年度より約１億６千万円減少しておりますが、南条サービスエリア

周辺地域振興施設整備事業や統合中学校整備事業等の大型事業を実施するため、

予算額は約６億８千万円となっておりますが、ご理解をお願いいたすところであ

ります。 

具体的には、６つのまちづくり事業をはじめ、第２次南越前町総合計画後期計

画に掲げる事業を重点的に取り組む予算といたしたところでございます。  

 歳出について性質別で増減があった主なものは、人件費が、１３億９，８０１万

５千円で、前年度の当初予算と比較いたしまして、２，００４万９千円の増であり

ます。主な要因は、会計年度任用職員制度の平年度化による期末手当の支給月数

が増えることによるものであります。 

 物件費が、１５億１，４５４万６千円で、１億５，９４２万５千円の増でありま

す。その主な内容は、財産管理費で４，７３４万６千円、企画費で８，１７１万１

千円、諸費で４，６０５万３千円、予防費で９，１１３万７千円、観光費で８，３

９４万７千円、温泉施設管理費で６，１５１万１千円、道路橋梁維持費で４，９１

３万６千円、教育委員会事務局費で６，０７７万２千円、小学校の学校管理費で

５，７３０万６千円、体育施設費で６，７３５万８千円、学校給食費で１億１，１

４１万５千円であります。 

 維持補修費が、１億２，１０４万９千円で、１，１８３万３千円の増であります。

その主な内容は、林道費で１，０６８万円、道路橋梁維持費で６，８８１万円であ

ります。 

 扶助費が、６億８，５９５万円で、６６２万９千円の減であります。その主な内

容は、障害者福祉費で３億５，２８７万５千円、児童福祉総務費で３，８５２万７

千円、児童措置費で１億４，３７６万円、認定こども園費で８，１１６万７千円で

あります。 
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 補助費等が、１２億５１４万５千円で、２，８９４万２千円の増であります。そ

の主な内容は、企画費で６，５４２万１千円、社会福祉総務費で４，３３２万２千

円、清掃総務費で１億６，３０６万円、水道事業費で９，９８９万円、農業振興費

で６，３５４万３千円、農地費で８，５０１万１千円、観光費で４，６７３万３千

円、消防費で３億５，０３４万１千円であります。 

 普通建設事業費は、２１億７，２４５万３千円で、２億９，５１６万５千円の減

であります。その主な内容は、自治振興費で４，２８１万９千円、農地費で２億６，

１５１万１千円、商工振興費で３億９，９４５万８千円、公園管理費で６，６８２

万１千円、道路橋梁新設改良費で４億９，１０６万５千円、定住対策推進費で８，

３８１万５千円、学校統合整備費で３億２，８２６万２千円であります。 

 公債費が、６億９，２２１万２千円で、５，５７１万６千円の減、積立金が、２，

５３７万５千円で、４，０１５万４千円の減であります。 

 貸付金が、４，３００万円で、前年度同額、繰出金が、９億３，８３７万８千円

で、２，７５０万１千円の減であります。 

 歳出について目的別で増減があった主なものは、議会費が、８，８０１万８千円

で、前年度の当初予算と比較いたしまして、３６万３千円の増であります。 

 総務費が、１１億２，８１７万７千円で、４，８６０万９千円の増であります。 

その主な要因は、財産管理費の普通建設事業費等で１，７９７万４千円、自治振興

費の普通建設事業費等で３，５８５万３千円、企画費の物件費で２，００２万７千

円のそれぞれ増であります。 

 民生費が、１８億１，３９０万３千円で、２，０４１万３千円の減であります。

その主な要因は、保育所費の人件費で１，１３１万２千円の増となっていますが、

児童措置費の扶助費で６３７万円、児童館費の普通建設事業費等で２，８１８万

６千円のそれぞれ減となったことで合計も減となっています。 

 衛生費が、６億４，８４２万６千円で、１億２，３１９万８千円の増であります。

その主な要因は、予防費の物件費で４，１５６万４千円、清掃総務費の補助費等で

３，９０８万１千円、水道事業費の補助費等で２，２６７万１千円のそれぞれ増で

あります。 

 労働費が、１，８００万円で、前年度同額であります。 

 農林水産業費が、９億８６万１千円で、２，０２８万８千円の減であります。そ

の主な要因は、農地費の普通建設事業費で９，７１３万円が増となっていますが、

林業振興費の積立金で２，１２０万２千円、漁港建設費の普通建設事業費等で1億

２，１５８万８千円のそれぞれ減となったことで合計も減となっています。 

 商工費が、９億４，４３５万５千円で、５億４，１９１万１千円の増であります。

その主な要因は、商工振興費の普通建設事業費で３億９，９４５万８千円、公園管
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理費の普通建設事業費等で６，１７０万６千円、温泉施設管理費の物件費で３，３

６８万２千円のそれぞれ増であります。 

 土木費が、９億９，４７７万５千円で、１１億３，７３９万３千円の減でありま

す。その主な要因は、定住対策推進費の普通建設事業費で４，０９８万２千円、道

路橋梁新設改良費の物件費で３，２８６万１千円の増となっておりますが、道路

橋梁新設改良費の普通建設事業費で１１億７，１２６万６千円の減となったこと

で合計も減となっております。 

 消防費が、３億５，０３４万１千円で、１，２５２万７千円の減であります。  

 教育費が、１２億１，２９５万７千円で、３億２，７４１万８千円の増でありま

す。その主な要因は、学校統合整備費の物件費で１，３６７万５千円、普通建設事

業費で３億２，８２６万２千円のそれぞれ増であります。 

 公債費が、６億９，２２１万２千円で、５，５７１万６千円の減、諸支出金が、

４０９万８千円で、７万８千円の減であります。 

 予備費が、前年度と同額の１，０００万円であります。 

次に、歳入について、ご説明申し上げます。 

 歳入の主なものは、町税が１３億１，２８０万４千円で、前年度の当初予算と比

較いたしまして３，２４３万４千円の減、譲与税、交付金等が３億４，４３１万２

千円で、７２３万９千円の増、地方交付税が３５億７千万円で、５千万円の増、使

用料及び手数料が５，５９５万２千円で、７０万２千円の減、国庫支出金が５億

７，２５６万４千円で、５億７，８２７万７千円の減、県支出金が１０億５，８７

９万９千円で、３，２３６万９千円の増、財産収入が１億２，０８８万９千円で、

７，２７７万７千円の増、寄附金が４，０００万円で、１５００万円の増。繰入金

が５億３０９万円で、２億９，７７８万５千円の増、繰越金が１億円で、昨年度同

額、諸収入が３億９，７５８万円で、９，１８７万６千円の増、町債が６億７，５

２０万円で、１億６，２７０万円の減であります。 

 次に、議案第１７号 令和３年度南越前町国民健康保険特別会計予算から議案

第２７号 令和３年度南越前町水道事業会計予算までの１１の特別会計、企業会

計の当初予算についてでありますが、これらの予算総額を４２億６，５７９万１

千円といたそうとするものです。前年度の当初予算と比較いたしますと、２２２

万３千円の減で、率にして０．０５％の減であります。 

 それでは、議案第１７号 令和３年度南越前町国民健康保険特別会計予算であ

りますが、予算総額は、１１億３８８万円で、前年度の当初予算と比較いたしまし

て、１，０７０万５千円の減で、率にして０．９６％の減であります。 

 歳出の増減の主な要因は、一般被保険者高額療養費で６２１万円の増、国民健

康保険事業費納付金医療給付費分で２，５６９万９千円の減、同じく後期高齢者
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支援金等分で２７６万５千円の減、直営診療所特別会計繰出金で１，１６８万１

千円の増等であります。 

 歳入の主なものは、国民健康保険税が１億８，３５９万９千円で、１，１８５万

５千円の減、県支出金が８億５，１９６万２千円で、１，７２７万４千円の増、  

繰入金が６，６６６万８千円で、１，４１６万円の減等であります。 

 次に、議案第１８号 令和３年度南越前町国民健康保険今庄診療所特別会計予

算でありますが、予算総額は、２億７，８４３万２千円で、前年度の当初予算と比

較いたしまして、１，３４６万１千円の増で、率にして５．０８％の増であります。 

 歳出の増減の主な要因は、医業費医療用機械器具費で１，５６７万円の増、同じ

く医薬品衛生材料費で２８０万円の減等であります。 

 歳入の主なものは、入院収入が５，００９万４千円で、９４６万２千円の減、外

来収入が６，９８４万円で、１，３２８万４千円の減、一般会計繰入金が１億４０

３万１千円で、１，３６２万８千円の増、国民健康保険特別会計繰入金が１，３２

０万円で、１，１６８万１千円の増等であります。 

 次に、議案第１９号 令和３年度南越前町河野診療所特別会計予算であります

が、予算総額は、９，３３１万２千円で、前年度の当初予算と比較いたしまして、 

１２８万７千円の増、率にして１．４０％の増であります。 

 歳出の増減の主な要因は、医業費医療用機器材料費で、４００万９千円の増、同

じく医療用衛生材料費で、２２４万４千円の減等であります。 

 歳入の主なものは、外来収入が４，５２０万８千円で、１７５万４千円の減、医

業費県補助金が５２８万円で、１９８万円の増、一般会計繰入金が３，３７０万円

で、４３３万３千円の増、医療施設等整備事業債が５２０万円で、皆増等でありま

す。 

 次に、議案第２０号 令和３年度南越前町個別排水処理施設特別会計予算であ

りますが、予算総額は、１，４６４万６千円で、前年度の当初予算と比較いたしま

して、３８万２千円の増、率にして２．６８％の増であります。 

 歳出の増減の主な要因は、事業費個別排水処理施設管理費で、３８万３千円の

増等であります。 

歳入の主なものは、一般会計繰入金が７０２万３千円で、４２万７千円の増等

であります。 

 次に、議案第２１号 令和３年度南越前町農業者労働災害共済特別会計予算で

ありますが、予算総額は、１８５万８千円で、前年度の当初予算と比較いたしまし

て、２０万７千円の減、率にして、１０．０２％の減であります。 

 歳出の主なものは、一般管理費で、１９万円の減、災害共済金が、１４２万円で

昨年度と同額等であります。 
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 歳入の主なものは、農業者労働災害共済基金繰入金が６８万５千円で、１５万

９千円の減等であります。 

 次に、議案第２２号 令和３年度南越前町後期高齢者医療特別会計予算であり

ますが、予算総額は、１億５，９１３万１千円で、前年度の当初予算と比較いたし

まして、１，１９１万６千円の増、率にして、８．０９％の増であります。 

 歳出の増減の主な要因は、後期高齢者医療広域連合納付金で、１，１９３万１千

円の増であります。 

 歳入の主なものは、特別徴収保険料が９，７５８万６千円で、７３９万８千円の

増、普通徴収保険料が２，９１５万４千円で、３７１万２千円の増、一般会計繰入

金が３，１８６万８千円で、８０万６千円の増等であります。 

 次に、議案第２３号 令和３年度南越前町農業集落排水特別会計予算でありま

すが、予算総額は、２億８，９６６万１千円で前年度の当初予算と比較いたしまし

て、１，８６４万３千円の減、率にして、６．０５％の減であります。 

 歳出の増減の主な要因は、事業費農業集落排水管理費で、１，４９２万５千円の

減、公債費で、３７１万８千円の減等であります。 

 歳入の主なものは、農業集落排水使用料が１億３８５万５千円で、１７２万８

千円の減、一般会計繰入金が１億８，４３９万２千円で、２８６万２千円の減、国

庫補助金がゼロで１，４００万円の減等であります。 

 次に、議案第２４号 令和３年度南越前町老人保健施設特別会計予算でありま

すが、予算総額は、１億８，４７９万９千円で前年度の当初予算と比較いたしまし

て、４７５万６千円の増、率にして、２．６４％の増であります。 

 歳出の増減の主な要因は、総務費一般管理費で、４４０万４千円の増等であり

ます。 

 歳入の主なものは、居宅介護サービス費収入が２，３７７万３千円で、３４４万

１千円の増、施設介護サービス費収入が８，１５６万９千円で、５０万４千円の

増、一般会計繰入金が４，５０６万５千円で、７７万１千円の増等であります。 

 次に、議案第２５号 令和３年度南越前町介護保険特別会計予算でありますが、

保険事業勘定の予算総額は、１４億４，９４９万５千円で前年度の当初予算と比

較いたしまして、１，６５３万８千円の増、率にして１．１５％の増であります。 

 歳出の増減の主な要因は、計画策定委員会費で３５５万１千円の減、居宅介護

サービス給付費で１，０７３万８千円の減、地域密着型介護サービス給付費で２，

２０３万５千円の増、居宅介護サービス計画給付費で１１７万５千円の減、介護

予防サービス給付費で１１５万１千円の増、地域密着型介護予防サービス給付費

で２４１万３千円の増、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費で４８８万

７千円の増等であります。 
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 歳入の主なものは、第１号被保険者保険料が２億８，７７０万６千円で、４７７

万２千円の減、介護給付費国庫負担金が２億３，２７６万５千円で、２７１万円の

増、調整交付金が８，８７５万９千円で、２，１６１万４千円の増、支払基金交付

金介護給付費交付金が３億５，６６３万９千円で、３６６万１千円の増、介護給付

費県負担金が１億９，６５１万７千円で、１６９万８千円の増、介護給付費繰入金

が１億６，５１０万９千円で、１６９万７千円の増、その他一般会計繰入金が５，

５２８万９千円で、６１８万４千円の減、介護保険金繰入金が３３８万２千円で、

１，０７２万９千円の減等であります。 

 また、介護サービス事業勘定の予算総額は、１，０４３万２千円で前年度の当初

予算と比較いたしまして、１２万７千円の増で、率にして１．２３％の増でありま

す。 

 歳出の増減の主な要因は、総務費一般管理費で、１５万２千円の減、居宅介護予

防支援事業費で、２７万９千円の増等であります。 

 歳入の主なものは、居宅介護予防サービス計画費収入が１５４万７千円で４万

３千円の減、一般会計繰入金が８８８万４千円で１７万円の増であります。 

 次に、議案第２６号 令和３年度南越前町下水道特別会計予算でありますが、

予算総額は、１億８，１５７万９千円で前年度の当初予算と比較いたしまして、

３，５５７万８千円の減、率にして１６．３８％の減であります。 

 歳出の増減の主な要因は、下水道管理費で、３８２万２千円の減、公債費で、３，

１７５万６千円の減であります。 

 歳入の主なものは、下水道使用料が８，７８２万１千円で、２００万２千円の

減、下水道費国庫補助金が１０４万５千円で、８１万円の減、一般会計繰入金が

９，１８０万８千円で、３，２７４万２千円の減等であります。 

 次に、議案第２７号 令和３年度南越前町水道事業会計予算でありますが、収

益的収支の予算総額は、３億６，１４５万９千円で前年度の当初予算と比較いた

しまして、８９８万３千円の減で、率にして２．４２％の減であります。 

 支出の増減の主な要因は、原水及び浄水費で、３５６万６千円の増、配水及び給

水費で、２２３万８千円の減、減価償却費で、７２２万５千円の減、支払利息及び

企業債取扱諸費で、２５８万円の減等であります。 

 収入の主なものは、給水収益が２億１，１２２万２千円で、１７２万円の減、一

般会計補助金が７，２０９万８千円で、２５３万１千円の減、長期前受戻入益が

７，４２６万円で、４７４万３千円の減等であります。 

資本的支出は、建設改良費が４，９０７万２千円で、２，５２０万２千円の増、 

企業債償還金が８，８０３万５千円で、１７７万６千円の減であります。 

 資本的収入は、一般会計繰入金が４，９０７万２千円で、２，５２０万２千円の



 

 - 26 - 

増であります。 

 以上、令和３年度当初予算に関する１２議案の概要についてご説明申し上げま

した。 

 続きまして、議案第２８号 南越前町附属機関設置条例及び南越前町特別職の

職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、ご説

明申し上げます。 

 これは、町が設置する附属機関について整理するとともに、所要の改正を行い

たいので、今回提案いたすものであります。 

 次に、議案第２９号 南越前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する

条例の一部改正について、ご説明を申し上げます。 

 これは、会計年度任用職員制度の適正な運用を図るため、新たな職種を追加し

たいので、今回提案いたすものであります。 

 次に、議案第３０号 南越前町国民健康保険税条例の一部改正について、ご説

明を申し上げます。 

 これは、国民健康保険事業の健全な運営を図るため、当該税率等を改正したい

ので、今回提案いたすものであります。 

 次に、議案第３１号 南越前町母子家庭等医療費の助成に関する条例等の一部

改正について、ご説明申し上げます。 

 これは、医療機関等における保険証等のオンライン資格確認の開始に伴い、本

町の各医療費の助成における手続きを変更するとともに、福井県ひとり親家庭等

医療費助成事業実施要綱及び福井県重度障がい者（児）医療無料化対策事業実施

要綱の一部改正に伴い所要の改正を行いたいので、今回提案いたすものでありま

す。 

 次に、議案第３２号 南越前町児童館の設置及び管理に関する条例の一部改正

について、ご説明申し上げます。 

 これは、南条児童館の移転に伴い、南越前町児童館の設置及び管理に関する条

例の一部を改正する必要があるので、今回提案いたすものであります。 

 次に、議案第３３号 南越前町介護保険条例の一部改正について、ご説明申し

上げます。 

 これは、介護保険法第１２９条第３項の規定によりまして、令和３年度から令

和５年度までの介護保険料率を定めたいので、今回提案いたすものであります。  

 次に、議案第３４号 南越前町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準を定める条例等の一部改正について、ご説明申し上げます。  

 これは、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一

部を改正する省令の公布等に伴い、これに関係する条例の一部を改正する必要が
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あるので、今回提案いたすものであります。 

 次に、議案第３５号 公の施設の指定管理者の指定について、ご説明申し上げ

ます。 

 これは、地方自治法第２４４条の２第６項の規定によりまして、指定管理者の

指定をするときは、議会の議決を要しますので、今回提案いたすものであります。 

 公の施設の名称は、西大道農村公園及び上牧谷農村公園で、指定管理者となる

団体の名称は、西大道農村公園が、西大道区 区長 小川浩一で、上牧谷農村公園

が、上牧谷区  区長 川嵜和彦で、指定の期間はいずれも令和３年４月１日か

ら令和８年３月３１日といたすものであります。 

 次に、議案第３６号 町道路線の認定について、ご説明申し上げます。 

 これは、道路法第８条第２項の規定により、今回提案いたすものであります。  

 認定する路線は、北府団地線で、起点及び終点とも南越前町湯尾２７字赤土２

９番１であります。 

 次に、議案第３７号から議案第４０号までの、工事請負変更契約の締結につい

て、ご説明申し上げます。 

 これは、この契約が予定価格５，０００万円以上の工事の請負のため、南越前町

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に

より、今回提案いたすものであります。 

 最初に、議案第３７号では、令和元年度上平吹橋橋梁上部工事で、契約額を４億

８，２７９万円から５億１，０４０万２千円に変更いたそうとするものでありま

す。 

 次に、議案第３８号では、南条ＳＡ周辺地域振興施設新築工事で、契約額を１１

億８，１０７万円から１２億９０６万５千円に変更いたそうとするものでありま

す。 

 次に、議案第３９号では、糠漁港離岸堤機能増進工事（その２）で、契約額を８，

９８７万円から９，５００万円に変更いたそうとするものであります。 

 最後に、議案第４０号では、南条ＳＡ周辺地域振興施設公園改修工事で、契約額

を１億６，１１５万円から１億６，６１１万１千円に変更いたそうとするもので

あります。 

 以上、３月定例議会に提案いたしました３６の議案の概要につきまして、ご説

明申し上げました。 

 ご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 

〔 町長（岩倉光弘君）降壇〕 
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○議長（秋田重敏君）これにて提案理由の説明を終わります。次に、日程第４０ 

報告第１号及び日程第４１ 報告第２号までの専決処分事項の報告については、 

お手許に配付してありますのでご覧願います。 

                             

閉   議 

 

○議長（秋田重敏君）以上で、本日の本会議の日程は終了いたしました。 

本日は、これにて散会いたします。 

〔散会  午前１１時３５分〕 


