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    ◎開議の宣告 

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、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。 

                                                                  (午前 ９時３０分) 

                                            

    ◎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、14番、池田君、15番、木内君を指名

いたします。 

                                            

    ◎一般質問 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第２、一般質問を継続いたします。 

９番、阿部君。 

〔９番 阿部公一君質問者席へ〕 

〇９番(阿部公一君) それでは、通告に従いまして、２点、８項目についてお尋ねしたいと思い

ますが、質問に入る前に議長にお願いがあります。定例開催に先立ち、行政側から二十間道路桜

並木維持保全方針なるものが策定した旨の報告がありました。私の質問内容に大きく関わりがあ

りますので、観光行政に係る質問の一部を割愛したいと思います。さらに、４番目の項目につい

ては全部を、また２点目の防災対策の４項目めについても既に他議員の質問に答弁されておりま

すことから、全部を割愛いたしたいと考えますので、ご承認いただきたくお願い申し上げます。

〇議長(福嶋尚人君) よろしいです。 

〇９番(阿部公一君) ありがとうございます。 

それでは、１点目の観光行政についてであります。平成14年２月に21世紀桜並木造成計画策定

プロジェクト会議なるものが発足し、平成15年３月までに５回にわたり会議が行われており、平

成17年３月に検討報告書を作成しておりますが、この報告書の存在はご存じですか。二十間道路

桜並木維持保存会方針では、令和11年までの維持方針が示されているにすぎません。この平成17年

の検討報告書の基本方針の中に計画の理念が書かれています。二十間道路桜並木を将来に継承し

ていく上から同じ思いを持ち、各種植栽事業に参画されているしずないさくらの会と桜保存会

等々からのご意見もお聞きしながら、令和11年以降の30年、50年を見通した具体的な将来計画を

再度検討してみてはいかがですか。お聞きします。 

２項目めは、管内の観光として日高日台親善協会があります。当町としては、商工会や観光協

会との関係もあるこの協会は、台湾客誘致を活動のメインとしておりますが、当初は活動の一環

としてサイクリングルートの環境整備を提唱していました。この協会とは現在どのような関係に

なっているかお聞きします。 

３項目めは、廃線となるであろうＪＲ日高線を活用し、鵡川様似間116キロを活用した優駿浪漫

サイクリングロードなる計画を先般発足した日高サイクリング協会が提唱していることを承知し
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ていますか。承知しているならば、どのように受け止めているかお聞きします。この構想は、実

現するとサイクリングロードとしては全国最長のコースとなります。 

次に、２点目の防災対策についてであります。１項目めは、タイムラインの作成状況について

です。町は、災害に際しては自らの命は自ら守ると言っております。そのとおりだと思います。

そこで、町民自ら命を守るという上からも、日頃からの災害に対する情報は不可欠です。タイム

ラインの作成、公表は、災害発生の予測、発生時の対応、その後の対応と町民にとって一連した

情報は欠かせません。当町のタイムラインは、いつ町民向けに公開されますか。お聞きします。 

次に、２項目めの防災無線の整備状況についてですが、整備は令和３年度で完了するわけです

が、その進捗状況はどのようになっていますか。具体的に町民にはいつどのように説明する予定

なのかお聞きします。運用開始から最近では各住宅の密閉度が向上し、屋外スピーカーの音声が

聞きづらい、また軽種馬放牧地への影響など諸課題、問題点についてどのように解決されるのか

お聞きします。また、町民が情報を得る方法には多種多様な方法があると考えます。それらの方

法を活用できない障がいのある方、高齢者の独居世帯の方、老老介護世帯の方など、自ら情報を

得ることが難しい方々への情報提供はどのように考えていますか。お聞きします。 

３点目は、昨年購入した移動電源車の運用についてです。課題となるのは、ブラックアウト等

が生じた場合、公共施設、例えば役場、病院、福祉施設、消防本部等があると思いますが、にお

ける非常電源設備により通常業務が可能かお聞きします。動力関係では200ボルトを必要とする場

合がありますが、移動電源車では100ボルト、200ボルトを必要とする各施設に通電が可能かお聞

きします。また、移動電源車の通電口１個の使用可能電力量は幾らかをお聞きします。不足電源

施設数が複数となった場合、この発電車両はどの順番で活用を検討されていますか。お聞きした

いと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 阿部君、ここで確認ですけれども、防災対策の三石庁舎、中部消防組合等

のことについて質問されなかったのですけれども、これは質問しなくてよろしいのですか。 

〇９番(阿部公一君) はい。そこの部分は大体実態分かっていますので、いいです。 

〇議長(福嶋尚人君) まちづくり推進課長。 

〔まちづくり推進課長 中村英貴君登壇〕 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) おはようございます。阿部議員からご質問の大きな１点目、

観光行政について３点のお尋ねがございましたので、ご答弁申し上げます。 

初めに、１点目の二十間道路桜並木の将来あるべき姿をどのように想定し、今後の事業を推進

しようとしているのかについてでございます。二十間道路桜並木につきましては、現在日本の道

100選、さくら名所100選、北海道遺産に選ばれるなど、日高山脈を背景とした雄大なスケールは

ほかに類を見ない日本屈指、また世界に誇る桜の名所であり、後世に引き継いでいかなければな

らない町の宝であると考えております。現在その桜はエゾヤマザクラの寿命が80年程度と言われ

る中、植栽後100年を超える桜も多く存在し、二十間道路桜並木に精通する樹木医からも自生種桜

の植栽地内でこれだけの100年桜が存在しているのは、これこそ百年桜日本一のエゾヤマザクラ生

育名所というのにふさわしいとの評価をいただいているところでございます。 

しかし、その一方で老木化や病害虫による被害が深刻な状況にあり、その対策が大きな課題と

なっているのも事実です。このため平成27年度から桜維持管理専門職員を配置し、桜並木の維持

管理を強化するとともに、平成29年度から令和元年度までの３年間にわたり二十間道路桜並木樹
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勢回復事業を樹木医に委託して実施し、桜の現状を調査、診断するとともに、害虫駆除方法の試

行やその効果など検証してまいりました。この３年間の成果につきましては、本年３月に今後10年

間の樹勢回復事業計画案などを含めた二十間道路桜並木維持保全方針として策定したところでご

ざいます。今後は、この方針に基づき害虫駆除、施肥、剪定、後継樹の植栽、苗畑の造成を柱に

実施していくこととなりますが、この方針にも示しているとおり、桜並木周辺の桜を全て５段階

で健全度評価した結果、不健全木とされる評価４、評価５の桜が約400本あることが判明いたしま

したので、これらを優先的に伐採措置やその後の補植を検討していかなければならないと考えて

おります。 

また、この桜並木の保全に対しましては、しずないさくらの会をはじめ例年多くの方からご支

援をいただき、大変感謝をしているところでございます。このような大切な桜を継承し、後世に

残していくためには、多くの町民の方々にも積極的に関わっていただく機会を設けていく必要が

あると考えておりますので、町内のボランティア、あるいはふるさと教育の一環として静内農業

高校や小中学校の児童生徒と連携した保全活動も展開していきたいと考えております。将来的に

もこのような取組が郷土に対する愛着や誇りを育み、この桜並木を核とした町全体の観光振興に

つながっていくものと考えております。 

なお、先般作成いたしました二十間道路桜並木維持保全方針につきましては、今回議員の皆様

にも配付させていただいておりますので、お目通しいただきたいと思います。 

続きまして、２点目の管内の各種団体との現在の関係はどのような状況か、日高地域日台親善

協会とは町の商工会や観光協会との関係もあり、台湾客誘致活動の一環としてサイクリングルー

トの環境整備等も提唱していたが、現在はどうなっているかについてでございますけれども、こ

れまで日高地域日台親善協会のサイクリングに関する事業としましては、平成28年度に台湾サイ

クリスト等招聘事業を実施し、台湾の女性サイクリングチームや雑誌記者、旅行会社の社員を招

聘し、実際に日高管内を自転車で走行しながら取材を行い、台湾及び道内に向けサイクリングを

キーとした日高の魅力を発信する事業が行われております。その後、具体的な取組は実施されて

おりませんが、今台湾ではサイクリングとキャンプに注目が集まっているということでございま

して、昨年度同協会が台湾を訪問した際には平成28年度に作成した台湾語のサイクリングマップ

を用いて日高の魅力をＰＲしたという状況にございます。 

続きまして、３点目の先般日高サイクリング協会が発足し、事業計画の中で廃線となるであろ

うＪＲ日高線を活用し、鵜川様似間の116キロの有効活用として優駿浪漫サイクリングロードの計

画があることを承知しているかということについてでございますけれども、本年１月に日高サイ

クリング協会が発足し、ＪＲ日高線の廃線跡地を活用し、全国初の未舗装サイクリングロードと

して整備し、ほかの地域にはないアウトドアコンテンツとして観光客を誘客するというご提案を

されていることにつきましては承知しているところでございます。一方、ＪＲ日高線の問題につ

いては、コロナ禍の影響もあり、若干遅れながらも鋭意管内７町での協議を進めているところで

ございまして、ＪＲとの協議経過につきましてはその都度全員協議会等でご説明しておりますが、

当町としては利用者の足の利便性向上を最大の課題としながら、まずはこれらの協議を進めてい

かなければならないものと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〔総務課長 上田賢朗君登壇〕 
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〇総務課長(上田賢朗君) おはようございます。ご質問の大きな２点目、防災対策についてご答

弁いたします。 

ご質問の１つ目、タイムラインの作成状況についてでございますが、昨年度に北海道との最終

調整が終了し、協議が調いましたので、これから迎える出水期より試行的に運用を開始していく

こととしてございます。今回作成いたしましたタイムラインは、台風の接近、上陸に伴う洪水を

対象とした避難勧告発令着目型タイムラインとなっておりまして、対象河川は北海道の指定する

水位周知河川であります真沼津川、古川、静内川の３河川となってございます。 

当該タイムラインの概要といたしましては、河川の水位情報あるいは気象情報に基づき防災関

係機関であります室蘭建設管理部及び新ひだか町が台風の接近、上陸に伴い、行政がいつ何をす

べきかなどの行動基準を１枚の表にまとめたものとなっておりまして、阿部議員が言われる住民

自らが行動を起こすための目線に立ったものとなっていないのが現状でございます。このことか

ら、当該タイムラインの公表につきましてホームページに掲載するなどした場合には、かえって

地域住民の混乱を招く懸念がございます。道内においては、本町と同様のタイムラインを作成し

た自治体は現在のところ87市町村ございますが、ほとんどの市町村で公表していないのが現状で

ございます。大切なことは、阿部議員が言われる住民自らが行動を起こす目安あるいはきっかけ

だと考えてございますので、本町といたしましては従来から広報等でも周知し、運用しておりま

す避難勧告等の判断伝達マニュアルに基づき、適切なタイミングによる避難勧告等を発令し、防

災行政無線をはじめエリアメールなどにより災害時の情報伝達を引き続き行ってまいりたいと考

えてございます。 

ご質問の二つ目の防災行政無線の整備状況についてでございますが、防災行政無線のデジタル

化整備事業につきましては、財源の確保や中継局を整備いたします三石社万部山の電源確保にめ

どが立ち、今後は当該工事の入札などを予定しているところでございます。また、当該事業にお

ける地域への説明等につきましては、昨年各自治会へ当該事業の概要を自治会長会議の場にてご

説明させていただき、その後各自治会へ戸別受信機の貸与希望数の調査を実施してきたところで

ございまして、今後は年明け１月から２月頃に各自治会等への具体的な戸別受信機の設置場所の

取りまとめを行う予定でございますし、稼働が近くなりましたら運用方法などについて町広報な

どで広くお知らせしてまいりたいと考えてございます。 

ご質問の３つ目の避難場所、公共施設の必要電力量の確保と移動式電源車両の活用方法につい

てですが、現在町内には切迫した災害の危険から一時的に逃れるための場所で、洪水や崖崩れな

ど災害の種類ごとに指定している指定緊急避難場所が99か所、災害によって自宅に住むことがで

きなくなってしまった場合に一定期間の避難生活を送る場所としての指定避難所が19か所、また

役場庁舎をはじめ消防庁舎、消防署、町立病院、特別養護老人ホームなどの公共施設も多数ござ

います。このような避難所の状況にあって、それぞれの公共施設では当該施設の利用用途により

停電時における必要最低限の電力を非常用自家発電機などにより確保されているところで、通常

どおりの業務を行えるほどの電力確保には至っていないのが現状でございます。しかしながら、

従来より開設頻度の高い避難所等につきましては、停電時においても発電可能なＬＰガス発電機

を毎年整備してきているところでございまして、庁舎や医療機関のような非常用自家発電機の設

備はないものの、テレビやストーブなど必要最小限のものであれば停電時にも利用可能であると

考えておりますので、今後も避難所等での電源確保に努めてまいりたいと考えてございます。 
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また、本年３月に導入いたしましたＬＰガス移動電源車の活用方法についてですが、当該車両

につきましては、災害時に設置することとされる災害対策本部を置く静内庁舎が停電した場合の

非常用電源の一部として活用を考えておりまして、特殊なケーブルにて当該車両と静内庁舎に設

置する専用のケーブル受け口を接続することにより電力供給を行うことができるものとなってご

ざいますので、原則的には他の公共施設で利用することは考えておりませんが、全町的な停電で

はなく、限られた地域のみの停電など他の公共施設や避難所等で電力が必要になった場合につい

ては必要な地域まで移動し、現地にて発電を行うことを想定してございます。 

なお、静内庁舎以外の公共施設等で当該車両を活用する場合においては、当該公共施設等に専

用のケーブル受け口がないことから、その場合においては100ボルトコンセントを16口備えており

ます可搬分電盤を当該車両と接続しながら、一般的なコードリールなどの延長ケーブルにより当

該公共施設等に電気供給を行おうとするものでございまして、電源が不足している施設が複数に

なった場合におきましては、従来から使用しておりますガソリンを燃料とした可搬型発電機など

とＬＰガス移動電源車を組み合わせて、それぞれの施設のニーズに合った対応を取ってまいりた

いと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) それでは、何点かについて再質問をさせていただきます。 

まず、観光行政で聞いておりましたが、平成17年の３月に検討報告書というのが作成されて、

この報告書出されているのですが、この存在自体はご存じですか。 

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) 旧静内町において静内町21世紀新桜並木造成計画というこ

とで、旧静内町において作成されたものとして承知しております。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) その中で、二十間道路の桜並木は静内町のシンボルであり、その歴史を後

世に伝え、町民自らの力で実施、次の世代に引き継ぐというふうに計画の理念としてうたってい

ます。この部分が将来展望、11年までの計画ではなくて、将来に向かった計画が必要ではないか

という質問であります。 

次に、サイクリングロードの話になりますが、もう既にこういうチラシを作って活動をしてい

るようなのです。道議会等々に対して、それから国会議員の一部に対して、こういう計画を持っ

ているので、ご協力をという話が行っています。ですから、もし情報として収集する、集めるの

であれば、そちらのほうのルートを頼ってやっていただければと思いますし、この話自体が一部

にはもう日高線廃線を認めるような行動についてはいかがなものかという話もありますが、この

辺の部分について、観光という視点からいってどのように捉えているかお聞きします。 

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) 観光という視点でございまして、壇上でも答弁させてもら

いましたけれども、特に台湾のほうではサイクリングの人気がすごく高まっていて、うちの観光

協会なんかもお付き合いをさせていただいていた時期があるということで、町内にもサイクリン

グの愛好家もおりますし、だんだん国内でもそういった意向が広がっているのかということで、

観光のコンテンツとしてはサイクリングも一つのいいコンテンツなのかなというふうには考えて

おります。 
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〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) 次に移ります。 

タイムラインの話なのですけれども、今台風、大雨ですか、それらについてのタイムラインと

いうことなのですが、確かに地震、津波に関しては、状況に応じて地震だけの場合、それからこ

れに伴っての津波等々について、いろんなケースを想定しているのですが、大原則はタイムライ

ン一本にして、台風ならここから発動するよ、地震の場合はもう時間ないですから、ふだんから

その想定をしていないと難しいとは思うのです。ですから、その辺の部分はもう一応公開はしな

いけれども、タイムラインはできているということなので、そのタイムラインのタイムスケジュ

ール的なものを十分精査した上で、住民に影響のないようにしていただければと思います。 

そこで、途中であれしていたのですが、町民が情報を得る方法として多種多様な方法あると。

それは、携帯とか、それからＷi―Ｆiですか、その他のもろもろあると思うのですが、それらは

年代別にいくと恐らく70代ぐらいまでは可能かと思うのですけれども、80代、90代の人たちが情

報を得るためにはなかなか難しい状況ではないかと思うのです。ですから、町のほうからこうい

う情報あるから、情報を得なさいというのではなくて、逆に住民サイドに立って、強制的に情報

を受信させる、理解をさせるような方法を考えているのかどうかお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) ふだんの避難の行動ですとか住民の意識向上という部分につきまして

は、毎年避難訓練をしてございます。津波を想定した避難訓練ですとか、大雨を想定した避難訓

練ですとか、そういったものを地区ごとに協力いただきながら実施してございます。そういった

中で、住んでいる方がどこに避難すれば安全なのか、大雨であればどこに行くべきなのかという

ものを常に考えていただきたいというふうなことも周知を図らせていただいてございます。 

また、住民がどういったもので情報を得るのかということにつきましては、一番今の世の中で

目にするのはテレビ、こちらのほうの情報が一番先に入るのかなというふうに考えてございます。

町といたしましても、防災行政無線ですとかエリアメールですとか、そういったもので発信はし

ます。ただ、ふだんの生活の中で得られるというふうな情報になれば、テレビが一番早いのかな

というふうなものも感じでございます。町といたしましても気象庁等とかから情報を得まして、

町広報、こちらのほうで情報伝達の方法が変わりますですとか、昨年の９月号で周知を図らせて

いただいていますけれども、そういったものを災害が多くなる時期、こういった時期の前にそう

いった情報を周知をさせていただいておりますので、そういったもので確認していただきながら、

避難等に備えていただ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) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) 今の答弁は、情報を受けるほうの立場の人たちが自ら情報を得ることが難

しい方々への情報提供はどう考えているかという部分について答えていないように思うのです。

ここの部分は、確かに広報等々で周知はしています。しかし、昼間だといいのですが、テレビも

昼間だといいです。夜間になるとなかなか、自動でスイッチが入ってというテレビもあるようで

すが、それは自分でそろえなければいけないという部分だと思うのです。ここで防災無線の使い

方で、サイレンの鳴らし方を変えるとかという部分でやっていくと、建物の中にいても気づきや

すいなと思うのですけれども、その辺の情報伝達の仕方を再度検討するということは、障がいの

ある方だとか、高齢者の独居世帯の方々、老老介護世帯の方々で夜間の場合、特に夜間の場合は
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なかなか情報を取ることができない。共助、自助ですか、の部分はあると思いますけれども、そ

の辺の部分でまず行動を起こすための情報をどうやって伝えるのか、この方々にという部分につ

いて検討をされているのかどうかお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 日中であればということで、夜間の対応ということでございます。地

震による津波等につきましては、自分が体感するものでございますので、揺れた際にはそういっ

た情報収集をご自分されるのが可能かなというふうに考えます。また、大雨等につきましては、

いきなり雨が降り出すということではなくて、ある程度台風ですとかそういった情報につきまし

ては前の日から、そのまた前の日からということで、ある程度ご本人が予測できる情報を得る方

法があるとございます。北海道のほうに上陸するのが夜中だというふうなことであれば、事前に

町のほうにご連絡いただいて、心配であればこちらのほうに避難してくださいというふうなこと

もこれまでも対応してございますので、そういった方法で実施していきたいと。また、今度新し

く防災行政無線デジタル化になりましたら、そういった部分の情報につきましてもお電話いただ

ければ自動でご回答をいたすというふうな方法もございますので、そういった部分で対応してい

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) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) それでは、次の３点目の非常電源設備の部分で、避難場所のところは恐ら

くガソリン等々の発電機、発電能力はそんなに大きくない、せいぜい２キロとか５キロぐらいだ

と思うのです。避難所の小さいところはそれでもつのですが、今いろいろ整備をしながら非常発

電装置を施設内に持っているところがあると思うのですが、そこの発電能力と施設で必要とする

発電量の調査はしているのかどうかちょっと疑問な部分があります。特に役場庁舎の部分は、対

策本部ということになるので、今まだ整備をしています。まだ１年ぐらいかかるのかもしれない

ですが。そのときに整備するときに必要な電力量、業務をしていく中で電力量がどのぐらい必要

なのかの詳細なデータを取っているのかどうか。それから、それで足りないということになれば、

購入した移動発電車を利用すると思うのですが、庁舎にそれを使ってセットしてしまうと、ほか

のところ、例えば福祉施設等々でも十分に発電能力があるものがあるのか、ないのかによっては、

特に冬場、福祉施設等は暖房のためにボイラーをたいているという部分もありますので、そのボ

イラー等が稼動できないという部分も出てくるかと思うのです。ですから、その辺の部分は、今

の台数で足りるのかどうかという部分もあるのですけれども、大体蓬莱荘、静寿園、病院、病院

は充電設備がありますから、一旦充電してしまえば24時間はもちますから、それ以上のあれがな

ければ足りるという計算になります。静寿園自体も厚真のときには結局暖房もボイラーがたけな

いと。そうすると、あそこ調理も暖房も全部ボイラーの熱交換器を使っているというふうになっ

ていると思うのです。そうすると、それら食事も出せない。ベッドは残っている毛布を全部使っ

て暖を取る、風呂も入れない、24時間ぐらいでしたら何とかなるのでしょうけれども。それで、

蓬莱荘さんも新たに発電機を設備したと思うのですが、それらの部分でついている発電機と発電

容量が施設運営にどの程度支障があるのかという部分、想定として言うのであれば冬場24時間と

いう部分で考えた場合、その辺の調査はされていますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 具体的な電力量等でございます。静内庁舎今回工事してございますが、
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こちらにつきましては必要最小限とする電力量、こちらのほうをカバーするために実施してござ

います。計算上の想定される電力量、こちらのほうを賄うのに今工事をしている非常電源装置、

それと移動電源車、こちらのほうでカバーするということで、これをやることで通常業務ができ

るのかということにつきましては、全部が全部通常業務ができるというふうなまでの電力をカバ

ーするまでには至ってございません。ですので、電力が回復するまでの必要最小限、本部機能と

しましては最低限夜電気がつく、あとパソコンが最低限数使えるといった必要なところのカバー

としてございます。 

あと、各施設につきましても必要最小限の電力をカバーする分しか至ってございません。例え

ば平成30年の９月にありました胆振東部地震、こちらのときにつきましても福祉避難所として保

健福祉センターのほうで開設いたしました。こちらの部分は、電力については自家発電機を持っ

ていきまして、そういった部分で電力をカバーしていたというふうなものございますし、そちら

の病院のほうには非常電源装置ございますので、そちらのほうは重油で対応するというふうな部

分でも対応してございますし、そこでどのぐらいの必要最小限の電力が必要かという部分をカバ

ーしたいというふうに考えてございます。また、冬期間であれば当然暖を取らなければならない

ということで、持ち運びが可能な反射板のストーブ、こちらのほうも備蓄としてございますので、

そういった部分を持ち出して可搬型の発電機を持っていって暖を取るだとか、そういった部分で

対応し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) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) 持込みのガソリンによる発電の場合は、最低限度という部分は分かるので

す。恐らく業務用でなければ、大体大きいので市販のものだと５キロワットぐらいの発電能力だ

と思うのです。これだと小さいものについては、生活館等々にある暖房だとか、調理は別にして、

暖房、それから電源、テレビ等々については十分可能だと思うのです。ただ、大きい町場のとこ

ろの福祉施設等々については、恐らく移動車はＬＰガスですので、ですから移動車を庁舎のほう

に張りつけてしまうと、必要なところに回せるのですかというふうに聞いているのですけれども、

その辺の対応はどのように考えていますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 移動電源車の利用方法につきましては、先ほど壇上でもご答弁いたし

ましたけれども、基本的には災害対策本部、こちらのほうの電力を賄う補助機能として活用して

いきたいということで考えてございます。そういった場合のほかの公共施設につきましては、ガ

ソリンだとかの可搬型の発電機で最低限の電力を供給するというふうなことで考えてございま

す。役場庁舎の電源が復旧だとかしまして、地域でまだ停電が起きているというふうな部分につ

いては、その移動電源車をそちらのほうに持っていって、そこから電源を供給するというふうな

ことで考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) 実態として、課長の言うような部分は若干無理があるのではないかと思う

のですけれども、これは今後の移動電源車とか各施設、病院、福祉施設等々についての非常電源

の在り方という部分については、必要最小限度のレベルがどの程度なのかよく分かりません。そ

れは、今後の各施設の分析等々をやられるのだろうと思いますけれども、その辺のことを期待し

まして、私は質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 
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〇議長(福嶋尚人君) 説明員の入替えがありますので、暫時休憩いたします。そのままお待ちく

ださい。 

休憩 午前１０時０９分 

                                            

再開 午前１０時１１分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。 

15番、木内君。 

〔15番 木内達夫君質問者席へ〕 

〇15番(木内達夫君) それでは、通告に従いまして、新型コロナウイルス感染症対策について一

般質問をさせていただきます。 

この新型コロナウイルス感染症に関する質問につきましては、昨日まで５名の同僚議員からも

同様の質問があり、そしてまた答弁もいただいております。しかし、再質問、この関係もござい

ますので、通告どおり質問いたしますけれども、重複している部分、これについては簡単な答弁

で結構ですので、よろしくお願いをしたいと思います。 

それでは、１点目の新型コロナウイルスによる地域産業の現状と影響についてであります。新

型コロナウイルス感染症の拡大による外出自粛、あるいは休業要請などによりまして、飲食店を

はじめ多くの事業者等の売上げが減少するなど、数多くの地場産業あるいは地域経済活動に打撃

を与えておりまして、大変厳しい状況にあると認識しております。このため国や北海道、各市町

村におきまして様々な緊急経済対策に取り組んでいるところでありますけれども、新ひだか町の

地場産業の現状と影響についてどのようになっているのかを伺いたいと思います。 

１点目に、商工業や観光業、農林水産業について今年４月から５月までの生産額等が昨年同時

期と比較してどのようになっており、各産業の経営に与える影響についてはどのように考えてい

るのかを伺いたいと思います。 

２点目に、全ての産業に大きな影響を及ぼしている新型コロナウイルスの地域経済活動に与え

ている影響についてどのように分析し、その対策をどう講じていく考えかを伺いたいと思います。 

２点目に、新型コロナウイルスの感染拡大に対する経済対策についてであります。国の第１次

補正予算では、新型コロナウイルス感染拡大に対する緊急経済対策といたしまして、全国民１人

10万円の給付事業ですとか持続化給付金事業等、北海道では休業協力感染リスク低減支援金事業

など、新ひだか町におきましても単独支援事業など新型コロナウイルス支援策に取り組んでいる

ところでありますけれども、それぞれの事業に対する申請ですとか給付実績についてどのように

なっているのかを伺いたいと思います。 

１点目に、新型コロナウイルス感染症の拡大によりまして特に大きな影響を受けている事業者

に対する国の持続化給付金及び北海道の休業等の要請に協力し、感染リスクを低減する自主的な

取組を行う事業者に対して支給する休業協力感染リスク低減支援金について、商工業、観光業、

農林水産業別に直近の申請及び給付に係る進捗状況はどのようになっているのかを伺いたいと思

います。 

２点目に、新型コロナウイルス感染症に対する支援策等について特別定額給付金事業、子育て

世帯臨時特別給付金事業のほか、町単独事業である飲食店等事業継続支援事業や中小企業経営安

定化利子補給事業、物品購入事業、雇用対策事業等の事業の進捗状況はどのようになっているの
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かを伺いたいと思います。 

３点目に、新型コロナウイルス感染症に対する支援策等については、各産業団体等から町に対

して支援要請があったと思いますけれども、支援要請の中で今回予算措置に至らなかった事業、

それと予算措置ができなかった理由は何かということについてを伺いたいと思います。 

３点目に、支え合い基金についてであります。新ひだか町新型コロナウイルス感染症対策支え

合い基金につきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響によりまして町内の飲食店をはじ

め多くの事業者などの売上げが大幅に減少していることを受けまして創設したというものでござ

いまして、８月31日までを募集期間として寄附を受け付けておりますけれども、支え合い基金創

設の経過等について伺いたいと思います。 

１点目に、新ひだか町新型コロナウイルス感染症対策支え合い基金の創設については、どのよ

うな経過を経て創設されたのかを伺いたいと思います。 

２点目に、支え合い基金に対する寄附金について町長は新聞報道の中で予想外の基金が集まり、

感謝を述べております。当初の想定額はどの程度見込んでいたのか、また基金の現状はどのよう

になっているのかを伺いたいと思います。 

３点目に、広報６月号では基金の主な使途としまして３点掲げられておりまして、町内におけ

る医療機関あるいは介護施設などへの感染症対策物品の提供、これについては私も理解いたしま

す。ただ、町内における社会経済活動を支援するための事業及び町内における新型コロナウイル

ス感染症対策に係る支援につきましては、具体的にどのようなことを想定しているのかを伺いた

いと思います。 

４点目に、支え合い基金を財源とした感染症対策事業の予算措置等、今後の対応をどのように

考えているのかを伺いたいと思います。 

４点目に、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金についてであります。新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金につきましては、新型コロナウイルス感染拡大を防止

するとともに、感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援するために国の緊急経済

対策として創設されたものでございます。第１次補正予算では１兆円、第２次補正予算では２兆

円が予算措置されたところでありますが、新ひだか町の地方創生臨時交付金事業について何点か

伺いたいと思います。 

１点目に、国の第１次補正予算１兆円のうちの7,000億円分に係る臨時交付金に対する事業とし

ては、５月13日付で専決処分いたしました町単独事業の新型コロナウイルス感染症対策事業１億

5,825万3,000円であります。残る3,000億円分に係る部分と第２次分の臨時交付金を活用して、先

日の全員協議会で説明がありました光ブロードバンド網の整備を実施すると、そういうふうに考

えてよいのかどうかを伺いたいと思います。 

２点目に、新聞報道では第２次補正予算に係る臨時交付金２兆円のうち約１兆円は、家賃支援

あるいは雇用維持として感染者が多い首都圏をはじめとした都市部の自治体に手厚く配分する

と、残りの１兆円は施設、イベントの再開支援など新しい生活様式に対応した地域経済活性化に

配分するということでございますが、第２次補正予算に係る地方創生臨時交付金をどの程度見込

んでいるのかという質問でございますが、通告しておりますが、皆さんご承知のとおり、今朝の

北海道新聞の報道がございまして、昨日配分されたという報道がございましたので、通知が来て

いればその額をお知らせいただきたいというふうに思います。 
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３点目に、第２次分の地方創生臨時交付金を活用して、新ひだか町の独自支援策で対象になら

なかった小売業ですとか農林水産業者等に対する事業継続支援、あるいはまた新型コロナウイル

ス感染拡大に影響により困窮する町内出身の学生等に対する生活支援等を行う考えがないかお伺

いをしたいと思います。 

５点目に、新型コロナウイルス感染症に係る小中学校の対応についてであります。これまでに

経験したことのない新型コロナウイルス感染拡大に伴いまして、北海道独自の緊急事態宣言が２

月28日に発表されて以降、全国で最も長い約３か月間の長期にわたる休校期間を経まして、６月

１日から全面的な学校再開となったところであります。今後におきましては、授業時間の確保や

学校行事などいろいろな対応が必要であると思いますので、小中学校の今後の対応について伺い

たいと思いますが、冒頭でも申し上げましたようにこの質問は同僚議員が何人か質問しておりま

す。本当に簡単で結構でございますので、ご答弁をお願いしたいと思います。 

それで、１点目の学校内での感染症予防対策に関しまして、授業形態や室内の換気、手洗いな

ど、どのような対応を行っていくのかを伺いたいと思います。 

２点目に、休校中の授業遅れに対する授業時間や学校行事等の確保について、その対応と対策

をどのように考えているのかと、２点伺いたいと思います。 

以上、質問いたしますので、ご答弁をよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〔まちづくり推進課長 中村英貴君登壇〕 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 木内議員ご質問の新型コロナウイルス感染症対策について

ご答弁申し上げます。 

まず、私からは、ご質問の１点目と２点目についてお答えいたします。初めに、１点目の新型

コロナウイルス感染症による地場産業の現状と影響について、１点目の各産業の経営に与える影

響についてどのように考えているのかについてですが、商工業については４月から５月の商工業

及び観光業全体の売上げに関し、対前年との比較データはございませんが、商工会が会員に対し

実施したアンケート調査の結果や聞き取り、町への各種申請書類等から分析すると、対前年の売

上げ減少が北海道において緊急事態宣言が発出され、外出自粛が始まった２月頃から飲食、宿泊

業を中心に顕著となり、以降月を追うごとに小売卸売業、製造業、建築、土木業など多くの業種、

業者に影響が広がるとともに、売上げの落ち込み幅も拡大し、特に観光にも関連する飲食、宿泊

業においては４月以降の売上げが50％以上減少した事業者が非常に多くなるなど厳しい状況が続

いております。 

農業については、農協からの聞き取りでございますが、４月から５月の前年比で肉用素牛の販

売額は約25％減の5,307万6,000円の減少、１頭当たりの販売単価は約18％減の14万5,000円の減少

となっております。肥育牛の販売額は約32％減の4,106万4,000円の減少、販売単価はＡ５ランク

での比較で約19％減の48万4,000円の減少となっております。花きの販売額は、約34％減の2,283万

4,000円の減少、１本当たりの販売単価では約19％減の16円減少となっています。和牛については、

外食での消費が中心となっていることから、飲食店の休業やインバウンドを中心とした観光客の

減少による影響が大きいものと推察しており、花きについては各種イベントなどの中止より業務

用の背丈の高い品種の単価下落が著しく、当町の花き栽培の主力であるデルフィニウムが大きな

影響を受けております。これ以外のミニトマトをはじめとした作目については、現時点では特段
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の影響がない状況にあります。 

水産業については、４月から５月の前年比で生産量が45.9％減の433.2トン減産、生産額が

43.1％減の9,279万円減少となっております。これまで漁協による操業の自粛や制限は設けていな

いものの、需要の減少に伴う市場価格全体の低下が著しいことから、漁業者自らが出漁を見合わ

せたり、網の反数を減らして出荷量を調整するなどの影響が出ております。また、飲食店等の休

業や営業自粛などによる消費の停滞に伴い、各地の市場において受入れ制限がなされた結果、水

揚げしても出荷できないという事態が生じ、困窮しておりましたが、今はその制限も解除され、

滞っていた消費や流通が少しずつ回復してきているようです。しかしながら、産地では価格の反

映がいまだ実感できず、生産者の経営意欲の減退を招くおそれがあることを大変懸念しておりま

す。 

林産業につきましては、日高中部森林組合の製材部門における対前年比になりますが、製材材

積が４月から５月の前年比で23.1％減の1,810立方の減産、売上額が18.7％減の3,958万1,000円の

減少となっております。輸出用原木の滞留、住宅建築の遅れによる供給減、国内外での木材需要

の減少やこれに伴う製材、合板の減産といった事態が起こっており、当町の製材工場においても

梱包材やラミナ材の入荷制限による減産で売上げに大きな影響が出ております。 

次に、２点目の新型コロナウイルス感染症の地域経済活動に与える影響についての分析と対策

についてでございますが、地域経済に与える影響と分析については、先ほど述べましたとおり、

影響の長期化に伴い第１次から第３次産業に至るまで幅広い産業分野、数多くの事業者により深

刻なダメージを及ぼしつつありますが、国や道、町などの様々な支援制度も活用し、経営努力に

より事業を継続されておられるものと考えているところであり、非常事態宣言の解除後、人々の

行動制限も段階的に緩和され、徐々に経済活動も再開されてきている中、各産業、事業者におい

て新たな経営スタイルを模索しながら様々な取組が始まっておりますので、今後も各産業団体等

と緊密に連携しながら、地域経済や市場の動向を見極め、産業全体のバランスを考慮し、緊急度、

優先度に応じて適宜、適切に必要な対策を講じてまいりたいと考えております。 

続いて、大きな項目の２点目の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対する経済対策につい

てご答弁申し上げます。１点目の国や道の給付金に係る給付等の進捗状況についてですが、一月

の売上げが前年同月比で50％以上減少している事業者に対し、事業継続の下支えのため法人であ

れば最大200万円、個人事業者であれば最大100万円が支給される国の持続化給付金に関しては、

申請は全て全国統一のインターネットの専用サイトにおいてのみ可能となっており、自治体別の

集計はされていないとのことで、当町の申請件数等について正確に把握することはできない状況

にありますが、各産業団体が対応している現時点での相談、支援件数を申しますと、商工会では

合計118件の相談を受け、そのうち80件が申請に至っているとのことであり、80件のうち飲食業が

最も多く37件、46％、続いて宿泊業を含むサービス業が15件、19％、小売業14件、17％などとな

っております。次に、しずない、みついし両農協の取扱い件数ですが、相談件数は合計161件、申

請件数は38件となっております。また、ひだか漁協が対応した申請件数は63件、林業関係でも１

件の申請を確認しております。これらを合計しますと182件の申請が行われていることになります

が、このほかにも町への相談や税理士等のサポートにより、さらには自力で申請を行っている事

業者も相当数あるように聞いておりますので、町内の多数の事業者がこの制度を活用されている

ものと考えております。 
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なお、町内全体の給付額について把握はできませんが、商工会によると申請を支援した事業者

80件については、ほぼ全てが上限額を申請しているとのことであります。 

次に、北海道の休業等の要請に協力し、感染リスクを低減する自主的な取組を行う事業者に対

して道が行う休業協力感染リスク低減支援金についてですが、北海道に問合せをしたところ６月

16日現在の当町の申請件数は120件で、支給済みは６月４日現在で10件、180万円となっておりま

す。 

なお、産業分野別の内訳は不明ですが、当該制度の支給対象を考えますとほとんどが商工業者

であると思われます。 

２点目の新型コロナウイルス感染症に対する支援策等について、特別定額給付金や町単独事業

の進捗状況はどのようになっているかについてお答えします。なお、これまでの他の議員の答弁

と重複する部分もございますので、ご容赦願います。まず、特別定額給付金については、６月18日

現在で対象の１万1,646世帯のうち97.3％に当たる１万1,334世帯の申請受付をし、全世帯の96％

に当たる１万1,184世帯への支給が完了しております。 

子育て世帯臨時特別給付金については、受給対象となる全1,205世帯へ６月５日に給付を行った

ところでございます。なお、町から児童手当が給付されない公務員世帯については、別途対応す

ることとなっており、今言った件数には含まれてございません。 

次に、飲食店等事業継続支援事業については、６月16日現在で申請済みが128事業者、支給決定

総額は3,762万円となっており、このうち19日現在で118件、3,516万円の支給が完了しております。

これについては、対象事業者を200件程度と見込んでおり、この全体の65％が申請済みとなってお

ります。 

また、上下水道料の基本料金免除に関しては、６月16日現在で申請済みが128事業者で、免除の

決定額は上下水道料の合計で786万440円となっております。 

次に、中小企業経営安定化利子補給事業については、３月からの申請件数が22件で、３年満了

での利子補給予定額の合計は74万6,839円となっております。 

次に、物品購入事業については、６月17日現在、マスク約18万枚、消毒液2,000リットルを購入

し、町内医療機関等へ配付するなど、予算額の約４割を執行しております。 

続いて、雇用対策事業については、現在会計年度任用職員９名の募集をハローワーク、報道機

関、町広報、ホームページ、ＳＮＳ等を通じて行っておりますが、今のところ応募はございませ

ん。 

続いて、花き次期作支援事業については、交付対象者51件、交付金額663万1,000円の申請があ

り、６月25日にみついし農協を通して対象者へ交付する予定となっております。本日です。 

次に、水産物保管用冷凍庫賃借料助成事業については、交付総額48万円のうち上半期分の計24万

円を概算払いとして今月中に支出する予定となっており、下半期分24万円につきましても10月に

概算払い申請を予定しており、事業の進捗に支障が生じないよう速やかに対応してまいりたいと

考えております。 

３点目の産業団体等からの支援要請の中で、今回予算措置に至らなかった事業とその理由につ

いてでございますが、各産業団体等の協議の中では事業の継続や雇用の維持に向けて幅広く対応

した支援金の支給などへの期待が寄せられましたが、町としては最終的に限られた財源の中で国

や北海道の実施する支援策の内容を見極めるとともに、緊急度や優先度、産業全般のバランスを



 

 － 14 － 

考慮し、予算措置をさせていただいたところでございますので、ご理解のほどよろしくお願いい

たします。 

〇議長(福嶋尚人君) 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) ご質問の新型コロナウイルス感染症対策についての３点目、支え合い

基金についてご答弁いたします。 

１つ目の支え合い基金の創設の経緯についてですが、国内における新型コロナウイルス感染症

の拡大により、町内においても飲食店をはじめ多くの事業者等の売上げが大幅に減少するなど経

済活動へ多大な影響を受けていることから、どのようにしてこのウイルスとの闘いを乗り切るの

かと考えたとき、困っていない人から困っている人への気持ちをつなぐ、そのような支え合いの

気持ちを地域で醸成することが必要との思いから支え合い基金を設け、広く募っているところで

ございます。 

２つ目の基金の当初の想定額と現状についてですが、当初から金額の目標は設けてございませ

ん。先ほども申し上げたとおり、地域における支え合いの気持ちを醸成することに主眼を置いて

取り組んでいるものでございましたので、金額は全く考えてございませんでした。現在の寄附金

額でございますが、６月17日現在時点になりますが、個人で74件、491万883円、企業、団体で37件、

1,971万1,472円、合計で111件、2,462万2,355円となってございます。 

３つ目の基金の具体的な支援内容と４つ目の支え合い基金を財源とした感染症対策事業の予算

措置と今後の対応について併せてご答弁いたします。現時点では、国の２次補正の明確でない部

分も多く、当該基金の使途も具体的に決めておりませんが、当該寄附金の募集期間を８月31日ま

でとしていることから、応募を締め切った時点の寄附金の総額を考慮した上で支援が必要と考え

られる内容を整理し、議員の皆様へご説明させていただきたいと考えてございますので、ご理解

のほどよろしくお願いいたします。 

次に、大きな４点目、新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金についてご答弁申し

上げます。１つ目の光ブロードバンド網の整備に臨時交付金を活用するのかというご質問ですが、

事業の実施につきましては、総務省所管の高度無線環境整備推進事業補助金を活用した民設民営

方式により令和４年３月までに町内全域に整備することを目指し、進めているところでございま

す。整備費用に係る財源については、国庫補助金のほか、木内議員からご質問のとおり、国の２

次補正予算においてコロナ対策として措置された臨時交付金を活用したいと考えております。 

２つ目の第２次補正予算に係る地方創生臨時交付金はどの程度見込んでいるのかについてでご

ざいますが、池田議員の答弁でもご説明しましたが、新型コロナウイルス感染症対策経費を盛り

込んだ国の令和２年度第２次補正予算が６月12日に国会で可決され、歳出総額で31兆9,114億円が

追加されたところでございます。そのうち地方創生臨時交付金としては２兆円が追加され、都道

府県を含む自治体に配分される交付限度額は２つの方法により算定されることとなり、１つ目は

家賃支援を含む事業継続や雇用維持等への対応分として約１兆円を人口や事業所数、感染状況な

どに基づいて算定され配分されるもの、２つ目は新しい生活様式を踏まえた地域経済の活性化等

への対応分として約１兆円を人口や財政力、高齢者比率などに基づいて算定され配分されること

となり、これらの算定結果に基づいた額が交付限度額とされ、実施計画に登載される事業に対し

交付される予定となってございます。 
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なお、国の２次補正予算に係る地方創生臨時交付金に関しまして、昨日の勤務時間が過ぎてか

ら国から通知がございまして、当町の交付限度額でございますが、総額４億8,674万2,000円とな

ってございまして、内訳が家賃支援を含む事業継続や雇用維持等への対応分として１億5,830万

5,000円、新しい生活様式を踏まえた地域経済の活性化等への対応分として３億2,843万7,000円で

ございます。ただ、当該交付金の取扱い内容につきましてまだ確認できない部分が多くございま

すし、現在実施計画を策定する前の事前準備として、各種団体などからの情報収集や事業の検討

を各課で行ってございますので、事業内容を具体的にお示しすることができませんが、今後速や

かに業種や支援を必要とする実情に応じた効果的な事業を精査し、皆様にご説明したいと考えて

ございます。 

３つ目の小売業者や農林水産業者等に対する事業継続支援や新型コロナウイルス感染症拡大の

影響により困窮する町内出身の学生に対する生活支援等についてでございますが、小売業者や農

林水産業者等に対しては、先ほどもご説明したとおり、効果的な事業を検討し、皆様にご説明し

たいと考えてございます。また、町内出身の学生に対する生活支援等についてでございますが、

新型コロナウイルスの感染拡大により大学生であってもアルバイト先がなくなってしまったり、

親の収入が減少してしまったりなどで経済的に苦しんでいる学生も全国的に多くなっていると報

道されてございます。このような中で、特別定額給付金をはじめとした国の支援策や各大学等で

独自の支援策も構築されているところでありますし、池田議員の答弁でもご説明しましたが、町

の基本的な考え方として国や北海道が実施する支援事業がある部分についてはそれらを活用して

いただき、支援が行き届かない部分や弱い部分に重点的に支援していきたいと考えておりますの

で、当町といたしましては現時点での上乗せ支援は考えてございません。 

〇議長(福嶋尚人君) 田口管理課長。 

〔管理課長 田口 寛君登壇〕 

〇管理課長(田口 寛君) 木内議員からの５点目のご質問の新型コロナウイルス感染症に関わる

小中学校の対応についてご答弁申し上げます。 

最初に、１番目の学校内での感染症予防対策に関して、授業形態や室内の換気、手洗いなど、

どのような対応を行っていくのかについてですが、６月１日からの本格的な学校の再開に当たり、

国から示されている学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアルに基づ

き新型コロナウイルスへの感染や拡大リスクを可能な限り低減し、安全に学校教育活動が実施で

きるように本マニュアルに基づいた学校の新しい生活様式を確立することを基本として、感染予

防に万全を期しているところであります。 

具体的な対策ですが、子どもたちを感染のリスクから守るため、登校前には必ず体温測定を行

い、熱がある場合や風邪等の症状がある場合には休ませるようにすること、学校において授業を

はじめとする様々な活動を安全に実施する上で感染拡大のリスクを高める環境、換気の悪い密閉

空間、人の密集、近距離での会話や発声が行われるという３つの条件が同時に重なった場を極力

避けるようにすること、小まめな換気や手洗い、うがいの徹底はもとより、せきエチケットを確

実に行うため教職員を含む全員のマスクの着用を徹底したところであります。さらに、校舎内や

教室内の換気に関しては、休み時間ごとに管理職や養護教諭が中心となり、全教職員が児童生徒

に窓を開けるよう呼びかけて換気を行ってきておりますし、教室内の温度を適切に管理しつつ授

業中もできるだけ窓を開け、さらには扇風機等で風通しをよくしているなどの対策を講じている
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学校もあります。各学校には手指消毒用のスプレーやジェルを常に配置し、消毒に努めておりま

すし、下校後は教職員が教室、トイレなど特に多くの児童生徒が手を触れる箇所、ドアノブ、手

すり、スイッチ等は１日１回以上の消毒を実施しております。 

２点目の休業中の授業遅れに対する授業時間や学校行事等の確保について、その対応と対策を

どのように考えているのかですが、本間議員からのご質問の答弁と同様となりますので、簡略化

してご答弁申し上げます。本年度に入りましてから４月20日以降５月31日までの間、町内全ての

小中学校が臨時休業としましたが、この間各学校が予定していた授業は最大で156時間となりま

す。しかし、実際には分散登校の実施により、各学校や学年によって異なりますけれども、数十

時間の授業を行っていることから、実質的な月時数はそれを差し引いた時数となり、数十時間程

度の欠時数となっております。そのようなことから各学校においては、全ての学校において長期

休業の短縮や学校行事の見直しなどにより、授業時数の回復を図ろうとしているところでありま

す。また、一部の学校では土曜日の実施や時間割編成を工夫し、授業時数を確保することとして

おり、各学校とも年間の総授業時数を確保できる見通しとなっております。こうした対応は、た

だ単に授業時数を機械的に確保することを目的とするのではなく、児童生徒に負担過重とならな

いよう十分配慮しながら、じっくりと時間をかけて学習することができ、学習内容をしっかりと

身につけることができるようにすることに主眼を置いて計画しておりますことをご理解願いたい

と存じます。 

次に、学校行事についてでありますが、道教委通知の学校行事の取扱いについてにより１学期

に予定の主な学校行事については実施を見合わせるよう要請がありましたことから、新ひだか町

においても全ての学校において２学期以降に延期としたところであります。６月１日からの学校

再開に当たり、町校長会議を開催し、各行事をどのように取り扱うかを協議した中で学校行事が

持つ教育的意義を踏まえ、安易に中止とすることなく、学校の主体的な判断により形を工夫する

などして実施するようにしたところであります。具体的には現在各学校において保護者等からの

意見も参考にしつつ計画を立案しているところでありますので、ご理解願います。 

〇議長(福嶋尚人君) 木内君、ここで休憩取りたいのですが、よろしいでしょうか。 

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５０分 

                                            

再開  午前１１時０７分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。 

15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) それでは、休憩前に１回目の質問に対する答弁をいただいたのですけれど

も、ありがとうございました。それでは、各項目について何点かずつ再質問させていただきたい

と思います。 

まず、１点目の地場産業の現状と影響についてということでございまして、答弁の中で地場産

業への影響、飲食、宿泊業で50％以上の減少ですとか農業の肉用素牛で約25％の減、肥育牛で約

32％の減、花きで約34％の減、林産業で18.7％の減、水産業では43.1％の減と。やはり多くの業

種、業者に非常に大きな影響を与えているということでございます。 

そこで、質問をいたしますけれども、肉用子牛生産、これは国では奨励金という制度がありま
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す。そのように減少する、減額する、生産額、販売額減額する、そういうものに対する各産業に

対する国の支援制度、これいろいろあると思うのですけれども、どのようなものがあるのかお伺

いしたいと思います。 

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) まず、私からは、商工業に関する部分について国の支援制

度についてお答えしたいと思います。 

主なものとして、先ほど言いました持続化給付金、それから無担保、無利子での融資、それか

ら家賃支援給付金というのが２次補正で国の制度として成立しておりますし、今後については観

光向けのＧｏＴｏキャンペーンというのも予定されているところでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川農政課長。 

〇農政課長(及川敦司君) 私のほうからは、農業関係の支援制度についてご答弁させていただき

ますが、肥育牛につきましては従来の牛マルキン制度のほか、牛マルキンの生産者負担を納付免

除をする制度が今回新たに設けられてございます。 

そして、肉用牛につきましては、これも従来の生産者補給金制度に加えまして、今回新たに全

国平均販売価格が発動基準を下回った場合に奨励金が交付される制度が設けられてございます。 

そして、花きに関しましては、次期作支援といたしまして、一定の取組を行う条件で10アール

当たり80万円が交付される制度が設けられてございます。 

そのほか農業全般といたしましては、経営の維持に向けた取組支援をする経営継続補助金、ま

た農業保険の掛金の支払い猶予、あとは無利子、無担保の資金貸付け、こういったものが主なも

のとして設けられたという状況でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 水谷水産林務課長。 

〇水産林務課長(水谷 貢君) 私のほうから水産関係と林業関係についてご説明いたします。 

まず、水産業についてですが、漁業災害補償法に基づく漁獲共済という制度があります。こち

らについては、不漁や魚価安、自然災害等による漁獲金額で減少分が補填される制度となってお

りまして、これについては国の災害対策や漁業振興対策として重要な役割を担っているというと

ころで、国のほうが掛金の一部を助成するような形になっております。補填内容なのですが、過

去５か年の平均収入の差額分に対して７割から９割補填されるというような制度になってござい

ます。 

林業関係については、農業や水産業のような共済の制度というのはございません。今回国のほ

うでは新型コロナの影響による国の新たな制度として、林業関係については輸出や国内工場への

出荷ができず、停滞している原木の保管費用の支援事業というのが新たに制度が組まれたという

ようなところ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) 分かりました。 

それでは、２点目、新聞報道を見ますとあらゆる業態の売上げに非常に大きな影響を受けてい

るということで、事業経営が困難となって、コロナ倒産ということで増加しているというふうに

新聞報道がありました。我が町は、恐らく企業倒産はないとは思うのですけれども、実質的に休

業するとか、あるいは廃業せざるを得ないというような事業所についてないのかどうか、その辺

把握しておりますか。把握していればお答えいただきたいと思います。 
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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) 私どもも商工会ですとか関係団体等と連絡を取り合ってい

るのですけれども、今のところコロナの影響によるということで倒産あるいは廃業したという事

業所の把握はしておりません。 

あと、休業に関しては、なかなか把握が難しいのですけれども、いわゆる自粛が解除された後

しばらく再開するまで休業していたという事業所は一部あったかと思いますが、今もう見た限り

は大体再開してきているのかなということで、そういったコロナで長期休業しているという実態

も今のところはないのかなというふうに押さえております。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) それで、私が承知している中では、例えば飲食業関係で８月末でもう店じ

まいをしなければいけない状態なのだというところが数件あるというふうにちょっと耳にしてい

るものですから、その対応について、町が何ができるかというのはいろいろ難しいところもある

と思うのですが、その辺は把握しておいたほうがよろしいのではないかというふうに思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

それでは、２点目の経済対策について再質問しますけれども、町単独事業の飲食店等事業継続

支援事業、予算を見ますと260件で１億173万円計上しております。答弁では、６月16日現在の申

請が128事業者、支給決定総額3,762万円、それから上下水道基本料金免除決定が798万6,000円と

いうことになっておりまして、これからのそういう支給決定いろいろ出てくると思いますけれど

も、今後の執行見込み、あるいはまた１億173万円の予算、この予算残が生じた場合の対応をどの

ように考えているのかを伺いたいと思います。 

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) 予算時点では260件を見込んでいるのですけれども、現時点

で対象事業者は当課としては200件程度かなということで考えておりまして、今後の申請見込みで

いくと、上下水の部分も合わせると3,000万ちょっと執行残が出るのではないかなというふうに考

えておりまして、この一定の執行残が見込まれますので、これらについては国の２次補正の交付

金等もございますので、それらと併せて対策のほうを考えていきたいというふうに思っておりま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) その辺はよろしくお願いしたいと思います。 

それから、次に移りますが、中小企業の経営安定化利子補給事業、３月の議会で450万ですか、

それから５月の専決で358万8,000円でしたね、合計808万8,000円の予算ということになると思う

のです。現状では22件の74万7,000円と、利子補給予定額ですか、こういう答弁がありましたけれ

ども、経営が非常に厳しいという中で利子補給、いわゆる融資の申込みが少ないというふうに思

われるのですけれども、融資額でいくと幾らになるのか。それと、今現在少ないということは、

私が考えるには国の制度もありますから、こちらも利用しているのだろうなと思うのですが、そ

の辺の要因というか、どのように分析しているのかお答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) この利子補給事業につきましては、今お話あったとおり、

３月議会の時点で先行する形でコロナ対策として打ち出させていただいたのですけれども、この
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時点で国の無利息、無保証、こういったことがまだ出ていない時点での提案をさせていただいた

ので、相当な件数があるのではないかなということでこういった予算措置をさせていただきまし

た。 

それで、ご質問あった融資額については、この22件に係る融資額として約１億6,000万円の融資

が実行されております。件数が比較的少ないということなのですけれども、おっしゃるとおり、

国のほうでこの後無利子、無利息の融資をやっておりますので、そちらのほうがかなり活用され

ているのではないかと思っていまして、町内の主な金融機関に照会したところ４月、５月で約30億

円のコロナ関係の融資が実行されているということですので、町全体でいうとかなり融資が行わ

れているというふうに把握しています。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 分かりました。 

次に、物品購入事業について質問いたしますけれども、予算が2,850万円です。約４割というこ

とですから、単純計算すると1,140万円が執行されたということになると思います。具体的なその

配布先と配付物の内容が分かればお願いしたいのと、現状各医療機関等のそういうマスクですと

か消毒液とか、この1,140万円の予算を使って配付したということによって不足解消につながって

いるとは思うのですが、現状どのような認識を持っているのか。そしてまた、今後の配付予定、

あと幾ら残っているのですか、予算でいくと1,710万円ですか、その配付予定はいつ頃を考えてい

るのかお願いしたいと思いますが。 

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) 既に実施している分といたしましては、町内の民間医療機関、介

護事業所、それから保育施設、障がい福祉事業所、これら90施設、職員数約1,200名なのですけれ

ども、そちらの方にマスク、手指消毒液、90日分程度ということで、マスク自体が50枚入りなも

のですから90日分以上となってしまいますけれども、配付を６月３日に完了しております。また、

その他各町の施設、そういったものからの要望に応えた購入をしておりまして、今後について各

民間の施設も含めまして何か不足しているものがないかといったニーズの調査をしておりまし

て、それらを速やかに対応していきたい。それとともに備蓄、災害や第２波、第３波に備えた備

蓄も併せて進めていきたいと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) そうしますと、予算2,850万ですか、これについては予算どおり執行する予

定だと、備蓄も含めて。そういう考え方でよろしいですか。 

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) マスクの流通も始まりまして、価格も少しずつですけれども、下

がってきております。先ほど答弁しましたとおり備蓄も考えて、備えということが非常に大切だ

と思っていますので、使い切ると言ったらあれなのですけれども、予算の範囲内で執行していき

たいと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 次に、雇用対策事業で質問いたしますけれども、今のところ応募がないと

いう答弁でございましたけれども、ということは新型コロナウイルス関連の従業員の雇用解雇等

についてはないというふうに捉えてよろしいのかどうか。あるいは、もう一つは、広報だとかも
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載っていたと思うのですが、募集している周知、町民に対する周知、これについて行き渡ってい

ないのかとも思われる部分があるのですが、その辺の考え方を聞かせてほしいのですが。 

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) 雇用対策事業で応募がないということですけれども、それ

と町内の従業員の解雇がないかどうかというところは、必ずしもリンクしているかどうかという

のはなかなか難しいのですけれども、雇用関係でいくとハローワーク等も情報交換しているので

すが、コロナが直接のそのいわゆる失業したというようなところはまだそれほど顕在化していな

いということなのですけれども、ただそれは正規職員の場合がメインかなと。パートとかアルバ

イトの方については、なかなか顕在化しない部分、しづらい部分もありますし、シフトの減少だ

とかそういうこともあったりするのかなということで、その辺は動向については今後注視してい

きたいと思っておりますけれども、雇用関係についてはそういうような今把握でおります。雇用

対策の部分は総務課長から。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 雇用対策の関係で募集の方法でございますけれども、今広報、あとハ

ローワーク、こちらのほうに今回の感染症で影響を受けた方を主に募集していますと。それプラ

ス通常の募集も兼ねておりますので、そういった募集の方法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) 次に移ります。３点目の支え合い基金について何点か質問させていただき

ます。 

それで、答弁いただいたのですけれども、答弁の内容は基金の趣旨の答弁だと私は理解してお

りまして、私の質問は基金創設に至るまでの経過ということで質問をしておりまして、いつ頃、

誰の発案で、庁議ですとか新型インフルエンザ等対策本部会議というのもありますから、そうい

うところでどのような検討がされたり、最終的にどのような形で行われて決定されて、何に基づ

いて町民に対する基金をお願いしたのかというようなその経過、この辺の質問をしておりますの

で、その辺もう少し詳しく答弁いただければと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) ４月の中過ぎましてから町長のほうから困っていない人から困ってい

る人へ何とか支援できないかというような提案といいますか、アイデアがございました。そうい

ったものを受けて、４月22日に理事者のほうとの内容の協議を１回してございます。そこで内容

を精査しまして、４月27日に、この頃新型インフルエンザ等対策本部会議と庁議、こちらのほう

を兼ねて実施しておりましたので、その中でこういったものをやっていきたいというふうなこと

を諮ってございます。その中で承認を受けまして、５月11日に新ひだか町新型コロナウイルス感

染症対策支え合い基金募集要領というものをつくりまして、こちらに基づきまして広くご案内を

しているというふうな流れでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) よく分かりました。 

それで、この支え合い基金は町長の発案だということで捉えてよろしいですね。確認だけ。は

いで結構ですけれども。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 
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〇総務課長(上田賢朗君) そのとおりでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) それで、基金の使途については広報にも掲載されておりまして、３点挙げ

られておりました。私１回目の質問で質問しております中に申し上げているように医療機関等の

ものについてはこれは分かるのです。社会経済情勢云々とか町内の関係だとか２点ありました。

これも具体的にまだなっていないという答弁なのです。ただ、私はこういうものを創設するとき

に、締切りも８月31日なのですが、今言った３項目があったとしてもある程度具体的なものをこ

ういうものどうだとか、そういう検討されて当然でないのかなというふうに思うのです。結局町

民から寄附を募るわけでしょう。今広報に挙げている部分では全く分からないです。医療機関の

ことは分かります。ほかのことが分からないのです。ですから、その辺の検討がされていなかっ

たのかどうか。私は、これ町長に確認したいのですが、町長の思いですから、町長の発案ですか

ら、今は具体的な内容全く白紙なのですか、町長、どうですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 町長。 

〇町長(大野克之君) マスク取っていいですか。支え合い基金に対するご質問でございますけれ

ども、この基金をつくった経過につきましては、先ほど総務課長のほうから説明したとおりでご

ざいます。当初から幾らお金を集めようだとか、そのようなことは毛頭考えてございません。気

持ちと気持ちのつながりをつくりたいと、それが第一の目的でございます。ですから、例えばそ

の金額によっていろんな事業というのは組み立てることになろうかというふうに思います。集ま

った金額によりまして、少額であればこんなもの、多額であればこんなもの、あるいは今国から

も交付金来ていますが、そういうものと抱き合わせて、こういうことをやろうということになろ

うかと思いますが、現時点で私の頭の中には二、三の考えはございますけれども、まだお示しす

る段階にないというふうに思ってございます。くどいお話になりますけれども、つくった時点で

はそのようなことなものですから、頭の中の構想はありましたけれども、現実に何をやろうとい

うことについては、特定はしていなかったところでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 何とか町民の皆さんが納得できるというか、満足するというか、そういう

ものに使っていただければありがたいなと思います。 

それで、私１回目の質問でしているこの基金を使った予算措置の時期です。これ具体的になっ

ていないのですが、私が個人的に考えるのは、８月31日までなのですが、やはり早い時期にある

程度予算化をしていく、そして執行すると、そういう形を取っていくことが必要でないのかなと

いうふうに思っているものですから、そうなりますと直近でいえば定例会は９月ですから、その

前に臨時会やるとしても８月31日まで待ってもらわなければできませんが、９月の定例会の時期

に予算措置をしていくという、そういうことはできないのでしょうか。12月になると、あるいは

その後の臨時会になると遅れてしまいます。その辺の今後の予算措置時期等の関係はどのように

今の段階で考えているのかお答えいただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 今回の基金の部分もございますし、国の２次補正の関係もございます。

そういったものを内容を整理しまして、急がなければならないもの、そうでないものあるものと

思います。遅くても８月31日までの募集期間ございますが、その前にある程度のめどを立てまし
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て、９月の定例会には何とか上げれればなというふうに考えてございますし、その辺については

今後の状況によって変動があるものと思いますけれども、そういった予定で考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 分かりました。 

それで、次に４点目の地方創生臨時交付金について質問をいたします。それで、光ブロードバ

ンドの整備ですけれども、答弁では総務省の補助金、それから地方臨時交付金、それからこれは

過疎債を活用すると説明会でもありましたが、民設民営方式で令和３年度まで、４年３月ですか

ら、令和２年、令和３年、２か年で実施すると、それを目指しているのだということだと思いま

す。そこで、国の補助枠、あるいは過疎債の枠、これいろいろ枠がある中で結局全国の市町村一

斉に整備を進めるという国の考え方ですから、そういうことを考えると枠的に、我が町ブロード

バンド約10億でしたか、概算で、ほかのところも非常に大きな額になると思うので、その枠につ

いてどのように今現在捉えているのか。それから、そうなると過疎債ということになると過疎計

画の変更も議会議決要ると思うのです。それと、もう一つ、今年度臨時交付金仮についたとして、

３年度に実施する分繰り越すことになるわけです、事業は。それも繰越し可能なのかどうなのか、

この辺の今現在の考え方で結構なのですが、分かれば教えていただきたいと思いますが。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 整備の財源の話でございます。私のほうからお答えしたいと思います。 

まず、国の枠の関係ですけれども、１次補正のときに35億ですか、その部分の枠がございまし

た。２次補正になりまして、それが500億ぐらいの枠に増えているというふうなものでございまし

て、国のほうでは総体で1,100億ぐらいの事業規模で考えているようでございます。ですので、公

設民営であれば２分の１、民設民営であれば３分の１の国の負担でございますので、その部分で

いけば満度賄えるのかなと考えてございます。 

あと、地方負担に係る部分でございますが、当町で検討しているのが民設民営で、３分の２が

町の負担というふうになってございます。その３分の２のうちの３分の１、こちらについては地

方創生臨時交付金、この部分が１次の医療関係に使う部分で見ていた3,000億のうちの1,500億、

この部分を１次のほうで想定していましたが、２次で医療関係の部分が２分の１から10分の10国

で見るよというふうなものになりまして、その1,500億が浮いたということで、今回こちらのほう

で使えるというふうになりましたので、地方で使う分と別枠として地方創生２次交付金があると

いう部分がありますので、その部分を満度確保できるという見込みでおります。残りの３分の１

につきましては、当町であれば過疎債、こちらのほうを見込んでございます。国のほうでは、今

回の光ブロードバンド、こちらのほうの整備を優先的に配分するという考えがございまして、過

疎債を希望する団体についてはまずそこを第１に充当するというふうな国の考え方がございま

す。ですので、今回の光ブロードバンドの財源につきましては、満度を確保できるものであると

考えてございます。 

また、事業の実施方法ですが、通常であれば３年、４年かかる事業ですけれども、それをぎゅ

っと縮めて実施するということで、今回の交付金等でいきましたら繰越明許、こちらのほうで翌

年度に繰り越して執行できるというふうなものでございますので、翌年度に繰り越して実施して

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。 
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〇15番(木内達夫君) 過疎計画の関係はいつ頃になるのかお願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) ただいま総務課長からお話しした財源等の見通しが全て整った段階

で、補正予算を組むための議決をいただくタイミングがどこかでつくらなければならないのです

けれども、当然それに併せまして過疎計も上げていく方向で準備を進めております。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) それで、今回の２次の臨時交付金ですか、今朝の新聞報道で出まして、答

弁いただきました。４億8,674万2,000円でした。私びっくりしたのです。想定以上の額だったの

です。ただ、この中に家賃ですとか事業継続、雇用関係１億5,830万5,000円、これが含まれてい

ますし、私がもっと驚いたのは地域経済活性化の３億2,843万7,000円。というのは、これ国のほ

うで言っているのは１兆750億円の額に対する額なのです。１次補正は7,000億に対する１億

4,000万なのです。それを比較しても相当額的には多いと私は思ってびっくりしたのです。7,000億

に対して１億4,000万、１兆円に対して３億2,800万ですから、そういうふうに私は思って、大変

よかったなというふうに思っているのですが、そこでこの実施計画の関係いつ頃までに出すのか。

恐らく今後事業をまとめて、使い道を決めて国に出すということになるのですが、それと併せて

仮に予想で８月末まで出すとしたときに、そうなると９月の補正で間に合ってくると思うのです

が、その辺の予算措置だとか、今の段階で結構なのですが、スケジュール的なものを教えていた

だければと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) 交付金の実施計画の関係ですので、私のほうからお答えいたします。 

実は、今日全国的な説明会がありまして、細かい中身の説明を受ける予定なのですけれども、

今入っている情報ですと何度かに分けて申請時期がございまして、まず先行的な申請受付として

７月31日までの第１発目がございまして、その後９月30日までというのがこれが通常申請になろ

うと思います。この先行と通常の差異につきましては、決定時期の早い、遅いだけだと思います

ので、額ですとかこっちの使い道の上で制限が加わるものではないという認識をしております。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 分かりました。次に行きます。 

それで、小売業とか、あるいは農林水産業者等に対する事業継続支援金、これ今のところ具体

的なものまで決めていないということですけれども、いずれにしても今の臨時交付金が予想以上

にかなり多いということで、私も本当にうれしく思っているのですが、そういう意味では産業関

係団体等との協議の中でも事業継続ですとか雇用維持に向けた幅広く対応した支援金を支給して

ほしいという、そういう声も、期待もありますし、先日静内商店街連合会からも要望書も出され

ているのです。そういうこともありますし、先ほど答弁にありましたように１次分の残分、3,000億 

円でしたか、残る見込みだというものもありますし、今回２次分の交付金もかなり予想以上、上

回る額になっている。恐らく家賃事業継続１億5,800万、それも活用できるのではないかなと思い

ますので、そういう意味では対象とならなかった商工業者ですとか農林水産業者に対する事業継

続支援事業をやっていくべきだというふうに考えるのですけれども、町長の見解を伺いたいと思

います。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 
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〇総務課長(上田賢朗君) 今回の２次補正予算の関係、それと１次補正予算の関係の執行残分、

こちらにつきましてもその分の整理しまして、どういった部分の事業に充てるべきなのか、どの

部分をカバーしていくのかということを今後各課の意見等を聞きまして、総合的に判断して対応

していくというふうなことになると思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) よろしくご検討をお願いしたいと思います。 

それでは、最後ですけれども、５点目の関係で、休校中の授業遅れの対応の中で１点だけ質問

させていただきます。それで、授業時間の遅れ、答弁もありましたけれども、私の日数を追って

いきますと２月27日から３月24日までの18日間です、元年度分の３学期分の休校というか。そし

て、新年度になって４月20日から５月31日までの26日間、合計44日間ですか、これだけ休校して

います。一部分散登校もありますけれども、44日間の休校と。 

そこで、長期休業に伴う学校給食の関係で質問させていただきますが、令和元年度３学期分、

それから令和２年度の４月、５月分の学校給食が提供されなかったこの分に対する保護者負担が

どのようになるのか伺いたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 池田学校給食センター長。 

〇学校給食センター長(池田孝義君) 学校給食の負担金の関係ですけれども、３月の考え方と４

月以降の考え方は違います。３月については一食も食べておりません。これは、道が先行的に１

週間休校しなさいと。その後記者会見がありまして、春休みまでの間休みなさいということにな

りましたので、３月については休校に見合った分のものについては賦課をしておりません。単純

に言うと３月分の負担金はいただいておりません。還付につきましても、先に入っている方いら

っしゃいますので、それについての支払いは５月中には全部完了しています。 

それと、４月からの分です。今休校の日数を言われていましたけれども、実際は給食は食べて

います。４月については、１万1,081食提供しています。給食センターの稼働日数は８日間動かし

ています。それと、５月については、分散登校、私どももこの分散登校にも給食を提供していま

す。給食は１万1,643食、給食センターは14日間稼働しています。それで、今４月、５月をどうす

るのだというお話ですけれども、給食費というのは単純に年額を12等分に割って、４月の負担分、

５月の負担分ということだけでありまして、４月に何食食べる、５月に何食食べるという、そう

いう計算ではないのです。実際にこれを計算したのは大分前ですけれども、一体学校がいつから

フルスペックでやるのだろうというのはこの時点では全然分かっていません。ですから、補正予

算で４月、５月の賄い材料費を負担しますよと言っているのは、６月から一体何ぼやるのだと。

返してしまうと、単純に学校再開するときになったら給食費を逆に返したやつをもらわなければ

ならないという事態になります。現在のところは、６月１日からもうフルスペックでやりますの

で、最終的には180食程度は計算上は出せます。給食センターもどうしてもメンテナンスの期間が

必要になってきますので、その中２週間ぐらいはメンテナンスだとか、職員を休ませるという期

間を設けております。そういう関係もありまして、基本的には給食費の年額というのは195です。

今予定は180です。だから、180を超えるのかもしれないですけれども、現状では180程度給食を提

供できるのではないかということでございます。したがいまして、最終的に保護者の皆様には取

りあえずもうそのまま継続して払ってくださいと。私たちはまた再計算させてくださいと。その

計算が出ましたら、お返しする分がきっと出てくるのだろうとは思いますけれども、これ今歳入



 

 － 25 － 

ベースで話しているのですけれども、実は歳出とツーツーにならなければならないものですから、

今異常に野菜の値段が去年に比べて上がっています。入ってこないものもあります。ですから、

歳出を見ながら歳入の返し方、多くもらっていればそれは当然返さなければならないですけれど

も、基本的に給食費というのは歳入歳出をツーツーにしなければならないという原則があります

ので、それに基づいて最終的には保護者にご連絡させていただこうかなというふうに思っており

ます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 確認だけさせてください。４月、５月分は、８日間、14日間は食べている

よと、４月、５月分。それで、通常どおり負担をしていただいていると。ただ、今のセンター長

の答弁ですと、最終的に幾らか、195食と180ですから、その辺のことが出たときには精査するよ

と、精算するというのか、そういう考え方でよろしいですか。確認したいのですが、よろしいで

すか。 

〇議長(福嶋尚人君) 池田学校給食センター長。 

〇学校給食センター長(池田孝義君) そのとおりです。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 分かりました。 

以上で私の一般質問を終了いたします。ありがとうございました。 

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４７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。 

                                            

    ◎議案第３号から議案第８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第３、議案第３号 令和２年度新ひだか町一般会計補正予算(第３号)

から議案第８号 令和２年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第２号)までの６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３号から議案第８号についてご説明い

たします。なお、議案第７号及び議案第８号については、担当課長及び事務長からご説明いたし

ます。 

 初めに、今回の補正予算の概要でございますが、人事異動等に伴う人件費関係では令和２年度

当初予算における人件費について令和元年９月１日現在での現員現給を基本として予算計上させ

ていただきましたが、その後の給与改定や令和２年４月１日付の人事異動等の発令に伴いまして

整理を行っております。また、新型コロナウイルス感染症対策とした国の補正予算に伴い実施す

る事業や早急な対応が必要となっている施設修繕経費など、今回補正をしなければ支障を来す経

費につきましても併せて予算計上してございます。 
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各会計の補正予算の説明に入る前に、人件費等について総括的にご説明させていただきます。

正職員でございますが、職員数では退職28名、採用27名で、職員総数443名と１名減となってござ

いまして、人件費の補正総額では6,824万7,000円の減となってございます。人件費が6,824万

7,000円の減額となった要因でございますが、費目ごとでは給料で1,573万1,000円の減、職員手当

においては2,016万9,000円の減といずれも部長職など給料が高かった定年退職者と給料が低い新

規採用職員の入れ替わりの差額が大きな要因となっております。また、共済費につきましても共

済負担率の増があるものの、こちらも退職と新規採用の負担金の差が大きいことや追加費用負担

金率の減少が大きな要因となり、1,505万2,000円の減となっておりますし、負担金についても退

職手当負担金率が160パーミルから155パーミルへ５ポイント減少したことで1,729万5,000円の減

となってございます。 

次に、会計年度任用職員についてでございますが、職員数ではフルタイムでは２名の減、パー

トタイムでは８名の減となってございます。補正額の合計で1,368万3,000円の減額となった要因

でございますが、費目ごとではパートタイムの報酬で308万8,000円の減、フルタイムの給料で

231万6,000円の減、職員手当等ではフルタイム、パートタイム合わせて130万1,000円の減となっ

てございまして、いずれも職員数の減が大きな要因となっております。共済費では704万4,000円

の減額ですが、パートタイムで採用職員の勤務時間数の増加に伴い、社会保険料の増や労働災害

保険の加入対象となる施設における勤務者数の増などにより50万1,000円の増となるものの、フル

タイムにおいて人数の減のほか標準報酬月額の変更や70歳に達した医師の共済負担率が大きく減

少したことなどにより、754万5,000円の減となったことが大きな要因となってございます。 

なお、この後、各会計の補正予算についてご説明いたしますが、人件費の整理に基づく項目に

つきましては、ただいま総括でご説明させていただきましたので、省略させていただきます。ま

た、各会計の歳出事項別明細書の後ろに給与費明細書を添付しておりますが、こちらにつきまし

ても説明を省略いたしますので、後ほど御覧いただきたいと思います。 

 それでは、議案の説明に入ります。議案第３号は、令和２年度新ひだか町一般会計補正予算(第

３号)でございます。 

令和２年度新ひだか町の一般会計補正予算(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

6,233万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ171億9,267万1,000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 歳入歳出予算補正｣のとおりでございます。 

 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 継続費補正｣のとおりで

ございます。 

第３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３表 地方債補正｣の

とおりでございます。 

それでは、歳出の事項別明細書によりご説明しますので、一般10ページをお開きください。３、

歳出でございます。１款、１項、１目議会費では526万5,000円の追加でございますが、人件費の

ため説明は省略させていただきます。 

11ページに参りまして、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では405万9,000円の減
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額、12ページに参りまして４目財産管理費では37万3,000円の減額、11目地域振興費では１万

2,000円の減額、２項徴税費、１目税務総務費では622万1,000円の減額、13ページに参りまして２

目賦課徴収費では８万5,000円の減額、14ページにまたがりますが、３項、１目戸籍住民基本台帳

費では273万4,000円の減額、４項選挙費、１目選挙管理委員会費では106万9,000円の減額、15ペ

ージに参りまして、５項統計調査費、１目統計調査総務費では45万円の追加、２目統計調査費で

は248万9,000円の追加、16ページに参りまして５項、１目監査委員費では842万7,000円の減額で

ございますが、ここまでは人件費の補正でございますので、説明は省略させていただきます。 

17ページに参りまして、３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費では5,237万8,000円

の減額でございます。人件費の補正でございますので、説明は省略させていただきます。 

２目障がい者福祉費では266万9,000円を追加し、11億3,153万8,000円にしようとするものでご

ざいます。事業目４、障福祉サービス費給付事業では284万2,000円の追加でございます。こちら

は、新型コロナウイルス感染症対策事業として実施される障害者総合支援事業として実施する２

つの事業に係る経費の追加でございますが、１つ目は学校休業期間中に放課後等デイサービス利

用者利用料の単価において平日利用においても休日単価とするよう事業者支援でございまして、

この平時単価と休日単価の差額分を補助しようとするものでございます。２つ目は、感染防止の

ため放課後等児童デイサービスを欠席した利用者に対し、事業者が電話等による代替サービスを

提供した場合に利用者利用料を全額助成しようとする利用者支援でございます。当事業に対する

財源でございますが、北海道からの障害者総合支援事業費補助金と地方創生臨時交付金により全

額充当してございます。なお、こちらの地方創生臨時交付金につきましては、新型コロナウイル

ス感染症対策とした総額１兆円の地方創生臨時交付金のうち、国の補正予算に伴い実施する事業

に対し、その地方負担額に充当することとされた約3,000億円分で措置される交付金でございまし

て、この後の説明においても国の補正予算に伴い実施しようとする事業の地方負担に対し、充当

可能な範囲で同様に充当してございます。事業目12、障がい者福祉事務経費は、18ページにまた

がりますが、人件費のため説明は省略させていただきます。 

18ページに参りまして、４目生活館費では41万1,000円の追加、７目老人支援費では230万

8,000円の追加、19ページから20ページにまたがりますが、８目老人福祉施設費では18万2,000円

の追加、20ページに参りまして２項児童福祉費、１目児童福祉総務費では1,047万1,000円の減額、

21ページに参りまして３目児童福祉施設費では、22ページにまたがりますが、1,024万5,000円の

追加でございまして、人件費の補正でございますので、説明は省略させていただきます。 

23ページに参ります。４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費では104万円の追加、

２目予防費では１万2,000円の減額、24ページに参りまして３目環境衛生費では259万6,000円の減

額、４目保健活動施設費では３万9,000円の減額、25ページに参りまして５目保健活動費では

1,091万6,000円の減額をしようとするもので、いずれも人件費に係る補正でございます。説明は

省略させていただきます。 

２項清掃費、１目清掃総務費では200万円を追加し、５億7,579万5,000円にしようとするもので

ございます。26ページになりますが、事業目６、清掃事務経費では200万円の追加でございまして、

海岸漂着ごみ等の運搬処理に係る経費を計上してございます。こちらは、ボランティア活動で回

収、集積された海岸の漂着ごみを当該事業により処分場へ運搬、分別処理を行うことで海洋環境

の保全を図ろうとするものでございます。当事業に対する財源でございますが、北海道からの海
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岸漂着物等地域対策推進事業補助金を同額充当してございます。 

27ページに参ります。６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費では346万7,000円の

減額、２目農業総務費1,210万6,000円の減額、28ページに参ります。３目農業振興費では316万

2,000円の追加、４目農業施設費では42万4,000円の減額、29ページ参りまして７目和牛センター

運営費では245万8,000円の追加、30ページに参りまして２項林業費、１目林業総務費では88万

5,000円の追加、３項水産業費、１目水産業総務費では438万4,000円の減額でございまして、全て

人件費の補正でございます。説明は省略させていただきます。 

32ページに参りまして、７款、１項商工費、１目商工総務費では815万1,000円の追加、２目商

工振興費では175万7,000円の減額、33ページに参りまして４目観光施設費では13万4,000円の追加

でございます。いずれも人件費の補正でございます。説明は省略させていただきます。 

34ページに参りまして、８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費では366万2,000円の減

額、２項道路橋りょう費、１目道路橋りょう総務費では1,244万6,000円の減額、35ページの３項

河川費、２目河川改良費では76万1,000円の減額、３目排水機場管理費では９万4,000円の追加、

36ページに参りまして４項都市計画費、１目都市計画総務費では465万7,000円の追加、２目公園

費では４万3,000円の追加、37ページに参りまして５項住宅費、１目住宅管理費では855万5,000円

の減額でございまして、全て人件費の補正でございます。説明は省略させていただきます。 

38ページに参ります。９款、１項、１目消防費では336万6,000円を追加し、６億5,178万円にし

ようとするものでございます。事業目１、日高中部消防組合負担金で336万6,000円の追加でござ

います。消防署の救助工作車の老朽化に伴う車両更新に係る経費の構成町負担金でございます。 

２目災害対策費では337万8,000円を追加し、１億2,694万4,000円にしようとするものでござい

ます。事業目２、防災行政無線経費では102万6,000円の追加でございまして、防災行政無線デジ

タル化整備事業に係る経費を追加計上してございます。こちらは、当初予算において既に議決を

いただいている事業予算でございますが、労務単価の改定による単価の増額があったことから、

予算に不足が生じる見込みとなりましたので、追加補正しようとするものでございます。当事業

に対する財源でございますが、防災行政無線デジタル化整備事業債を100万円充当してございま

す。なお、当事業にあっては継続費の設定をしてございますので、併せて総額と年割額の変更も

ございます。事業目３、防災対策経費と事業目６、給与費は人件費のため説明を省略させていた

だきます。 

40ページに参ります。10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費では9,609万5,000円を追加

し、３億3,338万1,000円にしようとするものでございます。事業目４、教育指導経費、事業目10、

外国語教育指導経費から41ページの事業目12、給与費につきましては、人件費に係る補正でござ

いますので、説明は省略させていただきます。40ページ中段の事業目５、学校保健事業では、新

型コロナウイルス感染症対策とした国の補正予算に伴う事業でございまして、小中学校で使用す

る感染症対策物品の購入経費で、非接触型体温計や手指消毒液などの購入を予定してございます。

当事業に対する財源でございますが、国からの学校保健特別対策事業補助金と地方創生臨時交付

金で同額充当してございます。41ページに参ります。事業目13、ＧＩＧＡスクール構想推進事業

は、新規の事業目でございまして8,961万4,000円を計上してございます。当該事業は、こちらも

新型コロナウイルス感染症対策とした国の補正予算に伴う事業でございまして、児童生徒１人１

台の端末の環境を整備しようとするもので、タブレット1,668台等の購入のほか、タブレット購入
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後の各種設定や操作指導を行うＧＩＧＡスクールサポーターの派遣経費を計上してございます。

当事業に対する財源でございますが、国からの公立学校情報機器整備費補助金と地方創生臨時交

付金を補助対象経費に充当してございまして、補助対象外となる部分については普通交付税の単

位費用により措置されることとなってございまして、基本的には全額措置されることとなってご

ざいます。 

２項小学校費、１目学校管理費では716万4,000円の減額でございまして、人件費でございます。

説明は省略させていただきます。 

42ページに参りまして、３項中学校費、１目学校管理費では4,401万1,000円を追加し、１億

2,278万5,000円にしようとするものでございます。事業目１、中学校管理経費では5,110万円の追

加でございまして、静内中学校体育館棟屋根防水改修事業でございます。静内中学校の体育館の

陸屋根防水シートが大きく損傷し、体育館全体に雨漏りが発生し、応急的な措置はしているもの

の早急な対応が必要な状態にあることから、防水改修工事を実施しようとするものでございまし

て、実施面積は1,438平米を予定してございます。当事業に対する財源でございますが、静内中学

校体育館棟屋根防水改修事業債として同額充当してございます。なお、当地方債の発行に対し、

後年度の元利償還金の70％が普通交付税の公債費として措置されることとなってございます。そ

の下、事業目２、給与費は人件費でございますので、説明は省略させていただきます。 

43ページに参りまして、４項社会教育費、１目社会教育総務費では752万8,000円の追加、３目

文化財保護費では469万7,000円の追加、44ページに参りまして４目図書館費では829万4,000円の

追加、45ページで５項保健体育費、１目保健体育総務費では291万4,000円の減額でございまして、

いずれも人件費の補正でございますので、説明は省略させていただきます。 

２目体育施設費では144万3,000円を追加し、9,462万9,000円にしようとするものでございます。

事業目１、体育館管理経費では144万3,000円の追加でございますが、人件費のほか、次のページ

にまたがってございますが、備品購入費としまして大型扇風機の購入経費を計上してございます。

当購入経費につきましては、新型コロナウイルス感染症対策とした国の補正予算に伴う事業でご

ざいまして、静内体育館や三石スポーツセンター、武道館などで大小合わせて30台の大型扇風機

により強制的な換気を行うことで感染症対策を図るものでございます。当事業に対する財源でご

ざいますが、国からの学校施設環境改善交付金と地方創生臨時交付金により同額充当してござい

ます。 

46ページに参ります。３目乗馬施設費では335万円の追加でございまして、人件費の補正でござ

いますので、説明は省略させていただきます。 

47ページに参りまして、６項、１目学校給食費では56万5,000円を追加し、２億3,520万3,000円

にしようとするものでございます。事業目２、給食センター管理経費では46万8,000円の追加でご

ざいます。学校臨時休業に伴い、既に発注していた給食用のパンや麺などの食材に係る加工経費

の補償をしようとするものでございまして、こちらも新型コロナウイルス感染症対策とした国の

補正予算に伴う事業でございます。当事業に対する財源でございますが、国からの学校臨時休業

対策費補助金と地方創生臨時交付金により同額充当してございます。事業目４、給与費は、人件

費の補正のため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。 

次に、歳入の説明をいたしますので、一般７ページにお戻りください。２、歳入でございます。
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歳入につきましては、歳出の説明時に事業の充当財源としてご説明をいたしましたので、詳細な

説明は省略をさせていただきますので、後ほど御覧いただきたいと思います。 

なお、今回の収支調整につきましては、11款、１項、１目地方交付税で5,211万5,000円の減額

で行ってございます。 

以上で歳入の説明を終わります。 

次に、継続費と地方債の補正についてご説明いたしますので、一般４ページをお開きください。

｢第２表 継続費補正(変更)｣でございます。９款消防費、１項消防費、防災行政無線デジタル化

整備事業でございまして、変更理由は歳出でご説明したとおりでございますので、詳細な説明は

省略させていただきます。補正前の総額５億2,856万円に564万4,000円を追加し、補正後の総額を

５億3,420万4,000円にしようとするものでございまして、年割額を記載のとおりそれぞれ変更し

ようとするものでございます。 

次に、｢第３表 地方債補正(追加)｣でございます。静内中学校体育館棟屋根防水改修事業債、

限度額5,110万円を追加し、地方債の総額を13億5,180万円にしようとするものでございまして、

起債の方法、利率、償還の方法につきましては記載のとおりでございます。説明は省略させてい

ただきます。 

次は、｢第３表 地方債補正(変更)｣でございます。防災行政無線デジタル化整備事業債の補正

前限度額3,090万円に100万円を追加し、補正後限度額を3,190万円とし、地方債の総額を13億

5,280万円にしようとするものでございます。 

以上で一般会計の説明を終わります。 

次に、議案第４号についてご説明いたしますので、ピンクの間紙の次をお開きください。議案

第４号は、令和２年度新ひだか町簡易水道事業特別会計補正予算(第２号)でございます。 

令和２年度新ひだか町の簡易水道事業特別会計補正予算(第２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27万

1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億2,494万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 歳入歳出予算補正｣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、簡水６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、１目一般管理費では27万1,000円の減額でございます。

人件費の補正でございますので、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。 

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

回の補正予算は、２款使用料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料で収支調整を図ってござ

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５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

５号は、令和２年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算(第３号)でございます。 

令和２年度新ひだか町の下水道事業特別会計補正予算(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862万
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7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億7,300万6,000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 歳入歳出予算補正｣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６ページをお開きください。３、歳出

でございます。１款、１項下水道費、１目一般管理費では425万7,000円の追加、２目施設管理費

では２万4,000円の追加、７ページに参りまして３目下水道建設費では434万6,000円の追加でござ

いますが、いずれも人件費の補正でございますので、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。 

次に、歳入の説明をしますので、下水道５ページにお戻りください。２、歳入でございます。

今回の補正予算の財源でございますが、本会計の主となる収入であります２款使用料及び手数料、

１項使用料、１目下水道使用料で収支調整を図ってございます。 

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６号について説明をいたします。クリーム色の間紙の次をお開きください。議案

第６号は、令和２年度新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第２号)でございます。 

令和２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２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

1,686万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20億1,223万円にしようとする

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 歳入歳出予算補正｣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、介サ８ページをお開きください。３、歳出で

ございます。１款、１項、１目静寿園運営費では820万6,000円の減額、９ページに参りまして２

目蓬莱荘運営費では127万8,000円の追加、11ページに参りまして２款、１項、１目老人保健施設

費では1,677万4,000円の追加、13ページに参りまして３款、１項、２目三石居宅介護サービス事

業費では944万8,000円の追加、14ページに参りまして４款、１項、１目訪問介護サービス事業費

では10万3,000円の追加、15ページに参りまして５款、１項、１目通所介護サービス事業費では

253万3,000円の減額でございまして、いずれも人件費の補正でございます。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。 

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

す。今回の補正予算の財源でございますが、本会計の主となる収入であるサービス収入の介護給

付費等収入と自己負担金収入で収支調整を図ってございます。 

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。 

これで私からの議案説明を終わります。議案第７号及び第８号につきましては、それぞれ担当

課長、事務長から説明がございます。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〕 
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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７号 令和２年度新ひだか町水道

事業会計補正予算(第２号)についてご説明申し上げます。 

今回の補正につきましては、令和２年度４月１日付人事異動等に伴う職員人件費の整理を行う

ものでございます。 

第１条は、総則となりまして、令和元２年度新ひだか町水道事業会計の補正予算(第２号)は、

次に定めるところによる。 

 第２条は、収益的支出の補正となり、令和２年度新ひだか町水道事業会計予算第３条に定めた

収益的支出の予定額を次のとおり補正するものです。 

支出、第１款水道事業費用では179万5,000円減額し、４億1,838万3,000円にするもので、第１

項営業費用では179万5,000円減額し、３億8,271万4,000円にするものでございます。 

第３条は、資本的支出の補正になり、予算第４条本文括弧書きを改め、資本的支出の予算額を

次のとおり補正するものです。資本的収入が資本的支出額に対し不足する額２億353万5,000円は、

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,2161万2,000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１億4,092万3,000円で補填するものとする。 

支出、第１款資本的支出では８万6,000円追加し、３億9,410万6,000円にするもので、第１項建

設改良費では８万6,000円追加し、２億8,036万円にするものでございます。 

第４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

７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129万2,000円減額し、6,493万6,000円にするものでございます。 

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

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

の総括になります。これらにつきましては、お目通し願いまして、説明を省略させていただきた

いと思います。 

続いて、明細書で説明をいたします。水道３ページを御覧ください。収益的支出明細書になり

ます。第１款水道事業費用全体として179万5,000円減額し、４億1,838万3,000円にするものでご

ざいます。第１項営業費用では、２目配水及び給水費、３目総係費ですが、全節全てにおいて人

事異動等に伴う職員人件費の整理となりますので、説明を省略させていただきます。 

続いて、水道４ページを御覧ください。資本的支出明細書でございます。第１款資本的支出全

体として８万6,000円追加し、３億9,410万6,000円にするものでございます。第１項建設改良費で

は、１目配水施設改良費ですが、こちらも全節全てにおいて人事異動等に伴う職員人件費の整理

となりますので、説明を省略させていただきます。 

続いて、水道５ページから６ページは給与費明細書、水道７ページは令和２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８ページから９ページは令和２年度新ひだか町水道事

業予定貸借対照表となりますので、お目通し願いまして説明を省略させていただきたいと思いま

す。 

以上で議案第７号 令和２年度新ひだか町水道事業会計補正予算(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いたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 阿部三石国保病院事務長。 

〔三石国民健康保険病院事務長 阿部尚弘君登壇〕 
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〇三石国民健康保険病院事務長(阿部尚弘君) このたびの補正予算につきましては、町立静内病

院、三石国保病院の４月１日付の職員人事異動に伴う人件費の整理と新型コロナウイルス感染症

対策に係るものとして町立静内病院の資産として人工呼吸器１台と病室用の陰圧装置３台を購入

する予定でございまして、新型コロナウイルスなどの感染性疾患の可能性がある患者様を一時的

に受け入れることを想定とした機材の確保を行おうとするものでございますが、これらの経費に

つきましては全額道を経由して国のほうから交付される見込みでございます。 

それでは、予算内容の説明を申し上げます。第１条は総則でございまして、令和２年度新ひだ

か町病院事業会計の補正予算(第２号)は、次に定めるところによる。 

第２条は、収益的収入及び支出の補正でございまして、令和２年度新ひだか町病院事業会計第

３条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。 

収入につきましては、第１款病院事業収益は1,607万3,000円を減額し、18億8,502万2,000円に、

第１項静内医業収益は249万9,000円を追加し、９億5,505万円に、第５項三石医業収益は1,857万

2,000円を減額し、４億798万9,000円にしようとするものです。 

支出につきましては、第１款病院事業費用は1,607万3,000円を減額し、18億8,502万2,000円に、

第１項静内医業費用は249万9,000円を追加し、12億2,610万2,000円に、第４項三石医業費用は

1,857万2,000円を減額し、５億5,846万3,000円にしようとするものです。 

第３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ございまして、資本的収入が資本的支出額に対し

不足する額5,698万6,000円は、当年度分損益勘定留保資金5,698万6,000円で補填するものでござ

います。 

収入につきましては、第１款資本的収入は696万8,000円を追加し、１億7,218万9,000円に、第

１項静内補助金は696万8,000円を追加し、9,862万4,000円とし、次のページをおめくりいただき

まして、支出でございますが、第１款資本的支出は696万8,000円を追加し、２億2,917万5,000円

に、第１項静内建設改良費は696万8,000円を追加し、4,424万7,000円にしようとするものです。 

第４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。 

職員給与費についてですが、1,609万9,000円を減額して、11億62万5,000円にしようとするもの

です。 

続きまして、病院の２ページをお開きください。収益的収入及び支出明細書でございますが、

下段の支出から説明いたします。１款病院事業費用、１項静内医業費用、１目給与費は249万

9,000円の追加でございますが、人事異動に伴う整理でございますので、説明は省略させていただ

きます。 

続きまして、右の病院の３ページを御覧ください。４項の三石医業費用、１目給与費では1,859万

8,000円の減額でございますが、こちらも人事異動に伴う整理でございますので、説明は省略させ

ていただきます。 

次に、収入の説明をしますので、左の病院の２ページを御覧ください。上段の収入では、１款

病院事業収益、１項静内医業収益、１目入院収益は249万9,000円の追加とし、５項三石医業収益、

１目入院収益では1,114万4,000円の減額、２目外来収益では742万8,000円を減額いたしまして収

支の調整を図るものでございます。 
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続きまして、病院の４ページをお開きください。資本的収入及び支出明細書でございますが、

下段の支出から説明いたします。１款資本的支出、１項静内建設改良費、１目資産購入費では696万

8,000円の追加でございまして、さきに説明いたしました人工呼吸器等の購入費用でございます。 

上段の収入では、１款資本的収入、１項静内補助金、１目道補助金で696万8,000円の追加でご

ざいまして、さきの購入費用の財源ですが、全額補助対象の予定でございます。 

なお、病院の１ページは予算実施計画、５ページから６ページは給与費明細書、７ページは予

定キャッシュフロー計算書、８ページから９ページにつきまして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して、以上で議案第８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) これより一括質疑を行います。質疑ありませんか。 

 ４番、渡辺君。 

〇４番(渡辺保夫君) １点だけ、26ページの委託料で清掃事務経費、海岸のごみの関係の予算が

出ているのですけれども、海岸にボランティアが集めてくれたというのは総務課長の説明で分か

ったのですけれども、場所だとかボランティアが集めた回数だとか量がどれくらいあるのか、こ

こら辺もうちょっと詳しく説明をお願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 秋山生活環境課長。 

〇生活環境課長(秋山照幸君) お答えします。 

町内には５つの漁港があるということで、現在その漁港のうち３つの漁港に漂流ごみ等が集積

されている状況になっていると認識してございます。その量につきましては、具体的に写真撮っ

たものはあるのですが、重量を量ったわけではないので、分からないのですが、３か所に今はあ

るということです。 

この問題につきましては、昨年９月の畑端議員からのご質問もありましたが、環境省が所管す

る海岸漂流物処理推進法、これに基づいて北海道が定めた交付要綱に基づき行われると。町が事

業主体として、交付を受けて実施すると。その回収ですとか処理ですとか、そういったものに対

して使われるということで、定額で10割補助ということで、そういった事業となっておりまして、

来年の２月末までを一つのめどとして完了させたいという事業でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 今の質問の関連で確認したいのですが、ボランティアで集積しているので

すが、漁港３港で、これは漁民の方々が網にかかったものだとかそういう部分での集積ごみなの

ですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 秋山生活環境課長。 

〇生活環境課長(秋山照幸君) そのとおりでございまして、漁家の方が操業中、偶然にも網とか

に引っかかる流木ですとか、その他漁具ですとかも混在した、プラスチックごみも含めて、そこ

らのものが現在３つの漁港に積まれているというものでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 46ページの体育館で感染予防に大型扇風機を買うということですが、これ

については大型扇風機を30台買うということですが、全国のニュースが盛んにいろいろやられて

いますけれども、体育館等についても換気することが重要であって、中の空気を動かしたからと

いって感染防止にはならないということがあって、この扇風機の効果というものはどういうよう
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に見ているのかということがちょっと納得できないのですが、どんな効果を期待して買うわけで

すか。 

〇議長(福嶋尚人君) 大久保生涯学習課長。 

〇生涯学習課長(大久保信男君) ただいまのご質問でございますけれども、感染症予防の関係で

当初は国のこの１次補正の関係というのが発表されておりませんでして、換気については当課か

らは利用者に対して１時間置きに５分程度の換気を行ってくださいということでお願いをしてお

りました。その際には密閉された空間でして、窓だとかドアなどを開けて換気するようにという

ことでお願いをしていたところなのですが、今回この１次補正の中で学校施設環境改善交付金と

いうことでこれが設けられて、体育施設等の換気の対策として、通常換気扇等が整備されていな

い施設に対して、これを設置することで排気を強制的に行って、対策を強化するというものでご

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) 例えば地下室であったり、外気を入れることができないところについては

何の効果も扇風機はないと言われていますし、一般的に言われていることの換気というのは１時

間に５分程度例えば窓を開けたり、入り口を開けたりながら、２回もやれば大体の効果が期待で

きると言われていますけれども、扇風機で換気もできないところの空気を動かして感染予防にな

りますか。どんな効果があるのですか、これで。そういう資料もあってこの扇風機にしたのです

か。私は、ちょっとそれが理由が分からないのですけれども。 

〇議長(福嶋尚人君) 坂総務部長。 

〇総務部長(坂 将樹君) 今回大型扇風機を導入しようというのは、室内の中を動かすというこ

とでなくて、窓とか戸を開けて、外に空気を出すことによって中の空気を循環させるということ

で、この大型扇風機を体育施設に導入するというものでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) ということは、詳しい場所のことは分からないのですけれども、窓なり開

いているところがあって、それを出すということで理解していいのですね。あくまでも部屋の中

というか、そこを回すのではなくて。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 41ページのＧＩＧＡスクールの事業のことなのですけれども、１人１台タ

ブレット、当然家でも使うと思うのですけれども、子どものいる家庭のインターネットの接続率

を調べていたら教えてほしいのと、これってスマホのように使えるのか、それとも例えばインタ

ーネットの接続費だとか使用料だとか各家庭に負担が生じるのか。インターネット環境のある、

なしの違いというか、その辺のところをお聞きいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 太田管理課主幹。 

〇管理課主幹(太田康紀君) 各家庭のインターネットの接続率というか、ＩＣＴを活用した学習

環境ができない家庭につきましては、５月１日現在で調査を行っておりまして、町内の全児童生

徒数のうちの31.1％が現時点では困難であるというような回答を得てございます。これに対しま

して今回の中では備品購入費の中でＬＴＥ通信を用いたモバイルルーターの購入を予定してござ

いまして、こちらをそういった家庭のほうに貸出しをすることで家庭でのインターネット環境と

いうのを確保しようというふうに考えてございます。 
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また、接続の利用料につきましては、基本的にはご家庭で負担をしていただくということを考

えておりますけれども、生活保護費ですとか就学援助費等の内容に応じて、その通信費の実費負

担については追加給付されるというふうな通知もございますので、その中で対応してまいりたい

というふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 五、六年たったら古いタブレットって使えなくなって、買い換えなければ

いけないのですけれども、そのときの負担というか、お金は家庭が出すのか、町が出すのか、そ

れを１つお聞きしたいのと、もう一つは学校とか学級で一斉に子どもたちが端末をオンして使っ

たときに、元締めというか、サーバーが容量不足でパンクして配信が消えてしまうということが

あるのですけれども、新ひだか町のそういうサーバーというのか、小中学生がみんな使っても大

丈夫な容量のサーバーなのか、その辺をお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 太田管理課主幹。 

〇管理課主幹(太田康紀君) ５年後、６年後の端末の買換えにつきましては、まだ文部科学省の

ほうでも明確な答弁というような方向性はございませんし、今回のものについては少なくても６

年以上は使えるというような形で考えておりますので、また近くなりましたら検討してまいりた

いというふうに考えてございます。 

また、一斉に使用した場合でございますけれども、今回そもそも国のほうが自前のサーバーで

はなくて、インターネット上のクラウド環境を利用したものということを想定してございます。

このようなことから、児童生徒が一斉につないだとしてもクラウド環境上のものにつながるだけ

でございますので、サーバー負荷によるダウンということでは考えてございません。 

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) 私も41ページのＧＩＧＡスクール構想のことで質問したいと思いますが、

これについては３月定例会で通信ネットワーク整備工事、これを予算見まして、これは繰越明許

になっています。そのときの説明で５年かけてタブレット等を購入すると。ですから、これは２

年から５年まででしたか、５年までの計画を全部前倒しして２年度で全部実施するのだというふ

うに理解しております。そこで、この備品購入のもうちょっと具体的な内容について説明をいた

だければと思います。要するに個数ですとか、それから本当にこれタブレットだけなのかどうか、

先ほどの谷議員の質問ではルーターとか何とかも言っていましたから、その辺のもうちょっと詳

しい概要を説明していただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 太田管理課主幹。 

〇管理課主幹(太田康紀君) ご指摘のように今回のＧＩＧＡスクール構想につきましては、令和

元年度から令和５年度までの中で整備をする予定でございました。しかし、今回の新型コロナウ

イルス感染症対策等によりまして、児童生徒の学びを保障するために前倒しで１年間で整備する

というものでございます。 

まず、年度の端末の整備の予定でございますけれども、当初令和２年度に行う予定でおりまし

たのは、小学５年、６年、中学１年と特別支援学級の在籍児童でございまして、こちらについて

は597台を予定してございます。その次に当初令和３年度で予定をしておりました中学２年から３

年生につきましては今回349台、同様に当初令和４年度で予定しました小学３、４年生については
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344台、当初令和５年度で予定していました小学１、２年生については378台の合計1,668台を今後

は予定してございます。 

また、備品の購入費の中に１人１台端末のほかに先ほど申し上げたＬＴＥ通信によるモバイル

ルーター端末については186台を今予定してございまして、このほか学校から遠隔学習によるオン

ライン授業を可能とするため必要なウェブカメラを学級数である80学級分購入することを想定し

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) 一般の４ページに｢第２表 継続費｣の補正というのがあります。それで、

お聞きをしたいのは、先ほど総額が564万4,000円上がったという話でした。38ページの(２)の防

災行政無線経費で102万6,000円上がったと。令和２年分は分かりました、その説明で。令和３年

度分の上がった額461万8,000円になるのでしょうか、これの説明がなかったかと思うのですから、

令和３年度の分の上がった分の説明がなかったかと思うものですから、そこを説明していただけ

ればと思うのですが。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 申し訳ございませんでした。令和３年分につきましては、先ほど議員

がおっしゃったとおり、差額の分が令和３年度で増えるというふうになってございまして、増え

る原因は、先ほどご説明したとおり、労務単価、こちらのほうの内訳で増える単価が多いという

もので単価が増えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) １点ですが、前段に谷議員、木内議員が質問しましたページにしますと41ペ

ージの13のＧＩＧＡスクールの関係ですけれども、この件につきまして整備は今年度、令和２年

度で整備されるということなのですが、いわゆる運用に当たっての心配なのですが、文科省では

学びの保障でＩＣＴ活用のオンラインの学習の確立ということで、非常に手当てをする予算化を

各市町村に使えるのであれば使いなさいというような国の予算方針になっておりますけれども、

私は実際に運用しているか学校等のほうに聞いている段階では、中学生の生徒、あるいは小学校

の高学年、低学年、この子どもたちの習熟度の差によってはいろいろ学ぶ上での心配というので

すか、非常にあるのです。それで、このタブレットを使って各家庭で勉強するために準備は私が

聞く実績のある学校では非常に学校で授業する以上に時間とか手間が先生方にかかって、学校で

の教職員の仕事の支援が必要だというふうに、運用に当たってです。ですから、このあたりの必

要性があるというふうに実態ではあるのは間違いないのですけれども、このことなのですが、今

後この整備された段階で多分対応していただけるものと思いますけれども、必要な職員を補充し

て、より以上に子どもたちが速やかに学べる体制で運用していくのかどうか、その件についてお

聞きしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) お答えいたしますけれども、補正予算に関する質問でお願いいたします。

運用とかということは別ですから。 

太田管理課主幹。 

〇管理課主幹(太田康紀君) ご指摘のご心配もあるかと思いますけれども、今回のＧＩＧＡスク

ール構想の実現の中身でございまして、国のほうでもＧＩＧＡスクールサポーターの配置という

補助のメニューがございます。これについては、急速な学校ＩＣＴ化に伴う支援を行う者の配置
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経費ということでございまして、今回こちらのほう当町においても役務費の中で858万円計上して

ございますけれども、この中には利用自体のクラウド環境を構築するものとＧＩＧＡスクールサ

ポーターという専門のＩＣＴ事業者による例えば職員の研修会ですとか運用方法の説明会、利用

手順等々をきちんと対応するというような経費を見込んで今回補正に計上してございますので、

ご理解のほどお願いいたします。 

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) 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号から議案第８号まで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 令和２年度新ひだか町一般会計補正予算(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３号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４号 令和２年度新ひだか町簡易水道事業特別会計補正予算(第２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４号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５号 令和２年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算(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２年度新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第２号)を採決

いたします。 

 お諮りします。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２年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第２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２年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第２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８号は、原案のとおり可決されました。 

 ここで暫時休憩いたします。10分程度休憩いたします。 

休憩  午後 ２時０３分 

                                            

再開  午後 ２時１６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９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第４、議案第９号 新ひだか町立特別養護老人ホーム条例及び新ひだ

か町ケアハウス条例の一部を改正する条例制定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。 

及川医療介護対策室長。 

〔医療・介護対策室長 及川啓明君登壇〕 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) ただいま上程されました議案第９号についてご説明いたし

ます。 

議案第９号は、新ひだか町立特別養護老人ホーム条例及び新ひだか町ケアハウス条例の一部を

改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町立特別養護老人ホーム条例及び新ひだか

町ケアハウス条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものであります。 

１枚おめくりください。新ひだか町立特別養護老人ホーム条例及び新ひだか町ケアハウス条例

の一部を改正する条例でございます。 

今回の改正でございますが、さきにご説明させていただいております新ひだか町介護サービス

事業経営改善基本方針及び実行計画書に基づき、本町が運営する介護サービス事業を今後も安定

的、持続的に提供するための方法の一つとして、指定管理者制度による管理運営を行うことがで

きるよう改正を行うものでございまして、関係条例を２条立てとし、指定管理者により管理運営

が可能となるようにするための条文の追加、また文言整理をしようとするものでございます。 

初めに、第１条関係でございますが、第６条の見出し中、許可を制限に改める文言の整理をす

るものでございます。 

第10条から次のページにわたりまして14条までは、指定管理者制度導入のための条文の追加で

ございます。第10条は、指定管理者による管理でございまして、施設の管理運営を指定管理者に

行わせることができるようにしようとするものでございます。 

第11条は、指定管理者が行う業務でございまして、第１号は特別養護老人ホームにおいて実施

されている事業の運営に関すること、第２号は施設の維持管理に関することなど、第11条では指

定管理者が行う業務を規定してございます。 

第12条は、指定管理者が行う管理の基準でございまして、新ひだか町公の施設に係る指定管理

者の指定手続等に関する条例第７条に基づく協定事項及び関係法令を遵守し、管理を行わなけれ

ばならないこととしております。 
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第13条は、利用料金でございまして、利用者は介護サービス条例及び介護高齢者等サービス条

例に規定する利用者負担に代えて利用料金を指定管理者に納入するとともに、利用料金を指定管

理者の収入として収受させることができるものとしております。 

１枚おめくりいただきまして、２ページになりますが、第３項では利用料金の額については、

介護サービス条例及び介護高齢者等サービス条例の規定する利用者負担の額の例により、あらか

じめ町長の承認を得て指定管理者が定めるものとしております。 

第14条は、原状回復の義務及び賠償でございまして、指定期間の満了、指定の取消し、業務の

全部、または一部停止を命ぜられたときにおいて指定管理者は施設及び設備を原状回復する義務

を持つとしております。 

次に、第２条関係、新ひだか町ケアハウス条例の一部改正についてでございますが、新ひだか

町ケアハウスは、特別養護老人蓬莱荘に併設されております施設となっており、今回実行計画中

で特別養護老人ホーム等と併せまして一体的な指定管理による管理運営を行う施設と位置づけさ

せていただいておりますことから、新ひだか町ケアハウスにつきましても指定管理者制度導入の

ための条文の追加を行うものでございまして、第１条関係と同様に第11条では指定管理者による

管理、第12条では指定管理者が行う業務、右側３ページに参りまして第13条は指定管理者が行う

管理の基準、14条は利用料金、第15条は原状回復の義務及び賠償の条文を追加し、指定管理者に

よる管理運営が行うことができるよう改正するものであります。 

第２条関係の内容につきましては、先ほどご説明いたしました第１条関係と同様の改正内容と

なってございますので、説明は省略させていただきます。 

最後に、附則でございますが、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 

１枚おめくりいただきまして、４ページから６ページまでは参考資料といたしまして新旧対照

表を添付してございますので、後ほどお見通しいただければと思います。 

以上で議案第９号の説明を終わります。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) 町のほうでは、指定管理にすることでより介護サービスを向上させると説

明しているのですけれども、指定管理になったら結局給料が下がるわけで、それで介護サービス

が向上するとする根拠というのは何なのかお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) サービスの向上という部分でいきますと、利用者様目線と

いう部分と働いていただいている職員の処遇という部分と２つに分けることができるのかなとい

うふうに思います。何度もこれまでもご説明させていただいていますとおり、介護事業全般で申

しますと特別養護老人ホームも含めて民間事業者が過不足なく、むしろ高いサービスで今現在入

所者さん、利用者さんにサービスを提供していただいているというのが全国的な状況だというふ

うに考えています。そこに当町も来年度４月からを目途として、民間事業者による指定管理で事

業のほうを進めさせていただくと。その中で、これから各選定事業者の提案を受けるわけですけ

れども、民間の方が今現在行っている、また培っている質の高いサービスの部分を提案いただい

て、その事業を今後展開していただくというのが今回の指定管理者事業を民間に移管するという

プロセスだというふうに考えております。ですので、そこの部分は現状民間の事業者さんが質の
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高いサービスを行っているというところをもってご答弁というか、ご回答という形になると思う

のですが、そのような形で進めさせていただきたいというふうに思っています。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) もう一つお聞きします。今コロナの影響で、本当に介護事業所というのが

大変な事態になっています。国のほうも今回職員に対して慰労金を支給して、支援をするという

ことを打ち出しています。今は、町としても介護施設を支援していくということのほうが先では

ないかと思いますが、どうですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) こちらも全員協議会等でるるご説明させていただいている

内容と重複しますが、改めてご説明させていただきますが、今コロナで介護の現場は非常に神経

をすり減らして、利用者様の安全のために介護職員が業務に当たっていただいているという部分

に関しては、当室も認識もしているところです。 

ただ、いわゆる経営改善という部分、今まで時計の針というか、時間を止めていた部分を今動

かしていこうということで基本方針を示させていただいて、また実行計画を示させていただいて

いるというふうに当室では思っております。その中で、事業者選定、そしてこの業務、うちが今

想定している業務を行っていただける事業者があるのかどうなのかというところからスタートし

なければいけないというふうに思っていますので、今回はまさにその指定管理を行うための指定

管理を行っていいかというところのスタートラインに立たせていただくというところのご提案と

いうふうに考えておりますので、まずは事務作業的な部分も含めて事業者選定というところは行

えるような形にさせていただいて、万が一、この後コロナの状況がどのようになっていくかとい

うのはなかなか予測できない部分ですけれども、例えばコロナの影響で手を挙げていただける事

業者がなかったですとか、手を挙げていただいたのですが、実際に何らかのコロナの影響で来年

４月から事業自体ができないというリスクも、これも以前からお話しさせていただいたとおりあ

るというふうには思っています。そこは状況、状況でこちらのほうで判断をさせていただいて、

また議会のほうにもご説明をさせていただきながら、そういうようなことがあった場合は進めさ

せていただくしかないのかなというふうにも思っていますので、まずもって事業者選定を行わせ

ていただくと、この事業を前に進めさせていただくというところでご理解いただけたらというふ

うに思っています。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 私は、14条の２のところで、多分そういうことはないことを願っています

けれども、民間事業者も同じ制度の中で大変な状況でやっている環境は分かっていますので、こ

の２の中で町が代わってこれを執行し、その費用は指定管理者が負担するといいますけれども、

倒産したり、支払う能力がなくなってしまったときの担保というのは、どんな形で考えているの

でしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) 事業者がこの後選定されて、その選定された後というのは

協定書でるる条件を今後決定していくことになります。その中で、例えば５年満了できなかった

場合ですとか、それこそ５年、指定管理期間は５年を今想定しておりますけれども、何らかの理

由で撤退しなければならなかった場合という、そういった場合の条件面というのも協定書の中で
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盛り込むケースもございます。そのような形で、そういうことがあった場合縛りをつけるような

部分については、協定書の中で盛り込ませていただくということで考えてございます。 

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) 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９号に対して討論の通告がありますので、討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

10番、谷君。 

〔10番 谷 園子君登壇〕 

〇10番(谷 園子君) 私は、議案第９号 新ひだか町立特別養護老人ホーム条例及び新ひだか町

ケアハウス条例の一部を改正する条例制定について反対討論をいたします。 

今回町は、介護サービス事業のさらなる向上を図るとして、経営改善実行計画に着手していま

す。この経営改善実行計画とは、特別養護老人ホームの静寿園等を町の直営から指定管理者制度

を使い、民間等の事業所へ移行するというものです。その計画を進める第一歩としての条例の一

部改正が行われます。公的責任が後退していくことにつながるものです。 

次に、具体的な反対の理由を述べます。１つは、医療、福祉、介護部門は指定管理者制度にな

じまないという点です。私は、機械的に指定管理者制度に反対するわけではありません。しかし、

介護、福祉部門を指定管理者制度にしていくことは、町の責任が後退し、そこで働く職員や利用

者とその家族に不安を与える介護、福祉にしていくことにつながりかねません。今介護サービス

特別会計が大赤字だという理由で当町が指定管理者制度を導入しようとしていますが、町が考え

ているような介護サービスが向上して、赤字が改善されるでしょうか。もしも条例が可決され、

医療、福祉、介護部分が指定管理者制度に移行したときのことを想像してください。町の指定管

理者となったその業者は、当然利益を出さなければなりません。町の直営と同じ内容の介護サー

ビスを提供して同じ人件費で運営していたら、町の介護サービス特別会計が大赤字という轍を踏

むことになります。では、どう利益を確保するのか。その原資は、介護サービスの低下化、人件

費の削減、高額な指定管理料の要求ではないのでしょうか。命と健康を守る医療、福祉、介護部

門の分野を民間に委託して、利用者や家族にとって必要なサービスを十分提供できる保障は今あ

りません。 

２つ目は、指定管理者制度の問題点です。指定管理者の指定取消し、業務停止、期間満了取り

やめの多さです。平成27年から30年にかけて全指定管理者７万6,268施設のうち、指定の取消し事

例は全国で2,657件、そのほとんどが市町村の施設です。また、不正や撤退、業務不履行、休止や

廃止等の理由による指定取消しは593事例にも及びます。自治体が選定委員会を設け審査し、議会

の議決を得て指定したものが公的制度として本格的に実施して以来、12年間で約１万件が取消し

などになっています。これで安定的、継続的な公共サービスが図れるのか疑問です。医療、福祉、

介護部門の撤退、再編、統合につながりかねない可能性を払拭できません。 

最後の理由は、コロナ直撃の下で札幌や千歳市の介護施設で相次いでクラスターが発生しまし

た。今福祉、介護現場は、感染リスクにおびえながら懸命に仕事をこなしています。多くの介護

施設同様当町でも休むことも辞めることもせず、職員は使命感で働いています。全国で介護崩壊
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も起きかねない状況の下で、やっと国のほうも２次補正予算に介護職員への慰労金を盛り込みま

した。このように今介護の現場においてしなければならないことは、現場を支え、支援すること

です。必要なのは人材確保、そして国や道に財政支援こそ要求し、町単独としても介護施設への

経済的援助を行い、処遇改善こそ今やるべきことです。今指定管理者制度を導入していくことは、

そこから逆行してしまいます。現場の労働者は、給料が３年後には下がる、いつまで雇ってもら

えるか雇用も不安定な中に身を置いています。こんな不安を抱えていると、十分な介護サービス

を提供できないのではないでしょう。コロナ禍で今全国で雇い止め、派遣切りが横行する中で、

行政がその方向に拍車をかけていくべきではありません。雇用を安定させ、長期間安心して働け

る環境でこそ安定した介護サービスの維持につながります。 

以上の理由をもちまして老人ホーム及びケアハウス条例の一部を改正する条例制定に反対いた

します。議員の皆さんのご賛同を求めます。 

〇議長(福嶋尚人君) 次に、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９号 新ひだか町特別養護老人ホーム条例及び新ひだか町ケ

アハウス条例の一部を改正する条例制定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。 

このたび町から提案があった条例改正につきましては、介護サービス事業の経営改善の手法の

一つとして指定管理者制度を選択可能とするものであります。昨年町から今後も安定的、継続的

に介護サービス事業を提供するため、民間活力の導入を主体とした運営管理方式への移行やまき

ばの廃止などを盛り込んだ経営改善を目指すとした基本方針が示され、町議会にも示され、町議

会といたしましては町民に及ぶ影響を鑑み、調査特別委員会を設置し、調査、議論を重ねた上、

本年３月には町に対し委員会調査報告を提出したところであります。この議会に設置されており

ました特別委員会で提出した調査報告書には、指定管理者制度の検討と並行して介護サービスの

質を落とすことなく、実効性のある経営改善に早急に着手するよう努められることとし、さらに

は具体詳細な検討を求め、実行計画では何をいつまでにどのように実行、実施していくかを明確

に示す内容とするとともに、その進捗管理についても町民への十分な説明責任を果たすよう求め

た内容となっております。さらには、本年５月に町から示された経営改善実行計画書は、各施設

の改善方法や実施期間、また現在利用されている方々並びに在籍する職員の処遇などについては、

安定的な事業の推進やさらなる介護サービス事業の向上に向けた具体的な取組が記された内容と

なっております。 

先ほど谷議員から赤字の改善がされるのでしょうかというお話がありました。赤字がこれほど

多くなってきているからこそ、このような改善策が出てきていると思っております。ですから、

されないと決めつけておられましたけれども、赤字がなくならないかもしれませんが、赤字を少

しでも減らす有効な方策だと私は思っております。また、コロナの影響で大変な思いをしている

のだと、支援をしていくべきだというお話もありました。コロナの影響で大変な思いをしている

のは、公的な特別養護老人ホームだけではありません。町内にはもちろん民間も含めて様々な介

護事業所があります。コロナの影響は、ひとしく皆同じく大変な思いをしているわけです。なの

に、公的だからといってそこだけに町が支援すべきだというご意見には私は理解はできません。
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町が支援すべきは広く町内介護事業者、民間も含めて支援をするものを進めていくべきだと、こ

のように考えております。 

将来にわたり安定的でよい介護サービスが提供されることを期待して、提案されました議案第

９号につきましては原案に対する賛成の意見とさせていただきます。各議員にご賛同をいただけ

ますようによろしくお願いをいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 以上で討論を終結いたします。 

 これから議案第９号 新ひだか町立特別養護老人ホーム条例及び新ひだか町ケアハウス条例の

一部を改正する条例制定についてを採決いたします。 

 この採決は起立によって行います。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔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９号は、原案のとおり可決されました。 

説明員の入替えがありますので、暫時休憩いたします。そのままお待ちください。 

休憩  午後 ２時４２分 

                                            

再開  午後 ２時４３分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 

〔何事か言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 静かにしてください。 

                                            

    ◎議案第１０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第５、議案第10号 新ひだか町第２次総合計画の変更についてを議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 柴田企画課長。 

〔企画課長 柴田 隆君登壇〕 

〇企画課長(柴田 隆君) ただいま上程されました議案第10号についてご説明申し上げます。 

 議案第10号は、新ひだか町第２次総合計画の変更についてでございまして、新ひだか町におけ

る総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の一部を次のとおり変更することについ

て、議会の議決に付すべき事件を定める条例第２条の規定により議会の議決を求めるものでござ

います。 

今回変更しようとするのは、第２次総合計画の基本構想のうち、第３節、第２のまちづくりの

主要指標に関する部分でございまして、この部分を別紙のとおり変更しようとするものでござい

ます。 

恐れ入ります。１枚おめくりください。第３節、まちづくりの目標の第２、まちづくりの主要

目標の変更でございまして、本計画が満了する2027年度におきます総人口、合計特殊出生率、生

産年齢人口比率の目標値を変更し、参考資料として関連するグラフや表を記載するものでござい

ます。 
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詳しい変更内容は資料でご説明しますので、恐れ入りますが、２枚おめくりいただきまして、

参考資料の計画変更説明要旨を御覧ください。まず、１点目の変更の理由でございますが、新ひ

だか町における人口の動向や将来展望などをまとめた新ひだか町人口ビジョンが令和元年度に改

定されたことを受けまして、総合計画で掲げた人口等の目標値も当該ビジョンの改定内容を踏ま

えて変更するものでございます。 

２点目の変更する内容でございますけれども、上段に変更前、下段に変更後の内容を表で記載

しておりますが、総合計画策定の際に目標項目として掲げた総人口、合計特殊出生率、生産年齢

人口比率の全てを修正するものでございます。具体的にはアンダーラインの部分になりますが、

まずは令和への元号変更に伴います表頭の文言修正を行った上で、総合計画最終年度、2027年の

目標値を変更してございます。具体的に総人口につきましては、2027年目標値を２万2,086人から

１万9,000人に、合計特殊出生率につきましては1.62から1.60から以上に、生産年齢人口比率につ

きましては50％から50％以上に変更しようとするものでございまして、いずれも人口ビジョンの

改定内容と連動した見直しになってございます。 

次に、３点目の新ひだか町人口ビジョン改訂版における将来展望でございますが、人口減少対

策に対する基本的なスタンスとしましては、今後も人口減少が進むことを認めつつ、その速度を

いかに遅くするかという視点で取り組むこととしておりまして、そのための施策の立案や事業効

果の検証等を効果的に行うために幾つかの数値目標を設定しているところでございます。 

恐れ入ります。資料の裏面を御覧ください。ここに人口ビジョンで設定しました新ひだか町の

目標値としまして①から③の３点を記載しておりますが、その前に下段のほうに表でまとめてお

ります人口推計について少し触れさせていただきます。人口ビジョンの基礎となる国立社会保

障・人口問題研究所、略して社人研の平成30年度公表データでは、この表の中段になりますが、

当町の総人口が今後二、三年のうちに２万人を割り、2040年には１万2,000人台にまで落ち込むと

推計されております。この点につきまして当町が初めて人口ビジョンを策定した平成27年度当時

どうだったかと振り返ってみますと、当時の社人研は新ひだか町における2040年の人口を１万

6,000人台ということで推計していたところでございまして、国立の専門機関による推計でさえ僅

か５年足らずで4,000人ものマイナス修正が生じる事態になっているものでございます。このよう

な状況を踏まえまして、表の上段と下段の関係になりますが、新ひだか町人口ビジョンによりま

す2040年の人口推計を２万94人から1万101人に大きくマイナス修正したところでございまして、

この内容から総合計画の満了時である2027年を展望した結果、先ほど申し上げた変更内容になっ

たものでございます。 

話を戻しまして、人口ビジョンで設定した新ひだか町の目標値①から③ですが、人口減少の大

きな要素となる自然減と社会減を緩和して、最終目標に掲げた総人口にしていこうとするもので

ございます。まず、①の自然減の緩和でございますが、自然減は出生数より死亡数の多い状況で

ございますが、近年未婚、晩婚化などが進み、合計特殊出生率が低下していることが大きな要因

になっていると考えられます。そのため合計特殊出生率の向上を目指して施策を展開していくと

いうことになりますが、国が展望しているような右肩上がりの上昇は考えにくいことから、国に

おきます2020年の展望値から下げないということを目標に、2040年の合計特殊出生率を1.60以上

とすることを目標値としたものでございます。 

次に、②の社会減の緩和でございますが、社会減は転入よりも転出が多い状況でございまして、
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多いものとしましては進学などにより高校卒業と同時に町外に転出した若者がそのまま町外で就

職して、戻ってこない状況がずっと続いているというのが大きな要因でございます。そのため全

般的な話になりますが、転出数を減らし、転入数を増やすための施策を様々な視点から展開して

いくということになりますが、具体的な指標として社人研による推計が年平均200人の社会減が出

るという見込みであるに対しまして、当町では政策誘導によりましてこれを半分の100人に抑える

ことを目標としているところでございます。 

最後に、③でございますが、①、②の目標値を達成していくことによりまして、2040年の総人

口を１万5,000人を確保していくということを目標値としているところでございます。 

恐れ入りますが、３枚お戻りいただきまして議案の１枚目、変更年月日を御覧ください。本議

案による計画の変更年月日は、令和２年７月１日とするものでございます。 

以上で議案第10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) 今回の変更につきまして私は妥当でないかなというふうに考えておりま

す。それで、この第２次の総合計画を策定の際に議会としても特別委員会を設置して、この人口

については、現実を考えるとかなり多過ぎないかという意見もたしか議会として述べているとい

うことからすると、早めに現状を見据えた人口になってきているということ、これは私は理解し

ます。そこで、今回人口を見直したということになると各個別計画も総合計画ですとか町の人口

ビジョンの人口を参考に計画を立てているということからすると、今後その計画も変更あり得る

としていくのだというふうに思うのですけれども、その辺の見解を聞かせてください。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) お答えします。 

ただいまのご質問でございますが、議員おっしゃるとおり、今回目標としている人口なりの数

値が変わりましたので、当然施策展開につきましてももう一度見直しをかけていかなければなら

ないと考えてございます。この２次総合計画、当初から申し上げておりますが、10か年計画を３

つに分割しておりまして、前期、中期、後期ということで４、３、３と年数でいうと分けており

まして、来年がちょうど前期の最終年になります。町民で組織する総合計画審議会に諮りながら、

現状のこの基本構想の下にある基本計画が現状のままでいいのかという点検をしながら見直しを

かけてまいりたいと考えてございます。 

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) 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終了いたします。 

 議案第10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10号 新ひだか町第２次総合計画の変更についてを採決いたします。 

 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。 
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        ◎議案第１１号及び議案第１２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第６、議案第11号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定につ

いて及び議案第12号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更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。 

 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11号及び議案第12号についてご説明を

いたします。 

議案第11号は、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定についてでございまして、辺地に

係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第１項の規定に基づ

き、別紙のとおり公共的施設の総合整備計画を策定することについて議会の議決を求めるもので

ございます。 

今回の計画の策定につきましては、延出辺地、豊畑辺地の２つの辺地でございますが、これま

での計画が令和元年度までとなっていたため、令和２年度から令和６年度までの新たな計画を策

定しようとするものでございます。この総合整備計画に基づいて実施する公共的施設の整備事業

は、その財源として辺地対策事業債の充当が可能となりますが、この辺地対策事業債の元利償還

金の80％は地方交付税の額の算定に用いられる基準財政需要額に算入されるものであり、ほかの

地方債と比較し、有利な財源措置がなされるものでございます。 

それでは、内容についてご説明いたしますので、１枚おめくりください。総合整備計画書、延

出辺地でございます。１の辺地の概況でございますが、辺地を構成する町村、または字の名称は、

日高郡新ひだか町三石富澤、三石福畑、三石蓬栄、三石豊岡、三石西端、地域の中心の位置は日

高郡新ひだか町三石富澤１番地の４、辺地度点数は213点でございます。 

２の公共的施設の整備を必要とする事情につきましては、記載のとおりでございます。お目通

しをいただき、説明は省略させていただきます。 

３の公共的施設の整備計画でございますが、令和２年度から令和６年度までの５年間となって

ございます。道路(西端３号線ほか５路線)で、事業主体は新ひだか町、事業費は7,000万円で、財

源内訳は一般財源7,000万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額は7,000万円。飲用水供給

施設で、事業主体は新ひだか町、事業費は１億1,800万円で、財源内訳は特定財源5,900万円、一

般財源5,900万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額は5,900万円。合計で事業費は１億

8,800万円、財源内訳は特定財源5,900万円、一般財源１億2,900万円、一般財源のうち辺地対策事

業債の予定額は１億2,900万円でございます。 

２ページをお開きください。総合整備計画書、豊畑辺地でございます。１の辺地の概況でござ

いますが、辺地を構成する町村、または字の名称は、日高郡新ひだか町静内豊畑、地域の中心の

位置は日高郡新ひだか町静内豊畑86番地の５、辺地度点数は110点でございます。 

２の公共的施設の整備を必要とする事情につきましては、記載のとおりでございます。お目通

しをいただき、説明は省略させていただきます。 

３の公共的施設の整備計画でございますが、令和２年度から令和６年度までの５年間となって
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ございます。道路(豊畑６号線ほか５路線)で、事業主体は新ひだか町、事業費は１億5,500万円、

財源内訳は一般財源１億5,500万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額は１億5,500万円。

経営近代化施設(豊畑地区農業用用排水路整備事業)、事業主体は北海道、事業費は7,810万

5,000円、財源内訳は一般財源7,810万5,000円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額は7,800万

円となってございます。合計で事業費は２億3,310万5,000円、財源内訳は一般財源で２億3,310万

5,000円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額は２億3,300万円でございます。 

整備計画の中で事業主体が北海道の経営近代化施設の豊畑地区農業用用排水路整備事業でござ

いますが、全体の事業費などについて少しお時間をいただき、説明させていただきます。当事業

は、北海道が実施する道営水利施設整備事業としまして、平成28年度から令和４年度までの７年

間の期間で基幹用排水路4,651メーター、支線用用水路8,650メーター、揚水機場一式を整備しよ

うとするもので、全体事業費は11億7,000万円、うち地元負担としての町負担金が１億4,625万円、

うち辺地対策事業債の発行予定額が１億4,550万円としてございます。令和元年度までの実績で

は、総事業費で５億4,243万3,000円、町負担金が6,780万4,000円で、辺地対策事業債の発行額が

6,750万円でございまして、令和２年度の予定が全体で２億5,000万円、町負担金が3,125万円、う

ち辺地対策事業債の発行を3,120万円予定してございます。令和３年度以降の予定でございます

が、総事業費で３億7,756万7,000円、町負担金が4,719万6,000円、うち辺地対策事業債発行予定

額が4,680万円としてございます。この計画に対する７年間の一般財源総額の予定が72万7,000円

でございまして、このほか辺地対策事業債発行に伴う元利償還金の20％分が後年度の町負担とな

ります。 

以上で議案第11号の説明を終わります。 

次に、議案第12号のご説明をいたしますので、１枚おめくりください。議案第12号は、辺地に

係る公共的施設の総合整備計画の変更についてでございまして、辺地に係る公共的施設の総合整

備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第８項において準用する同条第１項の規定に

基づき、別紙のとおり公共的施設の総合整備計画を変更することについて議会の議決を求めるも

のでございます。 

今回の計画を変更するのは歌笛辺地でございまして、現整備計画に新たに事業を追加しようと

するものでございます。 

それでは内容につきましてご説明をいたしますので、１枚おめくりください。総合整備計画書、

歌笛辺地でございます。１の辺地の概況は変更ございません。 

２の公共的施設の整備を必要とする事情でございますが、一番下の林道を追加してございます。

内容につきましては、記載のとおりでございます。お目通しをいただき、説明は省略させていた

だきます。 

３の公共的施設の整備計画でございますが、期間に変更はございません。追加となる項目は、

一番下に載ってございますが、林道(久遠線)でございます。事業主体は新ひだか町、事業費は

2,200万円、財源内訳は特定財源682万円、一般財源1,518万円、一般財源のうち辺地対策事業債の

予定額は1,510万円としてございます。合計でございますが、上段括弧書きになりますが、事業費

は１億1,091万7,000円、財源内訳は特定財源6,098万6,000円、一般財源は4,993万1,000円、一般

財源のうち辺地対策事業債の予定額は4,980万円でございます。 

以上で議案第12号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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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。 

〔｢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11号及び議案第12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11号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定についてを採決いたしま

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11号は、原案のとおり可決されました。 

 これから議案第12号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更についてを採決いたしま

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13号 町道の路線認定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。 

野垣建設課長。 

〔建設課長 野垣尚久君登壇〕 

〇建設課長(野垣尚久君) ただいま上程されました議案第13号についてご説明いたします。 

議案第13号は、町道の路線認定についてでございます。道路法第８条第２項の規定により、別

紙のとおり町道の路線を認定するものであります。 

次のページをお開きください。１ページの表は、路線の認定でありまして、整理番号665番、路

線名は中野２丁目16号線、起点は静内中野町２丁目66番21地先で、終点が静内中野町２丁目66番

26地先となっております。この路線は、中野中央線と中野３丁目13号線を結ぶ路線となっており

ます。 

次のページをお開きください。２ページは、議案第13号参考資料１となります。記載の表は路

線の認定で、整理番号665番、路線名、中野２丁目16号線、総延長は182.1メートル、幅員は８メ

ートル、重用延長７メートル、未供用区間及び橋梁はございません。 

次のページをお開きください。３ページ、議案第13号参考資料２は位置図となります。位置図

の中央上段にあります丸印を起点とし、矢印を終点として表示しております。こちらの場所は、

静内中野町２丁目にあります町内建設会社の機材センターの地先となります中野中央線を起点と

し、静内中野町２丁目と３丁目を結ぶ中野３丁目13号線との交差点を終点とするものになります

が、路線延長上に雨水幹線の水路がありますことからＬ形の形状となっております。なお、敷地

につきましては、地権者の寄附によるものでございます。 
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以上、議案第13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) これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔｢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13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13号 町道の路線認定についてを採決いたします。 

 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13号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

    ◎意見書案第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、意見書案第３号 ｢子どもの貧困｣解消など教育予算確保・拡充

と就学保障、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、教職員の超勤・多忙化解消・

｢30人以下学級｣の実現に向けた意見書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。 

 ８番、本間君。 

〔８番 本間一徳君登壇〕 

〇８番(本間一徳君)  

令和２年６月23日 

 新ひだか町議会議長  福 嶋 尚 人  様 

提出者  新ひだか町議会議員  本 間 一 徳 

賛成者 同       上 谷   園 子 

   議案の提出について 

 次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第１項及び第２項の規定により提出します。 

記 

 １ 件 名 

  (意見書案第３号) 

｢子どもの貧困｣解消など教育予算確保・拡充と就学保障、義務教育費国庫負担制度堅持・ 

負担率１／２への復元、教職員の超勤・多忙化解消・｢30人以下学級｣の実現に向けた意見 

   について 

 

提案理由 

教職員の無制限・無定量の超過勤務を容認する｢給特法・条例｣の法整備を見直し、｢30人以下学

級｣など少人数学級の早期実現、全教職員による協力協働生産体制による｢学校づくり｣を具体化す

ることが必要です。 

また、依然として７人に１人の子どもが貧困状態にあります。子どもたちは、住む地域や環境

に関係なく平等に教育を受ける権利を有しています。この保障のためには、国による教育予算の
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確保と拡充が必要です。 

これらのことから、国においては、義務教育費無償化、義務教育費国庫負担制度の堅持、当面

負担率１／２への復元、早急に実効性のある教職員の超勤・多忙化解消の実現など、教育予算の

確保・拡充・就学保障の充実を図るよう意見書を提出するものです。 

 

  提出先 衆 議 院 議 長 

     参 議 院 議 長 

     内 閣 総 理 大 臣 

     総 務 大 臣  各 通 

     財 務 大 臣 

     文 部 科 学 大 臣 

     内閣府特命担当大臣(地方創生規制改革担当) 

 なお、本文の朗読は省略させていただきます。 

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。 

 ご審議ほどよろしくお願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) お諮りします。 

 本案は、質疑、討論を省略し、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、意見書案第３号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

    ◎意見書案第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、意見書案第４号 2020年度北海道最低賃金改正等に関する意見

書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。 

 ８番、本間君。 

〔８番 本間一徳君登壇〕 

〇８番(本間一徳君)  

令和２年６月23日 

 新ひだか町議会議長  福 嶋 尚 人  様 

提出者  新ひだか町議会議員  本 間 一 徳 

賛成者 同       上 阿 部 公 一 

   議案の提出について 

 次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第１項及び第２項の規定により提出します。 

記 

 １ 件 名 

  (意見書案第４号) 

2020年度北海道最低賃金改正等に関する意見書について 
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提案理由 

 道内の全労働者216万人(内パート労働者64.7万人)の内、51万人を超える方が最低賃金に張り付

いている実態にあります。労働基準法第２条では、｢労働条件の決定は労使が対等な立場で行うも

の｣と定めていますが、現状では最低賃金の影響を受けるこれら多くの非正規労働者は、労働条件

決定にほとんど関与することができません。 

最低賃金が上がらなければ、その近傍で働く多くの方の生活はより一層厳しいものとなり、新

型コロナウイルス感染症が収束した際の個人消費にも影響を与え、北海道経済の停滞を招くこと

につながりかねないことから、意見書を提出するものです。 

 

  提出先 北 海 道 労 働 局 長 

     北海道地方最低賃金審議会長  各 通 

 なお、本文の朗読は省略させていただきます。 

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。 

 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) お諮りします。 

 本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔｢異議あり｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議がありますので、質疑を行います。 

 ３番、志田君。 

〇３番(志田 力君) 今回のこの意見書については、非常に違和感を感じるのです。質疑ですか

ら質疑をさせていただきますけれども、今回の議会でも皆さんが質問されているほとんどの主な

心配されているということは、国もそうですけれども、道もそうですけれども、もちろん我が町

もそうですが、事業の継続と雇用の確保、これが最大の最優先課題として取り組んでいる、取り

組まなければならない、そのための一般質問やらいろんな政策に対する議論だったというふうに

私は考えているのです。提案者にお聞きしたいのは、この最低賃金の改正が通常の経済、今まで

の通常の経済の下においては、我々も今までこれはやむを得ない意見書として認めてきた経緯が

ありますが、このコロナの真っただ中の中で最低賃金だけのこの意見書を提出するという意図が

私にはよく理解できないのです。最低賃金云々言う前に、まず雇用の確保がなされなければ最低

賃金の議論も何もできないのです。そこのところをまずお聞きしたいのと、雇用の確保と一体化

した最低賃金の意見書でなければならないと思うのですが、なぜ今までと同じような経済の下に

出してきたこの最低賃金改正に対する意見書なのか、そこのところをお聞きしたい、まず１点目。

まず、そこを。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) 今の意見に対してですけれども、私のほうでは今現在新型コロナでいろい

ろな雇用で大変な思いされている方がいらっしゃいます。例えば大学生でアルバイトの今雇用が

ないと。または、４月から採用が決まっているけれども、雇用が不採用という形で通知が来たと

か、そういったいろんな形があります。そうなってくると、今北海道で年収200万円以下のワーキ

ングプアと言われている労働者の数が41.5万人いるわけです。さらには、こういう最低賃金を必

要な方が51万人いるということで、今年の新型コロナ感染について、まだこういう最低賃金を必



 

 － 53 － 

要と思われている方がいっぱいいると思います。私の経験から、こういう労働者が時給一円でも

上がるとすごく助かりますということのお話もよく聞きます。そして、大型の例えばイオンだと

か   だとか、そんないろんなその大手でも最低賃金で雇用をしているということでもありま

すし、ほかの建設会社なり、いろんなところはその最低賃金が出ることによって、それを基準と

して賃金を決めて出すという見方で、すごく助かるという声も聞いております。そういった意味

でもこれから生活をしていく多くの労働者が少しでも上がることによって、今物価が上がろうが、

何しようが、生活していくためにやっぱり消費していくものはあると思いますので、中小も含め

て事業者の方たちにもいい影響は与えられていると私は信じております。 

以上で終わります。 

〇議長(福嶋尚人君) ３番、志田君。 

〇３番(志田 力君) 答えはもう求めませんけれども、長々質疑してもあれなので、まずこの最

低賃金の改正ということに関しては、私は否定はしないのです。ただ、今この時期に町としてで

もあらゆる産業が、農林水産はじめ、商業はじめ全部の産業が影響を受けている中で、我が町の

経済が本当によかった、通常どおりに動き出した、皆さん安定するようになった、そういったも

のを目指してこれから町も、あるいは商業の方も、第１次産業の方も今頑張ろうとしている。そ

こに最低賃金の意見書というものをうちの町の議会が、議会がです、これを出すということは、

議会として出すということは今この時期ではないと思うのです。そのことだけを申し上げて終わ

りたいと思います。今の時期ではありません。 

〇議長(福嶋尚人君) 質問ではないということですね。 

〇３番(志田 力君) もう質疑しても腹立つだけですから。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 私は、これについては反対をする一人なのですが、というのは最低賃金と

いうことを言ったとしても、実際介護に従事して働いている人たちは、国が介護労働者の評価を

してくれない。給付を上げてくれと言っても上げない、財政が厳しいと言って。最低賃金が上が

ると、事業者はそれを負担しなければならない、国の評価がされるまでの間。前回のときでも半

年か民間事業者がその分を負担するということがありました。つまり労働者の立場からだけする

と、あたかも最低賃金を上げることがプラスのようですけれども、介護業界は極めて低い賃金の

評価を国がしているという中で大変な、今回のコロナのこともありますけれども、厳しい経営状

況にあります。そういう意味では、最低賃金を上げるということの評価を介護労働者についても

求めるのであれば、国に対してもっと行動を起こすべきであって、こういう地方の議会がこれを

上げることによって地方の事業者も従業員も決して幸せになる私は案件だと思っていません。そ

ういう意味では、志田君の意見もありましたけれども、今上げる内容、時期のものではないと思

いますので、反対します。 

〇議長(福嶋尚人君) 今質問ですから、質問にかけてください。 

〇６番(下川孝志君) では、国の評価をないのはどう考えていますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 今の質問趣旨、本間さん、分かりますか。 

８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) 詳しく分からない形ではありますけれども、ただそういうことについては

私どもでは国会議員の方にお願いして応援していただいているという形にはなりますので、そし
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て私たちが決めれるものではないのですが、それで国で今言っている形は全国平均1,000円を目標

に頑張ってくださいという形で言われているわけです。我々も北海道各地区で最低賃金をどうし

たらいいだろうということで、経営者と労働者側と道側と一緒に論議しながら、どうしていきま

しょうという論議をされていますので、その辺はご理解いただければなとは思うのです。 

以上です。 

〇議長(福嶋尚人君) 質疑をお願いいたします。 

11番、田畑君。 

〇11番(田畑隆章君) この最低賃金というのは、その地域の経済にとって大きな影響があるわけ

なのです。我が町のトマト農家等々は、たくさんの雇用を維持しているわけなのですけれども、

そこの影響度合いって、いろいろ経営形態にもよるのですけれども、10人、20人と採用している

ところもあれば、１人、２人と採用しているところもある。あるいは、新規就農者のところもあ

る。そういったところがもし上がることによって営業ができなくなったら困ると思うのですけれ

ども、その辺の配慮というのはもう研究し尽くされているということでよろしいですか。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) 研究尽くされているといいますか、周りのハウスで仕事されている農家の

方々は、今のこの最低賃金より100円プラス以上で雇用をしているというのを聞いております。そ

れで、ハローワークでも聞いてもやはり大変な状況で、最低賃金が八百何ぼでということで、今

本当に人手不足で、ハウス栽培も大変な思いをしているというのは聞いていますので、それをど

うするかというのはやっぱりできるだけ賃金を上げて、若い人が来れるような形にするしかない

のかなと。今現在ですと何ぼ若い人を呼んでも、賃金は低い、そして大変な形だということで、

経営者が大変な思いをしているというのは聞いています。だから、それをどう対応するというの

は、ちょっと私のほうではこの意見書だとかも含めてなかなか難しいところがありますけれども、

北海道から全上げするためにはやはり最低賃金できるだけ1,000円にして進めていくという流れ

にしたほうがいいと私は思っています。 

以上です。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、田畑君。 

〇11番(田畑隆章君) 100円高いのは、なかなか来てくれないから高いのであって、それが全体が

上がると、またそれも上げなければならない。同じことなのです。そういった慎重な判断をして

いかないと、もしそれがやっていかれなくて職場自体がなくなったら、これもまた困る。そうい

った意味では慎重にしていかないと、我々議会として農家さんに対してどういうふうな判断した

のですかと言われたときになかなか答えづらい、そういったことがあるもので聞かせていただき

ました。ですから、委員会等で進めていくのであればいいのですけれども、今回はちょっと賛成

しかねるということです。 

〇議長(福嶋尚人君) 質疑です。意見ではありません。質疑ありませんか。 

10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 私は、コロナの今だからこそこの意見書を上げたのではないかということ

をお聞きしたいのです。本文のところに、記の一番最後の３のところに最低賃金の引上げを図る

ことの次に、同時に中小零細企業に対する支援の充実と安定した経営を可能とする実効ある対策

を図るよう国に対し要請するというふうに求めています。今コロナで非正規の人が働けないとか、
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もう本当にふだんからですけれども、暮らしていけない状況、今ますますひどくなっていて、本

当に今だからこそ賃金の底上げ、暮らしの底上げというか、経済全体の底上げを図るという意味

でこれを出しているのではないかというそこら辺のことをお聞きしたいのですけれども。 

〔｢前のあれに零細くっつけただけじゃねえかよ｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 谷さんの質問も質問かどうかちょっと分からない部分もありますけれど

も、８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) ここの意見書に書かれているとおりで、国に対しても要請していこうとい

うことで、北海道の審議会含めてやっていくということでは聞いておりますので、それに向けて

頑張っていきたいと思っています。 

以上です。 

〔何事か言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 静粛してください。 

ほかに質疑ありませんか。 

〔｢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。 

意見書案第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。 

 これから意見書案第４号 2020年度北海道最低賃金改正等に関する意見書についてを採決いた

します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決定すること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、意見書案第４号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

    ◎意見書案第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第10、意見書案第５号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の

充実・強化を求める意見書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。 

 14番、池田君。 

〔14番 池田一也君登壇〕 

〇14番(池田一也君)  

令和２年６月23日 

 新ひだか町議会議長  福 嶋 尚 人  様 

提出者  新ひだか町議会議員  池 田 一 也 

賛成者 同       上 阿 部 公 一 

賛成者 同       上 志 田   力 

賛成者 同       上 畑 端 憲 行 

賛成者 同       上 木 内 達 夫 

   議案の提出について 
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 次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第１項及び第２項の規定により提出します。 

記 

 １ 件 名 

  (意見書案第５号) 

林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書について 

 

提案理由 

森林の整備を含め、木材を積極的に利用していくことは、山村地域を中心とする雇用・所得の

拡大による地方創生にも大きく貢献するものである。 

計画的な間伐や伐採後の着実な植林を一層進めるため、地方債の特例措置を継続するなど、森

林資源の環境利用による林業・木材産業の成長産業化の実現に向けて施策の充実・強化を求め意

見書を提出するものです。 

 

  提出先 衆 議 院 議 長 

     参 議 院 議 長 

     内 閣 総 理 大 臣 

     財 務 大 臣 

     総 務 大 臣  各 通 

     文 部 科 学 大 臣 

     農 林 水 産 大 臣 

     経 済 産 業 大 臣 

     国 土 交 通 大 臣 

     環 境 大 臣 

     復 興 大 臣 

 なお、本文の朗読は省略をさせていただきます。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 

 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) お諮りします。 

 本案は、質疑、討論を省略し、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、意見書案第５号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

        ◎委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第11、委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査についてを

議題といたします。 

 各常任委員長、議会運営委員長及び議会広報特別委員長から、委員会で審査及び調査中の事件

について、会議規則第75条の規定によってお手元に配付のとおり閉会中の継続審査及び継続事務

調査の申出があります。 
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 お諮りいたします。各委員長から申出のとおり閉会中の継続審査及び継続事務調査とすること

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、各委員長から申出のとおり閉会中の継続審査及び継続事務調査とすることに決定いた

しました。 

                                            

        ◎行政報告に対する質疑 

〇議長(福嶋尚人君) これから行政報告に対する質疑を行います。 

 報告事項のみについて質疑を願います。 

〔｢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。 

 よって、質疑を終結いたします。 

                                            

        ◎閉会の議決 

〇議長(福嶋尚人君) お諮りします。 

これで本定例会の会議に付された事件は全て終了いたしました。 

よって、会議規則第７条の規定によって、本日で閉会したいと思います。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、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。 

                                            

        ◎閉会の宣告 

〇議長(福嶋尚人君) これで本日の会議を閉じます。 

  以上で令和２年第３回新ひだか町議会定例会を閉会いたします。 

 どうもご苦労さまでした。 

(午後 ３時３８分) 


