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令和２年第３回羅臼町議会定例会（第２号） 

 

令和２年９月１５日（火曜日）午前１０時開会 

 

──────────────────────────────────── 

 

○議事日程 

 日程第 １ 議案第５０号 戸籍に係る電子情報処理組織の事務の委託について 

 日程第 ２ 議案第４１号 令和２年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算 

 日程第 ３ 議案第４２号 令和２年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業特別会計補正予

算 

 日程第 ４ 議案第４３号 令和２年度目梨郡羅臼町介護保険事業特別会計補正予算 

 日程第 ５ 議案第４４号 羅臼町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定につ

いて 

 日程第 ６ 議案第４５号 羅臼町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例制定について 

 日程第 ７ 議案第４６号 財産の取得について 

 日程第 ８ 議案第４７号 財産の取得について 

 日程第 ９ 議案第４８号 財産の取得について 

 日程第１０ 議案第４９号 工事請負契約の締結について 

 日程第１１ 議案第５１号 羅臼町過疎地域自立促進市町村計画の変更について 

 日程第１２ 議案第５２号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につい

て 

 日程第１３ 議案第５３号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について 

 日程第１４ 議案第５４号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

 日程第１５ 認定第 １号 令和元年度目梨郡羅臼町一般会計歳入歳出決算認定につい

て 

 日程第１６ 認定第 ２号 令和元年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算認定について 

 日程第１７ 認定第 ３号 令和元年度目梨郡羅臼町介護保険事業特別会計歳入歳出決

算認定について 

 日程第１８ 認定第 ４号 令和岸年度目梨郡羅臼町後期高齢者医療事業特別会計歳入

歳出決算認定について 

 日程第１９ 認定第 ５号 令和元年度目梨郡羅臼町国民健康保険診療所事業特別会計

歳入歳出決算認定について 
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 日程第２０ 認定第 ６号 令和元年度目梨郡羅臼町水道事業会計歳入歳出決算認定に

ついて 

 日程第２１ 報告第 ７号 令和元年度決算に基づく健全化判断比率の報告について 

 日程第２２ 報告第 ８号 令和元年度決算に基づく資金不足比率の報告について 

 日程第２３ 発議第 ５号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な

悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書 

 日程第２４ 発議第 ６号 国土強靱化に資する道路の整備等に関する意見書 

 日程第２５ 各委員会閉会中の所管事務調査の件 

 追加日程第１ 議案第５６号 令和２年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算 

──────────────────────────────────── 

○出席議員（１０名） 

  議 長 １０番 佐 藤   晶 君    副議長  ９番 小 野 哲 也 君 

       １番 加 藤   勉 君         ２番 田 中   良 君 

       ３番 髙 島 讓 二 君         ４番 井 上 章 二 君 

       ５番 坂 本 志 郎 君         ６番 松 原   臣 君 

       ７番 村 山 修 一 君         ８番 鹿 又 政 義 君 

──────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

──────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条により説明のため出席した者 

 町     長  湊 屋   稔 君   副  町  長  川 端 達 也 君 

 教  育  長  和 田 宏 一 君   監 査 委 員         松 田 眞佐都 君 

 企画振興課長         八 幡 雅 人 君   総 務 課 長         本 見 泰 敬 君 

 税務財政課長         対 馬 憲 仁 君   税務財政課長補佐         飯 島   東 君 

 環境生活課長         松 﨑 博 幸 君   保健福祉課長         太 田 洋 二 君 

 福祉・介護担当課長         福 田 一 輝 君   保健・国保担当課長         洲 崎 久 代 君 

 産業創生課長         大 沼 良 司 君   まちづくり担当課長         石 崎 佳 典 君 

 建設水道課長         佐 野 健 二 君   学 務 課 長  平 田   充 君 

 社会教育課長         野 田 泰 寿 君   社会教育課長補佐         湊   慶 介 君 

 図 書 館 長         菊 地 理恵子 君   会 計 管 理 者         仙 福 聖 一 君 

──────────────────────────────────── 

○職務のため議場に出席した者 

 議会事務局長         鹿 又 明 仁 君   議会事務局次長  長 岡 紀 文 君 
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──────────────────────────────────── 

午前１０時００分 開会 

──────────────────────────────────── 

◎開 議 宣 告         

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１０人です。定足数に達しておりますので、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あります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１ 議案第５０号 戸籍に係る電子情報処理組織の事務の委託について 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１ 議案第５０号戸籍に係る電子情報処理組織の事務の委

託についてを審議いたします。 

 提案理由の説明が終わっておりますので、質疑を許します。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質疑を終わります。 

 これから、議案第５０号を採決いたします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第５０号戸籍に係る電子情報処理組織の事務の委託について、原案のとおり決定す

ることに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（佐藤 晶君） 起立総員です。 

 したがって、日程第１ 議案第５０号戸籍に係る電子情報処理組織の事務の委託につい

ては、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２ 議案第４１号 令和２年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第２ 議案第４１号令和２年度目梨郡羅臼町一般会計補正予

算を審議いたします。 

 提案理由の説明が終わっておりますので、質疑を許します。 

 質疑ありませんか。 

 松原臣君。  

○６番（松原 臣君） ６ページの学校ネット環境整備事業に１,０８０万円なのですけ

れども、これを始めるに当たって、タブレットを使用すると思うのですよね。間違いであ
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れば訂正してもらってもいい。それで、授業として取り入れるようになれば、非常に心配

しているのは子どもたちの健康面、特に目ですね。参考によると、タブレットみたいなも

のは２０分やったら１０分休むとか、そういう部分で、今スマホとかを子どもたちがやっ

て非常に眼鏡をかける子どもたちが多くなっているというお話も聞きますので、教育委員

会として学校にどういう指導をしているのか、１点お伺いしたいと思います。 

○議長（佐藤 晶君） 学務課長。 

○学務課長（平田 充君） ｉＰａｄ、タブレットを渡すということで今後進めていく予

定でおりますが、目についてですとか、今後の使い方に関する研修も含めて、２月いっぱ

いまで学校と一緒に研修等を行っていく予定としております。 

 以上です。 

○議長（佐藤 晶君） 松原臣君。  

○６番（松原 臣君） それで、実際に研修を行って、実施するに当たって、やはり実際

に授業をするに当たって、研修をしていかなければならないだろうというふうに思うの

で、ぜひその点は、研修して終わりではなくて、実際に授業で実施されているのかどうか

ということが非常に私は大事だと思うので、その点ぜひ、教育委員会のほうに検証をお願

いしたいということで質問を終わりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（佐藤 晶君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質疑を終わります。 

 これから、議案第４１号を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第４１号令和２年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算は、原案のとおり決定すること

に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（佐藤 晶君） 起立総員です。 

 したがって、日程第２ 議案第４１号令和２年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算は、原

案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第３ 議案第４２号 令和２年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業特別会計 

補正予算 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第３ 議案第４２号令和２年度目梨郡羅臼町国民健康保険事

業特別会計補正予算を審議いたします。 

 提案理由の説明が終わっておりますので、質疑を許します。 

 質疑ありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質疑を終わります。 

 これから、議案第４２号を採決いたします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第４２号令和２年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業特別会計補正予算は、原案のと

おり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（佐藤 晶君） 起立総員です。 

 したがって、日程第３ 議案第４２号令和２年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業特別会

計補正予算は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第４ 議案第４３号 令和２年度目梨郡羅臼町介護保険事業特別会計補正 

予算 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第４ 議案第４３号令和２年度目梨郡羅臼町介護保険事業特

別会計補正予算を審議いたします。 

 提案理由の説明が終わっておりますので、質疑を許します。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質疑を終わります。 

 これから、議案第４３号を採決いたします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第４３号令和２年度目梨郡羅臼町介護保険事業特別会計補正予算は、原案のとおり

決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（佐藤 晶君） 起立総員です。 

 したがって、日程第４ 議案第４３号令和２年度目梨郡羅臼町介護保険事業特別会計補

正予算は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第５ 議案第４４号 羅臼町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業 

の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する 

条例制定について 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第５ 議案第４４号羅臼町特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを審議い

たします。 
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 提案理由の説明が終わっておりますので、質疑を許します。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質疑を終わります。 

 これから、議案第４４号を採決いたします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第４４号羅臼町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例制定について、原案のとおり決定することに賛成の方は

起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（佐藤 晶君） 起立総員です。 

 したがって、日程第５ 議案第４４号羅臼町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり

可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第６ 議案第４５号 羅臼町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基 

準を定める条例の一部を改正する条例制定について 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第６ 議案第４５号羅臼町家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてを審議いたします。 

 提案理由の説明が終わっておりますので、質疑を許します。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質疑を終わります。 

 これから、議案第４５号を採決いたします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第４５号羅臼町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例制定について、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（佐藤 晶君） 起立総員です。 

 したがって、日程第６ 議案第４５号羅臼町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第７ 議案第４６号 財産の取得について 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第７ 議案第４６号財産の取得についてを審議いたします。 
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 提案理由の説明が終わっておりますので、質疑を許します。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質疑を終わります。 

 これから、議案第４６号を採決いたします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第４６号財産の取得について、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願いま

す。 

（賛成者起立） 

○議長（佐藤 晶君） 起立総員です。 

 したがって、日程第７ 議案第４６号財産の取得については、原案のとおり可決されま

した。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第８ 議案第４７号 財産の取得について 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第８ 議案第４７号財産の取得についてを審議いたします。 

 田中良君は、地方自治法第１１７条の規定により除斥の対象となりますので、離席退場

を求めます。 

（田中議員 離席退場） 

○議長（佐藤 晶君） 提案理由の説明が終わっておりますので、質疑を許します。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質疑を終わります。 

 これから、議案第４７号を採決いたします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第４７号財産の取得について、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願いま

す。 

（賛成者起立） 

○議長（佐藤 晶君） 起立総員です。 

 したがって、日程第８ 議案第４７号財産の取得については、原案のとおり可決されま

した。 

 田中良君、入場着席願います。 

（田中議員 入場着席） 

──────────────────────────────────── 

◎日程第９ 議案第４８号 財産の取得について 

──────────────────────────────────── 
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○議長（佐藤 晶君） 日程第９ 議案第４８号財産の取得についてを審議いたします。 

 提案理由の説明が終わっておりますので、質疑を許します。 

 質疑ありませんか。 

 松原臣君。 

○６番（松原 臣君） 財産取得について、委員会でも質問したのですけれども、どうも

後からいろいろ考えてみたのですけれども、やはりきっと私の質問もちょっと悪かったの

かなと思っていますけれども、２,６２０万円ということで入札が終わったということは

別に問題ない。ただ、単位が出ているタブレットが幾らとか、私、たしか、それでなかな

か答えが出てこないというので、いろいろ仲間の議員からも情報をもらいまして、恐らく

設定が、最初に予算を出すときは、そちらで予算を立てるときはタブレットが幾らでとい

う予算が出て、入札にかけるときに一括でぽんと出てくるから、何がその値段になってい

るのか、安くなったのか、適正な値段であるのかということは、業者から示されないわけ

でしょう。示されれば分かると思うのですけれども、示されないからきっと委員会の答え

になったのかなというふうに捉えているのですけれども。 

 ただ、私が思うのは、例えば予算化するに当たって、恐らくタブレットがこのぐらい、

何々がこのぐらい、この４項目ありますけれども、きっとこの計算をして、以下になれ

ば、そこの安いところの業者ということで計算していると思うので、それで私が今言った

ことで、きっと間違いはないのではないのかなと。 

 ただ、そこでセットであればセットで構わないので、このぐらいのこちらは予算でいた

のだと。だけれども、総額しか出ないのでこういう金額ですよと。私、役場で出す予想額

を示せとは言っていない。そこら辺やはりこういう金額のときには、きちんとそこら辺を

説明していただければ、私は納得したのだろうというふうに思うのですよ。それについ

て、今の私の説明が違えば、お答えを願いたいというふうに思います。 

○議長（佐藤 晶君） 学務課長。 

○学務課長（平田 充君） 昨日の委員会の後に、落札した業者のほうも確認して１点１

点金額のほうを聞きました。１点目のｉＰａｄ３７３台で２,２２４万１３０円、ｉＰａ

ｄ Ｐｒｏ２５台で２６９万８,９６０円、タッチペン３９８本で８９万１,１１０円、液

晶保護フィルム３９８枚で４５万９８００円ということで、トータル２,６２９万円とい

うことで報告がありましたので、申し訳ありませんでした。連絡します。 

○議長（佐藤 晶君） 松原臣君。 

○６番（松原 臣君） 入札が終わって業者が決定しますでしょう。そうしたら、やはり

その内訳をきちんと、質問がなければいいのですけれども、質問があったときにきちんと

委員会まで、ぜひその点を、今後いろいろな財産取得が、今のタブレットばかりではなく

ても、いろいろな種目があると思います。そんなことであれば、委員会も長くならなかっ

たと思いますので、ひとつその点、お答えについても慎重にお願いしたいと。 

 以上でございます。 
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○議長（佐藤 晶君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質疑を終わります。 

 これから、議案第４８号を採決いたします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第４８号財産の取得について、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願いま

す。 

（賛成者起立） 

○議長（佐藤 晶君） 起立総員です。 

 したがって、日程第９ 議案第４８号財産の取得については、原案のとおり可決されま

した。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１０ 議案第４９号 工事請負契約の締結について 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１０ 議案第４９号工事請負契約の締結についてを審議い

たします。 

 提案理由の説明が終わっておりますので、質疑を許します。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質疑を終わります。 

 これから、議案第４９号を採決いたします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第４９号工事請負契約の締結について、原案のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（佐藤 晶君） 起立総員です。 

 したがって、日程第１０ 議案第４９号工事請負契約の締結については、原案のとおり

可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１１ 議案第５１号 羅臼町過疎地域自立促進市町村計画の変更について 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１１ 議案第５１号羅臼町過疎地域自立促進市町村計画の

変更についてを審議いたします。 

 提案理由の説明が終わっておりますので、質疑を許します。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（佐藤 晶君） これで質疑を終わります。 

 これから、議案第５１号を採決いたします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第５１号羅臼町過疎地域自立促進市町村計画の変更について、原案のとおり決定す

ることに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（佐藤 晶君） 起立総員です。 

 したがって、日程第１１ 議案第５１号羅臼町過疎地域自立促進市町村計画の変更につ

いては、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１２ 議案第５２号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変 

更について 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１２ 議案第５２号北海道町村議会議員公務災害補償等組

合規約の変更についてを審議いたします。 

 提案理由の説明が終わっておりますので、質疑を許します。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質疑を終わります。 

 これから、議案第５２号を採決いたします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第５２号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について、原案のとお

り決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（佐藤 晶君） 起立総員です。 

 したがって、日程第１２ 議案第５２号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の

変更については、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１３ 議案第５３号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１３ 議案第５３号北海道市町村総合事務組合規約の変更

についてを審議いたします。 

 提案理由の説明が終わっておりますので、質疑を許します。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質疑を終わります。 
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 これから、議案第５３号を採決いたします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第５３号北海道市町村総合事務組合規約の変更について、原案のとおり決定するこ

とに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（佐藤 晶君） 起立総員です。 

 したがって、日程第１３ 議案第５３号北海道市町村総合事務組合規約の変更について

は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１４ 議案第５４号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１４ 議案第５４号北海道市町村職員退職手当組合規約の

変更についてを審議いたします。 

 提案理由の説明が終わっておりますので、質疑を許します。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質疑を終わります。 

 これから、議案第５４号を採決いたします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第５４号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、原案のとおり決定す

ることに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（佐藤 晶君） 起立総員です。 

 したがって、日程第１４ 議案第５４号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更につ

いては、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１５ 認定第１号 令和元年度目梨郡羅臼町一般会計歳入歳出決算認定 

について 

◎日程第１６ 認定第２号 令和元年度目梨郡羅臼町国民健康保険事業特別会計 

歳入歳出決算認定について 

◎日程第１７ 認定第３号 令和元年度目梨郡羅臼町介護保険事業特別会計歳入 

歳出決算認定について 

◎日程第１８ 認定第４号 令和元年度目梨郡羅臼町後期高齢者医療事業特別会 

計歳入歳出決算認定について 

◎日程第１９ 認定第５号 令和元年度目梨郡羅臼町国民健康保険診療所事業特 

別会計歳入歳出決算認定について 
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◎日程第２０ 認定第６号 令和元年度目梨郡羅臼町水道事業会計歳入歳出決算 

認定について 

◎日程第２１ 報告第７号 令和元年度決算に基づく健全化判断比率の報告につ 

いて 

◎日程第２２ 報告第８号 令和元年度決算に基づく資金不足比率の報告につい 

て 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第１５ 認定第１号令和元年度目梨郡羅臼町一般会計歳入歳

出決算認定についてから日程第２０ 認定第６号令和元年度目梨郡羅臼町水道事業会計歳

入歳出決算認定についてまで及び日程第２１ 報告第７号令和元年度決算に基づく健全化

判断比率の報告について、日程第２２ 報告第８号令和元年度決算に基づく資金不足比率

の報告についてまでの８件を一括議題といたします。 

 この説明に当たっては、議員各位から了承をいただいておりますので、総括表等で簡単

明瞭に説明を願います。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

○副町長（川端達也君） ただいま一括上程されました認定第１号から第６号及び報告第

７号、第８号につきましては、別冊のとおり監査委員の意見をつけて認定に付するもので

ございます。 

 参考資料の資料１３の総括表で簡潔に説明させていただきますので、よろしくお願いい

たします。 

 参考資料２９、３０ページをお願いいたします。 

 総括表の上段、網かけは前年度の決算数値でありまして、下段が令和元年度の決算数値

となっております。 

 説明につきましては、各会計とも収入済額、不納欠損額、収入未済額、支出済額、翌年

度繰越額、歳入歳出差引残額とさせていただきます。 

 認定第１号一般会計でございます。 

 収入済額４５億４４９万８,４９５円、不納欠損額２８２万２,８６６円は、主に町税の

不納欠損でございます。収入未済額１億１,４６５万２,１０４円は、町税及び税外収入等

の未納分でございます。支出済額は４４億２,４０４万４０１円で、歳入歳出差引残額は

８,０４５万８,０９４円。 

 認定第２号国民健康保険事業特別会計。 

 収入済額１０億２,５８５万１,３３２円、不納欠損額２６０万４,３３６円は、国民健

康保険税の不納欠損でございます。収入未済額１億１６０万２,８１２円は、国民健康保

険税の未納分でございます。支出済額は１０億６４１万４,６５６円で、歳入歳出差引残

高は１,９４３万６,６７６円。 
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 次に、認定第３号介護保険事業特別会計。 

 収入済額４億５,６３０万３,００７円、不納欠損額７６万６,８５８円は、介護保険料

の不納欠損でございます。収入未済額１,１９７万５,５３４円は、介護保険料の未納分で

ございます。支出済額は４億４,７９０万３,１１４円で、歳入歳出差引残高は８３９万

９,８９３円。 

 次に、認定第４号後期高齢者医療事業特別会計。 

 収入済額６,８４７万６,３０６円、収入未済額６４万８,８００円は、後期高齢者医療

保険料の未納分でございます。支出済額は６,８０７万４,３３３円で、歳入歳出差引残高

は４０万１,９７３円。 

 次に、認定第５号国民健康保険診療所事業特別会計。 

 収入済額２億６１１万６,９２０円、収入未済額９万３,２０８円、これは診療分の未納

分でございます。支出済額は２億４２４万６,８７９円で、歳入歳出差引残高は１８７万

４１円。 

 合計につきましては、それぞれ性格が違いますので、省略させていただきます。 

 なお、全会計、黒字決算でございます。 

 続きまして、３１ページ、３２ページをお願いいたします。 

 認定第６号水道事業会計でございます。 

 収益的収入及び支出の収入の決算額は２億１４１万３,８８７円、支出の決算額は１億

９,６２９万６,２６６円で、差引過不足額は５１１万７,６２１円となりました。 

 次に、資本的収入及び支出の収入の決算額は５,３９２万２,０００円、支出の決算額は

１億１,９１６万３,９１８円で、差引過不足額は６,５２４万１,９１８円の不足となりま

す。この不足額につきましては、当年度の損益勘定留保資金で補塡をしてございます。 

 続きまして、議案の１ページにお戻りください。 

 報告第７号令和元年度決算に基づく健全化判断比率の報告について。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、次のとおり報告

する。 

 ２ページをお願いいたします。 

 令和元年度決算に基づく健全化判断比率。 

 実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきましては、令和元年度決算において、羅臼町

の全会計が黒字決算でありますので、早期健全化基準及び財政再生基準には該当ございま

せん。 

 次に、実質公債費比率につきましては、過去３か年における平均比率となっておりまし

て、前年度の７.７％に対しまして今年度は８.５％で、公債費の元利償還金について大き

な増減はなかったものの、償還金の財源となる町税収入や普通交付税、臨時財政対策債が

減額となったことなどにより、対前年度比０.８ポイントの増となりましたが、早期健全

化基準の２５％、財政再生基準の３５％のいずれも下回っているものでございます。 
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 次に、将来負担比率につきましては、令和元年度の地方債の現在高が約４７億円とな

り、昨年度と比べてまして約１億４,０００万円増加しておりますが、臨時財政対策債を

除く町債の多くは主に過疎対策事業債であるため、元利償還金の７割分が交付税措置され

ることや、ふるさと納税等による寄附金の積立てなど、充当可能財源である基金全体の総

額が増加したことなどにより、該当はございません。 

 したがいまして、全ての比率につきまして、早期健全化基準及び財政再生基準を下回っ

ているものでございます。 

 続きまして、３ページをお願いいたします。 

 報告第８号令和元年度決算に基づく資金不足比率の報告について。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、次のとおり報

告する。 

 ４ページをお願いいたします。 

 令和元年度決算に基づく資金不足比率でございますが、水道事業会計におきましても、

令和元年度決算は黒字決算であり、資金不足を生じていないことから、該当はございませ

ん。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 晶君） 説明が終わりました。 

 日程第２１ 報告第７号令和元年度決算に基づく健全化判断比率の報告について及び日

程第２２ 報告第８号令和元年度決算に基づく資金不足比率の報告については、受理いた

しました。 

 お諮りします。 

 各会計の歳入歳出決算認定については、各常任委員会より２名、計４名で構成する羅臼

町各会計決算特別委員会を設置し、この特別委員会に付託して審査することにしたいと思

いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本件については、４名の委員で構成する羅臼町各会計決算特別委員会を設

置し、この特別委員会に付託して審査することに決定いたしました。 

 お諮りします。 

 ただいま設置されました羅臼町各会計決算特別委員会の委員の選任については、各常任

委員会より２名を選出していただき、議長において指名したいと思います。御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） 異議なしと認めます。 

 各常任委員会で委員の選任をお願いいたします。 

 総務民生常任委員会は正副議長室、経済文教常任委員会は第１委員会室でお願いいたし
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ます。 

 決算特別委員会の委員の選出のため、暫時休憩いたします。 

午前１０時３１分 休憩 

────────────── 

午前１０時３５分 再開 

○議長（佐藤 晶君） 再開します。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ただいま休憩中に、羅臼町各会計決算特別委員会委員が選出されましたので、事務局長

から報告させます。 

○議会事務局長（鹿又明仁君） それでは、羅臼町各会計決算特別委員会委員を御報告申

し上げます。 

 総務民生常任委員会から、田中良議員、坂本志郎議員。 

 経済文教常任委員会から、加藤勉議員、髙島讓二議員。 

 以上、４名の議員でございます。 

○議長（佐藤 晶君） ただいま事務局長より報告のとおり、指名したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名したとおり、羅臼町各会計決算特別委員会の委員に選任する

ことに決定いたしました。 

 次に、委員会条例第７条第２項の規定により、本委員会において正副委員長の互選をお

願いしたいと思います。 

 正副議長室でお願いいたします。 

 正副議長互選のため、暫時休憩いたします。 

午前１０時３７分 休憩 

────────────── 

午前１０時４１分 再開 

○議長（佐藤 晶君） 再開いたします。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 諸般の報告をいたします。 

 休憩中に、本委員会において委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果が議長の手

元に参りました。 

 羅臼町各会計決算特別委員会委員長に田中良君、副委員長に加藤勉君。 

 以上のとおり互選された旨、報告がありました。 

 田中良君。 

○２番（田中 良君） 羅臼町各会計決算特別委員会委員長、田中良です。 
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 ただいま本特別委員会に付託されました認定第１号から認定第６号の令和元年度目梨郡

羅臼町各会計歳入歳出決算認定については、会期が本日１日でありますので、閉会中の継

続審議の決議をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 晶君） お諮りします。 

 ただいま羅臼町各会計決算特別委員会委員長から、閉会中の継続審査の申し出がありま

したが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） 異議なしと認めます。 

 したがって、日程第１５ 認定第１号令和元年度目梨郡羅臼町一般会計歳入歳出決算認

定についてから、日程第２０ 認定第６号令和元年度目梨郡羅臼町水道事業会計歳入歳出

決算認定についてまでの６件を羅臼町各会計決算特別委員会に付託し、閉会中の継続審査

とすることに決定いたしました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２３ 発議第５号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の 

急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第２３ 発議第５号新型コロナウイルス感染症の影響に伴う

地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 田中良君。 

○２番（田中 良君） 発議第５号新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急

激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書。 

 上記の議案を会議規則第１３条の規定により別紙のとおり提出する。 

 令和２年９月１５日提出。羅臼町議会議長、佐藤晶殿。 

 提出者、羅臼町議会議員、田中良。賛成者、羅臼町議会議員、坂本志郎、同じく村山

修一、同じく松原臣。 

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確

保を求める意見書。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大は、甚大な経済的・社会的影響をもたらしており、

国民生活への不安が続いている中で、地方税・地方交付税等の一般財源の激減が避けが

たくなっている。 

 地方自治体は、福祉・医療、教育・子育て、防災・減災、地方創生、地域経済活性

化、雇用対策など喫緊の財政需要への対応をはじめ、長期化する感染症対策にも迫ら

れ、今後の地方財政は、かつてない厳しい状況になることが予想される。 

 よって、国においては、令和３年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項

を確実に実現されるよう、強く要望する。 
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 記。 

 １、地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税等の一般財源総額を確保・

充実すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努

めるとともに、償還財源を確保すること。 

 ２、地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能が適切に発揮でき

るよう、総額を確保すること。 

 ３、令和２年度の地方税収が大幅に減少することが予想されることから、万全の減収

補塡措置を講じるとともに、減収補塡債の対象となる税目についても、地方消費税を含

め弾力的に対応すること。 

 ４、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国

税・地方税の政策税制については、積極的な整理合理化を図り、新設・拡充・継続に当

たっては、有効性・緊急性等を厳格に判断すること。 

 ５、特に、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るが

す見直しは、家屋・償却資産を含め、断じて行わないこと。また、新型コロナウイルス

感染症緊急経済対策として講じられた特別措置は、本来国庫補助金により対応すべきも

のであり、今回限りの措置として、期限の到来をもって確実に終了すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 令和２年９月１５日。 

 北海道羅臼町議会議長、佐藤晶。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 晶君） 説明が終わりました。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質疑を終わります。 

 これから、発議第５号を採決いたします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 発議第５号新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税

財源の確保を求める意見書は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（佐藤 晶君） 起立総員です。 

 したがって、日程第２３ 発議第５号新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政

の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書は、原案のとおり可決されました。 

 本意見書は、本議会において、関係機関に送付することに決定をいたしました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２４ 発議第６号 国土強靱化に資する道路の整備等に関する意見書 

──────────────────────────────────── 
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○議長（佐藤 晶君） 日程第２４ 発議第６号国土強靱化に資する道路の整備等に関す

る意見書を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 加藤勉君。 

○１番（加藤 勉君） 発議第６号国土強靱化に資する道路の整備等に関する意見書。 

 上記の議案を会議規則第１３条の規定により別紙のとおり提出する。 

 令和２年９月１５日提出。羅臼町議会議長、佐藤晶殿。 

 提出者、羅臼町議会議員、加藤勉。賛成者、羅臼町議会議員、鹿又政義、同じく井上

章二、同じく髙島譲二。 

 国土強靱化に資する道路の整備等に関する意見書。 

 北海道は、豊かで美しい自然環境や広大な大地と海に育まれた豊富で新鮮な食など、

多様な魅力を有しており、国内外より訪れる観光客の増加が続いていたが、今般の新型

コロナウイルス感染症拡大の影響により、本道の経済は食産業や観光業、農林水産業な

ど幅広い分野において、大きな打撃を受けている。 

 今後は、感染抑制のための取組を継続しながら、経済活動との両立を図ることや復興

に向けた取組を加速することが必要であり、そのためには、北海道の強みである「食」

や「観光」に関連する地域（生産空間）が持つ潜在力が最大限発揮されるよう、生産性

の向上に資する高規格幹線道路ネットワークの早期形成や機能向上が必要不可欠であ

る。 

 また、本道は近年、豪雨、暴風雪、地震、津波などの自然災害時に発生する交通傷

害、多発する交通事故、道路施設の老朽化など、様々な課題を抱えている。加えて、本

州に比べ積雪寒冷の度合いが特に甚だしく、除排雪等に要する費用も多額となってい

る。 

 こうした中、地方財政は依然として厳しい状況にあることから、国と地方の適切な役

割分担のもと、道路整備・管理に必要な予算を安定的かつ継続的に確保することが重要

である。 

 よって、国においては、国土の根幹をなす高規格幹線道路から住民に最も密着した市

町村道に至る道路網の計画的・体系的整備の必要性や、新型コロナウイルス収束後の物

流・観光をはじめとする経済活動の復興における道路の重要性などを踏まえ、より一層

の道路整備の推進や管理の充実・強化が図られるよう、次の事項について特段の措置を

講ずるよう強く要望する。 

 記。 

 １、長期安定的に道路整備・管理が進められるよう、新たな財源を創設するととも

に、道路関係予算は所要額を満額確保すること。 

 ２、高規格幹線道路については、着手済み区間の早期開通はもとより、未着手区間の

早期着手及び暫定２車線区間における４車線化といった機能向上を図ること。 
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 ３、令和２年度までの限定的な措置となっている「防災・減災、国土強靱化のための

３か年緊急対策」を継続し、対象事業の範囲を拡充すること。また、地方が国土強靱化

地域計画に基づく事業を着実に推進するため、必要な予算を確保するとともに、緊急自

然災害防止対策事業債等の継続を含めた地方財政措置制度の充実を図ること。 

 ４、道路施設の老朽化対策を推進するため、点検・診断・補修などのメンテナンスサ

イクルを確立し、予防保全を含む戦略的な維持管理・更新事業を行うための技術的支援

の充実を図るとともに、対策予算を確保すること。 

 ５、冬期交通における安全性の確保、通学路などの交通安全対策、無電柱化の推進、

安全で快適な自転車利用環境の創出、北海道観光の発展に資する交通ネットワークの形

成など、地域の暮らしや経済活動の復興を支える道路の整備や管理の充実を図ること。 

 ６、災害発生時の迅速かつ円滑な復旧等のため、北海道開発局及び開発建設部の人員

体制の維持・強化を図ること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により提出する。 

 令和２年９月１５日。 

 北海道羅臼町議会議長、佐藤晶。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤 晶君） 説明が終わりました。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質疑を終わります。 

 これから、発議第６号を採決いたします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 発議第６号国土強靱化に資する道路の整備等に関する意見書は、原案のとおり決定する

ことに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（佐藤 晶君） 起立総員です。 

 したがって、日程第２４ 発議第６号国土強靱化に資する道路の整備等に関する意見書

は、原案のとおり可決されました。 

 本意見書は、本議会において、関係機関に送付することに決定いたしました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２５ 各委員会閉会中の所管事務調査の件 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 日程第２５ 各委員会閉会中の所管事務調査の件を議題といたし

ます。 

 お諮りします。 

 各委員長から委員会においての調査について、会議規則第７１条の規定により、お手元
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に配付のとおり閉会中の所管事務調査の通知が議長に提出されておりますので、承認した

いと思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） 異議なしと認めます。 

 したがって、各委員長からの提出された閉会中の所管事務調査の件は、承認することに

決定いたしました。 

 ここで、１１時２０分まで休憩いたします。１１時２０分再開いたします。 

 なお、この後、議会運営委員会を第１委員会室でお願いしたいと思います。 

午前１０時５６分 休憩 

────────────── 

午前１１時２０分 再開 

○議長（佐藤 晶君） 再開します。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 

◎追加日程の議決 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） お諮りします。 

 町長から、議案第５６号令和２年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算が提出されました。 

 これを日程に追加し、追加日程議案として議題にしたいと思いますが、御異議ありませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） 異議なしと認めます。 

 したがって、追加日程議案を日程に追加して議題とすることに決定いたしました。 

──────────────────────────────────── 

◎追加日程第１ 議案第５６号 令和２年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） 追加日程第１ 議案第５６号令和２年度目梨郡羅臼町一般会計補 

正予算を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

○副町長（川端達也君） 追加議案の１ページをお願いいたします。 

 議案第５６号令和２年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算。 

 令和元年度目梨郡羅臼町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正であります。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６,６１７万４,０００円を追加し、歳入歳出予 

算の総額を歳入歳出それぞれ６２億３,８６６万２,０００円とする。 
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 ２項で、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。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入でございます。 

 １５款国庫支出金６,６１７万４,０００円を追加し、１０億８,７６０万３,０００円。 

 ２項国庫補助金６,６１７万４,０００円を追加し、９億５,４７０万６,０００円。 

 光ファイバーの整備に伴う高度無線環境整備推進事業負担金に対して、新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当するものでございます。 

 歳入合計６,６１７万４,０００円を追加し、６２億３,８６６万２,０００円となるもの

でございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 ２款総務費６,６１７万４,０００円を追加し、２０億７,９３４万６,０００円。 

 １項総務管理費６,６１７万４,０００円を追加し、１９億９,０６２万２,０００円。 

 新型コロナウイルス感染症の影響によりまして全国的に通信需要が急増しております

が、高速ブロードバンド化はオンライン学習や社会経済活動など地域の発展にはますます

必要性が高まってくるものでございますので、町内において光ファイバーの未整備地域で

あります峯浜町と海岸町から相泊地区、湯ノ沢町のビジターセンターから国設キャンプ場

までを高度無線環境整備推進事業を活用して光ファイバーを整備するものでございます。 

 歳出合計６,６１７万４,０００円を追加し、６２億３,８６６万２,０００円となるもの

でございます。 

 なお、事項別明細書を別添資料として配付させていただいておりますので、御参照願い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤 晶君） 説明が終わりましたので、質疑を許します。 

 質疑ありませんか。 

 松原臣君。 

○６番（松原 臣君） これが完成した後のことをちょっと聞きたいのですけれども、こ

の後の維持管理についてどういうふうになるのでしょうか。 

○議長（佐藤 晶君） 企画振興課長。 

○企画振興課長（八幡雅人君） このたびの整備につきましては、民設民営方式を取りま

すので、設置後、維持管理、また故障等の対応につきましては、民間事業者の実施になる

ものでございます。 

○議長（佐藤 晶君） 松原臣君。 

○６番（松原 臣君） そうしたら、例えば個人負担ということになれば、どういう関係
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になりますか。例えば引込線とか、そういう部分だけが個人負担になるのか。その辺

ちょっと、要するに、利用する方も維持管理のことをやっぱり、利用するのですからその

部分は利用料みたいなのはかかると思うのですけれども、そのほかにかかるものがあれば

お知らせ願いたいと思います。 

○議長（佐藤 晶君） 企画振興課長。 

○企画振興課長（八幡雅人君） 今回の整備について、民間での整備は幹線、道路までと

幹線道路に引っ張る部分と、そこから自宅に引く分については、各利用者の申込みによっ

て民間事業者が線を引くと。回線使用料としてその分を各自が負担していくというような

形でありますので、自分のところでない限りのコストについては全て民間事業者が実施を

するということになりますので、本来的にはそれ以外の負担はないというふうに考えてご

ざいます。 

○議長（佐藤 晶君） 松原臣君。 

○６番（松原 臣君） 今の説明で分かったのですけれども、どのぐらいの負担になるか

分からないのですけれども、例えばスマホなんかを買えば分割で年間で何ぼとか、そうい

うのがありますよ。どういうふうになるのか。一括で払うのか、分割でもそういう月々の

手数料の中から引かれるのか。そこまで詳しいことは、まだ分かっていないのですか。も

しか分かれば、広報とかで実施するときにぜひ流してもらいたいと思います。 

 どんな住民に手数料含めてどういう負担がかかるのかというのは、やはり利用する人は

気になると思いますので、その点分かる範囲でいいのですけれども、お答え願えればと。 

○議長（佐藤 晶君） 企画振興課長。 

○企画振興課長（八幡雅人君） 現状で電話の回線を利用されているものと変わらないと

いうふうに考えてございますので、引込みをして光回線を使うということは、月々料金か

らその分もプラスされて、料金は多分各会社によって違いますけれども、それを月々の利

用料として、現在の電話料と同じような形で支払いになるというふうに考えております。 

○議長（佐藤 晶君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（佐藤 晶君） これで質疑を終わります。 

 これから、議案第５６号を採決いたします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 議案第５６号令和２年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算は、原案のとおり決定すること

に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（佐藤 晶君） 起立総員です。 

 したがって、追加日程第１ 議案第５６号令和２年度目梨郡羅臼町一般会計補正予算

は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 
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◎閉会宣告 

──────────────────────────────────── 

○議長（佐藤 晶君） これで、本日の日程は全部終了いたしました。 

 会議を閉じます。 

 令和２年第３回羅臼町定例議会を閉会いたします。 

 御苦労さまでした。 

午前１１時２８分 閉会 
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