◎開議の宣告
〇議長(福嶋尚人君)

おはようございます。欠席議員の報告をいたします。３番、志田君から一

身上の都合により本日の定例会を欠席する届出が提出されておりますので、報告いたします。
ただいまの出席議員数は15名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開きま
す。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。
(午前

９時３０分)

◎会議録署名議員の指名
〇議長(福嶋尚人君)

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、15番、木内君、16番、城地君を指名
いたします。
◎議案第９号から議案第１４号の委員会審査報告、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君)

日程第２、
｢議案第９号

令和４年度新ひだか町一般会計予算｣から｢議案第

14号 令和４年度新ひだか町病院事業会計予算｣までの６件を一括議題といたします。
本案について委員長の報告を求めます。
予算審査特別委員長、川端君。
〔予算審査特別委員長 川端克美君登壇〕
〇予算審査特別委員長(川端克美君)

おはようございます。
令和４年３月16日

新ひだか町議会議長

福 嶋

尚

人

様
予算審査特別委員会委員長

川

端 克 美

委員会審査報告書
令和４年３月10日、第２回新ひだか町議会定例会において、本委員会に付託された事件は、審
査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定により報告します。
記
１ 付託事件
(１)議案第９号

令和４年度新ひだか町一般会計予算

(２)議案第10号

令和４年度新ひだか町国民健康保険特別会計予算

(３)議案第11号

令和４年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計予算

(４)議案第12号

令和４年度新ひだか町水道事業会計予算

(５)議案第13号

令和４年度新ひだか町下水道事業会計予算

(６)議案第14号

令和４年度新ひだか町病院事業会計予算

２ 審査の経過
令和４年３月14日、15日(２日間)に委員会を開催
３ 審査の結果
(１)議案第９号

令和４年度新ひだか町一般会計予算
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原案のとおり可決すべきものと決定
(２)議案第10号

令和４年度新ひだか町国民健康保険特別会計予算
原案のとおり可決すべきものと決定

(３)議案第11号

令和４年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計予算
原案のとおり可決すべきものと決定

(４)議案第12号

令和４年度新ひだか町水道事業会計予算
原案のとおり可決すべきものと決定

(５)議案第13号

令和４年度新ひだか町下水道事業会計予算
原案のとおり可決すべきものと決定

(６)議案第14号

令和４年度新ひだか町病院事業会計予算
原案のとおり可決すべきものと決定

以上のとおり報告します。
〇議長(福嶋尚人君)

お諮りいたします。

予算審査特別委員会は、議長を除く全議員により構成されていますので、委員長報告に対する
質疑は省略したいと思います。御異議ありませんか。
〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、本案は質疑を省略することに決定いたしました。
議案第９号から議案第14号までの６件に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いた
します。
これから｢議案第９号 令和４年度新ひだか町一般会計予算｣を採決いたします。
お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決とするものです。本案は、
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、議案第９号は、委員長報告のとおり可決されました。
次に、｢議案第10号

令和４年度新ひだか町国民健康保険特別会計予算｣を採決いたします。

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決とするものです。本案は、
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、議案第10号は、委員長報告のとおり可決されました。
次に、｢議案第11号

令和４年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計予算｣を採決いたします。

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決とするものです。本案は、
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、議案第11号は、委員長報告のとおり可決されました。
次に、｢議案第12号

令和４年度新ひだか町水道事業会計予算｣を採決いたします。
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お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決とするものです。本案は、
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、議案第12号は、委員長報告のとおり可決されました。
次に、｢議案第13号

令和４年度新ひだか町下水道事業会計予算｣を採決いたします。

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決とするものです。本案は、
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、議案第13号は、委員長報告のとおり可決されました。
次に、｢議案第14号

令和４年度新ひだか町病院事業会計予算｣を採決いたします。

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は、原案のとおり可決とするものです。本案は、
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、議案第14号は、委員長報告のとおり可決されました。
◎議案第１５号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君)

日程第３、
｢議案第15号

新ひだか町個人情報保護条例の一部を改正する条

例制定について｣を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
上田総務課長。
〔総務課長

上田賢朗君登壇〕

〇総務課長(上田賢朗君) おはようございます。ただいま上程されました議案第15号について御
説明いたします。
議案第15号は、新ひだか町個人情報保護条例の一部を改正する条例制定についてでございまし
て、新ひだか町個人情報保護条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするもので
ございます。
１枚おめくりください。新ひだか町個人情報保護条例の一部を改正する条例でございます。
今回の条例改正でございますが、デジタル社会の形成を図るため、関係法律の整備に関する法
律附則第２条の規定により令和４年４月１日から行政機関の保有する｢個人情報の保護に関する
法律｣が廃止されることに伴い、同法律を引用している本条例において修正が生じましたことか
ら、必要な改正を行おうとするものでございまして、現在の個人情報保護制度につきましては、
民間事業者は｢個人情報の保護に関する法律｣、国の行政機関は｢行政機関の保有する個人情報の保
護に関する法律｣、独立行政法人等は｢独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律｣、
地方公共団体は各自治体が制定した条例を適用し、それぞれ制度を運用しておりますが、令和３
年５月19日に公布された｢デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律｣の制定
により個人情報保護制度の法律を一つにまとめる見直しが行われ、｢行政機関の保有する個人情報
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の保護に関する法律｣及び｢独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律｣が廃止とな
り、｢個人情報の保護に関する法律｣に一本化されることとなります。このことから、新ひだか町
個人情報保護条例第２条第１号で規定する個人情報に係る個人識別符号につきまして｢行政機関
の保有する個人情報の保護に関する法律｣の規定を引用しておりましたが、先ほど申し上げた廃
止、統合に伴い、｢個人情報の保護に関する法律｣へ引用法律を修正しようとするものでございま
す。
２ページに参考資料としまして条例新旧対照表を添付してございますので、お目通しをいただ
き、説明は省略をさせていただきます。
また、附則でございますが、施行期日につきましては｢個人情報の保護に関する法律｣の改正に
係る施行期日を令和３年10月29日に公布された｢デジタル社会の形成を図るための関係法律の整
備に関する法律｣の一部の施行期日を定める政令により令和４年４月１日と定められていること
から、本条例についても同日付で施行するものでございます。
以上で議案第15号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君)

これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔｢なし｣と言う人あり〕

〇議長(福嶋尚人君)

質疑なしと認めます。

これで質疑を終結いたします。
議案第15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15号 新ひだか町個人情報保護条例の一部を改正する条例制定について｣を採
決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、議案第15号は、原案のとおり可決されました。
◎議案第１６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16号

新ひだか町職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例制定について｣を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
上田総務課長。
〔総務課長

上田賢朗君登壇〕

〇総務課長(上田賢朗君) ただいま上程されました議案第16号について御説明いたします。
議案第16号は、新ひだか町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について
でございまして、新ひだか町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとお
り制定しようとするものでございます。
１枚おめくりください。新ひだか町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例でご
ざいます。
今回の条例改正でございますが、昨年８月に人事院が国家公務員の男性職員による育児の促進
や女性職員の活躍促進をさらに進めるため、育児休業の取得回数制限を緩和するよう｢国家公務員
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の育児休業等に関する法律｣の改正について国会及び内閣に意見を申し出るとともに、国家公務員
に係る妊婦、出産、育児等と仕事の両立のため、人事院規則の改正等により休暇の新設や休業等
の取得要件緩和などを講じることとしたことに併せ、国家公務員の措置との均衡を図るため本条
例の一部を改正しようとするものでございまして、今申し上げました妊婦、出産、育児等と仕事
の両立を図るための措置のうち非常勤職員の育児休業等の取得要件緩和と本町職員が育児休業を
取得しやすい勤務環境の整備に関する措置を講じるため改正しようとするものでございます。
それでは、改正の内容につきまして御説明いたします。参考資料１の条例新旧対照表により御
説明いたしますので、２ページをお開きください。初めに、第２条は、｢地方公務員の育児休業等
に関する法律｣第２条第１項において町の条例で定めることとされている育児休業することがで
きない職員の規定のうち、第３号で規定しています引き続き在職した期間が１年以上である非常
勤職員を削除し、在職期間の要件を緩和しようとするものでございます。
次に、第８条は、条文内で委任している規則を明確にするための文言整理でございます。
第18条では、３ページにまたがりますが、｢地方公務員の育児休業等に関する法律｣第19条第１
項において町の条例で定めることとされている部分休業することができない職員の規定のうち、
第２号で規定している引き続き在職した期間が１年以上である非常勤職員を削除し、在職期間の
要件を緩和しようとするものでございます。
３ページに参ります。次に、第22条及び第23条につきましては、育児休業を取得しやすい勤務
環境の整備に関する事項となっておりまして、第22条では妊婦、出産等についての申出があった
場合における措置等として、妊婦、出産等を申し出た職員に対し、個別の周知、意向確認を行う
こと、またこの申出を理由とした不利益な取扱いがないようにすることを新たに規定するもので
ございます。
第23条は、勤務環境の整備に関する措置としまして、育児休業の承認が円滑に行われるよう研
修の実施や相談体制の整備等を行うことを新たに規定しようとするものでございます。
第24条につきましては、第22条及び第23条を新設することに伴う条ずれの整理でございます。
１ページのほうにお戻りください。一番下の附則でございますが、施行期日につきまして、こ
の条例は、令和４年４月１日から施行するものでございます。
なお、４ページ、５ページには参考資料２としまして妊婦、出産、育児等と仕事の両立支援の
ための制度改正の概要を添付してございますので、お目通しをいただき、説明につきましては省
略をさせていただきます。
以上で議案第16号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君)

これより質疑を行います。質疑ありませんか。

６番、下川君。
〇６番(下川孝志君)

ここで３ページのところの真ん中辺の22条で聞くのですが、これに準ずる

事実とはどういうことを指すでしょうか。
〇議長(福嶋尚人君)

上田総務課長。

〇総務課長(上田賢朗君) 育児等において出産につきましては女性職員が対象になりますし、育
児については男性職員が対象になりますので、そういったものを指しているものでございます。
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〕
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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16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16号

新ひだか町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定

について｣を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、議案第16号は、原案のとおり可決されました。
◎議案第１７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17号

新ひだか町特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について｣を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
水谷水産林務課長。
〔水産林務課長
〇水産林務課長(水谷

貢君)

水谷 貢君登壇〕

ただいま上程されました議案第17号について御説明申し上げま

す。
議案第17号は、新ひだか町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一
部を改正する条例制定についてでございまして、新ひだか町特別職の職員で非常勤のものの報酬
及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでござい
ます。
１枚おめくり願います。新ひだか町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する
条例の一部を改正する条例でございます。
今回の条例改正につきましては、有害鳥獣駆除員の出動に伴う報酬について、これまで法令及
び条例に基づく委員等として位置づけていたものを新たに有害鳥獣駆除員独自の報酬額等を定め
るため、所要の改正を行うものでございます。
提案の理由についてでございますが、町が委嘱する有害鳥獣駆除員におかれましては、野生鳥
獣の出没などから人的及び農林業等の被害を防止する有害鳥獣駆除活動を担っていただいている
ところであり、特に熊の出没に関しては人的な被害に直結する可能性があることから、有害鳥獣
駆除員には平日や休日の区別なく迅速な被害防止の対応や駆除活動により住民生活の安心、安全
が図られるように御尽力をいただいているところでございます。このことから、有害鳥獣駆除員
の出動内容の緊急性及び危険性を考慮して現行の報酬額を見直すこととして、改めて有害鳥獣駆
除員の報酬額を定めるものでございます。
改正の内容といたしましては、第２条第１項に規定する特別職の職員の報酬別表第１に有害鳥
獣駆除員の出動に関する項及び報酬額を加えるものでございまして、別表第１、選挙立会人の項
の次に有害鳥獣駆除員の項を加え、出動内容に応じた報酬を２種類に区分することとし、１つ目
の熊の出没に関する緊急出動については緊急性を要する出動や危険性が伴う出動として日額１万
円とし、２つ目の上記以外の出動は巡視や箱わな駆除などの出動として、報酬額については現行
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と同額の日額5,600円として報酬額を規定しております。
次のページには議案第17号参考資料、条例新旧対照表を添付しておりますので、お目通しをい
ただき、説明については省略させていただきます。
１ページにお戻りください。附則の施行期日につきましては、この条例は、令和４年４月１日
から施行するものでございます。
以上で議案第17号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君)

これより質疑を行います。質疑ありませんか。

６番、下川君。
〇６番(下川孝志君)

ここでは熊が非常に危険な動物であるということは認識していますが、こ

ういう分け方をするのであれば私の認識では新ひだか町はマムシもいます。そういう意味では私
の情報の中でもマムシにかまれて大変だったという話も聞いたこともあります。そういう意味で
は普通の人がマムシの処理をできるかというと、とても嫌がるし、できない状況かと思うのです
が、こういう駆除を依頼されて、その人たちに命の危害が及ぶおそれがあるということで熊を認
めるということであれば私は熊等にするかマムシを入れるという考え方があってもいいと考える
のですが、これを熊だけに限定した理由というのはどういうことでしょうか。
〇議長(福嶋尚人君)
〇水産林務課長(水谷

水谷水産林務課長。
貢君)

今回の条例改正につきましては熊駆除に特化しているものになり

ますが、等という部分については他の鳥獣部分についても考慮できるような形とは考えておりま
す。ただ、マムシについては有害鳥獣駆除のものになっておりませんので、今回のものについて
は有害鳥獣駆除員に限定するようなものになりますので、マムシの駆除については想定しており
ません。
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17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17号

新ひだか町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例制定について｣を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、議案第17号は、原案のとおり可決されました。
◎議案第１８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18号

新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例制定について｣を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
秋山生活環境課長。
〔生活環境課長

秋山照幸君登壇〕
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〇生活環境課長(秋山照幸君)

ただいま上程されました議案第18号について御説明申し上げま

す。
議案第18号は、新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についてでございま
して、新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするも
のです。
改正の内容につきましては、参考資料１の条例改正説明要旨により御説明申し上げますので、
恐れ入りますが、議案の６ページをお開き願います。国民健康保険につきましては、平成30年度
から持続可能な医療保険制度を構築し国民健康保険財政の安定化を図るため、都道府県を財政運
営の責任主体とする広域化が実施され、道内市町村においては北海道国民健康保険運営方針に基
づき効率的な事業運営に努めるとともに、事務の標準化などに取り組んでおります。北海道は、
所得水準や医療費水準の地域差による急激な保険税負担の増加を抑制し、被保険者間の負担の公
平化を進めるため、おおむね令和12年度を目途に統一保険料率を目指していくこととしており、
それに向けて令和５年度までに保険料水準の統一に必要な取組を実施することを受け、当町にお
きましても賦課方式を現在の４方式から資産割を廃止し、所得割、被保険者均等割、世帯別平等
割の３方式に変更すること、北海道が示す標準保険料率における応能と応益の構成割合に考慮し
た見直しと医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の納付金額に応じた割合への見直
しを行っていくこととしたところです。今回の条例改正につきましては、今後における国民健康
保険の安定的な運営を図るため、国民健康保険税の賦課方式や税率、納期等について見直しを行
うこと、また税制改正等による地方税法施行令の一部改正に基づき、大きく４点となりますが、
国民健康保険税条例の一部を改正しようとするものです。
初めに、１点目の税率等の見直し、条例第３条から第９条の３及び第23条関係の改正概要でご
ざいますが、令和３年度から税率等の見直しを行い、令和４年度は２年目になりますが、資産割
の廃止で生じる必要保険税につきましては全てを所得割に転嫁するのではなく、応能、応益の構
成割合につきましても考慮し、被保険者に急激な負担増とならないよう資産割の廃止につきまし
ては令和６年度まで段階的に税率を改正していくこととしてございます。
１枚おめくりください。(１)の令和４年度の改正内容の表を御覧ください。現行の令和３年度
の税率と改正した場合の令和４年度の税率を比較して載せております。医療給付費分、後期高齢
者支援金分、介護納付金分、それぞれ応能割である所得割、資産割、応益分である均等割、平等
割の税率の比較を記載しておりまして、合計の税率の比較では所得割が11.0％から11.4％で0.4％
の増、資産割は現行70.3％から令和６年度までに段階的に廃止いたしますので、２年目の令和４
年度は46.8％で23.5％の減、均等割が３万7,800円から３万9,100円で1,300円の増、平等割が４万
8,800円から４万9,400円で600円の増となっております。
次のページに参りまして、(２)は令和６年度に資産割を廃止することで推計した税率改正の推
移となります。表の一番右の欄の医療分、支援金分、介護分の合計の率を見ますと、二重枠にな
っているのが資産割の欄でございますが、現行の資産割が固定資産税に70.30％を乗じて税率を計
算していたのですが、この比率を段階的に引き下げ、令和６年度に廃止するものでございます。
次に、参考として記載しております事業費納付金の御説明をさせていただきますので、中段の
参考の表を御覧ください。
令和30年度から国民健康保険の広域化により導入された納付金制度は、
道内全体の保険給付費等の必要額から国庫補助金や被用者保険からの交付金等で賄われない部分
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を道内市町村で分かち合う制度でございまして、納付金は医療費水準及び所得水準等に応じて各
市町村に割り当てられ、市町村は納付金及び事業の実施に係る経費を賄うために必要な保険税率
を設定することになります。令和３年度の確定納付金が合計で８億825万4,000円に対し、令和４
年度が、こちらも確定の数字にはなりますが、８億1,080万3,000円となり、１人当たりの所得水
準の上昇などにより合計で254万9,000円の増額となりました。
さらに、下の参考の賦課総額等の表を御覧ください。北海道に支払う令和４年度の納付金額か
ら算定した賦課総額と現行税率での賦課総額を比較している表になります。令和４年度の納付金
の確定額が８億1,080万3,000円となりまして、そこから納付金に含まれていない市町村の個別歳
入を減算し、保険税で集めなければならない額でございます賦課総額が記載の６億 9,773万
1,133円となり、この額を令和４年度における当町の国民健康保険被保険者の人数や世帯、所得等
で賄えられるようにするためには令和４年度の税率に改正することによって必要な保険税額を満
たすことができるという計算となります。一方、これを現行税率のままで算定した場合におきま
しても賦課総額がほぼ同額となりますので、令和４年度の税率改正は主に資産割の段階的廃止や
賦課総額における医療、支援、介護分のバランス調整などによる改正とするものであります。
１枚おめくりください。(３)の応能・応益の構成割合の見直しでございますが、これは北海道
が示す標準保険料率を目指した割合に見直すということで、この見直しにつきましては令和12年
度の統一保険料率に向けて緩やかではありますが、標準保険料率における応能と応益の構成割合
に考慮した見直しを行おうとするものです。
中段の表は、参考として北海道が示す当町の標準保険料率を載せてございますが、この率は令
和４年度の納付金の額で、賦課方式を３方式で示した割合ですが、標準保険料率は毎年度見直さ
れることとなります。
次に、(４)の医療費分・支援金分・介護分の賦課総額のバランス調整についてでございます。
この３つの区分の割合につきましても、納付金から算定した賦課割合となるよう段階的にバラン
スを整えるというものでございまして、表の左側の現行の賦課割合、パーセンテージを御覧いた
だきますと、医療分で76.6％、支援金分で17％、介護分で6.4％ということで、現行税率では医療
分に多くの割合で賦課されておりますが、その賦課総額の割合を右側の令和４年度には医療分で
74.1％、支援金分で18.9％、介護分で７％と段階的にバランスも整えていこうとするものです。
以上で来年度が２年目とはなりますが、税率等の見直しについての説明を終わります。
続きまして、２の納期等の見直しについて御説明いたしますので、引き続き10ページを御覧く
ださい。当町の国民健康保険は、先ほどまで御説明させていただきましたが、将来の安定的な運
営を図るため、令和３年度から国民健康保険税の賦課方式や税率について見直しを行い、賦課方
式を現在の４方式から令和６年度までに段階的に資産割を廃止し、３方式に変更することとして
ございます。このように毎年度段階的ではありますが、税率等が見直され、被保険者の負担に影
響が出ていく中で被保険者の方々の経済的、精神的な負担の軽減を図り、納税しやすい環境を整
備する目的で次の見直しをしていきたいと考えてございます。
１つ目といたしまして、(１)の納付回数の変更、条例第12条第１項関係でございます。現在国
民健康保険税の納期につきましては本条例で規定されており、その納付回数は４月分から翌年の
３月分までの１年度分を６月から12月の年７回で納めていただいております。保険税の納め方と
して納付書や口座振替によって納めていただく普通徴収と年金から天引きさせていただく特別徴
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収があり、国民健康保険では全世帯の約８割が普通徴収となっており、納付回数が増えることで
１回当たりの納付金額を軽減することができるため、納付回数を３回増やし年10回に変更しよう
とするものです。具体的にはどのような変更か、１年分の税額が35万円の場合を例として下の表
に普通徴収による各期の納期限と金額を示しております。現行で納付回数が年７回の場合ですが、
４月、５月については納付はなく、納税通知書が発行される６月から12月までの７回で納めてい
ただきますので、７回で分割いたしますと１回分が５万円となります。これを年10回に変更した
場合が次の11ページ、改正後の表でございまして、１月から３月の納付月を３回増やすことで総
額に変わりはないのですが、１回分の納付金額が３万5,000円に軽減されることになります。
次に、(２)で２つ目として、ただいま御説明いたしました納付回数と併せて考えなければいけ
ないのが端数処理の見直しになります。こちらは、条例第12条に２項を追加いたします。現在納
期ごとの税額は、年度分の保険税額を納期の数で除し、1,000円未満の端数を最初の納期に上乗せ
することとしており、これらは｢地方税法｣に規定されております。それぞれの納期限に係る分割
金額の平準化を図り、納付回数と併せて見直すことにより、さらに納税しやすい環境を整備でき
ることになりますので、
分割金額をこれまでの1,000円未満の端数から町独自に条例に規定するこ
とにより100円未満の端数処理に変更しようとするものです。
具体的には次の12ページに記載させていただきましたが、年税額が３万1,200円で、これは高齢
者の夫婦世帯で保険税の７割軽減を受けている低所得世帯の例ですが、現行の年７回で改正前の
1,000円未満の端数処理ですと３万1,200円を納付回数の７で割ることになりますので、１回分が
約4,450円となり、それぞれの1,000円未満の端数が第１期分に全て合算されますので、現行です
と第１期分が7,200円と大きくなります。これを100円未満の端数処理にすることで納期ごとの金
額の幅を小さくすることができるということになります。国民健康保険被保険者は、低所得者層
が多いことから、納期ごとの額の乖離幅が大きいと支払いにくいという状況にありますので、納
付回数を年10回に、年税額の端数処理を100円未満に、この２つの見直しを同時にすることによっ
て下の表の改正後の太枠の中のようにさらに納税しやすい環境を整備することができます。一方
で、この納付回数の見直しをすることによって３回分の納期が翌年になることで所得の申告時に
おける社会保険料控除が減額になりますので、変更初年度のみではございますが、所得税や翌年
度の住民税が増額となる可能性があります。また、70歳から74歳の方、いわゆる前期高齢者の方
が医療機関等を受診する際の自己負担割合とその限度額が住民税課税所得で判定されていること
で、こちらも社会保険料控除の額が影響することになります。この影響を受ける方は非常に少な
いとは思いますが、影響につきましても周知に努め、丁寧に説明、対応していきたいと考えてお
ります。
次に、３の子どもに係る均等割保険税の軽減措置の導入について御説明いたしますので、13ペ
ージを御覧ください。こちらは、条例第23条に第２項を追加する形になりますが、法の改正に伴
い条例の一部を改正するもので、改正の内容ですが、現在国民健康保険では低所得世帯に対する
負担を軽減するため、世帯の総所得金額等が一定額以下の場合、国民健康保険税のうち応益割で
ある均等割額及び平等割額に係る部分について、その額の７割、５割または２割が軽減される措
置が講じられております。令和３年９月10日に公布された全世代対応型の社会保障制度を構築す
るための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令、以下
整備政令といいますが、この整備政令により地方税法施行令の一部改正が行われ、少子化対策、
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子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国民健康保険世帯の子どもの均等割保険税について国
と地方の公費を投入し、生まれてから小学校に入るまでの子どもの保険税を多子世帯や低所得世
帯といった制限をかけず、子どもがいる世帯について一律にその５割を軽減する改正内容となっ
ております。なお、減額幅(率)につきましては、現行の低所得者に対する応益割保険税の軽減措
置である７割、５割または２割軽減後の保険税をさらに半額にするため、所得の低い世帯の子ど
もにつきましては最大で8.5割の軽減となります。
下の(１)の表は、軽減後の比較を今年度の均等割額で表した表になります。軽減なしの場合、
令和３年度は被保険者１人につき３万1,300円の均等割保険税が課税され、その世帯の所得状況に
より２割、５割、７割の軽減があり、それぞれ軽減後の額は現行に記載のとおりです。今回の改
正は、この法定軽減後の額をさらに半額にするというもので、改正後の軽減割合が右側の欄にな
りますが、軽減がない世帯の子どもの均等割額につきましても５割が軽減される形になります。
次のページの表は軽減のイメージ図になりますが、色つきの下向きの矢印部分が新たに公費に
よって軽減されることになります。
下の(２)の表は、当町の国民健康保険での子どもの法定軽減該当状況です。今年度の当初賦課
の数字ですが、未就学児で軽減のない世帯も含めて134人となっておりまして、１枚おめくりいた
だきまして15ページ、(３)の表がその影響額になります。それぞれ軽減額で算出いたしますと影
響額は合計で162万7,600円となり、このうち市町村の負担は４分の１となっており、40万円ほど
が保険基盤安定負担金制度により一般会計で負担することになります。
次に、(４)のその他の改正でございますが、今回の整備政令による地方税法施行令の一部改正
では、規定の明確化の観点から不要な規定の削除や文言の整備が行われたことから、当町の条例
につきましても法令の規定に合わせた所要の改正を行うものです。
次に、４、課税限度額の改正、条例第２条及び第23条関係について御説明いたします。令和４
年度税制改正による国民健康保険税の課税限度額の引上げに伴い、地方税法施行令の一部を改正
する政令が年度内に公布され、令和４年４月１日から施行される予定となっております。国民健
康保険税は、負担能力に応じた公平なものである必要があり、受益者の関係において被保険者の
納付意欲に与える影響や事業の円滑な運営を確保する観点から、保険税の負担額には一定の上限
を設けることとしております。また、地方税法施行令において国の法定限度額が定められており、
これに基づいて各市町村では条例により課税限度額を定めることとなっております。当町におき
ましても条例第２条及び第23条の規定により医療分、支援金分、介護分の区分で限度額を定めて
おり、算定した税額が課税限度額を超える場合は、この額を課税額としてこの３つの区分の合計
額を国民健康保険税としております。今回の改正は、医療分の限度額を２万円引き上げ65万円に、
支援金分を１万円引き上げ20万円に改正し、介護分は17万円で据え置かれることとなります。当
町は、従前より地方税法施行令の改正による国の法定限度額の引上げに合わせた改正を実施して
おり、課税限度額を引き上げることによって中間所得層の保険税負担を抑制し、被保険者間の負
担の公平性が図られることから、国の定める法定限度額に改正しようとするものです。
16ページの(１)の表は、課税限度額の現行と改正後の比較となりますが、医療、支援、介護分
の合計で現行の99万円が改正後は３万円引き上げられ、102万円となるものです。
次の(２)は、課税限度額の改正による調定増額の見込みを表にしております。あくまでも本年
度の賦課分で算出した額の比較になりますが、今回の課税限度額の引上げにより合計で331万
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6,361円の調定増額が見込まれることになり、中間所得層の保険税負担の抑制が図られることにな
るものです。
17ページに参りまして、５の施行期日等でございます。１つ目としまして、施行日でございま
すが、この条例は、令和４年４月１日から施行します。ただし、地方税法施行令の一部改正によ
り、規定の明確化の観点から、文言等を整備する所要の改正については公布の日から施行します。
２つ目に、この改正条例の適用については、文言等を整備する所要の改正部分を除き、令和４
年度以後の年度分の保険税から適用し、令和３年度分までの保険税につきましては改正前の税率、
納期及び課税限度額を適用するものです。
なお、18ページから20ページは、参考資料２といたしましてモデル世帯で比較する保険税年額
ということで、当町の国民健康保険被保険者で世帯の構成割合が多いモデルケースにより、これ
まで説明させていただいた改正内容での推計による試算例を記載してございますので、後ほどお
目通しいただき、内容の説明は省略させていただきます。
以上で新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についての説明を終わりま
す。御審議のほどよろしくお願いします。
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。

10番、谷君。
〇10番(谷

園子君)

未就学児の均等割の５割軽減をされるということなので、市町村の負担で

40万円一般会計から繰り出しと説明ですが、この繰り出しというのは国庫負担削減とかそういう
ペナルティー、今までいろんなペナルティーあると聞いていたのですが、ペナルティーにならな
いのかという確認を１つしたいのと、課税限度額の改正のところで16ページの表のところで医療
分で４世帯、支援分で７世帯が保険税負担の抑制が図られたという理解でよいのかどうかお聞き
します。
限度額を引き上げることで被保険者間の負担の公平性が図られると言っているのですけれど
も、そこの意味についてもう少し説明をお願いします。
〇議長(福嶋尚人君)

水野生活環境課主幹。

〇生活環境課主幹(水野一勇君)

まず、子どもの均等割の半額措置ということでペナルティーが

あるのかどうかということなのですけれども、こちらのほうは法定軽減となりますので、ただい
まの７割、５割、２割の法定軽減と同じように国のほうから保険基盤安定負担金ということで来
ますので、こちらのほうの繰入れはペナルティーはございません。
あと、限度額の改正ということで、こちらのさっきの表、４世帯が超過世帯ということになり
ますけれども、限度額が今回引上げになるということで、その超過世帯数が４世帯増えるという
ことになりますけれども、今回限度額につきましては令和４年度課税の引上げですが、約２年ぶ
りになる形になります。国も国保税の超過世帯割合というのを被用者保険だとかの関係を考慮し
ながら段階的に今引き上げているということになりますけれども、今後も高齢化だとか医療の高
度化に伴いまして医療費の増加が見込まれます。国保の被保険者につきましても、所得も十分に
伸びない状況下で税率の引上げだけで必要な収入を賄おうとすれば、高所得者層の負担は変わら
ない中で中間所得者層中心に負担を求める構造になってしまいます。壇上でも説明いたしました
が、
先ほどの参考資料の16ページの限度額の引上げに今回調定見込みということで330万円の増額
が見込めるとなってございます。こちらが中間所得層の保険税負担の抑制がこの分図られるとい
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う形になります。賦課限度額の引上げにつきましては、高所得者層にも応分の負担の求めで負担
感が強いと言われている中間所得層の負担上昇をできる限り抑制することを目的としております
ので、御理解いただきたいと思います。
〇議長(福嶋尚人君)

10番、谷君。

〇10番(谷

この限度額の改正というのが所得がたくさん、所得というか、収入たくさ

園子君)

んある人も決まった保険税というところの、そこのところの払ってもらう枠を上げるという理解
でいいのですよね。
それと、もう一つお聞きしたかったのが税率の見直しなのですけれども、２年目なのですけれ
ども、
資産割がなくなっていく中で今年は何割の人が高くなって何割の人が安くなったのかとか、
その値上げ幅というか、そういうものが高い人、安い人とか、そういう町民の負担の状況どうな
っているのかをお聞きします。
〇議長(福嶋尚人君)

水野生活環境課主幹。

〇生活環境課主幹(水野一勇君)

今回の税率改正につきましては、影響額に増減はございますけ

れども、全ての国民健康保険世帯に影響が出てくることになります。資産割を減らす影響で固定
資産税が課税されている世帯では減額となる世帯が多いのですけれども、資産税が課税されてい
ない世帯につきましては所得がゼロ円だとしても、やはり応益割も改正するということで増額に
なります。あくまでも所得の推計に基づいた試算となりますけれども、一番今回影響が多い世帯
では年額で６万5,000円ほど推計で増額いたしますし、逆に資産割を減らしていくという影響で年
額で10万円以上減額になる世帯もあります。全体では約68％の世帯が増額となる試算になってご
ざいますが、令和４年度の改正は増額する世帯のその中で約９割の方が年額で１万円未満の増額
になるという試算になってございます。
〇議長(福嶋尚人君)

10番、谷君。

〇10番(谷

昨年は８割ぐらいの方が影響受けてかなりの値上げだったのが、今年は６

園子君)

万円ぐらい上がる人もいれば10万円ぐらいの人もいたり、ただ上がる68％の中の９割の方は１万
円未満ということなのですけれども、大体１万円未満といったらどのぐらいの値上げ、ここで
1,300円とかいろいろ書いていましたが、どういう値上げ幅が多いのかも聞きたいのですけれど
も、今回の条例で納期とか端数見直しとか均等割もやってくださるという条例改正で、すごく努
力してくださっていると理解しています。ただ、国保税が高いというのは本当に誰もが感じてい
ると思うので、納付金を払わなければならなくて税率改正して、こうやっていろいろ町民負担の
軽減で町も努力しているのを理解しているのですけれども、限界があると思うので、いつもお聞
きしますけれども、国に対して町村会などにも働きかけて……
〇議長(福嶋尚人君)

谷君、要望とかということではなくて議案に対しての質問に限定してくだ

さい。
〇10番(谷

園子君)

〇議長(福嶋尚人君)

国にそういう支援を求めていく考えはないのかを最後にお聞きします。
議案に対しての質問ですから、それ以外のことについては答弁できません。

秋山生活環境課長。
〇生活環境課長(秋山照幸君)
〇議長(福嶋尚人君)

谷議員からの質問としては最後の国のほうに対して要望して……

それはいい。その前のこと。

水野生活環境課主幹。
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〇生活環境課主幹(水野一勇君)

先ほど御説明いたしました増額の幅、９割の方が増える中で１

万円未満の方９割ということなのですけれども、様々な世帯構成だとか人数だとか所得等で変わ
ってくると思いますけれども、試算では極端な話100円から１万円未満なので、9,900円の間で、
細かい人数までは出していないですけれども、そこが９割ほどいるということで、世帯構成によ
ってその金額は変わってきます。
〇議長(福嶋尚人君)

12番、畑端君。

〇12番(畑端憲行君)

私は、納期の見直しについてお聞きしたいと思います。

これは、先ほど説明ありましたように、被保険者に納税しやすい環境を整備することを目的と
して納付回数を年10回に変更するということは大変いいかと思うのですけれども、その反面今ま
での７期で12月25日納期限であったものが見直しということで10期、３月31日納期ということに
なれば、その後納期を31日にした場合、末にした場合に４月と５月の出納閉鎖期間で、この２か
月間で全年度の国民健康保険税を納めていただくということになるのですけれども、３月末で締
めた場合にそれからもし、全部が全部全額が納付されればいいのですけれども、そうした場合に
３月末になった場合に例えば20日以内に督促状を送らなければならないということになっていま
すよね。そして、20日以内に送付しなければならないのですけれども、その発付する時期の４月
いつかずれることによって20日以内に督促状を送った場合に督促状の金額をいつまで納めるかと
いったら、それを10日以内に納めなければならない。10日以内を設定して納めなければならない
ということになっています。そうした場合丸々出納閉鎖期間の４月が過ぎまして５月でもって入
らない場合には、今度は例えば納付誓約書を交わすとか、あるいはそれ以外の手段を使うという
ことになった場合はどうしても場合によっては滞納繰越しになっていくということになりますの
で、そうした場合は実際に扱う税務課の皆さん方はスケジュール的に大変でないかと思うのです
けれども、その辺を考えての10回ということにしたのか、そこら辺をお聞きしたいと思います。
〇議長(福嶋尚人君)
〇総務部長(坂

坂総務部長。

将樹君) 今回７回を10回にさせていただく、これに当たっては生活環境課と、

それから税務課と徴収のほうといろいろ打合せを行いながらこの条例改正をさせていただくとい
うような形で経過を進んでおります。基本的には今滞納の、滞納というか、３月までに納められ
ないというようなお話もありましたけれども、10回にすることによってこの納期それぞれで納め
ていただくということを原則として対応したいと考えておりますので、そうしたほうが全体的な
メリットがあるという判断で今回条例提案をさせていただい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)

今言われたことについては十分分かるのです。ですから、納税者について

は大変いいかと思うのですけれども、今までの話を聞いていたら新ひだか町の場合は現年度主義
でやるということを重点に置いてという形で徴収するものですから、これはどうしても後から入
ってくるかもしれないけれども、滞納繰越しになっていく率が多くなってくると思うのですよ、
現実として。ですから、そこら辺も私心配なので、そうでなければいいのですけれども、心配な
ので、それだけお聞きしたかったのです。現年度分主義でいきますよと従来から言っていました
から、滞納繰越しになる部分が多くなるのではないですかということで今お聞きしたのです。な
ければいいのです。それでいいのです。そういうこと心配ないといったら、それでいいです。
〇議長(福嶋尚人君)

藤沢保健福祉部長。
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〇保健福祉部長(藤沢克彦君)

従前と納付の関係は、基本的には回数が増えただけで変わってい

かないと思います。畑端議員おっしゃるとおり、４月以降に督促状を出して５月31日に入れば現
年の収入になりますので、そこは問題ないかなと、滞納にはつながらないかなと思っております。
逆に言うと、今まで季節労働者の方がどうしても１月とかには国民健康保険に入るのですけれど
も、その場合納期が過ぎていますので、逆にたくさんの保険料を一気に支払わなければならない
事例が今までもありました。それが例えば１月に国民健康保険に入れば、今度は３期で払うとい
うことができますので、逆に言うとそういう方についても納期が３回に分かれますので、保険料
は払いやすくなるかなと思っております。あと、税務課のほうと生活環境課のほうでよく協議さ
せていただいて今回決めさせていただいておりますし、その辺は納税者が納めやすい部分で我々
としてはメリットのほうが大きいという、先ほどの坂部長の説明にもありましたけれども、と思
っておりますので、そこら辺については納税者と十分にお話をさせていただきながら納税環境の
改善に努めていきたいと考えてございます。
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18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18号 新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について｣を
採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、議案第18号は、原案のとおり可決されました。
暫時休憩いたします。10分程度休憩します。
休憩 午前１０時３７分
再開 午前１０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１９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19号

新ひだか町立学校設置条例の一部を改正する条例

制定について｣を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
田口管理課長。
〔管理課長
〇管理課長(田口

田口

寛君登壇〕

寛君) ただいま上程されました議案第19号について御説明いたします。

議案第19号は、
新ひだか町立学校設置条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、
新ひだか町立学校設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでござい
ます。
－ 15 －

１枚おめくりください。新ひだか町立学校設置条例の一部を改正する条例。
新ひだか町立学校設置条例の一部を次のように改正する。
本条例は、少子化による児童生徒数の減少に対応した活力ある学校教育活動の充実を図る観点
から、令和２年３月25日に策定いたしました新ひだか町立学校再編整備基本計画に基づき町立学
校の再編整備を実施するため、条例を改正しようとするものでございます。
具体的な条例改正の内容につきましては、条例改正説明要旨で御説明いたしますので、恐れ入
りますが、２ページをお開きください。今回条例改正を行います町立学校の再編整備の概要でご
ざいますが、１、再編整備対象学校は、新ひだか町立静内小学校、新ひだか町立山手小学校、新
ひだか町立東静内小学校の３校でございます。
次に、２、保護者等説明会の開催状況は記載のとおりでございますが、再編整備対象学校ごと
にそれぞれ２回ずつ開催しまして再編への理解をいただいたところであります。
続いて、３、再編整備の内容でございますが、再編整備対象学校となります３校を１校に再編
するとともに、再編後の学校施設は新ひだか町立静内小学校を使用するものでございます。
また、４、再編整備に係る交流活動期間、再編準備期間としまして令和４年４月１日から令和
５年３月31日までの１年間を予定しております。
５、再編実施年月日ですが、令和５年４月１日であります。
続いて、３ページをお開きいただき、条例新旧対照表を御覧ください。新ひだか町立学校設置
条例におきましては、設置する小学校の名称及び位置を別表第１に規定しておりまして、表の右
側の改正前条例の下線の部分でございますが、新ひだか町立山手小学校の項と新ひだか町立東静
内小学校の項を削除し、表の左側の改正後条例の別表第１として改正しようとするものでござい
ます。
恐れ入りますが、１ページへお戻り願います。附則でございますが、第１項は施行期日の規定
でございまして、この条例は、再編整備の実施年月日の令和５年４月１日から施行しようとする
ものでございます。
第２項は、準備行為の規定でございまして、この条例が議会において可決され、公布された後
は交流活動等の必要な手続、その他の準備行為を速やかに行うことができるよう規定しようとす
るものでございます。
以上で議案第19号の説明といたします。御審議のほどを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。

10番、谷君。
〇10番(谷

園子君)

山手の小学校区域の子で高静小学校のほうが距離的に近い子もいるかと思

うのですが、その辺の対応はどうされているのかということと……
〇議長(福嶋尚人君)

谷君、編制ですか、これは。学校の編制に関しての議案ですから、それを

踏まえて質問してください。
〇10番(谷

園子君)

バス通になる子のどういう線引きとか、そういうのも聞いてはいけないの

ですか。
では、この中身で１つだけ質問します。４月から交流活動期間になるとなっているのですけれ
ども、これ授業時間とかの影響というのかな、移動時間もかかったりということが起こると思う
のですけれども、そういう授業時数の確保など、そういうことで子どもたちに無理なくやってい
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くのか、その辺をお聞きします。
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) 交流活動につきましては、各それぞれの学校の学校長と協議も十分
してございますし、それらを踏まえた上で令和４年度中に必要な活動を行うことができるよう授
業時数等々その他の活動も含めまして十分協議しながら進めていくことで対応してまいりますの
で、よろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君)

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19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19号 新ひだか町立学校設置条例の一部を改正する条例制定について｣を起立
により採決いたします。
なお、本案は、地方自治法第244条の２第２項及び議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用
又は廃止に関する条例第３条の規定に基づく特別多数議決であり、出席議員の３分の２以上の同
意を必要とし、議長も採決に加わります。ただいまの出席議員は15名でありますので、その３分
の２以上は10名以上であります。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔起立する者多数あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

起立15名であります。ただいまの起立は３分の２以上であります。

よって、議案第19号は、原案のとおり可決されました。
◎議案第２０号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君)

日程第８、
｢議案第20号

日高中部衛生施設組合規約の一部を変更する規約

について｣を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
秋山生活環境課長。
〔生活環境課長
〇生活環境課長(秋山照幸君)

秋山照幸君登壇〕

ただいま上程されました｢議案第20号

日高中部衛生施設組合規

約の一部を変更する規約について｣御説明いたします。
議案第20号は、日高中部衛生施設組合規約の一部を変更する規約についてでございまして、地
方自治法第290条の規定に基づき、日高中部衛生施設組合規約を別紙のとおり変更することについ
て、議会の議決を求めるものでございます。
本件は、令和４年度以降の日高中部衛生施設組合に係る経費の構成町の負担割合を変更しよう
とするもので、これまでも５年ごとに見直しをしているところでございます。し尿処理施設に伴
う経費につきましては過去５年間の平均し尿収集量により算出し、ごみ処理施設に伴う経費につ
きましては国勢調査の結果による人口の確定ごとに算出しており、令和３年11月30日に令和２年
国勢調査結果が確定したことによって変更するものでございます。
１枚おめくりください。１ページでございます。日高中部衛生施設組合規約の一部を変更する
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規約でございます。
日高中部衛生施設組合規約の一部を次のように変更するものでございます。
負担割合変更の詳細ですが、まず初めに規約第14条第２項第１号関係、し尿処理施設に伴う経
費といたしまして新冠町の負担割合を100分の22.57から100分の25.17に、新ひだか町の負担割合
を100分の77.43から100分の74.83に改め、規約第14条第２項第２号関係、ごみ処理施設に伴う経
費及び同項第４号イ関係、
ごみ処理施設としまして新冠町の負担割合を100分の19.40から100分の
19.79に、
新ひだか町の負担割合を100分の80.60から100分の80.21に改めようとするものでござい
ます。
この組合構成町の負担割合は組合規約に規定されており、この規約を変更する場合、地方自治
法の規定により各構成町の議会の議決を得た上、北海道知事へ届出をするもので、令和４年４月
１日から施行しようとするものでございます。
次のページ、議案第20号参考資料につきましては、説明した内容の新旧対照表となりますので、
説明は省略させていただきます。
以上で｢議案第20号

日高中部衛生施設組合規約の一部を変更する規約について｣の説明を終わ

ります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君)

課長、附則読み上げたかい。

〇生活環境課長(秋山照幸君)

すみません。失礼しました。議案に戻ります。附則を言い忘れて

いました。失礼しました。施行期日でございますが、この変更の規約につきましては令和４年４
月１日から施行するものでございまして、経過措置といたしましては、この規約による変更後の
日高中部衛生施設組合規約第14条第２項の規定は、令和４年度分の負担金から適用し、令和３年
度分までの負担金については、なお従前の例によるということでございます。大変失礼しました。
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20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20号 日高中部衛生施設組合規約の一部を変更する規約について｣を採決いた
します。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、議案第20号は、原案のとおり可決されました。
◎議案第２２号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君)

日程第９、
｢議案第22号

指定管理者の指定について｣を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。
渡辺福祉課長。
〔福祉課長

渡辺浩之君登壇〕

〇福祉課長(渡辺浩之君) ただいま上程されました｢議案第22号 指定管理者の指定について｣御
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説明させていただきます。
公の施設に係る指定管理者を指定することについて、地方自治法第244条の２第６項の規定に基
づき、議会の議決を求めようとするものでございます。
１といたしまして、施設名及び指定管理者でございますが、施設名は町民保養施設静内温泉及
び森林公園緑のふるさと温泉の森でございまして、併設している両施設を一体管理することによ
り効果的で効率的な運営を期待し、同一の指定管理といたしております。指定管理者は、日高郡
新ひだか町静内柏台２番６号、株式会社環境整備公社。
２の指定期間につきましては、令和４年４月１日から令和９年３月31日までの５年間です。
指定管理者を指定するまでの経緯について御説明いたします。令和３年12月17日から29日まで
の間で公募を行ったところ、応募者はさきに御説明いたしました株式会社環境整備公社１者から
の申込みがあり、令和４年１月17日、公の施設に係る指定管理者選定委員会を開催し、資格審査
並びに選定について審議を行い、指定管理者候補者として適当であるという審査結果を受けまし
て、当該事業者を指定管理者として指定いたしたく、お諮りするものでございます。
なお、当該事業者につきましては、両施設のリニューアル前、リニューアル後においてそれぞ
れ指定管理等を行っている事業者でございまして、静内温泉につきましてはコロナ禍でありなが
らも年間約９万4,000人が利用されている大変好評の施設でありまして、さらにこのように多くの
利用者がありながらも指定管理者に対する不満や苦情等は一切なく、また各種自主事業にも尽く
され、魅力ある施設運営に真摯に取り組まれている事業者と認識してございます。
また、温泉の森につきましては、昨年４月29日にキャンプ場を５年ぶりに再開し、過去にも複
数年施設管理の実績がある当該事業者へ本年度の施設管理を委託したところでありますが、緊急
事態宣言により70日間の休止がありながらも1,645人が利用され、利用者からはスタッフの対応や
施設の維持管理などに対し多くの高い評価をいただいております。
１枚おめくりいただきまして、参考資料１といたしまして、１ページから19ページは施設管理
の基本的な仕様を添付しておりますので、お目通しをいただき、説明は省略させていただきます。
20ページをお開きください。事業者からの提案を受け、選定委員会で承認されました両施設の
収支計算書となってございます。各年度におきまして、上段、収入合計から中段、支出合計を差
し引いた経常損失相当分、最下段の黒塗り部分を指定管理料とすることといたしております。内
訳といたしまして、まず静内温泉に係る収支計算書でございますが、毎年度3,762万円を指定期間
５年間合計で１億8,810万円とするものでございまして、現指定期間に係る令和３年度の指定管理
料3,488万5,000円と比較しますと、単純計算では単年度約274万円の増となってございます。
21ページを御覧ください。温泉の森の収支計算書でございますが、指定管理料を毎年度577万
5,000円、５年間合計で2,887万5,000円とするものでございます。温泉の森につきましては、５年
ぶりの再開ということでなかなか今年度の予算と比較しづらい面はございますが、令和３年度に
つきましては指定管理料ではなく通常の管理方法としておりますので、管理業務委託料などを含
めた温泉の森管理経費から町で収入している使用料を差し引いた金額647万4,000円と比較させて
いただきますと、単純計算で単年度約70万円が削減できるものとなってございます。
以上で説明を終わりますが、指定期間の指定管理料合計金額２億1,697万5,000円につきまして
は、本定例会議案第２号、新ひだか町一般会計補正予算(第10号)において債務負担行為、町の負
担すべき限度額として議決をいただいてございます。
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以上で議案第22号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君)

これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔｢なし｣と言う人あり〕

〇議長(福嶋尚人君)

質疑なしと認めます。

これで質疑を終結いたします。
議案第22号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから｢議案第22号 指定管理者の指定について｣を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、議案第22号は、原案のとおり可決されました。
◎議案第２３号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君)

日程第10、
｢議案第23号

指定管理者の指定について｣を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。
中島健康推進課長。
〔健康推進課長
〇健康推進課長(中島健治君)

中島健治君登壇〕

ただいま上程されました議案第23号について御説明させていただ

きます。
議案第23号は、指定管理者の指定についてでございまして、公の施設に係る指定管理者を指定
することについて、
地方自治法第244条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものでござい
ます。
１といたしまして、施設名及び指定管理者でございますが、施設名は新ひだか町生活支援ハウ
スきずな、指定管理者は日高郡新ひだか町静内柏台23番10号、有限会社さくら。
２の指定管理期間につきましては、令和４年４月１日から令和９年３月31日までの５年間です。
指定管理者を指定するまでの経緯について御説明いたしますが、令和３年10月１日から15日ま
での間で公募を行ったところ、公募者は先ほど御説明いたしました有限会社さくら１者からの申
込みがあり、令和３年11月22日に公の施設に係る指定管理者選定委員会を開催し、資格審査並び
に選定について審議を行い、指定管理者候補者として適当であるという審査結果を受けまして、
当該事業者を指定管理者として指定いたしたく、お諮りするものでございます。
当該施設は、高齢者が安心して健康で明るく暮らせるようにするということを目的に平成20年
に設置されており、現在13名の方が入居されております。
なお、当該事業者につきましては、指定管理制度を導入した平成29年度より指定管理を行って
いる事業者でございまして、施設の管理運営に対し真摯に取り組まれている事業者と認識してご
ざいます。
１枚おめくりいただきまして、参考資料１といたしまして、１ページから11ページは施設管理
の基本的な仕様を添付しておりますので、後ほどお目通しをお願いいたします。
12ページをお開きください。事業費計算書でございます。当該施設の管理運営に要する経費と
して５年間で2,139万9,000円を上限としております。これまでの実績状況を基に人件費、施設管
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理費等を想定し、積算しております。
以上で説明を終わりますが、指定期間５年間の指定管理料合計金額2,139万9,000円につきまし
ては、本定例会｢議案第２号

令和３年度新ひだか町一般会計補正予算(第10号)｣において債務負

担行為、町の負担すべき限度額として議決をいただいてございます。
以上で｢議案第23号

指定管理者の指定について｣の説明といたします。御審議のほどよろしく

お願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君)

これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔｢なし｣と言う人あり〕

〇議長(福嶋尚人君)

質疑なしと認めます。

これで質疑を終結いたします。
議案第23号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから｢議案第23号 指定管理者の指定について｣を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、議案第23号は、原案のとおり可決されました。
◎議案第２４号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君)

日程第11、
｢議案第24号

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更につ

いて｣を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
上田総務課長。
〔総務課長

上田賢朗君登壇〕

〇総務課長(上田賢朗君) ただいま上程されました議案第24号について御説明いたします。
議案第24号は、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更についてでございまして、辺地に
係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第８項において準用
する同条第１項の規定に基づき、別紙のとおり公共的施設の総合整備計画を変更することについ
て議会の議決を求めるものでございます。
今回計画の変更をしようとする辺地は、美野和辺地、川上辺地、延出辺地、豊畑辺地、本桐辺
地でございまして、計画策定当初の段階で整備を予定していなかった公共施設について整備を必
要とすることとなったことから計画に追加しようとするもの、また計画策定当初と事業数量等に
変更が生じたことにより、計画の変更をしようとするものでございます。
それでは、１枚おめくりいただきまして、１ページ目を御覧ください。総合整備計画書は、美
野和辺地でございます。１の辺地の概況につきましては変更がございませんので、説明は省略を
いたします。
２の公共的施設の整備を必要とする事情でございますが、飲用水供給施設の項目中、配水管布
設の延長を1,200メートルから690メートルに変更してございます。
３の公共的施設の整備計画でございますが、事業費等の括弧書きが変更後の数字となりますが、
道路の項目では事業費等のみの変更でございまして、事業費を8,940万円へ、財源内訳のうち特定
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財源を5,364万円へ、一般財源を3,576万円へ、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を3,570万
円へ変更してございます。飲用水供給施設の項目では、事業費を8,500万円へ、財源内訳のうち特
定財源を4,250万円へ、一般財源を4,250万円へ、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を
4,250万円へ変更してございます。合計欄では事業費を１億7,440万円へ、財源内訳のうち特定財
源を9,614万円へ、一般財源を7,826万円へ、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を7,820万円
へ変更するものでございます。
次に、２ページ目をおめくりください。総合整備計画書は、川上辺地になります。１の辺地の
概況につきましては変更がございませんので、説明は省略をいたします。
２の公共的施設の整備を必要とする事情でございますが、道路の項目で川上原島線を今回新た
に追加してございます。
３の公共的施設の整備計画でございますが、道路の項目では施設名に１路線追加しまして、事
業費を２億5,500万円へ、
財源内訳のうち特定財源を１億4,580万円へ、
一般財源を１億920万円へ、
一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を１億920万円へ変更してございます。飲用水供給施設の
項目では、事業費等のみの変更でございまして、事業費を1,200万円へ、財源内訳のうち特定財源
を600万円へ、一般財源を600万円へ、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を600万円へ変更し
てございます。
合計欄では、
事業費を２億8,644万8,000円、
財源内訳のうち特定財源を１億6,171万
8,000円、一般財源を１億2,473万円へ、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を１億2,470万円
へ変更しようとするものでございます。
次に、３ページに参ります。総合整備計画書は、延出辺地になります。１の辺地の概況につき
ましては変更はございませんので、説明は省略をいたします。
２の公共的施設の整備を必要とする事情でございますが、飲用水供給施設の項目中、配水管布
設の延長を2,400メートルから3,200メートルに変更し、取水電動弁更新を新たに追加してござい
ます。
３の公共的施設の整備計画でございますが、道路の項目では事業費等のみの変更でございまし
て、
事業費を１億1,970万円へ、
財源内訳のうち特定財源に4,182万円を追加し、一般財源を7,788万
円へ、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を7,780万円へ変更してございます。飲用水供給施
設の項目では、事業費を１億2,260万円へ、財源内訳のうち特定財源を6,130万円へ、一般財源を
6,130万円へ、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を6,130万円へ変更してございます。合計
欄では、事業費を２億8,040万円へ、財源内訳のうち特定財源を１億2,255万1,000円へ、一般財源
を１億5,784万9,000円へ、
一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を１億5,770万円へ変更するも
のでございます。
次に、４ページに参ります。総合整備計画書は、豊畑辺地になります。１の辺地の概況及び２
の公共的施設の整備を必要とする事情につきましては変更がございませんので、説明は省略をい
たします。
３の公共的施設の整備計画でございますが、経営近代化施設の項目で事業費等のみの変更でご
ざいまして、事業費を１億521万1,000円、財源内訳のうち一般財源を１億521万1,000円、一般財
源のうち辺地対策事業債の予定額を１億510万円へ変更してございます。合計欄では、事業費を２
億6,021万1,000円、財源内訳のうち一般財源を２億6,021万1,000円、一般財源のうち辺地対策事
業債の予定額を２億6,010万円へ変更しようとするものでございます。
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次に、５ページに参ります。総合整備計画書は、本桐辺地になります。１の辺地の概況及び２
の公共的施設の整備を必要とする事情につきましては変更がございませんので、説明は省略をい
たします。
３の公共的施設の整備計画でございますが、飲用水供給施設の項目では、事業費を1,500万円へ、
財源のうち特定財源を750万円へ、一般財源を750万円へ、一般財源のうち辺地対策事業債の予定
額を750万円へ変更してございます。合計欄では、事業費を１億500万円へ、財源内訳のうち特定
財源を1,710万円へ、一般財源を8,790万円へ、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額を8,790万
円へ変更しようとするものでございます。
以上で議案第24号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君)

これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔｢なし｣と言う人あり〕

〇議長(福嶋尚人君)

質疑なしと認めます。

これで質疑を終結いたします。
議案第24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24号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について｣を採決いたしま
す。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、議案第24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。そのままお待ちください。
休憩 午前１１時２５分
再開 午前１１時２６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２５号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君)

日程第12、｢議案第25号

工事請負契約締結について(春別農屋線道路災害

復旧工事(Ｒ３―１１))｣を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
野垣建設課長。
〔建設課長
〇建設課長(野垣尚久君)

野垣尚久君登壇〕

ただいま上程されました議案第25号について説明させていただきま

す。
議案第25号は、
春別農屋線道路災害復旧工事(Ｒ３―11)の請負契約締結についてでございます。
春別農屋線の道路災害復旧工事は、令和３年６月４日の低気圧による大雨で被災し、６月の町
議会定例会において被害報告と併せて補正予算の議決をいただき、12月の町議会定例会で増額の
補正予算、１月の町議会臨時会で繰越明許費設定の議決をいただき、令和４年３月３日に入札を
執行しておりますが、予定価格が5,000万円を超えますことから、工事請負契約について議会の議
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決を得ようとするものでございます。
最初に、議案第25号から２枚おめくりいただき、参考資料２をお開きください。参考資料２は、
位置図になります。工事場所は、道道静内中札内線の静内ダムから3.3キロメートル手前を起点と
する町道春別農屋線の16.9キロメートル付近になり、町道の終点となる春別ダム入り口の4.6キロ
メートル手前となりますが、被災確認後から北海道電力及び森林管理署の御協力をいただき通行
止めの措置を実施しているところでございます。
１枚おめくりいただき、参考資料３をお開きください。参考資料３は、縦平面図と代表断面図
となっております。左上段が平面図、左下段が縦断図、右下段が代表断面図となりまして、平面
図の左側が工事起点となり、復旧延長39.9メートルで、主な工事は盛土工1,910立方メートル、補
強盛土工678平方メートル、路盤工112平方メートル、張り芝工660平方メートルであります。平面
図においてコの字型の囲いの中を細かい平行線で描いているハッチング部分が今回の災害復旧工
事で設置される補強盛土工を上から見た図となり、縦断図では台形状のハッチング部分が補強盛
土工を正面から見た図で、四角錐台の形状になるものでございます。また、代表断面図は道路を
横断方向に見た図になりますが、のり面の上段が張り芝工で高さ4.9メートル、下段が補強盛土工
で高さ15.4メートルになりますが、補強盛土工につきましては盛土内に敷設される補強材と盛土
材料との間の摩擦抵抗力により盛土の安定性を補う構造のものであり、粘板岩を基礎地盤として
設計しております。
それでは、３枚お戻りいただき、議案第25号をお開きください。議案第25号は、次のとおり工
事の請負契約を締結しようとするものであります。
契約の目的は、春別農屋線道路災害復旧工事(Ｒ３―11)。契約の方法は、条件付一般競争入札
です。契約の金額は１億2,320万円、うち消費税及び地方消費税の額は1,120万円となっておりま
す。契約の相手方は、田湯タナカ・村田・富岡特定建設工事共同企業体。代表者は、日高郡新ひ
だか町静内末広町３丁目４番22号、田湯タナカ建設株式会社

代表取締役 田湯勝義。構成員は、

日高郡新ひだか町静内緑町７丁目１番28号、株式会社村田土建

代表取締役

村田修。同じく、

構成員、日高郡新ひだか町三石富澤167番地、株式会社富岡建設

代表取締役

富岡協です。なお、

出資割合は、田湯タナカ建設40％、村田土建30％、富岡建設30％となっております。
次のページをお開きください。議案第25号の参考資料１、契約書(案)です。工事名は春別農屋
線道路災害復旧工事(Ｒ３―11)、工事場所は新ひだか町静内高見地内、工期につきましては契約
の日から令和４年９月20日までとなっております。請負代金額は、令和４年３月３日締結の建設
工事請負契約の締結に関する契約書に記載の金額、契約保証金は免除としております。
以上、議案第25号についての説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたし
ます。
〇議長(福嶋尚人君)

これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔｢なし｣と言う人あり〕

〇議長(福嶋尚人君)

質疑なしと認めます。

これで質疑を終結いたします。
議案第25号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから｢議案第25号 工事請負契約締結について(春別農屋線道路災害復旧工事(Ｒ３―11))｣
を採決いたします。
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お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、議案第25号は、原案のとおり可決されました。
◎議案第２６号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君)

日程第13、｢議案第26号

令和３年度新ひだか町一般会計補正予算(第

11号)｣を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
上田総務課長。
〔総務課長

上田賢朗君登壇〕

〇総務課長(上田賢朗君) ただいま上程されました議案第26号について御説明をいたします。
今回の補正予算につきましては、除雪対策に係る予算について不足が見込まれるため追加しよ
うとするもので、本年にあっては降雪量が非常に多く、平成29年度の降雪によるビニールハウス
が多数倒壊のあった災害級の降雪量のあった年に匹敵する降雪となってございまして、先日議決
をいただきました議案第２号においてもある程度の予測をし、増額整理をしたところでございま
すが、想定以上の降雪があったことにより予算に不足が見込まれることから、追加しようとする
ものでございます。
それでは、議案内容の御説明をいたします。議案第26号は、令和３年度新ひだか町一般会計補
正予算(第11号)でございます。
令和３年度新ひだか町の一般会計補正予算(第11号)は、次に定めるところによる。
第１条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
1,320万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ190億1,801万6,000円にしようとす
るものでございます。
第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出
予算の金額は、｢第１表 歳入歳出予算補正｣のとおりでございます。
それでは、歳出の事項別明細書より御説明いたしますので、一般６ページを御覧ください。３
歳出でございます。８款 土木費、２項 道路橋りょう費で1,320万円を追加し、３億5,265万
3,000円にしようとするもので、２目 道路橋りょう維持費、事業目３ 除雪対策経費において10節
需用費、光熱水費では三石地区のロードヒーティングに係る電気料で120万円の追加、12節 委託
料、町道除雪業務委託料で1,200万円を追加しようとするものでございます。
次に、歳入でございますが、５ページにお戻りください。２

歳入でございますが、19款 繰入

金、１項 基金繰入金の財政調整基金繰入金、こちらで同額を繰り入れることとし、今回の補正予
算の収支を図っているところでございます。
以上で議案第26号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君)

これより質疑を行います。質疑ありませんか。
〔｢なし｣と言う人あり〕

〇議長(福嶋尚人君)

質疑なしと認めます。

これで質疑を終結いたします。
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議案第26号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから｢議案第26号 令和３年度新ひだか町一般会計補正予算(第11号)｣を採決いたします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、議案第26号は、原案のとおり可決されました。
◎決議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君)

日程第14、
｢決議案第１号 ロシアによるウクライナ侵攻を非難する決議に

ついて｣を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
議会運営委員長、池田君。
〔議会運営委員長

池田一也君登壇〕

〇議会運営委員長(池田一也君)
令和４年３月10日
新ひだか町議会議長 福

嶋

尚

人

様
提出者

新ひだか町議会運営委員長

池

田 一 也

議案の提出について
次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第３項の規定により提出します。
記
１ 件

名

(決議案第１号)
ロシアによるウクライナ侵攻を非難する決議について
提案理由
本年２月24日にロシアはウクライナへ軍事侵攻を行い、３週間を経過した現在も進行を続け、
一般市民への被害が増え続けています。さらに核兵器使用について言及しており、被爆国である
日本国民として、また、ロシアと国境を接する北海道民としても断じて容認できるものではあり
ません。
このようなことから、一日も早いウクライナの平和回復を願い、決議案を提案します。
なお、本文の朗読は省略をさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いをいたします。
〇議長(福嶋尚人君)

お諮りいたします。

本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、決議案第１号は、原案のとおり可決されました。
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◎意見書案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君)

日程第15、
｢意見書案第１号 シルバー人材センターに対する支援を求める

意見書について｣を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
議会運営委員長、池田君。
〔議会運営委員長

池田一也君登壇〕

〇議会運営委員長(池田一也君)
令和４年３月10日
新ひだか町議会議長 福

嶋

尚

人

様
提出者

新ひだか町議会運営委員長

池

田 一 也

議案の提出について
次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第３項の規定により提出します。
記
１ 件

名

(意見書案第１号)
シルバー人材センターに対する支援を求める意見書について
提案理由
公的団体であるシルバー人材センター(以下、｢センター｣という。)は、北海道内では40か所の
センターが地域の日常生活に密着した就業機会を提供することなどにより、高年齢者の社会参加
を促進し、地域社会の活性化、医療費や介護費用の削減などに貢献しています。
令和５年10月に、消費税において適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入される予定と
なっていますが、同制度が導入されると、免税事業者であるセンターの会員は適格請求書(インボ
イス)を発行することができず、センターは仕入税額控除ができなくなり、新たに預かり消費税分
を納税する必要が生じるものの新たな税負担の財源はないことから、まさに運営上の死活問題と
なります。
よって、国においては、センター会員への配分金について、適格請求書等保存方式の適用除外
とする等の措置を講ずるよう要望するため、意見書を提出するものです。
提出先 衆

議

院 議

長

参

議

院 議

長

内 閣 総 理 大 臣
財

務

大

各

通

臣

厚 生 労 働 大 臣
なお、本文の朗読は省略をいたします。
以上、地方自治法第99条の規定により提出をいたします。
御審議のほどよろしくお願いをいたします。
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〇議長(福嶋尚人君)

お諮りいたします。

本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号は、原案のとおり可決されました。
◎委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について
〇議長(福嶋尚人君)

日程第16、委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査についてを

議題といたします。
各常任委員長、議会運営委員長から、委員会で調査中の事件について、会議規則第75条の規定
によってお手元に配付のとおり閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査の申出があります。
お諮りいたします。各委員長から申出のとおり閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査とす
ることに御異議ありませんか。
〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、各委員長から申出のとおり閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査とすることに決
定いたしました。
◎行政報告に対する質疑
〇議長(福嶋尚人君)

これから行政報告に対する質疑を行います。

報告事項のみについて質疑願います。
〔｢なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

質疑なしと認めます。

よって、質疑を終結いたします。
◎閉会の議決
〇議長(福嶋尚人君)

お諮りいたします。

これで本定例会の会議に付された事件は全て終了いたしました。
よって、会議規則第７条の規定により、本日で閉会したいと思います。御異議ありませんか。
〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。
◎閉会の宣告
〇議長(福嶋尚人君)

これで本日の会議を閉じます。

以上で令和４年第２回新ひだか町議会定例会を閉会いたします。
どうも御苦労さまでした。
(午前１１時４５分)
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