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会議に付した事件は次のとおりである。

議案第６１号 令和２年度月形町一般会計補正予算（第５号）

議案第６２号 令和２年度月形町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

議案第６３号 令和２年度国民健康保険月形町立病院事業会計補正予算（第３号）

○ 議長 金子 廣司 ただ今の出席議員は８人です。定足数に達しておりますので、

会議は成立いたしました。

ただ今から、令和２年第４回月形町議会臨時会を開会いたします。

（午前１０時００分開会）

直ちに本日の会議を開きます。 （午前１０時００分開議）

議事日程第１号はお手元に配付のとおりであります。

◎ 日程１番 会議録署名議員の指名

○ 議長 金子 廣司 日程１番 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員の指名は、会議規則第１２７条の規定により議長において

堀 広一 議員

東出 善幸 議員

の両名を指名いたします。

◎ 日程２番 会期の決定

○ 議長 金子 廣司 日程２番 会期の決定を議題といたします。

お諮りします。本臨時会の会期は本日１日としたいと思います。これにご異議ご

ざいませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本臨時会の会期は、本日１日と決定いたし

ました。

◎ 日程３番 議案第６１号 令和２年度月形町一般会計補正予算（第５号）

○ 議長 金子 廣司 日程３番 議案第６１号 令和２年度月形町一般会計補正

予算（第５号）についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 議案書３ページをお開きいただきたいと思います。ただ

今、上程されました議案第６１号 令和２年度月形町一般会計補正予算（第５
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号）について、ご説明申し上げます。第１条でございますが、補正予算第５号

は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億３，７５７万円増額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ５８億１，２２６万７，０００円とするもので

あります。また、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、４ページから５ページにかけての第１表 歳

入歳出予算補正によるものであります。

今回の予算補正でございますが、新型コロナウイルス感染症に対応する追加対策

予算の増額補正でありまして、併せて現段階における新型コロナウイルス感染症の

影響による事務事業の中止又は縮小等に係る予算の減額補正、その他、令和２年７

月豪雨災害の見舞金などを予算補正させていただくものであります。新型コロナウ

イルス感染症対策の基本的な考えでありますが、新型コロナウイルスの感染拡大の

防止と新しい生活様式等への対応、感染拡大の影響下にあって雇用の維持と事業の

継続、経済活動の回復のための支援などを行い、町民の命と暮らしを守るため、将

来を見据えた対策に取組むものであります。新型コロナウイルス感染症に対応する

追加対策の個別の事業につきましては、先日、全員協議会で一通り説明をさせてい

ただいておりますので、細かなところについては、その説明を省略させていただき

たいと思います。

それでは議案書１８ページをお開きいただきたいと思います。歳出であります。

１款 議会費 １項 議会費 １目 議会費 補正額１３５万円増額でございま

す。それから感染症対策経費でございますが、現在の議会中継システムについて改

修等を行いまして、議会中継の視聴可能の部署を庁内外合わせて６カ所増やすもの

でございます。続きまして２０ページでございます。２款 総務費 １項 総務管

理費 １目 一般管理費１４６万８，０００円減額、説明欄ですが、上段、災害支

援経費、令和２年７月豪雨災害見舞金５０万円、本年７月３日以降に熊本県を中心

に九州や中部地方など各地で発生した集中豪雨によりまして、７月３１日現在、人

的被害では死者７８名、行方不明者４名の大災害が発生しました。犠牲となられた

方々のご冥福をお祈りするとともに被災地の生活再建に向けて、日本赤十字社を通

じて被災された方々にお見舞金を送るものであります。３目 企画費３５２万４，

０００円の減額でございまして、説明欄のとおりです。８目 財産管理費４，２０

６万６，０００円増額、感染症対策経費といたしまして、役場大会議室他エアコン

設置、役場議場他の建具改修、備品購入であります。エアコン設置につきましては、

大会議室、第１会議室、委員会室、応接室、建具改修につきましては、議場、議会

事務局の窓枠改修、備品購入につきましては、飛沫防止の透明のボードを整備した
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いと考えております。下段の感染症対策経費でございますが、これについては、災

害があった時の避難所となるべく施設の多目的研修センターと札比内コミュニテ

ィセンターの換気対策と衛生環境の整備でございます。９目 交通安全費２万４，

０００円減額、説明欄のとおりでございます。１１目 特別定額給付金事業費１８

０万円増額、特別給付金の給付でございますが、国の特別定額給付金の給付対象外

となる本年４月２８日以降、来年３月３１日までの間に出生した児童へ１人につき

１０万円を給付させてもらうものでございます。続きまして、２２ページでござい

ます。３款 民生費 １項 社会福祉費 １目 社会福祉総務費 補正額５７０万

円増額、感染症対策経費といたしまして、福祉施設等感染症対策設備整備事業に５

００万円、町内の入所施設５カ所の福祉施設に対する支援でございます。通所施設

等感染防止対策支援７０万円、町内の通所の福祉施設７カ所に対する感染症対策に

対する支援でございます。２項 児童福祉費 １目 児童福祉総務費１５０万円増

額、感染症対策といたしまして、ひとり親家庭生活応援給付金を交付したいと思い

ます。１８歳以下の児童がいるひとり親世帯につきまして、子どもが１人の場合は

５万円、２人目以降は３万円ずつ加算して給付をするものでございます。２４ペー

ジでございます。４款 衛生費 １項 保健衛生費 １目 保健衛生総務費 補

正額２，９７８万３，０００円、病院事業会計への繰出金でございまして、負担金

と出資金でございます。負担金につきましては、収益的支出に係る負担金、出資金

につきましては、資本的支出に係る出資金でございます。続きまして、２目 予防

費６３万９，０００円減額、感染症対策経費でございますが、修繕料３３１万５，

０００円増額、これにつきましては公共施設のトイレ等の照明を自動感知式にする

というものの予算でございます。その他の減額は、６月の第２回定例会で補正予算

議決された感染症対策予算に係るものでありまして、その時、議決いただきました

町民１人あたりマスクを３０枚配布するという事業を再検討するなどして、不執行

となった予算を減額するものでございます。なお、ここの消耗品費の２９２万８，

０００円の減額の内訳につきましては、今ほど申し上げました不執行の分が４２２

万６，０００円、今回、備蓄用の衛生資材購入として増額するものが７６万６，０

００円、それから感染予防啓発用品購入分５３万２，０００円となりまして、差し

引き２９２万８，０００円の減額でございます。２６ページでございます。６款 農

林水産業費 １項 農業費 １目 農業委員会費１４万９，０００円の減額、説明

欄のとおりでございます。２目 農業振興費１，５００万円増額、感染症対策とい

たしまして、農業経営継続支援事業補助金の創設をしたいと思います。新型コロナ

ウイルス感染症の影響を克服して、経営を継続するための取組み、省力化機械等の
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導入等でございますけれど、それに対する支援でございます。この予算につきまし

ては、事業費６０万円の補助率２分の１、それを取組む経営体５０件、これで１，

５００万円を計上させていただいております。２８ページでございます。７款 商

工費 １項 商工費 １目 商工業振興費９１８万減額、内訳でございますが、説

明欄、商工振興事業、緊急経済対策支援事業 補助金１００万円の減額、これにつ

きましては、５月の臨時会において補正予算議決されました事業で、４月２５日か

ら５月６日までの間、北海道の休業要請に協力した事業所への支援金の予算の減額

でございます。感染症対策経費として、補助金がいくつかありますけれど、商品券

発行事業３００万円増額、これにつきましては、当初予算に計上しております商工

会が事業主体となって行うみかづき商品券発行事業、プレミアム率２０％でござい

ますが、更に１０％上乗せするもので、それの補助金３００万円でございます。次

に月形町中小企業者等経営持続化支援交付事業１，５９８万円減額でございます。

６月の第２回定例会で予算化をさせていただきました、売上げが前年同月比２０％

以上減収している事業者への支援金の事業でございますけれど、本来、１，７９８

万円減額をするところでございますが、２００万円につきましては、特に減収割合

が大きい旅客運送業の事業所について、追加支援２００万円を支援するということ

で、差し引き１，５９８万円の減額をするものでございます。次に、月形町経営持

続化休業特別支援金交付事業２０万円減額、これにつきましては、同じく６月の第

２回定例会で予算化したもので、５月９日から５月３１日の間で、北海道の休止要

請に応じた店舗への上乗せ支援の予算でございまして２０万円の減額でございま

す。次に、月形町中小企業者等感染予防対策支援金交付事業５００万円増額でござ

います。事業所等の衛生設備等を整備する費用に対し支援を行うものでありまして、

事業主体は商工会が行います。商工会に補助をするものであります。２目 観光費

５３７万４，０００円減額、説明欄の内訳でございますが、感染症対策につきまし

ては、備品購入、樺戸博物館に設置する検温装置４１万７，０００円増額でござい

ます。次に３０ページでございます。８款 土木費 １項 土木管理費 １目 土

木総務費１９万２，０００円減額、説明欄のとおりでございます。次に３２ページ

でございます。９款 消防費 １項 消防費 １目 消防費２０７万１，０００円

増額、感染症対策経費といたしまして、備品購入でございまして、アイソレータ、

陰圧式患者搬送用カプセルを導入しまして、消防月形支署に配置して活用するとい

うものでございます。２目 防災費３１７万７，０００円増額、説明欄、防災対策

経費の負担金１０万円の増額でございます。タイムライン防災北海道ネットワーク、

この団体につきましては、本町を含め１４の自治体で構成するネットワーク協議会
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でございまして、滝川市の前田市長が会長になっているものであります。今回、令

和２年７月の豪雨災害によりまして、それまで水害に備えタイムライン防災を採用

してきた全国的にも先進地であるとしてきた熊本県人吉市、球磨村及び八代市が甚

大な被害を被って被災をされております。このことに鑑みまして、関係をいたしま

すこの北海道ネットワークにおきまして、被災した３自治体に見舞金を送ることと

したもので、構成となる自治体が一律に１０万円を負担拠出をして、お見舞いをす

るというものでございます。次、３４ページでございます。１０款 教育費 １項

教育総務費 ３目 教育振興費２，４９９万４，０００円増額、学校教育振興事業

３６万円の減額、これにつきましては中学校の修学旅行バス借上げ、諸車賃借料と

して、当初より予算計上しておりましたが、これを感染症対策経費へ移すというこ

とで、この振興事業からは減額するものでございます。次に感染症対策経費でござ

います。内訳としまして、小中学校教職員等慰労金３９万円、消毒作業等で日常業

務の増大に対します教職員等への支給、１人１万円の商品券を差し上げたいと思い

ます。小中学校情報機器整備業務４４８万円増額、これにつきましては１人１台端

末整備事業に係るシステム設定、セキュリティ設定などの業務委託でございます。

諸車賃借料４６５万６，０００円増額、これにつきましては修学旅行と宿泊学習に

係るバス借上げで、保護者の負担を軽減するという観点の下、６４万６，０００円

増額、併せて、スクールバスの北地区ですけれど、三密を解消するということで増

便をするという予算４０１万円、合わせて４６５万６，０００円でございます。備

品購入費１，１５５万５，０００円、これにつきましては、１人１台端末の整備事

業に係るタブレット他関連備品でございます。特別支援金４１０万円、これにつき

ましては、高校生、短大生、専門学校生、予備校生、大学生等へのコロナ禍におけ

る生活支援でございまして、高校生につきましては１人１万円、その他の学生等に

つきましては１人あたり５万円を給付させていただきたいと思います。２項 小学

校費 １目 学校管理費１，７０９万７，０００円増額、小学校管理経費でござい

ますが、修繕料７５万２，０００円、当初、体育館のトイレを改修する予定をこの

事業で予定しておりました。これを感染症対策経費に移すということで減額をする

ものでございます。感染症対策経費でございますが、修繕料につきましては４０１

万３，０００円、トイレを和式から洋式へ改修するもので１６基分です。月形小学

校エアコン設置工事、普通教室６教室にエアコンを設置するもので９９０万円でご

ざいます。備品購入につきましては、ＡＩ体温探知カメラ、自動水栓、図書消毒機

等の整備購入の予算であります。３項 中学校費 １目 学校管理費 １，３６３

万１，０００円増額、感染症対策経費でございまして、このうち修繕料につきまし
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ては、小学校と同じくトイレを和式から洋式へ改修するものでございまして、３基

の改修です。エアコンの設置でございまして、普通教室３教室、その他３室、合わ

せて６室のエアコン設置９９０万円でございます。備品購入につきましては、小学

校と同様のＡＩ体温探知カメラ、自動水栓、図書消毒機等の整備でございます。４

項 社会教育費 １目 社会教育総務費１１万円の減額でございまして、説明欄、

感染症対策経費につきましては、総合体育館と図書館における手指の消毒機を導入

する予算１５万１，０００円でございます。５項 保健体育費 ３目 学校給食費

６万１，０００円増額、感染症対策経費として消耗品、備品を購入するものでござ

います。以上、歳出にかかる説明をさせていただきました。新型コロナウイルス感

染症追加対策を一通り説明した中で、新型コロナウイルス感染症の追加対策の経費、

これについての増額分は１億７，６０４万７，０００円でございます。既に予算化

をしておりまして、今回、感染症対策経費の執行見込みによる減額分が２，５１６

万９，０００円でございます。感染症対策として予算化していたものの減額分が２，

５１６万９，０００円、新型コロナウイルス感染症の影響による事務事業の中止又

は縮小等に係る減額は１，３９０万８，０００円でございます。その他、災害見舞

金等の増額が６０万円、合計いたしまして１億３，７５７万円の増額でございます。

１２ページをお開きいただきたいと思います。歳入でございます。１３款 国庫

支出金 ２項 国庫補助金 １目 総務費国庫補助金１億２，９２９万３，０００

円増額でございまして、新型コロナウイルス感染症対応の地方創生臨時交付金でご

ざいます。これにつきましては、６月の第２回定例会において、国の第１次補正に

係る配分が６，１７１万５，０００円増額補正をさせていただいておりまして、今

回は１億２，９２９万３，０００円の増額でございます。今回、国の第２次補正に

係る配分額が１億５，６６５万６，０００円でございまして、そのうち１億２，９

２９万３，０００円を歳入予算化をしているものでございます。４目 教育費国庫

補助金６２６万５，０００円でございまして、学校保健特別対策事業費補助金２０

０万円、学校１校あたり１００万円が上限の定額補助金でありまして、小中学校に

おける新型コロナウイルス感染症対策事業を対象として交付されるものでござい

ます。公立学校情報機器整備費補助金４２６万５，０００円、これにつきましては、

小中学校の１人１台端末整備事業に対します補助金でございます。１４ページでご

ざいます。１７款 繰入金 １項 基金繰入金 １目 財政調整基金繰入金１，４

９０万７，０００円減額でございまして、新型コロナウイルス感染症の影響で中止

や縮小となった事務事業の減額分でございます。１６ページでございます。１８款

繰越金 １項 繰越金 １目 繰越金１，６９１万９，０００円、令和元年度の繰
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越金を今回の補正予算の財源に充てるものでありますけれど、現在、令和元年度の

一般会計決算における実質収支の繰越金の見込みですけれど、６，０００万円程の

見込みがあります。そのうち約半分となる３，０３８万円を今回の補正で合わせて

令和２年度の予算化をするものでありまして、繰越金の予算留保額は約３，０００

万円となる見込みでございます。以上で説明を終わります。よろしくご審議くださ

いますようお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 ２点ほど、お伺いしたいのですが、まず２１ページ、エアコ

ンの設置に係る質問なのですれど、今回、役場の会議室等や公共施設での予算計上

がされております。今の建物は、建築基準法で定められた換気設備の設置となって

おりますけれど、役場の会議室等はおそらくこの対象にはなっていない建物だとい

うように思います。今回、設置予定のエアコンにつきましては、換気システムが付

いているエアコンなのか、また、会議室等の換気対策についての予算計上がされて

いないのですけれど、夏冬、換気がスムーズに行えるのかについて、お伺いしたい

と思います。

○ 議長 金子 廣司 総務課長。

○ 総務課長 木須 將門 今ほどのご質問ですが、役場の大会議室等につきまして

は、換気機能は付いてございません。公共施設の多目的研修センターと札比内コミ

ュニティセンターにつきましては、換気機能付きのエアコンを整備したいというよ

うに考えてございます。換気の関係ですが、役場の会議室等につきましては、６月

の予算補正により大会議室の窓枠を改修してございます。それにより風が室内に入

るように、換気が出来るように改修をしてございます。その他の会議室等につきま

しては、そのような改修はしてございませんので、会議等は休憩を挟みながらやる

という形にはなるのですが、その休憩時に換気等を充分に行っていきたいというよ

うに考えてございます。冬期間につきましては、当然、暖房という形になるのです

が、今回のエアコンにつきましては、暖房という部分では考えておりません。暖房

を付けている段階では、換気等はそれぞれ、先ほど言いましたように、休憩等を挟

みながら充分な換気を行っていきたいというように考えてございます。以上です。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 換気の方法について、色々な部分で調べれば出てくると思う

のです。例えば、対角線の二つの窓を開けて空気の通り道を作るとかということが
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出てますけれど、今、総務課長の言われた部分で、たしかに休憩時間を挟んで換気

するいうのは、たしかに効率的でありますし、既に行われていると思います。この

辺のことについては、当然、どこの公共施設も同じような考え方でなければ、換気

が上手くいかないのではないかと思うのですけれど、その辺の周知の仕方、マニュ

アルの作成、住民への周知ということは考えているのでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 エアコンについては、新しい生活様式の中でマスク等を着

用して執務をしなければならない等と熱中症対策を両立させなければならないと

いう大きな問題がございます。換気については色々と調べていく中で、色々と方法

があると思います。議員が言われたように、対角線で窓を開けて換気を行う方法、

また、エアコンを稼働しながら窓を少し開けて換気を行うという方法ですとか、窓

が対角になっていない場合もありますので、そのようなところについては、先ほど

総務課長が話したとおり、定時的に３０分なり１時間ごとに扉等を開けて風通りを

良くして、又は扇風機で押し出すというようなこともあるわけです。そこら辺につ

いて、もう少し専門的に調べて、公共施設にエアコン等を設置しますので、そこら

辺のマニュアル的なものについて、周知徹底を図っていきたいと思います。公共施

設に限らないで、家庭で使われるエアコンについての使用方法等については、色々

なところで既に周知されているかと思いますけれど、この新型コロナウイルス感染

症対策として、町としてこれらも含めて、これら以外も含めて必要な周知はしてい

きたいと思っております。以上です。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 わかりました。

次の質問です。３５ページの教育関係です。学校管理費でエアコン設置工事が計

上さているのですけれど、平成３１年第１回定例会におきまして、楠議員の小中一

貫教育の質問に対しまして、教育長の答弁で、月形小学校、月形中学校は老朽化が

進み、建て替えの検討、令和元年第４回定例会も同じく楠議員の小中一貫教育の質

問に対しましても、３月定例会の答弁と同じく建て替えを検討、総合振興計画に明

確に位置付けをし、令和２年から学校の跡地利用も含め、具体的な検討を行うとの

答弁をされていますけれど、今回のエアコンの設置との整合性について、お伺いし

ます。

○ 議長 金子 廣司 教育長。

○ 教育長 古谷 秀樹 議員、ご指摘のとおりの答弁をさせていただいたと理解は

いたしておりますけれど、これは、今すぐに来年度から建物を建てるということに
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ならないと思います。そこに至るまでには、基本構想、基本設計、実施設計という

ように段階を踏んでいきますので、まだ４、５年先になることかと思ってございま

す。したがって、その期間まで、エアコンというのは欠かせないということで、こ

れについて早急に設置させていただきたいという考え方でございます。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 教育長のほうから４、５年という部分で答弁をいただいたの

ですけれど、約１，９００万円の設置予算、これが４、５年で建て替えしてしまっ

たら、跡地利用されれば有効に使えると思うのですけれど、月形中学校に関しては

指定避難所にもなっておりますけれど、月形小学校はあのような位置にあるので厳

しいというのはあるだろうし、そうなってくると、エアコン自体が４，５年で廃棄

になってしまう可能性もあることだと思うのですけれど、その辺はどうでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 教育長。

○ 教育長 古谷 秀樹 拠点化構想と並行して走っているわけでございますけれ

ど、例えば、私の考え方で言うと、小学校は別の施設に転用するというような考え

方で、仮に中学校を取り壊してということになりますと、中学校からエアコンを小

学校の施設に移転をして設置するとか、そのような転用の仕方はできるであろうと

考えておりますので、必ずしも全部が無駄になるものではないと考えてございます。

○ 議員 東出 善幸 今、教育長が言われたように、建物を建て替えたとしても無

駄にはしないということでよろしいですね。

○ 議長 金子 廣司 教育長。

○ 教育長 古谷 秀樹 そのように捉えていただいて結構だと思います。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 わかりました。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 我妻耕議員。

○ 議員 我妻 耕 一つ確認なのですが、今、東出議員から質問がありましたエ

アコンについてなのですが、換気機能が付いているということで理解して良いのか。

それとも小学校のように給気も含めた、給気換気の両方が行えるものなのか、教え

ていただきたいと思います。

○ 議長 金子 廣司 総務課長。

○ 総務課長 木須 將門 今ほどの質問ですが、公共施設のエアコンということで

よろしいでしょうか。公共施設のエアコンにつきましては、多目的研修センターと

札比内コミュニティセンターは換気機能付きのエアコンという形なので、給気換気
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という形で設置させていただきたいと考えております。以上です。

○ 議長 金子 廣司 我妻耕議員。

○ 議員 我妻 耕 避難所になるので、という話もあったので、小学校のように

換気機能だけだと、防臭とかという部分では機能を発揮するけれど、コロナには給

気も含めたエアコンが良いのではないかという話しもありますので、質問させてい

ただきました。

次の質問に移りたいと思います。２９ページの観光費のところで、全員協議会の

ところで質問をし忘れた部分なのですが、博物館にデジタルサイネージを付けると

いうことで、それが検温装置、自動噴霧消毒装置付きと書かれていたと思うのです

が、これはどのようなものか教えていただきたいと思います。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課長。

○ 企画振興課長 五十嵐 克成 名称としてデジタルサイネージというのは、ピン

と来なかったと思いますけれど、上部がデジタルサイネージになっておりまして、

そこで博物館の情報を見たりできる、その下に消毒液の自動噴霧機が付いていて、

手をかざすと消毒液が出てくる、更に温度センサーが付いていて、その前を通るこ

とによって、自動で体温を検温するというもので、縦状で一体になったものを受付

のところに設置したいと考えてございます。

○ 議長 金子 廣司 我妻耕議員。

○ 議員 我妻 耕 自動噴霧消毒装置というのは手指を消毒する機械というこ

とですね。検温装置では体温を測るということですが、実際に検温の結果によって

の対応というのが、決まっていたら教えていただきたいです。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課長。

○ 企画振興課長 五十嵐 克成 そこまでは資料に出ていなかったのですが、設定

の段階で、今ですと３７度５分以上というのがホテル等であろうかと思いますけれ

ど、そのような形でなるのかなと思います。まだ、設定温度がどうこうというのは、

詳しくは承知しておりませんでした。

○ 議長 金子 廣司 我妻耕議員。

○ 議員 我妻 耕 すみません、質問が悪かったようです。何度になったら、ど

ういう対応をするのか、入館を断るとか、そのようなことが決まっていたら教えて

ください。検温するということは、それを前提とした対応になると思うのですけれ

ど。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課長。

○ 企画振興課長 五十嵐 克成 先ほど言ったような３７度５分以上を超えた場
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合は、入館を控えさせていただくようなやり方でいきたいと思います。

○ 議長 金子 廣司 我妻耕議員。

○ 議員 我妻 耕 検温装置で検温して３７度５分以上だったら、その時点で入

館お断りということは、改めて体温計で検温ということはしないということですか。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課長。

○ 企画振興課長 五十嵐 克成 病院等とは違いますので、それ以上、体温計を脇

に入れて、更に測るというのは考えてございません。

○ 議長 金子 廣司 我妻耕議員。

○ 議員 我妻 耕 わかりました。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 松田順一議員。

○ 議員 松田 順一 ３３ページの消防費の関係ですけれど、防災対策経費の中の

負担金というのがありまして、タイムライン防災北海道ネットワークというのは、

先ほどの確認なのですけれど、この度加入したというように言われたと思うのです

けれど、今まで入っていなかったのかどうか、もう一度確認したいのと、このタイ

ムライン防災北海道ネットワークというのは、一体どのようなネットワークなのか、

お聞きできればと思います。

○ 議長 金子 廣司 総務課長。

○ 総務課長 木須 將門 ただ今のタイムライン防災北海道ネットワークの件で

ございますが、タイムライン防災北海道ネットワークというのは、昨年度、滝川市

が音頭を取りまして、北海道の水防災のタイムラインを行っていた市町村を対象に

声を掛けまして、北海道ネットワークというのを作ったという形になります。この

タイムライン防災と言いますのは、水害に対応するために、河川の氾濫等、避難、

それらの時系列によりまして、職員、関係機関が何をすべきかを時系列ごとに、一

度整理する、それを訓練しながら、実際に起こった時には、それをもとに行動をし

ていくというようなことを目的としております。この北海道ネットワークというの

は、先ほど、副町長が言いましたように１４市町村、厚真町、今金町、北見市、標

茶町、標津町、新篠津村、せたな町、滝川市、月形町、日高町、美唄市、平取町、

南富良野町、むかわ町の１４市町村で構成されております。今回、この負担金につ

きましては、先ほども申し上げましたように滝川市長が会長でございますが、この

滝川市長が音頭を取りまして、今回、被災されたタイムライン防災の先進地、３自

治体にお見舞金を差し上げようというところで、そのような依頼がありましたので、

月形町としても同じ仲間として一緒にお見舞いをしましょうということで、今回の
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負担金を計上させていただいております。以上です。

○ 議長 金子 廣司 松田順一議員。

○ 議員 松田 順一 わかりました。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 何点かお伺いしたいのですけれど、まずエアコンの関係で

す。先ほどから、皆さんから色々と質問が出ていたので、全体像がわかってきたの

ですけれど、コロナ対策でマスクの着用と熱中症対策ということで、エアコンが必

要だということは十分理解しました。そのうえで換気システムとの関係なのですけ

れど、２１ページの財産管理費のところで、役場大会議室他エアコン設置事業で５

９０万円ほどが計上されています。これは先ほどの話を伺ったら、役場の中は基本

的に給排気が付いていないもので、多目的研修センターと札比内コミュニティセン

ターは換気システムとか換気給排気システムは付いているものという話でした。こ

の金額が役場の方は、先ほど部屋の数はおっしゃられたのですけれど、何台のエア

コンをつけて５９０万円なのか。それから多目的研修センターは何台付けて１，３

３２万円になっているのか。札比内コミュニティセンターもそうですけれど。機能

と単価を知りたいので、そこをお伺いします。

○ 議長 金子 廣司 総務課長。

○ 総務課長 木須 將門 役場庁舎につきましては、合計５台、大会議室２台、第

１会議室、委員会室、応接室はそれぞれ１台、それで５台でございます。多目的研

修センターは１１台、大ホール、入口ホール、管理人受付室、調理室、洋室、和室、

全部で１１台、札比内コミュニティセンターは９台、講堂、入口ホール、管理人受

付室、調理室、洋室、和室という形で合計９台となってございます。エアコンの単

価につきましては、換気機能付きは見積りの段階では、１台あたり８４万円という

形でいただいております。換気機能付きではないエアコンにつきましては、４２万

円という形となってございます。今回、役場につきましては、先ほど申し上げまし

たように、会議等については休憩時間等で換気を充分にする、そして、会議時間等

も極力短くするとういうような流れで、今回は換気機能付きではない普通のエアコ

ンという形を設定させていただていおります。以上です。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 今回のエアコンは冷房が目的で、暖房のことは基本的に考

えていない話で、暖房を使った時に関しては、暖房をかけながら窓を開けるなり、

一般的な換気で対応するという話だったのですけれど、例えば、換給排気機能付き
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のエアコンではなくて、普通のエアコンを同じ台数設置したうえで、給換気機能付

きの、ロスナイとかって、よくありますよね。そういう中の温度を一定に保ちなが

ら給換気ができるような換気扇のようなものというのが、よく出回っているのです

けれど、例えば、そういうものと併用することによって、冬場でも暖房をかけなが

らも、エアコンは使わないけれども給換気システムは使えるみたいな形の中で対応

するというアイディアもあると思うのですけれども、その辺の検討はいかがでしょ

うか。要は、金額の問題で、先ほど、換気機能付きのエアコンは通常のものと倍ぐ

らいの値段になるということで、台数が１台、２台だったら、それは全然良いので

すけれど、十何台とか、全体で３千万近くが町の関係の所だけでも出ていくわけで

すけれども、その辺、先ほど言ったような別の方法というのは、検討されているの

でしょうか。

○ 議長 金子 廣司 総務課長。

○ 総務課長 木須 將門 今回の予算計上させていただいた分につきましては、今

ほど、議員がおっしゃられていた冬でも給換気できるようなロスナイ等のシステム

については、今回の計上にあたっては検討はしておりませんでした。今回、先ほど

も申し上げましたように、暖房等については、通常の換気を行って、それで冬期間

はしのいでいきたいというように考えております。以上です。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 本州方面ですと外の気温が３５度とか、熱波が一般的に夏

場はなっているので、通常換気をすると、外の熱い空気が中に入ってきて、生活が

本当に支障をきたす、熱中症も対策が必要だという状況だから、エアコンがこうや

って国の補助にものって推奨されているのだと思うのです。説明の中でもあったよ

うに、北海道でもマスクを着用するようになったり、熱中症のこともあるから、エ

アコンをいれるというのも、そういう方向性、これからの生活の質の向上と考えれ

ば、そういうこともありうるかなと思って、その部分は納得できたのですけれど、

でも北海道で外の空気を入れて換気をするという場合に、夏場と冬場では、どっち

がその中の状況が良くないか。より対策をきちんとしなければならないかと考えた

ら、北海道は夏じゃなくて冬だと思うのです。冬の暖房が、換気することによって

どんどん逃げて、そのために冷気は下に溜まりますから、寒い寒いと言ってどんど

ん焚けば、それだけ経費が掛って、要はランニングコスト、今は設置するときは予

算が付くけれど、この後のその先のことを考えて、ランニングコストも考えれば、

もう少し工夫のしようもあるでしょうし、まして、この設置の費用がこれだけ高い

ということになれば、もう少し検討したうえで、冷房対応のエアコンを回しながら



令和２年 第４回臨時会（８月４日）

14

暖房をかけてって、今話題になる冷房と暖房を一緒にかけてるみたいな感じになっ

てしまうのであれば、良くないし、ましてや機能だけを使うとしても、これだけ設

置費用が高いのであれば、そこを分離して設置することもできるのではないかと考

えます。その辺は将来的なランニングコスト、快適な生活ということを考えたうえ

での対策こそが、今回の目的として、将来を見据えた対策をしていくということで

あれば、その暖房の部分も充分に考えたうえでの機械設置が必要ではないかと思う

のですけれど、これからまだ検討する余地はありますか。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 役場の大会議室等に設置するエアコンにつきましては、給

換気機能が付いていない普通のエアコンですけれど、それについては夏も冬も換気

をしっかりやっていかなければならないと思います。多目的研修センターと札比内

コミュニティセンターにつけるエアコンついては、冷房もできますし暖房もできま

す。そのようなことで、例えば、秋や春については、主の暖房は使わないで、エア

コンの暖房で給換気をしながら、かなり暖気が取れるのではないかと思います。真

冬のかなり寒気の強いとき、その時については、その施設の暖房プラスこのエアコ

ンの暖房、主の暖房を満開にしなきゃいけないかどうかわからないですけれども、

そういうやり方というのも考えられると思いますので、それと、議員の言われたも

のを含めて検討して、的確に使っていきたいと思います。以上です。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 今、多目的研修センターとか公共施設のところは、暖房そ

のものは電気じゃなくて灯油でやっているはずですけれど、エアコンで使えるとい

う話でも基本は電気ですよね。そうなると光熱水費の、例えば、うちが太陽光みた

いな形の中できちんとそういう装備を持っていれば別ですけれど、基本、災害対応

だから電気だって、この前の停電の時もあるわけだし、そういう色々な意味で考え

たときには、色々なエネルギー源を持ちながら運用していくのが必要だと思うので

す。その時に、先ほど言いましたように、メインのエアコン、別にエアコンで冷房

も暖房も出来ても良いんですよ、それとは関係なく、給排気というのは常時必要に

なってくるのだから、そういうふうに分けて、そちらのほうも是非検討していただ

きたいし、役場の方も開けたり閉めたりして、換気が出来ると言いますけれど、も

し例えば、この部分で予算がある程度つくのであれば、きちんとその換気システム

とか、ロスナイみたいなものを付けて、換気をある程度補助するような形に出来れ

ば、エネルギーロスが少なくて済むと思うのです。そういう意味で、もう少し検討

していただきたいと思います。それから、避難所の場合は、特に多目的研修センタ
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ーなどのほとんど使っていない状態の中で、急に避難所という場合に、今まで冷え

きった館内を急激に暖めるわけですから、こんな電気のエアコンでは充分に使えな

いと思いますし、そういう意味でも、設計をきちんとしたうえで、進めていってい

ただきたいのですけれども。一応、先ほど副町長が、そこをきちんと検討してくだ

さるという話が出たので、その点は是非、もう少し、この予算全体の使い方につい

て検討していただいたうえで、今回の新型コロナウイルス感染症対策の一番重要な

のは換気ですので、そこの部分、エネルギーとの相関で検討していただきたいと思

います。今の件は、きちんと対応してもらうということで、次にもう１点です。

同じ２１ページの財産管理費の中で、多目的研修センターのシャワー室設置工事

の関係なのですけれど、昨年来、バスターミナル、複合施設建設計画で色々やって

いるときに、公共施設の有効利用みたいな話が色々出ている中で、多目的研修セン

ターの利用みたいな話で、将来的にあそこは老朽化が進んでいるからといくつか話

が出ていたのです。今回、このような形でシャワー室まで設置するといういことは、

多目的研修センターはこれからもずっと避難所なり公共施設として、改修も重ねて

ずっと使っていくという方向になったのか、その辺をお願いします。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 多目的研修センターの活用の考えがきちんと方向付けら

れたかどうかということですけれど、そのようなことは今の段階ではありません。

このシャワー室設置については、この感染症対策ということで、避難所としても使

う多目的研修センターですので、災害等がいつ何が起きるかというのは想定できま

せんので、早めに必要だと思われるものは整備をしていきたいと、いかなければな

らないと考えは決まっております。その中の一つですので、多目的研修センターの

将来を見据えた活用方法と併せて考えたというものではないことをご理解いただ

きたいと思います。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 今の副町長のお話はわかりました。避難所なので直ぐに使

うかもしれないから、きちんとそういう設置をするというのは重要だと思うのです。

それを踏まえて、それをするのであれば、もっと多目的研修センターがきちんと避

難所として機能するような状況に、公共施設マメネジメント計画とか色々見てきた

中で、多目的研修センターは比較的ただ建っているだけで活用できないような感じ

の中で、結局、今も空いている状況の中で、ただ建っているような感じ、老朽化し

ている方向の中で色々な話が進んできたと思うのですけれど、このような形の中で

避難所としてきちんと整備するのであれば、もう少し活用を検討していただきたい
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と思います。新しい建物にシフトするだけではなくて、その辺、現状の公共施設の

活用については、しっかり考えていただきたいと思います。今の件はわかりました。

次に同じ２１ページの一般管理費の月形町開町１４０年記念事業なのですけれ

ど、当初は５００万円の予算がついていたところから、今回、１５０万円が削減さ

れているわけですけれど、この１４０周年の記念事業というのは、残りの３５０万

円でどんなことをやる予定になっているのか、この内容についてお伺いします。

○ 議長 金子 廣司 総務課長。

○ 総務課長 木須 將門 月形町開町１４０年記念事業でございますが、当初につ

きましては、まだ事業等が決まっていない段階で５００万円と計上させていたいだ

いていたと思います。今回、３５０万円といたしましたのは、式典と記念事業とい

う形で２本に分けておりますが、式典の部門で予算的には９２万円、事業分につき

ましては、その残りという形で、今、計上をさせていただいております。式典につ

きましては、今回、コロナ禍の中でありますので、規模をだいぶ縮小するという形

で決めております。今回、祝賀会等も行いませんし、式典の中では、毎年やってご

ざいます町の表彰をこの式典の中で、併せて行うという形にしてございます。この

式典に併せまして、記念と言いますか、今までの過去を振り返ったようなペーパー

を作って、全戸配布できないかというようなところで今考えているところでござい

ます。事業につきましては、本田明二特別事業といたしまして、農業研修館におい

て特別展示を行うという形でございます。回想パネル展示、こちらは、前回の開町

１３０年の時にも回想パネルを作成しております。それと併せまして、今回、少し

整備いたしまして、式典の時に、この回想パネルを展示したいという形でございま

す。それから、芸術鑑賞事業というのが一般芸術鑑賞事業という形で、毎年、教育

委員会でやっております芸術鑑賞事業を今回の１４０年の記念事業という形に取

り込んで実施をしたいという形で考えております。以上です。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 そうしましたら、この１５０万円の減額というのは、もと

もとそんなに事業の中身が変わったというよりは、もう少し精査したということに

なるのですか。その式典が、もともと何人ぐらいの規模で呼ぼうとしていたのか、

今の式典の話だと、式典の部分の削減が大きいのかなとも思うのですけれど、どう

いう、何人ぐらいの予定だったのか、要は１５０万円の減額の根拠を知りたいので

す。

○ 議長 金子 廣司 総務課長。

○ 総務課長 木須 將門 この１４０年の事業費は、当初予算で５００万円を組ん



令和２年 第４回臨時会（８月４日）

17

だ段階では、開町１３０年と同じような規模で行ったらどうかという形で、事業等

についてはまだ決まっていない状況でやっております。１３０年の時は式典等で総

勢５００人以上、小中学生も含めて来ていただいていおります。小中学生を抜いて

も２００～３００人ぐらいの招待者を１３０年の時はやっておりました。今回につ

きましては、招待については町内だけに限るというように考えております。町外の

招待については、今回は遠慮したいというところで考えております。人数的には、

４０～５０人という形になろうかなと考えております。今回につきましては、小中

学校の催し物等についても中止という形で考えております。以上です。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 わかりました。

では、今のエアコンの関係で教育委員会にもお伺いしたいのですけれど、先ほど、

３５ページのところで教育費の関係でエアコンが計上されていて、単純計算で１教

室１６０万円ということなのですけれど、これは先ほど、総務課長から説明のあっ

た１台８４万という換気機能付きのものを教室に２台入れるという計算でよろし

いでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 教育次長。

○ 教育次長 加藤 弘光 多目的研修センターに設置するものが、どのようなもの

か承知はしていないのですけれど、私どものところは給換気機能付きのエアコンを

各教室に１台設置するという予定です。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 各１台で１６０万円というのは、町で予定しているものの

倍の値段がするのですけれど、それはどういう仕様になっているのか。今回、エア

コンが非常にあちこち、これ以外にも商工会の事業にも、商工会が主体になって町

内の事業者にもエアコン等が設置できるような補助金が出るような事業もあるの

ですけれど、その辺、町内全体として、スケールメリットを追求するのであれば、

同じ仕様で発注するとか、色々やりようもあると思うのです。その辺、いかがでし

ょうか。

○ 議長 金子 廣司 教育次長。

○ 教育次長 加藤 弘光 学校に設置するエアコンにつきましては、本体で８４万

円のものになりますので、それに設置費用等が含まれるという形になりますので、

１台あたり１５０万という計算になります。それに消費税を含めまして、１６０万

円ということでございます。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。
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○ 議員 宮下 裕美子 設置費用は、そんなにかかるのですか。と言うのは、非常

に先ほどの公共施設との絡みもあるので、とても大事なことだと思うのです。予算

の中では。台数と設置費用とそれを両方含めて、予算化されていると思うのですけ

れど。公共施設の多目的研修センターとかに１１台とか設置して、今、計算機を持

っていなくて申し訳ないのですけれど、その辺の費用も含めて、例えば多目的研修

センターだったら１台８４万円の１１台入れて、あと工事費含めて１，３００万円

ぐらいですから、残り４００万円ぐらいが工事費なのかなと思うのですけれど、１

台あたりにすれば機械の半額ぐらいになっていますよね。それが、６台だからと言

って、そんなに変わるようにも思えないのですけれど、その辺、どういうふうにな

っているのでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午前１１時２０分休憩）

○ 議長 金子 廣司 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

（午前１１時２１分再開）

○ 議長 金子 廣司 教育次長。

○ 教育次長 加藤 弘光 見積りといたしましては、機械の部分で、先ほど定価の

金額を申し上げましたけれど、室外機や本体ですとかを合わせて５５万円程、電気

工事関係が３７万円、建設工事が１０万円、冷房機材の配管作業等について２０万

円程度、冷房材料費が１３万円、その他諸経費等を合わせまして１５０万円という

計算になっております。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 今、説明いただいて、小中学校とも２階、３階の教室もあ

るということで、それも含めて平屋の多目的研修センターと札比内コミュニティセ

ンターとは状況が違うということは、理解できました。ただ、もちろん経費の節減

には努めていただけるとは思うのですけれど、こちらに関しても、先ほど、議論し

ましたように暖房時のことがやっぱり負担になってきますので、そういう意味でも、

別の換気を重視したような形とか、既存の暖房設備が充分あるわけですので、その

辺のところも含めた中で、是非検討していただきたくて、ランニングコストのこと

が非常に私は気になっていますので、その辺も充分検討されたうえで、将来的な投

資になるようにお願いしたいと思います。今の件は了解しました。

もう１点、今度は２９ページなのですけど、商工振興費の中で、新型コロナウイ

ルス感染症対策経費のところで、補助金の２番目のところで、月形町中小企業者等

経営持続化支援金のところの１，５８０万円の減額と、その下の月形町経営持続化
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企業特別支援金の減額の部分、これらを予算化したときと実績で、これだけ減額し

ているのですけれど、上の中小企業等経営持続化支援金はもともと３，０６０万円、

本体で３，０００万円、事務費で６０万円で３，０６０万円の予算がついていたと

ころから、約半分ぐらいしか執行されなかったわけで、実績としてはどのような状

況になって、このようになっているか、所得が思う程には下がらないで、ある程度

の維持が出来ていたのか、その辺も含めて、次の特別支援金のことも含めて、状況

を教えてください。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課長。

○ 企画振興課長 五十嵐 克成 中小企業者等経営持続化支援金についてですけ

れど、これにつきましては、この予算を作ったときにつきましては、２０事業所で

９０２万円、現在は２１事業所でございますけれど、こちらとしましては、大きな

掴みの中で当初は件数を出しましたけれど、実際、申請がありましたのは２０件強

ということになっておりますが、申請がなかった所がどういう所かということはわ

かりませんけれど、実際は２０％以上の昨年度と比較してマイナスになった所とい

うことで考えてございましたので、それよりは至らない、そこまでは減額にならな

いというところが、現段階の全般の中での持続化の部分では、そういう結果になっ

たのかなというように考えております。それから、下の休業特別支援金ですけれど、

これにつきましては３０万円という見方でございましたが、最終的に道の基準に則

った形で月形町も作ってございましたので、そこに該当するのは１事業所しかなか

ったということでありましたので、２０万円の減額というようになったところでご

ざいます。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 最初の中小企業者等経営持続化支援金の方の説明がよく

わからなかったのですけれど、当初予算で２０事業所に９０２万円を計上して、実

際は２０件強から申請があったっていう、ごめんなさい、私はそういうふうに聞こ

えたので、これは実際、半分ぐらいしか申請はなかったと思うのですけれど、今の

もう１回、今の事業の実績をもう少し詳しく、詳しくと言うか、実態を今のだと掴

めないので、お願いします。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課長。

○ 企画振興課長 五十嵐 克成 私が説明した、この時点での９０２万円というの

は、申請のあった金額で支払いをする金額でございます。現在は、２１事業所で９

２０万円という形でございますけれど、当初を見越してございました、これについ

ての事業所の数を、その２０％を超えるところを１ランクのところをまず３０万円
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というように区切らせていただきましたので、商工会に加入している加入数プラス

加入していない事業所もございますので、そこも併せまして１００事業所ぐらいと

いう形で、この辺については、そこでは計算のしようがありませんでしたので、ほ

ぼ全体的ぐらいのものを予算化をさせていただいたということでございます。この

分の実際の今回の企業の部分につきましては、まだ期間がありますので、これから

も出てくる分ということで、これも掴みになりますけれど、３００万円という形で

見させていただいております。それから副町長の説明でもあったとおり、ここの事

業の中で、旅客運送業については別の要綱立てをさせていただいて、非常に新型コ

ロナウイルス感染症による影響が大きいということで考えてございますけれど、か

なりの部分で影響が考えられる旅客運送業について、２００万円をプラスしたとい

うこととの相殺で、１，５９８万円の減額となったということでございます。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 説明でわかりました。これは当初予算を立てたときが緊急

を要することなので、別に３０万円を１００事業所で見込んだというのは全然それ

で私は、別にそこを責めているわけではなく、実態として、うちの町の経済の状況

がどんなふうになっているかが一番大事で、こういう申請の実態がわかると思うの

です。そういう意味で、先ほど課長から２０％以上のマイナスに至らなかったとい

う企業が多かったのではないかと話だったのですけれど、その辺の調査や分析も、

最終の納税のところまで行かないとわからないじゃなく、ある程度やっぱり、先ほ

ど、商工会の会員の方の大部分が対象になっているのであれば、その辺のところの

状況の聞き取り調査なども含めて、充分しておかないと、次の手立てのところに行

かないと思うので、実績の分析というか、減額だけではなくて、その辺の状況分析

を是非、これから、この後のどんなふうにコロナの影響がますます出てくるかわか

りませんので、その辺、是非、分析を充分したうえで、また新らたな支援策なりを

出さなければならないような可能性もあると思うので、是非とも、実態の調査をし

っかりやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 企画振興課長。

○ 企画振興課長 五十嵐 克成 現行で行っている支援事業につきましては、今年

の新型コロナウイルス感染症の影響が出た３月～５月の３カ月の前年との比較と

いう形で、第１波が来たときぐらいの状況の中で早急に支援をしなきゃいけないと

いうことでございましたので、そのような作りをさせていただいております。今後

は、違う業種等にも今後の支援で検討中でございますので、そういった声を商工会

とも充分相談させていただきたいと考えてございます。
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○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。（「なし」の声あり））

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第６１号は原案のとおり可決することにしたいと思いま

す。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決することに決定

いたしました。

○ 議長 金子 廣司 暫時休憩いたします。 （午前１１時３３分休憩）

○ 議長 金子 廣司 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

（午後 １時３０分再開）

◎ 日程４番 議案第６２号 令和２年度月形町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第３号）

○ 議長 金子 廣司 日程４番 議案第６２号 令和２年度月形町国民健康保険

事業特別会計補正予算（第３号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 議案書３７ページをお開き願います。ただ今、上程され

ました議案第６２号 令和２年度月形町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号）について、ご説明申し上げます。第１条でございますが、補正予算第３号

は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，６３１万８，０００円増額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億４，８８０万３，０００円とするも

のであります。また、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、３８ページから３９ページにかけての第

１表 歳入歳出予算補正によるものであります。

今回の補正予算につきましては、この後の議案で出てまいりますが、町立病院に

おいて計画をします病棟のエアコン設置事業に対する保険給付費等交付金の特別

調整交付金を本会計から町立病院事業会計へ繰出しする予算補正であります。４６

ページをお開きいただきたいと思います。歳入でありますが、４款 道支出金 １

項 道補助金 １目 保険給付費等交付金、補正額１，６３１万８，０００円増額、

この内容でございますけれど、先ほど申し上げましたとおり、町立病院で計画いた
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します病棟のエアコン設置事業、事業費３，２６３万７，０００円を予定しており

ますが、それの半額、２分の１がこの保険給付費等交付金、特別調整交付金でござ

いますけれど、その対象となって、その額を予算計上しているところでございます。

４８ページでございますが、歳出でございます。８款 諸支出金 １項 諸費 ３

目 直営診療施設勘定繰出金、補正額１，６３１万８，０００円、先ほどの交付金

の金額を町立病院に繰出しをするものでございます。以上で説明を終わります。よ

ろしくご審議くださいますようお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第６２号は原案のとおり可決することにしたいと思いま

す。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決することに決定

いたしました。

◎ 日程５番 議案第６３号 令和２年度国民健康保険月形町立病院事業会計補正

予算（第３号）

○ 議長 金子 廣司 日程５番 議案第６３号 令和２年度国民健康保険月形町

立病院事業会計補正予算（第３号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 副町長。

○ 副町長 堀 光一 議案書５１ページをお開き願います。ただ今、上程され

ました議案第６３号 令和２年度国民健康保険月形町立病院事業会計補正予算

（第３号）について、ご説明申し上げます。補正予算第２条、収益的収入及び支

出の予定額の補正でありますが、収入の部では１款 病院事業収益 １目 医業

外収益を６６９万４，０００円増額し、病院事業収益の総額を５億６，６３０万

３，０００円とするものであります。支出の部では、１款 病院事業費用 １項

医業費用を６６９万４，０００円増額し、病院事業費用の総額を病院事業収益と

同額の５億６，６３０万３，０００円とするものであります。補正予算第３条

は、資本的収入及び支出の予定額の補正でありまして、収入の部では、１款 資

本的収入 １項 出資金を２，３０８万９，０００円、２項 繰入金を１，６３
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１万８，０００円、それぞれ増額をし、資本的収入の総額を９，６８１万８，０

００円とするものであります。支出の部では１款 資本的支出 １項 建設改良

費を資本的収入と同額の３，９４０万７，０００円増額し、資本的支出の総額を

１億１，２２４万９，０００円とするものであります。

今回の予算補正につきましては、新型コロナウイルス感染症対策に要する経費

であります。６４ページをお開きください。収益的収入支出に係る支出でござい

ます。１款 病院事業費用 １項 医業費用 ２目 材料費 補正予定額１３８

万４，０００円、内訳につきましては、診療材料費と医療用消耗備品、説明欄の

とおりであります。３目 経費５３１万円増額、消耗備品費と委託料の増額でご

ざいまして、委託料につきましては、外来患者の検温業務を委託するものでござ

います。６２ページをお開きいただきたいと思います。１款 病院事業収益 ２

項 医業外収益 １目 他会計負担金 補正予定額６６９万４，０００円、支出

に係る財源として一般会計からの負担金６６９万４，０００円を充てたいと考え

ております。６８ページをお開きいただきたいと思います。資本的支出でござい

ます。１款 資本的支出 １項 建設改良費 １目 有形固定資産購入費 補正

予定額３，９４０万７，０００円増額、機器及び備品購入費１６０万円、工事請

負費３，７８０万７，０００円、この内訳が発熱外来診察室設置改修工事５１７

万円、病棟エアコン設置工事３，２６３万７，０００円、合わせまして３，７８

０万７，０００円でございます。６６ページでございますが、それの財源、収入

の部でございます。１款 資本的収入 １項 出資金 １目 出資金 補正予定

額２，３０８万９，０００円増額でございます。一般会計からの出資金でござい

ます。２項 繰入金 １目 繰入金 補正予定額１，６３１万８，０００円、国

保会計からの繰入金でございまして、国保会計の予算議案のところでご説明申し

上げました保険給付費等交付金、特別調整交付金分の繰入れでございます。以

上、説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 ６９ぺージの工事請負費の発熱外来診察室改修工事のとこ

ろなのですけれど、これを改修するということになった場合、ここでＰＣＲ検査を

やったりとかすると思うのですけれど、ＰＣＲ検査は今、ＩＰ電話で言われている

のは唾液検査で、大体時間的にどのぐらいかかって、熱発の患者さんはどこで待機

してもらうのか、その辺、教えていただけますでしょうか。



令和２年 第４回臨時会（８月４日）

24

○ 議長 金子 廣司 病院事務長。

○ 町立病院事務長 吉永 裕也 発熱外来の設置でございますけれど、保健センタ

ー側の裏玄関側にある物品庫を改修して、そちらを発熱のあるの方の診察室として

使う予定としております。ＰＣＲ検査については、そこでやることも考えておりま

すけれど、今はまだ出来ておりませんので、普通の外来でやるか、試験管みたいな

ものに唾液を入れて持ってきていただければ、１日～２日で結果が出るということ

で、委託の検査業者から言われていますので、土日を挟まなければ、月曜日であれ

ば水曜日、木曜日には検査結果が出るということで聞いております。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 仮に陽性となった場合の対応で、令和２年３月１８日の厚生

労働省からの事務連絡で、感染症指定医療機関以外の新型コロナウイスル感染症の

患者を入院させる場合、無症状病原体保有者や軽症患者は感染症指定医療機関以外

の医療機関に入院させるなどの対応の検討との通知が来ているのですが、これにつ

いては町立病院は当てはまるのでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 病院事務長。

○ 町立病院事務長 吉永 裕也 ３月に刑務所の方が一人出ましたけれども、その

時には保健所に連絡して、保健所で対応をしてもらうような形で、町立病院は病棟

が一つしかありませんので、今のところ対応するような予定はしておりません。検

査が終わって、もし陽性の患者が出た場合は保健所へ連絡をして、その後の結果に

ついては、保健所と本人との連絡でやっていただくような形で、今は考えておりま

す。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 受入れが大変ということなのですけれど、美唄医師会や道の

方から、軽症者については町立病院は受け入れはどうでしょうかという問い合わせ

というのはないのでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 病院事務長。

○ 町立病院事務長 吉永 裕也 道医師会からもありますけれど、現時点では病棟

が一つしかありませんし、受け入れられないと話をしてあります。

○ 議長 金子 廣司 東出善幸議員。

○ 議員 東出 善幸 わかりました。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 今、ＰＣＲ検査のことが出たので重ねて質問させていただ
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きたいのですけれど、今回、ＰＣＲ検査をやるようにＩＰ電話に出ていたのですけ

れど、この検査は希望すれば、診察とかなしに誰でも受けられるというような形の

ものなのでしょうか。どういう形の中で、ＰＣＲ検査が行われれるのでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 病院事務長。

○ 町立病院事務長 吉永 裕也 現在は町民に限って、どれぐらいいるかわかりま

せんので、自由診療ですから、あくまでもＰＣＲ検査をしたいということで来てい

ただいて、熱がなければ採取用の試験管を持って行っていただくとかという形で、

自宅でもできますので、それを町立病院にもって来ていただいて、委託業者に検体

を渡すような形で考えております。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 今の件はわかりました。

発熱外来を今回、改修してやるのですけれど、いつぐらいに外来を開けるような

見込みというか、予定しているのですか。

○ 議長 金子 廣司 病院事務長。

○ 町立病院事務長 吉永 裕也 １１月末から１２月１０日ぐらいが工事の完成

ではないかなというところで考えております。工事の発注をまだしておりませんの

で、予定としてはそのような状況です。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 ありがとうございます。

もう１点なのですけれど、病棟のエアコンを今回、設置する予算なのですけれど、

今までも少し話が出ていたように、全体的な台数というか、どういう設置の仕方、

病室全体に付けるのか、どんなふうな形でこれはやられるのですか。

○ 議長 金子 廣司 病院事務長。

○ 町立病院事務長 吉永 裕也 ２階の病棟におきまして、廊下に吹き出し口を設

けて、あまり暑くなったり寒くなったりしないように、自然に病室へ流れるような

空気の流れで、一定温度を下げるだとか上げるだとかということが可能な形で、患

者を配慮して病室のある２階全体の温度を下げていきたいと考えております。現在

ですと、夏期になりますと３５度を超える日もありますし、西日が当たるところも

ありますので、全体的にやはり２階全体の温度を下げたいということで、病室では

なくて廊下から気流を流して、温度を下げていきたいということで思っております。

また、待合室等で外部から持ち込まれたウイルスをフィルターに吸着させまして、

除菌ユニットから屋外に放出するような形で、町立病院では冷暖房対応のフィルタ

ー付きのエアコンということで考えてございます。
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○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 そうしましたら、つい最近、町立病院で暖房機器を交換、

何年か前にやったと思うのですけれど、そういう形の中で、今回のエアコンを使っ

て冬はもともとある暖房も使いながら、このフィルター付きで空気の循環をうまく

しながら、中を換気するような感じをイメージしていて良いのですか。今、先ほど、

冷房の関係では３５度を超えるというので、その話はわかったのですけれど、冬場

の感じではどうなんでしょうか。

○ 議長 金子 廣司 病院事務長。

○ 町立病院事務長 吉永 裕也 議員がおっしゃるとおりで、６年前に暖房改修を

行っているのですけれど、その暖房が病院の場合、手術室に冷房を行くようにして

いるものですから、冷房から暖房に切り替えるのが１０月になるので、冷房を切り

替えるというところもあるので、それを含めると暖房にする時には、暖房も使いま

すけれども、ファイルター付きの吸着させて除菌ユニットからウイルスを放出させ

るような方法をとりますので、両方を使いたいというように考えております。

○ 議長 金子 廣司 宮下裕美子議員。

○ 議員 宮下 裕美子 わかりました。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。

○ 議長 金子 廣司 楠順一議員。

○ 議員 楠 順一 ＰＣＲ検査が本町でも町立病院でもやれるということです

けれども、仮に陽性者が出た場合の対処、うちの自治体としての対処の流れはどの

ようになるのか、その辺について伺いたいです。

○ 議長 金子 廣司 病院事務長。

○ 町立病院事務長 吉永 裕也 自由診療ですので、うちでは患者としては受け入

れできませんので、保健所へ連絡して保健所で対応してもらうような形になると思

います。

○ 議長 金子 廣司 楠順一議員。

○ 議員 楠 順一 保健所が一元的に対処については対応することになると思

うのですけれど、町民への対応は末端の自治体としての町がやるかと思うのですけ

れど、その辺についての担当は、例えば保健センター、保健福祉課が対応するとい

う形になるわけですか。

○ 議長 金子 廣司 病院事務長。

○ 町立病院事務長 吉永 裕也 直接、病院から保健所へ、今までもなっています

ので、刑務所の方が１名なったときも病院と保健所で対応していますので、保健セ
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ンターというか保健福祉課は入らないと思います。

○ 議長 金子 廣司 楠順一議員。

○ 議員 楠 順一 ということは、事後の家族との連絡ですとか、そのようなこ

とについても、病院と保健所とのやりとりの中で対応するということでよろしいで

しょうか。

○ 議長 金子 廣司 病院事務長。

○ 町立病院事務長 吉永 裕也 そのとおりです。

○ 議長 金子 廣司 楠順一議員。

○ 議員 楠 順一 了解しました。

○ 議長 金子 廣司 他に質疑ございませんか。（「なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。議案第６３号は原案のとおり可決することにしたいと思いま

す。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本案は、原案のとおり可決することに決定

いたしました。

○ 議長 金子 廣司 以上で本臨時会に付議されました案件は、全て終了いたし

ました。会議を閉じます。これをもちまして令和２年第４回月形町議会臨時会を

閉会いたします。

（午後１時５２分閉会）


