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第 10 回産業福祉常任委員会会議録 

令和２年 ５月２１日（木） 

    開 会  午前 11時 00分 

    閉 会  午前 11時 39分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●保健福祉課 

  ①清里町子育て世帯応援特別給付金について   

 ②清里町介護保険条例の一部を改正する条例について 

 ③清里町診療所について 

 ④ミニドック検診等の中止について 

  

●町民課 

①清里町税条例の一部改正について 

 ②新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免取扱要綱の制定について 

 

２．次回委員会の開催について 

 

３．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委 員 長  伊 藤 忠 之    副委員長  勝 又 武 司 

    委  員  前 中 康 男    委  員  村 島 健 二      

     委  員  古 谷 一 夫    委  員  堀 川 哲 男 

       委  員  岡 本 英 明    ※議 長  田 中   誠                

    

 

○欠席委員   なし 

     

 

○説明のため出席した者の職氏名 

■保健福祉課長       野呂田成人  ■保健福祉課主幹      水尾 和広 

■福祉介護Ｇ総括主査    寺岡 輝美  ■子ども子育てＧ      鈴木由美子 

■保健Ｇ保健師長      武山 悦子  ■福祉介護Ｇ主任      岩浪  理 

 ■町民課長         熊谷 雄二  ■町民課主幹        梅村百合子 

■町民生活Ｇ総括主査    吉本  淳   
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○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  溝 口 富 男 

    書  記  世 良 奈都子 

 

 

  ●開会の宣告 

 

 ○伊藤委員長 

  それでは第 10回産業福祉常任委員会を始めたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 まず保健福祉課からです。保健福祉課の方から４点ほど提案がございます。課長。 

 

○保健福祉課長 

 保健福祉課からの記載の４件につきまして、それぞれ担当より御説明申し上げます。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○子ども子育てＧ総括主査 

それでは、私の方から１番目の清里町子育て世帯応援特別給付金について、内容をご説明いた

します。１ページをお開きください。 

まず１つ目の目的でありますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の観点から、学校等の

休業や、外出自粛が要請されたことにより、各家庭において追加支出を余儀なくされている状況

であるため、町より見舞金を支給し、子育て世帯を応援することを目的としています。 

２番目の基準日及び対象児童につきましては、基準日を、令和２年７月１日とし、②対象児童

を、清里町内に住所を有する０～18 歳までの児童、18 歳とは令和３年４月１日までに 18 歳

に到達する児童としております。ただし、進学等で本町に住所を有していない児童については、

特例として対象児童に含めることとします。 

３点目の、特別給付金額、支給方法並びに使用期限につきましては、対象児童一人当たり３万

円分のきよさと商品券を郵送で支給することとし、使用期限は、令和２年 12 月 31日までとし

ます。 

４点目の、支給対象者につきましては、児童を監護する保護者を支給対象者とし、支給に関す

る申請については、町で実施し、支給対象者が応援特別給付金の受け取りを拒否する場合のみ、

令和２年７月 15日までに町に届け出をしていただくこととします。また、配偶者からの暴力等

で避難している方につきましては、支給に関して特に配慮することとしております。 

５点目のその他といたしまして、本要綱の制定にあたっては、令和３年３月 31日限りで効力

を失うこととします。また、給付金については、名目によっては一時所得に区分され、課税上の
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取り扱いになる場合があることから、目的で謳っております、余儀なくされた追加支出に対する

見舞金とすることで、非課税になることを事前に確認しています。７月 15 日までに拒否につい

て届出をしていただくこととし、その届出申請等がありましたら、そこで受給者が確定をいたし

ますので、その後すみやかに支給の事務にうつっていきたいと考えております。以上で説明を終

わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま保健福祉課の方から清里町子育て世帯等応援特別給付金について説明がございまし

た。委員の皆さま何か御質問等ございませんか。よろしいですか。 

それでは２番、清里町介護保険条例の一部を改正する条例について説明お願いいたします。担

当。 

 

○福祉介護Ｇ主任 

 清里町介護保険条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。２ページをお開き願い

ます。今回の条例改正につきましては、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策が閣議決定され

たことにより、介護保険料減免の適用対象範囲を広げるためのものです。 

改正内容につきましては、保険料の減免対象要件に、感染症の影響により一定程度収入が減少し

たこと。を追加するものです。改正する条文につきましては、新旧対照表でご説明をいたします。  

 ３ページをご覧ください。現在の第９条第１項第５号を、第６号改め、第５号に、感染症の影

響により一定程度収入が減少したこと。を追加します。今回の改正につきましては、公布の日よ

り施行となります。なお、減免対象要件の詳細については、清里町介護保険料減免取扱要綱に委

任され、要綱の改正も行います。 

 ４ページをお開き願います。改正内容につきましては、第３条に規定する別表に減免対象要件

及び減免割合を追加するものです。改正する条文につきましては、新旧対照表でご説明をいたし

ます。 

 ５ページをご覧ください。現在の別表の減免対象要件５を、６に改め、減免対象要件５に、今

回改正する条例の要件を追加します。そして、減免基準・減免割合について、新型コロナウイル

ス感染症緊急経済対策に示された基準を減免基準別に記載しております。減免基準については大

きく２つに分かれ、（１）については、新型コロナウイルス感染症により死亡又は重篤な傷病を

負った場合の基準で、減免割合は全額。（２）については新型コロナウイルス感染症の影響によ

り収入の減少が見込まれる場合の基準で、金額に応じて全額、もしくは８割減免となっておりま

す。また、施行期日につきましては、公布の日から施行し、今回追加する減免対象要件５につい

ては、令和２年２月１日から令和３年３月 31 日までの間に普通徴収の納期限特別徴収の場合

にあっては特別徴収対象年金給付の支払日が定められている第一号保険料に適用します。 

 なお、第一号被保険者については、大多数が年金受給者であり、今回改正する要件の該当する

被保険者については、現段階ではいないものと考えておりますが、実際に減免を行った場合に

は、その全額が特別調整交付金にて国より財政支援される予定となっております。以上で説明を

終わります。 

 

○伊藤委員長 
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 課長。 

 

○保健福祉課長 

ただいま岩浪主任よりご説明いたしました、介護保険条例の改正でございますが、介護保険条

例第 9条第 1項に「感染症」の減免規定を追加したものになっております。 

この改正に関しまして、私の見落としがございまして、第 9 条第 2 項、説明した条文の第 2

項になりますが、減免規定においては申請時期が謳われており、普通徴収にあっては 7 日前、

特別徴収にあっては、年金引き落としにより前々月の 15 日までの申請が必要となっておりま

す。今般のコロナウイルス感染症に係る収入源の減免は 2 月 1 日まで遡ることとなります。令

和元年度介護保険料、すなわち納期限が終了したものも遡ることができますが、第 2 項の改正

を行わなければ遡及減免が出来ないことから、遡及減免ができる様に条項の改正を次回 6月 10

日の常任委員会で追加事項として説明させていただき、6 月定例会に議案提出をしたいと考え

ていますのでご理解をお願いいたします。以上です。 

 

○伊藤委員長 

 今課長及び担当の方から清里町介護保険条例の一部を改正する条例についての説明がござい

ました。委員の皆様何か御質問等ございませんか。よろしいですか。 

それでは③清里町診療所について説明お願いいたします。課長。 

 

○保健福祉課長 

３点目の清里町診療所についてご説明いたしますので 10ページをお開き願います。４月 21

日の本常任委員会で清里クリニックの無償貸与の期間満了に係る次期体制についての課題等ご

説明してきたところであります。その後、何度か理事者と協議を重ね、一定の方向性をまとめま

したので、今回報告するものでございます。 

１の公募につきましては、個人法人を問わず、適正に運営・診療していただく方を募集する考

えでおります。なお、現契約者を排除するものではなく、行政の手続きとして行うものであるこ

とを申し添えます。 

２の期間につきましては、令和２年４月１日から令和６年３月 31日までの３ヵ年とします。 

３の診療に係る方式ですが、現行と同じく診療所の無償貸与方式とし、診療科目は内科を必須

とし、内科以外の診療科の設置も可といたします。なお、個人の方と契約締結となった場合、法

人へ移行しての指定管理者制度など、契約内容の変更につきましては、条件により協議をしてま

いる所存でございます。 

４の適正運営に係る支援につきましては、赤字補填ではなく、適正な診療ができるよう、財政

的な支援を実施したいと考えております。なお、施設の維持管理に係る光熱水費や住宅料は、面

積按分による実費負担相当額を徴していきたいと考えております。 

５のその他としては、入院病床の再開、学校医、嘱託医、産業医、協力医の受託、予防接種、

個別検診等も協議をすることとしたいと思っております。なお、前回の説明では、９月定例会ま

でに無償貸与議決のスケジュールで事務処理を実施する説明をしましたが、種々の課題等もあ

り、12月定例会での提案もあり得ますのでご理解をお願いしたいと思います。なお、これらを

もとに診療所貸与者の基本事項や募集要項等の作成に入ります。案ができた段階で、本常任委員
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会でご報告させていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。以上で説明を終わりま

す。 

 

○伊藤委員長 

 今、課長の方からは清里町診療所について説明がございました。委員の皆様何か御質問等ござ

いませんか。よろしいですか。それでは４番、ミニドック健診等の中止について。担当。 

 

○保健福祉課主幹 

 ミニドック健診等の中止について、私の方から口頭でのご説明をさせていただきます。例年６

月におこなっておりますミニドック検診及び結核肺がん検診につきましては、現在約 200名程

度の申し込みを受けているところですが、今般の新型コロナウイルス感染拡大を受け、実施に向

けぎりぎりまで情勢を伺い、内部検討を行ってきたところではありますが、本年６月におきまし

ては中止する判断をいたしました。現状、北海道においては、いまだ緊急事態措置が解かれてお

らず、まん延を防止するため外出自粛の要請や、イベント開催自粛の協力依頼が続いており、検

診委託先である北海道結核予防会がある札幌市との往来自粛要請もいまだ続いているところで

あります。 

また、結核予防会にて検診を行っている近隣市町村の動向についても、軒並み中止をする意向

で伺ってございます。北海道結核予防会も万全の体制は構築すると伝えてきておりますが、目に

見えない脅威の中で、万が一でも新型コロナウイルスを持ち込ませないため、今回の判断とさせ

ていただきました。なお、振替につきましては秋以降で調整する、12月実施時の時間や日数を

調整するなど様々な手法が考えられますが、現在、多くの市町村が同様の状況であるため、結核

予防会より調整については、改めて協議を行いたいとされているところでございます。合わせ

て、例えば結核肺がん検診など検査項目ごとのスポット的なものになろうかと思いますが、町内

医療機関で代替が出来ないか等についても模索していきたいと思います。以上で私の説明を終わ

ります。 

 

○伊藤委員長 

 今、担当の方からミニドック検診等の中止について説明がございました。委員の皆様方何か御

質問等ございませんか。よろしいですか。 

それでは、保健福祉課４点質問漏れ全般何かございませんか。保健福祉課全般を通して、何か

ありませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 コロナウイルスの関係で、高齢者対応の関係で、すでにチラシの折り込みとかホームページで

大体概要は掴んでいるわけですけども、特にショートステイとか短期入所、訪問介護かなりサー

ビス給付が縮小しながらやられているというふうに思いますし、また今日北海道がどういうふう

になるかという形によって今月いっぱい、さらには若干そういったことについての対応が必要に

なってくると思うんですけども、その辺の実態や状況の概要について、町の考え方についてはチ

ラシとかをホームページで見ているんですけども、実態はどのような形になっているのか、内容

についてお知らせいただきたいと思いますが。 
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○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 私の方から、わかる範囲になってしまいますけれども、ただいま言われた部分の老健で行って

いる部分と、清楽園さんで行っている部分と２つあるわけなんですが、老健の部分につきまして

は、やはり医者、先生がいらっしゃいますので、先生の判断に基づいて少しずつ緩和はされてい

くような形でお話は伺っております。清楽園さん側になると１番はデイサービス、ここの問題が

大きいのかなとは思いますが、施設長とも先般お話しした中では徐々にやっていかなくてはいけ

ないかなということで、６月１日からは、今も続けている部分があるんですけども、４日に一遍

程度お風呂は続けていきたいと。それから６月からは時間を見て今度お風呂プラス昼食を入れて

実施をしていきたいと。ただ、それも今度それをやって２週間ぐらい様子を見て本当に満度に始

めるかどうかまでの判断は北海道、国の状況を見ながら決めていきたいということであります。 

従業員の中には札幌近辺に親族がいらっしゃる方もいるんですけども、やはりその方が家に来

てしまうと、もしもということがありますので、そういう場合は２週間休むだとか、そのような

決めをつくりながら各事業者の方やっております。先ほど申しましたとおり、徐々にやることを

増やしていくということで報告を受けておりますので、また６月に向けては町の対策本部の方か

らもチラシが出ると思いますので、そこでも謳っていくのと、個別に契約をしている方について

は案内を出しているという形があります。直接、清楽園さん、老健から行く場合と、地域包括セ

ンターの方から行く場合と、２通りの考え方を持って進めておりますのでご理解いただきたいと

思います。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 非常にそれぞれの現場で包括支援センター含めながらご苦労されながらやっている。ただ、実

際に高齢者とたまに違った用事で会いますと、１週間誰とも話していないとか家に閉じこもりき

りだとか聞く場合があって、非常に現場で働いている介護や福祉の現場の職員の方々や関係機関

の方が非常に御苦労されているというのと、高齢者自身も非常にストレスが溜まってきているの

が事実じゃないかなという気がしています。 

具体的に包括支援センター等で電話での声掛けだとか相談だとかそういったことをきめ細か

な形で限られた人員の中で大変でしょうけれども、ある一定の収束までの間については、かなり

そういったきめ細かに個別的な状況が見えない中においてやっていかざるを得ない状態でして

近隣ともコロナの関係で出入りをお互いにコントロールし合っているという形も。なかなか地域

自体も動けないだとか、また民生児童委員さんも今までより頻度が少なくなって。だから今言っ

たようにモバイルでとか何だとかとは高齢者はなりませんから、電話等を使った声かけだとか、

きめ細やかな対応を持続的に是非強化しながらやっていただきたいというふうに考えておりま

すが、実際の包括支援センターの現場でどういった声を受けとめられているのかその実態につい
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て御報告をいただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 ただいま委員おっしゃられたとおり、なかなか人と会えないような状態で難しいところかなと

思っております。また、社会福祉協議会の方で高齢者宅の訪問事業等もございますけれども、や

はりコロナの関係があるので会えないのは事実でございます。ただ、おっしゃられたとおり、電

話での声かけを引き続き続けているような状況でございます。また、一番問題は介護認定の更新

ですとか障害者認定の更新ですとか、そこで会えない部分もあるんですけれども、延期しながら

サービスが滞らないような形で進めているのが実態でございますので、おっしゃられたとおり電

話でのやりとりの方で安否確認もしながら行っているのと、うちの方でやっております水道安否

事業だとかも含めながら高齢者の方の安全は見ているような状況でございます。 

徐々に今回北海道が示している３つの要件のコロナの部分がございまして、最後、入院だけが

250 名を超えていたんですけども、昨日の段階で 250 名になりましたので、そこら辺がどう

いうふうに動いてくるかというところがございますが、ただ札幌がまだ多いような状況でござい

ますので、それが徐々に落ち着いてきたら色々な施策等も増えていくのかなと思います。ただ、

保健センターは貸し館の施設ではございませんけれども、徐々に動くスタイルはとっていきたい

と思いますが、いかんせん老健が控えておりますので、それらの中ではいきなり全部いいよとい

うわけにはいきませんので、例えばふまねっと運動だとかにつきましても、徐々に人数を増やし

ながらだとか地域包括と連携をとりながらやっていきたいというふうに考えておりますので、ご

理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 十分了解しました。通常の状態と違った形の中で高齢者に対する見守りのスタイルというもの

が現場で大変苦労されていると思いますので、その辺きめ細かに今後とも対応していただきた

い。それと、もう１つ今回の補正の協議の中において子供たちだとか大学生、専門学校、町外、

うちの町も医療、介護、福祉の現場で、皆さん非常に苦労されているという話も実際聞いており

ますので、そういった働く人たち、子どもたちとか学生は見えやすいんですけれども、飲食店だ

とかは見えやすい、こういった陰で見えない役場職員とかも含めてなんでしょうけれども、そう

いったところの地域を支えてくれている方たちに対するやっぱり手厚い支援ということも一方

では必要になってきている地域もある。ただ、うちは顕在化していないし、またそういった話題

が出てこないということがあるわけで、その辺は必要があるかないかという議論じゃなくて、そ

ういった部分にも目配せしていかなければ福祉や介護の現場、医療現場というのも支え切れない

というのも事実じゃないかと思いますので、その辺についてもぜひ担当課としては意を用いてい

ただきたい、このように要請をお願い申し上げます。 
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○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 私どもの体調の面も心配してくださりありがたいなと思っております。小学校の休業によりま

して、例えば先ほど申しましたデイサービスの職員なんかはお子さんがお休みになるからスタッ

フも休まないといけないという部分で開けない部分も実はあるのはあります。そういったことも

加味しながらいろんな施策をやっていかなければいけないのかなと思っておりますし、全体的な

まとめにつきましては最終的にはコロナの対策本部がありますので、そこの中では発言はしてい

きたいと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。 

それでは保健福祉課の方これで終わりたいと思います。ご苦労様でした。 

 

○伊藤委員長 

 それでは町民課の方を始めたいと思います。町民課の方から２点ほど提案がございます。説明

のほどよろしくお願いいたします。課長。 

 

○町民課長 

 町民課です。よろしくお願いいたします。それでは町民課からの協議報告事項２件につきまし

て概要の御説明をいたします。今回御提案させていただく案件につきましては、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方に対し地方税や国保税の徴収猶予及び減免をするも

のでございます。 

１点目、清里町税条例の一部改正につきましては地方税法等の一部を改正する法律、地方税法

施行令の一部を改正する政令、こちらがそれぞれ４月 30日に施行されました。新型コロナウイ

ルス感染症等にかかる徴収猶予の特例というものが新たに設けられてございます。新型コロナウ

イルス感染症の発生によりイベントの中止や延期、営業の自粛などの結果、収入が大幅に低下し

て納税資金の捻出ができないなどの納税者が多く発生していることへの救済対応をするもので

ございます。地方税の徴収の猶予でございますので、本来納めるべき期限を１年間猶予するもの

でございます。また、固定資産税や軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長等もあわせて改正

されたことに伴い、町の税条例もあわせて改正するものでございます。税条例の改正について

は、６月定例会にお諮りさせていただきたいと考えてございます。 

２点目、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免取扱要綱の制定につきま

しては新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する

法律及び地方税法等の一部を改正する法律が４月 30 日に施行されまして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を講ずることとなりました。国民健康保険税において

も新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方々に対し、国保税の免除等

を行うと国において決定されたことに伴い、本町においても国民健康保険税の減免取扱要綱を新
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たに設け新型コロナウイルス対策の対応をしていくものでございます。なお、今回、常任委員会

の議案を提出したあとに北海道保健福祉部より国保税の減免に対する技術的助言がございまし

た。令和元年度の保険税を減免する場合は国民健康保険条例の改正も必要となる場合もあるとの

助言をいただきました。条例の改正が必要と判断した場合におきましては、６月常任委員会、ま

た６月定例会にご提案をさせていただきたいと存じます。詳細につきましては、主幹よりご説明

させていただきますのでよろしくお願い致します。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○町民課主幹 

 それでは清里町税条例の一部を改正する条例の概要について説明いたします。１ページをご覧

ください。１の改正趣旨につきましては、新型コロナウイルス感染症緊急対策における税制上の

措置を図るための地方税法の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令の

施行に伴い所要の改正を行うものです。 

２の主な改正内容は次のとおりで、施行日により２条に分けての改正となります。第１条の改

正は５点です。１として、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して令和３年度課税の１年分

に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の課税標準特例措置の追加。２として、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、令和３年３月 31 日の間に法律に該当す

る一定の家屋等について特例措置の適用対象に加える旨の追加。３として、耐震改修した住宅を

令和４年３月 31 日までに、居住の用に供したときに一定の税額を減額する特例措置を講ずる

旨の追加。４として、軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の適用期限を令和３年３月 31日ま

での６カ月延長するもの。５として、コロナ関連の申請に基づき納期限から１年以内の限りその

徴収を猶予することができる規定の新設です。なお、この申請に基づき猶予された税等につきま

しては、延滞金は免除となります。 

次に、第２条については３点です。１として、イベントを中止した等主催者に対する払い戻し

請求権、チケットの払い戻しなどを放棄したものについて 20 万円を上限として寄附金を支出

したものとみなすこととする旨の新設。  

２として、住宅借入金等特別税額控除、住宅ローン控除の適用期限を令和 16年度分まで延長

するもの。３として、法律等の改正に伴う条項ずれの対応となります。条例の改正部分につきま

しては、２ページの新旧対照表をご覧ください。２ページは第１条の改正内容です。附則第 10

条に追加される第 61条または第 62条は、改正後の地方税法に基づき、中小事業者に対しての

固定資産税の課税標準特例措置及び新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する特例措置の

適用対象に加えるものです。第 10条の２、第 24項に追加される第 27項において同じ及び新

設される第 27 号につきましては、耐震改修した住宅を令和４年３月 31 日までに居住の用に

供したときに一定の税額を減額する特例措置を講ずる旨を加えるものです。 

３ページをご覧ください。第 15条の２は、軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の適用期限

を令和３年３月 31 日まで６カ月延長する改正です。第 24 条は新型コロナウイルス感染症等

に係る申請に基づき納期限から１年以内の期間に限り、その徴収を猶予することができる規定の

新設です。 
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続きまして４ページをご覧ください。第２条の改正内容です。第 10 条及び第 10条の２、第

27号の改正は地方税法の条ずれによるものです。第 25条はイベントを中止した主催者に対す

るチケットの払い戻しを放棄したものについて 20 万円を上限として寄附金を指定したものと

みなすことの旨の新設です。 

５ページをご覧ください。第 26条は住宅ローン控除の適用期限を、令和 16年度分まで延長

する旨の新設です。施行日につきましては、第１条関係は公布の日から、第２条関係は令和３年

１月１日からの施行となります。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま担当の方から清里町税条例の一部改正についての説明がございました。委員の皆さま

何か御質問等ございませんか。よろしいですか。 

それでは②番、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免取扱要綱の制定に

ついて説明をよろしくお願いいたします。担当。 

 

○町民課主幹 

 それでは、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免取扱要綱案について説

明いたします。６ページをご覧ください。この要綱案につきましては、厚生労働省及び総務省か

らの連名通知、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被保険者等にかかる国民

健康保険税の減免に対する財政支援についてに基づき、新型コロナウイルス感染症の影響に関す

るものを要綱により具体的に定めるものです。第１条においては趣旨について、清里町国民健康

保険税条例第 25 条に規定されている減免規定に基づいて、必要な事項を定めるものとしてお

ります。 

第２条については、対象世帯について新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死

亡または重篤な傷病を負った世帯、または新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維

持者の事業収入等の減少が見込まれ生活が著しく困難となったもの、または特別な事情があるも

のを定めております。第３条においては、減免額の算定基準です。詳細につきましては、８ペー

ジに表を載せております。 

第４条におきましては、対象となる期間を令和元年度、令和２年度分の納期、令和２年２月１

日から令和３年３月 31日までとするものです。 

第５条においては、申請方法について定めております。なお、要綱の施行については、公布の

日からを予定しておりますが、国保税減免関係につきましては連日厚生労働省、総務省、北海道

等から連日随時来ております。今後の通知の内容によって必要な修正を行うことがありますので

ご承知おきください。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 今、担当の方から新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免取扱要綱の制定

について説明がございました。委員の皆様何か御質問等ございませんか。よろしいですか。 

それでは、この２点に関して質問漏れございませんか。担当。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 



‐11‐ 

 

 私の方から連絡事項といたしまして、特別定額給付金の給付状況について御報告させていただ

きます。５月 11日から国の緊急事態宣言の中、受付窓口が三密とならないよう留意しながら郵

送を基本に受付を実施してございます。本人確認のための書類や通帳のコピーが必要なため、郵

送での申請が困難という方のため窓口での対応も実施しておりますが、多くの方が一度に集まる

こともなく手続きが進んでいる状況でございます。５月 20 日までの給付決定額は、３億３千

800万円でございまして全体の 85％となってございます。件数といたしましては 1,515件、

85.9％となってございます。申請書の審査後、おおよそ１週間から 10 日間の間で指定された

口座へ振込みをしている状況でございます。 

郵送された書類の中にはまれに添付書類がついてないというような場合等とございますが、本

人に連絡をとりながら対応してございます。また、マイナンバーカードをお持ちでオンラインを

活用した申請につきましては、14世帯ということでございます。ちなみに申請方法の件数割合

といたしまして郵便による申請が 71％、窓口での申請が 28％、オンラインによる申請が１％

というふうになってございます。事業期間は３カ月となってございます。 

今後の対応としましては、再度広報などを通じ周知するとともにまだ申請されていない方々へ

の直接的な働きかけも検討していきたいというふうに考えてございます。以上で特別定額給付金

の給付状況報告を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 町民課全般として何か、質問等ございませんか。よろしいですか。それでは町民課の方終わり

たいと思います。ご苦労さまでした。 

 

○伊藤委員長 

 それでは大きな２番、次回委員会の開催について。 

 

○議会事務局長 

 次回委員会でございますが、６月 10日水曜日、この会場で総務文教常任委員会終了後に予定

しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○伊藤委員長 

 大きな３番、その他、何かございますか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

 ○伊藤委員長  

 それでは第 10回産業福祉常任委員会の方を終了したいと思います。皆様ご苦労さまでした。 

 

（閉会  午前 11時 39 分） 


