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    ◎開会の宣告 

〇議長(福嶋尚人君) おはようございます。 

 ただいまの出席議員数は16名です。定足数に達していますので、令和２年第１回新ひだか町議

会定例会を開会いたします。 

                                                                  (午前 ９時３０分) 

                                            

    ◎開議の宣告 

〇議長(福嶋尚人君) これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 なお、既にご案内のとおり、新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため、申合せ事項として

議場内では議員、説明員及び傍聴者はマスクを着用し、発言時においてもマスク着用とすること、

また説明員の配席については必要最小限とすることが先日の議会運営委員会で確認されておりま

すので、あらかじめご了承願います。 

                                            

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、２番、川端君、３番、志田君を指名

いたします。 

                                            

    ◎会期の決定 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から３月19日までの10日間とし、３月14日、15日

は休会にいたしたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は本日から３月19日までの10日間とし、３月14日、15日は休会とする

ことに決定いたしました。 

                                            

    ◎行政報告 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第３、行政報告の申出がありましたので、これを許します。 

 町長。 

〔町長 大野克之君登壇〕 

〇町長(大野克之君) おはようございます。行政報告を申し上げます。 

お手元にあります行政報告に従いましてご報告申し上げますが、初めに新型コロナウイルス感

染症に関する対応についてでございます。これまで新型コロナウイルス感染症の予防及び蔓延防

止に関しまして、主な経過と取組状況につきましてご報告をさせていただきたいと思います。１

ページ目でございますけれども、上段のところ、これまでの主な経過と取組状況についてでござ

いますが、１月31日から町のホームページにおきまして感染症対策等の情報発信を始めておりま
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す。２月17日に道内におきます感染を受けまして、庁議において情報の共有を行ったところでご

ざいます。また、２月24日には小中学校の保護者に対しまして、北海道知事及び北海道教育委員

会教育長通知について一斉にメールでお知らせをしたところでございます。２月の25日には新ひ

だか町感染症対策会議を開催し、最新情報の共有、感染症対策について関係団体等への呼びかけ

ですとか、あるいは３月10日までの町主催イベント等につきまして自粛を決定したところでござ

います。 

１枚めくっていただきまして、２ページに参りまして、翌日の２月26日に町内で初めて感染者

が確認されたことに伴い、新ひだか町感染症対策本部を設置いたしまして、すぐさま第１回新ひ

だか町感染症対策本部会議を開催いたしました。現状及び各部の対応状況等についての情報の共

有、あるいは町民周知方法等を協議するとともに、町内小中学校、町立保育所、児童館等の休校、

休業を決定いたしまして、同日17時30分より静内庁舎におきまして記者会見を行ったところでご

ざいます。２月の27日には全員協議会におきましてこれまでの対応状況についてご報告させてい

ただき、３月２日開催の第３回新ひだか町感染症対策本部会議では、国からの全国一斉臨時休校

の要請を受け、３月24日まで町内小中学校の臨時休校を決定し、教育施設、社会施設等の休館を

３月31日までとすること、イベントや行事等の自粛期間についても同じく３月末まで延長するこ

とを決定したところでございます。さらに、所得税等の申告納付期限についても４月16日まで延

長することとし、確定申告相談も静内庁舎で対応することといたしました。 

右の３ページに参りまして、３月３日に開催いたしましては第４回新ひだか町感染症対策本部

会議では、保護者における就労事情などを考慮し、町立保育所、児童館における放課後児童クラ

ブにつきましては、３月５日から開設することといたしました。また、資料にはございませんが、

昨日、３月９日でございますが、第５回新ひだか町感染症対策本部会議を開催し、小中学校の分

散登校に係る確認事項や臨時休校中の児童生徒に対する積極的な支援など、各部の取組及び対応

の確認を行ったところでございます。 

次に、今後の対応及び対策についてでございます。町主催の各種イベント等につきましては、

感染拡大防止の観点から３月末まで自粛することとし、国、道、当町における感染状況等を注視

しながら、今後も対応してまいります。町有施設の休館等につきましても、同様に各教育施設、

集会施設等を一定の期間臨時休館等の措置を行ってまいります。また、町民への周知につきまし

ては、町のホームページ、ツイッター、フェイスブックなどのＳＮＳの活用並びに町有施設での

ポスター掲示や町広報紙等によりまして周知を行ってまいります。今後におきましても感染防止

の拡大に向けまして、各種対策の実施や町民への情報提供を迅速に実施し、引き続き関係機関と

連携しながら、対策に万全を期すよう努めてまいりたいと考えているところでございます。 

１枚めくっていただきまして、４ページになります。４ページの上段でございますが、暴風雪

による被害状況についてでございます。12月３日からの暴風雪によります被害状況は記載のとお

りでございます。 

次に、３の寄附についてでございますが、記載のとおり３件の寄附がございました。寄附者の

ご厚志に感謝申し上げ、有効に活用させていただきます。 

下段の４の工事の仮契約についてでございます。記載のとおり１件の工事に係る入札を行い、

仮契約を締結いたしました。詳細につきましては、６ページの資料のとおりでございます。 

右の５ページに参りまして、工事に係る入札の執行状況についてでございますが、記載のとお
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り６件の工事に係る入札を行ったところでございます。これも同じく詳細につきましては、６ペ

ージから９ページにかけて資料として添付してございますので、お目通しをいただければという

ふうに思います。 

以上で行政報告とさせていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 次に、教育行政報告を行います。 

 教育長。 

〔教育長 髙野卓也君登壇〕 

〇教育長(髙野卓也君) おはようございます。教育行政報告を申し上げます。 

初めに、令和元年度新ひだか町教育委員会表彰についてでありますが、お手元に配付の文書に

記載のとおり、令和元年12月18日及び令和２年２月３日に教育委員会表彰を挙行し、スポーツで

優秀な成績を収めた６名１団体の児童生徒の皆さんに教育奨励賞を贈呈いたしました。詳細につ

きましては、受賞者一覧、また裏面の行政報告資料に大会成績の概要等を記載してございますの

で、お目通しいただき、説明は省略させていただきます。受賞されました皆様のますますのご活

躍を期待申し上げます。 

次に、寄附についてであります。文書に記載のとおり１件の寄附がございました。寄附者のご

厚志に感謝申し上げ、有効に使用させていただきますことを申し添えまして、教育行政報告とさ

せていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) これで行政報告は終わりました。 

行政報告の質疑については、議案審議後といたします。 

                                            

    ◎委員会調査報告の上程、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第４、委員会調査報告を議題といたします。 

 お諮りいたします。介護サービス事業等経営改善基本方針に関する調査特別委員会に付託中の

新ひだか町介護サービス事業及び病院事業の経営改善基本方針に関する事項についての委員長報

告は、会議規則第41条第３項の規定によって省略することとし、お手元に配付してある報告書の

とおり決定することにいたしたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

よって、本件は、委員会調査報告書のとおり決定いたしました。 

                                            

       ◎報告第１号の報告 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第５、報告第１号 専決処分の報告について(損害賠償請求事件の和解

及び損害賠償の額の決定について)を議題といたします。 

 提出者からの報告を求めます。 

 及川農政課長。 

〔農政課長 及川敦司君登壇〕 

〇農政課長(及川敦司君) おはようございます。ただいま上程されました報告第１号につきまし

てご説明申し上げたいと思います。 

 報告第１号は、損害賠償請求事件の和解及び損害賠償の額の決定につきまして、地方自治法第
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180条第１項の規定により、令和２年１月17日に令和２年専決処分第１号にて専決処分を行ったた

め、同条第２項の規定により報告するものでございます。 

２枚おめくりいただきたいと思います。損害賠償請求事件の和解及び損害賠償の額の決定につ

いてでございますが、相手方は新ひだか町三石本桐の佐藤秀美氏、賠償額は７万1,126円でござい

ます。 

損害賠償請求事件の概要でございますが、記載のとおりとなってございまして、過失割合は町

側が10、相手方がゼロでございます。今回の事故は、職員の運転操作の誤りにより発生したもの

でございまして、深くおわび申し上げたいと思います。今後このような事故を起こさないよう安

全運転の励行に努めてまいりたいと考えてございます。 

以上、報告第１号の説明といたします。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇議長(福嶋尚人君) 以上で報告第１号を終わります。 

                                            

    ◎議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第６、議案第１号 新ひだか町公平委員会委員の選任につき同意を元

ことについてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 大野克之君登壇〕 

〇町長(大野克之君) ただいま上程されました議案第１号についてご説明を申し上げます。 

議案第１号は、新ひだか町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについてでございま

して、現公平委員会委員３名のうち１名の方が５月15日をもちまして任期満了となりますことか

ら、議会の同意を求めるものでございます。 

今回選任しようとする方でございますが、再任となりますが、現住所、日高郡新ひだか町三石

本桐445番地、氏名は佐藤陽一氏でございます。生年月日は昭和24年３月31日、70歳でございまし

て、職業は農業でございます。 

佐藤氏におかれましては、今回選任されますと３期目ということになります。新たな任期は、

令和２年５月16日から令和６年５月15日までの４年間となります。次のページに佐藤氏の略歴を

添付してございますので、御覧いただきたいというふうに存じます。 

以上で議案第１号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇議長(福嶋尚人君) お諮りします。 

 本案については、人事案件でありますので、議会運営基準により質疑、討論を省略いたしたい

と思います。ご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、本案は質疑、討論を省略することに決定いたしました。 

 これから議案第１号 新ひだか町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについてを採

決いたします。 

 お諮りいたします。本案は、これに同意することにご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 
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〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号は、同意することに決定いたしました。 

                                            

    ◎議案第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第７、議案第２号 新ひだか町教育委員会委員の任命につき同意を元

ことについてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 大野克之君登壇〕 

〇町長(大野克之君) ただいま上程されました議案第２号についてご説明を申し上げます。 

議案第２号は、新ひだか町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてでございま

して、今回の提案につきましては現教育委員会委員４名のうち１名の方が５月26日をもちまして

任期が満了いたしますことから、議会の同意を求めるものでございます。 

今回任命する方につきましては、再任となりますが、現住所、日高郡新ひだか町静内西川６番

地、お名前は泊範子氏、生年月日は昭和32年６月８日、62歳でございまして、職業は家事に従事

されてございます。 

泊氏につきましては、今回任命されますと２期目ということになります。新たな任期は、令和

２年５月27日から令和６年５月26日までの４年間となるところでございます。略歴につきまして

は、次ページのほうに載せてございますので、御覧いただきたいというふうに思います。 

以上で議案第２号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇議長(福嶋尚人君) お諮りします。 

 本案については、人事案件でありますので、議会運営基準により質疑、討論を省略いたしたい

と思います。ご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、本案は質疑、討論を省略することに決定いたしました。 

 これから議案第２号 新ひだか町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採

決をいたします。 

 お諮りいたします。本案は、これに同意することにご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号は、同意することに決定いたしました。 

                                            

    ◎議案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第８、議案第３号 工事請負契約締結について(静内庁舎大規模改修工

事(自家発電装置改修))を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

 田口契約管財課長。 

〔契約管財課長 田口 寛君登壇〕 
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〇契約管財課長(田口 寛君) おはようございます。ただいま上程されました議案第３号につい

てご説明いたします。 

議案第３号は、静内庁舎大規模改修工事(自家発電装置改修)に係る工事請負契約締結について

でございます。予定価格が5,000万円を超える工事請負契約締結について議会の議決を求めるもの

でありまして、次のとおり工事の請負契約を締結しようとするものでございます。 

契約の目的は、静内庁舎大規模改修工事(自家発電装置改修)、契約の方法は条件付一般競争入

札でございます。契約予定金額は6,820万円で、うち消費税及び地方消費税の額は620万円、契約

の相手方は株式会社新興電気静内支店取締役支店長、鈴木正春でございます。 

恐れ入ります。次のページをお開き願います。議案第３号参考資料１、契約書案でございます

が、工事名、工事場所については記載のとおりで、工期につきましては着工が契約の日から、完

成は令和２年12月18日までとなっており、令和元年12月定例会にて本件の繰越明許費の承認を得

られております。 

次のページを御覧ください。参考資料２、改修概要でございます。静内庁舎に設置しておりま

す既存の非常用発電機が経年の劣化により作動しない状態にあることから、非常用発電機を撤去

し、新設しようとするものであります。発電の容量でございますが、既存容量90キロボルトアン

ペアを200キロボルトアンペアといたします。次に、照明器具やコンセントを使用できる電気にす

るためのスコットトランス、変圧器を１台撤去及び新設いたします。また、暖房パネル29台を撤

去し、58台を新設といたします。これは、議場の議員席、説明員席の足元に設置されております

温水パネル、これを電気パネルに変えまして、現状２席で１台を使用しているものを１席１台と

するため増となります。 

次に、機械設備でございますが、新設する非常用発電装置はディーゼルエンジンで、燃料を軽

油としたところでありまして、490リットルタンクを屋外に２台新設いたします。これによりまし

て24時間の稼働が可能となり、燃料を補給することで稼働時間を延長することができることとな

ります。 

次に、建築関係ですが、電気室の鋼製建具ですが、こちらは既存の発電給を撤去し、新設する

発電機を搬入するときに支障があるということで、また腐食がかなり進行していることから、本

件工事に併せて新設といたします。 

次のページを御覧願います。参考資料３となりまして、発電機の設備配置図ですが、真ん中が

電気室平面図、右側が断面図となります。 

さらに、次のページを御覧願います。参考資料４でございまして、左側が１階平面図となりま

す。電気室につきましては、斜線で引いておりますけれども、役場の屋外自転車の置場側の北側

ということになりまして、発電機につきましては電気室の手前のほうに設置するという形になる

ものでございます。 

以上、議案第３号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) これより一括質疑を行います。質疑ありませんか。 

 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 入札方法ですけれども、条件付一般競争入札だったと思いますが、どうい

う条件なのかということと落札率をお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 田口契約管財課長。 
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〇契約管財課長(田口 寛君) まず、今回の大規模改修工事につきましては、電気設備の改修と

いうことになりまして、町内に電気工事の資格を有する業者、それから実績面で過去15年間に

2,000万以上の同等の工事実績があるという業者を募ったということで、結果町内で３社の申請が

ありまして、その３社によって入札が執行されております。 

落札率ですけれども、申し訳ございませんが、まだ議決前ということで、本契約を締結してい

ないということで、予定価格を申し上げることができませんので、その点ご了承いただきまして、

落札率につきましても申し上げられないということでお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 温水パネルをなぜ変えなければならないのかということも分からないので

すけれども、去年電源車を購入して、大規模な工事費をかけないというような意味の説明もあっ

たと思うのですが、その辺は電源車がどういうふうに無駄になるのか、どういうふうなことなの

かを説明お願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 田口契約管財課長。 

〇契約管財課長(田口 寛君) まず、温水パネルの件につきましてちょっとご説明を加えさせて

いただきたいと思います。 

実は、静内庁舎ももう37年が経過しまして、温水系統、それから空調系統、これにつきまして

も長寿命化を考えるとあと30年以上はやはり使用しなければならないということで、その関係の

空調機と温水関係の工事をリニューアルということで、これからご審議いただきますけれども、

新年度予算に計上させていただいているところでございます。それで、その概略設計の中で、こ

の温水パネルは当然下のボイラーから水を温水に変えて、それを熱交換してここまで来ていると

いうことになりますけれども、工事の際に、実はこれこの下のほうから立ち上がって配管が出て

きております。それで、その工事を考えたときにどうしても２階の執務スペース、これを潰さな

ければならないというおそれがあると。下から立ち上がっているものですから、工事の際には２

階の執務室にちょっと影響が出るということで、この方法は現実的ではないのではないかという

話が出てきまして、実施設計の中で。それで、そうであれば、電気パネルであればこれを温水を

めくらにしてしまって、温水パネルを個別につけることによって対応が可能であるということで、

そのようにさせていただきました。また、温水パネルについては、個別式になるものですから、

スイッチも個別についておりますので、今の状態ですとスイッチを入れると全てに入るような形

になっていますから、個別にすることによって省エネ効果も高いということで電気パネルを採用

したいということで、設計の段階でそのようにさせていただいております。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 電源車の関係でございますが、こちらの自家発電装置、こちらのほう

を改修しまして、これで全部庁舎を賄えるかといいますと、そういうわけではございませんで、

こちらの自家発電機と移動電源車と併せてある程度の機能を維持したいと。庁舎の執務やるのに

パソコン等使いますし、電気も使います。あと、電算室のサーバー、あとサーバーを冷やすため

のクーラー、こういったものも非常に電力は使いますので、そういったものでカバーしていきた

いと。ただ、移動電源車につきましては、この庁舎だけではなくて、避難所ですとかそういった

ところの電力もカバーするというふうなものがございますので、そういったもので併せて活用し

ていきたいというふうに考えてございます。 
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〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) ２点ぐらい質問させていただきます。 

説明では、初めての、設置後何年か知りませんけれども、まず施設の暖房設備の当初設置した

年度は何年、この機器が何年に設置されたものなのかということを聞きたいと。 

それと、この電気設備等の積算に当たって、いわゆる建築に関わる国土交通省に関わる基準に

基づいた歩掛かり等を使って積算したのかどうか。違うものについては見積りにしたのかという

こと。 

それから、もう一つ、議会のこの中での今暖房設備を当初29台のパネルを58台ということにす

るということなのですが、説明では機能的には従前の温水方式であると屋根下、床下部の改修で

経費がかかるから、経済的な積算でやったということで分かりましたけれども、29台から58台に

したその暖房の機能的なものなのですが、議員が今現在16名おります。その中でこれだけの体積

の暖房の空間を温めるということになると思うのですが、これ各議員の16に対する機能上の調整

というか、消費、必要な分の暖房能力ですか、これらは将来見込んでやったのか。私は、もう少

し台数少なくてもいいのではないかというふうに思っているのですが、そのあたり考えてやられ

ているのかということともう１点は、先ほど言いましたように今回のこの発電機に必要な機能に

ついては、停電時に一番大事な消火栓だとか、あるいは１階から３階のフロアの照明と主要コン

セントと、こういうことの積算だけになっておりますけれども、これ以外で必要なものがあると

思うのですが、その部分は最小限の機能で賄えると、将来増設することはないということでの積

算になっているのか、そのあたりどういう考え方でやったのかの説明をお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 田口契約管財課長。 

〇契約管財課長(田口 寛君) まず、非常用発電機の設置年度ということでお尋ねがあったと思

いますが、静内庁舎が建設された昭和57年ですか、57年の設置のものでございます。今回点検等

で、実は２か月に一遍自家用工作物ということで保守点検をやっておりまして、その中でもスタ

ーター機能がもう駄目だと。もう30年以上たっているものですから取替え部品がないということ

で、非常時に使えないような状態というのはちょっと問題があるということで、今回非常用発電

機を改修ということで上程させていただいたところでございます。 

それと、電気パネルの関係でございますけれども、見ていただければ分かると思いますが、２

台で１つ温水パネルを設置しております。それを個別に全て一つ一つの席につけるものですから、

これは壇上でも申し上げましたとおり増をいうことで、台数的にはそのようになるものでござい

ます。 

あと、容量の関係のお尋ねがありました。今回４月の25日から４か月ぐらい実施設計を行いま

して、このような仕様に最終的には決定をさせていただいておりますけれども、この中で非常用

発電機でございますので、容量的には全てを賄うというのは、できないことはないのですが、費

用的にも、あとスペース的にもちょっと難しいところがあるということで、今回につきましては

消防法でこれ絶対的に必要な屋内消火栓の電源、それから一定の行政サービス、これを図るため

にはやはりシステム、これが遮断されるとちょっと行政サービスに影響が出てきますので、そこ

ら辺の電源確保、それから今までは非常用照明ということで、本当にぼやっとした光しかつかな

い機能でございましたけれども、今回90キロボルトアンペアから倍増することによってフロア照

明の器具、ここら辺の電気供給が可能となるものでございます。ただ、必要最小限、建屋の問題
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もありましたので、１階から３階までのフロアの照明器具を全部つけてしまうとちょっと不安定

になり過ぎるということで、停電時には、土曜日になるのか、平日になるのか、ちょっとこれは

分かりませんけれども、１階、２階を全てつけるということになると３階の照明のほうまでは今

は難しいのかなと。したがって、そのときには３階については、手動で分電盤のブレーカーを切

るという作業がもしかすると出てくるかもしれませんが、１階、２階につきましてはカバーでき

るということの設計にはなってございます。 

それと、今回の工事の積算のことについてでございましたが、非常用発電機については見積り

を取って積算をしておりますし、その他の工事関係、配線関係だとかトランス関係の配線関係の

工事については、積算基準はもちろん道に物価版あるところは物価版を使用して、ないところは

見積りを取ってと。諸経費についても通常の積算基準のとおり積算をしているということでご理

解をお願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) 確認します。議員が16名おります。そのほかに既に二十何名のありますけ

れども、現在の最低限の16人の足元のパネル分しか、それ以外もありますけれども、当然職員の

分ありますけれども、その分については計上していないということでよろしいのですね。 

〇議長(福嶋尚人君) 田口契約管財課長。 

〇契約管財課長(田口 寛君) 一応現状のこの58台につきましては全てということで設計をして

おりまして、使わないところについては、先ほど申し上げたとおり、個別個別に切れるものです

から、議会議員さんだけの席分でいいのではないかという意味合いだったのかもしれませんが、

それ以外でも使う場面がもしかするとあるかもしれないという想定の中で、一応席は全てつける

けれども、実際には個別個別に切れるものですから、使わないところは切ったままという対応に

なると思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) 言っていることは分からないわけでないですけれども、もうこれ以上増え

るということはあり得ない議員定数だと思いますけれども、したがって経済的なことも踏まえ、

契約のほうは私はどうこうということはないですけれども、変更できますので、それらについて

軽微な変更等でもって、明らかに不要な部分については私は削除すべきだというふうに考えてお

ります。ご検討願います。 

以上です。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) 参考資料２のところなのですが、非常用電源装置の部分で改修後200キロの

発電能力ということなのですけれども、一番下のところに必要な発電能力、フルに考えていると

思うのですけれども、577キロ。夏場ですと、暖房だとかについては使わないのですが、恐らくい

ろんな意味では経験上ブラックアウトになったときにどのぐらい必要なのかという想定をして、

200キロで足りるという判断をしたと思うのです。夏場だと、僕は確かにブラックアウトになって

もいいのですが、冬場だと夜は暖房必要ないですけれども、勤務時間帯で暖房がないということ

は非常に職員にとっては大変だと思うのですが、その辺の対応の部分まではここで検討している

のでしょうか。というのは、動力で253キロ、一般が324だけれども、うちＯＡ用で150キロという

と、ＯＡ用の電源は落とせないと思うのです。動力というのは、きっともって暖房だとか消防法



 

 － 10 － 

によるところの部分というとこれがどのぐらいまで落ちるのか。150と250といったら、残り50キ

ロしかないのです。その辺の部分については、検討材料に入っていたかどうかだけお聞きします。

〇議長(福嶋尚人君) 田口契約管財課長。 

〇契約管財課長(田口 寛君) まず、電気容量との比較の関係でもうちょっと説明させていただ

きますと、一般電源の中にＯＡ用で150キロボルトアンペアと括弧して入れておりますけれども、

これについては実際の実施設計段階でモニタリング調査をさせてもらっておりまして、その際に

はＯＡ用については、一度役場改修で増設しているのです、これは。ただ、モニタリングによっ

て21キロボルトアンペアの数値だったものですから、実際にはこの150キロを増設工事のときには

取ったみたいなのですが、モニタリングの中では今省エネのものもたくさんありますので、実際

には21キロボルトアンペアがあればいいという設計上のモニタリング調査が出ましたので、現実

問題でいくとＯＡ関係では21キロですから、残り180キロボルトアンペアの余力があるということ

で、その中でどこまでできるかということで、先ほど申し上げたとおり、１階から３階までの照

明、それからコンセント関係、これは使えるようにということで、設計上はそのようにしており

ます。200キロボルトアンペアですので、先ほどから申し上げているとおり、建屋の問題があって、

なかなか300、400というのは別棟を建てないとちょっと難しいという実施設計上の問題が出てき

ましたので、それは予算的にもそれだと莫大なものになってしまいますし、先ほど阿部議員おっ

しゃられていた動力関係、これについてはやはり一番容量を取るところになってきますので、そ

こを入れてしまうと電気がつかないということになってしまうものですから、ここはシステム関

係のほうに優先をさせていただいて、実施設計の中でそのような形を取らせていただきました。 

以上です。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) 先ほどの中の説明で電気暖房に切り替えていくのだということになると、

今設置されているボイラーは撤去するのですか。その辺ちょっとお聞きしておきます。ボイラー

も残すよ、電気暖房も切り替えるよ。それは、いざというときに両方を何とか使えるということ

ですけれども、ボイラーももう既に30年以上たって、２年に１回定期検査をやっているのだろう

と思うのですが、その辺のことで経年劣化という部分はそれほどないとは思うのですけれども、

並行して使うという考えを持っているのかどうか。もしくは、電気暖房で切り替えるので、旧ボ

イラーは全部撤去するよというふうにお考えなのか、そこだけちょっとお聞きしております。 

〇議長(福嶋尚人君) 田口契約管財課長。 

〇契約管財課長(田口 寛君) まず、ボイラーの関係です。これにつきましては、空調関係と温

水関係の暖房がありまして、温水関係のほうのボイラーについては、平成二十三、四年のときに

取替えさせていただいております。空調関係についてはやっていなかったものですから、これは

先ほども申し上げましたとおり、これから30年以上使うということになると１度は空調関係をや

らなくてはならないという、耐用年数とうに過ぎておりますので、そこら辺も併せて今回、新年

度予算の計上になりますけれども、それについてはご審議をまた別途いただきたいというふうに

思いますけれども、新年度でそのように考えさせていただいております。 

何回も説明させていただきますけれども、議場については空調関係のボイラー、それと先ほど

言いましたとおり温水関係のボイラーと２系統で暖房を使っておりますので、あくまでこの温水

系統は空調と併せてドッキングして暖房を動かしていると。先ほど申し上げましたとおり、これ
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を工事するとなると執務室にちょっと影響があるかもしれないということで、工事費が多大なも

のになってしまうし、行政スペースの問題もありますので、そこは避けたほうがいいのではない

かということで、設計の段階で個別式の電気パネルのほうがいいのではないかということで、個

別式の電気パネルと空調関係で議場については暖房を賄うということになりますので、ご理解を

いただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 

議案第３号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

これから議案第３号 工事請負契約締結ついて(静内庁舎大規模改修工事(自家発電装置改修))

を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

よって、議案第３号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

    ◎議案第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第９、議案第４号 財産の処分(旧静寿園跡地等)を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

 田口契約管財課長。 

〔契約管財課長 田口 寛君登壇〕 

〇契約管財課長(田口 寛君) ただいま上程されました議案第４号についてご説明いたします。 

議案第４号は、財産の処分についてでございます。次のとおり財産を処分することについて、

地方自治法第96条第１項第８号及び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３条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

１の売却財産についてでございますが、議案記載のとおり土地が２筆、建物が６棟でございま

す。 

次に、売却方法ですが、公募型プロポーザル提案方式にて買受け候補者を選定した相手方との

随意契約でございます。 

次に、売却予定価格についてですが、２億１万6,625円、うち消費税及び地方消費税の額が416万

3,635円でございまして、このうち土地の取引については非課税ということになりますので、建物

の売却価格等に関わる分が消費税相当額ということになります。 

次のページに移りまして、４の売却の相手方についてでございますが、札幌市西区発寒11条５

丁目10番１号、生活協同組合コープさっぽろ代表理事、大見英明でございます。 

次のページから参考資料１としまして町有財産売買契約案になりますので、これにつきまして

はご参照をいただきたいと思います。 

４ページをおめくりいただきまして、参考資料２でございまして、今回の処分の説明要旨につ

いてでございますが、これにつきましては資料記載のとおりでございまして、なお公募の結果、
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中段あたりになりますけれども、生活協同組合コープさっぽろ１社の応募がありまして、企画提

案書等の内容が応募条件を満たしていたことから、令和２年２月10日に普通財産処分検討委員会

によるヒアリング審査を実施したところでございます。 

今回選定した買受け候補者の企画概要についてですが、売却対象物件の現状、建物使用者及び

収用資産等の移転を全て行って、全建物の解体後、隣接地にて営業中のコープさっぽろ静内店を

新築移転させる計画となってございます。また、現在のシルバー人材センター事務所につきまし

ては、新店舗移転後に現コープさっぽろの店舗の内部を一部改修した上で事務所として活用する

との提案概要でございます。企画提案書の概要についてでございますが、２ページおめくりいた

だいて、参考資料３としてＡ４判で１枚、Ａ３判で８ページ、企画提案書を抜粋したものを添付

してございますので、ご参照をお願いしたいと思います。 

申し訳ございませんが、お戻りいただきまして、参考資料２、処分説明要旨の裏面を御覧いた

だきたいと思います。中段あたりになりますが、買受け候補者の選定についてでございますが、

町といたしましては今回の提案内容につきまして、事業者適性、事業計画、内容、買受け希望価

格から総合的に審査を行いまして、審査基準点以上と認められまして、令和２年２月12日に買受

け候補者として選定したところでございます。特に地域環境への配慮及び地域貢献、災害対応に

ついても優れているものがありまして、経済効果につきましても今回の売却予定価格だけではな

くて、今後の固定資産税、都市計画税の税収増、また土地、建物を維持する上での維持管理経費

の縮減など、町財政への財政効果が大きく期待され、さらに雇用創出による地域経済の活性化に

つながると考えております。 

買受け候補者としての決定に伴いまして、土地については買受け候補者において用地確定測量

及び分筆測量を実施し、売買予定面積及び売買予定金額を確定した後に、建物の売買予定金額及

び不動産鑑定評価費用、それから職員住宅及び事務所内にある土壌分析室内物品、博物館収蔵物

の移転等経費を加算した金額にて仮契約書を令和２年２月25日付で締結してございます。 

次のページでは、今後のスケジュールを記載しております。新築建物の着工につきましては、

予定では来年の４月を予定しておりまして、来年の10月には新店舗が完成しまして営業を始める

という予定となってございます。 

次のページをお開き願いたいと思います。主な契約内容を記載してございます。今回の町有財

産プロポーザル提案実施要領においても売却に係る利用条件等を設定しておりますが、記載のと

おり、本契約書においても公募条件に対応して義務を課すこととしておりまして、義務が不履行

の場合には違約金を徴収するという内容としてございます。 

以上、財産の処分についてのご説明といたします。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 何点か質問させていただきたいと思います。 

参考資料２の裏側、買受け候補者の選定についてという中で、固定資産税、都市計画税の税収

増と。当然増収にはなると思うのです。それで、土地については来年１月１日で賦課されるわけ

ですから３年度の収入、建物は３年の10月完成ですから４年度の収入と、こうなってくるわけで

す。そこで、どの程度の税収増を見込んでいるのか伺いたいのが１点です。 

それから、雇用創出ということでいいますと、現状の雇用されている人数、それが新店舗にな
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ったときに何人増えるのか、その辺の人数についてお伺いしたいと。 

２点お伺いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 田口契約管財課長。 

〇契約管財課長(田口 寛君) まず、税収増の関係でございますが、まず土地の部分につきまし

ては売却基準価格、これが１億、建物の分も入っておりますので、土地でいくと約１億ぐらいの

積算だったと思いますけれども、それに税の場合ですと７掛けをして1.4％ぐらいということにな

ってきますので、おおよそですけれども、土地の部分は7,000万から8,000万掛ける1.4％ぐらいと

いうことになると100万ちょっとぐらいですか、土地の部分は。 

建物の部分につきましては、評価額は現時点ではちょっと出せなかったものですから、かなり

店舗大きいものですから、評価額３億から５億あったとしてもそこから1.4％の税率を掛けると、

これは少なくとも三、四百万にはなるのではないかというような試算は、今仮にの話ですけれど

も、してございます。 

それから、地元雇用者の関係でしたか。現店舗では、今正規、非正規を合わせて54名ぐらいと

いうことでお聞きをしておりまして、今回の提案の中では新店舗では大体80名ぐらいになるので

はないかと。店舗面積が、売場面積が３割ぐらい増になるのですから、それに合わせてやはり従

業員も増になると。そのうち、今現店舗では地元雇用者は42名、54名中42名が地元雇用者という

ことで、計画の中では80名のうち63名ぐらいが今予定としては正規、非正規を含めまして町内雇

用者になるのではないかということで計画上はそのように伺っております。 

以上です。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 今の雇用の関係、税の関係は大体理解いたしました。 

それで、旧店舗の部分が、新店舗が３年の10月ですか、完成されるわけですけれども、その跡

地の関係の生協の考え方というのは何かありますか、恐らく固定資産税賦課されますから、建物

撤去ということになるのだろうというふうに予想しますけれども、その辺の話は出ていますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 田口契約管財課長。 

〇契約管財課長(田口 寛君) 旧店舗の関係でございますけれども、お聞きした中ではまずシル

バー人材センター、これの移転先ということで今の現店舗、かなり大きい店舗にはなりますけれ

ども、シルバー人材センターを全て使うということではないのですけれども、区切りまして、シ

ルバー人材センターの事務所としてまず使うと、しばらくは。現時点ではまだ取壊しだとか、何

かのテナントとして入れたいだとかという考えは今のところまだないようでございまして、ひと

まずはシルバー人材センターの事務所として使うということでお聞きをしております。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 私は、参考資料の２のところで、区域内に居住する者等を対象とした説明

会の開催とありますけれども、最近、昨年度でも本州等では福祉関係の施設を造ると地域住民か

ら反対が起こったり、私はよく理解できませんでしたけれども、そういう施設を造ることによっ

て地域の単価が下がるというようなことから反対理由挙げていましたけれども、ここでの説明会

の趣旨というのは、説明会をすればいいということだけなのか。例えば反対運動が起ころうと、

説明内容に対する不満が起ころうと、行政側としては関係ないことなのか。説明会を地域の人の

ために開けばいいということなのか、ここの意図はどういうことなのでしょうか。 
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〇議長(福嶋尚人君) 田口契約管財課長。 

〇契約管財課長(田口 寛君) ただいまのご質問ですけれども、まず説明会の開催ということで、

本件は大規模小売店舗立地法という法律がありまして、店舗がたしか1,000平米以上の店舗になれ

ば、この大規模小売店舗立地法の適用施設ということになりまして、まず買受け事業者から道の

ほうに本工事の着手前の８か月以前に届出をしなければなりません。大規模小売店舗法の中では、

やはりかなり環境面での配慮、これについても計画上求められますので、そこら辺はクリアしな

いとならない、まず。その届出が受理をされてから２か月以内にまず地元の住民等を対象とした

説明会を開催するということになっておりまして、今下川議員がおっしゃられた反対がそこであ

って、断念ということになるのか、ちょっとそこまでは私どもでは把握はしておりませんが、地

域への配慮だとか環境問題への配慮だとかというのは大規模店舗法の中でも最大限求められます

ので、その点はクリアされて、何とか地元の住民説明会の中でも理解がいただけるような、計画

上もそのような計画になると思いますので、そこは理解を得るような説明会ということでこちら

としては認識をしております。大規模店舗法の届出の際には、確か地元市町村に対しても意見照

会等もあったはずですので、これについては町側からもしかるべき意見を出すということにはな

ると思います。 

以上です。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) 先ほどシルバー人材の建物が移転するというお話がありました。私は、あ

そこの今この議題となっている土地には、ほかにも土壌分析室並びに郷土館の収蔵庫ですか、と

いうのものがあると思っております。ですから、土壌分析室、これは実は先日常任委員会である

程度お聞きしているので、説明が付け足す部分があればお願いをいたしたいのですが、郷土館の

収蔵庫、これをどのような移転、誰が移転費用を出すのかだとかも含めて、収蔵庫の移転をどの

ように考えているのかをお聞きいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 田口契約管財課長。 

〇契約管財課長(田口 寛君) 博物館の収蔵物については、かなりあの建屋の中に収蔵されてお

りまして、一応そこら辺の必要経費については、移転経費の中でたしか2,900万の計上だったと思

いますけれども、提案の中では、その中で積算をして、生協さんのほうで提案価格の中に入って

ございます。現実博物館の収蔵庫については、移転先ただいままだ100％確定しているわけではご

ざいませんが、町有施設のどこかにこれは入れなければならないということになりまして、実は

博物館の収蔵庫も町内で点在をしている、６か所、７か所に点在をしているという状況もありま

すので、ここはファシリティマネジメントの中でも集約をしたほうがいいのではないかという意

見もありまして、これは今集約化に向けて最終の詰めをこちらの議案が確定しましたら庁内で打

合せをしまして確定をさせていただきたいというふうになっておりますので、そこはご理解をい

ただきたいなと思います。 

土壌分析室につきましては、今実験センター内に分析室ありまして、ここについては常任委員

会の中でお聞きになっているということですので、そのとおりでございまして、これは関係機関

にも承諾をいただきまして、そこの施設を活用するということで決定これはしておりまして、い

ずれにしても議案が決定いただきましたら７月までには移転していただきたいという生協さん側

からの申出がありますので、大体７月を目途に移転作業を完了させたいというふうに考えており
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ます。 

〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) これで質疑を終結いたします。 

 議案第４号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これから議案第４号 財産の処分について(旧静寿園跡地等)を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号は、原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩いたします。10分程度休憩いたします。 

休憩  午前１０時３８分 

                                            

再開  午前１０時５１分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                            

    ◎議案第５号から議案第１２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第10、議案第５号 令和元年度新ひだか町一般会計補正予算(第４号)

から議案第12号 令和元年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第３号)までの８件を一括議題と

いたします。 

提案理由の説明を求めます。 

 上田総務課長。 

〔総務課長 上田賢朗君登壇〕 

〇総務課長(上田賢朗君) ただいま上程されました議案第５号から議案第12号についてご説明い

たします。なお、議案第11号及び議案第12号につきましては、それぞれ担当課長、事務長よりご

説明いたします。 

議案第５号から議案第10号は、令和元年度新ひだか町各会計補正予算でございます。今回の補

正予算につきましては、予算の執行整理が主となっておりますが、12月の全員協議会において４

特別会計と１企業会計の赤字補填に係る一般会計からの繰出金等につきましてご説明させていた

だいておりますが、特別会計等の運営につきましては常に経営努力や経営改善を行いながら、特

定の受益者へのサービス提供を行う必要がありますので、収支不足の穴埋めを受益を受けない町

民の皆様からの税金を含めた財源による一般会計からの繰出金で対応することは、負担の公平性

の原則に反するものと考えておりますが、これら特別会計等で行っている行政サービスが提供で

きなくなりますと町民の皆様の生活に多大な影響を与えてしまうこととなりますので、一般会計

においても非常に厳しい財政状況ではございますが、町民の生活に欠かすことができない行政サ

ービスを提供するために必要な措置と考えてございますので、これらに係る追加補正につきまし

てご理解をお願いいたします。また、施設の燃料費や光熱水費、修繕費など今回追加補正しなけ

れば事務事業の執行に支障を来すものについても予算計上しようとするものでございます。補正

予算の内容説明につきましては、主な要因に絞ってご説明させていただき、詳細な説明は省略さ
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せていただきたいと思いますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

それでは、一般会計補正予算からご説明いたします。議案第５号は、令和元年度新ひだか町一

般会計補正予算(第４号)でございます。 

 令和元年度新ひだか町の一般会計補正予算(第４号)は、次に定めるところによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８億

3,301万3,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ158億1,484万8,000円にしよう

とするものでございます。 

 第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、第１表のでございます。 

 第２条は、継続費の補正でございまして、継続費の変更は、第２表のとおりでございます。 

第３条は、繰越明許費の補正でございまして、繰越明許費の追加は、第３表のとおりでござい

ます。 

第４条は、地方債の補正でございまして、地方債の追加及び変更は、第４表のとおりでござい

ます。 

 それでは、歳出の事項別明細書よりご説明いたしますので、一般45ページをお開きください。

３、歳出でございます。１款、１項議会費では138万6,000円の減額でございますが、議会運営経

費などの執行整理でございます。説明は省略させていただきます。 

46ページに参りまして、２款総務費、１項総務管理費では3,865万3,000円の減額でございます。

この費目は57ページまでございます。職員福利厚生費や静内庁舎管理経費など、各経費に係る執

行整理でございますが、主なところでは48ページでございますが、２目文書広報費で事業目１、

広報作成経費において使用料、手数料等の見直しに当たって、考え方から途中経過など複数回に

わたって町広報紙に掲載していることもあり、追加計上となってございます。 

次に、51ページに参ります。７目電子計算費、事業目１、行政情報システム管理経費でござい

ますが、庁舎内ネットワーク環境整備業務委託事業においてパーソナルコンピューターの取得方

法が委託業務に含んで予定していましたが、地元事業者から購入できるものもあったことから、

パーソナルコンピューターの購入費用分を委託料から備品購入費へ科目振替を行ったことによる

予算の整理と、購入台数の精査により想定以上となったことに伴う備品購入の追加計上となって

ございます。なお、追加分の財源としまして庁内ネットワーク環境整備事業債を530万円充当して

ございます。 

次に、55ページに参ります。事業目15、プレミアム商品券事業では、販売数の減による執行整

理で1,423万2,000円の減額としてございます。その上の事業目14、公共施設等適正管理推進事業

でございますが、7,763万3,000円の減額としてございます。生活館等の集約化事業についてアイ

ヌ政策推進交付金の活用が可能となったことから、次のページに記載してございます事業目16、

アイヌ政策推進経費へ組替えを行うものでございます。56ページに参ります。事業目16、アイヌ

政策推進経費では、執行整理のほか、今申し上げました予算科目の振替に伴う各工事請負費の追

加でございまして、これに伴い財源としまして国庫補助金でありますアイヌ政策推進交付金を

4,447万円を追加するとともに、公共施設等適正管理推進事業債を1,055万円の科目振替による追

加を行ってございます。 

その下、13目地方創生費の事業目２、地方創生事業では、57ページになりますが、19節負担金
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補助及び交付金で新ひだか町地域おこし協力隊起業支援補助金20万円の新規事業を追加してござ

います。こちらは、任期満了となる地域おこし協力隊が当町で起業しようとする場合に、その起

業に要する経費を助成しようとするものでございまして、特別交付税措置の対象となる事業でご

ざいます。そのほかは説明を省略させていただきます。 

次に、２項徴税費でございますが、108万円の減額でございます。この費目は、58ページにまた

がりますが、賦課徴収事務経費や職員の人件費に係る執行整理でございますので、内容説明は省

略いたします。 

59ページに参ります。３項戸籍住民基本台帳費では290万9,000円の追加でございます。事業目

２、戸籍住民事務経費で通知カード・個人番号カード関連事務委託交付金の追加をしてございま

す。こちらは、国からの通知に基づく事務委託交付金の追加でございまして、財源としましては

国庫補助金であります通知カード・個人番号カード関連事務委託交付金を同額追加計上してござ

います。 

４項選挙費でございますが、408万7,000円の減額でございます。この費目は、62ページまでま

たがりますが、執行整理でございますので、内容説明は省略させていただきます。 

62ページに参ります。５項統計調査費では、12万2,000円の減額でございまして、63ページにま

たがりますが、統計調査事務経費、職員の人件費の執行整理でございます。内容説明は省略いた

します。 

63ページでございますが、６項監査委員費では、64ページにまたがりますが、16万4,000円の減

額でございまして、監査委員経費などの執行整理でございます。こちらも説明を省略いたします。 

次に、65ページに参ります。３款民生費、１項社会福祉費で２億9,689万円の追加でございます。

この費目は76ページまでございます。民生委員協議会運営事業や更生医療給付事業、社会福祉施

設の維持管理経費、老人支援など、各経費に係る執行整理でございますが、主なところでは65ペ

ージの事業目９、国民健康保険特別会計繰出金でございますが、700万5,000円の追加でございま

す。繰り出し基準に基づく繰出金の整理分として237万2,000円の減額のほか、平成30年度までの

赤字に係る補填分として937万7,000円を追加するものでございます。 

67ページに参ります。事業目４、障害福祉サービス費給付事業では3,170万7,000円の追加でご

ざいます。給付見込み件数の増加によるものでございます。 

73ページに参ります。事業目５、介護サービス事業特別会計繰出金では２億8,177万5,000円の

追加でございます。平成30年度までの介護サービス事業特別会計の赤字に係る補填分の補正でご

ざいまして、施設ごとの内訳でございますが、静寿園で１億5,923万円、蓬莱荘で3,584万2,000円、

まきばで7,396万1,000円、デイサービスセンターみついしで1,274万2,000円となってございます。

その下になりますが、事業目６、日高中部広域連合負担金では1,112万9,000円の追加でございま

す。居宅介護給付費等の増加に伴う構成町負担金の補正でございます。 

次に、76ページに参ります。事業目５、子ども医療費助成事業では223万円の追加でございます。

給付件数の増加に伴う助成金の追加でございます。 

次に、77ページの下段になりますが、事業目４、軽度・中度難聴児補聴器購入費等助成事業で

は10万円の追加で、新規事業でございます。給付対象が１件生じたことによる助成金の追加でご

ざいます。そのほかの説明は省略させていただきます。 

次に、４款衛生費に参りますので、83ページをお開きください。４款衛生費、１項保健衛生費
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では３億4,972万8,000円の追加でございます。この費目は88ページまでございます。予防接種事

業、静内葬苑管理経費、保健推進事業など、各経費に係る執行整理でございますが、主なところ

では83ページの事業目２、医療技術者等修学資金貸付事業で240万円の減額でございますが、対象

者の減による修学資金貸付金300万円の減額のほか、貸付金の返還免除規定に１名が該当しました

ことから、免除に伴う補填金を60万円追加してございます。その下、事業目４、病院事業会計負

担金では３億3,667万1,000円の追加でございます。繰り出し基準に基づく整理分2,082万1,000円

及び資金不足に係る赤字補填３億1,585万円を追加補正しようとするものでございます。 

次に、85ページに参ります。事業目５、浄化槽設置整備事業では161万3,000円の追加でござい

ますが、設置個数の増に伴う追加でございます。86ページに参りまして、事業目９、簡易水道事

業特別会計繰出金では2,854万8,000円の追加でございます。繰り出し基準に基づく繰出金の整理

分が601万6,000円、平成30年度までの赤字に係る補填分が2,253万2,000円を追加補正しようとす

るものでございます。そのほかにつきましては、説明を省略させていただきます。 

次に、88ページに参ります。２項清掃費では1,166万6,000円の減額でございます。一般廃棄物

収集運搬経費やリサイクル活動事業に係る執行整理でございますが、事業目５、日高中部衛生施

設組合負担金で1,029万9,000円の減額でございますが、じんかい処理施設やし尿処理施設に係る

維持管理経費等の執行整理に伴う構成町負担金の補正でございます。そのほかは内容説明を省略

いたします。 

90ページに参りまして、５款労働費、１項労働諸費では20万円の減額でございます。シルバー

人材センター運営補助金において、国の基準額の減に伴う減額でございます。 

91ページに参りまして、６款農林水産業費、１項農業費では5,555万2,000円の減額でございま

す。この費目は99ページまでございます。農業委員会運営経費や農業後継者対策事業、各種農業

施設管理経費、国営土地改良事業のほか、職員の人件費に係る経費の執行整理でございます。主

なものでございますが、92ページに参りまして、事業目２、農業後継者対策事業で735万2,000円

の減額でございますが、農業後継者育成推進事業で新規研修生の減、経営開始型農業次世代投資

事業で前年所得の基準額超過者分の減に伴い減額補正としてございます。次に、93ページに参り

まして、事業目６、花卉野菜生産体制強化対策事業で1,440万5,000円の減額でございますが、整

備ハウス等の減によるものでございます。 

94ページに参りまして、事業目６、農業実験センターの運営事業で69万9,000円の追加でござい

ますが、執行整理のほか、昨年12月４日の強風被害に伴うハウス復旧用消耗品に係る経費の追加

でございます。 

98ページに参ります。事業目２、道営土地改良事業では1,225万円の減額でございますが、北海

道の事業費減少に伴う負担金の減額でございます。そのほかの内容につきましては説明を省略い

たします。 

99ページに参りまして、２項林業費では2,932万7,000円の減額でございます。この費目は102ペ

ージまでございます。有害鳥獣駆除経費や林業施設管理経費、林道改良事業などのほか、職員の

人件費に係る経費の執行整理でございますが、主なものでは101ページになりますが、事業目２、

森林環境保全整備事業で866万8,000円の追加でございますが、当初このページの一番下にありま

す事業目４の合板・製材・集成材促進対策事業として実施を予定いたしました除間伐事業につき

まして補助金が大幅に減額となったことから、これらの森林環境保全整備事業へ歳出の予算科目
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を振り替えようとするものでございます。財源につきましては、森林環境保全整備事業に道補助

金であります保育事業費補助金を1,075万7,000円を追加し、合板・製材・集成材促進事業では同

じく同補助金であります合板・製材・集成材促進対策事業補助金を1,680万8,000円減額してござ

います。同じページの事業目３、分収造林事業では1,191万7,000円の減額でございますが、事業

採択の減による事業面積の減によるものでございます。 

次、102ページに参ります。３項水産業費では258万3,000円の減額でございます。この費目は

104ページですございます。沿岸漁業資源増大促進事業や漁港利用適正化推進指導事業などのほ

か、職員の人件費に係る経費の執行整理でございます。内容説明を省略させていただきます。 

次に、105ページに参りまして、７款、１項商工費では214万4,000円の減額でございます。この

費目は109ページまでございます。商業振興助成事業やピュアプラザ管理経費、観光振興団体助成

事業、観光施設の維持管理経費、観光推進事業のほか、職員の人件費に係る経費の執行整理でご

ざいます。内容説明を省略いたします。 

110ページに参ります。８款土木費、１項土木管理費では４万3,000円の減額でございます。土

木事務経費、職員の人件費に係る経費の執行整理でございます。内容説明を省略いたします。 

２項道路橋梁費では7,118万5,000円の減額でございます。この費目は113ページまでございま

す。道路用地管理経費や町道補修事業、舗装改修事業などのほか、職員の人件費に係る経費の執

行整理でございますが、主なものとしまして111ページの一番下、事業目３、除雪対策経費で

1,302万5,000円の追加でございますが、町道除雪業務委託料及び凍結防止剤等の消耗品費におい

て不足が見込まれましたことから、追加補正をしようとするものでございます。 

112ページに参ります。事業目１、地方道路整備交付金事業では7,254万4,000円の減額でござい

ますが、事業費の確定に伴い予算の整理を行っておりますが、本町海岸線改良舗装事業では事業

費の一部が国の補正予算による経済対策の対象事業として実施されることとなりましたので、

1,011万2,000円を減額した後、予算額3,988万8,000円のうち1,450万円を繰越明許費として設定

し、次年度へと繰り越して執行しようとするものでございます。そのほかは内容説明を省略いた

します。 

113ページに参りまして、３項河川費では1,804万8,000円の減額でございます。この費目は114ペ

ージまでございます。樋門・樋管管理経費や河川改修事業、排水機場管理経費などのほか、職員

の人件費に係る経費の執行整理でございます。内容説明を省略いたします。 

114ページに参りまして、４項都市計画費では２億3,819万2,000円の追加でございます。この費

目は116ページまでございます。都市計画事務経費や公園管理経費、街路整備事業などのほか、職

員の人件費に係る経費の執行整理でございますが、主なものとしまして115ページの上段、事業目

２、下水道事業特別会計繰出金で２億4,550万2,000円の追加でございます。繰り出し基準に基づ

く繰出金の整理分で2,446万6,000円の追加、平成30年度までの赤字に係る補填分で２億2,103万

6,000円の追加補正をしようとするものでございます。そのほかは内容説明を省略いたします。 

117ページに参ります。５項住宅費では9,195万1,000円の減額でございます。この費目は119ペ

ージまでございます。公営住宅管理経費や公営住宅改良事業、住宅建築促進事業のほか、職員の

人件費に係る経費の執行整理でございますが、主なものでは118、119ページになりますが、事業

目１、公営住宅建設事業で8,211万3,000円の減額でございます。公営住宅転居に係る移転補償費

では対象件数の増に伴う追加がございますが、建設工事では事業費確定に伴う執行整理により減
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額としてございます。そのほかの内容説明は省略いたします。 

120ページに参ります。９款、１項消防費では2,220万5,000円の減額でございます。この費目は

121ページまでございます。防災行政無線経費や防災対策経費のほか、職員の人件費に係る経費の

執行整理でございますが、主なものでは120ページ上段の事業目１、日高中部消防組合負担金で

2,031万1,000円の減額でございます。消防本部静内署、三石支署の維持管理や職員の人件費に係

る執行整理に伴う構成町負担金の減額でございます。そのほかの内容説明は省略いたします。 

122ページに参りまして、10款教育費、１項教育総務費では8,707万8,000円の追加でございます。

この費目は125ページまでございます。教育委員会運営経費や教育指導経費、奨学金事業のほか、

職員の人件費に係る経費の執行整理でございますが、主なものでは125ページになりますが、新規

で事業目12、ＧＩＧＡスクール構想推進事業で9,122万8,000円を計上してございます。ＧＩＧＡ

スクール構想は、現在国が進めている教育ＩＣＴ環境の整備事業でございまして、児童生徒それ

ぞれに個別最適化された教育を効果的かつ効率的に実現するため、学校の通信環境の整備や１人

１台のパーソナルコンピューター端末を整備しようとするものでございます。今回計上いたしま

した経費は、このうち全小中学校の校内ＬＡＮの通信環境を国に定める基準を満たす高速大容量

の通信環境として整備するほか、端末の充電保管庫の整備に係る経費でございまして、国の経済

対策に係る補正予算を活用した事業の執行であり、年度内の完了が困難なことから、併せて繰越

明許費を設定しようとするものでございます。本事業の財源として、国庫補助金である公立学校

情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金を4,445万7,000円、学校施設校内通信ネットワーク

整備事業債として補正予算債を4,400万円充当してございます。なお、この補正予算債のうち60％

は後年度の地方交付税で財源措置がされることとなっており、本事業に係る町の負担は実質20％

程度となります。そのほかの内容説明は省略させていただきます。 

126ページに参ります。２項小学校費は271万5,000円の減額でございます。この品目は128ペー

ジまでございます。小学校管理経費や児童就学援助事業、教育振興経費のほか、職員の人件費に

係る経費の執行整理でございますが、主なものでは127ページで事業目３の教育用備品等整備経費

で57万2,000円の追加でございますが、指導用デジタル教科書を新年度から利用できるよう教材備

品に追加してございます。そのほかの内容説明は省略させていただきます。 

128ページに参りまして、３項中学校費では119万5,000円の追加でございます。この費目は130ペ

ージまでございます。中学校管理経費や特別支援教育奨励事業、教育振興経費のほか、職員の人

件費に係る経費の執行整理でございます。内容説明は省略させていただきます。 

130ページに参りまして、４項社会教育費では458万2,000円の減額でございます。この費目は

136ページまでございます。社会教育委員経費や芸術文化事業、公民館管理経費、文化財保護に係

る経費のほか、職員の人件費に係る経費の執行整理でございますが、主なものでは135ページにな

りますが、事業目２、図書館運営事業で32万6,000円の追加でございますが、図書購入資金の寄附

を頂いたことから、これを活用した図書購入費の追加としてございます。 

136ページに参ります。５項保健体育費では87万4,000円の減額でございます。この費目は140ペ

ージまでございます。スポーツ推進委員経費やスポーツ教室開催事業、体育施設の維持管理経費、

乗馬施設管理経費のほか、職員の人件費に係る執行の整理でございますが、主なものでは137ペー

ジになりますが、事業目３、体育団体活動助成事業で50万円の追加でございます。全国大会や全

道大会への出場団体等の増に伴い、９月の定例会で200万円の追加補正をさせていただいていると
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ころでございますが、ある程度の見込みを立てていましたが、さらに不足が見込まれたことから、

追加予算を計上したものでございます。そのほかの内容説明は省略いたします。 

140ページに参ります。学校給食費は136万5,000円の追加でございます。この費目は140、141ペ

ージでございます。給食センター管理経費のほか、職員の人件費に係る経費の執行整理でござい

ます。内容説明を省略いたします。 

142ページに参ります。11款災害復旧費では、１項土木施設災害復旧費で44426万2,000円の減額、

２項農林水産業施設災害復旧費では1,007万5,000円の減額でございます。河川や道路、林道、農

業施設の災害復旧事業に係る経費の執行整理でございます。内容説明を省略いたします。 

144ページに参ります。12款、１項公債費では1,981万3,000円の減額でございます。償還元金で

は利率変動に伴う影響による増、償還利子では平成30年度発行債の利率確定による減により整理

してございます。 

145ページに参りまして、13款諸支出金、１項基金費で３億2,033万3,000円の追加でございます。

財政調整基金では、こうせい町の土地売払収入を含めた土地、建物の売払収入や寄附金収入分な

どにつきまして基金へ積み立てるものでございます。減債基金では、地方財政法第７条の規定に

より、繰越金の２分の１を下回らない額は繰越金の生じた翌々年度までに基金に積み立てなけれ

ばならないとされていますので、平成30年度からの繰越金の２分の１相当額について積み立てる

追加でございます。まちづくり基金積立金では、今年度収入予定の森林環境譲与税相当額を積み

立てようとするもので、一旦積み立てた後、令和２年度の事業に活用するための追加でございま

す。農業振興基金につきましては、農業振興を目的とした寄附金のほか、預金利息分の整理に伴

う追加となってございます。そのほか、さくら基金及び奨学基金につきましても寄附金や預金利

息分の整理に伴う整理となってございます。 

以上で歳出の説明を終わります。なお、146、147ページに給与費明細書を添付してございます。

また、各会計の補正予算の事項別明細書の次に同様の添付をしてございますが、説明につきまし

ては省略をさせていただきます。 

次に、歳入の説明をいたしますので、一般10ページにお戻りください。２、歳入でございます。

１款町税でございますが、こちらは12ページまでございます。現年課税分は課税標準額等の見込

みにより、滞納繰越分につきましては前年度以前の繰越し調定額に収納率を乗じて見積もってご

ざいます。収納率につきましては、前年度を下回らないことを目標としてございます。主なとこ

ろでは、固定資産税では償却資産においてメガソーラー設備で新たな設備投資があったことが大

きく影響し、増額で見積もってございます。 

13ページに参ります。２款地方譲与税から15ページに参りまして７款自動車取得税交付金まで

は、いずれも平成30年度の決算額に地方財政計画の伸び率を乗じ、本年度のこれまでの収入状況

を勘案いたしまして見積もったところでございます。 

15ページ下段の９款国有提供施設等所在市町村助成交付金、16ページに参りまして10款地方特

例交付金につきましては、交付金額が確定しておりますので、その金額を計上したところでござ

います。 

11款地方交付税でございますが、普通交付税につきましてはその決定額を計上し、特別交付税

につきましては本町が提出しております特殊財政需要額や過去の交付実績を勘案し、見積もった

ところでございます。 
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17ページに参りますが、12款交通安全対策特別交付金は、平成30年度の決算額に地方財政計画

の伸び率を乗じ、本年度のこれまでの収入状況を勘案いたしまして見積もったところでございま

す。 

13款分担金及び負担金及び19ページから22ページの14款使用料及び手数料につきましては、事

務事業費等の確定や利用実績、あるいは利用見込みにより決算見込みを推計いたしまして見積も

ってございます。なお、個々の費目につきましては、お目通しをいただき、説明は省略させてい

ただきます。 

22ページに参ります。22ページから26ページまでは、15款国庫支出金でございます。それぞれ

の事務事業等の執行状況に基づき確定したものは確定額を、未確定なものにつきましては交付決

定額や事業費の見込みにより積算をしてございまして、それぞれ補助率等を乗じまして見積もっ

てございます。一部の国庫支出金については、歳出の充当財源のところで説明いたしましたが、

それ以外の補正内容につきましてはお目通しをいただき、説明を省略させていただきます。 

26ページに参ります。26ページから31ページまでは、16款道支出金でございます。道支出金に

つきましても国庫支出金と同様に精査を行い、見積もってございます。こちらも個々の費目の内

容説明につきましては、お目通しいただき、省略させていただきます。 

31ページに参ります。17款財産収入でございます。１項財産運用収入につきましては、決算見

込みを立て見積もってございますし、32ページに参りまして２項財産売払収入につきましては、

記載の項目ごとの実績と今後の見込みを整理いたしまして見積もってございます。 

18款寄附金では、35ページまでございますが、最終予算整理時点で確定している分を整理して

ございます。 

35ページに参りまして、19款繰入金でございます。１項基金繰入金でございますが、歳入歳出

予算とも全般にわたりまして精査を行い、財政調整基金については収支調整により繰入れをし、

漁業振興基金など３つの基金の繰入れについては、事務事業の執行整理などにより減額をしたも

のでございます。 

２項特別会計繰入金でございますが、介護サービス事業特別会計繰入金は居宅介護サービス費

の収支調整による追加でございます。国民健康保険特別会計繰入金につきましては、保険給付費

等交付金を受けて実施いたします国民健康保険税の徴収経費で一般会計が負担している事業に充

当しようとするものでございます。後期高齢者医療特別会計繰入金につきましては、長寿健康増

進特別対策補助金を受けて実施いたします一般会計が負担している事業に充当しようとするもの

でございます。 

36ページに参りまして、20款繰越金でございますが、こちらは平成30年度収支決算で生じた純

繰越金の全額を予算計上したものでございます。 

21款諸収入は、41ページまでございます。諸収入につきましては、収入実績あるいは収入見込

みを立て、見積もってございます。なお、個々の費目につきましては、お目通しをいただき、詳

細な説明を省略させていただきます。 

42ページに参ります。22款町債は、44ページまでございます。町債につきましては、事業費等

の確定に伴いまして整理を行ったものでございます。この費目につきましてもお目通しをいただ

き、個々の説明は省略させていただきます。 

以上で歳入の説明を終わります。 
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一般６ページにお戻りください。｢第２表 継続費補正(変更)｣でございます。２款総務費、２

項徴税費、事業名は地方税共通納税システム導入事業、補正前総額250万円を補正後総額242万

5,000円に、８款土木費、４項都市計画費、事業名は都市計画マスタープラン策定事業で、補正前

総額747万8,000円を補正後総額647万9,000円にしようとするもので、年割額はそれぞれ記載のと

おりでございます。入札執行等による事業費の確定に伴いまして、継続費の補正を行おうとする

ものでございます。 

次に、｢第３表 繰越明許費(追加)｣でございます。２本ございます。８款土木費、２項道路橋

梁費、事業名は本町海岸線改良舗装事業、金額は1,450万円、10款教育費、１項教育総務費、事業

名は学校施設校内通信ネットワーク整備事業、金額は9,122万8,000円でございます。事業内容に

つきましては、先ほど歳出でご説明いたしましたので、省略させていただきます。 

次に、｢第４表 地方債補正(追加)｣でございます。歳出でご説明いたしましたＧＩＧＡスクー

ル構想推進事業の財源となる学校施設校内通信ネットワーク整備事業債の追加でございます。起

債限度額は4,400万円、起債の方法、利率、償還の方法につきましては文言記載のとおりでござい

ます。これにより地方債の合計を15億5,960万円にしようとするものでございます。 

７ページに参りまして、｢第４表 地方債補正(変更)｣でございます。静内庁舎大規模改修事業

債ほか22項目の地方債について合わせて１億8,380万円を減額し、補正前限度額15億5,960万円を

13億7,580万円にしようとするものでございます。 

以上で一般会計補正予算の説明を終わります。 

続きまして、議案第６号についてご説明をいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。午後１時再開いたします。 

休憩  午前１１時２６分 

                                            

再開  午後 １時００分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 上田総務課長。 

〔総務課長 上田賢朗君登壇〕 

〇総務課長(上田賢朗君) それでは、続きまして、予算書、議案のほうはこの別冊になります。

特別会計のほうは別冊になってございます。議案第６号は、令和元年度新ひだか町国民健康保険

特別会計補正予算(第３号)でございます。 

 令和元年度新ひだか町の国民健康保険特別会計補正予算(第３号)は、次に定めるところによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ28万

9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28億8,457万3,000円にしようとするも

のでございます。 

 第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、第１表のとおりでございます。 

 歳出の事項別明細書よりご説明いたしますので、国保10ページをお開きください。３、歳出で

ございます。３、歳出でございます。１款総務費、１項総務管理費では182万9,000円の減額、11ペ

ージに参りまして３項運営協議会費では１万4,000円の減額でございます。一般事務経費や収納率

向上特別対策事業、国民健康保険運営協議会経費など、各経費に係る執行整理でございます。内
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容説明につきましては省略いたします。 

12ページに参ります。２款保険給付費、１項療養諸費では1,053万6,000円の追加でございます。

こちらの費目は13ページまでございます。一般被保険者療養給付経費では、インフルエンザ等の

影響により追加計上となりますが、その他の経費につきましては執行整理でございますので、説

明は省略いたします。 

13ページ下段から14ページになりますが、２項高額療養費では813万8,000円の減額でございま

すが、執行整理でございます。内容説明は省略いたします。 

15ページに参ります。４項出産育児諸費では84万1,000円の追加、５項葬祭諸費では24万円の減

額でございますが、前年度決算額及び本年度確定額をベースといたしまして決算見込みを立て、

それぞれ予算計上してございます。 

16ページに参りまして、３款国民健康保険事業費納付金では、２項後期高齢者支援金等納付金

で1,000円の減額、３項介護納付金では４万3,000円の減額でございまして、北海道の通知額に基

づきそれぞれ精査を行い、予算計上してございます。 

５款保健事業費では、１項特定健康診査等事業費では78万3,000円の減、17ページに参りまして

２項保健事業費ではインフルエンザの影響により70万6,000円追加計上となりましたが、その他に

つきましては執行整理でございます。説明は省略いたします。 

６款諸支出金では、18ページにまたがりますが、執行整理のほか、一般会計繰出金につきまし

ては、北海道の補助金を受けまして一般会計予算で執行しています収納率向上対策事業などの経

費に充てるため、一般会計へ繰り出す経費を追加してございます。 

19ページに参ります。７款、１項繰上充用金では322万3,000円の減額でございます。平成30年

度決算の収支不足額が当初積算したよりも圧縮となったことから、減額整理するものでございま

す。 

以上で歳出の説明を終わります。 

歳入のご説明をいたしますので、国保５ページにお戻りください。２、歳入でございます。１

款国民健康保険税でございますが、一般被保険者の現年課税分につきましては、収納率は現計予

算見積りより僅かに下回る見込みとなっており、調定額も下回ったため、減額補正となってござ

います。滞納繰越分は、収納率、調定額ともに上回る見込みとなったため、こちらにつきまして

は追加補正となったものでございます。 

退職被保険者等の現年課税分につきましても同様に下回る見込みとなっており、滞納繰越分は

調定額が上回っているものの収納率が下回ることが予想され、減額補正となったものでございま

す。 

６ページに参ります。２款使用料及び手数料でございますが、督促手数料について決算見込み

を立てた結果、減額補正となったものでございます。 

７ページに参りまして、３款道支出金でございますが、医療費や事務事業などの執行状況に基

づき確定したものは確定額を、未確定なものは見込みを立てまして見積もってございます。 

４款繰入金でございますが、一般会計が繰り出し基準に基づく繰入金の整理分として237万

2,000円の減額のほか、平成30年度までの赤字に係る補填分として937万7,000円を追加しようとす

るものでございます。 

８ページに参りまして、５款諸収入では９ページまでございますが、それぞれの費目ごとに実
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績あるいは決算見込みを立てまして見積もってございます。 

以上で国民健康保険特別会計補正予算の説明を終わります。 

 次に、議案第７号をご説明いたしますので、黄色い間紙の次をお開きください。議案第７号は、

令和元年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計補正予算(第１号)でございます。 

 令和元年度新ひだか町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第１号)は、次に定めるところによ

る。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ242万

6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億3,796万9,000円にしようとするも

のでございます。 

 第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、第１表のとおりでございます。 

 歳出の事項別明細書よりご説明いたします。高齢者７ページをお開きください。３、歳出でご

ざいます。１款総務費、１項総務管理費では449万7,000円の追加でございます。事業目１、一般

事務経費の一般会計繰出金で523万4,000円の追加でございますが、北海道後期高齢者医療広域連

合の長寿・健康増進事業特別対策補助金を受けまして、一般会計予算で執行しております高齢者

入浴助成事業などの経費に充てるため一般会計へ繰り出す経費を追加したものでございます。 

２項徴収費では3,000円の減額、８ページに参りまして２款後期高齢者医療広域連合納付金では

206万8,000円の減額でございますが、いずれも執行整理でございますので、説明は省略させてい

ただきます。 

以上で歳出の説明を終わります。 

歳入の説明をいたしますので、高齢者５ページにお戻りください。２、歳入でございます。１

款後期高齢者医療保険料でございますが、現年分、滞納繰越分ともに微増が見込まれることから、

追加補正となったものでございます。 

３款繰入金でございますが、一般会計が繰り出し基準のルールとして繰り入れるべき金額を精

査いたしまして、予算計上したものでございます。 

６ページに参りまして、４款繰越金でございますが、平成30年度収支決算で生じた余剰金につ

きまして全額計上したものでございます。 

６款広域連合交付金では526万5,000円の追加でございます。事務事業等の執行状況に基づいて、

決算見込みにより積算をいたしまして見積もってございます。 

以上で後期高齢者医療特別会計補正予算の説明を終わります。 

 次に、議案第８号についてご説明いたしますので、青色の間紙の次をお開きください。議案第

８号は、令和元年度新ひだか町簡易水道事業特別会計補正予算(第４号)でございます。 

 令和元年度新ひだか町の簡易水道事業特別会計補正予算(第４号)は、次に定めるところによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

549万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億1,785万1,000円にしようと

するものでございます。 

 第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、第１表のとおりでございます。 

 第２条は、地方債の補正でございまして、地方債の変更は、第２表のとおりでございます。 
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 それでは、歳出の事項別明細書よりご説明いたしますので、簡水８ページをお開きください。

３、歳出でございます。１款総務費、１項総務管理費では68万4,000円の減額でございまして、執

行整理でございますので、説明は省略いたします。 

９ページに参りまして、２款簡易水道事業費、１項管理費では260万7,000円の減額でございま

す。簡易水道施設管理経費や簡易水道整備事業の執行整理でございます。説明は省略させていた

だきます。 

10ページに参りまして、３款公債費では173万8,000円の減額でございます。償還元金について

は財源調整のみを、償還利子につきましては平成30年度発行債の利率が想定よりも低かったこと

による減額でございます。 

４款繰上充用金では46万8,000円の減額でございます。平成30年度決算の収支不足額が当初積算

よりも圧縮となったことから、減額調整するものでございます。 

以上で歳出の説明を終わります。 

次に、歳入のご説明をいたしますので、簡水６ページにお戻りください。２、歳入でございま

す。１款分担金及び負担金では11万3,000円の減額でございます。消火栓工事の事業費確定に伴い、

負担金の精査をしてございます。 

２款使用料及び手数料では3,178万9,000円の減額でございます。平成30年度決算額及び令和元

年度の確定額等をベースに決算見込みを立てまして、見積もったものでございます。 

３款国庫支出金では48万8,000円の減額でございますが、対象事業費の確定に伴い整理するもの

でございます。 

７ページに参りまして、４款繰入金でございますが、一般会計が繰り出し基準に基づく繰入金

の整理分が601万6,000円、平成30年度までの赤字に係る補填分が2,253万2,000円を追加補正しよ

うとするものでございます。 

５款諸収入でございますが、記載のとおり実績により整理するものでございます。 

６款町債でございますが、水道施設整備事業の確定に伴いまして、財源でございます地方債を

整理させていただいたものでございます。 

以上で歳入の説明を終わります。 

３ページにお戻りください。｢第２表 地方債補正(変更)｣でございます。水道施設整備事業債、

補正前限度額6,730万円から120万円を減額し、6,610万円にしようとするものでございます。 

以上で簡易水道事業特別会計補正予算の説明を終わります。 

 次に、議案第９号についてご説明いたします。ピンク色の間紙の次をお開きください。議案第

９号は、令和元年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算(第４号)でございます。 

 令和元年度新ひだか町の下水道事業特別会計補正予算(第４号)は、次に定めるところによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１

億654万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億1,453万9,000円にしようとする

ものでございます。 

 第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、第１表のとおりでございます。 

 第２条は、地方債の補正でございまして、地方債の変更は、第２表のとおりでございます。 

 歳出の事項別明細書よりご説明いたしますので、下水道10ページをお開きください。３、歳出
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でございます。１款、１項下水道費では9,960万6,000円の減額でございます。この費目は13ペー

ジまでございますが、一般管理経費や静内終末処理場管理経費、下水道建設事業のほか、職員の

人件費に係る経費の執行整理でございますが、10ページ中段になりますが、下水道使用料徴収事

務負担金では112万5,000円の追加でございまして、水道事業会計に依頼しております徴収事務に

つきまして、かかる事務経費の執行整理に伴い負担金を追加するものでございますし、その下の

消費税及び地方消費税では確定申告に伴いまして納付すべき金額が増えたことから、こちらも

500万円の追加をしようとするものでございます。 

また、12ページになりますが、３目下水道建設費では、補助事業費の採択減や事業費調整、事

業費の確定に伴いまして事業費の精査をしてございます。その他の経費につきましては、執行整

理のため説明を省略いたします。 

13ページをお開きください。２款公債費では167万円の減額でございます。償還元金については

財源調整のみ、償還利子につきましては平成30年度発行債の利率が想定よりも低かったことによ

る減額でございます。 

14ページに参りまして、３款繰上充用金では496万4,000円の減額でございます。平成30年度決

算の収支不足額が当初積算よりも圧縮となったことから、減額整理するものでございます。 

以上で歳出の説明を終わります。 

歳入のご説明をいたしますので、下水道６ページにお戻りください。２、歳入でございます。

１款分担金及び負担金では39万6,000円の追加、７ページに参りまして２款使用料及び手数料では

２億4,061万5,000円の減額でございますが、前年度の決算額、令和元年度の確定額をベースに決

算見込みを立てまして見積もったものでございます。 

８ページに参ります。３款国庫支出金では5,428万2,000円の減額でございまして、対象事業費

の確定に伴い整理するものでございます。 

４款繰入金では２億4,550万2,000円の追加でございます。一般会計が繰り出し基準に基づく繰

入金の整理分で2,446万6,000円の追加、平成30年度までの赤字に係る補填分で２億2,103万

6,000円の追加補正をしようとするものでございます。 

５款諸収入では134万1,000円の追加でございますが、各種経費を精査し、見積もったものでご

ざいます。 

９ページに参りまして、６款町債では5,910万円の減額でございます。下水道の建設事業費等の

確定に伴いまして、財源でございます地方債を精査してございます。 

以上で歳入の説明を終わります。 

３ページにお戻りください。｢第２表 地方債補正(変更)｣でございます。公共下水道事業費債、

補正前限度額１億770万円から3,110万円を減額し、7,660万円に、特定環境保全公共下水道事業債、

補正前限度額3,400万円から2,800万円を減額し、600万円にしようとするものでございます。 

以上で下水道事業特別会計補正予算の説明を終わります。 

 次に、議案第10号についてご説明いたします。緑色の間紙の次をお開きください。議案第10号

は、令和元年度新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第４号)でございます。 

 令和元年度新ひだか町の介護サービス事業特別会計補正予算(第４号)は、次に定めるところに

よる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ597万
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6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18億303万1,000円にしようとするもの

でございます。 

 第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、第１表のとおりでございます。 

 歳出の事項別明細書によりご説明いたしますので、介サ11ページをお開きください。３、歳出

でございます。１款特別養護老人ホーム費では63万3,000円の追加、15ページに参りまして２款老

人保健施設費で90万6,000円の追加でございますが、各事業費の執行整理でございますので、説明

を省略いたします。 

17ページに参りまして、３款居宅介護サービス費では22万8,000円の追加でございます。執行整

理のほか、静内居宅介護サービス事業費において一般会計繰出金でございますが、サービス費収

入や事務事業費の執行整理に伴いまして、一般会計に繰り出す金額が追加となったものでござい

ます。 

18ページに参ります。４款訪問介護サービス費で4,000円の追加、５款通所介護サービス費では

266万1,000円の減額でございますが、各事業の執行整理でございますので、説明は省略させてい

ただきます。 

19ページに参りまして、６款公債費では充当財源の変更のみでございます。 

20ページに参りまして、７款繰上充用金では113万4,000円の減額でございます。平成30年度決

算の収支予測額が当初積算よりも圧縮となったことから、減額整理するものでございます。 

以上で歳出の説明を終わります。 

歳入のご説明をしますので、介サ５ページにお戻りください。２、歳入でございます。１款サ

ービス収入でございますが、７ページまでとなってございます。前年度の決算額や本年度の確定

額、施設の稼働率やサービス利用者数等をベースといたしまして、決算見込みを立てまして見積

もってございます。 

８ページに参ります。２款繰入金では２億8,177万5,000円の追加でございます。平成30年度ま

での介護サービス事業特別会計の赤字に係る補填分の補正でございます。 

３款諸収入では75万4,000円の追加でございまして、各介護サービスにより生じた収入につきま

して精査を行い、見積もったものでございます。 

10ページに参ります。４款寄附金では148万円の追加でございますが、予算取りまとめの時期ま

でに確定した金額について追加計上させていただいたものでございます。 

以上で介護サービス事業特別会計補正予算の説明を終わります。 

これで私からの説明は終わります。議案第11号、12号については、それぞれ担当課長、事務長

よりご説明をいたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 桂田上下水道課長。 

〔上下水道課長 桂田達也君登壇〕 

〇上下水道課長(桂田達也君) ただいま上程されました議案第11号 令和元年度新ひだか町水道

事業会計補正予算(第３号)についてご説明いたします。 

 今回の補正は、主に３月分までの予定量見込み及び事業費等の確定による執行整理となってご

ざいます。 

 第１条は、総則となりまして、令和元年度新ひだか町水道事業会計の補正予算(第３号)は、次
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に定めるところによる。 

 第２条は、業務予定量の補正となりまして、令和元年度新ひだか町水道事業会計予算第２条に

定めた業務予定量を次のとおり補正するものです。 

 (１)給水戸数では50戸増9,030戸に、(２)年間給水量では６万9,740トン増の171万3,740トンに、

(３)１日平均給水量では190トン増の4,690トンに、(４)主要な建設改良事業ではそれぞれ３つの

事業について事業量の確定に伴い、イ、水道管路耐震化等推進事業では1,055万5,000円減額し、

１億944万5,000円に、ロ、基幹水道構造物耐震化事業は301万6,000円を減額し、１億6,681万

4,000円に、ハ、町道対策配水管新設等工事は125万1,000円減額し、1,144万9,000円とするもので

ございます。 

 第３条は、収益的収入及び支出の補正となり、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定

額を次のとおり補正するものでございます。 

 収入では、第１款水道事業収益では243万5,000円を追加し、４億7,976万9,000円にするもので、

第１項営業収益では383万9,000円追加し、４億566万5,000円に、第２項営業外収益では140万

4,000円減額し、7,410万2,000円にするものでございます。 

 支出、第１款水道事業費用では662万5,000円追加し、４億2,936万3,000円にするもので、第１

項営業費用では1,012万7,000円追加し、３億9,163万9,000円に、第２項営業外費用では350万

2,000円減額し、3,757万4,000円にするものでございます。 

 恐れ入ります。１枚おめくりください。第４条は、資本的収入及び支出の補正となり、予算第

４条本文括弧書きを改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものです。資本的

収入額が資本的支出額に対し不足する額２億2,371万6,000円は、当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額2,350万2,000円、減債積立金2,000万円、建設改良積立金2,000万円、過年度分

損益勘定留保資金１億6,121万4,000円で補填するものとする。 

 収入、第１款資本的収入は68万3,000円を追加し、１億8,674万4,000円にするもので、第２項負

担金では40万8,000円減額し、314万2,000円に、第３項繰入金では52万8,000円減額し、853万

8,000円に、第４項補助金では156万円追加し、3,370万5,000円に、第５項補償金では５万9,000円

追加し、105万9,000円にするものです。 

 支出、第１款資本的支出では3,205万4,000円減額し、４億1,046万円にするもので、第１項建設

改良費では1,445万4,000円減額し、３億1,208万6,000円に、第２項固定資産購入費では1,760万円

皆減するものでございます。 

 第５条は、継続費の補正となりまして、予算第５条に定めた継続費を次のとおり補正するもの

で、基幹水道構造物耐震化事業では総額で309万円減額の３億4,969万円とし、年割額を令和元年

度１億3,854万4,000円に、令和２年度を２億1,114万6,000円にそれぞれ変更するものでございま

す。 

 第６条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正となりまして、予算第

８条に定めた経費の金額を次のとおり補正するものです。 

 (１)職員給与費では45万8,000円減額し、6,920万3,000円にするものです。 

 次のページを御覧ください。第７条は、他会計補助金の補正となりまして、予算第９条に定め

た一般会計、または他の特別会計からの補助金等の金額を次のとおり補正するものでございます。 

 (２)三石地区簡易水道事業分の業務委託及び量水器購入費に要する経費に対する負担金として
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135万8,000円を減額し、893万6,000円に、(３)稲見共同井戸の環境整備業務委託に対する負担金

として9,000円減額し、５万7,000円に、(４)下水道量水器の検査期間満了取替え等に対する負担

金として６万4,000円減額し、25万2,000円に、(５)公共下水道使用料の賦課及び徴収事務に要す

る経費に対する負担金として112万5,000円を追加し、2,662万7,000円に、(８)三石地区簡易水道

事業分の料金システム更新に要する経費に対する繰入金では52万8,000円皆減するものでござい

ます。 

 第８条は、利益剰余金処分の補正となりまして、予算第10条に定めた利益剰余金の処分額を次

のとおり補正するものです。 

 令和元年度当年度純利益が3,286万3,000円となる予定であることから、水道設置条例に基づき、

(１)減債積立金を260万円減額し、1,640万円に、(２)建設改良積立金を260万円減額し、1,640万

円に、(３)利益積立金を35万4,000円減額し、６万3,000円に補正するものです。 

 恐れ入ります。１枚おめくりいただき、水道１ページを御覧ください。こちらは、収益的収入

及び支出の目別の総括になります。続いて、水道２ページを御覧ください。こちらは、資本的収

入及び支出の目別の総括になります。これらにつきましては、お目通しを願いまして、説明を省

略させていただきます。 

続いて、明細書で説明をいたします。補正数値、増減等につきましては、明細書でご確認をい

ただき、主な内容のみを説明させていただきます。水道４ページを御覧ください。収益的支出、

１款水道事業費用、１項営業費用、１目原水及び浄水費では、神森浄水場取水施設維持管理経費

として３月までの事業量の見込み分を精査し、執行整理を行っております。 

２目配水及び給水費では、配水施設等に係る維持管理経費について３月までの見込み分を精査

し、執行整理を行っております。光熱水費、動力費では、電気料アップ等による不足分の追加、

また修繕費ではポンプ室非常用発電機の修繕、配水地配水流量計の修繕、また例年に比べて件数

が多く発生した一般漏水修繕などの対応処理による追加でございます。 

続いて、水道５ページを御覧ください。３目総係費では、水道料金の賦課徴収事務及び企業会

計事務に係る経費について３月までの見込み分を精査し、職員及び臨時、嘱託職員に係る人件費

などの執行整理を行っております。委託料では、今年度更新予定であった水道料金会計システム

を仮想化サーバーに見直すこととして、来年度に実施することによる保守料の発生分の追加、手

数料ではコンビニ収納代行手数料の収納件数の増加による追加でございます。 

４目減価償却費、５目資産減耗費では、平成30年度決算における建設改良費の確定により執行

整理を行っております。 

続いて、水道６ページを御覧ください。２項営業外費用、１目支払利息及び企業債取扱諸費で

は、平成30年度借入れ分企業債の利率確定により執行整理を行っております。 

２目消費税、３目雑支出では、３月補正による事業費仮見込みにより執行整理を行っておりま

す。 

恐れ入ります、水道３ページにお戻りください。収益的収入、１款水道事業収益、１項営業収

益、１目給水収益では、水道料金が当初予算想定の給水件数及び年間給水量でいずれも増加が見

込まれることから、追加するものでございます。 

２目その他営業収益、３目他会計負担金では、３月までの見込み分及び確定分による整理でご

ざいます。 
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２項営業外収益、１目営業利息及び配当金では追加分の整理、３目長期前受金戻入では平成30年

度決算、建設改良費の確定を受け、減価償却費と連動することから、先ほど説明した歳出の減価

償却と同様に整理を行うものでございます。 

４目雑収入では、公共下水道事業事務受託負担金の検満メーター取替え等に係る経費の増によ

る追加、消費税還付金の建設改良に係る事業費の減少による減額でございます。 

恐れ入ります。水道８ページを御覧ください。資本的支出になります。１款資本的支出、１項

建設改良費、１目配水施設改良費では、主な事業費の確定による執行整理でございます。 

２目固定資産購入費では、先ほどご説明をいたしました今年度更新予定であった水道料金会計

システムを仮想化サーバーに見直すことから、来年度に実施することとしたため皆減するもので

ございます。 

次に、水道７ページにお戻りください。資本的収入、１款資本的収入、２項負担金から５項補

償金まで全て資本的支出の建設改良費、事業の確定に伴い執行整理を行っております。 

次に、水道９ページから10ページにかけては給与費明細書、水道11ページは令和元年度新ひだ

か町水道事業予定キャッシュフロー計算書、水道12ページから13ページにかけては令和元年度新

ひだか町水道事業予定損益計算書、水道14ページから15ページにかけては令和元年度新ひだか町

水道事業予定貸借対照表となりまして、お目通しをお願いいたしまして、説明を省略させていた

だきます。 

以上で議案第11号 令和元年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第３号)の説明といたしま

す。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 佐伯三石国保病院事務長。 

〔三石国民健康保険病院事務長 佐伯智也君登壇〕 

〇三石国民健康保険病院事務長(佐伯智也君) ただいま上程されました議案第12号 令和元年度

新ひだか町病院事業会計補正予算(第３号)についてご説明申し上げます。 

 第１条は、総則でございまして、令和元年度新ひだか町病院事業会計の補正予算(第３号)は、

次に定めることによる。 

 第２条は、業務の予定量の補正でございまして、令和元年度新ひだか町病院事業会計予算第２

条に定めた業務の予定量を次のとおり補正するものでございます。 

 (１)年間取扱い延べ患者数の入院は7,210人を減し、２万1,242人に、外来は6,872人を減し、５

万8,718人とし、(２)１日平均患者数の入院は19.7人を減し、58人に、外来は23人を減し、243.6人

にしようとするものです。 

 第３条は、収益的収入及び支出の補正でございまして、令和元年度新ひだか町病院事業会計予

算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。 

 収入では、第１款病院事業収益は1,416万5,000円を追加し、18億9,886万円に、第１項静内医業

収益は１億4,597万1,000円を減し、８億5,057万3,000円に、第２項静内医業外収益は１億4,481万

4,000円を追加し、４億6,538万8,000円に、第３項静内介護給付費収益は５万3,000円を減し、

1,000円に、第５項三石医業収益は１億5,965万8,000円を減し、２億3,521万4,000円に、第６項三

石医業外収益は１億7,527万4,000円を追加し、３億4,392万5,000円に、第７項三石特別利益は24万

1,000円を減し、75万9,000円にしようとするものです。 

 次ページに移ります。支出においては、第１款病院事業費用は1,416万5,000円を追加し、18億
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9,886万円に、第１項静内医業費用は584万5,000円を減し、12億4,943万3,000円に、第２項静内医

業外費用は141万2,000円を減し、6,167万9,000円に、第３項静内特別損失は604万7,000円を追加

し、785万円に、第４項三石医業費用は222万2,000円を追加し、５億6,255万1,000円に、第５項三

石医業外費用は1,126万9,000円を追加し、1,446万3,000円に、第６項三石特別損失は188万4,000円

を追加し、288万4,000円にしようとするものです。 

 第４条は、資本的収入及び支出の補正でございまして、予算第４条に定めた資本的収入及び資

本的支出の予定額を次のとおり補正するものです。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する

額4,525万4,000円は、当年度分損益勘定留保資金4,525万4,000円で補填するものです。 

収入においては、第１款資本的収入は1,382万4,000円を追加し、１億2,419万8,000円に、第２

項静内企業債は10万円を減し、250万円に、第３項三石補助金は1,392万4,000円を追加し、3,476万

3,000円にしようとするものです。 

支出においては、第１款資本的支出は７万2,000円を減し、１億6,945万2,000円に、第１項静内

建設改良費は７万2,000円を減し、252万8,000円にしようとするものです。 

第５条は、企業債の補正でございまして、予算第５条に定めた企業債の限度額を次のとおり補

正するものです。企業債補正の変更でございますが、起債の目的は医療機器等購入事業債でござ

いまして、補正前の限度額410万円を補正後の限度額400万円にしようとするものです。なお、利

率についての変更はございません。 

次ページに移ります。第６条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正

でございまして、予算第８条に定めた経費の金額を次のとおり補正するものです。 

 (１)職員給与費は1,473万2,000円を減し、10億5,551万4,000円にしようとするものです。 

 第７条は、他会計からの補助金の補正でございまして、予算第９条中４億4,816万6,000円を７

億8,490万4,000円に改めるものです。 

 第８条は、棚卸資産購入限度額の補正でございまして、予算第10条中１億9,712万円を２億670万

円に改めるものです。 

 それでは、収益的収入、支出についてご説明申し上げます。病院事業会計４ページをお開き願

います。下段の支出からでございますが、１款病院事業費用、１項静内医業費用、１目給与費は

1,881万円の減額で、これにつきましては人件費に係るものでございますので、説明は省略いたし

ます。 

５ページに移ります。２目材料費につきましては1,170万円の追加で、薬品費の実績に伴う追加

でございます。 

３目経費は149万円の追加で、暖房用燃料の実績による増、臨床検査件数の増加による委託料の

追加と併せて執行整理を行っております。 

６ページに移ります。第２項静内医業外費用、第３項静内特別損失は、執行による整理を行っ

ておりまして、３目雑損失については133万2,000円の減額で、仮払消費税の整理を行っておりま

す。 

第４項三石医業費用、１目給与費は407万8,000円の追加で、内容につきましては人件費の整理

でございますので、説明は省略いたします。 

７ページに移ります。２目材料費、３目経費は、執行残の整理によるものでございます。 

８ページに移ります。第５項三石医業外費用、６項三石特別損失は、執行等による整理を行っ
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ております。４目雑損失については1,120万円の追加で、仮払い消費税の整理によるものでござい

ます。 

続きまして、歳入の説明になりますので、３ページにお戻り願います。収入でございますが、

１款病院事業収益、１項静内医業収益は１億4,597万1,000円の減額で、１目入院収益、２目外来

収益、３目その他医業収益において当初予算で予定していた収益額に及ばないため減額とするも

のです。 

２項静内医業外収益は１億4,481万4,000円の追加で、２目項他会計補助金は１億4,378万

2,000円の追加になりまして、一般会計補助金において基準内、基準外において減額、追加をして

おります。 

３目長期前受金戻入、４目その他医業外収益においては、実績に合わせた整理を行っておりま

す。 

３項静内介護給付費収益は、執行に合わせた整理を行っております。 

５項三石医業収益は１億5,965万8,000円の減額で、１目入院収益、２目外来収益、３目その他

医業収益において当初予算で見込んでおりました予定額に及ばないため減額とするものです。 

４ページに移ります。６項三石医業外収益は１億7,527万4,000円の追加で、２目他会計補助金

は１億7,903万2,000円の追加で、一般会計補助金において追加をしております。 

３目長期前受金戻入、４目その他医業外収益は、執行による整理を行っております。 

８項三石特別利益は24万1,000円の減額で、執行による整理を行っております。 

９ページに移ります。資本的収入及び支出の明細の説明となります。下段の支出でございます

が、１款資本的支出、１項静内建設改良費、１目資産購入費は７万2,000円の減で、購入実績に合

わせた整理となっております。 

上段の収入においては、１款資本的収入、２項静内企業債、１目企業債は10万円の減額、２項

三石補助金、１目他会計補助金は1,392万4,000円の追加で、いずれも事業費の確定によるもので

ございます。 

なお、１ページ、２ページは予算実施計画、10ページは給与明細書、11ページはキャッシュフ

ローによる計算書、12から13ページは予定貸借対照表でございますが、いずれもお目通しをいた

だき、説明は省略させていただきます。 

以上で令和元年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第３号)の説明といたします。ご審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。10分程度休憩いたします。 

休憩  午後 １時４６分 

                                            

再開  午後 １時５７分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これより質疑を行います。先に議案第５号 令和元年度新ひだか町一般会計補正予算(第４号)

の歳出からページごとに行います。 

45ページ、質疑ありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 46、47。 
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〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 48、49。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 50、51。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 52、53。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 54、55。 

 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 54ページの(３)の姉妹都市交流事業についてお伺いしたいと思います。 

先日レキシントンの派遣事業が今回の新型コロナウイルスの関係で、その影響もあって中止す

るという新聞報道もあったのですけれども、それ以外に交流事業で中止しているものがあるのか

どうなのか。 

それから、そうなりますと今回の予算補正では旅費しか減額しておりませんので、恐らく執行

残が出てくるのだろうということになると思うのです。そこで、令和元年度の交流事業で実施済

みの額どの程度になるのか、そのことによって執行残がどの程度出てくるのか、その２点をお伺

いしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) ただいまのレキシントン派遣の中止につきましては、今木内議員おっ

しゃったとおり、先般中止にしたところでございます。これにつきまして現在いわゆる旅行のキ

ャンセルの手続をしておりますけれども、見込みとしましては１人当たり四、五万ほどキャンセ

ル料が発生するということで、この点につきましてはもともと町のほうで旅行総額の半額、十三、

四万を持つことで準備をしておりましたので、それについてはキャンセル料は各ご家庭の負担は

出ないような形で今準備を進めてございます。詳細これからいろいろ計算してまいらなければな

らないのですが、総額としましては当初使う予定だった額に対しまして130万ほど執行残が出る予

定でございまして、これを今年行けなかった子たちのケアも含めて、令和２年の中でどうやって

いくかというのはまだこれから検討してまいらなければならないと思っております。 

これ以外の事業の中止ということでございますけれども、町主催の事業につきましてはこのレ

キシントンだけでございます。ただ、もともと町主催以外、例えばスポーツ少年団主催の事業に

つきましては、実は年度末に四国のほうに、淡路のほうに行く計画をされておりましたが、この

事態を受けて現在レキシントン同様に中止の方向で準備を進めているというふうに伺ってござい

ます。 

以上です。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 確認させていただいたのですが、この四、五万のレキシントンの派遣でキ

ャンセル料かかるということなのですが、それは要するに中止の決定が遅くて期間がないと、な

いために発生すると、こういう理解でよろしいのかどうなのか。結局もう少し早く判断していれ

ば、それはかからなくて済んだというふうにも取れるのですけれども、その辺がどうかというの

と、少年団の派遣事業、これは何ですか。野球とかサッカーとかいろいろあると思うのですが、



 

 － 35 － 

それを教えてください。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) キャンセル料につきましては、３月の上旬にキャンセルを判断してお

りますけれども、これは２月の段階でもキャンセル割合は変わらない状況でした。ただ、これ以

上遅くなりますと４万5,000円なり、５万円では済まないという状況でしたので、そのぎりぎりの

ラインところで今回判断させていただいたということでございます。 

子どもたちの派遣につきましては、サッカー少年団ということに伺っております。 

〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 56、57。 

３番、志田君。 

〇３番(志田 力君) 総務管理費の57ページ、19節の負担金補助及び交付金のところに地域おこ

し協力隊起業支援補助金20万とあるのですが、これ新年度にものっているのです。それで、新年

度で聞こうと思ったのですけれども、ここにも出てきていたので、ちょっとお聞きしておきたい

のですけれども、支援をするというのは全然私否定しようとも思わないし、支援してあげるのは

いいと思ってはいるのですけれども、どんなことを起業されようとしているのか。それと、ここ

の20万というのはどういう基準なのか。新年度のほうは、新年度の分も含めて答えてもらっても

いいですけれども、たしか80万ぐらいだったかな。新年度の分は後なら後でもいいのですけれど

も、何かその補助の基準というか、国がもし絡むとしたら何かそういう縛りとか基準があるのか

どうかとか、そこら辺もうちょっと詳しく教えていただけませんか。どんなことをやろうとして

いるのかも含めて。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) まず、この地域おこし協力隊の起業支援補助金の概要なの

ですけれども、地域おこし協力隊の任期満了前後１年間の間に起業する場合に、１つの起業に対

して100万円を限度として補助するというもので、これは国の特別交付税の措置ということでなっ

ております。それで、今回補正で20万円、新年度で80万円ということで、ちょっと年度をまたぐ

ような形で計上させていただいたのですけれども、今回任期満了を迎える協力隊がちょうど年度

をまたぐ形で起業に係る費用を要するという聞き取りもした上で、今年度分としてまず20万円、

それから新年度分として80万円の合計100万円を見込んでいるということになります。 

なお、起業の内容なのですけれども、今馬で地域おこしをするというところで生産者の方も新

しく法人を立ち上げたところでありまして、馬産地の魅力を生かして、子どもたちに場産地の魅

力を伝えるような活動ですとか馬の魅力を生かしたＰＲ活動ですとか、そういうところに力を入

れたいというふうに伺っております。 

以上です。 

〇議長(福嶋尚人君) ３番、志田君。 

〇３番(志田 力君) 100万円が交付税措置されるというふうに今ご答弁あったと思うのですけ

れども、それがもし国のほうで補填してくれるということであれば、町として補助するという部

分はないのですか。10万でも15万でも20万でも上乗せしてあげるという考え方はないのですか。

あくまでも100なら100までなのですか。 
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〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 国の基準、特別交付税の基準の範囲内で町として100万円を

限度にということにさせていただいておりますので、特別交付税ですから、その範囲でというこ

とで考えていますので、上乗せというのですか、ただ一般会計から出る部分でございますので、

町としての決めは国に準じておりますけれども、そういうことで国の特別交付税の範囲というふ

うに考えています。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 関連で確認だけさせていただきたいのですが、特交措置ということで100万

ですね。ということは、令和元年度20万で、２年度、新年度が80万、これは別々に特交措置され

るということになるのでしょうか。というのは、特別交付税、３月交付というのはもう間近に交

付されるのですけれども、この20万というものを特殊財政需要で出していないとすれば、これは

入らないのです。そうすると、２年度分で80万しか入らなければ、トータルの100万入ってこない

と思うのです。その辺の確認だけさせてください。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 特別交付税の関係でございますけれども、令和元年度で20万、２年度

で80万の執行と。特別交付税の整理としましては、令和２年度に合わせて100万円の措置があると

いうふうなことで確認を取ってございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) その確認というのは、要するに前年度分で執行した分も合わせてそれは特

交で措置されるということを確認しているという意味でよろしいですか。分かりました。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 合わせて100万円の措置がされるということで確認してございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 56ページの(16)、アイヌ政策推進経費、これは前のページの公共施設等適

正管理推進事業の振替ですよね、予算的には。そこで、振替なのですけれども、見てみますと鳧

舞生活館の解体工事で999万2,000円の減額になっているのです。それから、美野和生活館の解体

でも791万9,000円の減と、振り替えたときに。この理由というのは何なのですか。かなり大きな

減額になっていると思うのですが。 

〇議長(福嶋尚人君) 田口契約管財課長。 

〇契約管財課長(田口 寛君) お答えしいたします。 

予算時、これは６月の補正で予算措置をいただいております。そのときの積算、予算時の積算

の中では、解体費については鳧舞生活館等と美野和生活館についてはアスベストの処理費、これ

を見込んで予算措置をいただいております。それで、その後発注段階で事前にアスベストの含有

調査を行いました。その結果、鳧舞生活館と美野和生活館につきましてはアスベストが出なかっ

たということで、その分が大幅に減額ということになっております。それ以外にも細かく言いま

すと入札執行残だとか、それとあと鳧舞共同作業所はそもそもこれはアスベスト入っていないと

いう中での設計で、当初の設計から発生材の数量がちょっと減少したということで、これも300万、

400万減額になっていますけれども、大まかに言うとそのアスベストが原因でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 
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〇15番(木内達夫君) 確認の意味です。要するに今後出てくるであろう生活館等の集会施設につ

いてアスベストのあるなし、これは調査しないと。しないということで設計を組むとなれば、必

ずその部分は出てくることになりますよね。今後です。新年度もありますけれども、新年度でや

ればいいのですけれども、関連していますから。その建築年度によってアスベストが含まれてい

ないという部分というのは、年度というのはあるのですか。結局必ずアスベストの除去の工事費

を実施設計で組んでいかなければいけないという、そういう考え方でいくのかどうか確認させて

ください。 

〇議長(福嶋尚人君) 坂総務部長。 

〇総務部長(坂 将樹君) 今回事業目の振替ということでやらせていただきましたけれども、こ

ういうような形ってタイミングによることもあるかと思います。アスベストの部分については、

補助金、交付金等の対象ではないものですから、そのタイミングをどの段階で調査をしてやるか

ということになりますので、事前に分かるのであれば、その工事費等についてはその判断によっ

て入れる、入れないという判断があります。ただ、どうしても交付金等の絡みで時期って決めら

れておりますので、予算を組む段階においてそれが分からない場合については、一応含んでいる

という想定の中で工事費を算定させていただいて、今回のように最後に精査をさせていただくと

いうような形になりますので、それは今後の上げるタイミングというのでしょうか。そういうよ

うな形になるというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 58、59。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 60、61。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 62、63。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 64、65。 

12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) 65ページなのですが、説明を聞き漏らしたかもしれませんですけれども、

(２)の社会福祉協議会の運営助成事業ですか、603万1,000円の減額ですが、これ社会福祉協議会

に対する補助なのですけれども、金額がちょっと大きいものですから、たしか説明あったかもし

れませんけれども、ちょっとその辺を教えていきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺福祉課長。  

〇福祉課長(渡辺浩之君) お答えいたします。 

年度当初予算を組んだときの人員の中で、実際スタートしてから対象になった方が２名ほど変

わりまして、というのは給料の高い方から低い方というふうな形で人件費の減ということで600万

円ほど落とすような形になっております。 

〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 66、67。 
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〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 68、69。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 70、71。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 72、73。 

 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 議長に了承いただきたいのですが、特別会計の繰出金の関係で、30年度ま

での赤字分について繰り出しを見ているということで、４特別会計、１病院事業ですか、これが

あるものですから、ちょっと併せて質問させていただきたいのですが、よろしいでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 73ページでよろしいですか。 

〇15番(木内達夫君) ええ。73ページを関連して、ほかの繰出金にもなるのですけれども、ご了

解いただければ併せて質問させていただきたいのですが、いいですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 答弁できるか分かりませんけれども、どうぞ。 

〇15番(木内達夫君) それでは、73ページの介護サービス事業特別会計繰出金２億8,177万

5,000円、それから聞きたいのは病院会計の繰り出しもありまして、赤字分が３億1,585万円とい

うことでありますけれども、実際の決算額よりも多く予算を見ていると。この理由を知りたいと

いうふうに思いますのと、今回の補正の内容を見ますと30年度までの赤字分の繰り出しですから、

当然令和元年度分も赤字になるだろうと。この部分は見ていないと思うのです。もし分かれば国

保会計、簡易水道会計、それから下水道、介護サービス、病院事業と、それぞれの赤字見込額ど

の程度になるのかお願いしたいというふうに思います。 

２点、よろしくお願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) お尋ねの件は、令和元年度の見込額ということでよろしかったでしょ

うか。 

〔何事か言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 介護サービスと病院ですね。 

介護サービス事業のほうにつきましては、一応各施設ごとに赤字の施設あれば、黒字の事業も

ございます。ですので、会計全体としましては、赤字を出した分については出るのですけれども、

その中の一部の事業については黒字になってございますので、そういった整理の部分で総額が合

わないというふうなことでいると思います。 

あと、病院のほうにつきましては、一応赤字の部分がございまして、あと比率の部分にもちょ

っと影響がしてございますので、そういった部分を加味しまして今回併せて整理させていただい

ているというふうな状況でございます。 

あと、令和元年度のほうにつきましては、今個別の細かい数字というのはこれから決算迎えま

すので、概数で30年度までの状況を加味しますと、大体国保特会700万ぐらいになるのかなと。あ

と、下水道特会では２億ちょっとの不足が生じるのではないかと。それと、介護サービス特会に

ついては４億7,000万円程度の見込みになるのではないかと。それと、病院につきましては、今の

ところ２億3,000万円ほどの不足が生じるのではないかというふうな見込みでございます。ただ、
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決算でこの後どう動くか分かりませんので、あくまでもこれまでの状況を見た上での概数という

ことでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 今は簡水はなかったものですから、これは黒字になる見込みだと。簡水は

黒字の見込みなので、赤字の見込みは立てていないと、こういう理解でいいのかどうかの１点と、

合計で大体10億近くなるのですか、９億7,000万ぐらいということなのですが、令和元年度末の財

調と減債基金の現在高、見込額、これ先日の全員協議会で資料を頂きました。合わせて９億数千

万、10億弱なのです。そうしますと、仮に令和元年度の赤字分を繰り出しをするということなる

と、財調、減債基金がほとんどなくなるというふうに私は思っているのですが、そういう理解で

よろしいのかどうなのか、この点をお伺いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 確かに財調と減債と合わせてまともにこれにぶつけるとなると、非常

に厳しい状況になります。ただ、毎年決算を迎えたときに執行残、こちらのほうが出ます。あと、

収入においても多少の増額というふうなものを見込めますので、そういったものを加味しまして、

不足する部分について財調なり、減債から繰り入れながらやっていきたいというふうに考えてご

ざいます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) もう一点だけ、病院会計で質問すればいいのですけれども、先ほど答弁で

資金不足比率の関係もちらっと答弁ありましたので、病院事業会計の30年度末の資金不足比率が

14.2です。経営健全化基準、これ20％を超えると経営健全化計画を出さなければいけないと、こ

ういうふうになります。それで、今の答弁で病院会計で２億3,000万の赤字見込みと。これは、こ

の赤字を処理するに当たって一時借入れ、これをすると。そうすると、債務が生じます。歳計現

金ありませんから。ということなると、また資金不足比率が出てくる。ゼロにはならない。今回

の決算見込みで２億3,000万ぐらい出ると仮定して、どの程度の令和元年度末の資金不足比率が出

るのか、その辺の推計値が出しているのであれば教えていただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 佐伯三石国保病院事務長 

〇三石国民健康保険病院事務長(佐伯智也君) お答えいたします。 

今木内議員おっしゃったように平成30年度の資金不足率につきましては14.2％と。令和元年度

につきましては、あくまで試算ではございますが、17.5％という推測をしております。 

〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 74、75。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 76、77。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 78、79。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 80、81。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 
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〇議長(福嶋尚人君) 82、83。 

６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 83ページの医療技術者等研修学資金貸付事業でお聞きするのですが、これ

はこれだけのお金を余しているという理由をお聞きしたいのです。新ひだか町も医療従事者は足

りないですし、いろんな学生たちが進学もしているのもあります。ほかのまちの貸付け事業を借

りて行っている人もいます。そういう意味では、どのような学生に対して我が町のこの貸付け事

業がこういう有利性がありますよ、ぜひ使ってくださいということをどの程度周知しているのか、

なぜこれがこういうマイナスという形で出てきているのかをお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口健康推進課長。 

〇健康推進課長(山口一二君) 当初の中で、新規の利用、新規の申込み等も見込んだ形で予算計

上したところなのですけれども、新規の申込みがゼロだったといったところでございます。広報

等、それから学校等に対する周知等を実施しているところでありましたけれども、残念ながら利

用がなかったと。当然ながらご指摘のとおり利用の拡大に向けて今後もＰＲしていきたいという

ふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) この種の事業というのは、各町村どこでもやっていることですから、家庭

なり、子どもたちにしてもどういう条件の差があるのかということを結構調べています、介護の

場合でも医療の場合でも。そういう意味では、ただ広報に出したから知ってくれるだろう、知っ

ているだろう、応募してくれるだろうでは、なかなか今集まってこないときだと思うのです。そ

ういう意味では地元の管内の高校に対して、仮に静高だとしても出向いていって、進学の先生方

とも相談して、こういう貸付け事業ありますよ、こういう条件ですよということをやはり積極的

にやらなければなかなか利用されないケースもあると思うのです。そういう意味では、直接学校

に訪問したり、この制度が生かされるような具体的な行動というのはされた経緯があるかどうか。

それから、他のまちとの制度の差をきちっと調べて、新ひだか町と例えば浦河だ、新冠だという

ところにどのような差があるかということは理解しているでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口健康推進課長。 

〇健康推進課長(山口一二君) ご指摘のとおり、管内各町との差、細かなところまで把握してい

ないのが現状です。ご指摘にありましたとおり、高校のほうに出向いて、実際今年度利用がゼロ

だったという実績を踏まえて、実際うちの制度がニーズに合っているのか、そういった部分も考

えながらＰＲも含めて聞き取りながら、そして各町の実態、そういったものも含めて今後見直し

をかけていきたいというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 最後の答弁でいいのですけれども、これはお願いですけれども、やはり条

件なのです、条件。例えば３年働いたら返さなくてもいいよなら、うちは２年にしますよと。そ

うすると、２年でいいのかといって優位性が出てくるかもしれないし、金額のこともあるかもし

れません。それは、各町がどういう条件を出しているのかということは調べれば分かることです

ので、ぜひ調べて、やはり条件的にも優位性のあるものを提案していくという時代ですので、ぜ

ひそこは調べて、きちっと次年度に向けては取り組んでほしいと思います。希望です。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、田畑君。 
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〇11番(田畑隆章君) 関連です。これについては、私も一般質問で取り上げました。その結果、

改悪されたような気がしてなりません。しっかり使いやすいものに今見直すとおっしゃいました

から見直してほしいと思っています。よろしくお願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 84、85。 

16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) 85ページの(５)の浄化槽設置整備事業、これも少し設置数が増加したとい

うことなのですが、これの件で、今回多分２個ぐらいが該当しているのか知りませんけれども、

そのあたり規模がどれぐらいになっているのか。 

それと、聞きたいのは、浄化槽設置しているのですが、３分の１の補助をもらって、あと残は

個人の負担ということになっていると思うのですが、大切なことは設置した後の、まず聞きたい

のは補助金を出すわけですから、そのときの検査の機能はどこの何課がやっているのか、それと

設置後のもう一つ大事なことなのですが、放流水質、目的は周辺の環境整備ですから、放流水質

が河川あるいは海に流れていくわけですけれども、これをきれいな水に流していかなければなら

ないですが、このいわゆるＢＯＤ、ＣＯＤとかＳＳの関係、この基準、多分私の記憶では必ず毎

年１回は最低やらなければならないと思うのですが、このあたりのところの町としてチェック機

能どういうふうにやっているのか。今日までどうやっているのか、それともやらないとすれば今

後どういう形で、大事な水質基準のデータを町がそれを見て適正な指導していく、維持管理して

いくこと、これが大事だと思うのですが、この点についてどういうふうにやっているか。今回の

161万3,000円の関連で質問させていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 大久保課長。 

〇生活環境課長(大久保信男君) ただいまの浄化槽についてのご質問なのですが、当初全体で浄

化槽11基の予算を計上させていただいたのですが、今回の補正で申込みが結構増えまして、16基

で予算補正をさせていただきました。 

あと、検査の関係なのですが、完成したときに静内地区は当課の職員、三石地区は町民福祉課

の職員が完成の段階で検査に行っております。その後完成後の検査等につきましては、設置者が

業者と検査等の委託管理の契約結んで、年１回検査しているということになっています。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) それはいいのですけれども、そうすると大事な水質基準のＢＯＤ、ＣＯＤ、

ＳＳの関係については、一切町は完成した後は設置者側、業者に任せっ放しということなのです

ね。 

〇議長(福嶋尚人君) 米田住民福祉部長。 

〇住民福祉部長(米田和哉君) 年に１回、浄化槽協会でしたか、法定点検があります。そこでそ

ういう水質がいい、悪いというのも町のほうに結果表が来ますので、毎月業者でやってもらって

いる点検、それの結果もそこで適正にやられているかどうかというのも分かりますので、そこは

特に問題ないというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 84ページの静内葬苑管理経費のところでお聞きするのですが、私は担当者
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や、または葬苑火葬場で働いている人たちにも、非常に私たちはいろんなところ利用するときに

外見も気になるのです。それで、壁が塗装が剥げていたり、仮に何か塗ったみたいなものがあっ

たりして非常に見づらいので、ぜひ直していただきたいというお話をした経緯があるのですが、

それが一向に一、二年見ていても直していただけない。しかし、ここにこれだけの金額が余って

いますから、当然修繕費のような形の中で壁の塗り替えが可能かなとも思ったのですが、その管

理がなされていないという、または私は指摘したことがありますけれども、そこまでいけない理

由というのは何かあるのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 大久保生活環境課長。 

〇生活環境課長(大久保信男君) 葬苑火葬場の修繕ということでございますけれども、たしか昭

和53年頃に建設された施設だったと思うのですが、かなり老朽化も激しくなっておりまして、か

なり前から修繕というよりも全体を建て直すという話もさせていただきながら、いろいろと検討

してまいったところなのですが、なかなか新規事業ということでそういった話までいかないとこ

ろでございまして、今回の予算の減額ということで補正をさせていただいたのは合葬墓の新設工

事で、当初と比較としまして約200万ぐらい予算が余ったところではございました。ただ、このと

きに火葬場のほうの炉の修繕だとか、そういった部分で突発的なものがちょっとかさんだもので

すから、その段階ではちょっと利用させていただきながら、炉の修繕のほうを対応させていただ

いたということでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 86、87。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 88、89。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 90、91。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 92、93。 

 ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 92ページのところなのですが、農業後継者対策事業というところで、これ

も私は一般質問でも何回も聞いていますし、新ひだか町の現状は８割に後継者がいないと。農業

関係者の人たちの話を聞いてもなかなか各産業、馬も牛も和牛も野菜も通しても大変だというお

話を聞いています。そういう意味では、農業後継者対策事業というものがこんなに多く余るとい

うことが理解できないのです。各農協なりとも相談したり、若い人とも相談したりしながら、農

業後継者対策というものが目に見える形で改善されていくということが本来だと思うのです。予

算が足りないと言われるような事業だと思うのですが、ここにこれだけの余りがあるというのは、

どのような視点から結果としてこうなってしまったのか、または当初予定した計画というものが

できなかったことがあったのかどうか、その辺をお願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川農政課長。 

〇農政課長(及川敦司君) 農業後継者の対策事業の関係でございますが、我々新規就農対策とし

て、まず両農協、農協と町と併せて農業担い手育成支援協議会という形で、夏までは毎月就農相
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談というものを独自に開催して、農業新規就農者の申込みというか、取り入れを行っているとこ

ろでございます。それで、新規就農となると、やはり起業をするということで自己資金も必要で

すし、投資もかなり大きくなります。ですから、そういったものを支援するという形で補助金等

を創設して、今鋭意努力しているというところであります。 

それで、この予算のことになりますけれども、今回この農業後継者育成推進事業補助金が400万

ほどマイナスということになってございますけれども、この補助金というものは団体であります

農業担い手育成支援協議会に補助をしている補助金でございます。それで、その内容といたしま

しては、農業研修生１年目と２年目の方に対して一月８万5,000円を補助する助成を創設してござ

います。それで、今年度の当初目標が７名、１年目、２年目の研修生７名に対しての予算計上を

してございましたが、それが３名という結果になったということで、今回この400万ほどの補助金

をマイナス補正するというような状況になったところでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) また予算のところでも言うかもしれませんけれども、やはりこのような数

字が起きてくるというのは、新規就業者にしても、後継者にしても各まちがいろんな条件出して

います。あるまちだったら、公用地を１円で売ると。新規農業者に土地を持たせて野菜を作らせ

るということもやったり、ハウスを貸してあげると、無償でというまちもあったり、いろいろし

ます。そういう意味では、やはり農業後継者というそこの農場だけでなくて、新規就農も含めて

全体的に後継者をつくっていかなければ、もう維持できないような今状況になってきていますの

で、今までのこの数字だけで提案していっても、７名予定をしていても３名しか来ないというと、

こういう結果になってしまうと思う。やはりもっと大学なり、都会なりでも予算削って行くのや

めたりするのでなくて、もっと積極的に情報開示して多くの人たちが、他のまちもいろんな今条

件出しますので、新ひだか町に行こうと、行きたくなるような提案をしていかなければ生きてい

かないと思うのです。それぐらい後継者対策というのは広い意味で危機感がありますので、ぜひ

新しい試みをしながら、例えばですけれども、新規就農であったとしてももっと多くの人が応募

してこれるような環境づくりに努めていただきたいと思います。これ以上のことはまた予算のと

きやるかもしれませんけれども、お願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 94、95。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 96、97。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 98、99。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 100、101。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 102、103。 

 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) 103ページなのですが、沿岸漁業の資源増大促進事業、この部分につきまし
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ては私も過去に一般質問等で漁業振興ということでやったことがあるのですけれども、育てる漁

業ということからすれば、負担金補助及び交付金の173万1,000円というこのエゾバフンウニとか

ホッキとかナマコについての補助について、これ単なる不用額という形でないような気するので

すけれども、これは漁組と町が一体になってやっているのですけれども、この辺の減額された理

由というのは、何か別個にまたあるのかどうかをお聞きしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 石丸課長。 

〇水産林務課長(石丸修司君) 今のご質問の件なのですけれども、一番は大きいのがナマコなの

ですけれども、これにつきましては飼育数が計画どおりにいかなかったために放流できなかった

ということで減額になっております。あと、エゾバフンウニ、ホッキにつきましては、今まで漁

業振興基金使って負担していた部分があったのですけれども、これについては一部つくっている、

取っている、要するに漁業者の方からも頂いて充てたものですから、こういう減額となっており

ます。 

〇議長(福嶋尚人君) ほかに。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 次に、104、105。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 106、107。 

６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 107で二十間道路桜並木の管理のことですけれども、今年度も、私は虫につ

いてあまり詳しく知りませんけれども、虫がいっぱい出て、それを取るのが大変だといって一生

懸命職員の方が取っていましたけれども、それでも人手が回らないぐらい少ない人数でやってい

ますから大変だと言っていましたけれども、木を守るといったときにあのような状況になったと

きに、予算を余すのだったら私はもっと人を入れてでも取ることをしないと、やっぱり桜が死ん

でしまうと100年以上過ぎた木は簡単にできるわけでありませんので、多分虫が出て大変だったと

いうことは認識していると思うのですが、あの状況にもかかわらず管理費が余るということはど

ういうことでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) この委託料につきましては、全体として92万5,000円の減額

補正をしておりますけれども、この主なものとしましては草刈り業務に係る委託料が約80万円の

予算減となっておりまして、害虫の委託については今手で捕捉というのですか、取ってやる事業

を中心に委託しているのですけれども、そのほかの樹勢回復事業の中でも一部今回エントランス

広場周辺に効果がありそうな薬剤を木に直接注入するような形のものを試したり、いろいろそう

いう形でやっております。方法は、いろいろ今試行錯誤しながらやっておりますので、来年度以

降もうちの虫の対策も十分踏まえてやっていこうと考えておりますので、ご理解いただきたいと

思います。 

〇議長(福嶋尚人君) ほかに。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 108、109。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 
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〇議長(福嶋尚人君) 110、111。 

５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 111ページの一番下、除雪対策費の、112ページにかかりますけれども、委

託料です。今年は12月、１月と雪が非常に少なかったというところで、年度当初1,018万3,000円

委託料ほかで用意したのに、今回1,000万なぜ雪がないのに追加しなければならないか理由をお願

いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 田中建設課長。 

〇建設課長(田中伸幸君) 除雪対策経費の当初予算につきましては、機械を持っておられたり、

人件費、人を抱えておりますので、予算段階では最低保障額しか計上してございません。２月に

１度大きな雪が降りましたので、そういうので出動してしまいますとどうしてもお金が足りなく

なるという部分があります。また、雪が少なくても多少降りますので、どうしても塩カル、凍結

防止剤をまくのに機械で出動しますので、そのあたりの予算が雪が少ないとしてもかさんできた

ということが理由です。 

〇議長(福嶋尚人君) ほかに。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 112、113。 

 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 地方道路の整備のところの本町海岸の舗装工事が国の経済対策の対象にな

ってと言ったのですけれども、それで1,450万円程度というのはもう少し説明をお願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 田中建設課長。 

〇建設課長(田中伸幸君) 地方道路整備交付金事業につきましては、国の社会資本整備交付金を

受けて行っている事業です。予算計上のときには、通常補助事業５月に概算要望いたしますので、

その額で当町で予算を10月に組みますので、その概算要望したまま予算を計上させていただいて

おります。その結果が２月に、おおむねです、大体２月に内示されますので、例えば5,000万予算

要求を国に対してしているのですけれども、結果3,500万しかつかなかった、事業費としてです。

事業費として3,500万しかつかなかったので、予算はたくさん持っていますけれども、それを使う

のではなくて、国から頂いたお金見合いでできるだけの事業を執行して、余った分を今回の補正

で落とさせていただいているということにしております。 

〇議長(福嶋尚人君) ほかに。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 114、115。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 116、117。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 118、119。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 120、121。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 122、123。 
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〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 124、125。 

 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 125ページのＧＩＧＡスクールの事業について聞きたいのですけれども、児

童生徒１人１台の端末ということなのですけれども、対象となるのが例えば何年生で何人、全体

で何人なのかとか、パソコン台数は何台ぐらいになるのか、概要をお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 片山管理課長。 

〇管理課長(片山孝彦君) 今谷議員からＧＩＧＡスクール構想の１人１台のパソコンのという話

だったのですけれども、今回計上させていただいておりますのは校内通信ネットワーク、いわゆ

る校内ＬＡＮと言われる部分と、あと電源キャビネット、これは充電なり、タブレットを保管し

ておくというものを整備するための経費であります。 

それで、このＧＩＧＡスクール構想の今言われたもう一つのこととして、児童生徒１人１台の

パソコンの端末の整備ということがございまして、これについては国の予算、これらの措置を見

極めていかないとならないのですが、国が示しておりますロードマップというものでありますと、

令和２年度に小学５、６年生と中学１年生、それから令和３年度で中学２年、３年、それから令

和４年度で小学３年、４年、そして最終令和５年度で小学１年、２年ということで示されており

まして、当然その中で補助対象ということで国の予算も決まってくると見込んでおりますので、

それを見極めながら今後当町としても考えていきたいと思っていますので、ちょっと人数につき

ましては細かなところ個別には今のところ積算というところまではなかなか申し上げにくいので

すけれども、全体として今当町の小学生が約1,060名、それから中学生が五百数十名ということで、

約1,600人弱になると思いますし、当然それを指導する教職員の台数ということも加わってきます

ので、トータルで1,700前後かなということではこの５年間の間で見込まれますけれども、一応そ

ういうことでご理解いただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) すごく経済市場に大きなものだということなのです。これ国のロードマッ

プどおりにやらなくてもいいのではないかということを１つ確かめたいのと、文科省のほうでは

このデジタル構想に子どもたちの健康に不安があるということを報告していたのですが、その辺

の検証というか、検討とかはされているのかお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 片山管理課長。 

〇管理課長(片山孝彦君) 国のほうの補助事業、端末でいいますと今１台当たり4.5万円以内であ

れば100％補助しますよと言っていただいております。だから、そういった部分では、国の事業、

補助事業を活用してということで…… 

〔何事か言う人あり〕 

〇管理課長(片山孝彦君) １点についてはそういうことですけれども、健康面、こういった部分

については、当然学校の中で既にイメージとして例えばパソコン、タブレットあっても一日中見

ているとかそういう部分については、多分学校の指導、当然こういうことについても指導してい

かなくてはならないという部分になってくると思いますので、今現時点では想定というのは明確

なものを持っておりませんけれども、当然整備と並行してこういったことにも留意していきたい

ということで考えてございます。 
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〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 大変有利な補助だということなのですけれども、町債で60％交付税措置で、

町の負担が20％と言ったその20％というのはどのくらいの金額なのかということと、四、五年た

ったら更新時期が来るのですけれども、そのときの更新とか修理代とか、そういうものはどこが

見ていくのか、負担がどこなのかということをお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 片山管理課長。 

〇管理課長(片山孝彦君) 20％の町負担という部分で申しますと、今回計上させてもらった事業

費が九千何千何百万ということでありますから、その２割ということで1,800万、2,000万弱とい

うようなイメージになるかなと思います。 

それと、今後の更新等のことでございますけれども、実はこのＩＣＴ環境の整備ということは

これまでも当町でも取り組んできておりまして、平成26年、27年にパソコンについては全小中学

校について更新をしております。それからもう６年なりたってまいりました。ということで、通

常パソコンの耐用年数というのは５年からないしということになりますけれども、うちでは大体

七、八年は使いたいということで、そういった中で管理もしてきておりますし、そういうことか

らいきますと令和３年度あたりから次の更新が始まるという時期にも達しておりますので、そう

いったところで今回この事業を活用して、まず更新は可能だろうというふうに考えておりますし、

その後は当然次の国の対策、これ全国的な、日本全国でということでの動きでありますので、一

旦の整備が終わって次どうなるかというのは見えてきませんけれども、その段階で考えていかな

くてはならないことだろうというふうには認識しております。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) 新規事業ですので、あえてお聞きしたいのですが、新たな事業ですので、

今回この補正ではＬＡＮの整備だけということですから、ただ思うのは現場で教鞭を執っている

教師の方々がしっかりと使えるものでなければならないと思っております。ですから、ＩＣＴの

部分でいろいろな先生方も研修会というのですか、講習会というのですか、やられているとは思

うのですけれども、このＧＩＧＡスクール構想に関してＩＣＴの中で盛り込んだり、また別かも

しれません。そういうような研修会、講習会なり、そういう準備のところがしっかりと行われて

いるのかどうかをお聞きいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 片山管理課長。 

〇管理課長(片山孝彦君) 今研修に関しての教職員のということでありますけれども、当町とし

ましてもＩＣＴの整備とともにソフト面、要するに先生方の活用、指導ということが大切だとい

う認識で、これまでも各学校においてはＩＣＴ担当者という教員を指定していただいたりしまし

て、教育委員会と打合せする会議などを行ってきております。その中で、研修に関する要望も含

めて学校とはやり取りしてきているところであります。そして、実際に来年度から申しますと新

学習指導要領の中でプログラミング教育ということも入ってまいりますので、そういったことで

町全体の教職員全体を対象とした研修会なんかも実はもう今年１月に実施したところでございま

す。そういったところで今回ＧＩＧＡスクール構想ということになりましたら、その部分ではや

っぱりソフト面、こういった研修の部分については定期的に実施していくということで考えてい

きたいと思っております。 

〇議長(福嶋尚人君) ほかに。 
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〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 126、127。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 128、129。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 130、131。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 132、133。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 134、135。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 136、137。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 138、139。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 140、141。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 142、143。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 144、145。 

 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) １点だけ確認させてください。償還元金なり、利子のことなのですが、ま

ちづくり基金、これは合併特例債を発行して基金に積み立てたという基金ですけれども、この特

例債の当初の発行額、令和元年度末で未償還元金、これが幾らになっているのか、今後全額償還

するに当たって何年ぐらいで償還になるのか確認させてください。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) まちづくり基金に積み立てた起債の関係でございます。基金に積み立

てた額は、総額で11億9,000万ほど積み立ててございます。それで、平成18年、19年の２か年に分

かれて発行してございます。今令和元年末で９億2,000万円ほどの償還をしていると。残り２億

6,000万ほどの償還残がございます。こちら発行するときに15年償還で発行してございますので、

終わるのが遅いもので平成34年度に終了というふうなものですので、令和でいくと４年ですか、

令和４年度末で終了というふうなものになってございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) それで、このまちづくり基金を取り崩す場合に、全額償還しなければ取崩

しからも繰入れできないのかどうなのか。結局２か年、18、19でしたか、発行で、最終が４年度

ですよね、令和４年度。そこで全部償還が終わると。終わった時点で、今現在12億五、六千万あ

ります、基金として。令和元年末の見込額が12億5,600万ですか、繰入れ可能になるという考え方

でよろしいですか。あるいは、現在９億2,000万ぐらい元金償還していますから、この部分は繰入

れ可能ということで考えてよろしいのか、その確認だけさせてください。 
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〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) この基金といいますか、起債につきましては、創設当初につきまして

は果実運用ということで、元金については手をつけては駄目だというふうなものでスタートしま

した。実際に借りる段階になりまして、償還が終わっている部分については取り崩して使っても

いいよというふうなことで制度が大きく変わりました。それで、今償還が終わっているもので９

億ちょっとあるのですけれども、そのうち償還が終わっているものの一部で５億2,000万円ほど事

業に充当して使っているものがございます。ですので、今段階で残っているのは、３億五、六千

万円程度については償還終わっている部分で残っている部分がございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ほかに。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 以上で歳出を終わります。 

 次に、歳入に移ります。 

 10ページ、11ページ。 

 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) 10ページから11ページなのですが、先ほど課長さんの説明では決算見込み

では調定額も下がったし、収納率も下がったよということで説明がございましたけれども、今後

の３月31日が滞納分、それから現年分は５月30日だと思うのですが、収納締切りが。それで、先

ほど説明あったいわゆる調定額が下がったのはいいとしても、徴収率が現在では下回っているよ

ということで収入額が少なくなるというような説明あったのですけれども、特に個人と、それか

らこれで見ていくと固定資産税の関係なのですが、ソーラーの関係は別にして、これは別の大き

な金額になっていますから、それはいいとしても、個人と、それから固定資産税の関係、これは

先ほど言ったようにこれからのことですけれども、現行ではそういう説明があったのですけれど

も、徴収体制とかそういった問題なのか、それとも支払いの関係で収入見込みがないのだと、決

算見込み、そういうことになりますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 中島税務課長。 

〇税務課長(中島健治君) 今の質問のお答えになっていないかもしれませんけれども、今回個人

町民税、また固定資産税につきましては、増額補正という形で補正させていただいています。今

後の２税目の推移という形でお答えしたいと思うのですが、基本的に個人町民税につきましては、

確定申告の申告内容に基づいて申告ということになりますので、令和２年度の予算もこれから審

議いただきますけれども、基本的にはその結果を受けた中で積算する形になりますが、ここ最近

の推移でいきますとやはり給与所得等が伸び率は若干増減しますけれども、上昇傾向にあるとい

うほか、その他の営業所得ですとか、あとは譲渡だとかそういった所得については増減があるも

のですから、なかなか適切な算定はできませんけれども、個人町民税につきましてはおおむね今

回の補正額と同じような形で令和２年度も見させていただいています。 

あと、固定資産税につきましては、今回大型の焼却施設設置ということもございまして補正さ

せていただいていますけれども、来年度、今後につきましてはこういった大きな設備投資がない

となれば償却減という形で減ってくる要素もございますし、土地の下落等も今も続いている状態

でございますので、家屋の新築増も若干認めますけれども、やはりおおむねちょっと下がり傾向

で推移してくのではないかというふうに見てございます。 
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〇議長(福嶋尚人君) ほかに。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 12、13。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 14、15。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 16、17。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 18、19。 

 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 19ページの衛生使用料の保健衛生使用料、墓地使用料の32万5,000円の追加

補正なのですけれども、去年の11月から合葬墓の申請を受付しているということで、合葬墓使用

料でないかなというふうに私は推測しているのですが、仮にそうであればその件数、それから申

請件数等何体それが申請されているのか。それと、できればその申請された中で墓じまいがされ

ている個数が何個あるのか教えていただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 米田住民福祉部長。 

〇住民福祉部長(米田和哉君) このたび墓地使用料の中で32万5,000円追加補正させていただい

ていますけれども、このうちの合葬墓に係るものが26万円、26万円が合葬墓に係るものです。そ

れで、今までご利用された方は13人の方がご利用されておりまして、それで遺骨のほうが24体ご

ざいますので、既に24万円を頂いてございます。これは２月末までの４か月の間ですので、今３

月に入りましてもご相談が結構ありますものですから、今年度の最終的な数字は決算のときにお

知らせいたしたいと思います。 

あと、墓じまいによるものということで、申請のときにどのような用途でということで書く欄

があるのですけれども、墓じまいに関しましては６件、そして体数にしましたら13体が墓じまい

によるものでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 18ページで児童デイサービスセンターの利用料が大幅に減額になっている

のですが、この理由は何ですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺福祉課長。 

〇福祉課長(渡辺浩之君) お答えいたします。 

実は、今年度当初利用者が例年より増えまして、利用調整をさせていただきました。その結果、

どうしてもちょっと簡単に言うと手のかかる方と、１人に対して１対１でやらなければならない

部分と例えば１対５でというふうな部分で、そういうふうな利用者によって収入というのは変わ

るのですけれども、そのバランスを見て配置したのですけれども、収入のほうは公平を保ちなが

ら配置したのですけれども、逆にちょっと収入のほうが下がるような結果になってしまいまして、

新年度の予算についてもこれからご審議いただくと思うのですけれども、来年度については収入

のほうも当然考えながら、調整をしながら、公平性も保つことも含めて検討しながら利用してい

ただくような対策を取りたいと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) ほかに。 
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〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 20、21。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 22、23。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 24、25。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 26、27。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 28、29。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 30、31。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 32、33。 

 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行) 33ページなのですが、総務費寄附金、総務管理費の寄附金ですが、これ今回

10万円を生活安全推進費寄附金として10万円を追加しているのですが、もともと１億円なのです

が、これ恐らくふるさと応援寄附だと思うのですけれども、これについては今回は増減の補正は

なかったのですが、今現在応援寄附は、企業は別にしていますよね。応援寄附はどのぐらいある

かちょっとお教えいただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) ふるさと応援寄附の関係ですが、２月末時点で約6,500万ぐ

らいでありまして、昨年度に比べても少し伸び悩んでいる状況もありますので、もう年度末迎え

ていますけれども、もうちょっと頑張ろうと思っていまして、ＰＲとかまだまだ最後まで力入れ

ていきたいと思っております。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) 当初12月、１月が勝負だという話は聞いておりますけれども、それで大体

予定どおり１億円程度というふうになるのかなと思っているのですけれども、今２月末現在で

5,600万円ですから、あと3,500万をあと僅か半月ですか、その中でどうなのかなと思うのですけ

れども、何とかＰＲ、今言いましたようにＰＲかたがたということですから、そこを見込んで何

とか頑張っていただきたいと思います。分かりました。 

〇議長(福嶋尚人君) ほかに。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 34、35。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 36、37。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 38、39。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 
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〇議長(福嶋尚人君) 40、41。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 42、43。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 44。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 次に、６ページの｢第２表 継続費補正｣から７ページの｢第４表 地方債補

正｣までを一括質疑願います。ありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 以上で議案第５号の質疑を終わります。 

 次に、議案第６号 令和元年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予算(第３号)の質疑を行

います。歳入歳出について一括質疑願います。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 以上で議案第６号の質疑を終わります。 

 次に、議案第７号 令和元年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計補正予算(第１号)の質疑を

行います。歳入歳出について一括質疑願います。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 以上で議案第７号の質疑を終わります。 

次に、議案第８号 令和元年度新ひだか町簡易水道事業特別会計補正予算(第４号)の質疑を行

います。歳入歳出、｢第２表 地方債補正｣について一括質疑願います。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 以上で議案第８号の質疑を終わります。 

次に、議案第９号 令和元年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算(第４号)の質疑を行い

ます。歳入歳出、｢第２表 地方債補正｣について一括質疑願います。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 以上で議案第９号の質疑を終わります。 

次に、議案第10号 令和元年度新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第４号)の質疑

を行います。歳入歳出について一括質疑願います。 

 ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 簡単な説明はいただいたのですが、よく理解できない部分があるので、再

度確認します。５ページの中で、上段のほうで静寿園や蓬莱荘の収入等が大幅に減額になってい

ます。当然決算審査でも毎年指摘されているように大幅な赤字の中で改善してこなければならな

いはずなのですが、町民が見えるような改善点がほとんどない状況の中だからこそ、またこうい

う減額になって、赤字になっていると思うのですが、高齢者のニーズというのは高いというのが

現状ですし、民間の施設も待機者でいっぱいですし、静寿園や蓬莱荘にも入りたい人がいっぱい

いるにもかかわらずそのニーズに応えることができず、こういう大幅な収入が足りないというよ

うな状況が起きています。この原因をどう分析しているのかもう一度確認したいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺健康生活部長。 

〇健康生活部長(渡辺洋一君) 介護に関わる収入の見込みなのですが、これは期待値といいます
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か、ほぼ100％稼働して、これだけ努力して収入を得ようということで予算組みましたけれども、

実際は前年よりは入所の部分では稼働率は上がってはいるのですが、結局九十六、七％の稼働率

で、ショートも前年よりも若干上回る程度で、結局は当初はそういうふうに限りなく見込んでは

いたのですが、実績としてこのような減額をせざるを得ないということでございます。ただ、ご

指摘のとおり、そこはちょっと努力が足りないのではないのとご指摘されれば、やはりまだまだ

改善すべき点は多かろうと思っております。 

〇議長(福嶋尚人君) ほかに。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 以上で議案第10号の質疑を終わります。 

次に、議案第11号 令和元年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第３号)の質疑を行います。

収益的収入、支出、資本的収入、支出、第２条及び第５条から第８条までについて一括質疑願い

ます。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 以上で議案第11号の質疑を終わります。 

次に、議案第12号 令和元年度新ひだか町病院事業会計予算(第３号)の質疑を行います。収益

的収入、支出、資本的収入、支出、第２条及び第５条から第８条までについて一括質疑願います。 

６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 病院事業会計も昨年度の決算でも赤字の中で指摘事項がされたところです

が、私は一番問題なのは入院稼働率が６割を切るということの中で、三石とかの懇談会とか今後

どうするかという中ではいろんな要望があったことはお聞きしていますけれども、やはり稼働率

が悪いということはもう明らかに人件費に食い込みますし、赤字が経常的に続くということにな

ります。そういう意味では、稼働率が低いというのはどういう原因だという分析をしているでし

ょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 米田静内病院事務長。 

〇静内病院事務長(米田一治君) 病棟の入院患者様の利用状況、稼働率に関してのご質問でござ

いますけれども、病院の入院の利用状況については年度割とばらつきがございまして、例えば静

内病院でいけば60％超えは過去にもございますし、ただ今年度の状況、昨年度から続いて若干振

るわないということもございます。これは、外来診療を受ける患者様の人数並びに症状によって

も随分入院に移行する患者様が変動する年もございますので、例えば今年度あたりはインフルエ

ンザの罹患する患者様もかなり10月の早い時期からありまして、今年爆発的に増えるのではない

かというふうにインフルエンザの面は心配しておりましたけれども、実際蓋を開けてみましたと

ころ昨年のおおむね半分ぐらいの外来患者様というようなこともございます。かなり入院患者と

いうのは、外来診療によって入院を必要とするか、しないかというのを判断しながら動いていく

部分でもございますので、そういった部分に大きく引きずられる部分もございます。また、定期

通院で通っている患者様で、季節的にどうしても入院を必要とする時期なんかもございますので、

そういったものも対応を十分させていただいているつもりではおりますが、やはり年間通じて利

用される、特に突発的に利用されるという患者様が一頃から見ると随分落ち着いてきたのかなと

いうような印象もございます。そういったことも含めて、全般的に病床の稼働率が落ちぎみで推

移しているのではないかというふうに考えております。 
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〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 支出の部の６ページの３番目、静内特別損失の過年度損益修正損ですけれ

ども、前年度以前のものだと思うのですが、これの内容の大きなものを説明していただきたいと

思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 米田静内病院事務長。 

〇静内病院事務長(米田一治君) ご質問いただきました病院支出の６ページの静内特別損失、過

年度損益修正損に関する部分でございますが、既定予算の中で当初見込んでいた部分につきまし

ては、これは過年度の保険者からの医療費の支払いを受ける際に翌年度にまたがって査定をされ

て減額される部分、これを見込んで180万程度計上してございます。 

また、補正予算の中で600万円程度計上した部分については、これは債権者管理条例の制定に基

づきまして、滞納繰越分という形で長く積み上がってきた部分の中でどうしても収納に至ること

のできないような、言い方悪いですが、焦げついた部分の処理をどうしようかということで、こ

の条例の中で債権の処理のルールに基づいて実施する分ということで計上させていただいたもの

でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 以上で議案第12号の質疑を終わります。 

暫時休憩いたします。10分程度休憩いたします。 

休憩  午後 ３時２１分 

                                            

再開  午後 ３時３０分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 

議案第５号に対して10番、谷君外１名からお手元に配付のとおり修正動議が提出されておりま

す。よって、これを本案と併せて議題とし、提出者の説明を求めます。 

 10番、谷君。 

〔10番 谷 園子君登壇〕 

〇10番(谷 園子君)  

令和２年３月10日 

 新ひだか町議会議長  福 嶋 尚 人  様 

発議者  新ひだか町議会議員  谷   園 子 

〃     〃      本 間 一 徳 

修  正  動  議 

 次の議案に対する修正案を別紙のとおり、地方自治法第115条の３及び会議規則第17条第２項の

規定により提出します。 

記 

 １ 件 名 

 議案第５号 令和元年度新ひだか町一般会計補正予算(第４号) 

次のページをお開きください。 

議案第５号 令和元年度新ひだか町一般会計補正予算(第４号)に対する修正案 
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議案第５号 令和元年度新ひだか町一般会計補正予算(第４号)の一部を修正するものです。 

初めに、修正動議提出の理由を述べます。新事業にＧＩＧＡスクール構想に基づく校内通信ネ

ットワーク及び電源キャビネット整備事業が繰越明許費で設定されています。もともと文部科学

省の審議会は16年、コンピューター端末のデジタル教科書について地域ごとにインターネット環

境が異なることや健康への不安があることから、全面的な導入を拙速に進めることは適当ではな

いと報告していました。ところが、ＧＩＧＡスクール構想は、22年度までに１人１台端末を実現

し、全ての授業でフル活用する工程表を描き、全国学力テストにも端末を利用する計画です。 

ＩＣＴの活用は、より効果的な学習や遠隔地、病院、特別支援教育などの学習環境整備などの

メリットがあるのは事実です。しかし、今回のＧＩＧＡスクール構想は、父母や教職員からの強

い要望に基づくものでは全くなく、経産省が主導となり、公教育への企業参入を一層進め、集団

で育つ学びの軽視や教育の画一化につながる懸念があります。教育関係者からは、子どもたちが

コンピューター端末でそれぞれ異なる課題に取り組むようになれば、集団の中で学び、人格の形

成を目指す学校教育の在り方が根底から壊れてしまうと指摘されています。さらに、脳や目など

の健康への影響が指摘されているのにきちんと検証がなされていません。子どもたちの健康への

影響は、とても大事なことではないでしょうか。 

さらに、デジタル端末は、平均５年程度で機器の更新となります。導入時にはコンピューター

１台当たり4.5万円という有利な補助であっても、メンテナンスやシステム更新には多額の費用が

かかる懸念があります。現時点で修理の分の費用負担は明確でなく、その分を国が持つとは言っ

ていません。更新についてもそうです。この事業において60％が交付税措置され、町の負担は20％

程度とのことですが、今後の維持管理コストを考えたとき、財政が厳しい当町がすぐにやるべき

事業とは思えません。国では22年度までに整備すればよいとしているものです。人との関わりで

育つ教育の効果や子どもたちの健康への影響などをきちんと検証してからでも遅くはないはずで

す。よって、ＧＩＧＡスクール構想推進事業の減額修正案を提出するものです。 

次に、修正案の中身について述べます。 

議案第５号 令和元年度新ひだか町一般会計補正予算(第４号)に対する修正案 

第１条中｢８億3,301万3,000円｣を｢７億4,178万5,000円｣に、｢158億1,484万8,000円｣を｢157億

2,362万円｣に改める。 

第４条中｢地方債の追加及び変更は｣を｢地方債の変更は｣に改める。 

｢第１表 歳入歳出予算補正｣の一部を次のように改めます。 

１、歳入、15款国庫支出金、第２項国庫補助金は補正額から4,445万7,000円を減額し、19款繰

入金、第１項基金繰入金は補正額から277万1,000円を減額、22款町債は補正額から地方債4,400万

円を減額し、歳入合計は補正額８億3,301万3,000円を７億4,178万5,000円とし、計158億1,484万

8,000円を157億2,362万円にしようとするものです。 

２、歳出、10款教育費、第１項教育総務費は補正額から事業費9,122万8,000円を減額し、歳出

合計を補正額８億3,301万3,000円を７億4,178万5,000円とし、計158億1,481万8,000円を157億

2,362万円にしようとするものです。 

また、｢第３表 繰越明許費(追加)｣から10款教育費の事業名、学校施設校内通信ネットワーク

整備事業の部分を削ります。そして、｢第４表 地方債補正(追加)｣を削り、同表、地方債補正(変

更)の一部を、次のページをお開きください。次のページの表のように改めます。 
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なお、詳細につきましては、お手元の資料にありますとおり、提出した資料を参考にしていた

だければと思います。多くの議員の皆さんの賛同を求めるところです。 

〇議長(福嶋尚人君) これから修正案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 何点か質問させていただきたいと思いますが、今回のＧＩＧＡスクール構

想、この予算について私は賛成の立場です。予算説明でもありましたし、そして予算の質疑の中

でも明らかになりましたように現在小中学校の生徒たち、これには端末がもう既に行き渡ってい

るという中で、今回の修正案の理由を述べておりましたけれども、学校教育の在り方が根底から

崩れるということにはつながらない、今現在実施していますから。直接つながらない。それから、

健康不安、これを言っていますけれども、既にもう利用しているわけです。だから、これも実際

にはさほど影響はない。それから、耐用年数５年、現在のものが令和２年からの４か年ですか、

これで更新される。しかも、国の財源、それと起債も交付税措置があるということからすると修

理費もかからない。かからないで新しく更新されると。それから、今厳しい財政だからこそ補助

あるいは起債の交付税措置がある有利な起債でこれを整備する、今一番いい時期でないかなと。

しかも、全国統一してやるわけですから、教育環境が整備されるということでは谷議員の修正案

の理由は全く私は成り立たない、こういうふうに思いますけれども、その辺はいかがですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 確かにうちの町はずっとＩＣＴ教育も進めていますし、そういうのは使い

方によって効果が本当に認められる、授業の幅が広がるというか、そういうものだというのも分

かっていますが、今回のＧＩＧＡスクール構想というのが文部科学省というか、父母とかそうい

う人たちがこういう教育をしてほしいということで要望して出したものではなく、経済界の、経

産省の要請に基づいて、そこで予算が全国一斉に組まれてやられたというもので、本当に子ども

たちのための教育を充実するというのでしたら、教員を増やし、子どもと先生たちが触れ合って、

授業を充実させる、そういうことこそにきちっと財源を充てていくということが求められていま

して、確かに教育環境よくなるとおっしゃっているのも分かるのですが、この進めているデジタ

ル教科書自体が本当にそういう子どもたちの人格形成を目指して導入されているものではない。

そこでどんどんうちの町の財政厳しいからこそ今有利な補助とおっしゃいましたが、今後これを

入れた場合は維持管理、更新、今回できると言っていましたが、今回これを利用して更新ができ

ると言っていましたが、今後の教育、子どもたちの教育にとってどうなのかという視点で今慌て

てすべきではないということで提案しました。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 同じことを繰り返すかもしれませんが、全く私理解できないのです。教育

というのは非常に大事で、しかも子どもたちのためを思って、こういう通信整備ですか、これを

するわけです。そこに父母の要望がどうのこうのということではなくて、要するに教育機関とし

て、町としてどう考えていくのかなと、そのことを考えると、結局全国一律で今やろうとしてい

る中で我が町それをやらないとした場合のデメリットが大き過ぎるではないかと、私はそう思っ

ているのです。ですから、谷議員の修正案についての理由は、全く私成り立たないと思っている

ものですから、再度はっきりなぜ修正案として減額をしなければいけないのか、なぜ減額するの

か、その辺をもう一度お答えください。 
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〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 先ほど壇上でも述べましたが、本当に子どもたちの教育にとって集団の中

で学ぶというところがこのＧＩＧＡスクール構想のこれをそのまま受け入れてやっていくという

ところで疑義を申し立てているわけです。現実にこういうＧＩＧＡスクール構想みたいなことを

進めている外国の例では、教員をきちっと正職で雇うのではなく、非正規の人に100人とか何人の

子どもたちに対してコンピューターを与えて、そこでそのコンピューターに沿ってやっていくと

いうような教育が進められている面もありまして、そういういろいろな教育にとって本当にどう

なのかというところでも、今すぐに補助を受けなくてももう少し検証してからという意味で出し

ております。 

〇議長(福嶋尚人君) 木内君に対する答弁ではほとんどないみたいなのですけれども。整理して

答弁されたらどうですか。 

〔何事か言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 今回の修正案、発議者、本間さんになっていますので、本間さんはどうい

う考え方持っているのか聞かせていただきたいのと、谷議員の今答弁という形であったのですが、

集団で今パソコンを使った教育が何かそれがおかしいのではないかという発言もありましたけれ

ども、学年あるいは学級単位でそういう教育するときに集団に必ずなってくるのではないですか。

そうでないほうがかえっておかしいですよね、教育としては。クラスごとにやるわけですから。

その辺もどう考えているのか伺いたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) 私は、谷議員と若干違うところもお話しするのかもしれないのですけれど

も、まず谷議員の反対意見に賛成していきたいという部分については、このＧＩＧＡ構想につい

て今谷議員も話したようにすぐこの事業をしなくても、もうちょっと学校側と議論しながら進め

ても遅くはないのではないかというのが１つあります。今までのいろんな関係も含めて校長先生

までの会議の中では説明はしているように聞いていますけれども、学校の先生の意見は全く聞い

ていないで進めているという状況が明確に私のほうで聞いている、考えている状況です。それで、

私は、このＧＩＧＡ構想について学力向上という部分では確かにいいものだと思っています。た

だ、先ほど来からちょっと言っているような形で、先生と児童との話をして進めていくと。全体

で先生方が見るという形も取れるのですけれども、ただこういう形のパソコンで、ネットで見ま

すとこれからのテスト、学力テストの関係についてもそれを使って対応するだとかいろんな形の

要領と使い方、そういったものは載っていたわけですけれども、そうなると先生と生徒のプラス・

マイナス部分がなかなかつかみ取れない。生徒同士の関係もなかなか交流も少なくなってくるの

かなという感じのものがちょっと疑問な点があったものですから、そういういろんなことを考え

て今回谷議員のその内容に同意したという形になっております。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 人との関係で育つ教育こそ充実させるべきだという立場でこのＧＩＧＡス

クール構想をそのまま受け入れていくということに１つは反対ですということと、後々の更新費

用とかいろいろなことを考えたときに、今うちの町がこれをするべきではないということで提案

しています。 
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〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 私は賛成なのですけれども、大変すばらしいなと思って感動していたので

すけれども、この事業がうちの町でもできるようになるのかなという思いで聞いていたのですけ

れども、今本間議員の話の中で時を見るみたいな、今でなくてもう少し様子を見て、別な時期を

考えるようなお話もされていたのですけれども、今大変いい時期だというのです、補助もたくさ

んあって。それであれば、全国的にもこういう教育をされている学校がたくさんあって、子ども

たちも多くの知識を得ながら今進められているのではないかなとすごく私なんかは思っています

ので、ぜひこれは行っていただきたいという思いでおりますので…… 

〇議長(福嶋尚人君) 質疑…… 

〇13番(建部和代君) すみません。それで、そういう思いでいるのですけれども、その辺はどの

ように考えているかお聞きしたいのですけれども。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) 時期的にということを考えれば、そういう賛成意見もあるかと思うのです

けれども、とにかく私は現場の話を聞いて、そして今学校の先生方の超勤問題、職場改善の関係

がありますので、それがまだ全然見通しつかない中でどんどん、どんどん進めていくという形も

ちょっと負担が大きくなるのではないかなという懸念が私個人的にはあります。それで、資金が

どうのこうのと、国から出してもらえるからという形にはなっていますけれども、実際に修理、

メンテにかけたときの費用というものは、実際に５年、６年後に全額支給が保証されるかという

のも私は保証されていないのではないかなという感じはしております。そういった部分では今す

ぐではなくても、来年でもいいのかなと。今介護サービスの関係とかの手数料の増額の関係もあ

りますので、１年間ちょっと様子を見て、来年度からうまく進めていくような形でも遅くはない

のかなとは思っております。 

以上です。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 来年度でもというお話なのですけれども、今現実にＬＡＮ整備というのは

今年度でなければ予算が出てこないと思うのです。そうなれば逆に町に大きな負担がかかるので

はないかと思うのですけれども、どうでしょうか、その辺は。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 国から今回補正予算のところに有利なものだとして示されたのは確かで、

今年度やるのが一番有利ではないかとお聞きしていると思うのですが、一番大事に考えなければ

ならないのは、子どもの教育にとってどうなのかということをまず考えなければいけないという

ことと、何でも有利で、国からお金が来て交付税措置がされるからということでどんどんやると

いうところはどうなのかなというところなのです。先ほど答弁で研修もちゃんと充実させて、先

生方が使いこなせるようにというふうな答弁もありましたが、今働き過ぎの教師にとってこれが

いろんなそういう負担が増えていくという、研修とかいろんなことで負担が増えていくというこ

とでもありますし、何度も同じことを言いますけれども…… 

〔何事か言う人あり〕 

〇10番(谷 園子君) もう少し子どもの健康とか子どもたちの教育というものをきちっと考えて

からやったほうがいいということであります。 
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〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 私も１点聞きたいのですが、パソコン教育が始まったときも子どもたちは

嫌がっていませんでした。桜丘のときも子どもたちのほうが積極的に興味を持って、正直言って

勉強にあまり興味ない子もパソコンには興味を持って、どんどん自分から入っていく子もいたり

して、教育成果も上がりました。そういう意味では、大人の考え、頭で反対していくのでなくて、

本当に子どもたちの柔軟な発想とか取り組む姿勢の中で今の時代に合わせた教育というのが私は

あるべきだと思うので、かえって今の子どもたちにはそういうものが国の予算も理解も得ながら、

田舎でもできるわけですから、そういうものに取り組んでいく姿勢というのは大切かなと思うの

ですけれども、そこを大人の解釈だけでまだ早いとかちょっとというのは違うかなと思うのです

けれども、子どもたちは嫌がっていますか。反対しているのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) そういう認識についてどうですか。 

10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 本当にこれは使い方というか、子どもたちが嫌がってはいないというのも

あると思いますが、今の時代の流れでこういうことをどんどんやっていったほうがいいという意

見も分かりますが、私としては…… 

〇議長(福嶋尚人君) 下川君の質問にだけ答えてください。 

〇10番(谷 園子君) 子どもたちは、新しいことやそういうものには嫌がってはいないと思いま

す。ただ、本当に子どもたちの力を育てるというのはこれだけではないと、ほかのところ、きち

っとした授業の中で先生と、集団の中で育つということを…… 

〇議長(福嶋尚人君) 下川君の質問だけに答えていただいて、それ以外は先ほどから繰り返し谷

君言っていますから。 

〇10番(谷 園子君) 子どもたちは嫌がってはいないと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) ほかに。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) これで修正案に対する質疑を終結いたします。 

議案第５号に対して討論の通告がありますので、討論を行います。 

原案に賛成者の発言を許します。 

14番、池田君。 

〔14番 池田一也君登壇〕 

〇14番(池田一也君) 私は、議案第５号 令和元年度新ひだか町一般会計補正予算(第４号)につ

いて、原案に対し賛成の立場から意見を述べさせていただきます。 

今回提出されました令和元年度一般会計補正予算(第４号)につきましては、令和元年度予算の

執行整理のほか、今回補正しなければ行政サービスに大きな支障を来す経費を補正しようとする

もののほかに、障害福祉サービス費扶助、子ども医療費助成金の追加補正など、またさらにはＩ

ＣＴ環境の充実を図るＧＩＧＡスクール構想推進事業を新たに予算計上するなど、町民生活に直

結する福祉施策や子どもたちの健全育成と教育振興に必要な経費が盛り込まれた補正予算となっ

ております。 

また、先ほど谷議員から説明がありました発議者を谷議員、そして本間議員とするこの修正動

議には、今回のＧＩＧＡスクール構想についての削除するべきだというご意見でしたので、ここ
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に絞って私なりに賛成の立場でお話をさせていただきます。まず、この事業自体が社会のデジタ

ル化が急速に進む中で子どもたちが情報を読み解き、活用していく力を育む教育として必要な事

業だと私は思っております。この事業、この構想がさらに具現化することによりまして、後にパ

ソコン、またタブレット等が児童生徒に当たり、そしてその中で双方向の一斉授業ができたり、

個別事業も可能となる。この学びの質を高める、大いに高める、そういうものだと私は認識して

おります。さらに、例えば新ひだか町にお住まいの方、それ以外の町から見たときに私の町では

やっているけれども、この新ひだか町ではやっていないということは避けたほうがいいと思いま

すし、また町内の学校を見るとあの学校ではやっているけれども、この学校ではやっていない、

そういうことではなく、町内全学校で取り組むべきことだと思っております。また、家庭の経済

状況で子どもにそういうパソコン、タブレットを与えていないご家庭もあります。町内どこの学

校に行ってもパソコン、タブレットが与えられ、確保される教育、これも大切だと思っておりま

す。要するに誰ひとり取り残さない教育、これの有効性を私は訴えたいのであります。 

先日三石小学校６年生の社会科授業に議会も呼ばれ、行ってまいりました。大きく私は子ども

たちから３点要望が出たと思っております。１点は遊具を直してくれ、１点は町内のＷｉ－Ｆｉ

を整備してくれ、そして３点目にこの学校内での無線ＬＡＮを整備して、６年生の授業でしたけ

れども、今６年生の半分にしかタブレットが当たらない、１人１台当たらないのだと。これを全

員に、そして全校生徒全員に１人１台当ててくれてくださいと、子どもたちにそういう要望を受

けました。谷議員も先ほど説明の中で、父兄や教員からの要望は一切ないという言い方をされて

いたと思います。私は、これが予算に上がってきたときにいろんな父兄の方にお話をさせていた

だきましたけれども、それはなかなか分からないという方も多かったですけれども、喜ばれてい

る父兄もたくさんおりました。また、以前からこういうものがあったらいいねという要望も受け

ておりました。さらに、子どもが欲しいと言っていたのです。子どもは何て言いましたか、先ほ

ど答弁で。私は、三石の小学校６年生からじかに、ほかの議員も７名ほどで行きましたけれども、

そういう整備をしてほしいという一番の受益者から言われているわけです。ですから、なおのこ

と私はこの整備は絶対に必要だと思っております。三石だけではなく、全校でそのように児童生

徒の方思っている方が多いと私は信じております。 

そういう中で、町も確かに町債を発行しながらこの事業を進めようとはされておりますが、何

せ子ども、児童生徒は町の宝です。この宝に対する将来の先行投資だと思ったらいかがでしょう

か。私は、有能な予算の使い方だと思っております。これらのことから、私は本予算が厳しい財

政状況の中でも行政サービスを適切に維持し、町民に必要な福祉の向上が進められるとともに、

財政健全化を図るため効果的な行政運営に努めていただくよう要望した上で、令和元年度一般会

計補正予算(第４号)については賛成をさせていただきます。皆様のご賛同をいただけますように

何とぞよろしくお願いをいたします。 

以上です。 

〇議長(福嶋尚人君) 議案第６号から議案第12号までに対しては討論の通告がありませんので、

討論を終結いたします。 

これから議案第５号 令和元年度新ひだか町一般会計補正予算(第４号)を採決いたします。 

まず、法案に対する10番、谷君外１名から提出された修正案について起立によって採決いたし

ます。 
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本修正案に賛成の方は起立願います。 

〔起立する者少数〕 

〇議長(福嶋尚人君) 起立少数であります。 

よって、修正案は否決されました。 

次に、原案について起立によって採決いたします。 

原案に賛成の方は起立願います。 

〔起立する者多数あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 起立多数であります。 

 よって、議案第５号は、原案のとおり可決されました。 

次に、議案第６号 令和元年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予算(第３号)を採決いた

します。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７号 令和元年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第１号)を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第８号 令和元年度新ひだか町簡易水道事業特別会計補正予算(第４号)を採決いた

します。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第８号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第９号 令和元年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算(第４号)を採決いたし

ます。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第９号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第10号 令和元年度新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第４号)を採決

いたします。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第10号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第11号 令和元年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第３号)を採決いたします。 
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 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第11号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第12号 令和元年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第３号)を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第12号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

        ◎議案第１３号から議案第２０号の上程、委員会付託 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第11、議案第13号 令和２年度新ひだか町一般会計予算から議案第

20号 令和２年度新ひだか町病院事業会計予算までの８件を一括議題といたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となりました議案第13号から議案第20号までの８件について

は、会議規則第39条第２項の規定により提案理由の説明を省略したいと思います。ご異議ありま

せんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

よって、議案第13号から議案第20号までは、提案理由の説明を省略することに決定いたしまし

た。 

お諮りいたします。議案第13号から議案第20号までの８件については、全議員による予算審査

特別委員会を設置して、これに付託し、審査することにいたしたいと思います。ご異議ありませ

んか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第13号から議案第20号までの８件については、全議員による予算審査特別委員会

を設置して、これに付託し、審査することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。ただいま設置いたしました特別委員会の委員長には２番、川端君、副委員

長には15番、木内君が就任することにいたしたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、予算審査特別委員会の委員長は２番、川端君、副委員長は15番、木内君に決定いたし

ました。 

 説明員の入替えがありますので、しばらくお待ちください。 

                                            

        ◎令和２年度町政執行方針・教育行政執行方針 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第12、令和２年度町政執行方針を行います。 

 町長。 

〔町長 大野克之君登壇〕 
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〇町長(大野克之君) １．はじめに 

 令和２年第１回新ひだか町議会定例会の開会にあたり、町政執行に対する私の所信を申し上げ

ます。 

私が町長に就任してから、まもなく２年が経過し、任期４年間の折り返し地点を迎えようとし

ています。 

この間、私なりに様々な場所に足を運び、この目で現状を見て、関係する方々のお話なども伺

ってまいりましたが、どの分野も非常に厳しい状況に置かれている中、有効な解決策がなかなか

見つからず、日々様々なことに苦しんでおられると、率直に感じているところであります。 

それは、町政運営においても例外ではなく、急激な人口減少や少子高齢化により厳しい状況が

続いている中、これらが招く新たな課題への対応など、行政が担うべき役割は日に日に複雑・困

難化しているところであり、まちづくりの舵取りとしては、常に難しい判断が求められています。 

恐らくこの状況を一気に改善できるような特効薬はないと思いますが、現状を悲観していても

何も変わりませんし、どんな課題にも必ず解決の道はあると信じていますので、これまで以上に

前向きな姿勢で取り組んでいきたいと考えています。 

 ２．町政に臨む基本姿勢 

昨年の町政執行方針の中で、私は『将来に向けた｢備え｣をしっかりと整えていく』と申し上げ

ました。 

あれから一年、その成果をすぐに示せる状況にはなっておりませんが、大きな課題であった｢介

護サービス事業と病院事業の経営改善｣や｢町直営業務の民間委託化｣などの改革に着手している

ところであります。 

様々な事情が絡み合う中、これらの改革を思ったとおりに進めることは容易ではありませんが、

将来に向けて一歩前に踏み出すことができたと考えていますし、これらが着実に成果を上げてい

くことにより、厳しい情勢を耐えるだけではなく、明るい将来に向けて様々な事に挑戦していく

ことのできる状況を作り出せるのではないかと考えています。 

従いまして、令和２年度の町政執行については、引き続き｢備え｣の意識を持ち、徹底した行財

政改革に取り組みながら、町としての体力をしっかり付けていきたいと考えていますが、町を取

り巻く諸課題の中には、時間的猶予がない事案もたくさんありますし、取り組むべきタイミング

などもございますので、国や北海道、近隣町などと効果的に連携しながら、できる事から着実に

アクションを起こしていきたいと考えています。 

３．基本政策 

今申し上げた基本姿勢に基づき、町民の皆様から託された町政運営を、６つの基本政策を柱と

して進めていく所存であり、これらに係る考え方や方向性などをこれから申し述べます。 

(１) 町政運営の透明化 

まず１点目は、｢町政運営の透明化｣であります。 

町政運営の透明化にあたっては、昨年も申し上げているとおり、町が取り組む各種事務事業が

｢何のため、誰のためか｣、｢費用に対しての効果はどうか｣、｢行政と民間の役割はどうか｣という

ような根本の部分について、町民の皆様にしっかりと説明責任を果たせることが大前提であると

考えています。 

そのためにも、多くの町民の皆様にまちづくりの現状を知ってもらうことが大きな要素になる
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ものと考えていますので、町広報誌、ホームページ、ＳＮＳなどの情報発信媒体を積極的に活用

しながら、今まで以上に効果的な情報発信に努めてまいります。 

また、情報発信だけではなく、町民の皆様の声に耳を傾け、そのニーズを敏感に把握・分析し

ながら取り組んでいくことも重要であると考えていますので、まちづくり懇談会や出前講座など

の広聴機会を活用しながら、町民の皆様、関係団体の皆様等との対話の機会づくりに努めてまい

ります。 

まちづくりを進めるうえで重要な要素となる町財政につきましては、｢新財政計画｣に基づき、

財政健全化に向けて｢節約＝歳出予算の減額・抑制｣、｢貯金＝基金残高の増額｣、｢借金を少なく＝

町債の残高減少｣の三つの目標に向けて色々なやりくりを行っていますが、人口減少などにより、

税金や地方交付税などの収入が減少していく中、限られた収入の使い道として、より効率的で効

果的な使い道を考え、｢今必要な事｣や｢将来的に必要な事｣へ対応していくため、行財政改革など

不断の努力が不可欠と考えています。 

そのため、恒常的な赤字負担等が生じている特別会計・企業会計については、会計の透明化と

その経営改善に向けた対応策への準備を進めてまいります。 

特に、介護サービス事業と病院事業については、経営改善に向けた取組が急務であることから、

恒久的な赤字を縮減し、安定したサービス提供を維持していくための｢経営改善基本方針｣に基づ

き、着実に協議・検討を進めてまいります。 

また、簡易水道事業及び下水道事業については、経営状況を的確に把握し、より効率的な事業

運営を図っていくことを目的に、国からの要請を踏まえながら地方公営企業法の適用に向けて準

備を進めるとともに、簡易水道事業については、水道事業との統合についても研究・検討を進め

てまいります。 

さらに、住民ニーズへの柔軟な対応とサービスの質的向上を図るとともに、行政経費の縮減を

より積極的に推進するため、民間活力の利用拡大にも努めてまいります。 

将来的な財政負担の軽減などを図るため、引き続き、公共施設等の統廃合を含めた計画の推進

に努めるとともに、未利用財産、遊休財産等については必要性を検討し、将来的に公的・公共的

活用が見込めない場合には、民間への売却を含めながら、公有財産の有効活用に努めてまいりま

す。 

また、温室効果ガスの排出量や経費を削減するため、町有施設のＬＥＤ化についても継続して

積極的に取組を進めてまいります。 

(２) 基幹産業の強化 

２点目は、｢基幹産業の強化｣であります。 

農業については、日米貿易協定やＴＰＰ11等の大型国際貿易協定の発効により、取り巻く環境

は、かつてない国際化、自由化の時代となります。 

このような時代の変化にも柔軟に対応しながら、生産基盤の強化を確実に進め持続性のある力

強い農業の実現を目指すため、まずは、次代を担う経営感覚に優れた農業者の育成・確保を最重

要課題と位置づけ、指導農業士・農業士の発掘や経営継承の仕組みづくりを含めた、多様な人材

が就農できる担い手対策に取り組んでまいります。 

また、農産、畜産の各作目の生産性の向上、所得の向上による経営の安定化を図るため、国が

策定する｢食料・農業・農村基本計画｣や｢ＴＰＰ等関連政策大綱｣に基づいた家族経営や中小規模
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農家を重視した国、道の支援策を活用するとともに、産業振興事業や基盤整備事業などを継続し

ながら、農業関係団体による主体的な取組を支援してまいります。 

軽種馬関連については、北海道市場での売却率、ホッカイドウ競馬の売上げが共に好調に推移

しておりますが、引き続き、場産地としての必要な支援を講じてまいります。 

林業・林産業については、新ひだか町森林整備計画及び森林経営計画に基づき、適正かつ計画

的に造林や保育を推進するため、積極的に補助造林事業や分収造林事業に取り組むとともに、森

林環境譲与税を有効に活用しながら森林整備を進めることにより、安定した雇用創出や健全で優

良な森林資源の確保に努めてまいります。 

水産業については、漁家経営の安定と所得の向上のため、漁業資源が豊かに育める漁場環境の

維持・保全に努めるとともに、資源増大のための栽培漁業など漁業関係団体による主体的な取組

を支援してまいります。 

また、生産拠点となる漁港については、防波堤などの整備による港内静穏の向上や施設の長寿

命化対策による安全な漁港づくりを要請していくとともに、漁港版業務継続計画の策定・運用に

より、防災・減災対策に取り組んでまいります。 

商工業については、本町の多様な地域資源を活用した特産品開発や販路開拓等への取組を、新

ひだか推奨品制度やふるさと応援寄附制度などを効果的に用いて後押しするとともに、地域での

新たな創業や雇用の創出に向けて、関係団体及び事業者等と連携した取組を進めてまいります。 

(３) 防災対策の強化 

３点目は、｢防災対策の強化｣であります。 

近年の異常気象は、50年に一度、100年に一度といった大規模な災害が頻繁に発災し、その被害

を未然に防止することは非常に困難になっています。 

また、被害を最小限にとどめるためには、普段から災害に備えるとともに、防災力を高めてい

くことが重要であります。 

この防災力を高めるには、自らの身は自らが守る｢自助｣、地域で助け合って自分たちの地域は

自分たちで守る｢共助｣、行政が行う｢公助｣の３つをしっかりと機能させる必要があります。 

そのため、地域での防災訓練や防災講話などの出前講座を通じ、個々の防災意識の向上を図り

ながら、自治会単位を基本とする自主防災組織の設立による地域の協力体制をさらに推し進める

とともに、災害に強いまちづくりの推進のため、｢人命の保護｣、｢機能の維持｣、｢被害の最小化｣、

｢迅速な復旧復興｣を基本目標として策定を進めている新ひだか町強靱化計画に沿って的確に対応

してまいります。 

また、災害発生時においては情報共有が最も重要であることから、緊急速報メールなどを活用

した情報発信機能の強化を引き続き行うとともに、老朽化した防災行政無線については、令和４

年度からのデジタル化運用に向けて、本年度から本格的な整備工事に着手してまいります。 

さらに、減災対策として、恒常的に氾濫や土地の冠水を繰り返す河川における埋塞土除去や、

道路施設の長寿命化対策により施設の機能改善を図り、いつ発生するか分からない災害に対して、

町民の皆様の安全確保が図られるように取り組んでまいります。 

(４) 子どもたちの健全育成 

４点目は、｢子どもたちの健全育成｣であります。 

教育行政の具体的な執行方針につきましては、別途教育長から申し上げますが、本町の教育大
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綱に掲げる基本目標｢町の将来を支える心豊かな人づくり｣の実現に向けて、教育委員会と連携の

もとに施策の推進に努めてまいります。 

学校教育においては、将来を担う子どもたちが、激しい社会の変化の中で、様々な課題を解決

していくために必要な資質・能力を身に付け、心豊かでたくましい人材へと成長していくことが

できるよう、新学習指導要領に基づく新しい教育の推進はもとより、コミュニティスクールの積

極的な導入などにより、学校・家庭・地域社会及び行政機関が相互に連携して、地域全体で学校

における教育活動の一層の充実に取り組んでまいります。 

また、グローバル化が急速に進む現代社会において、国際感覚や共生の意識を持った人材の育

成がますます重要であることから、外国語でのコミュニケーション能力の向上を図るため、外国

語教育のより一層の充実に取り組むとともに、長年続く姉妹都市レキシントン市との青少年交流

の新たなステップとして、ケンタッキー大学への短期留学プログラムの実現に取り組んでまいり

ます。 

加えて、国内外の姉妹都市・友好市町との繋がりを大切にしながら、町民の皆様とともに子ど

もたちへの国際交流・異文化交流の機会を継続的に提供してまいります。 

社会教育においては、子どもたちに学ぶ喜びや自ら学び続ける意欲を培うため、社会教育施設

の活用や社会教育事業の実施を通して、主体的に様々な体験活動や芸術・文化活動に取り組む場

や機会の提供に努めてまいります。 

社会体育においては、心身ともに健全な子どもたちを育成するため、関係団体との連携を図り

ながら積極的にスポーツ活動を展開するとともに、スポーツ環境の整備・充実に努めてまいりま

す。 

町は今、少子高齢化や過疎化の進展により、様々な分野で担い手不足が生じるなど、先行きを

見通すことが難しい状況を迎えている中にあって、新ひだか町の将来を担う子どもたちが、自分

たちの住むふるさとへの愛着や誇りを持ち、有為な人材として成長していくことができるよう、

長期的な視点を持って｢人づくり｣のための様々な施策を推進してまいります。 

その中でも特に、本町の基幹産業であり地域の魅力でもある｢馬｣を人づくりの軸に据え、子ど

もたちに自然豊かな本町の魅力に触れる機会を積極的に提供していくことにより、生まれ育った

町に対する愛着を醸成し、地元への定着へと繋げていけるよう、生産者や関係団体等と連携を図

りながら、引き続き取組を進めてまいります。 

(５) 生きがいの持てる地域づくり 

５点目は、｢生きがいの持てる地域づくり｣であります。 

町民誰もが住み慣れた地域でゆとりと生きがいを持ち、安心して暮らしていくためには、健康

寿命を伸ばす取組が大切です。 

そのため、保健分野においては、住民ニーズに即した予防事業・健康増進事業の展開に努め、

各種健康診断の慣習化と受診率の向上に取り組むと同時に、メンタルヘルス対策を推し進め、引

きこもり防止や、誰もが自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し、｢いのち｣を支える

自殺対策を総合的に推進してまいります。 

また、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援のために、｢(仮称) 子育て世代包括支援

センター｣設置に向けた事業及び体制整備を進めるとともに、地域で安心して子育てができる環境

整備を目指してまいります。 
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さらに、令和元年10月より施行された幼児教育・保育無償化の影響などにより保育ニーズは増

加、多様化していることから、これらの声に応えるべく、保育サービスの充実を図るとともに、

各関係機関との連携を図ることにより、子育て世帯が安心して働ける環境づくりに努めてまいり

ます。 

医療分野においては、急激に進行する人口減少・少子高齢化を踏まえ、今後、ますます生産年

齢人口が減少する中で、日高圏域地域医療構想と整合性を図りつつ、今後も町立病院が、へき地

や不採算部門の医療を持続的に提供するため、引き続き機能の集約・機能分担を検討し、民間医

療機関との連携をより一層深める取組を進めながら、相互が補完し、過不足のない医療供給体制

の構築を目指します。 

循環器科診療に関しては、日高圏域において唯一手術が可能な医療機関であり、町内外からの

患者様の受け入れを継続するとともに、日高管内において不足している｢地域包括ケア病床｣の導

入を進め、同時に脆弱な脳血管疾患への対応を強化するため、三次医療圏内の脳神経外科専門医

療機関とＩＣＴを活用した医療連携を図ってまいります。 

また、産科の新設や民間誘致に向けた検討・研究を推し進め、地域で安心して子どもが産み育

てられる環境整備に取り組んでまいります。 

介護分野においては、依然として介護業務の人手不足は深刻な状況であり、今後さらに高齢化

が進むと見込まれる中、官・民を問わず地域で支える仕組みや、住民同士による支え合い、助け

合いの仕組みづくりが重要になることから、これらを踏まえながら、医療を含めた介護サービス

提供体制の構築に努めてまいります。 

また、現在、町が介護事業者としてサービスを展開している事業についても、引き続き民間活

力の導入や事業の必要性などを慎重に検討するとともに、その他の介護関連事業につきましても

同様に、その｢あり方｣について検討を進めてまいります。 

急速に進む超高齢化社会に伴い、独居老人や認知症高齢者の増加が予測される中にあって、医

療と介護の両方を必要とする高齢者が、いつまでも健康で生きがいを持って地域で暮らし、自分

らしい人生を最後まで続けられるまちづくりが必要です。 

そのため、健康増進・予防並びに医療・介護・福祉の各分野が連携し、官民が一体となって切

れ目のないサービスを提供する、いわゆるトータルケアシステムの構築に向け、その中心となる

地域包括支援センターや地域連携室の体制強化に努めてまいります。 

福祉分野においては、障がい者基本計画に基づき、障がいのある方々の就労及び自立支援を促

進するとともに、昨年度に実施いたしました障がい者の農業体験を今年度は実施時期などを検討

しながら継続し、｢農福連携｣の推進に向けて調査・研究をさらに進めてまいります。 

長年にわたり運休状態にあるＪＲ日高線については、｢全線バス転換｣という管内的な大きな方

向性のもと、通学や通院などのニーズに応じた利便性の高い広域公共交通網の構築に向け、これ

まで以上に議論を加速させるとともに、これに接続する地域内公共交通のあり方も整理しながら、

将来にわたって持続していくことのできる効果的かつ魅力的な公共交通網の構築に努めてまいり

ます。 

(６) 環境に配慮したまちづくり 

６点目は、｢環境に配慮したまちづくり｣であります。 

本町には、｢山｣、｢川｣、｢海｣などの豊かな自然や、｢桜｣、｢馬｣などが織り成す美しい景観など、
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先人たちが守り築いてきた大切な財産があり、これらを守り、育て、そして地域のために活かし

ながら、次の世代へと大切に受け継いでいくことが、私たちに課せられた大きな役割であると考

えています。 

そのため、森林の持つ治水等の多面的機能による減災効果が損なわれないように、間伐や主伐

後の再造林を着実に行いながら、自然環境の保全に努めるとともに、森林の循環により生み出さ

れる資源が人々の暮らしの中に有効活用できる仕組みを構築することにより、木の温もりや親し

みが身近に感じられる環境づくりに努めてまいります。 

観光においては、東京オリンピック・パラリンピックの開催や民族共生象徴空間｢ウポポイ｣の

開設などがあり、道内にも多くの人々が訪れることが期待されることから、本町が持つ豊かな自

然環境や四季折々の魅力ある景観などを活かし、関係団体や事業者等との連携により国内外から

の観光客の受け入れ体制の整備に努めるとともに、二十間道路桜並木をはじめとする観光資源を

適切に維持管理しながら、交流人口・関係人口の増加、さらには地域経済への波及に繋げてまい

ります。 

近年増え続けている空き家については、町の景観形成や防犯面・衛生面からも危惧される点が

多いことから、新ひだか町空家等対策計画に基づき、空家バンクを活用した居住の推進を図り、

移住政策等や空洞化が進行する市街地地域への対策と連動しながら、賑わいのある地域として維

持・発展させていくことができるよう、まちなか居住を促進させる仕組みを検討してまいります。 

また、適切な管理が行われていない空き家については、所有者に対し、法に基づいた維持管理

を促すことで、生活環境の保全に努めてまいります。 

先住民族であるアイヌの人々の施策については、昨年11月に策定した｢新ひだか町アイヌ施策推

進地域計画｣を基本に、貴重な伝統や文化を将来にわたって伝承していくことができる環境や仕組

みづくりに努めるとともに、これらに対する住民の理解促進を図りながら、アイヌの人々が民族

としての誇りを持ち、心豊かに暮らしていくことができる地域になるよう、国や北海道、関係団

体等と連携しながら取り組んでまいります。 

４．むすび 

ただ今、まちづくり全般にわたり今後に向けた考え方や方向性などを申し上げましたが、これ

らの多くは行政だけでは進められるものではなく、町民の皆様はもちろんのこと、議会の皆様、

関係機関・団体の皆様と力を合わせて取り組んでいくことが必要不可欠であると考えています。 

町の将来に対しては、人それぞれ様々な考えがあり、意見の食い違いなどもあると思いますが、

｢この町を盛り上げたい｣という想いは一緒であると考えていますし、そういう想いのもと、相手

を指摘・批判するだけの関係ではなく、それぞれの立場や主張などを理解・尊重しながら一つひ

とつの課題に誠実に向き合っていくことができれば、その先にはきっと明るい未来が広がってい

ると信じています。 

また、私たち大人が、将来に夢や希望を持ち、そこを目指して全力で取り組む姿を見せること

こそが、町の将来を支える人づくりに繋がっていくものと考えています。 

目の前に立ちはだかる壁は非常に高く、容易に乗り越えられる状況にはありませんが、職員と

一丸となり全身全霊で取り組んでまいりますので、引き続き、皆様のご理解、ご協力を切にお願

い申し上げ、令和２年度における町政執行の方針といたします。 

結びになりますけれども、ただいま新型コロナウイルスが感染がまだ収まっていない状況でご
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ざいます。私の町政執行方針の中にはコロナウイルスに関しては書かれておりませんけれども、

いましばらく町民の皆様をはじめ関係者の皆様がそれぞれ自衛することによりまして感染拡大を

防ぎたいという思いでございますので、ご協力、ご支援を賜ればというふうに思います。 

以上で町政執行方針を終わらせていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 次に、令和２年度教育行政執行方針を行います。 

 教育長。 

〔教育長 髙野卓也君登壇〕 

〇教育長(髙野卓也君) １ はじめに 

令和２年第１回新ひだか町議会定例会の開会に当たり、教育委員会所管行政に関する執行方針

を申し上げますので、町議会議員の皆様をはじめ町民各位の御理解をお願い申し上げます。 

 ２ 基本目標 

 教育委員会は、教育基本法に定められた教育の目的及び理念を踏まえ、｢町の将来を支える心豊

かな人づくり｣を基本目標に設定します。 

３ 主要施策の推進 

この基本目標を目指して、新ひだか町における教育の一層の振興・充実を図るため、以下、推

進する主要な施策について申し上げます。 

(１)学校教育の充実 

①未来に活きる力の育成 

◎主体的・対話的で深い学びの展開 

児童生徒に未来社会を生き抜いていくことができる資質・能力を育むため、新学習指導要領の

趣旨やねらいを踏まえ、問題解決的な学習過程を基本に、ＩＣＴ機器の活用などを通して｢主体

的・対話的で深い学び｣のある授業づくりを推進します。 

また、授業改善の取組の促進に向けて、町研究指定校における｢公開研究会｣の実施を支援する

とともに、学力向上推進会議を開催し、大きな成果を上げている町内中学校の実践等、優れた実

践の共有財産化を通して、学力向上に関する取組を組織的に進めます。 

さらに、｢ふるさと教育｣を柱に、町や関係機関との連携の下、地域の人材や教育資源の活用に

よる体験的な深い学びを通して、ふるさとへの愛着と誇りを育み、将来の町の担い手としての力

と地域の発展に貢献しようとする意欲や態度を育成します。 

◎指導の改善に活きる評価の実施 

全国学力・学習状況調査や標準学力検査の分析結果及び｢教科の目標｣と｢育成を目指す資質・能

力｣の両面から設定した観点別の学習評価の実施により、検証改善サイクルを確立するとともに、

客観的な事業評価の実施を通して、指導方法を改善し、児童生徒に必要な資質・能力の育成に努

めます。 

◎家庭学習と補充的学習の充実 

児童生徒の学力向上のためには、家庭学習習慣の定着が不可欠であることから、啓発資料｢家庭

学習のすすめ・手引｣の配付や｢家庭学習強化週間｣の設定、放課後や長期休業中の補充的学習を学

校、家庭及び関係機関との連携により地域ぐるみで取組を進めます。 

◎外国語(英語)教育の充実 

外国語教育は、児童生徒が英語によってコミュニケーションを図る資質・能力を身に付けられ
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るよう、英語教育推進リーダーが中心となり、学習活動が組織的に推進されるようにします。 

また、小・中連携による研修会の開催や小学校外国語活動実践資料集の作成、外国語指導助手(Ａ

ＬＴ)の活用、小学校外国語専科指導非常勤講師の配置を通して、教員の指導力の向上と学習活動

の改善・充実に努めます。 

◎キャリア教育の充実 

キャリア教育は、児童生徒に望ましい勤労観や職業観を醸成するため、発達段階に応じ計画的

に推進するとともに、地域の教育資源及び人材が、教育活動に有効活用されるよう関係機関との

連携協力に努めます。 

②豊かな心と健やかな体の育成 

◎｢特別の教科 道徳｣(道徳科)の充実 

道徳教育は、児童生徒に豊かな情操や道徳心、他者への思いやりなどを育むため、家庭や地域

と連携した体験的な学習活動や｢特別の教科 道徳｣において、考え議論する授業づくりと評価の

工夫が行われるようにするとともに、道徳教育推進教師が中心となって研修活動を推進し、指導

力向上や指導体制の充実に努めます。 

◎望ましい家庭生活習慣の確立 

心身の健康を保持・増進させるため、｢早寝・早起き・朝ご飯｣運動を継続して推進するととも

に、スマートフォンやテレビ、ゲーム等の適切で節度ある利用の徹底及び｢生活リズムチェックシ

ート｣等の活用を通して望ましい家庭生活習慣の確立に努めます。 

◎体力・運動能力向上の取組の充実 

体力・運動能力向上については、全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果をもとに、体育の

授業や体育的行事の改善と｢体力向上プラン｣による｢１校１実践｣の取組を推進するとともに、シ

ベチャリマラソンや駅伝大会などの町のスポーツ大会等への参加を促します。 

また、｢体力向上活動サポーター派遣事業｣の継続や高静小学校に小学校体育専科教員を引き続

き配置して、体育の授業の指導・支援に対応するなど、全町的な取組を進めます。 

◎特別支援教育の充実 

特別支援教育では、｢合理的配慮｣に基づき、一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導・支援が

行われるよう、特別支援教育担当教員の専門性の向上を図るとともに、特別支援教育支援員を適

切に配置し、個別の指導計画や教育支援計画に基づいた指導体制の充実に努めます。 

また、医療、福祉、保健等の関係機関との連携の下、早期からの教育相談や適切な就学指導を

進めるなど、就学前からの継続的な教育支援を推進します。 

◎健康安全教育の充実 

健康安全教育では、生涯にわたり健康で安全な生活を送る上で必要な資質・能力を育成するた

め、健康安全に関する計画に基づき、心身の健康づくりをはじめ、危機回避能力育成のため関係

機関や団体との連携による交通安全教育や防犯・防災教育を一層推進します。 

また、町内で生産・収穫された食材を積極的に活用し、栄養バランスのよい安心・安全な学校

給食の提供を通して、食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付ける食育を推進します。 

◎いじめ、不登校及び児童虐待等への取組の充実 

いじめ等の問題行動については、未然防止と早期発見・早期解消が重要であることから、町及

び各学校で策定している｢いじめ防止基本方針｣に基づき、関係機関等との連携の下、組織的かつ
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迅速な対応に努めます。 

また、不登校については、スクールカウンセラーの活用やケース会議の開催などの相談・支援

体制を整え、学校を中心に家庭や関係機関との連携を図るとともに、静内中学校区を推進地域と

した｢中１ギャップ問題未然防止事業｣を継続し、未然防止や解消に向けた取組を進めます。 

さらに、児童虐待については、学校が児童生徒の様子などからサインを敏感に察知し、迅速に

関係機関との連携の下、関係部署で構成する町自殺対策推進委員会との情報共有に努めるなど、

子どもの命を守ることを最優先として、組織的に対応します。 

③学校力・教師力の向上 

◎学校組織の活性化 

学校組織の活性化については、校長がリーダーシップを発揮して学校運営に当たるとともに、

教職員全体がチームとして力を発揮できるよう組織マネジメントの確立を促します。 

また、公開研究会や研修講座への積極的な参加を促すとともに、校内研修を基盤として、教職

員のキャリアステージに応じた研修の充実やコンプライアンス意識の醸成に努めます。 

さらに、学校課題に関する各種会議や現職研修会の開催及び計画的な研修への参加を促し、教

職員の資質・能力の向上を図ります。 

◎カリキュラム・マネジメントの充実 

新学習指導要領の総則の趣旨を踏まえ、全教職員がカリキュラム・マネジメントの能力を身に

付けるため、日常的に教育課程の編成・実施・評価・改善に取り組むよう促すとともに、プログ

ラミング教育の円滑な実施に向けて、各学校における取組を支援します。 

◎学校と地域との連携の推進 

学校が地域と一体となって、児童生徒の学びや成長を支える取組が推進されるよう、｢コミュニ

ティ・スクール｣の導入に向けて、｢学校運営協議会｣の設置を順次進めます。 

また、地域住民等の参画を得て、学校の教育活動を支援する体制の構築に取り組むとともに、

幼保小中高連携を充実し、地域に開かれ、地域とともにある学校づくりを推進します。 

④教育環境の整備・充実 

◎学校における働き方改革の推進 

学校における働き方改革については、教職員が健康で生き生きとやりがいを持って職務に精励

し、教育活動に専念できる環境の整備を進めるため、国や道の動向を踏まえ、校長会とも連携の

うえ、｢新ひだか町立学校における働き方改革アクション・プラン｣の見直しを図りながら、取組

を推進します。 

特に、校務の情報化や情報共有化による教職員の負担軽減と教育の質の向上を図るため、｢一斉

配信メール｣の運用継続と｢校務支援システム｣の導入を進めます。 

◎教育委員会による支援の充実 

入学前の予約申込が可能な給付型奨学金制度を継続するとともに、町内高等学校の通学費助成

及び通学バスの運行等の修学支援を引き続き実施します。 

また、ＩＣＴを基盤とした先端技術等の効果的な活用の実現に向けて、校内通信ネットワーク

(校内ＬＡＮ)の整備を推進します。 

さらに、新ひだか町教育研究協議会の研究・研修活動の充実に努めます。 

◎小中学校の再編整備の推進 
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小中学校の再編整備については、策定した｢学校施設個別施設計画(長寿命化計画)｣を踏まえて、

｢新ひだか町立学校再編整備計画｣を策定し、町民の御意見等を的確に把握しながら、計画的な推

進に努めます。 

(２)社会教育活動の充実 

社会教育では、子どもたちから高齢者の方々まで、学ぶ喜びと自ら学び続けようとする意欲を

養うことができるよう、自然・社会・文化体験等の多様な学習活動機会を通じて、町民一人ひと

りが生涯を通して積極的に学び、心豊かな生活を送るための学びの環境づくりや事業を推進しま

す。 

公民館は、気軽に利用できる社会教育活動の拠点として、各種活動団体の情報を発信し、団体

活動の活性化を促進します。 

また、学校と地域住民等との連携・協働体制づくりが円滑に進められるよう、コーディネート

機能の発揮に努めます。 

さらに、本年度は、令和３年度から５か年の｢第３次社会教育中期計画｣の策定に取り組みます。 

(３)芸術文化活動の充実 

芸術文化活動については、文化団体等との連携を図り、｢町民芸術祭｣をはじめとする文化事業

への支援を継続するほか、総合町民センター・はまなすの利用促進に努めるとともに、各世代の

町民が芸術文化に触れる機会の充実に努めます。 

(４)読書環境の充実 

図書館は、本館・分館ともに計画的な蔵書収集及び関係機関との協力により、町民の知的ニー

ズに応えるよう努めます。 

また、乳児と保護者を対象としたブックスタート事業を通して、乳幼児期からの読書の大切さ

について普及・啓発に努めるとともに、子ども向けの読み聞かせやレクリエーション事業の実施

のほか、成人を対象とした朗読会など各種事業の実施により、幅広い世代の学習活動に繋がるよ

う努めます。 

さらに、町内各小中学校へ学校司書を巡回派遣し、学校図書館活動の充実を図り、児童生徒の

読書活動の推進に取り組みます。 

(５)文化財保護・博物館活動の充実 

博物館は、先人が遺した郷土資料を後世に伝えるための保存と管理を行い、併せて郷土の自然

や歴史、文化に関する展示や講座を開催するとともに、学校の｢ふるさと教育｣への支援を行うな

ど、子どもから大人まで、町民が親しみながら郷土の姿を学べる機会の提供に努めます。 

文化財の保護・保存については、文化財愛護の普及啓発や、資料の収集及び調査・研究に努め、

とりわけ、国指定史跡｢シベチャリ川流域チャシ跡群｣については、保存管理計画に基づき、引き

続き関係団体と連携を図りながら、計画的で適切な保存管理に努めます。 

また、本年度は、当町の特産品の一つである｢こんぶ｣に焦点をあてた企画展示を行い、関連す

る講座を開催するなど、博物館事業の充実に努めます。 

(６)スポーツ振興の充実 

社会体育では、町民が心身ともに健康で充実した生活を送り、地域の教育力の向上や活力ある

健全な社会の形成のため、スポーツの振興に努めます。 

すべての町民が、生涯を通じてスポーツに親しめるよう、健康づくり事業やスポーツ教室等を
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開催するとともに、スポーツ推進委員や関係団体と連携し、スポーツ団体の育成や大会開催を支

援するなど、より多くの方々に参加いただけるよう取り組みを進めます。 

また、各種体育施設の整備や適切な管理運営を行い、町民が安全・快適に利用できるスポーツ

環境づくりに努めます。 

ライディングヒルズ静内は、町民のための教育施設としての設置目的を踏まえ、誰もが気軽に

馬と触れ合え乗馬ができる施設として、乗馬普及事業等の充実に努めます。 

４ むすび 

教育委員会といたしましては、生涯学習社会を基盤として、本町の将来を担う子どもたちが、

郷土に愛着と誇りを持ち未来に向かって逞しく成長するとともに、町民一人ひとりが生涯を通じ

て心豊かに学ぶことができるよう、学校、家庭、地域はもとより、関係機関・団体等との連携を

図りながら、教育のより一層の充実・発展に全力で取り組んでまいりますので、町議会議員並び

に町民の皆様の御支援と御協力を心からお願い申し上げ、令和２年度の教育行政執行方針といた

します。 

〇議長(福嶋尚人君) これで町政執行方針及び教育行政執行方針を終わります。 

                                            

        ◎発言の取消し 

〇議長(福嶋尚人君) 以上で本日の日程は全部終了しました。 

なお、ここで田口契約管財課長から発言の申出がありますので、これを許します。 

田口契約管財課長。 

〇契約管財課長(田口 寛君) このようにお時間をいただきまして、誠にありがとうございます。

午前の議案第３号のご審議の中でご質疑を受けまして、その私の答弁の中で大変不適切な表現、

言葉を使用してしまいました。おわび申し上げまして、撤回をさせていただきたく、特段なるご

対応をお願い申し上げます。 

                                            

        ◎散会の宣告 

〇議長(福嶋尚人君) 本日はこれで散会いたします。 

 どうもご苦労さまでした。 

(午後 ４時５４分) 


