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（ 時に午前 ９時３０分 開会 ） 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 皆さん、おはようございます。 

 定刻になりましたので、ただいまから建設文教委員会を開催いたします。 

 なお、上下水道課長につきましては、病気療養のため欠席ですので、御報告申し上げます。 

 去る３日の本会議におきまして、建設文教委員会に付託となりました議案について御審議いた

だきますが、その前に副議長から御挨拶を受けたいと思います。 

 浅井副議長。 

副議長（浅井 泰三君） 

 御無礼いたします。 

 議長、他の所用のために、今日は私が代理で出席させていただきました。付託されました案件、

しっかり審議いただければと思います。 

 よろしくお願いします。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、市長から御挨拶を受けたいと思います。 

市  長（永田 純夫君） 

 おはようございます。 

 今日は冬らしい天気になりましたけども、委員の皆様方には建設文教委員会の御出席、大変御

苦労さまでございます。 

 今、大きな話題になっております１８歳以下の１０万円の給付でございますけども、最初の５

万円につきましては、中学生まで児童手当受給者につきましては年内に給付ができるように、今、

準備を進めているところでございまして、高校生につきましては、口座番号を確認せないかんも

んですから、全国的な市町村と同じように、どうしても年明けになってしまうということで御理

解をいただきたいと思います。 

 残りの５万円のクーポンでございますけども、現時点の国の説明では、原則クーポンなんです

けども、来年の６月までに発行できない場合は現金でもいいと。ただし、理由書を提出しろとい

う状況でございますけども、今、相当議論になっております。今日から国会で補正予算審議が始

まりますので、それの状況によって、来週、補正予算が成立した後に国が方針を示すというふう
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に伝わっておりますので、それを見て判断をしていくということになろうかと思いますので、よ

ろしくお願い申し上げたいと思います。 

 本日は３議案付託をされております。慎重に御審議を賜り、全てにつきまして御賛同いただき

ますようにお願い申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 ありがとうございました。 

 傍聴者はおみえですか。 

議事調査課係長（鈴木 栄治君） 

 一般傍聴者の方はおみえになりません。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 当委員会に付託された所管は、建設部及び教育委員会所管でございます。 

 それでは、議案第４８号 令和３年度清須市一般会計補正予算（第８号）案所管分について説

明をお願いいたします。 

 松村土木課長。 

建設部次長兼土木課長（松村 和浩君） 

 土木課長の松村です。よろしくお願いいたします。 

 議案第４８号 令和３年度清須市一般会計補正予算（第８号）案、建設文教常任委員会所管分

につきまして説明させていただきます。 

 歳入についてはございませんので、歳出について、建設部の所管分を一括して説明させていた

だきます。 

 令和３年度一般会計・特別会計補正予算書及び説明書の１８、１９ページお願いいたします。 

 上から３段目の欄ですが、８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費、補正額８８万５千

円の減額、１節報酬から４節共済費まででございまして、職員人件費の減額でございます。 

 同じく、４項都市計画費、１目都市計画総務費、補正額７０４万８千円の減額、２節給料から

４節共済費までで、職員人件費の減額です。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 吉野課長。 
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学校教育課長（吉野 厚之君） 

 学校教育課、吉野でございます。よろしくお願いいたします。 

 引き続き、教育部所管分を一括して御説明いたします。 

 ２０ページ、２１ページを御覧ください。 

 上から２段目の欄、１０款教育費、１項教育総務費、２目事務局費、補正額１千２６６万９千

円の増額、１節報酬から１８節負担金、補助及び交付金までです。職員人件費の増額及び教育指

導費、清洲中学校の修学旅行キャンセル料に対する補助金の新規計上でございます。 

 続きまして、２項小学校費、１目学校管理費、補正額４５万２千円の減額、１節報酬から８節

旅費までで、職員人件費の減額でございます。 

 ３項中学校費、１目学校管理費、補正額８０５万６千円の減額、１節報酬から８節旅費までで、

職員人件費の減額です。 

 １枚おめくりいただき、２２ページ、２３ページを御覧ください。 

 上から２段目の欄、４項幼稚園費、１目幼稚園管理費、補正額１３４万４千円の減額、１節報

酬から４節共済費までで、職員人件費の減額でございます。 

 ５項社会教育費、１目社会教育総務費、補正額７１５万５千円の減額、２節給料から４節共済

費までで、職員人件費の減額でございます。 

 ６項保健体育費、１目保健体育総務費、補正額５５１万円の減額、２節給料から４節共済費ま

でで、職員人件費の減額です。 

 ２目体育施設費、補正額３万円の増額、１節報酬と３節職員手当等で、職員人件費の増額です。 

 ３目給食センター費、補正額１千２６６万円の減額、１節報酬から８節旅費までで、職員人件

費の減額でございます。 

 令和３年度一般会計補正予算所管分の説明は以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 ありがとうございました。 

 ただいまから審議に入るわけでございますが、質疑者あるいは答弁書は必ず挙手をしていただ

き、指名の後、名前を名のってから、質疑、あるいは答弁に入っていただくようお願いいたしま

す。 

 それでは、まず、建設部所管の１８、１９ページ、質疑のある方、挙手をお願いいたします。 



－4－ 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 飛永でございます。 

 土木総務費、人件費、会計年度任用職員報酬等の増額が４０万円ございますけども、これは何

名分で、どんな業務で増額になっているのか説明をお願いいたします。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 石黒次長。 

企画部次長兼人事秘書課長（石黒 直人君） 

 人事秘書課、石黒でございます。 

 こちらにつきましては、勤務時間数の増加によるものでございます。当初見込んでいた時間数

よりも余分に働いていただいた分でございます。 

 人数とかは特に変わりはありませんので。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 会計年度任用職員が業務が忙しくて、追加で業務を受けていただいて、その分、時間が超過し

たのでお支払いしましたという内容なんですかね。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 石黒次長。 

企画部次長兼人事秘書課長（石黒 直人君） 

 そのとおりでございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 ちなみに、どんな内容だったかっていうのはこの場でお話しできることですか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 石黒次長。 

企画部次長兼人事秘書課長（石黒 直人君） 

 業務内容につきましては、人事秘書課のほうでは把握しておりませんので、一般事務のほうの
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仕事をやっていただいている方の分になります。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 ほかにございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 なければ、次に、教育委員会所管のほうの２０、２１ページ、質問のある方、挙手をお願いし

ます。 

 白井委員。 

白井 章委員 

 白井です。 

 修学旅行等の取消料支援補助金でちょっとお聞きします。 

 １０月の全協のときに御報告がされたかと思いますけれども、中学校の修学旅行のキャンセル

料ということで説明があったかと思いますが、もう一度その経緯ですね、お聞かせください。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 吉野課長。 

学校教育課長（吉野 厚之君） 

 学校教育課、吉野でございます。 

 清洲中学校の修学旅行でございますが、当初、まず最初は５月の段階で予定をしておったんで

すけども、緊急事態宣言が発出されたということで、一度８月に延期をいたしました。その８月

が２６日からの３日間でございましたが、また、８月２７日に緊急事態宣言が発出されたことに

伴いまして、延期のほうを余儀なくされました。これにより、旅行会社へキャンセル料として、

旅行規定に基づく旅行代金の３０％相当額の３７０万円相当の支払いが発生いたしました。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 白井委員。 

白井 章委員 

 そうすると、最終的に修学旅行は各校どういうふうな状況になっているんでしょうか。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 
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 吉野課長。 

学校教育課長（吉野 厚之君） 

 一度の延期はあったりしてございますが、小・中学校とも全て完了しております。 

 以上でございます。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 白井委員。 

白井 章委員 

 分かりました。結構です。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 他にございませんか。 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 飛永でございます。 

 今の修学旅行のキャンセル料なんですけども、多分、もともと修学旅行の予算て組んでないん

ですか。財源がこれなんだろうなと思って。というのは、今お話あったように、緊急事態宣言に

よって行けなくなったキャンセル料の支払ということであれば、財源を見ると一般財源になって

いるんですけども、これって何か、例えば、地方交付金が使えるとか、交付税措置がされるとか、

そういった内容のことかなこれ、何かプラスの説明があれば。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 岩田総務部長。 

総務部長（岩田 喜一君） 

 総務部長、岩田です。 

 この予算につきましては、一般会計ではなくて学校のほうで積立てをしておりますので、もと

もと一般会計の修学旅行の予算はありません。 

 今回キャンセル料に対して旅行を取りまとめ代行している学校長に対して補助をするわけです

が、現時点では一般会計で持ち出しをしておりますけども、この後、臨時交付金はどのようなメ

ニューが対象になるか分かりませんが、巻き替えることが可能でしたら臨時交付金のほうを充当

するように変更はしたいと思っております。 

 以上です。 



－7－ 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 ほかにございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 それでは、これで質疑を終わり、採決に入ります。 

 令和３年度清須市一般会計補正予算（第８号）案所管分について採決いたします。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 ありがとうございます。 

 全員賛成でございます。 

 よって、議案第４８号 令和３年度清須市一般会計補正予算（第８号）案所管分については、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 続きまして、議案第５１号 令和３年度清須市水道事業会計補正予算（第１号）案について説

明をお願いいたします。 

 当局。 

上下水道課課長補佐（中野 知久君） 

 上下水道課課長補佐の中野です。よろしくお願いいたします。 

 議案第５１号 令和３年度清須市水道事業会計補正予算（第１号）案について説明させていた

だきます。 

 水道事業会計補正予算（第１号）の７ページ、８ページをお開きください。 

 令和３年度清須市水道事業会計補正予算（第１号）実施計画明細書 

 予算第３条に定めた収益的支出、資本的支出の補正について説明させていただきます。 

 収益的支出 

 １款水道事業費用、１項営業費用、４目総係費、補正額５６万３千円の減額、１節給料から５

節法定福利費までで、職員人件費の減額です。 

 その下、予算第４条に定めた資本的支出の補正について説明させていただきます。 

 資本的支出 

 １款資本的支出、１項建設改良費、１目配水設備工事費、補正額９６万５千円の増額、２節手
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当から４節法定福利費までで、職員人件費の増額です。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、質疑のある方、挙手をお願いいたします。 

 ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 ないようですので、これで質疑を終わります。 

 令和３年度清須市水道事業会計補正予算（第１号）案について採決いたします。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 ありがとうございます。 

 全員賛成でございます。 

 よって、議案第５１号 令和３年度清須市水道事業会計補正予算（第１号）案については、原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

 続きまして、議案第５２号 令和３年度清須市下水道事業会計補正予算（第１号）案について

説明をお願いいたします。 

 中野課長補佐。 

上下水道課課長補佐（中野 知久君） 

 上下水道課課長補佐の中野です。よろしくお願いいたします。 

 議案第５２号 令和３年度清須市下水道事業会計補正予算（第１号）案について説明させてい

ただきます。 

 下水道事業会計補正予算（第１号）の７ページ、８ページをお開きください。 

 令和３年度清須市下水道事業会計補正予算（第１号）実施計画明細書 

 予算第３条に定めた収益的支出、資本的支出の補正について説明させていただきます。 

 収益的支出 

 １款下水道事業費用、１項営業費用、６目総係費、補正額１６６万２千円の増額、１節給料か
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ら６節児童手当までで、職員人件費及び児童手当を含む一般事務費の増額です。 

 その下、予算第４条に定めた資本的支出の補正について説明させていただきます。 

 資本的支出 

 １款資本的支出、１項建設改良費、３目建設総係費、補正額７７２万７千円の減額は、１節給

料から３節法定福利費までで、職員人件費の減額です。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、質疑のある方、挙手をお願いいたします。 

 ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 ないようですので、これで質疑を終わります。 

 令和３年度清須市下水道事業会計補正予算（第１号）案について採決いたします。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 ありがとうございます。 

 全員賛成でございます。 

 よって、議案第５２号 令和３年度清須市下水道事業会計補正予算（第１号）案については、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上で、建設文教委員会に付託されました議案についての審議は終了いたしました。 

 なお、従来どおり、常任委員会の閉会中の継続審査の申出をすることに御異議ございませんで

しょうか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 ありがとうございます。 

 異議はございませんので、議長に閉会中の継続審査の申出書を提出いたします。 

 また、委員長報告につきましては、正・副委員長に御一任いただけますでしょうか。 
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（ 「異議なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（冨田 雄二君） 

 ありがとうございます。 

 異議はございませんので、そのようにさせていただきます。 

 これをもちまして建設文教委員会を閉会いたします。 

 早朝よりお疲れさまでございました。 

（ 時に午前 ９時４７分 閉会 ） 
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