10月５日に第２回臨時議会、11月27日に第３回臨時議会
が開かれ、動産の取得１件、条例の一部改正２件が提出され、
すべて原案のとおり可決しました。
12月11日から12月17日まで第４回定例議会が開かれ、
条例の一部改正３件、補正予算９件が提出され、全て原案
のとおり可決しました。
決算特別委員会で継続審査となっていた「令和元年度歳入
歳出決算認定」議案については、賛成多数で認定しました。
所管の常任委員会に付託されていた請願１件は、不採択
としました。
議会からは意見書１件を提案し、可決しました。
一般質問は、７議員が行い、町執行部の取り組み等を問い
ました。

第２回臨時議会
●動産の取得
小・中学校の児童・
生徒１人に１台のＧＩ
ＧＡスクール用タブ
レット端末を購入する
ものです。
台数は６３８台、購
入金額は３９２０万２
５４８円です。
（賛成全員）
児童生徒の数は
毎年変動するが、タブ
レット端末の台数管理
はどうするのか。
学校単位で融通
する予定にしている。
全体的に数が増えたら、
新たに購入する。
購入費は、ハー
ドだけか。ソフトはど
うなっているのか。
あらかじめ仕様
書の中に、ソフトは
入っている。
保証期間や故障
への対応はどうか。
５年間の保守と
保証になっている。保
証については、５万円
まで何回でも修理がで

きる。盗難紛失も同程
度の機種に交換してく
れる。
タブレット端末
は町の財産だから、保
護者との間で借用の契
約が必要ではないか。
児童生徒に貸し
出すことにも、盗難、
紛失まで保険で対応で
きればと考えているが、
保護者との契約につい
ては検討したい。
ＧＩＧＡスクー
ルをすすめるには、授
業の形態が変わるだろ
うし、指導する先生方
への対応も必要になる
のでは。
指導する教員の
スキルアップの研修を
計画的、組織的に実施
できるように、サポー
ト体制を整えていきた
い。
各家庭のネット
環境は整備されている
のか。
ＷｉＦｉの繋
がっていない家庭が
戸ある。ＷｉＦｉルー
ターを購入し、貸し出
す。

第３回臨時議会

●職員の給与に関する
条例の一部改正
人事院勧告に伴い、
条例の一部を改正する
ものです。
改正内容は、民間企
業との給与格差を是正
するため、職員の期末
手当の支給月数を０．
０５月分引き下げるも
のです。
（賛成９名）
支給額での影響
はどうなるのか。
本町では、全体
で約３００万円の減、
支給する職員が１６０
人余りなので、平均し
て約１万８０００円の
減額となる。
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こんな質疑を
行いました

全て原案のとおり可決 ! !
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●議員報酬等に関する
条例の一部改正
前条例と同様に、議
会議員の期末手当につ
いても、期末手当の支
給月数を０．０５月分
引き下げるものです。
（賛成全員）

第４回定例議会

●地域経済牽引事業の
促進による地域の成長
発展の基盤強化に関す
る法律の施行に伴う固
定資産税の特別措置に
関する条例の一部改正
中小企業における経
営の承継の円滑化に関
する法律等の一部を改
正する法律の施行によ
り、地域経済牽引事業
の促進による地域の成
長発展の基盤強化に関
する法律の一部が条ず
れしたことによる省令
名の改正に伴い、所要
の改正を行うものです。
（賛成全員）

ひだか川議会だより
3

延滞金等に関する改正
●国民健康保険税条例
に伴い、所要の改正を
の一部改正
行うものです。
地方税法施行令の一
改正内容は、延滞金
部改正により、所要の
改正を行う も の で す 。
の利子の割合及び「特
改正内容は、個人所
例基準割合」の名称を
改名するものです。
得課税の見直しに伴う
（賛成全員）
軽減判定所得基準の見
直し等に合わせた規定
の整備を行 う も の で す 。 ● 一 般 会 計 補 正 予 算
（賛成全員）
（第８号）
歳入歳出予算にそれ
具体的に説明し
てほしい。
ぞれ２億１１９万３千
円を増額し、予算総額
軽減判定所得の
をそれぞれ１０７億８
算定において、基礎控
７３４万５千円とする
除相当分の基準額を現
ものです。
行の 万円から 万円
主な内容は、持続化
に引き上げるとともに、
被保険者のうち一定の
支援金の追加、宿泊施
給与所得者と公的年金
設等指定管理委託費の
等の支給を受ける者の
増額、２カ所の水路改
合計から１を減じた数
修整備工事、公有財産
に 万円を乗じて得た
の積立金等を計上する
金額を加えることとし
ものです。
た。
（賛成全員）
旅行商品造成支
援補助金については、
感染拡大する中で、町
の意思として一旦中止
した方が明確ではない
か。
観光業者、産品
販売所出品農家に大変
好評な当事業は、商品
造成に約半年を要する
ことから、コロナ収束
で環境が整った時すぐ
動けるよう、この時点
で予算化しておきたい
のが計上理由である。
新型コロナウイ
ルスワクチン接種体制
確保事業補助金につい
て、説明を。
国による接種が

開始されたら、町が接
指定管理施設の
種準備をすぐにでも整
４９７０万円の赤字に
えられるように、準備
ついては、来客減で売
経費を計上するもので
上げが減少するなか、
ある。
雇用維持のための人件
費のほか、施設を維持
宿泊施設等指定
する固定費が大きな要
管理としての２４８５
万円の委託料について、 因だ。
想定外のコロナ禍の
一般の観光業、飲食業
も同じように困ってい
なか、協定書に基づく
るなかで、説明出来る
協議のなかで、指定管
のか。
理者側が２分の１を負
担するとの提案を受け、
町も２分の１を負担す
るとの考えである。
指定管理者は、
コロナ対策での国から
の支援制度、町からの
支援制度も使いにくい
状況だ。今回の２分の
１追加で十分なのか。
今後、契約の際、協
定書の見直しが必要な
のでは。
今回のコロナ禍
での収入減少は、指定
管理者の責任ではない。
基本協定書については、
甲乙協議して指定管理
者が決める形になって
いる。町と指定管理者
とが話し合いをもって
お互いが合意する手続

きは継続していきたい。
米寿の写真撮影
謝礼記念品、白寿の祝
金などが減額されてい
るが。
毎年９月頃に
歳、 歳になられる方
のお祝いとして行って
いるが、コロナの関係
で密接するのを遠慮さ
れたことなどで減額し
た。
ふるさと納税業
務委託料が８７０万円
増額されているが、詳
細について聞きたい。
主には返礼品代、
サイトへの業務委託料、
送料が含まれる。
寄付額１５００万円
補正をしているが、そ
の ％を委託料の経費
と見込んで計上した。
ふるさと納税の
寄付額はいくらか。
月 日現在で
２１００万円余りの寄
付額となっている。
持続化支援金を
申請した事業者は、ど
んな分野で何件申請し
ているのか。
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●後期高齢者医療に関
する条例及び介護保険
条例の一部 改 正
所得税法等の一部を
改正する法律及び地方
税法等の一部を改正す
る法律の公布により、

問

答
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指定管理施設（中津荘周辺）

万円、６事業者が
メラの仕様と管理につ
全体で２６２件
万円となる。
の申請だ。内訳は個人
いて。
今回、特に感染対
が２２６件、法人が
機械に設定した
件となっている。業種
策として、換気の設
体温を超えた方が来庁
別では、農林業が高く
したら音声で警告する。 備、密接を防ぐテーブ
％、建設業が ％、
ルとかパーテーション、
そのときは、職員が来
次いで宿泊業、飲食
庁者の体調を聞きとり、 サーマルカメラのよう
業 が ％ と な っ て い る 。 対応する。
な設備、備品への活用、
自費診療によるＰＣＲ
コロナ禍で本庁、
新型コロナウイ
検査の費用にも活用で
支所への来庁者への対
ルス感染対策介護・障
きる。
応はどうし て い る の か 。 害 者 福 祉 施 設 支 援 金 の
使途は。
来庁者について
妊婦付添人ＰＣ
は、入り口に消毒液を
Ｒ検査助成金を受けら
町内の介護事業
置いている程度で検温
れる付添人の規定はど
所の６事業所と、障害
していない 。
うなるのか。通知はど
者福祉施設３事業所に
会議の参加者には、
うするのか。
支援するもの。
内訳は、利用者と職
会議前に非接触型体温
出産に付き添う
計で検温している。手
員数で１００人を超え
配偶者とか親戚とかも
指消毒とマスク着用を
る事業者には 万円、
含めて、ＰＣＲ検査に
お願いして い る 。
それ以下には 万円を
対して７割で１万５千
支援する。３事業者が
円を限度に助成する。
検温サーマルカ
本人宛てに個別に通知
する。
小中学校の就学
援助費で、コロナの影
響で収入が減った家庭
は反映されているのか。
コロナの影響は
考えにくい。今回転校
生もあり、途中の申請
があった。最初の見積
もりと積算で違いが出
るため、増減が生じる。

●国民健康保険事業特
別会計補正予算（第３
号）
歳入歳出予算にそれ
ぞれ 万４千円を増額
し、予算総額 億７２
６３万４千円とするも
のです。
内容は、川上・寒川
両診療所特別会計への
繰出金として計上する
ものです。
（賛成全員）

（賛成全員）

●国民健康保険事業川
上診療所特別会計補正
予算（第２号）
歳入歳出予算にそれ
ぞれ２万４千円を増額
し、予算総額１億４３
６万５千円とするもの
です。
内容は、人事院勧告
に伴う職員手当等の調
整として、計上するも
のです。

14

●国民健康保険事業寒
川診療所特別会計補正
予算（第１号）
歳入歳出予算にそれ
ぞれ 万円を増額し、

予算総額６１９４万９
千円とするものです。
内容は、人事院勧告
に伴う職員手当等の調
整及び会計年度任用職
員１カ月分の人件費と
して、計上するもので
す。

（賛成全員）

●後期高齢者医療特別
会計補正予算（第２
号）
歳入歳出予算にそれ
ぞれ 万円を増額し、
予算総額２億９４０３
万円とするものです。
内容は、後期高齢者
医療システムの改修委
託料として、計上する
ものです。
（賛成全員）

22

●介護保険事業特別会
計補正予算（第３号）
保険料減免措置に対
する国庫補助金を歳入
し、その分の第１号被
保険者保険料を減額す
るとともに財源更正を
行うものです。
（賛成全員）

●下水道事業特別会計
補正予算（第２号）
歳入歳出予算にそれ
ぞれ３万円を増額し、
予算総額３億３７５１

万１千円とするものです。

内容は、人事院勧告
に伴う職員手当等の調
整として、計上するも
のです。

（賛成全員）

●寒川財産区特別会計
補正予算（第２号）
歳入歳出予算にそれ
ぞれ 万１千円を増額
し、予算総額２３０万
８千円とするものです。
内容は、林道開設事
業に伴う立木補償代金
を基金に積み立てるも
のです。

●水道事業特別会計補
正予算（第２号）
職員異動に伴う職員
給料等の調整及び人事
院勧告に伴う職員手当
等の調整として、１８
５万４千円を計上する
ものです。
（賛成全員）

（賛成全員）
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検温サーマルカメラ
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