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     午前９時３０分  開 議 

○議長（髙橋たい子君） おはようございます。 

  ただいまの出席議員数は18名であります。定足数に達しておりますので、議会は成立いたし

ました。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  なお、議案等の説明のため、地方自治法第121条の規定により、説明員として町長以下、関

係所管課長等の出席を求めております。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付のとおりであります。 

  日程に入ります。 

                                            

     日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（髙橋たい子君） 日程第１、会議録署名議員の指定を行います。 

  本日の会議録署名議員は、会議規則第123条の規定により、議長において14番佐々木裕子さ

ん、15番広沢真君を指名いたします。 

                                            

     日程第２ 議案第２８号 柴田町財政調整基金条例の一部を改正する条例 

○議長（髙橋たい子君） 日程第２、議案第28号柴田町財政調整基金条例の一部を改正する条例

を議題といたします。 

  本件の提案理由は既に説明済みであります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第28号柴田町財政調整基金条例の一部を改正する条例の採決を行います。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

     〔賛成者起立〕 

○議長（髙橋たい子君） 起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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     日程第３ 議案第２９号 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正 

                 する条例 

○議長（髙橋たい子君） 日程第３、議案第29号財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の

一部を改正する条例を議題といたします。 

  本件の提案理由は既に説明済みであります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。12番秋本好則君。 

○12番（秋本好則君） 秋本です。 

  改正後の条文で第３条の５項、そのうちのイのところなんですが、アに掲げる自治会等とそ

こに隣接する自治会等の複数連合となる組織と書いてあるんですが、これはあらかじめ合区と

いうことを想定した条文なんでしょうか。それとも、ほかに何か意味するところがあるのかど

うか、そこをお聞きしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。財政課長。 

○財政課長（森 浩君） 改正条文の第３条第５号のイですね。隣接する自治会等の複数連合と

なる組織ということで、集会所を譲与する場合、通常は一つ一つの今でいう行政区で持ってい

る集会所をそれぞれの行政区なりその自治会に譲与するということを想定しているのがアにな

りますが、イに関しては合区ではなく、あくまでも今の行政区会、自治会が１つずつ今、指定

管理をしていただいております。ただ、これから地域の人口が減になっていく、その中で集会

所を自分たちの施設と維持管理していく上では、やはり１つの自治会だけではなかなか難しい

だろうと。であれば、同じように隣接している行政区、自治会が合同で１つの集会施設を地域

のコミュニティの核として、そこを維持管理をしていくということが今後生じていくんではな

いかということで、あくまでも現行の自治会、行政区会が存続しながらコミュニティの核とし

て集会所を維持する上で、２つとか３つとか合わさって維持管理をしていくというのを想定し

ております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。どうぞ。 

○12番（秋本好則君） ありがとうございました。 

  そうしますと、ここに書かれているものは、将来例えば近隣なのか、ちょっと近くの全体は

分かりませんけれども、そういったことの合区なりやっていこうということの運動というか、
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波が起きるときにそれを妨げるものではないということは間違いないわけですね。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。財政課長。 

○財政課長（森 浩君） 今、行政区においては、世帯数がそれぞれ大きい世帯数を抱える行政

区と小さい行政区がございますので、その合区、行政区を合わせると。それに関しては、この

集会所を譲与するという部分とはちょっと切り離していただいて、合区とした場合に集会所を

どうしていくかという場合は、その時その時でその集会所の管理、譲与に関してまた検討して

いくことになるかと思います。 

○議長（髙橋たい子君） そのほか質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第29号財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例の採

決を行います。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

     〔賛成者起立〕 

○議長（髙橋たい子君） 起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第４ 議案第３０号 柴田町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

○議長（髙橋たい子君） 日程第４、議案第30号柴田町国民健康保険条例の一部を改正する条例

を議題といたします。 

  本件の提案理由は既に説明済みであります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 
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  これより議案第30号柴田町国民健康保険条例の一部を改正する条例の採決を行います。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

     〔賛成者起立〕 

○議長（髙橋たい子君） 起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第５ 議案第３１号 柴田町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例 

○議長（髙橋たい子君） 日程第５、議案第31号柴田町移動等円滑化のために必要な町道の構造

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

  本件の提案理由は既に説明済みであります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第31号柴田町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の採決を行います。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

     〔賛成者起立〕 

○議長（髙橋たい子君） 起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第６ 議案第３２号 権利の放棄について（町有地貸付に係る債権） 

○議長（髙橋たい子君） 日程第６、議案第32号権利の放棄について（町有地貸付に係る債権）

を議題といたします。 

  本件の提案理由は既に説明済みであります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。３番吉田清君。 

○３番（吉田 清君） ３番吉田清です。 
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  議案第32号権利の放棄について、２点お伺いします。 

  １点目、なぜ債務者が所在不明になったんでしょうか。 

  ２点目、平成19年から平成20年度にかけて回収不能になった時期が多いのはなぜなんでしょ

うか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。財政課長。 

○財政課長（森 浩君） 所在不明ということで、この所在不明になったのはなぜか。それから、

平成19年、平成20年に多いという部分、２問質問いただきました。 

  今回の貸付けに係るものに関しては駐車場として町有地を貸し付けておりました。一つには、

平成19年から平成20年、平成22年までの部分に関しては、これは船岡西の雇用促進住宅の入居

者に対して隣接する町有地を駐車場として貸している部分のものでした。雇用促進住宅に関し

ては、当時入居されている方に対して雇用促進住宅の廃止ということで、入居する方がもうな

くなって廃止に向けた動きがございました。ですので、その後、住宅から転居された方、未納

のままですね。そういう方でつかんでいる住所がこちらになっておりますが、結局、アパート

からまた転居をして、そこからまたどこかに転居をしてしまうということで、そういう形で所

在を確認することが困難になってしまったということでございます。ですので、雇用促進住宅、

それから一番下の平成25年がこちらは西船迫二丁目５番26号、仙南ガスの脇の町有地をまたこ

れも県営住宅、県営アパートですかね。あと町営住宅の方たちに対して大半が駐車場用地とし

て貸し付けている部分ですので、そのアパートから転居をされてしまうと、転居された先でま

た住所を変わられてしまう方が多いものですから、どうしても所在を確認することが困難にな

ってしまったということが原因になっております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。 

○３番（吉田 清君） ありません。 

○議長（髙橋たい子君） ほかに質疑ありませんか。12番秋本好則君。 

○12番（秋本好則君） 秋本です。 

  ここに書かれている地番のところ、現状はどのような形で利用されているのか、現状のこと

をお聞きしたいのと、あと平成19年から平成25年、アパートの転居者だということなんですが、

そうするとこうなる前にいろんな法的手段が取れた可能性はあると思うんですね。例えば抵当

権を押さえるとか、何かの形で差押えという形もできたと思うんですけれども、そういう形を

取れなかった理由について、この２点お聞きしたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。財政課長。 
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○財政課長（森 浩君） まず１点目なんですが、現況、船岡西二丁目と西船迫二丁目、こちら

の２つの土地なんですが、船岡西二丁目51の２、それから７番82号、こちら両方とも現在も雇

用促進に入られている方がまだ若干おりまして、駐車場用地としてまだこちらは貸付けをして

いる土地になっております。 

  それから、西船迫二丁目のほうも同じく仙南ガスの脇ということで、こちらも駐車場用地と

して今も貸付けしております。 

  ２点目になります。平成19年、平成20年とこの期間から今まで何かできなかったのかという

ことなんですが、契約に基づいてお支払いしていただく、督促を出してなおかつまだ未納であ

れば催告ということで、払ってくださいということではお願いをしてきた経緯がございます。

先ほど吉田議員にもお話ししたとおり、転居をされて郵送をしても郵便物が戻ってくるという

ような状況になるパターンもございました。ただ、入居している間に何かできたかということ

ですと、こちら提案理由でも申し上げましたが、公債権ではなく私債権ということで、差押え

等の法的措置を取るためには訴えの提起等をするためには、また議会の議決をいただいて簡易

裁判所等へ出すような形になります。ただそこで、例えば6,000円の未納に関してそういう経

費をかけてやるべきかという部分もございました。ただ、少額ですので、こちらとしても訪問

し、払ってくださいというお話もしてまいりましたが、その間転居されて会えなくなってしま

うということで、強制的に差押え等ができる公債権であれば、そういう確認をし財産を確認を

しということができましたが、私債権ですので、それをすることも訴えの提起として議会の議

決をいただいて進めなければならなかったということで、非常に差押え等の処分に関しては、

条件が厳しいものでございました。非常に本当に金額的には少ない金額が権利の放棄をしてし

まわなければならないということではあるんですが、どうしてもそういう部分がございまして、

なかなか収納には至らなかった、未納のままになってしまったというのが現状でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。どうぞ。 

○12番（秋本好則君） 分かりました。 

  法的手段の中で、例えば裁判に訴えなくても調停という手もあると思うんですね。私債権で

あれば、多分調停という手も使えると思うんで、そうするとそこで出た判決については、裁判

での判決と同じ効力を持ちますので、普通民間でいくと２回遅延をするともうそこですぐ法的

手段に移るという、たしか契約になっているはずなので、そういう手、例えば調停から裁判の

判決と同じ効力を持つ調停案をいただくという手段は取れなかったんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。財政課長。 
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○財政課長（森 浩君） 今、秋本議員が言われる調停、裁判所への調停、これも申立てですの

で、訴えの提起と同じになります。ですので、やはり議会の議決をいただいて法的措置を取る

という形になりますので、そこは同じ説明になってしまいますが、通常の民間調停申立てとい

うこと自体も、役場の場合それが法的措置を取るということで議会の議決をいただくというこ

とになりますので、なかなかそれもハードルは厳しいかと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再々質疑どうぞ。 

○12番（秋本好則君） 議会の議決が必要だということは分かりましたけれども、議会の議決、

それほどハードル高くないような気がするんですけれども、一度試されてみたらどうでしょう

か。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。財政課長。 

○財政課長（森 浩君） 今後、こういう私債権の徴収に関して、やはりそういう部分も出てく

るかと思います。ただ一方でコスト、つまり訴えの提起をするにしてもやはりお金が必要にな

ってくるということになりますので、その辺の兼ね合いも考えながら、ただし、そういうふう

にならないように未納をできる限り早期に解消させるということが一番必要なのかとは思って

おります。 

  ただ、今個人情報の保護ということで、同じ役場の中でも私契約に基づく債権を、その方の

住所、契約書にうたわれた住所以外に移られてしまうと、それを確認をするにしてもやはり裁

判所の訴えをしたことによって住所を確認させてくださいということになりますので、役場の

中で持っている私債権に関しては、今後ともそういう形になる前に早期の未納回収を図ってい

くことが一番大事だとは思っております。 

  今後、その辺に関しては、関係課と連携しながら早期に取り組んでいきたいと思っておりま

す。 

○議長（髙橋たい子君） ほかに質疑ありませんか。８番佐久間光洋君。 

○８番（佐久間光洋君） 佐久間です。 

  時効での放棄という措置なわけですけれども、ちょっと今私債権という話があったんで、私

債権の時効の期間というのは何年なんだか分かりませんが、それを過ぎてしまっているという

ことの処置としてはやむを得ないかなとは思いますが、これは現時点でこういうふうなリスト

で上がってきていると。じゃあ時効で言うんであれば、来年はどうなのか、その次の年はどう

なのか、その辺の状況というのを説明お願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。財政課長。 



２５１ 

○財政課長（森 浩君） 今回、私債権の時効ということで、この場合町有地の貸付けに関して

は民法では５年となっております。 

  令和２年４月から民法が改正されまして、民法においては時効がいろんな種類がございまし

た。それが原則５年で統一をされたということで、内部で各課が持っている債権について各課

が集まって検討する町税等収納特別対策本部委員会議の中においても、私債権に分類されるも

のがある。その中で時効が、例えばこの後の高額療養費貸付金に関しては民法では10年の時効

でございました。そちらも５年に統一をされたということで、今後、私債権の時効が変わるこ

とによって未納に関して今後どうしていくかということを検討委員会議の中でも話合いをしな

がら、対応についても協議をしてまいりました。 

  その中で、今回、長年と時効の援用がないがために債権管理をせざるを得ない、時効が完了

しない、時効期間が満了はしていても債務者からの時効ですよという主張がない限り債権を管

理をして、任意に返済があった場合には受けられる状態にしておくということで管理をしてき

ましたが、死亡なり相続人が分からない、それから本人の所在が不明というものに関しては、

やはり議会に権利の放棄の議案を出して、債権を適正な管理から外して執行の見込みのないも

のに関しては議決をいただいて不納欠損をすべきだという、会議の中でのそういう協議がござ

いましたので、今回出させていただきました。 

  今後なんですが、私債権に分類されるもの、財政課のこちらの一番大きいのが町有地の貸付

け、それから健康推進課の貸付金になります。それに関しては、健康推進課の未納はないとい

うことですので、今後、私債権に分類されるものに関して、そういう手続、どういうふうにち

ゃんと適正にしていくべきかということを、条例等も検討しながら、今度、議会にはその辺明

確に提案をしていきたいと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑どうぞ。 

○８番（佐久間光洋君） そうすると、平成19年、平成20年というのは、相当前ですよね。そう

すると、今の説明では、５年という例えば時効が成立したその時期から何とかその回収にこぎ

着けるという猶予の期間を置いて、今の時期になったというふうな、そういった理解でよろし

いんでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。財政課長。 

○財政課長（森 浩君） 猶予というか、時効期間は満了はしておりますが、債務者からの時効

の援用、つまりそれは時効ですよねと、相手からの主張がない限り私債権というのは管理をし

ていくべきだということもありましたので、任意に返済する部分を否定するものではないと。
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公債権のように５年間債権を差押え等を行わなければ５年たった時点で消滅をするというもの

ではございませんでしたので、私債権ということで、そういう債権管理の仕方をしてきたとい

うことでございます。時効が完成はしていないと、そういう部分でこういうふうな債権管理を

してきたということで、今回も実際に税務課等々確認をしていただいたところ、完全に死亡し

ている、または転居先が不明になっていると、執行の見込みが全くないものではないかという

ことになりましたので、今回議案として出させていただいたということになります。 

○議長（髙橋たい子君） 再々質疑ありませんか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第32号権利の放棄について（町有地貸付に係る債権）の採決を行います。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

     〔賛成者起立〕 

○議長（髙橋たい子君） 起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第７ 議案第３３号 権利の放棄について（高額療養費貸付に係る債権） 

○議長（髙橋たい子君） 日程第７、議案第33号権利の放棄について（高額療養費貸付に係る債

権）を議題といたします。 

  本件の提案理由は既に説明済みであります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。１番石森靖明君。 

○１番（石森靖明君） １番石森靖明です。 

  貸付けから34年経過している債権も資料を見るとございます。債権回収のための督促の履歴、

それからこれまでの間、債権放棄について今回のように議案にしてこなかった理由についてお

伺いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） 高額療養費の貸付金の関係でございます。 



２５３ 

  これまでに通知とかそういうものをしてきたのかということでございますけれども、確かに

先ほどおっしゃられたように、昭和63年が一番古いもので、こちらのほうを貸付け決定をした

ものでございます。それにつきましては、毎年やはり通知ということで途中までは出させてい

ただいておりました。例えば昭和63年の経緯でございますと、平成７年まで通知を出させてい

ただいて、それはきちんと受け取られていたんですけれども、その後、その方につきましては、

受取りもなく所在不明となってしまったという経緯がございます。 

  それで、その方の場合はそうですけれども、あとは通知を出して途中まで相談を受けながら

分割して納入されてきたケースがありましたけれども、途中でそれもお亡くなりになられて滞

ってしまったというケースもございます。 

  全てそのようにこれまで通知を出させていただいて、一部収納もございましたけれども、最

終的に死亡や行方不明で途中で滞ってしまったという状況になってございます。 

○議長（髙橋たい子君） 財政課長、どうぞ。 

○財政課長（森 浩君） これまで権利の放棄をなぜしてこなかったかということなんですが、

先ほどと同じなんですが、時効の期間が満了はしておりますが、債務者からの権利の放棄、時

効ですよという主張、時効の援用がまずなかったということで、本来それまでは債権は適正に

時効の援用があるまで管理をすべきだという考え方もございました。行政側とすれば任意の返

済を否定をするべきものでもないということでしたので、こういう形で台帳で管理をしながら

このまま来た次第ではございますが、先ほども言ったように、やはり相続人も不明、それから

本人の所在も不明というもので、時効の援用が得られるのかということで検討してきたこの民

法改正に伴ってのやはりその債権管理を適正にすべきだという流れの中で、役場内でもそうい

う検討を行って、今回出させていただいたというのが実情でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ございますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） 債権者の中にもかなり前にお亡くなりになっている方もいらっしゃると

思います。そういった意味も含めて相続人からの援用ということを待っていたというところも

あると思うんですけれども、この件については、毎年債権繰越しされてきたということだと思

うんですけれども、監査委員からの指摘等はなかったのか。また、それに対するもしあったの

であれば、対応してこなかった理由というのは今のような理由だったのか、お願いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。財政課長。 

○財政課長（森 浩君） 監査委員からの指摘はなかったのかということですが、決算監査にお

いて各課において、未収金の状況、管理状況について監査委員から監査をしていただいて、や
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はりこういうふうな形で長年未納のまま債権管理をしているものに関して、確実に内容、債権

者の状況等を把握しながら不納欠損をするために議会に権利の放棄の提案等の手続等も検討し

て、適正な管理をすべきだというご指摘はいただいていた次第でございます。 

  そういうこともありまして、今回民法改正に伴って時効等が変更になったという、そこで内

部で検討させていただいて、今回このように長年管理をしてきたものに関しては権利の放棄と

いうことで議会にお諮りをして、不納欠損に向けた動きをするということで今回提案させてい

ただいた次第です。 

○議長（髙橋たい子君） 再々質疑ありますか。 

○１番（石森靖明君） ありません。 

○議長（髙橋たい子君） ほかに質疑ありませんか。３番吉田清君。 

○３番（吉田 清君） ３番吉田清です。 

  議案第33号権利の放棄について、２点お伺いします。 

  １点目は、石森議員と少し似たような質問なんですけれども、昭和63年とやはり随分古い貸

付けがなぜ今頃になって回収不能になったというのと、今まで一生懸命やってきたんでしょう

けれども、あまりにも古いので今まで何もしなかったんじゃないのと疑問されるくらい古いの

で、誰が見てもちょっと理解に苦しむように古いので、私もびっくりしたのが一つ。 

  あと２点目は、高額療養費となれば普通手術、入院、通常であれば保証人という方がいらっ

しゃると思うんですけれども、連帯保証人からも回収できなかったということになるんですか

ね。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。財政課長。 

○財政課長（森 浩君） まず、１点目です。昭和63年、古いもの、先ほど来お伝えしています

が、民法上は時効は10年で期間は満了してしまう。ただ、時効の援用がない、それは時効は完

成をしないということで、担当課においても役場の中においても、やはりそれは本人からの時

効ですよという主張がない限りは債権として放棄するというのはいかがなものかという議論も

ありました。ただ、10年たった以降に何かできるかというと、こちらも法律家の専門家に言わ

せれば、時効期間満了後に例えば督促催告、これはおかしいですよという話になります。やは

り時効期間が満了しておりますので、相手の時効の援用を待つしかないということがあって、

なおかつ積極的に債務者にあなたは時効ですよという主張をしてくださいということをお知ら

せするということは、それも法律家の専門家に言わせればそれも必要のないことであるという

ことで、あくまでも債務者の任意の返済を否定するものではないのでということでしたので、
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10年たった以降は催告等はできないと、すべきではないということもありましたので、こうい

う形で権利の放棄という、本来であればその期間ある程度ある条件が満了した時点で援用がな

くてもこういった権利の放棄をすべきだったという部分は、やっぱり一つの反省点ではござい

ます。先ほども言ったように、そういう形で公債権ではない私債権に関しての管理、債権管理

の仕方に関して、今後、債権管理条例等みたいな形で条例を検討して議会にまた提案をさせて

いただきたいと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） この貸付金に対して保証人等は設定しなかったのかということ

でございます。 

  まず、こちらの高額医療の貸付けですけれども、高額医療療養費に対しましては、所得に応

じて限度額、今現在設定をされまして、それを超えた部分については、国保から高額療養費と

して出すと。ただ、その間につなぎとして医療機関に支払うために必要な場合ということで、

こちらのほう貸付金ということで設定をしております。 

  この貸付制度の中身については福祉的な部分がかなり強いということで、医療機関にお金が

滞らずに払うということもありますけれども、福祉的に一時医療費を支払うのが難しい方に対

して福祉的な制度として出すということになります。 

  そうしますと、連帯保証人とかそういったものを設定するとそういったものは受けられない

こともあるということで、前はつけていたようなんですけれども、途中で保証人制度を外して

誰でも受けられやすくするという制度に改正しております。 

  そういったこともございまして、当時、そういった保証人はつけなかったという対応になっ

ております。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。 

○３番（吉田 清君） ありません。以上です。 

○議長（髙橋たい子君） ほかに質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） ほかにないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 



２５６ 

  これより議案第33号権利の放棄について（高額療養費貸付に係る債権）の採決を行います。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

     〔賛成者起立〕 

○議長（髙橋たい子君） 起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第８ 議案第３４号 令和３年度柴田町一般会計補正予算 

○議長（髙橋たい子君） 日程第８、議案第34号令和３年度柴田町一般会計補正予算を議題とい

たします。 

  本件の提案理由は既に説明済みであります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑は、まず債務負担行為補正、地方債補正を含め、総括と歳入を一括といたします。 

  歳出については、まず１款議会費45ページから４款衛生費57ページまでで、次に６款農林水

産業費57ページから13款予備費68ページまでといたします。 

  なお、質疑に当たってはページ数を示して行ってください。 

  まず、債務負担行為補正、地方債補正を含め、総括と歳入の質疑を許します。 

  質疑ありませんか。12番秋本好則君。 

○12番（秋本好則君） 秋本です。 

  35ページの債務負担行為の中身について、ちょっとお聞きしたいことがあります。 

  上から何番目かな、６番目か７番目、地域おこし協力隊のことが出ているんですが、これは

今までと変わった形で何か事業をするのか、この事業の中身について教えてもらいたいと思い

ます。 

  それと、その下の税システム電算処理業務委託、それとその下の個人住民税審査システム運

用業務、これは地方税共通納税システムというのがたしか入っていると思うんですが、これを

入れたことによってどのような変化が起きてきたのか、そこについて変化の中身について教え

てもらいたいと思います。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（藤原政志君） それでは、35ページの債務負担行為補正で、地域おこし

協力隊活動支援業務委託料の関係です。 

  それで、今までと何か変わったことをするのかという内容ですけれども、特段変わった内容
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をするということではございません。 

  それから、委託の内容ですけれども、まず隊員３人分の支援業務であるということです。こ

の隊員３人の支援業務は、大きく３つございます。 

  １つ目、これは活動支援業務ということで、主な内容は住宅借上げ、それから車借上げ、パ

ソコン借上げ、あと燃料費、そういったものの調整、各種手続などの支援を行ってまいります。 

  ２つ目、起業等支援業務、こちらは隊員に対する起業相談ということで、延べ年間192回程

度を想定しております。 

  それから３つ目、活動拠点支援業務、こちらはしばたの未来株式会社のコワーキング「Ｋｉ

ｔａｉ」というのがございますけれども、こちらの施設を使用するということとしているもの

でございます。 

  中身につきましては、活動拠点としての個室利用関係、これは貸切りでいつでも自由に使う

ことができるというものでございます。それから、活動拠点としてのフリースペース利用とい

うことで、個室以外のフリースペースについても利用できるようにするという内容でございま

す。それから、そのほか駐車場、ロッカー等の使用ということも含んでおります。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 続いて、税務課長。 

○税務課長（安彦秀昭君） 債務負担行為の税システム電算処理業務委託料と、個人住民税審

査・地方税共通納税システム運用業務委託料の違い等についてでございますけれども、税シス

テム電算処理業務委託は、庁舎内の住民情報システムを基本とした町税に関する電算処理業務

でございます。住民税や固定資産税等の納入通知書の印刷、封入や税務帳票の印刷の業務を行

うものでございます。 

  一方、個人住民税審査・地方税共通納税システム運用業務は、名称は地方税共通納税という

名前になっていますけれども、地方税における手続をインターネットを利用して電子的に行う

地方税ポータルシステム、いわゆるｅ－Ｔａｘのシステムのデータを処理する際に必要な審査

システムの利用環境を整え、税システム電算処理業務に結びつける業務でございます。 

  また、地方税共通納税システムは、ｅＬＴＡＸの中の一つのシステムで、納税者がインター

ネット等を利用し、国や地方公共団体に税金を電子的に納入する仕組みでございます。 

  それで、地方税共通納税システムは、令和元年10月から始まりまして、納税可能な税目は法

人町民税と個人の町民税の特別徴収に限られますが、インターネット等を利用し、税金を電子

的に納入することができます。指定金融機関以外で納入した場合、手数料が発生しますが、共
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通納税システムを利用した場合、手数料がかからなくなったり、自宅やオフィス等からインタ

ーネットを通じて納入できるので、金融機関に出向くことはございません。そのため、営業時

間外でも利用できるので、納税者の利便性が高まったということが一つの違いではないかと考

えられます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。どうぞ。 

○12番（秋本好則君） 分かりました。 

  今、説明にありましたｅＬＴＡＸ電子納税システム、これについては最初は対象が本当に絞

られていましたけれども、たしか2019年から導入されたと思うんですが、順次拡大していって

例えば個人住民税、あるいは法人事業税なり都道府県民税とか、そういったものにも広がって

くるということは聞いていたんですけれども、現状は広がっていないっていうことなんですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。税務課長。 

○税務課長（安彦秀昭君） 広がりまして、今では県税の事業税とかそういったものは当然なっ

ていますけれども、町民税では、法人町民税と個人の町民税の特別徴収に今のところは。ただ、

令和５年に向けて軽自動車税と固定資産税も利用可能になるように、今のところ検討が進めら

れております。 

○議長（髙橋たい子君） 再々質疑ありますか。どうぞ。 

○12番（秋本好則君） そうすると、将来の話になるかもしれないんですけれども、そういった

共通システムになって来た場合に、例えば柴田町と大河原町と村田町、それが１つのシステム

でつながればその部分だけを委託するということもこれは可能なシステムになっちゃうんです

か。それとも、それは全くクローズのシステムなので、ほかの自治体と連携するということは

できないシステムということなんですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。税務課長。 

○税務課長（安彦秀昭君） そのｅＬＴＡＸのシステムについては、その地方公共団体同士のと

いうのは、ちょっと私は今のところ分かりかねますけれども、あくまで柴田町でこの業務契約

しているシステム運用業務については、そのｅＬＴＡＸのシステムを町が有効に使うために結

びつけるためのシステムでございますので、ｅＬＴＡＸのそういった公共団体を超えての拡大

した利用形態になれば当然町もそれに伴ってできるようになるかと思いますけれども、申し訳

ないですけれども、そこまでの内容はちょっと今のところ分かりませんので、申し訳ございま

せん。 

○議長（髙橋たい子君） ほかに質疑ありませんか。16番白内恵美子さん。 
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○16番（白内恵美子君） 白内です。 

  41ページの国庫支出金、国庫負担金の児童福祉費負担金2,799万9,000円増の説明のときに、

対象児童数増と説明があったと思うんですけれども、もっと詳しく何歳児が何人ぐらい増えた

のか伺います。 

  それから、43ページの寄附金のふるさと応援寄附金で、15億円を見込んだ根拠について説明

願います。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長（大山 薫君） 41ページの国庫負担金の保育給付費の増でございますけれど

も、こちらにつきましては、新制度に移行した幼稚園とか認定こども園、それから町内の私立

保育所などに対して給付されるものの財源となっております。 

  当初では見込みました数字が77名ほどで見込んでおりましたが、町内の私立の保育所の児童

が定員約50人に対して58人ということで８名増加。それから、柴田町以外、町外ですね。町外

の幼稚園、認定こども園、それから保育所に広域入所という形で利用されている子どもさんが

想定していた人数から約14名増えまして、合計で当初見込んでいた数字から22名増えた形にな

りまして、今現在、合計で99名の方がこちらの保育の施設給付費で算定する形になっておりま

す。 

  その関係で、予算のほう今回、増額させていただいたところです。 

○議長（髙橋たい子君） 続いて、まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（藤原政志君） 43ページのふるさと柴田応援寄附金の関係でございます。 

  こちら15億円増の補正後25億円とした根拠でございますけれども、今年度におきましては、

７月末において累計額が前年度を上回る件数、額となり、10月末においてはその伸び率が約

130％となっています。この伸び率のペースでいきますと、11月末で137％、12月末で約145％

の伸びと推測していたところでございます。 

  この伸び率を寄附額で算定しますと、12月末において23億円を超えることが見込まれまして、

１月から３月まで昨年同時期の状況を見ますと１億円を超えるぐらいの額が見込まれるという

ことで、令和３年度の寄附額は25億円に迫ることから、今回15億円の増額補正としたところで

ございます。 

  ただし、寄附金の動向につきましては、かなり不透明なところがございますので、できれば

少し多めに見積もって歳出のほうで支出できないということがないようにはしたいなと思って
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おります。もし、上回るようなことがあればまた補正でお願いすることになろうかと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 保育給付費で対象児童数が22名増えたということなんですが、年齢は

分かりますか。どの部分が一番柴田町で今まで足りてなかったのかなという部分と、それから

町外への14名というのは、勤務の都合で町外のほうが楽だからなのか、柴田町で無理だから町

外になったのかがちょっと気になったんですが、分かれば説明願います。 

  それから、ふるさと柴田応援寄附金、読売新聞への掲載は何日になるんですか。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。最初に、子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長（大山 薫君） 増加した児童数の年齢構成ということなんですけれども、何

歳児が増えたかということよりは、満遍なくゼロ歳児から５歳児まで増えているような状況で

ございます。 

  なぜ広域利用という、柴田町以外の施設を利用しているかといいますと、ほとんどが保護者

の方の勤務地が所在する市町の施設のほうを利用していると。今年、初めて利用される方もい

れば、当初から見込んでいましたように昨年度からずっと引き続き同じ、例えば保育所なり幼

稚園を利用されている方がいるということで、今回、ただ新たにまた広域利用ということで柴

田町以外の施設を利用する方が増えたということでございます。 

○議長（髙橋たい子君） ２点目、まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（藤原政志君） 読売新聞への掲載ということで、いつの時期になるかと

いう話でしたけれども、現時点では12月18日土曜日または19日日曜日で調整をしております。

記事の関係によってなかなか動いてしまうということもありますので、この辺で調整させてい

ただいているところでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再々質疑ありますか。 

  ほかに質疑ありませんか。13番大坂三男君。 

○13番（大坂三男君） 13番大坂です。 

  今のふるさと柴田応援寄附金の件で、今年度新たに使途ですね、使い道について２件ほど追

加したんですが、その追加した分がどういう状態で経過しているか。今回百何十％って、前年

度と比較してということで補正の金額が算定されていると先ほどお伺いしたんですが、新たな

目的、使い道について設定したものの分析というのはなされているかどうかお伺いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 
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○まちづくり政策課長（藤原政志君） 寄附金の使途の項目で新たに追加したものの状況につい

てでございます。 

  一つは、冒険遊び場整備事業ということで、こちらのほうは件数が1,678件、これは11月末

現在でございます。全体からしますと2.6％という状況です。金額は3,076万5,000円。 

  それからもう一つ、スロープカー整備事業の関係です。こちらは299件、全体の0.5％、金額

では536万円ということになっています。 

○議長（髙橋たい子君） ほかに質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） ほかにないようですので、これで総括と歳入の質疑を終結いたします。 

  ただいまから休憩いたします。 

  10時40分再開といたします。 

     午前１０時２８分  休 憩 

                                            

     午前１０時４０分  再 開 

○議長（髙橋たい子君） 再開いたします。 

  次、歳出の質疑に入ります。 

  まず、45ページの議会費から57ページの衛生費に対する質疑を許します。 

  質疑ありませんか。１番石森靖明君。 

○１番（石森靖明君） １番石森靖明です。 

  まず、51ページの民生費の障害者支援事業費の中の負担金、補助及び交付金、障害児給付費

2,381万5,000円について、その増額の理由とその給付費の内容についてお伺いしたいと思いま

す。 

  それから55ページ、子育て世帯への臨時特別交付金２億8,250万円について、こちらまず10

万円分のうち５万円分というご説明いただいたところですけれども、今回の議決を前提として

振込みはいつ頃予定されているのか。また、新聞報道で柴田町残りの５万円については現金給

付であるということで報道等されていますけれども、その真意についてお伺いしたいと思いま

す。 

  それから、56ページの委託料、コールセンター等業務委託料ですけれども、これ2,500万円

債務負担行為で上がっていますけれども、こちらのコールセンターの業務委託の内容ですね。

人数どのくらいでやっているのか、あるいは期間等々について答弁お願いします。 
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○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。最初に、福祉課長。 

○福祉課長（八矢英二君） お答えします。 

  障害児給付費2,381万5,000円の増についてですが、令和３年度の初め頃からコロナが落ち着

きまして、放課後等デイサービス事業の利用料と利用人数の両方が増加しました。利用料が増

えた要因の一つとしまして、新規事業者が増えたこと、利用人数が増えた要因は、就労準備型

の放課後等デイサービス事業に中高生の利用者が増えたことなどによります。 

  利用人数は、令和２年度は月平均41人の利用でしたが、令和３年度はこれまでに月平均56人、

15人増の利用があります。放課後等デイサービス事業の月平均の支払額が昨年度より月150万

円多くなっておりまして、その部分だけで1,800万円ほど多くなっております。そのほか、発

達支援事業等の給付費などの見込みも合わせまして2,381万5,000円の増額で計上しております。 

○議長（髙橋たい子君） 続いて、子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長（大山 薫君） 55ページの子育て世帯への臨時特別給付金の関係でございま

す。 

  まず、振込みをいつ予定しているかということなんですけれども、新聞でも報道されていま

すが、まず９月分の児童手当、柴田町から受けられている方と同じ世帯に属する高校生の方、

合わせまして4,200人の方、こちらプッシュ型での給付になるんですけれども、こちらの方々

に対しましては、今のところ12月23日に口座に振り込ませていただくという形になっておりま

す。 

  それから、高校生のみを養育している方、それから公務員の方で児童手当の対象になる方、

それから今後令和３年10月１日以降に出生された児童を養育する方、合わせまして1,350人を

想定しておりますが、こちらの方々につきましては、児童手当で登録しております銀行口座等

がございませんので、今年の年末といいますか、12月24日以降を予定しているんですが、まず

申請書を該当される方々に送付いたしまして、銀行口座等をご指定していただいて振り込むよ

うな手続を取りたいと考えております。予定としましては、まず申請書がそろい次第やりたい

と思っているんですけれども、１月下旬頃に申請書を取りまとめた分から順次口座に振込みを

していきたいと考えております。 

  それから、国でも今、国会でいろいろありますけれども、残りの分の５万円の考え方でござ

いますけれども、国では現金給付ができるかっていうことなんですけれども、今現在、国では

クーポンを基本としつつ、地域の実情に応じて現金でもいいですよってことなんですけれども、

具体の運用方法がまだ国から示されておりません。しかしながら、町としましては現金で給付
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したほうが事務手続も煩雑になりませんので、給付のスピードも上がるということで、今現在

は国の補助要綱で制限を受けない限りは現金での給付ということで考えております。 

○議長（髙橋たい子君） 続いて、健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） 56ページ、４款１項７目12節委託料、コールセンター等業務委

託料2,500万円の増額でございますけれども、内容につきましては、新型コロナワクチンの追

加接種ということで３回目の接種の体制づくりということになります。 

  こちらのほう現在８か月以降後ということで始まります。もう既に医療従事者の方は入って

おりますけれども、その後、町内の医療従事者、それから町内の施設関係の入所者、その後高

齢者という順番で考えております。その中で、今回につきましては、３月までの分のコールセ

ンターの設定ということで、こちらどのような体制でということになりますけれども、まずコ

ールセンター自体につきましては、８回線で８人体制で３月末まで考えております。 

  それからあともう一つ、集団接種会場のほうの接種済証の発行とかそういった流れの中につ

きましては、18人で設定をしております。そちらの回数ですね、今後、今のところ８か月以降

後ということなんですけれども、前倒しもというようなことがありますので、現在は８か月を

目安に考えております。それで３月まで大体平日が集団接種29回、それから土曜日が９回とい

うことで予定をしております。ただ、これが前倒しになればそのニーズが受入れがもう少し強

化しなければならないということになりますので、現段階ではそういった状況で設定をさせて

いただいております。そちらのほうの経費ということになります。 

  よろしくお願いします。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。どうぞ。 

○１番（石森靖明君） 先ほどの障害児給付費の増額についてその理由をお伺いしましたけれど

も、新規事業者が増えてきたということだったんですけれども、どのくらい増えたのかという

ことと、それからその新規事業者が増えたことによって、利用対象となり得る方々が全て利用

できるような収容人数的な部分でちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。福祉課長。 

○福祉課長（八矢英二君） お答えします。 

  ただいまの新規事業者というのは、町内ではなくリッキー角田ということで角田市になって

おります。 

  あと、リッキーガーデン、ゆうちゃんちとか岩沼市とかもう１件角田市にもあります。これ

が近隣のほうで開設したことによりまして、使いやすくなったということもあります。 
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  今現在、利用人数が増えたということにもなるんですけれども、船岡養護学校とかから行く

のが近いという感覚で、今まで遠くにあって使えなかった人が使えるようになったということ

で、利用人数が増えたということになります。 

  今現在、利用を希望している方は全てその施設に行っておりますので、多分容量としては今

間に合っていると思います。 

○議長（髙橋たい子君） ほかに質疑ありますか。 

○１番（石森靖明君） ありません。 

○議長（髙橋たい子君） ほかに質疑ありませんか。３番吉田清君。 

○３番（吉田 清君） ３番吉田清です。 

  48ページ、２款総務費10目18節負担金、補助及び交付金について、10万円、特殊詐欺撃退電

話機等購入補助とありますけれども、１台何万円して誰がどのような使い方をするんでしょう

か。 

  あと51ページ、３款２目老人福祉費、石森議員と少し同じような質問になるんですけれども、

486万5,000円なぜ増額になったんでしょうか。 

  また、同じように３款３目の障害者支援事業費5,864万3,000円とあります。国からは4,400

万円入っていますけれども、これは毎年このように高額に増えてきているんでしょうか。 

  あと54ページ、９目子育て世帯生活支援特別給付金（低所得世帯）給付事業費なんですけれ

ども、54万6,000円とありますが、これは生活が大変だということで支給される事業なんです

けれども、これは１軒も漏れなく滞りなく給付されたんでしょうか。 

  あと56ページ、４款衛生費18節仙南夜間初期急患センター運営経費負担金646万4,000円とあ

りますが、夜間急患者ですが、１日平均何名診療されているんでしょうか。 

  最後に56ページ、７目12節、これも石森議員と少し同じような質問になるんですけれども、

コールセンター等業務委託料2,500万円とありますが、少し高いように考えますが、これは妥

当な金額なんでしょうか。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 最初に、まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（藤原政志君） 48ページの一番下ですね、特殊詐欺撃退電話機等購入補

助の関係です。 

  少しだけ経緯を説明させていただきたいと思いますけれども、以前から高齢者を狙った特殊

詐欺というのが問題になっております。さらに新型コロナウイルス感染症に係る給付金、ある
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いは支援金が始まってから宮城県でも特殊詐欺の予兆電話というのが相次いで発生している。

そういった背景がございます。大河原警察署から協力してくれないかということで、というの

は特殊詐欺に対応する電話機の購入の補助ということでございました。 

  ということで、柴田町から郡で一体になって４町で進めたほうが効果的ではないかというご

提案をしまして、そこで４町で進めることに調整してなったんですけれども、そのうち柴田町

と村田町が先行して進めてみようと。これは早いほうがいいのでやってみようということにな

ったものでございます。 

  ちょっと経緯を長くお話しし、申し訳ございません。 

  １台の金額ですけれども、これはピンからキリまであると思います。ファクスついている機

能を持っているものもありますので、これは例えば着信相手に対して録音を行う旨の応答を自

動的に行って自動録音するような機能がついたものと、大ざっぱに言えば。そういったものを

購入した場合に補助率２分の１で上限5,000円ということで考えております。 

  ですから、例えば１万5,000円の電話機であった場合に２分の１ですと7,500円ということに

なりますけれども、上限がありますので5,000円の補助ということになります。ここで10万円

というのは、20件を想定しているということでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 続いて、福祉課長。 

○福祉課長（八矢英二君） それでは、51ページの老人福祉費の老人保護措置費の増でよろしい

ですね。こちらにつきましては、令和３年度当初では1,556万1,000円と７人分の措置として予

算計上しておりましたが、７月に１名、８月に１名の２名を追加したものですから、増額とな

るものです。今まで７名だったものが９名となる見込みですので、増額補正をしております。 

  続きまして、同じページでございます。障害者支援事業費、負担金、補助及び交付金、先ほ

ど半分、障害児給付費のほうは石森議員にお答えしたとおりでございます。残るところで障害

福祉サービス給付費になりますが、こちらのほうも利用の増加というのがありまして、あとサ

ービス給付費の報酬の改定があったため、１人当たりの利用料が増えているということで、そ

ちらのほうでも今までの給付の実績と今後の見込みを表しまして、障害福祉サービス給付費の

ほうは2,194万3,000円の増額、先ほどの障害児給付費が2,381万5,000円、合わせて4,575万

8,000円の補正ということになっております。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 続いて、子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長（大山 薫君） 54ページの子育て世帯生活支援特別給付金（低所得世帯）給
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付事業費でございます。 

  今回の補正につきましては、今までパートタイムの会計年度任用職員だった者が、ちょっと

業務量の増加に伴いましてフルタイムに移行したということで54万6,000円の増額補正をさせ

ていただいているところです。 

  こちらの低所得世帯の生活支援の特別給付金でございますけれども、令和３年４月現在の児

童手当、それから特別児童扶養手当の支給を受けている方で、住民税の均等割が非課税という

方々になります。こちら申請不要といいますか、こちらのほうで審査させていただいて、該当

する方には積極支給ということでプッシュ型で支給をさせていただいております。 

  それからまた一方、このコロナ禍で家計が急変したという方、前年に比べて収入が減ってい

ますよという方については、申請をいただきまして、住民税の均等割が非課税に相当するよう

な状況に家計が急変している方につきましても対象となる場合に１人当たり５万円ですね、支

給する事業となっております。今現在、11月末現在で291人の方に対して支給をしております。

なので、１人も漏れがないかということであれば、積極支給の分につきましては漏れがないと

いうことでございます。 

  それから、家計急変者につきましては、今後２月末まで申請期間がございますので、今後家

計が急変した方については、申請していただけるよう引き続き呼びかけていきたいと思います。 

○議長（髙橋たい子君） 続いて、健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） まず初めに56ページ、４款１項５目18節仙南夜間初期急患セン

ター運営経費負担金646万4,000円、こちらのほうの関係ですけれども、どのくらい利用がされ

ているのかということでございます。 

  昨年度はやはりコロナの関係もありまして、若干少なくなっております。柴田町の利用者に

つきましては127人、令和２年度になります。ちなみに令和元年度ですね、こちらのほうにつ

きましては323人という利用状況になってございます。 

  続きまして、同じページの４款１項７目委託料、コールセンター等業務委託料ということで、

2,500万円は高くないかということのご指摘ですけれども、先ほど石森議員の質問にもお答え

しましたように、こちらはコールセンターの運営と、さらには集団接種会場のスタッフという

ことで、人件費が主なものになります。コールセンターにつきましては、先ほどもお話しさせ

ていただきましたとおり、８回線で８人で対応させていただいております。それから、集団接

種会場のほう受付から案内ということで、そちらのほう18人という体制でその日割りで計算を

させていただきまして、あとはＰＣの借上料とか、あとコールセンターの電話回線の使用とか、
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そういったものを含めましてこのような金額ということで出ております。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。 

○３番（吉田 清君） ありません。 

○議長（髙橋たい子君） ほかに質疑ありませんか。12番秋本好則君。 

○12番（秋本好則君） 秋本です。 

  46ページの７節の報償費なんですが、ここのところ５億2,500万円になっていますが、15億

円に対しては３億7,500万円かなと思うんですが、それとその下の12番、13番のこれも合わせ

たやつが３億7,500万円になるのかなと思ったんですが、その金額をちょっと教えてもらいた

いと思います。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（藤原政志君） 46ページの報償費、ふるさと柴田応援寄附報償の関係で

よろしかったでしょうかね。 

  こちらのほうですけれども、経費につきましては、大体寄附金額の50％以内ということで組

んでおりますけれども、こちらの報償費につきましては、約35％程度の支出ということになり

ます。その点で計算をしておりますので、当初３億5,000万円ということで、現計予算もそう

なんですけれども、それに対し今回25億円に寄附金を設定しましたので、５億2,500万円の補

正をし、補正後は８億7,500万円となるということでございます。 

  委託料等もですか。 

  委託料につきましては、大体見込みとしては寄附金額の13.7％程度を見込んでおります。現

計予算としては１億4,725万2,000円ということで、今回は１億9,500万円を補正計上しまして、

補正後は３億4,225万2,000円としたところでございます。 

  それから、使用料及び賃借料、こちらにつきましては、おおよそ寄附金額の2.1％というこ

とで考えておりまして、現計予算で2,328万7,000円、今回の補正で3,000万円、補正後5,328万

7,000円ということで計上しております。 

  以上でよろしかったですか。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。 

○12番（秋本好則君） 私のちょっと記憶なんですけれども、ざっくり言って寄附額の半分が自

治体に対する寄附になって、残りの半分の中から景品というのかな、それと事務経費になるの
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かなと思ったものですから、50％が柴田町でいくと24節の７億5,500万円という形で積立金に

なって、同じ金額が報償費とそのほかの事務経費、システム利用料、そういったものが50％で、

25％、25％という割合になるのかなというふうにざっと考えていたんですけれども、そういう

ことではないんですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（藤原政志君） ふるさと柴田応援推進事業ということで事業費が計上さ

れております。今回は、15億円の経費を計上しておりますけれども、これ積立金も含んでいる

ので、全体で15億円のものになりますけれども、積立金は除いた額ですとおおよそ７億5,000

万円の今回増額ということになるので、それは15億円の約50％が費用として算定されていると

いうことでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再々質疑どうぞ。 

○12番（秋本好則君） そうすると、報償費になるのかな、５億2,500万円今入っていますけれ

ども、ここについては25％でなくてもいいと、経費が少なくなってくれば報償費のほうを膨ら

ませていってもいいという、そういうふうな考えでいいんですね。ちょっとそこ私、25％、

25％って簡単に分けて覚えていたものですから、そこだけちょっと確認したいんですが。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（藤原政志君） そうですね、あくまでそういった経費を合わせまして

50％程度以内に収めるということになっておりますので、その中の取合いにつきましては、い

ろいろ出てくるかと思います。 

○議長（髙橋たい子君） ほかに質疑ありませんか。16番白内恵美子さん。 

○16番（白内恵美子君） 白内です。 

  48ページの財政財産管理費工事請負費、庁舎・保健センター駐車場整備工事4,015万円、説

明のときは特になかったんですよね。少し詳しく、今と変わるものなのかどうか含めて説明を

お願いします。 

  それからもう一つ、56ページの衛生費保健衛生費健康推進総務費負担金のみやぎ県南中核病

院企業団負担金、コロナの影響により追加という説明だけだったのですが、もう少し詳しく説

明をお願いします。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。最初に、財政課長。 

○財政課長（森 浩君） 48ページ、工事請負費、庁舎・保健センター駐車場整備工事4,015万
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円、あとは委託料のほうに工事設計委託ということで190万9,000円、今回計上させていただき

ました。 

  今回、庁舎・保健センター耐震補強等工事に関しては、建物のみということでの工事になっ

ております。今回、駐車場ということで、今までと変わる分に関しても含めて説明させていた

だきます。 

  まず、庁舎南側、今コの字になっているところですね。植栽帯でございましたが、そこをま

ず駐車場として整備をさせていただきます。それから、保健センター東側、こちらの舗装の打

替えと区画線の引き直しという部分がございます。それに伴って駐車場の面積が3,174平方メ

ートルになります。そのほか、今回植栽等全部除去してしまいましたので、新たに植栽帯とし

て380平米、駐車場と建物の間等に植栽帯を設けたいと思っております。それから、保健セン

ター側の外側のタイル張替え等も含まれております。あとは、照明ですね。それから、閉庁時

の進入防止対策ということで、今は夜間自由に駐車場出入りできたんですが、そちらを管理す

る部分として進入防止対策として柵の設置等も考えております。 

  そういうものを含めて今回この金額になっております。 

○議長（髙橋たい子君） 続いて、健康推進課長。 

○健康推進課長（水戸浩幸君） 56ページ、４款１項５目18節みやぎ県南中核病院企業団負担金

4,906万8,000円の増額でございます。 

  こちらにつきましては、先ほど白内議員おっしゃるとおり、昨年来コロナの関係で減収が続

いたということでございます。今年度につきましても、やはりその影響がございまして、入院

患者につきましては減っている状況になってございます。それに加えまして、感染拡大のおそ

れがある検査やそれから手術等、こういったものも休止している状況にございます。それから、

救急医療部分ということで、これは恒常的に不採算という状態になっておりまして、そういっ

たことも含めまして一時借入金ということで運営上行っております。ただ、それを資金不足と

いうようなことがありまして、こちらのほうを解消するために、関係１市３町こちらの構成団

体に正式に追加負担の依頼があったものでございます。 

  今回につきましては、１億5,000万円ということで、それを負担割合で計算しますと、今回

のこの金額4,906万8,000円になります。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。どうぞ。 

○16番（白内恵美子君） 駐車場なんですけれども、まず何台駐車できるようになるのかと、そ
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れから植栽帯はちょっとイメージ湧かないんですが、建物と駐車場の間にという、今人が歩い

ているところに何か植え込みをするということなんでしょうか。 

  まずは、駐車場少し南側増やしたことで実際どのくらいの台数置けるようになるのか。そこ

が一番心配なところなので伺います。 

  それから、中核病院のほうなんですけれども、一時借入金１億5,000万円の解消ということ

なんですが、令和２年度末だとかなり借入金はあったんですが、現在の借入金はそうすると１

億5,000万円解消することで、どこまで減らせるものなんでしょうか。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。最初に、財政課長。 

○財政課長（森 浩君） 駐車場のほうです。 

  駐車場に関しては約60台駐車できるようにするということで、現状より19台ほど増える形に

なります。 

  それから、植栽帯に関しては、北側の今もう駐車場として使っているところがございます。

守衛室の前の部分、今舗装されておりませんが、機能美として全く緑がなくなってしまってい

ますので、あちらの北側の部分に関して、やっぱり植栽帯を設けて来庁される町民の皆さんに

その辺見ていただくということで、緑を増やすということを考えております。 

  ２点目なんです。病院のほう、病院の負担なんですが、こちらは昨年、財政担当課長会議が

開かれまして、やはり昨年来、コロナの影響で中核病院の経営的なものとして一時借入金をし

ないと資金繰りがつかないという状況で、昨年、中核病院は公的病院ということで、コロナに

伴っての経営改善するための企業債を借りることができるということで10年間でそれを返して

いく間に、その資金不足、昨年たしか19億円まで一借りをしたという経緯があった中で、10年

間で資金不足を解消すると。そのための計画として構成市町にまず昨年は６億円、５か年で６

億円の支援をしていただきたいという病院からの要望がございました。財政課長会議の中では、

そこまで資金不足ということで、あと国のほうからお金を借りる上で条件として10年後にその

資金不足を解消しなければならないということから、やはり支援をしなければならないという

ことで、昨年も３月ですか、補正予算を組ませていただいて支援をしたところです。今年、病

院のほうがやっぱり、その際には病院の営業的な部分の頑張りがあって、６億円は必ずしも６

億円というものを確定として捉えてはいないということを財政課長会議の中では伝えさせてい

ただきました。構成市町の財政課長もそういう考えで、ただし支援はしてまいりますというこ

とだったんですが、今年、病院のほうも休棟している、休んでいる病床、少しずつ増やしてい
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きますよと。ベッドをどんどん増やしていきますということでもう一度計画を練り直しまして、

４年間で５億円の支援をしていただきたいということで、１億円、１億5,000万円、１億5,000

万円、１億円ということで、６億円から５億円に変わったということで、そういうことで今回、

こういう形で１億5,000万円になりました。 

  ですので、来年以降は当初予算でその金額を確定させていただくということでお話がありま

したので、来年以降は当初から病院負担金が来年は１億5,000万円、その次は１億円というこ

とでそれぞれ構成市町の負担割合に応じて負担金がこの２年間は増える予定になります。 

  以上になります。 

○議長（髙橋たい子君） 再々質疑ございますか。 

  ほかに質疑ありませんか。６番加藤滋君。 

○６番（加藤 滋君） ６番加藤です。 

  １点だけ、54ページ、８目施設給付費1,805万4,000円ってあるんですが、この内容について

お願いいたします。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長（大山 薫君） 54ページの施設型給付費でございます。 

  こちらにつきましては、町内の私立の保育所、それから町外、広域利用ということで、新制

度に移行した幼稚園、認定こども園、保育所を利用した場合に支払われるものなんですけれど

も、子どもさん１人当たりの教育・保育に通常要する費用から保護者の方の利用者負担額を控

除したものの残った部分をその利用した施設にお支払いするというものでございます。 

  先ほど歳入で白内議員の質問にも答弁させていただきましたけれども、当初見込んでおりま

した人数から約22名増えまして、合計で99人の方が利用することになったということです。大

きく町外の施設を利用する、広域利用をする方が14人増えたということで、今回給付費の増額

を計上したものでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。 

  ほかに質疑ありませんか。14番佐々木裕子さん。 

○14番（佐々木裕子君） 14番佐々木裕子です。 

  48ページの節14で、先ほど同僚議員からも質問ありましたけれども、14番工事請負費の中の

庁舎・保健センター駐車場整備工事の中で、先ほどの答弁で照明の整備も行われるということ

でしたけれども、どのような形になるのかちょっとお話しいただければと思います。 
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  その１点です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。財政課長。 

○財政課長（森 浩君） 工事の中での照明に関してでございます。 

  今現在、駐車場の照明ということになると北側駐車場、正面玄関になりますが、ちょうど左

側の端にちょっと小さい防犯灯と同じような照明がございます。それから、東側に関しては、

しらさぎさんのところの角にまた同じように町道等にあるような小さい防犯灯というような形

で照明がありました。実際、夜間庁舎とか保健センターの電気が消えてしまうと駐車場自体が

暗いということでしたので、今後は太陽光で発電をする照明ですね、そちらを要所要所にとい

うか、たしか４か所だったと思うんですが、４か所に設置をして駐車場を明るい状況にしてい

きたいと思っております。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。 

  ほかに質疑ありませんか。10番桜場政行君。 

○10番（桜場政行君） 48ページの工事請負費、２つ、旧羽山児童館の解体工事と10区の集会所

の解体工事、これは恐らく工事を終えてマイナスってなっていますけれども、どう見ても羽山

児童館も含めて10区の集会所の解体工事っていうのは、恐らく予定価格1,000万円もしないよ

うな感じがするんですけれども、それにしては確定した金額がかなりの大きいマイナスってな

っているんですけれども、予定価格と実際の落札価格っていうのはどのようになっているか、

ちょっとお聞きしたいんですけれどもよろしいでしょうか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。財政課長。 

○財政課長（森 浩君） 旧羽山児童館と10区集会所の解体工事、今回予算で減額をさせていた

だいたのは、落札価格と実際の契約価格の差ではございません。実際、羽山児童館、10区集会

所、建築年次を考えると建物内アスベストが使われている可能性があったということで、もし

アスベストが使われているときには除却の際に経費がアスベスト仕様ということでの解体にな

ってしまうことによって、請負額を変更せざるを得ないだろうということで、まず通常の解体

費用での仕様で入札をさせていただいて、それで契約をさせていただいた後に落札業者のほう

で解体する建物を検査をしていただいて、アスベストが出た場合には変更契約を結ぶというこ

とで予算化をしておりました。 

  今回、幸運にもアスベストは使われていなかったということで、そのアスベスト分を見込ん

でいた予算を今回減額をさせていただいたということで、落札と予定価格の差ではないという

ことでございます。 
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  よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。 

○10番（桜場政行君） ありません。 

○議長（髙橋たい子君） ほかに質疑ありませんか。 

  次に、57ページの農林水産業費から68ページの予備費に対する質疑を許します。 

  質疑ありませんか。６番加藤滋君。 

○６番（加藤 滋君） ６番加藤です。 

  私からは58ページ、10目ほ場整備事業費の12節委託料なんですけれども、柴田地区ほ場整備

事業地形図作成業務委託料、この内容についてお願いいたします。 

  それから61ページ、５目災害対策費の中の17節デジタル防災行政無線戸別受信機（防災ラジ

オ）825万円、台数は国が150台、町が300台という説明があったんですが、この合計450台の使

い道はもう決めてあるんでしょうか。それをお願いします。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。１点目、農政課長。 

○農政課長（加藤栄一君） 58ページ、柴田地区ほ場整備事業地形図作成業務委託料の内容とい

うことでございます。 

  こちらの事業についてです。ほ場整備事業採択を受けました富上地区、それからこれから採

択を予定しております入間田地区、船迫地区におきまして、現在1000分の１レベルの地図がご

ざいません。今後、実施設計をするに当たってその地図が必要なことから今回作成するという

ことで、県の２分の１の補助を受けて作成するというものでございます。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 続いて、危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） デジタル防災行政無線戸別受信機の450台の使い道はという質問

でございました。 

  この戸別受信機の事業を進めるに当たって、自主防災組織の連絡会を昨年の12月、今年３月、

６月ということで開催してまいりました。その際に多数の区長さんから、この戸別受信機の、

いわゆる防災ラジオなんですけれども、この防災ラジオは実際にそのお年寄りや障害のある方

に渡すというのも分かるが、その方々を支援をする自主防災組織のほうに何とか貸与できない

のかというようなことを連絡会の度々言われましたので、この450台につきましては、その要

配慮者等を支援する方々の自主防災組織へお貸しをしたいと考えてございます。 
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○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。 

○６番（加藤 滋君） すみません、今の防災ラジオですけれども、たしか当初1,050台手当し

て、そのうち９月時点では４割くらいしか貸与していなかったと思うんですが、その後、残り

の600台ぐらいはもう貸与は済んだんでしょうか。どうなんでしょうか。それをお願いします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） 現在、配布済みという台数が367台というところで、残り683台ま

だ貸与されていません。当初75歳の一人暮らしという対象者でございましたが、この事業、国

の事業に手を挙げたときに町の取組方針というところで、当初75歳お一人暮らしの方、３年か

けまして70歳のお一人暮らしの方ということで1,050台、450台、500台を整備して、最終的に

対象者2,000名に対してお貸ししますという計画で進んでおりました。 

  その計画を75歳から70歳に年齢を引き下げまして、加えまして肢体不自由の障がい者という

対象を今度は視覚障がい者を加えまして、その後、その方々を支援する民生児童委員とあとは

令和４年から令和６年の障がい者とお一人暮らしの高齢者というところの年度、年度に発生す

る方々、貸与対象となる方々を加えまして、今後貸与をしていくという計画でございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再々質疑ありますか。どうぞ。 

○６番（加藤 滋君） そうしますと、六百何十台かの残りについては、今ご説明あったとおり

だと思うんですが、対象年齢を70歳まで引き下げるってお話あったんですが、それは今年度、

新しい対象者の方に配布する、来年も70歳になった方をまた対象にして配布すると、そういう

ことでよろしかったですか。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。危機管理監。 

○危機管理監（平間信弘君） 現在の対象者の考え方、70歳以上のお一人暮らしと障害をお持ち

の方ということで、毎年その該当になられた方には貸与をしていくという考えでございます。 

○議長（髙橋たい子君） ほかに質疑ありませんか。17番平間奈緒美さん。 

○17番（平間奈緒美君） 17番平間奈緒美です。 

  59ページ、７款商工費１の商工振興費の18負担金、補助金及び交付金の中の特産品開発等事

業補助30万円計上されておりますが、これの内容について伺います。 

  続きまして60ページ、観光整備費の役務費、サイクリングコース誘導サイン設置料、こちら

についても詳しい内容をお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。商工観光課長。 
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○商工観光課長（沖館淳一君） 59ページ、７款１項１目18節特産品開発等事業補助についてに

なります。 

  こちら、町内に住所を有します団体または個人の方にお出しするものになりますけれども、

特産品開発に係る研究、調査に要する経費、あとは特産品の試作に要する経費、また特産品の

販路拡大に要する経費を対象条件にしております。１件につき事業費の２分の１以内で30万円

を上限としているものでございます。 

  現在２件、一般質問等でも答弁いたしましたけれども、奥野醸造さんの酢の開発、それから

商工会女性部で小包セットの販路拡大で今現在使われておりますが、新たに今回１件を補正予

算するものでございます。 

  内容的には、はらから福祉会さんが製造販売するということで聞いてございます。レトルト

食品の開発で１件、今回計上させていただいてございます。 

  続きまして、60ページの７款１項２目11節サイクリングコースの誘導サインの設置について

になります。 

  こちら仙南２市７町でみやぎ仙南サイクルツーリズム推進会議というのを、大河原町が事務

局を執ってございます。そちらのほうで仙南２市７町、各１市町10か所程度で誘導サイン、看

板を設置するという事業でございます。実際、看板のデザイン等は統一されていまして、こち

らのサイクルツーリズム推進会議で看板の制作はするんですけれども、設置の部分だけを市町

でお願いしたいということで、今回10か所、33万円計上させていただいたということになりま

す。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。どうぞ。 

○17番（平間奈緒美君） 特産品の開発についてなんですけれども、すみません、今回ははらか

らさんのレトルトの開発の分ということでよろしかったでしょうか。確認でした。 

  そのレトルトの開発ということなんですけれども、詳しいことはこれからになってくると思

うんですけれども、具体的にどんな感じで進んでいるのか伺います。 

  あと、サイクリングコース誘導サインですけれども、10か所程度ということで設置は町でと

いうことでした。コース、これからになってくるのかなと思うんですけれども、大体どの辺り

を計画しているのか、もし分かればお願いいたします。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。商工観光課長。 

○商工観光課長（沖館淳一君） 具体的なレトルト食品ということで聞いてございますが、はら
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から福祉会さんで製造販売はするんですが、実際にはというか、メニューの監修には槻木の飲

食店さんが一緒に行うということで、はらからさんと町内の飲食店さんで協力し合って創ると

いうことで、実際にレトルト食品の内容についてはまだちょっと伺ってございませんで、詳細

はこれからこちらのほうに来るのかなと思っております。 

  また、サイクリングコースの看板の設置についての場所とかなんですけれども、観光設備へ

の誘導サインということで設置をするということになりますので、太陽の村、それから千桜公

園、船岡城址公園、あとはＪＲ船岡駅も入ってくるのかと思います。そういう施設のトイレを

使えるところの案内ということになりますので、内容的にはその施設までの残り距離数を設置

するということになります。ですので、一応コースは決められてはいるんですけれども、それ

に沿って町道なり県道なり、そういったところに設置を進めていくというものでございます。 

○議長（髙橋たい子君） ほかに質疑ありませんか。16番白内恵美子さん。 

○16番（白内恵美子君） 白内です。 

  58ページの農林水産業費の稲作総合対策費、米価下落緊急支援対策事業補助は、いつの振込

みになるのでしょうか。１件だけです。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。農政課長。 

○農政課長（加藤栄一君） 58ページの米価下落対策についての振込みの予定ということでござ

います。 

  今回、この議案お認めいただければ、14日に開催いたします生産組合の連合会長会議で詳細

を説明して、書類を組合員の方にお渡しいただくということで、まず進めていきたいと考えて

います。 

  年内、12月24日まで申請をいただいたものについては、１月の中旬振込みを予定と。それか

ら、最初の申込みの最終期限を１月31日ということで考えております。その分については、２

月の末日までには振り込みたいという予定で検討しているところです。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。 

○16番（白内恵美子君） ありません。 

○議長（髙橋たい子君） ほかに質疑ありませんか。３番吉田清君。 

○３番（吉田 清君） ３番吉田清。 

  61ページ、８款土木費、町営住宅管理事業400万円とありますが、どういった内容の住宅管

理事業なのか、詳しく説明していただきたいと思います。 

  あと62ページ、10款教育費２目12節委託料、教職員向け勤怠管理システム人事異動情報登録
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作業委託料15万円とありますが、勤怠管理というのは分かるんですけれども、人事異動情報登

録というのがちょっと分かりませんでしたので、詳しく説明をお願いします。 

  もう一つ、63ページ、10款教育費２目13節町内小中学校ＡＥＤリース料46万4,000円減額に

なっていますが、命を守る大事な器具が増えるのなら分かるんですけれども、なぜ減額になっ

たのか、ちょっと理解できませんでしたので、説明をお願いします。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。最初に、都市建設課長。 

○都市建設課長（水戸英義君） 61ページでございます。住宅費の事業費、修繕料400万円です。 

  北船岡１号棟、２号棟、槻木駅前など４か所の住宅の修繕ということでございます。空きに

なっている部分を修繕させていただいて、４月１日から貸出しを行うというものでございます。

さらに、冬場に給湯器など故障してしまうんですね。やっぱり10年くらいで交換ということに

なるんですが、それに備えてということで予算立てをさせていただいています。 

  以上です。 

○議長（髙橋たい子君） 続いて、教育総務課長。 

○教育総務課長（佐藤正人君） 教職員向け勤怠管理システムの関係ですけれども、こちらは３

月に先生方の人事異動がございます。人事異動後の新しく来る先生方の対応をしなければなり

ませんので、その出退勤システムの入替え等に伴う作業でございます。 

  続きまして、ＡＥＤですが、ＡＥＤはこちらは台数は減らしておるわけではございません。

予算額に対して入札の請差による減額ということでございます。 

○議長（髙橋たい子君） 再質疑ありますか。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） ３番吉田清ですが、最後のＡＥＤの数量を減らしたわけじゃないのに、

なぜ減額になったんですかね。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。財政課長。 

○財政課長（森 浩君） 減額になった理由です。 

  担当課ではＡＥＤの５年間のリースということで、当初参考見積り等で予算化をさせていた

だきます。それを基にして業者を指名しまして入札を行うわけなんですが、業者はリース料を

算定する上において、ＡＥＤは全く同じものというか、それに対して入札をしてくる業者さん

で予定価格に対して入札をしてきて契約をするということになりますので、担当課は予算足ら

なくならないような形で予算化をして、仕様を作って入札に臨んだところ、入札してきた業者

さんの価格が低かったということで、その予算との差額が今回減額になっているということで、
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ＡＥＤそのものの仕様が何か変わっているわけでは何でもなくて、入札によって契約額が低く

抑えられたということでその差額になります。 

○議長（髙橋たい子君） 再々質疑ありますか。どうぞ。 

○３番（吉田 清君） しつこいようなんですけれども、そのＡＥＤというのはいろいろなメー

カーがあると思うんですよね、確かに。その命を守るＡＥＤをやっぱり使うんであれば、一番

高価なものを使ってほしいという要望と、メーカーとか同じもので安かったらいいんですけれ

ども、やっぱり機械というのは安くていいというものはあまり聞いたときないので、その辺ど

うだったんですかね。 

○議長（髙橋たい子君） 答弁を求めます。財政課長。 

○財政課長（森 浩君） 申し訳ありません。まず、ＡＥＤに関しては医療機器になりますので、

やっぱり国からの標準的な仕様ということでさせております。 

  今回、リースということになりますので、それをどのような価格でリースをするかというこ

とで、リース料においてＡＥＤの価格が下げているわけではなくて、リースをするという部分

で両立ですかね、その辺の設定が業者によって価格が変わってくるということですので、ＡＥ

Ｄに関してはあくまでも医療機器として国からの指定をされておりますので、そこに差異はな

いと思いますので、そういう価格競争という部分においては、リース率、要は利率というんで

すかね、年何パーセントで見るか、その辺で差が出てくるかと思いますので、そういうことで

差が生じているということで、ＡＥＤそのものの効果が低いものを入れたわけではございませ

んので、そこは大丈夫ということでちゃんと入札においてもその仕様に関しては保証されてい

るものとなっておりますので、そこは大丈夫かと思います。 

○議長（髙橋たい子君） ほかに質疑ございませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） ないようですので、これで歳出の質疑を終結いたします。 

  これをもって一般会計補正予算に係る全ての質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第34号令和３年度柴田町一般会計補正予算の採決を行います。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

     〔賛成者起立〕 
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○議長（髙橋たい子君） 起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第９ 議案第３５号 令和３年度柴田町国民健康保険事業特別会計補正予算 

○議長（髙橋たい子君） 日程第９、議案第35号令和３年度柴田町国民健康保険事業特別会計補

正予算を議題といたします。 

  本件の提案理由は既に説明済みであります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑は、債務負担行為補正を含め、歳入歳出一括といたします。 

  質疑に当たっては、ページ数を示して行ってください。 

  質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第35号令和３年度柴田町国民健康保険事業特別会計補正予算の採決を行います。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

     〔賛成者起立〕 

○議長（髙橋たい子君） 起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第１０ 議案第３６号 令和３年度柴田町介護保険特別会計補正予算 

○議長（髙橋たい子君） 日程第10、議案第36号令和３年度柴田町介護保険特別会計補正予算を

議題といたします。 

  本件の提案理由は既に説明済みであります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑は、債務負担行為補正を含め、歳入歳出一括といたします。質疑に当たっては、ページ

数を示して行ってください。 

  質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 
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  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第36号令和３年度柴田町介護保険特別会計補正予算の採決を行います。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

     〔賛成者起立〕 

○議長（髙橋たい子君） 起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第１１ 議案第３７号 令和３年度柴田町後期高齢者医療特別会計補正予算 

○議長（髙橋たい子君） 日程第11、議案第37号令和３年度柴田町後期高齢者医療特別会計補正

予算を議題といたします。 

  本件の提案理由は既に説明済みであります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑は、債務負担行為補正を含め、歳入歳出一括といたします。質疑に当たっては、ページ

数を示して行ってください。 

  質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第37号令和３年度柴田町後期高齢者医療特別会計補正予算の採決を行います。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

     〔賛成者起立〕 

○議長（髙橋たい子君） 起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第１２ 議案第３８号 令和３年度柴田町水道事業会計補正予算 

○議長（髙橋たい子君） 日程第12、議案第38号令和３年度柴田町水道事業会計補正予算を議題

といたします。 

  本件の提案理由は既に説明済みであります。 
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  これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第38号令和３年度柴田町水道事業会計補正予算の採決を行います。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

     〔賛成者起立〕 

○議長（髙橋たい子君） 起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

     日程第１３ 議案第３９号 令和３年度柴田町下水道事業会計補正予算 

○議長（髙橋たい子君） 日程第13、議案第39号令和３年度柴田町下水道事業会計補正予算を議

題といたします。 

  本件の提案理由は既に説明済みであります。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑は、債務負担行為補正を含め、収入支出一括といたします。質疑に当たっては、ページ

数を示して行ってください。 

  質疑ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 討論なしと認めます。 

  これより議案第39号令和３年度柴田町下水道事業会計補正予算の採決を行います。 

  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

     〔賛成者起立〕 

○議長（髙橋たい子君） 起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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     日程第１４ 陳情第７号 米の需給調整および米価下落・稲作経営農家支援対策に関 

                 する緊急要請書 

           陳情第８号 「安全・安心の医療・介護・福祉を実現し国民のいのちと 

                 健康を守るための意見書」採択を求める陳情書の提出につ 

                 いて 

           陳情第９号 ウイグル等の人権問題に対し国に調査を求める意見書採択 

                 のお願い 

○議長（髙橋たい子君） 日程第14、陳情に入ります。 

  12月会議において、本日までに受理した陳情は、お手元に配付の陳情文書表のとおりであり

ます。 

  陳情第８号「安全・安心の医療・介護・福祉を実現し国民のいのちと健康を守るための意見

書」採択を求める陳情書の提出については、その取扱いを議会運営委員会において協議した結

果、請願と同一の取扱いとし、所管の委員会に付託すべきと意見の一致を見ました。 

  お諮りいたします。陳情第８号を文教厚生常任委員会に付託の上、休会中の継続審査にした

いと思いますが、これにご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（髙橋たい子君） 異議なしと認めます。 

  よって、陳情第８号は文教厚生常任委員会に付託の上、休会中の継続審査とすることに決し

ました。 

  陳情第７号と陳情第９号については、議会運営委員会の協議により、配付のみの取扱いとい

たします。 

                                            

○議長（髙橋たい子君） 常任委員会の休会中の活動予定の件について連絡いたします。 

  12月会議後の委員会活動予定については、お手元に配付いたしました内容ですので、ご承知

願います。 

  これで12月会議に付された事件は全て終了しました。 

  これで本日の会議を閉じますが、休会前に町長から挨拶の申出がありますので、これを許し

ます。町長。 

○町長（滝口 茂君） 議長にお許しをいただきましたので、令和３年度柴田町議会12月会議を

閉じるに当たりまして、一言御礼のご挨拶を申し上げさせていただきます。 
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  まず初めに、今回の会議につきましても、新型コロナウイルス感染症対策に十分配慮した中

での議会運営、また庁舎・保健センター耐震補強等工事に伴う議場の移動につきまして、議員

各位のご協力に深く感謝申し上げます。 

  会議では、条例改正４件、権利の放棄２件、令和３年度一般会計及び特別会計補正予算など

６件、全ての議案につきまして原案のとおり可決いただきましたこと、改めて御礼申し上げま

す。 

  さて、今回の一般質問は昨年の９月会議以来の一問一答方式で行うことができ、通常より時

間が短かったものの議論させていただきました。17人から提案をいただき、34問127項目につ

きましては、真摯に受け止め財政状況を考慮しながらできるところから随時取り組んでまいり

ます。 

  この１年間を振り返れば、新年早々柴田高校が選抜高校野球に初出場という明るい話題でス

タートしたものの、その後はコロナワクチン接種対応に明け暮れた１年となりました。ここに

来て少し落ち着きを見せておりますので、このまま終息に向かってくれればと思っております。 

  さて、国勢調査の確定値によれば、仙南地域の人口は５年間で約１万人が減りました。既に

仙南地域における経済社会は、成長発展拡大から縮小時代へと移ってきています。一方で、イ

ンターネットで世界の人と情報がつながり、またテクノロジーの進化によって私たちの生活は

大きく変わろうとしています。そうした中で、人口減少によってもたらされる喫緊の課題、例

えば交通弱者の足の確保、地域医療体制の整備、一人暮らし高齢者の見守り、インフラの老朽

化、移住定住対策、行政のデジタル化など山積みとなっております。アフターコロナ時代にお

いて、仙南地域の豊かさをどう確保していくか、仙南地域で人口が一番多い柴田町の力量が問

われると思っております。 

  今後、仙南地域が持続的に発展していくためには、何といっても行政と住民や事業者や外部

人材が一体となって、公民連携を強化していくことが大切だと思っております。さらに、仙南

地域の各自治体がそれぞれの個性を発揮し自立した上で、広域連携を図っていくことが必要だ

と思っております。たまたま仙南地域のまとめ役の立場を与えていただいた柴田町としては、

これまで以上にアンテナを高くして情報を集め、柴田町独自の政策力を駆使し、仙南地域を牽

引するシティマネージャーとしてリーダーシップを発揮してまいりたいと考えております。 

  新人議員の皆様とは初めての一問一答方式での議論でしたが、時間的な制約もありなかなか

丁々発止の議論とまではいきませんでした。しかし、新たな視点からの一般質問で私を奮い立

たせる刺激剤ともなりました。改めて新年度における一般質問で丁々発止の議論が展開できる
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ことを楽しみにしております。 

  今後とも、議員各位のご理解とご協力をお願い申し上げ、休会に当たり御礼の挨拶とさせて

いただきます。この１年間、大変ありがとうございました。 

  以上でございます。 

○議長（髙橋たい子君） これをもって令和３年度柴田町議会12月会議を閉じます。 

  大変ご苦労さまでした。 

     午後０時０１分  休 会 

                                            

  上記会議の経過は、事務局長大川原真一が記載したものであるが、その内容に相違ないこと
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