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    ◎開会の宣告 

〇議長(福嶋尚人君) おはようございます。 

ただいまの出席議員数は16名です。定足数に達していますので、令和２年第３回新ひだか町議

会定例会を開会いたします。 

                                                                  (午前 ９時３０分) 

                                            

    ◎開議の宣告 

〇議長(福嶋尚人君) これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 なお、既にご案内のとおり、新型コロナウイルスの感染症予防対策のため、申合せ事項として

議場内では議員、説明員及び傍聴者はマスクを着用し、発言時においてもマスク着用とすること

が先日の議会運営委員会で確認されておりますので、あらかじめご了承願います。 

                                            

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、10番、谷君、11番、田畑君を指名い

たします。 

                                            

    ◎会期の決定 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から６月26日までの４日間にしたいと思います。

ご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は本日から６月26日までの４日間に決定いたしました。 

                                            

    ◎行政報告 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第３、行政報告を行います。 

 町長から行政報告の申出がありましたので、これを許します。 

 町長。 

〔町長 大野克之君登壇〕 

〇町長(大野克之君) おはようございます。お手元にお配りしてございます行政報告の資料に基

づきましご報告を申し上げます。 

初めに、１ページでございますが、新型コロナウイルス感染症に関します対応についてでござ

います。これまでの新型コロナウイルス感染症への各種対応状況につきましては、そこに記載さ

れておりますとおり主な経過と取組状況でございますけれども、内容は記載のとおりでございま

すが、これらのうち主なものを申し上げさせていただきます。１ページの中段でございますが、

５月25日でございますが、その日に発出されました新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づ
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きます国の緊急事態宣言が解除されたことを受けまして、翌５月26日から一部の町有施設を再開

することとし、ホームページ等で周知を行ったところでございます。次に、５月28日には同月15日

に町内で新たに感染が確認されました陽性患者１名に係る濃厚接触者の健康観察が終了したこと

について、これも同じくホームページ等で掲載したところでございます。 

１枚めくっていただきまして、２ページでございますが、今後の対応及び対策についてでござ

います。町主催の各種イベント等につきましては、今後も国、道、当町におきます感染状況等を

注視しながら対応してまいりたいと考えてございます。また、町民への周知についてでございま

すが、町のホームページ、ツイッターやフェイスブックなどのＳＮＳの活用並びに町有施設での

ポスターの掲示や町広報紙等により周知を行ってまいりたいと考えてございます。 

次に、２のところでございますが、落雷によります被害状況についてでございます。５月25日

の落雷による被害状況は記載のとおりでございます。 

３ページに移っていただきまして、寄附についてでございます。記載のとおり３件のご寄附が

ありました。寄附者のご厚志に感謝申し上げますとともに、有効に活用させていただきたいと考

えてございます。 

次に、４の工事の仮契約についてでございます。記載のとおり２件の工事に係ります入札を行

い、仮契約を締結いたしました。その詳細につきましては、５ページの資料のとおりでございま

す。 

ページをめくっていただきまして、４ページでございますが、工事に係ります入札の執行状況

についてであります。記載のとおり３件の工事に係る入札を行いました。これの詳細につきまし

ては、６ページから７ページの資料のとおりでございます。 

次に、その下段でございますが、委託業務に係る入札の執行についてでございます。記載のと

おり５件の委託業務に係る入札を行いました。この詳細につきましては、７ページから９ページ

にかけて記載してございますので、お目通しをいただければというふうに思います。 

 以上で行政報告とさせていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) これで行政報告は終わりました。 

 行政報告の質疑については、議案審議後といたします。 

                                            

       ◎報告第１号の報告 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第４、報告第１号 繰越明許費繰越計算書についてを議題といたしま

す。 

 提出者からの報告を求めます。 

 上田総務課長。 

〔総務課長 上田賢朗君登壇〕 

〇総務課長(上田賢朗君) おはようございます。ただいま上程されました報告第１号についてご

説明をいたします。 

 報告第１号は、繰越明許費繰越計算書についてでございます。令和元年度の新ひだか町一般会

計補正予算(第３号)第２条、同補正予算(第４号)第３条及び同補正予算(第５号)第２条の繰越明

許費は、別紙のとおり翌年度に繰り越したので、地方自治法施行令第146条第２項の規定により報

告するものでございます。 
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 １枚おめくりください。令和元年度新ひだか町繰越明許費繰越計算書でございます。今回の繰

越明許費は一般会計で３件ございまして、１つ目は２款総務費、１項総務管理費、静内庁舎大規

模改修事業でございます。金額7,283万1,000円に対しまして、翌年度繰越額も同額でございまし

て、財源内訳でございますが、地方債6,910万円、一般財源373万1,000円でございます。 

繰越しをする理由につきましては、静内庁舎自家発電機の更新事業において自家発電機の製作

期間が当初の想定以上の期間を要するということで、年度内に事業を完了しないためでございま

す。 

２つ目は、８款土木費、２項道路橋梁費、本町海岸線改良舗装事業でございます。金額1,450万

円に対しまして、翌年度繰越額も同額でございまして、財源内訳でございますが、国庫補助金870万

円、地方債580万円でございまして、一般財源はございません。 

繰越しをする理由につきましては、事業費の一部が国の経済対策に係る補正予算として実施さ

れることとなり、補助金の交付決定の遅れにより年度内事業が完了しないためでございます。 

３つ目は、10款教育費、１項教育総務費、学校施設校内通信ネットワーク整備事業でございま

す。金額9,122万8,000円に対しまして、翌年度繰越額6,166万3,000円でございまして、財源内訳

でございますが、国庫補助金2,952万7,000円、地方債2,940万円、一般財源273万6,000円でござい

ます。 

繰越しをする理由につきましては、現在ＧＩＧＡスクール構想として国が進めている教育ＩＣ

Ｔ環境の整備事業でございまして、新ひだか町内の小中学校の校内ＬＡＮ等の通信環境を国の定

める基準を満たす高速大容量の通信環境とするなど整備経費について国の経済対策に係る補正予

算として実施することとなり、補助金の交付決定の遅れにより年度内に事業が完了しないためで

ございます。 

以上で報告第１号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 以上で報告第１号を終わります。 

                                            

    ◎議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第５、議案第１号 工事請負契約締結について(静内庁舎大規模改修工

事その１(空調・暖房更新))を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

 佐藤契約管財課長。 

〔契約管財課長 佐藤礼二君登壇〕 

〇契約管財課長(佐藤礼二君) おはようございます。それでは、ただいま上程されました議案第

１号についてご説明申し上げます。 

 議案第１号は、工事請負契約締結についてでございます。静内庁舎大規模改修工事その(空調・

暖房更新)の請負契約を締結するに当たり、予定価格が議会の議決に付すべき契約及び財産又は処

分に関する条例第２条に規定する5,000万以上のものとなりましたので、地方自治法第96条第１項

第５号の規定により議会の議決を求めるものでありまして、次のとおり工事の請負契約を締結し

ようとするものでございます。 

契約の目的は、静内庁舎大規模改修工事その１(空調・暖房更新)、契約の方法は条件付一般競

争入札、契約金額は１億4,355万円、うち消費税及び地方消費税の額は1,305万円となります。契
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約の相手方は、日高郡新ひだか町静内駒場６番８号、株式会社道南代表取締役、木原訓でござい

ます。 

１枚おめくりください。議案第１号参考資料１、契約書案でございます。工事名は静内庁舎大

規模改修工事その１(空調・暖房更新)、工事場所は日高郡新ひだか町静内御幸町地内、工期は着

工が契約の日から、完成は令和３年３月30日まで、請負代金額は令和２年６月４日締結の仮契約

書の金額で、契約保証金は金融機関等による保証の額となってございます。 

１枚おめくりください。議案第１号参考資料２で改修概要でございます。昭和57年の静内庁舎

建設時に設置した各種設備の改修を行うものでございまして、空気調和設備としまして各階に設

置しております空調機４台の撤去及び新設、１階及び塔屋階に設置しております熱回収機３台の

撤去及び新設をいたします。暖房設備としまして、各階に設置しておりますファンコンベクター

24台、パネルコンベクター24台、パネルヒーター５台、電気パネルヒーター５台の撤去及び新設

をいたします。 

１枚おめくりください。次のページ以降ですが、議案第１号参考資料３、４、５につきまして

は、１階から塔屋階に新設いたします空調機、熱回収機の機械仕様と平面詳細図、断面詳細図及

び電気容量を記載しております。なお、１階から３階の天井内にあります既設配管の撤去及び改

修も併せて実施する予定でございます。 

以上、議案第１号 工事請負契約締結の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお

願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) 内容のことで簡単でいいのですが、説明してもらいたいのですが、この改

修事業の概要については先ほど説明ありましたけれども、特に今回は設備だけというふうな明示

になっていますけれども、私の記憶では、予算委員会でも話したのですが、いわゆるパイプライ

ン等も今回附属してやるというふうに聞いていたのですが、まずこの点について、パイプライン

の設備工事は入っていないのか、それと今後改めてまた追加でやっていくのかということをまず

１点目教えてください。 

〇議長(福嶋尚人君) 佐藤契約管財課長。 

〇契約管財課長(佐藤礼二君) 説明の中でも若干触れさせてもらったのですけれども、１階から

３階の天井裏に走っております既設配管、こちらのほうの撤去及び改修も随時併せて行う予定と

しております。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) そういうふうに予算委員会で予算のときは聞きましたけれども、というこ

とはトイレの関係とか、便器の取替え、これらも全て入っているという説明だったのですが、そ

れと併せて私のほうで予算委員会で質問させていただいたのですが、例えば議会のこの議席の部

分の暖房関係、結局ここでは多分32議席あるのですけれども、現実はもう16議席ですけれども、

全てということにはならないですが、最低でも３分の１ぐらいは暖房設備のパイプライン等は不

要だというふうに考えておりますけれども、これは無駄な設備だと思うのですが、これらについ

て今回入っているのかどうか、それとも今後対応していくのか、その辺も含めてお願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 佐藤契約管財課長。 
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〇契約管財課長(佐藤礼二君) 給配水管のほうに関しましては、別の入札で別の業者が請け負っ

ておりますので、今回の議案に関しましては空調、暖房設備のみの議案となっております。議場

のパネルヒーターの件でございますが、こちらはこの工事には含んでおりません。事前にご説明

いたしました繰越明許で行っております静内庁舎大規模改修工事、こちらの系統のほうの工事で

パネルのほうは交換ということにしておりますので、この今回の議案の工事のほうにはパネルの

工事は含まさっていないということでございます。パネルに関しては、今後の使用もありまして、

現状の台数を交換するということにしております。 

〇議長(福嶋尚人君) 16番、城地君。 

〇16番(城地民義君) それで、最後の答弁ありましたけれども、今後も使うということはあり得

ないことだと思うのですが、不要なものは撤去して経費節減を図るべきだというふうに考えます

けれども、その点はどうなのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 議案の質問ですか。 

〇16番(城地民義君) 関連でちょっと説明……。 

〇議長(福嶋尚人君) この議案に関係ありませんので、城地議員、よろしいですね。 

ほかに。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 

本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

これから議案第１号 工事請負契約締結ついて(静内庁舎大規模改修工事その１(空調・暖房更

新))を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

よって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

    ◎議案第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第６、議案第２号 工事請負契約締結について(簡易水道配水施設更新

工事)を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

 桂田上下水道課長。 

〔上下水道課長 桂田達也君登壇〕 

〇上下水道課長(桂田達也君) おはようございます。ただいま上程されました議案第２号につい

てご説明申し上げます。 

議案第２号は、工事請負契約締結についてでございます。簡易水道配水施設更新工事の請負契

約を締結するに当たり、予定価格が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第２条に規定する5,000万円以上のものとなりましたので、地方自治法第96条第１項第５号の

規定により議会の議決を求めるものでございまして、次のとおり工事の請負契約を締結しようと

するものでございます。 
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契約の目的は、簡易水道配水施設更新工事、契約の方法は条件付一般競争入札、契約金額は１

億4,850万円、うち消費税及び地方消費税の額は1,350万円、契約の相手方は日高郡新ひだか町静

内駒場６番８号、株式会社道南代表取締役、木原訓でございます。 

恐れ入ります。１枚おめくりいただき、次のページを御覧ください。議案第２号参考資料１、

契約書案でございます。工事名は簡易水道配水施設更新工事、工事場所は日高郡新ひだか町三石

旭町地内、工期は着工が契約の日から、完成は令和３年２月26日まで、請負代金額は令和２年６

月４日締結の仮契約の金額、契約保証金は金融機関等による保証の額となってございます。 

続いて、次のページを御覧ください。議案第２号参考資料２、工事概要でございます。配水施

設の築造といたしまして、構造はＲＣ造、これは鉄筋コンクリート造で水槽２池ございまして、

Ｖｅ、有効容量が560立方メートルです。１池の形状がＷ、幅が10.4メートル、Ｌ、長さが9.7メ

ートル、Ｈｅ、高さが3.0メートルであり、これを２池築造となってございます。送水管布設工と

いたしまして、材質が配水用ポリエチレン管で、ファイ、有効内径が150、Ｌ、延長が233メート

ルです。配水管布設工といたしまして、材質が配水用ポリエチレン管で、ファイ、有効内径が150、

Ｌ、延長が233メートルであり、通常時と緊急時の各２本でございます。電気配線設備設置工とい

たしまして、主に配水情報や操作系統を管理施設棟と通信するための電気配線設備工となってご

ざいます。 

続いて、次のページを御覧ください。議案第２号参考資料３、送水管、配水管、配水施設の平

面図でございます。恐れ入りますが、図面を横方向にして御覧いただきたいと思います。場所は、

三石旭町北団地の北方向上部にある町林道緑ヶ丘線沿いに位置しておりまして、太線で強調した

部分が送水管、配水管の管路です。縮尺の関係で重なって見えますが、ご了承を願います。次に、

四角で強調した部分が配水施設となります。 

続いて、次のページを御覧ください。議案第２号参考資料４、配水施設の構造図でございます。

こちらも図面を横方向にして御覧いただきたいと思います。図面右上に示した断面案内図のとお

り、各方向から見た当該構造物の断面図となってございます。 

以上で議案第２号 工事請負契約締結についての説明を終わります。ご審議のほどよろしくお

願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

 ３番、志田君。 

〇３番(志田 力君) ただいま平面図の説明を受けたのですが、いまいちちょっとよく分からな

いので、具体的に分かるような場所とか、こういうふうにいくのですか、それともこっちからこ

ういくのですか。この位置図もよく分からないので、具体的な場所的なところを分かるように教

えていただければありがたいのですけれども。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川上下水道課参事。 

〇上下水道課参事(及川和也君) 位置の図面が小さくて、ちょっと分かりにくくて申し訳なかっ

たのですが、まず上のほうからずっと北団地の海のほうになるのですけれども、黒線が始まると

ころまでが完了してございまして、ここから北団地の上のほうになるのですけれども、ずっと町

道を上がっていきまして、途中から林道のほうに、左側のほうに折れて上がるような形になりま

す。ここから林道沿いをずっと上がっていきまして、北団地のずっと上のほうになるのですけれ

ども、右側の配水池にまず水が１本入っていきます。これが送水管と言われているところで、150ミ
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リのものが入っております。ここから２本、配水管(２)と(１)とあると思うのですけれども、こ

れがそれぞれ今度は下に逆に向かっていきまして、各家庭に配水されるということでございます。 

以上です。 

〇議長(福嶋尚人君) ほかにありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 

本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

これから議案第２号 工事請負契約締結ついて(簡易水道配水施設更新工事)を採決いたしま

す。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

よって、議案第２号は、原案のとおり可決されました。 

 説明員の入替えがありますので、暫時休憩します。 

休憩  午前 ９時５７分 

                                            

再開  午前 ９時５８分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                            

    ◎一般質問 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第７、一般質問を行います。 

 質問通告順序により発言を許します。 

 質問者席において一括質問願います。 

 14番、畑端君。 

〔14番 池田一也君質問者席へ〕 

〇14番(池田一也君) それでは、通告に従いまして、新型コロナウイルス感染症の対策について

を質問させていただきます。 

ご存じのように国、道はもとより、新ひだか町においても様々な施策を用いてこの感染症対策

を行ってきております。そこで、この実施状況と今後の取組についてをお聞きいたします。まず、

特別定額給付金事業についてをお聞きいたします。郵送申請の受付件数、受付率と給付件数、給

付率、またオンライン申請の受付件数、受付率と給付件数、給付率、さらには子育て世帯特別給

付金事業の対象世帯への周知方法と給付状況をお聞きいたします。 

次に、町は単独で様々な対策を行ってきておりますので、町が単独で行っている各事業の件数

や金額などの実施状況についてお聞きいたします。飲食店等事業継続支援事業、中小企業経営安

定化利子補給事業、新型コロナウイルス感染症対策物品購入事業、雇用対策事業、花き次期作支

援事業、水産物保管場所支援事業、これらの実施状況についてをお聞きをいたします。 

次に、町長の肝煎りで設立されたと言ってもよい支え合い基金についてお聞きをいたします。

その基金の具体的な使途や現在の寄附額についてお答えをいただきたいと思います。 
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次に、さきの国会で可決成立をいたしました地方創生臨時交付金２次補正予算について、町も

その活用を考えていると思いますので、この２次補正活用に必要な実施計画の策定状況や家賃支

援等と新たな生活様式の交付限度額をお聞きいたします。 

最後に、今後の町単独の追加支援対策や国や道の事業への上乗せなどの考えはあるかをお聞き

いたします。 

以上、１回目の質問とさせていただきます。ご答弁をよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〔まちづくり推進課長 中村英貴君登壇〕 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) おはようございます。池田議員ご質問の新型コロナウイル

ス感染症の対策について、私からは大きな項目の１点目と２点目についてご答弁申し上げます。 

初めに、大きな項目の１点目、特別定額給付金事業等についての１点目と２点目について、特

別定額給付金の郵送申請とオンライン申請の受付状況等についてでございますけれども、ご承知

のとおり、特別定額給付金事業は基準日である４月27日現在で住民登録のある国民１人当たり

10万円を支給するもので、当町では６月18日現在、対象世帯数１万1,646件中郵送での受付が１万

1,181件で受付率は96％、給付件数は１万1,032件で給付率は94.7％となっております。オンライ

ン申請での受付は153件で受付率は1.3％、給付件数は152件で給付率は1.3％となっております。 

次に、子育て世帯特別定額給付金事業の対象世帯への周知方法と給付状況についてですが、こ

の事業は子育て世帯の生活を支援するため、令和２年４月分、または３月分の児童手当の支給対

象となる児童がいる世帯に対し、その対象児童１人当たり１万円を給付するものでございます。

対象世帯への周知方法と給付状況ですが、本給付金の支給を受けるに当たっては申請は不要であ

りますが、町のホームページに給付事業の内容を掲載するとともに、受給対象となる世帯1,205件

に対しまして案内文を発送したところ受給拒否をされた方はおりませんで、６月５日に対象者全

員に給付を行ったところでございます。また、町から児童手当が給付されない公務員世帯につき

ましては、それぞれの職場から児童手当受給対象者である旨の証明書兼申請書を提出していただ

くこととなっておりまして、今月上旬に町のホームページにその内容を掲載したところであり、

４月１日から公務員世帯の申請を受付いたしまして、随時審査及び給付を行ってまいりたいと考

えております。 

続いて、大きな項目の２点目、町が単独で行っている各事業の件数や金額等の実施状況につい

てご答弁申し上げます。まず、飲食店等事業継続支援事業についてでありますが、この事業は自

粛要請等に伴い特に深刻な影響を受けていると考えられる飲食業、宿泊業者の事業の継続を支援

するために支援金の支給と上下水道料の基本料金免除を行うものでありますが、支援金の支給状

況は６月16日現在で申請済みが128事業者、支給総額は3,762万円となっており、このうち19日現

在で118件3,516万円の支給が完了しております。 

また、上下水道料の基本料金免除に関しましては、６月16日現在で申請済みが128事業者で、免

除の決定額は上下水道料の合計で798万6,440円となっております。 

続いて、中小企業経営安定化利子補給事業についてですが、この事業は新型コロナウイルス感

染症により経営に影響を受ける中小企業等の資金の融通を支援するために実施するもので、３月

からの申請件数が現在のところ22件で、３年満了での利子補給予定額の合計は74万6,839円となっ

ております。 
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次に、町内の医療、介護施設に対しマスクや消毒液を提供する物品購入事業については、６月

17日現在、マスク約18万枚、消毒液2,000リットルを購入し、町内の医療機関等へ配付するなど予

算額の約４割を執行しております。 

次に、休業や解雇となった方を一時的に町の会計年度職員として雇用する雇用対策事業につい

ては、現在会計年度職員９名の募集をハローワーク、各報道機関、町広報、ホームページ、ＳＮ

Ｓ等を通じて行っておりますが、今のところ応募はございません。 

続いて、市場価格が低迷した花き栽培農家を支援する花き次期作支援事業については、交付対

象者51件、交付金額663万1,000円の申請があり、６月25日にみついし農協を通して対象者へ交付

する予定となっております。 

最後に、水産物の出荷調整のため冷凍庫借り上げを支援する水産物保管用冷凍庫賃借料助成事

業については、交付総額48万円のうち上半期分の計24万円を概算払いとして今月中に支出する予

定となっており、下半期分24万円につきましても10月に概算払いの申請を予定しており、事業の

進捗に支障が生じないよう速やかに対応してまいりたいと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〔総務課長 上田賢朗君登壇〕 

〇総務課長(上田賢朗君) ご質問の３点目、支え合い基金についてご答弁いたします。 

５月14日から募集を開始いたしました新ひだか町新型コロナウイルス感染症対策支え合い基金

につきましては、国内における新型コロナウイルス感染症の拡大により、町内の飲食店をはじめ

多くの事業者等の売上げが大幅に減少するなど経済活動へ多大な影響を受けていることから、町

民みんなが力を出し合い、支え合うことで地域の社会経済活動の活性化を図るための支援事業の

財源として活用するため、寄附金の募集をすることとしたものでございます。 

ご質問の１点目、当該寄附金の具体的な使途につきましては、主に３つ掲げているところでご

ざいまして、１つ目は町内における社会経済活動を支援するための事業の実施、２つ目は町内に

おける医療機関、介護施設等への感染症対策物品の提供、３つ目はその他町内における新型コロ

ナウイルス感染症対策に係る支援としているところでございまして、現時点では国の２次補正の

具体的な内容が明確になっておらず、当該基金の使途も具体的に決めておりませんが、当該寄附

金の募集期間を８月31日までとしていることから、募集を締め切った段階における寄附金の総額

も考慮した上で支援が必要と考えられる内容を整理し、議員の皆様へご説明させていただきたい

と考えてございますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

ご質問の２点目の現在の寄附額でございますが、６月17日現在でございますが、個人で74件

491万883円、企業、団体で37件1,971万1,472円、合計で111件2,462万2,355円となってございます。 

ご質問の４点目、地方創生臨時交付金２次補正予算についての１つ目、実施計画の策定状況と

２つ目、家賃支援等と新たな生活様式の交付限度額につきまして一括してご答弁申し上げます。

新型コロナウイルス感染症対策経費を盛り込んだ国の令和２年度第２次補正予算が６月12日に国

会で可決され、歳出総額で31兆9,114億円が追加されたところでございます。そのうち地方創生臨

時交付金としては２兆円が追加され、都道府県を含む自治体に配分される交付限度額は２つの方

法により算定されることとなり、１つ目は家賃支援を含む事業継続や雇用維持等への対応分とし

て約１兆円を人口や事業所数、感染状況などに基づいて算定され配分されるもの、２つ目は新し

い生活様式を踏まえた地域経済の活性化等への対応分として約１兆円を人口や財政力、高齢者比
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率などに基づいて算定され配分されることとなり、これらの算定結果に基づいた額が交付限度額

とされ、実施計画に登載される事業に対し交付される予定となってございます。今日現在交付限

度額や詳細な内容が国から届いておらず、実施計画を策定する前の事前準備として各種団体など

からの情報収集や事業の検討を各課で行っている段階でありますことから、事業内容を具体的に

お示しすることができませんが、国からの通知後速やかに業種や支援を必要とする実情に応じた

効果的な事業を精査し、皆様にご説明したいと考えてございます。 

ご質問の５つ目、町単独の追加支援対策や国や道の事業の上乗せなどについてでございますが、

先ほどご説明しましたとおり、現段階で交付限度額などの情報が国から届いておらず、具体的な

事業内容をお示しできる段階ではございませんので、ご理解いただきたいと存じます。専決処分

により対応させていただきました町単独事業でもそうでしたが、支援対策事業に当たっての基本

的な考え方でございますが、国や北海道が実施する支援事業には基本的には上乗せ支援という考

え方ではなく、それ以外に対象となっていない部分を中心に支援をしていきたいと考えてござい

ます。 

いずれにしましても、当町において新型コロナウイルス感染症の影響を受けている地域経済や

住民生活、今後の地域活性化対策などの効果的な事業を検討してまいりたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) それでは、２回目以降質問をさせていただきます。 

まず、定額給付金事業についてですけれども、さっき答弁聞きながら引き算をしました。まだ

この特別定額給付金が行っていない世帯が465になるのかな、引き算すると。465件あります。ま

た、受け付けている中でも、これも引き算するとまだ149件行き渡っていないのかなと思っており

ます。まだ申請が来ていない、郵送による申請が来ていない方、この方をどう対応しているのか

ということと……まずそこをお聞きをいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) 特別定額給付金につきましては、総務部内に実施チームつくっており

まして、私が班長を務めておりますので、私のほうから答弁させていただきます。 

今池田議員おっしゃったとおり、これ５月13日に対象全世帯に郵送で申請書を送っております

が、まだ未申請の世帯がございます。その対応としまして、我々が初めて郵送をしたときから約

１か月、４週間たった６月10日の段階、この段階で450程度まだ未申請があったと思いますけれど

も、これに対しまして再度の郵便のご案内をしております。それは、申請をお忘れではございま

せんかという意味合いでの郵送を送っておりまして、そこから少し反応がありまして、今朝、今

日現在もう290ぐらいの残りになってございます。ただ、郵送しても郵便が返ってくるというちょ

っとどうしようもないケースがまだ17件ほどありまして、それについては本人からのアクション

を待つしかない状況にございますが、あと残りの290ぐらいについては、毎日10から30ぐらい申請

が届いている状況にありまして、徐々に解消していくものと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) 全員に行き渡るということに意味があるものと思うものですから、例えは

悪いかもしれませんけれども、税を納めない方追跡しますよね。そんな形で居所不明であれば、

郵便物が返ってくるというパターン、そこら辺はちょっと追跡して、その方々に行き渡るように

努力をしていただけたらなと思っております。 
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さっき言いかけてやめた申請があってもまだ届いていない方、149件だと思うのです、引き算す

ると。なぜまだこの149件の方は送られずに残っているのか、そこをお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) 今議員ご指摘の百何十件という部分につきましては、既に我々のほう

からは振込の依頼を手続的にはかけているのですけれども、どうしても営業日で４日から５日ぐ

らい銀行とのやり取りで事務手続がかかりますので、そのはざまにある人ということで、いずれ

先週の数字ですから今週中にはお金入るような流れで随時進めております。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) たしか大分前に申請やっている期間、この10万円を受け付けてお届けする

という期間、僕２か月と聞いたような気がするのです。違ったら違うと言ってください。もう既

に１か月以上超えたわけです。未申請だった方は、２か月たつと自動的に分からないからそこで

終わりということになるのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) 今議員おっしゃった２か月という部分は３か月でございまして、我々

５月13日から始めていますので、８月13日の段階で申請しなければ失効してしまうという流れで

ございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) だから、その失効後は失効したよということで、町の考えとしてはどうな

のですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) 我々としてもできる範囲で申請忘れがないようにご案内はしたいと思

っておりますが、絶対的な申請の義務があるわけでもないので、再三ご案内しても申請されない

方につきましては、致し方ない部分は残るのかなというふうに思ってございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) 致し方ないといいながらも、いろんな理由で申請ができなかった方もいら

っしゃるかとは予測をしますので、そこら辺は柔軟な対応を求めます。 

この特別定額給付金事業の説明をまず我々お聞かせ願ったのは、全員協議会のときだったかな

と思っています。そのときに建部議員から質問があったのですけれども、要らないというところ

にチェックした人がいるのですかと。たしか２人いて、本人に確認をした上でという作業をして

いるのだという答弁でした。もう申請も大分なって、要らないというのですか、受け取り拒否と

いうのですか、正式な言い方分からないけれども、そこにチェックをした人、これが何人いて、

ちゃんとそれはその意思を確認するという作業がどの程度どこまで進んでいるのか、そこをお聞

きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) 以前建部議員にご答弁申し上げたときたしか２人と私申し上げたよう

な気がしたのですけれども、そこからたしか１人ぐらいしか増えていないのですが、要らないと

いうところにチェックをつけてきている方、わざわざお手紙つけてくれている方もいらっしゃい

ますので、届いた段階で我々としてはお金出ませんけれども、間違いないですよねという確認を

させていただいた上で処理をさせていただいております。したがいまして、間違ってつけた方と
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いう部分については対応できていると考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) 分かりました。 

では次、町の単独事業の状況についてお聞きをいたします。それで、例えば飲食店等の事業継

続支援事業、これ対象が260件あるけれども、約半分の申請にとどまっているのだなということだ

とかが今お聞きして分かりました。ただ、このやつは経済支援、経済対策の部分がほとんどなわ

けです、町単独でやっている部分は。実は、私は厚生経済常任委員会に所属をしているわけです

けれども、つい先日この常任委員会で今年の所管事務調査の項目を決めました。それが新型コロ

ナウイルス感染症による町内産業への影響についてというものです。今後こういう経済に関する

部分、これは我々常任委員会の調査項目になっていますので、常任委員会できっちりとやってい

くべきことであろうと。これを一般質問で今いろいろ細かく聞くのはそぐわないと私は思ってい

ます。ですから、ここでは細かく、ここでは細かくというか、こういう経済対策に関する部分は、

町の単独事業のです、は聞かないで、あとは詳細なことは常任委員会で聞こうと思っていますの

で、ここの部分は飛ばさせていただきます。 

次、支え合い基金です。３点ほど主な使途ということで説明をいただきました。言った順番が

優先順位なのでしょうか。臨機応変に変えていくというものなのでしょうか。同等に扱う、３つ

とも同等なのか、そこら辺何かお考えがあればお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 具体的に３点ご説明させていただきました。この事業内容につきまし

ては、どれが１番ということではございません。壇上でも申し上げましたけれども、国の２次補

正の関係、こちらのほうがどういった金額で示されるのか、そういったものによりましてもこの

基金の使い方変わってくるところございますので、総体的に判断していきたいというふうに考え

てございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) この中で１点だけ、経済対策ではないので、聞きますけれども、さっきの

町の単独事業で物品購入とありました。マスク18万枚と消毒液2,000リットルというやつで、主な

使途の２点目に町内における医療機関、介護施設等への感染症対策物品の提供とありますけれど

も、この基金から今既にやった物品購入の部分、ここに回すということもありなのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 前段の物品等の購入、これにつきましては、当初主に町の対応、公共

施設ですとかそういったものの対応のためにマスク等の購入を考えてございました。このときに

は基金のほうの使途、こちらのほうの物品につきましては、主に医療機関、介護サービス事業所、

そういったところに配付をしたいというふうに考えて整理をしてございました。ただ、現状とい

たしまして、今物品当初で見た買っているもの、こちらのほうでも医療機関ですとか介護施設の

ほうに配付をしているというふうな状況もあるようでございますので、その辺については何が足

りないのか再度検討させていただきまして、そういったところで対応していきたいというふうに

考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) 分かりました。 
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次に、地方創生臨時交付金について何点かお聞きをさせていただきます。国からまだ詳細が届

いていないということですので、今ここで詳しく聞いても届いていないから分からない、それし

か答弁はないと思っています。ただ、私思っているのは、前回１次補正が成立して、もう物の数

日というか、いろんな意味で限度額なり、いろんな事業、こういうメニューがあるよだとかいろ

んなものが届いておりました。私も公明党に所属しておりますので、一応問い合わせてみるとこ

の22日から、月曜日から、この週に届くというふうに言われております。残念ながら16日に成立

したのにまだ来ていないのかという気持ちはありますけれども。それで、私は今いろいろ細かく

聞いても届いていないという答弁しかないのは分かっていますので、今日届くかもしれないので

す。あした届くかもしれないというときに、この後何人もの同僚議員がこのコロナの２次補正に

ついてもお伺いをする質問するのだろうと思うものですから、それは届いたときに今日届きまし

たと、こういうものですという答弁として説明をしていただけるのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 今現在議員おっしゃるとおり何も分からない状況でございます。今日

ひょっとしたらこの後にも発表されるのかもしれませんし、数日かかるかもしれません。分かっ

た段階でそのときにお答えしたいというふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) まだ分からないといいながら、さっき答弁でもありましたけれども、いろ

いろ担当課としては調査というか、していますよね。だからこそ先日全員協議会でも説明いただ

いた光ブロードバンド網の整備、ここら辺も見越して今我々にも説明してくれているし、非常に

いいことだと思っています。そういうものもないのかということなのです、今後の話になります

が。例えば今回の２次補正のときに４月１日以降、今年度です、今年度以降に実施された事業が

あれば、第２次実施計画に盛り込むことを前提に単独事業を遡及運用されますというふうに書い

てありました。実際我が町の今回のやつでこの光ブロードバンド網の整備以外にそれを見越して

進めようとしているものがありますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) まず、地方創生臨時交付金、こちらのほうは大きく分けて２種類ござ

いまして、議員おっしゃる国の補正予算、国が行うものの地方負担額、こちらのほうに充てる分

として１次補正では3,000億程度見込まれてございました。そちらについては、同じ地方創生臨時

交付金でも事業の国の補助の裏に充てるというふうな整理してございます。今後言われていた４

月１日に遡って適用という部分につきましては、１次補正のときにはそういったものが示されて

ございました。ただ、今まだ２次補正の部分については、それも含めて詳細な内訳が出ていない

ということでございますので、示された段階で確認して、対応できるものについては対応してい

きたいというふうに考えてございますし、２次補正の国で行うもの、国の補助事業、こちらのほ

うの詳細もなかなかまだ出ていないということもございます。分からない状況にはございますが、

一応６月１日の庁舎内の課長会議、こちらの中で各課において情報収集をしていただいて、対象

となるものは対象となると整理してほしいというふうなアンテナを張っていただいておりますの

で、そういったものが分かり次第また整理してご説明していきたいというふうに考えてございま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 
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〇14番(池田一也君) 示されていないから、答弁はそのとおり、そういう答弁になるのだろうと

は思うのですが、遡及されるものとして準備も大事だと思っているのです。ですから、そこら辺

は詳細の連絡が来たときには、遡及できるものがあればそれはそれでやっていただきたいなと思

っております。 

１次補正のときからさらに２次補正になっていろんなものが盛り込まれています、新たにとい

うか、追加というか。いろんないっぱい項目あるのですけれども、私としては例えば雇用調整助

成金が日額上限が引き上げられたようだとか、いっぱいあるので、一つ一つは言いませんけれど

も、中でも農林漁業者を支える経営継続補助金の創設と。これ最大150万円までということで、こ

の２次補正には盛り込まれております。これが我が町に来たときに、より詳細が来たときにどの

ように活用できるのかということは非常に興味のあるところですが、今は聞けないので、それは

断念をさせていただきます。ただ、２次補正に関しては、今までは感染の拡大というのが主なも

のだったわけです。もちろん今は終息はしていません。２次、３次感染が来るのではないかと。

それを今予防対策をすると同時に、今度は経済活動の回復という部分も大きくかじを切らなけれ

ばならないことです。それで、あえてお聞きをしたいのですが、このままいって、感染予防はこ

のまま進めていく、よりやっていく、それはいいのですけれども、いつか近い将来かもしれませ

んし、まだ数年の話なのかもしれません。終息というものが出てくるわけです。ただ、この後、

各地で言われていますけれども、今後は感染症と共存する時代だ、社会をつくらなければならな

い。要するに感染症ゼロにはできない、コロナウイルスゼロにはできない。でも、感染症と共存

する世界をつくっていかなければならない。まさにそれが新たな生活様式だとかに入ってくると

は思うのです。感染者ゼロを目指すのではなくて、大流行をさせないことが今後の大事なことな

のかなと私なりに思っております。先ほど言いましたいつの日か終息が来るわけです。終息後を

見据えた支援というものを、特に経済が主になるのかもしれませんけれども、そういう終息後に

どのようなものを町がするのか。ただ、さっきの答弁では国、道がやるというよりも町独自でや

るのだということに重きを置きたいという答弁だったので、お聞きをさせていただきたいのです

けれども、町長は町民だとか町内事業者、これをどうするか、これを考えるのは当然のことであ

ろうと思います。私は、２次補正の中身が来て、我が町にいいだろう、これ使えるなとか、そう

いうものも現在光ブロードバンド以外にもあっていいはずですし、それが町長の口から出ても全

然いいと思いますし、私一番言いたいのは２次補正に盛り込まれていようが、盛り込まれていま

いが、町民のために何が必要かというところをまず決める。その上で２次補正の詳細が来たとき

に国からの何らかの上乗せというのか、そういうものが国、道からのものが活用できる部分があ

ればそれに乗っかる、私そういう思いが強いのです。２次補正まだ来ていないというからあえて

言わせていただきますけれども、町長は２次補正があろうが、なかろうが、これは新たにやるの

だと、終息後に私はこういうことを町民のためにやるのだというお考えがあれば、ぜひお聞きを

したいのですが。 

〇議長(福嶋尚人君) 坂総務部長。 

〇総務部長(坂 将樹君) 今回コロナの関係で国のほうで補正予算ということで１次、２次成立

されました。これについては、これからの事業については国がやるもの、都道府県がやるもの、

市町村がやるものというふうな形になってくるかと思います。それで、今池田議員がお話しされ

た終息後、町内に対してやること、これについてはコロナということだけではなくて、毎年の予
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算の編成だとかということでも協議はしています。それで、この２次補正予算の中身がやっぱり

知りたいというのが、今来ている情報の中では光ファイバーの部分については繰り越して令和３

年度までというような事業でもいいよというような情報も来ています。ただ、今回のこの交付金

がどういうような状況で来るのか。例えば繰越しをして、来年度以降も使えるような状況になる

のか。逆に交付金の中身も、先ほど総務課長から言いましたけれども、地方単独で市町村が考え

ながらやれる事業と、それから国なりの補助の裏として使えるものとというふうになってくるか

と思います。それらを総合的に勘案しながら、当然今後経済対策を考えていくに当たっては、短

期間ということではなくて２年後、３年後に向けた部分も想定しながら、庁舎内部でまずは検討

をしていきたいというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) 言っていることは分かっているつもりなのですけれども、要する２年かか

ろうが、年度をまたごうが、このためにやるのだという町長のお考えがあれば、そこに後で２次

補正の部分が入ってきたらそれはよかったと、これ利用しようではないかというものだと思って

いるのです。例えば１次補正が国で決まったときにいっぱいメニュー出ているのです、事例集。

国からです、国から。その中に１次補正の段階で終息後に備えた活動や新しいチャレンジを応援

したいという項目があって、全体で見ると何百項目とあるのです。その中で今言った終息後に備

えた活動や新しいチャレンジを応援したいというのが私見る限り10項目ぐらいあったかなと思う

のです、既に１次のときにです。そのときには、例えば農業に関する部分では新規事業の開拓支

援事業だとか地方での生産拠点の整備支援事業などなど、もう１次のときから使えたのではない

かと思われる、検討すべきだったのではないかと、検討したのかもしれませんけれども、そうい

うものも含まれているわけなのです。ですから、２次の部分が今後来たときに、それ来てからど

うこうではなくて、情報としてはいろいろ集めてはいるのでしょうけれども、これはやらなけれ

ばならないのだというところをぜひ町長の考えとして示していただけないものでしょうか。どう

でしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 坂総務部長。 

〇総務部長(坂 将樹君) 池田議員言われていることは、十分そのような考えだなというふうに

は思います。ただ、交付金、これを活用するとすればそれなりの制限というか、制度がございま

すので、それらの中で対応をしていきたいというふうに考えてございます。交付金を利用して、

今後につながる事業あれば当然やっていきたいと思いますし、交付に際した期限ですとかという

部分もありますから、それらも見極めながら、今申された考え方も十分に承知しながら検討して

いきたいというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 14番、池田君。 

〇14番(池田一也君) いろいろ聞かせていただきましたけれども、何せ国からの示されているも

のがない中での質問でしたので、僕も質問がとってもしづらかった部分があります。また詳細な

部分だとか国から通知があったときには特に常任委員会の中で経済対策の部分、それは調査項目

ですので、しっかりと私も採用していきたいなと思っております。 

質問は以上にさせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。10分程度休憩いたします。 

休憩  午前１０時３８分 
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再開  午前１０時５１分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。 

 13番、建部君。 

〔13番 建部和代君質問者席へ〕 

〇13番(建部和代君) 通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。今回防災対策につい

て３点の質問をさせていただきます。 

まず、１つ目、千島、日本海溝沿いの巨大地震と津波想定について。内閣府の有識者検討会が

本年４月21日に公開した千島海溝沿いと日本海溝沿いを震源とした２つの巨大地震の津波想定が

示されました。日高地方の広い範囲には10メートルから20メートルの津波の可能性が示され、沿

岸の各自治体は新たな予想を基に避難計画の見直しを考えているとの報道がされております。太

平洋沿岸の巨大地震、津波想定は、2012年に既に示され、防災ブックに静内川河口で沿岸最大水

位9.8メートル、第１波到達時間33分、影響時間12分と掲載されていますが、本年４月21日に公開

された千島、日本海溝沿いの巨大地震で新ひだか町の津波想定は、沿岸最大水位は11メートル、

第１波到達時間は20分台と発表されました。内閣府の有識者検討会で公表した津波の発表は、切

迫した状態とされておりますが、町は今回の公表された巨大地震と津波想定についてはどのよう

に受け止めているのかをお聞きします。 

２つ目、町として、いま一度巨大地震と巨大津波に対する町民への意識向上の取組を考えるべ

きではないでしょうか。町長の考えをお聞きいたします。 

２つ目、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐ避難所の対応について。政府の中央防災会議は、

５月29日、新型コロナウイルス感染拡大などを受け、国の防災基本計画を修正しています。避難

者が集まる避難所で感染が広がるのを防ぐため、必要に応じてホテルや宿泊施設などの活用の検

討を盛り込んでおります。新型コロナについては、密集、密接、密閉の３密を満たす条件下で感

染リスクが高まるとされ、体育館などに多くの人が身を寄せる避難所での感染爆発が懸念されて

います。内閣府は、本年４月に各自治体に対して災害時は可能な限り多くの避難所を開設して、

避難者のスペースを十分に確保するように求め、発熱している人がいる場合にも専門スペース確

保が求められております。これから全国的に出水時期を迎えますが、既に熊本県の美里町では局

地的大雨に見舞われ、町内４か所で避難所が開設されました。町では、入り口での検温、検査状

況の確認、間仕切りの準備、住民に車中泊の検討も呼びかけたとのことです。防災担当者は、今

回は幸いにも避難者はゼロだったが、避難者が殺到した場合は不安と口にしていたとのことです。 

そこで、１つ質問です。近年大規模な自然災害が発生しております。集中豪雨による土砂災害

や浸水被害が発生し、避難先での感染拡大防止対策の整備について内閣府は通知を出されていま

すが、町は速やかに避難所の感染拡大防止対策を作成したのか、その対策はどのような整備なの

かお聞きします。 

２つ目、町の避難所マニュアルに新型コロナ感染の対策の追加は考えていないのか。 

３つ目、防災行政無線デジタル化整備事業について。防災行政無線は、災害が発生した場合に

被害の規模、被害現場の位置や状況を把握し、いち早く正確な被害情報を地域住民に伝達する必

要性と被害情報の収集、伝達手段の確保の確保を目的で整備されてきました。新ひだか町の防災

行政無線は現在アナログ式で、旧三石町は平成６年度から、旧静内町では平成８年度から運用さ
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れております。運用開始から20年以上経過し、交換部品メーカーが製造中止で在庫がなくなり、

機能の一部停止となっていることやアナログ式による防災行政無線の使用期限が2024年11月30日

で終了することから、デジタル式への移行で平成30年６月より防災行政無線の整備が進められて

おります。当初整備のスケジュールについての説明を受け、平成30年10月に中間報告を受けてお

ります。その後の取組についてお聞きいたします。 

１つ目、防災行政無線デジタル化の計画が平成30年にスタートして、いよいよ来年度で整備事

業が終わりますが、計画どおりに進んでいるのか、その進捗状況をお聞きいたします。 

２つ目、平成30年８月から９月にかけてデジタル無線電波の伝搬調査で、同報系のデジタル波

については新ひだか町全域で受信できるとの中間報告がありましたが、郡部のほうにおいて屋外

アンテナの設置をすると放送を受信するとのことですが、屋外アンテナ設置について町の負担と

なるのか、地域はどの地域なのか、また何か所設置が必要となるのかをお聞きします。 

３つ目、町はデジタル化となると携帯メール配信サービス、登録制メールを実施するとのこと

ですが、どのような配信サービスになるのかお聞きします。 

４つ目、携帯やスマホを持たない高齢者の方々で屋外のスピーカーの声は聞きづらい方がいま

すが、デジタルに変わっても高齢者の方や障がい者の方のための受信システムはありません。町

として高齢者の方や障がい者の方にもいち早く災害の緊急情報の伝達に、また生命を守る行動に

つなげるためにも戸別受信機の対応を考えていくべきだと思いますが、町はどのように考えてい

るのか。 

以上、１回目の質問を終わります。ご答弁よろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〔総務課長 上田賢朗君登壇〕 

〇総務課長(上田賢朗君) ご質問の防災対策についてご答弁いたします。 

１点目、千島、日本海溝沿いの巨大地震と津波想定についての１つ目、国の公表した巨大地震

と津波想定をどのように受け止めているのかと２つ目の町民への意識の向上の取組を考えるべき

ではないかについて一括してご答弁いたします。本年４月21日に公表された日本海溝、千島海溝

沿いの巨大地震モデルにつきましては、岩手県沖から北海道日高地方の沖合の日本海溝沿いの領

域とえりも岬から東の千島海溝沿いの領域の２つのモデルが示されておりますが、本町において

深く関係しておりますのは、岩手県沖から日高地方沖合までの領域における日本海溝沿いのモデ

ルでございます。この日本海溝モデルでは、三陸、日高沖でマグニチュード9.1の地震が発生した

場合における各市町村の役場、本庁舎において津波による最大浸水深や最大浸水時刻などが具体

的に示されておりますが、本町においては静内庁舎の最大浸水深が3.5メートルと示されてござい

ます。一方、平成24年６月に北海道が公表しました津波想定によりますと、静内庁舎の浸水深は

５メートルから６メートルと想定されておりまして、今回の国が示したモデルと比較いたします

と２メートルほどの差異がありますが、津波浸水想定の最終的な決定は各都道府県知事が決める

こととなっておりますので、今後北海道における専門家を含めたワーキンググループにおいて詳

細な検討がなされることになってございまして、検討結果につきましては来年３月をめどに公表

する旨を聞いてございますので、北海道が出す結果に注視してまいりますし、その結果を踏まえ

た防災ハンドブックの津波避難マップなどの見直しに着手してまいりたいと考えてございます。 

また、新たな津波浸水想定が公表されるまでの間におきましては、現在の新ひだか町防災ハン
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ドブックにおける津波避難マップを基本とした地域における避難訓練や防災講話などを通じて、

地震、津波をはじめとした防災力の向上に努めていきたいと考えてございます。 

２点目の災害時の新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐ避難所の対応についての１つ目、避難

所の感染拡大防止策についてでございますが、国から避難所における新型コロナウイルス感染症

の対応について通知が来ておりまして、その中では基本的な事項といたしまして可能な限り多く

の避難所を開設することや避難者の健康状態の確認、手洗い、せきエチケットなどの基本的な対

策の徹底、十分な換気の実施、避難スペースの確保などがございます。本町におきましては、最

近の災害時における避難場所として、静内庁舎、山手青少年会館、保健福祉センター、総合町民

センターなどを開設してきたところでございますが、このたびの新型コロナウイルス感染症の防

止対策といたしましては、密閉、密集、密接のいわゆる３密の防止、人と人との距離の確保、さ

らにはマスクの着用、手洗いなどの手指衛生などの対策を基本とした対応や、既存計画内での運

用になりますが、状況に応じて静内中学校の体育館や山手体育館、基幹集落センターなど一定程

度の広さがある避難場所について増設しなければならないものと考えてございます。このことは、

数多くの避難所を開設した場合には避難所対応職員にも限りがあることから、より多くの避難場

所を開設するよりも施設規模の大きな避難場所を開設し、人と人との距離を確保しようとする考

えでありまして、発生した災害の種類、規模、さらには季節などを考慮しながら、リスク管理シ

ミュレーションをしながら、適宜対応してまいりたいと考えてございます。 

また、開設した避難場所につきましては、入り口等において避難者の検温を実施し、発熱が確

認された場合は医療機関への受診の促しや個室に隔離するなど、できる限りの専用スペースの確

保を図り、さらには避難場所におけるマスクや手指消毒液などの必要な諸物品につきましても順

次準備を整えているところでございます。さらに、避難した後も避難所内の十分な換気に努める

とともに、保健福祉部局と連携しながら、定期的な検温など避難者の健康状態を確認するなど、

可能な範囲の取組を行ってまいりたいと考えてございます。 

２つ目の町の避難マニュアルは感染症対策の追加は考えていないのかについてでございます

が、本町では災害時における避難所の運営マニュアルはございませんが、このようなことを踏ま

えた新型コロナウイルス感染症に関する対策も含めてマニュアルの作成に着手しておりまして、

先ほどご説明いたした内容により避難所の運営をしてまいりたいと考えてございますし、今後も

対応方法も変わっていくものと思われますので、随時見直しをしていきたいと考えてございます。 

３点目の防災行政無線デジタル化整備事業についての１つ目、整備計画の進捗状況についてで

ございますが、当該事業につきましては財源の確保のための関係省庁との協議も調い、懸案とな

っていた三石社万部山中継局の電源確保にもめどが立ち、今後のスケジュールとしては工事の入

札などがございますが、現時点では予定どおり各種事務が進んでいるところでございますので、

当初の予定どおり令和４年４月から稼働できるものと考えてございます。 

２つ目の室外アンテナ設置地域とその数、設置に係る費用負担についてでございますが、屋外

アンテナの設置につきましては、静内市街地や中継局を設置する三石豊岡にある社万部山周辺に

おいては戸別受信機単体で放送を受信できるものの、それ以外の地域においては屋外アンテナを

設置することにより放送を受信しようとするものでございまして、具体的に屋外アンテナが必要

となる地域は、静内目名より奥の地域、静内浦和、東静内、静内川合、静内東別、三石鳧舞、三

石本桐などの各山間部や静内から三石までの海岸部のほとんど全域となっておりまして、電波伝
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達調査を実施したところ380か所程度と把握してございまして、町が各自治会等へ貸与する部分に

つきましては、全額町負担で整備することとしてございます。 

３つ目の携帯メール配信サービスについてでございますが、このサービスを利用するためには

ＱＲコードが利用できる携帯電話やスマートフォンで読み取っていただき、登録していただく必

要がございます。登録していただいた方々へ町から配信する防災情報をメールによりお知らせす

るものでございますが、町内に限らず、町外についても情報を受け取ることができるものとなっ

てございます。 

４つ目の高齢者の方や障がい者の方への戸別受信機の設置についてでございますが、高齢者や

障がいを持った方々の中には屋外スピーカーが聞こえづらい方や携帯電話、スマートフォンをお

持ちでない方もいらっしゃると思いますが、その場合は新たな機能であります電話自動応答機能

を利用していただきたいと考えてございます。この機能は、町が用意する特定の電話番号に電話

をかけていただきますと、防災行政無線から放送された内容を何度でも聞き直しができる機能で

ございまして、携帯電話からはもとよりご自宅の固定電話等からご利用ができるものとなってご

ざいます。そういった機能があるものの一般家庭で戸別受信機を設置したいという方に対しまし

ては、今後防災行政無線デジタル工事の請負業者が決まり、当該業者との間で戸別受信機の購入

費用について協議が整った段階におきまして、希望される方については自己負担により戸別受信

機を購入していただきたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 一通り答弁いただきましたので、再質問をさせていただきます。 

まず、最初の巨大地震、千島、日本海溝沿いにつきましては、再質問はありませんので、次の

ほうに移ります。感染拡大を防ぐための避難所の対応の部分なのですけれども、先ほど私読み上

げ原稿でもお話ししたのですけれども、国では防災基本計画というのを５月に修正を行っている

のですけれども、町はこのことに伴い、地域防災計画についての修正というのは今の段階では行

わないのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 現時点でこれを受けての修正、あと庁内の組織の変更等もございます

ので、そういったものを併せて総体で修正していきたいというふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) というのは、今も進んでいるということで認識していてよろしいでしょう

か。これからいろいろやっていくということで。今も進んで、行っているということでよろしい

のですか、それともこれからやっていくということでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 事務的には進めてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 分かりました。 

では、２つ目なのですけれども、今回このコロナに関しての避難所の関係なのですけれども、

今までは静内庁舎、山手の青少年会館、保健福祉センター、総合町民センター、三石のほうです、

開設したということなのですけれども、この新型コロナウイルス感染症の防止対策として、その

状況に応じて静内中学校の体育館、山手体育館、これ基幹集落センター本桐だと思うのですけれ
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ども、など一定の広さのあるところを避難所にしていきたいというお話をお聞きしました。これ

は具体的に全て決まっているわけでもなくて、そういうところを目安にしていきたいということ

ですよね。それで、学校関係、それぞれまだまだ考えている学校もあるのかもしれませんけれど

も、一応体育館という、広い場所という町の今の考えなのですけれども、もし最悪の場合は教室

というところも使う予定というのは考えているのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 一応国のほうからモデルケースといいますか、そういったものを示さ

れてございます。それで、示されている中で最低限守っていただきたいというのが例えば家族の

世帯であれば３メートル角の面積で、隣とは１メーター以上空けなさいというふうなものがござ

いますので、そういった部分を守りながら対応していきたいと。ただ、過去に大きな災害ござい

まして、例えば30年９月６日の胆振東部地震、こちらのときには結構な数の避難所を開設いたし

まして避難をされていました。福祉避難所として開設しました保健福祉センター、こちらのほう

には41名の方が避難されているというふうなことで、大体１世帯４名といたしましたらあそこの

集団検診室、こちらのほうに入るのが12組程度の面積がございますので、今示されているものに

ついてはクリアされているというふうな状況でございます。ただ、発熱される方もいらっしゃる

と思います。山手体育館、こちらのほうも検討してございまして、そちらのほうでは一般の避難

されている方、入り口で検温をして熱のある方については例えば山手青少年会館のほう、こちら

のほうに案内しまして一時的にいていただくと。医療機関の受診を促すというふうなことも考え

てございます。そういった状況に応じた施設の活用をしていきたいというふうに考えてございま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) いろいろ考えていらっしゃることなのですけれども、そこでそうなればい

ろいろ設備だとか物品というか、いろんな災害、コロナ対策に対応しなければいけないマスクだ

とか消毒液だとか、もし泊まる人がいたらベッドを要すると、ベッドは町で何人かの分は用意さ

れていると思うのですけれども、体育館とはいえ仕切りがしっかりとなければいけないだとかと

いう、そういう部分って出てくるのでないかと思うのですけれども、そういう部分の準備、また

そういうことのまだ買うところまでいっていないとしてもリスト等をしっかりと準備をしている

という状況かどうか、そこもお聞きしたいのですけれども。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 仕切り等もございますけれども、まず第一に必要なのが換気だと思い

ます。避難される方も例えばマスク、あと手指消毒液、こういったものを時間があれば持ってき

ていただいて、ご自分で防いでいただくと。避難所において定期的な換気を行いながら、空気を

清浄な形で保っていきたいと。長期的になってきた部分につきましては、北海道等にそういった

段ボール等の備品ございますので、そういったところに応援を要請しまして提供を受けるという

ふうな対応をしていきたいというふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) では、自分のところではあまり準備しないで、そういう段階になったとき

に提供を受けるという体制を考えて、前回東部地震のとき、うちの近くの山手の体育館のところ

で皆さんたくさんの方が避難をされて、何人か１晩暮らしたのかな、そんなに人数は多くなかっ
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たのですけれども、そういう方がたくさんいたのですけれども、そのときに本当にもう密集どこ

ろかいっぱい、あのときには電気が停電だったから、充電器のことでいっぱい来られていたなと

いうのがすごく頭に残っているのですけれども、私が一番ここで心配するのは、各地域で避難所

というのは、自分たちはここに避難しなければいけない、ここに行かなければいけないというの

はきっと頭の中にあると思うのですけれども、そうなったときにその避難先での避難がその地域

の人たちが本当にそれでいいのか。例えば突然来られる方もいるだろうし、近かったからここに

避難してきたとか、いろんな方がたくさん近いところには集まるのではないかなと私すごく思っ

ているのです。そういう部分の対応、ちょっと今いろんな話をしたら人と人の間の距離を持たな

ければいけない、家族であれば３メートル枠のと、そういう条件で国から示されているのですけ

れども、そういうことを町民に、地域にどのような形で通知するのか、その辺の考え方というの

はどのように考えているかお聞きしたいのですけれども。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) これまでも避難所開設する部分につきましては、町のほうである特定

の施設、こちらのほうを避難所として開設するので、そちらのほうに避難してくださいというふ

うなご案内をしていました。なので、今後もそういった案内になると思います。案内の方法につ

きましては、先ほど壇上で申し上げましたとおり、メール配信ですとかそういったもので避難場

所の開設ですとか、そういったものを町民の方々にご案内していきたいというふうに考えてござ

いますし、あと国のほうでは避難所に避難するばかりではなくて、親類ですとか知人ですとかそ

ういったお宅、安全な場所、そういったところに避難していただいたり、あとは水平避難ではな

くて垂直避難、ご自宅の２階ですとかそういったところにも避難してくださいというふうなこと

で今回言っております。そういったものをそれぞれかみ合わせながら、近くの会館に逃げるとい

うことではなくて、あくまでも町がこちらの避難所を開設しますよというふうなところに避難し

ていただくというふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 災害もいろいろ水害もあるだろうし、津波もあるし、地震もあるし、様々

な対応をされるのではないかと思うのですけれども、最悪を考えながらしっかりと組んでいかな

いと、いざとなったときに対応ができないということってあり得るのではないかなと思いますの

で、町民が自分がどこへ行ったらいいのか、緊急にここだよと言って、ばあっとそこに集まって

もまた避難所としての対応がし切れないということって絶対あるような気がするのです。町民は、

その場で言われて、その場ですぐ動けるかといったらそうでもないと思うし、またある程度きち

んとした方、こういう平静のとき、静かなときにあったときにはここに行ったらいいよというハ

ンドブックもあるのですけれども、こういうコロナについては、例えば私たち山手に住んでいる

のですけれども、地震が来て、津波といったらみんな柏台なのです。柏台といったら結構たくさ

んの方が柏台、柏台と来るのです。そしたら、もう車も渋滞で、車で動くものですから渋滞にな

ったり、柏台は行き止まりなのです。そしたら、もうみんなそこでどうするのかなと私なんかは

いつも思ってしまうのですけれども、そういう地震も津波もまだ来ていませんから、そんな安心

してはいけないのですけれども、そういう状況なのですけれども、そういう部分では本当に何も

ないときにやっぱり町民に再度こうなったときには、コロナのこの感染の防止対策という部分で

は、いま一度皆さんにこういうときにはこういうところで開設するので、ここの地域の方はここ
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に来てくださいという、何かそういう緊急性はないとしても何かあったときにはこうしましょう

というものというのは町民に伝えていかなければいけないかなというのを私はこの段階であるの

ですけれども、どうでしょうか、その辺の考えは。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 今回のコロナ関係の感染対策ということで、例えば避難するときには

マスクを着用していただいて、スリッパを持つだとか、そういった備えをして避難してください

というようなことも町広報を通してアナウンスしていきたいというふうに思いますし、今後避難

訓練、自治会等で行われる避難訓練あると思いますので、そういった場面でこういったコロナ感

染症対策を意識した訓練をしていただくというふうなことも町のほうからご案内していきたいと

いうふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 私も避難訓練、今お話しされて、こういうことを踏まえてということなの

ですけれども、今年度思い切って避難訓練はコロナ感染拡大防止対策で、新しい生活様式での避

難訓練を１度１か所どこかでやっていくといろんな問題点だとか見える部分あるのではないかな

と思いますので、例えば避難所の運営マニュアルないといってもそれなりのことも必要だと思い

ますので、ぜひやっていただけないかなと思っているのですけれども、その辺今お答えあったけ

れども、そういうことでよろしいでしょうか、やっていただけるということで。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 今後予定されている自治会等ございますので、そういったところにご

相談させていただきまして、対応可能な部分、実施可能な部分について相談しながらやっていき

たいというふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 次に、防災行政無線のデジタル化の整備についてお聞きいたします。 

それで、ご答弁いただきまして、ちょっとびっくりしたのですけれども、屋外アンテナが必要

なところって380か所あるということでお聞きしました。それで、今この屋外アンテナを必要とす

る自治会等に町から貸与する箇所というのは何か所ぐらいあるのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 自治会数につきましては、ちょっと今手持ち資料ございませんが、基

本的に先ほどご説明しました目名から奥、静内であれば本沢地区ですとか豊畑地区、こういった

ところもそうですし、あと海岸線沿い、国道挟んで電波が通らないというふうな場所もございま

すので、そういったところの自治会が対象となってくるというふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) この屋外アンテナのことでちょっとお聞きしたいのですけれども、自治会

長のところに貸与する、役員もなのですけれども、自治会に１から４ぐらい貸すということなの

ですけれども、例えば自治会長が替わった場合その屋外アンテナというのは別に立てるというこ

とか、それともそれをもって町がやるということでよろしいのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 基本的には設置したところの担当が替わられたときには、一式撤去し

て、設置するというふうに考えてございます。 
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〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 分かりました。 

それで、結構大変なことだなというか、お金もかかるなというのを感じるのですけれども、そ

れでもう一つ、屋外の、野外の拡声子局ですか、このことについてお聞きするのですけれども、

今33基、32基になったのか、１か所減っていたと思います。その部分は、地域的にはどこどこ何

か所、どこどこ何か所という計画というのはもう既にできているのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 浦東総務課主幹。 

〇総務課主幹(浦東史博君) 屋外の拡声子局のご質問ですが、全体で今の計画では32基用意する

こととしております。具体的には静内地区につきましては、市街地及び入船から春立までの海岸

部ということで19基、そしてそれ以外の三石地区の海岸部に13基、合計で32基を用意しようとい

うこととしております。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) では、山のほうと言ったら失礼なのですけれども、静内はアナログのこと

でもいろいろなときについても牧場が多いということで皆さん15年度からそういう施設について

は全て行っていないということでいるのですけれども、三石のほう、例えば本桐だとか歌笛だと

か、そういうところも同じ対応でなるのですか。やらないという、こういう基地を置かないで、

かないで、   つながっていくということですか。分かりますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 浦東総務課主幹。 

〇総務課主幹(浦東史博君) 三石地区の屋外拡声子局のお話だと思いますが、こちらにつきまし

ては従来から海岸沿いに全てつけているということになってございますので、その方向性はデジ

タルになっても変えないで、あくまで海岸沿いということで更新をしていきたいと思っています。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 分かりました。 

それで、例えば今までデジタルのときに静内の海岸沿いにも戸別受信機は設置されていたと思

うのですけれども、今回はこの野外拡声子局で対応するということでお聞きしているのですけれ

ども、聞こえづらいという部分については先ほど言っていた電話自動対応機能で使っていただき

たいということなのですけれども、この機能について何点か聞きたいのですけれども、これ何度

も聞き直せるというすばらしいものだと思うのですけれども、一斉に電話した場合、電話中とか

そういうことにはならないのですか。例えば災害があったとき聞こえないといったら、みんな聞

こえないところは聞こえないと思うし、そういうときに町から一斉に聞こえないのですけれども、

どうなのですかという電話で聞いたときに一斉にその部分の答えって、またこうですよという部

分のこういう話が今されたのですよということになるのでしょうか、それとも話し中だとかにな

るのか、ちょっとその辺聞きたいのですけれども。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) これまでも屋外スピーカーのほうでアナウンスさせていただいて、聞

き取りづらいということで何件も電話いただいているということがございます。そういった中で

は、特段つながりにくいだとかというご相談は受けてございません。ただ、今後そういった部分

で集中したときにどうなるのかというのはありますけれども、ある程度のものについては対応で

きるのかなというふうに考えてはございます。 
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〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 心配なのは集中したときなのです。皆さん何かしゃべっているのだけれど

も、聞こえないから、では電話かけようといったときに、みんな同じような体制で電話したとき

に話し中でピーピー、ピーピーいって聞こえなかったとか、そういうときに一番心配だなと私は

思うのです。だから、その辺ちょっと確認をしたかったのですけれども、テープか何かで常に野

外のスピーカーの同じ言葉でしゃべって、誰がかけても、どんなときにかけても聞けるのならそ

れはすばらしいと思うのですけれども、一斉にかけたときに話し中だったらどうなのでしょうか、

その辺は。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 例えば２万人の方が一斉に電話するということというのはなかなか想

定しづらい部分はございますし、今回アプリを落としていただければ放送内容については自動的

に配信されるというふうなものもございます。ですので、そういった機能を使っていただきなが

ら、それでも確認取れないという方がお電話いただくのかなというふうに考えてございまして、

何千人も電話一遍にかけてくるというふうなことはなかなか想定しづらいのかなというふうには

考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 何千人も一遍にということにはならないと思うのですけれども、いろいろ

配信部分だとか、各電話会社の緊急のメールも今はありますから、そこまではいかないとしても、

私はすごく心配するのはそういう携帯を持っていない方、本当にご高齢の方でそういうスピーカ

ーで聞けないから電話をしたときに聞こえないというのが、聞き取れなかった、話が聞けないと

いう部分にはしっかりと何かしらの対応を町としては考えてあげなければいけないのではないか

なと私はすごく心配をするのですけれども、私もいろんな方とお会いしたときに本当にスピーカ

ー聞こえないと、何言っているか分からないし、テレビのニュースで初めて静内がこうなってい

たというのが分かったのだよという話をされたりとか、ある程度の年齢の方は電話をし直せばい

いのですけれども、本当に小さい災害であればそれで事済む部分、大きな災害のときにスピーカ

ーかかって、聞こえない、聞こえないとうろうろしているうちに災害に遭ってしまったりとかと

いう、とても考え過ぎかもしれませんけれども、最悪を考えて、やっぱりしっかりと防災をやっ

ていかなければいけないと私は思うのですけれども、その辺はどのように思っていますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 坂総務部長。 

〇総務部長(坂 将樹君) 建部議員今回のご質問で防災行政無線のご質問ですから、防災行政無

線にということでの話になるのでしょうけれども、情報伝達の手法っていろいろありまして、そ

れをいろいろ活用していくということです。それで、災害の種類幾つかあるというお話もしまし

たけれども、例えば地震があって津波がある。これは、電話をいただくよりもすぐ行動を起こし

ていただくというのがまず大切なのだろうと思うのです、避難という。それで、大雨については、

事前に大雨の心配というか、台風なり、低気圧なりの大雨の心配ってありますから、それについ

ては事前に流せる情報は流します。例えば川があふれてから流すのではなくて、危険な状況にな

ると高齢者ですとか要支援者の準備情報ってありますから、その時点で流しますので、そういう

部分、部分を捉えてこちらのほうは情報伝達を防災無線、緊急速報メール、それからテレビのＬ

アラートってこういうふうに出るやつもありますし、そういうものをいろいろ活用して情報伝達
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をさせていただきたいというふうに思っています。あと、今地域のほうに自主防災組織というこ

とで設置をお願いしていますけれども、今回自治会のほうに防災無線を幾つか配付させていただ

く。さらに、自主防災組織を設置している団体については、それにプラスアルファをして対応さ

せていただくという考えでおりますので、そこら辺の地域の伝達網だとかというのも地域のほう

で利用していただきながら、情報の伝達というのは努め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。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 先ほど私が話ししました高齢者や障がい者に対する対応で、先ほどの答弁

にそれは戸別受信機であればご自分で、まだそこまで進んでいないから、しっかり業者との単価

が分かればその金額でということですよね。購入をしてくださいということなのですけれども、

そういう部分でも町として何らかの援助とか補助とかというのも全く今のところは考えていない

のでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 金額は幾らになるのかというのも分からないですし、そういった部分

では町としては今検討はしてございません。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 先月５月28日に消防庁の消防情報室のほうから令和２年度戸別受信機の配

備促進事業に関する希望調査というのが各自治体に行っていると思うのですけれども、今国のほ

うもコロナのことも含めて戸別受信機については多く、どんどんと言ったらおかしいのですけれ

ども、いろんな形で整備をされて今おります。その中で、無償貸付ですか、貸し付けてくれると

いうのか、戸別受信機等のことがあったのですけれども、本事業は事業の緊急性に鑑み、比較的

安価で短期的に配備可能な次の戸別受信機等を無償で貸付すると、貸すということなのですけれ

ども、うちのデジタル方式の防災無線の戸別受信機もその中に含まれているのですけれども、こ

ういう国でいろいろと事業を組んでくれて、少しでも多く町民の方に使ってもらえるような部分

の対応だと思うのです。日にち的にも本当にぎりぎりで、５月に出ているのですけれども、今月

いっぱいに申し込むという対応なのですけれども、そのことについてはそのときというのはあま

りそういうことは考えないでいたか、私は少しでも安価で安く国から貸与されるのであれば、借

りて多くの方に使っていただけるような対応って必要ではないかなと思ったのですけれども、そ

れについてはどのようにこれが来たときの考えだとかちょっとお聞きしたいのですけれども。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) ただいま議員おっしゃられた制度はございます。ただ、無償貸与にな

っていますけれども、無償貸与を受ける台数、こちらの２倍以上の数を町単独で整備しなさいと

いうのがまず第一条件にございます。それを設置する経費につきましても、無償貸与も含めて町

で負担しなさいというふうな条件がございます。また、今年度のやつにつきましては、７月31日

までに設置する戸別受信機、こちらのメーカーを特定するというもののみ対象とするよというふ

うなものもございまして、今入札に向けて準備してございますが、これから入札等を行いますの

で、７月31日までにメーカー特定はできないというふうなものもございますので、そういったも

のでなかなか実現といいますか、実用的ではないのかなというふうな判断をしてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 
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〇13番(建部和代君) いろんな条件の中で貸与という話というのはちょっと見ても分かるのです

けれども、今後国としてもこの戸別受信機については多くの方が使えるような要するに予算も組

んでおりますので、そういう機会があれば本当に戸別受信機をつけたい方々に安く提供できるよ

うな体制がもしあれば対応を考えていただけないでしょうか。その辺のことも聞かせていただき

ます。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 今の戸別受信機、こちらについては耐用年数がございます。それの更

新も今後出てくると。自分らが考えているのは、そういったハードの更新の伴うものではなくて、

ＳＮＳ、そういった情報発信、こちらのほうを受信していただければハードの更新もございませ

んし、どこでも受信が可能でございますので、今後そういった世の中になっていくのかなという

ふうな考えではございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 13番、建部君。 

〇13番(建部和代君) 分かりました。 

この戸別受信機、防災の国の考え方がよく分かりましたので、もし町民からそういう対応をし

てほしいというときには何かしら丁寧に説明していただいて、町民のためにしっかりとまた取り

組んでいただきたいし、今のままですと順調よくこの事業が進んでいるとも伺っておりますので、

また近くなりましたら町民に様々なことでご連絡をされるのでないかと思いますので、そのとき

には丁寧に説明していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

私のほうからの質問は以上で終わります。ご答弁ありがとうございました。 

〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。午後１時再開いたします。 

休憩  午前１１時３８分 

                                            

再開  午後 １時００分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。 

12番、畑端君。 

〔12番 畑端憲行君質問者席へ〕 

〇12番(畑端憲行君) 私は、同僚議員の皆様方が新型コロナウイルスに関する質問を多くされて

いるということから、別な件で通告に従いまして次の２件につきまして質問させていただきたい

と思います。 

まず、１件目は、町長のまちづくりビジョンとその姿勢についてでございますが、まず１点目

として、町長は就任当初から和と輪をもって進めるまちづくり、その先にある持続可能な３の環

に向かって町政を進める基本理念を強調されました。そして、誰もが住んでよかったと思える地

域となることを目指す約束を町民の皆さんにされました。町長の任期は、一つの区切りとしてあ

と２年余りですが、単年度ごとの執行方針では理解はしておりますが、残りの期間をどのような

ビジョンでまちづくりに取り組んでいこうとしているのかをお伺いしたいと思います。 

２点目として、町長の三石在庁日の再開についてでございますが、平成30年６月より町長在庁

日は町長の日程の都合上休止し、１か月後の広報にて当面の間休止するとのお知らせがありまし

た。一人一人の声を大切にする機会などを多く設けるためにも在庁日を再開してはどうか。特に

町長は、令和２年度の執行方針の中で町政運営に当たり町民の皆様や関係団体の皆さん方との対
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話の機会づくりに努めると力強く述べてございますが、その点お聞きしたいと思います。 

そして、３点目は、職員とのコミュニケーション、このコミュニケーションこそがまちづくり

の基盤となると私は思いますが、町長のお考えをお伺いしたいと思います。 

次に、２点目は、公営住宅の入居に関することについてでございますが、公営住宅は国及び地

方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮す

る低額所得者に対して賃貸し、または転貸することを目的としております。そこで、次の２点に

ついてお伺いします。 

まず、１点目は、生活困窮者に対する連帯保証人なしで公営住宅に入居仕組みづくりができな

いかどうかをお伺いします。この連帯保証人については、昨年12月に同僚議員より質問しており、

重なる部分もあるわけでございますが、核家族化の進行などにより家族関係や血縁関係が希薄化

し、連帯保証人を確保できないことにより公営住宅の入居を辞退せざるを得ないという状況が少

なからず生まれてきております。そのようなことから国土交通省は、公営住宅管理標準条例を改

正して、平成30年の３月に特に身寄りのない高齢者などの公住入居を妨げる連帯保証人規定を削

除し、各自治体にも削除の要請をしてございます。そのような経過からお伺いするものでありま

す。 

２点目は、公営住宅入居募集から入居ができるまでの期間をできるだけ短縮することにより、

入居を早くしていただく方法を考えるべきではないかと思いますが、その点をお伺いしたいと思

います。 

以上、２件の質問をいたします。ご答弁のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〔企画課長 柴田 隆君登壇〕 

〇企画課長(柴田 隆君) 畑端議員からのご質問の大きな１点目、町長のまちづくりビジョンと

その姿勢についてご答弁申し上げます。 

まず、１つ目のご質問ですが、趣旨としては町長としての任期が残り２年余りとなったが、今

後どのような考えでまちづくりを進めるのかという問いかけかと思いますが、まずまちづくりの

進め方としましては、ここで何かを大きく変えるつもりはなく、就任当初に掲げた課題、あるい

はこれまで新たに出現した様々な課題等に対しまして関係する方々と誠実に向き合いながら、現

実的な対応策を見つけ出し、実現に必要な準備が整ったものから形にしていくと、これまでもこ

れからもこの繰り返しであると考えております。 

次に、まちづくりのビジョンにつきましては、既に町政執行方針などでお示ししているところ

でありまして、ここで各分野一つ一つについて改めて説明するのは時間的にも難しいと思います

が、総じて言うとすれば急激な人口減少をはじめ地域を取り巻く情勢が昔とは大きく変わってき

ていることを的確に受け止めながら、この町の将来にとって真に必要なものを取捨選択し、次代

を担う子どもたちに安心して引き継いでいけるような基盤や環境などを整えていくことが我々に

課せられた使命であると考えていますし、そのための施策を効果的、効率的に展開していくため

にも地域内の協力連携はもとより国や北海道、関係する自治体と効果的に連携し、さらにはこれ

までにない新たな発想や技術なども上手に取り入れながら、時代に即した魅力的な町をつくって

いきたいと考えております。 

次に、２つ目の町長の三石在庁日につきましてですが、三石地区在住の町民の皆さんと地域の
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課題や今後のまちづくりについて懇談や意見交換を行う機会として、合併後の平成18年10月から

毎月１回町長が三石庁舎に在庁する日を設けてきたところでございますが、開始から10年以上が

経過する中、回を重ねるごとに相談件数は減少し、近年では相談者が一人もいないような月も増

えてきたことから、広聴手法としての妥当性や効率性なども含め、その在り方を見詰め直す時期

と考え、平成30年６月から休止させていただいているところでございます。 

休止後におきましては、自治会長会議やまちづくり懇談会などの定期的な懇談機会に加え、地

域にとって重要な案件につきましては地区ごとに住民説明会を開催するなど、地域の皆さんの声

を直接聞く機会づくりに努めてきたところでございまして、そのような手法による意見等の聴取

に特段の支障も見受けられないことから、現時点では三石庁舎での定期的な町長在庁日を再開す

ることは考えてございません。 

また、三石庁舎には地域振興部長や地域振興課などを配置し、三石地区の皆さんからのご意見、

ご要望などをいつでもお受けできる体制を取っておりまして、重要な案件につきましては必ず町

長まで報告、協議しておりますし、理事者と直接面談する必要があると認められる案件につきま

しては、不定期に日程調整をさせていただき、対話の機会を設けるよう配慮してまいりたいと考

えてございますので、ご理解賜りたいと存じます。 

最後に、３点目の職員とのコミュニケーションについてでございますが、議員がご指摘されて

おられるとおり、職員とのコミュニケーションはよりよい仕事をする上で重要であると認識して

おりまして、毎週の庁内幹部会議、庁議と言っておりますが、庁議をはじめ様々な打合せ機会に

理事者も同席し、まめに情報共有や意見交換などを図っているところでございます。また、職員

互助会による親睦行事などを通じまして、勤務時間の枠を超えた交流も深めているところでござ

いまして、職場内の良好な人間関係の形成にも努めているところでございます。これからも理事

者と職員、また職員同士の中でコミュニケーション不足が生じないよう気を配りながら取り組ん

でまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〔建設課長 野垣尚久君登壇〕 

〇建設課長(野垣尚久君) 畑端議員からのご質問の大きな項目の２点目、公営住宅の入居に関す

ることについてご答弁申し上げます。 

１点目の生活困窮者に対する連帯保証人なしで公営住宅に入居できる仕組みづくりができない

かについてでございますが、連帯保証人に関しましては令和元年12月定例会におきまして谷議員

からご質問いただいており、答弁が重複いたしますことについてご了承をお願いいたします。当

町におきましては、入居に際しまして入居決定者と同程度以上の収入を有するもので、町長が適

当と認める連帯保証人の連署する請書を提出いただくことになっておりまして、家賃の滞納をは

じめ様々なトラブルが発生した場合に入居者と連携して解決に当たっていただくなど、大変重要

な役割を担っていただいてございます。そのような状況から、現段階では連帯保証人は必要なも

のと考えておりまして、連帯保証人なしで公営住宅に入居できる仕組みづくりについては現在検

討しておりませんが、引き続き他の自治体の取組状況を注視し、当町の実態も踏まえながら総合

的に判断してまいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 

２点目の公営住宅入居募集から入居できるまでの期間を短縮することにより、できるだけ早く

入居できる方法を考えるべきではないかについてでございますが、初めに現状の入居者の公募方
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法についてご説明させていただきますが、２月、５月、８月、11月発行の町広報を主な媒体とし、

ホームページも活用しながら年４回公募しております。募集期間は、土日祝日を含めず６日間と

しており、締切り後に申請書類等を精査した上で、条例の規定に基づき暴力団員ではないか静内

警察署に照会するなどの調査を実施し、申込みに重複がない場合につきましては、その結果をも

って入居の決定をしてございます。また、申込みが重複している案件につきましては、通常２週

間程度の期間を要しておりますが、申込書に基づき聞き取りを行い、記載のない事項の確認など

の実態調査を実施しております。これらの結果に基づきまして町営住宅入居者選考委員会を開催

し、ご審議いただいた上で申込み重複案件の入居者を決定しているところでありますが、申込み

に重複がなかった案件につきましても選考の必要はなく決定したことを事後報告することとして

ございます。以上のことから、応募に重複がない場合でも申込みから入居決定までにおおむね２

週間程度の期間を必要としており、応募に重複がある場合においては１か月程度の期間をいただ

いている状況でございます。さらに、鍵の引渡しを行うまでには入居者説明会の開催や請書など

の提出及び敷金の納付の確認が必要であり、１か月程度の期間を要する場合がありますことから、

申込み受付の際には入居までに１か月半から２か月程度かかることを説明し、ご理解いただいて

いるところでございます。 

議員ご指摘の一日でも早く入居できる方法を考えるべきという点につきましては重々理解はす

るものの、現状におきましては公募の準備から鍵の引渡しまでに最大で３か月程度の期間が必要

となっておりますが、そうした意見があることを常に念頭に置きながら、公平性と公正を保ちつ

つ迅速かつ丁寧に事務処理を行い、一日でも早く入居いただけるよう工夫するなど努力してまい

りたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 

以上、ご答弁とさせていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) ただいま２件に対しますご答弁ありがとうございました。それでは、何点

かの再質問をさせていただきます。 

まず、１件目の町長のまちづくりビジョンとその姿勢についてでございますが、町長、私まず

冒頭感じることは、町長が考えるまちづくりビジョン、要するに町長のまちづくりビジョン、こ

の質問の要旨からしますとできるならば町長が直接答弁すると私は思っておりました。その姿勢

たというふうに思います。 

それで、町長が任期の４年間で取り組んでいく町民へのお約束、この町民へのお約束を町政の

基本事項として任期当初町民の皆様に示されました。町政運営の透明化はもちろんのことですが、

一人一人の声をまず大事にすることを基本として、開かれた町政を実現するものだと述べており

ました。そして、先ほど答弁の中で、町長は就任当初に掲げた課題等を形にしていくと言いまし

た。形にしていくというふうに申しておりましたが、町長の言う重点項目、大きく分けて４つが

ございました。その１つは町政運営の透明化、２つ目は基幹産業の強化、３つ目は医療と介護、

福祉の連携強化、そして４つ目が産科新設を含む子どもを産める環境の整備、この４つを最重点

として４年間取り組んでいくということを町民とお約束されました。今現在どの程度その形にな

りつつあり、あるいは進捗状況はどうなのかを簡単でいいですからお伺いしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) ただいまのご質問、極めて広い範囲のご質問でございまして、一言で
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進捗状況と申しますとなかなか答弁はしづらい部分もございますけれども、町長が就任当初掲げ

た各課題、またその後に情勢が変わって新たに発生したような課題もございまして、それは毎年

町長と各セクションの幹部と情報共有しながら、毎年方針を立てて取り組んでいるところでござ

いまして、実現できていないこともまだ多々あると思いますけれども、一つ一つ先ほど壇上で申

し上げたとおり準備ができたものから進めているところでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) 次に進みたいと思います。 

次に、２点目の町長の三石在庁日の再開についてでございますが、３点目の職員とのコミュニ

ケーションとの関連がちょっと私質問する上で関係ありますので、併せて再質問をさせていただ

きたいと思います。和の心をつなぎ合わせ、手を握り合う輪をつくることという町長の基本理念

から、１か月に１回の在庁日は必要ではないかというふうに思います。実は、この２月にも、ご

存じかと思いますけれども、三石地区のまちづくり懇談会がございました。その懇談会の席でも

在庁日の必要性の意見を出された方もございます。その点はご存じだと思いますけれども。その

意見があったように幾ら地区の人口が減少したとしても約3,700人住んでいるこの旧三石町の住

民ですから、たとえ時には訪問者が少ないといえども、町民の声を大切にするその町長の言葉を

在庁日の再開としてはどうかと思いますけれども、再度その辺を聞きたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) ただいまの在庁日の再開についてご指摘ありましたけれども、我々三

石地区の在庁日が要る、要らないという議論よりも、町民の声を広く聞く広聴の手法として、合

併当時に望まれてきた手法と現状といずれも変わってきているのではないかというふうに考えて

ございます。現に相談件数にも現れているとおり、年々利用者もおりません。平成30年にやめて

かれこれ２年になりますけれども、ここまでの間に多くの方が町長在庁日というものを求めると

いう声は少なからず企画課の我々のほうには一件も届いておりません。まち懇でご発言された人

がいることは承知しておりますけれども、そのような認識でおります。現状町長が町民一人一人

の声を大切にするということにつきましては、町長が一人一人に直接会うということとはまた違

うと考えてございます。先ほど壇上でも申し上げましたけれども、各セクションには担当窓口が

あり、担当者がおり、課長なり、部長なりがおり、そういう中でいろいろお話をお伺いする中で

町長が自らお話しするべき案件につきましては、定期でも不定期でも用意してまいりたいと考え

てございますので、ご理解いただきたいと存じます。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) 先ほどちょっと答弁でもございましたから私も申し上げているのですけれ

ども、先ほど回を重ねるごとに相談件数が少ない、減少し、近年は相談者が一人もいない日も増

えてきたということで休止したということが最初のご答弁でありましたから、そういったことで

あるから私お聞きしたのですけれども、もちろん大野町長の考え方もありますけれども、そもそ

も三石在庁日を設けたのは、もちろん町民が主役でありますけれども、本庁舎から離れている三

石庁舎の職員の方々も事業の協議をしたり、要望を聞いたり、いろいろな意味で職員とコミュニ

ケーションを図るという目的も私はあると思っておりました。また、これ始まったときもそうい

うふうに考えてございました。ですから、１か月に１回程度設けたものと解釈しています。もち

ろん先ほど言いましたように、もう一回繰り返しますけれども、町民の方々が主役で、町民の方々
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に来てもらう。同時に１回は三石庁舎に行って、職員といろいろ話し合う機会、そういったこと

が必要ということでやってきておりましたので、そういうところがすれば休止するということは

いかがなものかというふうに思っておりましたので、その点どう思うか。町長の前に設けたこの

在庁日を、いろいろなやり方があると思いますけれども、その点お伺いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 米田地域振興部長。 

〇地域振興部長(米田和哉君) 在庁日の休止につきましては、町民の方々がなかなか来られなく

なったということから始まっているのですけれども、現在は町に対する要望、苦情、相談などは

部をまたいで地域振興部、また地域振興課がお伺いして答えるという体制を取らせていただいて

います。おかげさまで４月から先日、２か月半の間に私のところにお客様が120人ほど来られて、

多くの方々からいろんなお話や困っていることなども伺っております。その中で、私や地域振興

課長で判断できることはその場で判断させてもらっていますけれども、判断できなかった内容に

ついては町長、副町長に相談し、また判断したものでありましても副町長にこのようなことがあ

りましたということで報告させてもらっています。先ほどの120人の中には畑端議員さんも入って

いるわけでございまして、そのような質問をされるということはご不満があったのか、私の力不

足というふうな形に思われているのかもしれませんけれども、ただ私どもの課長もそうですけれ

ども、三石地区の皆さんのご意見は全てご要望をお聞きして、そして判断して理事者にお伝えす

るという方針で考えてございます。 

また、支所の職員との打合せということですが、町長、副町長とも三石に用がある場合は三石

庁舎に寄ってもらいまして、そこで部長、課長だけでなくて他の職員ともいろんな話をしている

状況でございます。また、業務的なものにつきましては、三石には農政課と水産林務課もござい

ますので、そういう場合は私どもと一緒に指示を受けたりということをしているところです。あ

と、職員に対する訓示などは今ネット回線を使ってやることもできるので、そのような形で今進

めています。議員がご心配されるような理事者と職員の打合せというのは、そのような形で順調

に進められているというふうに判断してございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) いろいろ実情をありがとうございます。 

ちょっと角度を変えて言いますけれども、職員とのコミュニケーションも併せてちょっと感じ

たことを言いますけれども、先ほど答弁でございました。職員とのコミュニケーションは、より

よい仕事をするために、仕事をする上で大事なことだということだと思います。そのとおりだと

思います。私は、役場内部で決めたこともありますので、あまり内部干渉はできませんけれども、

私も長い間町職員として勤めていたことがあるがゆえに、お聞きしたいと思います。実は、３月

定例会において質問しようと思っていました。自粛ということもあって質問はやめました。タイ

ミングとしては時期外れなことでございますけれども、今質問するのはどうかと思いますけれど

も、大事なことだと思いますので、お伺いしたいと思います。昨年の12月30日、12月30日といえ

ば仕事納め、そして今年の１月６日、１月６日といえば仕事始めの町長の挨拶がございます。私

はよく分かりませんけれども、三石庁舎職員には町民センターで、シアター室で本庁舎での挨拶

を同時にウェブ中継で行われたと聞いているのですけれども、それは事実なのでしょうか。ちょ

っとお聞きしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 
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〇総務課長(上田賢朗君) 昨年度はウェブカメラ、こちらのほうを試験的に導入しまして、庁議

ですとかそういった会議も試験的に導入して実験を行いました。その中で、そういった挨拶につ

いても遠隔で行うというふうな実験を行ってございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) 今試験的ということでございますけれども、これはそのままそのとおりい

くのだろうかと思うのですけれども、私が思うには庁議とか、あるいは普通の打合せの会議だと

か、こういうことは今の時代ですから私は当然そうすべきだと思います。ましてや今新型コロナ

ウイルスの関係で感染防止対策ということで盛んにやっていますけれども、テレビ電話とかズー

ムとか、そういったことによって会議が行われています。それはそれで十分いいと思います。で

も、新ひだか町内に２つの庁舎があって、１年に１回、２回しかない職員の挨拶と訓示といいま

すか、その１年のお礼の挨拶、お礼と言ったらあれですけれども、ご苦労さんでしたという挨拶、

あるいは年初めに職員に対しては財政がゆるくないから、あなた方のいいアイデアで何とかまち

づくりを頑張ってくれよというような挨拶ぐらいはウェブ中継でなくて、生で職員の皆さん方の

部長から係までの一端の一つの会場の中で皆さん方の顔を見ながら挨拶すべきだというふうに私

は思っております。そのように思う職員もいることはちょっと聞いておるところでございますの

で、町理事者、職員との間のことで第三者、我々に言われる筋合いはないというふうに思うかも

しれませんけれども、こういったコミュニケーションをしながら、職員としての立場から申し上

げて私は何となく思うわけでございますけれども、北海道知事が各振興局を通してウェブ中継を

年頭の挨拶、あるいは仕事納めの挨拶、こういったことと全然わけが違うと思いますので、これ

はあくまでも町長の方針でやることですからと思いますけれども、私たち周りから見たら、でき

るだけこういった挨拶だけは職員とのコミュニケーションを取るという形からすれば必要だと思

いますけれども、あくまでも町長の考え方ですけれども、町長どう思いますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 本庄副町長。 

〇副町長(本庄康浩君) 今ご指摘いただいております職員とのコミュニケーションの問題、この

扱いというか、やり方については、町長それぞれの考え方あると思いますが、今、年末年始の挨

拶のところでのウェブの試験的にやったというのは、これはたまたま試験的にやって、私ずっと

町長が挨拶に行くときには必ずついておるので、感想的なことを含めて申し上げますと、今畑端

議員さんがおっしゃっているような面も確かにあるのかもしれません。ただ、ノー原稿で町長や

りますから、静内庁舎でやった内容と微妙に三石庁舎でやった内容が過去には変わったりするこ

ともあって、あれ、これ言っていないのではないかなと思ったりすることも私ありました。職員

側から見ると、一つの町長の口から出た言葉が全員同じことを聞いていくということ私大切なこ

とだなと思って、これうまい具合にこういうウェブでの全職員に一斉に流れる。ですから、町長

の口から例えば庁舎内の放送もできるようになっているのです、今。マイクというか、電話でや

るのですけれども、そういうこともできますし、町長の肉声が同じ言葉が同じ場面でみんなの職

員に伝わる、これのほうがこの挨拶については重要でないかなというふうに思っております。そ

れで、実際に昨年の暮れ、今年の始まり、そういう形でやりましたけれども、病院ですとか、そ

れから特養、蓬莱荘や何かには町長直接行っているので、それはウェブの仕組みがないものです

から、直接行ってお話しさせていただきましたけれども、ああいうところは特に職員に全員集ま

ってこいと言うわけにいかないもので、町長が足を運んでさせていただいていると。こちらの静
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内地区にあっても病院だとか保健センター、一緒です。そういうところには足を運んでやらせて

いただいておりますけれども、そういうところというのは、私町長と２年くらい仕事を一緒にや

っておりますけれども、これを町長に話したことはないのですけれども、職員とのコミュニケー

ションって随分取る人だなと私は思っている。というのは、私は決裁で呼びつけるときというか、

ちょっと来てくれというときには、ここ違うのでないのかとかという指摘事項をするために職員

を呼ぶのが多いのです。ただ、町長は、ずっと私見ていますけれども、新人職員が来ても、ちょ

っと座れやと。そこで仕事のことも含めていろんなことをお話しされています。ですから、畑端

さんが求めておられる職員とのコミュニケーションをなったばかりだからなお濃いのだと思う、

町長は。ですから、町長は自分の口からそんなことは申し上げないと思ったので、私今手挙げた

のですが、そこら辺含めて随分やっておられるので、コミュニケーションについては安心して見

ているというのが私の感想でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) その辺のことは、私たち外部ですから、実際その辺はよく分かりません。

中にいれば大体推察できるのですけれども、部分的には失礼なことを言っている部分もあるかも

しれませんけれども、ただ副町長言いましたように場所が違ったら、やっぱり場所違って話すの

だから、三石は三石庁舎での話、三石には大体50人前後の職員がいると思いますけれども、それ

に合った話をしてくれればそれでいいので、同じことしゃべることもないので、そういったこと

を思うものですから、やはり１回は、町長ほとんどこっちにいるのですけれども、部長とか課長

方では内部の打合せ会議やるのです。だから、大野町長は全部もう隅から隅まで顔分かっていま

すから、みんな。ところが、下のほうの職員というのは面接しか会っていませんから。面接のと

きにしか町長って会っていないのが現実だと思うのです。そういった意味では、やはりそういう

ことも三石に来てもらっていろいろ話す部分があればいいなということで思っていましたので、

そこら辺お聞きしました。私はそれ以上申し上げませんけれども、ただ試験ということでやって

いますけれども、やはり１年の１回の挨拶ぐらいは生の声をやって激励するというか、１年の最

初の始まりをしたほうがいいというふうに私は思いましたので、それを私はコミュニケーション

という形で今質問させていただきました。それについての答弁は必要ありません。この点につい

てはこれで終わりたいと思います。 

次に行きます。次に、２件目ですけれども、公営住宅の入居に関することについての再質問を

させていただきます。まず、１点目の生活困窮者に対する連帯保証人等についてでございますけ

れども、冒頭質問したように国土交通省による住宅入居を妨げる連帯保証人規定に関して、国は

削除を各自治体に要請しており、その内容は実は３月４日付の日本経済新聞に大きく載っており

ました。｢公営住宅、高齢者行き場を失うおそれ｣というタイトルで大きく取り上げておりました。

私は、今の段階では全ての入所者に連帯保証人と、本当は連帯保証人はなくすべきと思うのです

けれども、連帯保証人をなくさなくても、特に生活困窮者に対して考えるべきではないかという

ふうに思いますけれども、その点いかがでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) ご質問にご答弁させていただきます。 

畑端議員がおっしゃられていますまず平成30年３月30日付の国土交通省住宅局からの通達文書

の内容でございます。これについては、公営住宅への入居に際して保証人の取扱いは事業主体の
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判断に委ねられているが、民法改正に伴う技術的助言として通知されているというものでござい

ます。その内容なのですけれども、保証人の確保ができないために入居できないといった事態が

生じないようにすることが必要としつつも、緊急時の連絡先の確保の重要性などを踏まえて、地

域の実情等を総合的に勘案して適切な対応をお願いしますというような記載になってございま

す。また、保証人の確保を求める場合の注意事項として、民法改正に伴う極度額の設定について

の記載方法などもそこで定められておりまして、保証人のことを完全に否定するものではないと

いうふうに私どもは認識してございます。 

北海道を含めて大きな自治体において保証人に関する緩和措置というのはなされているところ

もあるのですけれども、道内においては１割程度ということになっております。その１割の自治

体がなぜ逆にそれができるのかと。町ではなぜできないのかということになってくるかと思いま

すけれども、畑端議員もいろいろお調べになっていると思いますけれども、北海道においては滞

納防止対策として非常に厳しい要綱が定められておりまして、滞納額の家賃が３か月分になった

場合においてはまず催告状を出して、それから５か月を超えた場合には再度催告状を出すと。そ

の後、納付がない、滞納者の滞納の額が30万以上になった場合においては、住宅を１か月以内に

明渡しするように明渡し請求をしております。明渡し請求後においても完納しない場合において

は訴訟を起こしているという状況でございまして、実際に強制退去した後には弁護士に委託をし

て収納しているというところまでやっているという実態がございます。町としては、強制的な明

渡し、あるいは訴訟というところまでは選択をしないで、債権管理条例に基づきまして税務課と

連携しながら連帯保証人の協力を得て、また緊急時の連絡先の重要性を含めて、これからも連帯

保証人を置いて今後も進めてまいりたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) 今課長言われたのは、道のことですか。道のことでなくて……どういうこ

と。ちょっと聞き漏らしたので、教えてください。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) 北海道を含めた道内の１割程度の自治体で実施されているような内容

でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) 今道も含めたということですけれども、ご存じだと思います。道において

も、道ですから道営住宅、道営住宅についても近年身寄りのない単身高齢者が増加している、保

証人の確保が困難に来ているということから、この４月から連帯保証人を不要としているという

こと。ただし、連帯保証人を不要とするけれども、緊急連絡先を決めていただく手続を条件に緩

和しているということ、道のほうではそういったことで４月から連帯保証人の規定を削除して、

こういう条件をつけている、緊急先ということやっていると。そういったことからしても、町と

してはその点もうそろそろ考えていくべきでないかと思います。ただ、滞納したとかなんとかと

いうことについては、これは従前に粛々とそういう徴収方法を取っていくということはそれは確

かと思いますけれども、今道の考え方にもやはり道営住宅もあるわけですから、そういったこと

を町として考える時期に来ているのでないかというふうに思いますが、その点もう一度お伺いし

たいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 
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〇建設課長(野垣尚久君) 先ほどちょっと答弁が長くなりましたけれども、その中でご答弁申し

上げましたとおり、町としては強制的な退去命令等を出すというところまでしないで、これまで

どおり連帯保証人と協力し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、その辺の滞

納者に対する厳しさというのが大きなまち、北海道を含めた大都市とは状況が違いますので、国

交省の通達にもありますとおり、それぞれの自治体の実情に合わせた形で決めてほしいというよ

うな助言でございますので、それに従って我々も町の状況を踏まえて今後も同様に進めたいと考

えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) 次に移りたいと思います。 

次に、２点目の再質問になりますけれども、２点目の公営住宅の入居募集についてでございま

す。現在実施している募集から入居するまでの期間というのは、この募集期限から入居の許可が

下りるまでのこの期間を考えますと、先ほども話があったように約２か月間待つことになります。

これがもし募集期限の直後に住宅が必要だというふうになった一つの例がいろいろありますけれ

ども、そういった場合にはその後に来る募集を待って申し込んだ場合は、入居できるまでの期間

は約５か月間なのです。家がなくて５か月間といったら、かなり長く見えます、待つほうでは。

住む住宅がなく、一刻も早く住宅を確保したいという住民の気持ちになればこそ、ほかの町村は

割と短縮している例があるのですけれども、募集を年４回を回数を増やすということは考えるべ

きではないかと思いますが、どんなものでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) 公営住宅の募集については、先ほど壇上でもご答弁させていただいた

とおり、年４回ということで、あまり大きくその時期をずらさずに規則的にやっております。今

畑端議員おっしゃられたのは、多分前回の募集にたまたま間に合わなくて、次の募集に応募した

という事例なのではないかと思います。それは非常に特殊な事例なのだろうと思いますので、本

当に住宅を希望している方は、町の広報紙で年４回出るということをきちっと注意しながら見て

いただいているのではないかというふうに思います。 

また、私壇上で最大で３か月かかるというふうに申し上げましたけれども、実際に入居が決ま

った後においても、先ほどから言っています連帯保証人の連署をいただいた請書を提出していた

だかなければならないでしょうし、また敷金も納付していただくということもしていただかなけ

ればならないです。仕事をしている方だとかいろいろ生活の事情がありますので、簡単にすぐで

きる人ばかりではないということと、実際に入居が決まると電気ですとか水道ですとかそういっ

た手続もしなければならない。そういった状況を踏まえると、すぐにできる人とそうでない人と

おりますので、町としてはやはり時間のかかる人のために少しでも余裕を持った募集をしていき

たいと考えてございますので、ご理解をお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) いろいろそういうことだから期間がやっぱりそれだけ必要だということな

のですけれども、私がちょっと思うには、例えば細かく言いますけれども、本当に直近、その前

の話でちょっと話ししますけれども、例えば５月26日に住宅を募集しましたよと。募集期限は６

月２日ですよ、４日間ですよ、募集期間が。そして、６月２日に募集が終わりました。何人来ま

したと。選考委員会は、今の場合は７月３日ぐらいにやるのです。そして、今度選考委員会やっ
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て終わったら、７月の初めに終わったら入居はいつですか、７月下旬ですよと。１か月間待ちで

す。その間に何をやるかといったら、先ほど答弁いただきましたけれども、入居者の説明会、請

書の提出、そして敷金の納付ということをこの１か月間でやるということなのです。これは、７

月の初めに選考委員会終わったら、この３つの作業ぐらいというのは１か月もかからないででき

るのではないかと私は思うのです。この今の作業。そういうふうにして、少なくても半月か１か

月ぐらい、半月程度縮めれば住宅を借りる皆さん方は大変いいのかなというふうに思うわけです

から、そういったことからすれば全体的に短縮できないのかなというふうに思うのですけれども、

どんなものでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) 入居決定後といいますか、選考委員会後になりますけれども、先ほど

もご説明したとおり、説明会をして、それから請書と敷金の納付というふうになるのですけれど

も、まず敷金の納付と請書の提出については10日以内に提出してほしい、納付してほしいという

ふうに決めてございます。それから、入居までには15日以内に入居してほしいというふうに条例

で定めておりまして、それで大体一月ぐらいというようなお話をさせていただいております。た

だ、それは個人個人によって説明会後に実際に敷金ですとか請書の提出が早まってくる場合は当

然ありますので、それはその都度ある程度私たちもできる限りで早めて手続をしておりますので、

ご理解をお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) 今お答えになったのですけれども、そういうことからすれば、何となくそ

ういった個人差があるのですけれども、早く入れるような形は取ってあげれるような感じします。

その後は、どうのこうのいったって、またその辺を一応加味していただいて検討していただけれ

ばというふうに思ってございます。 

最後に１つだけ申し上げたいのですが、募集して、その募集した住宅が誰も、人気ないのかど

うか、不便なのか分からないけれども、希望がいない場合に、希望がいなかったその住宅はすぐ

募集するのではなくて、またその後の募集のときに加味してやる。こういう住宅というのは、誰

もいなかった住宅、人気が悪いのかどうか分からぬけれども、そういう住宅はまた再度すぐ募集

かけるという方法、ほかのところはみんなやっているのです、ほかの町村は。そういうこと、い

ないからといって次の募集のときまた同じ住宅をかけるということをしないで、すぐできるとい

う方法あるのでないかと思いますけれども、その辺どんなものでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) 町の募集としては、先ほども年４回と言っていますけれども、たまた

まその会においてその部屋の入居希望者がいないのかもしれないですけれども、次回だったらそ

こを希望したいという場合の方もいると思いますので、それは随時ということではなくて、これ

からも同様に定期的に募集を続けていきたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 12番、畑端君。 

〇12番(畑端憲行君) 以上をもちまして私の質問を終わります。どうもありがとうございました。 

〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。10分程度休憩いたします。 

休憩  午後 ２時０１分 
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再開  午後 ２時１６分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。 

６番、下川君。 

〔６番 下川孝志君質問者席へ〕 

〇６番(下川孝志君) 通告に従いまして、一般質問をしたいと思います。 

新型コロナウイルス感染症に関わる問題から入りますけれども、北海道の知事も全国に先駆け

ていろんな対応をしましたけれども、その流れの中で安倍首相も全国一斉の休校措置ということ

を取りましたけれども、ある意味では都道府県の教育委員会が考える、判断すること、または市

町村の教育委員会が判断することといいながら、ほぼ全国一斉ということが半強制的なように全

国で取組がなされました。我が町の休校措置というものが道なり、国からのああいう呼びかけが

ありましたけれども、誰が、どの機関がそれを受け入れて判断したのかについてまず１点目はお

聞きいたしたいと思います。 

また、ある時期に休校から開校へという判断がなされましたけれども、これについても北海道

だけでも札幌、石狩地区と他の振興局との間には非常に温度差があり、私は各市町別にもっと判

断がなされるかなと思ったら、これも一律にという判断が示されました。そういう意味では、我

が町の児童生徒の状況からすると、我が町の開校をする判断、または学校運営の判断というもの

があるべきかなと思うのですけれども、どういう理由で受け入れ、どういう理由で開校したかの

説明がほとんどの町民は理解をする機会がなかったと私は思っていますので、この機会に休校の

判断、または開校の判断についてお伺いをいたしたいと思います。 

それから、休校中に生徒に対して教育の面であったり、または生活の面であったり、どのよう

な指導をするかということは、全国的なニュースなり、情報としていろんな形が入ってきますけ

れども、新ひだか町の場合に子どもたちが在宅でどのような生活をしているのか、または学習活

動しているのか、または出された課題をどのように消化しているかということを私はもっと家庭

訪問をしたりしながら、子どもの姿をきちっと観察することが必要かなと思うのですけれども、

私が聞いた範囲では玄関まで課題を取りに来なさいということがあったり、それほど多くの家庭

訪問がなされたということが聞いておりません。そういう意味では、子どもたちが休校によって

在宅でどんな生活をし、どんな学習をしているかということについての対応はどのようになされ

たのかについてお聞きをいたします。 

次に、休校中ということで、ほとんどの小学校、中学校、または高校もクラブ活動がなされて

いませんでした。ところが、休校が長くなってきたときに社会的にどう言われたかというと、子

どもの健康、精神的なダメージ等から、ある意味ではルールを守りながらやっぱり運動も必要だ

ということが言われていますけれども、新ひだか町の場合は開校するまでの間に子どもたちが外

で遊ぶ姿がほとんど見ることができませんでした。そういう意味では、子どもたちのそういう運

動面から指導ということが必要であったのではと私は思いますけれども、その点についてはどん

な指導を行ったかも聞きたいと思います。 

それから、休校中はスポーツ少年団の活動もほとんど中止していました。ところが、後半にな

って、新ひだか町の場合もほぼ感染の拡大が見えないというときにスポーツ少年団の練習が始ま

ったり、または練習試合を行ったりという様子も見れましたけれども、休校中のスポーツ少年団

等がどのような練習をしてもいいのか、したら駄目なのか、それは学校側とどんな協議があった
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のかについてお聞きをいたしたいと思います。 

それから、２点目は、新型コロナウイルス感染症による新ひだか町の産業等への影響について

ですが、新ひだか町は和牛の生産も非常に活発に行われています。酪農よりも今は和牛生産額の

ほうが２倍も３倍もあるというような時代を迎えていますけれども、休業ということが起きるた

めに高級な和牛だとか高級な野菜、果樹が売れなくなった、買い控えが起きたということで、後

半においては和牛なんかも暴落して、約３割近くも価格が下がったということがありました。こ

の影響について花き等については我が町も早い対応をしましたけれども、それ以外の主産業であ

る軽種馬だとか酪農とか和牛等についての影響も大きいと思うのですが、それらについての対応

が私は不十分かなと思うのですけれども、それらについての影響力、または今後どのような施策

を考えているのかをお聞きいたしたいと思います。 

それから、新型コロナウイルスの感染症と災害が仮に重なったときに、新ひだか町はどのよう

な避難の対策を想定されているかについてもお聞きいたしたいと思います。あるまちは、避難場

所を40万人分確保したと。しかし、このコロナウイルスの感染を防ぐために避難場所には半分の

人しか入れることができないということから、避難場所が大きく不足したという現状の市町村も

ありました。そういう意味では、この新型コロナウイルスを経験することによって、今までの災

害等における避難ということを見直すことが必要だと考えるのですけれども、それらについては

どのような考え方を持っているか。 

それから、３つ目は、これは私は介護事業者としてもやっていますけれども、約２か月ぐらい

前までは医療関係者に対する感謝とか評価とかということがどんどん出てきましたけれども、同

じように介護崩壊が起きたら大変だということで事業者も職員も非常に努力してきたために、北

海道とか新ひだか町においても介護崩壊を未然に防ぐことができました。そういう意味では、今

後におきましても新ひだか町においては、民間事業者も含めて多くの要介護の高齢者がおります。

そういう意味では、それに携わる介護従事者等についての評価を町はどのように考えているのか

ということについてお聞きをいたしたいと思います。後半においては、国も医療職だけではなく

て介護職に対しても評価しようということで、１人当たり５万円を出すという、給付をするとい

うことを第２次補正予算で決めましたし、昨日の新聞等によれば北海道も補正予算の中で医療者

だけでなくて介護従事者についても１万円の商品券のカタログを配付するということが報道され

ていましたけれども、我が町の評価ということをどのように考えているかをお聞きいたしたいと

思います。 

それから、これはちょっと確認できていない部分なのですが、今回のコロナの感染防止という

視点から考えたときに、国は国民全部に10万円を給付するといったときに、介護事業者から要求

したわけではありませんけれども、認知症だとか要介護者だとか重度の人については、なかなか

個人でその判断ができない人がたくさんおります。そのときに新ひだか町の担当者は、グループ

ホームだとか有料老人ホームだとかで暮らしている人たちがきちっとこの申請ができるようにと

いうことで対応してくれました。そのことが早かったので、各ホームだとか事業所ではその事業

者の対応をすることができました。そのことによって各管理者が申請をし、10万円が比較的ほか

の人と同等に支給されることができました。しかし、そのことを考えたときに、実際には新ひだ

か町でも在宅で認知症の高齢者が暮らしている人もいます。または老老介護の中で暮らしている

人もいますけれども、この申請が本当にできるかどうかという不安を持っている人もいました。
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そういう意味では、介護施設に入っている人たちへの対応はすばらしい速さで対応ができたので

すけれども、独居で暮らしている人たちへのサポートがどのように行われているのかと、または

したのかということをお聞きいたしたいと思います。 

次に、公営住宅の入居選考委員会が機能しているかということについて私はお聞きをいたした

いと思います。公営住宅に応募できる条件を満たしていれば選考委員会を経なくても、条件を満

たしているわけですから、私は抽せんでもいいのではないかと。道営住宅の場合は、実際には抽

せんで選考しているという例もありますし、私も選考委員をしたことがありますけれども、町の

担当者の持っている資料というのが実に足りなくて、選考委員が例えば10人応募してきたところ

に１人か２人を選ぶということは、比較していくわけですから、なかなかその資格が難しい、な

かなかできない。本当にそれが公平な結論となるかどうかというのが非常に選考委員の人たちに

とっての不安なのです。そういう意味では、道営住宅と同じように基準を満たして応募してきた

人については、抽せんという方法が取れないのかということをお聞きいたしたいと思います。 

最後に、農業後継者問題ですけれども、これについては何回か取り上げてきましたけれども、

我が町の後継者が８割いないということが言われております。新ひだか町では、新規就農策であ

ったり、いろいろな後継者対策もしておりますけれども、そのほとんどが新規就農対策について

もミニトマトへの就農がほとんどで、酪農、和牛、水田、軽種馬に対する後継者不足に対しての

対策が十分行われているとは思えないと思うのです。それで、酪農だけを取っても非常に後継者

が今不足してきているとすると、集送乳の経費、乳検事業の経費、ヘルパー制度についても今い

る農家戸数が減ると、単町ではなかなかそれが維持ができないような環境が見えてきています。

そういう意味では、酪農しかり、または軽種馬農家の数が一番大きいですし、面積にすると大部

分を占めていますけれども、この後継者対策というものをどのように考えられているのかをお聞

きいたしたいと思います。 

以上、通告に従いました質問を終わりたいと思います。答弁よろしくお願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 田口管理課長。 

〔管理課長 田口 寛君登壇〕 

〇管理課長(田口 寛君) 下川議員からのご質問の大きな項目、休校措置の判断理由と教育的遅

れはないかについての１点目、全国一斉の休校措置が取られたが、教育行政は道教育委員会、町

教育委員会の判断が可能なはずだが、新ひだか町の休校判断は誰が、どの機関がしたのかと２点

目、休校から開校の判断は誰がしたのかについて一括してご答弁申し上げます。 

ご承知のとおり、本年２月28日、新型コロナウイルス感染症に関して町内も含めて道内での感

染拡大により北海道知事から緊急事態宣言が出されたところですが、北海道教育委員会から２月

26日に各市町村教育委員会に小中学校の臨時休業の要請があったことを受けて、当教育委員会と

しては本年２月27日から３月４日までを臨時休業とし、その後さらに３月24日までの延長要請を

受けて臨時休業を延長したところであります。新年度における教育活動の再開等に当たっては、

本道においても依然として新型コロナウイルス感染症の流行が終息しておらず、憂慮すべき状態

が続いていることを踏まえて、感染症対策を徹底した上で、道教委から示された新学期からの安

全に教育活動を実施するための留意すべき事項及びＱ＆Ａに基づき、適切に対応しながら再開を

したところでしたが、４月16日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態

宣言の全国的拡大により、北海道知事から特措法第45条第２項及び同法施行例第11条に基づき学
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校施設等の使用制限、停止の要請とともに、北海道教育委員会から市町村教育委員会への要請が

あり、４月20日から５月６日まで再度臨時休業とし、さらに緊急事態宣言の延長に伴い５月31日

までを臨時休業としたところであります。 

いずれにしましても、判断の際には基本的に知事、北海道教育委員会からの市町村教育委員会

への要請を受けた中で、当町の新型インフルエンザ等対策本部会議での協議決定を受け、学校を

所管する町教育委員会において教育委員会議を開催し、臨時休業を決定しておりますし、臨時休

業から再開の判断につきましても緊急事態宣言の解除を受けて、当町の新型インフルエンザ等対

策本部会議で再開決定を受けた後、町教育委員会が決定したところであります。また、いずれの

場合においても定例や臨時の町校長会議を開いて情報提供と共有を行い、共通理解を図った中で

臨時休業及び学校再開を決定したところであります。 

次に、３点目の休校中の生徒指導はどのような対応をしたのかについてお答えいたします。こ

のたびの休業は長期に及んだことから、子どもたちの日常の活動が大きく制限されたほか、保護

者にも相当の負担がかかったものと認識しております。休業期間中は、国の新型コロナウイルス

感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドライン等に基づき、各学校には常に児童生徒の

状況を把握すること、安否確認を週１回必ず行うようにすることなど、個別に家庭訪問や電話が

けによる健康観察や心身の状況を把握してきたところでありますし、臨時休業中における家庭学

習は子どもたちの生活のリズムをつくる上で特に重要であり、家庭学習に活用できる学習資料を

提供するとともに、学習方法のアドバイスを行うなどの対応も行ったところであります。臨時休

業が長期に及んだことによって、心身のケアを含め通常の生活リズムを取り戻すための取組が不

可欠であり、これまで以上に子どもたち一人一人に応じた指導が行われなければなりませんし、

家族や教師のサポートが欠かせません。当町には、非常勤ではありますが、スクールカウンセラ

ーも配置されており、子どもたちの専門的なケアが必要な場合にはカウンセリングなどを実施で

きるようになっておりますので、必要な事案に適切に活用が図れるようにしてまいりたいと考え

ております。 

次に、４点目、学校のクラブ活動が中学、高校の判断に温度差があったが、決定判断はどこか

についてですが、まずクラブ活動ということですが、部活動ということで解釈させていただいて

お答えさせていただきます。４月７日に北海道教育委員会より学校の再開に伴う部活動の実施に

ついての通知を受けて、町教委から各学校長に対応を要請してまいりました。この中で令和２年

５月中旬までの間、全ての中学校、高等学校のスポーツ大会の自粛、または延期が要請されまし

て、同時に対外試合についても自粛の要請が出されておりました。各学校においては、文科系の

部活動の対応についてもこれに準じております。このため中学校、高等学校での判断に温度差が

あったとは認識しておりませんが、中学校について申し上げますと、中体連の大会につきまして

は４月28日に日本中学校体育連盟から夏季種目の各種大会についての中止の決定がされ、北海道

中学校体育連盟、日高中学校体育連盟を通じて通知されておりますし、６月１日に学校が再開さ

れ、町内中学校ではすぐに部活動を再開せずに２週間の活動停止期間を設けましたが、これは５

月28日発出の北海道教育委員会からの学校再開に伴う活動の適切な実施についての通知の中で、

学校再開後の生徒の心身の健康管理や教員の負担軽減を図るため、状況に対応した適切な休養日

や活動時間を設定する必要があるとの通知内容を受けて、再開後一定の心身の準備時間を設定す

る必要があると学校長が判断したものであります。 
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次に、５点目のご質問、休校中はスポーツ少年団の活動自粛があったが、スポーツ少年団との

協議はあったかとの質問でございますが、令和２年２月27日付で公益財団法人日本スポーツ協会

日本スポーツ少年団から新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮したスポーツ少年団活動のお

願いの通知を受け、新ひだか町スポーツ少年団本部では独自に３月31日までを活動自粛要請期間

として、20団体から成る町内各単位団に通知しております。町教育委員会におきましては、４月

１日の社会体育施設再開に当たり、３密を避けることなど留意事項の文書を作成し、注意喚起を

行ったほか、４月７日付北海道教育委員会通知の学校の再開に伴う部活動の実施についてを参考

にするなどして啓発チラシを作成し、感染予防に万全を期すよう町スポーツ少年団本部に依頼し

たところであります。また、５月中旬までは対外試合の自粛、または延期を要請したところであ

り、競技種目にもよりますが、上部団体からの指導を受けて独自に活動を自粛している団体もあ

りました。５月６日には、北海道の緊急事態措置に基づき５月31日までの活動自粛延長を要請し

ましたが、町スポーツ少年団本部長及び事務局長と逐一連絡を取り合い、相談を重ねながら対応

等について慎重に取り進めてきたところであります。また、町スポーツ少年団本部に未加盟団体

につきましても町教育委員会から同様に要請を行ってきたところでございます。 

以上、ご答弁といたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〔まちづくり推進課長 中村英貴君登壇〕 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) 続きまして、ご質問の大きな２点目、新型コロナウイルス

感染症による新ひだか町の産業への影響などについての１点目、新ひだか町独自の支援策はどう

であったか、その支援策の周知は十分であったかについてご答弁申し上げます。なお、池田議員

への答弁と内容が重複することがございますことをご容赦願います。 

新ひだか町独自の支援策については、非常事態宣言が発出され、全国的に自粛要請が行われる

など、これまでに我々が経験したことがない非常時にあって、地域における感染拡大防止や住民

の命と安全を守る医療機関等への支援、さらには深刻な打撃を受けている地域産業経済の下支え

を早期に図るため、専決処分をさせていただき、取り組んでまいりました。この主な事業として、

１つ目として飲食店、宿泊業者に対し給付金の支給と上下水道料の基本料金免除を行う飲食店等

事業継続支援事業、２つ目として中小企業の資金繰りに対し支援する中小企業経営安定化利子補

給事業、３つ目として町内の医療、介護施設用の物品購入事業、４つ目として休業や解雇となっ

た方を一時的に町の会計年度任用職員として雇用する雇用対策事業、５つ目として市場価格が低

迷した花き栽培農家を支援する花き次期作支援事業、６つ目として水産物の出荷調整のための冷

凍庫借り上げを支援する水産物保管場所支援事業に着手をしているところであり、給付金や補助

金については多くの事業者、関係団体への交付が順次行われておりますし、物品の支給なども実

施されております。 

事業の実施に当たっては、町広報紙やホームページ、フェイスブックやツイッターといったソ

ーシャルメディアへの掲載、さらにはチラシの配布、報道機関や関係機関、団体等に依頼すると

ともに、事業によっては対象事業者に対し個別通知するなどして周知に努めているところでござ

います。その結果、現時点で事業によって進捗状況は異なりますが、当面の事業運営等に一定の

効果が出ているものと認識しております。 

なお、一部の事業につきましては、想定よりも申請件数が少ないといった課題もありますので、
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今後も引き続き支援を必要とする方々へ周知が行き届きますよう広報等に努めてまいりたいと考

えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〔総務課長 上田賢朗君登壇〕 

〇総務課長(上田賢朗君) ご質問の大きな２点目、新型コロナウイルス感染症による新ひだか町

の産業への影響などについて、この２つ目、新型コロナウイルス感染症が重なった場合の避難に

ついての新ひだか町の対策を想定されているかについてご答弁いたします。 

新型コロナウイルスの感染の疑いがある方は、町内の医療機関に入院し、陽性が確認された場

合、保健所が専門の設備のある医療機関へ措置することとなっているため、現に症状が発現して

いる方の避難はないものと考えますし、濃厚接触にあっては町としては個人の特定はできません

が、保健所において対応することとなっているため、こちらも避難してくるものとは考えてござ

いません。避難された方々の中には無症状の方も混在する可能性がありますが、避難場所の入り

口での検温や避難所内での定期的な検温、体調管理を実施するなど、水際対策は講じなければな

らないものと考えてございます。また、避難場所に避難した後に発熱などの症状が出た場合には、

保健所の指示を仰ぎながらになりますが、一般避難者とは別の個室を用意するなどの対応は必要

となりますし、状況によっては町内の病院へ受診していただくなどの対応も必要となる場合があ

るものと考えてございます。 

いずれにしましても、保健所や保健福祉部局などとの連携を図りながら、町内における新型コ

ロナウイルスの発生状況など、平時から情報を共有していきたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口健康推進課長。 

〔健康推進課長 山口一二君登壇〕 

〇健康推進課長(山口一二君) 下川議員ご質問の介護関連について答弁申し上げます。 

３点目の介護従事者等への評価ということでございますが、全国的に介護事業所内でのクラス

ターの発生や休校措置による従業員不足など深刻な状況下にあった中、当町においては長期のサ

ービス停止もなく、利用者への影響を最小限とすることができたことは、介護事業者、従事者の

努力と利用者やそのご家族のご理解とご協力はもちろんでございますが、感染防止に向けた日頃

からの事業所内研修等を通じた様々な対策によるものであると認識しており、深く敬意を表しま

す。今後におきましても、利用者をはじめとした住民の安心、安全のため感染防止に留意した事

業運営を継続していただきますようお願いを申し上げます。 

次に、在宅独居の要介護者へのサポートについてでございますが、通所訪問サービス等の長期

間にわたる停止等もなく、担当ケアマネジャーを中心とした関係機関による臨機応変な対応など、

町内の介護業界全体で在宅生活を支えていただいたものと認識しており、町としても地域ケア会

議や様々な機会を通じて今後も現場からの声を集め、的確なサポートを講じてまいりたいと考え

ております。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〔建設課長 野垣尚久君登壇〕 

〇建設課長(野垣尚久君) ご質問の大きな項目の３点目、公営住宅入居者選考委員会が機能して

いるかについてご答弁申し上げます。 

町営住宅の入居者選考に当たりましては、新ひだか町営住宅条例第８条に規定しておりますと
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おり、入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合には、住宅困窮

度などの実態調査の結果を踏まえ、新ひだか町営住宅入居者選考委員会に諮り、入居者の決定を

しておりますが、住宅困窮者の順位を定め難い場合においては、公開抽せんによって入居者を決

定することとなってございます。しかしながら、これまで公開抽せんまでに至ったケースはない

状況であり、新ひだか町営住宅入居者選考委員会の答申をもって入居者の決定をしているところ

でございます。 

新ひだか町営住宅入居者選考委員会につきましては、新ひだか町営住宅条例施行規則第４条の

規定により、民生委員及び学識経験を有する者10名をもって組織してございます。委嘱期間は２

年間になりますが、公平かつ公正な立場を踏まえた上で、客観的な視点で多様な意見をいただい

ておりまして、選考における大変重要な役割を担っていただいているものであり、十分機能を果

たしているものと考えております。今後におきましても真に住宅を必要としている人を入居者と

して決定する上で入居者選考委員会は重要な組織と考えておりますことから、抽せんによる決定

方法につきましては順位を定め難い場合に限り適用してまいりますので、ご理解をお願いいたし

ます。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川農政課長。 

〔農政課長 及川敦司君登壇〕 

〇農政課長(及川敦司君) 下川議員からのご質問の大きな５点目の新ひだか町の農業後継者対策

の現状についてご答弁申し上げます。 

農業後継者対策に関する下川議員からのご質問は、これまでの町議会におきましても幾度かご

答弁させていただいているところでありますが、農業従事者の高齢化と後継者不足の問題は、第

１次産業を基幹産業とする当町のみならず全国共通の大きな課題とされており、これまで様々な

施策が展開されてきているところでございます。当町における後継者対策は、町のほか農協など

関係団体で構成された新ひだか町農業振興対策協議会が策定した新ひだか町新規就農基本方針に

沿って、新規就農作目をミニトマト、花き、和牛に限定した中でこれまで進めてきたところであ

ります。就農対策が本格化しました平成24年度以降のこれまでの実績としましては、親元就農４

組５名を含め、ミニトマトで16組25名、花きで４組５名、和牛で３組３名となっており、現在23組

33名が営農中であり、その約７割がミニトマトでの営農となってございます。 

議員がおっしゃる酪農、軽種馬のほか和牛、水稲なども含め土地利用型農業につきましては、

資金力が潤沢な法人等が軽種馬へ新規参入するような一部のケースを除き、農家後継者が経営継

承するケースがこれまで一般的でありましたが、今後においては酪農、軽種馬をはじめとした土

地利用型農業における後継者対策も必要であるとの考えから、現在家族以外の人に農業経営を継

承する第三者継承システムの構築、運用に向け、町農業振興対策協議会の第三者農業経営継承推

進部会におきまして関係機関、団体と取組内容について協議を進めているところであります。 

また、地域農業の持続的な発展のためには、これまで申し上げてきた後継者対策及び第三者継

承システム等と併せ、農家所得の向上を図ることも大変重要なことであると認識してございます。

特に議員が危惧されております酪農や軽種馬につきましては、生産者の意向も踏まえ、国のクラ

スター事業や競馬会の補助事業等の効果的な活用により規模拡大や所得向上が図られ、結果遊休

農地の解消や担い手の確保につながるものと考えてございます。このようにこれら施策を総合的

に展開することによって、健全な農地の維持並びに後継者の確保につながっていくものと考えて
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おりますので、今後とも関係機関、団体と協議連携しながら取り組んでまいりますので、ご理解

のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) まず、１点目、再質問させていただきたいと思います。 

道や国の考え方が要請という表現を使われましたけれども、要請というのを強制されると解釈

していいですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 田口管理課長。 

〇管理課長(田口 寛君) 今回のコロナウイルスの関係の要請というのは、当初の２月の時点で

は児童だとかスクールバス運転手ですか、そういう関係者にも出たということで、国よりも先に

北海道が感染者数も多かったということで判断をして、要請をされたということでございまして、

強制と全くそれは違うものでございます。強制であれば、それは法的な強制力というふうに捉え

させていただきたいと思いますけれども、法的なものであればこれはもう法律に基づいて必ずや

らなくてはなりませんけれども、当初の北海道の判断につきましては、あくまでこれは政治的な

判断があって、道教育委員会と協議の上、道教育委員会はその知事の判断の前に、もう出される

のが分かっていましたから、道教育委員会から市町村教育委員会へ要請があったと。それを受け

て町教育委員会としましては、本部会議もありましたけれども、そこでの確認を受けて、児童生

徒の健康安全を第一に考えた中で判断をしたということで、お答えちょっと長くなりましたけれ

ども、強制というふうには捉えておりません。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 私は、知事が法的根拠はないけれどもと言って、ああいう答えを出したと

いうことについては、私は個人的に間違いではないと思うのですけれども、ただ自粛だ、要請だ

といいながら、ほぼ国の言ったこと、道の言ったこと、教育委員会の言ったことに何かすんなり

断ることができないような状況で従っただけなのかなと思ったりするものですから、教育委員会

できちっと分析して、話合いをして結論を出したということで理解いたしたいと思いますけれど

も、ただ休校から再開するといったときには、当初の新聞報道とかニュース等では札幌、石狩地

区と他の地区とは非常に、静内もたまたま３人目は出ましたけれども、ほとんどの地域で出てい

ない地域がたくさんあったというところでは、他の県と違いまして北海道は広大な広さがありま

すので、市町別の対応という判断が教育委員会ごとになされてもいいかなと私は思ったのですけ

れども、開校するときの教育委員会の判断というのは、やはり道なり、道の教育委員会が結論を

出すことを待ったという状況でしょうか。または、独自の判断のための会議というのは設けた経

緯があったでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 田口管理課長。 

〇管理課長(田口 寛君) まず、開校の判断につきましては、壇上でも申し上げましたけれども、

２月の時点から４月の時点では法的なものがちょっと違うと思うのですけれども、４月には感染

症対策の法的な特措法に基づいて、これは国のほうで全国的に緊急事態宣言を出したと。それに

基づいて使用制限と停止の要請、これを受けまして臨時休業を要請をされてきたと。それを受け

て町としては、先ほども壇上でもお答えしていますけれども、あくまで対策本部会議において感

染予防の拡大を抑制するという観点から、子どもの安全、安心を図っていくという観点から、そ

の要請を受けるという判断が必要だろうということで、判断の結果を受けて町教育委員会で判断
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をしていると。その後、ご存じだと思いますけれども、５月に入ってから全国的に感染者数の減

少等もあって、徐々に地域が縮小されてきた、感染地域が。それで、残ってしまったのが北海道

とか、ある一部の県が残ったわけですが、それが最終的には解除になったということを受けまし

て、また町の対策本部会議、あくまでそこでの判断結果、それを受けて教育委員会で決定したと

いうことでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 私は、大部分の判断が間違っているという意味ではなくて、確認すること

とＰＴＡの方々の不安ということからすると、果たしてこの休校によって子どもたちが学力的な

部分で遅れていくことがないのかということが心配だったのですけれども、昨日のあるテレビの

調査によれば、子どもたちがテレビゲームをやっているのは４時間やっているというようなこと

が出されてもいました。先ほどの答弁の中では、週１回の家庭訪問とか言っていたように聞きま

すけれども、校長の判断によって学校の格差もあるかもしれませんけれども、週１回の家庭訪問

だけでは子どもの状況がなかなか把握できないという、または前半と後半ではやはり子どもたち

の精神的な面とか肉体的な面とかという意味を考えたときに、週１回の家庭訪問でずっと３か月

間やってきたのかどうか。その家庭訪問の状況というのをもう少し具体的に、小学校ならどのぐ

らい、中学校ならどのぐらいというようなことが分かれば教えていただきたい。 

〇議長(福嶋尚人君) 池ヶ谷管理課参事。 

〇管理課参事(池ヶ谷北斗君) 休校期間中の児童生徒の生活の様子の把握ということでありまし

たけれども、週１回の家庭訪問というふうにありましたけれども、基本的には学校に分散登校の

際に来た際に子どもの健康観察ですとか、それから生活の様子を把握する、それからあとは電話

連絡等で家庭と連絡をする。それでも例えば家庭と連絡のつかない場合には家庭訪問を行うとい

ったような対応を行っておりました。 

以上です。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 私が心配するのは、新ひだか町の状況を見ると本当に親御さんも協力的だ

ったのと、子どもたちもほとんど外に出るなと言われたら出ていないのです。私が散歩して、結

構町なか歩いたときでも小学生や中学生が勝手に遊んでいるとかということは、前半にしてもほ

とんどなかったのです。そういう意味では、きちっと外に出るなと言ったら守られているのです

けれども、では家の中で勉強したり、健康に暮らしていたのかというと、そこがちょっと疑問が

あるので、もっと家庭訪問等をなされたほうがもっと把握できたのかなというのが心配です。小

学校１年生なんか入学してから学校は行けないわけだから、何をしていいのか分からない子ども

や親がどう指導していいのかが分からないというケースもあったのかなと心配したりもしますの

で、ちょっと質問させてもらいました。 

最後に、この問題で学校の判断、教育委員会の判断よりも学校長の判断なのかもしれませんけ

れども、例えばの例ですけれども、私の暮らしている周りには高校も中学校も幼稚園もあります

ので、その状況を見ていると、ある時期、もう後半です、６月の頭に入ってからでも静高は野球

部の練習したり、サッカー練習しているのに、静中は一切外にも出ていないし、練習もしていな

い。子どもたちの気持ちからすると、道路１本挟んで片方はいいよといって練習している、片方

はまだなというのは、私が静中の生徒だったら練習したいなと思ったと思うのですけれども、そ
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ういう学校間の協議とか、国はこう言っている、教育委員会はこう言っているけれども、いつか

ら例えばグラウンドでのクラブ活動を再開するとかというのは、協議なんかはなかったものなの

でしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 田口管理課長。 

〇管理課長(田口 寛君) お答えします。 

クラブ活動、部活動に関しましては、実は中学校は町村立ということになりますけれども、高

校は道立ということで道教委直轄の管理になりますものですから、そこはちょっと連携というか、

情報の共有というのはなかなかできなかったということでご理解ください。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) この問題については最後になりますけれども、教育委員会の縦割りの部分

で違うとか、高校と小学校、中学校は違うというのは分かりますけれども、このような感染とい

うことの中で、初めての経験ですけれども、全国的に対応するというときは、例えばクラブ活動

とかそういうことにおいても中学校と高校の考え方が全く違うというのは、どうも子どもたちの

精神的なことからすると何でだろうということがあろうかなとも思いますので、感染防止という

視点だとか子どもたちのことを考えたときにはやはり町内にある学校というものがある程度の何

回かは協議をしたり、打合せをしながら、子どもたちの精神的なダメージを極力少なくするとい

うことがあってもいいかなと思いますので、何かの機会がありましたらそういう話をしていただ

きたいと思います。 

次に行きます。新型コロナの農業への影響というのは、例えば和牛というのは今から１年から

１年半ぐらい前に素牛を購入したときには非常に高値でずっときていて、市場に出したらほとん

ど素牛で買った価格と同じぐらいの価格しかつかなかったということで、大きなダメージを得て

いる和牛農家というのもあるのです。来月はどのぐらいの価格に戻るかまでは分かりませんけれ

ども、そういうような部分的なものが出ている状況の中で、そういう和牛の団体とか組合とか農

協から国にもお願いしているでしょうけれども、町長にしかるべき対応をお願いするというよう

なことはなかったのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川農政課長。 

〇農政課長(及川敦司君) コロナの関係での農業への支援策ということでございますが、今回地

方創生臨時交付金を活用して、まずは花き農家に対する支援を行ってまいりました。この対策に

つきましては、農協との意見聴取を行いながら対策を講じてきているところでございます。 

それで、先ほど肉用牛のお話がございましたが、当町のこの影響の作目としましては花きと肉

用牛、肉用牛は大きく肥育と素牛販売に分かれるわけでございますが、大きく花きと牛が影響が

ございました。それで、肉用牛に関しましては、肥育部門につきましては国の牛マルキン制度と

いった販売額が生産費を割った場合に９割の補填があるという制度がございますので、これにつ

いては今回は控えさせていただいたという状況にございます。また、繁殖素牛の販売農家に関し

ましては、生産者補給金というこれも同じような一定金額の販売額になると保証価格が補填され

るという制度がございまして、繁殖素牛につきましてはまだこの金額を下回ってはおらず、この

補給金が発動されていないという状況でございましたので、まずはこの牛関係につきましては町

の支援策は行っておらないという状況でございます。 

花きにつきましては、こういったセーフティーネットの措置がないということで、今回花きの
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次期作支援事業ということで交付金を講じたという状況でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 答弁しやすいように農業問題もう一点やらせてもらいますけれども、新規

就農対策のミニトマトというのは、私はそれなりに効果が上がっていることは認めますし、33名

という数的には全体からする多くはありませんけれども、それなりの評価はできると思うのです。

ところが、和牛とか酪農とかというものについては、なかなか募集しても来ないということだろ

うと思いますけれども、このままでいくと後継者不足のために集送乳だ、ヘルパー制度だ、今や

られている検定事業というものが単町ではなかなかできなくなるということがもう目に見えてい

るのです。そのときに後継者を待つということが非常に難しいので、介護が広域的なことをやっ

ていると同じように例えば近隣町村と広域的なヘルパー制度だとか、集送乳の合理化だとか、検

定事業というのはする時代が来るのかなと思うのですけれども、農業後継者問題という中でその

ような話というのはまだ出ていないものなのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川農政課長。 

〇農政課長(及川敦司君) 酪農関係のヘルパー事業に関する広域的なお話ということでよろしい

のでしょうか。酪農ヘルパーにつきましては、しずない農協のほうにつきましてはしずない単独

でやってございます。そして、みついし農協につきましては、浦河のひだか東農協と合同でやっ

ているということで、こちらはいわゆる広域的にやっている事業というふうに捉えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) その点については分かりましたので、多分時代の流れとしては、新冠の置

かれている状況と新ひだか町の置かれている状況は非常に共通していますので、ある部門につい

てはやはり共同でやらなければ、後継者がいなくなったというだけでは残った農家が対応できま

せんので、今後ともその辺は近隣市町村との連携を図りながらやっていただきたいと思います。 

最後に、介護と医療の問題ですけれども、札幌とか石狩地区のことを考えたら、本当に菌が施

設に入られたら大変な状況が起こるということを不安に抱えながら事業者は頑張ってきたのです

けれども、おかげで新ひだか町の場合は対応もきちっとしていますし、各家庭においても手洗い

を子どもから老人まできちっとしていたり、事業者はもちろんですけれども、家庭に行っても消

毒液が玄関に置いてあったりというように非常に努めて努力していました。そのことによって菌

を持ち込まない、持ち歩かないということが初期から徹底していたことがこのように新ひだか町

においては私のところにも別に、地域包括やいろんなところに困ったときは町民が相談に行って

いると思いますけれども、在宅で町が見てくれなかったとか、包括で対応してくれなかったとか、

民間事業者が全然見てくれなかったという不満とかは聞いておりませんので、それなりの高い評

価はされてもいいと思うのです。それで、今後とも新ひだか町は医療介護連携が非常にできてい

る町ですので、この感染だけでなくて、日頃から連携をしながら、こういう感染症対策もしてい

くし、特養なり、グループホームなり、有料老人ホームで在宅で暮らせなくなった人がきちっと

暮らしていくという体制のためには今回の経験もまた生かしながら官民併せてやっていけばと思

いますので、今回の経験が非常に生きていますし、新ひだか町の状況というのは他の町にも誇れ

るぐらい充実していますので、今後とも頑張っていただきたいと思います。 

これで質問を終わります。 
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        ◎延会の議決 

〇議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。 

 本日の会議はこれで延会いたしたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれで延会することに決定いたしました。 

                                            

        ◎延会の宣告 

〇議長(福嶋尚人君) 本日はこれで延会いたします。 

 どうもご苦労さまでした。 

(午後 ３時１７分) 

 


