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令和２年５月 第３回佐々町議会臨時会 会議録  

１． 招集年月日 令和２年５月25日（月曜日） 午前10時00分 

２． 場 所 佐々町役場 ３階 議場 

３． 開 議 令和２年５月25日（月曜日） 午前10時00分 

４． 出席議員（10名） 

議席番号 氏  名 議席番号 氏  名 議席番号 氏  名 

１ 須 藤 敏 規 君 ２ 浜 野  亘 君 ３ 永 田 勝 美 君 

４ 長 谷 川 忠 君 ５ 阿 部  豊 君 ６ 永 安 文 男 君 

７ 橋 本 義 雄 君 ８ 平 田 康 範 君 ９ 淡 田 邦 夫 君 

10 川 副 善 敬 君     

５． 欠席議員（なし） 

６． 法第121条による説明のための出席者職氏名 

職  名 氏  名 職  名 氏  名 職  名 氏  名 

町 長 古 庄  剛 君 副 町 長 中 村 義 治 君 教 育 長 黒 川 雅 孝 君 

総 務 理 事 兼 
事 業 理 事 

松 本 孝 雄 君 総 務 課 長 山 本 勝 憲 君 企画財政課長 藤 永 大 治 君 

税 務 課 長 大 平 弘 明 君 住民福祉課長 今 道 晋 次 君 保険環境課長 安 達 伸 男 君 

建 設 課 長 川 崎 順 二 君 産業経済課長 藤 永 尊 生 君 水 道 課 長 橋 川 貴 月 君 

会 計 管 理 者 内 田 明 文 君 教  育  次  長 水 本 淳 一 君 農業委員会事務局長 金 子  剛 君 

７． 職務のための出席者職氏名 

職  名 氏   名 職  名 氏   名 

議会事務局長 松 本 典 子 君 議会事務局書記 濱 野 聡 君 

８． 本日の会議に付した案件 

開会 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 町長報告 

(1) 新型コロナウイルス感染症に関する本町の対応について 

 

日程第４ 委員会報告 

１ 総務厚生委員会 
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    (1) 所管事務調査 

    ① 条例等について 

    ② その他緊急を要する事案について 

２ 産業建設文教委員会 

    (1) 所管事務調査 

    ① 幼児・学校・社会教育及び整備について 

    ② 観光・商工について 

 

日程第５ 議案第38号 専決処分した事件の承認を求める件 

（佐々町税条例等の一部を改正する条例） 

日程第６ 議案第39号 専決処分した事件の承認を求める件 

（佐々町国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

日程第７ 議案第40号 専決処分した事件の承認を求める件 

（佐々町介護保険条例の一部を改正する条例） 

日程第８ 議案第41号 専決処分した事件の承認を求める件 

（佐々町税条例等の一部を改正する条例） 

日程第９ 議案第42号 専決処分した事件の承認を求める件 

（佐々町国民健康保険条例の一部を改正する条例） 

日程第10 議案第43号 専決処分した事件の承認を求める件 

（佐々町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例） 

日程第11 議案第44号 専決処分した事件の承認を求める件 

（佐々町国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

日程第12 議案第45号 専決処分した事件の承認を求める件 

（佐々町介護保険条例の一部を改正する条例） 

日程第13 議案第46号 専決処分した事件の承認を求める件 

（令和２年度 佐々町一般会計補正予算（第１号）） 

日程第14 議案第47号 専決処分した事件の承認を求める件 

（令和２年度 佐々町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）） 

日程第15 議案第48号 令和２年度 佐々町一般会計補正予算（第２号） 

閉会 

 

９．審議の経過 

（10時00分  開会） 

 

― 開会 ― 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    皆さんおはようございます。   

 ただ今から、令和２年５月第３回佐々町議会臨時会を開会します。 

 開会にあたり、町長から御挨拶をいただきます。 

 町長。 

 

町  長（古庄 剛 君）   

 皆様おはようございます。本日、佐々町議会の臨時議会の招集をお願いいたしましたところ、

皆様方には大変お忙しい中に全員御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 
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新型コロナウイルスの感染症につきましては、皆様も御存じのとおり、感染防止のために外

出を控えていただくなど御協力をいただきました。そして、皆様方、それから住民の皆様方に

も、心からお礼を申し上げたいと思います。 

国においては、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言が５月14日に解除されまして、

翌日の５月15日には、長崎県の対応も示されたことを踏まえまして、本町としましても、新型

コロナウイルス感染対策本部の会議を開催いたしたところでございます。 

緊急事態宣言が解除されましたが、感染リスクが完全になくなったわけではございません。

議員の皆様、住民の皆様には、これまで同様に３つの条件が重なる場合、できるだけ避けてい

ただきまして、環境を、また県境を越える移動などは控えていただくとともに、新しい生活様

式の実践をお願いしているところでございます。 

案件につきましては、本日、新型コロナウイルス感染症の影響に関わる緊急対策、支援関係

の予算、並びに地方自治法の179条の規定によります、専決処分をいたしました報告を11件ござ

います。どうぞ御審議をいただきまして、御認定をいただきますようにお願い申し上げまして、

簡単でございますけど、冒頭に対しましての御挨拶に代えさせていただきます。どうぞよろし

くお願い申し上げます。 

 

― 開議 ― 

 

議  長（川副 善敬 君）   

 本日の出席議員は全員出席です。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

― 日程第１ 会議録署名議員の指名 ― 

 

議  長（川副 善敬 君）   

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則の規定により、５番、阿部豊君、６番、永安文男君を指

名します。 

 

― 日程第２ 会期の決定 ― 

 

議  長（川副 善敬 君）   

 日程第２、会期の決定を行います。 

 本臨時会の会期については、配付しております議事日程表のとおり、５月25日、本日１日間

にしたいと思います。 

 日程について説明を行います。 

 はじめに町長報告です。１件の報告を町長からお願いします。 

 次に、委員会報告です。１番目に総務厚生委員会所管事務調査の報告を、２番目に産業建設

文教委員会所管事務調査の報告を、それぞれ委員長からお願いします。 

 次に、議案第38号から議案第48号までの11議案です。上程順位については、議案番号順の上

程を予定しています。その後閉会の予定です。 

 なお、日程については、議事の進行により、時間の延長もあろうかと思いますが、あらかじ

め御了承をいただきたいと思います。 

 お諮りをいたします。本臨時会の会期は５月25日、本日１日間に決定することに異議ありま

せんか。 
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 （「異議なし。」の声あり） 

 

 異議なしと認めます。したがって、臨時会の会期は５月25日、本日１日間に決定しました。 

  

― 日程第３ 町長報告 ― 

 

議  長（川副 善敬 君） 

 日程第３、町長報告に入ります。１件の報告をお願いします。 

 町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

 それでは、新型コロナウイルス感染症に関する本町の対応について御報告を申し上げます。 

 まずはじめに、新型コロナウイルス感染症の拡大防止について、外出自粛などの御協力をい

ただきました町民の皆様、県の休業要請に御協力をいただきました事業者の皆様方には、多大

な御負担をおかけし、御協力をいただきましたことにつきまして、改めて感謝を申し上げたい

と思います。 

 また、町民をはじめとして様々な方から、これまで、マスク、消毒液などの寄附を頂いてお

ります。頂きました支援につきましては、医療機関に配布をさせていただくとともに、感染予

防対策に活用させていただいております。皆様からの御支援を心から感謝を申し上げたいと思

います。 

 それでは、３月定例議会の町長報告以降の本町の新型コロナウイルス感染症に関する対応に

つきまして御報告をさせていただきます。 

 まず最初に、感染防止対策の主な経過と取り組みでございます。４月16日に国において、都

市部を中心としました新型コロナウイルス感染者の急増や、感染経路が不明な感染者の増加等

の状況を踏まえ、大型連休中を含め、全都道府県が足並みをそろえて、感染拡大防止に取り組

む必要があると判断をされまして、緊急事態宣言の対象区域が全国に拡大されました。 

そして、５月６日までに緊急事態措置を講ずる期間としまして発表されたわけでございます。

それを受けまして、本町も外出自粛の要請に加え、県境を越える規制や、旅行を控えていただ

くなどの緊急事態宣言のチラシを各世帯へ配布し、さらに広報無線やホームページでの周知を

行っております。 

また、あわせて４月22日から５月６日まで小中学校を休業、そのほかの公共施設の利用や各

種行事、イベントを５月６日まで休止、延期するなどの措置を実施しております。 

 県においては４月24日に、緊急事態宣言後の県内において、外出自粛要請前後の人の動きに

大きな変化を見られないことや、隣県の休業要請などの状況を考慮され、４月25日から５月６

日までの期間、遊興施設などの業種に休業の要請が行われ、飲食店等に対しまして、20時から

翌朝５時までの営業自粛の要請がなされました。この要請に御協力をいただいた事業者への30

万の協力金が県から支給されることになっております。 

 その後、５月４日、国において、緊急事態宣言の期間が５月31日まで延期されたことを受け、

本町の小中学校の休業や施設の閉鎖も５月17日まで延長し、チラシ、広報無線、ホームページ

等、新しい生活様式の実践を町民の皆様にお願いをいたしました。 

 ５月14日には、国において、感染者数の状況が確実に改善したとして、長崎県は緊急事態宣

言の対象地域から解除されております。本町においても、小中学校、主な施設の利用を５月18

日より再開をしております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の収束には、長期間の

取り組みが必要だと感じております。これからも町民の皆様には大変御不便をおかけいたしま
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すが、引き続き、当面の間はほかの地域への往来をできる限り控えていただきますようにお願

いをしたいと思います。 

 また、マスク等の着用、手洗いの実践、３密を避けるなど、一人一人が新しい生活様式に取

り組み、十分な感染症対策を徹底し、日常的な経済活動の再開に取り組んでいただきたいと思

います。 

 次に、新型コロナウイルス感染症に対する緊急支援対策でございます。今回議案として御提

案させていただいておりますが、まず５月１日に、一般会計、国民健康保険特別会計の２会計

の補正予算と５つの条例の一部改正を、地方自治法第179条に基づき専決処分をいたしており

ます。詳細につきましては、各議案提案時に説明をいたしますので、主な取り組みを御報告さ

せていただきます。 

 まず、経済対策としまして、国の事業である一人当たり10万円を給付する特別定額給付金事

業と、児童手当の対象となる、子ども一人につき１万円を給付する子育て世代臨時特別給付金

事業を行ってまりいます。特に、特別定額給付金につきましては、できる限り早い時期の支給

を努めておりまして、５月22日の時点で、対象者の８割以上を支給を受けられております。 

 次に、感染対策としまして、公共施設や避難所運営で、感染拡大のために必要となるマスク、

それから消毒薬などを準備し、医療品が不足している医療機関への支援として、マスク、防護

服の配布を行っております。これにつきましては、既に入手可能なものにより随時購入してお

りまして、小中学校への布マスクの配布は、学校を再開いたしました５月18日に、一人当たり

２枚のマスクを配布しているところでございます。 

 事業者支援といたしまして、コロナウイルス感染症の影響が大きかった町内の飲食店へ、１

店舗当たり、20万円を支援する飲食店事業者緊急支援給付事業と中小企業振興資金を借り入れ

られる事業者に対しましての保証料の補助と、利子補給を行う事業を実施しております。飲食

店事業者への給付金につきましては、５月22日時点で65件が支給を受けられております。 

 子育て支援、子育て世代支援としまして、登園自粛をお願いした世帯への保育料等の軽減を

行っております。現在、費用の取りまとめの作業を進め、６月議会で補正予算をお願いしたい

と考えております。 

 さらに、条例改正による各種税制上の措置や、新型コロナウイルス感染症の影響による収入

減による保険税、保険料等の減免措置、使用料等の優遇措置を行っております。 

 また、国民健康保険においては、新型コロナウイルス感染症により、仕事に就けなかった方

に対しまして、傷病手当の支給を行うようにしております。 

 最後に、今回提案をしております一般会計補正予算において、新型コロナウイルス感染症に

伴い、経営が悪化した町内の中小事業者の支援といたしまして、一律20万円の給付金を支給す

る事業と、学校が休業しても、全ての子どもたちに学習ができる環境整備のために、タブレッ

トの購入を計画しております。 

 なお、休業期間中の授業時間確保のため、夏休みの期間を短縮するようにしておりますので、

あともって教育長より報告をさせますので、よろしくお願い申し上げます。 

 以上の緊急支援対策の財源につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金も活用いたしてまいりたいと考えております。 

 なお、各緊急支援対策の要旨詳細につきましては、のちほど議案の説明の中で説明いたしま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上、町長報告でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

 教育長。 
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教 育 長（黒川 雅孝 君） 

 学校の休業関係について、私のほうから御報告をさせていただきます。 

 学校の臨時休業では、議員の皆様に多大な御心配をおかけしましたが、何よりも子どもたち

や保護者、また関係者の方々に大きな御負担と御心労をおかけしたことを申し訳なく思ってい

るところです。 

 新型コロナウイルス感染症の予防、学習、学校生活の確保の両面から苦渋の判断をいたしま

したが、今後学習の遅れをどうするかが大きな課題になってくるというふうに考えております。 

 配布しました資料を御覧いただければと思いますが、令和２年５月臨時会町長報告資料、教

育委員会と右上にうった資料でございます。 

 資料の下半分からでございます。各学校と協議を重ねるとともに、５月21日に、先週木曜日、

臨時教育委員会を開催して審議した結果、資料の下半分でございますけれど、１学期を７月31

日まで、２学期を８月24日開始し、給食有りの６時間授業とすることにいたしました。このこ

とにより、13日の授業日数の増加、また、加えて土曜日授業の実施で、現時点では本年度の学

習内容を例年どおり履修することができる見込みでございます。 

 資料の上段でございますが、なお、３月４日から24日までの休業については、各学校ともに

年度末ということもあって、ほぼ令和元年度の履修内容は完了しており、休業中の家庭学習の

課題等によって、ほぼ学習進度は確保できたということですが、学習内容の定着のためには確

認が必要であり、本年度の事業の中で補充していきたいと考えております。 

 また、一部の学校においては、多少の未履修事項もあるということですので、各学校の補充

の必要性に応じて、学校行事の精選や木曜日を６時間、１時間増やすというような授業実数の

工夫によって授業日数を生み出し、対応をしたいと考えているところでございます。この対応

によって、資料にありますとおり、不足した３月の学習内容を補充してまいります。 

 なお、各校長とも、この対応で補充はできるというような確認を行っているところでござい

ます。とはいえ、あくまでも先に延ばした対応は、現時点での対応であり、今後の新型コロナ

ウイルス感染症の感染状況によっては、臨機に緊急かつ細やかな対応が必要になってくるとい

うふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

 これから報告に対する質疑を行います。 

 ありませんか。 

 ほかに質疑もないようですので、町長報告を終わります。 

 以上で日程第３、町長報告を終わります。 

 

― 日程第４ 委員会報告 ― 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    日程第４、委員会報告に入ります。 

    まず、総務厚生委員会の所管事務調査の報告を委員長からお願いします。 

    ６番。 

 

（総務厚生委員長 永安 文男君 登壇） 

 

総務厚生委員長（永安 文男 君） 

    それでは、総務厚生委員会所管事務調査の報告をいたします。 
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    開催日時は令和２年５月20日水曜日午前10時から、開催場所は佐々町役場３階第１会議室で、

出席者は全員出席です。 

    今回の所管事務調査は条例等について８件と、その他緊急を要する事業で、新型コロナウイ

ルス感染症の影響に係る緊急対策・支援策についてと、その他報告で特別定額給付金について

と消防ポンプ操法大会の中止についての２件の報告を受けております。 

    条例等についての８件は、３月31日と５月１日、専決処分による条例改正でございます。 

    順次、案件ごとに、簡単に報告をさせていただきます。 

    まず、佐々町税条例等の一部改正、３月31日専決処分の分ですが、地方税法等の一部を改正

する法律が、令和２年３月31日に公布されたことに伴い、佐々町税条例の一部を改正するもの

で、所有者不明土地等に係る制限の見直しと拡大のもののほか、納税制度の見直し分でござい

ます。 

また、５月１日専決処分の分は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の

措置関係でございます。１つとして、徴収の猶予制度の措置、20％減少の方の１年間の納付猶

予、２つ目に、固定資産税関係での中小事業者関係での軽減措置関係でございます。 

佐々町国民健康保険税条例の一部改正では、基礎課税額の課税限度額の引上げと、保険税軽

減措置の拡充等の内容説明がありました。 

次に、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として、国民健康保険、後期高齢者医療、介

護保険等においての傷病手当金の支給を行うことについての改正、及びそれぞれの保険税、保

険料の減免、負担軽減の内容についての説明を受けたところです。 

次に、その他緊急を要する事案についてですが、新型コロナウイルス感染症の影響に係る緊

急対策・支援策について、第２弾として、今回事業者の支援給付事業として、町内中小事業者、

農業者を対象に支援するもので、給付額は１事業者20万円と考えているということでした。事

業費総額として、１億7,455万7,000円を見込む。申請期間は５月26日から７月31日までという

ことでございます。 

あと、ＧＩＧＡスクール構想に係る１人１台端末導入事業ということで、子どもたちの学び

を補償できる環境を実現したいということでの事業が考えられています。 

その他報告として、特別定額給付金の経過報告があり、５月15日現在で3,700世帯の申請があ

り、61.6％の申請、支給状況は59.6％となっている旨、ちなみに５月20日までの状況は、申請

件数が4,805世帯で80％、８億円の支払いということの報告がありました。 

詳細については、配布されております委員会報告を御覧いただきますようお願いいたします。 

以上で委員会報告を終わります。ありがとうございました。 

 

（総務厚生委員長 永安 文男君 降壇） 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    次に、産業建設文教委員会の所管事務調査の報告を委員長からお願いします。 

    ２番。 

 

（産業建設文教委員長 浜野 亘君 登壇） 

 

産業建設文教委員長（浜野 亘 君） 

    報告をする前に、委員会報告の資料をお手元にあるかと思いますが、７ページがちょっと誤

字がありましたので、訂正をさせていただきたいと思います。７ページの下の教育次長の発言

の中に、３か所あるんですけども、「工事」っていうのが、建設工事の工事というふうに文字が

なっとるところを、全て公に示すという文字に訂正を、３か所ありますので、よろしくお願い
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したいと思います。下から５行目が２か所で、下から４行目ですね、１か所あります。訂正を

お願いしたいと思います。 

    それでは、令和２年５月19日に産業建設文教委員会を開催しましたので、その概要を報告い

たします。案件は、３項目３件について所管事務調査を行い、執行より３件のその他の報告を

受けました。 

    １、幼児・学校・社会教育及び整備について。新型コロナウイルス感染症の影響に係る緊急

対応・支援策について。内容は、ＧＩＧＡスクール構想に係る１人１台端末導入事業で、イン

ターネット環境により、各自のタブレット端末でＯＲコードを読み込み、デジタル教科書や動

画が見られ、授業のほか自宅でも学習できるよう整備するものです。この事業は令和５年度ま

でに整備することになっておりましたが、補助事業が前倒しをされました。全国的に今年度整

備をし、年度末までにタブレット端末を利用可能とします。小中学校への購入台数は、予備を

含め1,521台で、１台につき４万5,000円の補助金がありますが、良い機器を安く購入するため、

国が推進する共同調達で実施し、県内14市町により取り組みたいと執行から説明がありました。 

    委員からは、タブレット端末を自宅に持って帰るということは、オンラインならＷｉ－Ｆｉ

ルーターが必要で、維持費について確認があり、各家庭へのインターネットの環境を調査して、

９月補正を考えており、通信費は安価になるような契約をしたいということです。 

    また、タブレット端末やルーター機器の保守や耐用年数及び壊した場合について弁償方法の

確認と、ＧＩＧＡスクール構想をわかりやすく再度説明のお願いがありました。タブレット端

末は強度が増した製品であるので壊れにくいことと、弁償については、今後検討しますという

ことです。 

    さらに、共同購入する14市町の自治体名を知りたいと、タブレット端末の利活用と効果、Ｉ

ＣＴサポーターについての確認がありました。 

    ２、観光・商工について。新型コロナウイルス感染症の影響に係る緊急対応・支援策につい

て。内容は、飲食業において専決処分により、20万円を約100件の対象者へ給付を予定していま

すが、第２弾として、売上額が前年と比較して20％以上の減少がある場合には、農業者約270件、

その他の事業者約600件について、一律20万円を支給したいと執行から説明がありました。 

    委員からは、事業者への周知方法は個別にはしないのか確認があり、商工会や金融機関の窓

口、ホームページや広報さざにチラシを入れますが、個別にはしないということです。また、

３か月の収入のうち、減少額が20％でも50％でも20万円なのかと、兼業農家の方の取扱いの確

認があり、20％以上の減少があれば、一律20万円で、兼業農家は農業収入が50％以上の方が該

当するとのことです。さらに、農業収入の青色申告等の方は比較はできるが、帳簿をつけてい

ない方の確認方法について確認があり、税金の申告との関係がありますので、信用するしかな

いということです。そして、法人の本社と支店、個人事業主についての取扱いについて確認が

ありました。 

    ３、その他案件、調査案件のその他については、特にありませんでした。 

    続いて、その他報告に入り、執行から３件の報告がありました。 

    １、特別定額給付金について。内容は、国が実施している町民一人当たり10万円の給付事業

で、15日現在で、約6,000世帯のうち約６割の申請があり、オンライン申請分は18日から、郵送

申請の場合は19日から給付しています。その後８割は超えたとの報告がありました。国費は11

億2,000万円ほどの入金があったので、一時的に最大で約３億円は一般財源からの立替えが必

要になりますと総務課から報告を受けました。 

    ２、新型コロナウイルス感染症防止のための休業への対応について、先ほど教育長から報告

がありました分です。内容は、小中学校の臨時休業が余儀なくされ、今までの授業時数の不足

をどのように補完するかで、例えば、時限、授業を、５時限授業を６時限にすることや、夏季

休業を短縮するなど、次の委員会までに結論を出したいと教育委員会から報告がありました。 
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    委員からは、休校により、子どもたちの授業時間数の確保が厳しいのではないかとの確認が

あり、全国はまだ学校の再開ができてないところもありますが、夏季休業の短縮などで学習機

会の確保と学力の保障を考えていきたいとのことです。 

    ３、その他は３件あり、委員から、災害時での避難所を開設する場合に、３密を避けること

が求められていますが、今後の対応についてと、町からの20万円の給付事業と、県の休業要請

に対する30万円の給付について、重複受給できるのか、県中総体の中止に伴い、佐世保市中総

体に代わる大会の開催について確認がありました。 

    その他詳細につきましては、お手持ちの産業建設文教委員会報告所管事務調査を御覧くださ

い。 

    以上で委員会報告を終わります。 

 

（産業建設文教委員長 浜野 亘君 降壇） 

 

議  長（川副 善敬 君） 

 委員長からの報告が終わりました。 

以上で日程第４、委員会報告を終わります。 

しばらく休憩します。 

 

（10時30分  休憩） 

（10時31分  再開） 

 

― 日程第５ 議案第38号 専決処分した事件の承認を求める件 

（佐々町税条例等の一部を改正する条例）― 

 

議  長（川副 善敬 君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

これから議案の上程を行います。質疑、討論、採決の順で進めていきます。 

日程第５、議案第38号 専決処分した事件の承認を求める件（佐々町税条例等の一部を改正す

る条例）を議題とします。 

執行の説明を求めます。 

町長。 

 

町  長（古庄 剛 君）   

  

（議案第38号 朗読） 

 

中身につきましては、税務課長をもって説明させますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

議  長（川副 善敬 君）   

 税務課長。 

 

税務課長（大平 弘明 君） 

    お手元の議案書に添付しております資料のほうで御説明を、まずさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

    佐々町税条例等の一部を改正する条例について、３月 31日専決処分ということで、こちらの
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ほうの条例改正の理由につきましては、先ほどの理由のとおりです。 

    ２の主な改正の概要ということで、まず１点として、所有者不明土地等に係る固定資産税の

課税への対応ということで、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するた

め、所有者情報の円滑な把握や課税の公平性の確保の観点から、次のような措置が講じるよう

にいたしました。 

    まず１点ですけども、現に所有している者（相続人等）の申告の制度化。登記簿上の所有者

が死亡し、相続登記がされるまでの間における現所有者（相続人等）に対し、市町村の条例に

定めるところにより、氏名・住所等必要な事項を申告させることとしています。 

    それからもう２点目ですけども、使用者を所有者とみなす制度の拡大といたしまして、調査

を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、事前に使用者に対して通

知した上で、使用者を所有者と見なして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課するこ

とができることとしています。 

    続きまして、２番目の未婚ひとり親に対する税制上の措置及び女性の寡婦、それから男性の

寡婦控除の見直し等ということで、こちらのほうにつきましては、全てのひとり親家庭に対し

て公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性の

ひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、措置を講じております。 

    まず１点目ですけども、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び女性の寡婦それから男性

の寡夫の控除の見直しとしまして、婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子（前年

の総所得金額が 48万円以下）を有する単身者について、同一の控除（控除額は 30万円）を適

用するというふうにしております。 

    次の２ページのほうをお願いいたします。 

    表のほうがございまして、左側のほうが現行の制度になります。そして、右側のほうが改正

後っていうことで、網掛け部分のところが変更となっております。また女性の寡婦控除を残し

つつ、ひとり親控除ということで新たに新設をしております。 

    続きまして、２点目でございます。個人住民税の人的非課税措置の見直しということで、現

行の女性の寡婦、それから男性の寡夫、それから単身児童扶養者に対する個人住民税の人的非

課税措置を見直し、ひとり親、それから女性の寡婦を対象とするように制度のほうを改正をし

ております。 

    続きまして、３点目でございます。地方法人課税の件でございます。国税における連結納税

制度の見直しに伴う、これに対応し、本町の条例のほうも改正をいたしております。これにつ

きましては、地方税においては現行の基本的な枠組みを維持しつつ、国税の見直しにあわせ、

措置を講じるような形をしております。詳細については、下記に示してるとおりでございます。 

    次、、４点目でございます。地方のたばこ税になります。軽量な葉巻たばこの課税方式の見直

しということで、こちらのほうは国のたばこ税と同様、軽量な葉巻たばこ（一本当たりの重量

が１グラム未満）１本を紙巻きたばこ１本に換算する方法ということで改正を行っております。 

    次の３ページでございます。主な税負担軽減措置等ということで、主に固定資産税の特例措

置ということで、６点ほど下のほうに記載をしております。 

それから、ページのほうが次の４ページになります。佐々町税条例の改正の概要ということ

で、こちらのほうは、左欄のほうが本町の条例となります。そして、次の欄が対応する法令と

いうことでなっております。記載しております。それから、右側の欄につきましては、改正の

概要ということで示しておりますので、こちらのほうにつきましては、あともって御説明をさ

せていただきたいと思います。 

ページが６ページになります。上から３列目になります。こちらのほうは町条例の第 82条の

２から 86 条の２まで、軽自動車種別割の税率の特例を規定しております。これにつきまして

は、アメリカ合衆国軍隊の構成員等で、いわゆるベースに勤めている方の軽自動車税について、
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日本とアメリカの地位協定関係の法律に基づく税率の特例を規定したものですが、本町におい

て初めて、当該車両の登録がありましたので、今回の改正にあわせまして、整備を行っており

ます。 

引き続き、議案書のほうで説明をさせていただきます。 

議案書１ページをお願いいたします。佐々町税条例等の一部を改正する条例。 

第１条、佐々町税条例（昭和 31年佐々町条例第１号）の一部を次のように改正する。 

条項等の改正等。次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正前部分」という。）

に対応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在す

る場合には、当該改正前部分を当該改正後部分に改め、改正前部分に対応する改正後部分が存

在しない場合には、当該改正前部分を削り、改正後部分に対応する改正前部分が存在しない場

合には、当該改正後部分を加える。 

対照表のほうになりますけども、24 条は非課税措置について、男性の寡夫を対象から除き、

ひとり親を対象追加する改正を行っております。 

次の 34 条の２になりますけども、所得控除についてひとり親控除を追加する等の所要の改

正を行っております。 

次のページをお願いいたします。次の 36条の２については、項ずれによる整備を行っており

ます。 

３ページをお願いいたします。36条の３の２、こちらにつきましては、給与所得者が単身児

童扶養者に該当する場合において、その旨を記載、その旨の記載を不要とすると、所要の改正

を行っております。 

ページが飛びまして、５ページになります。下から３行目になります。第 54 条５項におい

て、調査を尽くしても所有者が一人も明らかとならない資産について、使用者がいる場合には、

使用者を所有者とみなすことができる規定を整備をしております。 

以下、９ページの 61条の２、第３項まで項ずれと所要の整備を行っております。 

続きまして、９ページになります。第 74条の３において、登記簿又は土地補充課税台帳に所

有者として登記又は登録がされている個人が死亡している場合における現所有者に賦課徴収

に必要な事項を申告させることができる規定を新設をしております。 

それから次の 75条になります。こちらのほうは法律の改正にあわせ整備を行っております。 

10ページをお願いします。こちらは先ほど御説明をしました、日本国とアメリカ合衆国との

間の相互協力及び安全保障条約第６条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍

隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律（昭和 27 年法律第 119

号）こちらのほうに基づく整備で、今回は新設をさせていただいております。 

次のページの 86条の２までが、関係する規定の整備となります。 

次の 11 ページをお願いいたします。94 条につきましては、政令改正に伴う激変緩和を図る

ための整備となります。 

次の 12 ページをお願いいたします。たばこ税の課税免除の適用にあたっての必要な手続き

の簡素化を追加し、あわせて所要の整備を行っております。 

ページが飛びまして、14 ページになります。第３条の２、延滞金の割合等の特例について、

法律の改正にあわせ、租税特別措置法の延滞金等の特例規定の改正に伴う規定の整備を行って

おります。 

ページがまた飛びまして、16ページになります。16ページ以降においては、改元対応あわせ

て所要の整備をあわせて行っております。 

同じページの 16 ページの下の段になります。第８条の肉用牛の売却による事業所得に係る

町民税の課税の特例の適用の期限を３年延長する法律改正にあわせ、改正を行っております。 

次の 17 ページになります。10 条の２については、法律の改正にあわせて改正を行っており
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ます。 

ページが飛びまして、26ぺージになります。26ページの第 17条、長期譲渡所得に係る個人

の町民税の課税の特例について法律改正にあわせて、未利用地土地等を譲渡した場合、長期譲

渡所得に係る課税の特例を追加しております。 

続きまして、27 ページなります。第 17 条の２、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡

した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例において、法律改正にあわせ、適用期限を

３年延長する改正を行っております。 

30 ページをお願いいたします。第２条、佐々町税条例（昭和 31 年佐々町条例第１号）の一

部を次のように改正する。 

条項等の改正等。こちらにつきましては１条のとおりでございますので、割愛をさせていた

だきます。 

表、様式及び別表の改正、削除又は追加。次の表の改正前の欄の表中太線が囲まれた部分の

うち下線が引かれた部分（以下「改正前表」という。）に対応する次の表の改正後の欄の表中太 

線で囲まれた部分のうち下線が引かれた部分（以下「改正後表」という。）が存在する場合には、

当該改正前表を当該改正後表に改め、改正前表に対応する改正後表が存在しない場合には、当

該改正前表を削り、改正後表に対応する改正前表が存在しない場合には、当該改正後表を加え

る。 

 こちらのほうですけども、第 19条、納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延

滞金について、法律の改正に伴う項ずれに対応をしております。 

 続きまして、以下 32ページまでは同様の整備を行っております。 

 33 ページになります。第 31 条、均等割の税率において、法律の改正にあわせ、法人税法に

おいて通算法人ごとに申告を行うこととする改正を行っております。あわせて規定の整備を行

っております。 

続きまして、36ページをお願いいたします。36ページの第 48条第９項になります。法人の

町民税の申告納付になりますが、帰属法人税の廃止に伴う法律の改正にあわせ削除をし、以下

の法において項ずれの整備を行っております。 

ページがまた飛びまして、39ページになります。39ページ、こちらのほうが、改正前 17項、

改正後 16項において、連結納税廃止に伴う法律改正にあわせ、改正を行っております。以下、

50条、51条、52条においても同様となります。 

ページのほうが 42ページになります。第 94条、たばこ税の課税標準において、軽量な葉巻

たばこに係る紙巻きたばこの本数への換算方法について。こちらのほう令和２年 10 月１日か

ら２段階で見直す法律の改正にあわせ、改正を行っております。 

44 ページをお願いいたします。第３条、佐々町税条例等（平成 31 年佐々町条例第５号）の

一部を次のように改正する。 

条項等の改正等、並びに表、様式及び別表の改正、削除又は追加につきましては、２条と同

様ですので、割愛をさせていただきます。 

続きまして、内容に入ります。24 条、個人の町民税の非課税の範囲、並びに 45 ページの施

行期日について、第１条中、46 ページ第４号と 48 ページ第４条においては、単身児童扶養者

を個人の町民税の非課税措置の対象に加える改正規定を削る等、所要の改正を行い、あわせて

49ページまで、改元対応による改正に伴う整備を行っております。 

50ページをお願いいたします。附則。施行期日。第１条、この条例は、令和２年４月１日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

以下、施行日、施行期日につきまして定めておりますが、10条につきましては、本町条例に

おいて整備を要しないため欠番とし、対応しております。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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議  長（川副 善敬 君）   

これから質疑を行います。 

５番。 

 

５  番（阿部 豊 君） 

所有者不明土地及び使用者課税、固定資産税関係で質疑を行いたいと思います。 

現行、地方税法上、固定資産課税においては、申告課税でなく賦課制度であると認識してお

ります。今回の条例改正については、納税者に対して具体的に申告、死亡者、相続人に対する

申告の制度化を網羅されておるというふうな、表現されているというふうに認識しております

けども、地方税法自体の根本的な改正は判断というのは、冒頭申し上げました賦課制度である

というふうな認識で変更はないのかという点が１点。 

それと今回、この申告等において、罰則の適用が第 75条の 10万円の過料というポイントに

つながってくるというふうに考えますが、３月以内の申告の義務ということで、その過料、10

万円の過料が課されるようなくだりになっておりますけれども、その申告をしなかった、その

者の未相続ということであった場合に、申告をしなかったその者の、過料を課すその者という

部分についての範囲と判断を、具体的にどのように考えられているのか、判断すればいいもの

かを確認したい。 

また、本町において、現在、相続人不明等、該当事例が存在しているのかの確認も合わせて

行いたい。 

第 54 条５項の使用者を所有者とみなす制度の拡大というポイントにおいては、使用者の具

体的な範囲はどのように考えればいいものか。調査を尽くして、賦課という、固定資産は賦課

と、課税権においては、町における賦課ということに考えられますけれども、その調査を尽く

すと、で、未相続だ、相続人が一人も明らかにならないという判断をする際は、タイミング的

にですね、かなりの時間を有すると思うんですよ。相続人調査等々において。明らかにならな

いという場合のタイムラグですね。賦課期日との整合性、期間的対応はどのように考えられて

いるのかも合わせて伺いたい。 

最後に、今回の改正において、適用があった場合、過年度分まで遡及して納税義務が生じる

かという部分についての確認も、最後にお願いしたい。 

以上です。 

 

議  長（川副 善敬 君）   

税務課長。 

 

税務課長（大平 弘明 君） 

今御質問がございました、５点ほどの内容について答弁をさせていただきます。 

まず１点目の、これは変更の関係だったですかね。これにつきましては、まず、これまでは

災害等による場合のみ使用者等を指定して賦課をすることが可能であったということになっ

ておりますけども、今回の改正によりまして、使用者のほうについても課税ができる状況とな

っております。これにつきましては、死亡者等について、相続が明らかにならない場合、この

中には、随分過去に、「ほか何名」というような登記がなされているもの、こういったものであ

ったり、あるいは、「大字何免」までの表記があって、追求ができないような場合、こういった

ものが大きなものになろうかと思います。また、全員が相続の放棄をした場合においても、同

様に賦課することができないという状況が出てきます。 

次の過料についてでございますが、なかなかこれまで過去にも、この過料等の適用というこ

とでやった経過は、私が記憶してる分ではございませんので、なかなかこの点については答弁
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のほう難しいというふうな状況でございます。 

それから３番目の、本町において、４条の５項、何だったですかね。４条の５項について、

本町であるかということでございますが、現在あると、あるものとしては、例えば、土地と建

物の所有者がそれぞれ違う場合、土地の所有者が死亡し、相続する人が一人もいない、身寄り

がない方、建物が建っている場合、内縁関係にあったけども実際の相続権が発生しない、こう

いったケースなどもございます。例としてあるのは、あとは共同の住宅等で、土地、建物につ

いて、土地と建物の、土地についての所有者が死亡し、建物、マンション等の所有者は別の方

が使用しているという場合、あるいは、国外に、日本から国外に出られた方の土地等について、

なかなかその名義の変更、登記簿上の変更ができない、こういったことなどが考えられており

ます。 

調査を尽くしても、なおかつ時間が要するということにつきましては、こちらのほうは、確

かに議員おっしゃられるとおりにございます。かなりの時間を要します。なかには、やはり数

十人から百名を超えるような相続に発展する場合もございます。そういう中で、現在も調査を

しておりますけども、なかなか全てを網羅しているような状況ではないというのが現状でござ

います。 

５番目の遡及適用をするかという件についてでございますけど、こちらについても、申告が

あってからという形になってきますので、所有者の申告をいただいて、それから後っていうの

が一般的な考え方ではないかというふうに考えております。 

以上でございます。 

 

議  長（川副 善敬 君）   

５番。 

 

５  番（阿部 豊 君） 

私が具体的聞きたいことの答弁がごちゃまぜになってるんですよ。非常にわかりにくい。 

１点目はですね、地方税法上、固定資産税は賦課制度ですよねと。で、この現有、申告の制

度化というポイントにおいてですよ、相続登記がされるまでの間と、相続人が誰になるか、ま

だ具体的に進まないという場合において、納税義務者を申告してくださいよというふうな制度

改正でしょ。ですよね。そもそも、地方税、この対応のやつは取扱いはそのような対応をして

きとるわけですよ。それを条例化して制度化し、罰則規定も設けられるというふうに、地方税

法の改正があってるんですけど、上位法である地方税法の賦課制度という根本的な考え方は変

わりないのかというところを、まず１点目問うてるんですよ。よろしいですか。 

だから、地方税法上の考えは変わらないのであれば変わらないで、その答弁をいただければ

いいんですよ。 

２点目。今回、その罰則の申告に対する罰則が制度化されたわけですよね。追加されたわけ

ですか。申告の制度化を条例化し、それを行う中で行えないと、第 75条の 10万の過料の対象

ですよという条例改正でしょ。そのときに、相続人、納税義務者の申告を制度化する場合に、

まずは期間が間に合わずに、誰も出さなかったというとき発生する可能性があるわけですね。

３月以内にしなければいけないんで。そのときにこの罰則の規定はしなかったもの、その者と

いうふうになってるんですよ、申告をしなかった。その限定はどのようにされるんですかとい

うのを聞いてるんですよ。その範囲と判断を具体的にお伺いしたいと。その過料を課せるよう

になってるわけですから。その申告をしなかったその者というのがどのような決定をなされる

のかというところを確認したいと申し上げてるんです。 

それと、現在相続人不明等、本町に該当事例が存在しているのか、賦課に困窮している事案

があるのかないのかというのを確認しています。おっしゃってる部分は承知しております。実



― 令和2年5月 第3回佐々町議会臨時会 R2.5.25 ― 

 - 15 - 

際、未相続等々で、賦課に窮している、相続人も存在しないというような状況の案件があるの

かというのを確認したい。 

使用者を所有者とみなす制度の拡大においては、固定資産の所有者が一人も明らかにならな

い場合、調査にかなりの期間を有するでしょうというのは承知してるんですよ。そして、通知

しなければならないんですよね。賦課期日との関係はどのような考えで捉えておけばいいのか

と、いうところの賦課期日はありますよね。だから、その遡及の部分と相まって納付義務が生

じるのかというポイントでお伺いしたいと思います。 

亡くなられた際の相続人が届けが出ないと、そいで、調査もしたけれども、期間がかかるで

しょ、結論的に相続人がいないというのを判明する間がいるでしょうと、その際の対応はどう

なるのかという、賦課期日との関係とですね。それと、賦課期日がどんどん過ぎていくわけで

すから、そうした際に、遡及して課税するようなことになるんでしょうかというところを確認

してるんですよね。 

以上。 

 

議  長（川副 善敬 君）   

税務課長。 

 

税務課長（大平 弘明 君） 

まず、１点目の賦課制度について、現行制度における場合、相続放棄がなされるまでの間と

いうことでありますけども、今回の追加されている部分については、原則は先ほど議員が確認

をされたとおり、納税義務者がわかるのが原則であります。これまでの賦課制度とは変わりあ

りませんけども、なおかつ今回は納税義務者等が判明しない場合、そういった場合について規

定を設けているような状況になります。 

それから、申告による者との限定についての範囲ということになりますけども、こちらのほ

うにつきましては、基本的には議員御承知のとおり、相続をされて、相続の放棄がなされなけ

れば、法律上の相続人に対して、全てに同じように賦課する状況となろうかと考えております。 

それから、過料についてでございます。過料については、今のところこの制度ができてから

の部分でございますけども、課税することができるという、課することができるということに

なっておりますけども、必ずしも課さなければならないという、こういったところについては

ちょっと、公平性を保持する観点からというところもございますので、なかなかここについて

は、制度運用を行っていないということで、御理解をいただければというふうに考えておりま

す。 

それから、調査に時間がかかる、賦課期日の考え方でございますけども、こちらにつきまし

ても３か月というのがございますが、３か月につきましては、まず、相続放棄の期間となりま

す。ただ、相続を発生をもし知らなかった場合については、それから３か月間が有される場合

もございますので、そういったことを考えていきますと、うちのほうでも死亡が確認されて、

３か月、６か月、それ以上に調査に、あと数か月かかったとしましても、早ければ１年以内と

なれば遡及しての賦課。２年、３年またがる場合もございますので、そういった場合について

は、納税者の方とのお話をしながら、適切に対応をさせていただきたいというふうに考えてお

ります。 

以上でございます。 

 

議  長（川副 善敬 君）   

５番。 
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５  番（阿部 豊 君） 

１点目の地方税法自体の考えは変わらないというポイントについては理解しました。説明の

中に、75条を課さないかもというふうに税務課長の答弁あったんですけど、これ条例、課する

となってるんですよ。課さなくてもいいというふうに、どこをどう読めばなるんでしょうか。

業務として課さなければいけないわけでしょ。 

具体的に言います。あのですね、私も担当しておりましたんで。相続でもめてですよ、相続

人がなかなか、相続登記がなかなか進まないと、等々の事案がよくあって、こういった問題が

あるではないかというふうに考えるんですけど、また、放棄されればはっきり相続人がいない

というのは判明しますよね。そしたら、なかなか相続登記が進まないと、実態はいろいろな問

題があると思うんですけど、そこに相続人が仮に 10名いらっしゃいましたと、相続人が決まら

ないから、なかなかその申告手続、納税義務者を誰にしますという、この今回の条例化された

手続が、なかなかなされないという事案が発生するのではないかということを鑑みたときに、

その際の過料の 10万円は課するとなってるわけですから、相続人調査の結果、相続人が 10名

でましたという際に、10 名全員に 10 万円の過料を課すようなことになるのかならないのか、

その範囲と判断はいかにということで確認をしてるんですよ。よろしいですか。そこをわから

ないものですから、条例を改正される際に、どのような判断でなされるのかを確認しておきた

いと。 

それと、所有者が、所有者というか、相続人がはっきりした場合は遡及課税できますよ。賦

課ですから、その権利があるわけです、相続人として、10 人いらっしゃれば 10 人共に課税権

は、町は発生するわけですから、町は課税していいわけですよ。この使用者を所有者とみなす

場合の件ですよ、遡及しますって課長もおっしゃられましたけど、通知しなければいけないわ

けでしょ、まず、あなたに使用者課税をしますよと。そことのタイミングと遡及適用過年、過

年度分までの遡及課税の関係を問うてるんです。どうなるんですかと。使用者と通知しなけれ

ば課税できないわけでしょ、使用者課税は。まず、相続人がないんですよというのを執行側は

調査をしなければいけない。これは明らかになったときに、所有者課税できますよというのが

この条例ですよ。とはいえ、執行側は使用者に対する通知は義務付けられてるんですよね。そ

れは賦課期日を過ぎてしまうというのが通常考えられるタイミングにならざるを得ないんじ

ゃないかなということを考えたときに、そのとき遡及課税ができるのかというのを私は確認し

ているんですよ。相続人であるという権利を有する方に対する賦課は執行側はできます、それ

は遡及してでもできます、それはわかってるんですよ。この今回新たに条例化された、使用者

を所有者とみなす制度の拡大というポイントで、どのようになるんですかという質疑を私はし

てるんですよ。的確な答弁をお願いしたい。 

 

議  長（川副 善敬 君）   

税務課長。 

 

税務課長（大平 弘明 君） 

まず、１点目の過料についてでございますけども、こちらのほうにつきましては、現在私ど

も共のほうで想定をしておりません。ちょっと時間をいただきたいというふうに考えておりま

す。今ちょっと調査をしたいと思います。 

それから、先ほどの使用者、所有者の件。使用者が所有者となる件でございますけども、こ

ちらにつきましても、令和２年４月１日以降に発生する分ということになってこようかと思い

ます。既に、例えば、ケースとしましては、土地と建物の所有者が違うというのは、住んでら

っしゃればわかりますので、そういったケースにつきましては、議員おっしゃられるように、

遡及しての適用というふうになろうかと考えております。そうまで時間はかからないと、実際
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に住んでらっしゃるということで、そうまで時間はかからないというふうに考えます。 

また、土地の所有者等についても、相続が広範囲に広がらなければ、ある程度調査はできる

かというふうに考えます。 

以上でございます。 

 

議  長（川副 善敬 君）   

３問過ぎまして、総務厚生委員会所属ですから、詳細にわたっては、大体本来、調査しとか

んばいかんやったですね。許可します。 

５番。 

 

５  番（阿部 豊 君） 

    私、質疑は本会議ですると申し上げておりますので、私は疑問点、疑問点に思ってることは、

質疑はできませんから確認はできますけど。 

    お伺いします。町長、これ専決ですよ。専決事項ですよ。まだ具体的取扱い決まっていない

というのを専決してるんですか。非常におかしい答弁ですよ。課さないかもと。専決事項を私

は確認してるんですよ。まだ決まっていない、具体的取扱いも決まってないやつを専決してか

ら、納税者の方々に対応するということは由々しき問題じゃないですか。 

    それと私の質疑に対する答弁は、はっきり言えば、内容的にかみ合ってません。 

 

議  長（川副 善敬 君）   

しばらく休憩します。 

 

（11時 14分  休憩） 

（11時 30分  再開） 

 

議  長（川副 善敬 君）   

休憩前に引き続き会議を開きます。 

今、５番議員の質疑中でございました。 

答弁を町長のほうから行います。 

町長。 

 

町  長（古 庄 剛 君） 

大変御迷惑をおかけして申し訳ございません。ただ今の阿部議員の御質問でございますけど、

この固定資産税の過料についてということでお話がありました。この過料というのは前からあ

るわけでございますけど、今、国的には少子高齢化っていいますか、そういうことですね、多

くの土地が流動化できないということが出ておるわけでございます。そういう中でやはり、現

所有者に対しましての課税のできますよということで、出てくるわけでございますけど、やは

り町としましても、今、正当な理由とここに書いてあります。この正当な理由をなくしてです

ね、10万円といいますか、そういう過料は我々もするつもりはございませんし、やはり時間は

かかるということも私はわかってます。そこの中で、この条例は整理しながらですね、課税と

いうのをやっていかなきゃならないと思っていますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

議  長（川副 善敬 君）   

３番。 
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３  番（永田 勝美 君） 

    １点確認と質問いたしたいと思います。 

    今回の改正後の条例の 82条の２、いわゆるアメリカ軍との、アメリカ合衆国との日米安保条

約に基づく地位協定に係るですね、いわゆる軽自動車税についての条例ですけれども、これに

ついては、もちろん我が党は、安保条約そのものに対して反対しておりますけれども、その地

位協定については、現実に動いてるなかでですね、その改定をずっと求めてきた。これはもち

ろん全国知事会もですね、地位協定の改定については再々にわたって、国に対してですね、要

望事項を出しているところでありますが。今回のいわゆるその軽自動車税、一般の町民が所有

する軽自動車の税金と比べるとですね、金額的には大変安いように思うわけですが、そのなぜ

安くするのかという目的についてお答えいただきたいということと、それから、これについて

は、その金額はどのように決まっていくのかということについて、２点確認をしたいと思いま

す。 

 

議  長（川副 善敬 君）   

税務課長。 

 

税務課長（大平 弘明 君） 

    御質問の件でございますけども、こちらにつきましては、議員御承知のとおり、日本国とア

メリカ国との間の相互協力及び安全保障条約６条に基づく施設及び区域並びに日本国におけ

る合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の、これが昭

和 27年４月 28日に号外、法律第 109号ということで示されているかと思います。その中にお

いて第３条で地方税法の特例ということがございまして、地方公共団体は地方税法の規定に関

わらず、次の表の上欄に掲げる土地・家屋・物件・所得・行為並びに事業等については同表の

中欄に掲げるものに対し、同表の下段に掲げる地方税を課してはならないということに規定が

されております。 

    その中で、合衆国軍隊が日本国内で取得した地方税法第 442条第５号に規定する自動車税の

うち３輪以上のもの及び合衆国軍隊が日本国において所有する同条第３号に規定する軽自動

車税、これについては別に定めがございまして、今回規定を適用させているような状況でござ

います。 

    以上でございます。 

 

議  長（川副 善敬 君）   

３番。 

 

３  番（永田 勝美 君） 

    要するに、アメリカ軍が使用するそのさまざまな土地やそういったものについては非課税、

非課税なんだけれども、特例的に動産としての車両だとかそういったものについては課税があ

るのだと。その金額がどのようにして決まったのかということについてわかりますか。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    しばらく休憩します。   

 

（11時 35分  休憩） 

（11時 38分  再開） 
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議  長（川副 善敬 君）   

休憩前に引き続き会議を開きます。 

税務課長。 

 

税務課長（大平 弘明 君） 

申し訳ございません。こちらのほうにつきましては、国ほうで設定されておりますけども、

背景についてはうちのほうで把握しておりません。申し訳ございません。 

以上でございます。 

 

議  長（川副 善敬 君）   

よろしいですか。 

質疑ありますか。 

 

（「なし。」の声あり） 

 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

 

（「なし。」の声あり） 

 

これで討論を終わります。 

これから採決を行います。議案第38号 専決処分した事件の承認を求める件（佐々町税条例

等の一部を改正する条例）は、原案のとおり承認することに異議ありませんか。 

   

  （「異議なし。」の声あり） 

 

  異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認されました。 

  

― 日程第６ 議案第39号 専決処分した事件の承認を求める件 

（佐々町国民健康保険税条例の一部を改正する条例）― 

 

議  長（川副 善敬 君）   

    続きまして、日程第６、議案第39号 専決処分した事件の承認を求める件（佐々町国民健康

保険税条例の一部を改正する条例）を議題とします。 

    執行の説明を求めます。 

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

 

    （議案第39号 朗読） 

 

    中身につきましては、保険環境課長をもって説明をさせますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 
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議  長（川副 善敬 君）   

    保険環境課長。 

 

保険環境課長（安達 伸男 君） 

    それでは、議案の御説明をクリップ留めしております、議案第39号、保険環境課資料という

１枚ものの資料でございますけれども、こちらで、まず、内容のほうを御説明をさせていただ

きたいと思います。 

    佐々町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の概要ということでございまして、表にし

ております改正の概要というところで、条例の第２条、こちらを基礎課税額の課税限度額の変

更ということで改正をさせていただいております。 

    それから、21条につきましては、減額措置に係る軽減判定所得額の変更というものの改正。 

    それと、本則ではございませんで、附則のほうで、第４項と第５項、こちらが長期譲渡所得

に係る国民健康保険税の課税の特例というところを改正をさせていただいております。 

    改正の内容につきましては、まず、基礎課税額の課税限度額の引上げというところで、基礎

課税額の現行61万円となっております限度額、これを63万円に改正ということにしております。 

    それから、介護納付金課税額の課税限度額、こちらにつきましては現行16万円、これを17万

円に改正をするという内容でございます。 

    それから、低所得者の保険税軽減措置の拡充という部分につきまして、まず、５割軽減の拡

大といたしまして、「基準額33万円＋28万円×被保険者数」というところの現行の部分を、こ

の28万円という部分を28万5,000円に改正をするという内容でございます。 

    それから、２割軽減の拡大といたしまして、現行「基準額33万円＋51万円×被保険者数」と

しております51万円の部分を52万円、こちらに改正をさせていただいております。 

    今のこの２つの改正に係る影響の部分でございますけれども、限度超過世帯としまして、今

現在12世帯、これが10世帯ということに減少いたします。税額としましての影響額は、税収と

しまして30万5,000円程度の増額というふうな金額的な影響が出てまいります。 

    それから、軽減のほうですけれども、５割軽減、こちらが基礎賦課額と後期高齢者の支援分、

これが６世帯11人、介護納付金が２世帯２人の影響が出まして、税収としましては25万7,000円

の減額。それと２割軽減の分が、基礎賦課額、後期高齢者支援分で、１世帯の２人。介護納付

金のほうは該当世帯はございませんで、税収としましては１万7,000円の減額というふうな影

響というふうになっております。 

    それから、もう一つは資料のほうの一番下ですけども、低未利用土地等を譲渡した場合の長

期譲渡所得に係る課税の特例の創設ということで、改正の内容としましては、個人が都市計画

区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合において、要件を満たした場合に、その長期譲渡

所得の金額から100万円を控除するということが、することができるということの課税の特例

が創設をされておりますので、国保税の課税についても同様にこの条文の改正を行うものでご

ざいます。 

    この要件を満たした場合というところでございますけれども、もともと国土交通省のほうで、

低額な不動産取引の課題として、想定したよりも売却収入が低いですとか、総体的に譲渡費用

の負担が重いですとか、そういったことがありまして、土地を売らずに低未利用土地を放置を

してあるというふうなところの課題というのを、解決と言いますか、土地に新たな価値を見い

だすものへの譲渡を促進をしたいというのが背景にあるというところで、この条件としまして

は、土地とその上物の取引額の合計額が500万以下ということになっております。この土地と上

物を合わせて500万以下の譲渡がなされた場合に、100万円を控除するというふうな内容の改正

というところでございます。 
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    それでは、議案のほうを御覧いただきまして、議案第39号の一枚めくっていただきましたと

ころの御説明をさせていただきます。 

    佐々町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。佐々町国民健康保険税条例（昭和41年佐々

町条例第14号）の一部を次のように改正する。 

条項等の改正等。次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正前部分」という。）

に対応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在

する場合には、当該改正前部分を当該改正後部分に改め、改正前部分に対応する改正後部分が

存在しない場合には、当該改正前部分を削り、改正後部分に対応する改正前部分が存在しない

場合には、当該改正後部分を加える。 

    ということで、改正前、改正後ですけれども、１ページ目の第２条の第２項、こちらにござ

います61万円、アンダーライン引いてありますところの61万円、これを63万円に改正をしてお

ります。 

それから、同じページの第４項ですけれども、こちらが改正前16万円を改正後17万円に改正

をしております。２ページをめくっていただきまして、同じく１行目、16万円とありますもの

を17万円に改正をさせていただいております。 

それから、第21条、国民健康保険税の減額というところでも、同じく61万円を63万円、16万

円を17万円に改正をさせていただいております。そして、その中の第２号ですけれども、改正

前28万円とありますのを28万5,000円。第３号ですけれども、こちら51万円を52万円。 

そして、３ページのほうを御覧いただきまして、こちらは制定附則の改正になります。制定

附則の中の第４項に、これまでございませんでした部分で改正後のほうですけれども、第35条

の３第１項というのが、租税特別措置法のほうに追加をされておりますので、その分を加えて

おります。 

そして、４ページを御覧いただきまして、次は第５項ですけれども、こちらは短期譲渡所得

のことになりますけれども、こちらは内容としましては、短期譲渡所得のほうにはこれを含め

ないというふうな見方になりますが、そちらのほうにも改正後、第35条の３第１項というもの

を追加をさせていただいております。 

附則。施行期日。１項、この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、附則第４項

及び第５項の改正規定は、土地基本法等の一部を改正する法律（令和２年法律第12号）附則第

１項第１号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の１月１日から施行する。 

適用区分。第２項、改正後の佐々町国民健康保険税条例の規定は、令和２年度以後の年度分

の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前

の例による。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長（川副 善敬 君）   

これから質疑を行います。 

 

（「なし。」の声あり） 

 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

 

（「なし。」の声あり） 

 

討論を終わります。 
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これから採決を行います。議案第39号 専決処分した事件の承認を求める件（佐々町国民健

康保険税条例の一部を改正する条例）は、原案のとおり承認することに異議ありませんか。 

 

（「異議なし。」の声あり） 

 

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認されました。 

    昼食休憩をいたします。 

 

（11時 52分  休憩） 

（13時 00分  再開） 

 

― 日程第７ 議案第40号 専決処分した事件の承認を求める件 

（佐々町介護保険条例の一部を改正する条例）― 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    休憩前に引き続き会議を開きます。 

    日程第７、議案第40号 専決処分した事件の承認を求める件（佐々町介護保険条例の一部を改

正する条例）を議題といたします。 

執行の説明を求めます。 

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

 

    （議案第40号 朗読） 

 

    中身につきましては、住民福祉課長をもって説明をさせますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    住民福祉課長。 

 

住民福祉課長（今道 晋次 君） 

    それでは、お手元にクリップで止めております、別添の資料をご覧いただければというふう

に思います。今回の改正につきましては、今後の高齢化の進行、令和元年10月の消費税10％へ

の引き上げに伴う低所得高齢者の介護保険料の負担軽減について、令和２年度から完全実施が

されることに伴う改正でございます。この改正につきましては、保険料負担の階層が裏面にあ

りますように、９段階の階層がございますけれども、そのうち世帯全員が住民税非課税世帯と

なる第３段階までの階層における負担の軽減を図るものでございます。この裏面にありますよ

うに、７期の保険料につきましては、平成30年の上段に書いてある金額でございますけれども、

この第１段階、第２段階、第３段階それぞれ、第１段階につきましては、３万900円が昨年度に

なりますけれども２万5,700円に、今回は２万600円というふうになります。第２段階につきま

しては、５万1,500円が４万2,900円で今回３万4,300円となる。第３段階につきましては、同じ

く５万1,500円が４万9,800円に、今回令和２年度から４万8,000円になるというものでござい

ます。 

    それでは、議案のほう１枚めくっていただきまして新旧対照表を御覧いただければというふ
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うに思います。佐々町介護保険条例の一部を改正する条例。佐々町介護保険条例（平成12年佐々

町条例第22号）の一部を次のように改正する。 

    条項等の改正等。次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正前部分」という。）

に対応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在す

る場合には、当該改正前部分を当該改正後部分に改め、改正前部分に対応する改正後部分が存

在しない場合には、当該改正前部分を削り、改正後部分に対応する改正前部分が存在しない場

合には、当該改正後部分を加える。 

新旧対照表につきましては、先ほど申し上げたような形で金額が、軽減されるということで

の書き換えということになります。こちら見ていただきますように、第５条のところでは、元

号が変わった部分も含めて平成30年度から平成32年度までというふうにしてあった部分を、平

成30年度から令和２年度までに変更するものでございます。その他、同じように２項のところ

も年度の部分、また、それ以下のところも金額先ほど申し上げましたけども、金額の変更がな

されるところでの改正ということでございます。 

最後２ページになりますけども、附則。施行期日。１項、この条例は令和２年４月１日から

施行する。経過措置。２項、改正後の第５条の規定は、令和２年度分の保険料から適用し、令

和元年度以前の年度分の保険料については、なお、従前の例による。 

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（川副 善敬 君）   

 これから質疑を行います。 

 

 （「なし。」の声あり） 

 

    これで質疑を終わります。 

    これから討論を行います。 

 

    （「なし。」の声あり） 

 

    討論を終わります。 

    これから採決を行います。 

議案第40号 専決処分した事件の承認を求める件（佐々町介護保険条例の一部を改正する条

例）は、原案のとおり承認することに異議ありませんか。 

 

    （「異議なし。」の声あり） 

 

    異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認されました。 

 

― 日程第８ 議案第41号 専決処分した事件の承認を求める件 

（佐々町税条例等の一部を改正する条例）― 

― 日程第９ 議案第42号 専決処分した事件の承認を求める件 

（佐々町国民健康保険条例の一部を改正する条例）― 

― 日程第10 議案第43号 専決処分した事件の承認を求める件 

（佐々町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例）― 

― 日程第11 議案第44号 専決処分した事件の承認を求める件 

（佐々町国民健康保険税条例の一部を改正する条例）― 
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― 日程第12 議案第45号 専決処分した事件の承認を求める件 

（佐々町介護保険条例の一部を改正する条例）― 

 

議  長（川副 善敬 君）   

    日程第８、議案第41号 専決処分した事件の承認を求める件（佐々町税条例等の一部を改正す

る条例）、日程第９、議案第42号 専決処分した事件の承認を求める件（佐々町国民健康保険条

例の一部を改正する条例）、日程第10、議案第43号 専決処分した事件の承認を求める件（佐々

町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例）、日程第11、議案第44号 専決処分した

事件の承認を求める件（佐々町国民健康保険税条例の一部を改正する条例）、日程第12、議案第

45号 専決処分した事件の承認を求める件（佐々町介護保険条例の一部を改正する条例）。 

お諮りします。以上の５議案を関連がありますので、一括議題とすることに異議ありません

か。 

 

    （「異議なし。」の声あり） 

 

    異議なしと認めます。したがって議案第41号から議案第45号までの５議案は一括議題としま 

す。町長が鑑を朗読して、各担当課が説明をお願いします。順次、そのように行っていきます。 

    日程第８、議案第41号 専決処分した事件の承認を求める件（佐々町税条例等の一部を改正す

る条例）について執行の説明を求めます。 

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

 

    （議案第41号 朗読） 

    

    中身につきましては、税務課長をもって説明をさせますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    税務課長。 

 

税務課長（大平 弘明 君） 

    お手元のほうに議案第41号から議案第45号までの合同資料がございますが、それとは、別に

税務課資料ということで、議案書のほうにお付けしております資料に基づき御説明をさせてい

ただきます。 

佐々町税条例等の一部を改正する条例について、５月１日、専決処分。条例改正の理由につ

いては、先ほど町長のほうから朗読あったとおりでございます。主な改正の概要としまして、

まず１点目は、徴収の猶予制度の特例ということで新型コロナウイルス感染症の影響により、

令和２年２月以降の収入に相当の減少があり、納税することが困難である事業者等に対し、無

担保かつ、延滞金無しで１年間徴収を猶予できる特例を設けるものでございます。 

それから、次の２番目の固定資産税についてでございます。こちらについては、中小事業者

等が所有する償却資産及び、事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置ということで、こちらの

ほうは、令和２年の２月から10月までの任意の３か月間の売り上げが前年同期と比べてそれぞ

れ30％以上50％未満減少してる場合には、２分の１。50％以上減少してる場合には、ゼロとい

うことで、１年限りの特例となっております。 
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続きまして、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の充実ということで、こちら

のほうは新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小事業者

等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋、構築物を加えるという改正を行ってお

ります。 

次の３点目でございます。軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長ということで、軽自動

車税環境性能割の税率を１％軽減する特例措置の適用期限を６月延長し令和３年３月31まで

に取得したものを対象ということで拡大をしております。 

その他、次の２ページになります。その他ということで、住宅ローン控除の適用要件の弾力

化に対する対応と、もう１つは、イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した

者への、寄附金控除の適用に係る対応ということで、それぞれ下のほうに条例の改正の概要に

ついて、条例、それから対応する法令、それから改正概要ということで、載せさせていただい

ております。 

議案書のほうお願いいたします。１ページお願いいたします。佐々町税条例等の一部を改正

する条例。第１条、佐々町税条例（昭和31年佐々町条例第１号）の一部を次のように改正する。  

条項等の改正等。次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正前部分」という。）

に対応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在す

る場合には、当該改正前部分を当該改正後部分に改め、改正前部分に対応する改正後部分が存

在しない場合には、当該改正前部分を削り、改正後部分に対応する改正前部分が存在しない場

合には、当該改正後部分を加える。 

新旧対照表のほうになりますが、まず10条のところで、ここの読替規定については法律の改

正に合わせ行っております。その次の10条の２につきましては、わがまち特例の特例率につい

て規定をし改正を行っております。 

次のページをお願いいたします。こちらのほう、軽自動車税の環境性能割の非課税として、

臨時的に期限を６月延長する法律の改正に合わせ改正を行っております。次の24条につきまし

ては、新型コロナウイルス感染に係る徴収猶予の特例に係る手続き等を記載をしております。 

３ページになります。第２条、佐々町税条例（昭和31年佐々町条例第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

条項等の改正等につきましては、１条のとおりですので、割愛をさせていただきます。新旧

対照表になりますが、こちらのほうは、各条項のずれの整備。それから４ページになりますが、

４ページの25条におきまして新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例とい

うことで新設をしております。その次の26条になります。新型コロナウイルス感染症等に係る

住宅借入金等特別税額控除の特例ということで、こちらのほうも新型コロナウイルス感染症に

伴う新たに追加をした条項となっております。 

附則。施行期日。この条例は、公布の日から施行し、令和２年４月30日から適用する。ただ

し、第２条の規定は、令和３年１月１日から施行する。 

以上でございます。よろしくお願いします。 

 

議  長（川副 善敬 君）   

    日程第９、議案第42号 専決処分した事件の承認を求める件（佐々町国民健康保険条例の一部

を改正する条例）について執行の説明を求めます。 

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

 

    （議案第42号 朗読） 
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    保険環境課長をもって説明させますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

議  長（川副 善敬 君）   

    保険環境課長。 

 

保険環境課長（安達 伸男 君） 

    それでは、一括してありますものの一番手前に付けてあります、税務課・保険環境課・住民

福祉課資料としてありますＡ３の資料の３ページ目を御覧ください。 

    今回のこの資料のほうでは、次の議案の後期高齢者医療のことも載せておりますけども、上

の国民健康保険におきます傷病手当について御説明を差し上げます。 

    制度概要としましては、制度的には、傷病手当につきましては、条例を制定して支給するこ

とができるというふうにされておる任意給付ということになっております。しかし、今回、国

のほうが、この傷病手当金を全国自治体、この新型コロナウイルスに関しては、財源措置を国

が全額やるので実施をしてくださいというふうに通知がなされまして、それに基づいて、今回、

条例改正を行うものです。 

    支給対象者につきましては、給与所得者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染された方、

又は発熱等の症状があり感染が疑われる方。 

    支給要件はこちら記載しておりますとおり、仕事に就くことができない、４日以上は仕事を

休んだというふうなことで、給料の支払いがないというようなのが支給要件となっております。 

    支給額につきましては、基本的に３分の２を支給するというふうなところで、具体的にはこ

ちら、支給額の欄に記載しております計算式を御覧いただければと思います。 

    対象の期間といたしましては、令和２年１月１日から９月30日まで、ただし、入院が続く場

合は最長１年６か月までということになっております。 

    財政措置につきましては、記載のとおり、国の特別調整交付金により全額措置されるという

ふうな内容になってます。 

    それでは、議案書のほうを御覧いただきたいと思います。１枚めくっていただきまして、１

ページを御覧ください。 

    佐々町国民健康保険条例の一部を改正する条例。佐々町国民健康保険条例（昭和34年佐々町

条例第５号）の一部を次のように改正する。 

   条項等の改正等。次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正前部分」という。）

に対応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在

する場合には、当該改正前部分を当該改正後部分に改め、改正前部分に対応する改正後部分が

存在しない場合には、当該改正前部分を削り、改正後部分に対応する改正前部分が存在しない

場合には、当該改正後部分を加えるということで、その下、新旧対照、改正前と改正後ですけ

れども、本則のほうは改正ございませんで、制定附則、こちらのほうに第２条以下を、傷病手

当の関係で追加をさせていただいております。 

その関係で、まず、施行期日というふうに改正前ありましたところを、ここを第１条とし、

第２条に新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金というタイトル

で追加をさせていただいております。 

そして、その第２条、２ページですけれども、第２項、第３項のところは、その計算ですと

か、支給額といったところを記載をさせていただいております。 

２ページから３ページにわたって、第３条、第４条のところにつきましては、傷病手当金の

支給対象となる方についての給与等との調整ということで、給与が支払われるべき方について

の、給与と傷病手当金を比較したときの差額が生じる場合は、その差額を支給するというよう

な記載、それから、本来傷病手当金を受け取るべき方、その支払いがされない場合という場合
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について、第４条の第２項で、町のほうから傷病手当金は被保険者の方には支払いますけども、

その分を事業所の事業主から徴収するというふうなところをうたせていただいているところ

です。 

附則。この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第２条から第４条までの規定は、傷

病手当金の支給を始める日が令和２年１月１日から規則で定める日までの間に属する場合に

適用することとするということで、規則のほうで９月30日までというのをうたいこんでいると

ころです。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長（川副 善敬 君）   

    日程第10、議案第43号 専決処分した事件の承認を求める件（佐々町後期高齢者医療に関

する条例の一部を改正する条例）について執行の説明を求めます。 

     町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

 

    （議案第43号 朗読） 

 

    保険環境課長をもって説明させますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 

議  長（川副 善敬 君）   

    保険環境課長。 

 

保険環境課長（安達 伸男 君） 

    こちら後期高齢者医療の傷病手当につきましても、国民健康保険の傷病手当と、支給対象者

ですとか、支給の額ですとかっていうところは、全く同様でございます。 

    後期高齢者医療に関しましては、長崎県後期高齢者医療広域連合、こちらのほうが傷病手当

の支給をするということになりますので、そちらの広域連合の条例の改正を、既に専決処分が

なされているところですので、次の後期高齢者医療の広域連合議会のほうで報告がなされる予

定となっております。 

    本町の条例改正の中身につきましては、議案書の、めくっていただきまして、１ページを御

覧いただきたいと思います。内容といたしましては、後期高齢者医療に関しましては、町で行

う事務というふうなところを条例でうたいこんでおりますので、この傷病手当金の支給に関す

る申請書の提出の受付というものを条例にうたいこむ必要がありますので、その分の改正をさ

せていただいているところです。 

    それでは、朗読をさせていただきます。 

    佐々町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例。佐々町後期高齢者医療に関する

条例（平成20年佐々町条例第７号）の一部を次のように改正する。 

    条項等の改正等。次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正前部分」という。）

に対応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在す

る場合には、当該改正前部分を当該改正後部分に改め、改正前部分に対応する改正後部分が存

在しない場合には、当該改正前部分を削り、改正後部分に対応する改正前部分が存在しない場

合には、当該改正後部分を加える。 

    新旧対照表でございますけれども、先ほど説明いたしました部分で、改正前の第８号、これ

を第９号に繰下げまして、第８号のところに改正後ですけれども、申請書の提出の受付という
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のを挿入をさせていただいているところです。 

    附則。この条例は、公布の日から施行する。 

    以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    日程第 12、議案第 45号 専決処分した事件の。 

    しばらく休憩します。 

 

（13時 26分  休憩） 

（13時 26分  再開） 

 

議  長（川副 善敬 君）   

    休憩前に引き続き会議を開きます。 

    もとい、修正します。 

    日程第11、議案第44号 専決処分した事件の承認を求める件（佐々町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例）について執行の説明を求めます。 

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

 

    （議案第44号 朗読） 

 

    保険環境課長をもって説明させますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

議  長（川副 善敬 君）   

    保険環境課長。 

 

保険環境課長（安達 伸男 君） 

    もう一度、税務課・保険環境課・住民福祉課資料というＡ３ものの２ページのほうを御覧い

ただきたいと思います。 

    こちらで一番上の段になりますけれども、国民健康保険税の減免ということで、今回の新型

コロナウイルス感染症の影響というところでの保険税の減免のことを記載をしております。 

    まず、減免基準の一つ目としましては、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負っ

た世帯、この場合は減免額としましては、全部を免除という形になります。 

    それからもう一つが（２）のところですけれども、主たる生計維持者の事業収入等の減少が

見込まれ、次の要件に全て該当する世帯ということで、①、②、③の要件がございます。 

特に①、収入等の減額の10分の３以上の減額がある場合というふうなところが、まず入口の

対象となってまいります。減免額につきましては、こちら記載しております計算式に当てはめ

て、減免額が算出されます。その割合につきましては、減免又は免除の割合という欄に記載の

とおり、全部から10分の２までという幅がございます。減免の対象期間ですけれども、令和２

年２月１日から令和３年３月31日までに納期限が設定されている保険税ということになりま

す。これの減免に関する財政措置ですけれども、10分の６を国の補正予算、補助という形で、

残りの10分の４は特別調整交付金で財政措置がなされるというふうなことになっています。 

    それでは、議案のほうを御覧ください。 

    １枚めくっていただきまして、１ページをお願いします。 
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    佐々町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。佐々町国民健康保険税条例（昭和41年佐々

町条例第14号）の一部を次のように改正する。 

    条項等の改正等。次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正前部分」という。）

に対応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在す

る場合には、当該改正前部分を当該改正後部分に改め、改正前部分に対応する改正後部分が存

在しない場合には、当該改正前部分を削り、改正後部分に対応する改正前部分が存在しない場

合には、当該改正後部分を加える。 

    ということで、新旧対照表のほうですけれども、めくっていただきまして、２ページを御覧

ください。 

    まず、今回の新型コロナウイルスの減免と、直接は関係のないところにはなりますけども、

改正前の第23条のところで、第２項として、その他町長が必要と認めるときというふうな、こ

れまで規定がなされておりましたが、本来、23条の第１項第１号、第２号、そして、この１号、

２号以外の場合として、３号として、その他特別の事情があるものというふうな定め方をすべ

きものというところでございますので、あわせて今回、第２項を第１項の第３号というふうに

整理をさせていただいてます。その関係で、改正前の第３項から第６項までというのが項ずれ

を起こしまして、１こずつ繰り上がるというふうな改正の内容となっております。 

    そしてもう一つが、改正後のほうの３項を御覧いただきますと、１行目のところに、減免等

を受けようとする者は、納期限前７日までに申請書等を提出しなければらないというふうにあ

りますけれども、先ほど御説明いたしました、令和２年２月１日に遡ってやると、受け付ける

というふうにする場合には、７日前というのが不可能ということになりますので、ただし、町

長が特に必要と認める場合はこの限りでないという文言を、挿入をさせていただいているとこ

ろです。 

    附則。この条例は、公布の日から施行する。 

    以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    日程第12、議案第45号 専決処分した事件の承認を求める件（佐々町介護保険条例の一部を

改正する条例）について執行の説明を求めます。 

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

 

    （議案第45号 朗読） 

 

    住民福祉課長をもって説明させますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

議  長（川副 善敬 君）   

    住民福祉課長。 

 

住民福祉課長（今道 晋次 君） 

    それでは、今回の改正につきましては、今の提案理由のとおり、新型コロナウイルス感染症

の影響により収入が減少したことなどによる、介護保険の第１号保険料の減免に対応するため

の改正ということでございます。 

    減免基準、減免額等につきましては、別途配布させていただいておりますＡ３判の資料の２

ページ目ということになります。 
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    それでは、お手元の議案の１枚めくっていただきまして、議案書のほうで御説明をさせてい

ただければというふうに思います。 

    １ページ目ですけれども、佐々町介護保険条例の一部を改正する条例。佐々町介護保険条例

（平成12年佐々町条例第22号）の一部を次のように改正する。 

    条項等の改正等。次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正前部分」という。）

に対応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在す

る場合には、当該改正前部分を当該改正後部分に改め、改正前部分に対応する改正後部分が存

在しない場合には、当該改正前部分を削り、改正後部分に対応する改正前部分が存在しない場

合には、当該改正後部分を加える。 

    新旧対照表のところですけれども、１枚めくっていただきまして、２ページのところになり

ます。この第12条のところで保険料の減免がございますけれども、先ほどの国民健康保険税と

同様、現在の減免の規定からしますと、減免を受けようとする者は、納期限の７日前までに減

免の申請を町長へ提出ということになっておりますので、遡及対応ができるように、この下線

で引いた部分、２ページの下段のほうですけども、ただし、町長が特に必要と認める場合は、

この限りではないということで、この一文を追加させていただいているところでございます。 

    附則。この条例は、公布の日から施行する。 

    以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長（川副 善敬 君）   

    執行の説明が終わりました。 

    41号から45号まで一括上程ということですけども、説明いただきましたけども、議案番号別

に質疑等の採決の順でお受けしたいと思います。 

    それでは、日程第８、議案第41号 専決処分した事件の承認を求める件（佐々町税条例等の一

部を改正する条例）について、これから質疑を行います。 

 

    （「なし。」の声あり） 

 

    これで質疑を終わります。 

    これから討論を行います。 

 

    （「なし。」の声あり） 

 

    これで討論を終わります。 

    これから採決を行います。議案第41号 専決処分した事件の承認を求める件（佐々町税条例等

の一部を改正する条例）は、原案のとおり承認することに異議ありませんか。 

     

     （「異議なし。」の声あり） 

 

    異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認されました。 

    日程第９、議案第42号 専決処分した事件の承認を求める件（佐々町国民健康保険条例の一部

を改正する条例）について、これから質疑を行います。 

 

    （「なし。」の声あり） 

 

    これで質疑を終わります。 
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    これから討論を行います。 

 

    （「なし。」の声あり） 

 

    これで討論を終わります。 

    これから採決を行います。議案第42号 専決処分した事件の承認を求める件（佐々町国民健康

保険条例の一部を改正する条例）は、原案のとおり承認することに異議ありませんか。 

 

    （「異議なし。」の声あり） 

 

    異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認されました。 

    日程第10、議案第43号 専決処分した事件の承認を求める件（佐々町後期高齢者医療に関する

条例の一部を改正する条例）について、これから質疑を行います。 

     

（「なし。」の声あり） 

     

これで質疑を終わります。 

    これから討論を行います。 

 

    これで討論を終わります。 

    これから採決を行います。議案第43号 専決処分した事件の承認を求める件（佐々町後期高齢

者医療に関する条例の一部を改正する条例）は、原案のとおり承認することに異議ありません

か。 

 

    （「異議なし。」の声あり） 

 

    異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認されました。 

    日程第11、議案第44号 専決処分した事件の承認を求める件（佐々町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例）について、これから質疑を行います。 

     

    （「なし。」の声あり） 

 

    これで質疑を終わります。 

    これから討論を行います。 

 

    （「なし。」の声あり） 

 

    これで討論を終わります。 

    これから採決を行います。議案第44号 専決処分した事件の承認を求める件（佐々町国民健康

保険税条例の一部を改正する条例）は、原案のとおり承認することに異議ありませんか。 

 

    （「異議なし。」の声あり） 

 

    異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認されました。 

    日程第12、議案第45号 専決処分した事件の承認を求める件（佐々町介護保険条例の一部を改
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正する条例）について、これから質疑を行います。 

 

    （「なし。」の声あり） 

 

    これで質疑を終わります。 

    これから討論を行います。 

 

    （「なし。」の声あり） 

 

    これで討論を終わります。 

    これから採決を行います。議案第45号 専決処分した事件の承認を求める件（佐々町介護保険

条例の一部を改正する条例）は、原案のとおり承認することに異議ありませんか。 

 

    （「異議なし。」の声あり） 

 

    異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認されました。 

しばらく休憩をいたします。 

 

（13時 42分  休憩） 

（13時 55分  再開） 

 

― 日程第13 議案第46号 専決処分した事件の承認を求める件 

（令和２年度 佐々町一般会計補正予算（第１号））― 

 

議  長（川副 善敬 君）  

    休憩前に引き続き会議を開きます。 

    日程第 13、議案第 46号 専決処分した事件の承認を求める件（令和２年度佐々町一般会計補

正予算（第１号））を議題とします。 

    執行の説明を求めます。 

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

 

    （議案第 46号 朗読） 

 

    中身につきましては、企画財政課長をもって説明させますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

 

議  長（川副 善敬 君）  

    企画財政課長。 

 

企画財政課長（藤永 大治 君） 

    それでは、１枚めくっていただきまして、令和２年度佐々町一般会計補正予算（第１号）。令

和２年度佐々町の一般会計補正予算（第１号）は次に定めるところによる。 

    歳入歳出予算の補正。第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 14億 8,373万
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6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 81億 2,973万 6,000円とする。 

    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２年５月１日、専決。佐々町長。 

    それでは、１ページ目をお願いいたします。第１表、歳入歳出予算補正。 

歳入。14款国庫支出金、補正額 14億 5,180万円、計 24億 9,661万 6,000円。２項国庫補助

金、補正額 14億 5,180万円、計 18億 3,131万 5,000円。 

    18款繰入金、補正額 3,193万 6,000円、計 12億 12万 4,000円。１項基金繰入金、補正額、

計とも同額です。 

    歳入合計、補正額 14億 8,373万 6,000円、計 81億 2,973万 6,000円。 

    歳出。２款総務費、補正額 14億 2,811万 5,000円、計 21億 7,729万 2,000円。１項総務管

理費、補正額 14億 2,811万 5,000円、計 19億 1,890万 4,000円。 

    ３款民生費、補正額 2,499万 4,000円、計 21億 3,286万 6,000円。２項児童福祉費、補正額

2,499万 4,000円、計 13億 3,511万円。 

    ４款衛生費、補正額 256万 3,000円、計７億 3,080万 7,000円。１項保健衛生費、補正額 256

万 3,000円、計４億 662万 9,000円。 

    ７款商工費、補正額 2,240万円、計１億 916万 7,000円。１項商工費、補正額、計とも同額

です。 

    ９款消防費、補正額 266万 4,000円、計２億 5,098万 1,000円。１項消防費、補正額、計と

も同額です。 

    10款教育費、補正額 300万円、計７億 1,446万 6,000円。２項小学校費、補正額 209万 1,000

円、計１億 6,600万円。３項中学校費、補正額 90万 9,000円、計１億 1,334万 7,000円。 

    歳出合計、補正額 14億 8,373万 6,000円、計 81億 2,973万 6,000円。 

    ２ページの歳入歳出補正予算事項別明細書、１、総括につきましては、割愛をさせていただ

きます。 

    ３ページ以降でございますけれども、今回の第１号の補正につきましては、新型コロナウイ

ルス感染症対策に係る緊急対策の第１弾としまして、特別定額給付金事業と子育て世帯への臨

時特別給付金事業、国庫補助事業と、並びに、本町独自の対策としまして、感染防止対策と事

業者支援、合わせまして、本町独自の分につきましては、3,193 万 6,000 円の所要額の追加を

行っております。その不足する財源につきましては、財政調整基金の繰入れでまかなっておる

ところでございます。 

    企画財政課のほうからは以上でございます。 

 

議  長（川副 善敬 君）  

    ほか課長からありますか。 

    住民福祉課長。 

 

住民福祉課長（今道 晋次 君） 

    ページめくっていただきまして、３ページのところですけれども、14款国庫支出金のところ

の２目民生費国庫補助金がございます。こちらの２節児童福祉費補助金 2,580万ありますけれ

ども、これにつきましては、子育て世代への臨時特別給付金事業でございます。これに関しま

して、５ページのところに歳出予算を計上させていただいております。３款民生費のところの

４目子育て世帯臨時特別給付金事業費でございますけれども、ここで 2,499万 4,000円の計上

をさせていただいておりますけれども、18節の負担金、補助及び交付金のところで 2,450万計

上させていただいております。これは 2,450人に対する１万円の給付ということでございます。 
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    先ほど歳入で御説明しました 130万の事務費につきまして、ここの３節、10節、11節でそれ

ぞれ計上しておりますけれども、そこの差額について、電子計算費のほうにシステムの改修費

としてこちらのほうにも計上させていただいておりまして、今回の給付については、全額、国

負担というふうなことになっているところでございます。 

    以上でございます。 

 

議  長（川副 善敬 君）  

    総務課長。 

 

総務課長（山本 勝憲 君） 

    すいません、３ページの歳入のところでございます。総務費国庫補助金、こちらのほうが特

別定額給付金の事業費の補助金と事務費の補助金ということで、100％の補助となっておりま

す。 

    その歳出につきましては、次の４ページ、15目の特別定額給付金事業費ということで、14億

2,380 万円計上させていただいておりますけど、先ほどの子ども子育てと同じような形で、電

子計算費のほうにシステムの開発費ということで、そちらのほうにも計上させていただいてお

ります。 

    今の状況ということで、若干御説明させていただきます。 

    ５月 22日 19時現在ということで、郵送の申請件数が 5,144、オンラインの受付が 79という

ことで、全体で申請済みが 5,223件、金額にいたしまして、12億 5,180万円、金額の率にしま

して、大体 89％が支給済み、支給手続が終わってるということで御報告させていただきます。 

    以上でございます。 

 

議  長（川副 善敬 君）  

    産業経済課長。 

 

産業経済課長（藤永 尊生 君） 

    予算書にあります６ページ、商工費のほう、商工業振興費のほうになりますが、こちらのほ

うで飲食店事業者緊急支援給付金のほうを計上しておりますけども、こちらにつきましては、

新型コロナウイルス感染症の拡大により業況が悪化している、町内に店舗を構える飲食店業者

に対しまして、緊急に支援をするという形の給付金を上げてるものでございます。１件当たり

20万という形の金額になっておりますけども、想定を 100件ほど予定しまして対象としており

ます。 

    こちらの現状の内容になりますけども、先週５月 22 日までにつきまして、66 件の申請のほ

うをいただいておりまして、今週に全部お支払いをすると、今週で全部お支払いをしてしまう

という形で思っております。 

    以上です。 

 

議  長（川副 善敬 君）  

    保険環境課長。 

 

保険環境課長（安達 伸男 君） 

    ６ページにございます４款１項１目の予防費に需用費 256 万 3,000 円を計上しております

が、これにつきましては、町内の医療機関のほうに物資を配布するための予算ということで計

上をさせていただいているところです。内容としましては、マスク、消毒液、防護服、それか
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らフェイスシールド等でございます。既に入手できたものについては、随時配布を行っている

というふうな状況でございます。 

    以上でございます。 

 

議  長（川副 善敬 君）  

    教育次長。 

 

教育次長（水本 淳一 君） 

    予算書の７ページから８ぺージにかけまして、10款２項小学校費、佐々小学校、口石小学校、

それぞれの管理費の中に消耗品費（新型コロナウイルス感染症対策事業分）ということで計上

させていただいております。 

    ８ページにおきましては、中学校費の中で消耗品費（新型コロナウイルス感染症対策事業分）

と上げさせていただいております。 

    中身につきましては、児童生徒の感染症予防対策事業ということで、日頃のこのコロナ対策

に対しましての児童生徒の検温関係、それから健康管理を行うための非接触型のセンサーデジ

タル体温計を購入する予定としております。これがなかなか品薄でございまして、できるだけ

早めに調達をしたいと考えております。 

    それからもう一つが、布マスクを２枚、各児童生徒、それから教師用としまして、3,100枚、

地元の縫製会社のほうにお願いをいたしまして、町長報告でもございましたように、既に５月

18日、学校が始まりましてから、配布がその日に完了いたしたところでございます。 

    最後に手指消毒液と液体用石けんを学校の養護室にあわせまして、購入をいたしております。

これにつきましても、品薄状態ではありますが、随時現在、配布をいたしておるところでござ

います。 

    以上です。 

     

議  長（川副 善敬 君）  

ほかないですね。 

これから質疑を行います。 

３番。 

 

３  番（永田 勝美 君） 

特別給付金については、先日来、県下の状況などもお聞きしたところでもですね、佐々町の

給付の対応というのは非常に早いということで、他町よりも迅速な対応がとられてきたという

ふうに思います。 

そこでちょっと確認と言いますか、質問ですけれども、今回の給付金については、いわゆる

辞退をするということでチェックを入れるようになっておりましたけれども、辞退者の数とか

率とかっていうのがもしわかれば教えていただけますか。 

 

議  長（川副 善敬 君）  

    総務課長。 

 

総務課長（山本 勝憲 君） 

辞退者の数ということでございますけど、私も何件か申請者の受付をさせていただいており

ます。申請書のですね、記載がちょっと間違いで、辞退者のところにチェックをされてた方が

何件かございました。電話で確認させて、それを勘違いだということで御判断をいただいてい
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る部分がございます。 

あと、１件だけ辞退したいと、事情があって辞退したいということがございました。今のと

ころですね、私の記憶してる限りでございますけど、そのような状況でございます。 

以上です。 

 

議  長（川副 善敬 君）  

ほかに質疑ありませんか。 

 

（「なし。」の声あり） 

 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

 

（「なし。」の声あり） 

 

これで討論を終わります。 

これから採決を行います。議案第 46号 専決処分した事件の承認を求める件（令和２年度佐々

町一般会計補正予算（第１号））は、原案のとおり承認することに異議ありませんか。 

 

（「異議なし。」の声あり） 

 

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認されました。 

 

― 日程第14 議案第47号 専決処分した事件の承認を求める件 

（令和２年度 佐々町国民健康保険特別会計補正予算（第１号））― 

 

議  長（川副 善敬 君）  

日程第14、議案第47号 専決処分した事件の承認を求める件（令和２年度佐々町国民健康保険

特別会計補正予算（第１号））を議題とします。 

執行の説明を求めます。 

町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

 

（議案第47号 朗読） 

 

中身につきましては、保険環境課長をもって説明させますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

 

議  長（川副 善敬 君）  

    保険環境課長。 

 

保険環境課長（安達 伸男 君） 

    それでは、１枚めくっていただきまして、補正予算書を御覧ください。 

    令和２年度佐々町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）。令和２年度佐々町の国民健康保
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険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

    歳入歳出予算の補正。第１条、既定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 40万円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 14億 3,947万 2,000円とする。 

    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２年５月１日専決、佐々町長。 

    １ページを御覧ください。第１表、歳入歳出予算補正。 

歳入。４款県支出金、補正額 40万円、計 10億 6,169万 7,000円。１項県補助金、補計額、

計ともに同額です。 

    歳入合計、補正額 40万円、計 14億 3,947万 2,000円。 

    歳出でございます。２款保険給付費、補正額 40万円、計 10億 2,431万 6,000円。６項傷病

手当金、補正額 40万円、計 40万円。 

    歳出合計、補正額 40万円、計 14億 3,947万 2,000円。 

    次のページの歳入歳出補正予算事項別明細書の１項総括については、割愛をさせていただき

ます。 

    ３ページを御覧ください。２項の歳入のほうですけれども、こちら４款１項１目の２節特別

交付金として、歳入で 40万円を計上をしております。 

    次、３項の歳出のほうを御覧いただきまして、２款６項として、項の追加をさせていただい

ております。項のほう、それと目、どちらも傷病手当金という名称で、18節のところに傷病手

当金を 40万円計上させていただいております。 

    この 40 万円につきましては、どれぐらいかというのが見込むのが非常に難しゅうございま

して、条例改正のほうの説明のところで、計算の例というのを示させていただいておりました

が、あれでおおむね７万 6,000円というのが出て、計算をしております。 

    これは、８万円に丸めまして、それの５人分で 40万円を、歳入歳出同額の補正をさせていた

だいているところでございます。 

    以上でございます。よろしくお願いいたします。 

     

    これより質疑を行います。 

 

    （「なし。」の声あり） 

 

    これで質疑を終わります。 

    これから討論を行います。 

     

    （「なし。」の声あり） 

 

    これで討論を終わります。 

    これから採決を行います。議案第 47号 専決処分した事件の承認を求める件（令和２年度佐々

町国民健康保険特別会計補正予算（第１号））は、原案のとおり承認することに異議ありません

か。 

 

    （「異議なし。」の声あり） 

 

    異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認されました。 
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― 日程第15 議案第48号 令和２年度 佐々町一般会計補正予算（第２号）― 

     

議  長（川副 善敬 君）  

日程第 15、議案第 48号 令和２年度佐々町一般会計補正予算（第２号）を議題とします。 

執行の説明を求めます。 

町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

 

（議案第48号 朗読） 

 

中身につきましては、企画財政課長をもって説明させますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

 

議  長（川副 善敬 君）  

しばらく休憩します。 

 

（14時 17分  休憩） 

（14時 17分  再開） 

 

議  長（川副 善敬 君）  

休憩前に引き続き会議を開きます。 

町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

すいません、議案の 48号の令和２年５月 25日って書いてあるところの、25日「提出」が抜

けておりますので、すいません、加えていただいて。 

すいません、申し訳ございません。 

 

議  長（川副 善敬 君）  

令和２年５月 25日、そこに「提出」を入れていただきたいということです。お願いします。 

企画財政課長。 

 

企画財政課長（藤永 大治 君） 

大変申し訳ございません。 

それでは、１ページをお開きください。第１表、歳入歳出予算補正。 

歳入。14款国庫支出金、補正額１億 2,037万 6,000円、計 26億 1,699万 2,000円。２項国

庫補助金、補正額１億 2,037万 6,000円、計 19億 5,169万 1,000円。 

18款繰入金、補正額１億 2,280万 2,000円、計 13億 2,292万 6,000円。１項基金繰入金、

補正額、計とも同額です。 

歳入合計、補正額２億 4,317万 8,000円、計 83億 7,291万 4,000円。 

歳出。２款総務費、補正額ゼロ、計 21億 7,729万 2,000円、１項総務管理費、補正額ゼロ、

計 19億 1,890万 4,000円。 

３款民生費、補正額 16万 5,000円、計 21億 3,303万 1,000円。２項児童福祉費、補正額 16

万 5,000円、計 13億 3,527万 5,000円。 
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４款衛生費、補正額ゼロ、計７億 3,080万 7,000円。１項保健衛生費、補正額ゼロ、計４億

662万 9,000円。 

６款農林水産業費、補正額 5,403万円。計３億 8,325万 8,000円。１項農業費、補正額 5,403

万円、計３億 8,086万 8,000円。 

    ７款商工費、補正額１億 2,053万 8,000円、計２億 2,970万 5,000円。１項商工費、補正額、

計とも同額です。 

    ９款消防費、補正額ゼロ、計２億 5,098万 1,000円。１項消防費、補正額、計とも同額です。 

    10 款教育費、補正額 6,844 万 5,000 円、計７億 8,291 万 1,000 円。２項小学校費、補正額

4,842万円、計２億 1,442万円。３項中学校費、補正額 2,002万 5,000円、計１億 3,337万 2,000

円。 

    歳出合計、補正額２億 4,317万 8,000円、計 83億 7,291万 4,000円。 

    ２ページの歳入歳出補正予算事項明細書、１、総括につきましては、割愛をさせていただき

ます。 

    ３ページ以降になりますけれども、今回の第２号補正につきましては、新型コロナウイルス

感染症対策に係る緊急対策の第２弾ということで、補正をお願いするものでございます。 

    今回の補正につきましては、事業者支援、並びにＧＩＧＡスクール構想、１人１台端末導入

費用等を計上を行っておるところでございます。 

    歳入の中で、地方創生臨時交付金というものがございますけれども、こちらが本町に交付さ

れる交付限度額が 7,863万 1,000円となっております。今回この 7,863万 1,000円を計上をし

ておりますけれども、１号補正と２号補正の対象事業費で按分をしまして、それぞれ充当を行

っているところでございます。１号補正分については、歳出のほうで財源組替という表記で出

てくるようになっております。 

    なお、今回の補正で、所要額の不足する分につきましては、財政調整基金の繰入金で対応を

行っておるところでございます。 

    以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長（川副 善敬 君）  

    教育次長。 

 

教育次長（水本 淳一 君） 

    今回の補正につきましては、国が進めますＧＩＧＡスクール構想に従い、かつ、新型コロナ

ウイルス対策推進事業とした、国の令和２年度補正予算の活用を行うことにより、佐々町の小

中学校、１人１台端末導入に向けた予算を計上いたしております。 

    予算書の３ページでございます。14款国庫支出金２項国庫補助金、それから目といたしまし

て、６目教育費国庫補助金の中の小学校費補助金、中学校費補助金。 

この２つの中の節の中の説明でございますけれども、2,871 万円とその下段の 1,287 万円、

合計 4,158万円を歳入側で補助金として計上させていただいております。 

歳出といたしまして、めくっていただきまして、６ページから７ページでございますが、こ

の必要台数分、小中学校の児童生徒、それから教師用とそれから予備含めまして、約 1,500台

分、購入費分の備品購入費として 6,844万 5,000円を計上させていただいております。 

以上でございます。 

 

議  長（川副 善敬 君）  

    住民福祉課長。 
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住民福祉課長（今道 晋次 君） 

    すいません、４ページを見ていただければと思いますけれども、大変申し訳ございませんけ

れども、この４ページの中ほど、民生費のところで４目子育て世帯臨時特別給付金事業費で、

16 万 5,000 円、11 節の役務費で口座振込手数料を上げさせていただいておりますけれども、

先ほど御説明をさせていただきました、５月１日付けの専決処分の中で、１万円の特別給付が

ございますけれども、これにつきましては、振込の手数料が発生するということで、銀行さん

との協議のなかで出てまいりましたので、今、想定件数で 1,500件ございます。手数料 110円

ということで 16 万 5,000 円を計上させていただき、３ページの上段の２行目にございますけ

れども、国庫支出金の２目民生費国庫補助金で 16 万 5,000 円、国庫補助金を計上させていた

だいたところでございます。申し訳ございません、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議  長（川副 善敬 君）  

    産業経済課長。 

 

産業経済課長（藤永 尊生 君） 

    予算書のほうの５ページのほうをお願いしたいと思います。今回、新型コロナウイルス感染

症の拡大により、経済活動が急速に縮小した影響で、経営が悪化した町内事業者を対象に、事

業継続に必要な経費を支援するため計画をいたしておるものですが、こちら５ページのところ

で、６款農林水産業費、こちらにつきましては、農業者の分という形で計上させていただきま

して、７款の商工費の商工業振興費のほうでその他の事業者分ということで計上をいたしてお

ります。それと、18節の負担金、補助金及び交付金の中で、それぞれの給付額をあげてるもの

でございます。 

    商工費のほうになりますけども、事業費のほうと、ほかに、あと申請の受付等の事務を行う

ために、報酬のほう等で事務費のほうをあげさせていただいております。 

    以上です。 

 

議  長（川副 善敬 君）  

    終わりましたか。 

    これから質疑を行います。 

    ２番。 

 

２  番（浜野 亘 君） 

    ページは３ページになります。下段の 18款繰入金のことについてなんですが、財政調整基金

で対応するというようなことの説明なんですが、令和元年の末で、私の計算でいくと７億 2,000

万円ぐらいしかなかったんですね、基金として。それがもう既に、７億 8,000万円使うような

形になってしまってるので、どういう、現在の残高はどういうふうになってるのかを教えてい

ただきたいというふうに思います。 

    それから、もう１点がですね、12 ページと 13 ページなんですけれども、真ん中ほどに、職

員１人当たりの給与の比較、令和２年５月１日現在で比較表なので、これは下の段が４月１日

じゃないかなと思いながら読んでおりまして、同じように 13 ページのウの級別職員数につい

ても、日付が間違ってるんではないかという確認でございます。 

    以上、２点です。 

 

議  長（川副 善敬 君）  

企画財政課長。 
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企画財政課長（藤永 大治 君） 

令和元年度末の残高としましては、10 億 2,275 万 4,000 円となっております。今回の取崩

し、１号、２号の取崩しをした後の補正後の残高見込みでございますけれども、２億 4,126万

4,000円が残高の見込みとなっております。 

以上でございます。 

 

議  長（川副 善敬 君）  

総務課長。 

 

総務課長（山本 勝憲 君） 

すいません、12、13ページの給与費明細書の比較の欄の５月１日現在、５月１日現在で、同

じ日付で、比較表をつくってるということでございますけど、１号補正で５月１日で専決を行

っておりますので、このような形で表現させていただきました。 

以上です。 

 

議  長（川副 善敬 君）  

    ２番。 

 

２  番（浜野 亘 君） 

    わかりました。財政調整期金は私の計算の間違いということで、２億 4,700万ほど、まだあ

るということで了解いたしました。 

    あとは、補正の専決の第１号の日付で記入されているということですね。わかりました。 

 

議  長（川副 善敬 君）  

    質疑ありませんか。 

    ５番。 

 

５  番（阿部 豊 君） 

    事業者支援給付金についてお伺いをいたします。第１弾の専決においては、飲食店について

行われたと。町内に事業所を有しというくだりはあったんですけど。町内に店舗を有して、住

所が町外の方とか、様々いらっしゃったと思うんですけど、飲食店は事業所を佐々に店舗を有

し、町外居住者であっても、支援金があったのかどうか。今回この提案されている事業者支援

給付金においては、個人事業主については、町内に住所を有していなければいけないという事

業者というふうな縛りが付いておりますので、飲食店との乖離があるのかないのかというポイ

ントを１点確認しておきたいと。 

    事業については、営業等というくだりで、事業において様々な職種があると思うんですよ。

その申告のという部分には、例えて言うと、不動産、家賃がですね、家賃の問題がいろいろ問

題なってますが、そういった不動産を賃貸でされてる方を含むのか。そういった、なかなか、

事業についても、営業等と、その等の部類ですよね、どこまで含まれるのかという部分につい

て、非常に住民の方が、執行部からの案内の中でですよ、わかりにくい点もあられると思いま

すので、ここの点を確認しておきたい。 

 

議  長（川副 善敬 君）  

    産業経済課長。 
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産業経済課長（藤永 尊生 君） 

    御質問いただきました、前回行いました飲食店事業者の緊急支援給付金、こちらにつきまし

ては、住所要件という形ではなく、その町内で営業を構えてるという方を対象としておりまし

て、個人の住所を置いてないといけないという形のものではございませんでした。 

    今回の事業者支援給付金、こちらにつきましては、住所要件というのを設けておりまして、

佐々町に住所のある方ということでお示しをしております。 

    それと、法人につきましては、事業所、本社があるという形のお示しをしているものでござ

います。 

    それと、要件のところ、対象という形になりますけども、不動産業をされてる方、不動産の

ほうを事業としてされてらっしゃる方というのは、主業は本人さんの事業を見たときに、主業

ということであれば、対象になるというふうに考えております。不動産の収入の分を事業収入

という形で捉えられている方が対象というふうに思っております。 

    以上です。 

 

議  長（川副 善敬 君）  

    ５番。 

 

５  番（阿部 豊 君） 

    なぜ、飲食店以外の事業者についてはですよ、住所要件をつけられたのか。店舗が本町内で

事業を行われているのであればですよ、飲食店等の取扱いと、同等にするべきではないかと。

他の自治体のほうも、事業者が町内、市内にある事業者というふうなくくりでされていけば、

その方はどこの自治体からも支援が受けられないというような、せっかく町内に事業を行われ

ているのであれば、そこのところ、公平性と申しますか、支援対象としてあるべきではないか

というふうに認識いたしますが、そこの判断のどうしてかという事由について、答弁をいただ

ければ。 

    もう１つ、その事業で行うというか、いろいろ複合的な収入があられてですよ、減少幅が、

事業と捉えるのは、結局事業の収入等、ここで書いてあるように、年金等の収入があられて、

年金よりもそういった不動産とか、他の事業のメインが大きく、そして減少したと、例えて、

不動産の収入があって、店舗の方々の相談もいただきながら、減額をなされていただいたとい

う不動産の、大家さんもいらっしゃるかと思うんですよ。そういった方々に対する支援という

ことで考えれば、そういった収入が 50％を占めていれば事業と見なすというふうな認識でよろ

しいものかどうかの確認を再度行っておきたいと。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    答弁できる。 

    休憩しようか。 

    しばらく休憩します。 

 

（14時 35分  休憩） 

（14時 35分  再開） 

 

議  長（川副 善敬 君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

    産業経済課長。 
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産業経済課長（藤永 尊生 君） 

    失礼しました。先ほどの御質問ですけども、まずその飲食店につきましては、佐世保市さん

のほうのも、近隣市町ということで、佐世保市さんもですね、同じような形をとられてまして、

そことあわせたという形で、住所要件のほうをしているという形になります。 

    それと、今回の事業者支援給付金につきましては、資料のほうのところで、50％以上を占め

るという形で対象のほうを見ますので、個人の方の収入を見たときに、主業が 50％以上である

という形であれば、それを対象にというふうに見ております。 

    それと、あとその対象、失礼しました。 

    対象のほうにつきましては、あと所得、収入の要件を見とります。20％以上の減収という形

が対象という形になりますので、要件としてはそこをつけてるという形で今回しております。 

    以上です。 

 

議  長（川副 善敬 君）  

    ５番。 

 

５  番（阿部 豊 君） 

    １点目の件がちょっとよく聞き取れなかったんですけど、飲食店の関係は、近隣市町とあわ

せて住所要件は撤廃している説明だったんですかね。答弁やったとですかね。 

    私が聞いてるのは、飲食店のやつは、住所要件が撤廃で、事業所が佐々にあればオッケーで

すよという取扱いをしましたよと。で、ほかの事業についての部分について、事業自体は本町

内で行われて、住所が違うっていう部分については、町内に住所を有しっていう条件がついて

ますから、今度適用除外になるんですよね。これは、どういった理由で、適用除外っていうふ

うなことになったのか。まあ、飲食店取扱いが違うんですねというところが、理由がどうして

ですかという点を確認してるんです。すいません、再度同じ、申し訳ない。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    しばらく休憩します。 

 

（14時 38分  休憩） 

（14時 49分  再開） 

 

議  長（川副 善敬 君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

    産業経済課長。 

 

産業経済課長（藤永 尊生 君） 

    ただ今資料のほうをお配りさせていただきましたけども、対象という形で記載をしておりま

すが、町内に本社又は本店を有する事業者で、令和元年５月１日以前から事業を行ってること、

個人事業主（農業者を含む）の場合には、令和２年５月１日以前から町内に住所を有しという

形で対象のほうを設けておりまして、個人に至りましては、町内に住所を有してる方が対象と

いう形でのっとります。 

    それと法人に対しては、本社又は本店を有するという形での対象というふうに思っておりま

すので、そのように御理解いただければと思います。 

    以上です。 
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議  長（川副 善敬 君）  

    ５番。 

 

５  番（阿部 豊 君） 

    休憩中の説明でわかりました。飲食店事業者緊急支援給付金については、店舗優先で、住所

要件ではないという支援の状況であったと。個人、今回の事業者支援給付金については、特に

個人事業主においては、店舗等の優先ではなく、住所が町内にあるということが優先であって、

営業自体は町外で行われておっても、事業者収入であられて、まあ、ここで言う 20％以上の収

入の減少が、営業活動は町外で行われておっても、そういった影響が受けたということであれ

ば、町内の個人事業主という住所を佐々町に有して、町県民税等を納付してらっしゃる方に対

しては、そういった今回の支援の給付対象であるという認識であるということを、休憩中の説

明でもわかりましたので、そういったわかりやすいチラシっていうかですよ、ＰＲを住民の方、

事業者の方にですね、提供できるように工夫していただいてですね、誤解を招かないようにお

願いしたいと。 

    以上。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    執行のほうから答弁ありますか。 

    そういうことで、担当課にしても、誤解を招かないような広報をしていただきたいと思いま

す。 

    ほかに質疑。 

    ３番。 

 

３  番（永田 勝美 君） 

    私も事業者支援給付金の件についてなんですけれども、今回、農業事業者についてもですね、

対象ということになっておりますが、農業者の場合、特に畜産業などの場合ですね、いわゆる

前年同月との比較というのがなかなか微妙なところが出てくるのではないか。例えば、子牛の

出産をですね、出荷をですね、昨年は２月にやってて、ことしは３月にやったと。昨年３月は

出荷がなくて、ことしは３月出荷があるので、それで、いわゆる減ってないと。まあ期間、こ

の期間ですね、いわゆる３月から５月ですから、３月から５月のうちに、昨年の出荷実績がな

かったらですね、増えるということになるわけですね。収入が減らないと。しかし、実際には

昨年は２月に出荷していて、ことしは３月に出荷したと。出荷した価格についてみれば、20万

下がったとか 10 万下がったとかっていう状況が実際にうまれてるわけですね。そういう場合

っていうのは、この対象という、この説明書の文面だけではですね、対象にならないのではな

いかと思うんですがいかがでしょうか。 

    また、期間的にですね、事業の特性上、期間、単月で比較をするというのは、非常にあんま

り現実的ではないのではないかと。しかし、大きな損害を被ってるということは、年間通して

みれば事実ということになるかと思うんですが、そのあたりいかがなんでしょうか。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    産業経済課長。 

 

産業経済課長（藤永 尊生 君） 

    今回農業者のほうを対象にしておりますけども、主には畜産業の方が対象になってるという

ふうに思っております。確かにその、市場の状況を見ますと下がってるという形もありますが、
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その分が今回のコロナの影響があるということであれば、もちろん対象という形を考えており

ますけども、その比較とするときに、御質問いただきましたように、前年が販売がなく、こと

しが販売があったというところでいうと、比較がしにくい部分もありますけども、その点につ

きましては、農協のほうとも情報を交換しまして、どういった形で、明細のほうという形がと

れるのかということを考えておりまして、そこでしっかり影響がみえれるというような形の証

明をいただいてですね、対象にしていこうかというふうに思っております。 

    それと期間につきましては、今回３・４・５の３か月という形にしておりますので、その点

が一番影響があったというふうにみておりますので、そこでの影響があるところを出していた

だくという形で対象のほうにはしていきたいというふうに思っております。 

    以上です。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    ３番。 

 

３  番（永田 勝美 君） 

    是非ですね、そういう点では、今回の事業者支援給付金っていうのは、いわゆる事業継続の

ための支援という性格だというふうに思いますので、そういう点では、幅広く該当になるよう

にですね、柔軟な対応を求めておきたいというふうに思います。 

    この時期を外れてっていうことなどですね、いろんなケースで出てくるんではないかという

ふうに思いますので、そういう点では、是非そこら辺の認定の工夫というのをですね、やって

いただいて広く認定していただくということをですね、求めておきたいというふうに思います。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

    今、永田議員がおっしゃったように、これらの事業者っていうのは、全体的に、例えば、牛

なんかも３か月しっかりしてない方もいらっしゃると思います。そういうことも我々は思って

います。ただ、これ全体的に事業者支援っていうことで、ファジーって言いますか、やはり、

なるべくですね、住民の方にそったですね、申請があれば、なるべく我々も支援をさせていた

だきたいと考えてますし、こういう皆さん方の申請があればですね、やはりこういう書いても

らえれば、我々、20％落ちてるってわかればですね、それでいいわけでございますので、そう

いうことで、やはり全体的に事業が支援できるようにですね、我々もやっていきたいと思って

おりますので、どうぞ御協力いただければと思ってます。 

     

議  長（川副 善敬 君） 

    ほかに質疑ありませんか。 

 

    （「なし。」の声あり） 

 

    これで質疑を終わります。 

    これから討論を行います。 

 

    （「なし。」の声あり） 
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    これで討論を終わります。 

    これから採決を行います。議案第 48号 令和２年度佐々町一般会計補正予算（第２号）は、

原案のとおり可決することに異議ありませんか。 

 

    （「異議なし。」の声あり） 

 

    異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決しました。 

    以上で、本臨時会の会議に付された案件は全て終了しました。 

    しばらく休憩します。 

 

（14時 57分  休憩） 

（14時 57分  再開） 

 

― 閉会 ― 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    休憩前に引き続き会議を開きます。 

    閉会にあたり、町長の挨拶をお受けいたします。 

    町長。 

 

町  長（古庄 剛 君） 

    大変申し訳ございません。閉会にあたりまして一言お礼を申し上げたいと思います。 

    佐々町の事業者の支援金につきましては、給付金につきましては、我々もですね、一生懸命

対応して、佐々町のために、町民の皆さん方のために、頑張ってやりたいと考えていますので、

よろしくお願い申し上げます。 

    議員の皆さんにおかれましては、御提案を申し上げました議案に対しまして、長時間にわた

りまして、慎重審議をいただきまして、それぞれ適切な御決定をいただきまして、誠にありが

とうございました。 

    新型コロナウイルスの感染症の収束には、やはり長期間にわたりまして、感染症の拡大防止

ということで努めなければならないと、我々も考えているところでございます。 

    つきましては、町民の皆様、議員の皆様方には大変御不便をおかけするわけでございますけ

ど、引き続きですね、当分の間、やはり不要不急の移動というのは控えさせていただきたいと

思いますし、それから朝夕の手洗い、それからマスクの着用、それから３密を避けるというこ

とも、やはりやっていかなきゃならないと思っていますし、また、新しい様式についても、生

活様式っていうのも実践していかなきゃならないということで徹底していただきますように、

よろしくお願いを申し上げたいと思っております。 

    皆様方におかれましては、今後とも十分健康に注意されまして、町政の発展のために御活躍

いただきますように、心から祈念いたしまして、閉会にあたりましての御挨拶に代えさせてい

ただきます。本日はどうもありがとうございました。 

 

議  長（川副 善敬 君） 

    私から一言お礼を申し上げます。 

    11議案について審議をしていただき、コロナウイルスに関する専決処分、また、補正予算と

いうことで御審議いただき、御了解をいただきました。 

    報告の中で、89％の給付金の支払いが済んでおるということで、非常に迅速に推進されたと
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思ってる次第でございます。 

    今後、補正予算の中で、第２号、第２弾が出てまいりましたんで、いろんなコロナ対策につ

きましても、職員の皆様にはお疲れでしょうけれども、迅速に予算を消化していただきたいと

思っております。 

    きょう、緊急事態宣言が、４都県と北海道で継続している宣言が、きょう解除される予定で

ございますけれども、なお、我々もこのコロナ対策に注意をしまして、気を緩めることがない

ように、感染予防に重点をおきまして、地域経済、社会生活、学校、スポーツなどが一日も早

く、元の楽しい平穏な生活に戻れるように願う次第でございます。 

    どうもお疲れ様でございました。 

    以上で、令和２年第３回佐々町臨時議会を閉会します。 

 

 

 （15時01分  閉会） 

 

 


