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第９回産業福祉常任委員会会議録 

令和２年５月８日（金） 

    開 会  午前  ９時 24分 

    閉 会  午前 10時 03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令和２年度一般会計補正予算（保健福祉課所管分）について  

  

●焼酎醸造所 

  ①高濃度エタノール製品に該当する酒類の製造について 

 

●町民課 

①特別定額給付金について 

②令和２年度一般会計補正予算（町民課所管分）について 

③清里町国民健康保険条例の一部改正について 

④清里町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

⑤令和２年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）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 
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○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 

 ■焼酎醸造所長       永野  宏  ■焼酎醸造所主査      廣谷 淳平 

■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  ■町民生活Ｇ主査      藤森 宏樹   

 

 

○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９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保健福祉課１点ございます。説明よろしくお願いいたします。課長。 

 

○保健福祉課長 

 それでは保健福祉課令和２年度一般会計補正予算保健福祉課所管分につきまして主幹より御

説明を申し上げます。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○保健福祉課主幹 

 令和２年度一般会計補正予算 保健福祉課所管分につきまして私よりご説明させていただき

ます。１ページをご覧ください。 

 全国的な新型コロナウイルス感染拡大を受け、厚生労働省の通知及び町内歯科医師と協議をし

た上で、乳幼児及び歯科医師の感染リスクを極力抑えるため、乳幼児歯科検診の実施を中止して

おり、その代替措置として対象者にフッ素を配布し、歯科検診再開までの歯科衛生を確保したし

ます。現状での積算人数といたしましては、０歳児から就学前の幼児 151名で積算をしており、

15万９千円を計上させていただきます。 

 続きまして、子育て世帯への臨時特別給付金事業でございます。この事業は子育て世帯への対

象児童一人あたり１万円支給する事業であり、実施する市町村に対し国が新型コロナウイルス感

染症緊急経済対策として、事業費の全額を国が補助する事業でありまして、本町も実施に向け補

正予算を計上するものでございます。支給対象児童は令和２年４月分の児童手当受給者であり、
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４50 名、450 万円で積算しております。あわせて、処理を行うための事務費につきましても

28万５千円計上しております。実施に当たっての要綱案は２ページ以降となっております。 

 １ヶ所訂正がございます。２ページ最後の行、町長は令和２年４月 25日までと記載のある部

分につきまして、４月 25日を５月 25日へ訂正いたします。お詫び申し上げます。申し訳ござ

いません。最後に児童手当システムの改修でございます。１ページにお戻りください。マイナン

バー制度の活用に伴う国が示す児童手当データ標準レイアウトの改版に係るシステム改修委託

料 26 万９千円を計上するものであり、財源のうち３分の２の 17 万８千円が国の負担となり

ます。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長  

 保健福祉課令和２年度一般会計補正予算に関して担当より説明ございました。委員の皆様、何

か御質問等ございませんか。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 子育て世代への臨時特別給付金事業、児童手当を支給されている家庭にということですけど

も、申請作業に基づいて給付されるというような要綱になっているようですけども、これは児童

手当を支給されている御家庭に自動的に振り込みがされるようなことにはならないのでしょう

か。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 おっしゃられているとおり、申請については町の方で出して、受取りをしない方を町が受けて

受給をしないという方に対して、しないという申請が必要になってきます。委員おっしゃったと

おり、児童手当の世帯、それから３月 31日が基準日でしたので高校１年生その方までは町が、

これは児童手当とは違うんですけども特別交付金ですので。扶助費ではなくて、給付金という形

になりますので実質的には６月 10 日の児童手当の本則の日があるんですけども、そこに間に

合うように給付を行うというような形でありますので、直接申請書をもらってではなくてやって

いくような形です。ただ、先ほど申しましたとおり、受取りをしませんという方がいらっしゃっ

た場合は申請をいただいてその手続きをするという形でございます。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。前中委員。 

 

○前中委員 

 関連して今の子育て世帯の臨時特別給付金制度で、国の 10万円の給付金制度もあわせて 10

万円ありますけれども、その時と別建ての給付制度になるのか、一緒の２階建てで給付申請の形

で申請書が行くのかという確認と、そこに発生するであろう振込手数料の問題がありますよね。

ここで６千円計上していますけれども。特別国の 10 万円の給付金事業でも同じように振込手
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数料がかかる。もし別々の申請になると同じように別々のものだから手数料も別々という理解で

良いのか。これは２階建てで出来ないものかどうかの確認です。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 特別給付金 10万円の方は町民課で行うような形となっております。それで国の方としては、

スピーディーに行いなさいという形でありまして私どもの出している部分につきましては、６月

10日の部分でございますので、議員おっしゃられるとおり、別々のものになります。ただし、

先ほど堀川議員の質問でもあったんですけれども、私の方で児童手当とは別というお話をしまし

たけれども、児童手当と、この１万円の部分が同じ日ですからそこでの支給に関しては、これか

ら金融機関ともお話しなくてはならないですけども、その部分に関しては振込手数料が二重にな

らない可能性があります。ただし、先ほど申しました町民課で行う 10万円の給付金につきまし

ては時期が別なものですから、やはりかかる部分にはかかるということで御理解をいただきたい

なと思います。ただ財源に関しましては 10割、国の補助という形になっておりますのでご理解

いただきたいと思います。 

 

○前中委員 

 わかりました。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、何かございませんか。なければ保健福祉課全般で何かあればお受けいた

します。何かございませんか。よろしいですか。それでは、保健福祉課の方これで終わりたいと

思います。ご苦労さまでした。 

 

○伊藤委員長 

 それでは、焼酎醸造所を始めたいと思います。焼酎醸造所より１点提案がございます。担当の

方より説明お願いいたします。所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 それでは、本日焼酎醸造所からの提出議案でございます高濃度エタノール製品に該当する酒類

の製造についてご説明いたします。 

 現在、新型コロナウイルス感染症の発生、拡大に伴いまして手指消毒用エタノールの需給が逼

迫している状況でございます。 

 状況改善のため、関係省庁である厚生労働省と国税庁より高濃度エタノール製品の取扱い、お

よび免許申請等について、規制緩和、手続きの簡素化が図られたところでございます。 

 当醸造所におきましても、現在、高濃度エタノール製品の製造許可に向けて手続きを進めてい

る状況でございますので、現状況につきまして御報告させていただきます。 

 それでは議案の１ページをご覧願います。1の取扱い経緯でございますけれども、上から順に
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日付につきましては３月 23 日と４月 10 日付、発出元が厚生労働省から出た文章でありまし

て内容については医療機関等において、やむを得ない場合に限り、「高濃度エタノール製品」を

「手指消毒用エタノール」の代替品として差し支えない。というものでございます。要件といた

しましては、エタノール濃度が原則 70～80％の範囲内ということと、含有成分にメタノール

が含まれないこととなっております。 

 続きまして、真ん中の表でありますけども４月 13日付、国税庁より発出されたものでありま

して内容につきましては、酒類製造者が自己の有する製造免許の範囲内で、高濃度エタノール製

品に該当する酒類を課税移出し、購入者が手指消毒等の飲用以外の用途に供する場合でも、酒類

法上の問題はないというものでございます。要件でありますけれども、酒税法、消防法、医薬品

医療機器等法、酒類業組合法等、各種法令の遵守をお願いするというものでございます。 

 １番下の表でありますけれども、こちらについては４月 21日と４月 22日、国税庁から出た

ものでありまして、内容につきましては酒類製造免許の条件緩和でありまして、こちら記載のも

のにつきましては当醸造所内の関係分でありまして対象につきましては単式蒸留焼酎の既存の

製造場、概要でありますけれども単式蒸留焼酎を再蒸留して製造する「高濃度エタノール製品」

に限定したスピリッツ製造免許等を付与するものであります。期間につきましては厚生労働省の

定めている間に限り適用するものであります。要件でありますけれども、保健所、消防署との事

前協議、エタノール濃度が 60％台でも可とする。これにつきましては４月 22日の改正という

ことで発出されたものでございます。 

 2ページをご覧いただきます。2の当醸造所における取扱いでございますけれども、１）の酒

類製造免許の条件緩和申出書の提出時期でありますけれども、現在精査中でありまして整い次第

提出するという流れになっております。２）でありますけれども関係機関との協議でありますけ

れども、協議済というところでありまして旭川中税務署、網走保健所、清里消防分署について協

議をしたところでございます。精製原料につきましては混合酒ということで、かぼちゃとばれい

しょになります。製造能力は１日当たり５ℓ、５）の製造時期につきましては、仕込み時期が９

月から 12月ということでありますのでそれ以外というところになろうかと思います。 

 ６）の製造場所及び保管場所につきましては醸造所内の蒸留室にて精製しまして出来たものに

つきましては物品庫で保管するという予定になっております。７）の用途先でありますけれども

町内関係機関というところで考えているところであります。 

 ３の懸案事項でありますけれども、免許証をいただいた後に成分分析をしないといけないです

けれども、この中にメタノールが含まれた場合につきましては、医療機関への供給は不可という

ところでありまして、原料であります、かぼちゃとばれいしょの穀類においてはメチルアルコー

ルが少量存在するというところで国税庁所定分析法の注解にありましたので、分析した結果以下

によってはこのような取り扱いになるというところでございます。以上で説明終わります。 

 

○伊藤委員長 

 焼酎醸造所より高濃度エタノール製品に該当する酒類の製造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。岡本委員。 

 

○岡本委員 

 用途先は町内関係機関ということなんですけれども、１日５ℓの製造ということで町外の販売
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みたいなものはというのは不可能なものなんでしょうか。 

 

○伊藤委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 製造につきましては機械が昔製造に使っておりました小型の蒸留器でありまして、それの製造

能力が５ℓというところでありますので、それを町外に販売するということは、今のところは考

えておりません。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 製造時期の関係は、当然仕込みの時期は出来ない中で新たな仕込みじゃなくて今現在持ってい

る原酒、樽の中で保存しているものを消毒用に転用するために行っていくという製造手法をとら

れるという理解で良いのか。その辺の考え方をもう少し詳しく具体的に何をどのような形の中で

転用の方向性で。60％以上のアルコール度数という形だと思うんですけれども、これの製造の

具体的な内容を提示いただきたいというふうに思うんですが。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○焼酎醸造所主査 

 実際に行われる製造方法についてですが、こちら資料に載っております精製原料、混合酒、か

ぼちゃ、ばれいしょと書いてありますこの混合酒ですが、今現在製品に使っている酒とは別の種

類、過去に造ったもので今現在、製品に該当するものがないお酒になっております。こちらを再

度熱を加えて蒸留を行いましてアルコール度数高濃度のエタノールに加工するそういった精製

方法となっております。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 具体的に言うと、製品として使っていなくて、ただ保管しているだけの状態のものを今回は転

用して消毒用に使うという話で、理解してよろしいのか。それで免許が出た段階でいつから始め

る形でいるのかもあわせて今計画しているレベルで結構ですからお教えいただきたいと思いま

す。 

 

○伊藤委員長 
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 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 今委員の方からありました、今使っていないものを再利用するというところで考えはございま

す。それと、使う部分につきましては私たちとしては極力この状況が悪くならない状況で、使わ

ないことを願うところなんですけども、何かあった時に早急に対応できる体制づくりというのが

必要だというふうに考えておりますので、まずはそういった体制を整えたというところでの現段

階の考えでございます。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 まだ具体的に製造工程とか日程というのは詰まっていない、免許を取りながら並行しながら準

備を進めていくという理解でよろしいのか。それと製品としては使わないもののストック、それ

は具体的に売れない物がストックされているのか。１日５ℓとありますから、たかが知れている

んじゃないかと思うんですけれども。製品として販売しないでストックしている混合酒というの

がどの程度在庫があるのかあわせてお教えいただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 混合酒の３月末の残でありますけれども、3,168ℓでございます。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、何かございませんか。それでは、焼酎醸造所全般通して何かございませ

んか。それではこれで焼酎醸造所の方を終わりたいと思います。ご苦労様でした。 

 

○伊藤委員長 

 それでは町民課始めたいと思います。町民課の方から今回５点ほど提案がございます。町民

課、説明の方よろしくお願いいたします課長。 

 

○町民課長 

 それでは、町民課からの協議・報告事項５件について、概要のご説明をいたします。 

 今回、ご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対策に関連する

事業であり、５月に開催予定の臨時議会にお諮りする予定の案件でございます。 

 1 点目、特別定額給付金につきましては、総務省所管の経済対策事業であり、令和２年 4 月

20日に閣議決定がなされ、全国の市区町村で取り組むこととなった事業でございます。財源は

事務費を含め全て国費で賄われ、実施主体は市区町村でございます。 
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 国におきましては、可能な限り迅速かつ的確に給付するよう、協力の依頼があり、今般事業の

内容等をご説明申し上げます。 

 2 点目、令和 2 年度一般会計補正予算（町民課所管分）につきましては、特別定額給付金事

業に係る補正でございます。 

 特別定額給付金及び事業に係る事務費を含めまして、補助率 10 分の 10 となってございま

す。国が意図しております、可能限り迅速かつ的確に給付するためには、町の予算化が急務であ

り、常任委員会にお諮りをするものでございます。 

 3 点目及び 4 点目につきましては、国民健康保険及び後期高齢者医療の被用者が新型コロナ

ウイルス感染症に感染し、働けなくなった場合に国が傷病手当金を支給することとなりました。

この傷病手当金を支給するためには、町の条例の改正が必要であり、ご提案をするものでござい

ます。 

 5 点目、令和 2 年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第 1 号）につきましては、

傷病手当金を支給するために必要な事業費を補正計上するものでございます。財源は、道支出金

の特別交付金でございます。なお、後期高齢者医療につきましては、道が直接被用者に対し支給

し、町の会計を通らないため、補正は計上してございません。 

 詳細につきまして、担当者よりご説明させて頂きますので、宜しくお願いいたします。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 それでは私の方から特別定額給付金についてご説明いたします。１ページをご覧ください。 

こちらは４月 20 日付総務省より発出された事業案を掲載してございます。４月 30 日に国会

において補正予算が成立しておりますので、この内容については既に確定したものとなっており

ます。 

 まず、１、施策の目的として、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に基づき感染拡大防止

に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことが規定されています。 

 ２、事業の実施主体と経費負担として、市町村が実施主体であり実施に要する経費は国が

10/10補助するもの、実施に係る事務経費についても全額補助対象となること。 

 ３、給付対象及び受給権者として、（１）給付対象者の定義として、基準日における住民基本

台帳に記録されている者であること、また配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別

にしている、いわゆる DV 等避難者。短期滞在や不法滞在の外国人については対象とならない

こと、（２）受給権者として、世帯主が世帯員全員の給付を受ける受給権者であること、（３）基

準日として令和２年４月 27日とするものでございます。２ページをお開き下さい。 

 ４、給付額として一人あたり 10万円であること。 

 ５、申請方法（１）申請様式として国が統一様式を定めるもの（２）申請方法について、感染

拡大防止の観点から、郵送申請方式とオンライン申請方式を基本とするもの、なお郵送申請方式

において、やむを得ず窓口に申請書を持参する方がいる場合の取り扱いについて、感染拡大防止

策の徹底について行うと規定されております。 

 ６、受付及び給付開始日について市町村において決定するとしており、清里町においては５月
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11日月曜日より開始するものとして、現在準備しております。また申請期限につきまして、受

付開始から３ヶ月以内となることから、本町においては８月 11日となります。 

 ７、給付決定として申請書受理後の給付決定を行うもの。３ページをご覧下さい。 

 ８、給付について原則口座振込により行うもの、また止むを得ない場合に限り窓口における給

付を認めるものとする規定、９、市区町村における経理処理について規定されております。 

 なお、本町における給付のスケジュールでございます。来週 11日に各戸に申請書が郵便で届

く予定でございます。それから申請書を郵送して頂き、審査後およそ１週間から 10日後に支払

うことを想定しております。以上で特別定額給付金について説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 今、町民課の方から特別定額給付金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令和２年度一般会計補正予算について説明お

願いいたします。担当。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 続いて令和２年度一般会計補正予算（町民課所管分）について説明致します。 

 ４ページをご覧ください。2款総務費、11項新型コロナウイルス感染症対策費、1目新型コ

ロナウイルス感染症対策費、特別定額給付金事業として、迅速かつ的確に家計への支援を行うた

め、国の補助金を財源として、一律に一人あたり 10万円の給付金を給付するものです。 

 事業費の積算内訳については、記載の項目ごとに一番上の報酬から下から２番目の委託料まで

が給付に係る事務費として 655 万 1 千円、一番下の負担金補助及び交付金が特別定額給付金

４億ということで合計４億655万１千円について財源につきましては全額国費として計上する

ものであります。 

 以上で、令和２年度一般会計補正予算（町民課所管分）について説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま町民課から令和２年度一般会計補正予算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、③清里町国民健康保険条例の一部

改正について担当から説明をお願いいたします。担当。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 それでは私の方から、清里町国民健康保険条例の一部改正についてご説明いたします。 

５ページをご覧ください。まず初めに傷病手当金の概要を説明するため、参考として傷病手当金

制度に関するチラシを掲載しております。 

被用者を抱える他の健康保険制度においては、従来より傷病手当金制度がございますが、保険給

付とは別のいわゆる付加給付でございまして、業務外での病気やケガにより、働けずに収入が減

少した部分に対する所得補償でありまして、国民健康保険には元来そのような制度はなかったわ

けですが、働き方が多様化している昨今において、国保においても被用者として働きながら給与

収入により生活している方が多数おられることを踏まえまして、今回のコロナウイルス感染症の

感染拡大防止のため、感染もしくは疑いのある段階で休みやすい環境整備をすることが重要であ
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ることから、国が特例的な財政支援を行うこととなり、国保においても限定的に実施するもので

あります。 

チラシ中段に手当金を受ける要件について、下段に支給額の計算方法、裏面に傷病手当金の申請

手続きについて記載しているものでございます。詳しくは後ほどご説明致します。それでは７ペ

ージをご覧ください。 

 １番の改正理由でございます。新型コロナウイルス感染症に感染するなど一定の要件を満たし

た被用者に対し、国民健康保険法に規定される任意給付として傷病手当金を支給するため改正す

るものであります。 

 ２番の改正内容でございます。（１）対象者として、療養のために労務に服することができな

い者であり、これは新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状がありその感染

が疑われる場合に限られるものであります。また、当然ながら給与の支払を受けている被用者に

限定されるものとなっております。 

（２）支給期間として、労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過した日か

ら労務に服することができなくなった期間となりますので、これは３日間の待期期間後、４日目

から復帰するまで支給されるということでございます。 

（３）支給額として、直近の継続した３ヶ月の給与収入の合計額を就労日数で除した金額かける

３分の２かける就労日数となってございまして、つまり対象者が直近３ヶ月で得た日額平均の３

分の２を補償するというものでございます。 

（４）適用期間として、令和２年１月１日から９月 30日の間で療養のため労務に服することが

できない期間となり、入院が継続する場合は最長１年６ヶ月まで適用されるものであります。こ

の期間でございますが、現時点において国が財政支援するのは９月 30 日までとなっておりま

すので、それに合わせることになりますが、今後の感染拡大の状況によっては延長されることも

想定されます。そういったことを踏まえまして、この９月 30日といった期限につきましては、

条例上は規則に委任する形式となってございます。 

 ３番の施行期日でございます。公布の日から施行し、令和２年１月１日から規則で定める日ま

で適用するものとしております。８ページをご覧ください。新旧対照表によりご説明いたしま

す。なお今回、特例的なコロナウイルス傷病手当金制度でございますので、本則ではなく、附則

において改正するという形式をとらせていただいております。附則の２項から６項までが今回新

設するものであります。 

 表の左側、附則第２項において３日の待機期間と４日目からの傷病手当金の支給について、第

３項においてその計算方法、９ページに行きまして、第４項において最長１年６ヶ月の規定、第

５項と６項において、支給された給与等との調整について規定しております。10ページに改正

附則として施行期日を記載しております。 

 また、今回の傷病手当金制度に対する補正予算措置が必要となりますので詳細について後程ご

説明致します。以上で清里町国民健康保険条例の一部改正について説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 今町民課の方から清里町国民健康保険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清里町後期高齢者医療に関する

条例の一部改正について説明お願いいたします。担当。 
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○町民生活Ｇ総括主査 

 続きまして、清里町後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてご説明いたします。11

ページをご覧ください。 

 １番の改正理由として、北海道後期高齢者医療広域連合において４月 10 日付で条例改正が

行われたところでございます。新型コロナウイルス感染症に対する傷病手当金制度が創設された

ことに伴い、本町における条例を改正するものであります。 

 先ほどご説明致しました国保における傷病手当金制度と同様に、後期高齢者医療広域連合にお

いても、同様の内容で制度が創設されております。本町においては、その窓口として所要の例規

整備を行うといったものでございます。 

 ２番の改正内容として、本町において実施する後期高齢者医療制度の事務について、傷病手当

金の支給申請書受付事務を追加するものでございます。 

 ３番の施行期日として、公布の日から施行するものでございます。12ページをご覧ください。

新旧対照表によりご説明いたします。 

 表の左側、第２条清里町において行う事務のうち、第８号として傷病手当金の支給に係る申請

書の提出を追加するものでございます。附則において施行期日を公布の日からとしております。 

 以上で、清里町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 清里町後期高齢者医療に関する条例の一部改正についての説明がございました。委員の皆様何

か御質問等ございませんか。それでは⑤の令和２年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算

について説明お願いいたします。担当。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 それでは、令和２年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）の概要を説明致し

ます。13ページをご覧ください。 

 今回、全国の市町村国保において同様の傷病手当金制度を創設するため、国が全額財政支援を

行うものとしております。よって、歳入につきましては、受け口として４款道支出金の特別交付

金において、歳出と同額の 200万円を計上しております。 

歳出につきまして、２款保険給付費において傷病手当金として 200万円計上しております。こ

の 200万円につきましては、想定として感染者５名、疑いのある者５名の計 10名分に対して

１ヶ月程度手当した場合についての想定のもとで、積算したものでございます。 

歳入歳出それぞれ同額の 200万円を増額し、補正後予算額は７億３千 594万 7千円となるも

のであります。以上で、令和２年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）の概要

説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま令和２年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算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、町民課全般にわた

って何かご質問等があればお受けいたします。何かございませんか。 
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 それでは、町民課これで終わりたいと思います。ご苦労さまでした。 

 

○池下委員長 

 それでは、大きい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、５月 21日木曜日、この会場で総務文教常任委員会終了後に開催

する予定ですので、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、何かございませんか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

 ○伊藤委員長  

  それでは、第９回産業福祉常任委員会を終わりたいと思います。皆様御苦労さまでした。 

 

（閉会  午前 10時 03分） 

 


