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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２回新ひだか町議

会臨時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

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、８番、本間君、９番、阿部君を指名

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。本臨時会の会期は、本日１日にしたいと思います。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、会期は本日１日に決定いたしました。 

                                            

    ◎議会運営委員の選任 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第３、議会運営委員の選任についてを議題といたします。 

お諮りいたします。議会運営委員の選任については、委員会条例第７条第２項の規定により、

３番、志田君、９番、阿部君、12番、畑端君、14番、池田君、15番、木内君、以上の５名を指名

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、ただいま指名いたしましたとおり議会運営委員に選任することに決定いたしました。 

 休憩中に議会運営委員会を開会し、委員長及び副委員長の互選を願います。 

 暫時休憩いたします。 

休憩  午前 ９時３２分 

                                            

再開  午前 ９時３９分 
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〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 諸般の報告をいたします。 

 休憩中の議会運営委員会において委員長、副委員長の互選が行われ、その結果の報告が議長の

手元に参りましたので、報告いたします。 

委員長に14番、池田君、副委員長に９番、阿部君、以上のとおり互選された旨の報告がありま

した。 

                                            

    ◎常任委員の選任 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第４、常任委員の選任についてを議題といたします。 

お諮りいたします。各常任委員の選任については、委員会条例第７条第２項の規定により、総

務文教委員に１番、福嶋君、２番、川端君、４番、渡辺君、６番、下川君、８番、本間君、12番、

畑端君、13番、建部君、15番、木内君、厚生経済常任委員に３番、志田君、５番、北道君、７番、

細川君、９番、阿部君、10番、谷君、11番、田畑君、14番、池田君、16番、城地君、以上のとお

り指名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、ただいま指名いたしましたとおり常任委員に選任することに決定いたします。 

 暫時副議長と交代いたします。そのままお待ちください。 

〔議長、副議長と交代〕 

〇副議長(川端克美君) 暫時議長の職務を行います。 

                                            

    ◎議長の常任委員辞任 

〇副議長(川端克美君) 日程第５、議長の常任委員辞任についてを議題といたします。 

 地方自治法第117条の規定により、１番、福嶋君が除斥の対象となりますので、退場願います。 

〔１番 福嶋尚人君退席〕 

〇副議長(川端克美君) ただいま総務文教常任委員に選任されました議長から常任委員を辞任し

たい旨の申出がありました。議長は、職責上どの委員会にも出席する権限を有しているほか、可

否同数の際における裁決権など議長固有の権限を考慮するとき、１個の委員会に委員として所属

することは適当でなく、また行政実例でも議長については辞任を認めているところでありますの

で、総務文教常任委員を辞任したいとするものです。辞任につき許可することにご異議ありませ

んか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇副議長(川端克美君) 異議なしと認めます。 

 よって、議長の総務文教常任委員の辞任については、許可することに決定いたしました。 

 議長と交代いたします。そのままお待ちください。 

〔１番 福嶋尚人君入場〕 

〔副議長、議長と交代〕 

〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。 

休憩  午前 ９時４４分 
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再開  午前 ９時５３分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 諸般の報告をいたします。 

 休憩中の各常任委員会において委員長、副委員長の互選が行われ、その結果の報告が議長の手

元に参りましたので、報告いたします。 

総務文教常任委員会委員長に15番、木内君、副委員長に12番、畑端君、厚生経済常任委員会委

員長に16番、城地君、副委員長に５番、北道君、以上のとおり互選された旨の報告がありました。 

                                            

    ◎行政報告 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第６、行政報告を行います。 

 町長から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。お手元の資料に基づきまして行政報告を申し上げま

す。 

まず、１枚目のところでございますが、初めに新型コロナウイルス感染症に関します対応につ

きましてであります。これまでの新型コロナウイルス感染症への各種対応状況につきまして、主

な経過と取組状況をご報告させていただきます。内容につきましては、記載のとおりではござい

ますが、これらのうち主なものを申し上げます。１ページの下から３つ目の黒い四角のところで

ございます。４月７日でございますが、国の緊急事態宣言の発令に伴いまして、新型インフルエ

ンザ等対策特別措置法に基づき新ひだか町新型インフルエンザ等対策本部を設置するとともに、

ホームページ等での周知のほか４月10日には新聞の折り込みにより町民の皆様へ新型コロナウイ

ルス感染症に関しますお知らせを行ったところでございます。 

ページをめくっていただきまして、２ページになりますが、２ページの中段でございます。４

月27日に開催しました第４回本部会議では、特別定額給付金の対応等について協議を行い、新ひ

だか町特別定額給付金支給実施班を設置いたしまして、公民館を会場に支給に向けた準備を開始

してございます。 

５月１日に開催した第５回本部会議では、５月31日までの施設の休館と各種事業の延期、また

は中止の措置を決定したところでございます。これらの情報につきましては、町のホームページ

あるいはＳＮＳ等で記載して周知を図ってございます。 

次のページ、３ページでございます。５月13日でございますが、新型コロナウイルス感染症対

策事業、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等につきまして記者会見

を行いました。また、同日、特別定額給付金の申請書を町内全世帯に発送したところでございま

す。なお、５月27日時点、昨日時点でございますが、約89.6％、ほとんど９割となります１万433世

帯が申請手続を済ませております。そのうち9,164世帯につきましては、支払い手続が完了してい

るところでございます。 

次に、５月15日でございますが、町内で新たな感染者１名が確認されたところでございます。

第７回本部会議を開催し、対応を協議してございます。 
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また、翌５月16日には町独自実施事業等の周知につきまして新聞折り込みを行いますとともに、

５月18日には第８回本部会議を開催し、翌19日以降の施設の開閉等の対応を協議したところでご

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。３ページの下段のほうになりますが、町主

催の各種イベント等につきましては、今後も国、道、あるいは私どもの町におきます感染状況等

を注視しながら対応してまいります。町有施設の開閉等につきましては、国の緊急事態宣言の解

除及び北海道における緊急事態措置に係る休業要請等の対象施設が段階的に解除されたことを受

けまして、５月26日より施設を再開したところでございます。しかしながら、今後の状況につい

て変化がある場合は、速やかに協議しながら対応を決定してまいりたいというふうに考えてござ

います。 

４ページに行きますが、町民への周知についてでございますが、町のホームページ、ツイッタ

ーや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。 

４ページの２番目のところでございます。次に、職員の人事異動についてでございます。令和

２年４月１日付で職員の人事異動を行ったところでございます。異動の内容につきましては、８

ページから19ページに資料として記載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。 

続きまして、３の寄附についてであります。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、有効に活用させていただきます。 

次に、４番目のところでございます。令和元年度におきます新ひだか町ふるさと応援寄附の実

績についてでございます。令和元年度は、新ひだか町のまちづくりを応援してくださった全国の

皆様から記載のとおり2,262件、金額総額でございますが、6,697万5,000円のご寄附をいただきま

した。いただきましたご寄附は、自然環境の保全及び活用に関する事業など有効に活用させてい

ただきます。 

５ページ、次のページでございますが、工事に係る契約の締結についてでございます。記載の

とおり仮契約をしておりました１件の工事につきまして契約を締結いたしております。 

次に、６の工事に係る入札の執行についてでございます。記載のとおり５ページから６ページ

にかけまして14件の工事に係る入札を行いました。この詳細につきましては、20ページから26ペ

ージの資料のとおりでございます。 

 また、７でございますが、委託業務に係ります入札等の執行についてでございます。記載のと

おり６ページから７ページにわたりまして12件の委託業務に係る入札を行いました。これらにつ

きます詳細につきましては、26ページから32ページの資料でございます。後でお目通しをいただ

ければというふうに思います。 

 以上で行政報告を終わらせていただきます。 

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。 

 暫時休憩いたします。 

休憩  午前１０時０１分 
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再開  午前１０時０６分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                            

       ◎報告第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第７、報告第１号 専決処分の報告について(新ひだか町国民健康保険

条例及び新ひだか町後期高齢者医療に関する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。 

 提案者からの報告を求めます。 

秋山生活環境課長。 

〔生活環境課長 秋山照幸君登壇〕 

〇生活環境課長(秋山照幸君) おはようございます。ただいま上程されました報告第１号につい

てご説明申し上げます。 

 報告第１号は、専決処分の報告についてでございまして、地方自治法第179条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定により報告し、承認を求めるものでご

ざいます。 

 １枚おめくりください。専決処分書でございます。令和２年専決処分第２号で、新ひだか町国

民健康保険条例及び新ひだか町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定について

令和２年５月１日付で専決処分させていただいたものです。 

 それでは、内容について条例改正説明要旨でご説明させていただきますので、４ページをお開

きください。今回の条例改正につきましては、令和２年３月10日付厚生労働省保険局国民健康保

険課・高齢者医療課事務連絡、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金

の支給等について、いわゆる国の緊急対応策第２弾の中で市町村等国民健康保険についても傷病

手当金の支給検討の要望が示されたことに伴い、本町の国民健康保険においてもすぐに対応でき

るように傷病手当金を支給するための関連条項の改正を行ったものであります。 

 また、北海道後期高齢者医療広域連合においても後期高齢者医療被保険者に傷病手当金が支給

できるよう条例改正をすることが決定したため、町でその申請書を受け付けられるよう新ひだか

町後期高齢者医療に関する条例についても併せて改正したものです。 

 改正の概要ですが、初めに第１条による改正といたしまして、新型コロナウイルス感染症に感

染した被用者に対する傷病手当金の支給に伴う新ひだか町国民健康保険条例の改正でございま

す。(１)の対象者でございますが、新ひだか町の国民健康保険の被保険者である被用者で給与等

の支払いを受けており、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり、感染

が疑われ、療養のため労務に服することができない方。 

(２)の支給対象期間は、労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過した日

から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日。 

(３)の支給額でございますが、１日当たりの支給額は直近の継続した３月間の給与収入の合計

額を就労日数で除し、３分の２を乗じた額でございまして、それに支給対象となる日数分が支給

額となります。 

５ページにまたがりますが、(４)の適用期間でございます。令和２年１月１日から９月30日の

間で、療養のため労務に服することができない期間としておりますが、入院が継続する場合等は
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最長１年６か月までとしております。 

なお、傷病手当金の財源につきましては、国が特例的に特別調整交付金により全額財源支援さ

れることとなってございます。 

次に、第２条による改正としまして、後期高齢者医療被保険者に対する傷病手当金の支給に伴

う新ひだか町後期高齢者医療に対する条例の改正でございます。前段のご説明と重複しますが、

北海道後期高齢者医療広域連合においても後期高齢者医療被保険者に傷病手当金が支給できるよ

う条例改正をすることが決定したことから、町で傷病手当金の申請書を受け付けられるよう第２

条中の町において行う事務に広域連合条例附則第５条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の

受付として新たな号を加えるものでございます。 

最後に、施行期日等でございます。この条例は、公布の日から施行し、第１条の規定によりま

す新ひだか町国民健康保険条例の改正は、傷病手当金の支給を始める日が令和２年１月１日から

規則で定めることとしており、本年９月30日までの間に属する場合に適用するものでございます。 

以上で報告第１号のご説明とさせていただきます。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。 

 ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) ４ページの対象者のところですが、感染が疑われ、療養のため労務に服す

ることができない者というのは、この判断は誰がするのですか。 

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) 医療機関にかかっていない場合につきましては、事業主が行うと

いうことになると考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 例えばの実際例ですが、これは非常に感染症に関わる問題ですから大切だ

と思うのですが、事業者が病院に行ってくれと言っても嫌だと拒否したりすることが起きたこと

があったのです。そういう意味では、雇用主が判断できるのか、そうではなくてきちっとした病

院での診断を経たということがなければならないのか、その辺が曖昧で分からないところがある

のです。こういう制度をつくるということは、やはりきちっとしたところの診断を受けて、だか

ら労務ができないということがないと、職員の判断とか例えば使っているところの判断だけでは

ちょっと違うのかなという気がするのですが、もうちょっと明確な判断基準というのがないので

しょうか。 

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) 基本的にはこの申請には医療機関にかかって、お医者さんの証明

をいただくということを前提としてございますが、どうしても医療機関にかかれない場合、かか

らない場合につきましては、ご本人のお申出、さらには事業主の証明、これを総合的に判断して、

保健所として支給すべきと判断した場合は支給しても差し支えないものと認識してございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) １点確認させてほしいのですが、我が町の感染者、２月に２人、５月に１

名と３名いらっしゃいます。この３名の方なのですけれども、70代の女性、２月２名、５月には

80代の女性ということなのですが、今回の条例制定されて、実際に３名の方は適用されるのかど

うか確認させていただきたい。分かればで結構ですが。 
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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) 今おっしゃる３名の方が国民健康保険の被保険者であるというの

が大前提です。その上で給与所得、給与収入等、これがあって、さらにはご案内のとおり３日間

働かなければならない期間があって、連続３日間があって、その後４日目以降から対象になって

きますからという条件、それに当てはまれば支給の対象になってこようかと、こう考えてござい

ます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 条例の改正の内容は、私も十分承知しているのです。実際に２月でしたよ

ね、最初。70代の女性だったかな。その方が働いているかどうかと、その辺、今回もそうですけ

れども、確認はまだされていないということですか。この条例を適用するか、しないかといった

ときに、その辺の情報というか、それを把握しなければ条例適用して傷病手当金を支給できない

ということになると思うのですが、２月ですから、今５月、６月になろうとしているのですが、

その辺の把握はしていないということでいいのですか。 

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) 現状のところは把握はしてございませんが、今月25日の町の広報、

さらには御覧になるかどうかは別として町のホームページ、これらにも関連の情報を載せてござ

います。そこら辺を見ていただいて、あるいは知人、友人からどうなのというようなことがあっ

て、ご相談いただければそれに応じたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 感染者がはっきりしているということであれば、仮に今日条例通ったとき

に町から連絡するというか、そこまですべきでないかと思うのですが、それは考えていませんか。 

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) おっしゃる意味は十分分かるのですけれども、そこら辺いろいろ

ニュース等で見ますと、感染したのだどうだということでプライバシーの問題がやはりありまし

て、そこら辺のことを例えば関係先に尋ねたら教えてくれるのかどうなのか、そこら辺のことも

あろうかと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 被用者が対象になるということなのですけれども、雇っている側というか、

事業主のほうへの周知とか、そういうことをどういうふうにやっていくのか、やっているのかを

お聞きします。 

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) 事業主ということを含めて、医療機関等には既に国から何度も厚

生労働省から発する文書が行っていますので、ここら辺のことはご理解されているのかなと。さ

らには、先ほど申し上げたとおり、重複になりますけれども、町の広報ですとかホームページ等

で掲載しておりますので、そこら辺でご確認いただけるのではないかと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君、３回目です。 

〇６番(下川孝志君) 私は、今の説明ではちょっと納得できない部分があるのですが、町民が広

報を見たり、インターネットを見たりして全部が分かるのかというと、見ない人だっていっぱい

います。しかし、こういう対応ができるということが早急にするために専決処分したり、いろい
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ろ条例改正したりして、日にち的にはその期間にもう入っているわけですから、そうするとこう

いうことが起きたときに制度が変わって、うちの対応としてはこういうことができるのですよと

いうことは、やはり対象者の人に知らせることをしないと、町民は分からないから申請しないと

いうことになると思うのです。そういう意味では先ほど木内君が言ったように、こういう案件が

しょっちゅう多いことではないかもしれませんけれども、その人たちの暮らしを守るという視点

からするときちんと説明をする、もしくは対象者ですから申請をしてくださいという配慮が私は

町民に対して必要だと思うのですが、それをしないということは意味ないのではないですか。も

っと積極的にやるべきだと私は思いますが。 

〇議長(福嶋尚人君) 本庄副町長。 

〇副町長(本庄康浩君) 今のご質問、後段のほうの話ってしないと申し上げているわけでなくて、

今もこの条例改正で広報ですとかそういうことでの周知はさせていただきます。それはそのよう

に答弁させていただいていますので、全くこの条例可決したらそのままにしっ放しにしておくの

だということではなくて、ただいろいろ先ほどの木内議員のものも的確に答えていないような気

がしますので、併せてお話ししますけれども、基本的には課長が言ったように個人のプライバシ

ーというのがあって、私たちでさえ今感染された３名の方が何という方で、どこにお勤めになっ

ておられる方というのは全部の情報がないわけでございます。ですから、これから話し合います

けれども、保健所や何かを通してその方のどこまで突っ込んでお話ししたらいいのか、ただここ

で２種類の被用者のかかった方と発熱や何かで待機されていた方というのは、後段のほうは分か

らないかもしれません。ただ、分かる範囲でのことはしないのかという趣旨のご指摘だと思いま

すので、保健所さん通して協議させていただきたいなというふうには思います。ですから、今で

きる限りのことを、国がこういう方向で、社会保険だとか他の保険については、こういう傷病手

当金の制度というのはもう既にあるわけでございます。ただ、国保や何かはこういう制度がない

ので、今こういうふうに全国的なものとして、国のほうが国保や何かにもこの制度をつくりなさ

いという形の中で私ども早速やらせていただいたということもございますので、国民周知につい

ては国を挙げてやるべきことだという認識もありますし、うちのこういう広報媒体についてはで

きる限りのことはさせていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたし

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) 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 

報告第１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。 

これから報告第１号 専決処分の報告について(新ひだか町国民健康保険条例及び新ひだか町

後期高齢者医療に関する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。 

お諮りいたします。本件は、承認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、報告第１号は、承認することに決定いたしました。 

                                            



 

 － 9 － 

       ◎報告第２号から報告第７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第８、報告第２号 専決処分の報告について(令和２年度新ひだか町一

般会計補正予算(第１号))から報告第７号 専決処分の報告について(令和２年度新ひだか町病院

事業会計補正予算(第１号))までの６件を一括議題といたします。 

 提出者からの報告を求めます。 

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) おはようございます。ただいま上程されました報告第２号から報告第

７号についてご説明いたします。なお、報告第６号及び第７号につきましては、担当課長及び事

務長からご説明をさせていただきます。 

報告第２号から報告第７号までは、令和２年度新ひだか町の各会計補正予算の専決処分の報告

でございます。今回の補正予算につきましては、新型コロナウイルス感染症対策において国が統

一した内容で実施する特別定額給付金事業と子育て世帯臨時特別給付金事業、また町が地方創生

臨時交付金を活用して実施する町単独の対策事業に係る補正予算でございますが、各種対策事業

において早急な事務事業の実施が求められる経費について専決処分を行ったものでございまし

て、議会を招集する時間的余裕がございませんでしたので、ご理解を賜りたいと存じます。 

それでは、報告第２号についてご説明いたします。報告第２号は、専決処分の報告についてで

ございまして、地方自治法第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。 

１枚おめくりください。令和２年専決処分第３号、専決処分書でございます。専決処分年月日

は、令和２年５月１日でございます。 

１枚おめくりください。令和２年度新ひだか町一般会計補正予算(第１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22億

8,473万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ169億7,208万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、一般６ページをお開きください。３、歳出で

ございます。２款総務費、１項総務管理費、11目地域振興費で22億5,600万円を追加し、24億9,581万

3,000円にしようとするものでございます。事業目を新設し、事業目16、特別定額給付金支給事業

で22億5,600万円の追加でございます。令和２年４月27日の基準日において住民基本台帳に登載さ

れる方へ１人10万円を給付しようとするもので、２万2,100人分の給付金と支給に係る事務経費に

ついてその所要額を計上してございます。なお、財源は、国庫補助金で特別定額給付金事業費補

助金と同事務費補助金を同額見込んでございます。 

 ７ページに参ります。３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費では2,873万円を追加

し、7,011万3,000円にしようとするものでございます。こちらも事業目を新設し、事業目４、子

育て世帯臨時特別給付金支給事業で2,873万円の追加でございます。対象となる児童へ１人１万円

を給付しようとするもので、2,583人分の給付金と支給に係る事務経費についてその所要額を計上
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してございます。なお、財源は、国庫補助金で子育て世帯臨時特別給付金事業費補助金と同事務

費補助金を同額見込んでございます。 

 以上で歳出の説明を終わります。なお、８ページから10ページに給与費明細書を添付しており

ますが、説明は省略をさせていただきます。後ほど御覧いただければと思います。 

 次に、歳入の説明をいたしますので、一般５ページのほうにお戻りください。２、歳入でござ

います。なお、歳入の説明につきましては、歳出の説明時に充当財源としてご説明しましたので、

詳細な説明は省略をさせていただきます。 

 以上で報告第２号の説明を終わります。 

 次に、報告第３号の説明を行いますので、報告第３号を御覧ください。報告第３号は、専決処

分の報告についてでございまして、地方自治法第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処

分をしたので、同条第３項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。 

１枚おめくりください。令和２年専決処分第４号、専決処分書でございます。専決処分年月日

は、令和２年５月13日でございます。 

１枚おめくりください。令和２年度新ひだか町一般会計補正予算(第２号)でございます。 

 令和２年度新ひだか町の一般会計補正予算(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１億

5,825万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ171億3,033万3,000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 歳入歳出予算補正｣のとおりでございます。 

 第２条は、債務負担行為でございまして、地方自治法第214条の規定により債務を負担すること

ができる事項、期間及び限度額は、｢第２表 債務負担行為｣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、一般７ページをお開きください。３、歳出で

ございます。２款総務費、１項総務管理費、13目地方創生費で１億5,825万3,000円を追加し、１

億6,585万2,000円にしようとするものでございます。事業目を新設し、事業目４、新型コロナウ

イルス感染症対策事業で１億5,825万3,000円の追加でございます。当事業は、新型コロナウイル

ス感染症対策として、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに実施する感染拡大の防止

策や医療提供体制の整備、また感染拡大の影響を受けた地域経済、住民生活の支援等の事業に充

当するために創設された新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金において地方公共団

体の策定する実施計画に掲載された事業のうち、地方単独事業分として当町の上限として示され

た１億4,089万3,000円を活用した事業でございますが、大きく分けて８つの事務事業となってご

ざいます。 

１つ目は、感染拡大により経営に大きな影響を受けている飲食店や宿泊業を対象に、減収への

給付金分と上下水道料の基本料金を免除する負担軽減分で支援をする飲食店等事業継続支援事業

でございます。上下水道料基本料免除に当たり、簡易水道事業、下水道事業特別会計及び水道事

業会計への免除相当額を繰出金や補助金として計上してございまして、各会計において免除によ

る減額と一般会計からの補助金の歳入予算の組替えを併せて行ってございますが、後ほど各会計

においてご説明いたします。２つ目は、最大300万円までの運転資金の借入れに係る１％分の利子

を最大３年間助成しようとする中小企業経営安定化利子補給事業でございます。こちらは、昨年
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度債務負担行為を設定したものの本年度利子補給金及び今年度新たな借入れに係る債務負担行為

の設定をしてございます。３つ目は、町内の医療機関、介護施設、社会福祉施設等に勤務する職

員の感染症対策として配付を予定しているマスク等を購入するための感染症対策物品購入事業、

４つ目は感染症の影響により休業や解雇を余儀なくされた方を一時的に町の会計年度任用職員と

して雇用するための雇用対策事業、５つ目は市場価格の低迷などの影響を受けた花き生産者に対

し、次期作に取り組む支援として次期作種苗の資材購入費の一部を助成するための花き次期作支

援事業、６つ目は水産物の出荷調整のために必要となる冷凍庫の借り上げに必要となる費用の一

部を助成するための水産物保管場所支援事業、７つ目は４月、５月の小中学校の学校休校や分散

登校に伴い十分な給食の提供ができなかったことから、この期間に係る賄い材料費を全額町の負

担とする学校給食費の負担軽減、８つ目は感染拡大防止のための啓発看板の作成、設置に係る経

費や町立病院の両病院に発熱がある患者用の外来簡易診察室用のプレハブを設置するための経費

としての病院事業会計補助金などのその他事務経費となってございます。なお、財源は、国庫補

助金で地方創生臨時交付金を当町の上限である１億4,089万3,000円を充当してございます。 

 以上で歳出の説明を終わります。なお、８ページから10ページに給与費明細書を添付してござ

いますが、説明は省略をさせていただきます。後ほど御覧いただきたいと思います。 

 次に、歳入の説明をいたしますので、左のページになりますが、一般６ページを御覧ください。

２、歳入でございます。なお、歳入の説明につきましては、歳出の説明時に充当財源としてご説

明いたしましたので、詳細な説明は省略させていただきます。 

 19款繰入金、１項、１目基金繰入金で財政調整基金繰入金で収支調整を図ってございます。 

 以上で歳入の説明を終わります。 

 次に、債務負担行為の説明を行いますので、一般３ページにお戻りください。｢第２表 債務負

担行為｣でございます。新型コロナウイルス感染症の影響により一時的な売上げの減収による業績

の悪化が生じ、緊急的な融資を受ける中小企業等の事業継続と経営の安定化を図るため、昨年度

に引き続き融資資金の返済に係る利子補給を行い、中小企業の支援を実施するため債務負担行為

を設定しようとするものでございます。事項は、新型コロナウイルス感染症対策資金の融通に伴

う利子補給のための債務負担行為、期間は令和２年度から令和５年度、限度額は358万8,000円で

ございます。なお、令和２年度は決定行為のみで、経費の執行はございません。 

制度の内容は、昨年度と同じく最大300万円までの運転資金の借入れに係る１％分までの利子、

最大３年間助成しようとするもので、限度額については令和２年３月の実績を参考に所要額を設

定してございます。 

 以上で報告第３号の説明を終わります。 

 続いて、報告第４号から報告第７号につきましては、ただいま報告第３号でご説明いたしまし

た飲食店等事業継続支援事業の負担軽減分に係る上下水道料の基本料免除に伴う使用料の減額分

とこれに係る一般会計補助金の追加による歳入予算の組替え、これに伴う歳出予算の財源内訳の

変更及び町立両病院で行う感染症対策に必要となる経費の追加補正となってございます。 

それでは、報告第４号についてご説明をいたします。報告第４号は、専決処分の報告について

でございまして、地方自治法第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。 

１枚おめくりください。令和２年専決処分第５号、専決処分書でございます。専決処分年月日
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は、令和２年５月13日でございます。 

１枚おめくりください。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１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５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目一般管理費で補正額はゼロでございますが、財

源内訳の変更がございまして、水道料基本料金免除により当会計の一般財源である水道使用料が

減額となることから、一般財源を147万7,000円減額し、同額を一般会計からの繰入金を充当する

ことから、特定財源のその他で147万7,000円を追加してございます。 

 歳出は以上でございます。 

 続いて、歳入のご説明をいたしますので、左側のページ、４ページを御覧ください。２、歳入

でございます。歳入の説明につきましては、歳出の説明時に充当財源としてご説明いたしました

ので、詳細な説明を省略させていただきます。 

 以上で報告第４号の説明を終わります。 

次に、報告第５号の説明をいたしますので、報告第５号を御覧ください。報告第５号は、専決

処分の報告についてでございまして、地方自治法第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決

処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。 

１枚おめくりください。令和２年専決処分第６号、専決処分書でございます。専決処分年月日

は、令和２年５月13日でございます。 

１枚おめくりください。令和２年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算(第１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５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、こちらも補正額はゼロでございますが、

財源内訳の変更がございまして、下水道料金基本料の免除により当会計の一般財源である下水道

使用料が減額となることから、一般財源を1,314万6,000円減額し、同額を一般会計からの繰入金

を充当することから、特定財源のその他で1,314万6,000円を追加してございます。 

 歳出の説明は以上でございます。 

続きまして、４ページの歳入でございます。２、歳入でございますが、こちらにつきましても

ただいま説明した財源変更の内容となってございます。詳細な説明は省略させていただきます。 

 以上で報告第２号から第５号の説明を終わります。 

 これで私からの説明は終わります。報告第６号、７号については、それぞれ担当課長及び事務

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。 
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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) 引き続き、私のほうからは報告第６号についてご説明を申し上げ

ます。 

報告第６号は、専決処分の報告についてでございまして、地方自治法第179条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定により報告し、承認を求めるものでご

ざいます。 

１枚おめくりください。令和２年専決処分第７号、専決処分書、令和２年度新ひだか町水道事

業会計補正予算(第１号)についてでございます。専決処分年月日は、令和２年５月13日でござい

ます。 

１枚おめくりください。令和２年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第１号)でございます。

今回の補正は、先ほど総務課より説明のありました新型コロナウイルス感染症対策関係でござい

まして、町内の飲食店や宿泊業の対象者に対し実施する飲食店等事業継続支援事業のうち、負担

軽減分として行う上下水道料の基本料金免除に対応する補正でございます。企業会計の水道事業

会計分として、水道料基本料金の免除相当額を収益的収入予算において一般会計からの補助金と

して追加し、応分の収入を給水収益から減額する組替えを行ってございます。 

第１条は、総則となりまして、令和２年度新ひだか町水道事業会計の補正予算(第１号)は、次

に定めるところによる。 

第２条は、収益的収入の補正となり、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

収益的収入の予定額を次のとおり補正するものです。 

収入、第１款水道事業収益では、補正額はゼロで、４億8,151万3,000円でございますが、水道

料基本料金の免除により内訳の変更がございまして、第１項営業収益では737万7,000円減額し、

４億408万1,000円に、第２項営業外収益では737万7,000円追加し、7,743万円にするものでござい

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。収益的収入の目別の総括になります。

こちらにつきましては、お目通しを願いまして、説明を省略させていただきます。 

１枚おめくりいただき、水道の２ページを御覧ください。収益的収入明細書でございます。１

款水道事業収益、１項営業収益、１目給水収益では、水道料基本料の免除相当額として737万

7,000円減額するものでございます。 

２項営業外収益、５目他会計補助金では、水道料基本料金の免除相当額に対する一般会計から

の補助金として737万7,000円追加するものでございます。 

以上、報告第６号 専決処分の報告について(令和２年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第

１号))の説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 

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〕 

〇三石国民健康保険病院事務長(阿部尚弘君) それでは、報告第７号についてご説明申し上げま

す。 

 報告第７号は、専決処分の報告についてでございまして、地方自治法第179条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分をしましたので、同条第３項の規定により報告し、承認を求めるもの
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でございます。 

 次のページをお開きください。令和２年専決処分第８号、専決処分書でございまして、専決処

分年月日は令和２年５月13日でございます。 

次のページをお開きください。このたびの補正予算につきましては、先ほど各課長より説明い

たしました報告第２号から第６号と同じく新型コロナウイルス感染症対策に係るものでございま

して、町立静内病院、三石国保病院の敷地内にそれぞれプレハブ２棟を設置し、発熱のある患者

様を一般の患者様と区分けして診療などを行おうとするものでございまして、そのプレハブの借

り上げ料について予算計上したものでございまして、対象経費は全額国のほうから交付される見

込みとなっております。 

続きまして、予算の説明を申し上げます。令和２年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第１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２年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第１号)は、次

に定めるところであります。 

 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。 

 収入につきましては、第１款病院事業収益は110万円を追加し、19億109万5,000円に、第２項静

内医業外収益は55万円を追加し、３億5,010万9,000円に、第６項三石医業外収益は55万円を追加

し、１億6,784万4,000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110万円を追加し、19億109万5,000円に、第１項静

内医業費用は55万円を追加し、12億2,360万3,000円に、第４項三石医業費用は55万円を追加し、

５億7,703万5,000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、

下段の支出では１款、１項の静内医業費用、４項三石医業費用とも、さきの説明のとおり、プレ

ハブ２棟の借り上げとして使用料及び賃借料でそれぞれ55万円を追加し、上段の収入では１款、

２項の静内医業外収益、６項三石医業外収益とも一般会計補助金でそれぞれ55万円を追加して財

源の調整を図るものでございますが、いずれも国からの交付金で賄われる見込みとなっておりま

す。 

 なお、病院の１ページは予算実施計画、３ページは予定キャッシュフロー計算書、４から５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、以上で報告第７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) これより一括質疑を行います。質疑ありませんか。 

 ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 最後の病院事業のところですが、プレハブの借り上げ料って期間はどれだ

けを設定しているのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 阿部三石国保病院事務長。 

〇三石国民健康保険病院事務長(阿部尚弘君) 期間のほうは６か月を予定してございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) 専決処分３号のところの６ページのところのもう既に9,000件ぐらいにつ



 

 － 15 － 

いては支払いを済ませているということだと思うのですが、あと12億ぐらいですか、あると思う

のです。それで、５月は大体それで終わるのでしょうけれども、６月になると税金等はまだ入っ

てこない。６月末です。これの現金自体が回るのかどうか。職員のボーナスだとかがあるのです

けれども、一借だとかしなくて回るのかなというふうにちょっと危惧しています。もし一借する

とすれば、それらに係る利息も国の補助金で見られ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) 歳計現金の運用の話だと思います。今国のほうから22億の定額給付金

の関係のお金につきましては、もう交付されておりますので、この部分に係る一時借入金の対応

はございません。今後そういった経費につきましては、ほかにも国の補助金ありますので、そう

いったものについては一時借入金なりで対応してまいりたいというふうに考えてございます。 

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。 

これから報告第２号 専決処分の報告について(令和２年度新ひだか町一般会計補正予算(第１

号))を採決いたします。 

お諮りいたします。本件は、承認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、報告第２号は、承認することに決定いたしました。 

これから報告第３号 専決処分の報告について(令和２年度新ひだか町一般会計補正予算(第２

号))を採決いたします。 

お諮りいたします。本件は、承認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、報告第３号は、承認することに決定いたしました。 

これから報告第４号 専決処分の報告について(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１号))を採決いたします。 

お諮りいたします。本件は、承認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、報告第４号は、承認することに決定いたしました。 

これから報告第５号 専決処分の報告について(令和２年度新ひだか町下水道事業特別会計補

正予算(第１号))を採決いたします。 

お諮りいたします。本件は、承認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、報告第５号は、承認することに決定いたしました。 

これから報告第６号 専決処分の報告について(令和２年度新ひだか町水道事業会計補正予算
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(第１号))を採決いたします。 

お諮りいたします。本件は、承認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、報告第６号は、承認することに決定いたしました。 

これから報告第７号 専決処分の報告について(令和２年度新ひだか町病院事業会計補正予算

(第１号))を採決いたします。 

お諮りいたします。本件は、承認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、報告第７号は、承認することに決定いたしました。 

                                            

       ◎報告第８号の報告 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第９、報告第８号 放棄した債権の報告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。 

中島税務課長。 

〔税務課長 中島健治君登壇〕 

〇税務課長(中島健治君) ただいま上程されました報告第８号についてご説明いたします。 

 報告第８号は、放棄した債権の報告についてでございまして、新ひだか町債権管理条例第17条

第１項の規定により、別紙報告書のとおり債権を放棄しましたので、同条第２項の規定により報

告するものです。 

 １枚おめくりいただき、債権放棄報告書を御覧ください。今回放棄しました債権の名称、放棄

年月日、件数、金額、放棄の事由となっておりまして、９つの債権、合計1,323件、金額は3,604万

6,575円となります。今回放棄しました債権につきましては、死亡や居所不明、破産、生活保護を

受けているなどの理由により徴収が見込めない債権を条例第17条第１項第１号の規定により消滅

時効の期間が満了したことから債権を放棄したものです。 

 以上で報告第８号 放棄した債権の報告についての説明といたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 以上で報告第８号を終わります。 

 暫時休憩いたします。10分程度休憩します。 

休憩  午前１０時５７分 

                                            

再開  午前１１時０６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１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１号 新ひだか町監査委員の選任につき同意を求めるこ

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。 
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〔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号につきましてご説明を申し上げます。 

 議案第１号は、新ひだか町監査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、

監査委員につきましては地方自治法第196条第１項の規定により識見を有する方から１名、議会議

員の方から１名を選任することとなっております。識見を有する方から選任されておりました山

岸文秋さんから本年４月になりますが、一身上の都合により退職されたということでございます

が、先日山岸さんがお亡くなりになったということも連絡が入っているところでございまして、

この場をお借りして本当にご冥福をお祈り申し上げたいというふうに思っているところでござい

ます。後任の方の選任をすぐさまするというような形に見えますけれども、そのような経過の中

でこのたび監査委員の選任につきまして同意をお願いするものでございます。 

 山岸氏の後任として選任しようとする方でございますが、新任となりますが、現住所、日高郡

新ひだか町静内清水丘77番地の34、ご氏名は後藤和之氏でございます。生年月日は、昭和35年７

月11日生まれでございまして、年齢は59歳、職業は社会保険労務士をされている方でございます。

今回の選任に当たりまして後藤氏の任期についてでございますが、令和２年５月29日から令和６

年５月28日までの４年間となります。 

 次のページに参考といたしまして後藤氏の略歴を添付してございますので、ご参照いただきた

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 新ひだか町監査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〕 

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号及び議案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第11、議案第２号 損害賠償請求事件の和解及び損害賠償の額の決定

について及び議案第３号 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。 

提案理由の説明を求めます。 

 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２号及び３号について一括してご
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説明申し上げます。 

 議案第２号及び第３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いてでござい

まして、新ひだか町は下記損害賠償請求事件について地方自治法第96条第１項第12号及び13号の

規定により、新ひだか町の賠償額を次のとおり決定し、相手方と和解するものでございます。 

先に議案第２号の１、賠償の相手方は＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊、＊＊＊＊＊さんで

ございます。 

２、賠償額は167万6,959円、人身分でございます。 

３、事件の概要ですが、令和元年６月10日午後５時50分頃、職員が札幌市で職務を終えて帰庁

するため札幌市豊平区美園の交差点を右折していたところ、中央車線で停止していた対向車両が

死角となり、外側車線を直進してきた相手側車両に注意が及ばず、相手方車両のフロントバンパ

ーと公用車の助手席側ドアが衝突したものでございます。過失割合は、町が８、相手方が２であ

ります。 

なお、本件につきましては、令和元年11月臨時会におきましてこの事故に係る車両物損分の損

害賠償の専決処分を報告済みでございまして、今回は人身事故分の示談について通院治療が終了

したことから、相手方の合意があったことによ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。続いて、議案第３号、１、賠償の相手方は＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊、＊＊＊＊さんでございます。 

２、賠償額は200万8,479円であります。 

３、事件の概要は、議案第２号と同じ事件で、議案記載のとおりでございます。 

なお、本件につきましては、同乗者に対する人身分の示談について通院治療が終了したことか

ら、相手方の合意があったことによるものでございまして、当該事件に関する賠償を全て終了す

るものでございます。 

当該事故は、職員の車両運行時の不注意により発生したものでございまして、これまでも町民

の模範となるよう交通法規の遵守、安全運転の周知徹底に努めておりましたが、このようなこと

となり、誠に申し訳なく、深くおわび申し上げます。今後は、事故を起こさないよう十分注意し、

一層安全運転を励行してまいりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

以上、議案第２号及び３号の説明とさせていただきます。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。 

 よって質疑を終結いたします。 

 議案第２号及び議案第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２号 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２号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３号 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採決いたしま
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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。 

 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１１時１５分 

                                            

再開  午前１１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４号から議案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第12、議案第４号 令和２年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正

予算(第１号)から議案第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１

号)までの３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４号から議案第６号のうち、議案第６

号 新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第１号)でございますが、補正予算の積算過

程におきまして積算誤りがございました。申し訳ありませんが、別途お手元にお配りしています

議案第６号、こののみのつづりの議案と差し替えていただきますようお願い申し上げます。議案

６号だけのやつありますので、これと差し替えをお願いいたします。 

 このたびの議案差し替えにつきまして大変ご迷惑をおかけいたしました。今後このようなこと

が再び起きないよう細心の注意を払い、緊張感を持って業務に従事してまいりますので、ご理解

を賜りたいと存じます。申し訳ございませんでした。 

 それでは、議案第４号から議案第６号についてご説明いたします。議案第４号から議案第６号

は、令和２年度各会計の補正予算でございまして、今回の各会計の補正予算の概要でございます

が、３特別会計とも繰上充用に係る追加補正予算でございまして、令和元年度の各会計予算につ

いて歳入が歳出に不足することから、地方自治法施行令第166条の２の規定に基づき令和２年度の

歳入を繰り上げて、令和元年度の歳入に充てるため補正を行うものでございます。 

 繰上充用は、地方公共団体の現行制度上、赤字決算を予期しておらず、また会計年度経過後に

補正予算を編成することができないため、赤字決算を避けるために会計年度独立の原則の例外と

して認められておりますので、ご理解お願いいたします。また、各会計とも繰上充用金の積算に

ついては、補正予算調製後の決算見込みにより予算計上しておりますので、実際の収支不足はこ

の金額を下回ることも想定されますので、今後減額補正で整理する場合がございますので、併せ

てご理解をお願いいたします。 

 それでは、議案第４号からご説明いたします。議案第４号は、令和２年度新ひだか町国民健康

保険特別会計補正予算(第１号)でございます。 
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 令和２年度新ひだか町の国民健康保険特別会計補正予算(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

1,380万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28億3,500万2,000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。 

 令和元年度の収支不足の原因でございますが、令和元年度に赤字補填分として一般会計から

937万7,000円を繰り入れる予算の議決をいただいたところでございますが、赤字補填を目的とし

て一般会計から繰入れを行うと北海道からの保険者努力支援交付金の積算、配点に影響があり、

結果として令和３年度の交付金が減額されるということが判明いたしましたことから、令和元年

度の赤字補填分の繰入れについては未執行となりますので、ご理解を賜りたいと存じます。今後

は、当該交付金の要件や保険税の不足分を考慮しながら所要額を基金へ積み立てることにより、

国保財政の安定化を図るため必要に応じ対応してまいりますので、併せてご理解をいただきたい

と存じます。このことにより令和元年度の一般会計繰入金の執行をしなかったことも繰上充用の

大きな要因となってございます。 

 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、国保６ページをお開きください。

３、歳出でございます。８款、１項、１目繰上充用金を新設しまして1,380万円を追加してござい

ます。事業目１、繰上充用金、21節補償補填及び賠償金でございますが、繰上充用金で1,380万円

を追加してございます。 

 歳出の説明は以上でございます。 

 次に、歳出の説明をいたしますので、１枚お戻りください。２、歳入でございまして、１款、

１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税に1,380万円を追加し、６億65万5,000円

にしようとするものでございます。 

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国民健康保険税で収

支を図っておりますが、今後当初課税が行われ、税額等の見込みが精査できましたら補正予算に

より整理させていただきますので、ご理解をお願いいたします。 

 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５号の説明をいたしますので、ピンク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２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２億

3,660万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億6,437万9,000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 歳入歳出予算補正｣のとおりでございます。 

 令和元年度の収支不足の原因でございますが、歳入において下水道使用料が２億3,660万円ほど

予算計上額より下回る見込みのため、収支不足が見込まれるものでございます。 

 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、下水道６ページをお開きください。

３、歳出でございます。３款、１項、１目繰上充用金を新設しまして、２億3,660万円を追加して
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おります。事業目１、繰上充用金、21節補償補填及び賠償金でございますが、繰上充用金で２億

3,660万円の追加としてございます。 

 歳出の説明は以上でございます。 

 次に、歳入のご説明をいたしますので、１枚お戻りください。２、歳入でございまして、２款

使用料及び手数料、１項使用料、１目下水道使用料に２億3,660万円を追加し、７億5,755万8,000円

にしようとするものでございます。 

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ございます下水道使用料で収

支調整をしてございます。 

 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号の説明をいたしますので、差し替えたこちらほうをお開きください。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１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４億

6,410万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19億9,536万6,000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。 

 静寿園、蓬莱荘、まきば及びデイサービスセンターみついしの４施設が令和元年度において収

支不足が生じる見込みとなるものでございまして、その原因でございますが、静寿園では歳出の

施設運営費が予算計上額よりも1,150万円ほど下回る見込みとなったものの、本会計の主となる収

入である介護給付費等収入や自己負担金収入のサービス収入が予算計上額を２億5,500万円ほど

下回る見込みとなったことから収支不足が生じたものでございます。蓬莱荘では、歳出の施設運

営費が予算計上額よりも200万円ほど下回る見込みとなったものの、歳入において介護給付費等収

入や自己負担金収入のサービス収入が予算計上額を6,700万円ほど下回る見込みとなったことか

ら収支不足が生じたものでございます。まきばでは、歳出の施設運営費が予算計上額よりも120万

円ほど下回る見込みとなったものの、歳入においてこちらもサービス収入が予算計上額を１億

2,630万円ほど下回る見込みとなったことから収支不足が生じたものでございます。デイサービス

センターみついしでは、歳出の施設運営費が予算計上額よりも86万円ほど下回る見込みとなった

ものの、歳入においてサービス収入が予算計上額を2,790万円ほど下回る見込みとなったことから

収支不足が生じたものでございます。 

 介護サービス事業につきましては、簡易水道事業や下水道事業とは違いまして、総務省から通

知される繰り出し基準の対象ではありませんが、地方交付税の算入である地方債償還金について

は繰り出し基準とみなしてございます。介護サービス事業は、民間企業も参入している、また参

入できる事業でございますので、安易に収支不足を一般会計から繰入れすることは企業性を損な

うものであり、また民間企業との公平性を欠くものでございます。また、昨年度から居住費の見

直しを行ったところでございますが、経営状況は依然として厳しい状況にございます。現在介護

サービス事業経営改善実行計画について皆様とご協議をさせていただいているところでございま

すので、現状についてご理解を賜りたいと存じます。 
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 それでは、歳出の事項別明細書に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。７款、１項、１目繰上充用金４億6,410万円を追加してございます。事業

目１、繰上充用金、21節補償補填及び賠償金でございますが、繰上充用金で４億6,410万円の追加

としてございます。 

 歳出のご説明は以上でございます。 

 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

して、１款サービス収入、１項介護給付費等収入、１目特別養護老人ホーム費収入に２億4,350万

円を追加し、10億9,303万4,000円にしようとするもので、２目老人保健施設費収入に１億310万円

を追加し、３億4,167万6,000円に、次のページに参りまして５目通所介護サービス費等収入に

2,460万円を追加し、8,708万9,000円に、２項自己負担金収入、１目特別養護老人ホーム費自己負

担金収入に6,760万円を追加し、３億995万円に、２目老人保健施設費自己負担金収入に2,270万円

を追加し、7,511万1,000円に、次のページに参りまして４目通所介護サービス費等自己負担金収

入に260万円を追加し、934万4,000円にしようとするものでございます。 

今回の補正予算の財源でありますが、本会計の主となる収入でありますサービス収入で収支調

整をしてございます。 

 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。 

 これで議案第４号から６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) これより議案第４号 令和２年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予

算(第１号)に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 常任委員会でも基準外繰入れをしない代わりに基金を活用して急激な値上

げを抑えるという、そういう説明を受けていますが、国保の基金が今ないはずですが、そこを１

つ聞きたいのと、そういう基金を使って具体的にどういう実効ある対策を取っていくのかお聞き

します。 

〇議長(福嶋尚人君) 藤沢保健福祉部長。 

〇保健福祉部長(藤沢克彦君) まず、基金ですけれども、基金は条例上設置されておりますので、

基金はあります。ただ、残高が今ゼロという状況でございますので、ここについては令和２年度

中に常任委員会、それから議会の皆様にご相談をさせていただいて、基金は積み立てていきたい

なというふうに考えております。 

それから、先ほど総務課長からの説明もございましたとおり、本来であれば令和元年度中に赤

字補填ということで繰入れをする予定でございましたが、保険者努力支援分という補助金につい

て影響がありまして、交付されるものが交付されなくなるということが判明しました。また、国

のほうも赤字補填に対しては今後厳しく対応していくということで通知とかもございましたの

で、それについては今現に無理やり赤字補填をして不利益をこうむるのであれば、一旦繰上充用

という形で対応させていただきたいということで今回予算を上げたところでございます。 

今後の取組でございますけれども、今回1,000万程度の赤が出た部分につきましては、原因とし

ましては保険料の値上げ等がずっとされてきていない、見直しもされてきていないことによりま

して保険料が不足していたということも一つの原因となっているというふうに考えてございまし

て、それにつきましては今後保険料について見直しをしていくということを考えております。そ



 

 － 23 － 

の中で、基金を造成することによってその基金を保険料の給付から減額することによって保険料

の率が下がる可能性があるというふうにも思っておりますので、その辺の工夫をしながら、基金

を運用して対応してまいりたいというふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 都道府県化になって、道からも収納する額が示されたりとかして、６年後

に統一化されるということも分かっているのですけれども、見直しをしていくという今答弁だっ

たのですけれども、基金を積み立てていくと、そして町民負担をかけないようないろんな努力を

していくという確認をしたいのですが、どうですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 藤沢保健福祉部長。 

〇保健福祉部長(藤沢克彦君) 当町の場合、国民健康保険税、全道で見ますと保険給付費も真ん

中ぐらい、それから保険税額も１人当たりにすると真ん中ぐらいというふうにお聞きしておりま

す。ですから、全道的に見ると保険料が高いとか安いとかということは我々は想定しておりませ

んし、６年後、令和６年だったでしょうか、に保険料統一するということが今ルール化されてお

りますので、それに向かっては対応していかなければならないかなというふうに思っています。

ただ、今その中でも国保の保険料が４つの項目で保険料決めていますけれども、今それを３つに

していかなければならないということもあります。資産割ということで、資産割については二重

課税というふうな問題も指摘されているところもありますので、そこも併せてご相談させていた

だいて、適正な保険料を示させ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) 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 令和２年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予算(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２号)に対する質疑

を行います。質疑ありませんか。 

10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 去年の予算がなぜ今どきに補正で出てくるのかということなのですけれど

も、財政規律というか、健全な財政運営からいうと、繰上充用というのは例外的に認められてい

るだけにすぎないと。単年度会計できちっと収支のバランスを取ってやるというのが原則のはず

なのです。それなのにそこからまず外れているということと、全部で２億3,000万という、そうい

う多額な繰上充用ですけれども、３年続けてそういうことをやっていると。こういうことを続け

ていいのかという、そこら辺のところをお聞きします。 

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) 昨年度の予算がなぜ今出てくるのかということでございますが、昨年

度は収入を見込みまして支出の決算見込みを立てて、収支を合わせて令和元年度の補正予算を組

みました。ただ、その中で実際に収入がされなかったという見込みが立ちました。ですので、赤

字決算が見込まれましたので、今回令和２年度のほうで補正予算を組ませていただきました。で

すので、令和元年度の部分につきましては今なぜ出てくるのかというのは、令和元年度では収支

を合わせた補正予算を組んでございましたので、そういった部分で今年度補正予算を組ませてい

ただきました。 

 あと、これが正常な形かというふうなご質問でございますが、正常か、異常かといいますと正

常ではないというふうには認識してございます。ただ、下水道の使用料の見直しさせていただき

ました。その中で、収支を取るのには不足する部分がございます。ただ、その中でも利用される

方の急激な負担軽減というものがございましたので、使用料につきましてはある程度のところで

抑えたというふうなことで、今後もその部分でいけばなかなか厳しい経営状況は続いていくとい

うふうな認識はしてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 本来赤字の分を補填するのは使用料ではなくて、足りない部分を町で出し

ていくということをずっと前からやっていたものを今できなくなっていると。赤字ということの

明確な説明というのも今本当にされていない段階で、こういうふうに漫然と繰上充用を繰り返す

ということは、町民の理解も得られないと思います。そこのところをどう考えますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 下水道事業もそうなのですが、特別会計ですとか事業会計、こちらに

つきましてはその使用料、利用料、こちらのほうで全てを賄うというのが原則でございます。そ

れで、下水道におきましても下水道の受益者の方の負担で本来賄われるべきというふうなもので

考えてございます。ただ、一部国の示す繰入れ基準、そういったものの基準がございまして、そ

の範囲であれば一般会計からの繰入れはよろしいですよというふうな基準も国で示してございま

す。これまでにつきましては、使用料、利用料の見直し、こちらがなかなかできない状況にあっ

たということで、２年ほど前から使用料の見直し、こちらのほうをさせていただいてございます。

その中で利用者の負担の原則、そういったものをこれまでもお示ししましたし、ご説明いたしま

した。広報等で周知もさせていただきました。そういった中で、本来であれば頂かなければなら

ない金額、そちらのほうもご説明させていただきました。その中で、どれぐらいの負担がしてい

ただけるのかというふうなこともご説明とご相談をさせていただきまして、現在このような金額

になってございます。その辺のほどをご理解いただければと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) 繰上充用の関係なのですが、形上は何ら問題はないのですけれども、繰上

充用等々は結局３月で見込んでいた部分、令和元年の決算上で見込んでいた部分、それが実質的

に５月末になると入らないと。収入不足を生じるので、繰上充用をして合わせるという部分なの

ですが、どこの部分でそれだけ２億3,660万不足になったのか。単純に下水道使用料がこれだけ足

りないと、不足をしたということになると、当初見込みでどういう計算していたのかなという部

分もありますけれども、当初でどのぐらい見込んでいたのが２億3,660万減ったのだというふうに

なるのか、そのほかにもいろいろ事情があるのか、その辺のもう少し一歩、二歩突っ込んだ細部
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の数字をお知らせ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) 下水道事業特別会計におきましては、当初予算につきましてはその年

度に供用開始している部分もございまして、そういった部分の利用料、そちらのほうを見込んで

ございます。最終予算につきましては、１月ぐらいに最終の予算の決算見込みを立てまして、そ

の年度に収入される部分であろう金額を見込みを立てて最終予算としてございます。ただ、その

中で実際に収入を集めるというふうな部分ではなかなか厳しい部分があったようで、今回このよ

うな２億6,000万程度の不足が生じたというふうな状況でございます。その部分を繰上充用させて

いただきたいというふうな内容となってございます。 

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) 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。 

 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、下水道事業特別会計の補正予算に反対します。 

令和元年度予算は、その年度中に処理すべきです。年度をまたぎ、令和２年度の５月に多額の

補正予算を編成することは、町行政の不作為と指摘をせざるを得ません。本来であれば、令和元

年12月にその金額を精査して、遅くとも年度中に議案として提出すべきです。この間、同じ事例

が繰り返されています。令和２年度も同じことを繰り返すのでしょうか。特に指摘したいのは、

収支不足解消のために繰上充用が多用されていることです。繰上充用は、単に問題の先送りでし

かありません。町の財政規律を考えればやめるべきです。現時点で多額の補正を計上することは、

令和元年度予算の信頼性を損なうことです。真摯に予算に向き合い、議論して議決した議会を軽

視するものです。補正の原因は何でしょうか。想定外の事例が発生したのでしょうか。それをま

ず町民に説明する必要があります。説明責任を果たしてください。下水道は、もともと莫大な設

備投資や老朽化対策コストがかかることは分かっている事業です。一般会計から繰り出しをしな

ければ赤字になることは、町は承知の上だったはずです。なぜ基準外繰入れをできなくなるほど

町財政が厳しくなったのかも町民に説明すべきです。その肝腎の説明を抜きに収支不足を理由に

した安易な繰上充用はやめるべきです。 

 以上の理由をもちまして反対討論といたします。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

２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。 

本町の財政状況は、人口減少や少子高齢化などの社会的環境の影響により町税などの一般財源

は大幅な増加を見込むことはできず、厳しい行財政運営を強いられていることは誰もが認識して
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いるところであります。このような状況の中で、今回提出されました令和２年度新ひだか町下水

道事業特別会計補正予算(第２号)は、令和元年度予算の会計年度経過後に至って歳入が歳出に不

足したことから、地方自治法施行令第166条の２の規定に基づき翌年度の歳入を繰り上げて不足に

充てるため繰上充用金を補正しようとするもので、これは各会計年度における歳出はその年度の

歳入をもってこれに充てなければならないとされる会計年度独立の原則に基づくものでありま

す。 

また、特別会計は、地方自治法第209条に規定されているように普通地方公共団体が特定の事業

を行う場合その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般の歳入歳出と区分して経理する必

要がある場合に設置することができる会計であり、その受益者の皆様の負担により会計を運営す

ることが大原則とされています。このことから、私は今後徹底した歳出抑制を図るとともに、自

主財源の歳入確保などこれまで以上に積極的に財政健全化に努めていただくことにより早急に収

支不足の解消が図られることを強く希望し、令和２年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算

(第２号)について賛成をするものであります。 

以上、賛成討論と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２号)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) ご着席ください。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１号)に対す

る質疑を行います。質疑ありませんか。 

10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 下水道と同じなのですけれども、なぜ今の時期にということは、昨年の12月

段階でもう収支の見通しというのは立っているはずなのです。そういうこともあるし、４億

6,000万と、そういうような金額、そういうようなことを繰上充用するということは本当に不正常

なことだということを申し上げ、そこをお聞きします。 

 それと、町の財政が厳しくなって、繰入れもできなくなっているというそこのところの何でそ

ういうふうな財政になったのかという説明きちっと町民にしていく必要があると思いますが、い

かがですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 藤沢保健福祉部長。 

〇保健福祉部長(藤沢克彦君) 介護サービスの関係ですので、私のほうからご答弁させていただ

きます。 

 介護サービス事業、先ほど総務課長、下水道のときにご説明させていただいておりますけれど

も、基本は国の補助、道の補助、それから町の補助とそれプラス保険料で賄う、そして利用者は

利用者の負担で賄う、それに対して保険給付があるという制度でございます。これにつきまして
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安易に一般会計からの繰入れをするということは、基本的に利用していない者から負担を取ると

いうことにもなるのが１点、それから民間事業者も参入できる事業でございますので、民間事業

者にはこういう形で赤字部分を補填するという制度にはなっておりませんので、そういう意味か

らして安易に税金等の投入をすべきでないという考えのもとから、大変心苦しいのですけれども、

介護サービス事業収入で収支調整を図らせていただいているという状況でございます。 

今後は、今我々のほうで策定しております実行計画に基づきまして、あらゆる手段で経営改善

をしていきながら対応をしてまいりたいと思っておりますし、それをやった上で最終的には今の

赤字分が残るような形になりますので、こちらにつきましては経営改善の中で収支を少しでも減

らしていきながら、最終的には税の投入のほうをお願いする形になると思いますので、ご理解を

いただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) 先ほど同じようなことを言って、また失笑を買うかもしれませんが、ここ

のところが元年度分で４億6,410万繰上充用する。要は収支を図る段階で足りないよということな

のですが、この施設の大きな収入源というのは利用者数、利用率だと思うのです。その利用率等

が極端に落ちていないのだとすると、どこでどれだけ不足しているのかという部分を教えていた

だきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 藤沢保健福祉部長。 

〇保健福祉部長(藤沢克彦君) 今阿部議員からご指摘された稼働率、利用率については、実は過

去５年を見ると民間に比べるとやはりひどいというか、低い状況でございました。ここ一、二年

につきましては、若干稼働率のほうは上がっておりますけれども、基本的にはまだ民間と比較す

ると努力不足の面があるのかなというふうに反省をしているところでございます。今後におきま

しても稼働率が上がらなかったら介護サービス収入は上がらない、上がらなければ収入不足が生

じるということになりますので、そこは今後も努力してまいりたいなと思っております。 

 それと、圧倒的にうちの赤字の原因というのは、やはり介護サービス収入に対する人件費比率

の高さ、ここが一番の原因だと思っております。これに対しては、行政がやっているということ

で、給与についても何度か前にもご指摘されておりますけれども、給与条例に基づいて支給をし

ているということもございますので、そこの仕組みを変えるしか方法がないのかなとは思います

けれども、そこにつきましては今後の課題でもありますし、今指定管理に向けて対応してまいり

たいということも考えておりますので、そういうところで今後もスピード感を持って検討してま

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) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 私は、多分このような提案が今年で最後になることを期待してのあれなの

ですが、本当に中身としては問題がずっと何年も続いてきて、今部長が言ったようにもう限界だ

と思うのです、公立がやるというのは。同じ制度の中で官民がやっている、なおかつ新ひだか町

の場合は民間参入が多い町です。その中ではもう説明つかないのです、毎年収支不足だ何だかん

だと言っていることは。そういう意味で今ちょうどそれはいかんということも理事者のほうも理

解して、今見直しを図っていますから、それに期待をして今年度は、収支不足の中をずっと放置

しておくということにはなりませんので、こういうことが今年で終わることを期待して、やはり

民間参入できることは民間にやってもらうということが私は基本的だと思いますし、そういう意
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味で官民が協力し合ってやる最後の年のものと理解しますので、ぜひ今改革のほうに向かってい

ますので、いい形でこれは認めたいと思いますので、改革で努力していただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 質疑で限定していますので。 

 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６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、介護サービスの補正予算に反対します。 

令和元年度予算は、その年度中に処理すべきです。年度をまたぎ、令和２年度の５月に多額の

補正予算を編成することは、町行政の不作為と指摘せざるを得ません。本来であれば、令和元年

12月にその金額を精査して、遅くとも年度中に議案として提出すべきです。この間、同じ事例が

繰り返され、令和２年も同じことを繰り返すことになります。特に指摘したいのは、収支不足解

消のために繰上充用が多用されています。繰上充用は問題の先送りであり、町の財政規律を考え

ればやめるべきです。現時点で多額の補正を計上することは、令和元年度予算の信頼性を損なう

ことです。当町の今年度予算総額は239億円に上ります。そのうち介護サービスの特別会計は19億

9,536万円、決して多額ではなく、この町の介護と福祉を支える金額です。なぜ町は４億6,410万

円の繰入れもできないほど財政が逼迫してしまったのか、その原因を明らかにしないまま収支不

足を理由に毎年のように次年度に問題の先送りを繰り返していくやり方は改めるべきです。 

以上の理由をもちまして反対討論といたします。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１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。 

本町の財政状況は、人口減少や少子高齢化などの社会的環境の影響により町税などの一般財源

は大幅な増加を見込むことができず、厳しい行財政運営を強いられていることは誰もが認識して

いるところであります。このような状況の中で、今回提出された令和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１号)は、令和元年度予算の会計年度経過後に至って歳入が歳出に

不足したことから、地方自治法施行令第166条の２の規定に基づき翌年度の歳入を繰り上げて不足

に充てるため繰上充用金を補正しようとするもので、これは各会計年度における歳出はその年度

の歳入をもってこれに充てなければならないとされる会計年度独立の原則に基づくものでありま

す。 

また、特別会計は、地方自治法第209条に規定されているように普通地方公共団体が特定の事業

を行う場合その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般の歳入歳出と区分して経理する必

要がある場合に設置することができる会計であり、その受益者の皆様の負担により会計を運営す
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ることが大原則とされております。当特別会計を含め、徹底した歳出抑制や自主財源の歳入確保

など、これまで以上に積極的に財政健全化に努めていただくことにより、早急に収支不足の解消

が図られることを強く希望し、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１

号)について賛成をするものであります。 

以上、賛成討論と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１号)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) 着席ください。起立多数であります。 

 よって、議案第６号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

    ◎議案第７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第13、議案第７号 新ひだか町税条例等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。 

 中島税務課長。 

〔税務課長 中島健治君登壇〕 

〇税務課長(中島健治君) ただいま上程されました議案第７号についてご説明いたします。 

議案第７号は、新ひだか町税条例等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

だか町税条例等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す。 

次のページをお開きください。新ひだか町税条例等の一部を改正する条例でございます。 

改正する条例の詳細につきましては、新ひだか町税条例等改正説明要旨により説明いたします

ので、恐れ入りますが、15ページをお開きください。今回の条例改正につきましては、令和２年

３月31日及び４月30日に公布されました地方税法等の一部を改正する法律に基づき、関連する条

文の改正を行うものです。主な改正点について項目ごとに説明させていただきます。 

初めに、令和２年度地方税制改正に伴う条例改正の概要でございます。まず、改正の概要の１

点目は、個人町民税関係でございまして、未婚の独り親に対する税制上の措置となっております。

改正条文は、条例第24条関連でございます。改正内容につきましては、全ての独り親に対し婚姻

歴の有無による不公平等を解消するため、未婚の独り親についても死別や離別の独り親と同様に

30万円となる控除を適用するものです。 

次に、２点目は、町たばこ税関係でございまして、軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しとな

っております。改正条文は、条例第94条関連でございます。改正内容につきましては、課税の公

平性の観点から、１本当たりの重量が１グラム未満の軽量な葉巻たばこに係る課税方法を重さに

よるものから葉巻たばこ１本を紙巻きたばこ１本に換算する方法とするものです。課税方式の見

直しにつきましては、米印に記載のとおり、令和２年10月から２回に分けて段階的に実施するこ
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ととしておりまして、令和２年10月からは0.7グラム未満の葉巻たばこを0.7本の紙巻きたばこに

換算し、令和３年10月からは１グラム未満の葉巻たばこを１本の紙巻きたばこに換算する方法と

するものです。 

次に、３点目は、固定資産税関係でございまして、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税

への対応になっております。次のページをお開きください。所有者不明土地等に係る固定資産税

の課税上の課題に対応するため、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性確保の観点から、次の

措置を講じるものです。１つ目は、使用者を所有者とみなす制度の拡大でございまして、改正条

文は条例第54条関連でございます。改正内容につきましては、課税の公平性確保の観点から、固

定資産を使用している者がいるにもかかわらず、その資産の所有者が一人も明らかとならない場

合には使用者を所有者とみなして、固定資産税を課することができることとするものです。２つ

目は、現に所有している者(相続人)の申告の制度化でございまして、改正条文は条例第74条の３

関連でございます。改正内容につきましては、所有者情報の円滑な把握を図るため、登記簿上の

所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において現に所有している者(相続人)に対し氏名や

住所等必要な事項を申告させることができることとするものです。 

続きまして、固定資産税関係の２点目は、新築住宅に係る税額の減額措置(新築住宅特例)の延

長となっております。改正条文は、条例第61条の２関連でございます。改正の内容につきまして

は、住宅取得者の初期負担の軽減により住宅建設の促進を図るため、令和２年３月までに新築さ

れた住宅に対し、最初の３年度分の固定資産税額(120平方メートルを上限)を２分の１に減額する

特例措置について、その適用期限を令和４年３月まで２年間延長するものです。同様の内容を次

の表にも記載しておりますが、長期優良住宅の軽減期間につきましては、５年度分とされており

ます。 

次は、新型コロナウイルス感染症関連の条例改正の概要でございます。まず、１点目は、町税

全般関係でございまして、徴収の猶予制度の特例となっております。改正条文は、条例附則第24条

関連でございます。 

次のページを御覧ください。改正の内容につきましては、令和２年２月から納期限までの一定

期間(１か月以上)において収入が前年同期比でおおむね20％以上減少した場合について無担保か

つ延滞金なしで徴収猶予できる特例を設けるものです。なお、本特例は、令和２年２月１日から

令和３年１月31日までに納期限が到来する町税について適用するものでございます。 

次に、２点目の個人町民税関係でございます。１つ目は、イベントを中止等した主催者に対す

る払戻し請求権を放棄した者への寄附金控除の適用となっております。改正条文は、条例附則第

25条関連でございます。改正内容につきましては、政府の自粛要請等を踏まえて中止等をした文

化芸術やスポーツイベントのうち、文部科学大臣が指定したイベントの主催者に対しチケット等

を購入した観客等がその払戻しを受けることを放棄した場合、当該払戻しを放棄した相当額を個

人町民税の税額控除(寄附金控除)の対象とするものです。 

２つ目は、住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る対応となっております。改正条文は、条

例附則第26条関連でございます。改正内容につきましては、住宅ローン控除の控除期間13年間の

特例措置について、その適用要件である入居期限(令和２年12月31日)に遅れた場合であっても、

注文住宅を新築する場合には令和２年９月末まで、分譲住宅及び既存住宅を取得する場合、並び

に増築をする場合には令和２年11月末までに契約が行われた上で令和３年12月31日までに入居す
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れば同様に当該特例措置の対象とするものです。 

次に、３点目の固定資産税関係でございまして、生産性向上の実現に向けた特例措置の拡充と

なっております。改正条文は、条例附則第10条の２関連でございます。改正内容につきましては、

生産性向上に向けた中小事業者等による機械や装置等の設備投資に対し税制面から支援するた

め、固定資産税の課税標準額を３年間ゼロとする特例措置について対象となる資産に事業用家屋

等を追加し、平成30年４月から令和３年３月までとなっている適用期限を令和５年３月まで２年

間延長するものです。 

次に、関連する条文の改正はないものの地方税法の改正に基づき令和３年度の税額に影響する

ことから、参考としまして中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る軽減措置につ

いて記載してございます。次のページをお開きください。改正内容につきましては、厳しい経営

環境にある中小事業者等に対して、令和３年度課税の１年分に限り償却資産及び事業用家屋に係

る固定資産税の課税標準額を次の表に記載のとおり２分の１、またはゼロとするものでございま

して、令和２年２月から10月までの任意の３か月間の売上げが前年の同期間に比べ30％以上50％

未満減少しているものについては２分の１、また50％以上減少しているものについてはゼロとす

るものでございます。 

次に、４点目の軽自動車税関係でございまして、環境性能割の臨時的軽減措置の延長となって

おります。改正条文は、条例附則第15条の２関連でございます。改正内容につきましては、自動

車取得時の負担感を緩和するため、令和元年10月から令和２年９月までの間に取得した軽自動車

(自家用乗用車)に係る環境性能割の税率を１％軽減する特例措置について、その適用期限を６月

延長して、令和３年３月までに取得したものを対象とするものです。なお、環境性能割の税率区

分につきましては、次の表に記載のとおりでございます。 

最後に、施行期日でございます。１の令和２年度地方税制改正に伴う条例改正文につきまして

は、公布の日から施行し、令和２年４月１日より適用となります。ただし、未婚の独り親に対す

る税制上の措置については令和３年１月１日から、軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しについ

ては１段階目が令和２年10月１日から、２段階目が令和３年10月１日からの施行となります。 

次のページを御覧ください。２の新型コロナウイルス感染症関連の条例改正分につきましては、

公布の日から施行となります。ただし、イベントを中止等した主催者に対する払戻し請求権を放

棄した者への寄附金控除の適用及び住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る対応については、

令和３年１月１日から施行となります。 

以上で議案第７号 新ひだか町税条例等の一部を改正する条例制定についての説明とさせてい

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。 

よって、質疑を終結いたします。 

本案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７号 新ひだか町税条例等の一部を改正する条例制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。 
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〔｢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。 

                                            

    ◎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14、議案第８号 新ひだか町都市計画税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。 

 中島税務課長。 

〔税務課長 中島健治君登壇〕 

〇税務課長(中島健治君) ただいま上程されました議案第８号についてご説明いたします。 

 議案第８号は、新ひだか町都市計画税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、

新ひだか町都市計画税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す。 

次のページをお開きください。新ひだか町都市計画税条例の一部を改正する条例でございます。 

改正する条例の詳細につきましては、新ひだか町都市計画税条例改正説明要旨により説明いた

しますので、３ページをお開きください。今回の条例改正につきましては、令和２年３月31日及

び令和２年４月30日に公布されました地方税法等の一部を改正する法律に基づき、関連する条文

の改正を行うものです。 

改正の概要につきましては、課税標準の特例に係る条項の整理でございまして、改正条文は条

例第２条第２項及び条例附則第４項から第15項関連でございます。改正内容につきましては、地

方税法の改正による課税標準の特例条項の廃止等に伴い、対象となる条項の整理を行うものです。

なお、今回は項番号のずれに伴う整理ですので、詳細な説明は省略させていただきます。 

次に、施行期日でございますが、この条例は、公布の日から施行し、令和２年４月１日から適

用するものです。ただし、第２条の規定については、令和３年１月１日から施行となります。 

以上で議案第８号 新ひだか町都市計画税条例の一部を改正する条例制定についての説明とさ

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。 

よって、質疑を終結いたします。 

本案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８号 新ひだか町都市計画税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。 

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。 

                                            

    ◎議案第９号の上程、説明、質疑、討論、採決 
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〇議長(福嶋尚人君) 日程第15、議案第９号 新ひだか町国民健康保険税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。 

 秋山生活環境課長。 

〔生活環境課長 秋山照幸君登壇〕 

〇生活環境課長(秋山照幸君) ただいま上程されました議案第９号についてご説明申し上げま

す。 

議案第９号は、新ひだか町国民健康保険税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、新ひだか町国民健康保険税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

のです。 

１枚おめくりください。今回の条例改正につきましては、令和２年３月31日に公布された地方

税法等の一部を改正する法律等に基づき、新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正するもの

でございます。 

具体的な改正内容につきましては、記載のとおり、条例附則第４項及び第５項の改正となりま

すが、これは国民健康保険税の所得割の課税額を算定する際、租税特別措置法の規定による低未

利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得における特別控除を受けた場合、その控除後の額で算

定するように対応するため保険税の課税の特例を創設するもので、準用する短期譲渡所得を有す

る場合についても同様に法の改正に合わせた改正内容となってございます。 

また、附則についてでございますが、この条例は土地基本法等の一部を改正する法律附則第１

項第１号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の１月１日から施行することとしておりまし

て、具体的には令和３年１月１日から施行することとなるものでございます。 

なお、次のページに参考資料として条例新旧対照表を添付してございますので、改正条項につ

いてご確認いただきたいと存じます。 

以上で議案第９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。 

 よって、質疑を終結いたします。 

 本案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９号 新ひだか町国民健康保険税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。 

 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。 

                                            

        ◎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。 

 報告事項についてのみ質疑願います。 
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 ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 行政報告の中で今回のコロナウイルスの感染について町民への周知なので

すが、個人情報の制限の中で大変だということは理解するのですが、しかし町内に住む人、もし

くは介護事業者、医療者等については、実はいろんな問合せがあったり、またはどうすればいい

のかと言っていても個人情報だから町に確認しても道に確認してもなかなか入ってこない。とこ

ろが、現実にはいろんなうわさや不確かな情報が流れているのです。それで、新ひだか町の人た

ちはまだ真面目だから、ちゃんと守ってくれているから二次感染、三次感染や介護崩壊も起きて

いないのですけれども、ぜひ今後については、今は起きていませんけれども、起きる可能性は十

分あるのです、こういうものについては。こういうものが起きたときに当事者の方々ともこれ以

上町内に感染を増やさないためにできるだけ情報を出す努力は町としてもすべきだし、ほかの府

県でもやっていますので、その辺を理解する努力をしていただいて、感染しないということにつ

なげていただきたい。今のままだと、たまたまほかの施設でも起きていない、病院でも起きてい

ない、広がっていませんけれども、やはり正しい情報があるとできるだけ未然に防ぐことができ

るということがありますので、その辺の努力を担当者に頼んでいいのか、町長に頼んでいいのか

分かりませんけれども、個人情報だから駄目よで防げているうちはいいですけれども、ちょっと

心配な部分もあるので、その辺ぜひ何とか、今年はいいですけれども、こういうような感染が拡

大しないためにはこのままで守れるのかというと、必ずしもそうとも思えませんので、ぜひその

辺を町長は、今回はその当事者の担当者でも感染者の人たちとその辺の交渉というか、お願いと

いうのはしたものなのでしょうか。でも、うわさはいっぱい実は流れていて…… 

〇議長(福嶋尚人君) 下川君、質疑ですか、それ。 

〇６番(下川孝志君) そこのところをお聞きしたい。 

〇議長(福嶋尚人君) 質疑してください。質疑ですか。 

〇６番(下川孝志君) だから、この報告について、そのところだけちょっと聞きたいのです。ど

ういう対応をしたか。 

〇議長(福嶋尚人君) 答弁できたら答弁してください。 

 山口課長。 

〇健康推進課長(山口一二君) 調査のほうは、道の保健所を通じて実施しております。本人の同

意が得られた場合のみ年齢だとか性別だとか居住地、そういったものが公表されます。また、公

衆衛生上影響があるような施設だとかそういったところに勤められている方、そういった場合に

ついては、これまた本人の同意が前提ですけれども、公表される場合があります。これまではそ

ういった場合がなかったので、ある一定の限られた個人情報を守られた形での情報公開となって

おりますので、そちらのほう道から入り次第町としても公表しております。 

 以上です。 

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) 質疑なしと認めます。 

 よって、質疑を終結いたします。 

                                            

    ◎閉会の宣告 
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〇議長(福嶋尚人君) これで本日の日程は全部終了いたしました。 

 会議を閉じます。 

 令和２年第２回新ひだか町議会臨時会を閉会いたします。 

 どうもご苦労さまでした。 

 (午後 零時２３分) 


