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    ◎開議の宣告 

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、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、３番、橋本君、４番、大川君を指名

いたします。 

                                            

    ◎議案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第２、｢議案第６号 令和４年度新ひだか町一般会計補正予算(第３

号)｣を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 上田総務課長。 

〔総務課長 上田賢朗君登壇〕 

〇総務課長(上田賢朗君) おはようございます。ただいま上程されました議案第６号について御

説明いたします。 

 今回の補正予算につきましては、コロナ禍における原油価格等高騰対策事業やマイナンバーカ

ードのさらなる交付促進を図るための事業経費、また６月１日付人事異動等に伴う人件費や早急

な対応が必要となる補助金や修繕経費、国、道支出金の過年度還付金などの補正が主なものとな

ってございまして、今回補正しなければ事務事業の執行に支障を来すものにつきまして予算計上

してございます。なお、今回の補正額のうち、人件費の補正額が総額で8,757万7,000円の追加で

ございますが、先ほど申し上げましたが、６月１日付の人事異動等に伴う人件費の整理になりま

すが、このほか退職手当組合事前納付金の当初予算に積算誤りがございましたので、この分につ

きましても今回補正予算で整理させていただきたいと存じます。 

 それでは、議案の説明に入ります。議案第６号は、令和４年度新ひだか町一般会計補正予算(第

３号)でございます。 

 令和４年度新ひだか町の一般会計補正予算(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に歳入歳出それぞれ２億

3,196万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ173億712万6,000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。 

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

ございます。 
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 それでは、歳出の事項別明細書により御説明いたしますので、一般９ページをお開きください。

３ 歳出でございます。１款、１項、１目 議会費から、11ページに参りますが、２款 総務費、

１項 総務管理費、４目 財産管理費までは、人件費のため、説明につきましては省略をさせてい

ただきます。なお、10ページの事業目８ 給与費で7,838万5,000円の追加でございますが、18節 負

担金、補助及び交付金の退職手当組合事前納付金で8,206万9,000円の追加がございます。冒頭に

御説明いたしましたが、こちらの退職手当組合事前納付金において当初予算積算時に誤りがあっ

たことが今回の補正予算整理時に判明しまして、今後執行予定で不足が見込まれることとなった

ことから、今回追加させていただこうとするものでございまして、今後におきましてはこのよう

な積算誤りが生じないよう、チェック体制を強化してまいりますので、特段の御理解を賜ります

ようお願い申し上げます。 

 11ページに戻りまして、13目 地方創生費でございますが、事業目４ 新型コロナウイルス感染

症対策事業で4,371万5,000円の追加でございます。こちらは、原油価格等高騰対策生活支援事業

でございますが、38ページに参考資料として掲載してございますので、38ページを御覧ください。

長引くコロナ禍の中、原油価格の高騰などによって日常生活に大きな影響を及ぼしている現状に

対し、特に影響が大きい低所得者層へ支援を行うことで生活の安定を図ろうとするもので、対象

者となる令和４年度町民税非課税世帯に対して１世帯当たり１万円を、生活保護受給世帯に対し

ては１世帯当たり8,000円を給付するもので、給付事務に係る事務費等を含め計上してございまし

て、本事業の財源として国からの地方創生臨時交付金を2,808万5,000円、北海道からの市町村高

齢者世帯等生活支援事業費補助金を1,514万2,000円充当してございます。 

 11ページに戻っていただきまして、14目 諸費でございますが、3,545万7,000円の追加でござい

ます。事業目１ 税外過誤納等還付金の福祉課分では７件で1,039万2,000円の返還金がございまし

て、令和３年度子育てのための施設等利用給付交付金などの事業費確定に伴う国及び道支出金の

返還金でございます。その下の同事業目の健康推進課分では７件で1,913万円の返還金がございま

して、令和３年度障害者自立支援給付費等国庫負担金などの事業費確定に伴う国及び道支出金の

返還金でございます。事項別明細書12ページに参ります。同事業目のワクチン接種対策室分では

１件で593万5,000円の返還金がございまして、令和３年度新型コロナウイルスワクチン接種対策

費負担金の事業費確定に伴う国庫支出金の返還金でございます。 

 その下の２項 徴税費、１目 税務総務費と２目 賦課徴収費の事業目１ 賦課徴収事務経費につ

きましては、人件費の整理でございますので、詳細な説明は省略をいたします。13ページになり

ますが、事業目２ 過誤納還付金でございますが、580万円の追加でございます。町税の還付実績

により、現計予算1,000万円に対し不足が見込まれるため、追加しようとするものでございます。 

 ３項、１目 戸籍住民基本台帳費でございますが、事業目１ 個人番号カード交付促進事業に係

る追加計上でございますが、マイナンバーカードのさらなる交付促進を図るため、大型商業施設

での申請サポート会場の開設や各種企業や団体等への出張申請サービスなど、申請や交付に係る

体制をさらに強化しようとするもので、チラシ等の印刷や新聞折り込みの手数料、デジタルサイ

ネージなどの会場設営用事務用品などの借り上げ料、また休日、夜間窓口対応の時間外手当や会

計年度任用職員の人件費を追加計上してございます。その下の事業目２ 戸籍住民事務経費から

15ページに参りまして３款 民生費、１項 社会福祉費、１目 社会福祉総務費までは、人件費のた

め、詳細な説明は省略をさせていただきます。 
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 その下の３目 社会福祉施設費では、事業目６ 町民保養施設管理経費で181万5,000円を修繕料

で追加してございます。静内温泉におけるテレビアンテナの落下、さらに400メートルにわたるケ

ーブルが経年による断線などの破損によりテレビ受信ができない状態であることから、これらを

修繕しようとするものでございます。 

 ７目 老人支援費では、16ページに参りますが、事業目３の地域支援事業と事業目８ 給与費に

つきましては人件費でございますので、説明は省略させていただきます。事業目５ 日高中部広域

連合負担金は、繰越金の整理に伴う構成町負担金の減額でございます。 

 ８目 老人福祉施設費では、事業目１ 老人いこいの家運営事業では人件費の整理でございます。

消費目３ 生活支援ハウス運営事業では、施設個室内のトイレ２台が経年により破損したことか

ら、修繕しようとするものでございます。 

 17ページに参りまして、２項 児童福祉費、１目 児童福祉総務費では事業目５ 子育て世帯生活

支援特別給付金給付事業でございますが、38ページに参考資料として掲載してございますので、

38ページのほうを御覧ください。38ページ中段になります。新型コロナウイルス感染症による影

響が長期化する中で、低所得の子育て世帯への生活支援として児童１人当たり５万円を支給する

もので、本事業につきましては６月定例会において予算計上させていただいたものでございます

が、その後北海道の独自事業として児童１人当たり１万円を上乗せして支給することとなったこ

とから、今回上乗せ分を追加計上させていただくものでございます。また、６月に計上した補正

予算で見込んでいた対象者数が実績により増加する見込みであることから、今回併せて整理をさ

せていただくもので、特別給付金と事務費分を合わせて647万5,000円を追加しようとするもので、

本事業の財源として国からの子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金と北海道からの子

育て世帯臨時特別給付金支給事業費補助金を合わせて同額充当してございます。 

 事項別明細書17ページにお戻りください。事業目６ 保育所等施設整備費助成事業でございます

が、マーガレット保育園において保育園棟の雨漏りに伴う外壁塗装及び屋上防水工事を国の交付

金を活用して実施しようとするもので、総事業費1,210万円に対し、国の要綱に基づき、国が10分

の5.5、町が４分の１、事業者が５分の１の負担により実施しようとするもので、予算計上は国と

町の補助金分合わせて968万円とし、本事業の財源として国からの保育所等整備交付金665万

5,000円と町補助金に対し地方債として過疎対策事業債を300万円充当してございます。なお、過

疎対策事業債にあっては、対象事業費に対し充当率は100％、後年度の元利償還金に対し70％が普

通交付税の算定に用いる基準財政需要額により算入されることとなってございます。 

 次に、その下の３目 児童福祉施設費でございますが、18ページにまたがってございますが、内

容は人件費のみでございますので、内容説明は省略をさせていただきます。 

 19ページに参ります。４款 衛生費、１項 保健衛生費、１目 保健衛生総務費から20ページの５

目 保健活動費につきましても人件費の整理でございますので、説明は省略をさせていただきま

す。 

 21ページに参ります。２項 清掃費、１目 清掃総務費では、事業目５ 日高中部衛生施設組合負

担金でございますが、当該組合において人事異動に伴う補正がございまして、これに伴い、構成

町負担金が追加になるものでございます。 

 22ページに参りまして、６款 農林水産業費、１項 農業費、１目 農業委員会費から23ページの

２項 林業費、また24ページに参りまして３項 水産業費、１目 水産業総務費までにつきましては、
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人件費の整理でございますので、説明は省略をさせていただきます。 

 25ページに参りまして、２目 水産業振興費では、事業目３ 水産振興団体助成事業で2,100万円

の追加でございまして、漁業継続支援漁具等導入リース事業補助金でございますが、38ページに

参考資料として掲載してございますので、38ページの下段を御覧ください。当事業でございます

が、本年６月10日に東静内地区で発生した火災により被災した漁業者の操業体制を早期に整える

ため、ひだか漁業協同組合が実施する漁網や籠などの資機材リース事業に対して支援しようとす

るものでございます。 

 事項別明細書26ページのほうにお戻りください。７款、１項 商工費、１目 商工総務費から27ペ

ージの８款 土木費、１項 土木管理費と３項 河川費、それと28ページに参りまして４項 都市計

画費、29ページの５項 住宅費までにつきましては、人件費の整理でございますので、説明は省略

をさせていただきます。 

 30ページに参ります。９款、１項、１目 消防費では、事業目１ 日高中部消防組合負担金でご

ざいますが、当該組合において人事異動などに伴う補正がございまして、これに伴い、構成町負

担金が追加になるものでございます。 

 その下の２目 災害対策費から31ページの10款 教育費、１項 教育総務費までにつきましては、

人件費の整理でございますので、説明は省略をさせていただきます。 

 その下、２項 小学校費、１目 学校管理費では、事業目１ 小学校管理経費でございますが、令

和５年４月からの学校再編に伴い、静内小学校へのスクールバス等の乗り入れ台数が増加するこ

ととなり、児童の安全性が懸念されることから、校舎裏にバスの通路を設置し、走行ルートを確

保しようとするものでございまして、幅員４メートル、延長65メートルの通路設置に係る整備経

費を計上してございます。 

 32ページに参ります。10款 教育費、４項 社会教育費から、33ページに参りまして５項 保健体

育費、34ページに行きまして６項 学校給食費までは、人件費のため、説明につきましては省略を

させていただきます。 

 なお、36ページと37ページには給与費明細書でございますが、後ほどお目通しをいただきまし

て、説明につきましては省略をさせていただきます。 

 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、７ページのほうにお戻りください。事項別明細書７ペー

ジになります。２ 歳入でございますが、歳出の充当財源で内容を御説明しておりますので、内

容説明につきましては省略をさせていただきます。 

 なお、今回の補正予算の収支調整でございますが、11款、１項、１目 地方交付税の１億6,094万

7,000円の追加で行ってございます。 

 以上で歳入の説明を終わります。 

 次に、地方債の補正について御説明いたしますので、４ページのほうにお戻りください。第２

表、地方債補正(追加)でございます。起債の目的は保育所等施設整備事業債、限度額は300万円を

追加し、限度額の合計を13億1,370万円とし、起債の方法、利率、償還の方法につきましては記載

のとおりでございます。 

 以上で議案第６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。 
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 10番、木内君。 

〇10番(木内達夫君) 歳出の31ページ、一番下です。学校管理費の小学校管理経費500万円、これ

について質問させていただきますけれども、説明では学校再編整備に伴ってスクールバスが増便

になると、増加すると、こういう説明がありました。それで、現在静内小学校は恐らく真歌の１

台、私の自宅からすぐなものですから、マイクロバスですよね。それで、増える台数何台になる

のかということと、通路を造る、設置するということなのですが、裏側見ますと築山ですとか、

それから小さいプールですか、あるいは花畑というのですか、それから物置、こういうものがあ

るのですけれども、どのように通路を確保するのか、その辺の説明を詳しくお願いしたいと思い

ます。 

〇議長(福嶋尚人君) 田口管理課長。 

〇管理課長(田口 寛君) お答えしたいと思います。 

 まず、今現状のスクールバスの台数ですが、通学区域内の２キロメートル以上ということにな

りますと今現状真歌のほうから１台確保して送迎しているところでございます。それを再編に伴

いまして、今の現状の１台プラス東静内小学校の通学区域であります東別、春立方面から１台、

それから浦和、西川方面、これが１台増えます。それと、山手小学校のほうで現状２台を想定し

て、合計１台から５台へプラス４台ということで想定を今しているところでございます。それに

伴いまして、実は駐車場が１台のときであれば回転場所だとかは特に問題は生じなかったのです

が、５台ぐらいが重複した時間に集まってしまうとどうしてもそこら辺渋滞だとかが懸念されて、

回転場所が確保できないということもありまして、校舎をロータリー形式に周回できるようにし

ようということで、それによって徒歩通学者だとか、もちろん乗降児童の安全を確保したいとい

うことで今回予算計上をさせていただいているところでございます。 

 それで、工事の内容でございますけれども、校舎の裏側に1,000坪近い庭というか、ありまして、

昔はプールがあったりだとか、今現状木と築山がちょっと残っていまして、それがスクールバス

を通らせるには支障になってくるものですから、まずその築山を撤去してならしていきたいと。

それと、倉庫があるものですから、倉庫も支障になってくるということで、その倉庫も撤去して、

メートル数でいくと先ほど説明しましたとおり65メートルぐらい通路を確保しまして、真っすぐ

ではないのですけれども、Ｌ字でもないのですが、図面がないので、ちょっと言い方難しいかも

しれませんけれども、通路をそこに確保してスクールバスが通れるようにということで考えてご

ざいますので、御理解いただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。 

〇10番(木内達夫君) それで、現場は私も見ていますけれども、今の話ですと、教職員住宅が２

戸ありますよね、そっちをぐるっと回るのではなくて、築山がある裏の部分でロータリーみたい

に回転させて校舎のほう、出口のほうに来ると、こういう考え方でよろしいのかということと、

築山ですとか、これは子どもたちが利用しているかどうかはちょっと分かりませんけれども、な

くなってしまうわけですよね。それから、建物、倉庫というか、物置というか、これは草刈り機

だとかいろいろ入っていますから、それはそっくりどこか別に移すということになるのか、なく

すわけにはいかないのでないかなとは思うのですけれども、その辺はいかがですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 田口管理課長。 

〇管理課長(田口 寛君) まず、工事、ロータリー形式で、右回りにするか左回りにするかを今



 － 6 － 

協議中のところでございまして、いずれにしてもぐるっとロータリーに回ってこれるようにして、

流れをスムーズにして案全性を確保していきたいというのが趣旨になっています。 

 現状、築山と倉庫につきましては、倉庫も整理をすることによって、特に代替倉庫は要らない

のではないかと判断していますし、築山も現状それほど、高静小学校のように大きなものという

ことではなくて、高さ２メートル近くの、築山と言えるのかどうかはちょっとあれなのですけれ

ども、特にそこで体力増進をしているだとかというのは今現状ではそこまでいっていないような

築山でございますので、そこは撤去することによって特に支障はないと判断をしております。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。 

〇10番(木内達夫君) それで、現状教職員の車、これを裏側のところに駐車していますよね、こ

れらはそのまま駐車可能ですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 田口管理課長。 

〇管理課長(田口 寛君) 今現状静内小学校教職員23名ぐらいいますけれども、再編によって大

体30名、プラス10名まではいかないかもしれませんけれども、そのぐらい増えますが、先ほど申

し上げたとおり1,000坪近いエリアがありますので、十分にそこは対応できると判断しておりま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、志田君。 

〇16番(志田 力君) １点だけ確認をさせていただきたいのですが、25ページの水産振興団体助

成事業2,100万円、これに対しての意義はないのですが、財源のところで一般財源になっているも

のですから、ちょっと確認させていただきたいのですが、この一般財源には漁業振興資金からの

取崩し等が入っているのでしょうか。もし入っていないとすれば、使えない理由というか、基金

を取り崩さない理由を教えていただきたい。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川水産林務課長。 

〇水産林務課長(及川和也君) お答えします。 

 漁業振興基金につきましては、入ってございません。理由につきましては、新ひだか町漁業振

興基金管理運用方針に基づきまして、関係団体である漁業協同組合さんと協議を行いまして、基

金運用の主な対象が漁場造成や増養殖など広域的な効果が見込まれるものであることと定められ

ていることから、地区を限定した取組に好ましくないということで今回は判断いたしましたので、

利用は考えてございません。 

 以上です。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) 今の関連ですけれども、25ページの水産振興団体助成事業の関係ですが、

詳細な説明では38ページです。漁業協同組合からのリースでもって賃貸を受けて助成する。それ

はいいとしても、漁網と籠等の中で漁網と籠のほかに、等ですから、そのほかにどんな内容のも

のがもしあれば対象になってくるのか。 

 それから、もう一つは、上限額が300万円ですよね、補助。物によっては多分それを上回るもの

もあるし、下回るものもあると思うのですが、工種ごとにおおむね上限額がどれぐらいの金額に

なるのかということも含めて、概略でもいいのですが、説明願います。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川水産林務課長。 

〇水産林務課長(及川和也君) お答えします。 
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 まず、どのようなものかということで、基本的には漁網、今回焼失された漁具というものが主

に漁網、籠、その他ロープなどということで、漁業を行うに当たって必要な漁具のみと考えてご

ざいます。そのほかに、倉庫の中ですとか、倉庫自体、それから船外機ですとか、そういったも

のが焼けておりますけれども、そういったものは対象外と考えてございます。 

 それから、300万円の根拠になりますけれども、国の事業の中で国費のこういった漁具リース事

業の中に採択要件のあるものがございまして、それが300万円と下限がなっているものですから、

そういった小規模事業者が応募しづらいような要件のものとなっておるものですから、今回300万

円を限度としてございます。ただ、実際焼失された中には、先ほど申しましたように船外機等と

か倉庫等の被災額としては300万円を超えた方も実際はいらっしゃっておりますので、今回そもそ

も支援の背景というものがあくまでも火災で漁具を焼失して漁業が困難な漁業者がいらしたとい

うことで、その漁業を続けれるように最小限の支援ということで考えているものですから、300万

円としてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 水谷産業建設部長。 

〇産業建設部長(水谷 貢君) 少し補足させていただきます。 

 300万円を超えるものについては、先ほど課長のほうからご説明させていただいたのですけれど

も、国の補助制度がございます。そちらのほう、多額に大きな金額になるものについてはその制

度を活用して導入するというようなところでお話をさせていただいております。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 17ページの子育て世帯生活支援特別給付金なのですけれども、詳細につい

ては38ページに書かれているのですけれども、国と北海道で合計６万円ということなのですけれ

ども、何世帯で何名に支給ということが分かれば教えていただきたいのですけれども。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺福祉課長。 

〇福祉課長(渡辺浩之君) まず、８月25日に給付いたしまして、８月25日は91世帯174名というこ

とで1,044万円給付しております。その後３世帯から申出がありまして、今月給付予定なのですけ

れども、人数が５人になりますので、30万円給付するような予定になっております。この後申請

があれば、また随時対応したいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、阿部君。 

〇12番(阿部公一君) 議案第６号の参考資料のところの(１)のところで、よく使われる言葉とし

て令和４年度の町民税非課税世帯、これの押さえ方なのですけれども、｢所得税法｣上で扶養義務

に取っている者が町内にいれば、その者が道町民税かかっているという場合は、課税世帯だとい

う場合はここには該当しないと思うのですが、例えば新冠、苫小牧、札幌、本州に住んでいる子

どもたちが、町内では非課税世帯ですけれども、その者を扶養に取っているという場合がゼロで

はないと思うのです。そうすると、それの確認というのはどのようにしているのかなと思うので

す。マイナンバーカードを持っていると全国的にそこはチェックできるかもしれませんが、今の

ところそこまで普及されていませんので、ここの世帯非課税世帯だという取り方で、町内だと分

かります。町外にいる世帯そのものまで追いかけることができているのかどうかという部分をお

聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺福祉課長。 

〇福祉課長(渡辺浩之君) お答えいたします。 
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 阿部議員も現職時代税務課で賦課を長くやられていますので、実情は詳しいかなとは思います

が、今おっしゃられるとおり、マイナンバーカードが100％になればこれは可能になるのかなと思

います。ちょっと不公平感があるかもしれませんが、町内であれば確認はできます。ただ、町外

は、おっしゃるとおりなかなか100％ということにはなりません。なので、申請者から扶養に取ら

れていないというようなチェックをする場所をつくってそれを確認しているのかというと、申請

者の申出を信用するしか現状ないのですけれども、そのような対応でやらせていただいておりま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 

 議案第６号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これから｢議案第６号 令和４年度新ひだか町一般会計補正予算(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御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号は、原案のとおり可決されました。 

 説明員の入替えがありますので、暫時休憩いたします。そのままお持ちください。 

休憩 午前１０時０８分 

                                            

再開 午前１０時１０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７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７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７号について御説明いたします。 

 議案第７号は、新ひだか町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を緩和するよう、｢国家公務員の

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

係る妊娠、出産、育児等と仕事の両立のため、人事院規則の改正によりまして育児休業の取得要
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件の緩和を講じることとしたこと及び｢地方公務員の育児休業等に関する法律｣の改正に合わせ、

当町におきましても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

のでございます。 

 それでは、参考資料、条例改正説明要旨により御説明いたしますので、５ページをお開きくだ

さい。５ページ中段になります。１の地方公務員の育児休業についてでございますが、｢地方公務

員の育児休業等に関する法律｣が令和４年５月２日に改正され、同年10月１日から施行となりま

す。主な改正内容としましては、図の例を御覧いただきまして、現行の育児休業の取得回数は子

の出生後８週間以内に１回、このほか常勤職員は子が３歳まで、非常勤職員は最長２歳までの間

に原則１回取得できることとされていますが、改正後はそれぞれ２回ずつ取得できることになり、

柔軟な取得が可能となります。 

 次の２の非常勤職員の子の出生後８週間以内の育児休業の取得要件の緩和、第２条第３号アの

(ア)関係でございますが、非常勤職員の育児休業の取得要件としまして、養育する子が１歳６か

月になるとき任用されている見込みがある場合は育児休業を取得できることとなりますが、出生

後８週間以内に取得する育児休業につきましては１歳６か月ではなく、子の出生後８週間と６か

月後に任用される見込みがある場合とすることで取得の要件を緩和しようとするものでございま

す。 

 ６ページに参りまして、３の非常勤職員の子が１歳以降の育児休業の取得の柔軟化、第２条第

３号イ、第２条の３第３号、第２条の４関係でございますが、非常勤職員の育児休業の取得期間

の上限は子の１歳到達日となり、保育所を申し込んだが、入所できないなどの要件により、１歳

６か月、さらに２歳まで延長することができます。このとき夫婦で交代する時期を子の年齢によ

って限定せずに行えるよう、改正しようとするものでございます。また、１歳以後の取得の要件

としまして、先ほど申し上げました保育所に入所できない場合のほか、１歳から１歳６か月、も

しくは１歳６か月から２歳の間にそれぞれ育児休業を取得したことがない場合などの全てに該当

することが要件となりますが、特別の事情がある場合についてはこの要件の全てに該当する必要

がないことを定め、柔軟な取得を可能とするものでございます。 

 次に、４の育児休業の取得回数制限の緩和等の(１)育児休業等計画書に係る規定の削除、第３

条第５号関係では、再度の育児休業を取得しようとする場合は、育児休業を請求する当初に提出

する育児休業承認請求書と同時に育児休業等計画書を提出する必要がありましたが、当初から計

画をしていない場合でも取得できるよう、育児休業等計画書の提出を不要とし、取得要件を緩和

しようとするものでございます。 

 (２)任期を定めて採用された職員の再度の育児休業取得に係る規定の整備、第３条第７号関係

につきましては、任期を定めて採用された職員の任期が年度内に更新された場合、もしくは翌年

度引き続いて採用されることとなった場合は再度の育児休業が取得できるよう改正しようとする

ものでございます。 

 ４ページに戻っていただきまして、附則でございますが、施行期日でございますが、この条例

は、令和４年10月１日から施行しようとするものでございます。また、経過措置でございますが、

施行日前に育児休業等計画書を提出した職員に対する再度の育児休業、または育児短時間勤務の

承認については、改正前の規定を適用するものでございます。 

 以上で議案第７号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 
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〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。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。 

 議案第７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７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７号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

    ◎議案第８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８号 新ひだか町立生活館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。 

 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) おはようございます。ただいま上程されました議案第８号について御

説明申し上げます。 

 議案第８号は、新ひだか町立生活館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、

別紙のとおり制定しようとするものでございます。 

 １枚おめくりいただき、１ページを御覧ください。新ひだか町立生活館条例の一部を改正する

条例でございます。 

 恐れ入りますが、１枚おめくりいただき、２ページを御覧ください。参考資料の条例改正説明

要旨により御説明申し上げます。本条例につきましては、生活館の設置について定めているとこ

ろですが、このたびファシリティマネジメントに基づき、川合生活館及び西川生活館を廃止する

とともに、建設中の新たな生活館となりますふれあい生活館を静内川合108番地の１に設置しよう

とするものでございまして、所要の改正を行うものでございます。 

 なお、施行期日につきましては、12月１日としております。 

 以上、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８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８号 新ひだか町立生活館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〕 
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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。 

                                            

    ◎議案第９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第５、｢議案第９号 新ひだか町過疎地域持続的発展市町村計画の変更

について｣を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 樋爪企画課長。 

〔企画課長 樋爪 旬君登壇〕 

〇企画課長(樋爪 旬君) ただいま上程されました議案第９号について御説明申し上げます。 

 議案第９号は、新ひだか町過疎地域持続的発展市町村計画の変更についてでございまして、過

疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第８条第10項により準用する同条第１項の規定に

基づき、新ひだか町過疎地域持続的発展市町村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。 

 本計画の変更理由でございますが、｢過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第14条｣

の規定により、事業の財源として過疎債を活用するためには過疎計画に対象事業が登載されてい

ることが条件となっておりまして、今年度過疎債を活用して実施しようと考えている事業のうち、

現計画に登載されていない事業があることから、これを追加するものでございます。 

 具体的には新旧対照表で御説明いたしますので、次のページをお開きください。計画の７、子

育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進、(３)計画の変更でございまして、事

業名の(２)認定こども園の前に(１)児童福祉施設、保育所を加え、事業内容として保育所等施設

整備費助成事業、保育所等整備交付金を加えるものでございます。当該事業につきましては、マ

ーガレット保育園の施設改修に伴う整備費を助成するものです。 

 恐れ入りますが、前のページにお戻りください。計画の変更年月日については、議決の日とす

るものでございます。 

 以上、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９号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これから｢議案第９号 新ひだか町過疎地域持続的発展市町村計画の変更について｣を採決いた

します。 

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

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第９号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

    ◎議案第１０号及び議案第１１号の上程、委員会付託 
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〇議長(福嶋尚人君) 日程第６、｢議案第10号 令和３年度新ひだか町水道事業会計決算認定につ

いて｣及び｢議案第11号 令和３年度新ひだか町病院事業会計決算認定について｣の２件を一括議

題といたします。 

 お諮りいたします。本案２件については、議長及び議会選出監査委員を除く14人の委員で構成

する企業会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。

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、本件２件については、議長及び議会選出監査委員を除く14人の委員で構成する企業会

計決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。 

 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10番、木内君が就任することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、企業会計決算審査特別委員会の委員長は２番、川端君、副委員長は10番、木内君に決

定いたしました。 

 お諮りいたします。企業会計決算審査特別委員会については、事件名を令和３年度新ひだか町

の企業会計決算に関する事項として付託し、閉会中の継続審査を承認したいと思います。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、企業会計決算審査特別委員会については、事件名を令和３年度新ひだか町の企業会計

決算に関する事項として付託し、閉会中の継続審査を承認いたしました。 

 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２６分 

                                            

再開 午前１０時３６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１２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12号 令和４年度新ひだか町一般会計補正予算(第４

号)｣を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 上田総務課長。 

〔総務課長 上田賢朗君登壇〕 

〇総務課長(上田賢朗君) ただいま上程されました議案第12号について御説明いたします。 

 今回追加議案として上程いたしました補正予算でございますが、本年８月16日の大雨に係る災

害復旧経費につきまして、被災箇所が大変多く、また被災箇所によっては支給対応しなければな

らない箇所や国の災害査定を受けるための調査設計等の業務委託経費など、現計予算では対応で



 － 13 － 

きない事業費となることから、かかる復旧経費などについて計上しようとするものでございます。 

 説明に入ります前に、資料の確認をさせていただきます。被災箇所が大変多いことから、議案

のほかに資料を３点ほどお配りしてございます。まず、参考資料としまして１つ目は、補正予算(第

４号)説明資料の表紙のついた３ページまでのホチキス留めのものが１部ございます。こちらの資

料につきましては、被災箇所ごとの復旧事業費とその財源、また中身見ていただきますと被災箇

所ごとの被災状況を掲載してございまして、左側の番号、こちらは全体の通し番号となってござ

います。その横には災害復旧事業債の単独災害なのか、公共災害なのか、そちらの区分を該当す

るところに丸で表示をしてございます。また、バツの表示のあるものにつきましては地方債の対

象外となる経費でございますので、バツ印を表示してございます。 

 資料２つ目は、Ａ３判の見開きで、８月16日の大雨における被災箇所図が２枚になります。ペ

ージの下に４ページ、５ページと記載してございますが、こちらは被災箇所の位置図になります

が、図面右上に凡例がございますけれども、４ページでは赤色で表示しているのが林業施設、青

色で表示しているのが農業施設の被災箇所でございまして、それぞれ先ほど御説明しました説明

資料の通し番号と同じ番号と路線名が被災箇所ごとに表示してございます。５ページでは、同じ

く右上に凡例がございますが、こちらは赤色が道路などの単独災害分、緑色が公共災害分の被災

箇所でございまして、こちらもそれぞれ説明資料の通し番号と同じ番号と路線名等が被災箇所ご

とに表示してございますので、こちらのほうを併せて御覧いただきたいと思います。 

 それと、３つ目は議員の皆様にはタブレットのほうに被災箇所の写真がＰＤＦのデータである

と思いますけれども、写真のデータにつきましては全ての被災箇所では膨大な量となってしまい

ますので、主なところで公共災害の対象として整理している被災箇所のみ写真を添付してござい

ますので、よろしくお願いいたします。 

 ただいま御説明しましたこれらの資料につきましては、説明の中で御案内しますので、説明と

併せて御覧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。資料の関係はよろしかっ

たでしょうか。 

 それでは、議案の説明に入ります。議案第12号は、令和４年度新ひだか町一般会計補正予算(第

４号)でございます。 

 令和４年度新ひだか町の一般会計補正予算(第４号)は、次に定めるところによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６億

7,187万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ179億7,900万5,000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、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２表 地方債補正｣の

とおりでございます。 

 それでは、歳出の事項別明細書により御説明いたしますので、一般８ページをお開きください。

３ 歳出でございます。９款、１項、２目 災害対策費では187万9,000円の追加でございますが、

こちらは災害時の対応に要した経費でございます。事業目３ 防災対策経費では、８月16日から

17日にかけて開設した２か所の避難所で使用しましたアルファ米、非常用保存水など備蓄品を使

用してございますので、これら備蓄品の補充をしたく、購入に係る消耗品費を40万円計上してご
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ざいます。また、事業目４ 災害対策経費では、８月16日の大雨降雨時に対応しました排水や土の

う設置、埋塞物除去などに係る応急対応経費を修繕料へ147万9,000円計上してございます。 

 ９ページに参りまして、11款 災害復旧費、１項 農林水産業施設災害復旧費、１目 農業施設災

害復旧費でございますが、事業目１ 農業施設災害復旧事業で120万円の追加でございます。 

 内容につきましては説明資料により御説明いたしますので、説明資料の１ページの上段を御覧

願います。①農業施設災害復旧事業になります。被災箇所は３か所でございまして、資料４ペー

ジのＡ３判の資料を御覧いただきまして、下側の下のほうにございます青色で丸が１つと四角が

２つほどございますが、確認できますでしょうか。こちらのほうが被災箇所となってございます。

被災内容でございますが、資料１ページに記載がございますとおり、農道西川１号線ではのり面

洗掘、町有牧野静内団地では農地洗掘など、合計で３か所の被災に係る復旧でございまして、か

かる経費を120万円としてございます。こちらの財源でございますが、資料に記載のとおり、農業

施設災害復旧事業債の単独分を充当率65％で70万円を充当してございます。なお、こちらは単独

分のため、写真の掲載はございません。 

 続きまして、事項別明細書９ページのほうにお戻り願います。２目 林業施設災害復旧費でござ

いますが、事業目１ 林道災害復旧事業で2,800万円の追加でございます。 

 内容につきましては、こちらも説明資料により御説明いたしますので、資料の１ページを御覧

願います。②林道災害復旧事業になります。ナンバー３からナンバー21までの林道、作業道等で

17路線72か所のほか、ナンバー22からナンバー24までの治山等に係る被災箇所が４か所ほどござ

いまして、合わせて76か所の被災箇所となってございます。被災箇所の位置でございますが、Ａ

３判の資料４ページのほうになりますが、赤色の丸印、こちらにつきましては林道、バツ印につ

いては作業道等、△は治山等で表示してございまして、一つの路線で複数の被災箇所がございま

すので、複数の被災箇所がある場合には通し番号に枝番を付して表示してございます。そこで、

主なところでございますけれども、ナンバー３のセブ沢線では８か所で路盤洗掘やグレーチング

埋塞などの被災がございまして、資料４ページの位置図になりますとページ左側の赤枠の上から

３段目、小さくて見えづらいのですけれども、上から３段目、４段目、５段目、こちらが３―１

から３―８で表示してございます。確認取れますでしょうか。そのほかのものでは、ナンバー11の

福美線、咲梅工区では12か所でのり面崩壊や横断管埋塞、路肩崩壊などの被災がございまして、

位置図では中央付近の上のほうになりますが、５か所に分かれて11―１から11―12で表示してご

ざいます。確認取れますでしょうか、小さくて申し訳ないです。被災箇所が町内広範囲にわたっ

ている状況が御覧になれると思います。なお、財源でございますが、資料１ページに記載のとお

り、林道施設災害復旧事業債の単独分を充当率65％で1,780万円を充当してございます。また、こ

ちらにつきましても単独分のみのため、写真の掲載はございません。 

 事項別明細書９ページにお戻り願います。次は、２項 土木施設災害復旧費、１目 道路災害復

旧費でございますが、事業目１ 道路災害復旧事業で３億2,420万円の追加でございます。 

 内容をまた説明資料により御説明いたしますので、資料の２ページのほうを御覧願います。③

道路災害復旧事業になります。ナンバー25からナンバー35までの町道７路線51か所の被災箇所と

なってございます。被災箇所の位置でございますが、Ａ３判の資料の次は５ページになりますけ

れども、５ページの赤色の丸が単独災害分、緑の丸が公共災害分を表示してございまして、こち

らも一つの路線で複数の被災箇所がございますので、複数の被災箇所がある場合には通し番号に



 － 15 － 

枝番を付して同じく表示してございます。主なところでは、ナンバー26の札内線では10か所で崩

土堆積、側溝埋塞などの被災がございまして、資料５ページの位置図では中央の右寄りに縦に10か

所並んで表示してございます。よろしいでしょうか。そのほかでは、ナンバー30の春別農屋線①

では28か所で側溝埋塞、路肩決壊などの被災がございまして、位置図では左側の上段、こちらの

赤色で縦に28か所並べて表示してございます。ナンバー31からナンバー34の春別農屋線とナンバ

ー35の神森田原線でございますが、こちらは公共災害分になりまして、路体決壊、排水施設損傷、

道路決壊などの被災がございまして、これらの写真データを添付してございますので、データで

御覧いただければと思います。また、位置図では上段の青色で４か所が春別農屋線で、左側の緑

色の上段の１か所が神森田原線を表示してございます。復旧経費の内訳でございますが、資料２

ページの上段に記載がございますが、黒ポツ１つ目の修繕料2,120万円につきましては、単独災害

復旧分６路線46か所に係る修繕料となってございます。黒ポツ２つ目の委託料5,300円につきまし

ては、公共災害対象の春別農屋線と神森田原線の国には査定を受けるために必要となる調査設計

等業務委託料でございますし、黒ポツ３つ目の工事請負費２億5,000万円は、同じく公共災害対象

の春別農屋線と神森田原線の災害復旧工事請負費になってございます。財源でございますが、記

載のとおり、道路災害復旧事業債の単独分を充当率100％で2,120万円、国からの道路災害復旧事

業負担金を負担金対象経費となる工事請負費の負担率80％で２億円、道路災害復旧事業債の補助

分を負担金の充当残の5,000万円へ充当率100％で5,000万円充当してございまして、上記の特定財

源の表のとおり整理してございます。 

 事項別明細書10ページのほうにお戻り願います。上段の２目 河川災害復旧費でございますが、

事業目１ 河川災害復旧事業で1,260万円の追加でございます。 

 内容につきまして、同じく説明資料により御説明いたしますので、資料の２ページのほうを御

覧ください。④河川災害復旧事業になります。ナンバー36からナンバー42までの７河川９か所の

被災箇所となってございます。被災箇所の位置でございますが、Ａ３判の資料５ページになりま

すが、赤色のバツで単独災害分表示してございまして、こちらも一つの河川で複数の被災箇所が

ございますので、複数の被災箇所がある場合には通し番号に枝番を付して表示してございます。

場所につきましては、図面左側の静内川付近に８か所ございまして、図面中央付近の黒字で鳧舞

川観測所と書かれている部分ありますけれども、この部分の左側に１か所表示してございます。

確認取れましたでしょうか。主なところでは、ナンバー36の佐々木の沢川では河道埋塞、ナンバ

ー40の豊畑川では河岸決壊、河床洗掘などの被災がございまして、合計で９か所の被災に係る復

旧でございまして、かかる経費を1,260万円としてございます。財源でございますが、資料に記載

のとおり、河川災害復旧事業債の単独分を充当率100％の1,260万円を充当してございます。なお、

こちらにつきましても単独分のみのため、写真の掲載はございません。 

 事項別明細書10ページのほうにお戻り願います。10ページ中段になりますが、３項 その他公共

施設災害復旧費、２目 公園災害復旧費でございますが、事業目１ 公園災害復旧事業で３億400万

円の追加でございます。 

 内容につきましては、同じく説明資料で御説明いたしますので、説明資料の３ページのほうを

御覧願います。⑤公園災害復旧事業になります。ナンバー43からナンバー45までの静内川右岸緑

地公園で７か所、ナンバー46からナンバー51までの静内川左岸緑地公園で６か所の被災箇所とな

ってございます。被災箇所の位置でございますが、Ａ３判の資料の５ページになりますが、赤色
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の△が単独災害分、緑色の△が公共災害分を表示してございまして、こちらも１つの公園で複数

の被災箇所がございますので、複数の被災箇所がある場合には通し番号に枝番を付して表示して

ございます。主なところでございますが、ナンバー43の左岸園路等では５か所で舗装の洗掘、の

り面決壊などの被災がございまして、資料５ページの位置図では左側の赤で縦に５か所並んで表

示してございます。ナンバー44の右岸テニスコートとナンバー45の右岸パークゴルフ、ナンバー

48からナンバー51の左岸野球場、ソフトボール場、多目的広場、サッカー場でございますが、こ

ちらは公共災害分になりまして、路盤洗掘、土砂堆積、フェンス破損などの被災がございまして、

こちらの写真データも添付してございますので、併せて御覧いただければと思います。また、位

置図では左下の左側の緑色２か所が静内川右岸の２か所、左下の右側の緑色４か所が静内川左岸

の４か所を表示してございます。復旧経費の内訳でございますが、資料３ページの上段に記載が

ございますけれども、黒ポツ１つ目の修繕料3,000万円は、単独災害復旧分７か所に係る修繕料に

なります。黒ポツ２つ目の委託料1,200万円は、公共災害対象の右岸テニスコートや左岸野球場な

ど６か所の国の査定を受けるために必要となる調査設計等業務委託料でございますし、黒ポツ３

つ目の工事請負費２億6,200万円は、同じく公共災害対象分６か所の災害復旧工事請負費になりま

す。財源でございますが、記載のとおり、公園災害復旧事業債の単独分を充当率100％で300万円、

国からの公園災害復旧事業負担金を負担金対象経費となる工事請負費の負担率80％で２億960万

円、公園災害復旧事業債の補助分を負担金の充当残の5,240万円へ充当率100％で5,240万円充当し

てございまして、上記の特定財源の表のとおり整理してございます。 

 なお、これら災害復旧事業債の発行に伴う後年度の元利償還金に係る財源措置でございますが、

補助災害復旧事業債では元利償還金の95％、単独災害復旧事業債では毎年度の財政力指数により

変動がございますが、元利償還金の47.5％から85.5％を普通交付税の基準財政需要額で措置され

ることとなってございますし、参考ではございますが、令和４年度の算入率につきましては67.2％

程度となっているところでございます。また、８月臨時会におきまして補正していただいた分、

そちらと今回の被災箇所に係る予算の整理でございますけれども、農業施設につきましては重複

した被災箇所はございませんでした。林道施設では７か所の被災箇所で重複してございましたが、

既に補正済みの箇所が全て復旧済みであったため、再度の補正予算の計上となってございます。

町道では３か所、河川では２か所、公園もテニスコートなどの被災箇所で重複してございますが、

これらの重複における今回の補正予算計上はしてございませんので、これらについては既定予算

により対応することとしてございます。 

 以上で歳出の説明を終わります。 

 歳入の説明をいたしますので、事項別明細書６ページを御覧ください。２ 歳入でございます。

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

省略をさせていただきます。なお、今回の収支調整につきましては、11款、１項、１目 地方交付

税で7,757万9,000円の追加で行ってございます。 

 以上で歳入の説明を終わります。 

 次に、地方債の補正について御説明いたしますので、３ページをお開きください。第２表、地

方債補正(追加)でございます。起債の目的は土木施設補助災害復旧債、限度額は5,000万円を追加

し、限度額の合計を13億6,370万円とし、起債の方法、利率、償還の方法につきましては記載のと

おりでございます。 
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 続きまして、その下になりますが、第２表、地方債補正(変更)でございます。農林水産業施設

単独災害復旧債ほか３項目の地方債について合わせて１億3,470万円を追加し、補正後限度額を

14億9,840万円にするものでございます。 

 以上で議案第12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。 

 10番、木内君。 

〇10番(木内達夫君) 歳入の財源調整です。これについて確認させていただきたいなと思います

けれども、６ページです。地方交付税で7,757万9,000円と、それで今回の補正後を見ますと61億

815万7,000円です。それで、私が確認したいのは、今年の令和４年度の普通交付税の額が決定し

ております。これが55億1,431万4,000円です。この後特別交付税12月交付分、それから最終的に

３月分、この額なのです。令和３年度、この額が４億9,223万7,000円、これを令和２年、令和元

年と見てきますと大体４億3,000万円程度で、令和３年度が５億円弱と。それで、５億円仮に来て

も60億円ぐらいにしかならないのです。そうしますと、補正後で61億円ですから、１億円分多い

のです。これは見込まれないのでないかと私は思うのです。その辺の見解、要するに多く見積も

っても５億円程度、災害ありましたから、特殊財政需要で増えるかもしれません。ただ、１億円

ぐらい増えるのかどうなのか、その見込みについてその見解を伺いたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 今回の補正財源の地方交付税でございますけれども、議員言われると

おり特別交付税のほうの額がまだ分からないというふうな状況でございます。特別交付税につき

ましては、最後が３月交付というところでぎりぎりまで見えない状況でございます。昨年度が４

億九千何百万円かというところで５億円ぐらいの決定額でございました。今年度におきましても、

昨年度と同額程度はいただけるのではないかという見込みを立ててございます。さらに加えて、

今回の６月から８月にかけての災害、こちらのほうが８億円を超える被災状況というふうな状況

がございます。そういったものを今後北海道のほうに話をしまして、上積みの御相談をしていき

たいと考えてございます。８億円を超える被災状況でございますので、そういったところを見込

んでこの程度はいけるのではないかというふうな試算をしてございます。ただ、交付税今後どう

なるか分かりませんので、その辺につきましては最終的な補正のときに決算見込みを立てまして

整理をしていきたいと考えてございますので、御理解願います。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。 

〇10番(木内達夫君) 考え方は分からないわけではないのです。ただ、財源調整ということを考

えたときに、財政調整基金ですか、基金条例もありますよね。これを見てみますと、災害時の場

合にそれを充てると、処分の中にもはっきり災害復旧経費に充てると、それは処分できるとあり

ますから、今言っている特別交付税が幾らになるのか分からない、見込めない、見込みも立たな

いという中においては、基金条例に言う災害に充てるのだという考え方を持つべきでないかなと

私は思うのですけれども、それは予算の見方ですから、いろいろ考え方あると思いますけれども、

私は基金繰入れして、それを財源調整するというのが適切でないのかなと思いますけれども、見

解を伺いたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 災害の対応の財源につきましては、議員が言われる方法も一つの方法
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だと思います。ただ、ほかの方法としまして当町では備荒資金組合への納付金ございます。こち

らの普通納付金が１億5,000万円程度ありますので、そういったものも活用可能かと思いますし、

交付税のほうの災害に伴う特殊財政需要も当然ございますので、そういった部分の上積みも当然

あると思います。そういったものを最終的に整理した中で財源が足りなければ、財政調整基金の

繰入れによる財源調整というものも一つの選択肢かなという考えでございます。ただ、今回にお

きましては年度途中でまだ先が見えない状況でもありますので、見込みを立てて交付税のほうで

調整をさせていただいたというふうな考えでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。 

〇10番(木内達夫君) 簡単に終わりますけれども、歳入の見方としてこれは確実なものを見込む

と、それが基本的な考え方だと私は思っておりますから、順番的には交付税というのがはっきり

しないという中で財源調整するのであれば財政調整基金を取り崩して財源調整するというのがや

はり第一に考えなければいけないことかなと思うのですけれども、もう一回見解を伺いたいと思

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) 歳入のほうの見方につきましては、議員おっしゃるとおりだと思いま

す。ただ、先ほどの議案第６号のほうで議決いただきました補正予算の中で過年度還付金、こち

らのほうが税と合わせて4,000万円程度出ていると思います。当然過年度の還付金になりますの

で、その財源については繰越金で繰り越されているというふうな整理になると思います。本来で

あれば繰越金でその分の財源を見て、交付税の分をその分下げて調整というふうな考え方もある

と思いますけれども、一旦年度途中の整理でございますので、今後見込まれる部分、そういう部

分を加味して一旦交付税のほうで整理をさせていただいたというふうな考えでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) ２点ほど質問させていただきます。今日説明ありましたけれども、このた

びの豪雨災害で６億7,000万何がしの災害復旧を行うということなのですが、財源の関係で確認を

させていただきたいのですが、予算書の５ページの歳出のほうでトータルで7,757万9,000円の一

般財源を要しましたと、そしてそのうち説明にありましたこのたびの災害の査定等における公共

債の設計委託料でまずは道路債で一般財源5,300万円、これは一般財源なのですが、これも公共債

の査定のために受けますと、測量設計に費用が必要ですと、こういう説明でした。それから、も

う一つは、春別川の高水敷にある公園事業の災害、これも事業費で３億400万円ぐらいかかるけれ

ども、災害査定を受けるための設計で1,200万円、トータルすると土木債の道路関連で5,300万円

の設計委託料と公園債の1,200万円、6,500万円の設計委託を予算として調査設計をし、国の災害

査定に対応するのだと、こういうことの確認が１つ、これでいいのかということの確認です。そ

れで、その他の単独債という起債の部分については計上していないのですが、それなりの規模の

ものがあると思うのですが、それらについては計上していないということの確認、それでいいの

かどうか。 

 もう一つ、最後の公園のほうの説明がございました。説明資料の３ページにありましたけれど

も、これは単独債の分についてはいいとして、公共債の分なのですが、テニスコート、それから

パークゴルフ場、それから野球場、ソフトボール場、多目的運動広場、サッカー場と、これも災

害査定受けて、基準を設けて国の査定官から補助対象にいいですとなると思うのですが、査定に
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漏れた部分が必ず出てくるのです。しかしながら、この分については、例えば表層部の仕上げの

分だとか、パークゴルフの芝の継承の分とか、そういう部分は多分対象にならないと思うのです

が、それ以外のテニスコートの分等についての表層部仕上げの分についてはならない部分が相当

あると思うのですが、これについては多分今回計上されていないと思うのですが、それはいいと

して、今後災害査定から欠落した部分については、今年度はもう冬に入りますから、工事をやろ

うとしても冬の段階で工事できませんので、新年度に向けてその分を単費でやるということでよ

ろしいのか、その点について説明願います。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 私のほうから１点目の一般財源の整理の関係を御答弁したいと思いま

す。 

 一般財源につきましては、議員おっしゃられた公共災害の部分の調査設計、こちらのほうが現

時点では補助の対象とならないというところで、起債の対象にもなりませんので、全て一般財源

の対応というふうな部分ございます。それと、農業施設と林業施設、こちらのほうが充当率65％

しかございませんので、残り35％については当該年度の一般財源での対応となります。それと、

林業のほうで３か所ほど起債の対象にもならないところが60万円ほどございますので、そういっ

た部分について一般財源での対応というふうな整理をしてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) 公園の公共債について御答弁させていただきます。 

 議員今言われました公園の表層部分、芝生の部分を言われているのかと思いますが、今ここで

計上させていただいているのは全て公共債として申請するということでこの予算としては上げさ

せていただいております。災害査定についても、申請としてはそういう形で上げていこうと思っ

ています。ただ、その結果どうなるかとうのはまだ今のところ何とも言えないものですから、も

し査定でその部分が認められないときについては今後その辺は財源についてはこれからの確認に

なると思いますので、御理解をお願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、城地君。 

〇９番(城地民義君) それでは、後段の部分の今建設課長から説明あった部分ですけれども、災

害の査定ですから、上の部分、継承の部分はならないというのが一般的ですけれども、それで上

げるのは今回全部一括国の査定官に上げるけれども、それを見込んで上げるということで、多分

欠落すると思うのです。その分の金額的なものはおおむね町単費で平成５年度の新年度予算、あ

るいは３月の段階で４月の早期発注も含めて債務負担行為でやるのかもしれませんけれども、単

費ですから、その金額は私はそれなりの金額になると思うのですが、特にパークゴルフ場は今日

までも相当荒れていまして、さらに災害で埋没されて使えないという状況ですから、やるのであ

れば多少の財源は必要ですけれども、町単費できちっとした仕上げすればいいと思いますけれど

も、その辺りの概算はどれぐらいになるか。パークゴルフ場以外のテニスコートも含めてどれぐ

らい見込んでいるか、分かる範囲で。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) 今のところまだ内訳としてはきちっと整理していないのですが、実際

に災害査定を受けて査定で認められなかった場合において、実際の復旧を生芝として張るのか、

あるいは吹きつけをするのかと、経済的なものを選ぶ場合もあるでしょうし、復旧を急ぐために
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生芝に替えていくという方法もあるでしょうし、その辺が査定前で方向性がまだ分からないもの

ですから、今のところ概算という形での金額までは至っていないということで御理解をお願いし

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12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12号 令和４年度新ひだか町一般会計補正予算(第４号)｣を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに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、原案のとおり可決されました。 

                                            

    ◎意見書案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第８、｢意見書案第６号 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する

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。 

 14番、池田君。 

〔14番 池田一也君登壇〕 

〇14番(池田一也君)  

令和４年９月13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６号) 

   国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見について 

 

 提案理由 

 北海道は、豊かな自然環境、特有の歴史・文化や気候風土などを有しており、こうした独自性

や優位性を生かしながら、将来にわたって持続可能な活力ある北海道の実現を目指している中、

社会資本整備を取り巻く環境は、激甚化・頻発化する自然災害や日本海溝・千島海溝沿いの巨大

地震等のリスク増大のほか、今後一斉に更新期を迎える橋梁などの公共施設の老朽化など、様々

な課題を抱えている。 

 今後は、北海道の潜在力が最大発揮されるよう、平常時・災害時を問わない北海道を支える基

盤の確立に向け、防災・減災、国土強靱化に資する社会資本の整備を図ることが必要である。 
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 こうした中、地方財政は依然として厳しい状況にあることから、国と地方の適切な役割分担の

もと、防災・減災、国土強靱化に必要な予算を安定的かつ継続的に確保することが重要であるこ

とから、国においては、特段の措置を講ずるよう強く求めるため、意見書を提出いたします。 

 

 提出先 衆 議 院 議 長 

     参 議 院 議 長 

     内 閣 総 理 大 臣  各 通 

     総 務 大 臣 

     財 務 大 臣 

     国 土 交 通 大 臣 

     国土強靱化担当大臣 

 

 なお、本文の朗読は省略をさせていただきます。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 

 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、意見書案第６号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

    ◎意見書案第７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第９、｢意見書案第７号 女性デジタル人材育成を強力に推進するため

の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。 

 13番、建部君。 

〔13番 建部和代君登壇〕 

〇13番(建部和代君)  

令和４年９月13日 

 新ひだか町議会議長 福 嶋 尚 人 様 

提出者 新ひだか町議会議員 建 部 和 代 

賛成者 同       上 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１項及び第２項の規定により提出します。 

記 

 １ 件 名 

  (意見書案第７号) 

   女性デジタル人材育成を強力に推進するための支援を求める意見書について 
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 提案理由 

 女性のデジタル人材の育成については、女性の経済的自立、また、女性人材の成長産業への円

滑な移動支援を図る観点から極めて重要です。 

 政府が策定した｢女性デジタル人財育成プラン｣の実現は、我が国の国際競争力を高め、生産性

を向上させるうえで不可欠であり、政府においては、地方における女性デジタル人材育成を強力

に推進するため、必要な支援の実施や予算の拡充を強く求めるために意見書を提出いたします。 

 

 提出先 衆 議 院 議 長 

     参 議 院 議 長 

     財 務 大 臣 

     経 済 産 業 大 臣  各 通 

     デジタル担当大臣 

     内閣府特命担当大臣(男女共同参画) 

     デジタル田園都市国家構想大臣 

 

 なお、本文につきましては朗読を省略させていただきます。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 

 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) 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７号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

    ◎意見書案第８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第10、｢意見書案第８号 道教委｢これからの高校づくりに関する指針｣

を抜本的に見直しすべての子どもにゆたかな学びを保障する高校教育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。 

 ８番、本間君。 

〔８番 本間一徳君登壇〕 

〇８番(本間一徳君)  

令和４年９月13日 

 新ひだか町議会議長 福 嶋 尚 人 様 

提出者 新ひだか町議会議員 本 間 一 徳 

賛成者 新ひだか町議会議員 下 川 孝 志 

   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１項及び第２項の規定により提出します。 

記 
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 １ 件 名 

  (意見書案第８号) 

   道教委｢これからの高校づくりに関する指針｣を抜本的に見直しすべての子どもにゆたかな 

   学びを保障する高校教育を求める意見書について 

 

 提案理由 

 道教委は、中卒者数減などを理由に高等学校の募集停止・再編・統合を行い｢公立高等学校配置

計画｣をすすめています。 

 多くの市町村では、子どもの進学を機に地元を離れる家庭もあり、過疎化が進み、経済や産業、

文化などに影響を及ぼす課題を克服するため、通学費や制服代、教科書代の補助ややむなく市町

村立移管するなど、地域の高校存続に向け独自で努力しています。 

 道教委は、広大な北海道の実情にそぐわない｢指針｣を抜本的に見直し、希望するすべての子ど

もが地元の高校で学ぶことができる後期中等教育を保障していくべきであり、ここに意見書を提

出するものです。 

 

 提出先 北 海 道 議 会 議 長 

     北 海 道 知 事 

     北海道教育委員会教育長  各 通 

 

 なお、本文の朗読は省略をさせていただきます。 

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。 

 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) 今の意見書についてちょっと協議することがありますので、暫時休憩いた

します。 

休憩 午前１１時２９分 

                                            

再開 午前１１時３８分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 なお、８番、本間君から意見の申出がありますので、８番、本間君。 

〔８番 本間一徳君登壇〕 

〇８番(本間一徳君) 先ほど意見書を提出した中身で最後地方自治法第99条と申し上げましたけ

れども、そこは削除させていただきます。意見書の最後のほうに載っていませんので、以上、意

見書を提出するで、御審議のほどよろしくお願いしますという形でお願いいたします。 

 大変失礼いたしました。 

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。 

〔｢異議あり｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議がありますので、質疑を行います。質疑ありませんか。 

 14番、池田君。 
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〇14番(池田一也君) 提出者であります本間議員、また賛成者、下川議員に２点ほどお聞きした

いと思います。 

 今回出されている意見書についてですけれども、実は12日ですが、北海道教育委員会から、こ

の意見書にもあります公立高校等の再編という部分で改訂版の素案というのが公表されておりま

す。それは、現行の指針にもあります１学年４から８学級という学校規模の基準を削除するとい

う素案となっております。１点目といたしましては、このことを承知されているかということで

あります。２点目が、北海道教育委員会は、この意見書で求める先ほど言ったような抜本的見直

しというのがこの指針に盛り込まれ、改定を目指しているのが今年度内となっているそうですの

で、もう少しすると半年もしないではっきりとした改定がされたものを見てからこのような、そ

の状況を見てこの意見書などを出すべきかなと私などは思うのですけれども、それに対して提出

者、賛成者、御意見あればと思います。よろしくお願いをいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) 私も北海道新聞に記載されたのを読ませていただきました。それで、中に

書かれているのですけれども、少子化で本年度は北海道立高校の全日制で大体102校が１年生が３

学級以下となるという形で出ていました。なお、１学年４から８学級を削除するのだけれども、

裏では要するに１学年３以下の場合でも２年間継続して新規の学生が高校の配置件数がなってい

かなくても検討していくと、そして通学時間１時間程度を目安とするという、いろいろ交通機関

の関係も出てきているようなのですけれども、年度内に指針を改正してという形で最終的には述

べられていますけれども、それまでの間にこの意見書を提出して、中身を検討していただきたい

ということで意見書を提出するもので、一番私が言いたいのは、意見書の中でも書いているので

すけれども、保護者、自治体の経済負担を防ぐということと、小学校、中学校でもお話しさせて

いただいているのですけれども、学級定数を30人以下に引き下げていただきたいというところが

一番大きいかなとは私は思っています。また、最後４点目のほうに障がいある、なしにかかわら

ず希望する全ての子どもたちが地元の高校に通っていただきたい、そういったものも載せていま

すので、そういうのを含めて北海道教育委員会にこれからの指針を考えていただきたいというこ

とで提出しますので、今年度中の改正に向けての一つの意見として述べさせていただいていると

いうことで提出させていただきます。 

 以上です。 

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。 

 意見書案第８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｢意見書案第８号 道教委｢これからの高校づくりに関する指針｣を抜本的に見直しす

べての子どもにゆたかな学びを保障する高校教育を求める意見書について｣を採決いたします。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立する者少数あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 起立少数であります。 
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 よって、意見書案第８号は、否決されました。 

                                            

    ◎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11、｢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、議会運営委員長及び議会広報特別委員長から、委員会で審査及び調査中の事件

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。 

                                            

    ◎閉会の宣告 

〇議長(福嶋尚人君) これで本日の日程は全部終了いたしました。 

 会議を閉じます。 

 以上で令和４年第６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) 


