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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、11番、田畑君、12番、畑端君を指名

いたします。 

                                            

    ◎議案第１４号から議案第２０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第２、議案第14号 令和３年度新ひだか町一般会計予算から議案第

20号 令和３年度新ひだか町病院事業会計予算までの７件を一括議題といたします。 

 本件について委員長の報告を求めます。 

 予算審査特別委員長、川端君。 

〔予算審査特別委員長 川端克美君登壇〕 

〇予算審査特別委員長(川端克美君) おはようございます。委員会報告を行います。 

 令和３年３月18日 

新ひだか町議会議長 福 嶋 尚 人 様 

               予算審査特別委員会委員長 川 端 克 美 

委員会審査報告書 

令和３年３月11日、第１回新ひだか町議会定例会において、本委員会に付託された事件は、審

査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定により報告します。 

記 

 １ 付託事件 

(１)議案第14号 令和３年度新ひだか町一般会計予算 

(２)議案第15号 令和３年度新ひだか町国民健康保険特別会計予算 

(３)議案第16号 令和３年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計予算 

  (４)議案第17号 令和３年度新ひだか町簡易水道事業特別会計予算 

  (５)議案第18号 令和３年度新ひだか町下水道事業特別会計予算 

  (６)議案第19号 令和３年度新ひだか町水道事業会計予算 

(７)議案第20号 令和３年度新ひだか町病院事業会計予算 

 ２ 審査の経過 

令和３年３月16日、17日(２日間)に委員会を開催 

 ３ 審査の結果 

(１)議案第14号 令和３年度新ひだか町一般会計予算 
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原案のとおり可決すべきものと決定 

(２)議案第15号 令和３年度新ひだか町国民健康保険特別会計予算 

原案のとおり可決すべきものと決定 

(３)議案第16号 令和３年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計予算 

原案のとおり可決すべきものと決定 

  (４)議案第17号 令和３年度新ひだか町簡易水道事業特別会計予算 

原案のとおり可決すべきものと決定 

  (５)議案第18号 令和３年度新ひだか町下水道事業特別会計予算 

原案のとおり可決すべきものと決定 

  (６)議案第19号 令和３年度新ひだか町水道事業会計予算 

原案のとおり可決すべきものと決定 

(７)議案第20号 令和３年度新ひだか町病院事業会計予算 

原案のとおり可決すべきものと決定 

以上のとおり報告いたします。 

〇議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。 

予算審査特別委員会は、議長を除く全議員により構成されていますので、委員長報告に対する

質疑は省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、本案は質疑を省略することに決定いたしました。 

議案第14号から議案第20号までの７件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14号 令和３年度新ひだか町一般会計予算を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決とするものです。本案は、

委員長の報告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、委員会報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第15号 令和３年度新ひだか町国民健康保険特別会計予算を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決とするものです。本案は、

委員長の報告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15号は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第16号 令和３年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計予算を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決とするものです。本案は、

委員長の報告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。 



 － 3 － 

 よって、議案第16号は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第17号 令和３年度新ひだか町簡易水道事業特別会計予算を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決とするものです。本案は、

委員長報告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17号は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第18号 令和３年度新ひだか町下水道事業特別会計予算を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決とするものです。本案は、

委員長の報告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18号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第19号 令和３年度新ひだか町水道事業会計予算を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決とするものです。本案は、

委員長の報告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19号は、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第20号 令和３年度新ひだか町病院事業会計予算を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決とするものです。本案は、

委員長の報告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20号は、委員長報告のとおり可決されました。 

                                            

        ◎議案第２１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21号 新ひだか町職員定数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。 

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議案第21号についてご

説明いたします。 

議案第21号は、新ひだか町職員定数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、

新ひだか町職員定数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ございま

す。 

１枚おめくりください。新ひだか町職員定数条例の一部を改正する条例でございます。 

今回の改正でございますが、令和３年度から介護サービス事業等を安定的かつ継続的に提供す
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る体制堅持のため、本町が直営で運営している高齢者福祉施設等を民間事業者の指定管理へ運営

方法を変更することに伴い、今後の本町の組織に応じた適正規模の職員数に改正しようとするも

のでございます。また、合併後定員管理計画などに基づき進めてきた組織のスリム化に伴う一般

行政職の減少分につきましても併せて整理しようとするものでございます。 

それでは、改正の内容につきましてご説明いたします。議案第21号参考資料の説明要旨により

ご説明いたしますので、２ページをお開きください。１の定数の改正(第３条関係)でございます

が、先ほど申し上げましたとおり、直営で運営している高齢者福祉施設等を民間事業者の指定管

理へと運営方法を変更することや一般行政職の減少に伴い現在の職員定数の合計である476人を

352人に改正するものでございます。定数の試算につきましては、令和２年度当初の職員数である

441人から高齢者福祉施設等の指定管理移行に伴うもののほか、これまでの一般行政職の減少、今

後見込まれる採用、退職を推計し、352人を今後維持していかなければならない職員数として試算

してございます。なお、区分ごとの定数につきましては、資料に参考として記載しておりますと

おり、町長の事務部局の職員を411人から299人に、農業委員会の事務局の職員を４名から３名に、

教育委員会の事務部局の職員を56人から45人に改正するものでございます。 

２の施行期日でございますが、この条例は、令和３年３月31日から施行するものでございます。 

以上で議案第21号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔｢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21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21号 新ひだか町職員定数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21号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

        ◎議案第２２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22号 新ひだか町職員の給与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22号についてご説明いたします。 

議案第22号は、新ひだか町職員の給与に関する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、新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しよう

とするものでございます。 

１枚おめくりください。新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございま
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す。 

今回の改正でございますが、議案第21号の職員定数条例の改正と同様に高齢者福祉施設等を民

間事業者の指定管理へ運営方法を変更することに伴い、廃止となる施設名及び職名の文言整理を

行うための改正でございます。 

それでは、改正内容につきましてご説明いたします。議案第22号参考資料によりご説明いたし

ますので、２ページをお開きください。条例新旧対照表でございますが、改正部分につきまして

は２ページでは給料表の、３ページ、４ページでは等級別基準職務表の改正になりますが、表右

側の改正前条例に下線表示してございますが、老人保健施設、特別養護老人ホーム、介護老人保

健施設長、介護長、介護福祉士、生活相談員、介護員といった施設名や職名を削るものでござい

ます。 

１ページにお戻りください。１ページの一番下になりますが、附則でございますが、この条例

は、令和３年４月１日から施行するものでございます。 

以上で議案第22号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔｢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22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22号 新ひだか町職員の給与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22号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

        ◎議案第２３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23号 新ひだか町特別会計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。 

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23号についてご説明いたします。 

議案第23号は、新ひだか町特別会計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、

新ひだか町特別会計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ございま

す。 

１枚おめくりください。新ひだか町特別会計条例の一部を改正する条例でございます。 

今回の改正でございますが、議案第21号、議案第22号の改正と同様に高齢者福祉施設等を民間

事業者の指定管理へ運営方法を変更することに伴い、介護報酬等の収入や施設運営に係る経費の

執行などが指定管理委託事業となることで特別会計として経理するものがなくなることから、令
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和２年度末をもって当該特別会計を廃止しようとするものでございます。 

改正内容につきましては、２ページをご覧ください。条例新旧対照表の右側の改正前条例にお

いて下線で表示していますが、条例第１条において設置している特別会計から第２号の介護サー

ビス事業特別会計を削り、第３号を第２号とするものでございます。 

１ページにお戻りください。附則でございます。第１項は、施行期日でございまして、この条

例は、令和３年４月１日から施行するものでございます。 

第２項は、経過措置でございまして、特別会計廃止の際、同会計に属する剰余金、債権、債務

及び財産については一般会計に帰属するものとしてございます。 

以上で議案第23号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔｢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23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23号 新ひだか町特別会計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23号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

        ◎議案第２４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24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) おはようございます。ただいま上程されました議案第24号につい

てご説明申し上げます。 

議案第24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。 

改正の内容につきましては、参考資料１の条例改正説明要旨によりご説明申し上げますので、

恐れ入りますが、議案の４ページをお開き願います。当町の国民健康保険につきましては、１人

当たりの医療費の増加や国保被保険者の減少、国民健康保険税の収入額が減少する中、保険税の

賦課方式や税率は平成18年度の合併時から見直しをせず維持してきました。平成30年度から国保

財政の安定化を図るため、都道府県を財政運営の責任主体とする広域化が実施され、道内市町村

は北海道国民健康保険運営方針に基づき効率的な事業運営に努めるとともに事務の標準化などに

取り組んでおり、当町におきましてもこれまで収納率向上対策や医療費適正化の推進等の実施に
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より財政健全化に努めてまいりましたが、現行の税率等における国民健康保険税の収入だけでは

北海道の国民健康保険事業費納付金を納めることができず、財源不足による財政赤字が生じてい

るところです。今回の条例改正につきましては、今後における国民健康保険の安定的な運営を図

るため、国民健康保険税の賦課方式や税率について見直しを行うこと、また平成30年度税制改正

による個人所得課税の見直しに伴い、令和２年９月４日に交付された地方税法施行令の一部を改

正する政令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す。 

初めに、１の税率等の見直し(条例第３条から第９条の３及び第23条関係)の改正概要でござい

ますが、北海道では小規模市町村における保険税負担増加のリスクを軽減するとともに、負担の

公平化を進めるため、令和６年度までに納付金の算定上、市町村間の医療費水準の差を反映させ

ない仕組みとする保険料水準の統一を目指し、資産割を廃止するなどの取組を行うことから、こ

れを受け当町においても賦課方式を現在の４方式から資産割を廃止し、所得割、被保険者均等割、

世帯別平等割の３方式に変更することや北海道が示す標準保険料率における応能と応益の構成割

合に考慮した見直しをすること、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の納付金額

に応じた割合への見直しについても併せて行おうとするものです。 

なお、資産割の廃止で生じる必要保険税につきましては、全てを所得割に転嫁するのではなく、

先ほど申し上げました応能応益の構成割合についても考慮し、被保険者に急激な負担増とならな

いよう資産割の廃止については令和３年度から令和６年度までの４年間で段階的に税率を改正し

ようとするものでございます。 

１枚おめくりください。５ページの(１)令和３年度の改正内容の表をご覧ください。現行の令

和２年度の税率と改正した場合の令和３年度の税率を比較して載せてございます。医療給付費分、

後期高齢者支援金分、介護納付金分のそれぞれ応能割である所得割、資産割、応益割である均等

割、平等割の税率の比較を記載しておりまして、合計の税率の比較では所得割が9.6パーセントか

ら11パーセントで1.4パーセントの増、資産割は現行94パーセントから70.3パーセントで23.7パー

セントの減、均等割が３万4,200円から３万7,800円で3,600円の増、平等割が４万4,800円から４

万8,800円で4,000円増となっております。 

６ページに参りまして、(２)は令和６年度に資産割を廃止することで推計した税率改正の推移

となります。表の一番右の欄の医療分、支援金分、介護分の合計の率を見ますと、二重枠になっ

ているのが資産割の欄でございますが、現行の資産割が固定資産税額に94パーセントを乗じて税

率を計算していたのですが、これを４年かけて段階的に比率を引き下げ、令和６年度に廃止しよ

うとするものでございます。 

下の参考の賦課総額の表をご覧ください。北海道に支払う令和３年度の納付金から算定した賦

課総額と現行保険税の賦課総額を比較している表でございます。北海道が示した当町の令和３年

度の納付金の額が８億825万4,000円となりまして、そこから納付金に含まれていない市町村の個

別歳入を減算し、逆にプラスしなければいけない要素としてこれまでの累積赤字分を加算いたし

ますと、保険税で集めなければならない額でございます賦課総額が記載の７億958万2,921円とな

り、この額を令和３年度における当町の国保被保険者の人数や世帯数、所得等で集められるよう

にするためには、ご覧いただいている令和３年度の税率に改正することによって必要保険税を満

たすことができるという計算になる一方、これを現行税率のままで算定した場合は、賦課総額が

約６億5,500万円となり、5,400万円ほど不足する見込みとなります。 
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次に、(３)の応能・応益の構成割合の見直しですが、これは北海道が示す標準保険料率を目指

した割合に見直すということで、この見直しにつきましては北海道が2030年、令和12年を目途に

統一保険料率を目指していることから、令和７年度以降も緩やかではありますが、標準保険料率

における応能と応益の構成割合に考慮した見直しを行っていく予定でおります。 

７ページに参りまして、上段の表で参考として北海道が示す当町の標準保険料率を載せてござ

いますが、この率は令和３年度の納付金の額で、賦課方式を３方式で示した割合ですので、標準

保険料率は毎年度見直されることになります。 

次に、(４)の医療分・支援金分・介護分の賦課総額のバランス調整についてでございます。こ

の３つの区分の割合につきましても納付金から算定した賦課総額となるよう段階的にバランスを

整えるというもので、表の左側の現行の負荷割合、パーセンテージをとご覧いただきますと、医

療分で78.4パーセント、支援金分で15.3パーセント、介護分で6.3パーセントということで、現行

税率では医療分に多くの割合で賦課されておりますが、その賦課総額の割合を右側の令和６年度

には医療分で70.3パーセント、支援金分で22.3パーセント、介護分で7.4パーセントと段階的にバ

ランスも整えていこうとするものでございます。 

続きまして、２の平成30年度税率改正に伴う保険税軽減判定基準額に係る見直し(条例第23条及

び附則第２項関係)についてご説明いたしますので、引き続き８ページをご覧ください。平成30年

度の税制改正によりまして給与所得控除や公的年金等控除が10万円引き下げられ、全ての人に適

用される基礎控除が10万円引き上げられました。国保制度におきましては、地方税法の規定を引

用している部分があるため、特段の措置を講じない場合、国保被保険者の世帯状況により国保税

の軽減判定に用いる総所得金額などが影響を受けることになります。国民健康保険においては、

低所得世帯に対する保険税の負担を軽減するため、世帯の総所得金額等が一定額以下の場合にお

いては、保険税のうち応益割である均等割額及び平等割額に係る部分について、その額の７割、

５割、または２割を軽減することとなりますが、税制改正後は一定の給与所得者等が２人以上い

る世帯については、世帯の担税力に変化がない場合でも軽減措置に該当しなくなる場合があるこ

とから、その影響や不利益を生じないようにするため、軽減判定基準において軽減判定所得の算

定時における基礎控除額相当分の基準額を33万円から43万円に引き上げるとともに、被保険者の

うち給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計額から１を減じた額に10万円を乗じて

得た金額を加える規定などが地方税法施行令の一部を改正する政令により明記されました。 

下の表が改正前と改正後の軽減判定基準の比較となります。例えば令和２年度の改正前の７割

軽減は、総所得金額等が33万円以下の場合に適用されますが、この33万円は住民税の基礎控除額

を引用しております。そのため税制改正によりまして令和３年度から国保税で用いられている

33万円は43万円に引き上げられ、単身世帯の場合は給与所得控除等が税制改正による引下げ分の

10万円、総所得金等が増額しますが、基準額を43万円に引き上げることにより軽減対象の範囲に

影響は生じません。しかしながら、給与所得控除等が適用される複数の被保険者がいる世帯では

影響を受けることになります。これは、給与所得控除等の引下げによる所得の増加額が２人の場

合は20万円、３人の場合は30万円などとなりまして、基礎控除を10万円引き上げただけでは税制

改正に伴う所得の増加が上回ってしまいます。そこで、今回の改正では、税制改正が国保税の軽

減判定での不利益につながらないよう、対象が２人以上いる世帯の軽減判定基準を表の改正後の

ように見直しますとこれまでと同様の水準で軽減判定が行えるというもので、こちらは法改正に
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準じた改正を行おうとするものでございます。 

９ページに参りまして、最後に３の施行期日等でございますが、この条例は、令和３年４月１

日から施行し、令和３年度以降の年度分の保険税から適用し、令和２年度分までの保険税につき

ましては、改正前の税率及び軽減判定基準額を適用するものでございます。 

なお、10ページからは参考資料２といたしまして、モデル世帯で比較する保険税年額というこ

とで、当町の国保被保険者で構成割合が多いモデルケースにより、これまでご説明させていただ

いた改正内容での推計による試算例を記載してございますので、お目通しいただき、内容の説明

は省略させていただきます。 

以上で新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の説明を終わります。 

〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) この国民健康保険の中の被保険者全体の中で、７割、５割、２割軽減の人

はどれぐらいいるのかお聞きします。その軽減の人たちももし資産、家とか土地がなければ値上

げになるということなのかをお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 水野生活環境課主幹。 

〇生活環境課主幹(水野一勇君) ただいまのご質問で今回の税率改正で試算いたしました７割、

割、２割軽減の対象の人数でございますが、医療分の合計で申し上げますと約3,000人、2,000世

帯の方が、全体の６割になりますけれども、その世帯が法定軽減の対象となる見込みとなってご

ざいます。 

また、資産がない方の影響ということでございますが、今回の税率改正につきましては影響額

に増減はございますが、全ての国保世帯の方に影響が出てきます。資産割を減らす影響で、固定

資産税が課税されている世帯につきましては減額となる世帯が多く、固定資産税が課税されてい

ない世帯につきましては、所得がゼロ円だといたしましても応益割も改正いたしますので、増額

というふうになります。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 説明では、今の税率だと道の決める納付金の額に足りないと。先ほど

5,400万円と言っていたのですけれども、その額に近づくように税率を変えるということですよ

ね。被保険者全体として、保険税が上がる人はどれぐらいいるのか、下がる人は全体の中でどの

ぐらいいるのか、それをお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 水野生活環境課主幹。 

〇生活環境課主幹(水野一勇君) 今回の税率改正につきましては、先ほど申し上げましたとおり、

全ての国保世帯に影響が生じるということになります。全体の世帯での割合で申し上げますと、

約85パーセントの世帯が増額いたしまして、15パーセントの世帯が減額となる試算となってござ

います。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 上がっていく85パーセントのその分で納付金の不足分を埋めていくという

理解でいいですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 水野生活環境課主幹。 

〇生活環境課主幹(水野一勇君) そのとおりです。 
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〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) これで質疑を終結いたします。 

議案第24号に対し討論の通告がありますので、討論を行います。 

先に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、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

反対いたします。 

 国民健康保険制度は、社会保障であり、国民健康保険税についていえば基本は支払い能力に応

じての負担です。ですから、本来は資産割、平等割、均等割を廃止して、所得割での一本化を目

指すべきなのです。国民健康保険に加入している町民は、経済基盤が弱い方々です。国費の投入

は当然で、現状よりも大幅な増額を国に求めるべきです。 

町は、平成30年度からの国保の都道府県化にも伴って財政健全化に努めてはきているが、現行

の税率などにおける国民健康保険税の収入だけでは北海道の国民健康保険事業費納付金を納める

ことができず、財源不足による財政赤字が生じており、そのため国民健康保険税の賦課方式や税

率を見直すとしています。医療給付分、後期高齢者支援分、介護納付金分合計で現行の令和２年

度と改正後の令和３年度を比較すると、応能割の資産割は23.7パーセント減りますが、所得割は

1.4パーセント増加します。応益割では、均等割が3,600円高くなり、平等割は4,000円高くなりま

す。また、町の参考資料によれば所得階層ごとの世帯構成の割合は、所得200万円以下が76パーセ

ントを占め、100万円以下が19パーセント、43万円以下33パーセントです。 

今回の条例改正では、資産割をなくしていくことで収納額の確保に不足する分を平等割、均等

割などの部分に賦課していくことになります。モデルケースごとで町が国保税年額の試算を示し

ましたが、家も土地もない資産のない人は確実に値上げになることが分かります。均等割、平等

割が高くなるということは、子育て世帯で子どもの数が多くなるほど国保税が高くなると言えま

す。町が目指す子育て支援とは逆行することになるのではないでしょうか。そして、何より200万

円以下の低所得が大多数を占めている中で、均等割、平等割の応益負担が増えていくことは、低

所得の被保険者の所得に対する負担割合が増えることにほかなりません。確かにモデルケースで

は、資産割をなくすことで値下げになるケースも示されました。しかし、町民全体の福祉の向上

から考えれば、国保税が値上げし、生活圧迫となることに変わりありません。ただでさえ収入の

１割を超え、高過ぎる国保税です。国保税を少しでも引き下げてほしいというのが町民の願いな

のです。 

さらに言えば、この国民健康保険制度には標準保険税を目指すという広域化の弊害が出ている

と言えます。道は、段階的に保険料水準の平準化を図るとしています。当町で幾ら健診や疾病予

防などに力を入れ、医療費を下げる努力をしても、保険税が全道で平準化されれば当町の保険税

は今よりも高くなることになります。やはり国保税、特に均等割、平等割の値上げを防ぐために

は、国に国庫負担増額を求めるしかありません。全国知事会が声を上げているように、町として

も町村会としても国に対して公費投入をと声を上げることが必要です。そのことが国保税を上げ

ないでほしいという町民の願いに応える道です。 
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以上、理由を述べまして反対討論といたします。議員の皆様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24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、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。 

 国民健康保険制度は、日本の国民皆保険制度の基盤となる医療保険制度であり、その中核とし

て地域医療の確保と住民の健康増進に大きく貢献してまいりましたが、財政運営が不安定である

などの構造的な課題を抱えていたことから、持続可能な医療保険制度を構築するため、平成30年

度に市町村運営から都道府県と市町村が共同保険者となって運営しており、北海道が財政運営の

責任主体を担うこととなりました。国民健康保険の事業に要する費用は、道支出金や法律に基づ

く一般会計の繰入金を除き、原則として保険税によって賄われるべきものでありますので、適正

な運営の下、適正な保険税を定めていかなければなりません。 

新ひだか町は、これまで収納率向上対策や医療費適正化の推進などの実施により財政健全化に

努め、十数年間国保税の見直しに着手しておりませんでしたが、現行税率では国民健康保険事業

費納付金を納めるための収入が不足しており、財政赤字が生じております。また、賦課するため

の税の構成についても、二重課税と言われる資産割については利益を生まない居住用の資産や所

得のない方にも課税されていることから、資産割の廃止を伴う賦課方式の変更に当たっては、被

保険者間の保険税負担の公平性の確保に向けた観点で必要な措置を取ることが重要であると考え

ております。その上で資産割の廃止に伴い生じる必要な保険税については、全てを所得割に転嫁

することなく、応能応益の構成割合についても考慮し、被保険者に急激な負担増とならないよう

令和３年度から令和６年度までの４年間で段階的に税率を改正するものであり、被保険者への配

慮もされている改正内容となっています。 

以上のことから、町においては、保険者として今後とも国民健康保険税の収納率向上に努めら

れるとともに、医療費適正化のための保健業務にもさらに力を入れて医療費の抑制に努めていた

だき、住民生活の急激な大きな負担とならないことを期待いたしまして、提案されております議

案第24号についての原案に対する賛成の意見といたします。議員の皆様のご賛同をいただけます

よう何とぞ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24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。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立する者多数あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 起立多数であります。 

 よって、議案第24号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

    ◎議案第２５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第７、議案第25号 指定管理者の指定についてを議題といたします。 
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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25号についてご説明いたします。 

議案第25号は、指定管理者の指定についてでございまして、次の表の左欄に掲げる公の施設に

係る指定管理者を同表右欄の団体に指定することについて地方自治法第244条の２第６項の規定

により議会の議決を求めるものでございます。 

指定管理者制度は、住民の福祉を増進する目的を持ってその利用に供するための公の施設につ

いて民間事業者等が有するノウハウを活用することにより、住民サービスの質の向上を図ってい

くことで施設の設置目的を効果的に達成するために地方自治法の一部改正を経て、平成15年９月

に設けられた制度でございまして、本町も合併時より本制度を運用してきたところでございます。

今回指定管理者の指定を行う施設については、令和３年３月31日をもって指定期間が満了する

34施設のうち、記載の27施設について新たに指定期間を設定し、指定の議決を受けるものでござ

います。 

対象施設の指定管理者につきましては、前回同様各地区の自治会や公共的団体等に引き続きお

願いすることといたしまして、議会の議決後に具体的な業務について協議し、協定を取り交わす

こととしてございます。 

最後に、指定期間でございますが、令和３年４月１日から令和８年３月31日の５年間としてご

ざいます。 

以上で議案第25号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔｢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25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25号 指定管理者の指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25号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

        ◎議案第２６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第８、議案第26号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更につ

いてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 上田総務課長。 

〔総務課長 上田賢朗君登壇〕 

〇総務課長(上田賢朗君) ただいま上程されました議案第26号についてご説明いたします。 

議案第26号は、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更についてでございまして、辺地に
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係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第８項において準用

する同条第１項の規定に基づき、別紙のとおり公共的施設の総合整備計画を変更することについ

て議会の議決を求めるものでございます。 

今回計画の変更をしようとする辺地につきましては、美野和辺地、歌笛辺地及び延出辺地でご

ざいまして、計画策定当初の段階で整備を予定していなかった公共施設について整備を必要とす

ることになったことから、計画に追加しようとするものでございます。 

１枚おめくりください。１ページでございます。総合整備計画書は、美野和辺地でございます。

１の辺地の概況につきましては変更がございませんので、説明は省略いたします。 

２の公共的施設の整備を必要とする事情でございますが、道路のうち美野和12号橋を今回新た

に追加してございます。 

３の公共的施設の整備計画でございますが、こちらも道路の項目に美野和12号橋分を追加し、

事業費を8,200万円、財源内訳のうち特定財源を4,920万円、一般財源を3,280万円、一般財源のう

ち辺地対策事業債の予定額を3,280万円に変更し、合計欄も事業費を１億5,920万円、財源内訳の

うち特定財源を8,780万円、一般財源を7,140万円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を

7,420万円へ変更しようとするものでございます。 

次に、２ページに参ります。総合整備計画書は、歌笛辺地でございます。１の辺地の概況に変

更はございません。 

２の公共的施設の整備を必要とする事情でございますが、林道の久遠線の延長を50メートルか

ら80メートルへ変更してございます。 

３の公共的施設の整備計画でございますが、延長が延びたことにより林道の項目を変更してご

ざいまして、事業費を3,135万3,000円、財源内訳のうち特定財源を1,571万9,000円、一般財源を

1,563万4,000円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を1,560万円に変更し、合計欄も事業費

を１億2,027万円、財源内訳のうち特定財源を6,988万5,000円、一般財源を5,038万5,000円、一般

財源のうち辺地対策事業債の予定額を5,030万円へ変更するものでございます。 

次に、３ページに参ります。総合整備計画書は、延出辺地でございます。１の辺地の概況に変

更はございません。 

２の公共的施設の整備を必要とする事情でございますが、林道の項目を新たに追加してござい

まして、整備を必要とする事情につきましては記載のとおりとなってございます。ご覧いただき

まして、説明は省略させていただきます。 

３の公共的施設の整備計画でございますが、こちらも林道の項目を追加してございまして、施

設名は林道でウツマ橋、事業主体名は新ひだか町、事業費は3,810万円で、財源内訳のうち特定財

源が1,943万1,000円、一般財源が1,866万9,000円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額は

1,860万円としてございます。合計欄が事業費を２億2,610万円、財源内訳のうち特定財源を

7,843万1,000円、一般財源を１億4,766万9,000円、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を１

億4,760万円へ変更するものでございます。 

以上で議案第26号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔｢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。 
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 これで質疑を終結いたします。 

 議案第26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26号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更についてを採決いたしま

す。 

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

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第26号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

    ◎議案第２７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第９、議案第27号 町道の路線認定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

野垣建設課長。 

〔建設課長 野垣尚久君登壇〕 

〇建設課長(野垣尚久君) ただいま上程されました議案第27号についてご説明いたします。 

議案第27号は、町道の路線認定についてでございます。道路法第８条第２項の規定により、別

紙のとおり町道の路線を認定するものであります。 

次のページをお開きください。１ページの表は、路線の認定で、整理番号、路線名、起点、終

点などを記載しております。今回の路線認定は、新規の４路線でありまして、令和元年７月に新

ひだか町町道認定基準を制定し、町道認定するための詳細な基準を定めたことから、これまでに

公衆用道路として土地の寄附などを受けていた道路について調査を行い、現在の道路の利用状況

や認定基準における構造などとの照合により条件の合致が確認できたものから順次町道の認定を

しようとするものでございます。 

１路線目、整理番号、静内666番、路線名は緑５丁目４号線、起点は静内緑町５丁目49番地先で、

終点が静内緑町５丁目53番１地先。 

２路線目、整理番号、三石213番、路線名は本桐９号線、起点は三石本桐227番61地先で、終点

が三石本桐227番16地先。 

３路線目、整理番号、三石214番、路線名は福畑２号線、起点は三石福畑254番８地先で、終点

も三石福畑254番８地先。 

４路線目、整理番号、三石215番、路線名は西端７号線、起点は三石西端154番３地先で、終点

が三石西端109番３地先となっております。 

次のページをお開きください。２ページは、議案第27号参考資料１となりますが、認定する路

線の総延長、幅員、重用延長、未供用延長、橋梁数を記載しております。１路線目、整理番号、

静内666番、路線名、緑５丁目４号線、総延長は51.1メートル、幅員4.0メートル、重用延長4.0メ

ートル、未供用区間及び橋梁はありません。 

２路線目、整理番号、三石213番、路線名、本桐９号線、総延長は150.9メートル、幅員3.6メー

トル、重用延長9.8メートル、未供用区間及び橋梁はありません。 

３路線目、整理番号、三石214番、路線名、福畑２号線、総延長は238.3メートル、幅員7.3メー

トル、重用延長7.0メートル、未供用区間及び橋梁はありません。 
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４路線目、整理番号、三石215番、路線名、西端７号線、総延長は146.7メートル、幅員3.6メー

トル、重用延長7.5メートル、未供用区間及び橋梁はありません。 

次のページをお開きください。３ページ、議案第27号参考資料２は、整理番号、静内266番、路

線名、緑５丁目４号線の位置図となります。位置図の右下にあります丸印を起点とし、矢印を終

点として表示しております。こちらの場所は、町道緑中央線を起点とし、北西側に向けての路線

になりますが、昭和60年３月に地権者から道路用地として土地の寄附をいただいておりましたが、

寄附受納時土地の中に建築物があり、町道認定しておりませんでしたが、現地調査した結果建築

物が撤去されていることと通年居住した家屋が複数建てられていることや不特定多数の者の利用

が確認できたことから、町道として認定するものでございます。 

次のページをお開きください。４ページ、議案第27号参考資料３は、整理番号、三石213番、路

線名、本桐９号線の位置図となります。位置図の中央上段にあります丸印を起点とし、矢印を終

点として表示しております。こちらの場所は、町道蓬栄本桐線を起点とし、町道本桐７号線を終

点とする路線になりますが、平成９年７月に交換により土地を取得後、平成20年度に公共下水道

事業による汚水及び雨水整備、あわせて簡易水道整備を実施している場所になります。現地調査

した結果、通年居住した家屋が複数建てられていることや不特定多数の者の利用が確認できたこ

とから、町道として認定するものでございます。 

次のページをお開きください。５ページ、議案第27号参考資料４は、整理番号、三石214番、路

線名、福畑２号線の位置図となります。位置図の中央にあります丸印を起点とし、矢印を終点と

して表示しております。こちらの場所は、道道静内浦河線を起点とし、西側になります２級河川

三石川に向けての路線になりますが、三石川の河川改修後、昭和51年８月に残地の用途廃止に伴

いまして土地の払下げが行われた際に通路を確保するために道道との間を結ぶ道路敷地が設置さ

れていたものになりますが、現地調査した結果、不特定多数の者の利用が確認されたことから、

町道として認定するものでございます。 

次のページをお開きください。６ページ、議案第27号参考資料５は、整理番号、三石215番、路

線名、西端７号線の位置図となります。位置図の中央にあります丸印を起点とし、矢印を終点と

して表示しております。こちらの場所は、道道西端春立線を起点とし、南側に向けての路線にな

りますが、昭和44年10月及び平成18年６月に地権者から道路用地として土地の寄附をいただいて

おりましたが、現地調査した結果、通年居住した家屋が建てられていることや不特定多数の者の

利用が確認できたことから、町道として認定するものでございます。 

以上、議案第27号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) １点だけ確認させてください。整理番号、静内666番ですか、緑５丁目４号

線、これは資料の３ページ、終点が途中で止まっているということなのですが、これはこの先の

町道につながってはいないのですか。それとも、行き止まりになっているということなのですか。

そこだけ確認させてください。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) この道路については行き止まりになりますが、今ご指摘の町道として

は吉野旭線になりますけれども、そちらには接道しない状況となります。 
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〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) これで質疑を終結いたします。 

 議案第27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27号 町道の路線認定についてを採決いたします。 

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

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第27号は、原案のとおり可決されました。 

 ここで暫時休憩いたします。10分程度休憩いたします。 

休憩 午前１０時３９分 

                                            

再開 午前１０時５１分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                            

    ◎議案第２８号から議案第３１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28号 令和３年度新ひだか町一般会計補正予算(第１号)

から議案第31号 令和３年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第１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。 

 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28号から議案第31号についてご説明い

たします。なお、議案第31号につきましては、担当課長よりご説明をいたします。 

今回の補正予算につきましては、国の令和２年度第三次補正予算が本年１月28日に成立し、新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金として１兆5,000億円が追加補正されたところ

でございますが、そのうち当町へは２億1,413万8,000円の交付限度額が示されたところでござい

ます。示された交付限度額の全額を感染症対応事業に活用しようと考えているところでございま

すが、今回はその中でも速やかに対応しなければならないと考える対応事業について予算計上し

ようとするものでございます。 

それでは、一般会計補正予算からご説明いたしますので、議案第28号をご覧ください。議案第

28号は、令和３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３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１億

1,123万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ157億1,537万5,000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。
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３、歳出でございます。２款総務費、１項総務管理費で１億1,123万円の追加でございます。13目

地方創生費、事業目４新型コロナウイルス感染症対策事業としまして所属ごとに所管する経費を

計上してございます。参考資料としまして８ページから10ページまで事業ごとの内容説明資料を

添付してございますので、併せてご説明いたします。まず、６ページ上段の総務課分でございま

すが、日高中部消防組合負担金で3,633万1,000円を計上してございます。事業内容につきまして

は、10ページ上段の⑧特殊緊急車両及び高度救命処置用資機材整備事業でございまして、日高中

部消防組合静内署保有の高規格救急車２台のうち１台を感染症に対応した仕様の高規格救急車に

更新しようとするものでございます。詳細につきましては、記載のとおりでございますので、説

明は省略させていただきます。 

６ページに戻りまして、２段目の契約管財課分でございますが、委託料で1,430万円を計上して

ございます。事業内容は、10ページの⑨地籍管理数値情報化事業でございまして、感染症等が流

行しにくい新しい生活様式への対応をするための環境整備をするものでございます。 

６ページに戻りまして、３段目、まちづくり推進課分でございますが、負担金、補助及び交付

金で2,000万円を計上してございます。事業内容は、８ページの①新型コロナウイルス感染症対応

新規事業チャレンジ補助事業でございまして、コロナ禍により影響を受けている中小企業等が社

会経済情勢の変化に対応し、新規事業分野への進出などを行う場合の設備投資等に係る経費の一

部を補助することにより、新型コロナウイルス感染症社会に対応した地域経済基盤の強化を図ろ

うとするものでございます。 

６ページに戻りまして、４段目、生活環境課分でございますが、水道事業会計補助金で421万

7,000円を計上してございます。事業内容は、８ページの②上下水道料金基本料金減免事業でござ

いまして、長引くコロナ禍により大きく影響のある町内の飲食店や宿泊業を対象に上下水道料金

の基本料金を免除することで事業者負担の軽減を図ろうとするものでございます。 

６ページに戻りまして、５段目の健康推進課分でございますが、備品購入費などで1,880万

4,000円を計上してございます。事業内容は、９ページの⑥高齢者福祉施設空間の安全・安心確保

事業と⑦緊急介護人材育成支援事業でございまして、⑥の高齢者福祉施設空間の安全・安心確保

事業では、高齢者福祉施設の感染予防対策を行い、安心、安全な環境の確保を図ろうとするもの

でございますし、⑦の緊急介護人材育成支援事業では介護関連事業における深刻な人材不足の解

消のため、引き続き介護職員初任者研修を実施しようとするものでございます。 

６ページに戻りまして、下から２段目の建設課分でございますが、下水道事業特別会計繰出金

で506万6,000円を計上してございます。事業内容は、８ページの②上下水道料金基本料金減免事

業でございまして、先ほどの水道事業会計補助金と同じ内容でございます。 

６ページに戻りまして、一番下の農政課分でございますが、需用費、賄材料費で800万円を計上

してございます。事業内容は、９ページ上段の③地場産食材学校給食提供推進事業でございまし

て、地場産米需要の減少や牛肉等の流通量の減少など先行きが不透明な中、町が地場産食材を購

入し、学校給食食材として提供することで地元食材への理解を深め、今後の消費拡大につなげよ

うとするものでございます。 

７ページに戻りまして、水産林務課分でございますが、負担金、補助及び交付金で379万5,000円

を計上してございます。事業内容は、９ページの④水産物保管用冷凍庫賃借料補助事業と⑤漁業

生産向上対策事業でございまして、④の水産物保管用冷凍庫賃借料補助事業では、水産物の価格
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の下支えとして出荷調整のために必要となる冷凍庫の賃借料の一部を支援するとともに販路拡大

につなげ、魚価の維持向上を図ろうとするもので、⑤の漁業生産向上対策事業では水産物の魚価

維持のため加工品等の輸送経費の一部を支援することで新たな取引先への輸送にも対応でき、新

たな販売体制の構築や販路開拓などを図ろうとするものでございます。 

７ページに戻りまして、地域振興課分でございますが、簡易水道事業特別会計繰出金で71万

7,000円を計上してございます。事業内容は、８ページの②上下水道料金基本料金減免事業でござ

いまして、先ほどの水道事業会計補助金と同じ内容でございます。 

以上で歳出の説明を終わります。 

次に、歳入の説明をいたしますので、５ページにお戻りください。２、歳入でございます。15款

国庫支出金、２項国庫補助金で地方創生臨時交付金としまして１億123万円を計上してございま

す。 

19款繰入金、１項基金繰入金で1,000万円の計上でございますが、今回の補正予算の収支調整を

ここでしてございます。 

以上で一般会計補正予算の説明を終わります。 

次に、議案第29号についてご説明いたしますので、ピンク色の次のページをお開きください。

議案第29号は、令和３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３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71万7,000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71万7,000円を追加してございます。 

 歳出は以上でございます。 

次に、歳入のご説明をいたします。４ページをご覧ください。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していますので、詳細な説明は省略

させていただきます。 

以上で簡易水道事業特別会計補正予算の説明を終わります。 

 次に、議案第30号の説明をしますので、青色の間紙の次をお開きください。議案第30号は、令

和３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３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、下水道使用料の基本料金免除により当会計の一般財源である下水道使用
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料が減額となることから一般財源を506万6,000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506万6,000円を追加してございます。 

 歳出は以上でございます。 

次に、歳入のご説明をいたします。４ページをご覧ください。２、歳入でございます。歳入の

説明につきましては、歳出の説明で充当財源としてご説明していますので、説明は省略させてい

ただきます。 

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。 

私からの説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 桂田上下水道課長。 

〔上下水道課長 桂田達也君登壇〕 

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31号 令和３年度新ひだか町水道

事業会計補正予算(第１号)についてご説明申し上げます。 

 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連で長引

く新型コロナウイルス感染症により大きく影響のある町内の飲食店や宿泊業を対象に継続して支

援することとして、上下水道料金の基本料金を免除し、事業者等の負担を軽減しようとすること

に対する補正でございます。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

行うものでございます。 

 第１条は、総則となりまして、令和３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３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ございます。 

 収入、第１款水道事業収益では、補正額はゼロで、４億7,172万5,000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421万7,000円減額し、

４億131万6,000円に、第２項営業外収益では421万7,000円追加し、7,040万7,000円にするもので

ございます。 

 １枚おめくりをいただき、水道１ページをご覧ください。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。 

恐れ入ります。もう一枚おめくりをいただき、水道２ページをご覧ください。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、水道料基本料金の免除

相当額として421万7,000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421万7,000円を追加するものでございます。 

以上で議案第31号 令和３年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第１号)の説明といたしま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) これより一括質疑を行いますが、本案については先日の全員協議会におい

ても質疑を行っていることを踏まえた上で質疑願います。質疑ありませんか。 

 ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 前回の全員協議会で聞けなかったので、１点聞きたいことがあるのですが、
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９ページの③の地場産食材学校給食の関係ですが、和牛の完全肥育している農家というのは特定

されると思うのですけれども、この黒毛和牛の食材としてどこから買うのかとどのような方法で

買うのかを確認したいのですが。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川農政課長。 

〇農政課長(及川敦司君) この事業の和牛の仕入れの方法ということなのですけれども、みつい

し牛につきましては全て東京食肉市場のほうに出荷しております。そこで枝肉になった肉を今回

みついし農協のほうで仕入れをして、そして町内の肉屋さんのほうで加工して学校給食のほうに

卸すというような流れで考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) ８ページの上下水道料金の基本料金の減免事業のことでお聞きします。こ

れ２度目だと思うけれども、前回も減免しているのですけれども、そのときの予算って大体

2,000万円ぐらいだったと思うのですけれども、今回1,000万円ということで組んでいるのですけ

れども、前回のときに何件ぐらいあったのか、そしてまた町内にどれぐらいの飲食店と宿泊業者

がいらっしゃるのか分かれば教えていただきたいことと、前回と同じだと思うのですけれども、

申込みの関係なのですけれども、申込みというのはあくまでも申し込んだ月からということでよ

ろしいのか、その確認だけさせてください。 

〇議長(福嶋尚人君) 桂田上下水道課長。 

〇上下水道課長(桂田達也君) ただいまのご質問ですけれども、今回前回と継続するという形で

ございまして、前回総体で254件対象がございました。そのうち164件申請ございまして、減免し

ている状況でございます。残り90件ほどございますけれども、こちらにつきましては現在営業を

休止されている方もおられるようですけれども、基本的には対象となる件数全体に対して減免を

することの案内を通知をさせていただきます。 

 申請のことについてですけれども、一応期間中、ここでは４月からとなっていますけれども、

申請をいただいて、確認をさせていただいて、間に合う月から減免をさせていただくというふう

な形になりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) これで質疑を終結いたします。 

 議案第28号から議案第31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28号 令和３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28号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第29号 令和３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〕 
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〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第29号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第30号 令和３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30号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第31号 令和３年度新ひだか町水道事業会計補正予算(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31号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

    ◎意見書案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第11、意見書案第１号 2030年までの温室効果ガスの削減目標を引き

上げ、気候変動対策を抜本的に強めること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。 

 10番、谷君。 

〔10番 谷 園子君登壇〕 

〇10番(谷 園子君)  

令和３年３月11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  谷   園 子 

賛成者 同       上 本 間 一 徳 

   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１号) 

2030年までの温室効果ガスの削減目標を引き上げ、気候変動対策を抜本的に強めることを 

求める意見書について 

 

提案理由 

2015年に採択された｢パリ協定｣では、今世紀後半に世界の温室効果ガスの排出量を実質ゼロに

することを決めました。 

しかし、国連環境計画(ＵＮＥＰ)は昨年12月、各国の排出削減目標が現状のままでは、産業革

命前と比べ、今世紀中に気温上昇が3.2度になると警鐘を鳴らしました。 

現在の日本の削減目標｢2030年度に、2013年度比で26％｣は、国際標準の1990年比に換算すると、
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わずか18％削減にすぎません。 

日本も欧州諸国並みに、少なくとも1990年比で40～50％削減を目標にすべきです。 

よって、国においては、2030年までの温室効果ガスの削減目標を引上げ、気候変動対策を抜本

的に強めることを求めて意見書を提出します。 

 

  提出先 衆 議 院 議 長 

     参 議 院 議 長 

     内 閣 総 理 大 臣  各 通 

     環 境 大 臣 

     経 済 産 業 大 臣 

     総 務 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します。 

 ご審議のほどよろしくお願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) お諮りします。 

 本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第１号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

    ◎意見書案第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第12、意見書案第２号 高齢者の医療費窓口負担の現行１割の継続を

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。 

 10番、谷君。 

〔10番 谷 園子君登壇〕 

〇10番(谷 園子君)  

令和３年３月11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  谷   園 子 

賛成者 同       上 下 川 孝 志 

   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２号) 

高齢者の医療費窓口負担の現行１割の継続を求める意見書について 
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提案理由 

 国は、75歳以上の高齢者の医療費一部負担金を１割から２割に引き上げるとしています。対象

となるのは、単身で年収200万円以上、複数世帯で年収320万円以上の方で、全国で370万人です。

高齢者の多くは、慢性疾患を抱えています。低額な年金収入のために暮らしを切りつめている高

齢者が受診を我慢し重症化すれば、命にかかわります。 

 また、今回対象となる75歳以上の高齢者の窓口負担を２割に引き上げても、現役世代からの｢後

期高齢者支援金｣は１％しか減りません。 

 よって、国においては高齢者への医療費窓口２割負担を撤回し、現行１割を継続することを求

めて意見書を提出します。 

 

  提出先 衆 議 院 議 長 

     参 議 院 議 長 

     内 閣 総 理 大 臣  各 通 

     厚 生 労 働 大 臣 

     財 務 大 臣 

     総 務 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。 

 ご審議のほどよろしくお願いします。 

〔何事か言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 静かにしてください。 

お諮りします。本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することにご異議ありません

か。 

〔｢異議あり｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議がありますので、質疑を行います。 

 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) それでは、谷議員提出の意見書に対しまして何点か質問させていただきた

いと思います。 

私は、意見書は我が町にとって、我が町町民にとってどの程度の影響があるのか、いい影響も

悪い影響もということですけれども、大きければ大きいほどこの意見書に意味はあって、だから

可決ということになっていくのだろうと思っておりますので、私の今お聞きしたいのは、今提出

されております意見書が我が町にとってどのぐらいの影響があるのか、そこに絞ってだけ聞かせ

てください。本文中にもありますが、影響を受ける方、全国で370万人、北海道では16万人と記載

されております。そこで、我が町においてこの１割負担者が何名今いて、これより２割となる方

が何名いらっしゃるのか、そこをお聞きしたいと思います。 

それと、その次に本文中に６行目かな、７行目かな、低額な年金収入のためとあります。それ

で、低額というのは、何万円とか、どのような金額を想定して低額と申し上げているのかをお聞

きいたします。私なりに低額といいますと、非課税世帯であったり、いわゆる低所得者と言われ
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る方々だと思います。それで、意見書を読みますと、低所得者の方が受診を控えることを危惧さ

れているのかなと私は読み取ったものですから、いわゆる低所得者と言われる方の中から今回２

割負担となる方が何名ほどいらっしゃるのか、それも併せてお聞かせを願いたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 我が町にとっての影響ということでお聞きされたのですが、今うちの町の

後期高齢者の方は約3,800人います。今回の２割負担の影響を受けることになるのは約500人です。

それで、１割負担の人がどれぐらいいるのかということと低所得の人の何名がということについ

ては、今資料は持ち合わせておりませんので、ちょっと分かりません。 

 それで、実際に我が町の人にとってどうなのかということでお答えしますと、実際80過ぎの方

で年間13万円ほど病院代かかっている方は、２割負担になると病院に行く回数を減らすしかない

ということをおっしゃっていました。 

それで、何をもって低額というのかというご質問だったと思うのですが、年収200万円以上であ

れば一月の収入は16万円以上にはなります。ですが、その中から食費、生活費などを出すだけな

ら余裕と見るかもしれないのですが、75歳以上の方は年を取れば取るほど病気が増えて、かつ重

症な方が多いということです。厚生労働省の資料によれば、75歳以上の方の年間の平均窓口負担

は約８万円です。例えばその人なら今の１か月の窓口負担が約7,000円とします。これが２割負担

になれば、毎月１万4,000円に上がることになります。病気によれば、持っていればもっと負担が

増える方もいるわけです。そのほかにも薬代やら後期高齢者保険料なども払っていくわけですか

ら、決して余裕のある年金額ではないと判断いたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) 答弁ありがとうございます。 

 先ほど3,800人ぐらいいますよという答弁でしたけれども、私なりに調べさせていただきまし

た。北海道後期高齢者医療広域連合に問合せ、また所管課に行きましてこの数字で正しいのだろ

うかというところで確認をさせていただいた数字があります。この数字でいいですと、正しいで

すというお墨つきをいただいておりますので、谷議員が先ほど言われた3,800人というのは３割負

担の方もいらっしゃいます、75歳以上で。その方も合わせると我が町には3,800人を超える75歳以

上の方がいらっしゃいます。その中で、今１割負担をしているのは3,668人だということです。そ

の3,600人余りの中の500人が今回２割になるであろうということだそうであります。それで、

500人と今谷議員もおっしゃいましたけれども、さらに課税所得28万円以上の方というところも入

ってくるのです。ですから、私はこの500人よりも減るのだろうと、もっと少ない数になるのであ

ろうと予測をしております。それで、言ってみれば後期高齢者の７人に１人ぐらいになるのでし

ょうか。７人に１人ぐらいが今回１割から２割となる。ただ、いわゆる低所得者と言われる非課

税世帯という方は、まず例外なく１割負担のままなのです。１割負担のまま。だから、私は最初

から言っている影響という部分で、さっき16万円とおっしゃいましたか、月々、年金。めったに

そんなにいないでしょうし、一般的に言って16万円年金があると医療費控えるという方はあまり

いないのではないかと思っています。後段いろいろお話をされておりましたが、医療費が多額に

かかるという場合は、例えば委任払い制度だとかを使うだとか、高額療養費委任払いですか、い

ろんなほかの制度で守られるところは多々あるのであろうと思っております。ですから、そうい
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うところの利用をするべきではないのかなと思っております。いろんな事情がある方はいらっし

ゃると思います。ですから、私としましては、今回いわゆる低所得者非課税世帯、その方々に影

響がなく、そして年間200万円という結構な収入があられる方は、まずはこの会計の安定化を鑑み

ますと今回のはやむを得ないのではないかなと思っているのです。ですから、私は谷議員の提出

しておりますこの意見書に反対だと思っております。さらに谷議員の所感があればお教え願いま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 今非課税世帯にはほとんど影響ないのではないかというご質問というか、

でしたが、窓口負担が増えるということは、収入に関係なく病気の多い人、重症な人ほど支払い

が増えるということです。つまり能力ではなくて、体の弱い人ほど負担が増えるということなの

です。ですから、そういう意味で能力に応じた負担というのは、税金のほうでやるべきだという

ことが１つと、所得があって大丈夫ではないかと、そういうようなお話だったかもしれませんが、

年を取りまして例えば夫婦でもし２割負担の対象になる、夫婦で320万円で、年を取りますとどち

らかが施設に入るとか入院するとか、そういうふうなこともあります。そうなると、今は世帯の

収入で入居料も決まったりして、もう一人の人の負担になったりとか、非課税ではなくても高齢

者になると病気があって大変な人たちは、本当にこの２割負担になるという影響を受けるのです。

ですから、全国的にも医師会やいろんな医療団体がこういうことはやめてほしいという声も上げ

ています。それは、本当に高齢者にとって苛酷な負担になるからであって、うちの町ではという

問題ではなく、高齢者の健康と命を守るという意味では国に意見書を上げることは必要なことだ

と考えます。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) 池田議員さんの言っていることもある程度納得がいくのですが、言葉の取

り方なのですけれども、年収という意味と、先ほど言っていましたけれども、課税所得が28万円

以下だというその課税所得の位置づけがちょっと明確ではないかなと思うのです。ですから、２

割負担の対象者への影響という部分については、今の質疑等々で分かったのですが、現役世代か

らの後期高齢者支援金が１パーセントしか減らないというところのどういう計算というか、判断

の下なのかという部分について若干、それと影響力がどうな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) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 高齢者の現役世代からの支援金の総額とか、ちょっとそういうことは今資

料がないのですが、現役世代の負担軽減のためにこれをすると政府が説明していますが、今回の

２割負担の導入で軽減される現役世代の保険料の負担額というのは、１人当たり年額350円です。

一月30円余りという影響です。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 私は賛成者ですので、私が賛成して心配していることは、現場のことはい

っぱい知っていますけれども、我が町においても現状ではほとんどの高齢者の方々が病気を、合

併症持っていますけれども、ほとんど病院に心配なくかかられる現状があるのです。ところが、

これが２割になったとしたら、仮にそれが10人であろうが、20人であろうがどうするかというと

やはり…… 
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〇議長(福嶋尚人君) 下川君、途中ですけれども、それ谷議員に対する質問ですか。 

〇６番(下川孝志君) 賛成者だから賛成の意見を言って…… 

〇議長(福嶋尚人君) 今質疑です。 

 ほかに質疑ありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) これで質疑を終結いたします。 

意見書案第２号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これから意見書案第２号 高齢者の医療費窓口負担の現行１割の継続を求める意見書について

を採決いたします。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立する者少数あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 起立少数であります。 

 よって、意見書案第２号は否決されました。 

                                            

        ◎委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第13、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。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。 

 よって、質疑を終結いたします。 

                                            

        ◎閉会の議決 

〇議長(福嶋尚人君) お諮りします。 

これで本定例会の会議に付された事件は全て終了いたしました。 

よって、会議規則第７条の規定によって、本日で閉会したいと思います。ご異議ありませんか。 
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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、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３年第１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。 

(午前１１時３６分) 


