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    ◎開会の宣告 

〇議長(福嶋尚人君) おはようございます。 

ただいまの出席議員数は16名です。定足数に達していますので、令和３年第６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感染防止のため、議場内及び発言時におけるマスクの着用を

認めることといたします。 

                                            

    ◎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、14番、池田君、15番、木内君を指名

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) おはようございます。お手元の資料に基づきまして私から御報告をさせて

いただきます。 

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

と取組状況につきまして１ページのところにありますけれども、主な経過と取組状況について御

説明をさせていただきます。北海道が９月28日に緊急事態宣言措置を９月30日をもって解除する

ということを決定しましたことから、９月29日、翌日になりますが、新ひだか町新型インフルエ

ンザ等対策本部会議を開催いたしまして、各種情報を共有するとともに、当町におきます対応に

つきまして協議を実施し、９月30日から10月１日にかけて町有施設の再開、あるいは感染予防に

向けた協力要請につきましてチラシによる新聞折り込みを実施しましたほか、町のホームページ、



 

 － 2 － 

ＳＮＳにおきまして情報発信を行ったところでございます。今後におきましても町広報紙をはじ

めホームページ、フェイスブック、ツイッターなどのＳＮＳを活用しながら、感染防止対策の啓

発などに努めてまいります。 

 また、新型コロナウイルス感染症ワクチンの接種状況でございますけれども、13ページ、一番

最後のページの前ですけれども、ここに記載しておりますとおり、これは11月10日現在の数値で

ございますが、１回目の接種を終えた方が真ん中の欄の一番下段の表のところでございますが、

１万7,325人、率にいたしまして88.5％、同じく２回目の接種完了した方でございますが、１万

6,718人、率にいたしまして85.4％となってございます。 

今後の接種についてでございますが、(２)のところに書かれてございますけれども、12歳以上

の未接種の方を対象とした接種を現在も進めております。年内の最終接種日は12月23日を予定し

てございます。また、各種報道等でもなされておりますが、３回目の接種、これに向けました準

備も進めておりまして、２回目接種後おおむね８か月を経過し、追加接種を希望する方を対象に

12月より接種を開始する予定でございます。 

 ページ戻っていただきまして、１ページにお戻りください。下のほうの(３)でございますけれ

ども、新型コロナウイルス感染症患者受入れ専門病棟の整備について御説明をいたします。これ

まで旧介護老人保健施設まきばを活用いたしまして実施しておりました無症状、軽症者の受入れ

施設でありました自宅療養施設から医療として安心、安全に陽性患者を受け入れる新型コロナウ

イルス感染症受入れ専門病棟、これへの転換整備が完了いたしまして、10月１日から運用を開始

いたしました。この病床転換整備によりまして、これまで町立静内病院一般病棟内に３床確保し

ておりました陽性者の受入れ病床が専門病棟による10床での受入れが可能となったところでござ

います。また、これまで北海道が求めます病床確保計画フェーズ２の協力医療機関として医療提

供体制を整えておりましたが、専門病床の整備によりまして病床確保計画フェーズ１からの協力

医療機関として陽性患者の受入れが可能となり、受入れの幅も拡充してございます。現在道内及

び管内での新型コロナウイルス感染症の新規感染者は減少傾向にございますが、本格的な経済活

動の再開に向け動き出しておりますので、また年末に向けて感染拡大を防ぐため、引き続き感染

者への医療提供体制の確保、それとともに感染症の拡大防止に取り組んでまいりたいと考えてご

ざいます。 

 ページを開いていただきまして、２ページでございます。大雨による被害についてでございま

すが、ここに記載されておりますのは９月24日の大雨による被害状況でございます。一昨日の大

雨に関しましては、現在調査中でございます。 

 次に、３番のところでございますが、交通安全対策の推進に関する要望活動についてでありま

す。国道235号線におきます交通安全対策の推進について、記載のとおり要望活動を行ってござい

ます。 

 次に、４のところでございますが、北海道太平洋沿岸赤潮被害に関する緊急要望活動について

でございます。北海道太平洋沿岸で発生いたしました赤潮被害に関しまして、釧路、根室、十勝

及び日高管内の沿岸15自治体の市長及び町長と共に、記載のとおり要望活動を行ってございます。 

 ２ページの一番下でございますが、寄付についてでございます。記載のとおり１件の寄付がご

ざいました。寄付者の御厚志に感謝申し上げ、有効に活用させていただきます。 

 次、３ページに参りまして、工事に係る入札の執行状況についてでございます。記載のとおり
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８件の工事に係る入札を行ったところでありまして、この詳細につきましては５ページから９ペ

ージの上段の資料のとおりでございます。 

１枚めくっていただきまして、４ページです。委託業務に係ります入札の執行状況についてで

ございます。記載のとおり７件の委託業務に係る入札を行ったところでございまして、これに関

しまして詳細につきましても９ページの下段から12ページにかけてその詳細については載せてご

ざいますので、後ほどお目通しをいただければというふうに思います。 

以上で行政報告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。 

                                            

       ◎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 継続費の精算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。 

上田総務課長。 

〔総務課長 上田賢朗君登壇〕 

〇総務課長(上田賢朗君) おはようございます。ただいま上程されました報告第１号について御

説明いたします。 

 報告第１号は、継続費の精算報告についてでございまして、平成31年３月13日に設定した継続

費について令和２年度で継続年度が終了したので、地方自治法施行令第145条第２項の規定により

報告するものでございます。 

 １枚おめくりください。令和２年度新ひだか町継続費精算報告書でございます。 

 最初に、一般会計分でございますが、８款 土木費、４項 都市計画費、事業名、都市計画マス

タープラン策定事業で、令和元年度と令和２年度の２か年事業でございまして、総額で申し上げ

ますが、全体計画は647万9,000円、財源は全て一般財源でございます。実績でございますが、支

出済額総額、財源内訳の全てで全体計画と同額でございます。その結果、全体計画と実績の差で

ございます。比較も全ての欄でゼロとなってございます。 

 １枚おめくりください。次は、下水道事業特別会計分になりますが、１款 下水道費、２項 下

水道費、事業名、静内終末処理場改築更新事業で、令和元年度と令和２年度の２か年事業でござ

いまして、総額で申し上げますが、全体計画は8,471万円、財源内訳でございますが、国庫支出金

4,659万円、地方債3,574万6,000円、その他233万7,000円、一般財源３万7,000円でございます。

実績でございますが、全体計画と比較しまして支出済額総額と財源内訳のうち国庫支出金は変更

ございませんが、地方債で３万3,000円の増、その他で２万2,162円の減、一般財源で１万838円の

減となってございます。 

 以上で報告第１号の説明を終わります。 

〇議長(福嶋尚人君) 本件は報告事項でありますので、以上で報告第１号を終わります。 

                                            

       ◎報告第２号の報告 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第５、報告第２号 専決処分の報告について(損害賠償請求事件の和解

及び損害賠償の額の決定について)を議題といたします。 
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 提出者からの報告を求めます。 

 米田町立病院事務長。 

〔新ひだか町立病院事務長 米田一治君登壇〕 

〇新ひだか町立病院事務長(米田一治君) ただいま報告を求められました報告第２号について御

説明申し上げます。 

 報告第２号は、専決処分の報告についてでございまして、地方自治法第180条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分をしましたので、同条第２項の規定により報告するものでございます。 

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

は、令和３年９月22日でございます。 

もう一枚おめくりください。損害賠償請求事件の和解及び損害賠償の額の決定について。 

新ひだか町は、令和３年８月25日に発生した損害賠償請求事件において、新ひだか町の賠償額

13万4,860円で相手方と和解する。 

事件の概要につきましては、記載のとおりとなってございまして、過失割合は町側が10、相手

側がゼロでございます。今回の事故は、職員の安全確認不足により発生したものでございまして、

深くおわび申し上げます。今後このような事故を起こさないよう安全運転の励行に努めてまいり

たいと考えております。 

以上、報告第２号の説明を終わります。 

〇議長(福嶋尚人君) 本件も報告事項でありますので、以上で報告第２号を終わります。 

                                            

    ◎議案第１号から議案第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第６、議案第１号 議決変更について(静内柏台団地公営住宅等建設建

築工事その１)から議案第４号 議決変更について(静内柏台団地公営住宅等建設建築工事その

４)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。 

 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) おはようございます。ただいま上程されました議案第１号から議案第

４号を一括して説明させていただきます。 

今回の議決の変更につきましては、令和３年６月22日招集の第３回新ひだか町議会定例会にお

いて議決されております静内柏台団地公営住宅等建設建築工事その１からその４におきまして請

負代金額の変更が生じましたことから、議会の議決を得ようとするものでございます。 

変更理由につきましては、前回の議案説明の際に少し説明させていただいておりますが、世界

中に感染が拡大しております新型コロナウイルス感染症の影響によりまして在宅勤務やテレワー

クが普及し、米国などにおいて住宅需要が高まるとともに、運送用のコンテナ不足により輸入材

の調達が困難になるなど、世界的な木材の供給不足により木材価格が高騰するウッドショックが

発生しており、道内においても波及している状況であり、令和３年６月頃から一般建築用木材の

市場価格が上昇を始め、10月には約２倍の価格にまで高騰している状況を確認しているところで

ございます。この状況を踏まえ、各請負業者から工事請負契約書第22条第５項の規定に基づき請

負代金額を変更する協議の請求があり、契約書に規定されております特別な要因により工期内に
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主要な工事材料の日本国内における価格が著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったと判

断しましたことから、請負代金額の変更のため議決の変更をするものでございます。 

なお、今回の変更は、特定の資材の価格が高騰した場合に適用される単品スライド条項に基づ

き実施するものになりますが、算定方法といたしましては木材の実際の納品時における実勢価格

を用いて再積算を行い、当初金額よりも１％以上変動する工事を対象とし、この１％を超える額

を増額分として設計変更するものでございます。１％の設定根拠といたしましては、工事請負契

約書第28条の天災、不可抗力条項に準拠するものになりますが、建設業者の経営上最小限度必要

な利益までが損なわれない範囲として設定されており、当初請負代金の１％に相当する額までは

請負業者が負担すべきものとして定められているものでございます。 

それでは、議案の説明をさせていただきますので、議案第１号を御覧ください。議案第１号は、

議決変更についてでございます。 

令和３年６月22日招集の第３回新ひだか町議会定例会において議決されました議案第２号 工

事請負契約締結について中、契約金額｢6,831万円｣を｢7,171万9,169円｣に、｢621万円｣を｢651万

9,924円｣に変更しようとするものでございます。 

１枚おめくりください。議案第１号参考資料になります。左側が変更後、右側が変更前となっ

ております。契約金額6,831万円を7,171万9,169円として、うち消費税及び地方消費税の額621万

円を651万9,924円としようとするものでございます。この契約の請負代金額の増額は340万

9,169円で、当初金額の５％増となっております。 

以上、議案第１号の説明とさせていただきます。 

引き続き議案第２号の説明をさせていただきますので、１枚おめくりください。議案第２号は、

議決変更についてでございます。 

令和３年６月22日招集の第３回新ひだか町議会定例会において議決されました議案第３号 工

事請負契約締結について中、契約金額｢１億230万円｣を｢１億741万4,355円｣に、｢930万円｣を｢976万

4,941円｣に変更しようとするものでございます。 

１枚おめくりください。議案第２号参考資料になります。左側が変更後、右側が変更前となっ

ております。契約金額１億230万円を１億741万4,355円として、うち消費税及び地方消費税の額

930万円を976万4,941円としようとするものでございます。この契約の請負代金額の増額は511万

4,355円で、当初金額の５％増となっております。 

以上、議案第２号についての説明とさせていただきます。 

引き続き議案第３号の説明をさせていただきますので、１枚おめくりください。議案第３号は、

議決変更についてでございます。 

令和３年６月22日招集の第３回新ひだか町議会定例会において議決されました議案第４号 工

事請負契約締結について中、契約金額｢6,633万円｣を｢6,950万8,610｣に、｢603万円｣を｢631万

8,964円｣に変更しようとするものでございます。 

１枚おめくりください。議案第３号参考資料になります。左側が変更後、右側が変更前となっ

ております。契約金額6,633万円を6,950万8,610円として、うち消費税及び地方消費税の額603万

円を631万8,964円としようとするものでございます。この契約の請負代金額の増額は317万

8,610円で、当初金額の4.8％増となっております。 

以上、議案第３号についての説明とさせていただきます。 
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引き続き議案第４号の説明をさせていただきますので、１枚おめくりください。議案第４号は、

議決変更についてでございます。 

令和３年６月22日招集の第３回新ひだか町議会定例会において議決されました議案第５号 工

事請負契約締結について中、契約金額｢6,985万円｣を｢7,298万7,226円｣に、｢635万円｣を｢663万

5,202円｣に変更しようとするものでございます。 

１枚おめくりください。議案第４号参考資料になります。左側が変更後、右側が変更前となっ

ております。契約金額6,985万円を7,298万7,226円として、うち消費税及び地方消費税の額635万

円を663万5,202円としようとするものでございます。この契約の請負代金額の増額は313万

7,226円で、当初金額の4.5％増となっております。 

以上、議案第４号についての説明とさせていただきます。 

以上で議案第１号から議案第４号について一括説明させていただきました。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。 

 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) １点だけ質問させていただきます。 

トータルで４件の原材料単価のアップで変更することに対してはやむを得ないのでないかと思

いますけれども、教えていただきたいのはこの４件の増額での事業費の中の公費対象、それから

公営住宅債、起債、それと実質一般財源はこの増額分でどうなるのかを教えてください。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) 今回の４件のトータル金額で申し上げますと1,483万9,360円になりま

すが、そのうちの財源といたしましては社会資本整備総合交付金が50％、それから今議員言われ

たとおり、公営住宅債が50％ということで、２つの財源で賄われるものとなっております。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) それは分かりました。ということは、1,483万九千何がしの今回契約変更す

ることでも一般財源は全くないということでいいのですね。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) 一般財源としては、端数分として、起債のほうが10万円単位になりま

すので、その10万円未満の部分が一般財源として賄われることになります。 

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１号から議案第４号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これから議案第１号 議決変更について(静内柏台団地公営住宅等建設建築工事その１)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１号は、原案のとおり可決されました。 
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 次に、議案第２号 議決変更について(静内柏台団地公営住宅等建設建築工事その２)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２号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３号 議決変更について(静内柏台団地公営住宅等建設建築工事その３)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３号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４号 議決変更について(静内柏台団地公営住宅等建設建築工事その４)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。 

                                            

    ◎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５号 令和３年度新ひだか町一般会計補正予算(第６号)

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５号について御説明いたします。 

 今回の補正予算につきましては、静内庁舎議場内のエアコンが老朽化により故障し、改修工事

の工期の関係から今回補正しなければ間に合わなく、早急な対応が必要なことから予算計上しよ

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５号は、令和３年度新ひだか町一般会計補正予算(第

６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６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650万

円を追加し、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出それぞれ173億2,180万2,000円にしようとするもの

でございます。 

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

予算の金額は、｢第１表 歳入歳出予算補正｣のとおりでございます。 

内容につきまして歳出の事項別明細書より御説明いたしますので、一般６ページをお開きくだ

さい。３、歳出でございます。２款 総務費、１項 総務管理費、13目 地方創生費では650万円を
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追加し、２億2,216万7,000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、前段で御説明したとおり、議場空気調和設備改修事業でございまして、当議

場内の環境は窓がなく、空気が循環できないとともに、夏場は高温となることから現在もエアコ

ンを設置しているところでございますが、そのエアコンが故障したことから、新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大防止や熱中症防止対策を図ろうとするものでございます。事業費は650万円、

本事業の財源として地方創生臨時交付金を600万円充当してございます。 

歳出の説明は以上でございます。 

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

歳入につきましては、歳出の説明時に事業の充当財源として御説明してございますので、詳細な

説明は省略させていただきます。なお、今回の収支調整につきましては、11款、１項、１目 地方

交付税で50万円の追加を行ってございます。 

以上で議案第５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５号 令和３年度新ひだか町一般会計補正予算(第６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。 

                                            

    ◎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８、議案第６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から議案第９号 新ひだか町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例制定についてまでの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６号から議案第９号について御説明い

たします。 

 今回の改正でございますが、国家公務員の給与について本年８月10日に人事院から勧告がござ

いまして、当町の職員の給与につきましてもこれに準じた改正を行おうとするものでございます。

改定につきましては、民間の支給状況等を踏まえ、期末手当にあっては民間の支給割合との均衡

を図るための引下げを行うこととし、月例給にあっては格差が小さいことから改定は行わないこ

ととされたところでございます。本町では、従来から原則としまして給与制度につきましては国

公準拠としておりまして、本件についても同様に改正しようとするものでございます。なお、職

員組合との交渉につきましても妥結をしてございます。 
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 それでは、改正の内容につきまして御説明いたします。議案第６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

す。 

条例改正の内容につきましては、議案第６号参考資料、条例改正説明要旨により御説明いたし

ますので、もう一枚おめくりください。今回の改正の内容は２つございまして、どちらも期末手

当の改正でございますが、初めに１の第１条による改正は、民間のボーナスの支給状況を反映し、

期末手当の年間の支給月数を一般職にあっては0.15月分引き下げ、本年12月期の支給割合を100分

の127.5から100分の112.5とし、再任用職員にあっては0.1月分引き下げ、本年12月期の支給割合

を100分の72.5から100分の62.5とするものでございます。 

次に、２の第２条による改正は、一般職の0.15月分の引下げ及び再任用職員の0.1月分の引下げ

を令和４年度以降における期末手当の支給割合において均等に割り振ることとし、６月期、12月

期それぞれ一般職においては100分の120、再任用職員においては100分の67.5とするものでござい

ます。 

なお、下段の参考表につきましては、ただいま御説明しました一般職における期末、勤勉手当

に係る支給月数の年度ごとの変更内容となっておりまして、裏面の３ページには再任用職員にお

ける変動内容となってございます。 

１ページにお戻りください。下段の附則でございますが、この条例は、公布の日から施行する

ものですが、第２条につきましては令和４年４月１日に施行しようとするものでございます。 

以上で議案第６号の説明を終わります。 

続きまして、議案第７号について御説明いたします。議案第７号は、新ひだか町会計年度任用

職員の給与及び費用弁償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

だか町会計年度任用職員の給与及び費用弁償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。新ひだか町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例でございます。 

今回の改正につきましては、議案第６号で御説明しました一般職の期末手当の改正に伴い、本

条例の条文中に引用している一般職の支給割合について文言整理の改正を行おうとするものでご

ざいます。改正の内容は２つございまして、どちらもパートタイム会計年度任用職員の期末手当

の特例における文言整理による改正でございまして、第１条では一般職の本年12月期の支給割合

の改正に伴い、条文中に引用している100分の127.5を100分の112.5に改めるものでございます。 

第２条では、こちらも同様に一般職の令和４年度以降の６月期及び12月期の支給割合の改正に

伴い、条文中で引用している100分の112.5を100分の120に改めるものでございます。 

附則でございますが、この条例は、公布の日から施行するものですが、第２条につきましては

令和４年４月１日に施行しようとするものでございます。 

次のページには議案第７号参考資料としまして条例新旧対照表を添付してございますので、後

ほどお目通しをいただき、説明は省略させていただきます。 

以上で議案第７号の説明を終わります。 
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続きまして、議案第８号について御説明いたします。議案第８号は、新ひだか町特別職の職員

で常勤のもの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

町特別職の職員で常勤のもの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。新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改

正する条例でございます。 

条例改正の内容につきましては、議案第８号参考資料、条例改正説明要旨により御説明いたし

ますので、もう一枚おめくりください。今回の改正につきましては、議案第６号で御説明しまし

た一般職の期末手当の改正に伴い、特別職の期末手当につきましてもこれに準じた改正を行おう

とするものでございます。改正の内容は２つございまして、どちらも期末手当の改正でございま

して、初めに１の第１条による改正は、一般職の本年12月期の支給割合の改正に伴い、特別職に

ついても期末手当の支給割合を0.15月分引き下げ、100分の222.5から100分の207.5に引き下げる

ものでございます。 

次に、２の第２条による改正は、0.15月分の引下げを令和４年度以降における期末手当の支給

割合において均等に割り振ることとし、６月期、12月期それぞれ100分の215とするものでござい

ます。 

なお、特別職の期末手当につきましては、一般職の期末手当、勤勉手当の合計支給割合が期末

手当として支給されるもので、下の参考表は特別職の期末手当に係る支給月数の年度ごとの変動

内容となってございます。 

１枚お戻りください。下段の附則でございますが、この条例は、公布の日から施行するもので

ございますが、第２条につきましては令和４年４月１日に施行しようとするものでございます。 

以上で議案第８号の説明を終わります。 

続きまして、議案第９号について御説明いたします。議案第９号は、新ひだか町議会議員の議

員報酬及び費用弁償等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

か町議会議員の議員報酬及び費用弁償等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。新ひだか町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例でございます。 

条例改正の内容につきましては、議案第９号参考資料、条例改正説明要旨により御説明いたし

ますので、もう一枚おめくりください。今回の改正につきましては、議案第６号で御説明しまし

た一般職の期末手当の改正に伴い、議会議員の期末手当につきましてもこれに準じた改正を行お

うとするものございます。改正の内容は、１の期末手当の改正でございますが、一般職の本年12月

期の支給割合の改正に伴い、期末手当の支給割合を0.15月分引き下げ、100分の255から100分の

240に引き下げるものでございます。なお、議会議員の期末手当につきましては、一般職の６月期、

12月期の期末手当の合計支給割合が12月期に支給されるもので、下の参考表は議会議員の期末手

当に係る支給月数の年度の変動内容となってございます。 

１枚お戻りください。下段の附則でございますが、この条例は、公布の日から施行するもので

す。 

以上で議案第９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。 
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〇議長(福嶋尚人君) これより一括質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 

 議案第６号から議案第９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６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６号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７号 新ひだか町会計年度任用職員の給与及び費用弁償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７号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第８号 新ひだか町特別職の職員で常勤のもの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８号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第９号 新ひだか町議会議員の議員報酬及び費用弁償等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９号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

    ◎議案第１０号の上程、委員会付託 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第９、議案第10号 令和２年度新ひだか町各会計歳入歳出決算認定に

ついてを議題といたします。 

お諮りいたします。本案については、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

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。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決算審査特
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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。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、決算審査特別委員会の委員長は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。決算審査特別委員会については、事件名を令和２年度新ひだか町各会計決

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。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、決算審査特別委員会については、事件名を令和２年度新ひだか町各会計決算に関する

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質疑を願います。 

 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) 新型コロナウイルス感染症患者の受入れの関係で、専門病棟が格上げされ

たわけですけれども、10月１日から受入れ可能となったということなのですが、10床ありますけ

れども、現状の活用はどうなっているのかと。 

 もう一点は、活用されないことが望ましいのですけれども、これがずっと新型コロナウイルス

感染症の感染がないという場合、空き棟になるわけですけれども、その場合関連として何らかの

条件の中で違った条件で有効活用できるような方向性で考えているのか、その辺りのところ説明

願います。 

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) 新型コロナウイルス感染症の専門病棟の関係の御質問です

けれども、まず現状10月１日から運用を開始しておりますが、北海道との申合せ事項の関係で受

入れの人数等については公表しないということに、療養病床のときからそれは取扱い同様という

ことで公表しておりませんが、現下の新型コロナウイルス感染症の陽性患者の発生状況というと

ころを想像していただければ、10月１日からは稼働していないというのが分かるのかなというふ

うに思っています。 

 また、新型コロナウイルス感染症の陽性患者、もしくは発生状況が落ち着いた後の活用方法と

いうことですけれども、当然病床を整備する上では汎用性高く、一般病床としても活用できるよ

うに整備は行っておりますが、現行はまずもって新型コロナウイルス感染症の患者さんがまた発

生したときの対応の病床確保ということ１点のみで活用していくというところで整備をさせてい

ただいておりますので、また国の指標や北海道の考え方等が変わった段階でそこは検討させてい

ただ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) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) 先ほどの件は分かりました。 

 それで、長期的に、望ましいのですが、空き棟になっていった場合に当然維持管理費はかかる

し、人的体制もあると思うのですが、その場合こういった特例の新型コロナウイルス感染症関連

であるわけですから、国からの財源的な維持管理費分の補填ということの中身はどういうふうに

なっている。全くないのか、それとも何らかの形で条件整備されているのか、その点について教

えてください。 

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) 従前も一般病床で３床、あそこの３床というのは必ずどん

な場合であっても受け入れなければならない、病床として空けておかなければいけませんので、

そこの部分に対しても空床利用補助金という形で国の補助金を入れさせていただいておりまし

た。また、今回専門病棟として10床病床を確保させていただきますので、そこも同様に国の補助

金を受けさせていただくという取扱いは継続していくことになります。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 新型コロナウイルス感染症ワクチンの関係なのですけれども、２点ほどあ

りまして、今まで１万6,000人、１万7,000人くらいの人にワクチンを打っていて、重篤なという

のは聞いていないのですけれども、そういったような副反応というのですか、あったのかどうか

ということと、それから追加接種の関係なのですけれども、希望する方を対象に12月よりという

ことで、これからのことになるわけですけれども、追加希望を取る方法だとかどのように、希望

をいつから取って、接種をいつから始めるのか、２点ほどお伺いします。 

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) まず、副反応の関係ですけれども、副反応大小ありまし

て、発熱等そういったものの部分だとか、あと重篤な部分等々ございますけれども、数例聞いて

おります。 

 ワクチンの追加については、これまで同様接種券を送って、それに対する申込み、こういった

のを年明けから予定しております。一般の方についてはです。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) すみません。副反応の関係で数件聞いているということで、私も数件は聞

いているのですけれども、入院をするような状況になったということはなかったのですか。 

 それと、一般の人は１月からということで、12月から始める職種、看護師さんとか介護士さん

だとかというふうなことかと思うのですけれども、その辺りもう少し詳しくお願いします。 

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) 申し訳ございません。ワクチンの重篤な反応については、

個人情報の関係もありますので、数例というところで御理解いただきたいというふうに思ってお

ります。 

 ワクチンの追加接種については、最初に８か月と申し上げておりますけれども、医療従事者、

そういった方が最初に12月に始まりまして、一般の方については１月以降というふうに考えてお

ります。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 
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〇２番(川端克美君) すみません。副反応の関係で数例というのは、私聞いているのは別に名前

を聞いてわけでも何でもなくて、そういった入院をしなければならないような件数が何件あった

のかということです。 

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) 私どものほうにいただいている部分では、入院について

は２件です。それに対して、あと細かな副反応等そういったものが医師が副反応がありましたよ

と厚労省のほうに報告するのが数例、そういったのを聞いております。 

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。 

 よって、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。 

 以上で令和３年第６回新ひだか町議会臨時会を閉会いたします。 

 どうも御苦労さまでした。 

 (午前１０時２３分) 


