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──────────────────────────────
午前9時30分開会
○議会事務局長(井上 和広君) 起立。礼。おはようございます。ご着席ください。
○議長(牧野 真紀子君) おはようございます。
ただいまから、令和３年第１回新宮町議会臨時会を開会いたします。
ご報告いたします。６番、西健太郎議員より、本臨時会の欠席届が提出されております。
それでは、配付の日程表により、直ちに本日の会議を開きます。
────────────・────・────────────
日程第１．会議録署名議員の指名について
○議長(牧野 真紀子君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、１番、安武久美子議員、２番、温水眞
議員を指名いたします。
────────────・────・────────────
日程第２．会期決定の件について
○議長(牧野 真紀子君) 日程第２、会期決定の件を議題といたします。
お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１日といたしたいと思いますが、ご異議ありま
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せんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(牧野 真紀子君) ご異議なしと認めます。よって、会期は本日１日と決定いたしました。
これより議案の審議に入ります。
────────────・────・────────────
日程第３．第１号議案
○議長(牧野 真紀子君) 日程第３、第１号議案、令和２年度新宮町一般会計補正予算についてを
議題といたします。
議案の説明を求めます。
政策経営課長。
○政策経営課長(阿部 宏紀君) 第１号議案、令和２年度新宮町一般会計補正予算について説明い
たします。
１ページをお願いいたします。
歳入歳出予算の補正といたしまして、第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
８億１９５万１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０１億４,６９１
万３,０００円とするものでございます。
第２条、債務負担行為の補正につきましては、４ページをお願いいたします。第２表、債務負
担行為補正は追加としまして、ＩＣＴ支援業務委託料を計上しております。令和３年度開始とと
もに事業が執行できるように、今年度中に契約等の事務を行う必要があるために計上するもので、
事項、期間、限度額につきましては記載のとおりでございます。
歳出について説明いたします。１０ページ、１１ページをお願いします。
２款１項１目１３節、ふるさと納税事業委託料４億４,０００万円。ワンストップ特例申請書
受付業務委託料４９５万円及び１４節の公金システム使用料１,５０４万８,０００円。ポータル
サイト使用料７,１８５万２,０００円は、ふるさと寄附の収入見込額を勘案し計上するものでご
ざいます。６目企画費、１８節施設用備品購入費は、ペーパーレス化及びデジタル化の推進のた
めにタブレットを購入するものです。
４款１項２目予防費は、新型コロナウイルスワクチン接種体制の確保及びワクチン接種実施の
ための予算を計上しております。１節報酬１１６万３,０００円は、コールセンター設置に伴う
会計年度任用職員に係るもの。８節予防接種報償費３２万円は、集団接種時のスタッフに係るも
の。９節費用弁償２万４,０００円は、会計年度任用職員の通勤手当等、普通旅費６,０００円は
職員分を計上しております。１１節需用費は、ワクチン接種実施のための消耗品費５９万４,０
００円及び医薬材料費３２万６,０００円。１２節郵便料金６２万１,０００円は、クーポン券送
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付のため、電話・ファクス料金１万円は、コールセンター分でございます。１３節各種予防接種
委託料５６９万３,０００円は、ワクチン接種に対するもの。予防接種事務委託料７５万円は、
町外接種者分の請求等の事務を国保連合会に委託するもの。システム改修等委託料３２３万円は、
ワクチン接種に伴うクーポン券印刷等含むシステム改修や接種者台帳のシステム改修をするもの。
予防接種予約受付等業務委託料６４万円は、コールセンター業務を一部委託するもの。予防接種
集団接種業務委託料４６７万２,０００円は、医師や受付スタッフ等を委託するもの。医療用廃
棄物処理委託料２２万４,０００円は、集団接種時の医療用廃棄物を処理するもので、１５節施
設整備工事費２１万５,０００円は、福祉センターにコールセンターを設置するための配線や電
話増設工事を行うものです。
１２、１３ページをお願いいたします。
１８節施設用備品購入費は、コールセンター用のパソコンや机等の備品や、ワクチンの取扱い
に必要な二酸化炭素測定器を購入するものです。特定財源といたしまして、１４款１項３目２節
新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金１,２９５万９,０００円及び１４款２項３目
１節新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金８２４万２,０００円を充当し
ております。３目母子衛生費、１節報酬は、病休職員代替の会計年度任用職員に係るものです。
１３款３項４目ふるさと応援基金費、２５節基金積立金２億４,０００万円は、ふるさと寄附
の収入見込額を勘案して計上するものです。
次に歳入について説明いたします。
８、９ページをお願いします。
１７款１項１目１節ふるさと寄附金８億円を計上し、１８款２項２目１節財政調整基金繰入金
で、収支調整をしております。
説明は以上でございます。
○議長(牧野 真紀子君) 質疑を許可いたします。歳入歳出全般にわたって行います。
ございませんか。はい、温水議員。
○議員(２番 温水 眞君) はい。ふるさと納税の仕組み。
○議長(牧野 真紀子君) ページを言っていただいていいですか。
○議員(２番 温水 眞君) １１ページですね。ふるさと納税の仕組みについて、自分自身があま
り把握していませんので、ちょっと簡単なことを２、３点お伺いします。前回１２月の１５日だ
ったと思うんですけども、総務建設委員会の報告では１１月末の実績が、金額で１４億２００万
円、件数で１２万６,５６９件と伺っていました。この数値から結果を見ますと、ものすごく１
２月に大きな寄附額があったと思います。で、前回の時に寄附額がこのように増えてるのはどう
いう理由かということをちょっと伺ったときに、リピーターが定着しているということだったと
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思うんですが、それにしても非常に額が大きいので何か新しい仕掛けが別にあったのかというこ
とと、あとポータルサイトの使用料については、返礼品金額に対して発生するのではなく、寄附
金額に対して生じるものかということを教えていただきたいと思います。あと続けてちょっと後、
質問ありますので質問いたします。寄附金額が大幅に上回っているということになりますので、
商品っていうか、返礼品の確保の問題とか、あるいは寄附者の要望にそえない部分のケースとか
っていうのもちょこちょこあるのかということと、これでイチゴ農家とか、あるいは餃子である
とか、いろいろ業者は新宮町にいらっしゃると思うんですけども、その辺の事業に対して貢献で
きているのかどうかということをお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(牧野 真紀子君) いいですか、総務課長。
○総務課長(太田 達也君) はい、お答えをさせていただきます。
まず、１点目の寄附の状況というところでございますけれども、ご報告後での１２月までの寄
附の件数といたしまして、把握しておる状況の中では、２９万８,５１０件の寄附、寄附金額に
いたしまして３５億円弱の寄附をいただいておる状況でございます。
順番が前後するかもしれませんけれども、ポータルサイトの関係の部分のご質問でございます
けれども、ポータルサイトの使用料につきましては、それぞれのポータルサイトを利用されて寄
附の申込みをされたその金額に対しての使用料の率がかかっての金額、ポータルサイト使用料と
いうふうになっております。
それと、すいません。寄附が伸びた要因というところでございますけれども、リピーターの定
着というところを申し上げさせていただきました部分と、あとは今回のコロナウイルスの関係で、
ふるさと納税というもの自体がインターネットを介して寄附の申込みをされるものがほとんどと
いうところで、旅行の自粛であったり、外出の自粛であったりというようなところも少し影響が
出て寄附をしていただく方が増えたんじゃないかというようなところも考えております。
それと、仕掛けの問題といたしましては返礼品の開発、地場産品の開発というようなところに
ついても、担当していただいていますおもてなし協会のほうと町のほうとあわせて、返礼品の募
集等々は行っておる状況でございます。
それと返礼品の調達あたりの状況でございますけれども、人気の返礼品につきましては、１か
月待ち、２か月待ち、今現在４か月待ちというような返礼品も発生してきておる状況でございま
す。それを寄附者の方にお知らせすると同時に、そこまで返礼品の発送がおくれるのであれば、
ちょっと返礼品を変更したいというようなところにも対応をさせていただいておる状況でござい
ます。そういうところから申しますと、寄附者のご希望にそった形の対応はさせていただけてい
るのではないかというふうに思っております。
また、地元の方々に対しての貢献となっておるのかというようなところに関しては、農産物等
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で申しますと、豊作であれば価格が下がるというような状況も通常のところからはあるんじゃな
いかと思いますけれども、ふるさと納税に関しての返礼品というところで出していただいてると
ころに関しては、安定的な価格となっておるというところで、そのあたりにつきましては非常に
貢献になっておるんじゃないかというふうなところで考えております。
以上でよろしいですか。
○議長(牧野 真紀子君) よろしいですか。はい、ほかに。ございませんか。はい、横大路議員。
○議員(１０番 横大路 政之君) はい。１１ページ、予防費についてお尋ねをしたいと思います。
まず１点は、先達てから説明を受けていますように新型コロナウイルス感染症に対するワクチン
の接種にかかわる予算ということで、予算項目としてその実施に当たって、これ以外に計上の必
要性があるのかないのか、まず１点お尋ねをしたいと思います。要するに、今、予算化されてい
るもので、すべて事務関係の予算が網羅されているのかどうか。この確認をさせてください。
それから、予算項目の中で１点ですね、ちょっと確認をさせてほしいんですが、１番目の２款
１項１目会計年度任用職員に対する予算なんですが、残された令和２年度の残り期間、残期間を
考えますと、実質ワクチンの接種事業に当たるにあたっては、多分２月の下旬あたりから関連業
務がスタートするんじゃないかと思うんですが、おおよそ１か月強で１００万円の会計年度任用
職員の人件費を予算化するっていうのは、どれぐらいの会計年度任用職員を予定されているのか。
コールセンターですから、その人員は必要なんでしょうけど、１か月強で１００万円っていうの
はちょっとあまりにも想像を絶する金額なんですが、どういう体制を計画されてるかをご説明を
いただきたいと思います。
○議長(牧野 真紀子君) 健康福祉課長。
○健康福祉課長(山口 望美君) はい。お答えいたします。実施にあたっての費用が現在上げてい
る費用で足りるのかどうかにつきましては、全貌が明らかになっていないというか、不確定な要
素もありますので、一応設定としましては、今年度中に医療従事者分の接種が行われる。それと、
３月末には高齢者の接種が始まるという前提で予算を立てさせていただいています。これはあく
までも今年度中にかかる費用として上げておりますので、当然３年度になってから以降の分につ
きましては、当初予算で結構な額を上げさせていただくような形になろうかと思っております。
それと先ほどお尋ねがありました会計年度任用職員につきましては、新宮町におきましては、
もう健康福祉課で予防接種を進めていく体制をとっていきますので、現在の国のほうからも、平
常時をはるかに上回る業務が発生すると、そのつもりで準備をしなさいっていう通知をいただい
ておりますので、それを想定いたしまして、２月から１名会計年度任用職員を常勤でお願いいた
します。３月の上旬には、一応、高齢者向けのクーポン券を発送する予定ですので、それにあわ
せて３月にはコールセンターをオープンします。コールセンターをオープンするための準備と、
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それとだれが電話をとっても同じ答えができるＱアンドＡをつくるとかですね。それとか転入者
が多いので、町内の医療機関で原則受けるということになっていますので、健康な方は例え町外
にかかりつけ医があっても町内の医療機関で受けるということになると、どこの医療機関があり
ますかとか、その場所はどこですかとか細かい質問をされることになると思いますので、そうい
った準備も２月中にやる予定としております。それと予約の受付システムの開発。一応予定とし
ては、ウェブでもできるように考えておりますけれども、コールセンターで受けたものと、ウェ
ブ予約との整合性をとるとか、そういった準備を２月中に何とかやるための会計年度任用職員が
１名、３月からもう１名増やして、コールセンター準備に向けての会計年度任用職員、もう常勤
ですね。そのほか、大体２名ぐらいの会計年度任用職員さんが常にいるような形で６名ぐらいで
回してもらうような体制をコールセンターとしては考えております。それで足りないような状況
であれば、もう会計年度で雇うのにもちょっとなかなか無理がありますので、派遣職員をお願い
するということで考えております。とにかくコールセンターオープンした時点でどれだけのお問
い合わせがあるのかの想像もつきませんので、そういったところで、人員については、このくら
いいれば何とかなるんじゃないかというところでの予想で配置をさせていただこうと思っていま
す。以上です。
○議長(牧野 真紀子君) 横大路議員。
○議員(１０番 横大路 政之君) まず予算項目、私がお聞きしたのは金額が足りるのかというこ
とではなくて、予算項目として今現在計上されている、この予算項目で網羅されているんですか
っていうお尋ねなんですよ。ですから、例えばこれ以外に、例えばなんですけど、ワクチン現物
については国が支給するから予算化の必要性がないということなんでしょうけど、そこも含めて
要するに予算項目としてはこれで大体、今現在考えられる想定される中では網羅されているのか
という確認をさせていただいていますので、その点もう１回、金額は要するに足りなければ当然
補正ということも必要になるでしょうから、金額はどうでもいいことないんですけど、金額につ
いてのご回答は必要ないので、項目としてご回答をお願いしたいと思います。ちょっと待ってね。
それから会計年度任用職員についてなんですが、今の説明でいくと、常勤の職員の方が２月の
いずれかの時期に採用になるというようなことでしょうけど、今の予算金額１１６万３,０００
円で、どういう人員構成をもとにこの予算が計上されてるのか、その内容をご説明ください。要
するに、それでいいのか、体制としてね。十分なのかどうかを図る上でも、やっぱりどういう体
制で考えてある、予算を計上されているのか、もう一度お尋ねをします。
○議長(牧野 真紀子君) 健康福祉課長。
○健康福祉課長(山口 望美君) 項目につきましては、もう足りると思ってあげていますので、予
想外のことが起きたら足りなくなる可能性はあります。これで完全ですとは言いません。はい。
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それと、人員構成についてのお尋ねなんですが、どうのようにお答えしたらいいのかちょっとよ
くわからないんですが、人員構成は会計年度任用職員につきましては２月１日から１人、常勤で
ちょっと時間短いですけど常勤で雇います。３月からもう１人増やします。３月には、パートタ
イムの会計年度を交代交代での人員も増やしていきます。当然それに職員も責任者として、今で
いうと健康づくり担当主幹の稲光主幹が一応リーダーとしてつきます。と、予防接種を担当して
いる再任用職員も一応そこのコールセンター担当としてやってもらうようにつけようと思ってい
ます。ということでいいですか。
○議長(牧野 真紀子君) よろしいですか。はい、ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(牧野 真紀子君) 質疑を終了し、討論を省略し、採決を行います。第１号議案、原案のと
おり決定することに賛成の方は挙手願います。
〔挙手する者１０名、挙手しない者０名〕
○議長(牧野 真紀子君) 全員賛成と認め、第１号議案は原案のとおり可決されました。
────────────・────・────────────
日程第４．第２号議案
○議長(牧野 真紀子君) 日程第４、第２号議案、工事請負契約の変更について、新宮町立学校校
内通信ネットワーク整備工事を議題といたします。
議案の説明を求めます。
総務課長。
○総務課長(太田 達也君) 第２号議案、工事請負契約の変更について、ご説明をいたします。
新宮町立学校校内通信ネットワーク整備工事について、下記のとおり工事請負契約の一部を変
更するものでございます。記といたしまして、１、契約金額、変更後の金額を１億４,５２４万
７００円、うち消費税及び地方消費税額は、１,３２０万３,７００円に変更するものでございま
す。変更前の金額１億４,１１３万円、うち消費税及び地方消費税額１,２８３万円と比較をいた
しまして、４１１万７００円の増額となっております。２、契約の方法は随意契約でございます。
理由といたしまして、新宮町立学校校内通信ネットワーク整備工事について、設計変更により工
事請負契約の内容を変更する必要が生じたので、変更契約を締結するにあたり、議会の議決に付
すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定により、町議会の議決を求める
ものでございます。
１ページをお願いいたします。（１）変更理由といたしまして、新宮北小学校及び新宮中学校
における普通教室及び特別支援学級数の増加に伴い、必要な校内ＬＡＮ設備(アクセスポイント)
及び電源キャビネット設置数を増やす必要が生じたこと、管理上の観点から各電源キャビネット
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にマスター対応シリンダーキーを別付けすること及び共通のマスターキーを作成することから工
事費を増額するものでございます。（２）といたしまして契約の概要、契約の相手方及び工期を
参考のため記載をさせていただいております。
以上で説明を終わります。
○議長(牧野 真紀子君) 質疑を許可いたします。大牟田議員。
○議員(７番 大牟田 直人君) はい、１ページについてお聞きいたします。ちょっと言葉がよく
わからなかったのでお聞かせください。マスター対応シリンダーキーを別付けして、共通のマス
ターをつくるということは、同じ鍵でどのキャビネットも開けるようにするっていうことで、開
けれるようにするっていうことですかね。ちょっとそこがよくわからなかったので教えてくださ
い。
○議長(牧野 真紀子君) 学校教育課長。
○学校教育課長(森 和也君) はい。お答えさせていただきます。今つけているキャビネットにつ
いては、個別に全部キーの種類が違いますので、それだと、大規模校になったらすべて別のもの
で管理する必要があります。それを共通のマスターキーにすることによって一元管理ができます
ので、それに取り替えるっていう今回の変更になっております。
○議長(牧野 真紀子君) よろしいですか。はい。ほかにございませんか。はい、濱田議員。
○議員(４番 濱田 幸君) はい。この普通教室及び特別支援学級数の増加っていうのは、これは
何かどういった理由があるのでしょうか。
○議長(牧野 真紀子君) 学校教育課長。
○学校教育課長(森 和也君) はい。お答えさせていただきます。普通教室の増加というのは、児
童生徒数の増加に伴うもので、特別支援学級の増加というのも対象のお子さんが増えた、そのた
めに、もともと普通教室として使っていたところについては、今回アクセスポイントをつける予
定にしていたんですけれども、その教室が足りなくなった分、特別教室の変更などで対応するよ
うにしております。そこにはまだアクセスポイントをつける予定ではありませんでしたので、そ
ちらのほうにアクセスポイントを設置するように今考えております。
○議長(牧野 真紀子君) よろしいですか。はい、ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(牧野 真紀子君) 質疑を終了し、討論を省略し、採決を行います。第２号議案、原案のと
おり決定することに賛成の方は挙手願います。
〔挙手する者１０名、挙手しない者０名〕
○議長(牧野 真紀子君) 全員賛成と認め、第２号議案は原案のとおり可決されました。
────────────・────・────────────
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日程第５．第３号議案
○議長(牧野 真紀子君) 日程第５、第３号議案、財産の取得について、新宮町立学校電子黒板購
入を議題といたします。
議案の説明を求めます。
総務課長。
○総務課長(太田 達也君) 第３号議案、財産の取得について、下記のとおり財産を取得するもの
でございます。記といたしまして１、取得財産は、新宮町立学校電子黒板購入。２、契約の方法
は、指名競争入札。３、取得金額は、２,０４７万６,５００円、うち消費税及び地方消費税額１
８６万１,５００円。４、業者名は、福岡市博多区千代２丁目１番１５号、株式会社学映システ
ム福岡営業所、所長、松尾雄一郎。５、納期は、契約締結の日から令和３年３月２９日まででご
ざいます。理由といたしまして、新宮町立学校で使用する電子黒板を購入するため、令和３年１
月１４日に指名競争入札により業者を定めましたが、その者から購入するにあたり、議会の議決
に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定により、町議会の議決を求
めるものでございます。
１ページをお願いいたします。（１）といたしまして、入札結果表を添付しております。予定
価格から消費税等を除いた金額は、２,７２０万円。これに対し、６社指名をいたしまして、３
社が入札辞退という結果となっております。（２）は概要といたしまして、電子黒板８５台及び
スタンドの学校ごとの台数を記載しております。
以上で、議案の説明を終わります。
○議長(牧野 真紀子君) 質疑を許可いたします。横大路議員。
○議員(１０番 横大路 政之君) はい、お尋ねします。一般的なニュース報道等で、こういう時
期、電子機器の商品の品不足という言葉が該当するかわかりませんが、という状況がよく報道さ
れておるんですが、今回の契約、３月末までに納期を設定されていますが、納期どおり見通しは
立っているんでしょうか。納入される予定はきちんと守られるんでしょうか、それをお尋ねしま
す。
○議長(牧野 真紀子君) 学校教育課長。
○学校教育課長(森 和也君) はい。お答えさせていただきます。入札の前から、私どもその件に
ついては不安視がありましたので、業者なりと何社か確認させた中でできるということがありま
したので入札を執行させていただいています。落札された学映システムさんのほうにも再度確認
しましたけれども、３月中までの納品は必ずできるというお答えはいただいております。
○議長(牧野 真紀子君) よろしいですか。ほかにございませんか。質疑を終了し、討論を省略し
採決を行います。第３号議案、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
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○議長(牧野 真紀子君) よろしいですか。ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(牧野 真紀子君) 質疑を終了し、討論を省略し、採決を行います。第３号議案、原案のと
おり決定することに賛成の方は挙手願います。
〔挙手する者１０名、挙手しない者０名〕
○議長(牧野 真紀子君) 全員賛成と認め、第３号議案は原案のとおり可決されました。
────────────・────・────────────
○議長(牧野 真紀子君) お諮りいたします。本会議の会議中、誤読などによる字句、数字等の整
理訂正につきましては、会議規則第４４条の規定により、議長に委任していただきたいと思いま
すが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(牧野 真紀子君) ご異議なしと認めます。
よって、誤読などによる字句、数字の整理訂正は議長に委任していただくことに決定いたしま
した。
これをもちまして、全日程を終了し、令和３年第１回新宮町議会臨時会を閉会いたします。
お疲れさまでした。
午前10時04分閉会
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