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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１回新ひだか町議

会定例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、３番、志田君、４番、渡辺君を指名

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。本定例会の会期は、本日から３月19日までの９日間までとし、３月13日、

14日は休会にいたしたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は本日から３月19日までの９日間とし、３月13日、14日は休会とする

こと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行政報告を申し上げた

いと思います。 

初めに、１ページの上段でございますが、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。１月７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。 

次に、２番のところでございますが、ワクチンの接種対策室の設置に伴います職員の人事異動

についてでございます。新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種開始に備えまして、本
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年２月１日付で保健福祉部にワクチン接種対策室を設置いたしました。迅速かつ適切にワクチン

接種を実施できるよう準備を進めているところでございまして、ワクチン接種に関しますお問合

せ等に対しましても対応していくところでございます。なお、異動の内容につきましては、記載

のとおりでございます。 

１枚めくっていただきまして、３のところでございますが、暴風雪等による被害状況について

でございます。２月15日からの暴風雪等による被害状況についてでございますが、その内容につ

きましては３ページの上段まで書かれてございますけれども、被害件数といたしまして現時点、

２月26日現在でございますが、54件、金額にいたしまして2,898万2,000円ということになってご

ざいます。 

３ページの４のところでございますが、寄付についてでございます。記載のとおり３件のご寄

付がございました。寄付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ま

す。 

めくっていただきまして、４ページの上段でございますが、工事に係る入札の執行についてで

ございます。記載のとおり３件の工事に係る入札を行ったところでございまして、その詳細につ

きましては、５ページ並びに６ページに記載のとおりでございます。 

次に、最後になりますけれども、委託業務に係ります入札の執行についてでございます。これ

につきましては、２件の委託業務の入札を行ってございます。これらにつきます詳細につきまし

ては、７ページでございます。 

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。 

                                            

       ◎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 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。 

 及川農政課長。 

〔農政課長 及川敦司君登壇〕 

〇農政課長(及川敦司君) おはようございます。ただいま上程されました報告第１号について申

し上げます。 

 報告第１号は、専決処分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枚おめくりいただきたいと思います。令和３年専決処分第１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１月６日でございます。 

もう一枚おめくりいただきたいと思います。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２年12月３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１

万2,478円で相手方と和解する。 

事件の概要でございますが、記載のとおりとなってございまして、過失割合は町側が２、相手

側が８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、
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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

たいと考えてございます。 

以上、報告第１号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 新ひだか町教育委員会教育長の任命につき同意を

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〕 

〇町長(大野克之君) ただいま上程されました議案第１号につきましてご説明を申し上げます。 

議案第１号は、新ひだか町教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについてでござい

ます。現髙野教育長の任期が本年３月31日をもって満了することに伴いまして、教育長に次の方

を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により議会の

同意を求めるものでございます。 

今回任命しようとする方につきましては新任となります。現住所は、日高郡新ひだか町静内神

森60番地の２、氏名は久保田達也氏でございます。生年月日は昭和32年12月８日、63歳でござい

ます。職業は、現在新ひだか町の職員、会計年度任用職員としてお勤めになっておられます。 

今回任命されますと、久保田氏の任期は令和３年４月１日から令和６年３月31日までの３年間

となります。 

次のページに参考といたしまして久保田氏の略歴を添付してございますので、ご参照いただき

たいというふうに存じます。 

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

〇議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。 

 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。ご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、本案は質疑、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 新ひだか町教育委員会教育長の任命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、同意することに決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

休憩  午前 ９時４０分 
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再開  午前 ９時４３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２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 新ひだか町教育委員会委員の任命につき同意を求

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〕 

〇町長(大野克之君) ただいま上程されました議案第２号につきましてご説明を申し上げます。 

議案第２号は、新ひだか町教育委員会委員の任命につきまして同意を求めることについてでご

ざいます。現教育委員会委員４名のうち１名の方が任期が５月12日をもって満了することに伴い

まして、新ひだか町教育委員会委員に次の方を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第４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。 

今回任命しようとする方につきましては新任でございます。現住所は、日高郡新ひだか町静内

こうせい町３丁目１番19号、氏名は津山浩氏でございます。生年月日は昭和52年３月26日、年齢

は43歳、職業は会社役員でございます。 

今回任命されますと、津山氏の任期は令和３年５月13日から令和７年５月12日までの４年間と

なります。 

次のページ開いていただきますと、津山氏の略歴を添付してございますので、お目通しをいた

だきたいというふうに存じます。 

以上で議案第２号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。 

 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。ご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、本案は質疑、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２号 新ひだか町教育委員会委員の任命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、同意することに決定いたしました。 

                                            

    ◎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７、議案第３号 新ひだか町公平委員会委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。 
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 町長。 

〔町長 大野克之君登壇〕 

〇町長(大野克之君) ただいま上程されました議案第３号につきましてご説明を申し上げます。 

議案第３号は、新ひだか町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについてでございま

す。現公平委員会委員３名のうち１名の方の任期が５月15日をもって満了することに伴いまして、

新ひだか町公平委員会委員に次の方を選任したいので、地方公務員法第９条の２第２項の規定に

より議会の同意を求めるものでございます。 

今回選任しようとする方につきましては新任でございます。現住所は、日高郡新ひだか町静内

ときわ町２丁目７番20号、氏名は伊藤裕美氏でございます。生年月日は昭和54年１月31日、年齢

は42歳でございまして、職業は司法書士でございます。 

今回選任されますと、伊藤氏の任期は令和３年５月16日から令和７年５月15日までの４年間と

なります。 

次のページに参考といたしまして伊藤氏の略歴を添付しておりますので、お目通しをいただけ

ればと存じます。 

以上で議案第３号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。 

 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。ご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、本案は質疑、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３号 新ひだか町公平委員会委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、同意することに決定いたしました。 

                                            

    ◎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８、議案第４号 新ひだか町固定資産評価審査委員会委員の選任に

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〕 

〇町長(大野克之君) ただいま上程されました議案第４号につきましてご説明を申し上げます。 

議案第４号は、新ひだか町固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求めることにつ

いてでございます。現固定資産評価審査委員会委員３名の任期が５月15日をもって満了すること

に伴いまして、新ひだか町固定資産評価審査委員会委員に次の方を選任したいので、地方税法第

423条第３項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 
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今回選任しようとする方につきましては、２名の方は再任となりますが、お一人目でございま

す。現住所、日高郡新ひだか町静内青柳町４丁目４番３号、山口俊秀氏でございます。生年月日

は昭和30年３月29日、年齢は65歳、職業は税理士でございます。山口氏におかれましては、旧静

内町から引き続き委員をお願いしておりまして、今回選任されますと通算で７期目ということに

なります。 

お二人目でございますが、お二人目は、現住所、日高郡新ひだか町静内清水丘91番地の12、氏

名は冬澤実和氏でございます。生年月日は昭和40年12月26日、年齢は55歳、職業は会社役員でご

ざいます。冬澤氏におかれましては、今回選任されますと２期目ということになります。 

続きまして、３人目の方でございますが、３人目の方は新任でございまして、現住所、日高郡

新ひだか町三石本町264番地の57、氏名は阪井典行氏でございます。生年月日は昭和33年３月８日、

年齢は63歳で、現在の職業は団体職員でございます。 

いずれの委員も今回選任されますと、任期は令和３年５月16日から令和６年５月15日までの３

年間となります。 

次ページに参考といたしましてお三方の略歴を添付してございますので、ご参照いただきたい

というふうに存じます。 

以上で議案第４号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。 

 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。ご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、本案は質疑、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４号 新ひだか町固定資産評価審査委員会委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、同意することに決定いたしました。 

                                            

    ◎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９、議案第５号 議決変更について(静内庁舎大規模改修工事その１

(空調・暖房更新))を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

 佐藤契約管財課長。 

〔契約管財課長 佐藤礼二君登壇〕 

〇契約管財課長(佐藤礼二君) おはようございます。ただいま上程されました議案第５号につい

てご説明申し上げます。 

 議案第５号は、議決変更についてでございます。今回の内容は、令和２年６月23日召集の第３

回新ひだか町議会定例会において議決された議案第１号 工事請負契約締結について(静内庁舎
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大規模改修工事その１(空調・暖房更新))の議決の変更を求めるもので、契約金額１億4,355万円

を１億5,024万9,000円に、うち消費税及び地方消費税の額1,305万円を1,365万9,000円に変更しよ

うとするものでございます。 

議決変更に至る経緯ですが、本工事において受注製作により新設する暖房設備、ファンコンベ

クター、パネルコンベクター等計58台について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い海

外の部品仕入先の操業停止等が続いたことにより部品調達が困難となり、製造ラインが停止した

ことから納品に遅延が生じる事態となりました。このため暖房設備の入替え及びそれに伴う配管

等の工事施工が実施できない状況となったことから、令和２年10月22日付で請負業者より工事延

長請求の申出を受け、調査した結果、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う資機材等の調達困

難については、国からの通達にも示されております不可抗力に該当し、工事請負契約書第20条の

規定による受注者の責めに帰すことができない理由であることから工期の延長が必要であると決

定し、令和３年12月町議会定例会において次年度支出予定分の予算の繰越しについて議決をいた

だき、令和３年12月24日付で工期の変更と現場管理費等諸経費の増額に係る工事変更仮契約を締

結したものであります。 

１枚おめくりいただき、次のページをご覧ください。議案第５号参考資料は、変更前、変更後

の対照表となっております。さきに説明したとおりでございますので、お目通しを願いまして、

説明は省略させていただきます。 

以上、議案第５号 議決変更についての説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいた

します。 

〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 

議案第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 議決変更について(静内庁舎大規模改修工事その１(空調・暖房更新))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１３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第10、議案第６号 令和２年度新ひだか町一般会計補正予算(第７号)

から議案第13号 令和２年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第５号)までの８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６号から議案第
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13号についてご説明いたします。なお、議案第12号及び議案第13号につきましては、それぞれ担

当課長、事務長よりご説明をいたします。 

議案第６号から議案第11号は、令和２年度新ひだか町各会計補正予算でございます。今回の補

正予算につきましては、予算の執行整理が主なものとなっておりますが、新型コロナウイルス感

染症対応とした国の二次補正分までの地方創生臨時交付金を活用した地方単独事業の追加や新た

に新型コロナウイルス感染症ワクチン接種の実施に要する経費、さらには介護サービス事業特別

会計の廃止に伴う赤字補填や病院事業会計における資金不足に対し一般会計からの繰出金の追加

補正でございます。 

特別会計等にあっては、これまでもご説明しておりますとおり、常に経営努力や経営改善を行

いながら特定の受益者へのサービスの提供を行う必要がありますので、収支不足の穴埋めを受益

を受けない町民の皆様からの税金を含めた財源による一般会計からの繰出金等で対応すること

は、負担の公平性の原則に反するものと考えておりますが、介護サービス事業特別会計において

令和３年４月１日から高齢者福祉施設が指定管理委託化によるサービス提供へ移行することとな

り、特別会計により経理される介護報酬や施設の管理運営経費の町の執行がなくなり、特別会計

で執行管理すべきものがなくなることから特別会計を廃止しようとするもので、令和２年度まで

の赤字分を一般会計から繰出金で整理しようとするものでございます。また、病院事業会計の補

助金につきましても資金不足への補助が必要な状況にあることから、一般会計においても非常に

厳しい財政状況でございますが、これらはまちづくりを進めていく上で非常に重要な懸案事項で

あることから必要な措置と考えてございますので、これらに係る追加補正につきましてご理解を

賜りたいと存じます。 

そのほか施設の燃料費や光熱水費、修繕費など今回追加補正しなければ事務事業の執行に支障

を来すものについても追加の予算計上をしようとするものでございます。 

補正予算の内容説明につきましては、主な要因に絞ってご説明させていただき、詳細な説明は

省略させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、一般会計補正予算からご説明いたします。議案第６号は、令和２年度新ひだか町一

般会計補正予算(第７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７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11億

8,630万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ200億8,550万円にしようとす

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、継続費の補正でございまして、継続費の変更は、｢第２表 継続費補正｣のとおりで

ございます。 

第３条は、繰越明許費の補正でございまして、繰越明許費の追加及び変更は、｢第３表 繰越明

許費補正｣のとおりでございます。 

第４条は、債務負担行為の補正でございまして、債務負担行為の追加は、｢第４表 債務負担行

為補正｣のとおりでございます。 

第５条は、地方債の補正でございまして、地方債の追加及び変更は、｢第５表 地方債補正｣の
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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46ページをお開きください。

３、歳出でございます。１款、１項議会費では139万6,000円の減額でございますが、議会運営経

費などの執行整理でございます。説明は省略させていただきます。 

47ページに参りまして、２款総務費、１項総務管理費では7,085万3,000円の減額でございます。

この費目では、職員福利厚生経費や静内庁舎管理経費、姉妹都市交流等事業など各種事務事業に

係る執行整理でございまして、61ページまでございます。主なところでは、47ページ中段の事業

目４、職員研修経費においてコロナ禍の影響により札幌市内で開催される各種研修の中止や参加

見送りなどによる減額などの執行整理のほか、55ページに参りまして、事業目３、姉妹都市交流

等事業でもコロナ禍の影響により各種交流事業の中止による減額の執行整理をしてございます。

また、下から２つ目の事業目５、生活路線維持事業では412万1,000円の追加でございますが、コ

ロナ禍の影響によりバス利用者の減少に伴い、地方バス路線維持費補助金の対象路線で収益が悪

化し、このことから補助金額が増加となることから増額補正としてございます。56ページに参り

ます。上から２つ目、事業目８、ふるさと応援寄附事業では1,386万3,000円の追加でございます

が、今年度のふるさと応援寄附の額が１億3,000万円ほどになる見込みのため、寄附者に対する謝

礼品や各種手数料を追加しております。57ページに参りまして、事業目14、アイヌ政策推進経費

では1,399万2,000円の減額でございます。本桐地区公共施設集約化事業で整備した施設などで使

用するテーブルや椅子などの購入経費を消耗品と備品購入費で増額しておりますが、アイヌ総合

政策に係るアクションプラン策定業務においてアイヌ文化拠点空間基本設計を令和３年度で実施

予定の実施設計と併せて行うこととしたことによる減額や工事請負費などの執行整理もあり、減

額となってございます。 

59ページに参ります。事業目４、新型コロナウイルス感染症対策事業では3,493万9,000円の減

額でございます。61ページにまたがっておりますが、これまでの感染症対策に係る各種事業の執

行整理のほか、地方創生臨時交付金の未充当分と執行整理に伴う交付金充当残分を整理し、新た

な感染症対策事業として８つの事業を追加してございます。内容につきましては、別冊の議案第

６号参考資料の令和２年度新ひだか町一般会計補正予算説明資料によりご説明いたしますので、

別冊の参考資料をご覧ください。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業(新

規)でございますが、１つ目は静内保育所トイレ衛生環境改善事業で、乳幼児のウイルス感染予防

を目的に既存のトイレを３密対策や除菌、清掃がしやすい環境となるよう改修しようとするもの

で、事業費を248万6,000円としております。 

２つ目は、農地情報管理システム導入事業で、現在紙ベースで管理している農地の地図などの

情報をデータベース化することで迅速かつ正確な窓口対応を可能にするなど住民サービスの向上

や事務の効率化を図るとともに、オンライン上でも情報確認ができる環境を構築し、人と人との

接触機会を減らすことで感染リスクの低減を図ろうとするもので、事業費を2,162万4,000円とし、

今年度で事業完了しないことから全額を繰越明許費の設定をし、次年度へ繰り越して実施しよう

とするものでございます。 

３つ目は、公共施設等ＰＣＲ検査事業で、学校などの公共施設等で感染症のクラスター発生の

おそれがある場合、行政検査対象外となる濃厚接触者以外の集団感染が疑われる者にもＰＣＲ検

査を実施することで感染の早期発見による感染拡大を防止するもので、事業費を75万5,000円とし
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ております。 

４つ目は、公共施設換気対策事業で、令和２年６月の第３回定例会で10款教育費の体育館管理

経費で予算の議決をいただいていた大型扇風機の設置による換気対策事業でございましたが、実

施に係る財源として予定していた国の交付金が対象外であることが判明したことから、地方創生

臨時交付金の対象事業へ組み替えたく、事業費を76万4,000円としております。 

５つ目は、冬期間における換気対策のための暖房強化対策事業で、現在各児童館において感染

症対策として窓を開け、換気対策をしておりますが、既存の暖房機器では室温を維持することが

困難であるため火力の高い暖房機に取り替えようとするもので、事業費を192万1,000円としてお

ります。 

６つ目は、町立温泉施設事業継続支援金で、新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが

減少した町立温泉施設の指定管理者に対し、実損失額の２分の１を支援しようとするもので、事

業費を720万円としております。 

７つ目は、学校給食調理業務等支援事業で、新型コロナウイルス感染症の影響により学校給食

の調理や配送業務など経費が増加となった給食調理配送等事業者に対し、かかる経費を支援しよ

うとするもので、事業費を176万3,000円としております。 

８つ目は、感染症対策対応の災害備蓄品整備事業で、令和２年７月の第４回臨時会で議決をい

ただいた災害時避難所用の備蓄品整備でございますが、段ボールベッドや室内用の仕切りテント、

屋外用避難所テントを追加して備蓄したく、事業費を505万5,000円としております。なお、備蓄

品の納品が年度内に完了しないことから全額を繰越明許費の設定をし、次年度へ繰り越して実施

しようとするものでございます。 

以上、８つの事業費合計を4,156万8,000円とし、前段でもご説明しましたが、財源を地方創生

臨時交付金の未充当分であった1,550万6,000円と残りを交付金活用事業の執行整理に伴う交付金

執行残などで実施しようとするものでございます。 

次に、61ページに戻ります。２項徴税費では、62ページにまたがりますが、43万5,000円の減額

でございます。この費目では、賦課徴収事務経費や職員の人件費に係る執行整理でございます。

内容説明は省略いたします。 

63ページに参ります。３項戸籍住民基本台帳費では35万3,000円の追加、63ページの下段から

64ページにまたがり、４項選挙費では３万7,000円の追加、64ページに参りまして、中段の５項統

計調査費では12万2,000円の減額、65ページに参りまして、６項監査委員費では30万4,000円の減

額でございますが、いずれも事務経費や職員の人件費に係る執行整理でございますので、内容説

明は省略いたします。 

66ページに参ります。３款民生費、１項社会福祉費では11億3,330万3,000円の追加でございま

す。この費目では、アイヌ福祉事業や障害福祉サービス費給付事業、社会福祉施設の維持管理、

老人支援など各種事務事業に係る執行整理でございまして、78ページまでございます。主なとこ

ろでは、66ページの事業目４、アイヌ福祉事業で229万7,000円の減額でございますが、シャクシ

ャイン記念館を管理するアイヌ協会に運営費を補助するものですが、令和２年４月１日から当記

念館を休館としていることから運営費が不要となり、補助金を195万1,000円皆減しているほか、

執行整理による減額整理をしてございます。一番下の事業目８、国民健康保険特別会計繰出金で

は981万8,000円の減額でございまして、繰り出し基準に基づく整理をしてございます。 
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68ページに参りまして、上から３つ目、事業目４、障害福祉サービス費給付事業では4,293万

5,000円の追加でございますが、給付見込み件数の増加などによる増額のほか、執行整理をしてご

ざいます。69ページに参りまして、中ほどの事業目12、障がい者福祉事務経費では51万7,000円の

追加でございます。執行整理のほか、令和３年度の報酬改定に伴う障害者福祉システムの改修経

費を追加計上してございます。なお、財源として障害者総合支援事業費補助金を充当しておりま

す。 

74ページに参ります。一番下、事業目５、介護サービス事業特別会計繰出金では11億5,431万

4,000円の追加でございます。冒頭にご説明したとおり、特別会計の廃止に伴い令和２年度までの

赤字分を整理するもので、各施設分を合わせ11億8,578万2,000円を補填しようとするものでござ

いまして、各施設の内訳でございますが、静寿園で６億3,255万4,000円、蓬莱荘で１億6,520万

8,000円、まきばで２億8,690万2,000円、デイサービスセンターみついしで6,165万8,000円、デイ

サービスセンターあざみ、なごみなどで3,946万円となってございます。なお、特別会計を３月31日

で廃止することに伴い、出納整理期間において収入、支出される執行整理は、会計処理上令和３

年度の一般会計において処理されることとなります。 

次に、78ページに参ります。２項児童福祉費では4,529万6,000円の減額でございます。この費

目では、子育て世帯臨時特別給付金支給事業や認定こども園等経費、児童福祉施設費などの各種

事務事業に係る執行整理でございまして、83ページまでございます。主なところでは、79ページ

の中段で事業目１、認定こども園等経費で1,177万8,000円の増額でございますが、入所児童数の

増加による施設型給付費等負担金の追加や交付金基準額の増額により認定こども園等補助金など

の追加をしてございます。また、80ページの上段でございますが、事業目４、児童手当支給事業

では当初見込んでいた対象人数が出生人数が見込みよりも減り、転出人数が想定よりも増えたな

どにより減額で整理してございます。 

84ページに参ります。４款衛生費、１項保健衛生費では３億9,296万円の追加でございます。こ

の費目では、医療技術者等修学資金貸付事業や予防接種事業、保健活動施設費など各種事務事業

に係る執行整理でございまして、91ページまでございます。主なところでは、84ページの上段、

事業目２、医療技術者等修学資金貸付事業で175万円の追加でございまして、修学資金貸付金で

125万円の減額のほか、貸付金の返還免除規定に５名が該当したことから、免除に伴う補填金を

300万円追加しております。その下、事業目４、病院事業会計負担金では２億7,606万9,000円の追

加でございますが、負担金では繰り出し基準に基づく整理分で1,248万9,000円の追加、補助金で

は婦人科医療に要する経費で358万円の追加、資金不足に係る赤字補填分で２億6,000万円を追加

補正しようとするものでございます。85ページに参りまして、上段の事業目８、新型コロナウイ

ルス感染症対策経費で500万円の追加でございますが、感染症対策として購入する空気清浄機及び

検温器の整備経費の追加でございまして、財源は指定寄附としていただいた寄附金を同額充当し

てございます。 

次に、２目予防費、事業目２、新型コロナウイルスワクチン接種事業で１億3,062万8,000円の

追加でございますが、ワクチン接種の対応経費でございますが、86ページにまたがってございま

す。ワクチン接種券の発送経費や健康管理システムの改修、ワクチン接種業務委託経費、ワクチ

ン運搬車両のリース経費などを計上してございます。財源は、新型コロナウイルスワクチン接種

対策費負担金、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金を合わせて１億3,052万



 － 12 － 

8,000円を充当しております。なお、本事業は、当年度で事業が完了しないことから、令和３年度

で執行が見込まれる経費として１億2,409万1,000円の繰越明許費を設定し、次年度へ繰り越して

実施しようとするものでございます。 

88ページに参ります。中段の事業目９、簡易水道事業特別会計繰出金では繰り出し基準に基づ

く整理を行い、追加してございます。 

89ページに参りまして、事業目１、保健福祉センター運営事業では1,019万3,000円の減額でご

ざいますが、総合ケアセンター大規模改修工事などの執行残の整理による減額補正でございます。 

91ページに参ります。２項清掃費では761万7,000円の追加でございます。この費目では、一般

廃棄物収集運搬経費や日高中部衛生施設組合負担金などの各種事務事業に係る執行整理でござい

まして、92ページにまたがってございます。主なところでは、91ページ上段の事業目１、一般廃

棄物収集運搬経費で918万8,000円の追加でございますが、指定ごみ袋の作成において当初予算の

見積りでは海外製の安価なごみ袋を予定しておりましたが、コロナ禍の影響により海外からの納

入が困難となり、国内製に変更したところ作成単価が大幅に増加したことから、大幅な追加とな

ったものでございます。 

93ページに参ります。５款労働費、１項労働諸費では１万7,000円の減額でございますが、事務

経費の執行整理でございます。 

94ページに参ります。６款農林水産業費、１項農業費では4,996万5,000円の減額でございまし

て、この費目では農業委員会運営経費や農業後継者対策事業、各種農業施設管理経費、道営土地

改良事業などの各種事務事業に係る執行整理でございまして、120ページまでございます。主なと

ころでは、95ページの中ほどになりますが、事業目２、農業後継者対策事業で829万1,000円の減

額でございますが、農業後継者育成推進事業で新規研修生の減、経営開始型農業次世代投資事業

で前年所得の基準額超過者分が対象外となることなどでの減などにより減額補正としてございま

す。96ページに参りまして、上から２つ目、事業目６、花卉野菜生産体制強化対策事業で2,067万

9,000円の減額でございますが、農業機器導入などを予定していた生産者がコロナ禍の影響により

本年度の機器導入を見送ったことなどにより、農業振興施設等整備事業補助金が減額となったも

のでございます。 

101ページに参ります。下段の事業目２、道営土地改良事業では1,192万2,000円の減額でござい

ますが、北海道の事業費確定に伴い町負担金を減額してございます。 

102ページに参りまして、２項林業費では4,176万7,000円の減額でございます。この費目では、

有害鳥獣駆除経費や林業施設管理経費、林道改良事業などのほか、職員の人件費に係る経費の執

行整理でございまして、105ページまでまたがってございます。主なものでは、103ページになり

ますが、上から２つ目、事業目３、森林環境整備推進事業で702万5,000円の減額でございますが、

森林公園温泉の森キャンプ場整備工事の事業費確定などに伴い、執行整理による減額をしてござ

います。 

104ページに参りまして、事業目２、森林環境保全整備事業で2,238万2,000円の減額でございま

すが、執行整理のほか除間伐業務委託料において北海道の予算整理分の調整により、間伐事業量

が減少したことなどにより大幅な減額となってございます。一番下の事業目４、合板・製材・集

成材促進対策事業で157万3,000円の減額でございますが、国の事業調整により北海道の執行がな

くなったことから、当該事業目の執行が皆減となってございます。 



 － 13 － 

105ページに参りまして、３項水産業費では113万円の減額でございます。この費目では、107ペ

ージにまたがり、栽培漁業推進事業や漁港利用適正化推進指導事業などのほか、職員の人件費に

係る経費の執行整理でございます。内容の説明は省略いたします。 

108ページに参ります。７款、１項商工費では1,014万6,000円の減額でございます。この費目で

は、商工業振興助成事業やピュアプラザ管理経費、観光施設の維持管理経費、観光推進事業のほ

か、職員の人件費に係る経費の執行整理でございまして、113ページまでまたがってございます。

主なものでは、108ページ下段、事業目１、商工業振興助成事業では88万円の追加でございますが、

新型コロナウイルス感染症の影響により事業者に有利な融資等ができたため事業者の借換えが進

み、町融資制度による融資の返済が増えたことにより信用保証料が増加したことによる追加でご

ざいます。 

110ページに参ります。事業目１、夏まつり実施事業から事業目３、桜まつり実施事業につきま

しては、コロナ禍の影響により必要最小限の執行経費を除き、各種イベントの中止などにより執

行整理をしてございます。 

113ページに参りまして、事業目２、新観光資源発掘事業で110万円の減額でございますが、コ

ロナ禍の影響により事業実施が困難となったため皆減としてございます。 

114ページに参ります。８款土木費、１項土木管理費では27万円の追加でございますが、土木事

務経費と職員の人件費に係る経費の執行整理でございますので、内容の説明は省略させていただ

きます。 

115ページに参りまして、２項道路橋りょう費では5,755万7,000円の減額でございます。この費

目では、117ページまでございまして、道路用地管理経費や町道補修事業、舗装改修事業などのほ

か、職員の人件費に係る経費の執行整理でございますが、主なものでは116ページにございまして

上から２つ目、事業目３、除雪対策経費で3,797万4,000円の追加でございますが、町道除雪業務

委託料及び凍結防止剤等の消耗品費において不足が見込まれることから、追加補正をしようとす

るものでございます。 

その下、事業目１、地方道路整備交付金事業では8,560万2,000円の減額でございますが、本町

本桐線改良舗装事業などにおいて国の補助交付額の大幅な減額などもあるほか、事業費の確定に

伴う執行整理をしてございます。 

117ページに参りまして、３項河川費では171万1,000円の減額でございます。この費目では、

119ページまでございますが、樋門・樋管管理経費や河川改修事業、排水機場管理経費などのほか、

職員の人件費に係る経費の執行整理をしてございます。内容は省略いたします。 

119ページに参りまして、４項都市計画費では1,877万4,000円の減額でございます。この費目で

は、都市計画事務経費や公園整備事業、街路整備事業のほか、職員の人件費に係る執行整理でご

ざいますが、主なものでは119ページの下から２つ目、事業目２、下水道事業特別会計繰出金で

1,657万1,000円の減額でございます。繰り出し基準に基づく繰出金の整理をしてございます。そ

のほかは執行整理でございますので、内容説明は省略いたします。 

121ページに参りまして、５項住宅費では4,265万5,000円の減額でございます。この費目では、

122ページまでまたがってございますが、公営住宅管理経費や公営住宅改良事業などのほか、職員

の人件費に係る経費の執行整理でございます。主なものでは、122ページになりますが、一番下の

事業目１、公営住宅建設事業で3,243万4,000円の減額でございます。事業費確定に伴う執行整理



 － 14 － 

により減額してございます。そのほかも執行整理でございますので、内容説明は省略いたします。 

123ページに参りまして、９款、１項消防費では2,778万9,000円の減額でございます。この費目

では、125ページにまたがってございますが、防災行政無線経費や防災対策経費のほか、職員の人

件費に係る経費の執行整理でございまして、主なものでは123ページ下段の事業目２、防災行政無

線経費で1,149万4,000円の減額でございます。防災行政無線デジタル化整備事業の事業費確定に

伴う執行整理などによる減額でございます。そのほかも執行整理でございますので、内容説明は

省略いたします。 

126ページに参ります。10款教育費、１項教育総務費では340万2,000円の減額でございます。こ

の費目では、教育委員会運営経費や教育指導経費、奨学金事業のほか、職員の人件費に係る経費

の執行整理でございまして、主なものでは127ページ中段になりますが、事業目５、学校保健事業

で751万7,000円の追加でございまして、執行整理のほか、国の補助事業を活用して各学校におけ

る新型コロナウイルス感染症対策に係る保健衛生用品等の購入経費を800万円追加してございま

す。財源として、学校保健特別対策事業補助金と地方創生臨時交付金の補助裏分を全額充当して

ございます。なお、当事業にあっては、年度内に事業完了しないことから全額を繰越明許費とし

て設定し、次年度へと繰り越して執行しようとするものでございます。 

130ページに参りまして、２項小学校費では507万円の減額でございます。この費目では、132ペ

ージまでございますが、小学校管理経費や児童就学援助事業などのほか、職員の人件費に係る執

行整理となってございます。内容説明は省略させていただきます。 

132ページに参りまして、３項中学校費では815万7,000円の減額でございます。この費目では、

134ページまでまたがってございますが、中学校管理経費や生徒就学援助事業などの執行整理とな

ってございますが、主なものでは133ページに参りまして、下段の事業目４、教育振興経費で330万

6,000円の減額がございますが、134ページに内容がございまして、上段の各種大会等参加助成金

で223万8,000円の減額となってございますが、コロナ禍にあって各種大会の実施方法の変更や中

止により参加できなかったことなどによる減額となってございます。 

その下になりますが、４項社会教育費で1,247万4,000円の減額でございます。この費目では、

社会教育委員経費や家庭教育事業、公民館管理経費、文化財保護に係る経費、図書館運営事業な

どのほか、職員の人件費に係る経費の執行整理をしてございまして、140ページまでまたがってご

ざいます。主なものでは、135ページの下段になりますが、事業目６、芸術文化事業で366万円の

減額がございまして、コロナ禍において芸術鑑賞の中止に伴い委託料を皆減してございますし、

136ページになりますが、一番上の総合町民センター利用奨励補助金においても利用申請がなかっ

たことから予算を皆減してございます。また、このほか青少年教育事業や高齢者教育事業などに

おいても事業の中止や規模縮小、実施方法の変更などにより執行残が多く出ている状況にござい

ます。 

140ページに参ります。５項保健体育費では1,404万4,000円の減額でございます。この費目では、

スポーツ推進委員経費やスポーツ教室開催事業、体育施設の維持管理経費、乗馬施設管理経費の

ほか、職員の人件費に係る経費の執行整理でございまして、144ページまでまたがってございます。

主なものでは、141ページの中段になりますが、事業目３、体育団体活動助成事業で521万3,000円

の減額でございますが、コロナ禍においてシベチャリマラソンや駅伝大会の中止や各種大会の中

止などにより団体等への補助金が大幅に減額となってございまして、このほかの各種教室の開催
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見送りなどにより執行残が出ている状況にございます。 

142ページに参りまして、事業目１、体育館管理経費で63万6,000円の減額でございますが、17節

備品購入費において地方創生臨時交付金活用事業でご説明しました大型扇風機の購入経費につい

て組替えのためのこちらで皆減してございます。 

144ページに参りまして、６項学校給食費では1,321万9,000円の減額でございます。この費目で

は、145ページまでございますが、給食センター管理経費や職員の人件費に係る執行整理をしてご

ざいますが、主なものでは145ページの中段、事業目３、学校給食調理経費において642万4,000円

の減額をしてございます。コロナ禍にあって４月、５月の小中学校の学校休業や分散登校に伴い

十分な給食の提供ができなかったことから、この期間に係る賄い材料費を全額地方創生臨時交付

金の一次分で対応することとしたことにより減額となってございます。なお、学校給食調理経費

の財源である給食費負担金にあっては、当初の年間予定食数に対し、ほぼ１か月相当分が減少し

たことから、３月分の給食費を免除することとしてございます。 

次に、146ページに参ります。11款災害復旧費、１項土木施設災害復旧費では、財源の地方債の

変更がございましたので、財源調整のみを行ってございます。 

また、３項その他公共施設災害復旧費では11万5,000円の追加でございますが、令和２年５月

25日発生の落雷に係る総合町民センターホール床暖房の災害復旧費でございます。落雷に係る災

害復旧経費については、令和２年12月の第７回定例会において議決をいただいているところでご

ざいますが、当ホールの被災にあっては被災当時は床暖房を使用していなかったため故障に気づ

かず、冬期間に入ってから床暖房が稼働していない状況が判明し、落雷による故障であったこと

から追加計上してございます。なお、当災害復旧への財源でございますが、単独災害復旧事業債

を充当してございまして、充当率が100パーセント、後年度以降の元利償還金に対し、財政力指数

により変動がございますが、55パーセント程度が普通交付税の基準財政需要額に算入されること

となります。 

147ページに参りまして、12款、１項公債費では1,306万5,000円の減額でございます。償還元金

では利率変動に伴う影響による増、償還利子では令和元年度発行債の利率確定による減などによ

り整理してございます。 

148ページに参りまして、13款諸支出金、１項基金費では9,099万9,000円の追加でございます。

事業目１、各種基金積立金でございますが、財政調整基金では土地、建物等の賃貸借、売払収入

などを基金へ積み立てるものでございますし、減災基金では地方財政法第７条の規定により繰越

金の２分の１を下らない額は繰越金の生じた翌々年度までに基金に積み立てなければならないと

されておりますので、令和元年度からの繰越金の２分の１相当額について積み立てるものの追加

でございます。農業振興基金では寄附金収入などを基金へ積み立てるものでございますし、漁業

振興基金や奨学基金につきましては預金利息分などの積立金の整理をしてございます。まちづく

り基金積立金では、森林環境譲与税相当分やふるさと応援寄附金、支え合い基金としていただい

た寄附金のうち執行残分を積み立てようとするもので、一旦積み立てた後、令和３年度の事業に

活用するための追加でございます。 

以上で歳出の説明を終わります。なお、149ページから151ページに給与費明細書を添付してご

ざいます。また、各会計の補正予算の事項別明細書の次に同様に添付してございますが、説明に

つきましては省略させていただきます。 



 － 16 － 

次に、歳入の説明をいたします。一般11ページをお開きください。２、歳入でございます。１

款町税でございますが、こちらは13ページまでございます。現年課税分は課税標準額等の見込み

により、滞納繰越分につきましては前年度以前の繰越調定額に収納率を乗じて見積もってござい

ます。主なところでは、固定資産税では償却資産において北電設備などで新たな設備投資があっ

たことが大きく影響し、増額で見積もってございます。 

13ページに参りまして、２款地方譲与税から16ページの８款環境性能割交付金までは、いずれ

も令和元年度の決算額に地方財政計画の伸び率を乗じ、本年度のこれまでの収入状況を勘案して

見積もったところでございます。 

16ページに参りまして、９款国有提供施設等所在市町村助成交付金、10款地方特例交付金につ

きましては、交付金額が確定しておりますので、その金額を計上したところでございます。 

17ページに参りまして、11款地方交付税では、普通交付税につきましてはその決定額を計上し、

特別交付税につきましては本町が提出しております特殊財政需要額や過去の交付実績を勘案し、

見積もったところでございます。 

12款交通安全対策特別交付金は、令和元年度の決算額に地方財政計画の伸び率を乗じ、本年度

のこれまでの収入状況を勘案いたしまして見積もったところでございます。 

13款分担金及び負担金から24ページの14款使用料及び手数料につきましては、事務事業等の確

定や利用実績、あるいは利用見込みにより決算見込みを推計しまして見積もってございます。な

お、一部歳出の充当財源のところで説明いたしましたが、それ以外の補正内容につきましてはお

目通しをいただき、説明は省略させていただきます。 

24ページに参ります。15款国庫支出金でございますが、28ページまでございまして、それぞれ

の事務事業等の執行状況に基づき確定したものは確定額を、未確定のものにつきましては交付決

定額や事業費の見込みにより積算をしてございまして、それぞれ補助率等を乗じまして見積もっ

てございます。一部の国庫支出金については、歳出の充当財源のところでご説明いたしましたが、

それ以外の補正内容につきましてはこちらもお目通しをいただき、説明は省略させていただきま

す。 

28ページに参ります。26ページから32ページまでは、16款道支出金でございます。道支出金に

つきましても国庫支出金と同様に精査をし、見積もってございます。内容の説明につきましては

省略をさせていただきます。 

33ページに参ります。17款財産収入でございます。１項財産運用収入につきましては、決算見

込みを立て見積もってございますし、２項財産売払収入につきましては、記載の項目ごとの実績

と今後の見込みを整理いたしまして見積もってございます。 

34ページに参りまして、18款寄附金では、36ページまでございますが、最終予算整理時点まで

の確定している部分を見積もってございます。 

36ページに参りまして、19款繰入金でございます。１項基金繰入金でございますが、歳入歳出

予算とも全般にわたりまして精査を行い、財政調整基金については収支調整により繰入れをし、

奨学基金繰入金については事業の執行整理により減額をしたものでございます。また、まちづく

り基金につきましては、冒頭でもご説明いたしましたが、まちづくりを進めていく上で大変大き

な懸案事項であった介護サービス事業特別会計の財政的な問題解消と継続した介護サービスの提

供を維持していくために必要な財源としてまちづくり基金を活用したく、繰入金の計上をしてご
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ざいます。まちづくり基金につきましては、いただいた寄附金を積み立てた分と合併時に合併特

例債として発行し、積み立てた分の大きく分けて２種類を積み立ててございますが、合併特例債

分として積み立てている分として11億3,330万円を積み立て、運用してございます。合併特例債を

発行して積み立てた分の扱いとして、国から運用のルールとして示されているのが地方債の償還

が済んでいる部分については、その元金部分を取り崩して使用することができるとされておりま

す。そこで、現時点で償還が済んでいるのが10億2,318万円ありまして、この償還の済んでいる範

囲内で取り崩して使用したいというものでございます。近年の風、雨、雪、地震などあらゆる災

害が多発している状況を考えたとき、ある程度の規模の財政調整基金は確保しておかなければ有

事の際に対応できませんので、財政調整基金の確保を図りながら、各種懸案事項へ対応しなけれ

ばなりませんので、ご理解を賜りたいと存じます。 

次に、２項特別会計繰入金では、介護サービス事業特別会計繰入金は居宅介護サービス費の収

支調整に係る追加でございます。後期高齢者医療特別会計繰入金につきましては、健康診断等受

診率向上特別事業費補助金を受けて、一般会計が実施している事業に充当しようとするものでご

ざいます。国民健康保険特別会計繰入金につきましては、保険給付費等交付金を受けて実施いた

します国民健康保険税の徴収経費で一般会計が負担している経費に充当しようとするものでござ

います。 

37ページに参りまして、20款繰越金でございますが、こちらは令和元年度収支決算で生じた純

繰越金の全額を予算計上したものでございます。 

21款諸収入は、42ページまでございますが、諸収入につきましては収入実績あるいは収入見込

みを立てて見積もってございます。なお、個々の費目につきましては、お目通しをいただき、詳

細な説明は省略させていただきます。 

43ページに参ります。22款町債は、45ページまでございます。町債につきましては、43ページ

になりますが、上から５つ目の公共施設等適正管理推進事業債で970万円を計上してございます

が、これは本桐生活改善センター解体工事の財源として、当初は過疎地域自立促進特別事業債を

予定しておりましたが、過疎債の全国枠の関係から限度額を超過したことから当事業債へ振り替

えるものでございます。公共施設等適正管理推進事業債の集約化、複合化事業分の充当率につき

ましては90パーセント、後年度以降の元利償還金に対し50パーセントが普通交付税の基準財政需

要額に算入されることとなります。 

45ページに参ります。７目臨時財政対策債では4,260万円の追加でございます。発行可能額の確

定に伴い追加しようとするものでございます。 

９目減収補填債では2,720万円の計上でございます。今回のコロナ禍の影響により減収補填債の

発行対象税目が拡大され、当町においても減収見込みのある地方消費税交付金、市町村たばこ税、

地方揮発油譲与税について影響額が出ていることから減収分を補填するために発行しようとする

もので、減収額の上限額の範囲内で後年度以降の元利償還金に対し、100パーセント地方交付税の

基準財政需要額に算入されることになります。 

その他の町債につきましては、事業費等の確定に伴い整理を行ったものでございますので、お

目通しをいただき、個々の説明は省略させていただきます。 

以上で歳入の説明を終わります。 

一般６ページにお戻りください。｢第２表 継続費補正(変更)｣でございます。９款消防費、１
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項消防費、事業名は防災行政無線デジタル化整備事業、補正前総額５億3,420万4,000円を補正後

総額５億2,338万円にしようとするもので、年割額はそれぞれ記載のとおりでございます。入札執

行等による事業費の確定に伴いまして、継続費の補正を行おうとするものでございます。 

次に、｢第３表 繰越明許費(追加)｣でございまして、５本ございます。２款総務費、１項総務

管理費、事業名が感染症対策対応の災害備蓄品整備事業は金額が505万5,000円及び事業名が農業

情報管理システム導入事業は金額が2,162万4,000円、３項戸籍住民基本台帳費、事業名は社会保

障・税番号制度システム整備事業で金額が694万4,000円、４款衛生費、１項保健衛生費、事業名

は新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業で金額が１億2,409万1,000円、10款教育費、１

項教育総務費、事業名は感染症対策等の学校教育活動継続支援事業、金額は800万円でございます。

事業内容につきましては、先ほど歳出でご説明いたしましたので、省略させていただきますが、

中段の社会保障・税番号制度システム整備事業につきましてはマイナンバーカード制度に関連し

たシステム改修事業で、令和２年９月の第５回定例会で歳出予算の議決をいただいてございます

が、新型コロナウイルス感染症の影響により国の当初スケジュールが大幅に遅れ、年度内の事業

完了が困難なこととなったことから次年度に繰り越して執行したく、繰越明許費を設定しようと

するものでございます。 

次に、７ページに参りまして、｢第３表 繰越明許費補正(変更)｣でございまして、２款総務費、

１項総務管理費、事業名は議会委員会等オンライン会議システム等構築事業、金額が補正前

5,000万円を補正後4,620万円にしようとするものでございまして、入札執行による事業費の確定

に伴いまして繰越明許費の補正を行おうとするものでございます。 

その下の｢第４表 債務負担行為補正(追加)｣でございます。令和３年４月１日から令和８年３

月31日までを指定期間として指定管理者に施設に係る当該管理業務経費の支払いのための債務負

担行為でございまして、指定管理しようとする施設は豊畑体育館や歌笛会館など全18施設でござ

います。期間は令和２年度から令和７年度まで、限度額は3,319万円でございます。なお、令和２

年度は契約行為のみでございますので、本債務負担行為に係る執行はございません。 

次に、｢第５表 地方債補正(追加)｣でございます。起債の目的の公共施設等適正管理推進事業

債では限度額を970万円、減収補填債では限度額を2,720万円追加し、限度額の合計を21億440万円

にしようとするもので、起債の方法、利率、償還の方法については記載のとおりでございます。 

８ページに参りまして、｢第５表 地方債補正(変更)｣でございます。過疎地域自立促進特別事

業債ほか22項目の地方債について合わせて8,920万円を減額し、補正後限度額を20億1,520万円に

しようとするものでございます。 

以上で一般会計補正予算の説明を終わります。 

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４８分 

                                            

再開  午前１１時０１分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 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) 続きまして、別冊になります。議案第７号以降は別冊になりますので、
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よろしくお願いします。議案第７号は、令和２年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予算(第

３号)でございます。 

 令和２年度新ひだか町の国民健康保険特別会計補正予算(第３号)は、次に定めるところによる。 

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

億4,930万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出予算それぞれ26億9,027万5,000円に

しようとするものでございます。 

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

予算の金額は、｢第１表 歳入歳出予算補正｣のとおりでございます。 

 歳出の事項別明細書よりご説明いたしますので、国保10ページをお開きください。３、歳出で

ございます。１款総務費では、12ページにまたがり、一般事務経費や賦課徴収経費、国民健康保

険運営協議会経費など各経費に係る執行整理となってございます。内容説明は省略させていただ

きます。 

 12ページに参りまして、２款保険給付費では、16ページにまたがり、療養給付費や高額療養費、

出産育児助成経費など各経費に係る執行整理となってございますが、12ページの１項療養諸費で

は１億2,339万1,000円の減額でございます。一般被保険者療養給付経費では、医療費が大幅に減

少したことに伴っての減額となってございます。 

16ページに参ります。３款国民健康保険事業費納付金では、医療給付費納付経費や介護納付経

費など各経費に係る執行整理でございますので、内容説明は省略いたします。 

18ページに参りまして、６款保健事業費では、特定健康診査等事業や保健衛生普及事業に係る

経費の執行整理でございますが、２項保健事業費では86万8,000円の追加でございまして、インフ

ルエンザ予防接種の接種者数の増による負担金の追加をしてございます。 

19ページに参りまして、７款諸支出金では、20ページにまたがり、直営診療施設勘定繰出金や

一般会計繰出金の執行整理でございますが、20ページに参りまして、一般会計繰出金で34万円の

追加でございますが、一般会計予算で執行しています収納率向上対策事業に充てるため一般会計

へ繰り出す経費を追加してございます。 

８款繰上充用金では424万3,000円の減額でございます。令和元年度決算の収支不足額が当初積

算より圧縮となったことから、減額整理するものでございます。 

以上で歳出の説明を終わります。 

次に、歳入の説明をしますので、国保５ページにお戻りください。２、歳入でございます。１

款国民健康保険税でございますが、一般被保険者の現年課税分につきましては、収納率は現計予

算見積りと同額程度の見込みとなってございます。滞納繰越分は、収納率、調定額ともに上回る

見込みとなったため、こちらにつきましては追加補正となったものでございます。 

退職被保険者等の現年課税分につきましても同様の見込みとなっております。 

６ページに参りまして、２款使用料及び手数料では、督促手数料について決算見込みを立てた

結果、減額補正となったものでございます。 

３款道支出金では、医療費や事務事業などの執行状況に基づき確定したものは確定額を、未確

定なものは見込みを立てて見積もってございます。 

７ページに参りまして、４款繰入金では、繰り出し基準に基づく繰入金の整理をしてございま

す。 



 － 20 － 

５款諸収入では、９ページまでございますが、それぞれの費目ごとに実績あるいは決算見込み

を立てまして見積もってございます。 

９ページに参りまして、６款国庫支出金では、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健

康保険税の減免に係る国庫補助金でございまして、災害等臨時特例補助金としまして154万

3,000円を新たに計上してございまして、補助率は10分の６となってございます。なお、補助率の

残り10分の４につきましては、北海道からの特別調整交付金により措置されることとなるため、

実質としては減免に係る分については10分の10措置されることになります。 

その下の社会保障・税番号制度システム整備費補助金では45万7,000円を新たに計上してござい

ますが、市町村事務処理標準システムのオンライン資格確認対応経費に係る国庫補助金でござい

まして、補助率も10分の10となってございまして、既定予算の該当経費に充当してございます。 

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８号をご説明いたしますので、ピンク色の間紙の次をお開きください。議案第８

号は、令和２年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計補正予算(第２号)でございます。 

 令和２年度新ひだか町の後期高齢者医療特別会計補正予算(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から歳入歳出それぞれ

466万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億4,489万7,000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。 

 歳出の事項別明細書よりご説明いたしますので、高齢者８ページをお開きください。３、歳出

でございます。１款総務費、１項総務管理費では51万7,000円の追加でございますが、執行整理の

ほか、広域連合交付金の健康診査等受診率向上特別事業補助金を受けまして、一般会計予算で執

行している経費に充てる分と制度見直しの周知に係る町広報紙の記事掲載分を一般会計へ繰り出

す経費を追加したものでございます。なお、財源でございますが、広域連合交付金の健康診査等

受診率向上特別事業補助金と特別調整交付金を同額充当してございます。 

２項徴収費では7,000円の追加でございますが、コンビニ収納手数料等の追加でございます。 

９ページに参りまして、２款後期高齢者医療広域連合納付金では480万4,000円の減額、３款諸

支出金では38万7,000円の減額でございますが、いずれも執行整理でございますので、説明は省略

いたします。 

以上で歳出の説明を終わります。 

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

す。１款後期高齢者医療保険料では、普通徴収保険料において収納率が現計予算見積りより僅か

に下回る見込みとなっており、調定額も下回ったため減額補正となってございます。 

２款使用料及び手数料では、督促手数料について決算見込みを立てた結果、減額補正となった

ものでございます。 

６ページに参りまして、３款繰入金では、一般会計が繰り出し基準のルールとして繰り入れる

べき金額を精査いたしまして予算計上したものでございます。 

４款繰越金では、令和元年度収支決算で生じた余剰金につきまして全額計上したものでござい
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ます。 

５款諸支出金では、７ページまでございますが、それぞれの費目ごとに実績あるいは決算見込

みを立てまして見積もってございます。 

７ページに参りまして、６款広域連合交付金につきましては、歳出の充当財源としてご説明し

ていますので、内容説明は省略いたします。 

以上で後期高齢者医療特別会計補正予算の説明を終わります。 

 次に、議案第９号についてご説明いたしますので、青色の間紙の次をお開きください。議案第

９号は、令和２年度新ひだか町簡易水道事業特別会計補正予算(第４号)でございます。 

 令和２年度新ひだか町の簡易水道事業特別会計補正予算(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から歳入歳出それぞれ

971万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億2,022万4,000円にしようと

するものでございます。 

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

予算の金額は、｢第１表 歳入歳出予算補正｣のとおりでございます。 

 第２条は、地方債の補正でございまして、地方債の変更は、｢第２表 地方債補正｣のとおりで

ございます。 

 歳出の事項別明細書よりご説明いたしますので、簡水９ページをお開きください。３、歳出で

ございます。１款総務費、１項総務管理費では43万8,000円の減額でございまして、執行整理でご

ざいますので、説明は省略いたします。 

10ページに参りまして、２款簡易水道事業費、１項管理費では873万9,000円の減額でございま

す。簡易水道施設管理経費や簡易水道整備事業の執行整理でございます。説明は省略させていた

だきます。 

11ページに参りまして、３款公債費では53万9,000円の減額でございます。償還元金については

財源調整のみを、償還利子については令和元年度発行債の利率確定による減により整理してござ

います。 

以上で歳出の説明を終わります。 

歳入のご説明をいたしますので、簡水６ページにお戻りください。２、歳入でございます。１

款分担金及び負担金では17万円の減額、２款使用料及び手数料では1,125万4,000円の減額でござ

います。令和元年度決算額及び令和２年度の確定額などをベースに決算見込みを立て、見積もっ

ているものでございます。 

７ページに参りまして、３款国庫支出金では９万5,000円の減額でございますが、対象事業費の

確定に伴い整理するものでございます。 

４款繰入金でございますが、繰り出し基準に基づく繰入金の整理をしてございます。 

５款諸収入でございますが、実績により整理してございます。 

８ページに参りまして、６款町債では700万円の減額でございますが、水道施設整備事業の確定

に伴い財源の整理をしてございます。 

７款繰越金では、令和元年度収支決算で生じた余剰金につきまして全額を計上したものでござ

います。 

以上で歳入の説明を終わります。 
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３ページにお戻りください。｢第２表 地方債補正(変更)｣でございます。水道施設整備事業債

では、補正前限度額から650万円を減額し、１億8,480万円に、公営企業会計適用債では補正前限

度額から50万円を減額し、870万円に、補正前限度額の合計から700万円を減額し、限度額の合計

を１億9,350万円にしようとするものでございます。 

以上で簡易水道事業特別会計補正予算の説明を終わります。 

 次に、議案第10号についてご説明いたします。黄色の間紙の次をお開きください。議案第10号

は、令和２年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算(第４号)でございます。 

 令和２年度新ひだか町の下水道事業特別会計補正予算(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から歳入歳出それぞれ

1,622万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億5,678万5,000円にしよう

とするものでございます。 

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

予算の金額は、｢第１表 歳入歳出予算補正｣のとおりでございます。 

 第２条は、継続費の補正でございまして、継続費の変更は、｢第２表 継続費補正｣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、地方債の変更は、｢第３表 地方債補正｣のとおりで

ございます。 

 歳出の事項別明細書よりご説明いたしますので、下水道10ページをお開きください。３、歳出

でございます。１款、１項下水道費では1,242万8,000円の減額でございます。この費目は、13ペ

ージまでございますが、一般管理経費や静内終末処理場管理経費、下水道整備事業のほか、職員

の人件費に係る経費の執行整理でございますが、10ページ中段になりますが、26節公課費の消費

税及び地方消費税で1,286万円の追加がございまして、確定申告の際、昨年度に一般会計から繰り

入れた赤字補填分２億2,103万6,000円が全額課税対象の収入に特定されたことで消費税等の納付

額が当初の見込みより大幅に増えたことから、現計予算に不足が生じたため追加計上してござい

ます。 

 12ページに参りまして、３目下水道建設費では2,489万5,000円の減額でございますが、補助事

業費の採択減や事業費調整、事業費の確定に伴いまして事業費の精査をしてございます。 

13ページに参ります。２款公債費では259万3,000円の減額でございます。償還元金については

財源調整のみを、償還利子については令和元年度発行債の利率確定による減により整理してござ

います。 

14ページに参りまして、３款繰上充用金では120万円の減額でございます。令和元年度決算の収

支不足額が当初積算よりも圧縮となったことから、減額整理するものでございます。 

以上で歳出の説明を終わります。 

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

１款分担金及び負担金では82万8,000円の追加、７ページに参りまして２款使用料及び手数料では

4,122万6,000円の追加でございますが、昨年度の決算額、令和元年度の確定額をベースに決算見

込みを立てまして見積もってございます。 

８ページに参ります。３款国庫支出金では1,333万5,000円の減額でございまして、対象事業費

の確定に伴い整理するものでございます。 
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４款繰入金では2,482万4,000円の減額でございます。繰り出し基準に基づく繰入金の整理をし

てございます。 

５款諸収入では611万6,000円の減額でございますが、各種経費を精査し、見積もったものでご

ざいます。 

９ページに参りまして、６款町債では1,400万円の減額でございます。下水道の建設事業等の確

定に伴い、財源の精査をしてございます。 

以上で歳入の説明を終わります。 

３ページにお戻りください。｢第２表 継続費補正(変更)｣でございます。１款下水道費、１項

下水道費、静内終末処理場改築更新事業で、補正前総額１億400万円を補正後総額8,471万円にし

ようとするもので、年割額はそれぞれ記載のとおりでございます。事業費の確定に伴いまして、

継続費の補正を行おうとするものでございます。 

｢第３表 地方債補正(変更)｣でございます。公共下水道事業費債では、補正前限度額から

1,170万円を減額し、8,090万円に、特定環境保全公共下水道事業債では補正前限度額から170万円

を減額し、1,090万円に、公営企業会計適用債では補正前限度額から60万円を減額し、1,000万円

に、補正前限度額の合計から1,400万円を減額し、限度額の合計を１億180万円にしようとするも

のでございます。 

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。 

 次に、議案第11号についてご説明いたします。ピンク色の間紙の次をお開きください。議案第

11号は、令和２年度新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第５号)でございます。 

 令和２年度新ひだか町の介護サービス事業特別会計補正予算(第５号)は、次に定めるところに

よる。 

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

4,361万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19億7,633万2,000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。 

 第２条は、地方債の補正でございまして、地方債の変更は、｢第２表 地方債補正｣のとおりで

ございます。 

 歳出の事項別明細書よりご説明いたしますので、介サ13ページをお開きください。３、歳出で

ございます。１款、１項特別養護老人ホーム費では、17ページまでございますが、2,886万1,000円

の追加でございます。各種経費の執行整理をしてございますが、静寿園運営費では施設の給水管

漏水等修繕や燃料費、光熱水費など施設の維持管理に係る経費の増やまきば廃止に向けた入退所

調整により12月末までに転居調整が完了したことから、まきばで介護に従事していた職員等を静

寿園や蓬莱荘へ所管替えを行ったことに伴い、職員等の人件費が追加となってございます。 

 18ページに参ります。２款、１項老人保健施設費では、19ページにまたがっていますが、7,037万

5,000円の減額でございます。まきば廃止準備に伴い、かかる経費の整理や職員等に係る人件費に

係る執行整理を行ってございます。 

20ページに参ります。３款、１項居宅介護サービス費では44万7,000円の追加でございます。執

行整理のほか、静内居宅介護サービス事業において一般会計繰出金でございますが、サービス費
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収入や事務事業費の執行整理に伴いまして、一般会計に繰り出す金額が追加となったものでござ

います。 

21ページに参りまして、４款、１項訪問介護サービス費では52万6,000円の追加、22ページに参

りまして５款通所介護サービス費では163万4,000円の減額でございますが、各事業の執行整理で

ございます。なお、みついし居宅介護事業所、訪問介護事業所及びデイサービスセンターみつい

しにおいて国の緊急包括支援交付金を活用して感染対策用の衛生用品等を購入する経費を追加し

てございます。財源は、道補助金で新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を同額充当し

てございます。 

23ページに参りまして、７款繰上充用金では144万1,000円の減額でございます。令和元年度決

算の収支不足額が当初積算よりも圧縮となったことから、減額整理するものでございます。 

以上で歳出の説明を終わります。 

歳入のご説明をいたしますので、介サ６ページにお戻りください。２、歳入でございます。１

款サービス収入でございますが、８ページまでとなってございます。前年度の決算額や本年度の

確定額、施設の稼働率やサービス利用者数等をベースといたしまして、決算見込みを立て、見積

もってございます。 

９ページに参ります。２款繰入金では11億5,431万4,000円の追加でございます。介護サービス

事業特別会計の廃止に当たり赤字に係る補填分でございますが、令和元年分で４億6,265万

9,000円、令和２年度分で６億5,628万円、合わせて11億5,040万7,000円の赤字に係る補填分など

の補正でございます。 

３款諸収入では、11ページまでとなってございますが、239万4,000円の減額でございまして、

各介護サービスにより生じた収入につきまして精査を行い、見積もったものでございます。 

11ページに参ります。４款町債では40万円の減額でございますが、対象事業費の確定に伴い整

理してございます。 

５款寄附金では、12ページまでございますが、194万円の追加でございます。予算取りまとめの

時期までに確定した金額について追加計上させていただいたものでございます。 

12ページに参ります。６款道支出金では157万4,000円の追加でございます。内容は歳出でご説

明いたしましたので、省略いたします。 

続きまして、介サ３ページにお戻りください。｢第２表 地方債補正(変更)｣でございます。介

護施設整備事業債で、補正前660万円を補正後620万円にしようとするものでございます。合計額

も同額でございます。 

以上で介護サービス事業特別会計補正予算の説明を終わります。 

これで私からの説明は終わります。議案第12号、13号につきましては、それぞれ担当課長、事

務長よりご説明をいたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 桂田上下水道課長。 

〔上下水道課長 桂田達也君登壇〕 

〇上下水道課長(桂田達也君) ただいま上程されました議案第12号 令和２年度新ひだか町水道

事業会計補正予算(第３号)についてご説明申し上げます。 

 今回の補正は、事業費等の確定と予定量の見込みによる整理となってございます。 

 第１条は、総則となりまして、令和２年度新ひだか町水道事業会計の補正予算(第３号)は、次
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に定めるところによる。 

 第２条は、業務予定量の補正となりまして、令和２年度新ひだか町水道事業会計予算第２条に

定めた業務予定量を次のとおり補正するものでございます。 

 (１)給水戸数では30戸減の9,000戸に、(２)年間給水量では１万1,660立方メートル増の171万

8,660立方メートルに、(３)１日平均給水量では30立方メートル増の4,700立方メートルに、(４)

主要な建設改良事業ではそれぞれ２つの事業について事業量の確定に伴い、イ、水道管路耐震化

等推進事業は104万円減額し、2,046万円に、ハ、町道対策配水管新設等工事は192万6,000円減額

し、1,687万4,000円とするものでございます。 

第３条は、収益的収入及び支出の補正となり、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定

額を次のとおり補正するものです。 

 収入、第１款水道事業収益では151万1,000円減額し、４億8,000万2,000円にするもので、第１

項営業収益では196万8,000円追加し、４億604万9,000円に、第２項営業外収益では347万7,000円

減額し、7,395万3,000円に、第３項特別収益では2,000円を皆減するものでございます。 

 支出、第１款水道事業費用では1,302万2,000円減額し、４億536万1,000円にするもので、第１

項営業費用では481万5,000円減額し、３億7,789万9,000円に、第２項営業外費用では820万7,000円

減額し、2,731万2,000円にするものでございます。 

 恐れ入ります。１枚おめくりください。第４条は、資本的収入及び支出の補正となり、予算第

４条本文括弧書きを改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものです。資本的

収入額が資本的支出額に対し不足する額１億9,750万5,000円は、当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額2,305万2,000円、減債積立金2,000万円、建設改良積立金2,000万円、過年度分

損益勘定留保資金１億3,445万3,000円で補填するものでございます。 

 収入、第１款資本的収入では157万7,000円を追加し、１億9,214万8,000円にするもので、第２

項負担金では167万6,000円減額し、311万3,000円に、第３項繰入金では7,000円減額し、909万円

に、第５項補償金では326万円追加し、406万円にするものでございます。 

 支出、第１款資本的支出では445万3,000円減額し、３億8,965万3,000円にするもので、第１項

建設改良費では423万3,000円減額し、２億7,612万7,000円に、第２項固定資産購入費では22万円

減額し、1,298万円にするものでございます。 

 第５条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正となりまして、予算第

７条に定めた経費の金額を次のとおり補正するものでございます。 

 (１)職員給与費では51万3,000円減額し、6,442万3,000円にするものです。 

 第６条は、他会計補助金の補正となりまして、予算第８条に定めた一般会計、または他の特別

会計からの補助金等の金額を次のとおり補正するものです。 

 (２)三石地区簡易水道事業分の業務委託及び量水器購入費に要する経費に対する負担金として

168万1,000円減額し、886万7,000円に、(３)稲見共同井戸の環境整備業務委託に対する負担金と

して9,000円減額し、７万4,000円に、(４)下水道量水器の検査期間満了取替等に対する負担金と

して7,000円減額し、５万円に、次のページをご覧ください。(５)公共下水道使用料の賦課及び徴

収事務に要する経費に対する負担金として９万5,000円減額し、2,817万8,000円に、(８)三石地区

簡易水道事業分の料金システム更新に要する経費に対する繰入金では7,000円減額し、38万

9,000円にするものでございます。 
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 第７条は、利益剰余金処分の補正となりまして、予算第９条に定めた利益剰余金の処分額を次

のとおり補正するものでございます。 

 令和２年度当年度純利益が5,326万5,000円となる予定であることから、水道設置条例に基づき

まして、(１)減債積立金を400万円追加し、2,600万円に、(２)建設改良積立金を400万円追加し、

2,600万円に、(３)利益積立金を22万9,000円追加し、126万5,000円に補正するものでございます。 

恐れ入ります。１枚おめくりいただき、水道１ページをご覧ください。こちらは、収益的収入

及び支出の目別の総括になります。続いて、水道２ページをご覧ください。こちらは、資本的収

入及び支出の目別の総括になります。これらにつきましては、お目通しを願いまして、説明を省

略させていただきます。 

続いて、明細書でご説明をいたします。補正数値、増減等につきましては、資料等でご確認を

いただき、主な内容のみを説明させていただきます。水道４ページをご覧ください。収益的支出、

１款水道事業費用、１項営業費用、１目原水及び浄水費では、神森浄水場取水施設等維持管理経

費として、また２目配水及び給水費では配水施設等維持管理経費として、それぞれ３月までの事

業量に係る見込みによる整理を行ってございます。また、修繕費では神森浄水場配水ポンプイン

バーター修繕や一般漏水、その他施設等の修理対応による追加でございます。 

続いて、４ページから５ページにかけてご覧ください。３目総係費では、水道料金の賦課徴収

事務及び企業会計事務に係る経費等の３月までの見込み分及び水道料金会計システムのサーバー

環境手数料や使用料などの執行整理、４目減価償却費と５目資産減耗費では令和元年度決算にお

ける建設改良費の確定によりそれぞれ執行整理を行ってございます。 

２項営業外費用、１目支払利息及び企業債取扱諸費では、令和元年度借入分企業債の利率確定

により整理を行ってございます。 

２目消費税では、前払い消費税が発生しなかったこと及び令和２年度の消費税が還付になる見

込みであるため、630万円を皆減するものでございます。 

３目雑支出では、事業費の確定などにより４条予算特定収入仮払消費税を追加するものでござ

います。 

恐れ入ります。水道３ページにお戻りいただきまして、収益的収入、１款水道事業収益、１項

営業収益、１目給水収益では、年間給水量の増加が見込まれることによる追加でございます。 

２目その他営業収益と３目他会計負担金では、３月までの見込み分及び確定分によりそれぞれ

整理を行ってございます。 

２項営業外収益、１目受取利息及び配当金では追加分の整理、３目長期前受金戻入では令和元

年度決算、建設改良費等の確定を受け、減価償却と連動することから、先ほど説明いたしました

歳出の減価償却と同様に整理を行うものでございます。 

４目雑収益では、公共下水道事業事務受託負担金及び消費税還付金の建設改良に係る事業費の

確定による整理でございます。 

５目他会計補助金では、新型コロナウイルス感染症対策事業による水道料金の減免額が確定し

たことにより整理を行ってございます。 

３項特別利益、１目過年度損益修正益では2,000円を皆減するものでございます。 

恐れ入ります。水道７ページをご覧ください。資本的支出、１款資本的支出、１項建設改良費、

１目配水施設改良費では、主な事業費の確定による執行整理でございます。 
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２項、１目固定資産購入費では、今年度更新による水道料金会計システムの執行整理でござい

ます。 

次に、水道６ページにお戻りいただきまして、資本的収入、１款資本的収入、２項負担金から

３項繰入金及び５項補償金では、全て資本的支出の建設改良費、事業の確定に伴い整理を行って

ございます。 

次に、水道８ページから９ページにかけては給与費明細書、水道10ページは令和２年度新ひだ

か町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書、水道11ページから12ページにかけては令和２年度

新ひだか町水道事業予定損益計算書、水道13ページから14ページにかけては令和２年度新ひだか

町水道事業予定貸借対照表となりますので、お目通しを願いまして、説明を省略させていただき

ます。 

以上で議案第12号 令和２年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第３号)の説明といたしま

す。ご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) 阿部三石国保病院事務長。 

〔三石国民健康保険病院事務長 阿部尚弘君登壇〕 

〇三石国民健康保険病院事務長(阿部尚弘君) ただいま上程されました議案第13号 令和２年度

新ひだか町病院事業会計補正予算(第５号)につきましてご説明申し上げます。 

 第１条は、総則でございまして、令和２年度新ひだか町病院事業会計の補正予算(第５号)は、

次に定めることによる。 

 第２条は、収益的収入及び支出の補正でございまして、令和２年度新ひだか町病院事業会計第

３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。なお、運転

資金に充てるため、特別減収対策企業債6,160万円を借り入れることとしております。 

 収入につきましては、第１款病院事業収益は1,927万3,000円を減額し、18億9,018万8,000円に、

第１項静内医業収益は１億3,225万円を減額し、８億1,597万円に、第２項静内医業外収益は１億

3,221万2,000円を追加し、５億1,032万7,000円に、第３項静内介護給付費収益は３万円を減額し、

皆減するもので、第５項三石医業収益は１億4,630万2,000円を減額し、２億6,168万7,000円に、

第６項三石医業外収益は１億2,774万8,000円を追加し、２億9,885万5,000円に、第８項三石特別

利益は65万1,000円を減額し、34万9,000円にしようとするものです。 

 支出につきましては、第１款病院事業費用は1,927万3,000円を減額し、18億9,018万8,000円に、

第１項静内医業費用は1,238万7,000円を追加し、12億5,966万5,000円に、第２項静内医業外費用

は1,245万5,000円を減額し、6,636万9,000円に、第４項三石医業費用は1,963万5,000円を減額し、

５億4,209万1,000円に、第５項三石医業外費用は122万7,000円を追加し、1,859万7,000円に、第

６項三石特別損失は79万7,000円を減額し、20万3,000円にしようとするものです。 

 次のページをおめくりいただきまして、第３条は資本的収入及び支出の補正でございまして、

予算第４条に定めた資本的収入及び資本的支出の予定額を次のとおり補正するものでございまし

て、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額654万7,000円は当年度分損益勘定留保資金

654万7,000円で補填するものでございます。 

収入につきましては、第１款資本的収入は4,909万円を追加し、２億6,280万4,000円に、第１項

静内補助金は4,009万2,000円を追加し、１億8,091万4,000円に、第２項静内企業債は180万円を減

額し、2,530万円に、第３項三石補助金は1,159万8,000円を追加し、3,429万円に、第４項三石企
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業債は80万円を減額し、2,230万円にしようとするものです。 

支出でございますが、第１款資本的支出は200万2,000円を減額し、２億6,935万1,000円に、第

１項静内建設改良費は68万7,000円を減額し、8,141万1,000円に、第３項三石建設改良費は131万

5,000円を減額し、2,666万2,000円にしようとするものです。 

第４条は、企業債の補正でございまして、予算第５条に定めた起債の限度額を次のとおり補正

するものでございまして、新型コロナウイルス感染症の影響による特別減収対策企業債6,160万円

を追加し、次のページにまたがりますが、電子カルテシステムの更新費用が当初予定していた金

額より低くなったこと、医療機器の購入費用の一部を道補助金に振り替えることによりまして借

入れする企業債の限度額を補正額の限度額5,020万円から補正額の限度額4,760万円に変更するも

のでございます。 

第５条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正でございまして、予算

第８条に定めた経費の金額を次のとおり補正するものでございまして、(１)職員給与費について

27万8,000円を追加し、11億90万3,000円にしようとするものです。 

 病院の４ページをお開きください。収益的収入及び支出明細書でございますが、支出からご説

明いたしますので、次の５ページをお開きください。１款病院事業費用、１項静内医業費用、１

目の給与費は、次ページにまたがりますが、人件費の整理でございますので、説明は省略いたし

ます。 

 ２目材料費では866万9,000円の追加でございまして、節の薬品費では当初予算の算定を低く積

算していたことから719万円を追加し、医療総合備品費では医療従事者の環境改善に係る補助金を

活用して空気清浄機、冷蔵庫等を購入するための追加、３目経費では132万9,000円の追加でござ

いまして、各節の実績及び執行見込みによる整理となりますが、修繕費の追加では医療用ガスの

圧縮空気設備の修理、内視鏡カメラの修理等、委託料では感染症廃棄物の処理、新型コロナウイ

ルス感染症の検査費用などを追加してございます。 

 ６目研究研修費、続く２項静内医業外費用は７ページにまたがりますが、各節の実績及び執行

見込みによる整理でございます。 

４項三石医業費用、１目給与費は、人件費の整理でございますので、説明は省略いたします。 

２目材料費は、各節の実績及び執行見込みにより整理したものでございまして、３目経費につ

いても各節の実績及び執行見込みによる整理としたものでございますが、８ページの修繕費では

医療従事者用の環境改善に係る補助金を活用し、職員トイレの改修を予定し、追加するものでご

ざいまして、６目研究研修費、続く５項三石医業外費用、６項三石特別損失については各節の実

績及び執行見込みによる整理でございます。 

次に、収入を説明いたしますので、病院の４ページにお戻りください。１款病院事業収益、１

項静内医業収益、１目入院収益は8,769万3,000円の減額でございまして、昨年８月に開設いたし

ました地域包括ケア病床につきましては、開設後から２月の末までで平均85パーセント程度の稼

働率で推移しているものの、入院全体で見ますとコロナ禍の影響は大きく、当初予算において計

上しておりました収益を確保できない見込みのため減額しようとするもので、２目外来収益では

5,687万1,000円の減額で、入院収益と同様に新型コロナウイルス感染症の影響から外来の患者数

が減少したことが影響しており、３目その他医業収益では健康診断等の増加や新型コロナウイル

ス感染症の影響による低利な起債の借入れなどから1,231万4,000円を追加し、２項静内医業外収
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益、２目他会計補助金では基準内、基準外繰り出しを合わせ9,942万5,000円を追加し、４目その

他医業外収益ではレンタルテレビ管理料などの収入減により133万9,000円を減額し、５目道補助

金495万円、６目国庫補助金2,917万6,000円の追加は、新型コロナウイルス感染症及び発熱患者外

来の対応に係る医療機関向けの各補助金で、それぞれ対象となる経費の財源になるもので、３項

静内介護給付費収益は実績がないことによる減額としております。 

５項三石医業収益、１目入院収益１億3,030万3,000円の減額、２目外来収益7,012万4,000円の

減額は、当初予算において計上しておりました収益を確保できない見込みのため減額するほか、

新型コロナウイルス感染症の影響から外来の患者数が減少したことも影響しており、３目その他

医業収益では健康診断等の増加や新型コロナウイルス感染症の影響による低利な起債の借入れな

どから5,412万5,000円を追加し、６項三石医業外収益、２目他会計補助金では、５ページにまた

がりますが、基準内、基準外繰り出しを合わせて１億2,571万3,000円を追加し、４目その他医業

外収益ではレンタルテレビ管理料の増加、貸付収入の減などで３万7,000円を追加し、５目道補助

金では194万8,000円を追加し、新型コロナウイルス感染症及び発熱患者外来の対応に係る医療機

関向けの補助金でそれぞれ対象となる経費の財源になるもので、８項三石特別利益では過年度損

益修正益を65万1,000円減額するものです。 

次に、病院の９ページをお開きください。資本的収入及び支出の明細書でございますが、下段

の支出から説明いたします。１款資本的支出、１項静内建設改良費、１目資産購入費では68万

7,000円の減額でございまして、予定していた医療機器の契約金額が下回ったものであり、３項三

石建設改良費、１目資産購入費では131万5,000円の減額でございまして、当初予定していた医療

機器を有利な財源を活用する関係で次年度購入に変更したこと、予定していた医療機器の契約金

額が下回ったものでございます。 

次に、上段の収入でございますが、１款資本的収入、１項静内補助金、１目道補助金では223万

円を追加し、新型コロナウイルス感染症及び発熱患者外来の対応に係る医療機関向けの各補助金

の追加でございまして、２目他会計補助金3,786万2,000円の追加は一般会計からの基準外繰出金

でございまして、２項静内企業債では180万円を減額するものです。 

３項三石補助金、１目他会計補助金では1,159万8,000円の追加でございまして、一般会計から

の基準外繰出金1,203万7,000円の追加と国保会計からの補助金は未執行の経費の財源である43万

9,000円を減額し、４項三石企業債では80万円を減額するものでございます。 

なお、病院の１～３ページは予算実施計画、10ページは予定キャッシュ・フロー計算書、11～

12ページは予定貸借対照表、13～14ページは給与明細書でございますが、いずれもお目通しをい

ただき、説明は省略させていただきまして、以上で議案第13号の説明とします。ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。午後１時再開いたします。 

休憩  午前１１時５４分 

                                            

再開  午後 １時００分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これより質疑を行います。先に議案第６号 令和２年度新ひだか町一般会計補正予算(第７号)

の歳出からページごとに行います。 
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46ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 47ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 48ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 49ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 50ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 51ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 52ページ、53ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 54ページ、55ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 56ページ、57ページ。 

 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 56ページの(８)のふるさと応援寄附事業、報償費1,000万円の増額補正、役

務費386万3,000円ですか。説明では寄附金が１億3,000万円と、ですから収入で3,000万円増額補

正しているということになりますけれども、結局前年が6,600万円ぐらいでしたか、6,700万円だ

ったかな、倍近く増えていると。いろんな担当している所管課の努力、相当な努力してここまで

増えたというふうに考えております。理由として、サイトを増設するとかＰＲに力を入れるとか、

いろんな要因があると思うのですけれども、主な増えた増額理由について伺いたいというのと、

新たに商品の、返礼品の開発、こういうものがあったのかどうなのか。それと、もう一つは、ど

のようなものが人気だったのか、この辺のことを伺いたいと思います。 

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) まず、寄附額の増額を見込んでいる要因でございますけれ

ども、今お話あったとおり、受付のサイトを本年度になって５つ増設しておりまして、現在９サ

イトで稼働をしております。それから、広告なんかも今年度100万円近い予算をいただきましたの

で、これを有効に活用して、新聞ですとか雑誌、それからウェブサイトのＰＲ広告ですとか、そ

ういうものを活用させていただいていますし、あとお金はかかっていないのですけれども、全国

的なオンラインのイベント、大感謝祭というようなイベント、こういうのにも積極的に参加をし

てＰＲに努めてきたところです。巣籠もり需要なんかというところの要因もあるかと思いますけ

れども、こういったことが積み重なって、寄附の増額につながっているのかと考えてございます。 

 それから、新規の商品ですけれども、事業所としては今年３つの事業所に追加で参加していた

だきまして、あと商品の数としては、増減あるのですけれども、30品目程度増えております。人

気の商品となりますと、やはりイクラですとカニとか、こういったものは例年どおり人気なので

すが、あとケーキ、今年度特に野菜、これが人気だということをお聞きしましたので、農家さん
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にお願いして、今年の出荷になりますけれども、予約ということでメロンですとかトウモロコシ

とか、こういったところも予約ということで返礼品に出品をしていただいたというところがござ

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) それで、我が町の過去においての最高額が27年度ですよね、１億2,795万

6,000円と。今回１億3,000万円ですから、超えるということで見込んで予算措置したのかどうな

のか、その辺だけお願いしたいと思います。 

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) ２月末現在で１億2,350万円ぐらいになっておりまして、３

月までですので、もう少しですけれども、過去最高になるかどうかは何とも言えないですけれど

も、もう少し日にちございますので、引き続きできるＰＲとかそういうものに努めていきたいと

思います。 

 以上です。 

〇議長(福嶋尚人君) 58ページ、59ページ。 

 ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 59ページの一番下の議会委員会等オンライン会議というところのことなの

ですが、先般ここで議員に対して使い方の説明、講習会を受けましたけれども、この予算のこと

について町民から何でこんなに高い金額が必要なのだということで、説明は受けていますけれど

も、先般講習というか、説明、指導を受けた内容によっては地元の業者でもできる内容だったと

私は感じました。そういう意味では、議場の何かを整備するということと具体的な指導について

は分散して、地元の業者でもできることは地元の業者に分散するというようなことがあの内容か

らならできなかったのかというちょっと疑問を持ちましたので、その辺の説明…… 

〇議長(福嶋尚人君) 下川君、それはちょっとこの補正予算のあれにはずれていますので。そう

いう質疑ではないので。 

〇６番(下川孝志君) でも、補正予算でここに書いてある。 

〇議長(福嶋尚人君) 補正予算ですけれども、そういうような質問を予定しているものではあり

ませんから。金額についてどうのこうのということだけであって、内容がどうのこうのというこ

とではありませんから。 

〇６番(下川孝志君) 予算通ってしまったやつだから駄目だという意味ね。 

〇議長(福嶋尚人君) 駄目だというよりも、そういう趣旨のあれではありませんので。 

 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 予算説明資料、これ配っていますよね、新規事業。感染症対策、59ページ、

(４)の新型コロナウイルス感染症対策事業で、私もずっと予算書見ていたのですけれども、この

新たな事業の８件ですか、追加事業、これどこに予算化しているのか一部分からない部分があっ

たのです。負担金、補助及び交付金ですとか委託料とか分かる部分もあるのですけれども、これ

どこで予算化しているのか、消耗品だとか備品だとかいろいろあると思うのですけれども、ちょ

っと教えていただけませんか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 
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〇総務課長(上田賢朗君) 今回の追加で上げた事業のそれぞれの節にどこに計上されているのか

ということですけれども、まず１つに静内保育所トイレ、こちらのほうにつきましては修繕料の

ほうで同額248万6,000円を計上してございます。 

〔何事か言う人あり〕 

〇総務課長(上田賢朗君) 既定の予算の減額分ですとか、今回の追加の分で新規に計上ですとか、

そういったものの…… 

〔何事か言う人あり〕 

〇総務課長(上田賢朗君) ちょっと分かりづらいのですけれども、議案のほうは既定の予算の減

額分を整理してございますし、今回の追加分も計上してございます。ですので、ちょっと入り繰

りしますので、分かりづらいのですけれども、今回の新規事業をどこで見ているのかというふう

なことでご回答させていただきます。 

今の静内保育所のトイレにつきましては、修繕料のほうで計上してございます。あと、農地情

報管理システムにつきましては、委託料のほうで計上してございます。ＰＣＲ検査、こちらにつ

いては病院事業会計補助金、こちらのほうで75万5,000円を計上してございます。あと、大型扇風

機購入事業、こちらについては17節の大型扇風機の備品購入で計上してございます。それと、町

立温泉施設事業につきましては、温泉事業の継続支援金、こちらは18節の補助金のところで計上

してございます。合わせて720万円と。あと、感染症対策の災害備蓄品、こちらのほうは消耗品で

54万5,000円計上してございますし、あと備品購入のところでテント、こちらのほうを屋内の仕切

り用と屋外用テント、こちらを合わせて451万円計上しているというふうなことでございますし、

ストーブ購入、こちらについては備品購入のストーブのところで192万1,000円を計上してござい

ます。それと、学校給食関係、こちらについては12節の委託料のほうで176万3,000円計上させて

いただいております。 

以上となってございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) １点質問します。今の関係で59ページの委託料の関係、トータルで1,985万

9,000円増額しているのですが、この中身見ると７項目ですか、７項目の委託料で1,985万9,000円

になっております。この７項目が全部増額、不足しているから計上したということなのか。例え

ば先ほど下川議員からあった議会の運営オンラインがこれはどれぐらいの部分があって、どれぐ

らい不足になったのかとか、それから次のページの農地の関係も含めてどれくらいが増えて今回

補正するのだという、その中身が分かれば教えてもらえればいいのですが。増えた理由がちょっ

と分からないので。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 先ほどとちょっと重複するのですけれども、増えた部分につきまして

は今回新規で計上させていただいているもの、これが大きなものでございます。その大きなもの

としましては、先ほどの農地情報管理システム、こちらのほうで委託料で2,200万円ほど追加計上

させていただいております。あと、委託料でいきますと、学校給食の関係、こちらのほうで170万

円ほど追加計上させていただいているというふうなことが今回増額要因になった主な要因になっ

てございます。個々の整理につきましては、数値の把握してございませんので、申し訳ないので

すけれども、既存の既定予算の部分につきましては入札等を行いまして、事業費確定で整理させ
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ていただいているというふうな状況でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 新型コロナウイルス感染症対策事業で、先ほど説明受けました追加分

4,156万8,000円、これ。それで、説明では二次臨時交付金、二次の地方創生臨時交付金、これ予

算未計上の部分がありましたよね、1,550万6,000円。これで全部予算計上したことになりますよ

ね。それで、一次、二次の執行残、これが2,606万2,000円ですか、ということですよね。仮に、

繰越ししたものもあるのですけれども、今回一次、二次補正分で執行残で出た場合に臨時交付金

を返還すると、こういうような状況に至らないのかどうなのか、そこだけ確認させていただきた

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) 今回の町に示された上限額、こちらのほうにつきましては基本的には

満度で使うような整理をしてございます。一般財源多少出てございますので、百数十万円出てご

ざいますが、そちらにつきましては一般財源で出しておりますので、そのオーバーしている部分

の範囲内で対応して、返すことのないように整理をしてございます。 

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) 次、60ページ、61ページ。 

 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 新規事業の中身についてちょっとお聞きしたいのですが、農地情報管理シ

ステム導入事業というのがどのような場面で使われるようなものなのかとか内容がもう少し知り

たいのと、オンラインで結ばれるのというのが個々の農家なのか、農協なのかとか、あとは役場

庁舎の全ての部署にそういうものが全て結ばれるような、そういうシステムなのかというのをお

聞きしたいのです。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川農政課長。 

〇農政課長(及川敦司君) 農地情報管理システム導入事業の関係でございますが、まずどのよう

な業務にこのシステムを使うのかということでございますが、農政課のほうで今業務担当してお

ります農業振興地域の管理業務ですとか、あと転作の業務、そしてあと農地中間管理事業という

か、農業公社の委託を受けている人・農地プランという、そういった管理業務、あと中山間事業

等々の業務があるということで、まずそういったものにこのシステムを活用していくというもの

になっております。 

それで、オンライン上で情報確認というところでございますが、例えば農業振興地域の土地利

用計画というのが通常農業者の方が自分たちの農地を例えば用途変更したり、除外をしたりする

ときに、これが農用地区域に入っているのかどうかというのがよく問合せがあるので、そういっ

たものをホームページとかに掲載しまして、自宅からでも閲覧はできますし、あとは窓口に来て、

そういった情報があれば瞬時に検索をして情報をその窓口で提供できるというような内容になっ

ているところでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 先ほど備品のところの説明があって、段ボールベッドというのは間仕切り

テントの中に入っているのか、そこをもう一回聞きたいのです。 
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 それと、学校などの公共施設にＰＣＲ検査75万円とあるのですけれども、先ほど病院の企業会

計のほうだと分かったのですけれども、これは感染者が出たときに検査するのか、いなくても検

査するような中身なのか、ちょっと見積りの積算根拠というか、この数字の積算根拠をお聞きし

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) まず、避難所用のテントの関係でございます。段ボールベッドにつき

ましては、消耗品のほうで計上させていただいておりますので、テントにつきましては間仕切り

のテント、それと屋外用のテント、こちらは備品で計上させていただいております。 

 あと、ＰＣＲ検査につきましては、単価が３万円程度だったと思うのですけれども、３万円程

度の単価を必要件数見込んでいるというふうな内容でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、田畑君。 

〇11番(田畑隆章君) 先ほどの説明資料の２番目、農地情報管理システム導入事業なのですけれ

ども、谷議員もお聞きしていたと思うのですけれども、他課、農業委員会とか建設課とか、ある

いは水産林務課とか、ここが崩れてこういう状況になっている、これをどうするかだとか、これ

を修復するためにどうするかだとか、いわゆるＧＩＳという全国共通のシステムがあると思うの

ですけれども、ＧＩＳ、農地地図情報管理システム、地図が抜けているのですけれども、それと

同じものなのかどうなのか。そして、他課と共用して使えるものなのかどうなのか、その辺もう

一度お願いしたいのですが。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川農政課長。 

〇農政課長(及川敦司君) このシステムのまず内容になりますけれども、農業関係の業務に使う

ということで、農地の基本的には法務局が管理している地籍図をまずデータ化をして、システム

に取り込むということです。そして、そのほかに農業委員会が所有している農地台帳情報ですと

か圃場図の情報ですとか、あとは航空写真、こういった複数のデータを取り込んで行うというこ

とで、ＧＩＳ技術を導入したシステムというふうになっております。 

 それで、他課との連携になるのですけれども、今現在それぞれの部署でシステムを導入して管

理している部分もあるので、今回のこのシステムにおいては農業関係の業務に特化したようなシ

ステムになるのですけれども、ただこのシステムを入れることによってデータを抽出して、例え

ば農地流動化の関係で農業委員会のほうにも活用するということもできますし、ただオンライン

でシステムを常に他部署で活用するということは今は想定していないのですけれども、ただこの

システムを入れることによってそういう活用の方法もできるというふうになってございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 11番、田畑君。 

〇11番(田畑隆章君) 将来的にはそういった連携を発展性、拡張性のあるものというふうに考え

させていただきます。その結果、隣の町、あるいは道との連携、そういったものもスムーズにな

っていくのでないかと期待して、意見です。 

〇議長(福嶋尚人君) 質疑にしてください。 

 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 60ページの18節の負担金、補助及び交付金なのですけれども、この中の５

番目、感染症対応経営環境改善事業補助金984万8,000円の増額補正、それから製材・加工品販売

促進事業補助金300万円の増額と。これは、節内の流用による増額補正だというふうに理解してい
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るのです。それで、この増額に至った経過というか、要因というか、それぞれの内容についてお

伺いしたいと思います。 

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) 私のほうから経営環境改善補助金の件についてご説明いた

します。 

 当初1,000万円の予算ということで申請を受付していたところなのですけれども、申請が当初見

込んだよりも非常に多くて、その結果約２倍に当たる1,980万ちょっとぐらいまで受付をさせてい

ただいたのですけれども、予算額の約２倍に達したので、ここは担当常任委員会なんかにも報告

をさせていただいておりますけれども、そこで受付を終了させていただいているところでござい

まして、今回補正のところで整理をさせていただきました。 

 中身につきましては、感染対策、それから新たなビジネスモデルの構築という主に２本立てで、

そういった事業を対象にしたのですが、主にはウイルス対策機能つきのエアコン関係が非常に多

くて、そういった案件が７割近くございました。あと、その他間仕切りですとか換気対策に伴う

換気扇の設置ですとか、それから新たなビジネスの挑戦ということで真空パックの導入ですとか、

そういったものに活用していただきました。 

 以上です。 

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) 私のほうから製材・加工品販売促進事業についてご説明させてい

ただきます。 

 こちらについては、当初申請期間としましては７月31日から１月31日までとしておりました。

12月14日申請受付時点で当初の予算額1,000万円を超える申請がありました。これに伴って同予算

の節内で流用して、今後の補正予算というところで今回の補正予算の計上になっております。 

実績なのですが、1,000万円に対して品別で申し上げますと牧柵が27件、補助金額で881万

1,500円、購入金額では1,914万2,125円、その他一般製材なのですが、21件、補助金額338万3,300円、

購入金額にして7,907万950円というところで、補助金額の合計で48件、1,219万4,800円、購入金

額については2,711万3,079円となっております。 

その他ちょっと補足なのですが、牧柵については冬期の注入剤が凍結するというところで、11月

中に製作を終えなければならない状況でしたが、注文が殺到したことによって９月上旬で受付を

終了しております。こちらについては、受付を終了することについては町のホームページやＳＮ

Ｓに掲載したりだとか、あと農協さんのご協力いただいて、軽種馬事業主さんのほうにお知らせ

をいただいているところであります。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) それで、今の牧柵等製材関係、製材加工品、これ期限過ぎて、要するに牧

柵は11月中旬でしたか、以降は製作できない、冬期間で製作できないと。その後、締め切った後

に希望とかの問合せ、こういうのは全然なかったですか。要するに11月中旬に製材できないので、

駄目よということになったわけでしょう。その後の希望とかありましたか。 

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) その後の受付なのですが、牧柵関係というところで森林組合のほ

うには確認をしております。その後15件程度注文の問合せがあったというところだったのですが、
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先ほど説明したとおり、防腐加工がもうできないというところと、そういったところを含めてそ

の部分については申請を受け付けていないというようなところになっています。 

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) 62ページ、63ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 64ページ、65ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 66ページ、67ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 68ページ、69ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 70ページ、71ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 72ページ、73ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 74ページ、75ページ。 

 ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) この補正予算が通れば、多分通るでしょうけれども、私は説明する側に回

りますので、ちょっと確認しておきたいのですが、介護サービス事業で11億5,000万円の補正を今

組んでいるわけですけれども、町民の利用者が事業者を選ぶときに町の施設を、または事業所を

どう選ぶかといったときに、質がいいから選ぶというよりも自己負担が軽いから選ぶという選択

肢がほとんどなのです。ところが、実際に今回いろんな理由から特別会計廃止して民間に変わる

ということは説明受けましたが、私は分かりますけれども、ここにきてさらに11億5,000万円を町

民が負担しなければいけないという理由をもう一度町民が分かるように説明していただきたいの

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) 特別会計への繰出金でございます。こちらを過去の累積部分、収入で

賄い切れていなかった部分が２か年で11億円というふうな金額になってございます。特別会計に

つきましては、壇上でもご説明しましたけれども、基本的にはその会計の主となる収入、こちら

をもってその会計の支出に充てるというふうな原則がございます。ただ、介護サービス事業にお

きましては、なかなか介護報酬で賄い切れていない部分がございました。こちらの部分について

今回会計を廃止して閉じるというふうなことで、本来であれば会計のほうの事業のほうで収入を

賄って、その穴埋めをしていくのが本来なのですけれども、今回の介護サービス事業特別会計に

つきましては、会計が閉じるということで来年度以降そちらの収入がなくなるというふうなこと

で、どうしてもこの10億円というお金の部分が穴埋めできない状態になりますので、この部分に

ついて一般会計で補填させていただきたいというふうな内容でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 74ページの介護サービス事業特別会計繰出金11億5,431万4,000円なのです
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が、これは当初予算も見ていますから、補正後の額が11億8,578万2,000円になりますよね。なり

ますね。それで、総務課長から説明ありましたように元年度分が４億6,265万9,000円ですから、

それを引きますと７億2,312万3,000円と、私はこうなると思っているのですが、課長の説明では

６億五千六百何十万円と、こういうことだったのですが、この辺は私の言っている額が違うのか

どうなのか確認させていただきたいのと、結局６億円、７億円とかなり増えているのです、２年

度分の収支不足額。コロナ禍でいろいろ減収もあったと思うのですけれども、特にまきばなんか

は昨年度から今年４月から廃止ということでかなり入所者を段階的に退所していただいたと、こ

ういうことで減収になっているのは分かるのですけれども、そのほかに大きな理由というのは何

かありますか。かなり４億円から７億円近く、３億円ぐらい増えていると、元年度に比較して。

どのような要因があったのでしょうか。その辺教えてください。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) まず、７億円と６億円の差でございます。今回の介護事業特別会計の

閉鎖に伴いまして、基本的に４月に入ってからの出納整理期間に係る収入ですとか支出、こうい

ったものにつきましては新年度、令和３年度の一般会計に引き継いで処理するというふうなルー

ルがございまして、それに基づいて本来であれば介護報酬２か月遅れで入ってくると思うのです

が、それの４月に入ってくる分、５月に入ってくる部分、こちらについてが推計では１億3,000万

円程度収入見込みがございます。それが入ってこないというものと、あと支出においても出納整

理期間に残った支出をするというふうなものが3,000万円程度ございます。こちらは一般会計のほ

うに引き継いで支払うのですけれども、その中において１億円程度会計で不足が生じるというふ

うなことで、一般会計で令和３年度で１億円の収入の増となるのですけれども、その部分の入り

繰りの部分で本年度において１億円程度多く一般会計から出さないと収支が取れないというふう

な状況がございますので、１億円分多く繰り出してございます。 

 あと、昨年度の４億数千万円から６億数千万円に増えているというふうな大きな要因につきま

しては、木内議員おっしゃったようなまきばのほうの整理の中でなかなか受入れしないというふ

うなもので介護報酬当然減っておりますし、コロナ禍においてショートステイ、こちらのほうの

利用も減っていると思いますので、そういった部分で大幅に収入が落ちているというふうな状況

でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 76ページ、77ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 78ページ、79ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 80ページ、81ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 82ページ、83ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 84ページ、85ページ。 

 ６番、下川君。 
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〇６番(下川孝志君) ここで85の新型コロナウイルス感染症ワクチンの接種事業について確認し

たいのですが、新ひだか町も委員会というか、対応をなるべく早くということで組織するのは早

かったのですが、その後いろんな情報がいろんな角度から流れてきて、一番私たち町民が不安に

なっているのは、希望する対象者が道の言っている数と国が言っている数に差があるということ

が新聞報道やニュースでも流れたことがありましたけれども、新ひだか町においては希望する数

の量が確保されるという認識でよろしいでしょうか。 

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) そのつもりで準備を進めておりますし、現段階においていつどれ

だけの数量がという明確な今後のスケジュールというのはまだ固まっておりません。ただ、体制

を整備していく上で希望する方が皆安心して接種できる、そういった形で進めたいということで

準備を進めています。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 84ページ、(４)の病院事業会計負担金、この中の病院事業会計補助金２億

6,358万円ですか、このうちの358万円は婦人科医療に要する経費と。それを引きますと２億

6,000万円ですか、いわゆる収支不足分を補助金を出すと、こういうことになっています。それで、

これは私が考えていたのは、この分というのはあくまでも元年度に係る収支不足分を出している

のだろうというふうに考えているのですが、それは間違いないですか。それから、これが元年度

の収支不足分の全額に当たるのかどうなのか、その辺の確認をさせてください。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) この２億6,000万円分、こちらにつきましては令和２年度、こちらのほ

うの当該年度の収入に不足する分というふうな部分で２億6,000万円を繰り出してあげるという

ふうな整理でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) そうしますと、２年度末で見込額立てているのは２億6,000万円の収支不足

なので、これは病院事業会計で一時借入金でもってそれを手当てするのだと、こういう意味でい

いのかどうなのか。２年度分ということですか、２億6,000万円はあくまでも。私の考え方は違う

のですか。私が理解していないのか。あくまでも２年度分のいわゆる収支不足分に対する繰り出

しと、こういう考え方でよろしいのですか。もう一度お願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 病院事業会計におきましては、今一時借入金をしながら運営をしてい

るというふうなことで、累積になるのかなというふうな考えはございます。令和２年度において

今一時借入金を３億数千万円していると思うのですが、今年度収入の不足する部分、この部分に

ついて最低限２億6,000万円を送ってあげるというふうな整理でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) そうしますと、病院事業会計の決算上、資金不足比率、これ前年度、元年

度末13.2だと思うのですが、幾らぐらいになる予定で推計しているのか、その辺をお伺いしたい

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) 令和２年度で２億6,000万円一般会計から送ってあげるというふうな
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もので整理しますと、今18パーセント程度に収まるのではないかというふうな試算をしてござい

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) 86ページ、87ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 88ページ、89ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 90ページ、91ページ。 

 ３番、志田君。 

〇３番(志田 力君) 91ページの一般廃棄物収集運搬経費で需用費の部分、ごみ袋の説明があっ

たと思うのですけれども、当初の説明では国内では生産できないので、海外でというふうに聞い

たような気がするのですけれども、先ほどの説明ではたしか中国と聞こえたのですけれども、新

型コロナウイルス感染症やらの関係で国内の生産者にということでこれだけ増えたのだという説

明だったと思うのですけれども、その解釈で間違いないのかというのと、国内で生産できるとい

うことであれば、なぜ最初から国内でないのか。料金的なことは当然理解はできるのですけれど

も、今使っているごみ袋は国内産だと思うのです。私の感触でいくと、今のほうが強度強いので

す、袋自体の。そうすると、値段を取るのか、強度を取るのか、質を取るのかというのと、それ

からもしこのままでいくと今年度だけ国内なのか、次年度は状況が変わって、中国なのか、タイ

なのか、はっきりあれですけれども、次年度はどうなるのですかとかということは、そこら辺の

説明をちょっと確認だけ。 

〇議長(福嶋尚人君) 本来なら補正予算でないですけれども、将来のことで…… 

〇３番(志田 力君) ごめんなさい。余計な部分言ったかもしれませんけれども、答えれる範囲

でお願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 秋山生活環境課長。 

〇生活環境課長(秋山照幸君) 当初我々も海外も含めた発注ということで考えていたのですけれ

ども、ご案内のとおり、新型コロナウイルス感染症が昨年猛威を振るって、物が実際作れるので

しょうけれども、我々が望んだ納期までに来るかどうかが分からない状況、そういう情勢だとい

うことで捉まえまして、であれば調査した結果若干値段は高いのですけれども、強度は基本的に

同じだと思ってはいるのですけれども、やはり毎日使う袋ですから、在庫もなくなってくる。そ

ういうところに間に合わせるように国内の製品で対応しようということでこのような単価、国内

の部分は若干高いですから、高くなってしまったというのは実態だということで考えてございま

す。ただ、今後はどうなのだという話につきましては、まだこのコロナ禍が世界的に終息という

めどが立ってございませんので、そこら辺については申し上げることは避けたいと思います。 

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) 92ページ、93ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 94ページ、95ページ。 
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〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 96ページ、97ページ。 

 ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 花卉野菜生産体制強化事業と、この予算に私の質問がずれていたらやめま

すけれども、予算というのは多分これも生産から販売までということで、新型コロナウイルス感

染症で非常に花が売れなくなったので、花屋さんと農家が協力し合って学校とか介護施設とかに

展示してくれたというのがあったのです。その予算がもしここに使われているとしたら、すごく

いい事業だったのだから、予算を余すぐらいだったらもっとやってくれたらよかったかなと思う

のですけれども、この予算は使われていますか、そこに。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川農政課長。 

〇農政課長(及川敦司君) この事業は、新型コロナウイルス感染症の今回の事業とは全く別でし

て、従来から振興作物であるミニトマトですとか花きの農業者が設置するハウスに対する助成事

業ということで設置している事業になっております。それで、今回この減額補正については、当

初予定していたミニトマト、花きの設置する棟数がやはり新型コロナウイルス感染症の関係で、

投資を次年度以降に見合わせようということで今回設置をしなかったというものというふうにな

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) 98ページ、99ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 100ページ、101ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 102ページ、103ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 104ページ、105ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 106ページ、107ページ。 

 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) 106ページの(７)の水産振興事務経費の関係ですが、その一番下の18の負担

金、補助及び交付金ですけれども、ちょっと関心ありますので、お聞きしたいと思うのですが、

三石地域マリンビジョン協議会事務補助金というのは、活動内容は大体分かっているのですが、

19万6,000円の減額ということですけれども、これはどの部分の減額、どういうことの内容の減額

だったか教えてください。 

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) マリンビジョンの活動で出前事業等を行っているのですが、それ

が４回のところ新型コロナウイルス感染症の関係で１回に減した部分が減額となっております。 

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) 108ページ、109ページ。 
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〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 110ページ、111ページ。 

 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 110ページの上のほうの(３)桜まつり実施事業246万円の減ということでご

ざいますけれども、当初予算730万円ということで予算計上しておりました。これ祭りが中止にな

ったという中で、中止しても監視ですとか周知関係だとかいろいろ経費がかかるのは分かるので

すけれども、484万円ですか、執行するという予定になっておりますが、これはどういう内容、ど

ういう経費がかかっているのか教えていただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 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) 皆様ご承知のとおり、昨年の桜まつりは新型コロナウイル

ス感染症で中止とさせていただいたのですが、ただ我々実行委員会としては一定のお客さんが花

見に来られるのではないかと。一般の公道でございますので、そういう観点で周りの牧場なんか

もありますので、そういうところに迷惑もかけられないというようなところで体制を整備したと

ころです。主な経費としては、道路沿いにトラロープ、立入禁止のそういうロープ等の柵を設け

たり、そういった会場関係、それからやはり中止といっても清掃等は必要ではないかということ

で、そういった会場の運営、設営等に約300万円程度かかってございます。そのほか防疫対策です

とか、それからスタッフを配置しましたので、仮設トイレを何基か置いたり、そういったものに

経費がかかってございます。 

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) 112ページ、113ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 114ページ、115ページ。 

 ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 115ページの一番下の町道補修事業、余ったということですけれども、町道

の本桐本町線、非常に傷んでいるので、この凍結で３月にアスファルトを補修する予定がなくて

新年度へ持っていくのか、その辺の対応…… 

〇議長(福嶋尚人君) 北道君、ちょっと違う。関係ありませんので。 

 ほかに。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 116ページ、117ページ。 

 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) 116ページなのですが、一番上の街路灯防犯灯管理経費の中の需用費、これ

が394万9,000円減額しているのですが、この光熱水費の中身ですが、細かい話しして申し訳ない

のですが、例えば北電の電気料が減額されているのか、それともＬＥＤ関係の球とかそういうも

のが壊れていなくて、補填する必要がなくて残ったのか、この394万9,000円の減額の内容だけま

ず教えてください。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) 街路灯、防犯灯の光熱水費についてお答えしたいと思います。 
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 この減額については、北電の電気料ということで、燃料の調整率が我々が見込んでいたものよ

りも大きくあったということで、原油単価の変動によるものだと思いますけれども、そういった

関係で電気の単価が下がったということで、今回減額の補正をさせていただいております。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) 要するに北電の料金が下がったから、こういう減額ということで、私が心

配しているのは非常に最近例えば国道、道道のメインのところの街路灯、防犯灯も含めて、防犯

灯はついているのですが、街路灯の関係でどうも暗いというか、明るさがないというか、活気が

ないというか、時間的な差でもってなるべく照明をつけないようにしているのかどうかちょっと

分かりませんけれども、特に暗い町ということで、個数を例えば飛び飛びにやっているというふ

うに聞いていますけれども…… 

〇議長(福嶋尚人君) 城地君、今の違うでしょう、質問のあれが。 

〇16番(城地民義君) だから、その数を減らしているのかどうか、減らしてなったのか。今の料

金のことは分かったけれども、数を減らして減額になったのか、そこだけ教えてください。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) この減額の根拠といたしましては、先ほど説明したとおり、電気料の

減額ということで、街灯の灯数等を変更したものではございません。 

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) 118ページ、119ページ。 

 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 119ページの下のほう、(２)の下水道事業特別会計繰出金1,657万1,000円の

減額補正ということでございます。説明では、これは繰り出し基準に基づく整理というふうに説

明ありましたので、そうなりますと元年度分の収支不足分２億3,540万円ですか、これ繰上充用し

ています。これの分は、予算は見ていないということでよろしいのですか。その確認をさせてい

ただきたいのが１つと、それからそうなりますと令和２年度分の収支不足額どの程度を見込んで

いるのか。ですから、２年度末で今度元年度分と２年度分との収支不足、これ合わさると思うの

です。どの程度の累計で不足額を見込んでいるのか教えていただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 令和元年度分、こちらにつきましては今回の繰出金では整理はしてご

ざいません。令和２年度分につきましては、今見込める収入で見込める歳出に充てていますので、

その部分については決算を迎えて初めて幾ら足りないというふうな確認取れると思いますので、

一旦過去の令和元年度分ですか、そちらについてはこちらには入っていないというふうな確認だ

けさせていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 恐らく令和元年度分の収支見込み、私は立てていたのではないかなと思っ

て、３月補正ですから。それを見込んで３月補正の予算計上しているのだろうというふうに思っ

ていたのですが、それは見込まれていないということでいいのですか。というのは、これは下水

道特別会計、毎年度繰上充用しています。翌年度の収入を食うわけですから、決算上の処理とし

て。そうすると、元年度、２年度分合わせたものというのはかなりの額になるのだろうというふ
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うに思います。実際に下水道事業の元年度決算の使用料収入は３億2,000万円しかないのです。そ

うしますと、２年分、仮にです、仮に４億円とかになると、実際の収入よりも多く上回った繰上

充用というふうになってしまうので、その辺の心配をしているのですが、その辺どうですか。考

え方聞かせてください。 

〇議長(福嶋尚人君) 木内君、今のこれは関係ありますか。 

〇15番(木内達夫君) 繰り出ししていませんから…… 

〇議長(福嶋尚人君) これに関しての…… 

〇15番(木内達夫君) 分かりました。いいです。 

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) 120ページ、121ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 122ページ、123ページ。 

 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 公営住宅建設事業の工事請負費の関係なのですけれども、3,139万6,000円

の減額になっているのですけれども、金額的に多いなと私は思うのですけれども、どうしてこの

金額になったか教えていただきたいのですけれども。 

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つは、入札によります執行整理ということになるのですが、もとも

と当初設計していた中で労務単価ですとか資材単価ですとか、そういったものの値上がりという

ものも含めて考えていたのですが、実際発注するときの設計の中での整理において数千万円程度

減額になったということでございます。 

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) 124ページ、125ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 126ページ、127ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 128ページ、129ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 130ページ、131ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 132ページ、133ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 134ページ、135ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 136ページ、137ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 138ページ、139ページ。 



 － 44 － 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 140ページ、141ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 142ページ、143ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 144ページ、145ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 146ページ、147ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 148ページ。 

 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 各種基金積立金の一番下、まちづくり基金積立金6,570万円の積立てをする

と。説明で森林環境譲与税相当分、ふるさと応援寄附分、支え合い基金執行残分と、こういう説

明がありました。額もし分かれば教えていただきたいのですが。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 私のほうで押さえている部分で、森林環境譲与税の部分につきまして

は執行のほうの確認がございますので、ちょっと私のほうはお答えできないのですけれども、支

え合い基金、こちらのほうにつきましては1,200万円程度執行残出てございますので、その部分を

積み立てるように整理してございます。 

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) 私のほうからふるさと応援寄附分で3,000万円を見込んで

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) 申し訳ございません。内訳ですけれども、まず寄附いただいた分、こ

ちらが520万円ございまして、それとふるさと応援寄附分、こちらが3,000万円、あと森林環境譲

与税の充当残分、こちらが1,000万円でございます。あと、過疎債のソフト分、こちらのほうを積

み立てていまして、これで850万円、あと支え合い基金残分が先ほど言った1,200万円というふう

な内容となってございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 確認なのですけれども、一般財源は今言われたようにあちこちから来たの

だけれども、特定財源は基金を積むのに過疎債を振り替えるということでいいのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 申し訳ございません。過疎のソフト分、こちらについては過疎債を発

行して、そのうちの一部を積み立てているというふうなことです。 

〇議長(福嶋尚人君) 以上で歳出を終わります。 

 次、歳入に入ります。 

 11ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 12ページ、13ページ。 
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〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 14ページ、15ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 16ページ、17ページ。 

 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 地方交付税の補正額３億5,003万7,000円ですが、累計で59億559万5,000円

ですか、普通交付税の決定額ということで、額が幾らなのか、特交幾ら見ているのか、その額だ

け教えてください。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 普通交付税の決定額につきましては、55億559万5,000円となってござ

いまして、既定予算との差額が２億5,000万円ほどの追加というふうになってございます。特別交

付税につきましては、その差額分の４億円というふうな計上でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 18ページ、19ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 20ページ、21ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 22ページ、23ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 24ページ、25ページ。 

 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 25ページの総務費国庫補助金の１の地方創生臨時交付金2,883万円、これ追

加になっています。先ほど歳出で二次分の交付金の残が1,550万6,000円だったと思うのですが、

その差額というのは何の分なのですか。2,883万円から1,550万6,000円というのは二次分の予算未

計上分ですよね。その差額というのは何か別にあるのですか。一次、二次関係なく別にあるとい

うことなのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 基本的に地方創生臨時交付金の単独分、こちらについては先ほど議員

言ったとおりの1,500万円という。その差につきましては、こちらの補助裏分というのもございま

して、同じメニューでも地方単独分と補助に伴うもののその裏の分というのがございますので、

その分でございます。 

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) 26ページ、27ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 28ページ、29ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 30ページ、31ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 32ページ、33ページ。 
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〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 34ページ、35ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 36ページ、37ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 38ページ、39ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 40ページ、41ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 42ページ、43ページ。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 44ページ、45ページ。 

 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 45ページの減収補填債のところなのですけれども、新型コロナウイルス感

染症で町税のほうも大分影響を受けているのかと思いまして、地方消費税のほうとか3,700万円ぐ

らい減額になっていたと思うのですけれども、先ほどの説明で７税目のうち影響の大きい３税目

に対象としたと。うちの町の税収、新型コロナウイルス感染症で今年の税収の中の十分にそれが

見合った減収債の補填になっているのか、その辺の中身を教えてください。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 私先ほど壇上のほうで地方消費税交付金ですとか市町村たばこ税です

とか、そういった部分の減収に充てるというふうなもののご説明させていただきました。地方消

費税交付税につきましても現計予算との差額についてはこれと合わないというふうな状況にあり

ますけれども、こちらについては国のほうから数字を整理して、当町の影響額相当分というふう

なことで通知がございまして、そういったものに基づいて計算式がございまして、それに当ては

めて金額を出すというふうな整理がございます。そういったときに当町においては2,720万円、こ

ちらのほうが減収補填債として借りれますよというふうなものでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) もう一つお聞きしたいのですけれども、税金猶予するとかそういうことを

うちの町していたのか。それに対しても国のほうで特例債みたいなのあったと思うのですが、そ

ういうものはうちの町では必要としていなかったのかどうか、その辺を教えてください。 

〇議長(福嶋尚人君) 谷君、それどこで聞いているのですか。 

〇10番(谷 園子君) ここの中にはないのですけれども、減収…… 

〇議長(福嶋尚人君) ないものは質問しないでください。 

 ほかに。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 次に、６ページの｢第２表 継続費補正｣から８ページの｢第５表 地方債補

正｣まで一括質疑願います。ありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 以上で議案第６号の質疑を終わります。 
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 ここで暫時休憩いたします。10分程度休憩いたします。 

休憩  午後 ２時０２分 

                                            

再開  午後 ２時１２分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、議案第７号 令和２年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予算(第３号)の質疑を行

います。歳入歳出について一括質疑願います。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 以上で議案第７号の質疑を終わります。 

 次に、議案第８号 令和２年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計補正予算(第２号)の質疑を

行います。歳入歳出について一括質疑願います。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 以上で議案第８号の質疑を終わります。 

次に、議案第９号 令和２年度新ひだか町簡易水道事業特別会計補正予算(第４号)の質疑を行

います。歳入歳出、｢第２表 地方債補正｣について一括質疑願います。 

16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) ６ページの歳入の関係で、この簡易水道で1,150万円といったら相当な金

額、使用料で大きな金額なのですが、当初の予算の組立てのときに事務的に事情があって増やし

た結果、最後には今回決算で落としたと言ったら変ですけれども、減額という精査をした数字が

この数字になったのか。そうではなくして、実際に使う給水人口の人方が減った、あるいは何ら

かの形で新型コロナウイルス感染症の関係等で減ったのかと、こういうことになったのか、その

内容を教えてほしいのと、それから……まずその点教えてください。 

〇議長(福嶋尚人君) 桂田上下水道課長。 

〇上下水道課長(桂田達也君) 使用料につきましては、町会計全体の収支状況によりまして、簡

易水道事業会計では主たる歳入である使用料によって調整を行っているということでございま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) １つだけ、新型コロナウイルス感染症等で使う給水人口の人方が減ったと

いうか、そういう原因のはあまりなかったという認識でよろしいのですか。それだけ聞きます。 

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等の影響については、実際にはっきり

と推測できる部分がございませんので、この中には考慮してはございません。 

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) 以上で議案第９号の質疑を終わります。 

次に、議案第10号 令和２年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算(第４号)の質疑を行い

ます。歳入歳出、｢第２表 継続費補正｣、｢第３表 地方債補正｣について一括質疑願います。 

16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) １点質問します。10ページなのですが、先ほど説明はありましたけれども、
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公課費、いわゆる消費税、地方消費税の関係で1,280万円今回計上しておりますけれども、私が知

るには、まず１つは今回当初計上していた金額が幾らなのか、それともしていなかったのか、今

回初めてこの金額を計上したのかと。それから、もう一つは、説明ありましたけれども、還付金

の関係の計算の中でいろいろ町の収支の関係であったので、最終的にこういう大きな金額になっ

たということの認識は分かるのですが、私が理解する中では一般的に使用料の金額と、それから

それに関わる建設工事の事業、これらに関しては不特定の収入の分だとか不課税、非課税だとか、

そういった部分の計算をした中で最後には消費税額が決まるわけですけれども、この計算の中で

従前の使用料、下水道使用料です、この金額の額でいけばこんなに還付、消費税納めるという金

額にはならない、もう少し金額が下がるのではないかという気もしたのですけれども、その辺り

は先ほど説明あった経緯があるから、こういう金額になったと、こういう考え方でよろしいので

すか。それだけ教えてください。 

〇議長(福嶋尚人君) 桂田上下水道課長。 

〇上下水道課長(桂田達也君) このことにつきましては、繰入金の  分にかかる税ということ

になりまして、12月申告と３月申告とございますけれども、その分に対する不足分でございます

から、額が大きくなって、それが、税務署にも相談をいたしましたけれども、課税対象になりま

すというようなことでございましたので、このような結果になってございます。 

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。 

 それで、当初の地方消費税の関係、これは当初予算では、ちょっと私当初予算見ていないので、

大変申し訳ないのですが、これは全く計上していなかったという考え方でよろしいのですか。 

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) 当初予算にも計上はしてございましたけれども、ちょっと今数字

分かりませんけれども、計上はしてございます。 

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) 以上で議案第10号の質疑を終わります。 

次に、議案第11号 令和２年度新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第５号)の質疑

を行います。歳入歳出、｢第２表 地方債補正｣について一括質疑願います。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 以上で議案第11号の質疑を終わります。 

次に、議案第12号 令和２年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第３号)の質疑を行います。

収益的収入・支出、資本的収入・支出、第２条及び第５条から第７条までについて一括質疑願い

ます。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 以上で議案第12号の質疑を終わります。 

次に、議案第13号 令和２年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第５号)の質疑を行います。

収益的収入・支出、資本的収入・支出、第４条及び第５条について一括質疑願います。 

10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 先ほど新型コロナウイルス感染症で外来の収益やら何やらが減収している
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という話だったのですが、一般会計からも２億7,000万円ですか、繰入れをすると。企業債補正の

新型コロナウイルス感染症での特別減収対策企業債って6,160万円限度額のやつあるのですけれ

ども、前の説明で静内が810万円で、三石のほうが5,350万円で随分差があるのですけれども、こ

このところの中身の説明というか、どういう減収部分にこれが活用になっているのか、その中身

のところを少し説明お願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 酒井静内病院主幹。 

〇静内病院主幹(酒井裕美君) 減収対策債の部分でございますが、基本的には令和元年度の決算、

それから令和２年度の決算見込みを比較いたしまして、その減収が想定される分で、かつ新型コ

ロナウイルス感染症関連以外の要素を取り除いたものを減収対策債の上限額として計算をすると

いうことで計算をさせていただいてございますので、あくまでも令和元年度と令和２年度の決算

見込みの中での数字でございます。 

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) 以上で議案第13号の質疑を終わります。 

 議案第６号から議案第13号までに対しては討論の通告がありませんので、討論を終結いたしま

す。 

これから議案第６号 令和２年度新ひだか町一般会計補正予算(第７号)を採決いたします。 

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

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７号 令和２年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予算(第３号)を採決いた

します。 

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

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第８号 令和２年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計補正予算(第２号)を採決い

たします。 

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

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第８号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第９号 令和２年度新ひだか町簡易水道事業特別会計補正予算(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９号は、原案のとおり可決されました。 
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 次に、議案第10号 令和２年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算(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10号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第11号 令和２年度新ひだか町介護サービス事業特別会計補正予算(第５号)を採決

いたします。 

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

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第11号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第12号 令和２年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第３号)を採決いたします。 

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

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第12号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第13号 令和２年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第５号)を採決いたします。 

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

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第13号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

        ◎議案第１４号から議案第２０号の上程、委員会付託 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第11、議案第14号 令和３年度新ひだか町一般会計予算から議案第

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

 お諮りいたします。ただいま議題となりました議案第14号から議案第20号までの７件について

は、会議規則第39条第２項の規定により提案理由の説明を省略したいと思います。ご異議ありま

せんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

よって、議案第14号から議案第20号までは、提案理由の説明を省略することに決定いたしまし

た。 

お諮りいたします。議案第14号から議案第20号までの７件については、議長を除く全議員で構

成する予算審査特別委員会を設置して、これに付託し、審査することにいたしたいと思います。

ご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第14号から議案第20号までの７件については、議長を除く全議員で構成する予算
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審査特別委員会を設置して、これに付託し、審査することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。ただいま設置いたしました特別委員会の委員長には２番、川端君、副委員

長には15番、木内君が就任することにいたしたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、予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。 

 説明員の入替えがありますので、暫時休憩いたします。そのままお待ちください。 

休憩  午後 ２時２７分 

                                            

再開  午後 ２時４６分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                            

        ◎令和３年度町政執行方針・教育行政執行方針 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第12、令和３年度町政執行方針を行います。 

 町長。 

〔町長 大野克之君登壇〕 

〇町長(大野克之君) １．はじめに 

 令和３年第１回新ひだか町議会定例会の開会にあたり、町政執行に対する私の所信を申し上げ

ます。 

 早いもので、町長に就任してからまもなく３年が経過し、私に与えられた任期４年間の最終年

度を迎えようとしています。 

 ここからの一年は、今まで以上に気を引き締めながら、諸課題の解決に一定の道筋を付けてい

きたいと考えていますが、今後の町政運営を考える時、大きな気掛かりは新型コロナウイルスの

感染拡大であります。 

 昨年来、わが国のみならず世界各国で急激に感染が広がっている状況の中、当町でも比較的早

い段階の令和２年２月に一人目の感染者が確認されました。 

 町としては、国や北海道の動きに連動し、時には公共施設や小中学校の休業というような踏み

込んだ措置も講じながら、感染拡大の防止に努めてきたところでありますが、全国的に感染拡大

の波が繰り返し押し寄せる中で、当町においても複数のクラスターが発生するなどの緊迫した事

態が発生しました。その後は、都市部のような深刻な状態には至っていないものの、まだまだ予

断を許さない状況が続いています。 

 罹患された方々には、謹んでお見舞い申し上げますとともに、医療、介護をはじめ各分野の最

前線において、町民の健康を守るために働いておられる全ての皆様に、改めて敬意と感謝の意を

表したいと思います。 

 一方、大きな打撃を受けている町の産業を守るため、事業継続に向けた支援や地域内消費の喚

起対策などにも取り組んでまいりましたが、ステイホームへの意識が高まる中、飲食業や宿泊業

を中心に消費の落込みに歯止めがかからず、これに連動する形で様々な分野に悪影響が出ており、

未だ出口の見えない情勢に、事業者、労働者ともに我慢の日々が続いているものと認識していま
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す。 

 また、例年であれば多くの人出で賑わうイベントの多くを中止せざるを得なくなり、特に町を

代表するイベントである桜まつりにおいては、感染防止対策とはいえ、せっかく咲いた桜の前に、

残念な形になってしまいました。 

 このように、昨年は刻々と変化するコロナ情勢への対処に追われる一年となり、重たい空気に

包まれる場面も多かったわけですが、そんな中、昨年５月に創設した｢新ひだか町新型コロナウイ

ルス感染症対策支え合い基金｣には、多くの個人・団体の皆様から３千万円を超えるご寄付をいた

だき、そのお陰で、コロナ禍でも頑張っている子どもたちや育児に奮闘している子育て世代への

支援事業などを実施することができました。 

町を襲った突然のピンチを前に、急きょ創設した基金でありましたが、多くの方々が支え合い

の気持ちをもって賛同してくれたことは本当に嬉しかったですし、救われたような気持ちになり

ました。 

また、このような情勢の中にあって、静内農業高等学校の生徒達が繁殖・育成したサラブレッ

トが、北海道市場において学校史上最高額となる2,500万円で落札されるという快挙を達成し、多

くの町民に元気と希望を与えてくれました。 

この未知のウイルスとの戦いは、今しばらく続くのではないかと思いますが、町民同士の支え

合いのもと、感染者に対する差別やいじめではなく、互いに思いやりの気持ちを持って、地域全

体で力を合わせてこの難局を乗り越えていくことが明るい未来に繋がるものと考えています。 

町としては、引き続き国や北海道と連携しながら、求められる役割を果たしていきたいと思い

ますし、特に予防効果が期待されるワクチンの接種にあたっては、先に設置した｢ワクチン接種対

策室｣を中心に万全の準備を整えてまいりたいと考えています。 

さて、町政全般を見渡しますと、急激な人口減少や少子高齢化の波が依然として勢いを止める

ことなく進行しており、これらに連動する形で、町政運営はもとより、あらゆる分野で様々な課

題が発生しています。 

これら課題の解決に向け、私なりにできる事から着手しているところですが、限られた財源の

中、また、今後も人口減少が進行していくことなどを考えますと、複雑多岐にわたる課題の全て

に対処していくことは極めて難しく、加えて、時代の変化とともに新たな課題への対応も発生し

ていることを踏まえますと、増え続ける荷物を背負うという視点だけではなく、時には荷物を下

ろす選択肢も持たなくてはいけないと考えています。 

また、課題の多くは行政だけで解決できるものではありません。 

まちづくりの主体である町民の皆様が、具体的な行動を起こすことができるかということも重

要なカギになるものと考えています。 

今申し上げたような事は、口で言うほど簡単ではありませんが、どんな課題にも必ず解決の道

はあると信じていますし、この町を明るい未来に導くことが、今を生きる我々大人たちの責任だ

と考えますので、これまで以上に町民の皆様、議会の皆様、関係団体の皆様との繋がりを大切に

しながら、次代を担う子どもたちに胸を張って引き継げるような町をみんなで創っていきたいと

思います。 

 ２．町政に臨む基本姿勢 

私は、これまでの町政執行方針の中で、将来に向けた｢備え｣を整えていくことを繰り返し申し
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上げてきました。 

ここで言う｢備え｣とは、特定の分野や事柄に限定するものではありませんが、私が特に重要と

考えているのは、まちづくりを前に進めるうえでの体力となる｢財源｣と｢資源｣であります。 

町長就任から約３年、十分に備えが整ったと言える状況にはありませんが、｢財源｣の面では、

経常経費の圧縮等に努めながら、様々な改革に着手してきたところであり、特に民間活力の導入

にあたっては、令和２年度から、長年にわたり町職員が直接処理してきた一部業務の民間委託化

を開始し、令和３年度からは、大きな課題であった町営の高齢者福祉施設６施設を、高い経営ノ

ウハウを持った指定管理者による運営へと転換する準備を整えることができました。 

今後も、あらゆる分野において民間活力を効果的に取り入れ、経費削減とサービス向上の両面

で町にプラスの効果が生まれる状況を創り出したいと考えていますし、その流れの中で、職員数

の適正化や組織のスリム化などにも取り組みながら、更なる財政健全化に努めていきたいと考え

ています。 

一方、｢資源｣の面では、本町が持つ豊かな自然や地場産品などの魅力を更にアップさせる施策

を展開するとともに、事業者による自発的な取組を後押しする制度なども構築し、これらを活用

した生産性の高い経済活動等が活発に行われるようになることを目指してきたものの、思い描い

たとおりの状態にはなっていないのが現実であります。 

その中で特に深刻であると感じることは、様々な活動の核となるような人材、つまり｢人的資源｣

の不足であります。 

核となる人材とは、課題の解決に向けて自ら考え、関係する方々と繋がりながら、それを形に

できる資質や能力を持った人材でありますが、町の活力となる生産年齢人口層の多くが町外へと

流出している現状では、そのような人材の確保も容易ではありません。 

しかしながら、現状を悲観しているだけでは何も解決することはできませんし、いつの時代も、

人と人とが繋がり、自ら考えて動く以外に道を切り拓く方法はないと思いますので、あらゆる手

法を視野に入れながら、そのきっかけとなるような機会や仕組みを粘り強く作っていきたいと考

えています。 

道のりは決して平坦ではありませんが、今後もこのようなスタンスで改革と挑戦を繰り返し、

そこで生まれる成果を、将来に向けた新たな芽を育てるためのエネルギーとしていけるよう、何

事にも前向きに取り組んでまいります。 

３．基本政策 

今申し上げた基本姿勢に基づき、町民の皆様から託された町政運営を、６つの基本政策を柱と

して進めていく所存であり、これらに係る考え方や方向性などについてこれから申し述べます。 

(１) 町政運営の透明化 

まず１点目は、｢町政運営の透明化｣であります。 

町政運営の透明化とは、文字通り、まちづくりの現状などを町民の皆様から見える状態にする

ことであり、そのためには、｢広報｣と｢公聴｣が大きなポイントになると考えています。 

｢広報｣にあたっては、毎月の町広報誌のみならず、ＳＮＳなどのインターネット媒体を効果的

に活用しながら、多くの方々に情報が届くように努めていくとともに、以前から｢情報が探しにく

い｣などのご指摘を受けていた町公式ホームページについては、全面的なリニューアルを進めてい

るところであり、今まで以上にわかりやすい情報発信に努めてまいります。 
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｢広聴｣にあたっては、まちづくり懇談会や出前講座など、直接顔を突き合わせて行う対話機会

をベースとしながらも、コロナ禍においては、インターネットや書面などを活用した間接的な広

聴も積極的に取り入れながら、町民の皆様からの意見や要望等の把握に努めてまいります。 

まちづくりを進めるうえで欠かすことのできないピースの一つに、｢財政の健全化｣があります。 

安定した財政運営のため、町政全般にわたり｢経費節約への工夫｣、｢預金を増やすための工夫｣、

｢借金を減らすための工夫｣などに取り組んでいますが、人口減少などにより、税金や地方交付税

などの収入が減少していく中では、今まで以上に、限られた収入の効率的かつ効果的な使い道を

考え、最大限の効果が得られるような工夫をしていかなければならないと考えています。 

これら取組の基本となる｢新財政計画｣が、令和３年度末で期間満了を迎えることから、新たな

計画の策定にも着手してまいります。 

また、様々な取組を進めるためには、町民の皆様に財政運営の現状を理解していただくことが

重要ですので、普通会計においては、公会計制度に基づく各種財政諸表による見える化に努めま

す。 

さらに、住民ニーズへの柔軟な対応とサービスの質的向上を図るとともに、行政経費の縮減を

より積極的に推進するため、これまで以上に民間活力の導入を進めてまいります。 

一方、恒常的な赤字負担等が生じている特別会計・企業会計については、会計の透明化と経営

改善に向けた取組を進めてまいります。 

介護サービス事業については、安定したサービス提供を継続するため抜本的な経営改善の取組

として、令和３年４月から、高齢者福祉施設６施設を指定管理者による一体的な管理運営を行う

ことで、民間事業者が持つ専門的管理運営ノウハウのもと、安定的で持続可能なサービス提供体

制とサービスの質の向上が図られ、町の財政的負担の縮減も達成されるものと考えています。 

この度の高齢者福祉施設等の一体的な指定管理者制度への移行に関しては、町職員が指定管理

者に転籍し、引き続き町の介護事業を担っていただくことが必要であり、町政への深い理解のも

と重い決断をしていただいたことで達成できるものと強く感じているところであり、転籍された

職員全員の思いを強く胸に刻み、今後も更なる行財政改革を進めてまいります。 

病院事業については、町の合併当初から厳しい経営状況が続いていることから、将来を見据え

た診療体制や人員配置などについて検討を早急に進め、関係する方々の意見なども伺いながら、

具体的な対策プランの策定に向けて取り組んでまいります。 

簡易水道事業及び下水道事業については、経営状況を的確に把握し、より効率的な事業運営を

図るため、国からの要請を踏まえながら地方公営企業法に基づく企業会計への移行を進めてまい

ります。 

(２) 基幹産業の強化 

２点目は、｢基幹産業の強化｣であります。 

農業については、国内外の市場規模が変わるなど、環境が大きく変化していくと見込まれる中、

農業者が未来に夢や希望を持ち、安心して営農を続けられるようにしていくことが何よりも重要

です。 

基幹である軽種馬については、昨年、北海道市場での売却総額やホッカイドウ競馬の売上が過

去最高となりましたが、今後も競馬界を取り巻く情勢を的確に捉えながら、馬産地としての支援

事業を継続して進めてまいります。 
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また、ミニトマト、花き、和牛の３本の柱を戦略作目として基軸に置き、産業振興奨励事業の

推進や農業実験センターにおける短日夜冷育苗施設の拡充を行い、生産性の向上や所得の増大を

図るとともに、農業生産活動の継続に向けた中山間地域等直接支払制度の活用にも取り組んでま

いります。 

さらに、持続可能な農業を次世代に引き継ぐために、本年３月に構築した第三者農業経営継承

制度の運用をはじめ、オンラインによる独自の就農相談会や就農後の指導・支援体制の強化を図

り、多様な担い手の確保・育成に努めるとともに、併せて、農業生産の支えとなる労働力確保に

向けた調査・研究を関係機関・団体と連携しながら進めてまいります。 

農業生産基盤については、農業用水の安定供給と維持管理の軽減を目的に、かんがい排水事業

として三石ダム等の改修事業が着手されますが、大雨時の洪水調節としての機能も新たに担うこ

とになるため、関係機関と連携の下、着実に防災・減災が進められるように努めてまいります。 

林業・林産業については、新ひだか町森林整備計画及び森林経営計画に基づいた適正かつ計画

的な森林整備を推進するため、補助造林事業や分収造林事業を積極的に取り組み、健全で優良な

森づくりによる森林資源の循環利用を進めてまいります。 

また、森林環境譲与税を活用した森林環境の保全事業を推進することにより新たな雇用を創出

するとともに、新たに林業担い手対策協議会を設立するとともに、道立北の森づくり専門学院と

の連携などを進めることで、森林を守り・育て・将来の世代に引き継いでゆく、地域に根ざした

担い手の育成・確保に取り組んでまいります。 

水産業については、漁家経営の安定と漁業所得の向上を図り、持続性のある漁業を目指すため、

水産資源が豊かに育める環境の維持・保全や資源増大のための栽培漁業など、漁業関係団体によ

る主体的な取組に対し、引き続き、支援してまいります。 

また、生産拠点となる漁港については、防波堤などの整備促進と施設の長寿命化対策など、安

全な漁港づくりを国や北海道に要請してまいります。 

商工業については、町及び商工会が共同で策定した｢第２期経営発達支援計画｣に基づき、課題

となっている小規模事業者の事業継承や新規創業支援に関係団体と連携して取り組むとともに、

地域の素材を活かしたオリジナル商品の開発や販路開拓、商品ＰＲを積極的に支援し、販売額の

増加及び雇用の創出を図ります。 

(３) 防災対策の強化 

３点目は、｢防災対策の強化｣であります。 

近年は、集中豪雨や大型台風の増加、そしてそれに伴って大規模な風水害や土砂災害が頻繁に

発生し、これらの被害を未然に防止することは、非常に困難になっているほか、避難所運営につ

いても、コロナ禍における対策が求められるなど、危機管理や災害対応は一段と難しさを増して

います。 

こうした中、被害を最小限に留めるためには、日頃から災害に備えるとともに、防災力を高め

ていくことが重要であります。 

この防災力を高めるためには、自らの身は自らが守る｢自助｣、地域で助け合って自分たちの地

域は自分たちで守る｢共助｣、行政が行う｢公助｣の３つをしっかりと機能させる必要があります。 

そのため、地域での防災訓練や防災講話などの出前講座等を通じ、子どもからお年寄りまで幅

広い年齢層における個々の防災意識の向上を図りながら、自治会単位を基本とした自主防災組織
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の設立による地域の協力体制を、引き続き推し進めてまいります。 

また、災害発生時においては情報共有が最も重要であることから、緊急速報メールなどを活用

した情報発信の強化を引き続き行うとともに、老朽化した防災行政無線については、令和４年度

からのデジタル化運用に向けて、遅滞なく整備工事を進めてまいります。 

さらに、減災対策として、恒常的に氾濫や冠水を繰り返す河川における埋塞土除去や、道路施

設の長寿命化対策を進め、引き続き施設の機能改善に取り組むことにより、いつ起きるか分から

ない災害から町民の皆様の生命や財産を守ることができるように取り組んでまいります。 

(４) 子どもたちの健全育成 

４点目は、｢子どもたちの健全育成｣であります。 

教育行政の具体的な執行方針については、別途教育長から申し上げますが、本町の教育大綱に

掲げる基本目標｢町の将来を支える心豊かな人づくり｣の実現に向けて、教育委員会との連携のも

と、施策の推進に努めてまいります。 

今、町においては、少子高齢化や過疎化の進行に伴い、様々な分野で担い手確保が難しい状況

を迎えている中にあって、子どもたちがふるさとへの愛着や誇りを持ち、新ひだか町の将来を担

う人材として成長していくことができるよう、長期的な視点を持って｢人づくり｣のための様々な

施策を展開してまいります。 

その中でも、本町の基幹産業であり地域の魅力でもある｢馬｣を人づくりの軸に据え、馬に関わ

る産業、歴史、文化などに触れる機会を子どもたちに積極的に提供していくことにより、郷土へ

の愛着を醸成し、地元への定着へと繋げられるよう、生産者や関係団体等と連携を図りながら、

引き続き取組を進めてまいります。 

(５) 生きがいの持てる地域づくり 

５点目は、｢生きがいの持てる地域づくり｣であります。 

団塊の世代と呼ばれる方々が75歳を迎え、町民の３人に１人が65歳以上という超高齢化社会が

目前となる中、町民の誰もが住み慣れた地域でゆとりと生きがいを持ち、安心して暮らしていく

ためには、地域での包括的な支援やサービスが提供される｢地域包括ケアシステム｣の再構築が必

要です。 

この実現には｢医療｣｢介護｣｢予防｣等の分野の人材の確保と将来を担う人材の育成が急務である

ことから、｢修学資金貸付事業｣や｢緊急介護人材育成支援事業｣の取組を進めるとともに、医療・

介護・福祉の各分野が連携し、官民が一体となって切れ目のないサービスの提供が可能となるよ

う、地域包括支援センターや地域連携室が引き続き事業の推進に努めてまいります。 

医療分野においては、日高圏域での急激な人口減少が進行する一方で、少子高齢化による年齢

構成が大きく変化する中、必要な医療についても変わっていくことが求められていることから、

日高圏域医療構想との整合や、公的医療機関と民間医療機関との役割分担を図りながら、引き続

き機能の集約と果たすべき役割を検証し、過不足のない医療供給体制の構築を目指してまいりま

す。 

町立静内病院は、管内で唯一の循環器疾患の手術、治療が可能な診療体制となっていることか

ら、引き続き患者様の受入を継続していくとともに、令和２年度から運用を開始した｢地域包括ケ

ア病床｣においては、手術後の患者様や都市部での連携病院から戻ってこられた入院患者様の在宅

復帰を支援するため、リハビリ部門の機能強化や福祉部門との連携を進めてまいります。 
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三石国民健康保険病院は、人口減少などに伴い医療環境や経営環境が悪化していますが、今後

も必要とされる医療を提供し続けられるよう、歌笛診療所を含めて、三石地区における医療供給

体制のあり方を検討し、その再構築に取り組んでまいります。 

また、産科の新設や民間誘致については、引き続き調査・研究を行ってまいりますが、これに

固執することなく、地域資源を活用しながら、地域で安心して子どもが産み育てられる環境整備

に取り組んでまいります。 

介護分野においては、地域の住民同士による支え合い、助け合いのほか、官民が連携して地域

で支える仕組みづくりを推進し、医療も含めた介護サービス提供体制の整備・充実に努め、住民

ニーズに即した予防事業・健康増進事業に努めるとともに、メンタルヘルス対策を推し進め、健

康寿命を延伸する取組を推進します。 

地域で安心して子どもを産み、育てていくためには、妊娠期から子育て期にわたり切れ目のな

い支援をしていくことが重要です。 

このため、新たに設置する｢新ひだか町子育て世代包括支援センター｣を中心に、官民を問わず

関係機関と連携のもと、母子保健事業と子育て支援事業を一体的に提供してまいります。 

また、中学生までの子どもの医療費については、保険診療分の全額を助成する｢医療機関等にお

ける窓口無料化｣を実施することにより、疾病の早期診断と早期治療を促し、子どもが健康に育つ

環境づくりに努めるとともに、引き続き子育て世帯への経済的支援にも取り組んでまいります。 

さらに、子どもを産み育てながら働くことを希望する保護者が不安なく仕事に向かうことがで

きる環境を整えるため、待機児童の発生や慢性的な保育士等の人材不足を解消することを目的と

した｢修学資金貸付事業｣の取組を実施するなど、幼児教育・保育の充実を図ってまいります。 

一方、障がいのある方の自立支援に向けては、障がい者基本計画に基づき、介護、障がい、子

ども等の各分野における相談支援の連携をさらに強化するとともに、農福連携の実現に向けた検

討を進めるなど、一体的な支援体制の構築に努めてまいります。 

長年の課題であった光ブロードバンド網の拡充については、町内全域を対象とした民設民営で

の光回線の整備が、ようやく実現する見通しになったことから、当該工事がスムーズに進み、で

きる限り早期に各種サービスが開始されるようにサポートしていくとともに、その有効活用につ

いて、日高管内各町とも連携しながら、調査・研究を進めてまいります。 

本町は、暮らしやすい気候と恵まれた自然環境を活かし、長年にわたり、積極的に滞在・移住

の取組を進めた結果、令和元年度には、移住体験者の延べ滞在日数が全道で２位となり、全国か

ら多くの方が移住してきています。 

コロナ禍により、働き方や働く場所のあり方が大きく変わりつつある中、都市から地方への移

住や滞在志向がこれまでになく高まっていることから、民間事業者等とも連携しワーケーション

を推進するとともに、移住を考えている方への相談体制を強化するなど、さらなる移住・定住の

促進を図ってまいります。 

また、主に通学や通院の足となる広域の公共交通網については、昨年11月にＪＲ日高線が廃線

合意に至ったことから、本年４月からの｢全線バス転換｣に向けて具体的な準備を進めるとともに、

新たなバス路線の妥当性などを検証する仕組みを日高管内各町とも連携しながら構築してまいり

ます。 

さらに、町内移動の足となる地域内の公共交通網については、広域の公共交通網への接続を意
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識しつつ、現状のバス路線網の問題点なども踏まえながら、将来にわたって持続していくことの

できる効果的で利便性の高い交通体系の構築に向け、交通事業者とも連携しながらスピード感を

もって検討を進めてまいります。 

(６) 環境に配慮したまちづくり 

６点目は、｢環境に配慮したまちづくり｣であります。 

本町には、｢山｣、｢川｣、｢海｣などの豊かな自然や、｢桜｣、｢馬｣などが織り成す美しい景観など、

先人たちが守り築いてきた大切な財産があり、これらを守り、育て、そして地域のために活かし

ながら、次の世代へと大切に引き継いでいくことが、私たちに課せられた大きな役割であると考

えています。 

そのため、森林の持つ治水等の多面的機能による減災効果が損なわれないよう、間伐や不良木

地の整備、主伐後の再造林などを着実に行いながら、自然環境の保全に努めるとともに、森林の

循環により生み出される資源が人々の暮らしの中に有効活用できる仕組みを構築し、木の温もり

や親しみが身近に感じられる環境づくりに取り組んでまいります。 

観光においては、本町の豊かな森林環境を活かし、自然とのふれあいや心身の保養を図るため、

休止としていた｢緑のふるさと温泉の森キャンプ場｣を再開いたします。 

また、今年９月に体験型観光の世界会議｢アドベンチャートラベルワールドサミット｣が北海道

で開催され、本道はより一層国内外から注目を集めるため、本町においても、日高山脈の国立公

園化などを見据え、豊かな自然環境を活かした体験・滞在型観光の取組に向けた検討を進めてま

いります。 

加えて、本町の貴重な財産であり、最大の観光資源でありながら老木化が深刻な二十間道路桜

並木を後世に残すため、昨年３月に策定した｢二十間道路桜並木維持保全方針｣に基づき、継続し

て樹勢回復事業に取り組んでまいります。 

近年増え続けている空家については、町の景観形成や防犯面・衛生面からも危惧される点が多

いことから、新ひだか町空家等対策計画に基づき、空家バンクを活用した居住の推進を図り、移

住政策等や空洞化が進行する市街地地域への対策と連動しながら、賑わいのある地域として維

持・発展させていくことができるよう、まちなか居住を支援してまいります。 

また、適切に管理されていない空家については、所有者に対して法に基づく維持管理を促し、

生活環境の保全に努めてまいります。 

先住民族であるアイヌの人々の施策については、静内真歌のアイヌ文化拠点空間の整備を軸と

して、アイヌの方々を中心に何度も協議を重ねてきたところであり、令和元年度末の基本構想に

加え、令和２年度末にはアクションプランが策定となることから、今後においては、懇談や検討

の段階から、プランを具現化する段階へとステージを移し、貴重なアイヌ文化の価値・魅力を地

域全体で享受できる環境や体制を構築できるよう、精力的に取り組んでまいります。 

４．むすび 

ただ今、町政全般にわたる考え方や方向性などを申し上げましたが、これら全てを思い描いた

とおりに進めることは容易ではなく、ましてや新型コロナウイルスの感染拡大が収束していない

現状の中では、不安要素も多いと思います。 

しかしながら、どんな状況であろうと、課題から目を逸らすことなく、関係する方々としっか

りと向き合いながら、一緒に解決策を模索していきたいと考えていますので、そのベースとなる
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｢人と人との繋がり｣を大切にしながら、まちづくりを着実に前に進めていきたいと考えています。 

人それぞれ様々な考え方があると思いますし、時には意見の食い違いなども出てくると思いま

すが、この町を愛する気持ちだけは同じであり、それぞれの立場や主張などを理解・尊重しなが

ら、一つひとつの課題に誠実に向き合っていくことができれば、その先にはきっと明るい未来が

広がっていると信じていますので、前向きかつ柔軟な思考で取り組んでいきたいと考えています。 

私をはじめ町職員一同、全力を挙げて、より良いまちづくりに邁進してまいりますので、引き

続き、皆様のご理解、ご協力を切にお願い申し上げ、令和３年度における町政執行の方針といた

します。 

よろしくどうぞお願い申し上げます。 

〇議長(福嶋尚人君) 次に、令和３年度教育行政執行方針を行います。 

 教育長。 

〔教育長 髙野卓也君登壇〕 

〇教育長(髙野卓也君) １ はじめに 

令和３年第１回新ひだか町議会定例会の開会に当たり、教育委員会所管行政に関する執行方針

を申し上げます。 

新ひだか町教育委員会は、教育基本法に定められた教育の目的及び理念を踏まえ｢町の将来を支

える心豊かな人づくり｣を基本目標に、新ひだか町における教育の一層の振興・充実を目指し、以

下の施策を推進します。 

２ 学校教育の充実 

(１) 未来に活きる力の育成 

①主体的・対話的で深い学びの推進 

児童生徒が未来社会を生きていく上で必要な資質・能力を身に付け、より一層高めていくため、

新学習指導要領の趣旨やねらいを踏まえ、問題解決的な学習過程の｢新ひだか町学びのスタンダー

ド｣を基本に、１人１台のタブレット端末をはじめとするＩＣＴ機器や指導者用・学習者用のデジ

タル教科書の活用による教育のデジタル化に対応した学習指導などを通して、｢主体的・対話的で

深い学び｣を推進します。 

また、町研究指定校における公開研究会の開催を支援し、優れた実践の共有財産化を通して、

学力向上に関する取組を組織的に進めます。 

さらに、ふるさとへの愛着と誇りを育み、将来の町の担い手としての力と、地域の発展に貢献

しようとする意欲や態度の育成を目指し、町や関係機関との連携の下、地域の人材や教育資源の

活用による体験的な深い学びのある｢ふるさと教育｣を推進します。 

②指導の改善に活きる評価の実施 

児童生徒に必要な資質・能力の育成を図るため、全国学力・学習状況調査及び標準学力検査の

分析結果を活用するとともに、育成を目指す資質・能力に基づく目標設定と学習評価の実施や客

観的な授業評価などにより、一人ひとりの学びの姿による検証改善サイクルの確立に努めます。 

③家庭学習と補充的学習の充実 

児童生徒に家庭学習習慣の定着を図るため、１人１台のタブレット端末の積極的な活用や、啓

発資料｢家庭学習のすすめ・手引｣の配付、｢家庭学習強化週間｣の設定、放課後や長期休業中の補

充的学習などを学校、家庭及び関係機関との連携により地域ぐるみで取組を進めます。 
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④外国語(英語)教育の充実 

児童生徒が英語によってコミュニケーションを図ることができる資質・能力を身に付けるため、

各学校の英語教育推進リーダーが中心となって組織的に外国語教育を推進し、小・中連携による

研修会の開催や外国語指導助手の活用、小学校外国語専科指導非常勤講師の配置を通して、教員

の指導力の向上と学習活動の改善・充実に努めます。 

⑤キャリア教育の充実 

児童生徒に望ましい勤労観や職業観を醸成するため、発達段階に応じて計画的にキャリア教育

を推進し、教育活動に地域の教育資源及び人材が有効活用されるよう連携協力に努めます。 

(２)豊かな心と健やかな体の育成 

①｢特別の教科 道徳｣(道徳科)の充実 

児童生徒に豊かな情操や道徳心、他者への思いやりなどを育むため、家庭や地域と連携した体

験的な学習活動や｢特別の教科 道徳｣における考え議論する授業の実践を深め、道徳教育推進教

師が中心となった研修活動の推進により指導力向上や指導体制の充実に努めます。 

②望ましい家庭生活習慣の確立 

児童生徒の心身の健康保持・増進を図るため、｢早寝・早起き・朝ご飯運動｣を継続して推進し、

スマートフォンやテレビ、ゲーム等の適切かつ節度ある利用の徹底及び｢生活リズムチェックシー

ト｣等の活用を通した望ましい家庭生活習慣の確立に努めます。 

③体力・運動能力向上の取組の充実 

児童生徒の体力・運動能力の向上を図るため、全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果を

もとに、新体力テストや体育の授業、体育的行事の改善を進め、｢体力向上プラン｣による｢１校１

実践｣の取組を支援します。 

また、｢体力向上活動サポーター派遣事業｣を継続し、体育の授業における指導方法の改善を促

進するほか、シベチャリマラソンや駅伝大会などの町のスポーツ大会等への参加を促します。 

④特別支援教育の充実 

障がいのある児童生徒が学習や生活上の困難を克服し自立を図るため、｢合理的配慮｣のもと、

一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導・支援を行うとともに、特別支援教育担当教員の専門性

の向上や特別支援教育支援員の適切な配置により、個別の指導計画や教育支援計画に基づいた指

導の充実に努めます。 

また、医療、福祉、保健等の関係機関との連携のもと、早期からの教育相談や適切な就学指導

を進めるなど、就学前からの継続的な教育支援を推進します。 

⑤健康安全教育の充実 

児童生徒が生涯にわたり健康で安全な生活を送る上で必要な資質・能力を身に付けるため、健

康安全に関する諸計画及び新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル｢学校の新し

い生活様式｣に基づく健康教育の実施と関係機関・団体との連携による交通安全教育や防犯・防災

教育を推進します。 

また、町内で生産・収穫された食材を積極的に活用し、栄養バランスのよい安心・安全な学校

給食の提供を通して、食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付ける食育を推進します。 

⑥いじめ、不登校及び児童虐待等への取組の充実 

いじめの未然防止と早期発見・早期解消のため、各学校で策定している｢いじめ防止基本方針｣



 － 61 － 

に基づき、関係機関等との連携の下、組織的かつ迅速な対応に努めます。 

また、不登校の未然防止や解消のため、(仮称)｢新ひだか町学校適応指導教室｣設置に向けた調

査研究事業を実施し、相談・支援体制の充実を目指すとともに、学校を中心に家庭や関係機関と

連携し、スクールカウンセラーの活用やケース会議の開催などの取組を進めます。 

さらに、児童虐待の解消のため、学校が児童生徒の様子などからサインを敏感に察知し、関係

機関との連携のもと、関係部署で構成する町自殺対策推進委員会との情報共有に努め、子どもの

命を守ることを最優先として組織的に対応します。 

(３)学校力・教師力の向上 

①学校組織の活性化 

学校組織の活性化を図るため、校長がリーダーシップを発揮して学校経営に当たり、教職員が

チームとして力を発揮できるよう学校組織マネジメントの確立を促します。 

また、教職員の専門的な資質・能力の向上のため、学校課題に関する各種会議や現職研修会、

公開研究会、研修講座への積極的な参加を促し、校内研修を基盤として一人ひとりのキャリアス

テージに応じた研修への取組やコンプライアンス意識の醸成に努めます。 

②カリキュラム・マネジメントの充実 

全教職員が新学習指導要領の総則の趣旨を踏まえたカリキュラム・マネジメントの能力を身に

付けるため、各学校における日常的な教育課程の編成・実施・評価・改善への取組や新学習指導

要領に基づく新しい教育課程の円滑な実施に向けた取組を支援します。 

③学校と地域との連携の推進 

学校が地域と一体となって、児童生徒の学びや成長を支援する取組を推進するため、｢学校運営

協議会｣を機能させ、学校間連携を充実し、地域に開かれ地域とともにある学校づくりを推進しま

す。 

(４)教育環境の整備・充実 

①学校における働き方改革の推進 

教職員が健康で生き生きとやりがいを持って職務に精励し、教育活動に専念できる環境の整備

を進めるため、国や道の動向を踏まえ、校長会とも連携のうえ、｢新ひだか町立学校における働き

方改革アクション・プラン｣の見直しを図りながら、学校における働き方改革を推進します。 

特に、校務の情報化や情報共有化による教職員の負担軽減と教育の質の向上を図るため、｢一斉

配信メール｣の運用を継続するとともに、｢北海道公立学校校務支援システム｣の運用による事務の

効率化を進めます。 

②教育委員会による支援の充実 

町内の高校生を支援するため、入学前の予約申込が可能な給付型奨学金制度を継続し、通学費

助成及び通学バスの運行等の修学支援を引き続き実施します。 

また、経済的理由で就学が困難な児童生徒の保護者に対して必要な援助を行うため、就学援助

制度を継続し、本年度は新たな支給項目を加え、制度の拡充を図ります。 

さらに、児童生徒に豊かな学びを保障するため、小中学校におけるＩＣＴを基盤とした先端技

術等の効果的な活用に向けて、教育のデジタル化を推進するとともに、新ひだか町教育研究協議

会の研究・研修活動の充実に努めます。 

③小中学校の再編整備の推進 
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児童生徒の教育条件、教育環境の改善・充実を図り、学校教育の目的・目標をより良く実現す

るため、｢新ひだか町立学校再編整備計画｣に基づき、町民のご理解をいただきながら、小中学校

の再編整備を計画的に推進します。 

３ 社会教育の充実について 

(１)社会教育活動の充実 

社会教育については、子どもたちから高齢者の方々までの町民一人ひとりが生涯を通して心豊

かで生きがいのある生活を送ることができるよう、令和３年度から５か年間の計画を定めた｢第３

次新ひだか町社会教育中期計画｣に基づき、自然・社会・文化体験等の多様な生涯学習事業の推進

と主体的な学びを支援するＩＣＴを活用した事業の開発と充実に努めます。 

公民館は、社会教育活動の拠点として、各種活動団体の情報を発信し、団体活動の活性化を促

進します。 

また、学校と地域住民等との連携・協働体制づくりが円滑に進められるようにするため、生涯

学習人材バンク制度等を活用したコーディネート機能の発揮に努めます。 

(２)芸術文化活動の充実 

芸術文化活動については、町民が心豊かな人生を築くため、文化団体等との連携を図り、多様

な芸術文化活動の支援と｢町民芸術祭｣をはじめとする芸術鑑賞機会の充実に努め、｢総合町民セン

ターはまなす｣の利用促進や各世代の町民が芸術文化に触れる機会の拡充に努めます。 

(３)読書環境・読書活動の充実 

図書館は、町民の知的ニーズに応えるため、本館・分館ともに関係機関との協力のもと、計画

的な蔵書収集に努めます。 

また、幅広い世代の学習活動を支援するため、ブックスタート事業をはじめ、各世代に向けた

多様な事業を実施するとともに、インターネット等も活用した広報活動を充実し、図書館利用の

活性化に努めます。 

さらに、児童生徒の読書習慣の形成を促進するため、図書館司書の派遣などにより各学校との

連携を深め、学校図書館活動と読書指導の充実に取り組みます。 

(４)文化財保護・博物館活動の充実 

博物館は、先人が遺した郷土資料を後世に伝えるため、保存と管理を適切に行い、併せて郷土

の自然や歴史、文化に関する展示や講座を開催し、学校の｢ふるさと教育｣への支援を行うなど、

子どもから大人まで、町民が親しみながら郷土の姿を学べる機会の提供に努めます。 

また、文化財の保護・保存については、町民の文化財愛護思想の高揚を図るため、資料の収集

及び調査・研究に努め、とりわけ、国指定史跡｢シベチャリ川流域チャシ跡群｣については、保存

管理計画に基づき、引き続き関係団体と連携し、計画的で適切な保存管理に努めます。 

さらに、町民に郷土の歴史や文化などへの関心を高め理解を深めてもらうため、博物館事業の

充実を図り、特に本年度は、明治時代に本州各地から本町へ移住した人々に焦点を当てた特別展

示や関連する講座の開催などに取り組みます。 

(５)スポーツ振興の充実 

スポーツの振興については、町民の健康で健やかな生活を支援するため、健康づくり事業やス

ポーツ教室等を開催して、各年代に応じたスポーツ活動の機会の提供に努めます。 

また、スポーツ人口の拡大を図るため、スポーツ推進委員や関係団体と連携し、スポーツ団体
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の育成や各種大会の開催などの支援に努めます。 

さらに、町民が安全・快適に利用できるスポーツ環境づくりを進めるため、各種体育施設の計

画的な整備や適切な管理運営に努めます。 

ライディングヒルズ静内は、将来を担う子どもたちや町民の誰もが気軽に馬と触れ合え乗馬が

できる教育施設として一層利活用されるようにするため、広い視野に立って施設の有効活用の在

り方を検討するとともに、利用者等のニーズを捉えた運営と乗馬普及事業等の充実に努めます。 

４ 結びに 

新ひだか町教育委員会は、町の将来を担う子どもたちが、ふるさとに愛着と誇りを持ち未来に

向かって逞しく成長していくことができるよう、また、町民一人ひとりが生涯を通じて心豊かに

学ぶことができるよう、学校、家庭、地域はもとより、関係機関・団体等との連携を図り、本町

における教育のより一層の振興・充実のため、教育施策の推進に全力で取り組んでまいります。 

結びに、町議会議員並びに町民の皆様のご理解とご支援を心からお願い申し上げ、令和３年度

の教育行政執行方針といたします。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) これで町政執行方針及び教育行政執行方針を終わります。 

                                            

        ◎散会の宣告 

〇議長(福嶋尚人君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

本日はこれで散会いたします。 

 どうもご苦労さまでした。 

(午後 ３時４２分) 


