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○ 通告第２号 猪股 和雄 議員 

（１）P12 定額給付金 これまでに約 6 万世帯から申請があったと聞いているが、約 7000

世帯が未申請である。 

  ア 全市民への交付に向けて、見通しをどう考えているか。申請しなければやむを得な

いという考えか。 

イ 定型封筒を使って、郵送料の節減に努めるべきではなかったか。 

ウ 電算業務委託料 6100万円の委託内容と委託業者名。 

エ 申請の間違いがどれくらいあったと認識しているか。どのように対応したか。 

（２）P12「点字翻訳料」12万円の内容、対象人数、委託先。 

（３）P12人材派遣業務委託料 2112万円 派遣人数、業務内容、委託事業者名。 

   失職者・失業者を対象に緊急雇用を検討するべきではなかったか。 

   

○ 通告第３号 田中  勝 議員 

（１）P12 特別定額給付金給付事業 15,435,875,000 円 新型コロナウイルス感染症緊急経

済対策に係る特別定額給付金の給付に要する経費について 

当該事業は、表記の目的により、国民一人ひとりに 10万円が支給される事業と認識す

るが、申請手続の違いにより、給付が大幅に遅れている自治体もあると聞く。このこと

から、素朴な疑問が生じたので伺う。 

ア 本市の給付までの事務作業は、「5月 15日／申込書発送」 「5月 18日／受付開始」

「5月 19日／返送」「5月 21日／振り込み開始」の、手順で進めると示された。この

日程で円滑に進められたものと考える。この結果、現在までの進捗状況をお示し願う。 

イ 「オンライン申請が遅れの要因」と報道等で伝えられているが、本市も例外ではな

いと考える。これにより、どのような問題が生じたか、お示し願う。 

ウ 本市のマイナンバーカードの普及率とオンライン申請数をお示し願う。 

エ 先の 6 月 6 日付けの読売新聞の見出しに「寄附のお願い」で混乱…、と大きく報道

された。 

内容は、久喜市が、新型コロナウイルス対策として一律 10万円の特別定額給付金を

金融機関の口座に振り込んだことを市民に知らせる「決定通知書」に、梅田修一市長

名で「寄附のお願い」という文書を同封したことで、市民から「寄付しなければなら

ないのか」といった問い合わせが寄せられていることが分かった。という内容だ。こ

のことから、6月 14日付けの読売新聞で「寄附のお願い」を「寄附賛同のお願い」に

変え、本文も文言が不適切として「基金の趣旨に賛同する方」に修正…。「寄付は任

意であることを分かりやすくするため」と伝えている。ここで 3点伺う。 

 

議案第３６号 専決処分の承認を求めることについて 
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（ア）本文と修正内容では大きな差異はない。慌てて修正しても、いたずらに混乱を

大きくさせるだけだ。市長は、この事案をどのようにお考えか、所見を賜る。 

（イ）6月 6日の記事では、6万 7千世帯の内、4万世帯に決定通知書を発送したとあ

る。残る 2万 7千世帯の送付された内容についてお示し願う。 

（ウ）寄付について、賛同者の「人数と金額」をお示し願う。 

 

○ 通告第１２号 大橋 きよみ 議員 

（１）P12 10款・教育費 6項・保健体育費 4目・学校給食費 について 

学校臨時休業に伴う給食休止により、食材を納入する学校給食関係事業者の多くが、

深刻な影響を受けている。 

キャンセルした食材は業者に丁寧に聞き取り、全額を国が補償すると聞いているが、

県の資料をみると、久喜市は需要数調査・交付対象事業に要する経費（総事業経費）を

8,506,304円とし、3/4の 6,379,000円が補助されている。 

一般財源で 1,384,000円が充てられ合計 7,763,000円となっている。 

今回 743,304円が補正予算に入っていないため、以下伺う。 

ア マイナスになっている 743,304 円は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金を使えば 10割措置されると聞いている。どのようになっているか伺う。 

イ 補助対象経費の考え方として、食材の代金支払い・処分費用の支払いが主だと思う

が、債務不履行による損害賠償も含まれるとある。本市の内訳を伺う。 

ウ 学校給食食材売上等補償金は 4・5・6 月分（給食がなかった期間）も補償すべきで

ある。現状を伺う。 

 

○ 通告第１３号 川辺 美信 議員 

（１）P12～13 3民生費 2児童福祉費 2児童措置費 5ひとり親家庭子育て支援臨時給付

金給付事業 

  ア 久喜市独自の取り組みとして大いに評価をするところですが、対象をすべてのひと

り親家庭世帯とせず、児童扶養手当支給世帯とした理由をお伺いします。 

  イ 新型コロナウイルス感染症対策は今後も継続されますが、引き続きひとり親家庭世

帯への経済支援が必要と考えます。第 2 段・第 3 段として支給すべきですがいかがで

すか。その際には、すべてのひとり親家庭世帯とすべきですがいかがですか。 

（２）P12～13 10教育費 6保健体育費 4学校給食費 5学校給食運営事業 

ア 学校の臨時休業に伴う学校給食の食材費の補償金ということですが、学校給食の食

材として栽培をしている、農家や酪農家などすべての事業者に対して補償したものと

して理解して良いか伺います。 

 イ 今回の補正は 3月分ですが、4・5月分の補償もきちんとされるか伺います。 
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○ 通告第１５号 鈴木 松蔵 議員 

 （１）10教育費 4学校給食費 

   ア 7,763千円補償金の内訳は。 

   イ 令和 2年 3月分と説明があったが、令和 2年 4月、5月分はどう扱うのか。 
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○ 通告第９号 平間 益美 議員 

（１）会社員が加入する健康保険では傷病手当が支給されるが、国民健康保険では制度がな

かった。今回新型コロナウイルス感染に伴って、厚労省が国保加入の被用者（雇用され

ている人）についても傷病手当金を支給できると決定したことを受けての補正予算につ

いて以下伺う。 

ア 今回の厚労省の決定は、商店などの夫人や子供など家族従事者は対象となるが、個

人事業主やフリーランスは対象外である。国保加入者で個人事業主・フリーランスの

数を伺う。 

イ 自治体の裁量によって個人事業主やフリーランスを対象にすることは厚労省も容認

している。久喜市として同じ国保加入者である個人事業者やフリーランスも対象とし、

支援を行うべきと考えるが如何か。  

議案第３７号 専決処分の承認を求めることについて 
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○ 通告第４号 渡辺 昌代 議員 

（１）これまで過去 3年間分も含めた軽減分と今回の軽減による対象者数と 18歳以下の軽減

状況について伺う。 

 （２）被保険者数との割合はそれぞれどのようになるか伺う。 

 

  

議案第４０号 専決処分の承認を求めることについて 
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○ 通告第２号 猪股 和雄 議員 

（１）対策事業は、必要な事業の速やかな実施こそが求められており、基金を積み立てること

が目的ではないはずだ。 

   基金を設置して、寄付の一時的な受け入れをして、その都度できるだけ速やかに取り崩

して事業実施を行っていくと考えていいか。 

   寄付金や、市長給与や議員報酬の削減分、旅費の削減分を積み立てるほか、特に一般財

源からの積み立ては考えないで、事業予算に直接計上するということでよいか。 

（２）定額給付金の支給決定通知書に「寄付のお願い」を同封して送付したが、市民に多くの

誤解を与えてしまった。 

「寄付を強要しているように受け取られた」、「すべてが税控除の対象となるかのよう

な文章になっている」などが指摘されている。見解を問う。 

 

○ 通告第６号 並木 隆一 議員 

（１）同基金条例第 1条では、基金設置の具体的な目的がよくわからない。 

現時点では、具体的な使用目的は示せないのか。 

（２）基金積立目標額は。 

（３）現時点での、基金残高は。 

（４）以前、東日本大震災被災者支援基金を設置したときに（平成 30年 3月 31日に廃止）、

場外発売場環境整備基金（ボートピア基金）から 3000万円拠出しているが、今回の新た

な基金にはその措置をとらなかったがなぜか。 

（５）特別定額給付金の振り込み通知書に同封されていた、新型コロナウイルス感染症対策

事業基金への、寄付のお願いの文書について、市民からの問い合わせもあり、新聞やテ

レビ等で、取り上げられているが、同文書発送にいたった経緯の説明を求める。 

執行部内において、精査されていたと思うが。 

 

○ 通告第１１号 石田 利春 議員 

（１）新型コロナウイルス感染症予防対策 地域経済対策等に要する経費に充てるとし、積

み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額、及び寄附金とするとしています。 

ア 久喜市新型コロナウイルス感染症対策事業基金条例で定める対策事業は、医療従事

者の支援に関する事業、中小事業者の支援に関する事業、生活困難者の支援に関する

事業とするが、具体的な事業が確定しているのであれば説明を求める。 

イ 基金条例で定める対策事業の財源規模は、一般会計から支出し予算立てするのか。

それとも、寄付金の金額によって、左右されるものか伺う。 

議案第４１号 専決処分の承認を求めることについて 
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ウ 寄付金は、あくまでも自発的に寄付となるような取り組みが求められる。 

そのためには、これなら是非寄付したいと思えるような丁寧な事業説明と、使い方

が求められる。市民への周知はどのように進めるのか伺う。 

エ 寄付いただいた金額、活用した事業、寄付された方の公開はどのように進めていく

のか伺う。 

 

○ 通告第１３号 川辺 美信 議員 

（１）久喜市新型コロナウイルス感染症対策事業基金について次の項目をお伺いします。 

ア 基金の設置期間の考え方をお伺いします。 

イ 基金の目標額をお伺いします。 

ウ 感染症予防対策、地域経済対策等に要する経費に充てるとありますが、基金から支

払う基準をお示し下さい。併せて、基金を支払う選定はどのような組織や形態で決定

するのかお伺いします。  
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○ 通告第１３号 川辺 美信 議員 

（１）傷病手当金の支給対象者を「新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があ

り感染が疑われ、その療養のため就労できなかった期間があること。」、「就労できな

かった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全額又は一部の支給を

受けられなかったこと。」と定めています。濃厚接触者として感染が疑われ、経過観察

のため就労できないということも想定されますが、傷病手当金の対象とみなすべきです

がいかがですか。 

 

  

議案第４２号 専決処分の承認を求めることについて 
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○ 通告第５号 杉野  修 議員 

（１）新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に対し、傷病手当金を支給する

ことを専決処分したが、市が検討している「パートナーシップ制度」では、同性パート

ナーも、この傷病手当金を支給の申請が可能な対象とするのか、考えを伺う。 

 

○ 通告第１３号 川辺 美信 議員 

（１）傷病手当金の支給対象者を、「新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、

その療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受ける

ことができないこと。」、「労務に服することができない期間のうち就労を予定してい

た日があること。」と定めています。濃厚接触者として感染が疑われ、経過観察のため

就労できないということも想定されますが、傷病手当金の対象とみなすべきですがいか

がですか。 

 

  

議案第４３号 専決処分の承認を求めることについて 
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○ 通告第１号 田村 栄子 議員 

（１）P18～P19 8 感染症対策事業 10 需用費 7,524,000円  

ア 購入品目並びに、数量を伺う。 

イ 購入品の配置場所を伺う。 

ウ 購入品が消耗品である場合、今後も継続して購入していく考えか。 

 

○ 通告第２号 猪股 和雄 議員 

（１）P16 「広報くき」を 5、6月はポスティングで配布したが、地域によっては配布の遅

れなどの苦情も来ている。今後、区長の負担軽減と効率性を勘案しながら配布方法を検

討することを考えないか。（たとえば実際に配布にあたっている町内会の班長さん宅へ

の直送など） 

（２）P16 文化会館の指定管理者に、休館による減収分の補填をするが、各会館の職員や従

業員の雇用は確保されているか。臨時職員も含めて、市で指定管理者に対してどのよう

に確認しているか。 

     266万円は 3月分と聞いているが、4月分以降の補償はどう対応するか。 

    さらに 6月以降も減収が想定されるが、今後の対応の考え方を明らかにされたい。 

（３）P16 生活困窮者自立支援事業 住居確保給付金の、月ごと、直近までの申請者数と決

定数、交付人数と金額（事前に一覧表でいただきたい）。 

    今後の給付の見通し。 

    国庫負担金 525万円と市一般財源 175万円の内容は。 

（４）P18 感染症対策事業 7万円＋追加 752万円 購入（マスク、消毒液、体温計、他）数

量と配布・配備予定を明らかにされたい。備蓄分は含まれているか。 

（５）P20 プレミアム商品券 地域の消費拡大効果をどのように想定しているか。 

    昨年の商品券発行で、地域の消費拡大・景気刺激効果をどのように検証してきたか。 

（６）P20 防災備蓄品整備事業 消耗品費 636万円、備品購入費 932万円の内、福祉避難所

用の備品は 61万円だけか。その内容を細かく明らかにされたい。 

    どこの福祉避難所か。他の福祉避難所はどうするのか。備蓄、保管はどうするのか。 

（７）P20 小中学校児童生徒 1万 700名全員にタブレット端末を整備できるのはいつか。整

備計画を示されたい。 

    Wi-Fiモデルと聞いているが、ＬＴＥモデルにするか、または、今回のタブレット購入

といっしょに、ルーターを必要な台数分確保するべきではないか。 

    5月にタブレット 300台を確保したときにも、合わせてルーターの確保についても検討

したと聞いている。なぜ確保できなかったか、必要ないと判断した理由を説明されたい。 

議案第４４号 令和２年度久喜市一般会計補正予算（第２号）について 
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○ 通告第４号 渡辺 昌代 議員 

 （１）P16 2 総務費 1 総務管理費 広報発行事業 

    コロナウイルス対策としての広報紙ポスティング事業費財源組み替えと聞く。ポステ

ィング作業では全戸にきちんと配布がされたのか伺う。確認はどのように行ったのか伺

う。 

 （２）P16 2 総務費 1 総務管理費 文化会館事業 

    指定管理である文化会館の休館要請による 3月分の利用料の減額分の補償と聞いた。 

   ア 休館した分の損失補償の内訳を伺う。 

   イ 損失補償・休業補償については国の補償にならないのか。 

   ウ 文化会館の従業員（非正規・パートを問わず）すべての雇用と所得は守られている

か伺う。 

 （３）P16 3 民生費 1 社会福祉費 生活困窮者自立支援事業 

    住居確保給付金について、積算根拠を伺う。また、これまでよりも配慮された点は何

か伺う。 

    何よりも重要なのは、必要な方に情報が届く事である、周知をそのようにするのか伺

う。 

 （４）P20 7 商工費 1 商工費 13 緊急中小企業・小規模事業者事業継続給付金給付事

業 14 新規創業事業者応援給付金給付事業 

    これらについての具体的説明を求める。持続化給付金の対象外となった事業者（前年

同月比で事業収入が 30%以上減少）からとした理由を伺う。久喜市内で持続化給付金の給

付があった事業者はどれくらいと把握しているか伺う。 

  

○ 通告第５号 杉野  修 議員 

（１）P20 7 商工費 13 緊急中小企業・小規模事業者事業継続給付金給付事業 

  緊急中小企業・小規模事業者事業継続給付金給付事業について、中小企業、小規模事

業者への給付は、申請が多い場合、継続して給付していく計画はあるか伺う。 

（２）P20 消防費 防災備蓄品整備事業のうち、「個室間仕切り避難所テント」については、

「車いすで出入りが可能」なタイプもあるが、予定するテントの仕様（大きさ、出入り

口の形状、天井の有無、重量、材質）を伺う。 

 

○ 通告第７号 園部 茂雄 議員 

（１）P20 商工費 13目 緊急中小企業・小規模事業者事業継続給付金給付事業について、

事業概要とスケジュールについて伺う。申請後何日くらいで給付ができるのか伺う。 

また、国の持続化給付金事業との二重給付の防止策をどのように行うのか伺う。 
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（２）P20 商店街支援プレミアム付商品券発行事業について、スケジュールと商品券申請手

続きは 3密を避けることが必須となるが、どのような方法で行うのか伺う。 

 

○ 通告第８号 長谷川富士子議員 

 （１）P5 債務負担行為補正 島中領地区特定農業用管水路等特別対策事業負担金について 

ア 当初計画の事業期間と総事業費、市の負担割合と負担額を伺う。 

イ 追加計画の事業期間と総事業費、市の負担割合と負担額を伺う。 

ウ 追加になった理由は何か、いつ判明したのか具体的に伺う。 

エ 当初の事前調査はどこが行ったのか。 

オ この事業の責任者はどこか。 

 

○ 通告第９号 平間 益美 議員 

 （１）P20 10 教育費 1項教育総務費 16 小・中学校児童生徒用端末整備事業について 

文科省方針が学校だけの運用から、家庭での運用も行うと対象が広がった。以下伺う。 

ア 家庭でのGIGAスクール環境整備はどのように行っていくのか、スケジュールを伺う。 

イ 2月議会での補正「ネットワーク通信事業」7億 9860万円のなかには、家庭での環

境整備にかかわる財源は含まれていなかった。家庭分については市がすべて負担する

のか。 

 

○ 通告第１０号 丹野 郁夫 議員 

（１）P21 10款 教育費 小・中学校児童生徒用端末整備事業について 

   ア 文科省が示す GIGAスクール構想は 1人 1台端末としていますが、端末はパソコン又

はタブレットどちらを選択したのか。また、その理由は。 

   イ 端末の OSは何を選択するのか。また、その理由は。 

   ウ 端末は買取りとリースどちらを選択するのか。また、端末１台あたりの金額は。 

エ 端末配置のスケジュール及び優先順位についての考え方は。 

オ 教職員用端末の整備スケジュールは。 

カ 障がいのある児童生徒の支援装置の整備スケジュールは。 

   キ 端末を家庭へ持ち帰ることとした場合のセキュリティや設定に関する考え方は。 

   ク 自宅へ持ち帰る場合、日々の宿題や夏休み中の家庭学習に役立てることも可能にな

るが、方針は。 

   ケ G Suite for Education（google社）を使用することに決定した経緯は。 

   コ 県立高校とデータを連携して、学習の継続性を維持したいとの考えが平沢議員の一

般質問の中で示されたが、県外の高校に通う場合のデータ連携についての考えは。 
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○ 通告第１１号 石田 利春 議員 

（１）P10 国庫支出金 国庫補助金 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 

交付金の活用で、上下水道料金や公共施設使用料、公営住宅の家賃、給食費等の減免

も対象事業になると考えてよいか。 

（２）P18 民生費 児童福祉費 放課後児童健全育成事業 61,567千円 

 積算内容を伺う。 

（３）P18 商工費 商店街活性化補助事業 

    商店街街路灯電気料補助金 積算の内容と事業の効果の説明を求める。 

 

○ 通告第１３号 川辺 美信 議員 

（１）P20～21 7 商工費 1 商工費 2 商工業振興費 15商店街支援プレミアム付商品

券発行事業 

市内事業者への支援及び地域経済の活性化を図ることを目的にしていますが、新型コ

ロナウイルス感染症により経済的困窮に追い込まれている市民も少なくありません。商

品券の販売ではなく、市民一人当たりもしくは世帯単位に商品券を配布することで、事

業者、市民双方への支援となりますがいかがですか。 

（２）P20～21 10 教育費 1 教育総務費 3 教育指導費 16 小・中学校児童生徒用端

末整備事業 

児童生徒１人一台の端末の整備として、２月議会の答弁では「2023年までの 4年間を

かけて国の補助分 7110台、市費負担分 3554台を整備する。」というものでした。 

そこで次の項目についてお伺いします。 

ア 4年間をかけて整備する計画を 3年前倒しにした理由をお伺いします。 

イ 1人一台の端末の整備により、新型コロナウイルス感染症対策による学校の一斉休業

や、インフルエンザ等感染症による学級および学校閉鎖にも対応できるものと理解し

て良いか伺います。 

 

○ 通告第１４号 貴志 信智 議員 

（１）商店街支援プレミアム付商品券発行事業に関して以下伺う 

   ア 本事業により発行される商品券を使用できる事業者（店舗）の選定方法。 

   イ 商品券の購入に関して、どのように公平性を担保するか。 

（２）緊急中小企業・小規模事業者事業継続給付金給付事業に関して以下伺う 

   ア 本事業をどのように周知するか。 

   イ 本社の所在地は別にあって、支店や事業所として久喜市に進出している場合は対象

になるのか。 
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（３）新規創業事業者応援給付金給付事業に関して以下伺う 

   ア 本事業をどのように周知するか。 

   イ 「新規創業」をどのように定義するのか。 

（４）小・中学校児童生徒用端末整備事業に関して以下伺う 

    小中学生に 1台ずつ端末が提供される事業と理解するが、教室内で情報を共有し、端

末を有効に活用するには、各教室 1台程度の大型テレビ（スクリーン）が必要とも聞く。 

併せて整備する検討は行ったか。 
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○ 通告第４号 渡辺 昌代 議員 

（１）介護保険料の第 1段階から第 3段階までのそれぞれの基準額に対する割合はどのよう

になるのか。 

 （２）全体の構成人数とその割合はどうなるのか、1～10段階別に伺う。 

（３） 既に出されている「わたしたちの介護保険」パンフレットの訂正はどうするのか伺う。

また、すでに徴収済みの 4月・6月分についてはどのように対応するのか伺う。 

（４）第 8期介護保険事業計画の策定において、第 1段階から第 3段階までの基準額に対す

る割合、段階については、今回の改正の内容が同様に適用されるのか伺う。 

 

  

議案第４８号 久喜市介護保険条例の一部を改正する条例 
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○ 通告第１５号 鈴木 松蔵 議員 

（１）学校給食センター整備事業は順調に進んでいるのか。 

 

  

報告第１号 継続費逓次繰越額の報告について 
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○ 通告第２号 猪股 和雄 議員 

（１）P45 校内通信ネットワーク整備事業の、工事内容、工事スケジュールを明らかにされ

たい。 

（２）P45 現在はオンライン学習（授業）、オンラインホームルームや朝の会を実施しよう

としても、各学校で一度に 1クラスずつしか実施できない。この工事が終われば、複数

クラスの同時実施を行うことができるようになるか、見通しを示されたい。 

 

報告第２号 繰越明許費繰越額の報告について 


