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    ◎開会の宣告 

〇議長(福嶋尚人君) おはようございます。 

 欠席議員の報告をいたします。３番、志田君から、一身上の都合により本日の臨時会を欠席す

る届出が提出されておりますので、報告いたします。 

ただいまの出席議員数は15名です。定足数に達していますので、令和３年第２回新ひだか町議

会臨時会を開会いたします。 

                                                                  (午前 ９時３０分) 

                                            

    ◎開議の宣告 

〇議長(福嶋尚人君) これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、申合せ事項として議場内では議員、説明

員及び傍聴者はマスクを着用し、発言時においてもマスク着用とすることが確認されております

ので、あらかじめ御了承願います。 

                                            

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、13番、建部君、14番、池田君を指名

いたします。 

                                            

    ◎会期の決定 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１日にしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日１日に決定いたしました。 

                                            

    ◎行政報告 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第３、行政報告を行います。 

 町長から行政報告の申出がありましたので、これを許します。 

 町長。 

〔町長 大野克之君登壇〕 

〇町長(大野克之君) お手元の資料に基づきまして行政報告を申し上げます。 

 初めに、新型コロナウイルス感染症に関します対応についてでございます。これまでの主な経

過と取り組み状況につきまして御報告させていただきます。４月23日、国の緊急事態宣言の発令

に伴いまして、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、同日付で新ひだか町新型インフ

ルエンザ等対策本部を設置いたしました。その後緊急事態宣言の発令区域に北海道が追加されま

したことから、５月14日及び５月15日に新ひだか町新型インフルエンザ等対策本部会議を開催し、
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各種情報を共有するとともに、当町におきます各種対応を協議の上、決定したほか、５月16日、

日曜日でございますが、新聞折り込みや町ホームページなどによりまして町民の皆様へ町有施設

の休館あるいは感染予防に向けた協力要請についてお知らせをしたところでございます。 

 ページをめくっていただきまして、２ページ目でございますが、５月23日、町の公民館に勤務

する職員１名が新型コロナウイルス感染症に感染していることが確認されました。感染判明まで

の経緯でございますが、当該職員は同居している家族の体調不良によりまして５月15日の勤務を

最後に出勤を見合わせておりましたが、その後同家族の陽性が確認されましたことから、当該職

員についても検査が行われ、陽性が確認されたものでございます。これを受けまして、勤務先で

あります公民館では、全館の消毒作業を行ったところであります。なお、公民館は緊急事態宣言

の発令を受け、５月17日から休館中となっており、また保健所の調査にもよりまして、公民館に

勤務する他の職員等につきましては濃厚接触者に該当しないこと、これが確認されておりますの

で、併せて御報告を申し上げます。次でございますが、５月24日、新ひだか町新型インフルエン

ザ等対策本部会議を開催し、各種情報共有するとともに、旧老健施設でありますまきばを活用い

たしまして、陽性患者の無症状あるいは軽症者で自宅での療養が困難な方を受け入れるための療

養施設を整備してございます。 

 今後の対応及び対策についてでございますが、今後も感染防止対策を徹底し、国、道における

対策等を注視しながら、各種事業、施設運営に係る様々な措置を実施するとともに、町民の皆様

への各種情報の周知につきましても、町広報紙をはじめ、町のホームページ、ツイッター、フェ

イスブックなどのＳＮＳ、これの活用をしながら迅速な情報提供を実施してまいりたいと考えて

ございます。また、新型コロナウイルスワクチンの接種につきましては、国からのワクチン供給

量に応じて地域住民が安心して安全に接種できる環境づくりに今後も努めてまいる考えでござい

ます。 

 次に、職員の人事異動についてでございます。令和３年４月１日付で職員の人事異動を行った

ところでございまして、異動の内容につきましては８ページから15ページの資料のとおりでござ

います。 

 続きまして、３の暴風雪等による被害状況についてでございます。本年２月15日からの暴風雪

等による被害状況につきましては記載のとおりでございまして、最終被害金額が確定いたしまし

たので、御報告させていただきます。 

 次に、４ページに参ります。これは、大雨等による被害状況についてでございます。４月17日

からの大雨等による被害、これにつきまして５月10日現在の被害状況につきまして記載してござ

います。 

 次のページに参りまして、上段でございますが、寄附についてでございます。記載のとおり、

４件の寄附がございました。寄附者の御厚志に感謝申し上げますとともに、有効に活用させてい

ただきたいと存じます。 

 次に、令和２年度における新ひだか町ふるさと応援寄附の実績についてでございます。令和２

年度は、新ひだか町のまちづくりを応援してくださった全国の皆様から、記載のとおり4,862件、

金額総額で申し上げますと１億2,698万3,000円の御寄附をいただいております。いただいた御寄

附は、自然環境の保全及び活用に関する事業など、有効に活用させていただく考えでございます。 

 ページをめくっていただきまして、工事に係る入札の執行についてでございます。記載のとお
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り、９件の工事に係る入札を行いました。その詳細につきましては、16ページから20ページの資

料のとおりでございます。 

 最後になりますが、７ページに参りまして、委託業務に係る入札等の執行についてでございま

す。記載のとおり、11件の委託業務に係る入札等を行ってございます。これの詳細につきまして

は、20ページから25ページのとおりでございます。 

 以上で行政報告とさせていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) これで行政報告は終わりました。 

 行政報告の質疑については、議案審議後といたします。 

 暫時休憩いたします。 

休憩  午前 ９時３８分 

                                            

再開  午前 ９時４１分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                            

       ◎報告第１号の報告 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第４、報告第１号 放棄した債権の報告についてを議題といたします。 

 提出者からの報告を求めます。 

 千葉税務課長。 

〔税務課長 千葉憲児君登壇〕 

〇税務課長(千葉憲児君) おはようございます。ただいま上程されました報告第１号について御

説明いたします。 

 報告第１号は、放棄した債権の報告についてでございまして、新ひだか町債権管理条例第17条

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

するものでございます。 

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

年月日、件数、金額、放棄の事由となっておりまして、７つの債権、合計163件、金額は1,583万

7,986円となります。今回放棄しました債権につきましては、死亡や居所不明、破産、生活保護を

受けているなどの理由により徴収が見込めない債権及び強制執行等の措置を取っても債務者が無

資力の状態にあり、資力の回復が困難で履行される見込みがないと認められた債権を条例第17条

第１項第１号及び第５号の規定により、債権を放棄したものです。 

 以上で報告第１号 放棄した債権の報告についての説明といたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 以上で報告第１号を終わります。 

                                            

    ◎議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第５、議案第１号 新ひだか町固定資産評価員の選任につき同意を求

めることについてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 大野克之君登壇〕 
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〇町長(大野克之君) ただいま上程されました議案第１号について御説明いたします。 

 議案第１号は、新ひだか町固定資産評価員の選任につき同意を求めることについてでございま

して、固定資産評価員につきましては固定資産評価に関する知識及び経験を有する者から選任す

ることとなっております。本町では、従来から税務課長をその職に充てているところでございま

す。このたび４月１日付人事異動によりまして税務課長に異動がありましたことから、前任の中

島健治に替えまして次の者を新たに新ひだか町固定資産評価員に選任したいと思ってございまし

て、地方税法第404条第２項の規定によりまして議会の同意を求めるものでございます。 

 今回選任する者についてでございますが、現住所は日高郡新ひだか町静内青柳町２丁目４番９

号、氏名は千葉憲児、生年月日でございますが、昭和42年５月17日生まれ、年齢は54歳でござい

ます。職業は、申すまでもなく、新ひだか町の職員でございます。 

 なお、この固定資産評価員につきましては特段任期に関する定めがございませんので、税務課

長に異動が生じるまでの間、評価員として職務に従事することとなります。 

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

〇議長(福嶋尚人君) お諮りします。 

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

と思います。御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、本案は質疑、討論を省略することに決定いたしました。 

 これから議案第１号 新ひだか町固定資産評価員の選任につき同意を求めることについてを採

決いたします。 

 お諮りいたします。本案は、これに同意することに御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号は、同意することに決定いたしました。 

                                            

       ◎議案第２号及び議案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第６、議案第２号 令和３年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正

予算(第１号）及び議案第３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２号)の２

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) おはようございます。ただいま上程されました議案第２号及び議案第

３号について御説明いたします。 

 議案第２号及び議案第３号は、令和３年度各会計の補正予算でございまして、今回の各会計の

補正予算の概要でございますが、繰上充用に係る追加補正予算でございまして、令和２年度の各

会計予算について歳入が歳出に不足することから、地方自治法施行令第166条の２の規定に基づ

き、令和３年度の歳入を繰り上げて令和２年度の歳入に充てるため、補正を行うものでございま
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す。繰上充用は、地方公共団体の現行制度上、赤字決算を予期しておらず、また会計年度経過後

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

として認められておりますので、御理解願います。また、各会計とも繰上充用金の積算について

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

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

願います。 

 それでは、議案第２号から御説明いたします。議案第２号は、令和３年度新ひだか町国民健康

保険特別会計補正予算(第１号)でございます。 

 令和３年度新ひだか町の国民健康保険特別会計補正予算(第１号)は、次に定めるところによる。 

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

1,980万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26億9,849万3,000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。 

 令和２年度の収支不足の原因でございますが、被保険者数の減少や１人当たりの納付金額の増

額が主な要因となってございます。 

 それでは、歳出の事項別明細書より御説明いたしますので、国保６ページをお開きください。

３、歳出でございます。８款、１項、１目 繰上充用金を新設しまして1,980万円を計上してござ

います。事業目１ 繰上充用金、21節 補償、補填及び賠償金でございますが、繰上充用金で1,980万

円を計上してございます。 

 歳出の説明は以上でございます。 

 次に、歳入の御説明をいたしますので、１枚お戻り願いまして、国保５ページを御覧ください。

２、歳入でございます。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に1,980万

円を追加し、６億4,152万4,000円にしようとするものでございます。今回の補正予算の財源でご

ざいますが、本会計の主となる収入であります国民健康保険税で収支を図っておりますが、今後

当初課税が行われ、税額等の見込みが精査できましたら、補正予算により整理させていただきま

すので、御理解願います。 

 以上で国民健康保険特別会計補正予算の説明を終わります。 

 次に、議案第３号の説明をいたしますので、国保６ページの次のページを御覧ください。議案

第３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２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４億

4,337万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15億3,653万1,000円にしよう

とするものでございます。 

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

予算の金額は、｢第１表 歳入歳出予算補正｣のとおりでございます。 

 令和２年度の収支不足の原因でございますが、収入において令和元年度分の収支不足額２億

3,540万円を一般会計から繰り出ししていないこと、さらに令和２年度分の下水道使用料が２億

797万3,000円ほど予算計上額より下回る見込みのため、大きく収支不足が見込まれるものでござ
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います。 

 それでは、歳出の事項別明細書より御説明いたしますので、下水道６ページをお開きください。

３、歳出でございます。３款、１項、１目 繰上充用金を新設しまして４億4,337万3,000円を計上

してございます。事業目１ 繰上充用金、21節 補償、補填及び賠償金でございますが、繰上充用

金で４億4,337万3,000円を計上してございます。 

 歳出の説明は以上でございます。 

 次に、歳入の御説明をいたしますので、１枚お戻りいただきまして、下水道５ページを御覧く

ださい。２、歳入でございます。２款 使用料及び手数料、１項 使用料、１目 下水道使用料に４

億4,337万3,000円を追加し、９億9,765万3,000円にしようとするものでございます。今回の補正

予算の財源でございますが、本会計の主となる収入でございます下水道使用料で収支調整をして

ございます。 

 以上で下水道事業特別会計補正予算の説明を終わります。 

 これで議案第２号及び第３号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) これより議案第２号 令和３年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予

算(第１号)に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 今回の繰上充用は、令和元年度の繰上充用金の955万円に令和２年度の決算

の赤字分を足して1,980万円を今年度の医療給付金などで穴埋めをするという形だと理解します

が、昨年の補正のときは繰入れをするとペナルティーを科されることになると、それで繰入れを

やめるという説明だったと思うのですが、今年も同じ理由なのか、繰上充用を繰り返す理由をお

聞きしたいのと、もう一つ、昨年国保の運用で基金を活用して解消していくという説明だったの

ですけれども、実際に基金を積み立て、活用したのか、その点をお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 藤沢保健福祉部長。 

〇保健福祉部長(藤沢克彦君) まず、繰上充用の関係でございますけれども、基本的には今回赤

字になった理由が主なものは３つあると思っております。１つは、過去数年間税額の見直しをし

てこないことにより、北海道に支払う納付金が不足していたということが１つ。それから、現行

保険税の収納率が100％にはなっていない状況もありますので、収納率が収納率が若干下がってい

るということが１つ。それから、本来であれば努力者支援分補助金というのがありまして、国保

の運用で例えば特定健診の受診率が高いとか、それからジェネリックの薬品を使っているとか、

いろいろな対応をすれば努力者支援分ということで補助金がいただけまして、それが本来納付金

に充当することも可能だったのですけれども、これが目標に全然いっていなくて、逆に金額的に

もらえる金額になっていないどころかマイナスになっているという状況もありますので、これが

充当できなかったということで赤字が広がったといいますか、出たというふうに分析をしてござ

います。 

 それから、基金につきましては、本来収支不足ではなくて黒字で余った部分を基金に積み立て

て、翌年度に使っていくというのが本来の筋というふうに思っておりますので、昨年、令和元年

度の決算においても赤字だったということもありまして、残念ながら基金を積み立てるには至ら

なかったというところでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 
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〇10番(谷 園子君) 国保の都道府県化によって国保会計の赤字本当に大きくなっていくという

ことで、それを解消するために保険税率を改正したというふうな理解をしています。それでいい

のかという確認と、当町の資産割減らして税率改正をしていくことで税収が増えると、今そのや

り方をしていくことで今回の繰上充用というか、赤字の分1,980万円ありますが、こういうものを

解消していくと、解決できていくという考えなのか、そこをお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 藤沢保健福祉部長。 

〇保健福祉部長(藤沢克彦君) ３月の定例会におきまして税率の見直しをさせていただきまし

た。これによって、基本的には当初予算で見込んでいる納付金の額に見合う保険税は確保できる

ものと思っておりますが、ただ所得割の部分につきましては令和２年度の所得で計算されるもの

ですから、新型コロナウイルス感染症で所得のほうが実際は減っている部分もあると思っており

ますので、基本的に今回の当初賦課が終わってからでないとその辺は細かい分析ができませんの

で、税率の見直しで赤字が解消できるかというのは６月の当初賦課を見て分析をしてみないと、

ちょっと今は御返事できませんので、それは御理解いただきたいなというふうに思っております。 

〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 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２号に対して討論の通告がありますので、討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 10番、谷君。 

〔10番 谷 園子君登壇〕 

〇10番(谷 園子君) 私は、令和３年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予算に反対いたし

ます。 

 補正額の内容は、令和元年度の繰上充用金955万円に令和２年度分の決算赤字分を足した額

1,980万円を今年度の医療給付分などで穴埋めするというものです。確かに国、道からは国保制度

の赤字削減、解消計画が厳しく求められています。その内容として示されているのは、決算補填

などが目的の法定外一般会計繰入れをしないということです。そのため、当町も令和２年度、950万

3,000円の赤字削減、解消計画を保険税率の改正をして取り組むことを公表しています。しかし、

本来国民健康保険制度は自治体の自主的な判断の下で運営してきたものです。国民健康保険制度

は、社会保障であるので、自治体が自主的に条例や予算で住民福祉のための施策を行うべきもの

なのです。しかし、今国と道は、国保の都道府県化でペナルティーを科して法定外繰入れを解消

しようとしています。さらに、保険税水準の統一化も進めています。現在でも負担能力を超えた

高額な保険税なのに、都道府県で統一し、法定外繰入れをなくせば、さらなる保険税の引上げは

避けられません。高齢者が増えていけば地方自治体の医療費が増えるのは当たり前のことです。

国保は、国の手厚い財政支援がなければ運営は不可能です。本来は、このように地方自治を妨げ

る国のやり方に対してきちんと指摘をし、国に対してその改善を求めるべきです。そうして、住

民福祉の立場に立つことが地方自治体の取るべき態度ではないでしょうか。今回の繰上充用は、

都道府県化で進める国、道のやり方に無批判に従い、国保の赤字については保険税率の改定、つ

まりは保険税の値上げという町民への負担増で解決していこうとする方向であり、賛成するわけ
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にはいきません。 

 以上の理由をもちまして、令和３年度国民健康保険特別会計補正予算には反対いたします。議

員の皆様の御賛同を求めます。 

〇議長(福嶋尚人君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

 15番、木内君。 

〔15番 木内達夫君登壇〕 

〇15番(木内達夫君) 私は、議案第２号 令和３年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予算

(第１号)につきまして、原案に対して賛成の立場から意見を述べさせていただきたいと思います。 

 本町の財政状況は、急速に進行している人口減少や少子高齢化などの影響によりまして、町税

などの一般財源は大幅な増加を見込むことができず、厳しい行財政運営を強いられていることに

つきましては誰もが認識しているところであります。このような状況の中で今回提出されました

令和３年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予算(第１号)は、令和２年度予算の会計年度経

過後に至って歳入が歳出に不足したことから、地方自治法施行令第166条の２の規定に基づきまし

て翌年度の歳入を繰り上げて不足分に充てるため、翌年度歳入の繰上充用を行うものであります。

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

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

必要がある場合に設置することができる会計でございます。その受益者の皆様の負担によりまし

て会計を運営することが大原則とされています。ただいまの反対意見では、国保の赤字を保険税

の値上げで解決しようとする、そういう意味で反対するというふうに述べておりますけれども、

今回提案されました補正予算は保険税を値上げする補正予算ではなく、令和２年度会計決算を行

う上で必要な繰上充用の補正予算であります。このことから、私は今後特別会計だけでなく、一

般会計予算を含めまして徹底した歳出抑制を図るとともに、自主財源の歳入確保など、これまで

以上に積極的な財政健全化に努めていただき、早急に収支不足の解消が図られることを強く希望

し、議案第２号 令和３年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予算(第１号)につきまして賛

成するものであります。 

 以上、賛成討論といたしますので、議員皆様の御賛同をよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 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２号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３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２号)に対する質疑

を行います。質疑ありませんか。 

 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) 繰上充用については理解はするわけですけれども、その中身の説明をお願

いしたいと思います。 

 まず、１点目は、昨年から新型コロナウイルス感染症で非常に町民等も経営あるいは生活に大

変困っておるところでございますけれども、コロナ禍に関わっての下水道使用料あるいは分担金

等、歳入になる部分がありますけれども、これらの部分の影響度というのはどういう形で現在見
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込まれているのかということと、それから歳出については縮減され、努力されていると思います

けれども、特環公共下水道のエリアと公共下水道、静内、三石のエリアとなりますけれども、こ

のエリアの中で歳入歳出での差というのか、全員協議会では歳入では10億1,083万1,000円、歳出

では14億6,420万4,000円、差引き４億4,337万2,000円、この分の不足が出たということで今回繰

上充用するわけですけれども、おおむねの見込みです。決算は、歳入については滞納分について

は今月31日が出納閉鎖ですから、何日もございませんけれども、それら含めての見込み決算だと

思いますけれども、おおむねの私が今言いました概略についての説明をお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) １つ目の新型コロナウイルス感染症の影響額、こちらにつきましては

担当課のほうから御答弁したいと思います。 

 ２つ目の特定環境保全のほうと公共下水道のほうと、それぞれの今回の収支不足の影響額とい

うことでございますが、今回総額で４億4,337万3,000円の繰上充用となってございます。このう

ち、公共下水道のほう、こちらのほうで３億273万5,000円の収支不足を見込んでございます。特

定環境保全のほうでは１億4,063万8,000円の収支不足を見込んでございます。 

 以上でございます。 

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) 新型コロナウイルス感染症の影響についてですけれども、新型コ

ロナウイルス感染症につきましては種々、給付金ですとか、それから上下水道課でいけば基本料

金の免除ですとか、いろいろな対応をしてございまして、その中にあって特に普通年度と比して

納入に影響が出ているというところはございません。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) 分かりましたけれども、決算ですから、先ほど言いましたように今月31日

をもって整理されてくると思いますけれども、今の答弁ですと最終的な決算見込みでは収入、収

納率等も含めて前年度とそう変わらない中での繰上充用という数値の考え方でいいということで

よろしいのですね。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 新型コロナウイルス感染症のほうの影響がないということでございま

すので、通常のベースの繰上充用というふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 今回の繰上充用の財源としての使用料の関係でちょっとお伺いしたいので

すけれども、財源としては下水道使用料として４億4,300万円、そして当初予算で４億9,000万円、

使用料の分です。ここに書いてあるのと若干違うのですけれども、当初予算で５億934万6,000円

です。そして、今４億4,300万円補正する。それも使用料ですると。そして、昨年、令和元年度の

決算の数字を見ますと、使用料として３億3,700万円なのです。結局今年度見る使用料としては元

年度数値の３倍の使用料を見込んでいる。この３倍の数字というのは、幾ら何でもやり過ぎでな

いかと思うのです。９億円入るならいいのですよ、使用料で。また入る見込みがあると、３倍ぐ

らい使うと、そう見込んでいるのだと、それならいいですけれども、どうもそういうふうには思

えないのです。それで、使用料の見込みの根拠を説明していただきたい。 

 それと、もう一点は、基金の積み増しをしているのですけれども、積み増しをしながら、一般
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会計からの繰入れをしていかないと、この理由は何なのでしょう。 

 この２点お伺いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) まず、１点目の使用料でございますが、当初予算で特環と公共合わせ

まして５億5,000万円程度使用料で見込んでございます。こちらについて今回４億円程度の追加と

いうことでございますけれども、使用料につきましては今後会計を進めていく中で今年度の状況

を見まして、追加になる部分もあれば減る部分もあるというふうな通年を通した中で、最終的に

３月補正予算になると思いますけれども、こちらのほうで最終的な見込みを立てて整理をさせて

いただきたいというふうに考えてございます。当然使用料で不足する部分ございますので、そう

いった部分については一般会計からの繰入金等で、全額ではないにしても補填しながら行ってい

きたいと。ただ、下水道事業はなかなか厳しい事業でございますので、そういった部分を一遍に

補填するということはなかなか厳しい状況にございます。ですので、この部分につきましてはあ

る程度の使用料を見込みながら、一般会計の繰入金である程度の年数をかけて整理をしていきた

いというふうに考えてございますので、御理解のほどをよろしくお願いいたします。 

 それと、もう一つ、下水道のほうに一般会計からの繰入金、基金等でなぜしないのかというお

話ですけれども、昨年度につきましてはまず介護サービス事業特別会計、こちらのほうの特別会

計の閉鎖というものがございました。あと病院事業会計の資金不足比率というようなものがござ

いますので、そういった部分をまず優先的に整理をさせていただいたというふうな考えで、今後

におきましては介護サービス事業のほうについてはもう赤字ございませんので、今後は病院事業

会計のほうと下水道事業特別会計、こちらのほうを主に置きながら、その収支不足を図っていき

たいというふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 説明についてはよく分かりました。あまり実行できるというふうには思え

ないのですけれども、説明としては分かりました。 

 使用料の過去の実績から、これから先も繰上充用という形、資金不足というのが当然想定され

ると思うのですけれども、これは単年度、先ほどの説明でもあったのですけれども、答弁でもあ

ったのですけれども、20％の増額、使用料の改定しますから、また増えるのでしょうけれども、

何年度分までは繰上充用で見込ませてもらうと、そういった判断をしているのですか。例えば３

年分、今でいったら令和５年度分の使用料まで手をつけなければならないような状況でないかな

と思うのです。この辺りの判断というのはどういうふうにしているのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 今の状況でございますけれども、使用料、手数料で見直しをさせてい

ただきまして、その部分の増収というのが3,000万円から4,000万円程度の増収でございます。た

だ、この部分というのは４年間その部分しか増えませんので、その間維持管理費、こちらのほう

も増額見込んでございます。ですので、単年度の収支不足、こちらのほうも当然出てきます。で

すので、その想定は２億円程度の単年度の収支不足が出るのではないかというふうに考えてござ

います。この２億円プラス過去の分を一遍にというのはかなり厳しいことになりますので、その

単年度部分プラス過去の部分として一部繰り入れながら、４年から５年かけて解消していきたい

というふうに考えてございます。 
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〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 年月をかけて段階的に収支不足を解消していくという答弁だったのですけ

れども、今現実に使用料見直しはしたのですけれども、今年の繰上充用した分というのは絶対に

使用料で賄えないという現実がありますと思うのです。町のほうは単に収支不足という説明をし

ているのですけれども、何で赤字になっているのかという根本原因、それをきちっと町民に説明

すべきでないかと私は思いますが、こういう大きな赤字になっている原因というのは…… 

〇議長(福嶋尚人君) 谷君、質疑ですから。 

〇10番(谷 園子君) 原因は何でしょうか、お聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 下水道事業特別会計につきましては、かかる経費、コストの部分を収

入で賄うというふうな独立した会計となってございます。このかかるコストにつきましては、処

理場の施設の維持管理当然ございますし、日々処理する下水道に対する処理のコスト、こういっ

たものもかかります。当然人件費もありますし、これまで設備投資してきた分の公債費の償還、

こういったものも経費としてございます。このコストに対しまして、使われている皆さんで負担

していただくというのが基本的な考え方でございます。ただ、このコストを全額使用している皆

さんに負担を求めるというふうなことになりますと、かなりの負担の増になります。使用料が上

がりますので、負担増になるので、そういったところを考えまして20％上限までのキャパをかぶ

せているというふうな使用料の整理がございます。ですので、そう考えたときに必ず足りなくな

るというふうなことになりますので、その部分の収支不足が生じるというふうなことでございま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 町のほうは独立した会計であって、受益者負担の中でこういう収支不足と

いうものを説明されていると思うのですけれども、１つお聞きしたいのは、町がさっき少しずつ

解決していくということで使用料ということを言っていたのですけれども、使用料の見直しだけ

で下水道の赤字解決をしていくということなのかお聞きしたいのです。今後根本的にこういう事

業を大きく見直したり、縮小したりとか、本当に根本的にこの事業の解決策を図るというような、

そういう展望を持っているのか、その辺を…… 

〇議長(福嶋尚人君) 谷君、繰上充用に関するあれですから、絞って質問してください。 

〇10番(谷 園子君) 繰上充用を根本的に解決するという見通し、策を持っているのかお聞きし

ます。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 私先ほどから御答弁申し上げているとおり、今のコストを全部賄える

と、収入で賄えるという状況になれば、当然繰上充用なんか生じませんし、そういったものはな

いのかなというふうに考えます。ただ、今の状況においてその足りない部分を使用料で賄うとい

うことができない状況にございますので、その部分については本来であれば受益者に負担を求め

なければならないのですけれども、それができないという状況の中で、大変申し訳ないのですが、

一般会計で一部補填していきたいというふうな考え方でございます。 

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〕 



 

 － 12 － 

〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 

 議案第３号に対して討論の通告がありますので、討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 10番、谷君。 

〔10番 谷 園子君登壇〕 

〇10番(谷 園子君) 私は、令和３年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算に反対いたしま

す。 

 補正額の内容は、令和元年度の繰上充用額２億3,500万円に令和２年度分の決算赤字分を足した

額４億4,337万円を本年度の使用料で穴埋めするというものです。昨年に続き、本年度で４年目の

多額の繰上充用となっています。このような異常な財政運営をよしとするわけにはいきません。

町は、下水道が受益者負担であり、国の示す繰入れ基準があると言っていますが、それならばな

ぜ三石に莫大な設備投資を行ってきたのですか。しかも、歌笛までは家も少なく、下水道をつな

げる人も少ないのに設備を造りました。事業の方法としては、合併浄化槽などの方策を選択すべ

きではなかったのではないですか。そうすることが将来コストの削減にもつながったはずです。

単なる収支不足という説明ではなく、下水道事業がなぜこれほどの財政赤字なのかを町民に説明

すべきです。また、町が下水道会計運営で繰上充用を繰り返すことには展望がありません。町民

には使用料を値上げして、負担を増やしています。それなのに毎年繰上充用で赤字を膨らませて

います。使用料を値上げしても赤字は少ししか減りません。一体町はどうやってこの下水道事業

の赤字を解決するのですか。根本的な事業の見直しをするのか、しないのか、また運営の見直し

をどう図るのか、町民に丁寧に説明すべきではないでしょうか。今のままでは値上げが続くだけ

で、町民には何の展望もありません。 

 私は、このように町民に対する何の説明もない中で収支不足だけを理由にし、繰上充用を繰り

返すことに反対いたします。議員の皆様の御賛同を求めます。 

〇議長(福嶋尚人君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

 15番、木内君。 

〔15番 木内達夫君登壇〕 

〇15番(木内達夫君) 私は、議案第３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

２号)につきまして、原案に対して賛成の立場から意見を述べさせていただきます。 

 本町の財政状況は、急速に進行している人口減少や少子高齢化などの影響によりまして、町税

などの一般財源は大幅な増加を見込むことができず、厳しい行財政運営を強いられていることは

誰もが認識しているところであります。このような状況の中で今回提出されました令和３年度新

ひだか町下水道事業特別会計補正予算(第２号)は、令和２年度予算の会計年度経過後に至りまし

て歳入が歳出に不足したことから、地方自治法施行令第166条の２の規定に基づき、翌年度の歳入

を繰り上げて不足分に充てるため、翌年度歳入の繰上充用を行うものであります。また、特別会

計は、地方自治法第209条に規定されておりますように、普通地方公共団体が特定の事業を行う場

合、その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般の歳入歳出と区分して経理する必要があ

る場合に設置することができる会計でございまして、その受益者の皆様の負担によりまして会計

を運営することが大原則とされています。ただいま谷議員から反対意見がありました。下水道事



 

 － 13 － 

業が赤字である説明もなく繰上充用を繰り返すことに反対するというふうに述べておりますが、

下水道事業の赤字は町民負担の軽減を図るために下水道使用料を政策的に低く抑えている結果で

あることは、町民をはじめ、議員の皆様も理解していることと考えておりますし、今回の繰上充

用は令和２年度会計決算を行う上で必要な補正予算であります。このことから、私は今後特別会

計だけでなく、一般会計予算を含めて徹底した歳出抑制を図るとともに、自主財源の歳入確保な

ど、これまで以上に積極的な財政健全化に努めていただき、早急に収支不足の解消が図られるこ

とを強く希望し、議案第３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２号)につ

いて賛成するものであります。 

 以上、賛成討論といたしますので、議員皆様の御賛同をよろしくお願いいたします。 

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３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２号)を採決いた

します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立する者多数あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 起立多数であります。 

 よって、議案第３号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

    ◎議案第４号及び議案第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第７、議案第４号 新ひだか町税条例等の一部を改正する条例制定に

ついて及び議案第５号 新ひだか町都市計画税条例の一部を改正する条例制定についての２件を

一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 千葉税務課長。 

〔税務課長 千葉憲児君登壇〕 

〇税務課長(千葉憲児君)  ただいま上程されました議案第４号及び第５号について御説明いた

します。 

 初めに、議案第４号は、新ひだか町税条例等の一部を改正する条例制定についてでございまし

て、新ひだか町税条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございま

す。 

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

 改正する条例の詳細につきましては、条例改正説明要旨により御説明いたしますので、恐れ入

りますが、13ページをお開きください。本条例につきましては、令和３年３月31日に公布されま

した地方税法等の一部を改正する法律に基づき、関連する条文の改正を行うものです。 

 主な改正点について項目ごとに説明させていただきます。まず、改正概要の１番目は、個人町

民税関係でございます。１点目は、個人町民税の非課税の範囲に係る国外居住親族の取扱いの見

直しでございまして、改正条文は第24条及び附則第５条関連でございます。改正内容につきまし

ては、令和６年度以後の個人町民税均等割及び所得割の非課税所得の範囲について、その判定に

用いる扶養親族の対象を扶養控除の取扱いと同様として、30歳以上70歳未満の国外居住者を対象
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外とするものです。 

 次に、２点目は、特定公益増進法人等に対する寄附金に係る税額控除の範囲の見直しでござい

まして、改正条文は第34条の７関連でございます。改正内容につきましては、個人町民税の税額

控除の対象となる特定公益増進法人等に対する寄附金のうち、出資に関する業務に充てられるこ

とが明らかな場合には控除対象外とするものです。 

 次に、３点目は、セルフメディケーション税制の延長でございまして、改正条文は附則第６条

関連でございます。改正内容につきましては、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療

費控除の特例、いわゆるセルフメディケーション税制について５年間延長するものです。 

 次に、４点目は、住宅ローン控除の特例の延長でございまして、改正条文は附則第26条関連で

ございます。改正内容につきましては、控除期間13年の特例の適用期間を１年間延長して令和４

年末までの居住開始者を対象とするものです。 

 続きまして、改正項目の２番目は、固定資産税についてでございまして、固定資産税、土地の

負担調整措置の延長を行うものです。改正条文は、附則第12条関連でございます。改正内容につ

きましては、３年に１度の評価替えにより価格の見直しを行う際、地価の急激な変動に連動して

税負担が急激に変動することを抑えるために講じられる負担調整措置を令和３年度から令和５年

度までの間においても継続するものでございまして、その上で新型コロナウイルス感染症により

社会経済活動や町民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえ、納税義務者の負担

感に配慮する観点から、令和３年度に限り、負担調整措置により税額が増加する土地について前

年度の税額に据え置く特別な措置を講ずるものとなっております。 

 続いて、改正項目の３番目は、軽自動車税関係でございます。１点目は、環境性能割の税率区

分の見直しでございまして、改正条文は第81条の４関連でございます。改正内容につきましては、

環境性能割の軽減対象車の割合を現行と同水準として、新たな2030年度燃費基準の下で税率区分

を見直すものとなっております。 

 次に、２点目は、環境性能割の臨時的軽減期間の延長でございまして、改正条文は附則第15条

の２関連でございます。改正内容につきましては、環境性能割の税率を１％軽減する臨時的軽減

について適用期限を９か月延長し、令和３年12月31日までに取得したものを対象とするものです。 

 続いて、３点目は、グリーン化特例対象区分の見直しでございまして、改正条文は附則第16条

関連でございます。改正内容につきましては、種別割のグリーン化特例、軽課の対象区分の見直

しを行った上で適用期限を２年間延長し、令和５年３月31日までに取得したものを対象とするも

のです。 

 最後に、施行期日等でございます。令和３年度地方税制改正に伴う条例改正分につきましては、

公布の日から施行し、令和３年４月１日より適用となります。ただし、(１)の寄附金税額控除の

見直し及びセルフメディケーション税制の延長については令和４年１月１日から、(２)の個人町

民税の非課税の範囲に係る国外居住親族の取扱いの見直しについては令和６年１月１日から施行

となります。なお、(３)の中小事業者等が取得した家屋、構築物及び特例対象資産に係る課税の

特例については産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律附則第１条第２号に掲げる規定の

施行日、(４)の雨水貯留浸透施設の取得に係る課税の特例については特定都市河川浸水被害対策

法等の一部を改正する法律の施行日となります。 

 以上で議案第４号 新ひだか町税条例等の一部を改正する条例制定についての説明とさせてい
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ただきます。 

 引き続きまして、第５号についての御説明をいたします。議案第５号は、新ひだか町都市計画

税条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町都市計画税条例の一部を

改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものです。 

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

 改正する条例の詳細につきましては、条例改正説明要旨により御説明いたしますので、３ペー

ジをお開きください。本条例につきましては、令和３年３月31日に公布されました地方税法等の

一部を改正する法律に基づき、関連する条文の改正を行うものです。 

 改正概要につきましては、新ひだか町税条例等の一部を改正する条例で御説明いたしました固

定資産税と同様の内容でございまして、記載のとおり、土地に係る負担調整措置の講じられる期

間を令和３年度から令和５年度まで延長するものでございますので、詳細な説明は省略させてい

ただきます。 

 最後に、施行期日でございますが、この条例は、公布の日から施行となり、令和３年４月１日

から適用となります。 

 以上で議案第５号 新ひだか町都市計画税条例の一部を改正する条例制定についての説明とさ

せていただきます。御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４号及び議案第５号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これから議案第４号 新ひだか町税条例等の一部を改正する条例制定についてを採決いたしま

す。 

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

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５号 新ひだか町都市計画税条例の一部を改正する条例制定についてを採決いた

します。 

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

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

    ◎発委第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第８、発委第１号 新ひだか町議会委員会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。 

 議会運営委員長、池田君。 
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〔議会運営委員長 池田一也君登壇〕 

〇議会運営委員長(池田一也君) 議案のつづりとは別紙にこのような第２回新ひだか町議会臨時

会議会関係議案という資料がついておりますので、それを御覧いただきたいと思います。 

令和３年５月26日 

 新ひだか町議会議長  福 嶋 尚 人  様 

提出者  議会運営委員会委員長 池 田 一 也 

   議案の提出について 

 次の議案を別紙のとおり、地方自治法第109条第６項及び第７項並びに会議規則第14条第３項の

規定により提出します。 

記 

 １ 件 名 

  (発委第１号) 

新ひだか町議会委員会条例の一部を改正する条例制定について 

 

 提案理由 

 新型コロナウイルス感染症のまん延防止措置の観点等から、映像と音声の送受信により相手の

状態を相互に認識しながら通話することができる方法を活用することで委員会を開催することは

差し支えないこととなったことに鑑み、委員がオンライン会議システムにより委員会の会議に出

席委員として議事に参加できるよう、委員会の開催方法の特例に関して必要な事項を定めるため、

本条例の一部を改正するものであります。 

 １枚おめくりください。発委第１号 新ひだか町議会委員会条例の一部を改正する条例制定に

ついてであります。 

 新ひだか町議会委員会条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定いたします。 

 １枚おめくりください。新ひだか町議会委員会条例の一部を改正する条例。 

 新ひだか町議会委員会条例の一部を次のように改正する。 

 改正内容につきましては、参考資料により説明をさせていただきたいと思いますので、２ペー

ジの発委第１号参考資料を御覧いただきたいと思います。条例の新旧対照表ですが、左が条例改

正後となっております。委員がオンライン会議システムにより委員会の会議に出席委員として議

事に参加できるよう、第13条の２に会議の特例、第14条第２項に定足数の特例を規定するととも

に、第18条ただし書にオンライン会議は秘密会とすることができない旨を規定するものでありま

す。 

 １枚お戻りください。附則でございますが、この条例は、公布の日から施行するとさせていた

だきたいと思っております。 

 御審議のほど何とぞよろしくお願いをいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

 ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 私は、この改正案について２点ほど聞きたいのですが、第13条を読ませて

いただきますと、開催する側の都合だけを書いてありますけれども、私はオンライン会議のシス

テムをどう今後多様な運用をしていくかと考えたときに、議員というものは現状では無職者だけ
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でなくて有職者の方々もおりますし、別に年齢制限があるわけでもございません。そういう意味

では、オンライン会議のシステムの本来の有効性を考えたときに、議員の都合等を委員長の判断

によって認める場合には参加を認めるというような条項があるべきだと私は思います。そのこと

によって、今我が町も含めて他町村も含めて議員の成り手不足ということがよく言われています

けれども、多様な人材、年代の人が参画できるようなシステムにこれを利用するということにな

れば大きな改革に進むと思います。そういう意味では、第13条の３で、運営に関して必要な事項

は、議長が別に定めるとありますけれども、別に定めるものとしてどのようなものを想定してい

るのか。私が今質問したようなことが想定されているのかどうかを確認いたしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 池田議会運営委員長。 

〇議会運営委員長(池田一也君) それでは、お答えをさせていただきます。 

 まず、13条関係での２点の質問だったかと思っております。御存じのように、常任委員会等々、

委員会の招集は委員長に権限があるわけですから、オンラインでの開催をする、しないは委員長

の判断であろうと思っております。その委員長が委員の状況をよく把握した上で決定するものと

いうふうに思っておりますので、委員長の判断に委ねたいと思っております。 

 それと、13条の３ですか、必要な事項というのは、このほかに規則、下にそのまま附属するも

のがあります。それは議決要件ではないので、示してはおりませんけれども、この改正条例が決

定したら、そのままそれに附属する規則ですとかが制定されるということに準備はできておりま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 委員長の説明が理解できない部分があるので、もう一度確認しますけれど

も、私の理解として委員長が許可をすれば議員はこのオンライン会議システムに参加することが

できると解釈してよろしいですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 池田議会運営委員長。 

〇議会運営委員長(池田一也君) オンライン会議を用いなければ委員会が開けないという、まず

委員長の判断があろうかと思います。その上で、参加できないと思われる委員がオンラインによ

って参加できるのであれば、それを許可しますという順序になろうかと思います。あくまでも災

害等々、そういうものがあって、その上で委員長が判断をされることと思っております。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 前半のほうはよいのかなと思いますけれども、私が質問した趣旨というの

は、災害とか感染症蔓延等だけでなくて、議員の都合によって、例えば最初はオンライン会議に

ついて理解していたけれども、どうしてもやむを得ない理由があって自宅からオンライン会議に

参加するとか、もしくは日程上の都合で東京に行っていたと、だけれどもこのシステムを利用す

れば参加ができるということがありますので、そういう参加の仕方は委員長の許可を得れば可能

かということを確認したかったのですが、その確認をもう一度説明していただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 池田議会運営委員長。 

〇議会運営委員長(池田一也君) この後にもう一つ条例改正があって、欠席をする理由だとかと

いう項目も出てくるわけですけれども、様々な理由で残念ながら予定されている委員会に欠席を

される場面があろうかと思います。ただ、何度も言いますように、災害の発生、蔓延防止などの

そういう事由があったときにこれは委員長の判断でというふうになろうかと思いますし、多分下
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川議員が言われているのは、蔓延防止等という文言も入っておりますので、そういう理由で欠席

をするときも認められるのかということを聞いていられるのかなと思うのですけれども、あくま

でも個人的な理由でというところはなかなか認められるものではないのではないかなと思ってい

ます。あくまでも委員長の判断ですけれども、それは前文に書かれてありますように、あくまで

も災害のときですとか、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止だとか、そういう社会一般的に認

められるような、そういう事由によって委員会に御本人がその場に参加できない場合はというこ

とになろうかと思っております。 

〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 

 発委第１号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これから発委第１号 新ひだか町議会委員会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御異議ありませんか。 

〔｢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、発委第１号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

    ◎発委第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第９、発委第２号 新ひだか町議会会議規則の一部を改正する規則の

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。 

 議会運営委員長、池田君。 

〔議会運営委員長 池田一也君登壇〕 

〇議会運営委員長(池田一也君)   

令和３年５月26日 

 新ひだか町議会議長  福 嶋 尚 人  様 

提出者  議会運営委員会委員長 池 田 一 也 

   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３項の規定により提出します。 

記 

 １ 件 名 

  (発委第２号) 

新ひだか町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 

 

 提案理由 

 １．｢標準｣町村議会会議規則の一部改正に伴う改正(第２条・第89条関係) 

 男女の議員が活動しやすい環境整備の一環として、育児、介護など議会への欠席事由及び母性
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保護の観点から出産に関する欠席の届出の改正、併せて請願者の利便性の向上を図るため、議会

への請願手続に関する改正等、｢標準｣町村議会会議規則が一部改正されたことから、当町議会会

議規則も、必要部分の規定を改めるものである。 

 ２．オンライン会議の開催方法等の規定に伴う改正(第66条の２・第68条関係) 

 新型コロナウイルス感染症のまん延防止措置の観点等から委員会のオンライン会議の開催方法

等について、必要部分の規定を改めるものである。 

 １枚おめくりをいただきます。発委第２号 新ひだか町議会会議規則の一部を改正する規則の

制定について。 

 新ひだか町議会会議規則の一部を改正する規則を別紙のとおり制定します。 

 １枚おめくりを願います。新ひだか町会議規則の一部を改正する規則。 

 新ひだか町議会会議規則の一部を次のように改正します。 

 改正内容につきましては、参考資料により説明をさせていただきたいと思いますので、２ペー

ジの発委第２号参考資料を御覧いただきたいと思います。新旧対照表ですが、左が改正後条例と

なっております。 

 まず、標準町村議会会議規則の一部改正に伴う改正ですが、第２条第１項に、男女の議員が活

動しやすい環境整備の一環として出産、育児、介護など議員活動をするに当たっての諸要因に配

慮するため、議会への欠席事由を整備するとともに、第２項において、母性保護の観点から、出

産に関わる産前産後の欠席期間を規定するものであります。 

 １枚おめくり願います。また、第89条の請願書の記載事項等では、請願者の利便性を図るため、

押印の義務づけを見直し、署名または記名押印に改めるものであります。 

 １枚お戻りください。２点目のオンライン会議の開催方法等の規定に伴う改正ですが、委員会

条例の改正に伴い、オンライン会議システムを活用した会議の取扱いなどについて第66条の２及

び第68条に必要部分を規定するものです。 

 １枚お戻りをいただきたいと思います。附則でございますが、この規則は、公布の日から施行

することになっております。 

 御審議のほどよろしくお願いをいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

 ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 私は、ちょっと文章の書き方が気になるのですが、第68条についても同じ

改正をするなら実態に合った改正をすべきだと思うのですが、現状のルールでも今回の改正案で

も、委員会に委員でない議員が参加したり、委員長が認めたときは発言することが今でもできま

すし、今後もそのようですけれども、文章としては委員会から議員が出席を求められて、参加し

たり発言したということは私の記憶の二十何年の中ではないのです。あくまでも議員が出席を希

望する場合においてという、実態はそうなっていると思うのですが、そうではなくて委員会が出

席を求めてというような形の文章にこだわっているのは実態と違うと思うのですが、何か意味が

あるのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 池田議会運営委員長。 

〇議会運営委員長(池田一也君) 従前より委員会への出席はその委員会のメンバー、それと他の

委員会の議員が参加する場合は委員長の許可は必要なく参加できる。これが今の決まりでありま
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す。これもいろんな場面を想定してその条例立てをさせていただいておりますが、今下川議員が

言われたような形もあるかもしれない。そういうときに備えて今からつくっておくという場合で

す。オンラインでまで参加というか、傍聴とかというのはあまりないのかなと思っていますし、

委員以外の傍聴に来ている議員に対して発言を委員長が求めるということはまずないことだと思

っています。ですから、もちろん時と場合によるのでしょうけれども、今の下川議員が心配をさ

れているということはまずないことだと。ただ、あるかもしれないので、この規定を定めている

ということでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 

 発委第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。 

 これから発委第２号 新ひだか町議会会議規則の一部を改正する規則の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御異議ありませんか。 

〔｢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、発委第２号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

        ◎行政報告に対する質疑 

〇議長(福嶋尚人君) これから行政報告に対する質疑を行います。 

 報告事項についてのみ質疑を願います。 

 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) ２点ほど質問させていただきます。 

 まず、新型コロナウイルス感染症に関わってでございますけれども、先ほど資料に基づいて説

明ございましたけれども、ゴールデンウイーク明け、全道的に大変な事態になっておりますけれ

ども、１点目なのですが、この報告では学校の関わる部分についての状況、対処がないのですが、

それぞれの新聞等を見ますと当教育委員会の関わる学校関係でも休校等があったと思いますが、

それらの公表できる範囲内でよろしいのですけれども、どれくらいの時期で、それと子どもたち

の学習面での学力対策というのですか、学力向上のためにどう対処していたのかということの内

容について、公表できる範囲内でもって説明をお願いしたいと思います。各学校について。 

 それから、もう一つ、新型コロナウイルス感染症に関わってはそれだけですけれども、４ペー

ジの大雨等による災害の状況について、令和３年４月17日の大雨等による被害状況、説明ありま

したが、それぞれ土木、水産、林業とありますけれども、公共債、公共施設に関わっての部分な

のですが、前のページの暴風雪については別ですけれども、大雨によって降雨量を見ますと連続

降雨量が笹山で111.5ミリ、三石79.5、静内64.5となっていますけれども、この被害件数、それか

ら被害額出ておりますけれども、公共債として災害査定を受けられる事業内容がこの54件の中で

何件ぐらいあるのか、それから災害査定ということは国の公共債ですから国の補助あると思いま

すけれども、規模、内容によっては該当しないのかもしれませんけれども、もしそれが該当しな
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いとすれば、次に災害公共債、起債だけでフォローすることも可能だと思うのです。それがどれ

ぐらいの件数でどれぐらいの額になるのか、現段階で分かれば報告願います。 

〇議長(福嶋尚人君) 田口管理課長。 

〇管理課長(田口 寛君) まず、学校関係の休校関係の質問でございますけれども、学校関係の

休校に関しては各自治体に公表する、しないについては求められているというところでございま

して、当町においては学校についての休校する、した、しないについては一切公表していないと

いう立場にありまして、そこは御理解をいただきたいと思います。ただ、道立学校のほうではこ

の間公表しておりますが、道立学校については道が所管しているということで、また状況がクラ

スター発生ということで違いますけれども、そこは道の所管ということで公表しているというと

ころでございます。 

 それから、ＩＣＴの関係についてですが、例えば休校になったとしましたら、当然そのための

学びの保障ということで、昨年12月に１人１台端末、これ全ての児童生徒に整備をさせていただ

いたところでございまして、その後教員の研修とか説明会等で、そこら辺ちょっと学校で差はあ

りますけれども、なかなか双方向の通信、オンライン学習のところまではこの間ちょっと、まだ

今発展途上というところはありますけれども、各学校で持ち帰らせたり、あるいはｅライブラリ

ーといってドリルツール、これもオンラインでなくてもオフラインでも今できるような体制まで

持ってきておりますので、そこは今、少し発展途上のところはありますが、活用に努めていると

いうところで御理解をいただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) ２点目の公共災害の関係でございますけれども、国の補助事業、こち

らのほうに採択になるような被害状況はございませんでした。ですので、そのほかについては単

独災害復旧事業債、こちらのほうを活用するのですけれども、こちらの被害状況で報告のある土

木被害、35件、1,740万円、これと林業被害の18件、625万円、こちらのほうは全て対象となる雨

量降っていますので、その部分でいけば単独災害復旧事業債、こちらのほうの対象としたいとい

うふうに整理をしてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 私は、２ページの新型コロナウイルス感染症陽性患者の療養施設を整備と

いうところなのですが、この提案を聞いて、我が町の実態からすると非常にいいことだと思うの

ですが、国はどうしても入院ができないときには自宅療養を求めていますけれども、そのときに

介護事業者やかかりつけ医に対してはできるだけ支えてほしいということの通達が来ています。

そういう意味では、この施設に入ったときには自宅と同じように介護事業者や民間の医療従事者

がそこに支えるために入ることができるのか確認したいことと、または町に準じたような施設と

して町が責任を持ってこの人たちの生活と医療支援をすることなのか、どちらなのか確認をいた

します。 

〇議長(福嶋尚人君) 藤沢保健福祉部長。 

〇保健福祉部長(藤沢克彦君) 今の自宅療養者の受入れの関係でございますけれども、これにつ

いては北海道というか、保健所と協議をさせていただいて入れる方を決めていっている状況でご

ざいます。基本的には、新型コロナウイルス感染症の陽性者であって、保健所のほうから自宅療

養を指示された無症状者や軽症者、それから自宅での療養が困難であるという方を対象にして、
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保健所のほうでヒアリングを受けて、その方が例えば自宅が狭くて隔離できないとかという方が

おられると思いますので、そういった方を優先に自宅ではなくて旧まきばの施設を利用して対応

させていただくということで今進めているところでございます。基本的には、看護師さんが24時

間体制で、ＡＤＬというのですか、日常生活のところについては１日何回か見て、対応はさせて

いただきますが、ここはあくまでも自宅と同じ扱いになりますので、ここにおいて医療行為があ

るとかということではないということだけ御理解をいただきたいなと思います。ただ、病院が隣

に併設しておりますので、何かあったときには駆けつけることができるものというふうに考えて

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) ほぼ説明は分かるのですけれども、今の説明は自宅と同じということだと

いう解釈でしたら、自宅療養している人はなじみの関係のヘルパーさんが支えてくれということ

は厚生労働省も言っているのです。かかりつけ医の先生方も、新ひだか町では複数の先生が訪問

診療している人がいるのです。その人がこういう状況になったときに受けるかどうかは分かりま

せん。ただ、町の施設のようなものなので、行政の関係者の医療従事者がやってくれれば一番い

いのですけれども、でないときは自宅と同じようにかかりつけ医が訪問診療をすること、または

ヘルパーが生活を支えるために在宅に代わったものとして支えに、当然相手、利用者との契約が

ありますので、それは可能だという解釈でいいですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 藤沢保健福祉部長。 

〇保健福祉部長(藤沢克彦君) 基本的にはここに入っていただく方は、日常自分で自立できる方

ということの限定になるかなと思っております。ただ、今下川議員さん言われたとおり、自分で

自立はできるのだけれども、人の助けが必要であるということであれば、その辺については保健

所のほうに情報提供を自らしていただいて、それに応じて例えば今の施設が使えるのか、使えな

いのかというところを判断していきたいなというふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) １点だけ、ちょっと分からないので教えていただきたいのですが、この行

政報告の中で、５月14日に緊急事態宣言発令地域の拡大ということで北海道を追加しているとい

うことで、これは説明されているのですけれども、新ひだか町のホームページ並びにフェイスブ

ックの中に、５月21日付で、これは対策本部長からの通知だと思うのですけれども、これも５月

31日までの緊急事態を６月20日までということで通知を出されているのですけれども、その点に

ついて町長の行政報告の中で５月21日、道か国のほうで出しているのですけれども、こういった

ことの説明は町のホームページに載っているのですけれども、その説明は今回行政報告の中で説

明されないのかどうかお聞きしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口ワクチン接種対策室長。 

〇ワクチン接種対策室長(山口一二君) ５月21日にお知らせしている内容は、沖縄県が緊急事態

宣言の対象区域に追加され、宣言の対象期間が６月20日というふうになっているかと思います。

北海道をはじめとするさきに出されている対象地域及び対象区域については、５月末日までの期

間と現在のところはなっております。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) それは、沖縄県ということで出されているのですけれども、私は期間の延
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長と区域の変更ということで対策本部長の内容を見ましたら北海道もというように解釈されたの

ですけれども、それはそういう解釈でないのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口ワクチン接種対策室長。 

〇ワクチン接種対策室長(山口一二君) 国のほうでただいま審議されていると思いますけれど

も、今後国のほうで北海道の期間延長等があった場合については改めて住民の皆様にもお知らせ

します。そういった形でよろしいですか。 

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。 

                                            

    ◎閉会の宣告 

〇議長(福嶋尚人君) これで本日の日程は全部終了いたしました。 

 会議を閉じます。 

 令和３年第２回新ひだか町議会臨時会を閉会いたします。 

 どうもご苦労さまでした。 

 (午前１１時１３分) 


