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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前10時00分 開議 

○議長（横井良隆君） 

ただいまの出席議員数は11人です。定足数に達していますので、ただいまから本日の

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。 

 

日程第１、議案第60号大治町議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例の制定についてを議題といたします。 

これから質疑を行います。 

 質疑のある方、どうぞ。 

 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

   

 

  

にかかる環境改善のためということでございます。そこら辺私が考えるには議員が立候

補しやすく、新人が立候補しやすくなるための条例制定じゃないかなと思うんですが、

しかし現実的にはこれは国の法律改正でございますが、供託金がゼロから15万円になっ

た。また、選挙の公営とは言いながらも供託金没収の場合は費用負担もしないというこ

とで、逆に新人、新しい方が出にくくなる。現職またいろいろいわゆる組織のバックが

ある方は出やすいですが、全くの新人が出にくいという制度になっているのかなと僕は

思うんですが、そこら辺町村選挙における立候補にかかる環境改善のため、もう少し具

体的に説明をお願いいたします。 

〇総務課長（大西英樹君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  総務課長、どうぞ。 

〇総務課長（大西英樹君） 

  今回の条例制定につきましては、法の改正に基づいて制定をさせていただいておりま

す。今の投票環境の改善と言われるものについてはお示しのとおり、まず選挙運動用自

動車の使用、それから選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成、これにかか

る経費を公費で負担するといったものでございます。以上です。 

〇議長（横井良隆君） 
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  他に。 

 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

   

 

  ということは、大治町の議会の制度改革等特別委員会の中でも新しい方が立候補しや

すくなるような議論をしてきたんですが、そういうのとは関係なくただ単に選挙運動用

自動車、また選挙運動用ポスター、選挙運動用ビラの公費負担をするという環境改善で

あると。新しく広く人材を求めるために新しい方が出やすくなる、必ずしもそういうの

ではないということではないということかなと思います。もし違ったらまた答弁いただ

ければいいんですが、質問に移りますが、これ条例可決された後、来年町長選挙、町議

補選があります。また、２年ちょっと後には町会議員選挙がございます。それぞれどれ

だけ費用負担を見込んでいるのかということを１点お聞きいたします。 

〇総務課長（大西英樹君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  総務課長、どうぞ。 

〇総務課長（大西英樹君） 

  まずこちらの条例で示します単価の上限、それから例えば印刷物であればその数量の

上限、これを目いっぱい上限までつくったといたしまして、町長選挙、町議会議員選挙

それぞれ１候補当たり約70万円程度かかるという見込みでございます。以上でございま

す。 

〇議長（横井良隆君） 

  他に。 

 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

   

 

  70万かかるということは、来年町長選挙３人出れば最大210万円、町議補選も３人出れ

ば210万円かかるということで、当然何人出るかわかりませんがそれを見込んで３月に予

算案が出ると思いますが、そういうふうにお金がかかるわけですね。大治町、前の臨時

会でも出ましたが小中学校の給食室のエアコン設置。非常にこれもいろいろ議員も一般

質問の中でやってほしいという中で、非常にやっぱり財政状況もありますからゆっくり
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やられたと。コロナの補助金がもらえるということでやってきたという経緯がございま

す。例えばです。そういう中でこの公費負担に関する条例だけ急いでやる。なぜそれを

急いでやる必要があるのか。そこら辺をこのコロナの中で町の財政も厳しくなっている

中で来年500万近く、何人出るかわかりませんがかかってくるのを拙速に決める必要があ

るのかとそこら辺最後お聞きいたします。 

〇議長（横井良隆君） 

  暫時休憩といたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前10時05分 休憩 

午前10時06分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

〇議長（横井良隆君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

〇総務部長（粂野和彦君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  総務部長、どうぞ。 

〇総務部長（粂野和彦君） 

  議長、実は僕選挙管理委員会に属しておりませんので総務部長としての答弁になりま

すがよろしかったですか。 

〇議長（横井良隆君） 

  はい。 

〇総務部長（粂野和彦君） 

  今回の制定につきましては、町村選挙における立候補にかかる環境改善のため選挙公

営の対象を拡大するために今提案するものでございます。 

◯議長（横井良隆君） 

  他に。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

○議長（横井良隆君） 

これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第60号は、総務建設常任委員会に付託をいたします。 

 

日程第２、議案第61号大治町遺児手当支給条例の一部を改正する条例についてを議題

といたします。 

これから質疑を行います。 
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質疑のある方、どうぞ。 

 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

   

 

  

正に伴うもので条例自体の内容は変わりがないということは理解できますが、ただ、こ

の前議案説明会の中で愛知県の公報に載っているということで見せていただきましたら、

愛知県遺児手当支給規則の一部改正、やっぱり町民に非常に関係のある災害時の対応が

変わっているということで、これは議場で御説明をいただきたいと思うのでやはり町民

の生活に直結することでございます。愛知県遺児手当支給規則の一部改正を御説明お願

いいたします。 

〇議長（横井良隆君） 

  暫時休憩といたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前10時08分 休憩 

午前10時11分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

〇議長（横井良隆君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  他に質疑のある方。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

○議長（横井良隆君） 

  これで質疑を終わります。 

  ただいま議題となっています議案第61号は、文教厚生常任委員会に付託をいたします。 

 

日程第３、議案第62号令和２年度大治町一般会計補正予算（第11号）を議題といたし

ます。 

これから質疑を行います。 

  質疑のある方、どうぞ。 

 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 
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  15ページをお願いいたします。15ページの一番下の

障害福祉サービス費7131万2000円でございますが、これタブレットに入っている過去の

ときの補正予算を見ましたが、令和１年昨年度も7996万3000円、平成30年度が3534万7000

円、平成29年度が2955万2000円と毎年12月に、毎年というかここ４年間続けて補正予算

が上がっております。他の項目も上がっていますが他の項目に関してはやっぱり年度に

よって違うわけでその年度突出したのかなと思いますが、毎年12月に補正がある。それ

だけ利用がふえているということだと思いますが、予算の組み方として前年実績に若干

プラスアルファして立てるとは思いますが、毎年これだけふえるということはやっぱり

そういう伸びも考えて予算を組んだほうがいいのではないか。だって４年間毎年この補

正を12月に上げているということでございますので、そこら辺どうなのかということと、

どれぐらい実際伸びているのかと。平成29年、30年、令和元年、令和２年ですね、４年

間でどれぐらい伸びているのかということを一つ答弁お願いいたします。 

  ２点目は、25ページ、27ページ、小中学校の修学旅行キャンセル料補助金でございま

す。旅行の場合、キャンセル料がかかるのは宿泊を伴うと何日前からかかるということ

がありまして、ちょっと私詳しい事情わかりませんが、思うに、やっぱり修学旅行をや

りたいということである程度やる予定だったけれどコロナがはやってきた中でキャンセ

ルせざるを得なくてキャンセル料がかからない期間が過ぎちゃってからキャンセルした

のかなと思いますが、やはり修学旅行のお金というのは保護者からのお金でやっている

わけですからそこら辺どういう経緯だったのかと、補助金でキャンセル料全額を補助金

でやっているのかと。つまり保護者負担をなくしてやっているのかとその２点をお聞き

いたします。 

〇福祉部次長兼民生課長（加藤 謹君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  福祉部次長、どうぞ。 

〇福祉部次長兼民生課長（加藤 謹君） 

  まず障害福祉サービス費でございます。こちらにつきましては、先ほど議員が言われ

ているとおり12月で補正をお願いしているんですが、令和元年度の決算実績で見ますと

４億800万ほど実績がございました。その実績に基づきまして令和２年度の予算の方も計

上させていただいております。それから過去４年間からということをお聞きになってお

りますが、例年この障害福祉サービスにつきましてはさまざまサービスがございます。

その中で主に就労継続支援であったり、グループホームの増加が顕著に伸びているとい

ったところで、今回の補正約7000万の内訳ですが、就労継続支援で約3500万、それから

グループホームにつきましては約2400万の増額となっております。以上でございます。 
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〇教育部次長兼学校教育課長（水野泰博君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  教育部次長、どうぞ。 

〇教育部次長兼学校教育課長（水野泰博君） 

  修学旅行のキャンセル料でございますが、これは旅行会社の協会みたいなところで決

定されているようなものですが、修学旅行のような旅行の形が受注型企画旅行というよ

うな言い方をされるみたいで、こういった場合、申し込みして契約が成立した時点で企

画料というのがもう発生するというようなことになっております。今回、その日にち、

何日前というような日にちで縛られているわけではなくて、もともとのその企画料にか

かる経費についてこれは全額一応補助金で負担をさせていただく予定でございます。以

上です。 

〇議長（横井良隆君） 

  保護者負担はないということだね。 

〇教育部次長兼学校教育課長（水野泰博君） 

  はい、そうです。 

〇議長（横井良隆君） 

  他に。 

〇１番（鈴木康友君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  １番鈴木康友議員。 

〇１番（鈴木康友君） 

  １番鈴木康友です。それでは今回の補正予算を含めて国からコロナ対策臨時交付金に

つきまして何件にわたって総額幾らぐらい出てみえるのか。実数に基づいてということ

もあると思いますので総額は約でしたりとかお答えいただける範囲で結構なんですが、

対策臨時交付金について総額幾らで、そして執行率がどれぐらいになっているのかとい

うのをお答えできる範囲でお答えいただきたいです。 

  21ページ、農業用施設管理費の中の長牧の調整池公園に取りつけられる防犯カメラに

つきまして、これ前回花常の方でつけられたものと機能等について同じものといいます

か同程度のものになるのかということと、あとこちら今回なぜ長牧調整池公園の方に交

付金が下りたということで財源更正されたということなんですが、その地を選ばれた理

由や目的などがありましたら教えていただきたいです。 

  あと23ページ、職員人件費ということでこちらの方も補助金の決定において財源更正

をいただいているのですが、スクールソーシャルワーカーさんのこちらについては残業
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の手当の見込みということで人数がふえたりとか勤務の形態、内容が変わるということ

ではないのかどうかという確認をさせていただきたいです。 

  最後に１つ、同じく23ページでこちら委員会の前に確認をしたかったんですが、モバ

イルルーター通信費。こちらの方が電話料の方で見込まれておりますが、中学校が12台、

小学校28台、合計33万4000円で上がっておりますが、料金プラン。またこちらの方の考

え方、通信料によって金額が変動するものなのか、定額制なのか。そういったもう少し

詳細が教えていただけるとありがたいです。以上です。 

〇総務部長（粂野和彦君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  総務部長、どうぞ。 

〇総務部長（粂野和彦君） 

  まず初めに、新型コロナウイルス感染症対応の地方創生臨時交付金について御質問を

いただいております。この交付金につきましては、１次分の交付限度額として9137万9000

円、２次分が２つに分かれております。8969万円、もう１本が１億3717万5000円。今の

ところの交付限度額が３億1824万4000円となってございます。これに対して事業の財源

を充てておりますのが２億6057万程度でございます。ただし、この２億6000万円につき

ましては事業として充てているものでありまして、執行残もしくは入札残が出てまいり

ますとまだ充てきれていないという形になります。そしてさらには３次分として交付限

度額がまだ示されてはございませんが、まだ数千万円程度の３次分の交付限度額が発生

するというふうに認識してございます。 

〇産業環境課長（鈴木昌樹君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  産業環境課長。 

〇産業環境課長（鈴木昌樹君） 

  21ページの防犯カメラの設置工事でございます。こちらにつきましては事業自体は町

単独で行うものでございまして、カメラの性能としましては240万画素程度で想定してお

ります。レコーダーの方で128ギガバイトのＳＤカードにつきまして約２週間程度録画で

きるものを想定してございます。 

  あと理由でございますが、今回長牧調整池公園の方で11月の、詳しく日付を申します

と11日に長牧調整池公園内でいたずらがございましたので、そちらに関しまして調整池

公園の周辺環境に配慮するとともに、公園内の防犯対策という目的で今回提案させてい

ただいたものでございます。 

〇総務課長（大西英樹君） 
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  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  総務課長、どうぞ。 

〇総務課長（大西英樹君） 

  23ページのところの時間外勤務手当133万1000円とその下のスクールソーシャルワーカ

ー活用事業費補助金についてでございますが、時間外勤務手当につきましてはこれは学

校教育課の職員の増額補正をお願いするものでございまして、その下のソーシャルワー

カー活用事業費補助金というのはその予算書の左の方を見ていただきまして、財源内訳

のところで今回計上させていただいております。これは今回の補正ではなくて既存の歳

出予算に対する歳入の財源更正というものでありまして、上の時間外勤務手当との関連

はございませんのでよろしくお願いいたします。 

〇教育部次長兼学校教育課長（水野泰博君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  教育部次長、どうぞ。 

〇教育部次長兼学校教育課長（水野泰博君） 

  同じく23ページの電話料でございます。議案説明の中でもちょっとお話ししましたモ

バイルルーターの通信料ということで上げさせていただいておりますが、こちらにつき

ましては１台当たり６ギガバイトという定額を予定して計上させていただいております。

以上です。 

〇議長（横井良隆君） 

  他に。 

〇１番（鈴木康友君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  １番鈴木康友議員。 

〇１番（鈴木康友君） 

  １番鈴木康友です。それでは先ほどの臨時交付金につきまして３次の数千万程度下り

てくるだろうと。これもお答えできればで結構なんですが、今後もしコロナ対策として

町の方で見込んでいる設備だったりとか物資、今の段階で大型のものでしたりとかある

場合は、お答えできる範囲で教えていただければと思います。以上です。 

〇総務部長（粂野和彦君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  総務部長、どうぞ。 
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〇総務部長（粂野和彦君） 

  現在、財源を充てております事業、その他執行残、それから入札残、その他も含めま

して現在のところ新たな事業を各課に対して調整している最中でございまして、今お答

えすることができませんので御容赦いただきますようよろしくお願いします。 

〇議長（横井良隆君） 

  他に。 

 [｢なし｣の声あり］ 

○議長（横井良隆君） 

  これで質疑を終わります。 

  ただいま議題となっています議案第62号は、予算決算常任委員会に付託をいたします。 

 

日程第４、議案第63号令和２年度大治町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）を

議題といたします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑のある方、どうぞ。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

○議長（横井良隆君） 

  これで質疑を終わります。 

  ただいま議題となっています議案第63号は、予算決算常任委員会に付託をいたします。 

 

  日程第５、議案第64号令和２年度大治町介護保険特別会計補正予算（第２号）を議題

といたします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑のある方、どうぞ。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

○議長（横井良隆君） 

  これで質疑を終わります。 

  ただいま議題となっています議案第64号は、予算決算常任委員会に付託をいたします。 

 

日程第６、議案第65号令和２年度大治町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

を議題といたします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑のある方、どうぞ。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

○議長（横井良隆君） 
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  これで質疑を終わります。 

  ただいま議題となっています議案第65号は、予算決算常任委員会に付託をいたします。 

  以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

  本日はこれで散会いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前10時27分 散会 


