
 

 － 1 － 

                                            

    ◎開会の宣告 

〇議長(福嶋尚人君) おはようございます。 

ただいまの出席議員数は16名です。定足数に達していますので、令和２年第４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の感染症防止のため、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議会運営委員会で確認さ

れておりますので、あらかじめご了承願います。 

                                            

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、16番、城地君、２番、川端君を指名

いたします。 

                                            

    ◎会期の決定 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

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

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日１日に決定いたしました。 

                                            

    ◎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) 改めましておはようございます。お手元に配付してございます行政報告の

資料に基づきましてご報告させていただきます。 

初めに、寄附についてでございます。記載のとおり１件の寄附がございました。寄附者のご厚

志に感謝申し上げますとともに、有効に活用させていただきたいというふうに存じます。 

次に、２の工事に係る契約の締結についてでございますが、記載のとおり仮契約をしておりま

した２件の工事につきまして契約を締結いたしました。 

１枚開いていただきまして、次のページになりますが、３番目でございますが、工事に係りま

す入札等の執行状況についてでございますが、記載のとおり３ページの上段にわたりまして12件
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の工事に係る入札等を行ってございます。この詳細につきましては、５ページから10ページの資

料のとおりでございます。 

３ページの４のところでございますが、委託業務に係る入札の執行状況についてでございます。

この入札につきましても11件の委託業務に係る入札を執行してございます。この詳細につきまし

ては、同じく11ページから16ページの資料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。 

                                            

       ◎議案第１号から議案第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第４、議案第１号 財産の取得について及び議案第２号 財産の取得

についてを一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

田口管理課長。 

〔管理課長 田口 寛君登壇〕 

〇管理課長(田口 寛君)  おはようございます。ただいま上程されました議案第１号及び議案第

２号につきまして一括してご説明申し上げます。 

 議案第１号及び議案第２号は、財産の取得についてでございまして、地方自治法第96条第１項

第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により

予定価格1,000万円以上の財産の取得には議会の議決が必要となりますことから、次のとおり財産

を取得するため、議案を上程するものでございます。今回の財産の取得につきましては、さきの

町議会定例会において補正予算の議決をいただきました新ひだか町ＧＩＧＡスクール構想による

児童生徒１人１台端末等の整備に係る財産の取得でございます。 

 初めに、議案第１号は国の令和元年度補正予算による国庫補助の対象となります小学校５年、

６年、中学校１年、特別支援学級の児童生徒分でございまして、１、取得する財産及び数量は新

ひだか町ＧＩＧＡスクール構想による児童生徒用端末等その１、児童生徒用端末558台、教職員用

端末39台、計597台。 

 ２、取得の目的は新ひだか町ＧＩＧＡスクール構想による教育用として。 

 ３、取得方法は売買による。 

 ４、取得予定金額は2,739万円、うち消費税及び地方消費税の額249万円で、５、取得の相手方

は日高郡新ひだか町三石本町168番地、有限会社ファーマシーでぐち代表取締役、藤森隆伸でござ

います。 

 恐れ入りますが、２枚おめくり願います。続いて、議案第２号は国の令和２年度補正予算によ

る国庫補助対象となります小学校１から４年、中学校２年から３年の児童生徒分でございまして、

１、取得する財産及び数量は新ひだか町ＧＩＧＡスクール構想による児童生徒用端末等その２、

児童生徒用端末1,030台、教職員用端末41台、計1,071台。 

 ２、取得の目的は新ひだか町ＧＩＧＡスクール構想による教育用として。 

 ３、取得方法は売買による。 

 ４、取得予定金額は4,914万8,000円、うち消費税及び地方消費税の額446万8,000円で、５、取
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得の相手方は日高郡新ひだか町静内御幸町３丁目２番１号、株式会社なかむら代表取締役、中村

裕貴でございます。 

 なお、取得する財産の端末仕様につきましては、前のページの議案第１号、第２号参考資料に

記載のとおりでございますので、ご参照いただければと思います。 

 以上で議案第１号及び議案第２号の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどをお願

い申し上げます。 

〇議長(福嶋尚人君) これより一括質疑を行います。質疑ありませんか。 

 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 今回の財産取得につきましてはＧＩＧＡスクールのパソコンの関係なので

すけれども、それでちょっと若干何点か質問させていただきます。 

 まず、今回何社が随意契約に参加されているのかをちょっと確認をさせてください。 

 それと、児童生徒端末の１台の単価はどれぐらいだったのか。 

 それとあと、教職員の端末の１台の単価は幾らなのかと、今回買おうとしているのはＬＥＮＯ

ＶＯという中国製の端末だと思うのですけれども、大変中国って何かすごく心配な部分もあるの

ですけれども、毎日子どもたちがこれから使用するという部分では耐久性だとか性能性というの

は大丈夫なのかというのを心配もするのですけれども、そのことについてちょっとお聞きします。 

 それとあと、今回国のこのＩＴ基本計画が出されていますが、将来自宅に持って帰る可能性を

前提としたガイドラインの策定がされるということなのですけれども、そういうことも考えての

今回のパソコン購入を考えていたのかということを確認したいと思います。 

 それと、今回のこの端末の仕様書の中に保守契約が載っていないのですが、その件についてど

のような契約をされているのか。 

 そしてまた、メンテナンスにはどこからいらっしゃるのかという部分と、あと無線機能がつい

ているのですけれども、各学校で無線ＬＡＮの整備がどうなっているのか。あるところもあるの

かもしれませんけれども、その部分についての財源の部分も含めてお聞きしたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 太田管理課主幹。 

〇管理課主幹(太田康紀君) 今の件についてご答弁申し上げます。 

 今回の契約につきましては、さきの補正予算成立後に町内業者の公募を行いまして、町内４社

からこちらの見積り合わせに参加していただけるということで申出がありまして、その４社によ

る随意契約を行ってございます。 

 また、単価につきましては国の予算単価であります４万5,900円を限度として予算計上させてい

ただいたところでございまして、それに合わせた内容として仕様を定めております。 

 また、ＬＥＮＯＶＯにつきましてはたしか中国製ということでございましたが、今は実際には

アメリカの企業が買収しておりますので、アメリカの企業という形になってまいります。 

 また、自宅への持ち帰りということでございますけれども、こちらにつきましては、おっしゃ

るとおり、今後自宅学習、家庭学習等のオンライン授業等も見据えた形での対応を考えてござい

まして、そちらにつきましてはこの整備に併せて教育委員会といたしましてもそういったガイド

ラインですとかマニュアル等の整備を予定してございます。 

 また、保守契約についてはこちらの機器自体は３年間の基本的な故障に対する保守というのは
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もともとついてございまして、それ以上のものについては今回の国の補助の対象外となっており

ますことから、予定はしてございませんでして、こちらのメンテナンスについては購入業者のほ

か管理課職員が対応する予定でございます。 

 また、無線ＬＡＮにつきましては既にＧＩＧＡスクール構想、工事の発注を、ネットワーク工

事、３月の補正予算で議決をいただいて、繰越明許をしてございまして、小中学校９校全て今ち

ょうどこの無線ＬＡＮ工事実施している途中でございますので、そちらのほうで端末の納入時に

は無線ＬＡＮを活用できるというような形で対応してまいることになってございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) １点だけ再確認をさせていただきます。 

 将来端末を自宅に持って学習をするという体制を考えている部分があると思うのですけれど

も、そうなれば各家庭で必ずしも、無線ＬＡＮがない家庭もあるのではないかとちょっと心配を

するのですけれども、町としては今回全町にパソコンで聞ける、配備するということなのですけ

れども、それはちょっと時間的に短い部分もあるかなと思うのです。それで、そういう部分につ

いてのちょっと考えをお聞きしたいのですけれども。 

〇議長(福嶋尚人君) 太田管理課主幹。 

〇管理課主幹(太田康紀君) こちらの、すみません、補正予算の際にも同じようなことがあった

のですけれども、当町で５月１日現在で確認をしたところ、約３割の児童生徒の家庭に無線ＬＡ

Ｎがないということを確認してございます。その後整備等もありますので、あれですけれども、

町としましては今回のものに無線ＬＡＮに代わるものとしてモバイルルーターの購入を当初予算

の中で組み込んでございまして、こちら端末の整備と併せましてモバイルルーターを購入して、

端末の、無線ＬＡＮの環境がない家庭に貸し出すというような形で対応してまいりたいというふ

うに考えておりますので、よろしくお願いいたします。  

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 私、１点だけ確認させてください。 

 それで、 説明ではその１の児童生徒用端末が小学校５、６年ですよね。中学１年と。それで、

その２が…… 

〔何事か言う人あり〕 

〇15番(木内達夫君) 逆でしたか。 

〔何事か言う人あり〕 

〇15番(木内達夫君) いいのですね。その２が小学校１年から４年と言いましたね。中学２、３

年ということなのですが、台数がちょっとその１とその２で、その１が558台、その２が1,030台

ですか。これ単純に考えると、小学校５、６年でなくて、小学校４、５、６、あるいはその２で

は１、２、３と半分ずつ分けるとある程度均衡が取れるのでないかと、私はそう思ったのですが、

５、６年と１年から４年までに分けたという理由は何かありますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 太田管理課主幹。 

〇管理課主幹(太田康紀君) こちらその１、その２の分け方の考え方でございますけれども、そ

の１の小学校５年、６年、中学１年、特別支援学級の部分については国の令和元年度補正予算に

よる国庫補助の対象となる部分という形で考えてございまして、その２につきましては当初国の

ほうでは令和３年から令和５年までの３年間でやると言っていたものを令和２年度で今回このよ
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うないろいろな状況を鑑みてやるということでございますので、そちらについてはその２という

形で令和２年度補正予算による国庫補助分ということで小学校１年から４年、中学校２年から３

年を一括で整備するというように分けたものでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) ちょっとすみません。再確認させていただくのですけれども、教職員用の

端末もこの値段、国から言われた４万5,900円ということなのでしょうか。確認させてください。  

〇議長(福嶋尚人君) 太田管理課主幹。 

〇管理課主幹(太田康紀君) 教職員用端末につきましても今回国で示された補助単価の中で購入

できるものという形で仕様を選定して、定めてございます。  

〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 

議案第１号及び議案第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。 

これから議案第１号 財産の取得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１号は、原案のとおり可決されました。 

次に、議案第２号 財産の取得についてを採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号は、原案のとおり可決されました。 

 説明員の入替えがありますので、暫時休憩いたします。 

休憩  午前 ９時４７分 

                                            

再開  午前 ９時４８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３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３号 令和２年度新ひだか町一般会計補正予算(第４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) おはようございます。ただいま上程されました議案第３号についてご

説明いたします。 

 今回の補正予算につきましては、国の令和２年度第二次補正予算において地方創生臨時交付金
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２兆円が追加されたところでございまして、このうち新ひだか町へは４億8,674万2,000円が配分

されたところでございます。この地方創生臨時交付金を活用した町単独事業について早急に取り

組みたい各種支援事業について予算を計上してございまして、このほか国の補正予算に伴う補助

事業により実施する事業についても併せて計上してございます。 

それでは、議案の説明に入ります。議案第３号は、令和２年度新ひだか町一般会計補正予算(第

４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４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14億

6,073万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ186億5,340万7,000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、繰越明許費でございまして、地方自治法第213条第１項の規定により翌年度に繰り越

して使用することができる経費は、｢第２表 繰越明許費｣のとおりでございます。 

第３条は、地方債の補正でございまして、地方債の追加は、｢第３表 地方債補正｣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、一般８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一般13ページの次のページに参考資料とし

まして事業概要を添付していますので、こちらと併せてご説明してまいりますので、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10億円を追加し、34億9,580万1,000円にしようとするものでございます。事業目17、高

度無線環境整備推進事業は新規事業でございますが、高度無線環境整備推進事業負担金で10億円

を計上してございます。事業内容につきましては、一般13ページの次のページの説明資料の３ペ

ージ上段に⑱に記載してございますので、参考資料３ページをお開きください。当事業につきま

しては、光ブロードバンドの整備事業でございますが、これまでも町内の地域格差を解消するた

め光ケーブルの敷設を民間事業者にお願いしてまいりましたが、一定以上の加入者数が確保でき

なければ採算が取れないとの理由により民間での実現はなかなか進まない状況にあり、町独自で

整備することも検討してまいりましたが、未整備地区の面積が広く、大きな財政負担が見込まれ

るため、イニシャルコスト、ランニングコストをどのように負担していくか大きな課題となって

まいりました。そのような中、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、国は在宅勤務や在宅学

習など生活様式の変化に対応するため未整備学校がある地域をはじめ条件不利地域への支援とし

て国の第二次補正予算において光ブロードバンド整備のため約500億円の予算を確保するととも

に、国の補正予算に伴い実施する地方負担分に対しても別枠の地方創生臨時交付金や地方債も優

先的に確保などイニシャルコストに対する財源措置が充実しており、ランニングコストに対して

も整備運営を民設民営とすることで町の負担も必要最小限にとどめることが可能となってきたこ

ともあることから、当該事業を実施しようとするものでございます。全体の事業計画でございま

すが、説明資料に記載のとおり、総事業費を16億円と見込んでございまして、この事業費はＮＴ

Ｔ東日本の簡易設計による概算事業費でございまして、今後の詳細設計を行う中で増減すること

が予想されますので、あらかじめご承知おきをお願いいたします。事業費の内訳でございますが、
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全体事業費16億円のうち６億円は実施者であるＮＴＴ東日本の負担となり、町の負担金としまし

ては10億円となりまして、その財源内訳でございますが、補助対象事業費のうち、表の中で補助

金としてございますが、補助率３分の１の８割が補助裏分としての地方創生臨時交付金で、２億

9,840万円を充当、残りの７億160万円に対しては過疎対策事業債を同額充当することとしてござ

います。 

なお、過疎対策事業債にあっては充当率100％、後年度の元利償還金に対し70％を普通交付税の

基準財政需要額で措置されることとなってございます。 

今後のスケジュールにつきましては、８月中旬にＮＴＴ東日本との負担金契約をし、８月21日

締切りの国の第二次公募申請、その後の内示を得てから本格的な事業着手となりますが、広範囲

の整備事業となることから、年度内には事業完了が見込まれないことから、繰越明許費を設定し

まして、令和４年３月31日までの事業完了を目指してございます。 

一般８ページにお戻りください。13目地方創生費でございますが、４億3,323万6,000円を追加

し、５億9,908万8,000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４億3,323万6,000円を追加しようとするものでございますが、参考資料によりご説

明いたしますので、説明資料１ページをお開きください。事業内容につきましては５つの大きな

項目に分けておりまして、１つ目が子どもたちへの支援、感染対策など、２つ目が高齢者支援、

感染対策、３つ目が非接触化環境整備など、４つ目が産業等の経済、感染症対策など、５つ目が

その他の感染症対策などとしており、個別の事業ごとに通し番号を付してございますので、個別

にご説明してまいります。まず最初に、大きなくくりの１つ目、子どもたちへの支援、感染対策

などでございます。①、公園等遊具感染症予防対策事業でございますが、町内の公園や小学校、

幼稚園、保育所などに設置しています屋外遊具への病原菌付着を軽減するために塗装補修を行う

ほか、砂場の砂を入れ替えることで子どもたちへの菌への接触を低減しようとするものでござい

まして、公園などで59か所、小学校６か所の遊具の塗装及び砂場の抗菌砂への入替えのための修

繕に係る経費を1,374万2,000円としてございます。 

②、オンライン体操実施事業でございますが、子どもたちを主体にオンラインにより町民が同

時にラジオ体操を行うことでみんながすがすがしい気持ちでつながり合い、元気を取り戻すため

に実施をするものでございまして、業務委託に係る経費を100万円としております。 

③、オンライン学習環境整備事業でございますが、ＧＩＧＡスクール構想を推進するため小中

学校９校のオンライン学習の実施に必要な指導者用デジタル教科書や地域学習用としてのデジタ

ル教材を自前で作成できるオンライン学習用デジタル教材ソフト、スキャナー等の必要な機材を

整備するもので、備品購入に係る経費を4,358万4,000円としてございます。 

④、修学旅行の延期に伴う追加経費助成事業でございますが、感染症の影響により小中学生の

修学旅行が延期となり、これにより保護者に発生した追加経費を助成することで保護者の負担軽

減を図るもので、静内中学校など対象者189名分の助成に要する経費を49万円としております。 

⑤、安全性の高い給食用食缶の整備事業でございますが、子どもたちも触れ合う給食用の食缶

を抗菌力の高いものを整備し、安心、安全な給食提供に努めるもので、三石地区の小中学校分は

既に更新しているため、静内地区の小中学校７校分の食缶235個の購入に係る経費を657万円とし

ております。 

⑥、感染症緊急包括支援事業と⑦、学校保健特別対策事業につきましては、別事業目になりま
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すので、後ほどご説明いたします。 

大きなくくりの２つ目、高齢者支援、感染対策でございます。⑧、緊急介護人材育成支援事業

でございますが、感染拡大時に多数の方々が集まる通所介護サービスが休止となったことを受け、

個別の訪問介護へ代えて在宅高齢者への対応をしましたが、訪問介護に従事する方々の人数が足

りなかったことという状況が生じたことから、介護に従事できる方々の要員確保の観点から介護

初任者研修に係る経費を全額町負担とすることで受講者の負担を軽減し、人材の確保を図ろうと

するもので、対象となるのは町内に在住する15歳以上の方で、介護関連事業への就労意欲がある

方、１クール12名を２クール実施をするもので、民間教育機関への研修業務委託に係る経費を

208万1,000円としております。 

２ページに参ります。⑨、自宅でできる介護予防体操普及事業でございますが、外出自粛によ

って外での運動は制限され、高齢者の運動不足による健康状態の悪化が懸念されることから、自

宅でも運動ができるよう体操ＤＶＤを作成、配付するほか、実践講習会を開催し、専門職による

実技、助言等を行うもので、体操ＤＶＤ1,000枚の作成を含む一式の業務委託や高齢者向けパンフ

レット1,000部の印刷経費、希望者への郵送料などに係る経費を115万4,000円としております。 

大きなくくり３つ目、非接触化環境整備などでございます。⑩、博物館映像機器更新事業でご

ざいますが、博物館内にある当町の魅力を紹介する押しボタン式の映像機器をセンサーで感知す

る非接触型に更新するとともに、映像をファイル形式に変更、編集して、ダイジェスト版を作成

し、オンライン配信することで文化、観光の維持等を図るもので、映像機器更新業務委託に係る

経費のほか、ＧＩＧＡスクール構想対応地域学習教材として博物館資料のデジタルデータ化から

教材化までを自前で作成することが可能となる大型スキャナーやブックスキャナー、３Ｄ作成ソ

フトなどの備品購入に係る経費を1,584万円としております。 

⑪、感染症対策対応の災害備蓄品整備事業でございますが、災害時の避難所においても感染症

対策を行う必要があることから、室内で使用する広さ2.1メートル角、高さ1.5メートルの間仕切

りテントを100張り、パーティションのついた仕切りのできる段ボールベッドを50台などを整備す

るもので、備品等の購入経費を322万2,000円としております。 

⑫、滞在移住体験住宅におけるテレワーク環境整備事業でございますが、テレワークを推進す

る企業等の増加により地方移住への関心が高まっている中、滞在、移住促進を図るため滞在移住

体験住宅のネットワーク環境を整備するもので、10棟分のインターネット回線工事に係る経費を

25万円としております。 

⑬、高度無線環境整備推進事業に伴うインターネット光回線加入数確保事業でございますが、

高度無線環境整備推進事業の民設民営の要件となるインターネット光回線の加入数を確保するた

め周知用チラシの印刷や新聞折り込みに係る経費を28万4,000円としております。 

⑭、バス運行に係る密集軽減対策事業でございますが、町有バスの運行に当たり庁舎内の密を

避けるためある程度の空き座席が必要となることから、町内バス事業者からの車両借り上げによ

る同時運行により１台当たりの密を避け、感染防止を図るもので、車両借り上げに係る経費を50万

円としております。 

⑮、各種健診事業等に係る感染予防事業でございますが、健診会場内における感染拡大を防止

するため乳幼児健診時の子ども用のおもちゃを抗菌性のおもちゃへの更新や町民が安心して健診

を受検できる環境を整備するため低濃度オゾン発生装置５台や換気用の強力扇風機５台を購入、
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設置することで感染予防の環境をつくるもので、備品購入などに係る経費を80万9,000円としてご

ざいます。 

⑯、福祉医療システム改修事業でございますが、子どもに係る医療費については窓口で健康づ

くり商品券の発行により助成しているところですが、窓口での密を避けるため医療機関窓口での

無料化の実施に向け既存システムの改修を行うもので、改修業務委託などに係る経費を486万

5,000円としております。 

⑰、静内庁舎ロビー改修事業でございますが、静内庁舎１階の生活環境課前の町民ホールにあ

る生け垣などを撤去し、スペースの確保を図り、密集及び密接の回避を図るもので、整備面積約

11平方メートルの整備に係る経費を190万円としております。 

３ページに参ります。⑱、高度無線環境整備推進事業につきましては先ほどご説明しましたの

で、次に大きなくくりの４つ目、産業等の経済、感染症対策などでございます。⑲、プレミアム

つき商品券事業でございますが、地域経済への環境を活性化させるためプレミアムつき商品券を

発行するものですが、その内容につきまして以前ご説明した内容に一部誤りがありまして、

1,000円の商品券が５枚つづりで１冊とご説明していましたが、プレミアム分を含め500円の商品

券が15枚つづりで１冊が正しい内容でございまして、プレミアム率50％となる2,500円分のプレミ

アムをつけて7,500円分の商品券を１冊当たり5,000円で販売しようとするもので、総販売冊数が

４万冊でございます。訂正し、おわび申し上げます。当プレミアム商品券にあっては、プレミア

ム分に加え、さらにダブルチャンスとしまして町特産品が当たる応募券をつけてございまして、

特産品の消費拡大を図ろうとするものでございまして、ダブルチャンス分につきましては推奨品

の認証事業者、ドリカム活用事業者、ふるさと納税返礼品取扱い事業者、合わせて約40事業者の

特産品を当選者へプレゼントしようとするものでございますが、景品の数につきましては単価等

がばらつきが大きいことから、数量にあっては実施までに調整することとしてございます。また、

商品券発行に係る一連の業務を新ひだか町商工会へ業務委託することで考えてございまして、プ

レミアム分の１億円、事務費分の1,179万8,000円のほか、ダブルチャンスの品代400万円など業務

委託に係る経費を１億1,579万8,000円とし、プレミアム率50％のうち10％に道補助金2,000万円を

財源として充当するものでございます。 

⑳、感染症対策経営環境改善支援事業でございますが、国の新しい生活様式や北海道の新北海

道スタイルに対応した事業運営やビジネスモデルの構築に取り組む事業者を支援するもので、具

体的には感染症対応に係るインターネット販売のための設備投資や感染防止に向けたパーティシ

ョンの設置などの店内改修に係る経費等を対象とし、対象経費の５万円を超えた額の４分の３以

内、上限50万円の範囲で１事業所１回限りの支援をすることとし、令和２年４月１日に遡及して

適用するもので、事業者への補助に係る経費を1,000万円としております。 

○21、体験滞在型観光商品開発支援事業でございますが、観光商品の新規開発や観光客の受入れ

態勢の整備など地域資源を活用した滞在型観光商品の開発等を行う事業者を支援するもので、補

助対象者は町内に店舗を持つ複数の事業者の連携により体験、滞在型観光商品を企画、開発し、

本年度から実施できる事業者とし、補助額は対象経費の３分の２、上限額50万円の範囲内で支援

しようとするもので、事業者への補助に係る経費を100万円としております。 

○22、花のある暮らしづくり推進事業でございますが、みついし花だよりのアレンジメントフラ

ワーで町内の施設を彩り、町民が前向きな気持ちで生活を送れるような環境づくりをしようとす
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るもので、週１回町内の花販売店がアレンジメントフラワーを作成し、各施設へ無料配付を行う

もので、併せて町内販売店において、先着順になりますが、町民にも無料で配付しようとするも

のです。積算内訳でございますが、配付期間を８月、９月の毎週火曜日の計８回とした上で、施

設70か所への配付に１回20本の８回分で250万円程度、店舗での無料配付分を先着10名に１人当た

り５本を８回分で60万円程度、町内販売店７店舗への花きアレンジメント及び配送手数料で610万

円程度とし、花きの購入代金と手数料などに係る経費を924万円としております。 

４ページに参ります。○23、肉用牛生産緊急支援対策事業でございますが、肥育素牛の相場の大

幅下落による緊急的支援として、販売された肥育素牛の令和元年度平均販売価格を基準とした交

付基準価格を下回った場合に１頭当たり３万円を支援しようとするもので、432頭分に係る交付金

を1,296万円としております。 

○24、軽種馬市場購買促進対策事業でございますが、軽種馬の購買者が安心して来場できるよう

にパーティションの設置や仮設休憩室の設置、消毒機材など北海道市場内における感染症対策に

係る整備経費に対し補助対象経費の４分の３の範囲で支援するもので、設置者への補助に係る経

費を750万円としております。 

○25、製材加工品販売促進事業でございますが、木材需要が停滞し、製材、合板の減産や減収が

著しいことから、製材、加工品の販売を促進させるため牧柵や製材、加工品の購入者へ、牧柵に

あっては購入額５万円以上80万円以下、製材、加工品にあっては購入額５万円以上40万円以下に

対し購入額の２分の１を助成することとし、助成に係る額を1,000万円としております。 

○26、木材を活用した高静小学校校庭築山改修事業でございますが、地元産材の活用を支援する

ため高静小学校校庭にある通称体力山を全部改修することとし、一部に地元産の木材を使ったも

のに改修することで木材需要の回復と子どもたちが地元産材に触れることができる環境を整備し

ようとするもので、改修工事に係る経費を830万5,000円としております。 

○27、漁業継続支援事業でございますが、魚価維持のための出漁自粛による生産減少の支援とし

て、漁船、漁業を営む事業者に対し事業継続のための燃油や漁業用資材など必要な経費に対する

支援をするもので、事業者所有の漁船１隻に対し船外機船で３万円、５トン未満で10万円、５ト

ン以上で20万円の助成をしようとするものでございまして、助成額でございますが、船外機船が

238隻分で714万円、５トン未満が70隻分で700万円、５トン以上が25隻分で500万円を見込んでご

ざいまして、これら助成に係る経費を1,914万円としてございます。 

○28、漁業生産向上対策事業でございますが、魚価暴落に対する価格の下支えのための支援とし

て、出荷に係る輸送経費等について加工生産から保管までの一連の過程のうち加工品等の輸送に

要する経費として８トントラックの６か月分の借り上げに係る経費を補助対象の２分の１助成し

ようとするもので、助成に係る経費を209万9,000円としております。 

○29、水産資源維持増大対策事業でございますが、魚価暴落とともに出漁自粛による生産減少の

支援として、資源増大対象魚種のうち生産額が減少している対象魚種の種苗生産、放流等の費用

に対し減産割合に応じた対象額の４分の３を助成しようとするもので、助成に係る経費を309万

5,000円としております。 

○30、通り会電気料等負担軽減事業でございますが、商工事業者で構成する通り会の事業収入等

の減少に伴い街路灯電気料及び使用料の25％の負担軽減を図るもので、このことによる電気料や

機器リース料に係る経費91万1,000円としております。 
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５ページに参ります。大きなくくりの５つ目、その他の感染症対策などでございます。○31、備

蓄用の感染症対策物品購入事業でございますが、５月に専決処分をさせていただきました補正予

算においても感染症対策物品の購入経費を計上していたところでございますが、このときに購入

した物品の多くは医療機器や介護、福祉施設などへ支給物品等として配付している物品が多くご

ざいまして、今後の感染症拡大に備えるための備蓄品として整備しようとするものでございます。

備蓄しようとする数量でございますが、マスクが48万3,800枚で、これは公共施設従事者の90日分

で、そのほか災害時用、また民間医療、介護従事者の90日分などに必要となる枚数となってござ

いまして、このほかにも消毒液が１年分として6,400リットル、医療機関用の防護服を1,000枚な

どとなってございまして、これらの購入に係る経費を2,000万円としております。 

○32、町有施設等感染症予防対策事業でございますが、保育所や小中学校、体育館、役場庁舎な

どの町有施設における感染症予防対策を行おうとするもので、資料に記載の区分ごとの整備内容

でございますが、手洗い場などウイルスとの感染機会の軽減を図るため水道栓の回すタイプを手

をかざすだけで水が出るタイプの自動水栓や上下に動かして水を出すタイプのレバー式水栓、水

とお湯が一緒となり、調整して出すタイプの混合栓といった水道栓の改修をしようとするもので、

小中学校の水道蛇口の改修では自動水栓へ246か所、レバー式水栓が333か所、混合栓が33か所で、

計612か所で1,959万円、総合ケアセンターではレバー式が３か所で３万円、静内、山手体育館と

三石スポーツセンターではレバー式が35か所、混合栓が１か所で43万円、温水プールではホール

やトイレ洗面台をレバー式へ、16か所で128万円、静内武道館ではトイレ、洗面台等をレバー式へ、

10か所で10万円、各児童館及び各保育所では既存の手洗い場で全て自動化へ改修するとともに、

冷水の水道栓をお湯も出るタイプへ改修し、みなと児童館では子ども用の手洗い場がなかったこ

とから、新設するなどし、943万円としており、水道栓の設置に係る経費を合わせて3,086万円と

しております。網戸や吸気機能付エアコンの設置など換気機能の整備を図るため、網戸の設置で

は小中学校で845か所で2,957万5,000円、保育所、児童館で35万5,000円、静内火葬場では５か所

で５万9,000円、保健福祉センターでは現状の網戸の修繕として18万1,000円、児童養育相談セン

ターでは20か所で10万円とし、網戸の設置に係る経費を合わせて3,222万8,000円としております。

エアコンの設置では、公民館音楽室に１基、静内保育所に３基、子育て支援センターに１基で、

計５基の設置に係る経費を788万3,000円としてございます。窓口業務等にアクリルスタンド等の

設置など飛沫感染の防止としまして、公共施設の標準設置として105枚を各施設へ必要枚数を設置

してございますし、公民館や総合町民センターなどへは大型アクリルスタンドを設置する予定で

ございまして、購入に係る経費を241万5,000円としております。会計年度任用職員の勤務時間数

の増加に伴う人件費でございますが、特別支援教育支援員、外国人児童就学支援員分の小学６年

標準授業時間と現計予算措置時間との差分としまして特別支援教育支援分で102時間、外国人児童

就学支援分で415時間分としまして、報酬に係る経費を194万9,000円としております。日高中部消

防組合における感染症予防対策経費としまして、換気対策としての消防署、支署の網戸の設置、

感染者、濃厚接触者対応のための救急隊員用感染防護服、心臓マッサージシステム一式、半自動

除細動器一式、感染拡大時の医療機関の臨時措置室や緊急一時避難所などとして活用するための

広さ４メートル角、高さ2.5メートルのエアテント一式を整備するために要する負担金に係る経費

を1,628万9,000円としております。その他感染症予防対策としまして、保育所、児童館における

対策としましては換気用の扇風機などの消耗品で383万9,000円、空気清浄機などの備品購入費で
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342万4,000円、静内保育所の乳児室床張り替え工事に要する経費など合わせて794万2,000円とし

ております。感染症拡大防止のための啓蒙、啓発強化事業としましてパンフレットの作成、配付

に係る経費を134万円としております。児童養育相談センターにおける対策として、間仕切り用ア

コーディオンカーテンの設置や低濃度オゾン発生装置２台の整備に係る経費を76万4,000円とし

ております。屋外施設の感染症対策として、右岸、左岸スポーツ施設の簡易水洗トイレ４基分の

設置に係る経費を1,400万円としております。図書館の感染症対策として、返却のあった図書を一

定時間別に保管することで一定の除菌効果に期待を持てるブックトラックの購入や読み聞かせな

どで使用するための折り畳み式パーティションの購入に係る経費を50万7,000円としております。 

以上、合計で４億3,323万6,000円としております。財源としましては、町に交付される地方創

生臨時交付金４億8,674万2,000円のうち３億9,323万6,000円を充当してございます。 

一般10ページにお戻りください。３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費では750万

円を追加し、6,714万2,000円にしようとするものでございます。事業目２、児童福祉事務経費で

750万円の追加でございますが、内容につきましては参考資料１ページの⑥の感染症緊急包括支援

事業でございますが、町内の保育所等における子ども用マスクや消毒液などの購入に必要な経費

として１施設50万円の北海道からの支援があるもので、民間事業所分では私立保育所６か所、マ

ーガレット認定こども園、歌笛、延出児童クラブ２か所、マーガレット子育て支援センター、マ

ーガレット一時預かり、延長保育２か所の計12か所分で600万円を感染症対策補助金として計上し

てございます。町立保育所分では３か所分で150万円をマスクや消毒液の購入に係る消耗品費とし

て計上してございまして、計750万円でございますが、同額を道補助金の新型コロナウイルス感染

症緊急包括支援事業補助金を充当してございます。 

次に、10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費では2,000万円を追加し、３億5,338万1,000円

にしようとするものでございます。事業目５、学校保健事業では2,000万円の追加でございますが、

内容につきましては参考資料１ページの⑦、学校保健特別対策事業でございますが、小中学校の

再開に伴い感染症対策等を徹底しながら学校教育活動を実施するために必要な経費に対し国から

の支援があるもので、感染症対策、学習保障等に係る消耗品で584万円、学校再開に伴う印刷物の

郵送や複写機使用料として116万円、感染症対策学習保障等に要する一般教材備品の購入のため備

品購入費で1,300万円としてございまして、計2,000万円でございますが、財源としまして国庫補

助金の学校保健特別対策事業補助金が２分の１の1,000万円を充当し、残りには補助裏分として別

枠の地方創生臨時交付金を同じく２分の１の1,000万円を充当してございます。 

歳出の説明は以上でございます。 

一般11ページから13ページには給与費明細書を添付してございますが、お目通しをいただき、

説明は省略させていただきます。 

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

させていただきまして、一般７ページの中段、19款繰入金、１項、１目基金繰入金では財政調整

基金繰入金を2,000万円としてございまして、今回の補正予算の収支調整をここでしてございま

す。 

歳入の説明は以上でございます。 

次に、第２表、繰越明許費及び第３表、地方債補正の説明をいたしますので、一般３ページを
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お開きください。｢第２表 繰越明許費｣でございます。２款総務費、１項総務管理費、事業名、

高度無線環境整備推進事業、金額は10億円でございます。事業内容及び繰り越す理由につきまし

ては歳出でご説明したとおりでございますが、整備面積が広く、事業規模も大きく、年度内に事

業完了が見込めないことから、繰越明許を設定し、２か年度で実施しようとするものでございま

す。 

｢第３表 地方債補正(追加)｣でございます。起債の目的は高度無線環境整備推進事業債、限度

額に７億160万円を追加し、限度額の合計を20億5,440万円にしようとするものでございます。起

債の目的、利率、償還の方法につきましては文言記載のとおりでございます。説明は省略させて

いただきます。 

一部訂正をお願いいたします。参考資料としておつけしました資料の１ページの⑥の感染症緊

急包括支援事業補助金でございますが、補助率等の記載の中で国、10分の10とございますが、こ

れ道、10分の10でございます。申し訳ございません。国を道のほうに訂正をお願いいたします。 

以上で一般会計補正予算(第４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) 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２９分 

                                            

再開  午前１０時４２分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これより質疑を行います。初めに、歳出について質疑ありませんか。 

 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) それでは、私のほうから何点か質問させていただきます。 

 質問回数３回ですので、ある程度１回目、数多くなるかもしれませんが、お許しをいただきた

いというふうに思います。それで、８ページの地域振興費ですか。高度無線環境推進事業費負担

金、このことで質問させていただきますが、６月12日の全員協議会での説明がございました。民

設民営で整備する場合は国が３分の１、それから自治体、民間が３分の２と。それから、事業費

を100とした場合に町負担が40％、こういう説明をいただきました。今回の町負担の10億円、これ

は総事業費10億円に対しまして62.5％となります。全員協議会の説明との違いがあるわけですけ

れども、どうしてこういう違いが出てくるのか伺いたいと思います。 

 事業概要見ますと、４億8,000万の補助対象、国の補助対象外ですか、これが４億8,000万とな

っております。この４億8,000万の事業の内容を教えていただきたいと。恐らくこれ補助金の交付

決定の時期もあると思いますし、この事業が本来３年、４年かかるものを１年半くらいで実施す

るとなれば、本当に早急に事業実施、予算議決後すぐ進めないとなかなか終わらないということ

があるので、私が思うところは交付決定前に行う事業、これは対象外になるのでないかというふ

うに思われますが、その辺のことを教えていただきたいというふうに思います。これ１点目です。 

 それから、地方創生費、新型コロナウイルス感染症対策事業、これについて何件か伺いたいと

思います。それで、９ページの負担金補助及び交付金、この関係で、漁業継続支援交付金1,914万

円です。これは、ひだか漁協を通して漁業者に交付されるということで理解していいのかどうな

のか。 
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 それから、総務課長の予算説明では船外機船１隻３万円が238隻、それから漁船５トン未満がこ

れ10万円で70隻ですか。５トン以上が20万円で25隻と、こういう説明がございました。そこで、

この、合わせて四百何隻になります。これ交付条件というのは何かあるのかどうなのかというこ

とです。 

 それから、漁船を所有していて、船外機船も所有している、こういう漁業者もおります。この

場合はこの交付金をどのように取り扱うのか、この辺を伺いたいというふうに思います。 

 次に、これは感染対策２点目です。これも負担金補助の関係です。肉用牛生産緊急支援対策交

付金1,296万円についてです。これの予算の積算内容、これを確認させてください。 

 それから、事業概要では販売された素牛ですか、肥育素牛が交付金基準価格を下回った場合に

支援するということでございますが、交付金基準価格が幾らで、この対象とする、販売です。恐

らく販売されていたもの、その期間です。いつからいつまでの間のものを対象とするのか、この

辺の内容についてお伺いしたいと思います。 

 次に、３点目です。プレミアムつき商品券事業補助金１億1,579万円について。今回の商品券、

50％のプレミアムということなので、大多数の町民の皆さんがこれは求めるというふうに思うわ

けです。そこで、４万冊ということになりますと、６月30日現在の世帯数が１万1,626世帯ですの

で、単純に割りますと１世帯3.4冊になると思うのです。そこで、１世帯に対する販売冊数、これ

を決めているのかどうなのか。それから、恐らく商工会ということですから、商工会と協議して

いると思うのですが、どのような方法で販売する考えでいるのかを伺いたいと思います。 

 それから、４点目です。説明資料の○22番、説明資料の３ページですか。一番下、花のある暮ら

しづくり推進事業924万円、予算説明でも手数料だとかも含まれているという説明もありました。

内容は町内の花販売店がアレンジフラワーを作成して、施設70か所へ無料配付を行う、あるいは

町民にも配付する、こんなことですが、具体的な事業の仕組み、どういうふうにして行うのかと。

予算内容的に手数料もあるということですが、手数料と消耗品になるのですか。この辺もあると

思うのですが、その辺の仕組みと内容についてお伺いしたいというふうに思います。 

 以上５点ですか、よろしくお願いしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) 木内議員からのご質問のうち私からは光回線整備に関してお答え申し

上げます。 

 先ほど議員おっしゃられたとおり、６月の全員協議会の際にはこの町内全域光回線整備の総事

業費を100とした場合、国が60、市町村が40という説明をさせていただきました。そこで、参考資

料の３ページの表見ながらお聞きいただきたいのですけれども、ちょっと我々の表の作り方も誤

解を招く作り方だったかもしれませんが、今回この総事業費100というところにつきましては補助

対象経費の総額ということでご説明してまいりましたので、この参考資料３ページでいいますと

100が、11億2,000万のところが100ということになります。これにつきまして、国が60と申しまし

たが、内訳としましては国の60のうち約33％につきましては国が事業者であるＮＴＴ東日本に直

接交付する高度無線環境整備事業推進補助金でございます。残り27につきましては新型コロナの

臨時交付金ということで市町村のほうにいただける額でございますので、60の内訳はそういうこ

とでございます。先ほどの説明と合わせますと、いわゆる国庫補助60のうち33％の部分がこの国

の３億7,300万のところ、27に当たるところが町の、上から２段目、補助金の２億9,800万、残り
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の40が過疎債の４億4,800万ということでございます。 

 ２点目の補助対象外経費４億8,000万の部分でございますけれども、議員ご推察されているとお

り、本事業は通常であれば設計等に１年、あと本工事に恐らく２年ほど分けてやるのが一般的な

ものでございます。今回は国のコロナ臨時交付金というものを充てるというルールの中で早急に

やるということで、この通常三、四年かかるものを１年ちょっとでやろうと今してございます。

その関係で、補助決定前に相当の行為をしなければ当然収まりませんので、補助対象外としてこ

れだけの経費が出ております。大きなものとしましては、調査設計費等々でございます。細かい

内訳はまだ我々もいただいておりませんが、今後これをマックスとして精査しながらできるだけ

圧縮していく方向で考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 水谷水産林務課長。 

〇水産林務課長(水谷 貢君) 漁業継続支援交付金について３点ほどご質問がありましたので、

私のほうからご説明させていただきます。 

 まず、事業主体と交付金の対象者、交付方法なのですが、事業主体はひだか漁業協同組合にな

ります。交付対象者についてですが、町内で漁船漁業を営む法人、個人を含みます漁業生産者で、

ひだか漁協の組合員という形になっております。交付金の交付方法なのですが、今併せて作業進

めているのですけれども、交付金の実施要領定めまして、事業主体のひだか漁協の申請で交付決

定後、交付を受けたときは速やかに対象の漁業者に交付するというようになっています。 

 ２点目の交付条件なのですが、交付対象の船籍についてはひだか漁協が管理する漁船登録原簿

に登録され、かつ漁船保険に加入している船外機船と動力船としております。これについては、

実際に稼働、操業している漁船とすることから、保険加入を条件付加しております。 

 ３点目、複数隻持っている場合はどうなのかというところなのですが、漁船登録されて、かつ

漁船保険に加入している場合については全て交付対象として、１事業者でこの条件を満たしてい

れば２隻、３隻持っていても交付対象とするようにしております。 

 以上です。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川農政課長。 

〇農政課長(及川敦司君) 私のほうからは２点の事業についてご答弁させていただきます。 

 まず、１点目の肉用牛生産緊急支援対策交付金についてでございます。まず、この対象となる

期間でございますが、令和２年４月から令和２年７月のいわゆる４つの月に開催される、ホクレ

ンで行われる南北海道家畜市場で取引された牛を対象としておりまして、488頭出荷してございま

す。そのうち平均基準価格を下回った対象牛が432頭いるということで、全体の88.5％の牛が今回

のこの交付金の対象となってございます。農家戸数としましては76戸、この４市場に該当する農

家でございますが、そのうち60戸が、約79％の農家が対象となってございます。それで、積算の

基礎でございますけれども、４月から７月の４市場のうち、牛は去勢と雌と２つに区分してござ

いまして、去勢の単価、雌の単価の昨年の市場の平均価格を下回ったものに対して交付するので

すが、仮に、例で申し上げますと、４月の去勢の昨年の単価が81万2,609円というみついし牛の平

均価格となってございます。この価格を下回ったものに対して定額の３万円を交付していくとい

うものになってございます。 

 続きまして、花のある暮らしづくり推進事業のほうに入らせていただきますけれども、こちら

の事業は生産者側と町内の生花店、この２者がコラボレーションして行う事業となってございま
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して、町内産のデルフィニウムを中心として生花店がその花をメインにアレンジをしまして、町

内の70施設の公共施設を含めた施設に花を飾るというような事業になってございます。それで、

仕組みとしては町が農協から花を買いまして、農協が生花店に花を運び、生花店がアレンジをし

て、各公共施設等に花を配付するというものでございまして、事業期間は８月から９月の２か月

間のうち毎週、８回、週１回のアレンジ花を配付するということで８回行うものでございます。

それで、みついし農協からのデルフィニウムの購入といたしましては、70施設分として約246万

4,000円、そしてそのほかに町民、先着10名ですけれども、無料配付ということで、その期間中で

大体61万6,000円を計上して、これは全て消耗品として支出する予定でございます。また、生花店

に関しましては手数料という形で花のアレンジメント料、そして配送手数料等の部分として616万

円を手数料として支出するというものでございます。 

 以上、説明とさせていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 私からプレミアムつき商品券事業補助金についてご説明い

たします。 

 冒頭の総務課長の説明で商工会に委託ということで説明がありましたけれども、これは全額商

工会の補助金ということで訂正させていただきます。すみません。 

 それで、ご質問のあった世帯当たりの販売冊数ということでございますけれども、まず全世帯

買えるように最低１世帯３冊、これは購入保証をしていきたいと考えております。それでも４万

冊ということで、全世帯来たとしても数千冊余るようにしてあります。それで、次の質問のどの

ような方法で販売するのかにも関連するのですけれども、事前に希望、予約ということを取りま

して、その中で希望冊数も聞き取りをいたしまして、３冊よりもっと多く欲しい方についてはも

っと多く販売できるような形でやっていきたいと思っております。それで、皆さん一斉に来られ

ると密の状態とかもできますので、そこら辺は今商工会のほうとも会場を大きく借りる日を設け

ようとか、その辺も今詰めている段階でございまして、なるべくそういうようなことが起きない

ように工夫していきたいと思います。 

 以上です。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 質問させていただきますが、まず高度無線環境整備推進事業負担金です。

これ６月12日の全員協議会のときにも説明ありましたけれども、民設の場合の条件で600世帯以上

の事前加入申込みが必要だと。12月のアンケート調査では500世帯でしたか。100世帯足りないと

いうようなそのときの答弁いただいたのですが、現在どういう状況になっているのか。500が600に

なっているのか、あるいはなっていないのか。それから、その辺のＮＴＴとの協議はどうなって

いるのか。今回予算計上しているということは、ＮＴＴとも協議して、民設民営で行うというこ

とがある程度もうそれはＮＴＴも了解しているのだろうというふうに私は判断しているのです

が、どのような協議が今の現在されているのか。今後予算、議決されると契約ということになっ

てくるのでしょうけれども、今後の動きですか、ＮＴＴ関係の動き、あるいは申請の関係、その

辺の関係、分かる範囲で結構なのですが、お伺いしたいと思います。 

 それから、漁業継続支援交付金です。これ大変私は評価させていただいております。実際にも

ちろん魚価もかなり下がってしまって、私４月、５月の漁協等も調べてみたのですが、静内地区
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では50％以上減少、要するに漁獲高が減っている。三石地区でも三十数％まで減っていると。 

〇議長(福嶋尚人君) 簡素に質問してください。簡素に質疑してください。 

〇15番(木内達夫君) という状況なので、大変この事業はいいのでないのかというふうに思いま

すが、そこで先ほど持っている漁船、あるいは船外機船、全て交付されるということなのですが、

同じ経営者ですから、大きい漁船部分だけ交付するという考え方もあるのかもしれません。予算

の編成過程でそういうような複数持っていても大きい金額の、20万なら20万、10万なら10万、こ

ういうことで行うというような考え方というのは検討の中でそれが出たのかどうなのか、その辺

の確認をさせてください。 

 それから次に、プレミアム商品券です。課長説明ありましたように、１世帯３冊ですから、残

り分ありますよね、4,000とか。それから、恐らく全部申請されるかどうか、１万一千数百の。そ

れも申請ないかもしれないというものが残りますよね。その残った分の販売方法、どのように考

えているのか、その辺の確認をさせていただきたいと思います。３点お願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) 光回線整備についてお答え申し上げます。 

 先月、６月の全員協議会以降我々もＮＴＴ東日本並びに国等とさらに協議を詰めておりまして、

先ほど議員おっしゃった600世帯取らなければ駄目だよという部分につきましては、現実的には

550まで今ハードルが少し下がっている状況でございます。この民設民営による事業につきまして

は、前回の全員協議会以降町としても正式にやりたいということを申し上げておりますし、ＮＴ

Ｔ東日本さんについてもやりましょうということで、事務レベル段階での合意は取れております。

ただ、現実的に手続としましてはこの議会での議決後、負担金契約、いわゆる町は負担する意思

を   持っているということを契約した上で進めるわけですけれども、通常は550取った後にそ

れ確認してから事業に入るのですが、とっても間に合いませんので、実際には並行してやること

になります。説明となりますと、550取ることを約束した上でやっていただくというような流れに

なってございます。早速昨日ですけれども、光ブロードバンド推進協議会というものを町内関係

団体、13団体で立ち上げまして、この議決後段取り整った段階で事前加入申込書というものを11月

めどに獲得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) 水谷水産林務課長。 

〇水産林務課長(水谷 貢君) 私のほうから漁業継続支援交付金の複数隻の考え方についてお答

えいたします。 

 ご質問のように、予算計上に当たってご質問のような議論だとか検討をしております。ただ、

１事業者でも複数の魚種で漁をしているという方については、複数隻所有しておりますので、稼

働、操業しているということになれば当然燃料も消耗品も保険料もかかるというところで、そう

いった船については全て対象にするというようなことで予算計上させていただいております。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) プレミアム商品券の残る可能性があるということに対して

ですけれども、先ほどもちょっとお話しさせてもらったのですけれども、予約を取る段階で３冊

は保証しますと。それ以上購入したい方については一定の冊数の限度額を設けた上で希望を最初

に取っておこうと思います。その上で４万冊をも超えればある程度ご希望に添えない方もいるか

もしれませんけれども、その中でなるべく余ったから、今まで余った場合に、どなたでも買えま
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すという方法を取った場合にかなり混雑する場合がありますので、そういうことないように最初

の段階で希望者には購入冊数希望がなるべく当たるような形で販売できるような方法を今商工会

さんとも協力しながら工夫して進めていきたいというふうに考えます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 今の関係で確認、３回目ですよね。それ確認させていただきたいのですが、

そうすると最初の段階で希望を取ると。１世帯３冊は保証すると。だけれども、５冊欲しい、10冊

欲しいと今度出ますよね。それ希望として取っておくと。だけれども、３冊だけしかやりません。

残りはそういうオーバーする、要するに３冊以上の希望者の中から何冊にするかということを決

めて販売すると、こういうことでいいのかな。確認だけさせてください、その辺。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) そのとおりで、そのとおりの形で今協議を進めているとい

うことになります。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 説明資料の１ページの３番目、オンライン学習に4,358万円で指導者用のデ

ジタル教科書購入となっているのですけれども、現場の先生方というか、教育そのものの中身が

変わることになっていくので、先生方の協議、現場との合意というのをどのように進めているの

かを１つお聞きします。 

 ２ページ目の自宅でできる介護予防体操なのですけれども、115万円、これ体操教室をもう今や

っていないということなのかということと、実践講習会とありますが、誰がいつどこでどのよう

に実施する計画を立てているのかをもう一つお聞きします。 

 10番目の博物館の、ボタンでなく非接触型にして、これ1,584万円なのですけれども、アルコー

ル消毒では駄目なのかということと、さっき説明があって、オンライン配信で文化、観光という

か、あれですけれども、この事業がコロナ対策で本当に今やる緊急性があるのかということと

1,500万かけて、このお金に見合うだけのコロナ対策としての効果というものをどのように考えて

いるのかお聞きします。 

 それと、２ページ目の12番目、滞在移住テレワークですけれども、実際に仕事で長期滞在の人

がいるのか、今。10棟が埋まる見通しというのを持っているのかどうかをお聞きします。 

 16番目の福祉医療システム改修事業ですけれども、これ窓口での混雑避けるために窓口無料化

に向けてシステム改修という説明でしたが、これをするということはコロナが終息した後もうち

も町で子ども医療費を窓口無料化にしていく方向なのかということを、そういう方向でこれを挙

げているのかということをお聞きします。 

 取りあえず   。 

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、オンライン学習の環境整備事業の関係でお尋ねがありまして、

現場の声をどのように反映されたのかということですけれども、ＧＩＧＡスクール構想の関係に

ついては、学校に対しては校長会を通じてこれについてはご説明をしておりますし、具体の、今

回でいうとオンライン学習の教材のデジタル教科書ですか、またその学習教材の作成ソフト等の

関係について、個々の先生方にこれについての声を求めているということは、ここまでの具体的

なものは求めておりませんけれども、ＧＩＧＡスクール構想の全体像の中では校長会を通じてご
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説明しておりますので、また機種の選定のときに当たっても学校に照会をして考え方を聞いたり、

意見照会を求めておりますので、全体の中ではしているということでご理解をいただきたいと思

います。ただ、この教材に関して具体的なものというのはちょっとしておりません。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口健康推進課長。 

〇健康推進課長(山口一二君) 私のほうから介護予防の関係でございます。このコロナの関係で

集まって指導というのがなかなかできていないということがございまして、今後少人数で回数を

増やしながら様々な集いの場、そういったものを通じながら私ども町職員の作業療法士を中心に

高齢者に対して運動の推奨をしていきたいといった中身でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 村田文化振興課長。 

〇文化振興課長(村田美穂君) ３番目の博物館の映像機器更新事業に関してですが、まずアルコ

ール消毒等で対応可能ではないかというお話だったのですけれども、映像機器があるところが、

皆さんご存じかと思いますが、一番常設展示の奥まった場所に実はございます。そこにアルコー

ル消毒を置いておいても職員が常に目の届かない場所ですので、一々声がけということもできま

せんし、であれば非接触型のほうが確実に感染症対策を取れるということと、あとやはりアルコ

ールというものは機器を傷める可能性のあるものですから、そういったものもできるだけ排除し

て、この際きちんと整備をして、長く使っていただきたいというふうに考えております。 

 また、緊急性ということですけれども、あそこで流している映像、皆さんも１度や２度は御覧

になったことはあるかと思いますが、新ひだか町の四季をかなり美しく映しているものでありま

して、観光や何かでいらした方にはかなり人気の高いものでございます。ただ、残念ながら今の

ところあそこでしか見ることのできないファイル形式になっておりまして、今々コロナなどで来

られない、あと子どもたちが在宅で勉強しなければいけないというときに子どもたちでも観光を

目指している方でも自宅から見られるようなファイル形式を幾つか用意いたしまして、デジタル

で配信できるようにして、子どもたちのふるさと学習と、あと将来的には観光客の呼び込みにも

役立ちたいというふうに考えております。 

 以上です。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) テレワークの関係になりますけれども、今報道なんかでも

よく出てきているのですけれども、このコロナの影響もあって在宅勤務というのが注目されて、

それと都会から地方への移住して、そこで勤務する働き方というのもかなり注目されてきており

ます。それで、今実際体験移住にもつい先日も現役世代の方、40代の方ですけれども、今の体験

住宅にはそういったＷi―Ｆi、光ファイバーの機能はないということをお伝えしたら、それはで

は仕方がないので自分で用意するという方も実際来られて、今こういった家庭への光ファイバー

の整備というのも当たり前の時代になってきているのかなということで、そういうもの整備して、

こういったテレワークにも対応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) 渡辺福祉課長。 

〇福祉課長(渡辺浩之君) 私のほうからは、福祉医療システム改修事業についてお答えいたしま

す。 

 このシステム改修については、谷議員からも何度かご質問のありました医療費の無償化と、窓

口の無料化ということに向けてのというか、こういうふうに対応するときのためのシステム改修
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ということで、無償化になったことによっての経費というのはこの中には入っていません。とい

うのは、いつから始めるかということは、システム改修は行いますけれども、いついつから窓口

で無料化と。先ほどご質問の中でコロナ関係が収まった後も引き続きというふうなご質問だった

のですけれども、直ちに窓口での無料を行うということではなく、これはあくまでもシステムの

改修ということでご理解いただければと思います。 

 以上です。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) お金かけてシステム改修するので、ぜひ前向きに無料化のほうを町として

も検討してほしいということです。 

 それと、介護予防の実践講習会というのは、まだ実際の計画ができていないという理解でいい

のですね。 

 もう一つ質問します。歳出のほうの９ページ、備品購入費のほうなのですけれども、ここの、

さっき右岸、左岸で簡易水洗トイレと説明あったのですけれども、ほかにもブックトラックだと

か洗濯乾燥機だとか大型ベビーカート、オープン棚、カラーマット、子ども用テーブル、プール

とか、どこがコロナ対策なのかよくちょっと分からないので、ここのところを説明を求めます。 

 それと、説明資料のほうの２ページなのですが、17番、ロビー改修に190万かけているのですけ

れども、コロナの３密対策ということですけれども、これが本当に今緊急にやるものなのか、そ

の必要性というか、コロナ対策としての必要性というものをちょっとお聞きします。 

 それで、今回の補正って先ほど木内議員も質問した第一次産業とか、そういう面でいろいろ一

定評価できる中身ではあるのですけれども、反面、困っている町民の生活に直接援助するという

…… 

〇議長(福嶋尚人君) 谷君、質疑ですから。 

〇10番(谷 園子君) ですけれども、そういう面が薄いのではないかと。ダメージを受けている

町民、例えば上下水道料の減額とか、そういうような…… 

〇議長(福嶋尚人君) 谷君、そういう質疑はやめてください。 

〇10番(谷 園子君) そういうようなものの検討はどのようにされたのか、それを…… 

〇議長(福嶋尚人君) 答える必要ありません。その点に関して   必要ありません。 

〇10番(谷 園子君) コロナ対策費の中でやっぱり目的、本来の国の補正で来ているコロナ対策

費としてどういうふうに検討したのかをお聞きしています。 

〇議長(福嶋尚人君) 議長の議事整理権に従ってください。 

 それ以外のことについて答弁してください。 

 渡辺福祉課長。 

〇福祉課長(渡辺浩之君) それでは、備品購入費の中で福祉課が該当するようなところについて

私のほうからご答弁いたします。 

 取りあえず福祉課とすれば、一応３密を避ける、換気をするということで、ここに書いている

部分については児童館と保育所での部分を備品購入として上げています。上からいきますと、掃

除機、空気清浄機、スチームクリーナー、これは感染予防をするということでの消毒ですとか、

そういうものに対して購入するというものです。大型ベビーカート、オープン棚、カラーマット、

子ども用テーブル、フリーパーティション、プール、これは３密を避けると。子どもをあまり近
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くならないように分けるためのものと考えています。この中でテントという部分が、テントとい

うふうな言葉だけなので、ちょっと説明不足だったかもしれませんが、外の砂場の上にかけると。

利用するときには高く上げて、使わないときには下げると。コロナだけではなくて、猫ですとか

入らないような形を取ると。ですから、これも感染予防ということで購入をしようとするもので

す。あと、次亜塩素酸空間除菌脱臭機ですとか洗濯乾燥機、滅菌線消毒保管庫、これについても

消毒に資するものということでの購入と考えています。 

 以上です。 

〇議長(福嶋尚人君) 大久保生涯学習課長。 

〇生涯学習課長(大久保信男君) 同じく備品購入費の簡易水洗トイレの関係のご質問ですが、こ

の予算は全て私ども生涯学習課の予算となってございます。それで、当然このコロナ対策という

ことで実施するわけですが、私どもの事業の中には健康支援事業としましてフットパス事業とい

うものがございます。これは、静内の左岸、右岸の公園のところを利用したものでございまして、

そこをコースとして回るのですが、この公園につきましては全体で13基のトイレが今設置されて

いるのですが、そのうち６基が現在利用を中止してございます。これは、かなりの老朽化と破損

によりまして修繕もできなかったものでございます。衛生上問題ありますので、それを使用を中

止していたところですが、このコロナ対策の予算を利用させていただきまして、事業の関係もご

ざいますので、これを整備させていただくということで予算を計上させていただいたものでござ

います。 

〇議長(福嶋尚人君) 村田文化振興課長。 

〇文化振興課長(村田美穂君) ご質問の中でブックトラックという単語がございましたので、文

化振興課に関わるところをご説明させていただきます。 

 当課に関わる備品につきましては、上から３番目の折り畳みパーティション、５番目のスキャ

ナー、７番目のブックトラックでございます。ブックトラックというものは本を置いておく台で

す、簡単に言いますと。今当町では返却された本については１冊１冊全てアルコールで表面を拭

いておりますけれども、学校から大量に700冊とか返ってくる場合もありますので、そういうとき

にある一定期間をそういった台に置いておいて隔離しておくと、その隔離している期間に菌がい

なくなるという、海外ではそういう図書館で実践している事例もあるというふうに聞きましたの

で、今回要求させていただきました。また、スキャナーについては先ほど来説明させてもいただ

いておりますデジタル資料を作るためのスキャナーでございます。パーティションにつきまして

は、現在密を避けるということで対面式の読み聞かせができない状況にありますが、大きめのパ

ーティションをすることで相手との飛沫を防ぐということで、ぜひ対面での読み聞かせを再開し

たいということで要求させていただいております。 

〇議長(福嶋尚人君) 田口管理課長。 

〇管理課長(田口 寛君) 先ほど私答弁の中でオンライン学習の環境整備事業の中で現時点では

意見を求めていないけれどもという言い方をしましたけれども、今後、本日予算が議決されまし

た後、これも学校長を通じてということになりますけれども、これらの端末管理及び学習支援ツ

ールに関するご意見、これを幅広く学校に求めようとしますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。 

〇議長(福嶋尚人君) 佐藤契約管財課長。 
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〇契約管財課長(佐藤礼二君) 私のほうからは、静内庁舎のロビーの改修事業の部分でお答えを

したいと思います。 

 ご存じのように、玄関入って左手のほうに池があったということで、大理石等の囲いの上に人

工芝の板を張って、言ってみればデッドスペースになっていると。その手前のところに生活環境

課の窓口の椅子を３つ、４つほど並べているような状況でございますので、やはり３密を避ける、

何かとホールのほうは何かしらの交付関係の事業でも使用することがございます。ですから、こ

の際に当たりまして生け垣を撤去しまして、広く使うことで３密を避けるという目的でこの事業

を計上させていただいているところでございます。 

 以上です。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 私も何点か質問いたしますけれども、説明資料の１ページの⑧のところな

のですが、私の認識と全然違いますので、数字もお聞きしますけれども、この感染の拡大で通所

介護サービスが中止をしたところが何か所あって、中止することによって訪問介護サービスに替

えた人が何人いたのか。そのニーズに応えることが人手不足からできなかったということがどれ

だけあったのかということを具体的に説明願います。 

 それから、その対策として介護初任者研修を開催して人材確保するとありますけれども、新ひ

だか町の場合でも各産業において人不足が多い現状ですし、現状の中でも介護者募集をしても資

格者がいてもなかなか集まらないという現状の中では、この補正予算の中に、この初任者研修を

開催したから人材確保につながるとは思えないのですけれども、この辺の理由を説明していただ

きたいと思います。 

 それから、２ページの⑨番ですが、これについても実際に新ひだか町の場合には外出自粛があ

ったからといって多くの町民の方々が外出しないで自宅に閉じ籠もっているわけではありませ

ん。事業者においてもできるだけ閉じ籠もることなく、外での散歩や運動を推奨していますし、

多くの一般の町民の方々も外で実際には散歩も現状の中では行っています。ここにある理由を見

ますと、自宅で運動ができるように体操のＤＶＤを作成して配付するとありますけれども、何戸

に配付するのかということと、現状では多くの人たちがこのようなものを仮に配付したとしても

利用することによる効果というのは今までの中では認められていないのです。そういう意味では、

このＤＶＤを作って配付することによって、または講習会を開いて専門職が指導するとあります

けれども、このことの効果というのは期待どのぐらいできるものでしょうか。それについて確認

をいたしたいと思います。 

 それから、○22番の花のある暮らしづくりのことですが、ここには70か所の施設に配付するとあ

りますけれども、私の知っている範囲でも町内の施設には障がい者施設から、民間の施設から、

公共の施設から入れたとしても70か所以上あるような気がするのですけれども、この70か所の配

付先を説明していただきたいと思います。また、今回アレンジメントフラワーを飾るという趣旨

からすると、私は学校等にも配付していただけたら効果があるのかと思いますけれども、学校等

がこの中に入っているかどうかも確認いたしたいと思います。 

 まず、１点目、それだけで。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口健康推進課長。 

〇健康推進課長(山口一二君) まず、緊急介護人材の支援で、こちらのほうに書いてある部分に
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つきまして、これ全国的な事例で、国のほうでなかなか通所でのサービスができない場合に訪問

のほうに切り替えた対応をということで、国のほうのものでありまして、町内の事例ではござい

ません。国のそういった状況を踏まえて、訪問介護が可能になる今回の初任者研修、こちらのほ

うを開いて、一人でも多くの人材確保につなげていきたい、そういった思いでの研修事業でござ

います。特に通常130時間座学での研修が必要であります。ただ、国の通達によってほとんどが通

信での研修が今回可能となっております。こういった状況を利用して、今回この事業を取り上げ

させていただきました。 

 そして、ＤＶＤのほうでございますけれども、確かに皆さん外に出歩くことも多いのですけれ

ども、確かに天候悪化だとか、そういった場合で家にいることも多い方もいらっしゃいます。そ

ういった部分に対して、家でＤＶＤを見ながら、短いもので５分程度でございますけれども、自

宅で運動していただこうと。これから冬迎えて、悪天候の中、家でも体操ができるように1,000枚

の配付を希望者にしたいというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川農政課長。 

〇農政課長(及川敦司君) 花のある町づくり推進事業の配付先の考え方でございますけれども、

町民が集う施設ということを中心に考えて選定したところでございます。それで、公共施設につ

きましては集会施設、福祉施設、それとあと教育施設も含めて設置する予定でございます。そし

て、民間施設につきましては金融機関、そしてホテル、こういったところに配付する予定でござ

いまして、教育施設としては学校、民間の幼稚園も含めまして、そういうところも対象としてい

るところでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) まず、１点目と２点目ですけれども、あくまでもこの予算は、今新ひだか

町の補正予算についての審議なわけですから、当然それに見合うものが提案されてきたはずなの

ですけれども、我が新ひだか町のケースでなくて、この⑧番についても国のあれだということを

説明しましたけれども、それでは補正予算で組むべきものでなくて、人材確保云々まで言うので

あれば当然本予算の中で来年に向けてすべきことであって、今、今回208万を計上しなければなら

ないという理由の説明にはならないと思うのです。 

〇議長(福嶋尚人君) 下川君、質疑ですから。質疑で、意見を聞く場ではありませんので、質問

だけしてください。 

〇６番(下川孝志君) だから、さっきの答弁では納得できないから、もうちょっと詳しく…… 

〇議長(福嶋尚人君) だから、意見を求めているわけでないので。各議員の意見を求めているわ

けではありませんので、質問だけしてください。 

〇６番(下川孝志君) では、⑨番のＤＶＤですが、説明の中では、どうも新ひだか町の説明とい

うよりも違う説明をなされたような気がして、新ひだか町の実態は、今日の天気でも30度近い地

域もありますけれども、うちの町は21度か22度というような中では、外に出ることによって運動

機能を回復させるとか介護予防するということが本来の姿であって、今回希望者にＤＶＤを配る

ことによって、または講習会をすることによって介護予防とかに、健康状態を維持するというこ

との説明には納得できない部分があるのですけれども、もう一度詳しく説明をしていただきたい

と思います。 

 それから、花のある町づくりについて、私はきちっと説明   足していったらそれで70か所
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になるのですかということになるわけですから、具体的に教育施設なら何ぼ、介護施設なら何ぼ、

福祉施設なら何ぼとかということを積算して70になったと思っていたものですから、それを確認

したかったわけです。具体的に細かい数字は置いておいたとしても、約70になる根拠、数字をち

ょっと出してほしいのですが。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口健康推進課長。 

〇健康推進課長(山口一二君) 介護予防に関する、外に出歩ける方と、それからなかなか外に出

ることもできない、先ほど悪天候と言いましたけれども、一年間のうちで土砂降りの日だとか大

雪の日だとか、なかなか外に出られないようなときでも自宅で運動することによって介護予防と

フレイルの予防にもつながるのではないか、少しでも体操して体動かすということが大切なので

はないかというふうに考えた今回のＤＶＤの配付、さらにはやはり体操というのは体を動かすと

いうことが大変重要です。皆さん外に出歩いてウオーキングしたりすることも重々承知しており

ます。でも、なかなか外に出られない方、そういった方にも自宅で運動してもらおうという狙い

を持っての今回の計上でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川農政課長。 

〇農政課長(及川敦司君) 70施設の具体的な数字の内訳ということでございますけれども、まず

民間施設のほうから言いますと、まず金融機関につきましては銀行関係、郵便局関係で14施設、

あとホテル関係が５施設、そして学校関係につきましては高校も含めて11施設、そしてあと公共

施設、集会施設、福祉施設になりますけれども、今ちょっとなかなか内訳はすぐ数字は申し上げ

られないのですけれども、福祉施設につきましてはまきばですとか静寿園、蓬莱荘といったよう

な部分、そして集会施設につきましては公民館ですとかピュアプラザ、三石の総合町民センター

ですとか、そういったところを含めて設置するというような予定になってございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 教育施設も入っていることを聞いて安心したのですが、数字の説明の中で

は銀行等も入れてこの数字ということなのですけれども、実は民間の新ひだか町の福祉施設って

デイサービスだとか、障がい者の集まる施設とか入れると私はもっといっぱいあると思うのです。

この企画したときに多分これ70で余ったところは希望者には配付するよということだと思います

けれども、この企画からすると、民間のデイサービスとかもまだまだありますので、そういうと

ころはできるだけ配付するということを期待したいのですけれども、いかがでしょう。 

〇議長(福嶋尚人君) ちょっと今質疑ではないのですけれども。よろしいですか。意見に近いの

で、下川君、よろしいですか。 

〔｢議長が言うなら｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) よろしく。 

 ３番、志田君。 

〇３番(志田 力君) 皆さん確認してくれた部分については避けますが、事業概要の中で質問さ

せていただきますが、まず①番目の公園等の遊具施設の部分と、それから４ページの木材云々の

ところにも関連するのですが、公園の遊具施設等の中で海浜公園の遊具というのは考えられてい

るのでしょうか。もし考えていないとすれば、その理由をお聞かせ願いたい。それが１点目です。 

 それから、１ページの⑦、学校保健特別事業のところで、この予算にはきっと入っていないの

かもしれませんが、一応お聞きします。全国的にも言われているのですが、コロナの子どもたち
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の鬱状態の調査等々とかアンケート調査とか、そういったものに対する予算はこれの中に入って

いるのでしょうか。もし入っていないとすれば、そういうことは実施する予定があるのでしょう

か。そこら辺をお聞きしたいと。 

 それと、さっきの木内さんのところのプレミアム商品券の⑲番のところで、使える対象施設と

いうか、店舗、これ毎度議論になるのですが、大手企業も使えるものとするのかどうか、そこら

辺を確認させていただきたいのと、それと○21番目の体験滞在型観光商品の関係ですけれども、地

域資源の中で、地域資源という部分では町外の資源を利用しても構わないのかどうか。 

 それと、アイヌ関係の体験なんかもこの中で考えているのでしょうか。アイヌ関係の場合は別

な予算枠があって、そちらのほうでやっていこうとするのでしょうか。そういったことも想定し

てのこの予算なのでしょうか。 

 以上を確認させていただきたいのですが。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君)    なのですが、まず海浜公園の遊具の関係、なのです

けれども、今対象となる遊具については建設課と協議をしておりますので、海浜公園については

今ここで対象になる、ならないということはお答えできないのですけれども、ここはこれからち

ょっと詳しく協議していきたいと思っています。 

 あと、プレミアムのほうの大型店の取扱いなのですけれども、これは事業主体のほう、商工会

なのですけれども、確認、協議をさせていただいていまして、これまでも何度かこういったプレ

ミアムつき商品券の事業やっているのですが、今回15枚のうち一定の割合を大型店も使える券と

して考えていきたいと思っていますが、半分以下です。基本的には町内の地場の商店街の皆さん、

商店街を多く使えるような形で、大型店も使える共通券は割合を少し減らして、ただ対象には含

めていきたいというふうに考えています。 

 それから、○21番の体験滞在型の観光の部分ですけれども、町外の資源ということがありました

が、基本的には町内の資源を使って生かしていただきたいということで、アイヌ関係が別かどう

かというのは特に、なるべく幅広く有効な事業になるのであれば、そこは別というふうには今の

ところは考えてございません。 

 以上です。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) 大変申し訳ありませんでした。海浜公園の遊具については、今回１か

所塗装するということで含まれておりますので、大変申し訳ありませんでした。 

〔何事か言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 協議するとかと言っていた。 

〔何事か言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 所管の課長がそう言うので、ご理解ください。 

 田口管理課長。 

〇管理課長(田口 寛君) ⑦番の学校保健特別対策事業費補助金の中でのご質問でしたが、この

中にはコロナ関係の鬱関係の経費については入っておりません。あくまで、先ほどご説明も総務

課長のほうからしておりますけれども、ここに書いてあるとおり、事業の概要、これに関わる経

費を校長の判断で迅速的に対応していこうということで国のほうで補助メニューがつくられて、
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当町において2,000万、地方分も含めて2,000万という事業費が計上されており、内訳については、

説明のとおり、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品、それを計上されております。 

 なお、志田議員さんおっしゃられておりましたコロナ関係の鬱の関係でございますけれども、

当町においては現時点では直接的にコロナ関係で鬱状態という報告は上がってきておりませんけ

れども、今後予断の許さない、新たな生活様式が始まって、考えられないことありませんので、

非常勤でスクールカウンセラー等もおりますので、今後鬱状態の関係がもし出た場合については

よく検討をしてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解ください。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 幾つかあったのですけれども、前の議員の質疑でほぼ了解しましたので、

２点ほどお伺いしたいと思うのですけれども、事業概要の１ページの２番目のオンライン体操実

施事業100万円とあるのですけれども、この事業費の100万円とラジオ体操とどういうふうにやる

のかな。何ともイメージができないので、ちょっと説明お願いしたいなと。 

 それと、10ページの、先ほど谷議員の質問あったのですけれども、福祉医療システムの改修事

業486万5,000円なのですけれども、これ従来窓口の無料化ではペナルティーがあるという説明だ

ったと思います。ペナルティーのあることを国から来たお金で改修していくと。何となく違和感

あるのです。それで、国のほうでこの制度改正なんかが予定されているのか、あるいは制度改正

が予定されていないけれども、町のほうで近々やっていかなければいけないかなという、そうい

った判断があるのかどうか、この２点お伺いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 大久保生涯学習課長。 

〇生涯学習課長(大久保信男君) オンライン体操実施事業のご質問につきまして答弁させていた

だきます。 

 これにつきましては、ＳＮＳのオンラインアプリを使いまして、講師がラジオ体操などを行っ

ている映像を皆さんのパソコンや携帯にも受信できるように映像を配信するものでございます。

自宅にいる方たち、これは子どもだとかその親も含めてなのですが、皆さんでラジオ体操などし

ていただくのですが、それだけではなくて、機器を持っていない方につきましてはこちらで数か

所場所を、会場を設置いたしまして、実施する日に皆さん集まっていただいて、ラジオ体操、そ

してまたそれ以外の、最後には皆さんで風船を膨らませて空に飛ばすというようなことなどもや

って、いろいろと事業をしていきたいというふうに考えているものでございます。新型コロナウ

イルスの関係でなかなか外出の自粛などで、特に子どもたちが学校、臨時休校もありまして、心

のケアやストレスの解消という部分がなかなか、これが対策が必要というふうになっているもの

でありまして、また社会教育の部分の授業もなかなか実施できなかったこともございますので、

今回オンラインのアプリを活用する方法を用いまして、できるだけ多くの町民に参加いただいて、

実施していきたいなというふうに思っております。また、このコロナにつきましてはまたこれが

いつ終息を迎えるのかというのはちょっと今も予測のつかないところでございますから、今後私

どもで行う事業につきまして、オンラインを利用して各家庭に配信するというような方法も考え

ながら、今回まずはこの事業で試してみたいなということで予算を計上させていただいたもので

ございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺福祉課長。 

〇福祉課長(渡辺浩之君) この医療費については、数年前にその当時の文教厚生常任委員会に付
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託され、一部不採択、一部採択ということで中学生までということになり、その当時は国保のペ

ナルティーとして数百万というふうなことが生じるということもありまして、商品券というふう

な形になっていったと思います。直近での制度改正という部分はないのですけれども、全国の流

れとして小学生まではペナルティーはかけないよと、そういうふうな部分がありまして、今ペナ

ルティーに対して   したところ、100万円未満でとどまるのではないかというような、そうい

うような事情もあり、窓口には商品券買いに来られる方も一月で五、六百人いますので、それを

考えると密を避けるためにも、先ほど答弁したように、無償化をいつからというふうな部分を明

言はしてはいないのですけれども、すぐ対応できるような形でシステムの改修は先駆けてやって

いきたいなというようなことで上程いたしております。 

 以上です。 

〇議長(福嶋尚人君) 丸山福祉課主幹。 

〇福祉課主幹(丸山 薫君) ちょっと補足させていただきますけれども、ペナルティーがなくな

ったのは小学校就学前までの児童につきまして平成30年度からなくなったということでございま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) 二、三点、２点ぐらいでお聞きしたいのですが、補正予算の８ページの需

用費の修繕料1,374万2,000円なのですが、これは先ほどもちょっとお話がございましたように、

事業概要の公園等遊具感染予防対策事業のことだと思うのですが、それでこの遊具につきまして

は、一般公園とか住宅公園とか児童公園とありまして、先ほども海浜公園という話もありました

けれども、これ例えば今時期的にテープ貼って、やっていないというようなところも多数見受け

られるのですが、こういったことも含めて使われそうなところは塗装とか、そういったことをさ

れるのか、そこら辺ちょっとお聞きしたいと思います。 

 それから、先ほどオンラインの関係は具体的に   ので、分かりましたけれども、この事業

概要の４番目の修学旅行の延期に伴う追加経費助成事業で49万   ますけれども、これは修学

旅行が延期になったときによる保護者に発生した追加経費というのは、これはどんな追加経費な

のか。キャンセル料とかいろいろ想定されるのですけれども、どういった追加経費なのか、その

辺ちょっとお聞きしたいと思います。 

 それから、あと一つは同じく概要の中の⑤で安全性の高い給食用食缶の整備事業ですけれども、

657万見ていますけれども、これ内容は分かりましたけれども、この補正予算のほうの科目にはど

の支出科目を使っているのか、ちょっとその辺お聞きしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) １点目の公園等遊具感染症予防対策事業についてお答え申し上げま

す。 

 今回の対策事業につきましては、まず１つが塗装の経年劣化によります亀裂、あるいは剥離し

たところを塗装を塗って、細菌の付着を軽減するというものと、それから砂場の砂を入れ替える

ということを目的として事業をしようとするものです。議員言われました使用禁止のテープを貼

られているところというのが、塗装が原因で使用禁止にしているところについては今回対象とし

てやりますけれども、その他遊具の破損等で使用禁止にしているというところは今回は対象とは

しておりませんので、それはそのまま使用禁止ということでご理解いただきたいと思います。 
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〇議長(福嶋尚人君) 田口管理課長。 

〇管理課長(田口 寛君) 修学旅行の経費の関係でお尋ねがありましたので、ご回答させてもら

います。 

 修学旅行につきましては、全般的に１学期については学校行事を当面しないようにということ

で道教委のほうからの要請があって、当教育委員会についても１学期については学校行事を見合

わせようということで、それで各学校に判断をいただくということで、各学校、修学旅行につい

ては２学期に実施するということで、行き先も実は変更になっている部分がありまして、４校で

実は経費がその分、時期がずれたということと行き先が変更になって、金額がちょっと変わった

ということで、増額になったところが４校ありまして、それに伴う増加分の経費をここで計上さ

せてもらったということでございます。 

 以上です。 

〇議長(福嶋尚人君) 池田学校給食センター長。 

〇学校給食センター長(池田孝義君) 給食センターの食缶の関係ですけれども、支出のほうの費

目については、これは消耗品費になります。一般の８ページの9,582万4,000円のうちの消耗品費

の8,121万7,000円のところに給食費の食缶のやつは入っております。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) ２点ほど質問させていただきます。 

 まず、一般予算の９ページ関連なのですが、事業概要の説明の４ページですか。４ページの○26

番です。木材を活用した高静小学校の改修事業なのですが、確認したいことは地元産材の活用と

いうことで今回改修をするということで、これはよいことなのですが、地元産材の製材というこ

とになると、地元では森林組合と１社かそこらの製造木材会社しかありませんけれども、この会

社の製材したものを使うという地元産材の活用と、そういう意味で捉えてよろしいのか。まず、

１点目。 

 次、下段の○30番ですか、通り会の関連での電気料とリース料も含めた負担軽減事業ですが、91万

1,000円計上しておりますけれども、支援内容が25％ということなのですが、総額にすると逆算す

ると380万ぐらいになりますけれども、これについては   以前に我々所管の委員会でもこの要

請があったところでございますけれども、この25％という根拠と、それからおおむねこの支援を

予算づけするに当たって通り会との理解される中での協議をされていたのかどうか、その点につ

いての説明をお願いいたします。 

 それから、最後のですが、５ページのほうなのですが、その他の感染対策の最終の○32なのです

が、いろいろとメニューがたくさんありまして、口頭で説明ありました。これに当たってなので

すが、私もメモずっとしておりましたけれども、なかなか多くの数がありまして、メモできない

部分もございましたけれども、我々のほうの厚生経済、所管の委員会に関わる部分もございます

けれども、委員会での事前の情報共有とか、いろいろやっぱりやり方があったと思いますけれど

も、その在り方については今後我々も考えを整理しなければならないとありますけれども、かな

りの金額、要するに１億1,600万何がしの大きな金額の中でこういったものは理事者側のほうから

も適正なやっぱり資料を提供すべきではないかというふうに考えております。この３点について

お願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) ３番目については質問事項に当たりませんので、よろしいですね。 
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 田口管理課長。 

〇管理課長(田口 寛君) ○26番、木材を活用した高静小学校の築山の改修の関係でございますけ

れども、この築山、大陸山を今地元の産材の活用、具体的に言うとカラマツということになりま

すが、これを使いまして今改修を、今使用中止になっているものですから、改修をして、使える

ようにしたいということで、カラマツを想定しておりますので、もちろん地元調達ということに

なりますので、地元で扱っているのは、議員さんおっしゃられたとおり、組合ということになり

ますし、あと防腐加工等もしなくてはなりませんので、そこら辺はやっぱり中部さんしかできな

いということで、想定としては今そこのカラマツを使っていくということになります。 

 以上です。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) ○30番の通り会電気料等負担軽減事業ということで、この説明のちょっ

と表現が悪かったのかなというふうに思います。今回のこの25％という根拠なのですが、もとも

と街路灯の標準的なデザインをデザイン化した街路灯のグレードアップ分ということと、それか

ら基数を一般的な基数よりも少し増やすというところで、もともと通り会の方にはグレードアッ

プ分として25％の負担をしていただいていて、75％が町が負担していたというものになります。

ですから、この25％というのは一年間の電気料と使用料になりますけれども、今年１年分の全額、

結果的には通り会の負担がなくなるということでご理解いただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) すみません。皆さん質問されたので、１点だけ質問させてください。 

 花のある暮らしづくり推進事業なのですけれども、町内の花販売店ということなのですけれど

も、これ全販売店が参加される予定なのか、そこ確認をしたいのですけれども。 

〔何事か言う人あり〕 

〇13番(建部和代君) 町内業者で。すみません。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川農政課長。 

〇農政課長(及川敦司君) 対象となる生花店なのですけれども、対象とするときにちょっと花屋

さんともいろいろお話ししましたが、花を取り扱うお店で野菜も取り扱ったり、花木も取り扱っ

たりといった、そういったいろんな業者さんもございますけれども、まずは花の価格下落という

こと、そしてあとイベント等の中止ということで花屋さんにもかなり影響があるということで、

町内にある７つの生花店に限らせていただいて、今回この７店舗と協働してやるというような事

業になってございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ほかに。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 次に、歳入について質疑ありませんか。 

 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 歳入で１点質問させてください。 

 それで、歳入ですから、それで６ページの総務費国庫補助金、地方創生臨時交付金６億9,163万

6,000円、こういうことで見られております。それで、質問したいのは６月定例議会の私の一般質

問でこの臨時交付金４億8,674万2,000円と、こういう答弁いただきました。今回の高度無線環境

整備事業、歳出の、この財源として国庫補助金の８割を上限に、これは補助事業ですよね。補助
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事業としての裏財源、これが臨時交付金なのですが、２億9,840万見ています。この６億9,163万

6,000円から２億9,840万円を引きますと３億9,323万6,000円になります。この３億9,323万

6,000円と６月の私の質問に答えておりました４億8,674万2,000円との差が9,350万6,000円にな

ると思います。これは、今回予算を見ていないと、こういうふうに解釈していいのかどうなのか。

結局はまだ全部臨時交付金は今回の補正では見ていないよと。今後の補正予算で別な事業の財源

に充てるために見ていないよということなのかどうか、そこだけ確認させてください。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) ただいま質問のありました内容、木内議員のおっしゃるとおりでござ

います。それで、残りが9,350万6,000円残っていまして、それにつきましては、前段にお話しし

たのですけれども、今回は早急に対応したいというふうなものに限って上程させていただきまし

たので、残りにつきましては今後の議会において補正予算として改めて上程したいというふうに

考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 本庄副町長。 

〇副町長(本庄康浩君) 今申し上げたとおりなのですけれども、基本的に今、今回臨時議会で補

正予算させていただきました。それで、９月にも当然次の今申し上げた部分が出てくると思いま

す。一次補正分も執行残というのが出てくるのです。ですから、ここら辺も極端な話は全部消費

するような補正でいきたいということでございますので、まだ二次、三次という、うちでいう二

次補正、三次補正という、町の二次補正、三次補正が出てまいりますので、そこら辺ご理解をい

ただいておきたいというふうに思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 今の財源に加えて、支え合い基金、これも同じように出てくるということ

で考えてよろしいですか。９月の例えば補正ですとか、それも含めた町のいわゆる二次、三次補

正が出てくると、こういうことでよろしいですか。確認だけです。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 先ほど副町長申し上げた部分と、あと寄附いただいている部分、こち

らのほうも併せまして９月のほうに考えていきたいというふうに思っています。 

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３号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

これから議案第３号 令和２年度新ひだか町一般会計補正予算(第４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３号は、原案のとおり可決されました。 

 説明員の入替えがありますので、暫時休憩いたします。 

休憩  午後 零時０８分 

                                            



 

 － 31 － 

再開  午後 零時０９分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                            

    ◎議案第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第６、議案第４号 新ひだか町過疎地域自立促進市町村計画の変更に

ついてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 柴田企画課長。 

〔企画課長 柴田 隆君登壇〕 

〇企画課長(柴田 隆君) ただいま上程されました議案第４号についてご説明申し上げます。 

 議案第４号は、新ひだか町過疎地域自立促進市町村計画の変更についてでございまして、過疎

地域自立促進特別措置法第６条第７項の規定に基づき新ひだか町過疎地域自立促進市町村計画を

変更することにつきまして、議会の議決を求めるものでございます。 

 本計画の変更理由でございますが、過疎地域自立促進特別措置法第12条の規定により、事業の

財源として過疎債を活用するためには、過疎計画に対象事業が登載されていることが条件となっ

ておりまして、今年度過疎債を活用して実施しようとする事業のうち、現計画に登載されていな

い事業があることから、事業を追加するものでございます。具体的には新旧対照表でご説明いた

しますので、１枚おめくりください。 

 計画の第３項第３号の変更でございまして、事業名の(６)、電気通信施設等情報化のための施

設の区分にその他としまして情報通信網整備事業を加えるものでございます。本事業は、先ほど

来議論もありましたとおり、町内全域に情報通信網を整備することによりまして町内における情

報格差の是正を図り、さらには産業振興、教育振興、人口減少対策などに活用するなど持続可能

な地域となることを目的として実施するものでございます。 

 恐れ入ります。１枚お戻りください。２の変更年月日についてでございますが、今回の計画変

更年月日は令和２年８月１日とするものでございます。 

 以上、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。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 新ひだか町過疎地域自立促進市町村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４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 
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〇議長(福嶋尚人君) これから行政報告に対する質疑を行います。 

 報告事項についてのみ質疑願います。 

〔｢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。 

 令和２年第４回新ひだか町議会臨時会を閉会いたします。 

 どうもご苦労さまでした。 

 (午後 零時１３分) 


