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（ 時に午前 ９時３０分 開会 ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 皆さん、おはようございます。 

 定刻となりましたので、ただいまから福祉委員会を開催いたします。 

 去る４日の本会議において福祉委員会に付託となりました議案について御審議いただくわけで

すが、その前に市長から御挨拶を受けたいと思います。 

 永田市長。 

市  長（永田 純夫君） 

 おはようございます。 

 委員の皆様方には大変お忙しい中、早朝より福祉委員会への御出席、大変御苦労さまでござい

ます。 

 コロナのことなんでございますけども、第６波、ピークは越えて減少傾向にあるんですけども、

今回は第５波と違って下がりが非常に鈍いということで、残念なことに、今日から愛知県でもま

ん延防止等重点措置、２週間延長ということになりました。 

 一方でワクチンのほうなんですけども、比較的、３回目のワクチンも順調にいっておりますし、

今日から１１歳以下の子どもたちのワクチン接種も始まります。いろいろ御意見があるような状

況ですけども、希望者の方にはしっかり打っていただけるような体制と、また、たくさんの方に

打っていただけるように広報に努めていきたいというふうに思っております。 

 なお、一般の市民の方にはまた大変御迷惑をおかけすることになるわけでございますけども、

市民の皆様方には引き続き基本的な感染防止対策を取っていただきますように、また、広報に努

めていきたいというふうに思っております。 

 本日は付託されました案件につきまして慎重に御審議いただき、全ての案件につきまして御賛

同賜りますようにお願い申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。 

 よろしくお願いします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 どうもありがとうございました。 

 傍聴者はお見えでしょうか。 

議事調査課係長（鈴木 栄治君） 

 一般傍聴者の方はお見えになりません。 
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福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ありがとうございます。 

 では、当委員会に付託された所管は、市民環境部と健康福祉部の各所管です。 

 審議日程といたしまして、本日、市民環境部の審査をいただきまして、明日、健康福祉部の審

査をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 異議なしと認め、そのように進めさせていただきます。 

 それでは、最初に、議案第２号 令和４年度清須市一般会計予算案について、所管ごとに歳入

歳出続けて説明をお願いいたします。 

 伊藤市民課長。 

市民課長（伊藤 嘉規君） 

 市民課長の伊藤でございます。 

 議案第２号 令和４年度清須市一般会計歳入予算のうち市民環境部の所管分につきましては私

のほうから一括して御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、令和４年度一般会計・特別会計予算書及び説明書の１６、１７ページをお願いいた

します。 

 １３款分担金及び負担金、１項負担金、２目衛生費負担金、本年度予算額２千５１４万３千円

のうち１節保健衛生費負担金、説明欄の２行目、斎苑施設周辺環境改善費負担金２千４１３万９

千円でございます。 

 １４款使用料及び手数料、１項使用料、３目衛生使用料、本年度予算額２４万円、１節保健衛

生使用料で、新川墓地使用料でございます。 

 ４目農林水産業使用料、本年度予算額２０万８千円、１節農業使用料で、市民農園使用料でご

ざいます。 

 ５目商工使用料、本年度予算額１千８３０万５千円、１節商工使用料で、清洲城天主閣入場料

と芸能文化館等使用料でございます。 

 １枚はねていただきまして、１８、１９ページをお願いいたします。 

 ２項手数料、１目総務手数料、本年度予算額２千３６８万７千円のうち１節総務管理手数料、

説明欄の１行目、自動車臨時運行許可手数料２６万５千円と３節戸籍住民基本台帳手数料２千１
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８万２千円、説明欄の一番上、戸籍手数料から一番下、その他証明等手数料まででございます。 

 ２目衛生手数料、本年度予算額１億５千９０５万１千円のうち１節保健衛生手数料、説明欄の

１行目、新川墓地清掃管理手数料４３万１千円と２節清掃手数料１億５千５９９万円、説明欄の

一番上、家庭系一般廃棄物処理手数料から一番下、浄化槽清掃業許可申請手数料まででございま

す。 

 １枚はねていただきまして、２０、２１ページをお願いいたします。 

 １５款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、本年度予算額２千１１８万４千

円、１節総務管理費補助金、社会保障・税番号制度システム整備費補助金と２節戸籍住民基本台

帳費補助金、マイナンバーカード交付事務費補助金とマイナポイント事業費補助金でございます。 

 ４目商工費国庫補助金、本年度予算額１千３０９万７千円、１節商工費補助金、地方創生推進

交付金でございます。 

 １枚はねていただきまして、２２、２３ページをお願いいたします。 

 ３項国庫委託金、１目総務費委託金、本年度予算額７２万２千円のうち２節戸籍住民基本台帳

費委託金６９万２千円、中長期在留者住居地届出等事務委託金でございます。 

 ２目民生費委託金、本年度予算額１千１８１万２千円のうち１節社会福祉費委託金１千１５７

万５千円、国民年金事務費交付金でございます。 

 １６款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金、本年度予算額１０億８千４０１万４千

円のうち１節社会福祉費負担金、説明欄の１行目、国民健康保険基盤安定負担金から３行目の後

期高齢者医療保険基盤安定負担金までで、合わせて２億９千９１８万７千円でございます。 

 １枚はねていただきまして、２４、２５ページをお願いいたします。 

 ２項県補助金、２目民生費県補助金、本年度予算額４億２千１８４万１千円のうち１節社会福

祉費補助金、説明欄の１行目、福祉医療費支給事業補助金１億９千９４２万５千円、その下２行

目、後期高齢者福祉医療支給事業補助金５千４３５万８千円でございます。 

 ３目衛生費県補助金、本年度予算額１千６６万６千円のうち１節保健衛生費補助金、説明欄の

１行目、住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金１１４万５千円でございます。 

 ４目農林水産業費県補助金、本年度予算額２千３４０万３千円、１節農業費補助金、説明欄の

１行目、農業委員会交付金から３行目、国有農地等管理処分事業事務取扱交付金までで、合わせ

て１４２万８千円でございます。 

 １枚はねていただきまして、２６、２７ページをお願いいたします。 
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 ５目商工費県補助金、本年度予算額２４０万１千円、１節商工費補助金で、説明欄の一番上、

げんき商店街推進事業費補助金から一番下、首都圏人材確保支援事業費補助金まででございます。 

 ３項県委託金、１目総務費委託金、本年度予算額１億７千１２３万７千円のうち４節統計調整

費委託金、説明欄の１行目、人口動態調査事務市町村交付金７万３千円とその下２行目、人口動

向調査事務市町村交付金７万４千円でございます。 

 １枚はねていただきまして、２８、２９ページをお願いいたします。 

 ３目衛生費委託金、本年度予算額２４万８千円、１節保健衛生費委託金で、地下水位調査委託

金と地盤沈下観測所管理委託金でございます。 

 ２枚はねていただきまして、３２、３３ページをお願いいたします。 

 ２１款諸収入、３項貸付金元利収入、１目貸付金元利収入、本年度予算額１億２千３６９万３

千円のうち１節貸付金元利収入、説明欄の１行目、金融信用貸付金収入２００万円とその下２行

目、商工業振興資金収入１億５００万円でございます。 

 ５項雑入、２目雑入、本年度予算額１１億５千９５１万３千円、１枚はねていただきまして、

３４、３５ページをお願いいたします。 

 ４節衛生費雑入のうち説明欄の３行目、不法投棄未然防止事業協力金から８行目、廃油売却代

金までで、合わせて２千３４６万７千円でございます。 

 ５節農林水産業費雑入のうち説明欄の１行目、農業者年金事務委託金から４行目、農業体験塾

参加料までと一番下の雑入で、合わせて１５１万円でございます。 

 ６節商工費雑入、本年度予算額７５万１千円、商工業振興資金貸付信用保証料返戻金と１枚は

ねていただきまして、３６、３７ページをお願いいたします。上段一番上でございます。清洲城

双眼鏡等使用料から一番下、雑入まででございます。 

 令和４年度一般会計歳入予算のうち市民環境部所管分につきましては、以上でございます。 

 引き続き、市民環境部歳出予算について、各担当課長より御説明させていただきます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 伊藤課長。 

市民課長（伊藤 嘉規君） 

 まず、最初に、市民課所管分から御説明いたします。 

 ４８、４９ページをお願いいたします。 

 ２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費、本年度予算額１億９千１４
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５万９千円、１節報酬から１８節負担金、補助及び交付金まででございます。 

 主な内容といたしましては、戸籍システム管理事務費２千４２６万円、マイナンバーカード交

付費４２１万１千円、窓口管理費４千８９８万６千円でございます。 

 市民課所管分につきましては以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 篠田課長。 

保険年金課長（篠田 敬幸君） 

 保険年金課、篠田でございます。保険年金課所管分について御説明させていただきます。 

 ５４、５５ページをお願いいたします。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、本年度２５億９９６万円のうち５５ペー

ジ中ほど、１８節負担金、補助及び交付金と２７節繰出金。 

 保険年金課所管分は説明の欄を御覧いただき、下から９行目、国民年金費３６万９千円。主な

内容といたしましては、第１号被保険者の加入等に関する事務交付金でございます。 

 そのすぐ下になります。 

 国民健康保険特別会計繰出金６億４千３６６万６千円。主な内容といたしましては、職員給与

費繰出金から５７ページ、その他繰出金までです。 

 また、５５ページ下から３行目、未就学児均等割保険税繰出金４５３万２千円は本年度より計

上いたしました。 

 １枚おめくりいただきまして、５６、５７ページをお願いいたします。 

 ５７ページ、説明の欄、上から８行目、後期高齢者医療特別会計繰出金７億６千７５３万５千

円。主な内容といたしましては、職員給与費繰出金から療養給付費繰出金までです。 

 １枚おめくりいただきまして、５８、５９ページをお願いいたします。 

 ５８ページ中ほどを御覧いただき、４目福祉医療費、本年度８億１千３６６万１千円のうち５

９ページ、説明の欄、８節旅費から１９節扶助費までです。主な内容といしましては、事務費及

び子ども、障害者、精神障害者、母子・父子家庭及び後期高齢者等の保険適用となる医療費の自

己負担分を支給するものです。 

 保険年金課所管分については以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 所課長。 
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生活環境課長（所 邦治君） 

 生活環境課長の所でございます。 

 引き続き、生活環境課所管分の歳出について御説明させていただきます。 

 ７２、７３ページをお願いいたします。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、３目環境衛生費、本年度予算額１億７千８６２万８千円、８節

旅費から１８節負担金、補助及び交付金までで、主なものとしては、五条広域事務組合の斎苑施

設負担金として８千１２８万３千円、斎苑施設周辺環境改善費として８千８４７万８千円でござ

います。 

 五条広域事務組合の建設する斎苑施設の竣工に伴い、斎苑施設負担金が前年比２千２７９万６

千円の減額、また、一場地区の桑名町ちびっこ広場改修工事の竣工等に伴い、斎苑施設周辺環境

改善費が前年比１千７０４万７千円の減額となっております。 

 その下、４目公害対策費、本年度予算額２７９万４千円、７節報償費から１８節負担金、補助

及び交付金までで、内容といたしましては、公害対策事務費でございます。 

 その下、４款衛生費、２項清掃費、１目清掃総務費、本年度予算額２億１千４４３万円、１８

節負担金、補助及び交付金で、五条広域事務組合清掃処理負担金でございます。 

 その下、２目塵芥処理費、本年度予算額１０億８千９６万円、７節報償費から１８節負担金、

補助及び交付金までで、主なものとしては、ごみ収集処理費９億９千６１６万４千円でございま

す。 

 ７４、７５ページをお願いいたします。 

 ４款衛生費、２項清掃費、３目し尿処理費、本年度予算額７千８１４万１千円、１２節委託料

と１８節負担金、補助及び交付金です。し尿処理費１千４８万８千円と浄化槽清掃費補助金６千

７６５万３千円でございます。 

 生活環境課所管分は以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 産業課の梶浦でございます。 

 引き続き、産業課所管分の歳出について御説明させていただきます。 

 ５款労働費、１項労働諸費、１目労働諸費、本年度予算額２０１万７千円、１８節負担金、補
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助及び交付金と２０節貸付金で、内容としましては、金融信用貸付預託金２００万円など、労働

者金融対策費でございます。 

 ６款農業水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、本年度予算額４４１万８千円、１節報酬

から１８節負担金、補助及び交付金までで、内容としましては、農業委員会委員報酬３３９万５

千円などでございます。 

 １枚はねていただきまして、７６、７７ページをお開きください。 

 ２目農業総務費、本年度予算額４千１０５万円で、１節報酬から１８節負担金、補助及び交付

金までで、主な内容としましては、食育推進費２０９万９千円でございます。 

 ３目農業振興費、本年度予算額５１７万８千円、１０節需用費から１８節負担金、補助及び交

付金までで、主な内容としましては、農業振興対策費２１８万４千円、農業振興施設費２７８万

４千円でございます。 

 １枚はねていただきまして、７８、７９ページを御覧ください。 

 ７款商工費、１項商工費、１目商工総務費、本年度予算額４千５１万７千円、２節給料から１

８節負担金、補助及び交付金までで、産業課所管分としましては、商工事務費２４万２千円でご

ざいます。 

 ２目商工業振興費、本年度予算額１億７千４８０万９千円、１０節需用費から２０節貸付金ま

でで、内容としましては、商工業振興事業補助金など商工業振興費３千３２１万４千円、商工業

振興資金預託金など中小企業金融対策費１億１千１２５万円、まちの観光・産業にぎわいプロジ

ェクト費など、まち・ひと・しごと創生総合戦略推進費３千３４万５千円でございます。 

 引き続きまして、３目観光費、本年度予算額１億１千１０万５千円、１節報酬から１８節負担

金、補助及び交付金までで、主な内容としましては、各種祭り事業補助金など観光振興費５千３

０９万８千円、清洲城費３千４８５万５千円、清洲公園・清洲古城跡公園費１千８２万９千円、

清洲ふるさとのやかた費３２６万円でございます。 

 ４目消費者行政推進費、本年度予算額２５６万３千円、１節報酬から１枚はねていただきまし

て、８０ページ、８１ページをお開きください。１８節負担金、補助及び交付金で、主な内容と

しましては、消費生活相談費など消費者生活対策費６８万９千円でございます。 

 令和４年度一般会計予算のうち市民環境部所管分の歳出につきましては、以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 
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 では、ただいまから審議に入るわけですが、質疑者、あるいは答弁者は必ず挙手をしていただ

き、指名の後、名前を名乗ってから質疑、あるいは答弁に入っていただきますようお願いいたし

ます。 

 なお、質疑についてはページごとに行います。 

 それでは、最初に、歳入の１６、１７ページ、質疑のある方の挙手をお願いいたします。 

 よろしいですか。 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 ここで、新川墓地の使用料ということなんですけども、今、各地区の墓地においても墓石を管

理しないという方々が、要は墓地離れといいますか、そういうのが大変多く出てきておると思う

んですよね。この使用料というのは、当然、年間の管理料だと思うんですけども、傾向として新

しく申し込まれる方よりも、お墓を撤去される、それとも連絡がつかないとか、そういう傾向は

どんな割合で発生しているかお聞きしたいと思います。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 所課長。 

生活環境課長（所 邦治君） 

 生活環境課長の所です。 

 今、委員がおっしゃられる歳入の新川墓地の使用料ということで、これは新規で募集をかけた

もので上げさせていただいておるんですが、まず、これから説明させていただきます。 

 まず、新川墓地の使用料は募集をかけて、１区画８万円を３区画みさせていただいております。

算出の仕方は、平成３０年度から令和３年度までの区画数の平均値ということで、３区画という

ことでお話のほうを頂いているという言い方のほうがいいと思います。市民の方から電話等で問

合せが、一応、本年度３区画来てますので、それを予算に上げさせていただいたというのが現状

であります。 

 浅井委員のお聞きしたいのは歳出の部分もなんですけれども、新川墓地の委員のおっしゃると

おり墓地離れというのが大分進んでまいりました。核家族化が進んで墓地を持たないという人た

ちも増えてきております。現在墓地、例えば亡くなられた方が見えたら、それは当然、相続人の

方に継承されてきますので、今のところ継承ができてないという問題はございません。 

浅井 泰三委員 
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 年間の管理手数料５００円でしたか、そういうものは未収ということはないということですか。

継続が全部やられるというのは。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 所課長。 

生活環境課長（所 邦治君） 

 生活環境課長の所です。 

 委員がおっしゃられてる引継ぎの件、要は、書類上の相続のお墓、例えば、お父さんが亡くな

られて息子さんがするということなんですけれども、管理料の未納はございます。実際入ってき

てないのもありまして、それは本年度でいきますと９月に督促状を送らさせていただいて、現年

度分が１９件、過年度分が１２件、催促することによっていただくことができております。 

 実際、平成２７年度分から滞納が残っていて、何とか連絡を取りながら、たった５００円なん

ですけれども、払っていただけないかということで、生活環境課のほうで連絡を入れたりして交

渉はしています。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 僕がお聞きしたいのは、行方不明者ね、要は、連絡がついて、今、課長がおっしゃる督促して

いただけんということならまだ連絡がついとるということやわね。全く連絡のつかない方ってな

いんですかとお聞きしているわけです。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 所課長。 

生活環境課長（所 邦治君） 

 生活環境課長の所です。 

 全く不明というのは今のところはないんですが。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 僕が危惧しとるのは、今、各市のもの、町で管理しているもの、地区で管理しているもの、い
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ろいろある。もちろん民間のお寺さんが管理する。今、問題が、要は、墓石をそのまま撤去せず、

行方不明者がおって年間の管理料も頂けない。僅か５００円といえども、何年か滞納といったも

のは絶対１件や２件は出とると思うんですよね。そういう傾向が増えてきた中で、私が心配する

のは、そういったものをどうやって管理してますかということね。 

 例えば、各地区で決められてる、１０年間経ったら墓石を撤去だと。連絡がつかない。また、

年間管理料を頂けない方については撤去をしちゃうんだと、こういうことが市の墓地で起きてな

いかといったことを僕、お聞きしたいんですよね。 

 それと今、所課長の話だと、そういう件はないと。未収のものを含めて、空きを含めて全部管

理されとるという理解でよろしいんですか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 所課長。 

生活環境課長（所 邦治君） 

 生活環境課長の所です。 

 そういう考えで大丈夫です。全部管理はされてます。全部どなたが今、引き継いでいるのかと

いうのは分かっております。ただ、その中で滞納が出ているのはしっかりと対応して、交渉しな

がら、委員がおっしゃられるようにたった５００円なんで、やっていかなきゃいけないなという

ふうに強く思ってます。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 最後なんですけど、とすると、今、空きのところは何件ぐらいあるんですか。今、申し込めば

墓地使用料として１区画８万円で、年間５００円の管理料を払えば新規申込みできますよね。何

年間か在住でないと資格は取れんかったんだっけ。これはなかったですか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 所課長。 

生活環境課長（所 邦治君） 

 １年在住です。 

 今、委員の御質問の空き区画、こちらのほうは３月１日現在１１３区画ございます。 
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福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 そんなに残っているの。全部で幾つあったんだっけ。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 所課長。 

生活環境課長（所 邦治君） 

 生活環境課長の所です。 

 全区画で９７６ございます。助七の共同墓地ということで、大昔に道路の拡幅工事のために移

転された無償の区画が２つ、それと地形の陥没等によって今現在借りたい方にお勧めできない区

画が１０区画、使用中区画が８５１区画で、先ほど申し上げました空き区画が１１３区画でござ

います。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 

 私が危惧してたんですけど、そうした管理については、使用できないものとか、そういうもの

を除けばきっちり管理ができとるということと、あとこれだけあるから、申し込めばお願いでき

ると、こういうことでよろしいですか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 所課長。 

生活環境課長（所 邦治君） 

 管理はできております。申込みのほうも年間を通じて４月、８月、１２月、この３か月間なん

ですが、広報にも掲載しておりますので、平和公園の墓地に比べると市営墓地で８万円と随分安

いものですから、どんどん使っていただけるようにＰＲしていきたいと考えております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅井委員。 

浅井 泰三委員 
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 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 そのほかよろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 １８、１９ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ２０、２１ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ２２、２３ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ２４、２５ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ２６、２７ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ２８、２９ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ３２、３３ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ３４、３５ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 
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 ３６、３７ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 では、歳出に移ります。 

 ４８、４９ページお願いします。 

 林委員。 

林 真子委員 

 林です。 

 １点、マイナンバーカードの件で確認なんですが、これは歳入のほうもそうだったんですけれ

ども、個人番号カードが愛称であるマイナンバーカードという名称にこの予算では統一されてい

るということでよろしいですか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 伊藤課長。 

市民課長（伊藤 嘉規君） 

 市民課長、伊藤でございます。 

 そのとおりでございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 今年度ですね、令和４年度の１年間でどのぐらい普及を押し上げようとされていて、それにつ

いてどのような手だてというか、考えておられるのかお聞かせください。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 伊藤課長。 

市民課長（伊藤 嘉規君） 

 令和４年度中に国の目標といたしましては、ほぼ全ての国民がということを国のほうが言って

おりますので、その目標に近づけるように努力はしていきたいと思っております。そのために交

付申請のサービスですね、申込みのサービスという形で写真撮影のほうを始めておりまして、た

くさんの方に今、来ていただいている状況でございます。 

 また、交付管理システムのほうも導入いたしまして、予約も受け付けて、窓口の混雑回避に努
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めていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 林です。ありがとうございます。 

 大変な目標でありますけれども、努力していただきたいということと、あと１点ですね。まだ

カードを作られてない方に封書とかで、マイナンバーカードを作りましょうってお願いをされて

るんじゃないかと思うんですけれども、高齢者の方ですと、それを頂いても、申請は郵送でする

という形だと思うんですけども、その以降が、次は進めないということがありますので、先般、

質問の中で岸本議員も言われてましたけど、このマイナンバーカードの申請だとか、マイナポイ

ントの関係だとかを通じて、スマホの使い方みたいなことを前もお願いしたように地域に出張っ

ていただいて、そういうことも考えていただけないかなと連携をしながら思うんですけども、い

かがでしょうか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 市民課長。 

市民課長（伊藤 嘉規君） 

 コロナの状態がまだ引き続き感染者が増えておりますので、今、収まっている状況ではござい

ますけども、コロナの状況等も考えまして、そういった形で何人か集まっていただいたところに

出向いて、そういったことで申請のほうをお手伝いするというようなことも今後考えていきたい

と思っております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 ありがとうございます。 

 自治体によっては申請の車を出しているところまでありますので、そのぐらいしないと進まな

いと思いますので、また、しっかりお願いしたいと思います。 

 以上です。 
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福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 そのほかは。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ５４、５５ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ５６、５７ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ５８、５９ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 では、７２、７３ページ。 

 林委員、どうぞ。 

林 真子委員 

 ２点ほどお聞きしたいんですが、まず、１点目に斎苑施設費のほうでお聞きしたいんですが、

黄色い本の１９１ページになります。 

 現況をお聞きしたいんですけれども、この斎苑のほうですね、６月１０日に供用開始をされた

わけですけれども、その進み具合というか、これまで大体何体ぐらい火葬されているのか。 

 もう１点は、私、以前にお聞きしたときに管内はいいんですけども、地域以外の伸びがまだと

いうふうにお聞きしたんですが、その辺の現況、清須市以外の方の利用状況とか教えてください。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 所課長。 

生活環境課長（所 邦治君） 

 生活環境課長の所です。 

 まず、火葬件数のほうからですが、６月１０日供用開始されてから２月末までの最新が出てお

りますので、御報告したいと思います。 

 一般火葬件数ですが、１千３３９件、そのうち清須市が４９３件、あま市が６８５件、管外に
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つきましては１６１件でございます。管外につきましては圧倒的に北名古屋市が多くて、２番目

に大治町で、３番目が稲沢市でございます。 

 管外のほうを増やすというＰＲなんですが、なかなか直接ＰＲというものは難しいものですか

ら、葬祭業者を通じまして五条川斎苑ができましたということをお伝えして、徐々に管外利用者

も増えてきております。利用された方の口コミですね、施設がきれいなものですから、その口コ

ミによって今後利用者が増えていくというふうにも考えております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 本当にしっかり管理もされておりますし、私も動物のほうで使わせていただいたんですが、非

常に対応もよかったということで、今後もしっかりと運営していただきながら、ぜひ、いろんな

業者を通じてＰＲをしていって、組合事業でございますけど、本当に順調にいくようにまたよろ

しくお願いします。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅野副委員長。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 １点だけお願いいたします。 

 斎苑の関係なんですが、私は組合議員をやっとるもんで、ここで聞くのは、そちらで聞いてく

れというお話しになるかもしれませんけれども、ちょっとだけお聞きします。 

 火葬場にお邪魔しまして、１１時過ぎになりますと、それから待ってる時間は１時間、１時間

半になりますよね。そうすると、変な話ですが、おなかがすいてどうのこうのという時間になり

ますので、ただ、あそこはお弁当とか、そういうものは持込みができないんですよね。ですから、

簡単な助六とか、ちょっとした弁当も持って、そういう形を取ることはできないだろうかという

話をよく聞くんですよ。そちらのほうでそういう話が入っておると思うんですが、その点どうで

しょうか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 所課長。 
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生活環境課長（所 邦治君） 

 今、委員の御要望、地元からの御要望だと思うんですが、こちらのほうで分かりましたという

ことで何とか考えますということはなかなか言えないものですから、これは組合のほうとしっか

りと、こういう要望がありますというお話を聞いておりますということを伝えながら、また、い

ろいろ今後のことも考えていこうかなという形でとどめさせていただいてよろしいでしょうか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅野副委員長。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 私も組合議員がここでというのは場違いだったかもしれませんけど、そういう話があるという

ことだけはよろしくお願いいたします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 今のところで、周辺の環境改善費ということで、私の地元の春日地区内でもいろいろ進んでお

りますけど、この予算に関しての現況だけお聞かせください。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 所課長。 

生活環境課長（所 邦治君） 

 所です。 

 予算計上ということで生活環境課になっておりますが、その中には工事関係等ございます。工

事のことで詳細というのはなかなかお話しすることができないんですが、令和４年度に計上させ

ていただいております工事といたしましては、これは構成市負担事業でございます市道野田町１

号線整備費が１千３５０万円計上しております。工事延長が１６８メートル、それと清須市単独

事業といたしまして市道の朝日貝塚東線整備費が２千万円、これが２００メートルです。市道野

田町舟付１号線整備費ということで、これは水路整備ということで６０メートル、３千１５０万

円の予算が計上してあります。 

 それと、一場公民館の整備費といたしまして、これは償還金が１千７４７万８千円ということ

でございます。 

 生活環境課が担当する事業でございます、まずは、地区倉庫の整備費、上之切地区と中之切地
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区を予定しております。１地区２５０万円ずつで、合計して５００万円計上させていただいてお

ります。 

 それと、野田町の公会堂の整備費ということで、神明社の中に既存の野田町公会堂がございま

すが、こちらのほうの建替えということで、実施設計等で１００万円を計上させていただいてお

ります。 

 こちらのほうは斎苑周辺環境改善費の内訳ということでございます。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 御丁寧にありがとうございます。 

 一応、順調に要望どおりに進んでいるということで、しっかりとお願いしたいと思います。 

 もう１点ですね、今度はごみ収集処理費の件でお聞きしたいんですが、黄色い本の１９２ペー

ジのほうなんですけれども、ここを見ますと、指定ごみ袋の事業費が非常に増えてるということ

で、ごみの処分量は変更ないんですが、この要因をお聞かせください。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 所課長。 

生活環境課長（所 邦治君） 

 生活環境課長の所です。 

 委員のおっしゃいますように、ごみ収集処理の事務費のほうで２千８００万円ほど増額してお

ります。これはごみ袋を作っておるんですが、原油価格の高騰ということで、１セットあたりの

単価が一気に増えてしまいましたので、それが要因でございます。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 もちろん原油の影響を受けているということなんですが、生活環境課はＳＤＧｓの関係も所管

でされているということで、ちまたでは一生懸命レジ袋の削減だとか、いろんなことに取り組ん

でいるんですけども、ごみ袋の材質を変えるのは難しいと思うんですけど、こんなに原油に影響
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されているわけですから、環境に配慮して、こういったことを何かお考えになったことはあるの

か、対策というか、環境という面に配慮したごみ袋の考え方がもし何かありましたらお聞かせく

ださい。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 所課長。 

生活環境課長（所 邦治君） 

 生活環境課の所です。 

 プラスチック資源の循環促進法が４月に施行予定ということになっております。 

 その中で委員のおっしゃられるように、生活環境課の中でもＳＤＧｓ、ごみの減量化、市民の

方にごみを出すのを少なくしてくれというばかりではなくて、我々もやっていかなきゃいけない

というふうに思って、ごみ袋の厚みが今までが相当厚かったもんですから、本年度から破れない

程度に薄くさせていただきました。 

 それによって、ごみ袋のみで家庭系のごみ袋で年間２２トン、事業系、御商売屋さんの茶色の

ごみ袋で３．８トンのごみの減量化ができるということで、それを令和４年度６月ぐらいから新

しい材質で入ってくると思うんですが、減量化ということで、ごみ袋の規格の厚みだけなんです

が、本当に０．００５ミリですね、例えば、可燃の大でいきますと０．００５ミリ、不燃の大で

いきますと、不燃は材質がいいもんですから０．０２ミリ、ほかにも全てのごみ袋の種類で薄く

してますけれども、それで先ほど申し上げましたように、ごみの減量化ができるということで、

生活環境課のほうもＳＤＧｓ、ごみの減量化を一生懸命やっていきたいと思っております。６月

ぐらいからどんどん新しい品質のものが市場に出回るという形になっております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 ありがとうございます。 

 ぜひ、そういう御努力をまた続けていっていただいて、市民の皆さんにもいい啓発になると思

いますので、よろしくお願いします。 

 あと１点だけ、不法投棄の処分業務ということで、こちらも少し増えているんです。最近、不

法投棄が令和４年度は増えてきていると、そういうことでよろしいでしょうか。 
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福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 所課長。 

生活環境課長（所 邦治君） 

 生活環境課長の所です。 

 平成の終わりに比べますと、大型の家電、例えば洗濯機とか冷蔵庫がいきなり路肩に捨ててあ

るというのは大分減り、ほぼありません。今は一般家庭ごみ、ごみ袋ですね、ちゃんと袋に入っ

ているのにそれが河川敷に捨ててあるとか、大型家電から不燃系の小さな燃えないごみに変わっ

てきております。 

 今回の一般質問でも、市民からの情報がたくさん入ってきておるというふうに私、答弁したん

ですけれども、実際、そのような形で迅速に動いて、正直言って処分量は増えてます。一旦減っ

たんですが、何でもかんでもコロナのせいにはしちゃいけないと思うんですけれども、増えてお

るもんですから、中に入ってる予算の額は以前に比べて大きいです。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 なかなか大変なことではあるんですけれども、本当に意識を変えていただくとか、その辺ぐら

いしかやれることはないと思うんですけども、カメラをつけることは無理にしても、すごく廃棄

が多いところは捨てないようにという啓発で新たにもう少し積極的に考えていただけるとこの処

分料量も減りますし、現課の負担も減っていくんじゃないかなと思いますので、これは要望だけ

ですけど、もっと皆さんに啓発できるような何か方法があったら、ぜひまた考えていただきたい

と思います。今何かあれば。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 所課長。 

生活環境課長（所 邦治君） 

 今、委員のほうから防犯カメラというお話が出たんですけれども、防犯カメラで映したり、ダ

ミーの防犯カメラとかいろいろあるんですけれども、顔を隠したり、何かしたらそれで終わっち

ゃうんで、どこの市町もなかなかそれの対応に苦慮しとる部分がございます。 

 今は私どもがよく現地のほうに貼らせていただくのは、防犯カメラ設置中という黄色い大きな
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ポスターのようなもの、ポスターサイズまではいきませんが、看板がございます。警察のほうか

らもらってくるんですけれども、清須市というのと警察の名前が西枇杷島警察というのが入ると

非常に効果が上がるものですから、それを警察のほうに取りにいったりしとるというのがござい

ます。ただ、警察のほうも数に限りがございますので、警察のほうには連名で看板を造らさせて

くださいということをお願いしておりますので、同じような形のデザインの警告看板を造ろうと

思ってます。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 大変有効な取組だと思いますので、またぜひよろしくお願いします。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ７４、７５ページ。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ７６、７７ページ。 

 林委員。 

林 真子委員 

 管理費のほうで１点だけお聞きします。 

 ２０４ページのほうに書いてありまして、今回、区画が減るわけですけれども、現在、この区

画数に対してどのぐらい皆さん利用されていて、土地の返還によった閉鎖によって何か使いたい

方が使えないとか、そういう影響は今年度出ないのか、そのあたり、大体のことでいいですけど、

お聞かせください。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 梶浦課長。 
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産業課長（梶浦 庄治君） 

 産業課、梶浦でございます。 

 委員のおっしゃられた農園が減るということは、寺野第２レジャー農園になります。寺野第２

レジャー農園につきましては、平成３０年から開園をしておりまして、今回、地主のほうから返

還をしてほしいということで返還をさせていただきます。 

 現在、寺野第２レジャー農園につきましては３２区画ございまして、そのうちほぼ全部使って

るという状況でして、４月の返還に向けまして、今、寺野第１、また御希望がありました助七等

の希望を取りまして、そちらのほうで何とか継続して使っていただける方は使っていただけるよ

うに、今、事務作業をしておりまして、ほぼ希望者のみになりますが、全てのレジャー農園のほ

うに移行はできている状況でございます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 ありがとうございます。 

 楽しんでやってらっしゃる方は多くありますので、また、これからも利用の希望の方に予算の

範囲内ですけれども、使っていただけるようにお願いしたいと思います。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 久野委員。 

久野 茂委員 

 今の関連でお伺いしますけども、新しくレジャー農園の募集というのはされないんですか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 産業課長、梶浦です。 

 新しい募集につきましては、既に広報で募集をしておりまして、何件かほかのレジャー農園も

合わせて募集のほうは既に来ていただいております。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 
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 久野委員。 

久野 茂委員 

 その結果はどうなんですか。皆さんの応募は多いんですか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 まだ途中なんですけども、募集を始めたばかりですので、例年どおりだという認識は得ており

ますけど、申し訳ございません、具体的な数は今、調べております。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 久野委員。 

久野 茂委員 

 募集はいつされたんですか。最近ですか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 ３月号広報で御案内のほうをしております。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 その他、よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ７８、７９ページ。 

 浅野副委員長。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 ふるさとのやかたをお願いします。 

 私、ふるさとのやかたに関心を持っておるんですが、黄色本の２１５ページの真ん中ほど、工

事請負費で、清洲ふるさとのやかた情報発信機能強化事業で１千５１２万５千円を書いてあるん

ですが、今現在まだ分かりませんということであればあれなんですが、分かれば分かる範囲内で

どのような形になるのか教えていただけませんでしょうか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 
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 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 産業課長の梶浦でございます。 

 ふるさとのやかたの改修につきましては、昨年度から３か年で進めております、まち・ひと・

しごと推進交付金のほうを使いまして、そちらの事業として改修のほうを進めております。 

 現況ですが、この３月の末に向けまして、来年度、お客様が少し少ない６月期に内装のほうを

改装しようということで、今、計画のほうを進めております。このまち・ひと・しごとの計画に

ついては、観光客の誘客はもちろんですが、市内の商工業者、事業者の情報発信を広くしまして、

少しでも市内の事業者のほうに売上げ等アップと物が売れるようなことをしないといけないとい

う計画でございます。その中で、清洲ふるさとのやかたについても、開設から２０年以上が経ち

まして、既存のものだけになっております。展示品につきましても、清洲城とかぶるものが多く

て、市内の事業者の振興というのはつながっていない状況がありますので、それを解消するため

に市内の事業者の製品等の販売の強化はもちろん、展示品についても、市内の事業者の情報発信

をしたいということで、展示ケースを含めて、今、改修のほうを進めさせていただいております。 

 また、清洲城のやかた一帯の地盤のウイークポイントであります飲食についても、今回、飲物

だけですけれども、コーヒー、また冷たいもの、温かいものを出したいというふうに考えており

まして、今そちらの計画のほうを進めているところでございます。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 浅野副委員長。 

福祉委員会副委員長（浅野 富典君） 

 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 今のところに関連して現状をお聞きしたいのは、先般、テレビでからあげまぶしをやってまし

て、某店舗では非常にリピーターも多く、売上げにも貢献したと。非常においしいものだったと

思います。これが１月末でスタンプを押すのが終了したと思うんですけども、何人ぐらいの方が

このスタンプに参加されたのか、今、分かりますか。 
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福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 産業課、梶浦です。 

 シールラリーにつきましては、昨年の１２月から今年の１月３１日まで実施をさせていただき

ました。各店舗ごと一食ごとにシールを配っていただくというシステムでやっておりまして、合

計７軒でＣＯＣＯ壱さんは２軒ありますので、９店舗で合計で３千５５１枚のシールが出ました。 

 また、その期間、１２月１８日にきよすフェスということで、お弁当形式ですけども、からあ

げまぶしのほうを売らせていただきました。そちらのほうが約１千食売れておりますので、この

期間だけで今４千５５１食ということになります。実際は仕入れの配り忘れとか、そういうこと

も多少、店舗からは報告がありますので、大まかですけども、恐らく６千食ぐらいは出ているん

じゃないかという報告になっております。 

 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 非常においしいもので、そうしますと、結構このプロジェクトは成功したと考えてよろしいで

しょうか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 梶浦課長。 

産業課長（梶浦 庄治君） 

 産業課長、梶浦でございます。 

 こちらにつきましては、店舗の方からも実際にお声を頂いておりまして、売上げが上がったと

いううれしい報告を頂いております。 

 また、市民の方に関しましても、シールラリーのところで応募のときにアンケートを取らせて

いただきました。非常に前向きな御意見を頂いておりまして、引き続き、ぜひ継続して盛り上げ

たいというお話も頂いておりますので、そういった面では担当者は一生懸命頑張ってくれました

ので、頑張った甲斐があったんじゃないかなというところで多少満足をしているところでござい

ます。 
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 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 ありがとうございました。 

 私どもは一生懸命食べたいと思います。また、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 そのほか、よろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 では、８０、８１ページ、いいですか。ありませんね。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 では、これで質疑を終わります。 

 次に、議案第３号 令和４年度清須市国民健康保険特別会計予算案について、歳入歳出続けて

説明をお願いいたします。 

 篠田課長。 

保険年金課長（篠田 敬幸君） 

 保険年金課、篠田でございます。 

 議案第３号 国民健康保険特別会計予算案について説明させていただきます。 

 １２４、１２５ページをお願いいたします。 

 歳入です。 

 １款国民健康保険税、１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税、本年度１３億

２千７２６万９千円、１節現年課税分、２節滞納繰越分です。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険税、本年度３千円、１節滞納繰越分です。 

 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金、本年度１千円の窓口計上、１節

過年度分です。 

 ３款療養給付費交付金、１項療養給付費交付金、１目療養給付費交付金、本年度１千円の窓口
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計上、１節過年度分です。 

 ４款県支出金、１項県交付金、１目保険給付費等交付金、本年度３９億３千１６６万５千円、

１節普通交付金分は、市が支払った保険給付費を県より交付するものです。２節特別交付金は、

保険者努力支援分、特定健康診査等負担分などです。 

 ２目財政安定化基金交付金、本年度１千円の窓口計上、１節財政安定化基金交付金です。 

 １枚おめくりいただきまして、１２６、１２７ページをお願いいたします。 

 ５款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、本年度１千円の窓口計上、１節利子

及び配当金です。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度６億４千３６６万６千円、１節

職員給与費等繰入金から６節その他繰入金まで、一般会計からの繰入金です。 

 ７款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、本年度２千万円、１節繰越金です。 

 ８款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、１目延滞金、本年度２千円、１節一般被保険者延

滞金、２節退職被保険者等延滞金です。 

 ２項雑入、１目滞納処分費、１節滞納処分費、２目一般被保険者第三者納付金、１節一般被保

険者第三者納付金、３目退職被保険者等第三者納付金、１節退職被保険者等第三者納付金、４目

一般被保険者返納金、１節一般被保険者返納金、５目退職被保険者等返納金、１節退職被保険者

等返納金、６目雑入、１節雑入。１目から６目までそれぞれ本年度１千円の窓口計上です。 

 以上で歳入の説明を終わります。 

 １枚おめくりいただきまして、１２８、１２９ページをお願いいたします。 

 歳出です。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、本年度６千７１１万２千円、１節報酬から１

３節使用料及び賃借料まで、主な内容といたしましては、職員人件費と被保険者資格管理等の事

務です。 

 ２目連合会負担金、本年度９０万８千円、１８節負担金、補助及び交付金で、国保連合会への

負担金でございます。 

 ２項徴収費、１目賦課徴収費、本年度３１９万６千円、１０節需用費から１２節委託料で、賦

課徴収に係る事務費でございます。 

 ２目滞納処分費、本年度２千円、１０節需用費と１１節役務費で、滞納処分に係る事務費です。 

 ３項運営協議会費、１目運営協議会費、本年度３５万１千円、１節報酬と１０節需用費で、国
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民健康保険運営協議会に係る事務費です。 

 １枚おめくりいただき、１３０、１３１ページをお願いいたします。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費、本年度３４億２千１０３万６

千円、２目退職被保険者等療養給付費、本年度１千円の窓口計上、３目一般被保険者療養費、本

年度４千７８７万円、４目退職被保険者等療養費、本年度１千円の窓口計上。１目から４目まで

いずれも１８節負担金、補助及び交付金で、内容は、医療費支給等に関するものでございます。 

 ５目審査支払手数料、本年度１千３７万９千円、１２節委託料でございます。 

 ２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、本年度４億１千８０３万３千円、２目退職被

保険者等高額療養費、本年度１千円の窓口計上、３目一般被保険者高額介護合算療養費、本年度

１００万円、４目退職被保険者等高額介護合算療養費、本年度１千円の窓口計上。１目から４目

までいずれも１８節負担金、補助及び交付金で、主に入院等で、医療費が高額になった場合の支

給でございます。 

 ３項移送費、１目一般被保険者移送費、２目退職被保険者等移送費、いずれも本年度１千円の

窓口計上です。１８節負担金、補助及び交付金でございます。 

 １枚おめくりいただきまして、１３２、１３３ページをお願いいたします。 

 ４項出産育児諸費、１目出産育児一時金、本年度２千９４０万円、１８節負担金、補助及び交

付金、出産育児一時金の支給です。 

 ２目支払手数料、本年度１万５千円、１２節委託料、出産育児一時金支給における国保連合会

へ支払う手数料です。 

 ５項葬祭諸費、１目葬祭費、本年度３７５万円、１８節負担金、補助及び交付金、国保加入者

が死亡した際の葬祭費の支給でございます。 

 ６項傷病手当金、１目傷病手当金、本年度１００万円、１８節負担金、補助及び交付金、新型

コロナウイルスに感染し、療養のため労務に服することのできない場合、対象となる手当でござ

います。 

 ３款国民健康保険事業費納付金、１項医療給付費、１目一般被保険者医療給付費、本年度１２

億４千６６９万８千円、２目退職被保険者医療給付費、本年度４５万９千円。 

１枚おめくりいただきまして、１３４、１３５ページをお願いいたします。 

２項後期高齢者支援金、１目一般被保険者後期高齢者支援金、本年度４億４８０万９千円、３

項介護納付金、１目介護納付金、本年度１億８千３７６万２千円。１項から３項まで全て１８節
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負担金、補助及び交付金、愛知県の支払う事業費納付金でございます。 

 ４款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、１目高額医療費共同事業医療費拠出金、本年度１

千円の窓口計上、２目保険財政共同安定化事業拠出金、本年度１千円の窓口計上。いずれも１８

節負担金、補助及び交付金です。 

 ５款財政安定化基金拠出金、１項財政安定化基金拠出金、１目財政安定化基金拠出金、本年度

１千円の窓口計上、１８節負担金、補助及び交付金です。 

 １枚おめくりいただきまして、１３６、１３７ページをお願いいたします。 

 ６款保健事業費、１項特定健康診査等事業費、１目特定健康診査等事業費、本年度４千８５４

万６千円、１０節需用費から１２節委託料まで、特定健康診査及び特定保健指導の事業費でござ

います。 

 ２項保健事業費、１目疾病予防費、本年度８０４万５千円、７節報償費から１８節負担金、補

助及び交付金まで、疾病予防費でございます。 

 ７款基金積立金、１項基金積立金、１目財政調整基金積立金、本年度１千円の窓口計上、２４

節積立金です。 

 ８款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者保険税還付金、本年度６００万

円、２目退職被保険者等保険税還付金、本年度１０万円、３目一般被保険者還付加算金、本年度

１０万円、４目退職被保険者等還付加算金、本年度１千円の窓口計上、５目償還金、本年度３万

２千円、いずれも２２節償還金、利子及び割引料。主な内容は、過年度における資格異動等に関

する還付金等及び国・県への返還金です。 

 １枚おめくりいただきまして、１３８、１３９ページをお願いいたします。 

 ２項繰出金、１目一般会計繰出金、本年度１千円の窓口計上、２７節繰出金、一般会計への繰

出金です。 

 ９款予備費、１項予備費、１目予備費、本年度２千万円、２８節予備費です。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ありがとうございます。 

 それでは質疑に入ります。 

 質疑のある方の挙手をお願いいたします。 

 林委員。 
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林 真子委員 

 林です。 

 いつもお聞きしてます収納課のほうになるんですけども、今回の収納率をお聞かせください。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 三輪課長。 

総務部次長兼収納課長（三輪 好邦君） 

 収納課、三輪です。 

 新年度予算目標として、市税同様、前年度実績に０．１を超えるということを目標と設定して

おります。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 頭のほうを聞き取れなくて、すみません、何％。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 三輪課長。 

総務部次長兼収納課長（三輪 好邦君） 

 市税と合わせて同じ国保税を徴収しておりますので、国保税につきましても前年度実績プラス

０．１を目標としております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 今、私、浮かばないので、数字で頂けるとありがたいんですが。 

市民環境部長（石田 隆君） 

 令和４年度目標収納率ですが、令和２年度決算の収納率に０．１％を乗じまして、具体的な数

字で申しますと９３．１４％の収納率を目標としております。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 
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林 真子委員 

 先般、本会議場でもなっていたんですけど、県が求めている収納率というのは何％でしょうか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 篠田課長。 

保険年金課長（篠田 敬幸君） 

 保険年金課、篠田でございます。 

 県が求めてる目標収納率は９４．７８％になります。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 ちょっと足りない気がしておりまして、本当に過去を見ましても随分努力してきていただいて

いて、じわじわと本当に伸ばしてきていただいたんですけども、やはりこれは県の求めるところ

に近づけていかないといけないんじゃないかなと思うんですね。そういった意味で、大変なこと

ではあるんですが、今年度何か新しくこうした、払えるのに払っていない方からどう頂くかとい

うこと、何か新しい方策がありましたら教えてください。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 三輪課長。 

総務部次長兼収納課長（三輪 好邦君） 

 収納課長、三輪です。 

 収納課のほうでは市税と合わせて国保税を徴収しております。督促状を送った後に納税相談等

を実施しており、そのときに収入と支出のバランスを考慮した相談折衝を行って、納税意欲に乏

しい方については差押えを実施しています。 

 令和４年度から現在スマホを使ったアプリ納付をやっておりますが、さらなる利便性の向上に

向けて、４月からａｕペイとそれからファミペイを追加し、収納率につながるよう努めてまいり

たいと考えております。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 
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 いろいろ本当に御努力されておりますし、大変なことではあると思うんですけども、私、収納

対策の実施状況というのを調べてみまして、最新のものかどうか分からないんですが、今おっし

ゃったような相談ですとか、徴収方法の改善なんかはほとんど９割か半分以上の自治体がやって

おります。そうした中で滞納処分なんですけども、もちろん財産調査とか差押えについてはほぼ

１００％近くやっていると。こうした中で、私も初めて知ったんですけども、インターネット公

売ですとか、タイヤロックといって車をロックしてしまうという、すごいことやっているなとい

う、こういうところが４割ぐらいあるということで、大変なコロナの状況もありますし、本当に

払えなくて大変な方もありますし、ものすごく努力されて払っている方もあるしということで、

非常に苦しいところではあるんですが、やはりどうしても県の求めるところに近づいていかなけ

ればいけないと思いますので、何かこうした他の自治体の滞納処分の対応とか検討していただい

て、あまり私も露骨なひどいことはしたくはないんですけれど、税の公平性というところから見

て、また、これは県の運営になりますので、ぜひ、こうしたところを研究していただいて、ここ

の差を埋めるところで何かできないか思うんですが、いかがですか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 三輪課長。 

総務部次長兼収納課長（三輪 好邦君） 

 今、委員のほうからお話ありました、他のまちを常日頃研究しとるわけですけど、令和４年度、

資材のほうはもう既に購入しておりまして、今の処分ということであればタイヤロック等も実施

するよう準備はしてございますので、納税意欲に乏しい方につきましては実施していく方針でご

ざいます。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 ありがとうございます。 

 本当に大変な御努力の中ですけども、何とか公平に払っていただけるように。また、相談の窓

口も、先般、退職されて国保に加入し忘れた方の相談を受けたことがあって、その方は窓口に行

ったんですけれども、一言だけ、遡って支払わなきゃいけませんよと。それで帰ってきてしまっ

たということがあって、その後、分納できるからということで、もう一度相談に行って分納する
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ということになったんですが、この辺が相談の体制というか、もちろん対応が間違っているわけ

ではないんですけれど、分納でもいいので、結びつけていくということが将来の滞納を減らして

いくことになりますので、相談に来られた方については黙って帰っていただくんではなくて、 

しっかりと払っていただけるような、加入していただけるような相談の体制のほうもしっかりと

取っていただきたいなと要望しておきます。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 その他、質疑はよろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 では、これで質疑を終わります。 

 議案第３号 令和４年度清須市国民健康保険特別会計予算案について採決いたします。 

 賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ありがとうございました。 

 全員賛成であります。 

 よって、議案第３号 令和４年度清須市国民健康保険特別会計予算案については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 ここで休憩をさせていただきます。 

 再開は１１時とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

（ 時に午前１０時５１分 休憩 ） 

（ 時に午前１１時００分 再開 ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 休憩前に続き、再開いたします。 

 次に、議案第５号 令和４年度清須市後期高齢者医療特別会計予算案について、歳入歳出続け

て説明をお願いいたします。 

 篠田課長。 

保険年金課長（篠田 敬幸君） 
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 保険年金課、篠田です。よろしくお願いいたします。 

 議案第５号 後期高齢者医療特別会計予算案について説明させていただきます。 

 １８０、１８１ページをお願いいたします。 

 歳入です。 

 １款後期高齢者医療保険料、１項後期高齢者医療保険料、１目特別徴収保険料、本年度４億５

千９４８万１千円、１節現年度分特別徴収保険料です。 

 ２目普通徴収保険料、本年度３億８千８５４万６千円、１節現年度課税分と２節滞納繰越分で、

いずれも普通徴収保険料です。 

 ２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、本年度７億６千７５３万５千円、１節

職員給与費繰入金から４節療養給付費繰入金、一般会計からの繰入金でございます。 

 ３款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、本年度１千円の窓口計上、１節繰越金、前年度繰越金

です。 

 ４款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、１目延滞金、本年度１千円の窓口計上、１節延滞

金です。 

 ２項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、本年度７０万５千円、１節保険料還付金です。 

 ２目還付加算金、本年度１万円、１節還付加算金です。 

 １枚おめくりいただきまして、１８２、１８３ページお願いいたします。 

 ３項雑入、１目雑入、本年度３８４万３千円、１節雑入。内容といたしましては、令和４年１

０月より医療機関における窓口自己負担分が２割負担となる加入者がいるため、被保険者証の更

新事務に係る補助金です。 

 以上、歳入の説明を終わります。 

 １枚おめくりいただきまして、１８４、１８５ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、本年度１千７４９万１千円、１節報酬から１

２節委託料まで、会計年度任用職員報酬等及び被保険者資格管理に伴う事務費です。 

 ２項徴収費、１目徴収費、本年度６５８万４千円、１０節需用費から１３節使用料及び賃借料

で、保険料徴収に伴う事務費でございます。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後期高齢者医療広域連合納付金、１目後期高齢者医

療広域連合納付金、本年度１５億９千４３３万円、１８節負担金、補助及び交付金で、主な内容
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は、保険料療養給付費及び事務費負担金です。 

 ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、本年度７１万６千円、２２節

償還金、利子及び割引料で、過年度分賦課更正による歳出還付等でございます。 

 １枚おめくりいただきまして、１８６、１８７ページを御覧ください。 

 ２項繰出金、１目一般会計繰出金、本年度１千円の窓口計上、２７節繰出金で、一般会計の繰

出金です。 

 ４款予備費、１項予備費、１目予備費、本年度１００万円、２８節予備費でございます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ありがとうございます。 

 それでは質疑に入ります。 

 質疑のある方の挙手をお願いいたします。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 では、これで質疑を終わります。 

 議案第５号 令和４年度清須市後期高齢者医療特別会計予算案について採決いたします。 

 賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ありがとうございました。 

 全員賛成であります。 

 よって、議案第５号 令和４年度清須市後期高齢者医療特別会計予算案については、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第１５号 清須市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案について説明をお願

いいたします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 篠田課長。 

保険年金課長（篠田 敬幸君） 

 保険年金課、篠田でございます。 
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 それでは、市長提出議案の２５ページをお願いいたします。 

 議案第１５号 

 清須市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案 

 上記の議案を提出する。 

 令和４年２月２４日提出 

 清須市長 永田純夫 

 提案理由 

 この案を提出するのは、清須市国民健康保険運営協議会の答申に基づき、税率及び税額の改正

を行うとともに、地方税法施行令の一部改正に伴い、未就学児に係る被保険者均等割額の５割を

減額する必要があるからです。 

 １枚おめくりいただきまして、２６ページをお願いいたします。 

 清須市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案 

 清須市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 清須市国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 

 それでは、別冊、黄緑色の参考資料①の１２ページをお願いいたします。 

 内容について御説明をさせていただきます。 

 国民健康保険税の税率改正にあたりまして、毎年、愛知県が示す標準保険税率に近づけるため

に、本年度も改正等を行うものでございます。 

 改正にあたっては、清須市国民健康保険運営協議会に諮問し、慎重に協議いただいた答申に基

づき、丸の３つ目の表のとおり税率を決めさせていただきました。 

 また、一番下の丸印の未就学児に係る被保険者均等割額の減額は、６歳に達する日以後、最初

の３月３１日以前である被保険者の均等割額の５割を減額し、公費で支援するものです。 

 表の上段は令和４年度改正後の税額、下段は５割減額した税額を示しております。 

 それでは、市長提出議案の説明資料の２６ページに戻っていただきますようお願いいたします。 

 第２条につきましては、２項から第４項まで資産割課税を廃止するため及び資産割額を削除す

るものです。 

 第３条及び第５号では、医療給付費分の税率のうち所得割を１００分の６．０２に、第５条の

均等割額を２万４千７００円に改め第４条を廃止、第５条を第４条に繰り上げるものです。 

 第６条及び第７条２までは、後期高齢者支援金等分の税率のうち所得割１００分の２．２５に
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第７条の２の均等割額を９千５００円に改め、第７条を廃止し、第７条の２を第７条に繰り上げ

るものです。 

 第８条から第９条の２までは介護納付金の税率のうち所得割を１００分の２．３４に、第９条

の２の均等割額を１万２千２００円に改め、第９条を廃止し、第９条の２を第９条に繰り上げる

ものです。 

 第２３条は７割、５割、２割の軽減措置について、納税者が不利益とならないよう被保険者１

人あたりに係る均等割額及び世帯に係る平等割額の軽減額を改正するものです。 

 第２３条の２は国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内の６歳に到達する日以後の最初の

３月３１日以前である被保険者がある場合、当該被保険者の均等割額を半額に減額するものです。 

 附則でございます。 

 １ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 ２ 改正後の清須市国民健康保険税条例の規定は、令和４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３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。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 それでは質疑に入ります。 

 質疑のある方の挙手をお願いいたします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 林です。 

 確認なんですけれども、今回３方式というんですか、ほぼ県内のところはこの３方式になって

いるということでよろしいですか。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 篠田課長。 

保険年金課長（篠田 敬幸君） 

 保険年金課、篠田でございます。 

 県内では８市町村が資産割を残しておりますが、本市はこれで抜けますので、あと７という形

になります。 
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 以上でございます。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 林委員。 

林 真子委員 

 あとは質問ということではないんですけれども、この答申内容の中で、先ほど収納率のことと

かは申し上げたんですけれども、やっぱり（３）のいかに医療費を抑制していくかということが

すごく大事だと思いますので、ぜひ、健康推進課ですとか高齢福祉課とか、いろんなところと連

携していただいて、ここはかなり大事になってくると思いますので、ぜひ、御努力をお願いした

いと思います。 

 以上です。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 よろしいですか、質疑は。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 では、これで質疑を終わります。 

 議案第１５号 清須市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案について採決いたします。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ありがとうございました。 

 全員賛成であります。 

 よって、議案第１５号 清須市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案については、原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２３号 令和３年度清須市一般会計補正予算（第１２号）案所管分について説明

をお願いいたします。 

 伊藤課長。 

市民課長（伊藤 嘉規君） 

 市民課、伊藤でございます。 

 議案第２３号 令和３年度清須市一般会計補正予算（第１２号）案の市民環境部所管分につき
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ましては、私のほうから一括で説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、令和３年度一般会計補正予算書及び説明書の５ページをお願いいたします。 

 第２表 繰越明許費補正でございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、事業名、農業委員会運営事業８万円でございます。 

 次に、歳入でございます。 

 １４、１５ページをお願いいたします。 

 １４款使用料及び手数料、２項手数料、２目衛生手数料、補正額５５７万５千円の増額、２節

清掃手数料、事業系一般廃棄物処理手数料の増額でございます。 

 １枚はねていただきまして、１６、１７ページをお願いいたします。 

 １５款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、補正額１億３千５５９万１千円

の増額のうち１節総務管理費補助金、説明欄の１行目、社会保障・税番号制度システム整備費補

助金２１５万６千円の増額でございます。 

 １６款県支出金、２項県補助金、４目農林水産業費県補助金、補正額９４万９千円の減額のう

ち１節農業費補助金、説明欄の３行目、農業委員会による情報収集等業務効率化支援事業費補助

金８万円で、先ほど繰越明許費補正で説明しました８万円の財源となります。 

 ５目商工費県補助金、補正額１７９万２千円の減額、１節商工費補助金、げんき商店街推進事

業費補助金と新あいち創造産業立地補助金の減額でございます。 

 １枚はねていただきまして、１８、１９ページをお願いいたします。 

 １８款寄附金、１項寄附金、６目商工費寄附金、補正額１０万円の増額、１節商工費寄附金で

ございます。 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 ３枚はねていただきまして、２４、２５ページをお願いいたします。 

 ２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費、補正額７９万２千円の減額、

１２節委託料、戸籍システム管理事務費の減額でございます。 

 ３枚はねていただきまして、３０、３１ページをお願いいたします。 

 ４款衛生費、２項清掃費、２目塵芥処理費、補正額３０７万１千円の増額、１２節委託料、ご

み収集処理費の増額でございます。 

 ３目し尿処理費、補正額５８８万８千円の増額、１８節負担金、補助及び交付金、浄化槽清掃



－40－ 

費補助金の増額でございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、補正額８万円の増額、冒頭で説明いたし

ました繰越明許費補正分で、１７節備品購入費、農業委員会運営費の増額でございます。 

 ７款商工費、１項商工費、１目商工総務費、補正額１５８万４千円の減額、１８節負担金、補

助及び交付金、企業再投資促進奨励金の額の確定に伴う減額でございます。 

 ２目商工業振興費につきましては、財源を組み換えるものでございます。 

 ３目観光費、補正額３千３５２万３千円の減額、１２節委託料及び１８節負担金、補助及び交

付金、尾張西枇杷島まつり事業費補助金の減額など、観光振興費の減額と清洲城管理費の減額で

ございます。 

 令和３年度一般会計補正予算市民環境部所管分につきましては、以上で説明を終わります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ありがとうございました。 

 それでは質疑に入ります。 

 質疑のある方の挙手をお願いいたします。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 では、これで質疑を終わります。 

 次に、議案第２４号 令和３年度清須市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）案について、

歳入歳出続けて説明をお願いいたします。 

 篠田課長。 

保険年金課長（篠田 敬幸君） 

 保険年金課、篠田でございます。 

 議案第２４号 令和３年度清須市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）案について説明さ

せていただきます。 

 補正予算書及び説明書の５４、５５ページをお願いいたします。 

 歳入でございます。 

 ４款県支出金、１項県交付金、１目保険給付費等交付金、補正額９千２６８万１千円の増額、

１節普通交付金分です。内容といたしましては、保険給付費の増による普通交付金の増額でござ
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います。 

 １枚おめくりいただきまして、５６、５７ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費、補正額９千２６８万１千円の

増、１８節負担金、補助及び交付金、内容といたしましては、保険給付費の増によるものでござ

います。 

 説明は以上でございます。御審議よろしくお願いいたします。 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 それでは質疑に入ります。 

 質疑のある方の挙手をお願いいたします。 

（ 「なし」の声あり ） 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 これで質疑を終わります。 

 議案第２４号 令和３年度清須市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）案について採決い

たします。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

福祉委員会委員長（高橋 哲生君） 

 ありがとうございました。 

 全員賛成であります。 

 よって、議案第２４号 令和３年度清須市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）案につい

ては、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上で福祉委員会に付託されました市民環境部所管の全議案についての審議は終了いたしまし

た。 

 明日８日午前９時３０分から健康福祉部所管について御審議いただきますので、よろしくお願

いいたします。 

 これをもちまして本日は散会いたします。 

 早朝より御苦労さまでございました。 

（ 時に午前１１時１９分 閉会 ）  
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