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令和３年第４回議会定例会における行政報告及び議案大綱説明 

（R3，12，6） 

おはようございます。 

本日は、令和３年第４回東栄町議会定例会を招集しましたところ、

議員の皆様には、公私にわたり大変お忙しい中、ご参集を賜り、厚く

お礼を申し上げます。 

 

師走を迎え、日を追うごとに寒気も深まり、冬の到来を感じるよう

になってまいりました。 

早いもので令和３年も余すところ、ひと月弱となりました。 

新型コロナウイルス感染症は国内の発生からまもなく 2 年を迎え

ようとしています。今年は都合 2 回の緊急事態宣言などにより、不

自由な暮らしや不安な毎日を過ごしてまいりました。やっと規制も

緩和され落ち着いてまいりましたが、新たな変異型「オミクロン型」

が国内でも確認され、その広がりが予想され、「第 6波」への備えを

進めていかなければならないと思います。引き続き 3 回目のワクチ

ン接種の準備を進めております。5歳から 11歳の小児へのワクチン

接種につきましては、国の分科会において、早ければ令和 4 年 2 月

から接種を開始する可能性があるとされています。 
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皆様におかれましては、引き続き基本的な感染予防対策の徹底に

ご協力くださるようお願いいたします。 

さて、改めて今年を振り返ってみますと町の混乱を避けられず大

変残念な思いをした年でありました。条例の制定改廃の請求署名、そ

の後の町長解職請求により、2期目の途中で辞職し、再選挙により信

任を受け、変則ですが 3期目の町政を担わせていただいています。 

 

新しい診療所と保健福祉センターの工事も 10月に着工でき、町民

の皆様の安全安心な医療・保健・福祉・介護等が一体的に提供できる

地域包括ケアシステムの拠点として整備し、将来において、住民の方

が安心して暮らせる医療体制の再構築を図るものであります。役場

はもとよりしっかりと進めてまいります。宜しくお願い致します。 

 

衆議院議員の解散に伴い総選挙が１０月３１日となり、選挙事務

の準備等も大変であったと思いますが、無事執行できたこと、職員に

は大変感謝いたします。 

近隣の市町では、設楽町長選挙が１０月１７日に執行され、新町長

に土屋浩氏が当選されました。前横山町長と同様に郡内３町村長が

しっかりと連携を取りながら政策を進めていきたいと思っています。
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また、衆議院議員総選挙と同時の１０月３１日には、新城市長選挙が

行われ、下江洋行氏が初当選されました。新城市・北設楽郡３町村を

含めた奥三河地域は、新城市を中心とした連携により、広域的な取り

組みを今後も進めていくことが重要であると認識しています。下江

市長ともしっかりと話をして進めてまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

8月 31日に予定していました東栄町と東栄町議会での愛知県への

総合要望は、コロナ禍の影響で延期となりましたが、改めて日程調整

した結果、11 月 16 日となり、私と議長は東京での公務と重なった

ため、副町長と副議長にお願いし、県庁内の各部局（総務局・防災安

全局・農業水産局・環境局・農林基盤局）及び知事・副知事、県議会

に要望をさせていただきました。峰野県議にもご同行いただき、無事

に終了しました。ただし、医療局については 11 月 26 日に私と議長

とで、峰野県議にも同行いただき、要望をさせていただきました。医

師の安定的な派遣等についての引き続きの支援、国に対してのへき

地医療施設設備の整備への補助等の拡充などについて、現状等を含

めしっかりとお願いしてまいりました。また、水道施設整備について

も三河山間地域簡易水道施設整備費補助金の要望と最近の水源の汚
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濁対策についても現状をお伝えし、今後の対策にもご指導いただけ

るようお願いしてまいったところであります。 

 

11月 11日から 19日まで東京で各種大会や総会があり出席をさせ

ていただきました。災害復旧、治水砂防、簡易水道、安全安心の道づ

くり、過疎地域連盟、山村振興連盟などの大会において議決された要

望事項などを国会議員や各省庁に対して要望活動を行ってまいりま

した。町独自の要望等も行ってまいりました。 

 

次に各種団体との打ち合わせについては、11月 5日に振草川魚協

組合と 11 月 10 日には商工会、森林組合と各組合長さんはじめ役員

の方たちと情報交換をしながら要望等もいただいております。シル

バー人材センターは 10 月 29 日に理事長さん・事務局と打ち合わせ

をしています。JA さんは組合長が 10 月 8 日に来庁いただき意見交

換をさせていただいたところであります。 

社会福祉協議会理事会が 10 月 14 日に行われ出席をさせていただ

き、補正予算の審議、有償生活支援事業、令和 4 年度事業計画など

の協議がされました。 
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それでは、提案理由の説明に先立ちまして、９月議会定例会以降の

そのほかの取り組み等を報告させていただきます。 

 

職員採用ですが、令和 4年 4月一般職員採用試験については、2名

の応募者しかなく、再度二次募集を行い、採用試験を実施する予定で

あります。保健師、保育士についての募集も行っていますが、保健師

は応募者がない状況となっています。 

10 月 1 日の表彰審査委員会において、1 名が自治功労表彰、1 名

の方を特別表彰と決定し、11月 8日グリーンハウス研修室において

町政功労者表彰式は開催することとし、当日は山本洋子さんに自治

功労表彰の授与をさせていただきました。匿名で５００万円の寄付

をいただきましたので、後日となりましたが、12月 2日に表彰状等

をお渡しさせていただきました。 

 

 東栄町トライアルカメラ（防犯カメラ）設置についてです。 

設楽警察署により、町内６カ所（古戸会館、月集会所、中設楽コン

ビニファミマ、とうえい健康の館、三輪直売所、東栄駅前駐輪場）に

設置し、防犯に対する意識の向上を促進する。12 月中旬に設置し、

1月から 3月までの運用となっています。 
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 総合計画戦略会議を 10 月 6 日に開催し、「暮らしを支える基盤整

備と行財政運営」をテーマに町内外の 4人の委員(岩崎愛知大学教授・

前田自治通信社豊橋支局長・町民 2名)の方に評価をいただきました。

外部からの指摘により行政の自己変革を即す目的であります。 

 

 まだ、コロナ禍が心配されましたが対策を講じ、川角集会所で 10

月 28日に川角・西薗目の住民の皆さんと意見交換会を実施させてい

ただきました。行政からの情報提供や住民からのご意見などをいた

だき懇談ができましたこと、ありがとうございました。 

 

11 月 24 日に東栄町と日本郵便株式会社との包括連携協定締結式

を開催し、地元の金田東栄郵便局長、山本振草郵便局長、清水長岡郵

便局長、牧原新城郵便局長様の出席をいただき、協定を締結しました。

心より感謝いたします。今までも高齢者の見守りやごみの不法投棄

などについての対応をお願いしていましたが、今回はさらに町民の

安心・安全な暮らしに向けた環境整備、また地域活力の向上につなが

っていくことのできるよう連携して取り組んでいくこととしていま

す。 
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空き家対策についてでありますが、随時空き家物件は町のホーム

ページに掲載し、情報提供させていただいています。ご覧いただくと

わかりますが成立物件も多くなってきており、紹介物件が少なくな

ってきていますので、空き家物件の紹介をお願いいたします。 

 

中田クリーンセンターのごみ処理も焼却をやめて、可燃ごみを外

部搬出（三重県伊賀市）しており、順調に搬出されています。町民の

皆様には、今後も役場上のゴミストックヤード（集積場）を活用して

いただき、さらにゴミの減量化にご協力いただきたいと思います。 

次に北設情報ですが、愛知県要望は 8 月に３町村長で実施させて

いただいていますが、国へは１１月の東京出張の際に国会議員はじ

め各省庁にもお願いをしてまいりました。特に今回は酒井先生の計

らいにより、末松文部科学大臣に面談が叶い、ギガスクールを含めた

愛知県の三河山間地域の実情を含め、ネットワークの高度化、伝送速

度や通信の安定性、通信容量等、持続的かつ安定的に利用できる環境

を確保できるようお願いをすることができました。総務省含めて検

討いただけるとのお話をいただきました。 

 

とうえい温泉ですが、コロナ禍の影響で売り上げは 4 月から 10月
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までの昨年度比は４７．３％と厳しい状況です。客足は戻りつつあり

ましたが、まだコロナウィルスの状況によると年末にかけて厳しい

状況は想定しなければならないと思います。健康の館は昨年度と同

等の売り上げであります。重油の単価が上がっているため、昨年度の

２倍程度の支出となっており、非常に厳しい状況であります。 

今年の年末年始の営業については、12 月 31 日と 1 月 1 日は昨年

度、休業しましたが、現段階では休まず営業する予定と聞いています。 

 

 愛知県において広域水道懇談会が設置されており、京都大学大学

院の伊藤先生、中京大学の斎藤先生、水道産業新聞社安達氏、県職員、

名古屋市職員の皆さんに北設楽郡３町村の簡易水道の実態調査に入

っていただきました。１１月２９日から１２月１日の３日間、設楽町、

東栄町、豊根村の水道施設等を現地で確認いただき、実態を県や国に

伝えていただき、今後の山間地の簡易水道事業の促進にご尽力いた

だくことをお願いいたしました。 

 

 次に主要道路については、国道４７３号の月バイパス、国道１５１

号布川交差点など、順調に工事等も進んでいます。 

 また、岡本交差点については、調査費をいただいて進めてはいます
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が、まだ公安等の協議を含めますとまだ時間が必要ですので、よろし

くご理解のほどお願いいたします。 

 

９月２７日に総合教育会議を開催いたしました。教育に関する事

務の管理及び執行の状況点検・評価について、タブレット端末使用の

ガイドラインについて、令和３年度教育課関係主要事業の進捗状況

の報告などを協議いただきました。 

文化祭行事は昨年は作品展示のみ開催でしたが、今年は中学生の

合唱発表後、書道家の金澤翔子さんと母親の泰子さんをお招きして

文化講演会を開催しました。また、芸能発表会は１１月２７日に規模

を縮小して行っています。 

スポーツ関係では、グランパスサッカー教室は１０月１６日に開

催することができ、多くのサッカー少年が楽しそうに参加していた

だきうれしく思っています。一方残念ながら、ドラゴンズ野球教室は

昨年度に引き続き、中止の予定です。そして、12 月の初旬に開催し

ています愛知県市町村対抗駅伝も、2年連続で中止となりました。 

バスケットボール・三遠フェニックスの試合は、現在シーズン真っ

只中です。奥三河デー（北設 3 町村の住民無料招待など）について

は、来年の５月に開催される予定です。 
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ご案内の通り、成人式は１月９日に予定通り開催いたしますので、

よろしくお願いします。 

 

コロナ禍で心配もありましたが、小学校修学旅行も無事に１０月

２４日から２６日の三日間、奈良の旅ができたようです。 

中学校では、３年生が今年もカナダへの海外研修ができませんで

したが、国内語学研修として、長野県で１０月１４日から１６日に留

学生と交流を通じて学んでいただけたようです。また、２年生がカナ

ダメドウリッジ校とのオンライン交流を１１月１６日に行いました。

今後３年生は３学期に RCA校（リージェント・クリスチャン・アカ

デミー）とオンライン交流を計画しています。 

２年生の国内研修も金沢・白川郷に１１月１１日・１２日で実施で

きました。 

コロナ禍は心配されましたが、全て無事に行われ、本当に良かった

と感じているところであります。 

大変長くなりましたが、以上で行政報告を終わらせていただきま

す。 

それでは引き続いて、本日提案をいたします議案等の提案理由に

ついて、ご説明をさせていただきます。 
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今議会には、承認４件、議案１１件、報告２件を上程いたしますの

で、よろしくご審議のほどをお願いいたします。 

では各議案について簡略に説明いたします。 

 

承認第８号 令和３年度東栄町一般会計補正予算（第７号）の専

決処分の承認を求めることについて、承認第９号 令和３年度東栄

町一般会計補正予算（第８号）の専決処分の承認を求めることにつ

いて、承認第１０号 令和３年度東栄医療センター特別会計補正予

算（第３号）の専決処分の承認を求めることについては、いずれも新

型コロナウィルス感染症対策関連予算として専決処分したもので地

方自治法第 179 条第３項の規定により議会の承認を求めるもので

す。 

 

承認第１１号 令和３年度東栄町一般会計補正予算（第９号）の

専決処分の承認を求めることについて、は、住民訴訟に係る弁護士

の経費に関する補正予算として専決処分したもので地方自治法第

179条第３項の規定により議会の承認を求めるものです。 
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議案第４９号 過疎地域における固定資産税の課税免除に関する

条例の制定については、東栄町過疎地域持続的発展計画に定めた産

業振興促進事項に基づき、税制特例措置を実施するために制定する

ものです。 

 

議案第５０号 東栄町新築住宅に対する固定資産税の減免条例の

一部改正については、地域の景気対策と定住促進を目的とした新築

住宅の固定資産税減免対象住宅について、期間を３年間延長するも

のです。 

 

議案第５１号 東栄町国民健康保険条例の一部改正については、

出産育児一時金の額を増額するものです。 

 

議案第５２号 東三河広域連合規約の変更については、山村都市

交流拠点施設の整備に関する事業を広域連合で行うため、広域連合

の処理する事務等に追加するものです。 

 

議案第５３号 令和３年度 東栄町一般会計補正予算（第１０号）
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は、２，５２９万２千円を増額補正するものです。 

内容は、新型コロナウィルス感染症対策に係る地方創生臨時交付

金事業分が５１４万２千円、その他が２，０１５万千円です。 

まず臨時交付金事業については、ペーパーレス会議用のタブレッ

ト購入、のき山学校耐震改修に係る基本設計業務委託、感染症予防対

策のための資材、保育園の 1 人用テーブル及び対話支援のための卓

上型支援システム購入、千代姫公衆トイレの便器洋式化改修工事、除

菌剤噴霧器購入、森林体験交流センターの受水槽滅菌装置設置工事

がおもなものです。 

その他の内容としましては、まず人件費ですが、人事異動及び共済

費の標準報酬月額と保険料率の改定によるものです。 

その他では、定年延長制度構築支援業務委託、ＬＧＷＡＮ接続サー

ビス使用料、旧下川保育園修繕、後期高齢者・障害者・精神障害者・

子ども医療費、障害者自立支援給付費、児童手当システム改修業務委

託、保育士業務委託、簡易水道特別会計操出金、林道新畑桑原線改良

工事、山林に関する調査業務委託、間伐材搬出等補助金、里山林環境

整備事業補助金、起業家支援補助金、町営住宅修繕、寄付に伴う小中

学校の教材備品購入が増額のおもなものです。 
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これらに充てる歳入については、町税、地方創生臨時交付金、国県

の負担金・補助金・委託金、寄付金、諸収入及び町債を見込んでいま

す。 

また、定年延長制度構築支援事業については、今年度と来年度の 2

か年の継続事業で実施します。 

 

議案第５４号 令和３年度東栄町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）は、８７万円の増額補正であります。 

おもな内容は、一般被保険者療養費と出産育児一時金の増額です。 

 

議案第５５号 令和３年度東栄町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）は、３７万１千円の増額補正であります。 

おもな内容は、療養給付費負担金の増額です。 

 

議案第５６号 令和３年度東栄町簡易水道特別会計補正予算（第

３号）は、３，３９８万８千円の増額補正であります。 

おもな内容は、中設楽浄水場に係る前処理装置詳細設計とそれに

係る変更認可変更業務委託の追加と光熱水費、修繕料、消費税の増額



15 

 

です。 

 

議案第５７号 令和３年度東栄町公共下水道事業特別会計補正予

算（第１号）は、１２７万８千円の増額補正であります。 

おもな内容は、修繕料と消費税の増額です。 

 

議案第５８号 令和３年度東栄町農業集落排水事業特別会計補正

予算（第１号）は、２４７万５千円の減額補正であります。 

おもな内容は、人件費の減額です。 

 

議案第５９号 令和３年度東栄町医療センター特別会計補正予算

（第４号）は、３，２２９万６千円の減額補正であります。 

おもな内容は、人件費の減額です。 

 

報告第１４号 専決処分した事件の報告については、地方自治法

第１８０条第２項の規定により報告するものです。 

 

報告第１５号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及
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び評価については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規

定により報告するものです。 

 

以上でありますが、詳細については副町長はじめ担当課長から説

明をいたしますのでよろしくご審議のほどお願いいたします。 

 


