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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前10時10分 開会 

○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、ただいまから令和３

年１月大治町議会臨時会を開会いたします。 

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。 

 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、７番林 健児議員、８番林 哲秀

議員を指名いたします。 

 

 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 議会運営委員長から会期の報告を求めます。 

○議会運営委員長（松本英隆君） 

 議長。 

○議長（横井良隆君） 

 議会運営委員長、どうぞ。 

○議会運営委員長（松本英隆君） 

  ６番松本英隆です。 

  令和３年１月臨時会の日程を本日１日限りと決定いたしましたので御報告いたします。 

○議長（横井良隆君） 

 お諮りいたします。 

 議会運営委員長の報告どおり、会期は本日１日間とすることに御異議ございませんか。 

        ［｢異議なし」の声あり］ 

○議長（横井良隆君） 

 異議なしと認めます。したがって、会期は本日１日間と決定いたしました。 

 

 日程第３、議案第１号令和２年度大治町一般会計補正予算（第13号）を議題といたし

ます。 

 町長から提案理由の説明を求めます。 

○町長（村上昌生君） 

 議長。 

○議長（横井良隆君） 

 町長、どうぞ。 
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○町長（村上昌生君） 

  議案第１号令和２年度大治町一般会計補正予算。 

  令和２年度大治町一般会計補正予算（第13号）は、次に定めるところによる。 

  第１条第１項、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ5369万3000円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ141億5225万3000円とする。 

  第１条第２項、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による。令和３年１月27日提出、

大治町長。 

  今回の補正の内容は、歳出におきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対

策並びに生活支援事業等を実施するため、庁舎管理費において、庁舎会議室にパーティ

ションを設置するための経費として34万6000円を計上し、電子計算業務費において、介

護保険料、後期高齢者医療保険料及び保育所運営費保護者負担金の納付について、非対

面式のスマートフォン決済を導入するためのシステム改修に要する経費として1452万円、

新型コロナウイルス感染症等に対応した新たな災害対応スタイルの構築のため、タブレ

ット端末を導入する経費として326万円を計上し、保育所運営費として、保育環境改善等

事業費補助金60万円を増額し、大治町子育て応援金事業費として、令和２年７月31日ま

での出生を対象とした「大治町子育て応援金」を令和３年３月31日までの出生に延長す

るための経費として424万2000円を増額し、大治町児童福祉施設等職員慰労金事業費とし

て、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を講じながら保育サービス等に従事した

職員に対して慰労金を支給するための経費として930万円を計上し、大治町ひとり親世帯

臨時特別給付金事業費として、ひとり親世帯の子育ての負担の増加や収入の減少に対す

る支援に要する経費として1502万6000円を計上し、感染症対策事業費として、小中学校

等で新型コロナウイルス感染症の陽性者が発生した場合にＰＣＲ検査を実施するための

経費として540万円を計上するものでございます。 

  また、新型コロナウイルス感染症のワクチンが実用化された場合に、速やかに接種が

できる体制を確保するための経費として郵送料68万7000円及び感染症対策備品購入費31

万2000円を計上するものでございます。 

  これらの財源として、国庫支出金及び繰入金を充てるものでございます。 

○議長（横井良隆君） 

  これから質疑を行います。 

  質疑のある方、どうぞ。 

○６番（松本英隆君） 

  議長。 

○議長（横井良隆君） 

  ６番松本英隆議員。 
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○６番（松本英隆君） 

  ６番松本です。最後の11ページのところで２点お願いしたいんですが、まず保健衛生

費の役務費の送料68万7000円の部分。クーポン券等を発送するということなんですが、

この中で受ける場所というんですか、そこら辺も例えばここでやっていますよとかとい

うのを明記して送るんですかね。大治町内では今のところ保健センターとなっているん

ですが、人数的にどうなのかなということを思っているんですがいかがですか。 

  あと、その下のＰＣＲ検査の方、小中学校等の検査費用ということでこれ病院の方で

受けてもらうための費用なのか。検査キットだけなのかとかちょっとそこら辺を教えて

ください。 

〇保健センター所長（吉本清美君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  保健センター所長、どうぞ。 

〇保健センター所長（吉本清美君） 

  案内の中に接種場所を記入するかどうかということなんですが、今現在、接種の対象

者が確定していないということでそれが確定するのと、それからワクチンが確実に供給

されるということの確定がこのクーポン券の発送に間に合えば通知として入れたいと思

っているんですが、国の方は今のところクーポン券はとにかく送りなさいというような

ことになっているものですから、やっぱり予約方法など確定してから送りたいとは思っ

ているところではございますが、そこら辺が国の通知と合わせて考えていきたいと思っ

ています。もし、その場所やなんかがワクチンの供給量と確定していないと後日もう一

度改めて連絡するという形になるかと思っております。 

〇福祉部長（安井慎一君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  福祉部長、どうぞ。 

〇福祉部長（安井慎一君） 

  郵送料につきましてもう少し補足ということで、これは非常に我々も対応に苦労して

おりますが、国の指示が当然出てまいりますのでそれを受けてできるだけ住民に御負担

がないような形でまずは考えていきたいと。 

  それから会場につきましては、保健センターもそうですが町内公共施設を全体でどこ

でできるだろうというようなことでさらに検討を深めているところですので、そちらも

早めに場所を確定して進めていきたいとこのように思っております。 

  それからＰＣＲ検査の方でございますが、こちらは民間の医療機関に対して申し込み

をしまして大治町の方に検査キットを先に送っていただくと。その中で対象となる方に
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そのキットを配付して、また大治町から郵送で送り返すということになります。仮に陽

性になった方につきましては医師の方から御本人に対してメールで送付されるというこ

とになります。その結果、保健所に通知されて感染者ということになると聞いておりま

す。 

  また対象は、学校のクラス等も含めまして300人程度を想定しております。金額につき

ましては１万8000円ですが、発注する量によりましてそこはだんだん下がってくるとい

うようなことも聞いておりますので、今後はそのような形で進めてまいりたいと思いま

す。以上です。 

〇議長（横井良隆君） 

  他に。 

 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

   

 

  幾つかお

聞きしたいと思います。 

  まず９ページ、大治町児童福祉施設等職員慰労金でございます。ちょっと私聞き落と

したかもしれませんが対象で小規模保育園、小規模保育が入っているかどうかというの

と、あと310人ということでございますが、いわゆる非正規職員以外の方も含めた、パー

トさんとかも含めて全てなんでしょうか。そこら辺人数の根拠、そこをお示ししていた

だきたいと思います。 

  ２点目は11ページ、大治町ひとり親世帯臨時特別給付金でございます。これ他の市町

村なんかだと市町村単独でも特別給付金出しているところございます。大治町としては

初めてだとは思うんですがその辺の経緯と、もともと国がひとり親世帯臨時特別給付金

の基本給付で１回目と再支給分で２回目をやられています。その人数、確定していると

思うのでその人数とこの300世帯、そこら辺どのぐらい余裕をもっているのかというのを

聞きたいと思います。 

  また、今町長が大治町ひとり親世帯臨時特別給付金について提案理由の中で、コロナ

の中での収入減ということを言われました。それ非常に私としても賛成でございます。

しかし、国の制度としてこれは申請しないと受けられないんですが、同じひとり親世帯

臨時特別給付金で追加給付という形で５万円各世帯に給付する制度がございます。ほか

にも大治町は広報するだけかもしれませんが、やはりひとり親世帯の収入減を補う上で

非常に大切な制度。ここら辺の周知がされて何件ぐらい追加給付あったのかということ

をですね、それをやった上での町独自の施策だと思いますのでそこら辺どうでしょうか。 
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  ３点目でございます。新型コロナウイルスＰＣＲ検査手数料でございます。小中学校

等ということで小中学校はわかりますが、他は、「等」ということは他もある。他も当然

幼稚園、保育園など必要だと思いますのでそこら辺「等」と言われましたので議案説明

会の中で、その「等」は何なのかお聞かせ願いたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

〇子育て支援課長（古布真弓君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  子育て支援課長、どうぞ。 

〇子育て支援課長（古布真弓君） 

  まず、大治町児童福祉施設等職員慰労金についてでございます。こちらにつきまして

は、保育園、認定こども園、小規模保育、幼稚園、児童クラブ、病児病後児保育、親子

通園、計14カ所の施設を予定しております。なお、先ほど３万円掛ける310人分と申しま

したが、非常勤の職員も想定しております。 

  続きまして、ひとり親世帯の臨時特別給付金につきましては、今回町独自の施策とな

ります。こちらにつきましては令和２年12月の受給対象者としております。これまでに

行われました国のひとり親世帯への特別給付金につきましては令和２年６月が基準とな

っておりまして、それ以後の方を救うための施策とすることと、今後これからお子様の

学年が変わる時期になってまいります。そのところの経費等の負担も含めて町独自の施

策として12月の給付者を対象に救っていくものでございます。 

  あと先ほど国の施策のところで給付の方ですが、基本給付として令和２年６月の児童

扶養手当が対象となった方が258人、年金等の対象でもらわれた方が15人、先ほど５万円

の追加給付というお話がありましたが、その方については114人の方が申請しております。

この追加給付におきましては、最初、国の制度で町が窓口となって受け付けを行ったん

ですが、その際にあわせて説明もさせていただいているのと、あと広報とホームページ

で周知をさせていただいておりますのでよろしくお願いいたします。 

〇福祉部長（安井慎一君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  福祉部長、どうぞ。 

〇福祉部長（安井慎一君） 

  それではＰＣＲ検査について、行う場所の小中学校等の「等」のところですが、こち

らにつきましては、幼稚園、保育園、その他公共施設などその辺を柔軟に対応して本当

に濃厚接触者じゃないということで感染も疑われるという恐れがあれば、そういった施

設を対象に柔軟に進めていきたいなと考えております。 
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〇議長（横井良隆君） 

  他に。 

 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  ９  

 

  いろいろ説明いただきまして大分安心した部分が多々ございます。ちょっとつけ加え

て何点かお聞きいたします。 

  大治町児童福祉施設等職員慰労金でございますが、その支給の仕方。それぞれの事業

所にまとめて支給していくのか。それともそれぞれ個人の方に振り込み先を聞いて直接

振り込むとか、そこら辺お聞きしたいと思います。 

  それと新型コロナウイルスＰＣＲ検査手数料で公共施設ですね、柔軟に対応していく

ということで私も大賛成でございますが、例えば高齢者施設、障害者施設なども対象に

考えているのでしょうか。 

〇子育て支援課長（古布真弓君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  子育て支援課長、どうぞ。 

〇子育て支援課長（古布真弓君） 

  慰労金の支給方法につきましては、各園、施設を通じて周知させていただきまして、

請求書を園にとりまとめていただいて、町から直接個人口座に振り込む予定をしており

ます。 

〇福祉部長（安井慎一君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  福祉部長、どうぞ。 

〇福祉部長（安井慎一君） 

  ＰＣＲの場所でございますが、こちらは当然町の公共施設内、こちらを想定しており

ますし、保育園、幼稚園等については町が実施すべき委託事業者ということでそういっ

た範疇で考えております。以上です。 

〇議長（横井良隆君） 

  他に。 

 

  議長。 
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〇議長（横井良隆君） 

   

 

  高齢者施設、障害者施設については、当然公共施設ではございませんが、それぞれ国

や町などの給付費を受けているという関係がございますが、そういうまた小中学校と幼

稚園、保育園とは別個に考えていくということなんでしょうか。 

〇福祉部長（安井慎一君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  福祉部長、どうぞ。 

〇福祉部長（安井慎一君） 

  民間の事業者さんの場合ですとやはりそれは事業所において対応すべきものというふ

うに考えております。以上です。 

〇議長（横井良隆君） 

  他に。 

〇８番（林 哲秀君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  ８番林 哲秀議員。 

〇８番（林 哲秀君） 

  るる同僚議員も聞きましたのでちょっと簡略してお聞きしたいんですが、今のＰＣＲ

検査手数料。これはこれでありがたいことですし、濃厚接触者とわかっておればこれは

当然きちっとされると思いますが、うちも孫や親たちが非常にナイーブになっておるも

んですから、うちの子供も近くにおったとかそういう同じ場所におったとか同じ部屋に

おったという方は簡易検査でいいと思いますが、オールラウンドでそういう申請があっ

た場合はやっていただけるのか。いや、どこかで分岐点をつくって「おたくら関係ない

でしょう」ということは言えないと思うんですが、どちらにしてもやっていただくのは

公費でございますので、そこら辺は簡易検査でいいと思いますが、そういう分岐点と言

ったら大変御無礼なんですが本当に皆さんこんな時期でございますので戦々恐々として

みえるものですから、そういうものはもってみえますか、考え方というかどうですか。 

〇福祉部長（安井慎一君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  福祉部長、どうぞ。 

〇福祉部長（安井慎一君） 
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  ＰＣＲ検査の今回の件につきましては、まず感染者の状況を確認するとともに濃厚接

触者が特定されてきます。その段階で各施設においてどのような状況であったかという

ことを把握した中で対象者を決めていくのが望ましいと考えております。以上です。 

〇８番（林 哲秀君） 

  議長。 

〇議長（横井良隆君） 

  ８番林 哲秀議員。 

〇８番（林 哲秀君） 

  それで正しいと思いますし、よろしくお願いしたいんですが、大変言ったように皆さ

ん危機感持ってナイーブになってみえますので、柔軟にこれはいかんよということじゃ

なくて対応していただきたいということをお願いしまして質問を終わります。 

○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。 

  お諮りします。 

  議案第１号は、会議規則第39条第３項により委員会の付託を省略したいと思いますが、

これに御異議ございませんか。 

        ［｢異議なし｣の声あり］ 

○議長（横井良隆君） 

  異議なしと認めます。 

  ただいま議題となっています議案第１号は、委員会の付託を省略することに決定をい

たしました。 

  これから討論を行います。 

  まず、原案に反対の方の発言を許します。 

        ［｢なし｣の声あり］ 

〇議長（横井良隆君） 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第１号を採決いたします。 

  議案第１号は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

        ［起立 全員］ 

○議長（横井良隆君） 

  起立全員です。したがって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしましたので会議を閉じます。 
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  これで令和３年１月大治町議会臨時会を閉会いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

午前10時30分 閉会 
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