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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。 

 欠席議員の報告をいたします。７番、下川君から、一身上の都合により本日の臨時会を欠席す

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、令和４年第７回新ひだか町議

会臨時会を開会いたします。 

(午前 ９時３０分) 

                                            

    ◎開議の宣告 

〇議長(福嶋尚人君) これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 なお、新型コロナウイルス感染症感染防止対策のため、議場内及び発言時におけるマスクの着

用を認めることといたします。 

                                            

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、５番、田畑君、６番、蚊野君を指名

いたします。 

                                            

    ◎会期の決定 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

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

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日１日に決定いたしました。 

                                            

    ◎行政報告 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第３、行政報告を行います。 

 町長から行政報告の申出がありましたので、これを許します。 

 町長。 

〔町長 大野克之君登壇〕 

〇町長(大野克之君) おはようございます。お手元の行政報告の資料に基づきまして御報告をさ

せていただきます。 

 まず初めに、新型コロナウイルス感染症に関してでございます。１ページの１の(１)になりま

すけれども、１つ目は町立静内病院における集団感染の発生についてでございます。去る10月25日

から30日にかけまして、町立静内病院において職員12名、入院患者様７名、合計19名の感染が確

認され、北海道の認定によるところ、集団感染事例として公表されてございます。このことから、

記載のとおり外来と入院につきまして一部診療制限を実施させていただき、この間町のホームペ
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ージ、フェイスブック、ツイッターなどのＳＮＳを活用しながら迅速な情報提供に努めてまいり

ました。11月６日には保健所指導によります経過観察期間が終了しましたことから、翌７日、昨

日でございますけれども、通常診療となっているところでございます。町民の皆様には本当に御

不便や御心配をおかけする事態となりましたが、職員一同今後もより一層の感染対策を講じなが

ら安全、安心な医療の提供に努めてまいる所存でございます。 

 次に、(２)の新型コロナウイルスワクチンの接種状況についてでございますが、これは18ペー

ジということで一番裏、１枚逆に開いていただきますと両面で載せてございます。11月１日現在

の３回目の接種を終えられた方79.95％ということで、約８割の方が３回接種を終えられてござい

ます。４回目の接種のところでございますけれども、これにつきましては今現在オミクロン株対

応ワクチンによる接種でございますが、現在もオミクロン株による感染状況が続いている現状を

踏まえまして、次の方を対象にワクチン接種を行ってございます。対象者につきましては、初回

接種を終えた12歳以上の方で最終の接種から３か月以上経過した全ての町民となります。使用ワ

クチンにつきましては、ファイザー社ワクチン及びモデルナ社ワクチンとなってございます。接

種体制は、従前と同様に町内医療機関による個別接種、あるいは静内、三石会場による集団接種

などを行っておりまして、既に９月下旬より、まずは４回目接種の対象者で未接種の方を対象に

接種を開始し、その後接種率の低い若い層から年代別に接種を実施しているところでございます。 

 ワクチン接種の最後でございますが、19ページのほうになりますけれども、乳幼児への新型コ

ロナウイルスワクチン接種ということでございます。乳幼児に対します有効性及び安全性が確認

されましたことから、ワクチン接種につきましては生後６か月以上４歳以下のお子さんを対象と

し、実施することといたしまして、使用ワクチンは乳幼児用ファイザー社製ワクチンとなります。

接種回数及び接種間隔についてでありますが、１回目接種から３週間を空けて２回目、さらに２

回目接種から８週間を空けて３回目ということで３回接種ということになります。現在接種に向

けまして、対応可能な医療機関から順次開始できるよう、体制の整備について協議を進めている

ところでございます。今後におきましても町内医療関係機関などの御協力の下、随時接種券を発

送し、接種を進めていくという予定になってございます。 

 ２ページをお開き願いたいと思います。大雨によります被害状況についてでございます。８月

16日の大雨による被害状況につきましては、記載のとおりでありまして、９月定例会におきまし

て中間報告をしておりましたが、最終被害額が確定いたしましたので、御報告を申し上げます。 

 次に、３ページに参りまして、日高山脈襟裳国定公園の国立公園指定に関する要望活動につい

てでございます。日高山脈襟裳国定公園の国立公園化に向けまして、記載のとおり日高町村会及

び日高総合開発期成会の構成町長と共に要望を行ったところでございます。 

 次に、４のところでございますが、令和４年度自由民主党北海道第９選挙区支部移動政調会に

係る要望活動についてでございます。地域の課題、懸案事項の把握を目的に標記移動政調会が開

催されたところでございまして、町をはじめ町内関係団体が出席し、町からは記載のとおり要望

活動を行ってございます。 

 次の４ページに参ります。工事に係ります契約の締結についてでございます。４ページに記載

のとおり、仮契約をしておりました４件の工事につきまして契約を締結いたしてございます。 

 次に、５ページに参りまして、工事に係る入札の執行についてでございます。５ページから６

ページにかけて13件の工事に係る入札を行いました。その詳細につきましては、８ページから13ペ
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ージに記載してございます。 

 次に、７ページになります。７ページにつきましては委託業務に係る入札の執行状況について

でございますが、９件の委託業務を入札で行ってございます。この詳細につきましても、これに

つきましては14ページから17ページに記載のとおりでございます。 

 以上を申しまして行政報告とさせていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) これで行政報告は終わりました。 

 行政報告の質疑については、議案審議後といたします。 

                                            

    ◎報告第１号の報告 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第４、｢報告第１号 継続費の精算報告について｣を議題といたします。 

 提出者からの報告を求めます。 

 上田総務課長。 

〔総務課長 上田賢朗君登壇〕 

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

説明いたします。 

 報告第１号は、継続費の精算報告についてでございまして、令和２年３月16日に設定した継続

費について令和３年度で継続年度が終了したので、地方自治法施行令第145条第２項の規定により

報告するものでございます。 

 １枚おめくりください。令和３年度新ひだか町継続費精算報告書でございます。 

 一般会計分で９款、１項 消防費、事業名、防災行政無線デジタル化整備事業でございますが、

令和２年度と令和３年度の２か年事業でございまして、総額で申し上げますが、全体計画は５億

2,338万円、財源でございますが、国庫支出金３億5,622万2,000円、地方債１億5,549万9,000円、

一般財源1,165万9,000円でございます。実績でございますが、全体計画と比較しまして、支出済

額総額では変更ございませんが、財源内訳で国庫支出金８万円の増、地方債で18万円の減、一般

財源で10万円の増となってございます。 

 以上で報告第１号の説明を終わります。 

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

                                            

    ◎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 令和４年度新ひだか町一般会計補正予算(第５

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１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、エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者

や事業者に対し、地域の実情に合わせて必要な支援をきめ細やかに実施する取組を対象とした新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の特別枠として電力・ガス・食料品等価格高騰

緊急支援地方交付金、いわゆる重点交付金が創設され、当町に対して9,146万2,000円が配分され
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たところでございまして、この重点交付金の一部につきましては現在通常分の臨時交付金を活用

して実施しているプレミアム付商品券事業と原油価格等高騰対策生活支援事業に充当したいと考

えており、財源の一部を通常分から重点交付金に充当替えをし、通常分の交付金を他の事業に活

用できるようにさせていただくことで充当替え後の重点交付金の残額が6,600万円となりますの

で、今回の補正においてその全額を活用しようとするものでございます。なお、今回の充当振替

に伴う通常分の残額が5,200万円程度になりますが、残りの交付金の使途につきましては引き続き

支援等が必要となる事業の財源へ充当してまいりたいと考えてございます。そのほかの事業では、

国の電力、ガス、食料品等の価格高騰対策として実施する非課税世帯に対する給付金支給事業経

費について予算計上しようとするものでございます。 

 それでは、議案の説明に入ります。議案第１号は、令和４年度新ひだか町一般会計補正予算(第

５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に歳入歳出それぞれ２億

5,835万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ182億3,735万6,000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。 

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

さい。３ 歳出でございます。２款 総務費、１項 総務管理費、13目 地方創生費では6,635万

1,000円を追加しようとするものでございます。事業目４ 新型コロナウイルス感染症対策事業で

ございますが、事業内容につきましては一般10ページから12ページに参考資料を添付してござい

ますので、そちらの資料と併せて御覧いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 事項別明細書６ページ、事業目４ 新型コロナウイルス感染症対策事業の１つ目、まちづくり推

進課分では物価高騰対応商店街等生活者応援キャンペーン事業補助金で2,500万円の計上でござ

います。事業内容につきましては、11ページの参考資料に参りまして、上段の③物価高騰対応商

店街等生活者応援キャンペーン事業に記載がございますが、当事業につきましてはエネルギー、

食料品価格等の物価高騰の影響を受けた町民の消費の下支えのため、商店街等の各商工団体が実

施するイベント等に対して補助することにより町民生活への影響緩和や地域消費を促進し、地域

経済の活性化を図ろうとするもので、対象とするイベントの主なものにつきましては事業例とし

て記載してございますが、売出しや季節イベント、ガラポン抽せん会、買物をした町民への町特

産物等の還元などを対象としてございまして、補助額はイベントを実施する各商工団体の構成事

業者数に応じて基本額を100万円から600万円まで設定しており、新ひだか町商工会を通じて補助

しようとするものでございます。 

 事項別明細書６ページになりますが、事業目の２つ目、福祉課分では、保育施設等物価高騰対

策支援金で220万円の計上でございます。事業内容につきましては、10ページの参考資料に参りま

して、下段の②保育施設等物価高騰対策支援事業に記載がございますが、当事業につきましては

電力、ガス等の物価高騰の影響を受けている町内民間の保育所や幼稚園、認定こども園に対して

支援金を交付することにより経済的負担の軽減と関連サービスの安定的な提供体制の維持、継続

を図ろうとするもので、支給額については表に記載のとおり３つの区分に分け、利用定員数によ
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り50万円から20万円の範囲内で支給しようとするものでございます。 

 事項別明細書６ページになりますが、事業目の３つ目、健康推進課分では、医療・介護施設等

物価高騰対策支援金で2,300万円の計上でございます。事業内容につきましては、10ページの参考

資料に参りまして、上段の①医療・介護施設等物価高騰対策支援事業でございますが、電力、ガ

ス、食料品等の物価高騰の影響を受けている町内の医療機関、介護、障がい福祉施設に対して支

援金を交付することにより経済的負担の軽減と関連サービスの安定的な提供体制の維持、継続を

図ろうとするもので、支給額については表に記載のとおり４つの区分に分け、病床の有無や入所、

通所定員数などの基準により100万円から10万円の範囲内で支給しようとするものでございます。 

 事項別明細書６ページになりますが、事業目の４つ目、農政課分では３つの事業がございまし

て、合わせて1,615万1,000円の計上でございます。１つ目の施設園芸等燃油価格高騰対策事業補

助金では784万円の計上でございます。事業内容につきましては、12ページの参考資料に参りまし

て、上段の⑥施設園芸等燃油価格高騰対策事業でございますが、コロナ禍による農産物価格への

影響が懸念される中、加温等に要な燃油価格が高騰しており、次期作への影響が大きいことから、

今後の燃油高騰分に対して支援しようとするもので、事業内容に記載の(１)については令和５年

１月以降に出荷する施設園芸作物の栽培に係る燃料費の高騰分に対して４分の１を支援するもの

で、こちらはさきの６月補正にて令和４年農作物における支援分については予算計上させていた

だいておりますので、今回は令和５年農作物における影響分として追加計上させていただくもの

でございます。また、(２)は新規になりますが、令和４年産米の乾燥施設で使用する燃料費の高

騰分に対して４分の３を支援するものでございまして、いずれもしずない農業協同組合及びみつ

いし農業協同組合を通じて行うものでございます。 

 事項別明細書６ページになりますが、農政課分の２つ目、新規就農者農業資材等価格高騰対策

事業補助金では266万5,000円の計上でございます。事業内容は、11ページの参考資料に参りまし

て、中段の④新規就農者農業資材等価格高騰対策事業でございますが、施設園芸に係る資材等の

価格高騰が新規就農者の経営開始時に大きな影響を及ぼすことから、新規就農者が令和４年度に

実施するビニールハウス等の資材やボイラー等の附帯設備などの施設整備費の価格高騰分に対し

て４分の１をしずない農業協同組合及びみついし農業協同組合を通じて支援することで新規就農

者の負担軽減を図ろうとするものでございます。 

 事項別明細書６ページになりますが、農政課分の３つ目、酪農経営特別支援事業補助金では

565万6,000円の計上でございます。事業内容につきましては、11ページの参考資料に参りまして、

下段の⑤酪農経営特別支援事業でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響による乳製品

の需要低下と、さらに電気料の高騰による影響を大きく受けている酪農経営者に対して搾乳機等

に係る令和４年度の電気料高騰分の４分の３をしずない農業協同組合及びみついし農業協同組合

を通じて支援することで今後の出荷戸数や搾乳頭数を維持し、安定的な経営を図ろうとするもの

でございます。 

 以上６事業になりますが、事業費合計が6,635万1,000円となりまして、本事業の財源として地

方創生臨時交付金の重点交付金6,600万円を充当してございます。 

 次に、事項別明細書７ページに参ります。３款 民生費、１項 社会福祉費、１目 社会福祉総務

費では、１億9,200万円の追加でございます。事業目13 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援

給付金支給事業でございますが、事業内容につきましてはこちらも一般12ページに参考資料を添
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付してございますので、そちらの資料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。 

 事項別明細書７ページ、事業目13 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業の１

つ目、総務課分では378万6,000円、２つ目の福祉課分では１億8,821万4,000円、合わせて１億

9,200万円の計上でございます。事業内容につきましては、12ページの参考資料に参りまして、下

段の(２)電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業に記載がございますが、当事業

につきましては国の高騰対策事業で特に家計への影響が大きい低所得世帯に対して１世帯当たり

５万円を支給するもので、対象者は(１)の令和４年度の住民税均等割が非課税の世帯と(２)の令

和４年１月以降の収入が減少し、住民税均等割非課税相当の水準となった世帯としてございます。 

 事業費の内訳でございますが、事項別明細書７ページになりますが、事業目１つ目、総務課分

では当該事業に従事する会計年度任用職員１名に係る人件費を378万6,000円計上してございます

し、そのほかに関連する事務を福祉課分へ計上してございますが、支給対象者への案内文等の印

刷、発送等に係る経費を10節 需用費で86万8,000円、11節 役務費の通信運搬費へ郵便料を160万

円、給付金振込手数料を39万6,000円、複写機使用料を13節 使用料及び賃借料へ75万円、12節 委

託料では当該給付金支給に係るシステム導入経費を300万円とし、対象とする3,632世帯分の給付

金を18節 負担金、補助及び交付金へ１億8,160万円計上してございます。なお、本事業の財源と

して、国からの電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業費補助金を同額充当してござ

います。 

 以上で歳出の説明を終わります。 

 なお、８ページ、９ページに給与費明細書を添付してございますが、説明につきましては省略

をさせていただきます。 

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

歳入につきましては、歳出の説明時に充当財源として御説明してまいりましたので、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35万1,000円の追加で行ってございます。 

 以上で議案第１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。 

 15番、北道君。 

〇15番(北道健一君) ７ページの電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の関係ですが、

１億8,160万円の支出については、12ページの下のほうに説明がありますが、対象者は令和４年度

の住民税均等割が非課税の世帯、これは分かったのですが、(２)の令和４年１月から収入が減少

した住民税均等割非課税相当の水準となった世帯という説明書きがありますが、これらの対象者

は主にどのような方が対象、または業種の方がなるのか、それから申請窓口はどこになるのか、

これをまずお聞きしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺福祉課長。 

〇福祉課長(渡辺浩之君) お答えいたします。 

 対象者の業種については、給与者もそうですけれども、事業者も含めて全ての方が対象になり

ます。今回電力、ガス云々というふうにはなっていますけれども、令和３年度から家計急変とい

う形で、一月で例えば給料が下がりましたと、それ掛ける12になった場合に非課税相当になるか
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どうか、そういうふうな部分で対象になるかならないかというふうなことで、令和３年度から引

き続きやっているような内容になっています。申請の部分については福祉課のほうで、給与収入

が下がったというふうな証拠になるような書類等はそろえていただかなければならないのですけ

れども、福祉のほうでそこら辺の数字を見ながら御本人のほうに聞き取りをして、対象になるか

どうかというのを判断していきたいと思います。令和４年度も10万円の給付をもう既に行ってい

まして、現在のところ対象になる世帯、どうしても申請行為になりますので、こちらのほうで聞

き取って対象になっている世帯は３世帯ということになっております。ですから、その３世帯に

ついては当然この５万円の給付も対象になると思いますので、ただ今後周知等をして、これから

収入が下がったところも対象にしていきたいと思いますので、御理解いただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、北道君。 

〇15番(北道健一君) 分かりましたけれども、もう一つですが、(１)の令和４年度の非課税世帯

のおよその数、対象世帯です。それから、(２)で予定している対象世帯のおよその数字をお願い

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) 予算計上的には(１)については3,630世帯ほど、(２)については先ほど

お答えしたように現在３世帯ということに、今のところ３世帯ということになりまして、予算計

上的には３世帯ということでカウントはしています。ただ、対象者が増えれば、その部分につい

ての給付は当然いたします。 

 以上です。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、志田君。 

〇16番(志田 力君) ちょっと確認をさせていただきたいのですが、事項別明細書６ページ、18節

の負担金、補助及び交付金のところなのですが、まちづくり推進課分、説明資料のほうでいきま

すと11ページになろうかと思いますが、中身についてもう少し詳しく確認させていただきたいの

ですが、例えば事業内容とかというのは例えとして何点か挙げられておりますけれども、こうい

ったことの事業に対しては制約は一切ないという理解でいいのでしょうか。それとか、補助額の

ところ、団体数によって差があるのですが、小さな団体と大きな101団体以上との差というので不

公平感というのは出てこないものなのでしょうか。それとか、やはり団体数が多いほうが基本額

も多いということなのですが、例えば何々商店通り会とか、商業連合会とか、いろいろ名称が変

わって団体があると思うのですけれども、例えば101団体以上というのはどういう団体があるのか

とか、団体同士で組み合わさって例えば51から100団体にして300万円の補助を受けるとかという

のは可能なのかとか、そういったことの制度設計みたいなものには商工会とよく相談した上でこ

ういう数字が出てきているのでしょうか。全体的にもうちょっと詳しく説明していただけますか。 

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、前段の制約というようなところなのですけれども、

この事業は基本的にそれぞれの各団体の創意工夫によって、この事業例にあるような様々なイベ

ントですとか、町民の生活支援に当たるようなものをやっていただけるのであれば、なるべく幅

広く対象にする予定にしております。ただ、もちろん細かいところで言いますと、経費の内訳的

には補助対象外となるような経費、これはございます。例えば不動産の取得ですとか、株式の取

得ですとか、そういったようなものは細かいことを言えば対象外と考えておりますけれども、事
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業そのものに関してはなるべくそれぞれの団体で創意工夫されると思いますので、この事業は駄

目とか、あまりそこは町としては考えておりません。ただ、これについては実施主体、町から商

工会のほうに補助をする形を取っておりまして、商工会に取りまとめをしてもらうというような

形になりますから、そこは実際に各団体から商工会に申請が出てきた段階で商工会とも協議する

場面はあるかと思います。 

 それから、組合せというようなところがありましたけれども、正直我々今の段階ではどこどこ

商店街とどこどこクラブというようなものが連合してやるというようなものは想定はしておりま

せんでした。ただ、そこもそういった統一事業というのをされる場合については、排除はされな

くてもいいのかなというふうに考えております。なるべく多くの団体がこの事業に取り組んでい

ただければいいのかなというふうに考えております。 

 基本額については、あくまでも基本額にしておりますので、申請する団体の数によって多少上

限することも想定しております。できるだけせっかくつけていただいた予算が町民の方に還元さ

れるような内容の事業を多くの商工団体の方に取り組んでいただけたらいいなということで、そ

こら辺は商工会とも十分協議をしておりますし、実際補正予算を通していただきましたら、また

改めて協議していきたいというふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、志田君。 

〇16番(志田 力君) 大体は理解します。前段でプレミアム商品券事業があって、この予算が通

ってということになると、年末にかけての企画、この事業に対する企画とかもあるかもしれませ

んけれども、各団体が何をしようかと決めていくのに、これから年末に向けてやっていこうとす

るとすごく時間的な部分も心配になるのですけれども、この事業そのものの時間的な制約という

のは３月まで引っ張っていいのですか、それとも期限何か区切るのですか。 

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) 国の交付金を使う性質上、町が商工会のほうに補助をする

のですが、その実績は３月末までにいただくような形になりますので、そうなると逆算しますと

もう少し前に各団体の事業を終えていただくということで、想定としては２月末か３月上旬まで

なのかなというふうには考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、志田君。 

〇16番(志田 力君) 最後ですけれども、さっき言ったような心配事もありますけれども、一応

商工会ともよく連携なり協議をしていただいて、なるべく有効に使っていただけるように臨機応

変な部分も考えておいていただければというふうに思いますので、そこら辺のお考えを聞かせて

おいてください。 

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) 先ほども申し上げましたとおり、町内にはたくさんの商店

街はじめ商工団体がございますので、我々としてはそれぞれの商工団体の創意工夫によって様々

な町民還元のこの事業が生まれるというのを期待してございますので、そういうことをもって、

このつけていただいた予算は可能な限り使い切っていただくというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。 

〇10番(木内達夫君) 今の件で何点か質問したいと思いますけれども、予算が2,500万円です。今

日は11月８日ですか、事業主体が商工会で、商工会がこれから予算通った後募集すると、こうな



 － 9 － 

りますよね。それで、志田議員の質疑で２月末か３月上旬までに実績報告完了させてもらうと、

こういうことですと非常に期間が短いということになりますよね。それで、私が質問したいのは、

今現時点で、こういういろんな事業例がありますけれども、商工会としてこういう事業をやりた

いのだというような事業というのは想定しているというか、想定というよりも、そういう事業を

やる構成団体等があるのかどうなのか、どういう事業内容なのか、今押さえている内容について

お伺いしたいのと、それから交付基本額、４段階になっていますが、2,500万円ですから、それぞ

れの件数何件予定して2,500万円なのか、この点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、商工会と事前の打合せをしている段階では、それぞ

れの商工団体の性質というか、それに応じて想定されるものというのが変わってきますけれども、

売出しにおけるガラポンで特産品を提供するような事業ですとか、我々はあくまでも町民生活を

応援するというようなところをまず第一の主眼としておりますので、そこら辺に資するような事

業ということで、生活支援に当たるようなものが町民の方に還元できるようなものとして、先ほ

ど言ったようなガラポン抽せん会ですとか、ここに商品券と書いてはありますが、商品券事業は

準備もかかるので、今のところ手が挙がる団体がいるかどうかというのはちょっと不明なところ

がございますが、そういうものも排除はいたしません。それから、食事券ですとか、あとは飲食

を中心とした団体がございますので、そういうところはそういうところで何か考えてくれるのか

なということで商工会のほうとは協議をしてございます。 

 それで、それぞれの団体の数になりますが、まず30以下の団体については６団体、それから31か

ら50の団体につきましては３団体、51から100については２団体、101以上、ここについては１団

体ということになってございますが、これはあくまでも我々の予算上の想定というふうに考えて

ございます。あと、商工会への事務費を若干考えてございます。 

 以上です。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、木内君。 

〇10番(木内達夫君) 別な件で質問させていただきます。 

 それで、予算の６ページの農政課の関係の３件の事業です。これ確認をしたいのですけれども、

３件とも４分の１、４分の３補助。４分の１というのは、北海道から２分の１の補助、それから

国の２分の１の補助、これがあるので４分の１になっている。つまり４分の３補助になると、こ

ういうふうに理解しております。それで、残りは事業主体である両農業協同組合さんがそれを持

つと、負担すると、こういうことで理解してよろしいですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川農政課長。 

〇農政課長(及川敦司君) 今回農政課の事業として３本、４分の１補助と４分の３補助というよ

うな補助の仕方するのですけれども、最終的に農業者の実質負担が４分の１というふうになるよ

うな補助事業制度につくっております。それで、農業協同組合がこの事業に対して農業者に補助

するということは考えてございません。 

 以上でございます。 

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) 質疑なしと認めます。 
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 これで質疑を終結いたします。 

 議案第１号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これから｢議案第１号 令和４年度新ひだか町一般会計補正予算(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御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

    ◎議案第２号の上程、委員会付託 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第６、｢議案第２号 令和３年度新ひだか町各会計歳入歳出決算認定に

ついて｣を議題といたします。 

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

決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにいたしたいと思います。御異議あ

りませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、本案については、議長及び議会選出監査委員を除く14名の委員で構成する決算審査特

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いたしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、決算審査特別委員会の委員長は２番、川端君、副委員長は10番、木内君に決定いたし

ました。 

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

算に関する事項｣として付託し、閉会中の継続審査を承認いたしたいと思います。御異議ありませ

んか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、決算審査特別委員会については、事件名を｢令和３年度新ひだか町各会計決算に関する

事項｣として付託し、閉会中の継続審査を承認いたしました。 

                                            

    ◎行政報告に対する質疑 

〇議長(福嶋尚人君) これから行政報告に対する質疑を行います。 

 報告事項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。 
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    ◎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７回新ひだか町議会臨時会を閉会いたします。 

 どうも御苦労さまでした。 

(午前１０時１８分) 

 


