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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、７番、細川君、８番、本間君を指名

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。 

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) おはようございます。それでは、通告に従いまして、医療介護対策につき

まして一般質問をさせていただきます。 

 この質問につきましては、昨年の９月の議会定例会の一般質問におきまして町立病院の見直し

及び静寿園、蓬莱荘、まきば等、介護福祉施設の民間活力への導入等について質問したところで

あります。その後、昨年11月１日開催の全員協議会におきまして、町のほうから新ひだか町介護

サービス事業及び病院事業の経営改善基本方針骨子が示されたところでございます。議会といた

しましては、町民の安全、安心な暮らしを営む上で重要かつ重大な政策課題として捉えまして、

11月８日の議会臨時会におきまして介護サービス事業等経営改善基本方針に関する調査特別委員

会を設置いたしまして審査及び調査をするとともに、２月13日及び14日開催の議会報告会では｢介

護サービス事業及び病院事業の今後について｣をテーマに町民との意見交換を行い、３月５日には

特別委員会調査報告書を取りまとめております。３月10日の議会定例会終了後に、議長から町長

に対しまして特別委員会調査報告書を提出したところでございます。その後５月22日開催の全員

協議会では、町から新ひだか町介護サービス事業経営改善実行計画書案が示されました。特別養

護老人ホーム等につきましては、民間活力を導入することを主体とした経営改善を行うこと、介

護老人保健施設まきばは事業を廃止するとの内容の説明があったところでございます。そこで、

医療介護対策につきまして何点か質問をさせていただきます。 

 １点目に、新ひだか町介護サービス事業経営改善実行計画についてでありますけれども、実行

計画策定後の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、指定管理者の選定についてでございますが、先日９月４日の全員協議会におきまし

て新ひだか町高齢者福祉施設指定管理者候補者の決定について情報提供がありましたけれども、

候補者の決定に当たりまして選定基準８項目に対して候補者がその基準をどのようにクリアして

いたのか、またそれに対して町はどのように評価、判断して候補者に決定したのかを伺いたいと
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思います。 

 ３点目に、介護老人保健施設まきばについてでありますが、町立静内病院の回復期病床、地域

ケア病床です、この開設ですとか特養、デイ機能強化により機能保全が可能ということで、12月

の議会定例会で条例の廃止、この議案の提案を予定しているということでございますけれども、

入所者やデイケア利用者に対する対応はどのようになっているのかを伺いたいと思います。 

 ４点目に、病院事業の再編についてでありますけれども、今後の対応方針と病院事業経営改善

実行計画書の策定についてどのように考えているのか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) 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) おはようございます。木内議員からのご質問の医療介護対

策についてご答弁申し上げます。 

 本町は、将来にわたり安定的で持続可能なサービスの提供を目的に、過去より経営状況が不安

定な介護サービス事業の経営改善を図るため経営改善基本方針を昨年10月に策定し、議会や住民

の方々へお示しをいたしました。住民の皆様からは、まちづくり懇談会やパブリックコメントに

よりご意見を聴取させていただき、また町議会からは、木内議員からもご説明いただきましたと

おり、介護サービス事業経営改善基本方針に関する調査特別委員会を設置いただき、特別委員会

調査報告書として町にご意見等を提出いただいたところでございます。町といたしましては、町

民の方々、議会よりいただきました多くの意見、要望を基に民間が持つ専門的な運営ノウハウを

生かした経営の下、効率的な事業の運営を継続的に実施することを目的に、対象６施設を一体的

に管理運営する指定管理者制度の導入を基本とした新ひだか町介護サービス事業経営改善実行計

画書を本年６月に策定し、併せまして関係する条例等も６月定例会におきまして整備させていた

だいた上、本実行計画書に基づきまして計画を進捗させていただいているところでございます。 

 そこで、木内議員からのご質問の１点目、新ひだか町介護サービス事業経営改善実行計画の進

捗状況の具体的な内容でございますが、実行計画策定後、対象施設に従事している職員に実行計

画についての説明会を現状のコロナ禍の中、コロナ対策に配慮しながら対象施設ごとに複数回実

施しております。その後、６月30日から８月13日までを期限に新ひだか町高齢者福祉施設指定管

理者の公募を行っております。また、指定管理者候補者の選定に当たり、新ひだか町公の施設に

係る指定管理者の指定手続に関する条例、施行規則に基づき選定委員会を設置し、審査実施の上

８月31日付で選定事業者を決定し、町公式ホームページに公表したところでございます。 

 さきの全員協議会で情報共有させていただいておりますが、指定管理者候補者として選定した

事業所は、このたびの公募の要件であります６施設の全ての事業体において実績を有し、留萌市

や札幌市を中心に介護事業全般を展開しております株式会社萌福祉サービスを指定管理者候補者

として選定させていただいております。また、選定事業者の公募と同時並行的に施設利用者様や

そのご家族へのご説明につきましても文書や自宅にお伺いするなどの手法により実施していると

ころでございます。 

今後におきましては、指定管理者候補者が決定され、個別具体な協議を行うことが可能となり

ましたので、協定書締結に向けた細部にわたる協議を重ねるとともに、指定管理者先へと転籍願

う職員の処遇等についても職員組合と協議を行い、妥結後直ちに職員処遇等について対象職員に
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説明を重ねていく予定でございます。現在のところは、おおむね新ひだか町介護サービス事業経

営実行計画でお示ししましたスケジュールどおり進行しております。 

 次に、ご質問の２点目、指定管理者の選定について選定基準８項目に対して候補者がその基準

をどのようにクリアしていたのか、またそれに対して町はどのように評価、判断して候補者を決

定したのかについてですが、今回の公募につきましては、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及び同施行規則に基づき指定管理者候補者を選定しており、選定基準

８項目につきましては条例で定める選定基準を基本として、募集要項で定めた内容について審査

を実施しております。候補者選定に当たりましては、申請者が２団体ございましたが、１団体に

つきましては応募資格を満たしておりませんでしたので、提案者によるプレゼンテーションは先

ほどご説明させていただいた株式会社萌福祉サービス１団体で実施をしております。 

そこで、選定基準８項目に対する候補者の提案でございますが、まず１つ目の安定的な経営基

盤につきましては、事前提出されました財務諸表を国が定めております経営事項審査における経

営状況分析の算出に基づき経営状況の評価を点数化して評価してございますが、事業収益が高く、

事業者として健全な経営状況がうかがえる結果であり、また同種の施設の管理運営実績等があり

ますことから良好であると判断いたしました。 

 ２つ目の管理運営計画についてですが、施設の管理運営に関する基本方針、施設の安全管理マ

ニュアル、安全危機管理に関しての必要な措置、施設利用者の要望の把握など適正かつ良好な提

案がされております。 

 ３つ目の地域の拠点としての計画性につきましては、稼働率の向上により受入れ態勢を強化し、

利用者のニーズの拡充が図られる提案、町、地元事業者との連携、協働に取り組み、及び地域の

雇用の場の確保に係る提案があり、良好であると判断しております。 

 ４つ目の効率的で質の高いサービスの提供につきましては、指定管理者受託後の当初における

取組としては、既存施設の安定的な運営を第一としつつ、将来的な適正人員を見据えるとともに、

管理経費の縮減、収入の増収が図られる提案がなされており、良好だと判断しております。 

 ５つ目の施設事業計画につきましては、過去の決算状況及び事業内容を施設ごとに現状認識が

なされ、適正な個別事業計画が立てられており、良好と判断しております。 

 ６つ目の職員の配置及び職員の処遇につきましては、廃止されますまきばの職員及び非正規で

あります会計年度任用職員も含め、対象職員全員の雇用の確保が提案されており、またマイスタ

ー制度による試験の実施やプリセプター、こちらは新人職員教育制度になりますが、プリセプタ

ー制度を導入し、安全を補完しながら職員教育を充実させる等の提案がなされており、非常に良

好であるというふうに判断してございます。 

 ７つ目の施設譲渡を含めた将来展望につきましては、選定事業者は経営基盤、運営計画、管理

体制からも指定管理者として長期的に事業を運営する基盤や体制を有し、安全かつ継続的に施設

を運営できる事業者として一定以上の評価がされる事業者として認められると判断されますが、

施設譲渡に向けた提案につきましては、現状は机上による書類上の現状把握しかできていないた

め、今般具体な提案は差し控えるという内容でございました。ですので、本件は選定事業者が指

定管理者として事業実施に当たった後の継続的な協議事項になると判断しております。 

 ８つ目の独自提案につきましては、選定事業者が持つ専門的ノウハウを生かした利用者や職員

に対する取組内容やリハビリ強化による身体機能の維持向上など、施設運営だけではなく、高齢
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者が地域で自立して生活するための取組について提案があり、良好であると判断しております。 

 以上、選定基準８項目について提案内容を審査した結果、本町が目的とする安定的かつ継続的

にサービスを提供することができる最良な事業者であると判断し、選定事業者として決定させて

いただいております。 

 次に、ご質問の３点目、介護老人保健施設まきばについて、町立静内病院の回復期病床の開設

や特養、デイ強化により機能保全が可能、12月定例会での条例廃止を予定しているが、入所者や

デイケア利用者に対する対応はどのようになっているのかでございますが、老健まきばにつきま

しては、実行計画策定後、利用者様や利用者様ご家族に対し、文書で施設の廃止等の経緯をご説

明させていただいた後、ご自宅へ担当ケアマネが訪問するなどにより丁寧な対応に努めさせてい

ただいており、利用者様や利用者様ご家族と今後の生活を含めた相談を現在行わせていただいて

おります。本年６月１日現在、施設入所は28名でございましたが、９月１日現在で９名となって

ございまして、対象者のうち静寿園８名、蓬莱荘には２名の方が移動しております。また、ショ

ート利用者様につきましては、静寿園や蓬莱荘のショートなどを利用しており、12月末日までに

全ての利用者様の対応を決定したいと考えております。 

 また、デイケアにつきましては、現在月曜日と金曜日の週２日開所をしてございますが、現在

施設をご利用の利用者様及び利用者様ご家族に対しましては、担当ケアマネと十分な協議を行い、

まきば廃止後のサービス提供体制を定めた上で、２月下旬までは継承を目途としながら移行に向

けて調整を行っておりますが、ご答弁した内容につきましてはあくまでも想定でございますので、

必ずしも12月末日までに全ての入所者を移動させていただくものではなく、利用者様や利用者様

ご家族とご相談させていただきながら、最良の移行計画とした上で来年３月末までに全ての利用

者様の対応を行ってまいりたいと考えております。 

 最後に、４点目、病院事業の再編について今後の対応方針と病院事業経営改善実行計画書案の

策定についてどのように考えているのかでございますが、病院事業につきましても昨年11月に経

営改善基本方針、いわゆる町の基本的な考え方をお示しいたしましたが、議会や町民の方々より

多くのご意見、ご要望をいただいているところでございます。本町といたしましては、議会や町

民の方々からの意見等を踏まえ、今後の進め方について慎重に協議を行っていかなければならな

いと考えてございますが、病院企業会計の令和元年度決算見込みでは一般会計基準外繰入れを除

いた単年度収支で約３億1,000万円の純損失が見込まれており、早急に経営改善に向けた具体的な

計画をお示ししなければならないものと認識しております。 

そこで、今後の対応方針でございますが、平成29年２月に策定した新ひだか町新公立病院改革

プランの計画期間が本年度までとなっており、予定では次期改革プランの策定について本年夏頃

までに総務省から示されることとなっておりましたが、コロナ禍の影響により来年度以降に延伸

される見込みでございます。本町といたしましては、総務省より来年度示される予定である次期

新公立病院改革ガイドラインに基づき新たな改革プランを策定し、本町がこれまで説明してまい

りました経営改善実行計画書としてお示しさせていただきたいと考えております。また、経営改

善実行計画書のいかんによらず、現状でも経営改善に対する取組は随時行っていかなければなら

ないものと考えておりますので、早急に着手できる案件につきましてはご説明させていただきな

がら、さらに取組を強化してまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いい

たします。 



 

 － 5 － 

以上、壇上の答弁といたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 一通りご答弁をいただきましたので、何点か再質問をさせていただきます。

再質問の数でございますが、結構細かい部分まで質問したいと思いますので、よろしくお願いし

たいというふうに思います。 

 まず、１点目の新ひだか町介護サービス事業経営改善実行計画、ご答弁いただきました。あり

がとうございます。実行計画のスケジュールどおり進行しているという答弁をいただきました。

そこで、質問でございますけれども、先日４日の全員協議会ございました。この中で職員組合に

対する交渉につきましては、９月中旬頃までに協議するのだと、ある程度めどが立つのだという

ような説明があったと思いますが、今どのような状況にあるのかを伺いたいと思います。 

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) 職員組合に対する交渉の内容とスケジュール感ということ

でございますが、指定管理者への転籍対象となります職員の現給保障を含めました職員等に関す

る組合との交渉につきましては、指定管理事業者が決定されましたので、現給保障の内容も含め

まして個別な協議が行えるようになっております。まさに今選定事業者と協議を進めさせていた

だいているところでございます。これと同時並行的に組合側とも協議を現在重ねさせていただい

ておりまして、妥結に向け今後も協議を重ねてまいるということになります。妥結に至る具体的

な日程については、相手のあることですので、詳細事項をお示しすることできませんけれども、

職員組合との協議が調わなければその後の職員説明会、そして個人への面談を含めた説明という

ところに至りませんので、慎重かつスピーディーな対応を図っ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) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) そこで、実行計画の中で答弁いただきました職員に対して複数回説明会を

実施しているという答弁がございました。そこで、職員に対する個別面会状況ですか、職員に対

して施設別に恐らく説明会を開催しているということと個別に面会もしているというふうに思い

ますので、その状況と町職員を指定管理者が採用した場合の最低３年間の現給保障に関して職員

からの理解が得られる状況にあるのかどうか、その辺の状況について伺いたいと思います。 

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) 職員に対する個別面談の状況と現給保障の内容というとこ

ろのご質問です。職員の個人面談につきましては、先ほどもご説明させていただいたとおり、職

員組合との協議が調った後、施設ごとに全体で説明をさせていただいて、その後一人一人正職員

から順に個別面談をさせていただいて、お話をさせていただくという流れを考えています。ただ、

実行計画策定後、施設ごとに説明会をやっておりますし、また相談窓口、６月１日から当室内に

おいて開設しております。その当室内での相談室の中では、多くの職員に来所いただいてご相談

を受けております。職員の今後の人生に関わることになりますので、当然今当町がお示ししてい

る内容では納得できないという厳しい声があるのも事実でございます。指定管理後に施設が移管

した後の施設の運営体制であったり、ご利用者様のご心配をされている職員の声も多く聞かせて

いただいているという状況にあります。いただいております職員からの声につきましては、今後

選定事業者との交渉に活用、反映させていただくことになると考えておりますし、何よりも指定
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管理者制度の移行を安定的に行い、ご利用者様が現在受けているサービスが絶対低下しないとい

うようにするためにも現在在籍されている職員の指定管理者先への転籍は非常に重要であるとい

うふうに考えておりますので、丁寧な説明ときめ細やかな対応を今後も続けていきたいというふ

うに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) ただいま答弁をいただきましたけれども、３年間の現給保障に対する職員

の理解、この辺の答弁がなかったのではないかと思いますので、再度職員の理解について伺いた

いと思います。 

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) 失礼いたしました。 

 現給保障の職員への理解の部分ですが、先ほども少しお話しさせていただきましたけれども、

施設ごとの職員説明会や相談窓口による個別相談において本町が示しております最低３年間の現

給保障の期間延長を求める要望は、多くの職員から寄せられているところです。本町といたしま

しては、指定管理者に安定的に移行するためには、先ほどもお話しさせていただいたとおり、今

お勤めの職員がスムーズに指定管理者先へ転籍していただくということが非常に重要だというふ

うに考えております。そのためには現給保障に係る職員組合の交渉に当たりましては、まず現給

保障が転籍者のインセンティブとなる内容でなければいけないということ、もう一つは町の財政

負担を鑑みなければならないということ、３つ目には民間事業者との均衡を図る必要があるとい

うこと、この３点を大きな進むべき目標として組合側と交渉を重ねていかなければならないとい

うふうに思います。今お話しさせていただいた３つのどれか１つが大きくなり過ぎるということ

になりますと、全体のバランスを欠くということになりますし、現給保障のインセンティブとい

うところで、そこが少なければ当然移っていただける職員の数が少なくなって、安定的な指定管

理への移行ができないということになりますので、そこはバランスを持って対応させていただき

たいというふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) そこで、今答弁をいただいた中で、職員からの声としては３年間の現給保

障に対して期間延長を求める声があったと。それは当然でないかなというふうに私も思います。

今回の指定管理期間が５年間ということになっていますから、私が職員のある程度理解を得ると

いうことを考えたときに、３年間ということにこだわらず、例えば５年間の期間現給保障をして

いきましょうというような考え方も持てるのではないかと。これは、そうなりますと町の負担が

またその分は多くなりますけれども、将来的なことを考えるとそれでも負担は減るのだろうとい

うふうに思うわけですけれども、その辺の考え方はございませんか。 

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) 現給保障の期間のお話でございますが、今まさに組合側の

要求と町側の回答という部分の協議を現在させていただいておりまして、組合側からは当然のこ

とながら現給保障期間を長くという要求が来ているというところですが、その辺も先ほど来お話

しさせていただいていますとおり、今まさに協議を重ねさせていただいておりますので、その結

果等も含めましてまた改めて所管委員会等を通してご説明をさせていただきたいというふうに考

えております。 
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〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) そこで、今回職員が転籍になりますと、町職員を退職ということになると

思うのです。そうなりますと、退職金が生じるわけです。この退職の場合に退職事由というのが

いろいろあると思うのです。自己都合退職ですとか定年退職、勧奨退職あるいは整理退職、いろ

いろあると思うのですけれども、今回の退職に当たってどの退職事由に当たるのか。その退職事

由に当たることによって、自己都合というのは一番低いですから、私は自己都合ではないと思っ

ていますから、その辺のことはもう既に退職手当組合といろいろやり取りやっていると思うので

すけれども、その考え方をお聞かせください。 

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) 退職手当の関係でございますが、今木内議員おっしゃって

いただいたとおり、退職事由によって退職金の額というところが大きく変わってきます。その中

で、退職手当組合の規約の中で一番多く退職金を受け取っていただける事由というのがいわゆる

整理解雇という事由が一番退職される職員にとって退職金を多く受け取っていただける事由にな

ります。ですので、当町といたしましても今回の退職事由については、整理解雇ということで整

理をさせていただきたいというところにこだわりを持ってやらせていただいている理由の一つで

もあります。その中で、今回の案件がその整理解雇に当たるのかという部分につきましては、退

手組合とも協議をさせていただいて、間違いなく整理解雇の退職事由になるということを確認さ

せていただいておりますので、一番退職される方の有利な整理解雇という退職事由で今後は進め

させていただくことになるというふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) ぜひ現給保障、あるいは退職金の関係、これは本当に職員にとっては重要

な問題ですので、どうか職員にその辺の理解をいただく、あるいは職員組合とも重ねて協議を進

めていただきたいというふうに思います。 

 次に、指定管理者制度の移行に当たりまして、利用者ですとか家族等への情報提供あるいは協

議どのように行って、利用者等からどのような声があったのかをお聞かせいただきたいと思いま

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) 指定管理者移行に当たって利用者様ご家族へのご説明とい

うことですが、今回当町の介護福祉施設一体的に大きく今までと変わることになりますので、利

用者様へのご説明は非常に重要な部分だというふうに考えてございます。その中で、利用者様や

利用者様ご家族に対しましては、現状のコロナ禍ということもありまして、まずは各施設より文

書によりお知らせをしてございます。ご家族がまた施設に来所いただいた際ですとか、そういっ

た場合には直接お話をさせていただいております。またあるいは、電話連絡といった方法で全対

象施設利用者様、またそのご家族様に情報提供をさせていただいているところでございます。ま

た、廃止としておりますまきばにつきましては、ご利用者様に対し文書でのご案内をさせていた

だいた後、担当ケアマネとご自宅へ訪問させていただき、ご本人やご家族様と今後の相談を実施

してございます。 

利用者様からいただいている声といたしましては、民間事業者が運営主体となることに対する

不安であったり、料金が高くなるのではないかと、これは町の条例に基づいた料金体系になるの
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で、利用料金が変わるということはないのですが、そのようなご不安の声が届いておりますので、

関係施設と十分に連携しながらご説明を重ねさせていただいて、少しでも不安が解消できるよう

に対応を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。 

〇15番(木内達夫君) それでは次に、今回静寿園、蓬莱荘、それからデイサービスセンターあざ

み、なごみ、それとみついし、そのほかにケアハウスのぞみですか、この高齢者福祉施設６施設、

指定管理ということになるわけです。そこで、現在転職を求めている専門職員の範囲、どのよう

な職の方が転職されるのか、その辺の確認をさせていただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺医療・介護対策室主幹。 

〇医療・介護対策室主幹(渡辺智之君) 今回転籍を想定しております職員でございますが、指定

管理を行う予定としております各施設及びみついし居宅介護センターに勤務されている事務職員

を除く正規、非正規全ての職員でございます。 

 なお、みついし居宅センターが担っております地域包括支援事業につきましては、今回対象と

しておりませんので、転籍対象者から除いてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) それで、今ご答弁いただきました転職の専門職の範囲、事務職を除いてい

ますから、そうなりますと介護職員ですとか生活相談員ですとか介護支援専門員などの専門職員

と私は理解しているのですけれども、施設ごとの職員数で正職員、それから会計年度任用職員別

にどの程度の今求めている職員数、これが分かればお知らせいただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺医療・介護対策室主幹。 

〇医療・介護対策室主幹(渡辺智之君) ９月１日現在における施設ごとの転籍想定職員数でござ

いますが、静寿園でございますけれども、正職員が46名、会計年度任用職員が52名の合計98名、

蓬莱荘は正職員が18名、会計年度任用職員が12名の合計30名、老健まきばでございますが、正職

員が21名、会計年度任用職員が５名の26名、デイサービスセンターみついしでございますが、正

職員が３名、会計年度任用職員が11名の合計14名、ケアハウスのぞみでございますが、正職員は

対象者がなく、会計年度任用職員が１名の合計１名、最後にみついし居宅介護センターでござい

ますが、正職員は対象者がなく、会計年度任用職員が４名の合計４名でございまして、対象施設

全体では正職員が88名、会計年度任用職員が85名の合計173名でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) そこで、今みついしデイサービスセンターのほう、ここに併設されている

と思うのですが、みついし居宅介護センター、これは訪問介護ですからヘルパー事業です。それ

から、居宅介護支援事業はケアプランの策定などを行っていると。あるいは、事業者との調整を

すると、こういう役割になっていますけれども、これはどのような形になるのかお伺いしたいと

思いますが。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺医療・介護対策室主幹。 

〇医療・介護対策室主幹(渡辺智之君) 今回の公募に当たり、応募資格の一つに三石地区の訪問

介護及び居宅介護支援事業について指定事業者の指定を受け、町が行っている事業を継続できる

団体としてございます。現在みついし居宅介護センターにつきましては、訪問介護及び居宅介護

支援事業を行ってございますが、来年度からは指定管理者が指定事業者となり、現在町が指定を
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受けて実施しております事業を全て引き継いだ形で事業実施していただくことになりますので、

みついし居宅介護センター事業につきましても今後選定事業者と詳細事項について協議を進めて

まいります。 

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。 

 それで次に、現在デイサービスセンターあざみ、それからなごみの指定管理者、これは社会福

祉協議会ということになっております。今回の指定管理者候補者の決定されました、選定、候補

者の決定ですね。そのことによって社会福祉協議会との、社会福祉協議会はたしか３年度までだ

ったと思いますから、協定変更が生じると私思っております。そうなりますと、今の議会で出て

いませんから、提案されていませんから、12月定例議会でこの協定変更の議案提案があるという

ふうに考えているのですが、その辺はいかがですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺医療・介護対策室主幹。 

〇医療・介護対策室主幹(渡辺智之君) デイサービスセンターあざみ及びなごみにつきましては、

新ひだか町社会福祉協議会を指定管理者として平成30年４月１日から令和４年３月31日までを期

間として協定書を締結しておりますが、来年度より新たな枠組みでの指定管理を進めるため、こ

のたび指定管理者候補者を選定したところでございまして、今後候補者と協定書締結に向け協議

を進めてまいりますが、協議がまとまりましたら12月議会定例会で指定管理者の指定について上

程をする予定でございますので、そうなりますと現在社協と締結しております指定管理期間の変

更が必要となりますことから、協定書内容の変更など必要な手続につきましては12月議会定例会

においてお諮りをし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) そこで、あざみ、なごみ、これは社会福祉協議会の職員ですから、社会福

祉協議会では職員の転籍希望を聞いたり、直接面談して聞いたり、その対応を進めていると私は

聞いております。そこで、社協職員の処遇等について、これは社協職員ですから社会福祉協議会

と今の指定管理者候補者が直接その辺の協議をやるということになるのですか、あるいは町がそ

ういうことを含めて協議すると、こういうことになるのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺医療・介護対策室主幹。 

〇医療・介護対策室主幹(渡辺智之君) 来年度から実施しようとしております新たな枠組みでの

指定管理を安定的に移行するためには、現在デイサービスセンターあざみ及びなごみにお勤めさ

れている社協職員の方々につきましても新たな指定管理者へ転籍していただくことが重要である

と考えております。そのことは指定管理者候補者からも提案があったところでございます。今後

につきましては、社会福祉協議会と連携を図りながら、指定管理者への職員の転籍について候補

者と協議を進めてまいります。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) それでは、１点目の関係は終わりまして、２点目の指定管理者の選定につ

いて何点か質問させていただきます。 

 それで、ご答弁いただきました。そこで、職員の配置、適正配置ですか、それと職員の処遇に

ついて答弁いただきましたけれども、もう少し具体的に内容を説明いただきたいと思いますが。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 
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〇医療・介護対策室長(及川啓明君) 職員の適正配置に係るご提案という内容ですが、今回候補

者からの提案ではそれぞれの施設が実際に行っている運営状況についてやはり書類上でしか現在

把握していないということで、現段階では各施設の適正な配置をなかなかお示しすることは困難

だと、現状は困難だというふうな内容でございました。提案の中では、施設基準による人員から

すると人員が多い施設がやはり散見されるというご指摘もありながら、ただ現状詳細な運営手法

や職員の能力、スキルというのも把握していない中で来年４月から直ちにその机上の人員で施設

が運営できるのかというと、それはかなり利用者様に大きな影響を与えることになるということ

になりますので、運営当初は現在の人員を最大限有効活用しながら安定的に運営を行わせていた

だき、その中で選定事業者が持つ運営ノウハウを活用して、適正な人員配置に段階的にしていき

たいという提案がございました。当町といたしても妥当な提案であるというところで判断したと

ころでございます。 

 職員の処遇についてでございますが、提案された内容といたしましては、昇給制度や研修、教

育制度などが非常に充実されておりまして、職員のやりがいにつながる提案も数多くいただいて

おります。詳細事項につきましては、現在組合との協議中でありますことからご説明は控えさせ

ていただきたいというふうに思いますが、職員組合との妥結後、所管委員会を通じて情報共有を

させていただきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいというふうにお願い

いたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) それで、独自提案があったということでご答弁いただきました。選定事業

者のノウハウを生かした取組ですとかリハビリ強化による身体機能の維持向上と、こういうもの

に取り組みたいという答弁でございましたけれども、もうちょっと具体的にどういう内容なのか

説明をいただきたいと思います。 

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) 独自提案の具体的な内容ということでございますが、今回

の実行計画の中で廃止と位置づけさせていただいている老健まきばの機能をどのように機能補完

していくのかという部分が本計画を進める上で一番難しい部分でもあると思っていますし、また

一番心配している部分でもございます。それにつきましては、先ほど木内議員からもご指摘いた

だきましたとおり、包括ケア病床の開設、また外来リハの機能強化、また各施設の機能強化によ

って補っていきたいというふうに考えてございますが、現在の利用者様になるべくご不便をかけ

ないようにいずれにしても取り組んでいかなければならないというふうに考えておりますが、今

回の選定事業者からの提案の中で理学療法士の徒手や、あと最新の機器、オリジナルの動画など

を使用してリハビリ特化型のデイサービスセンターの運営の独自提案がございました。このこと

で心配されております老健まきばの廃止に係る機能補完も拡充されることにつながるのではない

かなというふうに考えております。もちろん既存利用体系との調整というのは必要になりますが、

利用者様ニーズ、そして職員配置の適正化も調整した上でいただいた提案を具体的なものとでき

るように調整を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) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 今の提案は、非常にいい提案でないかなと思います。今まきばはデイケア、

これは療法士さんがいますから、デイケアやっています。これがなくなるわけです。指定管理者
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が療法士を採用して、リハビリ特化型デイサービスセンター、これを設置するというか、開設す

るということになれば、それはフォローできますから、そういう面では非常にいい提案でないか

というふうに思いますので、ぜひそれが早期に設置されるように努めていただくように協議をし

ていただきたいなというふうに思います。 

 次に、居住費に係る利用者負担のうち、施設建設にかかった地方債償還金相当額の町への納入

という、これがありました。この関係は、今後の私は候補者との協議になる項目かなというふう

には思っているのですが、今回の選定に当たってこの関係の話をしているのかどうか。今後協議

となった場合に候補者からの理解を得られない場合に、それは無理だと、償還金１億以上あると

思うのです、元利償還金合わせて。無理なのだといった場合の対応をどのように考えているのか

伺いたいと思います。 

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) 施設運営にかかった地方償還金相当額の町への納入の関係

でございますが、残念ながら今回の提案時点では地方償還金相当額の町への納入と、こういう具

体な提案はございませんでした。今後現給保障の保障額も含めて指定管理料総額を選定事業者と

協議をさせていただくことになります。その際に当然のことながら現状の介護サービス特別事業

の収支状況を鑑みて、当初の目的である経営改善としての費用感を全体の指定管理料をお示しす

る際にはしっかり出せる金額になっていなければならないというふうに考えてございますので、

選定事業者と今後協議を重ねさせていただいて、詳細事項を詰めさせていただいて、お示しをさ

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) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) それで、今回指定管理候補者の選定がされました。今後予定している12月

議会定例会の指定管理者指定の議案提案、これ予定していますけれども、どのような項目あるい

は条件を協議することになるのか教えていただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) 今後予定している指定管理者との協定の内容の項目でござ

いますけれども、項目の内容ですとか条件は当町の考えだけではなく、当然選定事業者と調整さ

せていただいた上で、その項目も含めしっかりと決めておかなければならない事項をこの後定め

させていただくことになりますけれども、主立った協定書の内容ということになりますと、職員

の現給保障の関係、そして指定管理料をはじめとした全体の総額、また事業内容、事業範囲、事

業計画、管理業務、指定管理者の収入及び使用料等の徴収、またリスク分担やモニタリング、実

績報告のやり方などになろうかというふうに考えておりますが、詳細事項につきましては選定事

業者と今後協議を進め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) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) それで、今答弁ありました指定管理料、これもどの程度になるのかちょっ

と分かりませんけれども、職員の転籍の数、これですとか今後の協議内容によって変わってくる

ので、非常にその想定は難しいとは思うのですけれども、５月の議会臨時会における介護サービ

ス特別会計補正予算、これが４億6,410万円の繰上充用を行っております。これは、要するに収支

不足額というふうになるわけです。今回の指定管理委託の施設がこのほかにケアハウスのぞみも

ありますし、デイサービスセンターあざみですとかなごみ、これは社協に委託していますから、
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この辺の収支不足額、これ出ていると思いますので、これを含めると恐らく５億円以上の収支不

足になっているのだろうというふうに思います。そこで、今回想定難しいのかもしれませんが、

指定管理委託によってどの程度の収支不足が圧縮されるのか、見込んでいるのか、この辺分かれ

ば教えていただきたいと思います。 

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) 指定管理の委託によってどの程度収支の均衡が図られるの

かという内容でございますが、まさに木内議員ご指摘のとおり、今回指定管理しようとする事業

全体の令和元年度の決算見込みでは、起債償還分も含めまして５億円以上の収支不足が生じてい

るという実態になっておりますし、今回指定管理しようとする事業を令和３年度も継続して事業

をそのまま直営で実施した場合につきましては、人件費の増嵩、また会計年度任用職員制度がで

きたことで引き続き１年以上お勤めされた方には退手組合の負担金を遡って積まなければならな

いという部分がございますので、そういう負担金が純増するということが見込まれております。

それを全て足しますと、恐らく６億を今度は超えてくるのではないかというふうに当室のほうで

試算をさせていただいております。 

指定管理料につきましては、今後職員組合、何にしても現給保障の総額が固まらないと指定管

理料全体の金額も出てこないことに今回はそういうロジックになっておりますので、職員組合と

の協議を進めさせていただくと。協議を進めさせていただいた中で指定候補者と最終的に協議を

行い決定いたしますので、今現在でどのぐらい圧縮されるのかという具体な額についてはお示し

することは、申し訳ないのですが、できません。ただ、今回の取組については、現状の収支不足

の均衡を図るということが大きな目的の一つでございますので、将来的にわたり現在の収支不足

が相当額圧縮された形で議会にも住民の方々にもお示しすることができる内容にならなければな

らないというふうに考えてございますので、前述したことを主眼に置いて協議を進めさせていた

だきたいというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) それでは、次の３点目の介護老人保健施設まきばについて何点か質問させ

ていただきたいと思います。 

 まきばの廃止条例、これ12月議会定例会を予定していると、こういうスケジュールになってお

ります。それまでの間に現在の入所者、あるいはデイケア利用者の処遇を決めるということ、そ

ういうことで理解していいのかどうなのか。家族ですとか入所者等の理解が得られなかった場合

の対応は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) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) まきばの現在の入所者やデイケアの利用者の処遇の関係で

ございますが、先ほどもちょっとご説明させていただきましたが、まきば施設を現在利用してい

ただいております利用者様や利用者様ご家族には既に町の考えをご説明させていただいておりま

して、新たな施設利用に係るプランもまきば職員の相談員、ケアマネが中心となってご提案させ

ていただいている状況にあります。現状では大きなトラブル等もなく、利用者様や利用者様ご家

族からもご理解をいただいているというふうに聞いておりますし、今回のご家族様の説明に当た

ってスムーズにいっている要因といたしましては、やはり今まで長い間まきばの施設をまきばス

タッフが利用者様ご家族に寄り添って献身的な介護をしていたこと、そして相談員やケアマネが
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細部にわたる相談を利用者様目線で続けていたことが今回今まで当たり前に使えていた施設が使

えなくなると、こういう提案をさせていただく中でご利用者様にご理解をいただいているという

部分については、これまでのまきば職員、まきばのスタッフの取組が非常に大きいというふうに

考えてございますし、何よりも利用者様がそれをご理解いただいて、新たなプランを納得してい

ただいているというところが大きいというふうに考えております。 

 また、壇上でもご説明させていただいたとおり、その移行先として静寿園、蓬莱荘でも受入れ

態勢を強化していただいておりまして、12月を予定して全ての対象者様に対して最良な形で施設

の移行が図れるよう今後も丁寧な対応を介護施設一体となって取り組んでいきたいというふうに

考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) まきばの廃止理由、これが町立静内病院の回復期病床の開設、これもう既

にされていますから、そのことですとか、特養デイ機能の強化による機能保全が可能という理由

でのことになっております。そこで、まきばを廃止することによりましてショートステイ、それ

からまきば、デイケアなのですが、デイサービス難民と、廃止されることによってそういう難民

と言われる状況になりつつあるというふうに私は耳にしているのですけれども、この点について

はどのように考えておりますか。 

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) まきばの廃止によっての影響というところですが、まきば

のショートステイ利用者様につきましては、まきばの廃止後、町内における介護サービス提供体

制に早期に慣れていただくために既に特養のショートやデイサービスの利用を現在いただいてい

るところでございますが、それにより利用希望者の日程が重なりまして、調整が必要となる事業

が少なからず増えているというのは事実でございます。関係職員を集めまして、特養や病院の効

果的な利用や運用について現在確認をさせていただいているところでございますし、先ほどお話

しさせていただいた今はできませんけれども、新たな指定管理になったときの機能強化というと

ころも十分に期待の持てる具体な内容だというふうに考えてございますので、今後につきまして

も町内民間事業者、また隣町である新冠、そして浦河町にある事業者とも現在も連携させていた

だきながら、受入れについてご相談をさせていただいているところでございます。各方面の協力

を仰ぎながら、利用者様がご不便とならないように努め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) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 分かりました。 

 それで、このまきばの廃止に当たって職員の処遇なのですが、先ほど答弁いただいております

から同じだと思うのですが、これはどのようになっていくわけですか。 

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) まきばに勤務されている職員につきましては、事務職員を

除き正規、非正規全ての職員が指定管理者先へ転籍を想定として整理させていただいております

し、選定事業者からもまきばに現在勤務している職員も含めた職員配置の提案をいただいている

ところでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 
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〇15番(木内達夫君) 分かりました。 

 そこで、現在まきばの入所者が９名です。12月までに全ての利用者の対応を決める予定だと。

それと、デイケア、週２日の開所ということです。こういう中で現在の職員の勤務体制、これは

どのようになっているのか。特養等の不足している他施設への配置替えと、こういうことは考え

ていないのかどうか、この辺お伺いしたいと思います。 

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) まきばの職員の勤務体制と今後の配置の考え方というとこ

ろでございますが、まきばの利用者様につきましては、先ほどもお話しさせていただいたとおり、

計画的に他施設に移動していただいているところでございます。職員体制につきましても実行計

画策定後、職員の移行計画もまきばのほうに作成を依頼しておりまして、既に２名の職員が静寿

園のほうに人事異動しております。今後につきましてもまきばに入所されている方、ショートで

利用されている方、その利用者様の人数、そしてその利用されている方が過不足なく対応できる

ような人数を残した上で他施設への随時職員の異動等によって対応をさせていただくことになろ

うかというふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) そこで、まきばが、12月に条例廃止の提案がありますけれども、令和３年

３月31日で廃止になると。そうなった後の施設、空くわけですから、どのような活用を考えてい

るのか伺いたいと思います。 

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) まきばの廃止後の利活用ですけれども、現状では何もまだ

決まってございません。ただ、今後様々な利活用が考えられる空きスペースになるというふうに

考えておりますので、どのようにこの後活用していくのかという部分に関しては、調査検討を進

めさせていただきたいというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) それで、今の介護福祉施設等、これが指定管理委託となる。それから、老

人保健施設まきばが廃止となると。そうなりますと、介護サービス事業特別会計、これは私は３

月31日で廃止になると、なるのでないかというふうに考えているのですが、その理解でよろしい

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) 介サ特会のことでございますが、ご指摘のとおり、現在介

護サービス事業特別会計で執行している予算は、事業の廃止、または指定管理者先への管理運営

に移行することになりますので、これに伴いまして特別会計は廃止する方向で整理をさせていた

だく予定でおります。廃止時期、または具体的な手法につきましては現在検討させていただいて

おりますので、令和３年度の予算編成過程の中でご説明をさせていただくことになろうかと思っ

ておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) それでは、老健まきばの最後の質問でございますけれども、今回の指定管

理制度の導入、老健まきばというか、全体について質問したいのですが、指定管理者の議決案件、

これは12月予定しています。それから、協定変更議案、これも先ほど12月ということになってい
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ます。そのほかに今言った関係でまきばが廃止されるという中で、会計が廃止されるという中で

特別会計条例、あるいは職員の関係でいいますと職員定数条例、あるいは職員の給与に関する条

例等、こういうものの一部改正が出てくるのだろうと。ほかにもあるのだと思うのですけれども、

ほかにもそういう一部改正しなければならない条例もあると思うのですが、今後議案提案される

その案件、いつ時期なのか、そのスケジュール、案件とスケジュールもし分かれば教えていただ

きたいと思います。 

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) 今後議案提案される案件とそのスケジュールということで

ございますが、まず今回の指定管理者制度の導入、実行計画に基づく介護老人保健施設まきばの

廃止に伴いまして改廃が必要な条例、議会の議決が必要となります想定議案といたしまして、ま

ず12月定例会ではまきば廃止案件といたしまして新ひだか町介護サービス条例の一部改正、新ひ

だか町介護老人保健施設条例の廃止、これはまきばの設置条例の廃止になります。次に、議会の

議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例、この条例の中にまきばも重要な施

設として入っておりますので、これの一部改正、この３点の条例改正を予定しております。また、

今回の老人保健施設の一体的な指定管理者制度への移行をするための指定管理者を設定するため

の議案といたしましては、当然のことながら対象６施設を一体的に指定管理するための指定理者

の指定についての議案上程、またこの指定管理に伴います債務負担の設定、さらには先ほど来お

話あります社協の指定期間の変更と、その３点を12月議会の中でお諮りさせていただくことにな

るというふうに考えております。その他木内議員がご指摘のとおり、現在職員組合と協議してお

ります職員転籍の処遇に関して新ひだか町職員定数条例や給与に関する条例の一部改正や介護サ

ービス事業の特別事業の廃止に伴います新ひだか町特別会計条例の一部改正も議会にお諮りさせ

ていただくことになるというふうに考えております。議案上程につきましては、所管委員会、そ

して全員協議会においてご説明をさせていただきながら進めさせていただきたいと考えておりま

すので、ご理解いただきたい。お願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) ３点目のまきばの件については終わりたいと思います。 

それでは、最後に４点目の病院事業の再編について、町長の見解を伺いたいというふうに思い

ます。今介護サービス事業関係の指定管理中心とした取組、これはスケジュールどおり進行して

いると。大変私はよかったのではないか、特に事業者選定されたということでよかったというふ

うに私は思っております。ただ、大きな病院事業の再編、これはこれからも本当に大変な作業に

なると思うのですが、11月の病院事業の経営基本方針ですか、経営改善基本方針、これを受けて、

特に三石国保病院の無床化の件については議会の調査特別委員会報告書でも有床診療所の運営も

選択肢として調査研究、検討を進めるべきだと。あるいはまた、三石地区協議会、これは入院機

能を維持してほしいという意見書も出ておりますし、まち懇でもいろんな町民からも意見出てい

るという一方で、答弁もありましたけれども、令和元年度の純損失３億1,000万ということで非常

に大きな赤字を抱えていると。経営改善は、本当に喫緊の課題でないかなというふうに私は思っ

ております。そこで、町長は新たな新公立病院改革プラン、それと経営改善実行計画、この策定

に対してどのように取り組む考えでいるのかを最後に伺いたいと思います。よろしくお願いいた

します。 
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〇議長(福嶋尚人君) 町長。 

〇町長(大野克之君) 木内議員から介護の関係につきましていろいろなご指摘を受けまして、今

職員の方々がいるわけでございますから、担当のほうが一生懸命現場に入りながら説明をさせて

いただいているところでございます。病院に関しまして、あるいは介護に関しまして、皆さんご

承知のとおり、下水関係も全てが大きな赤字を背負ってございまして、繰上充用という形で１年

ずつ延ばしながら、何とか自転車操業よりも悪い状態で運営させていただいております。このこ

とにつきましては、本当に何とかしなければならないという気持ちを持ちながら進めてきている

ところでございまして、今ご指摘にありました三石病院の病床の関係につきましても様々なご意

見は私の耳にも入っておりますし、じかに私もお聞きしております。あらゆる要望も受けている

ところでございます。そういう中におきましてこの新公立病院改革プランと町の実行計画どのよ

うにしていくのだということでございますが、今年はコロナ禍ということもございまして、国の

ほう、総務省から示される予定でございましたガイドライン、そういうものが遅れてございます。

恐らく１年飛ばされまして、来年になってそういう動きが加速してくるのかなというふうに思っ

ているところでございます。そういう中におきまして私どもといたしましては、この実行計画書

と改革プラン、一緒になったものをつくっていこうと。それがいわゆる実行計画書ということに

なろうかなと。改革プランイコール実行計画書になろうかなというふうに考えているところでご

ざいまして、これにつきましても今後皆様からのご意見をいただく機会が当然出てきますので、

そのときには前向きなご意見をいただきながら、ぜひともご理解を賜るようなことをご議論して

いきたいというふうに思っているところでございます。 

 また、病院会計につきましては、このプランあるいは実行計画、イコールですけれども、それ

にかかわらずやれるべきものはやっていくということで、少なくても多額の赤字が出ているとこ

ろを少しでも経営効率、経営の状態をよくするような取組というのは日々努力していく所存でご

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) ぜひ町長頑張っていただきたいなと。町民の声をぜひきちっと聞いて、町

民が理解した中で進めていくということが大切だと、重要だというふうに思っておりますので、

よろしくお願い申し上げまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長(福嶋尚人君) 以上で一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。10分程度休憩します。 

休憩 午前１０時４６分 

                                            

再開 午前１０時５８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６号から議案第９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第３、議案第６号 令和２年度新ひだか町一般会計補正予算(第５号)

から議案第９号 令和２年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第３号)までの４件を一括議題と

いたします。 

提案理由の説明を求めます。 
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 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６号から議案第９号についてご説明い

たします。なお、議案第９号については、担当事務長からご説明いたします。 

 初めに、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応の地方創生臨時交付

金を活用して実施する事務事業や町民みんなが力を出し合い、支え合うことで地域の社会経済活

動の活性化を図るための支援事業の財源として活用するために募集していた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を活用した事業経費のほか、過去に国や北海道から交付を受

けた負担金等において事業費の確定に伴う返還金や実施方法の見直しによる予算の組替え、早急

な対応が必要な修繕やシステム改修など今回補正しなければ事務事業の執行に支障を来す経費に

ついて補正予算を計上しようとするものでございます。 

 それでは、議案の説明に入ります。議案第６号は、令和２年度新ひだか町一般会計補正予算(第

５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５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

9,282万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ188億4,623万3,000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、債務負担行為の補正でございまして、債務負担行為の追加は、｢第２表 債務負担行

為補正｣のとおりでございます。 

それでは、歳出の事項別明細書よりご説明いたしますので、一般９ページをお開きください。

歳出の内容説明につきましては、事項別明細書のほか地方創生臨時交付金や支え合い基金を活用

した事業については参考資料として事業概要を別冊で配付させていただきましたので、こちらと

併せてご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。それでは、３、歳出でござ

います。２款総務費、１項総務管理費、11目地域振興費では62万8,000円を追加し、34億9,642万

9,000円にしようとするものでございます。事業目５、生活路線維持事業では、コミュニティーバ

スの老朽化からバスの部品交換等の修繕が必要となったもので、62万8,000円を追加してございま

す。 

13目地方創生費では１億1,561万1,000円を追加し、７億1,469万9,000円にしようとするもので

ございます。事業目４、新型コロナウイルス感染症対策事業では、別冊でお配りした参考資料を

御覧いただきまして、１ページをお開きください。まず、コロナ関連事業としまして、地方創生

臨時交付金を充当した事業を次のページにまたがり①から⑦までの事業でございまして、事業費

計で8,261万1,000円としてございます。この中で①から④でございますが、これからの新生活ス

タイルの普及定着により非接触型サービスや行政サービスの効率化が求められていくことが想定

されるため、これらに対応できるシステム構築をしようとするものでございます。①のＷｅｂ会

議機能拡充による非接触型サービス展開事業でございますが、コロナ感染症拡大に伴い行政サー

ビスは従来の住民窓口や訪問などによる接触型サービスから感染リスクを低減させる非接触型サ

ービスへとその提供体制を大きく変更しながらも、これまでと同様のサービス展開を進めていく
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必要があります。この非接触型サービスを展開するためウェブ会議システムを導入し、住民と行

政をつなぐ仕組みを構築しようとするもので、オンライン住民サービス環境構築業務ではノート

パソコンやタブレットなどを整備し、また無線アクセスポイント整備業務では各施設にネットワ

ークがつながるよう無線アクセスポイントを整備しようとするもので、これらの事業により環境

を整備することで今後の運用方法の例としましては、戸別訪問を受けるため来庁していたものが

自宅にいながらオンラインで顔を見ながら相談などの会話もできるようなサービス展開が可能と

なるもので、業務委託に係る経費を1,045万円としております。 

②のキャッシュレス決済サービス環境構築事業でございますが、現在現金のみで納めていただ

いていた町立病院の医療費や役場窓口での各種証明手数料などについてクレジットカードや電子

マネーなどによるキャッシュレス決済を導入することで非接触型の料金支払いや収納環境を構築

することにより感染拡大の防止を図るほか、住民の利便性向上や料金受領事務の軽減などが期待

できるもので、町立の両病院へのキャッシュレス決済端末機や医事会計システム等の改修に係る

経費を病院事業会計補助金として268万2,000円、一般会計分としては具体的にはこれからとなり

ますが、今後各種手数料等の窓口で必要となってくる決済端末機の購入に係る経費を191万

4,000円としております。 

③のホームページ更新事業でございますが、現在の町公式ホームページでも非接触型サービス

の普及により需要が増えることも想定されることから、誰もが見やすい表示内容に更新するとと

もに、公共施設の予約システムをホームページ内に構築することでオンラインで施設予約が可能

となり、感染リスクの縮減効果を図るもので、業務委託に係る経費を471万9,000円としておりま

す。 

④の議会委員会等オンライン会議システム等構築事業でございますが、感染拡大防止の観点か

ら議会議場や委員会室に参集して議会運営を行うことを最小限に抑える必要があることを踏まえ

て、タブレット端末等を利用したオンライン会議システム等を活用して委員会等の分散開催を可

能にし、どこからでもオンラインで会議に出席できる環境を整備しようとするものです。また、

併せて議場や委員会室の座席間隔を空けたレイアウト変更にも対応できる映像、音響システムな

どのデジタル環境を構築しようとするもので、タブレットや大型ディスプレー、音響、映像シス

テムデジタル化などの整備をするもので、業務委託に係る経費を5,200万円としております。 

次に、参考資料の２ページに参りまして、⑤、⑥でございますが、業務に従事する中で自らの

感染への不安を抱きながら業務に従事されている方々に対し、慰労を目的とした支援を行おうと

するものでございます。⑤の保育士等慰労支援事業でございますが、令和２年４月１日時点で認

可、無認可保育所、幼稚園、放課後児童クラブなどの児童福祉施設に従事している210名の保育士

などへ１人当たり３万円分の慰労を目的とした商品券を配付しようとするものでございます。使

用できる店舗は、プレミアムつき商品券登録事業者と同じ事業者を想定してございまして、商品

券交付に係る経費を650万円としております。 

⑥のゴミ収集等従事者慰労支援事業でございますが、令和２年４月１日時点で町の認可を受け

ている事業所の燃えるごみやし尿の収集、処理などに従事されている110名の方々へ１人当たり２

万円分の慰労を目的とした商品券を配付しようとするものでございまして、こちらも使用できる

店舗につきましては保育士等慰労支援事業と同様の事業者を想定してございまして、商品券交付

に係る経費を230万円としております。 
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⑦の電動ベッド購入事業につきましては、感染性疾患の可能性がある方を一時的に受け入れる

ことを想定したベッドを静内病院に整備しようとするもので、購入に係る経費を病院事業会計補

助金として204万6,000円としております。 

ただいまご説明した①から⑦の事業に対し、その財源を国庫補助金であります地方創生臨時交

付金を7,800万円充当しております。 

次に、参考資料の３ページに参りまして、支え合い基金関連事業といたしまして皆様からいた

だいた寄附金を活用した事業を①から③の事業でございますが、当初町内における医療機関や介

護施設等への感染症対策物品の提供についても寄附金の予定使途に掲げておりましたが、支援を

募り始めた５月中頃に比べると現在では感染症対策物品の品薄状況が回復してきていることや地

方創生臨時交付金を活用して町内の医療機関、介護施設、社会福祉施設等へマスクなど当初想定

していた物品が配付できてきているという状況にあることから、コロナ禍において子どもたちへ

の支援事業、さらにはこれらを通した地域経済への支援へとみんなで支え合う事業に寄附金を使

わせていただくことといたしまして、事業費総額を3,300万円としてございます。 

各事業の内容でございますが、①の君に贈るふるさと応援クーポン事業でございますが、コロ

ナ禍の中で各種イベントの中止や外出制限などがあり、様々なストレスを感じながらも新しい生

活スタイルで頑張っている子どもたちに対し、子ども自身が好きなお菓子や飲物などを購入でき

る商品券を贈ることにより子どもたちの元気回復を図るとともに、地域経済への支援も行おうと

するものでございます。平成14年４月２日から令和２年４月27日までに生まれ、令和２年９月１

日時点で新ひだか町に住民登録がされている方で高校生以下を対象としてございまして、3,300名

の子どもたちへ１人当たり3,000円の商品券を配付しようとするものでございます。使用できる店

舗は、町内の飲食店や駄菓子などを取り扱う店舗としており、商品券交付に係る経費を1,120万円

としてございます。 

②の子育て応援！おむつの贈り物事業でございますが、感染に不安を抱きながら出産し、出産

後も赤ちゃんへの感染予防に特に気を使いながら育児をされている中、健全な子育てをサポート

するべく育児用品を支援しようとするもので、令和２年４月28日から令和３年４月１日までに生

まれて住民登録された乳児に対し、１人当たり５万円相当の保護者が希望するおむつセットを現

物で配付しようとするもので、130人分のおむつセットの購入に係る経費を650万円としてござい

ます。 

③の元気を応援小児インフルエンザ予防接種助成事業でございますが、これからのシーズン、

インフルエンザが流行した場合にコロナとインフルエンザの両方のウイルスに感染する危険性の

回避と医療現場の混乱を避けることなどを目的に中学生以下の子どもたちにインフルエンザ予防

接種を受けてもらい、罹患者の抑制を図ろうとするもので、小学生以下であれば２回分、中学生

であれば１回分を上限額の範囲内で助成しようとするもので、予防接種に係る助成経費を1,530万

円としております。 

ただいまご説明した①から③の事業に対し、その財源として支え合い寄附金を3,295万9,000円

充当しております。 

次に、事項別明細書の10ページにお戻りください。14目諸費では3,651万7,000円を追加し、

3,751万7,000円にしようするもので、事業目１、税外過誤納等還付金では令和元年度に交付を受

けたプレミアムつき商品券事業補助金などの事業費確定に伴う国及び道支出金の返還金となって
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おりまして、14件で3,651万7,000円としております。 

次に、３項、１目戸籍住民基本台帳費では901万8,000円を追加し、5,704万2,000円にしようと

するもので、事業目２、戸籍住民事務経費では令和元年５月の住民基本台帳法や戸籍法などの改

正により各種システム改修が必要になったもので、令和６年度から運用スタートを予定していま

すが、今回システム改修をすることで本籍地以外の市町村でも戸籍謄抄本が発行できることや各

種社会保障手続でマイナンバー制度を利用することにより戸籍謄抄本の添付が省略できるなどと

いったサービス提供が可能となるもので、業務委託に係る経費を901万8,000円としております。

本事業の財源といたしまして、国庫補助金である社会保障・税番号制度システム整備費補助金を

同額充当してございます。 

11ページに参りまして、３款民生費、１項社会福祉費、３目社会福祉施設費では163万5,000円

を追加し、5,426万7,000円にしようとするもので、事業目６、町民保養施設管理経費では静内温

泉の玄関前ポーチタイルが浮き上がり、歩行者が危険な状況であることから、ポーチタイルの貼

り替えや女子更衣室エアコン室外機の故障により稼働に支障を来していることから、これらの修

繕に係る経費を163万5,000円としております。 

７目老人支援費では899万円を追加し、９億7,919万4,000円にしようとするもので、事業目６、

日高中部広域連合負担金では広域連合の人事異動に係る人件費の補正に伴う構成町負担金の追加

でございます。 

12ページに参ります。６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費では817万2,000円を追

加し、8,372万8,000円にしようとするもので、事業目８、アイヌ農林漁業対策事業ではアイヌ農

林漁家の経営改善に必要な設備等の整備事業でございます。事業主は株式会社ファームホロ、事

業内容はビニールハウス５棟、動力噴霧器１台の整備でございまして、これら整備に対し817万

2,000円を補助しようとするものでございますが、本事業の財源は道補助金のアイヌ農林漁業対策

事業補助金を同額充当しており、本町の負担はございませんが、北海道の事業実施要領により市

町村を経由して事業者へ補助金を交付しなければならない間接補助事業となっております。 

２項林業費、３目林野管理費では758万7,000円を追加し、１億5,637万7,000円にしようとする

ものでございます。事業目３、分収造林事業では、森林整備センターと分収造林契約した町有林

内の森林整備や育成等の事業でございますが、現地調査を行った結果、当初予定していた内容に

変更がございまして、１つ目は当初予定の作業路補修につきまして業務の効率化や安全確保の観

点から直営で実施予定であった修繕を業務委託へ振り替えるための予算の組替えと現地調査によ

り配水管箇所の通行に支障があることから、これらの改修などの追加が必要となったことなどに

よる132万6,000円の追加、２つ目は清瀬団地間伐業務委託においてこちらも現地調査などにより

搬出間伐の面積を33.04ヘクタールから30.63ヘクタールへ2.41ヘクタールの減、搬出路新設の延

長を4,000メートルから8,200メートルへ4,200メートルの増が必要となったことによる737万

4,000円の追加、３つ目は同じく清瀬団地間伐業務委託において保育間伐事業費の承認額の減によ

る359万3,000円の減、４つ目は当初予定しておりませんでしたが、実施時の面積延長などの変更

を最小限とするため実施の前年の現地調査が必要となったことから、翌年度実施予定の搬出間伐

の調査業務として   測量調査9,000メートル、伐木選木調査47ヘクタールの実施による248万

円の増などにより業務委託に係る経費を758万7,000円の追加としております。なお、本事業の財

源といたしましては、森林整備センターからの負担金を同額充当しております。 
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13ページに参りまして、９款、１項、１目消防費では1,033万2,000円を減額し、６億4,144万

8,000円にしようとするもので、事業目１、日高中部消防組合負担金では人事異動等に係る人件費

の補正に伴う構成町負担金の減額でございます。 

13款諸支出金、１項、１目基金費では1,500万円を追加し、４億5,866万3,000円にしようとする

もので、事業目１、各種基金積立金ではご寄附のあった三石葬斎場運営資金としていただいた

1,000万円、商工振興資金としていただいた500万円をまちづくり基金へ積み立てようとするもの

でございます。 

歳出の説明は以上でございます。 

次に、歳入の説明をいたしますので、一般６ページにお戻りください。２、歳入でございます。

歳入の事項別明細書につきましては、６ページから８ページのとおりでございます。歳入の説明

は、歳出の説明時に充当財源として説明しておりますので、詳細な説明は省略させていただきま

すので、後ほど御覧いただきたいと思います。 

なお、歳出の充当財源として説明していない項目でございますが、８ページに参りまして中段

の21款諸収入、５項、１目雑入でございますが、日高中部広域連合負担金返還金245万2,000円で

ございまして、令和元年度に日高中部広域連合に対し支出した構成町としての負担金の精算によ

る返還金でございます。 

収支調整につきましては、６ページに戻っていただきまして、上段の11款、１項、１目地方交

付税3,963万8,000円の追加で調整を行っております。 

以上で歳入の説明を終わります。 

一般３ページにお戻りください。｢第２表 債務負担行為補正(追加)｣でございます。事項は、

令和２年９月23日以降に契約締結するふるさと応援寄附金に係るクレジットカード決済のための

債務負担行為でございます。期間は契約締結の日から解除の日まで、限度額はクレジットカード

決済によるふるさと応援寄附金の3.5％相当額に消費税及び地方消費税を加えた額でございます。

当町におけるふるさと応援寄附金は、令和元年度実績で6,697万5,000円となっておりますが、現

状のふるさと納税サイトに加え、今後さらなる寄附者を増やす取組として効果の高いふるさと納

税サイトを追加するため、現在の債務負担行為設定限度額である1.5％を3.5％に消費税等を加え

た額に拡大したく、債務負担行為を設定しようとするものでございます。 

以上で一般会計補正予算(第５号)の説明を終わります。 

続きまして、国民健康保険特別会計補正予算の説明をいたしますので、黄色の間紙の次のペー

ジを御覧ください。議案第７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２号)

でございます。 

 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458万

2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28億3,958万4,000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。 

 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、国保６ページをお開きください。

３、歳出でございます。６款保健事業費、１項、１目特定健康診査等事業費では296万9,000円を
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追加し、1,773万9,000円にしようとするものでございます。事業目１、特定健康診査等事業では、

疫学分析に基づく医療費適正化額の可視化事業としまして、過去５年間のレセプトデータを基に

病気の発生原因や流行状況を分析し、健康課題の抽出や医療費適正化効果額を推計することで効

果的で効率的な医療費適正化につなげていくもので、実施に係る経費は308万円でございますが、

道負担金内の他項目の執行整理において11万1,000円の減額があることから、当該負担金を296万

9,000円としてございます。なお、本事業の財源としまして道補助金の特別調整交付金を同額充当

しております。 

７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金では161万3,000円を追加し、162万

3,000円にしようとするものでございまして、事業目１、償還金では令和元年度の保険給付費等交

付金の給付金確定に伴う返還金でございまして、保険給付費等交付金等償還金で161万3,000円と

しております。 

歳出の説明は以上でございます。 

歳入のご説明をしますので、１枚お戻りください。２、歳入でございます。歳入の内容につき

ましては、歳出の充当財源として説明しておりますので、ここでの説明は省略させていただきま

すが、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で収支調整を図ってございます。 

 以上で国民健康保険特別会計補正予算(第２号)の説明を終わります。 

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

８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３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741万

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20億1,964万8,000円にしようとするも

のでございます。 

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

予算の金額は、｢第１表 歳入歳出予算補正｣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いたしますので、介サ６ページをお開きください。

３、歳出でございます。歳出につきましては、道補助金の新型コロナウイルス感染症緊急包括支

援交付金を活用し、感染症対策物品の購入や設備の改修をするための経費について計上してござ

います。１款、１項特別養護老人ホーム費、１目静寿園運営費では507万8,000円を追加し、６億

9,400万4,000円にしようとするもので、事業目１、静寿園施設管理経費では換気設備や網戸の修

繕、水道蛇口36か所の改修に係る経費や衣類乾燥除湿機７台、オゾン発生機14台やポータブル吸

引機12台の購入に係る経費などで507万8,000円としております。 

２目蓬莱荘運営費では234万円を追加し、２億8,510万9,000円にしようとするもので、事業目１、

蓬莱荘施設管理経費では手指消毒液等の消耗品費や施設内の換気に利用している排煙窓の装置金

具取替えや網戸、サッシの修繕に係る経費やオゾン発生機20台の購入に係る経費などで234万円と

しております。なお、本事業の財源としまして、道補助金の新型コロナウイルス感染症緊急包括

支援交付金を同額充当しております。 

歳出の説明は以上でございます。 
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歳入のご説明をしますので、１枚お戻りください。２、歳入でございます。歳入の内容につき

ましては、歳出の充当財源として説明しておりますので、ここでの説明は省略させていただきま

す。 

以上で介護サービス事業特別会計補正予算(第３号)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９号につきましては、担当事務長から説明をい

たします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 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) ただいま上程されました議案第９号 令和２年度

新ひだか町病院事業会計補正予算(第３号)につきましてご説明申し上げます。 

 このたびの補正予算につきましては、町立静内病院、三石国保病院とも新型コロナウイルス感

染症対策に係る交付金等を活用し、資産、機材等の購入や事務的経費に充てようとするものでご

ざいまして、主なものとしまして町立静内病院の収益的支出の緊急包括支援関係ではポータブル

トイレや身長計など、地方創生関係ではキャッシュレス決済に係る環境構築経費、資本的支出の

緊急包括支援関係ではＡＩ検温器、セントラルモニター等を購入する予定でございます。三石国

保病院の収益的支出の緊急包括支援関係では防護服、プラスチック手袋等、地方創生関係では町

立静内病院と同じくキャッシュレス決済に係る環境構築経費、資本的支出の緊急包括支援関係で

はＡＩ検温器を導入する予定でございまして、これら経費は全額国のほうから交付される見込み

となってございます。 

 続きまして、予算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３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694万9,000円を追加し、18億9,197万1,000円に、

第２項静内医業外収益は238万6,000円を追加し、３億5,249万5,000円に、第６項三石医業外収益

は456万3,000円を追加し、１億7,240万7,000円にしようとするものでございます。 

 支出につきましては、第１款病院事業費用は694万9,000円を追加し、18億9,197万1,000円に、

第１項静内医業費用は238万6,000円を追加し、12億2,848万8,000円に、第４項三石医業費用は

456万3,000円を追加し、５億6,302万6,000円にしようとするものでございます。 

 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

本的支出の予算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款資本的収入は1,213万1,000円を追加し、１億8,432万円に、第１項

静内補助金は1,129万5,000円を追加し、１億991万9,000円とし、第３項三石補助金は83万6,000円

を追加し、1,920万1,000円にしようとするものです。 

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1,213万

1,000円を追加し、２億4,130万6,000円に、第１項静内建設改良費は1,129万5,000円を追加し、

5,554万2,000円とし、第３項三石建設改良費は83万6,000円を追加し、2,448万6,000円にしようと

するものでございます。 

続きまして、病院の３ページをお開きください。収益的収入及び支出の明細書でございますが、
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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、２目材料費では、医療

消耗備品費として86万2,000円の追加とし、３目経費では節の科目がまたがっておりますが、職員

の抗体検査費用や医事会計システムのキャッシュレス決済に係る環境構築費用として152万

4,000円を追加するものです。 

４項三石医業費用、２目材料費では、診療材料費として防護服、プラスチック手袋等の備蓄用

消耗品で317万8,000円の追加とし、３目経費は静内病院と同様に職員の抗体検査費用、医事会計

システムのキャッシュレス決済に係る環境構築費用として138万5,000円を追加するものです。 

続きまして、上段の収入を御覧ください。１款病院事業収益、２項静内医業外収益、２目他会

計補助金138万3,000円、５目道補助金100万3,000円をそれぞれ追加し、６項三石医業外収益、２

目他会計補助金129万9,000円、５目道補助金326万4,000円をそれぞれ追加いたしまして、さきの

支出に対する財源でございますが、全額補助対象の予定でございます。 

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の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

1,129万5,000円の追加でございまして、さきに説明いたしましたＡＩ検温器、セントラルモニタ

ー、シリンジポンプ等の購入費用でございます。 

２項三石建設改良費、１目資産購入費では83万6,000円の追加でございまして、ＡＩ検温器の購

入費用でございます。 

続きまして、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924万9,000円

の追加、２目他会計補助金204万6,000円の追加とし、３項三石補助金、２目道補助金83万6,000円

を追加するもので、さきの支出に対する財源でございまして、全額補助対象の予定となってござ

います。 

なお、病院の１から２ページは予算実施計画、５ページは予定キャッシュフロー計算書、６か

ら７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９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) 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３７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６号から議案第９号まで一括質疑を行います。 

 なお、新ひだか町会議規則第54条第３項に議員は質疑に当たっては自己の意見を述べることが

できないという規定があることをご留意ください。 

 では、質疑ありませんか。 

 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 確認なのですけれども、一般の10ページ、扶助費の関係で元気を応援する

小児科インフルエンザ予防接種助成事業の関係なのですけれども、中学生以下ということで、小

学校以下については２回、4,000円と2,000円の補助費があるのですけれども、中学生の中で13歳

未満については２回のインフルエンザをするということになっていると思うのですけれども、そ
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のことについてどのようになっているか確認したいのですけれども。 

〇議長(福嶋尚人君) 角田健康推進課参事。 

〇健康推進課参事(角田しのぶ君) 説明資料の中には小学生以下と中学生ということで、小学生

以下が１回と２回、２回接種、中学生というふうに書かれていますけれども、正確に言うと13歳

以下は２回接種ということになっておりますので、13歳になるまでの方については一部中学生と

いう表現になるかと思われます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 歳出のほうから９ページ、18の負担金補助及び交付金でゴミ収集等従事者

慰労支援金、これ商品券交付すると、１人２万円。保育士等慰労支援金、これが１人３万円と。

同じ慰労支援金で２万円と３万円という額が違うのですけれども、これはどういうことで違うの

かということと、歳入の６ページ、11款、１項、１目地方交付税、今回の調整財源で3,963万8,000円

の補正と。補正後の額が55億2,560万円、こうなっています。この内訳は、普通交付税が52億2,560万

円、特別交付税が３億円と。これは当初も３億円見ていましたから、そういう内訳になると思っ

ておりまして、確認させていただきたいのは令和２年度、今年度の普通交付税の配分額７月31日

に閣議決定されておりまして、新ひだか町の額が55億559万5,000円となっておりまして、現在の

補正後の普通交付税の額を差っ引きますと２億7,999万5,000円、こういうふうになります。それ

から、特別交付税のことを申し上げますと、当初で３億円見ています。令和元年度の特別交付税

の決定額４億3,000万というふうに承知しているのですが、そうしますと仮に２年度の特別交付

税、恐らく全国的に災害がかなり多いですから減るのでないかと思いまして、仮に４億円と想定

しても、３億今予算計上していますから１億円財源の留保があると。そうしますと、現在の補正

後の予算プラス留保財源として３億8,000万ぐらいになるのではないかと私は思っているのです

が、それでよろしいかどうかを確認させてください。 

 それと、もう一点、６ページの下、地方創生臨時交付金7,800万円、これ今回予算充当しており

ますけれども、私は４月のたしか臨時会でも質問をしていると思うのですが、国の二次補正分、

これが４億8,674万2,000円内示が決定来ています。７月の臨時会で３億9,323万6,000円補正して

います。今回が7,800万ですから、差っ引きますと４億7,123万6,000円の予算計上と、こうなりま

す。そうなりますと、決定額に対して1,550万6,000円が予算未計上というふうになると思います

けれども、その辺間違いないか確認させてください。 

 ３点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。 

〇総務課長(上田賢朗君) 私のほうから３点まとめてお答えしたいと思います。 

 まず、１点目の慰労金のごみの従事されている方、保育に従事されている方の単価の違いです

けれども、これにつきましては基本的に社会福祉施設関係、そちらのほうは国のほうで慰労金出

しますよということでなっていまして、保育関係だけ対象とされていないというふうなことで、

各市町村のほうで独自にいろいろ対応しているというふうなことがございました。全国的なもの

を参考とさせていただきまして、保育所のほうは実際に感染のリスク抱えながらもお子さんと対

面して接して保育をされているというふうなことで、３万円の慰労金とさせていただきたいとい

うふうに考えました。もう一つのごみのほうの関係につきましては、報道等にも感染リスクがあ

るというふうなことで言われている中でも国としては慰労金を見ないというふうな対応をしてい
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ると。全国的に見ましても対応しているところ、していないところございました。当町としまし

ては、実際に人と人と対面で接している保育士の方、こちらのほうを３万円と決めさせていただ

きまして、ごみ収集の方につきましては実際に人と対面していないというふうな部分、ごみを扱

っていると、間接的なものになりますので、そういった部分加味させていただきましてその辺の

差をつけさせていただいたというふうなことで、３万円と２万円というふうな決定をさせていた

だきました。 

 次に、交付税の関係でございます。木内議員申されたとおり、普通交付税のほうにつきまして

は決定額が55億ぐらいですか、総額で。特別交付税のほうと合わせて３億8,000万ぐらいの留保に

なるのではないかというふうなお話でございました。特別交付税につきましては、議員もおっし

ゃったとおり、今後の災害等全国的な話もございますので、これを１億上乗せするのか、例年ベ

ースで見るのかというのはちょっと危険な話にもなりますので、その部分については現在考えて

ございません。ですので、普通交付税のほうでは２億8,000万ぐらいですか、そのぐらいの留保資

金という形になりますので、そのぐらいはあるのかなというふうに考えてございます。 

 あと、３つ目の交付金の部分でございます。交付金の今予算で見ている部分の差で1,550万

6,000円というのは、議員おっしゃるとおり、その額は留保してございます。この部分につきまし

ては、今まで５月の専決処分、こちらを１回目の補正、一次補正と町の単独というふうに考えさ

せていただいたときに７月で二次補正してございます。今回が三次補正というようなことで、そ

の都度その都度必要になるものを対応しているというふうな状況で、そちらのほうの対応をして

いると。今後どういったものが対応しなければならないのかというのはこれからの話になります

ので、そういったものに対応できるように一部交付金については留保しているというふうなこと

ございますし、あと一次補正、二次補正、こちらのほうの執行残出てきますので、こういった執

行残も合わせて、今後この留保している1,500万円と合わせて検討していきたいというふうな考え

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) １点だけ再確認させてほしいのですが、地方交付税の関係です。今現在55億

2,560万円です。それで、当初予算の見方として私が思っているのは、実は前年度地方交付税の決

定額から見ますと６ポイントぐらい減で予算計上している、当初予算で。そういうふうに私は見

ている、見ているというか、そういうふうになっているのですが、これは今回の留保資金２億

8,000万ですか、今のところ、特交入れないで。こういうことなのですが、今後３月になると恐ら

くここ数年特別会計の収支不足分、これは基準外繰り出ししていませんから、また８億、９億、

10億とこのぐらい想定されますから、その分も想定した中での当初予算計上、それが現在に至っ

ていると、こういう考え方で間違いないか確認させてください。 

〇議長(福嶋尚人君) 本庄副町長。 

〇副町長(本庄康浩君) 今木内議員がご指摘されているとおりでございます。もともとは目いっ

ぱい繰出金も当初から見ていた時期には一般会計で留保資金が出るような仕組みではなくてやっ

ていますけれども、今全体として一般会計、特別会計全体を網羅して一般会計にどれだけしわ寄

せが来るのかというところが皆さんにもご説明してきているところでございます。これが今本当

は８億、10億あれば特別会計のほうの繰出金も全部見てあげられるというか、全体として帳尻合

うのですけれども、なかなかそこの今の留保資金の計算されていたとおり４つぐらいというか、
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４億、５億の世界しか出てこない。ですから、特別会計のほうの形を変えていかなければならな

いというのが今の時期でございます。当初予算では、一般会計のほうに苦しいながらも何とか形

を小さくしていって、年度末に迎える今ご指摘いただいている特別会計にどれだけか調整しなけ

ればならぬのです。ですから、どうしてもこういう調整財源という形で、まだ交付税何億あるの

でないかとかという昔よく言われた玉手箱のような調整財源になっておるのですけれども、実際

には使い道ぎりぎりで、町全体の財政考えるとまだ足りないという現状でございますので、あと

は特交が幾ら見れるのかと。ですから、ご指摘いただいているように全国的な災害については、

ある程度国のほうも補正してきますので、ただ地財計画や何かでもやっぱりマイナス計上される

ものですから、どうしても過剰には見れないというような現状でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 一般の９ページの議会オンラインシステムのところですけれども、今現在

議会中継とユーチューブの放送というのはどれぐらいの町民が視聴しているのかということと、

音声の議事録の部分は分かるのですけれども、オンライン会議とかタブレット部分というのは今

必要なことなのか、そこをお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 後半のタブレット云々については、これは議会側からの求めにより町長が

提案したものであります。したがって、これに対する質疑は想定されていないことを道議会議会

事務局に確認しておりますので、このことについては十分ご留意願います。よろしいですね。 

人数とかということを答弁してください。そのことについて谷議員からもう一度質問したかっ

たらまず質問していただきますけれども、最初について、まず人数についてだけ答弁してくださ

い。 

 伊藤議会事務局長。 

〇議会事務局長(伊藤信夫君) 今ご質問のユーチューブの視聴者です。これ臨時会とか定例会の

会議、あるいはその日にちによって多少増減はあるのですけれども、主に20人から30人、多いと

きには30人を超えるような視聴者の数となってございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 私も９ページのところで質問するのですが、この新型コロナウイルス感染

症対策事業というのは医療介護の人たちに対する慰労金が払われたということの流れの中から出

てきたものだと思うのですが、資料を読んでもちょっと確認できなかった点もありますので、質

問いたしたいと思います。 

 医療介護の慰労金については、４月末の基準日までに10日間の最低従事した日数が必要だとい

う基準があって、職種は問わないと、感染防止の視点からいうと介護に当たっている職員だけで

なくて、食事の人であったり、事務の人であったりも当たるという基準で申請がなされています。

しかし、ここの保育士には等がついていて、保育士だけなのか、この等というのは事務員のほか

の職種にも就いている人を含んでの210人なのかどうかを確認いたしたいと思います。 

 それから、ごみ収集については等が入っていないのです。これは、従事者しかもらえないとい

うことなのか。ごみを収集して、会社に帰って事務やっている人たちと接触すると同じような危

険率はあるのです、この感染症の場合は。そうした場合、この110人というのはどこまでの職種に

対して換算したものなのかをお聞きいたしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺福祉課長。 
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〇福祉課長(渡辺浩之君) お答えいたします。 

 保育士の慰労金についてですが、国の施策として行き届いていないところを町として慰労した

いということが目的として今回予算計上しているのですけれども、下川議員おっしゃるとおり、

等がついているということから、これから細かい要綱等は議決された後定めていくのですけれど

も、担当課しての案としましては、子どもの保育ですとか見守りですとか子どもの居場所として

の維持ということで、保育士の資格があるなし関係なく、そこに携わった方というふうに考えて

おります。ですから、一応４月１日基準とはなっているのですけれども、当然その後就職した方、

こういうようなコロナ禍の状況ですので、途中から働いた方ですとかいると思いますので、何日

以上勤務したとかそういうふうなことも盛り込んで要綱のほうで整備していきたいと考えており

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) ごみのほうは等ついていないとおっしゃったでしょうか。収集等

とついているかと思うのですけれども、予算書のほうで。想定しているのは、ごみ収集と、あと

し尿、これの収集運搬に従事された方ということで現時点では考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君)  ごみの場合も継続してずっと従事しているかどうか分からないのですけ

れども、この従事日数というのは医療介護みたく10日以上と区切っているのですけれども、この

場合の日数というのは何日を想定しているものでしょうか。 

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) 先ほど渡辺福祉課長からお話ありましたけれども、これからそこ

ら辺の細かなところを整理させていただきまして、要綱等にそこら辺のことをうたっていきたい

と、こう考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) あくまでもこれ補正予算で、人数210人、110人と出て計上しています。と

いうことは、これから詰めるといっても人数が変わってきたらこの予算では足りないことが起き

てくるということもあると思うのですけれども、ここに計上するときに国の医療介護に準じて組

んでいるわけですから、かなり正しい人数をここに計上することってできなかったのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺福祉課長。 

〇福祉課長(渡辺浩之君) 細かい部分については、先ほど申し上げたとおり、今後要綱というこ

とでご答弁したのですけれども、当然210という数字を出す前には各施設にどれぐらいの人数の方

が携わっているかというような調査はしております。ただ、先ほど言った例えば10日以上勤務し

た方とかというふうに例えばで申し上げたのですけれども、そういう細かいところまでは例えば

私立の幼稚園等にはその基準として確認はしていませんので、多少この210というのは下がるかも

しれません。一応これはマックスとして考えて予算は計上しております。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) １点質問させていただきます。９ページの新型コロナウイルス感染対策事

業費１億1,561万1,000円今回の予算で計上されましたけれども、国のコロナ対策交付金というの

ですか、この部分で今回は8,261万1,000円計上しております。それ以外の3,300万については別件

で町の基金でございますけれども、この国のコロナ関連でやりますと8,261万1,000円のうちの今
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回の予算の中身によりますほとんどオンラインの関係で80％くらいが計上されています。それに

対して私はどうこうということではございませんけれども、本町の第一次産業の農業、漁業、農

林水産業なのですが、特に林業については別途今回予算計上されておりますけれども、農業と漁

業の関連で、コロナの関連で非常に農業の生産者が厳しい状況下に置かれているのは現実でござ

います。この部分が今回全く産業の部分で計上されていない中で、いろいろ調査検討した結果、

今回は見送りして次の段階で、例えば国の三次があるのかどうか分かりませんけれども、町の予

算の残とさらなる三次を組んで考えているのか。先日の日本政策金融公庫の北海道農業の景況動

向指数を見ますと、前年比47.1％の目減りをしており、実際には全道で20.3％の大幅に悪化して

いるということでございます。業種別では養豚の関係と施設の野菜を除いてほとんどの業種が…

… 

〇議長(福嶋尚人君) 城地君、質問の途中ですけれども、何回か繰り返していますけれども、こ

の議案に関する質問だけしてください。 

〇16番(城地民義君) 議案に関係です。 

それで、特にこのコロナの関係で大幅に畜産関係が減になっている。当町もそういう状況にな

っておりますけれども、この予算の計上が今回前回の補正予算のような形の中で農業、それから

漁業の関係で補正計上されないで、先ほど前段に言いました改めて新たな段階で計上するという

考え方で    その点について回答願います。 

〇議長(福嶋尚人君) 城地君、この議案の中の中身についてだけ質問してください。それは対象

外ですから。 

〇16番(城地民義君) いや、そんなことないでしょう。 

〇議長(福嶋尚人君) 私は議長です。議長の整理権に従ってください。 

〇16番(城地民義君) そうですけれども、基本的な本町の農業、漁業の関係ですから、その部分

についてどういう予算を話しされたのか説明して…… 

〇議長(福嶋尚人君) 範囲が広過ぎますので、駄目です。議案に関する質疑だけしてください。 

 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 病院のほうの３ページなのですけれども、収益的支出のところで抗体検査

とあるのですが、この実施する目的についてと、三石のほうで診療材料費で防護服とプラスチッ

ク手袋が計上されていたのですが、静内のほうはなかったのですけれども、静内のほうは十分に

足りているのか、その辺をお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君)  米田病院事務長。 

〇静内病院事務長(米田一治君) 抗体検査と衛生資材の関係の質問だと思います。まず、１つ目

の抗体検査の部分についてでございますけれども、これは実はもう実施してございまして、金額

も少額なことから職員の福利厚生費の中で先づけで実施させていただいたものを今回補正させて

いただいたということでございます。この背景におきましては、ご存じだとは思いますけれども、

抗体検査というのは血液を採取して、これは罹患をした人の中に発現するいわゆる免疫を調査す

るという検査でございまして、これが実用化されたのが５月頃ということで…… 

〔何事か言う人あり〕 

〇静内病院事務長(米田一治君) 抗体検査につきましては、職員のその時点の健康状態を調べる

ために実用化になったときに直ちに対応させていただいたということと併せまして、町立静内病
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院のほうで衛生資材の計上をしていないという部分につきましては、町立静内病院は救急告示指

定病院になっております。それで、国が医療関係の施設に対して衛生資材を支給するという中で

今現在国の動きが救急指定告示病院、また救急センターを持つ病院を中心に手袋、ガウン、キャ

ップだとかの配付をしていただいているということで、私どもの町立静内病院についてはそちら

のほうで対応ができているということでございます。それから、その支給対象になっていない三

石病院のほうにつきましては、自らその確保を行っているという状況で今回補正予算をさせてい

ただいているというような状況でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 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号から議案第９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６号 令和２年度新ひだか町一般会計補正予算(第５号)を採決いたします。 

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

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７号 令和２年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予算(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年度新ひだか町介護サービス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８号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第９号 令和２年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第３号)を採決いたします。 

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

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第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 １時２８分 

                                            

再開  午後 １時２８分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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    ◎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４、議案第10号 新ひだか町立生活館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。 

 渡辺福祉課長。 

〔福祉課長 渡辺浩之君登壇〕 

〇福祉課長(渡辺浩之君) 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、新ひだか町立生活館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、

別紙のとおり制定しようとするものでございます。 

それでは、改正内容を説明いたしますので、恐れ入りますが、３枚おめくりいただき、４ペー

ジ、議案第10号参考資料を御覧ください。今回の改正につきましては、ファシリティマネジメン

トに基づき本桐生活館、本桐生活改善センター及び本桐基幹集落センターについて施設の老朽化

や統廃合について協議を進めておりましたが、３施設の機能を本桐基幹集落センターに集約し、

名称については本桐基幹集落センターを本桐生活館に変更するなど、統廃合の協議が調ったこと

から必要な条例について改正するものでございます。 

改正の概要ですが、１点目は現本桐生活館を廃止するとともに、新たに本桐基幹集落センター

を本桐生活館に改めるため、位置の変更及び使用料の区分けを行う改正でありまして、本桐生活

館の位置を現本桐基幹集落センターの位置に改めるとともに、新たな本桐生活館の使用料につい

て区分けを行う条文の改正となっております。なお、この区分けについては、現本桐基幹集落セ

ンターの規模から現在の使用料をそのままするということにしております。 

２点目は、本桐生活改善センターを廃止するため表から削る改正、３点目は本桐基幹集落セン

ターが廃止となることによる条文の所要の改正となっております。 

４点目は施行期日でございますが、令和２年10月１日から施行しようとするものでございます。 

以上で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 新ひだか町立生活館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10号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

    ◎議案第１１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11号 新ひだか町特定教育・保育施設及び特定地域型保
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育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定め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。 

 提案理由の説明を求めます。 

渡辺福祉課長。 

〔福祉課長 渡辺浩之君登壇〕 

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号についてご説明申し上げます。 

議案第11号は、新ひだか町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子

育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてでございま

す。 

今回の条例改正につきましては、令和元年５月31日に公布された子ども・子育て支援法の一部

を改正する法律に基づき改正を行うものですが、市町村の準備期間を考慮し、改正法の施行後１

年間の経過措置内での改正となっていることから、このたび本改正を行い、別紙のとおり制定し

ようとするものでございます。 

なお、令和元年10月１日から無償化を開始するために必要な条例改正につきましては、昨年９

月定例会において改正させていただいております。 

それでは、改正内容を説明いたしますので、恐れ入りますが、７枚おめくりいただき、13ペー

ジ、議案第11号参考資料を御覧ください。前段は省略させていただき、１、改正内容から説明さ

せていただきます。(１)、子ども・子育て支援法の一部改正により創設された子育てのための施

設等利用給付に関し、法において支給認定を教育・保育給付認定に定めるなどの用語の整理が行

われたことに伴い、条例の規定全体にわたる字句や引用条項等の整備と子育てのための施設等利

用給付に関係する特定子ども・子育て支援施設と言われる預かり保育、認可外保育施設等の運営

に関する基準、提供方法等について定めた基準の制定を行うものです。 

(２)、改正条文ですが、大きく分けて３点ありまして、①は条例第２条関連としまして特定子

ども・子育て支援施設、いわゆる預かり保育、認可外保育施設等を指しますが、その利用に関す

る基準の制定に伴い、既存の特定教育・保育施設等の支給認定等の区別を行うものです。②は、

支給認定等区分の変更に伴い、条例第４条から第52条までの文言の整理、③は特定子ども・子育

て支援施設の利用に関する基準の制定となっておりまして、内容につきましては条例第53条は特

定子ども・子育て支援施設の運営等に関する基準の規定、条例第54条は特定子ども・子育て支援

施設が特定子ども・子育て支援を提供した際における提供内容等を記録する義務に関する基準の

規定、条例第55条は特定子ども・子育て支援を受けた施設等利用給付認定保護者からの利用料等

支払いの受領に関する基準の規定、条例第56条は特定子ども・子育て支援提供者は利用料等の支

払いを受ける際の領収書及び提供証明書の交付等に関する基準の規定、条例第57条は法定代理受

領の取扱いに関する基準の規定、条例第58条は施設等利用給付認定保護者が不正な行為等により

施設等利用費の支給を受けようとしたときは遅滞なく意見を付して当該支給に関わることについ

て町に対して行う通知義務に関する基準の規定、条例第59条は施設等利用給付認定子どもを平等

に取り扱う基準の規定、条例第60条は秘密保持等の基準の規定、条例第61条は特定子ども・子育

て支援提供者における職員、設備及び会計に関する諸記録等の整備に関する基準の規定となって

おります。 

続きまして、２、施行期日ですが、公布の日から施行しようとするものでございます。 
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以上で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11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 新ひだか町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ど

も・子育て支援施設等の運営に関する基準を定め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。 

                                            

        ◎議案第１２号から議案第１４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12号 北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する

規約についてから議案第14号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規

約についてまで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12号から議案第14号についてご説明を

いたします。 

 ３件の議案につきましては、新ひだか町が加入しております北海道市町村総合事務組合、北海

道市町村職員退職手当組合及び北海道町村議会議員公務災害補償等組合の３つの一部事務組合の

規約の一部を変更する必要が生じたことから、地方自治法第286条第１項の規定に基づき関係地方

公共団体の協議によりこれを定め、同法第290条の規定に基づき関係地方公共団体の議会の議決を

求めるものでございます。 

 今回の規約の変更の要因でございますが、加入している一部事務組合において札幌広域圏組合

が令和元年７月31日付で解散、山越郡衛生処理組合が令和２年３月31日付で解散したこと、また

奈井江、浦臼町学校給食組合が令和２年９月30日付で解散することにより、３団体の脱退に伴い

規約の一部を改めるものでございます。 

 なお、本３件の議案につきましては、一部事務組合に加入する全ての地方公共団体が同様に議

会に上程をしておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 それでは、改正の内容についてご説明いたします。議案第12号は、北海道市町村総合事務組合

規約の一部を変更する規約についてでございまして、地方自治法第290条の規定に基づき北海道市

町村総合事務組合規約を別紙のとおり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。 

 １枚おめくりください。北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約でございます。 
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 北海道市町村総合事務組合は、市町村等の非常勤職員などの公務上の災害に対する損害賠償に

関する事務を行っている一部事務組合でございまして、前段でご説明いたしました３つの一部事

務組合が解散に伴い脱退することから、別表第１及び別表第２について変更の必要が生じたこと

から規約を改めようとするものでございます。 

 ２ページに参考資料といたしまして規約新旧対照表を添付してございますが、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、この規約は、地方自治法第286条第１項の規定による北海道知事

の許可の日から施行するものでございます。 

 以上で議案第12号の説明を終わります。 

 次に、議案第13号についてご説明いたします。議案第13号は、北海道市町村職員退職手当組合

規約の一部を変更する規約についてでございまして、地方自治法第290条の規定に基づき北海道市

町村職員退職手当組合規約を別紙のとおり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。 

 １枚おめくりください。北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約でございま

す。 

 北海道市町村職員退職手当組合は、組合を組織する市町村の職員に対する退職手当の支給に関

する事務を共同処理し、もって職員の福利増進と市町村の財政安定と健全化に寄与することとし

て設定された一部事務組合でございまして、山越郡衛生処理組合及び奈井江、浦臼町学校給食組

合の２つの組合が解散したことから、別表について変更の必要が生じたことから規約を改めよう

とするものでございます。 

 ２ページに参考資料といたしまして規約新旧対照表を添付してございますが、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、この規約は、地方自治法第286条第１項の規定による総務大臣の

許可の日から施行するものでございます。 

 以上で議案第13号の説明を終わります。 

 次に、議案第14号についてご説明いたします。議案第14号は、北海道町村議会議員公務災害補

償等組合規約の一部を変更する規約についてでございまして、地方自治法第290条の規定に基づき

北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約を別紙のとおり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。 

 １枚おめくりください。北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約で

ございます。 

 北海道町村議会議員公務災害補償等組合は、地方公務員災害補償法の規定に基づき北海道町村

議会議員等に対する公務災害補償等に関する事務を共同処理する一部事務組合でございまして、

議案第12号と同様に３つの一部事務組合が解散したことから、別表第１について変更の必要が生

じたことにより規約を改めようとするものでございます。 

 ２ページに参考資料といたしまして規約新旧対照表を添付してございますが、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、この規約は、地方自治法第286条第１項の規定による総務大臣の

許可の日から施行するものでございます。 
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 以上で議案第14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12号から議案第14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12号 北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約についてを採決い

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。 

 次に、議案第13号 北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約についてを採決

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。 

 次に、議案第14号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約につい

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14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 １時４８分 

                                            

再開  午後 １時４９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１５号及び議案第１６号の上程、委員会付託 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第７、議案第15号 令和元年度新ひだか町水道事業会計決算認定につ

いて及び議案第16号 令和元年度新ひだか町病院事業会計決算認定についての２件を一括議題と

いたします。 

お諮りいたします。本案２件については、議長及び議会選出監査委員を除く14名の委員で構成

する企業会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにいたしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 
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よって、本案２件については、議長及び議会選出監査委員を除く14人の委員で構成する企業会

計決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。 

お諮りいたします。ただいま設置いたしました特別委員会の委員長には、２番、川端君、副委

員長には15番、木内君が就任することにいたしたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

よって、企業会計決算審査特別委員会の委員長には２番、川端君、副委員長は15番、木内君に

決定いたしました。 

お諮りいたします。企業会計決算審査特別委員会については、事件名を令和元年度新ひだか町

の企業会計決算に関する事項として付託し、閉会中の継続審査を承認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、企業会計決算審査特別委員会については、事件名を令和元年度新ひだか町の企業会計

決算に関する事項として付託し、閉会中の継続審査を承認いたします。 

                                            

    ◎意見書案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第８、意見書案第６号 国土強靱化に資する道路の整備に関する意見

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。 

 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９月15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 志 田   力 

賛成者 同       上 本 間 一 徳 

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 

 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６号) 

国土強靱化に資する道路の整備等に関する意見書について 

 

提案理由 

今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、本道の経済は幅広い分野において、大き
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な打撃を受けている。 

今後は、感染抑制のための取組を継続しながら、経済活動との両立を図ることや復興に向けた

取組を加速することが必要であり、北海道の強みである｢食｣や｢観光｣に関連する地域が持つ潜在

力が最大限発揮されるよう、高規格幹線道路ネットワークの早期形成や機能向上が必要不可欠で

ある。 

また、近年の自然災害時に発生する交通障害や、道路施設の老朽化など、様々な課題を抱えて

いる中、地方財政は依然として厳しい状況にあることから、国と地方の適切な役割分担のもと、

道路整備・管理に必要な予算を安定的かつ継続的に確保することが重要である。 

更に、高規格幹線道路から市町村道に至る道路網の計画的・体系的整備の必要性や、新型コロ

ナウイルス感染症収束後の物流・観光をはじめとする経済活動の復興における道路の重要性など

を踏まえ、より一層の道路整備の推進や管理の充実・強化を求め意見書を提出する。 

 

  提出先 衆 議 院 議 長 

     参 議 院 議 長 

     内 閣 総 理 大 臣 

     財 務 大 臣  各 通 

     総 務 大 臣 

     国 土 交 通 大 臣 

     国土強靱化担当大臣 

 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) お諮りいたします。 

 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６号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

    ◎意見書案第７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第９、意見書案第７号 地方自治体のデジタル化の着実な推進を求め

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。 

 13番、建部君。 

〔13番 建部和代君登壇〕 

〇13番(建部和代君)  

令和２年９月15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  建 部 和 代 

賛成者 同       上 池 田 一 也 
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   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７号) 

地方自治体のデジタル化の着実な推進を求める意見書について 

 

提案理由 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、デジタル化の推進について様々な課題が浮き彫

りになり、国は、本格的・抜本的な社会全体のデジタル化を進めるとの姿勢を示しました。よっ

て、地方自治体のデジタル化の着実な推進を図ることを強く求め意見書を提出いたします。 

 

  提出先 衆 議 院 議 長 

     参 議 院 議 長 

     内 閣 総 理 大 臣 

     総 務 大 臣 

     内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度担当)   各 通 

     経 済 産 業 大 臣 

     厚 生 労 働 大 臣 

     内 閣 官 房 長 官 

     行政改革担当大臣 

     情報通信技術政策担当大臣 

 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条の規定により意見書を提出いたします。 

 ご審議よろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。 

 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７号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

    ◎議員の派遣について 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第10、議員の派遣についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本件については、お手元に配付のとおり派遣すること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、議員の派遣については、お手元に配付のとおり派遣することに決定いたしました。 
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        ◎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。 

 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願います。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。 

                                            

        ◎閉会の議決 

〇議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。 

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、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５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 ２時００分) 


