
 － 1 － 

                                            

    ◎開議の宣告 

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、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。 

                                                                  (午前 ９時３０分) 

                                            

    ◎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、７番、細川君、８番、本間君を指名

いたします。 

                                            

    ◎一般質問 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第２、一般質問を継続いたします。 

 なお、８番、本間君の質問に関連して説明資料が提出されておりますので、ご確認ください。 

 ５番、北道君。 

〔５番 北道健一君質問者席へ〕 

〇５番(北道健一君) おはようございます。通告に従い、一般質問をさせていただきます。質問

事項は、令和３年度町政執行方針についてでございます。 

町長は就任してから間もなく３年が経過します。最終年度に向けて、令和３年度の町政執行方

針が町長より示されました。町政執行方針について６つの基本政策に示されておりますが、次の

事項の考えを執行者に伺います。 

初めに、(１)町政運営の透明化について伺います。町長は、当選された平成30年度町長所信表

明の基本政策の町政の透明化について、一人一人の声を大切にする開かれた町政を実現すると表

明されました。また、令和３年度基本政策の町政運営の透明化では、まちづくりの現状を町民の

皆様から見える状態にすると述べられております。しかし、昨年からの新型コロナウイルス感染

症拡大に伴い、まちづくり懇談会の中止など町民には町長と直接顔を合わせた対話の機会があり

ませんでした。また、慣例行事の中止や町長の葬儀参列取りやめ等により、町民には町長の姿は

新聞等でしか見ることができず、町民は何かしら不満を感じているように見えます。そのため、

町民から町長の町行政に対し、町民の意見が反映されていない、町長の町政執行の本心や考えが

町民には分からないとの意見も聞かれます。そこで、町政運営の透明化について基本政策では、

町の広報や広聴を町民に見える状態にすることが大きなポイントと考えているようですが、今後

は具体的にどのようにした情報発信や町民の意見、要望の把握に努めるのかお聞きします。 

次に、(２)生きがいの持てる地域づくりについて伺います。基本政策では、我が町も超高齢化

社会が目前となる中、町民が住み慣れた地域で安心して暮らせる地域包括ケアシステムの再構築

が必要と述べられております。４月からは、高齢者福祉施設の指定管理者への移行が行われます。

移行後は、医療、介護、福祉、各分野の連携した切れ目のないサービスを提供することが必要と

述べられております。そこで、地域包括支援センター、地域連携室は、どのように連携して事業
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を推進するのか伺います。 

次に、医療分野における基本政策の中で、三石国民健康保険病院を特定して人口減少に伴う医

療環境や経営環境が悪化していると述べられておりますが、静内病院も同様に経営悪化の状態に

あると私は思います。また、三石国民健康保険病院を今後も必要とされる医療を提供し続けられ

るよう、歌笛診療所を含め三石地区における医療供給体制の在り方を検討し、その再構築に取り

組んでいくと述べられておりますが、三石地区の医療供給体制は今後どのような体制、方法で検

討していくのかお伺いをします。 

以上で質問を終わります。答弁を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) おはようございます。北道議員からのご質問の令和３年度町政執行方

針についての１点目、町政運営の透明化についてご答弁申し上げます。 

この件については、さきの畑端議員への答弁と同じような内容になりますので、なるべく簡潔

にお答えしたいと思いますが、町政運営の透明化に当たりましては、広報活動と広聴活動の２つ

を大きな柱として取り組んでおります。このうち広報活動につきましては、紙媒体である広報紙

を中心に、ホームページやＳＮＳ、ユーチューブなどのネット媒体も併用しながら情報発信に努

めているところであり、今後も発信する手法や内容の充実に向けて研究、検討を重ねながら、必

要な情報がいち早く町民の皆様の元に届くように努力してまいりたいと考えております。 

一方、町民の皆様からの要望等を把握するための広聴活動につきましては、従来から実施して

おりますまちづくり懇談会、また出前講座などの直接的な対話機会と自治会要望などの書面によ

る聴取方法などを状況に応じて上手に組み合わせながら取り組んでいきたいと考えていますし、

町民生活に及ぼす影響が大きな案件につきましては、町民説明会の開催や委員会、審議会の設置

などの手法を用いることも検討していきたいと考えております。また、町としましては、今述べ

たような広聴機会でなければお話を伺わないというスタンスではなく、日々様々な方々からご意

見等をちょうだいしながら仕事を進めておりますし、窓口まで行くのが難しい場合には電話、手

紙、メールなどでもお受けしたいと考えておりますので、いつでも気軽にお問合せいただければ

と思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〔医療・介護対策室長 及川啓明君登壇〕 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) おはようございます。北道議員ご質問の大きな２点目、生

きがいの持てる地域づくりについてご答弁申し上げます。 

本町では、地域包括支援センターと地域連携室を医療、介護、福祉の各分野の連携の中核機関

として位置づけ、住民の健康増進や予防について地域の連携、協働の体制づくり等を目指す地域

ケア会議推進事業や、医療介護連携を推進するため町立静内病院に委託しております在宅医療・

介護連携推進事業など地域包括支援センターと地域連携室が様々な機関、事業者、そして住民の

方々とご協力の下連携し、切れ目のない支援体制の構築を推進しているところです。地域包括支

援センターは、保健師、社会福祉士、作業療法士等により介護予防事業や総合相談支援事業業務、

そして住民の方々を含めた多職種連携等を目的とする包括的、持続的にマネジメント業務等を実

施しております。一方、町立静内病院に設置した地域連携室では、看護師、社会福祉士等により
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入退院の相談支援とともに、医療介護連携推進を目的とした研修等の具体的な事業を実施してお

り、この両機関は地域連携推進を目的にそれぞれの特性を生かした形で連動していると考えてお

ります。 

本町が行っておりますこれらの取組は、医療、介護、福祉等の関係機関をはじめ、新聞販売店、

配食サービス等の見守り協力事業者、サロン活動や見守り等を行っている住民の方々に支えられ、

今の新ひだか町の医療、介護、福祉、各分野の連携体制が成り立っているものと認識しておりま

す。今後も関係機関や住民の方々と連携を深め、健康推進や予防に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

次に、２点目の三石国保病院は今後も必要とされる医療を提供し続けられるよう、歌笛診療所

を含め三石地区における医療供給体制の在り方を検討し、その再構築に取り組んでいくと述べら

れているが、三石地区の医療供給体制は今後どのような体制、方法で検討していくのかでござい

ますが、病院事業につきましては、令和元年10月に病院事業経営改善基本方針を策定し、議会や

町民の皆様にお示しをいたしましたが、様々なご意見やご要望をいただいたところでございます。

本町といたしましては、議会や住民の方々からのご意見等を踏まえ、今後の進め方について慎重

に時間をかけて協議を行っていかなければならないものと考えてございますが、一方病院事業会

計の令和元年度決算では、一般会計基準外繰入金を除いた単年度収支は3.1億円の純損失となり、

早急に経営改善に向けた具体的な計画についても策定しなければならないものと認識しておりま

す。 

そこで、ご質問の三石の医療供給体制は今後どのような体制、方法で検討していくのかでござ

いますが、総務省から令和２年度に示される予定でございました新たな公立病院改革ガイドライ

ンや厚生労働省から示された病床の再編に係る協議については、コロナ禍のため令和３年度以降

に延伸されたことから、本町としても国と歩調を合わせ、新たな改革プランを令和３年度中に策

定することとしており、策定に当たり新ひだか町全体の医療供給体制を検討する中で三石地区の

医療供給体制の在り方も当然検討するものと認識しております。 

なお、新たな改革プランの策定方法につきましては、改めて議会や所管委員会とご相談させて

いただきながら進めてまいりたいと考えております。また、経営改善実行計画書のいかんによら

ず、現状でも経営改善に対する取組は早急に行っていかなければならないものと考えております

ので、できるものからしっかりとスピード感を持って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) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 通告に従いまして壇上より答弁をいただきましたので、再質問を何点かさ

せていただきます。 

初めに、質問事項の(１)の町政運営の透明化についての再質問ですが、先日の畑端議員の質問

とちょっとダブる部分がありますが、実は平成30年３月にも下川議員の質問なり、意見等があっ

た中で、一般質問で意見等があった中で、町広報では令和元年５月号から町長のずぼらな日記が

掲載されております。先月の３月号で約２年間、23回掲載されました。この広報掲載が町民から

どのように評価されているのかお聞きになったことがありますか。伺いたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) お答え申し上げます。 

町長のずぼらな日記の掲載に関しまして、町民の方々に直接評価を受けたことはございません
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が、この日記については町広報紙のほかネット媒体のほうにも同時に掲載しておりまして、ネッ

トのほうには多くコメントを寄せられております。その中では、町長の日記について好意的に受

け止めていらっしゃるコメントが多く目立つ状況であります。また、窓口に来る町民の方々から

は、毎月楽しみにしているというお声もいただいている事実もございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) この日記については、ツイッターやらＳＮＳにも投稿して、その中にコメ

ント等をいただいた中では好意的に受け止められているというような回答でしたが、私は町民か

らはあまりいい話を聞いていません。町長に直接聞きたいのですけれども、町長が広報に町長の

ずぼらな日記を掲載する趣旨、畑端議員のときにも多少コメントいただいたのですけれども、町

広報に載せる趣旨、これがどうなのかというのと、あと私はもう２年も経過しています。ですか

ら、題名や内容とかちょっと変えたほうがいいと思うのですけれども、その点町長の考えを聞か

せていただければありがたいのですが。 

〇議長(福嶋尚人君) 坂総務部長。 

〇総務部長(坂 将樹君) 先日ですか、畑端議員のご質問にも町長から直接お答えをしておりま

す。我々が受け取っている町民の皆様の感覚については、先ほど企画課長からご答弁申し上げた

ような形です。それで、きっかけは、町長も先日お話ししていますけれども、町広報全部見てい

ただいている方もいれば、町広報来たのだけれども、見ていないというような町民の皆様もいる

のではないかと。それを町長のああいうような形での日記を書くことによって広報を見ていただ

く、そういうような趣旨もあって町長もこの日記というものを始めたところであります。様々な

意見あると思いますけれども、町としては今のところあの日記について今現在で方向性を変える

だとか、そういうことは現在のところ考えておりません。当面はあの形で継続をしていきたいと

いうふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 感想を言いますけれども、町広報は広告をいただいてまでも作っている大

事な広報だと思います。これを町長の個人的な感想なり、日記を書かれるのはどうかなと思いま

すが、今後内容を精査していただければいいかなというふうに思います。 

次に移ります。高齢人口の多い我が町では、インターネットを利用できない方も多くて、町民

からはホームページ等は見ないという人もおります。それで、町の情報発信は、そのような町民

に対してどう対応するのか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、確かにインターネットを利用していない方は大勢

いらっしゃると思いますし、そのような方々はホームページを見ていないというのも現実かと思

います。そのような方々への情報発信手段としては、現在のところ紙媒体である広報紙しかない

ような状況でございますが、これだけ時代が変わってくる中で、今インターネットを利用してい

ない人たちが今後も利用しないことを前提に取組を進めていくのではなく、今町内全域に光回線

も整備されますし、ぜひ今後もいろんな便利なツールを利用していただく方向に働きかけを行っ

てまいりたいというふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 光回線が整備されるので、インターネット等を活用した推進ということも
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考えられているようですが、町民の意見を把握するのに書面を活用した間接的な広報はどのよう

に取り入れるのかお聞きしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) 恐らく議員のご質問は、町政執行方針の内容に対してだと思いますの

で、町政執行方針の中で間接的な広報という言葉を使わせていただきましたが、それはコロナ禍

における対策としてそのようなことも記載はしましたが、基本的に町として直接的な広報から間

接的な広報にシフト、変えていくということではないので、その点はご理解いただきたいと思い

ます。 

なお、一般的には書面でご要望ですとか、今お困りのことをお寄せいただくような書面のやり

取りになるのが一般的な間接的な広聴ということで考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) コロナ禍の対策として書面等による要望の聴取をするけれども、今後は書

面等による間接的な広聴にシフトしていかないような答弁で受けたのですけれども、町民には町

政への不満を直接面談して意見の言えない方もおられます。それで、公共施設等に意見箱を設置

するというような検討をしてはどうかと思うのですけれども、どうお考えですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) お話の趣旨は理解いたしますが、先ほど壇上でも申し上げましたとお

り、我々はまちづくり懇談会などの広聴機会でなければ耳を傾けないというスタンスではござい

ません。いつでもどんな形であれ町に伝えたいことがある方についてはお聞きしているつもりで

おります。今後もそのような中でやっていきたいと思っていますし、もし直接役場に言いに来る

のが難しい方については自治会要望という形もございますし、また先ほどと繰り返しになります

けれども、お手紙ですとかファックス、メールとかの方法もございますので、わざわざ公共施設

まで要望した紙を入れに来なければならないような意見箱というものが機能するようなイメージ

は今のところ持ってございません。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 分かりました。 

それでは次に、(２)の生きがいの持てる地域づくりについての再質問をさせていただきます。

初めに、地域包括ケアシステムの再構築はどのように行っているのかお聞きをします。 

〇議長(福嶋尚人君) 戸子台健康推進課主幹。 

〇健康推進課主幹(戸子台弘一君) お答えいたします。 

ただいまのご質問、当町の地域包括ケアの推進についてでございますが、町のほうではこの目

的のために新ひだか町地域包括ケア推進会議を全体会的な位置づけで設置してございます。この

会議の中には、地域支え合い推進部会、権利擁護推進部会、そして介護人材プロジェクト等の複

数の専門部会を設置してございまして、そしてこの専門部会、医療、介護、福祉に関する様々な

課題検討を行う、そういった仕組みで構築してございます。これらの全ての会議、部会にはたく

さんの民間の事業者の方々、そして住民の方々にご参画いただきまして、当町の地域包括ケアを

推進していく体制でございますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 会議体として地域包括ケア推進会議を設置して、専門部会を置いてきめ細
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かいニーズに対応していくという考えと理解をいたしました。 

それでは、地域包括支援センターは、静内地区と三石地区の配置と業務体制はどのようになる

のかお聞きしたいと思います。三石地区は、以前特養の蓬莱荘の中にあったと思うのですけれど

も。 

〇議長(福嶋尚人君) 戸子台健康推進課主幹。 

〇健康推進課主幹(戸子台弘一君) お答えいたします。 

まず、当町の地域包括支援センターでございますが、いわゆるサブセンター方式を採用してご

ざいます。本所を保健福祉センター内に、そして支所を蓬莱荘併設デイサービスセンターみつい

し内に設置してございまして、本所、支所の連携により一体的に地域包括支援センターを運営し

ている体制でございます。 

今ご質問のありました町施設の指定管理後につきましては、人事に関することもあり、今お答

えできませんが、いずれにしましても執行方針に沿い、地域包括支援センター運営事業をしなが

ら当町の地域包括ケアを推進してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) ４月以降の指定管理移行後は、三石地区の業務体制は人事に関わるので、

回答できないということですけれども、せめて総合支所に担当者を配置するとか、近くに、三石

地区に地域包括ケアの推進をしていく方法として一応何かを考えているというふうに僕は答弁も

らえると思ったのですけれども、ちょっとこの部分は不満に感じます。 

次に、町立病院に設置した地域連携室は、どのような役割をするのかお聞きをしたいと思いま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) 戸子台健康推進課主幹。 

〇健康推進課主幹(戸子台弘一君) お答えいたします。 

壇上でもご答弁申し上げましたが、町では在宅医療・介護連携推進事業の一部を町立静内病院

に委託し、この実務を地域連携室が行う、こういった体制でございます。地域連携室では、医療、

介護それぞれで抱える課題解決のための情報発信や研修等を行い、また医療介護連携に必要な入

退院調整ルール等のシステム構築を図りながら、当町の医療、介護の連携を図っているところで

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。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 医療、介護に関わる課題をそれぞれの機能を生かした医療介護連携支援業

務を進めるというふうに理解をしていますが、次に三石国民健康保険病院について、今後も必要

とされる医療を提供し続けられるよう医療体制の在り方を検討していくとのことですが、いつか

らどのように検討を開始していくのかお聞きしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) 三石国保病院の検討の在り方をいつどのようにというとこ

ろのご質問でございますが、壇上からもご答弁させていただいたとおり、病院事業の令和元年度

の決算では、一般会計基準外繰入れを除いた単年度収支は約3.1億円の純損失でございますが、三

石国保病院で申し上げますと令和元年度の一般会計の基準外繰入れを除く収支は1.3億円の純損

失となっておりまして、平成27年度の決算と比較しますと約6,000万円程度損失額が膨らんでいる

状況でございます。患者様の数につきましては、27年度と令和元年度を比較しますと約5,000人、
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19パーセント減少しておりまして、現状のままの運営体制を続けた場合、この傾向はさらに顕著

なものになるというふうに考えております。そこで、ご質問の三石国保病院の在り方検討という

ことですが、今後も必要とされる医療を提供し続けられる医療体制の在り方をいつからどのよう

に検討するかでございますけれども、壇上でもお話ししたとおり、令和３年度に策定する新たな

改革プランにおいて、三石国保病院も含めた新ひだか町全体の医療供給体制を検討してまいりた

いというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 大体は分かりましたけれども、次に三石国民健康保険病院の入院病床廃止

は、三石地区の住民が反対して、再検討することになっていると思いますが、そのように理解し

ていいのかお聞きしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) 三石国保病院の病床の関係でございますが、病院事業の経

営基本方針に対しまして、議会や住民の方から多くのご意見、ご要望をいただきました。本町と

いたしましては、当然のことながら皆様からいただいたご意見、ご要望も含めた新たな改革プラ

ンを策定してまいりたいというふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 意見、要望を踏まえて改革プラン策定で論議することなので、住民の意見

を十分聞いて策定していきたいというふうにお答えをいただきました。ありがとうございます。 

次に、歌笛診療所はどのようにする考えかお聞きをしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) 歌笛診療につきましては、現在隔週による火曜日午後の診

療を行っております。北道議員もご承知のとおり、施設もかなり老朽化しておりますので、在り

方につきましては早急に検討する必要があるというふうに考えておりますが、検討に当たりまし

ては、こちらもやはり新ひだか町全体の医療供給体制を踏まえたものにしなければならないとい

うふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 分かりました。 

同じような質問を繰り返すようになるのですけれども、三石国保病院の体制、方法の検討に当

たって、住民の意見はどのように聴取するのか、再度お聞きしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) 住民の意見の聴取方法というところでございますが、三石

国保病院も含めた今後の新ひだか町全体の医療供給体制の在り方につきましては、令和３年度に

策定する新たな改革プランにおいて検討、議論させていただくこととしております。改めて議会

や特に所管委員会等は、ご説明、ご相談させていただきながら進めてまいりますが、検討に当た

りましては一昨年策定しました基本方針やそれに対していただいた議会や住民の皆様のご意見、

ご要望を踏まえて策定作業を進めてまいりたいというふうに考えております。また、情報発信等

も都度行ってまいりますし、当然のことながらパブリックコメント等の住民の方からもご意見を

いただきながら進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 
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〇５番(北道健一君) 分かりました。 

次に、今年度策定する改革プランについては、コロナ禍によるワクチン接種や病院、医師の役

割は非常に多忙になると考えられるのですが、落ち着いた検討が必要だと思うのですけれども、

その辺はどのように進めようと思っていますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) 策定に当たって、このコロナ禍でというところのご質問で

ございますが、新型コロナウイルス感染症対策につきましては当初の見込みとは大きく異なり、

一過性の対応ということではなく、恒常的な対応として取り扱わなければならないものになって

ございます。それは、町立病院だけではなくて民間病院、民間企業、民間事業者も同様であると

いうふうに考えております。検討については、時間をかけて協議する必要があるというふうには

考えてございますが、繰り返しになりますが、一方で３億円超の税の投入を一般会計から続けて

いるという状況でございますので、結論も検討も急がれるというふうに考えております。新たな

改革プランは、住民の方々に安心して医療を受けていただく環境の提供と経営改善の両面におい

てお示しできるプランでなければならないというふうに考えてございますので、ご理解いただき

たいというふうに思います。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 現状では一刻も早く策定を進めるということですので、一生懸命進めてい

ただきたいなと思います。 

ただ、今の現状で病院運営を継続するには、医師、検査技師、看護師等の確保が必要だという

ことが言われています。それで、令和元年度のまちづくり懇談会では医師の確保が非常に困難だ

と説明しているのですけれども、ちょっと外れるかもしれませんが、その点現状は問題がないか

だけお聞きしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) 現状の医師確保の状況でございますけれども、現在町立静

内病院の常勤医は６名、三石国保病院は２名、合計８名体制で病院を運営してございます。町立

静内病院においては、現在内科医が１名体制でございまして、医師の負担を考えますと充足され

ていると言い難い状況にあります。また、医師の年齢も高くなってきておりまして、持続的に医

療を提供するためにも新たな医師確保は経営改善の一つの課題と認識しております。医師のみな

らず医療従事者についても同様の状況となっておりますので、医師を含めた医療従事者の確保に

努めてまいりたいというふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 状況は分かりましたので、今後とも医療従事者の確保に努めていただくよ

うお願いしたいと思います。 

最後に、要望だけ申し上げさせてもらいますが…… 

〇議長(福嶋尚人君) 北道君、要望は…… 

〇５番(北道健一君) ご意見と質問を多少交えます。 

町行政は、静内地区の住民も三石地区の住民も同じ新ひだか町住民として平等に生活できる環

境で町行政を行っていただきたいのですが、そのためには三石地区の住民が反対している三石国

保病院の入院病床廃止を討論するのであれば、十分に住民の意見を聞いて検討をしていただきた
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いと再度お聞きしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) こちらも繰り返しの答弁になってしまいますが、新ひだか

町内における人口減少や少子高齢化については今後も続くものと思われます。新ひだか町全体の

医療提供体制を現状のまま持続していくことは、人的にも経営的にも非常に難しいものになって

いくというふうに考えております。しかしながら、10年、20年先も安全な、安心な医療を提供し

ていくということは続けていかなければならないというふうに考えておりますので、人口減少に

歯止めがかからない中、日高圏域として新ひだか町が担う医療供給体制を早急に検討しなければ

ならないというふうに考えております。新たな改革プランの策定の中では、日高圏域地域医療構

想も踏まえて、本町の２つの公立病院が果たすべき役割を議論して行ってまいりたいというふう

に考えております。プラン策定に当たりましては、繰り返しになりますが、当然住民の方々のご

意見をお聞きしながら進めさせていただきたいというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ５番、北道君。 

〇５番(北道健一君) 分かりました。 

以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長(福嶋尚人君) 説明員の入替えがありますので、暫時休憩いたします。そのままお待ちく

ださい。 

休憩  午前１０時１１分 

                                            

再開  午前１０時１３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。 

８番、本間君。 

〔８番 本間一徳君質問者席へ〕 

〇８番(本間一徳君) それでは、通告に従いまして、質問をいたします。 

新ひだか町債権管理条例による債権管理状況についてお伺いします。私は、令和元年12月に債

権管理条例に関して一般質問をさせていただきました。条例が施行されたことにより数字的な効

果などはまだ確認をすることができていませんでした。今後は、条例に基づく滞納整理や新たな

滞納者を生まないよう厳正な債権管理に努めていきたいとの答弁でした。その後１年が経過し、

施行から約２年がたち、改めてお伺いします。現在コロナ禍で企業や個人において収入が減少さ

れた方々が多く、雇用への影響、休業者数や完全失業者数が増加している中、さらには今年度は

介護保険料、国民健康保保険税等の見直し、来年度は75歳以上の高齢者医療費個人負担割合を１

割から２割にしようと政府はしております。さらに生活困窮者が拡大していくおそれがあると思

っています。こんな時代の変化に対し、町財政が厳しい中、債権管理が重要であり、条例の目的

である公平かつ公正な町民負担の確保及び当該事務の一層の適正化を図り、健全な行政運営に資

することとなっています。そこで、次の３点ついてお伺いしていきます。 

１つは、事務処理に当たり年間目標を立て、達成状況を確認し合い、この１年間どうだったか

という評価をしていくと思います。１つ心配しているのがいつの日か職員玄関の壁にあった報連

相、要するに報告、連絡、相談の看板がなくなっていました。私は、企業や家庭等でも必要な言

葉だと思っております。施設指定管理、今の新型コロナウイルス感染症ワクチンの関係も含めて、
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その対応にも関係することではないかと思っています。担当と滞納者の情報を共有しているのか

疑問に思うところであります。そこで、どんな目標を立て、達成度はどうだったのか。その評価

についてお伺いします。 

２つ目は、滞納者の生活状況等の聞き取り内容や関係部署との情報共有により分析するなどし

て、適切な事務処理を行っているのかお伺いします。 

３つ目は、このコロナ禍の中の各保険料の見直し、人口減少等の影響を考えると、今後の健全

な行政運営に向けて、債権管理の方針、対応策について重要だと思っております。それについて

お伺いします。 

以上、答弁をお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 中島税務課長。 

〔税務課長 中島健治君登壇〕 

〇税務課長(中島健治君) 本間議員の新ひだか町債権管理条例による債権管理状況についてご答

弁申し上げます。 

町が保有する債権は、町税のほか水道料、公営住宅料、公共施設の使用料や貸付け償還金など

多岐にわたり、債権を有する担当課ごとで債権管理を行っております。これらの債権を適正に管

理するため、平成31年４月１日に新ひだか町債権管理条例を制定し、それまで債権を有する担当

課ごとで異なっていた債権管理の手順を統一化し、基準を明確化するとともに、強制徴収公債権、

非強制徴収公債権、私債権の分類に応じた取扱いなどについて町としての債権管理の基本方針を

作成し、運用しているところであります。 

そこで、ご質問の新ひだか町債権管理条例による債権管理状況につきましては、債権の種類に

より対応が異なる場合があり、一律にご説明できませんので、税務課での債権管理状況につきま

してご答弁申し上げます。まず、ご質問の１点目、１年間の目標、達成、評価に関するご質問で

ございますが、毎年度６月に前年度決算状況を踏まえ、課内において前年度目標値における達成

度について検証した上で当該年度の収納方針の策定を行っております。方針では、当該年度の収

納率について目標の設定を行いますが、基本的には前年度収納率を上回る目標値を設定、収納率

100パーセントを達成している項目につきましてはその収納率を維持、継続していくことを目標値

とし、目標達成に向けた取組について担当者間での共通認識をしながら、収納業務に当たってい

る状況にあります。 

次に、２点目、滞納者の生活状況の聞き取りや関係部署との情報共有により分析するなど、適

切な事務処理を行っているのかにつきましては、滞納になった場合、本人との納付相談を行い、

その中で収入や負債、財産の状況など生活状況を本人から聞き取ることとしております。また、

関係部署との情報共有につきましては、強制徴収できる債権の守秘義務、個人情報の保護などの

関係法令を遵守し、共有できる情報につきましては関係各課との間で適切な対応を取りながら進

めております。 

次に、３点目、今後の健全な行政運営に向けて方針、対応策につきましては、債権管理を行っ

ている収入はどの項目も町においては貴重な財源であり、また公平かつ公正な町民負担の確保の

観点からも収納率の向上に向けた取組を進めるため、今後も収納方針で定める現年課税分の優先

徴収、自主納付と納期内納入の促進、徹底した滞納管理と適切な滞納処分を基本的な方針としな

がら、債権管理条例の運用について適切に対応していきたいと考えております。 
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〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) 答弁ありがとうございました。今の答弁の内容から再質問をさせていただ

きたいと思います。 

まず、１点目のほうですけれども、目標の関係ですけれども、ここに書かれているように当然

現年度分については100パーセントという目標で立てていくというのは一般的かなとは思います。

ただ、今の収入未済額の滞納額について今現在結構数字的には多く、２億円だとかそういう数字

になっているかと思います。そうすることによって、毎年６月に行っている会議等で今回の目標

だとかどういうふうに進めていくか、その辺話し合っていると思いますが、今の答弁の中に達成

について達成感がどういう感じだったのか、またその評価についてもまだ答弁されていなかった

のではないか。どういう評価をされたのか。今後に向けた検証はしていないという形に受け止め

てしまいますので、その辺お伺いしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 中島税務課長。 

〇税務課長(中島健治君) 先ほどの答弁と繰り返しになるかもしれませんけれども、より具体的

に説明させていただきますが、課の収納方針の目標というのは立てやすいと思うのですが、自分

の業務の評価というのはなかなか難しいところもございます。具体的に説明させていただきます

が、令和２年度についてはまだ決算が終わっていませんので、令和元年度の状況に基に税務課で

の状況を説明させていただきたいと思います。 

令和元年度の収納に向けまして、先ほど答弁申し上げたとおり、まずは前年度の決算状況を検

証する、そういうところ始めてございます。具体的に平成30年度の決算状況につきましては、町

税につきましては税目によっては対前年比、収納率が下回る項目もございましたが、現滞合わせ

て対前年より収納率を上回ることはできてございます。また、税外につきましては、保育料、給

食料につきましては100パーセント達成、ただ住宅料につきましては平成30年度も２年続けて収納

率が減となる結果となりました。 

このような前年度の決算状況を踏まえまして、平成31年度の収納方針としまして、まずは基本

方針として前年度課税分の優先徴収、自主納付と納期内納入の促進、徹底した滞納管理と適切な

滞納処分、この３つの基本方針を柱にしながら、施策としては納期内納付の促進ですとか分割納

付の厳格化、未折衝者をゼロにするなどの徹底した滞納管理の推進を図る等を重点項目としまし

て、関係各課と連携を図りながら実施する。また、税外に関しましては、保育料、給食料につき

まして100パーセント達成しておりますので、これを継続するとともに、住宅につきましては２年

連続収納率が減となってございますので、そこは関係課と連携を図りながら取組を強化していく

と、そういった収納方針を立てて進めてまいりました。 

その結果、令和元年度の決算結果ですが、町税につきまして前年と同様税目に応じては対前年

比を下回った項目もございましたが、現滞合わせて前年96.71パーセントだった収納率を96.87パ

ーセントまで上昇させることができました。また、税外につきましては、給食費、保育料につき

ましては前年同様100パーセントを達成することができ、懸念していた住宅料につきましては、建

設課における税務課と同様滞納者への折衝、また連帯保証人への促し、催告等もやっていただき、

連携を図りながら、前年98.83パーセントだった収納率が令和元年度99.26パーセントに伸びた結

果となりました。 

このような結果を踏まえまして、このような基本方針が一定の成果、収納率が確実に伸びてき
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ているという現状もございますので、今現在令和２年度におきましてもこのような基本方針を継

続して取り組む、そういった形で対前年比収納率を上回るような取組を今現在進めているところ

でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) 今まで私が議員になってから３年、いろいろ委員会等で説明を受けている

わけですけれども、今あったように数字的には順調に達成をしているのかなと思います。今私の

ほうが言ったように目標を立てて、そして達成度合いがどうだったのか、そしてその評価どうい

うふうにされたのか、自分の町税なら町税の担当で検証する、またはその結果をほかの関係部署

と連携を取りながら、検証しながら進めていくというのがやっぱり重要だと思っております。 

次に行きます。私は、次のほうを    質問等をしていきたいような部分ですので、進めさ

せていただきたいと思います。まず、１つ再質問させていただきたいのが地方税法での守秘義務

や個人情報保護法等厳しい規定があるとは聞いております。一般企業でもこれについては、部外

には絶対流してはいけないという形で法律で決められていますので、これに違反すると大変なこ

とになります。これは退職しても同じことと私は思っております。その中で、税等の納税者情報

は基本的に関係部署との共有はできない。なかなか肝腎なところができないのか、それともここ

までは共有して、守秘義務、そして個人保護法に当たっていないという形で、今後整理がどんど

ん遅れる可能性もありますので、その辺もうちょっと詳しい点を教えてもらいたいなと、伺いた

いなと思っています。お願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 中島税務課長。 

〇税務課長(中島健治君) 本間議員おっしゃるとおり、債権を効率的に管理していく、回収する

ためには、全庁的に情報共有できればそういった面ではすごくいい点もあるなと思ってございま

すが、ただいかんせん税情報につきましては地方税法の守秘義務等がございますので、共有でき

るものについては限りがございます。具体的にいわゆる税務職員、税を徴収に当たり知り得た情

報の中で、基本的に収入額ですとかその方の資産の状況、こういうものについてはほかの課と共

有できないというところになってございます。しかしながら、実は滞納の状況といいますか、執

行停止ですとかそういった状況については税情報には入らないとされているところがございまし

て、その部分につきましては他の課と共有できる部分というふうな形となってございます。この

ような情報を使うということは、滞納処分の停止ということはその方が納税する資力がないとい

うことのあかしとなりますので、そのような情報を共有することによってほかの債権の未納者が

無資力であると、そういった判断材料の一つとして、他の債権の徴収を取りやめる、また債権の

放棄をする、そのための情報の一つとして共有できるというふうになってございますので、限り

ある税情報の中でこの部分に関しては守秘義務には抵触しないとされていることから、この情報

についてのみという形になりますけれども、その部分については情報共有しながら、適正な債権

管理を進めていけるのではないかというふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) 実は、条例の中に、財産調査のイのところに情報共有というところがあり

まして、強制徴収公債権の担当部署間では情報共有が可能であるという形で記載されていました。

そこで、本当に重い滞納者に、または収入は一定あるのに滞納しているということの関係する人

がいれば、その財産を調査しながら進めていくという形の場合に、税務のほうでやってしまうと
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ほかの課のほうで徴収できなくなったりとか、そういう関係が出てきたら、その辺どういうふう

な考えで進めていこうとしているのか教えてもらいたい。 

〇議長(福嶋尚人君) 中島税務課長。 

〇税務課長(中島健治君) 強制徴収公債権、税が強制徴収公債権という部類になりますけれども、

先ほど強制徴収公債権の間では情報共有は可能であると。これは、強制徴収公債権については、

税のほかにも債権ございますが、おのおの調査権がありますので、担当ごとに実際に情報を取得

することができるという調査権を有しているということでございまして、そういった中で実際に

税と他の債権と差押えが競合してしまったり、そういった場面が仮にあった場合というご指摘だ

と思うのですが、実際に今までそのような場面は私ちょっと聞いたことはございませんけれども、

もし仮にあったとしても租税優先という考え方ございますので、基本的には税のほうを優先にし

ながら滞納処分を進めていくというふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) 分かりました。私もいろんなところの地域に転勤で回った人間なものです

から、その場所でいろんな滞納担当もしたことありますので、大変な部分だと思っております。

ただ、自分で情報を聞き取って、お客さんから聞き取って情報を得たものは、やはりその仲間と

いうか、上司も含めて状況を説明しながら、今後どういうふうに滞納を整理していくのかという

形でやっていっていました。だから、そういうのを十分考慮しながら進めていただければと思い

ます。 

私のほうは、次のほうをちょっと気にしているところなのですけれども、今回いろいろと確定

申告相談とかで忙しい中、資料請求をさせていただいて、それに応じていただいたことについて

どうもありがとうございますと申し上げたいと思います。今回はこの資料から質問していきたい

と思っております。現年度分、滞納繰越分の合計額がこの表からいきますと、平成27年度は４億

6,300万円、令和元年度が２億7,500万円、この５年間で減少したのは見えます。ただ、平成28年

度の不納額8,900万円、29年度は2,500万円、30年度は1,000万円、この５年間の欠損額は２億

6,000万円で、30年度繰上充用額が２億8,000万円と2,000万円ぐらいの差しかありません。その他

比較する     しながら、どんな分析をしたのかお伺いしたいと思います。 

〔何事か言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) もうちょっと本間君…… 

〇８番(本間一徳君) 要するに滞納額、不納欠損額の処理がどう処理したのか。入ってこないか

ら、そのまま一般財源で入ってこないので、例えば税収がないと財政が大変なわけです。そして、

滞納額と合わせるといろんな形で、先ほど金額お話ししたように、今３年間ずっと繰上充用がさ

れていた中で、30年度の数字でいけば2,000万円ぐらいの差が生じている。ということは、要する

に滞納額が本当にゼロであれば、それはもうまず100パーセント無理なのですけれども、税とすれ

ば繰上充用がなくて済んだという形につながっていくと思います。その中で、この表で示されて

いる主な滞納理由が生活困窮等で、全部同じような理由になっております。ですから、いろんな

聞き取りをしながら進めた中で、どういうのが一番担当として重要視しているのか、その分析は

どういうふうにされたのかお聞きしたかったのです。 

〇議長(福嶋尚人君) 坂総務部長。 

〇総務部長(坂 将樹君) 今滞納の関係と繰上充用のお話があったので、ちょっとそこが我々も
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すとんと理解していないのですけれども、基本的に会計の中身については、こういう使用料です

とか、例えば税もそうですけれども、100パーセント収入しても繰上充用というのは起きる場合は

あります。繰上充用というのは、会計全体での流れの中で繰上充用というのが起きてきますので、

ちょっとそれはリンクしないのかなというふうに思っています。税のほうは、不納欠損のほうは

法、条例に基づいて今までもやらせていただきましたけれども、私債権ですとかというのはこの

債権管理条例に基づいて昨年度不納欠損させていただきました。不納欠損についても簡単に不納

欠損にいくということではなくて、その内容を確認した上で、例えば時効が到来しているだとか

その中身、それを分析しながら、これらの対応をしているというふうに考えてございます。 

壇上でも課長のほうから申し上げましたけれども、町のこれらの費目については、町としては

貴重な財源でありますし、一方で公平かつ公正な町民負担の確保という観点からも、あくまでも

この収入については徴収をしていくということをまず基本原則としながら対応しているというこ

とですので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) いろんな部分で関連していく可能性があるので、十分分析しながら進めて

いっていただければと思っております。 

資料の中の滞納理由についてですが、大体今まで委員会等で報告されるのは金額のみで、その

中身の経過が全く分からない状況でありましたので、資料の中に入れさせていただいたわけなの

ですけれども、私の思うところではその滞納理由というのは、例えば自己破産だとか企業倒産し

ているとか、勤務時間が今まで８時間だったのが４時間になってしまったとか、勤務時間の減少

です。今現在コロナ禍で仕事がなくなったりとか、現収が不安定で出費が多くなってきた、そん

な理由が内容として聞かされるのかなと思ったのですけれども、全部が生活困窮等という形で、

主に年度別で去年はコロナ禍、今年も同じような状況で、いろんな保険税とかが上がっていく中

で変わっていくと思います。前の年はまたちょっと違うだろうと思う。その生活困窮という中身

の基本的な考えというのはどういうことか教えてもらえたら。 

〇議長(福嶋尚人君) 中島税務課長。 

〇税務課長(中島健治君) 主な滞納理由というのがなかなか説明するのが難しいというか、先ほ

ど本間議員おっしゃったように、滞納になる理由というのは基本的には支払いが遅れるというこ

とになろうかと思うのですが、その原因が先ほどおっしゃったように会社が倒産したり、職がな

くなったり、人によっては病気で働けなくなったり、そういった理由が種々あると思います。そ

のような状況で、各債権ともきっと同じような理由を基に支払うことがどうしてもできない、遅

れてしまったということが滞納理由になるとすれば、生活困窮という言い方はちょっと合わない

かもしれませんけれども、そういう形で、主なものですから、主なものがなかなか表示できなか

ったので、申し訳なかったのですけれども…… 

〇議長(福嶋尚人君) 答弁を聞いてください。 

〇税務課長(中島健治君) 基本的にそういった理由で、生活困窮という、支払うことがなかなか

できなかったということの理由のくくりとしてこういう言葉を使わせていただいたところです。 

あと、その分析等の対応についてでございますけれども、基本的に支払うことができなかった

という状況を鑑みると、どの債権も同じだと思いますが、支払いたくても支払うことができない

方、この方についてはその理由問わず、例えば払うのを猶予してもらうとか、支払う機会をもう
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少し増やしながら分納の相談をさせていただく、そういった形で完納に向けて取り組むというふ

うな対応になりますでしょうし、もう一方で支払うことができるのに支払わない、そういった納

付意識が低い方も実際はやはりいますし、滞納理由の一つにもきっと挙げられるものと考えてい

ます。そういう方につきましては、いろいろ督促、催告などを行いながら納税を促すのですが、

そういったことにも反応しないとなればやはり滞納処分という形で厳しい処分をしながら、ほか

の多くのきちっと払っている方との公平性を保つためにそういう対応も必要ではないかなと。い

わゆるその滞納理由に応じた対応というのは、きっとそのような対応になるのではないかという

ふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) 今言った理由が聞きたかった部分なのです。資料を見たときに本当に滞納

者等聞き取りをして、先ほど私のほうで最初に質問しました報連相を使いながら、検証しながら

進めていって、またはその関係部署との共有をしていっているのだと思ったのですけれども、た

だもう生活困窮等ということで収められたものですから、詳しい内容をお聞かせ願いたいという

ことで質問させていただきました。 

そこで、滞納者に寄り添って、いろいろと情報を聞き取りしていると思っております。その理

由によって、先ほど課長のほうからもお話ありましたように、いろんなその理由によって対応し

ていくという形で、やっぱり今コロナ禍で大変な状況で、いつまで続くか、いつ終息するか分か

らない状況で、本当にもう収入がなくて困っている人がいると思います。その人たちについては、

ぜひ内容を把握しながら、先ほどお話ありましたような分割で支払ってもらうだとか、そんな対

応を進めていただきたいと思いますが、大体そういう今のコロナ禍で滞納をしているという理由

で何人ぐらいいるか分かれば教えていただければと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 中島税務課長。 

〇税務課長(中島健治君) 令和２年度といいますか、今回のコロナ禍を受けまして、新型コロナ

ウイルス感染症の影響で収入が低下した方の対応としましては、政策的に国のほうからは新型コ

ロナウイルス感染症のための新たな徴収猶予制度というのも設けられているところでございまし

て、また国民健康保険税につきましてもコロナ禍の影響で一定以上の減収が見込める方につきま

しては減免制度を実施していると。そういったことで対応は今年度してきてございます。また、

そのほかの方もいろいろな納税相談の中で、やはりコロナ禍でなかなかという方も若干は折衝の

中でそういう声は聞いているというふうに担当には聞いてございますが、実際に何人がいるかと

いうのはちょっと把握しては、すみません、ございません。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) いろんな税金の対象となるものというのは、前年度収入と私は認識してい

るのですけれども、私は年金で生活しているものですから、そんなに収入額というのは落ちても

多少という形には思って頑張っているところなのですけれども、やっぱり若い方で今コロナ禍で

働くところがなくて、働けるところあればということでここから別なところで出張というのか、

出先でその収入を得るとかというのは、これから雪がなくなってきた頃にいろんな工事等、その

仕事のできるところが増えてくるかと思います。これから人口減少ということも、前にも私が議

員になって間もないときに多分質問した中にも入っているのですけれども、これから10年に向け

ての私の想定というか、想像している、あまりそのとおりいってほしくはないのですけれども、
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人口が減っている状況であります。そうすると、やはり税収だとか、前年度の収入からいけば本

年度が一番大変ではないかと思っています。その辺は分析して、いろいろと頑張っていると思い

ますけれども、先ほど言いましたように滞納者にこれからいろんな聞き取りしながら寄り添って、

こういうのがあるのだよと、国からもこういう補助があるのだよ、支援があるのだよというのを

説明していただいているとは思いますけれども、その辺進めていっていただきたいと思いますが、

その辺どうこれからしていきたいと思っているかお聞かせ願いたいと。 

〇議長(福嶋尚人君) 坂総務部長。 

〇総務部長(坂 将樹君) 今新型コロナウイルス感染症のことを中心に本間議員お話しされたの

だと思います。それで、税に対しての対応につきましては、納税相談をさせていただいた上で、

徴収猶予ですとか減免という対応をする場合がございます。それで、新型コロナウイルス感染症

全体としては、今お話しされましたけれども、国の制度ですとかセーフティーネットを含めてい

ろんな制度がございます。これらについては、それぞれ担当もいろいろ変わりますから、庁舎内

の中で連携を取りながら、こういうところで相談したほうがいい、担当者をつなぐというような

対応もさせていただいております。納税に関しましては、ここ数年で納税の担当者がいろいろ頑

張りまして、収納率もこういうふうに上がってきております。これは、新型コロナウイルス感染

症の時期、コロナ禍の時期ということ関係なく今後も進めていきたいと思っております。その中

で、そういう状況がある場合については十分お話を聞きながら、対応できるものには対応してい

きたい。活用できる制度については、そういうものもお知らせをしていきたいというふうに考え

てございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) 私のほうでいろんな質問をした中で、要するにいろんな形で職員の方が大

変な状況の中で頑張って、いろいろ滞納の形も整理して、減少していくという形のは分かります。

それを責めているとかそういうのではなくて、要するに滞納者のいろいろな理由があって、その

辺を把握しながら、分析をしながら、そして関連する担当課と情報を共有しながら、なぜこうい

うことを言うかというのは、課によって別々にその滞納者が、例えば同じ人の場合に違うことを

話ししてしまうと、これもまた滞納者本人も戸惑ってしまう可能性も出てきますので、そこで情

報共有はきちんとされて、その滞納に当たっていただければということで、今回これを一つに絞

って質問しているわけです。 

もうそろそろ最後にしていきたいのですけれども、職員玄関のところの報連相、ちょっとあれ

と違うかもしれないけれども、これからいろんな仕事に当たって必要な部分だと私は思っていま

す。最初にお話ししたように、家庭でも私はいろんな報告、どういう形でという形もするわけで

す。そして、先ほどありました滞納者のお客さんと会ったときに、ちゃんと上司に報告なり、そ

してこれらについてどうしていくかという相談もあると思うのです。毎日あそこ出入りしますの

で、そういう形ではあの看板はあったほうがよかったと思うのですけれども、今どこにあるのか

分かればと思うのですけれども。 

〇議長(福嶋尚人君) 坂総務部長。 

〇総務部長(坂 将樹君) 職員玄関の付近のそこの貼るボードを変えたりだとか、そういう場面

でちょっと今掲示していなかったのだと思います。ただ、今お話しされたその報連相については、

我々職員研修だとかそういう場面でも十分言っております。これについては、掲示をしているか
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ら欠けるだとかそういうことではなくて、全体の中でそういう意識で業務に当たっておりますの

で、その掲示については今後対応はさせていただきたいと思っておりますけれども、そういう意

識で対応しているというのは間違いございませんので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) 私もそういう意識でしていきたいのですけれども、どうしても忘れるとき

はありまして、看板があって、あそこを通ったときに、何回か見たときにもう一回初心に返った

形で対応していると。仕事、または家庭に持ち帰って進めていく。ですから、滞納者のその関係

している人についても、やっぱりその辺は忘れてはならないと思っております。 

最後に、条例に基づき前年度の滞納整理、新たな滞納者を生まないという形で健全な債権整理

に努めていくということを期待しまして、本当はもうちょっと質問していきたかったのですけれ

ども、この辺で質問を終わりたいと思います。 

以上で質問を終わります。 

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５８分 

                                            

再開 午前１１時１０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。 

 ９番、阿部君。 

〔９番 阿部公一君質問者席へ〕 

〇９番(阿部公一君) それでは、通告に従いまして、質問者席より５項目15点についてお尋ねい

たします。 

最初に、財政健全化の６点について伺います。１点目は、町政運営の透明化の視点から、財政

面における説明責任を果たせる資料として昨年来より話題となっております各種財政諸表の公表

は、いつ頃を目指していますか。それはどのような形で実施されるかということです。 

次に、２点目です。令和３年度一般会計案では、2017年度からの新ひだか町新財政計画と比較

すると、2021年度総額はそれを超えております。安定的財政運営を目指すとのことですが、その

根拠を各種数値によりお答えください。 

３点目です。予算編成上、自主財源は貴重です。令和３年度当初予算(案)では、町税は全体の

17パーセントとなっていますし、自主財源比率は約28.9パーセントとなっています。これは、昨

年度の町税額からすると１億3,000万円ほどの減額となっています。この新型コロナウイルス感染

症の終息が見えない経済状況の中での町税額の見込みについては厳しい状況とは思いますが、自

主財源の50パーセント以上である町税についてお聞きします。この町税についてその内訳、特に

個人町民税を主にどのような見込みなのか。また、諸収入の約５億9,400万円の内訳と積算根拠に

ついてもお答えください。 

４点目のふるさと納税についてです。この納税額は、新型コロナウイルス感染症もあり、ステ

イホームが影響するとのことから、昨年は１億円を超える寄附があり、令和３年度も令和２年度

とほぼ同額が見込まれております。この貴重な自主財源は、ある面魅力ある町のバロメーターと

も言えます。ふるさと納税の寄附額については、今後もこのレベルを維持することが重要だと考

えます。新型コロナウイルス感染症が終息すると同時に以前の寄附額にならないよう努力すべき
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と考えますが、いかがですか。また、そのおつもりがあるか伺います。 

ちなみに、確定しておりませんが、様似町では本年度は昨年度の２倍以上の２億円を超える状

況のようです。努力すれば結果はついてきます。行政サイドのさらなる努力に期待したいと思い

ます。 

５点目です。自主財源確保に向けた取組についてです。令和４年度以降では、人口減による普

通交付税等の減額が想定されます。町民に負担を極力求めない何らかの手法による町独自の自主

財源確保に向けた方策を模索しているかお聞きします。手法としては、今話題の高レベル放射性

廃棄物、核のごみに関し文献調査などや経済効果のある自衛隊拡張というテーマもあります。ほ

かには札幌市で一時話題となりました観光税や目的税として、仮称ですが、地域交通利用税など

多方面にわたり検討すべき手法、テーマがあると考えますが、いかがですか。 

ちなみに、私的に言いますと将来に禍根を残す核のごみ問題については、当初のあれからいく

と絶対反対という姿勢は崩せるわけにはいかないと思っています。 

６点目です。この質問は、新ひだか町における令和４年度からの５年間となるのか、10年間と

なるのかは不明ですが、財政計画に向け検討されることとなるわけです。安定した財政の運営の

視点から次の点の数値を参考にし、その見通しについて伺います。経常収支比率、実質公債費比

率、将来負担比率、自主財源比率、財政調整基金残高、地方債残高。さらに、通告しておりませ

んでしたが、関係がありますので、標準財政規模、財政力指数についてもその見通しを伺います。 

次に、観光振興について…… 

〇議長(福嶋尚人君) 阿部君、今壇上から質問だけれども、通告していないのについては質問し

ないでください。それについてはやめてください。 

〇９番(阿部公一君) 分かりました。関係するのでと思ったのですが、いいです。それは答えら

れないということであれば答えは要らないですし、質問は取り消します。 

次に、観光振興についての２点です。１点目です。日高山脈襟裳国定公園は、国定公園に指定

されるようですが、これに関しては国立公園指定関係に関する関係自治体連絡会が発足していま

す。指定されると、経済面や観光面での管内各町や各事業所の期待は大きいものがあります。ま

た、国内外のアルピニストの憧れの山々が連なる日高山脈をこの機会に町としてはどのように関

わっていこうとするのか伺います。特に滑落事故の多いペテガリ岳から幌尻岳は、道警山岳遭難

救助隊なども苦労しているようです。 

２点目です。ペテガリ岳やペテガリ山荘を利用しての観点から、現在不通となっている区間に

ついて、2003年２月に当時の堀知事が建設凍結を表明した後、土木工事技術の急速な進歩を見ら

れることから、国定公園に指定されるこの機会に道道静内中札内線の整備再開を関係機関に働き

かけてはいかがですか。伺います。 

３件目は、タイムライン、防災行動計画公開に関する課題についての２点です。１点目です。

過去に質問もしていましたが、公開すると町民の間に新たな混乱を招くとしており、道内でも公

開していないまちもあるとのことでした。そこで、公開することにより発生する新たな混乱の事

案は想定できないということなのか。想定はできるが、現体制では対処不能ということなのかお

聞きします。防災行動計画は、各レベルの災害を想定し、作成されるものと考えます。災害の内

容により行動計画に違いがありますが、公開できないという、そのような災害は当町では発生し

ないとのことなのか伺います。 
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２点目です。災害発生時には、町が指定している避難場所があります。１週間以上の長期にわ

たるケースと１日程度の短期の場合では避難所運営も違ってきます。また、避難者の家族構成に

よっても違います。新型コロナウイルス感染症に対する避難所では、従来の避難者の利用は厳し

いものと考えられますので、現在の避難所の増設を考えるべきと思いますが、いかがですか。そ

の際いろいろなケースを想定した対策は万全かお聞きします。次のやつもちょっと通告していま

せんので、省きます。 

４件目は、ＪＲ問題についての２点です。１点目は、町長は日高地域広域公共交通確保対策協

議会会長ですが、この協議会では転換バス運行に係る幹線路線の確保に係る協議がメインとなる

と思いますが、各町における地域振興費名目の５億円は今後調整するとしています。来年町長選

挙を控える町長として、この大変厳しい、難しい課題に対し、管内各町の協調を図りながら、そ

れぞれどのような地域振興を進めていこうとしているのか伺います。 

２点目は、写真集｢日高線の記憶｣や記念切手の販売等が企画されています。当町でも日高本線

に関わる写真や記念品、思い出の品を収集しているようですが、収集されたこれらの品とともに、

管内各町からも収集し、地域振興策の一環として日高本線終着駅である様似駅の一部を改修し、

歴史を記念館として後世に伝えていくという考えはありませんか。伺います。 

５件目は、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種の日程についての３点です。３点の質問は、

いずれも対象者別に聞いているだけで、要点は格別相違がありません。当町での接種方法は、集

団接種と個別接種を組み合わせて、実施に向けワクチン接種対策室において準備が進められてい

るとのことです。既に優先接種は町立静内病院で始まっているようですが、優先接種者の対象者

は町内では何名いらっしゃいますか。 

この事業は、必要十分条件がクリアされなければ完璧とはなりません。そこで、あくまでワク

チンの必要数量が確保されることが条件となりますが、医師、看護師の確保等がされたとしても、

ワクチンの確保数量や配送日程により、またそれに伴う対象者への接種券の発送、接種希望者の

予約受付をどのように実施しようとしているのかお聞きします。 

先般の建部議員の答弁の中では、高齢者の対象者数は約7,600人との話でした。この対象者に接

種券を一度に発送すると、接種希望者の予約受付窓口は大変混乱すると考えますが、対策室とし

てその対策には万全を期さなければなりませんが、窓口対応職員を増員する等の対策は検討され

ていますか。 

当然ワクチンの必要数量が対象者のうちの接種希望者分を一度に確保することは、現状では不

可能だと思いますので、確保数量とそれに対応する接種希望者の選択をどのように行おうとして

いるのかお聞きします。 

接種に係る医療関係者等の負担も過度にならないよう検討されていると思いますが、その対策

について医療関係者と協議していますか。 

当町として、ワクチンの確保数量に関係しますが、希望者への接種を完了するのは、対策室と

していつ頃までと考えているかお伺いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 阿部君、質問の途中ですけれども、通告に従って今質問していますか。 

〇９番(阿部公一君) しています。 

〇議長(福嶋尚人君) 全然質問の趣旨と違っている。 

〇９番(阿部公一君) 日程等々の部分について全部関わっていると思うので、通告書に従ってい
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ると私は考えています。 

〇議長(福嶋尚人君) 通告書に沿った質問をしてください。 

〇９番(阿部公一君) 一応壇上からの質問を終わります。ご答弁よろしくお願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 答弁は通告書に従った答弁でお願いいたします。 

阿部君、ここで休憩したいのですが、よろしいですか。 

〇９番(阿部公一君) はい。 

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２７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。 

 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１点目、財政健全化についてと大きな３点目のタイム

ラインの公開についてご答弁申し上げます。 

最初に、大きな１点目、財政健全化についての１つ目、各種財務諸表の公表の時期についてで

ございますが、地方公共団体の厳しい財政状況の中で、財政の透明性を高め、住民に対する説明

責任をより丁寧で、より適切に果たし、財政の効率化、適正化を図るため、従来からの現金主義、

単式簿記による予算決算制度に加えて、それを補完するものとして発生主義、複式簿記といった

企業会計的手法を活用した財務諸表の開示が推進されています。各種財務諸表につきましては、

この単式簿記と現金主義による予算や決算制度を補完するものとして、複式簿記と発生主義が採

用されておりまして、単式簿記と現金主義では見えにくい減価償却費、退職手当引当金といった

コスト情報、資産、負債といったストック情報の把握が可能になるとともに、これを公表するこ

とで減価償却費等を含むコスト情報やストック情報が見える化され、町民の皆様への説明責任を

より丁寧で、より適切に果たすとともに、財政の効率化や適正化を図ることを目的に国から作成

と公表が推進されているものであります。こうした中で、国では統一的な基準を策定し、全ての

地方公共団体に対して固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を要請しました。当町では、この要

請を受け、平成28年度決算から統一的な基準に基づく財務書類を作成し、公表することとしてお

り、平成28年度と平成29年度の２か年度決算分については完成しましたので、今後議員の皆様に

内容をご説明し、ホームページ等で公表する予定としております。 

なお、平成30年度以降分につきましては、現在も作成に取り組んでおりますが、これまでも申

し上げていますが、当町では他の市町村が行っている業者等への作成業務委託は行わず、職員が

自らの手で作成しておりまして、貸借対照表の作成に必要となる固定資産台帳の整備や執行経費

の複式簿記へ対応した仕分け作業が相当なボリュームとなり、想定以上の時間を要しているとこ

ろで、全ての年度の完成までには至っていない状況にございます。ご心配をおかけし、大変申し

訳なく思ってございますが、引き続きスピード感を持って事務作業を続けさせていただき、皆様

に公表させていただきたいと考えております。なお、令和３年度からは、各種財務諸表が反映さ

れる新たな財務会計システムを導入することとなっておりますので、令和３年度決算からはタイ

ムリーな公表が可能になるものと考えてございますので、ご理解賜りたいと存じます。 
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次に、２つ目の令和３年度予算案の一般会計総額が財政計画数値を超えていることについての

安定財政運営なのかについてでございますが、新年度予算編成に当たっては財政計画に掲げる数

値目標を考慮しながら、真に必要な施策の選択と重点化による効果的な財源の活用、民間活力の

導入、事業評価による施策の改善、見直しや廃止を適切に行うことで歳出抑制を図っていきまし

たが、財政計画策定時点では予測し得なかった高齢者福祉施設の指定管理委託化経費で約４億

7,000万円、介護サービス事業特別会計の廃止に伴う公債費の一般会計への公債費引継ぎ分として

約１億4,000万円、また防災行政無線デジタル化整備事業として約４億3,000万円などを令和３年

度一般会計予算に計上してございまして、これらが要因となり、財政計画と比較すると予算規模

が大きく超えてしまう結果となりました。しかしながら、高齢者福祉施設の指定管理委託化をし

なかった場合の今後の財政負担は、数億円規模で悪化していくものと考えております。10年、20年

先を見据えた介護サービス事業への民間活力の導入により、民間事業者が持つ高い専門性や創意

工夫による自主的、主体的な施設運営により、さらなるサービスの充実と施設運営の効率化が図

られるものであり、質の高い介護サービスの安定的な持続が可能となるとともに、以前より大き

な懸案事項であった介護サービス事業特別会計の財政的な問題解消につながるものであり、一時

的に計画を超えはしますが、将来の安定的な財政運営に向かっていくものと考えてございます。 

次に、３つ目の新型コロナウイルス感染症の自主財源算定への影響でございますが、新型コロ

ナウイルス感染症の拡大は、住民や地域経済に大きな影響を及ぼすとともに、地方財政運営にお

いても感染症対策や新しい生活スタイルの対応など新たな行政需要を発生させ、大きな影響を及

ぼしておりまして、新型コロナウイルス感染症の影響による経済の落ち込みは2008年度のリーマ

ンショック以上と言われている中、その影響は当町においても免れるものではないと考えている

ことから、令和３年度予算における町民税の算定にあってはリーマンショック時の減少率を参考

とし、現年分において個人町民税では前年度調定見込額の9.6パーセントの減、収納率で1.1ポイ

ントの減少、法人町民税においても調定ベースで15.3パーセントの減、収納率で１ポイントの減

少としてございます。 

なお、地方交付税にあっては、地方財政計画において一般財源総額の確保として、感染症の影

響により地方税等に大幅な減収が見込まれることから、実質前年度を2,000億円上回る分を確保さ

れるなど出口ベースで5.1パーセントの増とされていることから、普通交付税はある程度のものが

見込めると考えておりますし、コロナ禍による税や地方譲与税などの減収分につきましても令和

２年度で措置された国の減収補填制度の継続といった情報もございますので、これらの活用など

により財源確保に努めてまいりたいと考えております。 

また、ご質問の諸収入では例年計上しているもののほか、前年度と比較して２億円程度の増と

しておりますが、これは介護サービス事業特別会計の廃止による過年度収入を１億3,000万円ほど

見込んでおりますし、北海道からの支障物件移転補償で3,000万円など、例年にはない収入を見込

んだことによるものでございます。 

次に、４つ目のふるさと納税に関して納税額の倍増目標を持つことは不可能かについてですが、

ふるさと納税に関しては、議員ご指摘のとおり、貴重な自主財源であるとともに、町の魅力や特

産品を町外に広くＰＲするための有効な手段の一つでありますので、当町においても寄附の増加

を目指して取り組んでおりまして、今年度は２月末現在の寄附額が１億2,300万円を超え、昨年度

の寄附総額の約1.8倍となっており、年度末に向けてさらなる寄附獲得に努めているところでござ
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います。寄附の目標額については、令和３年度予算において１億3,000万円の歳入予算を計上して

いるところでありますが、それ以上の額の寄附をしていただけるように今後も各団体や事業者と

連携を図りながら、様々な取組を行ってまいりたいと考えてございます。 

次に、５つ目の人口減や交付税の減少も想定される中での自主財源の確保についてですが、現

在の厳しい財政状況は、人口減少や少子高齢化に伴う地方税や地方交付税の減少による一般財源

の減少や介護、福祉、子育てなどの様々な課題に対応するための拡充が進む社会福祉制度への対

応のほか、経年劣化によるインフラの更新、さらには今回の新型コロナウイルス感染症の影響に

よる地方税などの経常一般財源の減収が予想されます。このような中で、財政状況が今後劇的に

改善へ向かうことはなかなか想定できず、本町としましては財政計画や行政評価による各種行政

サービスの見直しや指定管理委託などによる民間活力を活用しながらの行政組織のスリム化な

ど、人件費を含めた経常経費削減は必至であり、常に歳出の点検、見直しはもちろんのことと考

えておりますし、新たな歳入確保や町財政によい影響のある案件に対しては常にアンテナを張り、

積極的な情報収集に努めてまいりたいと考えてございます。 

次に、６つ目の令和４年度以降の財政計画における各項目の見通しについてですが、現在の財

政計画が平成29年度から令和３年度までの５年間の計画となっており、令和４年度以降の財政計

画はこれからの作業となり、各種目標数値などについて現段階ではお答えすることができません

が、先ほども申し上げましたとおり、今後にあっては非常に厳しい状況が激変するようなことは

なかなか想定できませんが、これらのことを考慮しながら検討してまいりたいと考えてございま

す。 

次に、大きな３点目、タイムラインの公開に際しての課題についての１つ目、公開に伴う新た

な混乱の状況を想定できないということなのか、またそのような状況の災害は発生しないとの前

提なのかについてご答弁いたします。昨年の６月及び９月開催の定例会における議員からの一般

質問への答弁の繰り返しになりますが、昨年３月末で北海道との協議が調い、試行運用している

台風の接近、上陸に伴う洪水を対象とした避難勧告発令着目型タイムラインにつきましては、本

町の水位周知河川であります真沼津川、古川、静内川の３つの河川が対象となっております。ま

た、当該タイムラインの概要につきましては、河川の水位情報あるいは気象情報に基づき、防災

関係機関である室蘭建設管理部及び新ひだか町が台風の接近、上陸に伴い、あくまでも行政がい

つ何をすべきかなどの行動基準を１枚の表にまとめたものとなっておりまして、住民自らが行動

を起こすための目線に立ったものではございません。以上のことから、当該タイムラインは防災

関係機関との連携等に主眼を置いたものであるため、公開に伴い新たな混乱を招く懸念がござい

ますので、あくまでも地域住民が避難する目安は避難勧告等の判断伝達マニュアルによることと

しておりますので、議員ご質問の混乱状況を想定をできない、あるいはそのような状況の災害は

発生しない前提なのかという視点ではないということをご理解願います。 

従来からの繰り返しになりますが、大切なことは現在運用している避難勧告等の判断伝達マニ

ュアルに基づいた適切なタイミングによる避難勧告等の発令を防災行政無線はじめ、エリアメー

ルやＬアラートなどによる情報伝達の多重化を図りながら住民自らが行動を起こす目安、あるい

はきっかけを伝達していきたいと考えているところでございますので、重ねてご理解願いたいと

思います。 

ご質問の２つ目、新型コロナウイルス感染症が課題となっている現状では、各避難所対策は各
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方面からして万全かについてですが、避難所における新型コロナウイルス感染症対策につきまし

ては、北海道の示すマニュアルや先進市町村のマニュアルを参考に、昨年９月に新ひだか町新型

コロナウイルス感染症対策に係る避難所開設運営マニュアルを作成し、運用を開始しているとこ

ろでございます。具体的な内容につきましては、感染防止のための対応方針といたしまして４つ

掲げております。１つ目の密閉、密集、密接の防止につきましては、窓やドアを開けるなどして

十分な換気を行うことや密集、密接を避けるため、学校の体育館など施設規模の広い場所を避難

所として開設することとしております。２つ目の衛生、健康管理の徹底につきましては、避難所

受付時及び避難所入所後において定期的に健康状況を確認することや手洗い、マスクの着用など

によるせきエチケットの徹底を図ります。３つ目の避難者への協力要請につきましては、避難時

にマスクや手指消毒液、体温計をできるだけ持参することや体調が優れない場合には速やかに避

難所対応職員へ申告していただくこととしております。４つ目の感染が疑われる避難者の隔離に

つきましては、避難時に発熱などの症状がある場合は、濃厚接触者であるかどうかの聞き取りを

するとともに、一般避難者とは別の避難スペースに隔離し、可能な限り個室や専用のトイレを用

意することとしております。 

このような対応方針に基づき、避難方法の住民への事前周知や避難所となる学校等との協議、

保健所との連携など、関係機関との調整などや避難所における手洗いなど具体的な感染症対策、

さらには必要な物資や避難所の受付体制並びに避難所の参考レイアウトなど詳細な事項を定め、

新型コロナウイルス感染症の終息が見通せない状況下におきましても、避難所生活での感染防止

対策や受入れ態勢について準備を整えたところでございます。 

また、これらの準備を実効性のあるものにするため、昨年10月に山手体育館で行いました令和

２年度新ひだか町防災訓練におきましては、新型コロナウイルス感染症対策への対応に主眼を置

き、避難所の開設運営に当たって職員の対応能力の向上を図るため、当該マニュアルに基づき手

指消毒液などの設置場所や段ボールベッドの組立て、フェースシールド等の装着をしながらの避

難者の受付方法、一般避難者や発熱避難者の誘導、加えて避難所担当職員における感染防止対策

のための防護服の装着や脱着時の注意点など、受入れ態勢について万全を期すための手順を確認

したところでございまして、オブザーバーとして参加いただいた静内保健所からも一定の評価を

いただいているところでございますので、これまでに確認されている状況には対応できていると

考えてございますし、これから新たな事象が出てきたときへの対応につきましても常にアンテナ

を張り、情報を得ながら対応してまいりたいと考えてございます。 

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) 私からは、阿部議員ご質問の大きな２点目、観光振興につ

いてご答弁申し上げます。 

まず、１点目の日高山脈の国立公園化に関し、当町ではどのように日高山脈に関わっていこう

としているのかとのご質問ですが、現在環境省では日高山脈襟裳国定公園及び周辺地域を最速で

令和３年度中にも国立公園として指定する方向で作業を進めているところであり、新ひだか町も

構成員として参加する日高山脈襟裳地域の国立公園指定に関する関係自治体連絡会が去る２月

17日に設立されたところでございます。この連絡会は、日高山脈襟裳地域の国立公園の指定及び

指定後の管理の在り方について関係者と連絡調整を図ることを目的に設置されたものであり、環
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境省と日高、十勝の両振興局及び関係市町村の16団体で構成され、国立公園の望ましい保全利用

の目標をまとめた国立公園ビジョン案の策定も行う予定となっており、よりよい国立公園を目指

した議論の場として位置づけられているところでございます。 

日高山脈は、カールに代表される氷河地形や世界ジオパーク認定の要素ともなっている地表に

露出したマントル由来の地質、さらには日本最大の原生流域とそこにすむ日本固有種を含む多様

な動植物を有する国内でも傑出した場所であり、国立公園指定後はますますその価値が高まるも

のと期待されております。管内では、既存の博物館や登山道を生かした日高山脈の利活用を模索

する動きがあり、当町でもペテガリ山荘を適切に維持管理し、登山客の受入れを図ってまいりた

いと考えておりますが、当町から日高山脈への唯一のアクセス道路である道道静内中札内線が長

期にわたり通行止めになっていることから、国立公園指定後の利活用に当たり大きな課題となっ

ております。まずは、通行止めの解除と安全な通行の確保を目指して関係機関等への働きかけに

取り組みながら、日高山脈及び高見湖をはじめとするその周辺地域の利活用について調査研究を

行ってまいりたいと考えております。 

次に、２点目のペテガリ岳は山岳救助等の観点からも、道道静内中札内線の整備再開に向けて

北海道等へ働きかけてはいかがとのご質問でございますが、ペテガリ岳は日高山脈の最深部に位

置し、かつては登攀の難しさから登山者の間ではるかなる山と言われる憧れの山岳であり、日本

二百名山にも数えられる秀峰でございます。現在でも全国各地からペテガリ山荘を利用し、ペテ

ガリ岳を目指す登山者が一定数おりまして、国立公園化によりさらに登山者が増加することも考

えられ、山岳事故の発生が危惧されるところであります。議員ご指摘のとおり、そのような山岳

事故に対応する観点からも道道静内中札内線は重要な役割を有しておりますとともに、高見湖や

周辺の森林資源を生かした観光振興を図る上でも通行再開が望まれることから、毎年、道路管理

者である北海道に対して通行止め解除を目指し、落石対策の早期完成を要望しているところであ

り、今後も整備促進に向け、粘り強く訴えてまいりたいと考えております。 

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) 私からは、大きな項目の４点目、旧ＪＲ日高線の今後の地域振興策に

ついての考えについてご答弁申し上げます。 

初めに、先般管内７町で設立した日高地域広域公共交通確保対策協議会において、各町の地域

振興策をどのように考えているのかというご質問でございますが、この協議会の設置目的は、日

高地域における広域公共交通を将来にわたって持続的に維持していくために必要な交通体系の検

討及び転換バス等を維持するために必要な拠出金の管理であり、この協議会において地域の振興

策までを協議することは想定してございませんので、ご理解いただきたいと存じます。 

したがいまして、２点目の様似駅を一部改修し、その歴史を記念館として伝承するという点に

つきましては、この協議会においてバス路線を維持していくための利用促進策として検討する可

能性がないわけではありませんが、基本的には様似駅の所在自治体である様似町において検討し

ていく事柄であると考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 角田ワクチン接種対策室参事。 

〔ワクチン接種対策室参事 角田しのぶ君登壇〕 

〇ワクチン接種対策室参事(角田しのぶ君) 阿部議員ご質問の５点目、新型コロナウイルス感染
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症ワクチン接種の日程についてお答えします。 

新型コロナウイルス感染症ワクチン接種事業につきましては、議員ご指摘のとおり、ワクチン

の数量確保等不透明な要素が多々あることから、あくまでも現段階において町が想定する日程等

としてお答えいたします。なお、一部建部議員への答弁内容と重複することをお許しください。 

まず、１点目の医療従事者等に対する先行接種については、各都道府県にて接種体制を調整し

ており、詳細な内容等については把握できておりませんが、北海道との情報共有の中で当町にお

ける接種希望者数は799名と伺っており、その内訳は医療従事者645人、救急隊員88人、その他薬

局関係者などとなっております。救急隊の中には新冠町民も含まれております。日程につきまし

ては、３月８日より既に開始しておりますが、ワクチンの供給状況により左右されることから、

期間等については現在のところ未定の状況にあります。 

次に、２点目の令和３年度に65歳以上となる高齢者については、本年４月より少量ながらワク

チンの供給が開始され、当町へは４月19日の週に１箱、26日の週に１箱ファイザー製ワクチンが

送付される予定となっております。４月中には２箱、約2,000回接種分のワクチンが当町に到着す

るものと思われますが、到着日が予定であるとともに大型連休が控えていることから、本格的な

接種開始は早くても連休明けの５月６日以降になるものと思われます。期間については、ワクチ

ンの安定供給が前提となりますが、接種終了まで約12週間程度を要するものと考えております。

当町における高齢者の接種対象者数は約7,800名であり、令和２年度の高齢者のインフルエンザ予

防接種率が60パーセントの現状から、新型コロナウイルス感染症に対する恐怖やワクチンに対す

る不安等増減する要因に左右される部分もありますので、接種率は約70パーセントとなる約

5,500人を見込んでおります。 

最後に、一般の方への接種についてですが、令和３年度中に16歳以上64歳以下となられる方は

現在約１万1,000人であり、高齢者の接種終了後での開始を予定しておりますが、高齢者と同等の

接種率を見込んでいるほか、勤務等により平日での接種が難しい状況にあることから、接種期間

は高齢者接種よりも長く要するものと推測しております。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) 一応どうもありがとうございましたと申し上げておきます。 

町政運営の透明化ということで、これも数年前から言われていた部分なのですけれども、その

ときから方法論は大して変わっていないと思う。現金主義から複式簿記的になったときに、なか

なか減価償却費、資産の評価ができない、スムーズにいかないから難しいという部分は理解でき

ますが、この部分でいくと28年、29年はもう大体資料はできたと。そうすると、30年度をこれか

らですよということなのでしょうけれども、31年、令和元年の分は急ぐとできると思うのですが、

１つやってしまうとあとはシステムにある程度の数字を入れていくことによってたたき出せると

思うのです。確かに令和２年度分はこれから決算ですから公表できないので、それは当然のごと

く出てこないという部分があるのですけれども、28、29、30と令和元年という部分でいくと、も

う出せるのではないかなと思うのですが、答弁の中ではそれはいつ頃出すのか、どういう形で出

しますか、どういう形は答弁ありました。ホームページ等々で公表しますよと。それでは、それ

はいつ頃ですかという話については明確な答弁はなかったと思いますので、そこのところを再確

認です。 

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) こちらの諸表の作成状況ですけれども、確かに28年、29年のは完成し

まして、今30年度、こちらのほうにはもう作業着手しておりまして、もうちょっとで完成するの

かなというふうな状況と。あと、元年度につきましては、令和３年度中に完成を目指すというふ

うな状況でございます。令和２年度分につきましては、決算が終わってからの作業着手というよ

うなことで、終わりましたら監査委員さんに説明をしまして、議員の皆様にご説明をしたいとい

うふうなことと、それを踏まえてホームページ等で年度を整理して、どういった状況ですという

ようなものを公表したいというふうなものを考えてございます。できましたら令和３年度中にで

きた部分の説明をしたいのですが、どうしても決算年度と年度がずれて分かりにくいというふう

な状況もございます。そういったものもあって、28年度のご説明もちょっと見送ったというふう

なものもございましたので、その辺内部で検討しまして、改めてお示し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) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) 一応決算が終わっている部分については、あと事務処理上の問題なので、

30年度分まで早急にやって、３年間を併せて公表すると、より財政状況が見やすいと思うのです。

その辺について、ですから早急に30年分をやっていただいて、公表に至っていただきたいなと思

います。それと、令和元年分、令和元年分も決算終わっていますから、事務量が各年度で違うと

いうことはあまりないと思うので、この辺は早急にやっていただいて、30年度、令和元年分まで

は、令和３年中に公表、ほかの部分は公表だと言っていますが、令和元年分まで含めては難しい

という状況ですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 令和元年度分を令和３年度中には完成させまして、それらを含めてお

知らせ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) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) 財政状況ですから、単年というよりも何年間を並べて見たほうがよく分か

りやすいと思いますので、その辺十分注意して公表、もしくは議会等に報告をしていただきたい

というふうに思います。 

それでは、２番目いきます。これは過去に何回かやったのですが、令和２年のやつからいくと

一般会計で10億円ぐらい多いと思うのですが、それはもう財政上はやっているということで成立

はしているのでしょうけれども、僕は過去に何度か言っていましたけれども、標準財政規模の何

倍ぐらいが適当だというふうに考えているのか。その辺、今までだと大体古くは1.2倍から1.3倍

ぐらい、多いときで1.5倍、決算状況を見ると標準財政規模が元年で91億円、下がる要素がありま

すから、90億円だとして百五十何億円という部分でいくと1.7倍ぐらいになる。それは、ほとんど

問題はないというふうに考えているのでしょうけれども、この分の増えた分が全部補助、地方創

生のように補助金で賄えるのであれば将来的には負担になりませんけれども、起債とかがはらん

でくるとその分が後々返還しなければいけない。そこの部分も併せてどういうふうに見ているの

か。その増えた部分に財源がどういうふうに当たるのか検討されていると思うので、そこのとこ

ろをお答えいただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 令和３年度の予算、財政計画と比べましてはみ出ている分ということ
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で、基本的に今回多くなっているのは、壇上でご説明しましたとおり、高齢者福祉施設、こちら

のほうの移行に伴う委託料、こちらのほうが増えてございます。そちらにつきましては、特段財

源がございませんので、一般財源で対応するものというふうになります。あと、もう一つ大きな

のが防災行政デジタル無線、こちらのほうの整備が多くなってございます。こちらについては、

緊急防災事業債、こちらのほうを発行してございますので、後年度の公債費の償還につきまして

は70パーセントが交付税算入があるというふうなものでございます。 

 こちらの高齢者福祉施設等の委託につきましては、今後何年か続いていくものというふうなも

ので考えてございまして、それにつきましてはこれまでも決算見込み、こちら年度末に立てたと

きに数億円の余剰が出ますので、その中で吸収ができるのかなというふうな考えは持ってござい

ます。この介護のほうをこのまま放置しておきますと、今回３月補正で10億円の繰入金を認めて

いただきましたけれども、その額では済まない、今後どんどん増えていきますので、今回こちら

のほうで令和３年度以降委託金のほうで見ていきたいというふうに考えてございます。 

あと、標準財政規模どのぐらいなのかというふうなものでございますが、今の財政計画の考え

方につきましては、それぞれの費目の推計を立てまして、このぐらいの推計でいくのではないか

と。あと、全体の予算規模、こちらのほうを150億円以内というふうなもので検討してございます

ので、経常経費なかなか削れないものがございます。そういったものを見込みながら、投資的経

費で調整していくというふうな考えになるのでしょうけれども、地域経済に与える影響もござい

ますので、その辺を加味しながら計画を立てて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) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) そうすると、現在156億円ですか、この部分は将来的にはある程度下がって

くるという見込みがあるというのですね。そうすると、お答えいただいていませんが、標準財政

規模のどのぐらいが適正だという部分の縛りはありませんし、基準もありませんし、国もここの

部分には標準財政規模という数字は何だかんだ言いますけれども、それに関する部分は縛りがか

かってくる、何かのときに縛りがかかってきますけれども、目安はない。そうすると、今1.7倍な

のですけれども、これらを過去からいくと一番多かったのは1.5倍だと思うのです。そのときには

標準財政規模が96億円から97億円ぐらいだったと思うのですが、それで1.5で、それも今言われた

ような理由があったので、その後は下がってきている。ところが、今標準財政規模が令和元年の

決算で91億円です。それで、その部分が今後増える要素がないとしたら、倍率をどうするかとい

うことを見ていかないと、幾らでもいいのだよということになればそれはそれでいいのですけれ

ども、必ず起債だとかが絡んで予算が膨らんでいくと、将来返済しなければいけないと。有利な

資金があるよといっても、全額裏財源で入ってくるわけでないと思うので、この辺の部分でもう

一度、金額は財政規模がどうのこうのよりも、その辺の部分で何倍ぐらいが一つの目安、財政担

当として何倍ぐらいが一つの目安なのだというところはお聞かせいただけますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 何倍かということでございますけれども、そういった何倍かという考

え方ではございませんで、そのときの政策的な事業、あるいは継続事業、こういったものをどう

やっていくのかと。その財源をどこに求めていくのかというふうなもので考えてございます。起

債に求める場合につきましても、当町辺地債、過疎債ございますので、そういった交付税算入が

８割ですとか７割ですとか、そういった事業債を選択しながら、その中でできる範囲でやってい
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きたいと。当然地方債発行しましたら後年度以降の償還が出てきますので、そういったものはそ

の借りた年以降の部分というのは推計できますので、その中で検討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) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) 僕が聞いた部分ではちょっと明確になっていないので、何倍かについては

触れていないと。十分注意して財政運営はやっていきますよという部分だと思うのですけれども、

国のほうも一つの目安として標準財政規模は何かの状況で必ず出てくると思うのです。そのとき

にどういうふうに押さえていくのかという部分は十分注意していってやっていただかないと、幾

らでもいいのだということにはならないと思うので、一応お願いをしておきます 

それから次、３番目いきます。予算編成上の自主財源の扱いなのですけれども、ずっと調べて

見ていくと、自主財源自体が大体17パーセントぐらい、上がったり下がったりはしていますけれ

ども。これは、来年度の町税だとかでいうと、新型コロナウイルス感染症の関係があって下がる

のだろうと。下がった予算は見ています。１億3,000万円ぐらい下がるのだと言っていますけれど

も、総体の全体の予算としては伸ばしている。そこの部分でいくと、町内の経済状況をどのよう

に見込んでいるのかというのは、片方では町税は下がる。だけれども、経済大綱として156億円の

予算は組めるのだというところはどうなのかなというふうに思っていますが、その辺のバランス

感覚としてどういうふうに捉えているのかをお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 令和３年度の町税につきましては、このコロナ禍におきましてリーマ

ンショック時、こちらのほうを参考にどのぐらい落ちるのかということで見込みを立てさせてい

ただきました。それとは別に交付税において、基準財政収入額のほうで税等が、あと消費税等落

ちればその分の収入が落ちるということで、交付税で調整されるような一部調整機能もございま

す。ですので、交付税のほうで、一般財源総額ということも国で示しておりますので、その辺で

交付税のほうで若干増えて見てございます。全体的に見たときに地域経済の配慮、こちらのほう

もしなければございませんので、空の借金してまで予算を組むというふうなことを考えてござい

ません。税が落ちて、交付税がある程度確保できるのであれば、そういった全体の中で調整して

いきたいということで考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) 地方交付税の部分の表向きの数字でいくと、令和２年から令和３年の部分

でいくと30億円ぐらい減っています。この数字も何年間で見ると、町民１人当たり大体25万円か

ら27万円ぐらいだと思うのです。これ詳しい部分ないです。ただ人口と予算上で見るとそのぐら

いの部分になっているという部分ですが、単純にいって人口が減ってくると当然ここの部分も減

るのかなと思うのですが、それらの見込み、令和４年以降の財政計画にも大きく関わってくると

思うので、この辺の見込み、今後令和４年以降の新財政計画の見込みとしては、人口も減ってく

る、国勢調査も去年の部分ですから３年は影響ない、４年ぐらいから影響あります。その辺の部

分も含めてどういうふうに見込んでいるのかお聞かせください。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 交付税につきましては、本年度、昨年の12月国勢調査の行われまして、

そこで速報値出てございます。その部分の速報値を令和３年度の交付税算定において使いますの
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で、令和３年度において反映されるのかというふうに考えてございます。令和３年度の交付税の

算定、今試算上ではその分は人口落ちた部分は加味してございます。加味した上で事業費補正で

すとか、そういった数字の置き換えの可能な部分、この部分を置き換えて試算してございますの

で、こういったものをベースに来年度以降新しい計画をつくる中で見込みを立てまして、推計を

立てて考えていかなければ駄目だというふうに考えてございますし、一般財源を考えたときにど

のぐらいの事業ができるのかというふうな地方債の発行もございますので、そういった全体のバ

ランスを見ながら検討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) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) 財政の部分で最後の部分いきます。諸収入の中で、諸収入、昨年度は１億

4,349万3,000円、それが倍以上今年見込んでいるのですが、何か理由がありますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 昨年度と比べまして大分増えてございます。増えている要因の大きな

ものというのは、壇上でも申し上げましたけれども、介護サービス事業特別会計、こちらのほう

の会計閉鎖に伴いまして、出納整理期間、この出納整理期間で収入する部分ございます。これを

１億3,000万円ほど見込んでございます。これを一般会計の雑入で過年度収入として整理してござ

います。あと、２級河川の真沼津川、こちらは北海道でやる事業ですけれども、そちらのほうの

支障物件移転補償で3,000万円程度皆増というふうな収入がございまして、そういったものを積み

上げますと昨年よりは大分増えているというふうな状況で、今ご説明した２つにつきましては来

年度はないのかなというふうに見込んでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) それでは次、ふるさと納税の部分は努力してくださいと。今は倍ぐらいに

なっていますから、今後新型コロナウイルス感染症が落ち着いてきたと同時に下がってくるとい

うこともあり得ると思うのですが、管内的にいくとえりもさんも様似さんもいろいろ頑張ってや

っています。そして、返礼品についても、海産物については静内でも漁組あたりでもそろえれる

のだというふうなこと言っていましたので、その辺の部分も含めて新しい商品開発もあろうかと

思いますけれども、今後の部分の考え方をお聞きしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 阿部さん、新ひだか町でいいのでしょうか。 

〇９番(阿部公一君) ごめんなさい。そうです。 

〇議長(福嶋尚人君) 新ひだか町と言ってください、一応。 

〇９番(阿部公一君) 今発言の中で静内と申し上げましたけれども、新ひだか町に訂正をいただ

きたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) ふるさと納税に関してのご質問ですので、私のほうから。 

これまでもふるさと納税に関しては何度かお答えさせていただいておりますけれども、やはり

地道に活動していくしかないのかなというところで、漁組さんとも我々も何度かお話をさせてい

ただいております。特に魚介類については、なかなか地元に大きな加工場がないというところも

ございましたけれども、漁組さんのほうで近々というか、もう少ししますと加工場のほうを管内

に用意されるということで、そういったところも漁組さんともお話をさせていただいて、少しで

も新しい商品を返礼品として提供できるように努めております。あとはやはりＰＲ等も必要です
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し、そういったものを総合的にやっていくしかないのかなと思っています。 

なお、金額的には平成29年が今年度よりも少し多くて、そこにいくかどうかというところです

が、件数でいきますと平成29年、過去一番大きかったところよりもさらに既に上回った今4,700件

を超えるような件数というところでありますので、こういった寄附をしていただいた方を今後も

大事に、新ひだか町のファンとなっていただけるように、そういった活動もしていきたいと思っ

ております。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) あと何点か聞きたいと思ったのですが、時間見たらあと23分しかありませ

んので、５件目の新型コロナウイルス感染症ワクチンの接種日程という部分に入らせていただき

ます。 

非常に接種日程そのもの自体が組みづらいというのは分かります。ただ、ワクチンそのものが

入ってこないことには組めないのだというのも分かるのですが、必要十分条件としてはワクチン

が入ってきたら即計画に基づいて、その入ってきた数量によって接種を進めていくのだというふ

うな部分を知りたかったのですけれども、そこのところはお話ししていませんでしたので、優先

接種者が799人で、医療関係64で、消防の関係が88だと。その他は別だよという部分なのですけれ

ども、優先接種者のワクチン接種が２週間から３週間置いて２回打たなければいけないよと言わ

れているのですが、ここの部分の認識はございますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口ワクチン接種対策室長。 

〇ワクチン接種対策室長(山口一二君) 当然ながらファイザーのワクチンは２回接種となってお

ります。３週間空けて２回目といった形になっている、その認識はあります。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) そうしますと、１回目に１箱、あれ50個かな、250人分だと思うのですが、

その後に３週間後にその分の量が入ってくるという確証がないと、実質的に２回打つためには最

初に入ってきた分の半分しか使えないのではないかと思うのです。１回250人に全部打ったよ、２

週間、３週間たったら、さらに遅れましたと。４週間、５週間空いて、一月空いてとかというふ

うになった場合に、ワクチンの効果がどうのこうのというまた新たな問題が出てくるのだろうと

思うのですけれども、その辺の細かな日程、考え方を現在検討されているのかどうか。そうしな

ければ、その後一般の高齢者で7,800人かな、それから16歳から64歳で１万1,000人、当然希望者

が７割で見たらそれなりの数字きます。だから、ワクチンの用意の部分もそうなのですけれども、

実際にその人たちに接種券を発行するのにどういうふうにするのかなと。一遍に出したら大変な

ことになります。みんな俺いつ受けれるのだ、私いつ受けれるのと。全部来たときに対応できま

せんから、そこのところは住民登録数で年齢等々が全部把握できると思うのです、数字的に。接

種券発送するときには、その名簿がなければ出せないと思うのです。その辺の非常に厳しいので

しょうけれども、どういうふうに仕分けをして、ワクチンの入ってきた数量に合わせた接種券を

どのように発送しようとしているのか。入ってきた分のワクチンの本数の半分しか発送できない

と思うのですけれども、その辺の部分の考えをどういうふうにしようとしているのかお聞かせく

ださい。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口ワクチン接種対策室長。 

〇ワクチン接種対策室長(山口一二君) 議員ご指摘のとおり、２回目のワクチン供給が明確でな
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いと、せっかく１回目接種したのに４週間も５週間もワクチンが入ってこないと、そういったこ

とになってしまいますとワクチンのその効果自体が喪失するような可能性があります。そういっ

たことも踏まえて、これから４月から少しずつですけれども、ワクチンが入ってまいります。そ

してまた、５月にも入ってくる予定です。そういったワクチンの供給予定、いわゆるスケジュー

ルを十分加味しながら、それに相応した接種者の選定、そういったものを進めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) そうすると、入ってきた量に合わせてということですから、それは当然の

ことだと思うのです。そうすると、例えば合わせた部分、緑町の65歳以上が何人いるのだという

部分だとかは全部押さえれると思うのです、数字的には。住基、電算で管理していますから、そ

の辺は、名前は別として。そうすると、接種券の発送自体を何百人いるよと、その中からランダ

ムに選ばなければいけないと思うのです。そうしないと、窓口でそれなりに混乱すると思うので

す。１箱しか来ないというと、250人分しか来ないわけですから、250回分か。そうすると、あと

のことも考えると半分ですから、125人分しか接種券は発送できない。そうすると、地域を決めた

にしてもランダムに抽出しないと、結局は人為的に選別するというのは難しいと思うのですが、

ランダムにやらないとしたら窓口をこしらえないと窓口が大変だと思うのです。例えば200人の人

に出したよと。そしたら、全部問合せ来たよと。私いつなのと、予約いつできるのと。それの整

理だけでも大変だと思うのです。そして、いつ予約だよ。その日になったら忘れて来なかったよ

と。そうすると、ワクチンそのものが非常に無駄になる。数はそんなに無駄になるわけではない

と思うのですけれども、その辺の対応も含めてどう考えていますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口ワクチン接種対策室長。 

〇ワクチン接種対策室長(山口一二君) まず、ファイザーのワクチンなのですけれども、１箱に

ついては195バイアル、瓶にして１バイアルというのですけれども、195バイアルで、掛ける今の

注射針でいきますと５回接種が可能ですので、１箱来ますと975回の接種が可能であります。議員

ご指摘のとおり、予約が殺到するのではないか、そういった受付の体制どうするのだといったご

心配の声かと思います。当然ながらワクチンの接種に関する予約の受付体制、町としても集団接

種会場の運営に向けて会計年度任用職員等の採用も検討しております。また、集団接種会場ばか

りではなくて各個別の医療機関での予約、そういったものも考えておりますので、バランスを見

て混乱のない体制づくりに努めたいというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) 申し訳ございませんでした。私の認識で数量が違っていましたけれども、

いずれにせよ集団接種やるか、個別接種やるかにしてもそれなりの医療体制だとか場所だとかが

もう整備されているというふうな、新聞発表見ましたらそういうふうにやっています。そうする

と、いずれにしても先ほども言いましたけれども、九百何十人分だよといっても、実際にはその

後々を考えると半分しか打てないと。そうすると、あと２週間、３週間80度以下の冷凍の部分で

保管しておかなければいけないということです。だけれども、接種したときにそこの集団接種や

医療機関の個別接種で出した分を全部ちゃんと100パーセント使えるのならいいのですけれども、

使えない場合がどの程度、無駄になる部分がどの程度あるかという想定をしないとスムーズな移

行ができないと思うのですけれども、無駄になる部分というのは考えなくてもいいのかもしれま
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せんが、結局は予約はしたけれども、来なかったという人に対して、その日のうちに来てくれと

いうふうにするのか、その辺集団接種ということになると福祉施設だとかはドクターが出かけて

接種するとかいろいろ方法はあるのでしょうけれども、その辺スムーズに流れるように、ケース・

バイ・ケースでどのように考えているかお答えください。 

〇議長(福嶋尚人君) 田中ワクチン接種対策室主幹。 

〇ワクチン接種対策室主幹(田中陽子君) もし予約されていて、当日キャンセルが出た場合につ

きましても十分薬液の効率的な使用を促すためにしっかりとしたマニュアルができておりますの

で、それに準じて進めてまいりたいと思っております。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) しっかりしたマニュアルができているということですから、住民が一番必

要な今の情報は自分が接種できるのか、できないのかという部分だと思うのです。無駄にならな

いように完璧にマニュアルがもうできているのだというのであれば、そこのところも含めて町民

に対する情報提供をするべきではないかと思うのですが、その方法自体は検討されていますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口ワクチン接種対策室長。 

〇ワクチン接種対策室長(山口一二君) 住民周知の関係でございます。あくまでも接種対象者、

先ほども申したとおり、ワクチンの供給量に見合った、その都度と言ったらあれなのですけれど

も、対象者を選定しまして、その方たちにワクチンの接種券というものを事前に発行します。そ

の発行する接種券と同封する素材の中にそういった部分も含めた対応として、先ほど田中主幹の

ほうから申しましたとおり、ワクチンがキャンセルなった、急遽用事があったとか当日になって

体調が悪くなったとか、そういった場合についての対応等についても記載したものを入れていき

たい、そのように考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) 若干ワクチンの接種に関しては、不安材料がまだちょっとあることはある

のですけれども、時間も時間ですから、これで終わりたいと思います。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０３分 

                                            

再開  午後 ２時１５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、質問をいたしたいと思います。 

私は、まず第１点目に、新型コロナウイルス感染症の感染情報の公表についてということにつ

いてお伺いをいたしたいと思います。これは、新型コロナウイルス感染症の感染が出てから約１

年たつわけですけれども、私もこんなに長く新型コロナウイルス感染症が終息しないということ

を想定することができませんでした。約１年間の間に新ひだか町も含めまして管内で何人かの感

染者が出ました。そのたびに一部道の基準において公表されるわけですけれども、北海道の基準

はほとんど町村名も公表しませんし、情報が個人との交渉で非公表にしてくれといった場合はそ
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の基準に従うということのために、ほとんどの情報が公表できない、道や町に問合せをしてもこ

こまでしか公表できないということでした。しかし、全国的にはどうかというと、実際には同じ

ような基準といいながら、都道府県によっては市町村名を公表していると。そのことが感染予防

になるということから、判断が違います。そういう意味では、公表されるたびに町民からはもっ

と市町村を公表したり、地域を公表することによって地域、町で感染防止に努めることができな

いのかということがあって、改善すべきだということを何回か言われたことがあります。議会の

ほうからも連絡をいただいたりして、もうちょっと詳しいことを求めれないのかと聞いたことも

ありましたけれども、我が町の場合は道の基準でもってやっているので、これ以上のことは公表

することができないということでありました。しかし、町民側からしますと、この公表されるこ

とによって俗に言ういじめがあったり、誹謗中傷があったり、いろんなことが起きるということ

があるから公表しないということかもしれませんけれども、それは後半である部分的に公表した

地域においても、そういういじめとか誹謗中傷がないようにきちっと指導していくという全国的

な市町村もありまして、詳しく公表をし出したところもあります。新ひだか町というか、北海道

の場合は今の基準でやりましたけれども、日高管内においても北海道警察だとか日高徳洲会病院

だとか日赤病院とか等は個人の判断で公表しています。そのことによってやはりそこを利用する

人や町民が不安を抱かないためのことだと思うのです。ある機関においては、ホームページ等で

きちっと公表していると。それは、やはり感染防止を防ぐためだということでやられています。

そういう意味では、私以外にも多分担当課のほうに電話での問合せをしたり、もっと公表できな

いのかということもあったのかもしれません。そこで確認したいのですが、情報公開について、

感染防止という視点からもう少し市町村名まででも公表することを求めた経緯があるのかを１点

確認いたしたいと思います。 

ただ、日高管内においては、強制的な、法的な縛りや行政の指導がなくても、非常に飲食店で

あり、個人であり、事業所が感染防止に努めているから、陽性者が出たとしてもそれはクラスタ

ーのように拡大しないで、ほぼその検査で出た人で止まっているという非常に努力がされている

地域ですので、私は公表することによって、これが今後もまだ半年、１年もしかしたらかかるか

もしれません。ある情報によると、完全に終息するには一、二年かかるかもしれないという情報

もありますから、そういう意味では私は今の公表の在り方で満足することなく、町民の不安、ま

たは最近はまた新しい株が出ているそうで、これが感染力が強いとか、ワクチンが効かないので

ないかというような話もありますので、そういう意味からはぜひ道に働きかけて、日高管内とい

ってもえりもから山日高からいうと相当な距離がありますので、これではなかなか感染防止の役

に立たないという現状がありますので、検討した経緯があるか、検討していく考えがあるかをお

聞きいたしたいと思います。 

次に、灯油代金の助成についてということを取り上げました。これについては、以前は異常な

灯油の値上がりがあったときに、全国的にも市町村の判断によって福祉灯油というものを設けた

ことがありました。しかし、今回は、安いとは思いませんけれども、異常な値上げということが

あったわけではありませんけれども、私の経験では初めてですけれども、年明け早々２桁のマイ

ナスが何日も続いたり、３月ぐらいまで平年からすると寒かったと思うのです。そういう意味で

は、灯油代がはかがいくということが明らかに出ていますし、私が一番心配になったのは、高齢

者が単独で在宅で暮らしている人がいますけれども、灯油代が高いので、ストーブを消している
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のだということをお聞きしたこともありました。まだ事故起きたという話は聞いていませんけれ

ども、福祉灯油のような形で高齢者が在宅で暮らしている、重度の要介護者もグループホームや

特養に入れない人たちが在宅で暮らしているという実態がありますから、低所得者の人に対して

福祉灯油のような形での助成ができないものかをお聞きいたしたいと思います。 

次に、青年団体協議会の活動について取り上げました。これは、私が議員になってからも何回

か取り上げてきました。これについては、非常に私は残念なのは、日高管内を含めて青年会活動

というのは社会活動の中核であると。いろんな事業者にとっても、過去の町長たちにとっても非

常に重きを置いて支援をしてくれましたし、指導をしてくれました。その状況の中で、1985年に

はふるさとづくり青年連絡会議というのが新ひだか町でも発足しました。1946年には16団体で静

内青年団体連絡協議会というのが結成されて、非常に日高管内の中でも静内、新ひだか町は青年

活動が活発な地域でもありました。役場職員の中にも、議員の中にも一緒に青年活動をやった仲

間たちがおりますけれども、私たちが今あるのはこの社会教育の中に位置づけられた青年団体協

議会があったからだと思うのです。そういう意味では、残念ながら平成16年から休会となってい

るのです、青年会活動もふる会活動も。そういう意味では、町の執行方針だとか教育行政の執行

方針を見ても、子どもたちから高齢者の方々まで町民一人一人が生涯を通して心豊かに生きがい

のある生活を送ることができるよう、団体活動の活性化や各種団体活動を中心に据えています。

そういう意味では、私は過去何回か質問したときもちょっとはやってくれるのかなと思いました

けれども、平成16年に休会してから止まったままだと。こういうことでは、青少年が新ひだか町

にはいないわけでなくて、例えば軽種馬青年部でも漁協青年部でも農協青年部、４Ｈ活動でも全

道の役員も出していますし、新ひだか町にも多くの青年たちがいるのです。そういう意味では、

多くいる若い青年たちをきちっとした社会教育の中で指導していくということが地域づくりであ

り、地域の支え合いであり、いろんな産業の活性化につながることだと思うのです。そういう意

味では、なぜこれを休会にしたまま放置しているのかと。放置でなくて、こういう努力をしてい

るのだというのであればその経過を説明してほしいことと、今年度においてはいかなる働きをす

るのかということをお聞きいたしたいと思います。 

次に、農業後継者への補助金等についてですけれども、新ひだか町が新規就農者に対してのい

ろんな指導であったり、または勉強していく中できちっと賃金を払いながら学ぶべき場を与え、

そして独立していくときにはまた祝金というような形なのか、補助金も出しています。しかし、

それが、以前も質問した経緯がありますけれども、後継者対策の一つではありますけれども、一

部ハウス業者というか、ミニトマト等にどうしても偏っていると。しかし、新ひだか町の農業後

継者不足というのは、蔬菜だとか水田だけでなくて、酪農であったり、軽種馬においてもほぼ同

じなのです。後継者がいないところは、そのまま高齢化し、自分ができなくなったらもうやめる

というような状況にあって、10年後を考えたときには新ひだか町の農業の基盤というのは守れる

のかどうかというと非常に不安なのです。あるときに農業高校の今年の卒業生の中に後継者は何

人いますかといったときに、ここは一、二名ぐらいしかいないのですということを聞かされたこ

とがありました。そういう意味では、今の農業高校生であったり、農業高校に行っているかどう

かは別として、違う学校に行ったとしても後を継いで軽種馬をやるのだ、酪農をやるのだという

人たちが非常に少ないのです。そういう意味では、親がある意味では農業後継者ということを考

えたときに、軽種馬をやっているから軽種馬を継ぐ、酪農をやっているから酪農を継ぐのではな
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くて、特に指導機関は軽種馬産業プラス蔬菜をやったり、和牛を取り入れたり、いろんな形でや

っていると思うのです。そういう意味では、農業は好きだけれども、例えば軽種馬から蔬菜に転

換したい、または和牛に転換したいという人も後継者だと思うのです。しかし、新規就農者に対

する補助とか制度から比べると、そういう人たちへの補助、指導というものが私には不足のよう

に見えてならないのです。そういう意味では、農業後継者としての平等な一つの補助金体制とい

うものが国にはないので、うちの新ひだか町独自でもいいですので、何とかそういう対応をでき

ないものかということをお聞きいたしたいと思います。 

最後に、病院改革の取組についてですが、これについても今年度の予算の中では町立病院経営

コンサルティング業務委託ということで予定していますけれども、私は道立病院から町立病院に

移行した経緯を知っていたり、民間の病院をやっている先生方とも多くの交流や何かを持ってい

ますので、いろんな意見も聞いていますけれども、私は一番大切なことというのは、どうも過去

の例を見ていても我が町のいろんな将来へのプランに対して、町民の考えの前に委託ということ

が非常に多い。自分の町をどうするか、自分の町立病院をどうするかということの一番のニーズ

というのは町民の声だと思うのです。そして、病院の規模をどうするのか、建て替えするとした

らどの地域にするのか、何科を標榜するのかというのも含めて、町民の異業種、異世代の人に集

まっていただいて委員会をつくり、その町民の意見を取り入れた病院改革の数字を出すと。その

後にプロの業者に委託してそれを設計したり、そのプランというものが我が町の将来に対して合

っているのか、他町村との比較においてそれが妥当性があるのかということが検討されてもいい

のかと思うのです。そういう意味では、ある例ですけれども、町立病院は朝来て帰るのに昼まで

かかると。予約制度を取り入れたらどうだという話があったのですけれども、予約制度を取り入

れるまでに十何年もかかった。なかなか意見箱に町民が入れる人いないし、現実には待っている

人たちがこれでは昼に帰れないという不安を持っていたけれども、担当者に聞いたら私のところ

まではそんな話来ていないということで、多分事務レベルで終わったのでしょうけれども、それ

が実際に町民の声を入れて予約制度を入れてみたら、今非常にスムーズに回るようになって、町

民からの苦情が非常に減ったという現実もあるのです。そういう意味では、こういう改革をして

いくときに町民の声を第一に考えて取り組むということが私はどうも欠けているような気がする

ので、多分町立病院経営コンサルティング業務委託というのは認められるとは思いますけれども、

それと並行して町民参加型の改革委員会というものを設置してみたらどうかと思うのですが、そ

の辺についてのお考えをお聞きいたしたいと思います。答弁よろしくお願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 角田健康推進課参事。 

〔健康推進課参事 角田しのぶ君登壇〕 

〇健康推進課参事(角田しのぶ君) 下川議員ご質問の１点目、新型コロナウイルス感染症感染者

情報の公表についてお答えします。 

新型コロナウイルス感染症の感染者情報については、感染症法等の関係法令の下、感染拡大の

防止といった公衆衛生上の必要性と感染者等に対する誹謗中傷が起きないよう個人情報の保護と

比較勘案しながら、本人の同意が得られた内容について患者の年代や性別等を感染者ごとに公表

しており、その際には国が居住地を都道府県単位で公表することを基本とする中、北海道におい

てはその広域性や人の動きなども鑑み、振興局単位で公表しております。こうした現行での取扱

いに対して、国のワーキンググループや道の有識者会議にて既に議論が開始されているほか、道
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においても公表の在り方を見直すべく検討していることとしておりますので、町としてもこれら

の検討状況の推移を見ながら、適切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) 渡辺福祉課長。 

〔福祉課長 渡辺浩之君登壇〕 

〇福祉課長(渡辺浩之君) ご質問の大きな２点目、灯油代金の助成についてお答えいたします。 

今年は当初からマイナス２桁の気温が続くなどにより、例年以上の灯油代金となっている低所

得者に対し灯油助成ができないのかというご質問ですが、福祉灯油を含めます暖房費助成事業に

つきましては、過去において生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とし、高齢者世帯等の町

民税非課税世帯に対し、経済的負担を軽減するため何度か実施してございます。今年の冬は気温

が低い日が続き、自宅で暖を取る状況は増えているかと思いますが、一つの目安である灯油価格

につきましては幸いにも例年よりかなり安い価格が続いておりまして、冬期間における暖房費が

相当な経済的負担になっているとは考えられないことから実施する予定はございません。 

以上、ご答弁とさせていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 大久保生涯学習課長。 

〔生涯学習課長 大久保信男君登壇〕 

〇生涯学習課長(大久保信男君) ３つ目のご質問の青年団体協議会の活動についての青年教育の

必要性について何度か取り上げてきたが、今年度の取組はについてご答弁申し上げます。 

当町の青年団体協議会の活動は、合併前の旧静内町では地域の青年会が集い、静内町青年団体

連絡協議会を結成して地域活動に貢献しておりましたが、青年世代の人口減少等により事業の縮

小が進む中、役員等の確保など会の運営が困難となり、平成18年の町合併を機に解散しておりま

す。また、農業、漁業、軽種馬、商工会などの産業団体の青年会８団体で構成されておりました

静内町ふるさとづくり青年連絡会議は、設立した昭和60年当時は青年活動が活発であり、精力的

に人材育成に関わってこられましたが、青年世代の人口減少と社会情勢の変化等により生活のた

めの稼業を優先しなければならないことや趣味の多様化などにより次第に活動が縮小され、平成

15年度に会を解散しております。旧三石町では、町内の青年会が集まってのＭＩＴクラブがござ

いましたが、こちらも町内の青年の減少など会の維持が困難との判断から、正確な記録はありま

せんが、平成10年頃に解散をしております。 

青年教育の必要性につきましては、教育委員会といたしましても生涯学習社会の構築に向けて

他の年代同様に必要であると考え、平成29年度と令和元年度には町内の産業団体の青年部へ活動

内容などの聞き取り調査を行っております。産業団体青年部では、それぞれの産業の活性化のた

めに独自に事業を企画運営される中で人材育成に取り組まれていることや異業種との交流も随時

行っていると伺っております。また、町内でのイベント等にも力を注がれていることも承知して

おりますし、公民館で行われるハロウィーンパーティーは、農協青年部と教育委員会との共催事

業でございまして、毎年多くの町民に楽しんでいただくための協力体制を取って事業運営に当た

っておりますことからも、教育委員会といたしましてはそれぞれの団体の自主性や独自性を尊重

しながら、協力体制を築いていくことが望ましいものと考えております。 

教育委員会では、青少年教育事業として小中高校生を対象にリーダー育成事業を毎年開催して

おりまして、その活動メンバーが大人になってから生涯学習課で実施するキャンプの支援や成人

式での代表挨拶をしたり、町内の青年団体の中で活動している場面も生まれています。これから
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も引き続きスポーツや文化事業などを通した青少年への継続的な教育事業の実施により、新ひだ

か町の未来を担う青少年の育成に努めてまいります。 

以上と、ご答弁とさせていただきます。 

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項目の４点目、農業後継者への補助金

についてご答弁申し上げます。 

第一次産業を基幹産業とする当町においては、農業従事者の高齢化と後継者不足の問題は大き

な課題であると認識しており、これまで様々な施策を展開してきたところであります。そこで、

本町での農業後継者の受入れ態勢についてでありますが、研修においては新規就農希望者、農家

子弟を問わず研修を受け入れており、あわせて町独自の研修費も支給対象としているところであ

ります。また、研修期間中に支給される国の準備型農業次世代人材投資資金についても、新規就

農希望者はもとより農家子弟の方においても、一定の要件はございますが、受給できる制度とな

っております。 

次に、就農後の支援についてでありますが、就農後５年間支給対象となる国の経営開始型農業

次世代人材投資資金では、農家子弟の方が経営を分離し、新たに独立した形で営農する場合には

支給対象となりますが、単に経営継承した場合にあっては支給対象外となる制度となっておりま

す。 

なお、本町では、新規就農者への支援として農地等の取得に伴う固定資産税相当額の助成及び

制度資金への利子補給、さらに農地賃借料に対する助成を行っているところであります。これは、

新規就農する際に農地の取得から施設の整備、機械の導入までゼロから行わなければならず、農

地を引き継ぎ施設や設備が整っている農家子弟とは置かれている条件が大きく違うことから、初

期投資が多額となる就農後の数年間を支援していく方針としているところであります。 

町といたしましては、今後とも限られた予算を有効に活用し、最大限の効果を図るべく努力す

ることはもちろんのことですが、当町の農業が将来的に持続発展していくためには真に必要な施

策の展開等について引き続き関係機関、団体と協議連携しながら、後継者の方が継承、またはＵ

ターンなどをしやすい環境を整備しつつ、後継者対策を推進してまいりたいと考えておりますの

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) 及川医療・介護対策室長。 

〔医療・介護対策室長 及川啓明君登壇〕 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) 私からは、下川議員ご質問の大きな５点目、病院改革の取

組についてご答弁申し上げます。 

病院事業の経営改善につきましては、喫緊の課題でございますので、一昨年10月に経営改善基

本方針を策定し、議会や住民の方より様々なご意見、ご要望をいただいたところでございます。

本町としていたしましては、基本方針に対し、いただいた様々なご意見、ご要望を含めた中で新

たな改革プランを令和３年度中に策定してまいります。北道議員からのご質問でもご答弁申し上

げましたとおり、策定方法につきましては改めて議会や所管委員会へご説明しながら進めさせて

いただきますが、新たな改革プランの策定に当たりましては、従前どおり策定委員会を立ち上げ

て行うことになりますが、委員構成につきましてはより多くの町民の方の声をお聞かせ願うため、
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民間委員を多く登用することを考えております。 

また、令和３年度に予定しております町立病院経営コンサルティング業務委託において、現在

町立病院が担っている医療や地域で不足している医療等の分析も進め、民間医療機関との役割分

担や連携を踏まえ、町立病院として真に必要となる医療供給体制の構築を主眼に置き、改革へつ

なげてまいりたいと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) では、何点かについて再質問したいと思います。 

１番目の新型コロナウイルス感染症感染者情報の公表について、先ほどの答弁では北海道もこ

れについては検討しているし、我が町も公表について検討しているような話に聞き取れたのです

が、仮に北海道から町村名までの公表をしたいとしたときは、その方向で同意する方向で検討し

ているという取り方をしてよろしいでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口健康推進課長。 

〇健康推進課長(山口一二君) 市町村名の公表についてですけれども、当町においては昨年２月

ですか、第１例目、第２例目の陽性患者が発生時点で、市町村名は本人の同意が得られれば公表

しますといった方針で進めております。ただ、市町村名の公表については、各自治体によってそ

の町の規模、そういったものも勘案して市町村名を公表しない自治体もございます。そういった

ばらつきがありますけれども、当町は本人の同意が得られれば市町村名は公表すると、その方針

で昨年から進めております。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) これについては、個人情報が尊重されるし、保護するという意味は十分分

かるのです。ところが、現状の今の答弁からすると、個人の意思で嫌だと言ったら、それ優先す

るから従来と同じだということですよね。とすると、やはりなかなか個人の判断ではできないか

ら、公表するよりはしないほうがいい、もしくは公表されることによって誰が責任取ってくれる

のだと。うちの子どもがいじめに遭ったといってもそういう対応がきちっとできないのだったら、

公表しないほうがいいというようになってしまうような気がするので、今道が検討しているとい

うのは、いろんなことがあるでしょうが、町村名までは本人の同意がなくても公表しますよとい

うことではないのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口健康推進課長。 

〇健康推進課長(山口一二君) 現在道のほうで検討されている内容としては、下川議員がおっし

ゃるとおり、市町村名の公表も含まれております。もう一つは、盛んに多いのが非公表、全て非

公表とかそういったものがあまりにもちょっと増えつつあるといったところもありまして、非公

表をなくすような方法、あとはこれだけ感染が継続してきたところで国籍だとか職業、こういっ

た個人を特定する部分が果たして公表するのに必要なのか、そういった部分が検討されておりま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) この点については最後になりますけれども、私もある程度公表したほうが

いいというのは、公表しなくても不確かな情報が実に流れるのです。極端な例は、どこか施設で

出たといったら、下川君のところの施設で出たのでないかまで言われたけれども、いやいや、う

ちは出ていませんと言ったのですけれども、いろんな情報が流れるのです。町民は不安になるの
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です、やっぱり。そういう意味では、そういう不確かな情報も流さないような仕組みをちゃんと

つくっていればいいけれども、なかなかそこまで規制するのもまた逆に難しいという実態もあり

ますけれども、不確かな情報が流れて町民の不安をあおったり、もちろんいじめや誹謗中傷で個

人が生活しづらいような環境をつくらないということが前提ですけれども、何とかそれを防ぐこ

とを検討しながらある程度の公表をしていただければ、町民は感染防止により役立つと思います

ので、お願いをいたしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 下川君、自分の事業所みたいなこと言ったことちょっとまずいので、自分

の事業所のことを言ったみたいなので。 

〇６番(下川孝志君) うちも含めてほかの事業者が多いです。 

〇議長(福嶋尚人君) 自分の事業所のうわさが出たみたいなことを言ったけれども、それはちょ

っと訂正されたほうがいいのではないですか。 

〇６番(下川孝志君) 例えばの例も駄目なの。別に利益誘導しているわけではないし、事実を述

べているだけで。議長が嫌だと言うのなら従うよ、俺は。 

〇議長(福嶋尚人君) 訂正したほうがよろしいのではないですかと言っただけです。 

〇６番(下川孝志君) 俺訂正するほどのことと思わないからいいのではないですか。駄目。 

〇議長(福嶋尚人君) 自主的に判断してください。どうしますか。 

〇６番(下川孝志君) 次に行きます。 

〇議長(福嶋尚人君) 今の自分の事業所のことを言うのは、町政全般のことにわたるわけで、自

分の事業所のことを言うのはなかなかそれは控えたほうがいいのではないかと私は思うのですけ

れども。 

〇６番(下川孝志君) では、そのようにします。 

〇議長(福嶋尚人君) では、削除するということでよろしいですね。 

〇６番(下川孝志君) はい。 

次に行きます。灯油代金については、答弁もほぼ実態ですので、それを無理にせいとは言いま

せんけれども、私が心配するのは、ちょうど10年目で東日本の災害のテレビが流れたり、いろい

ろ報道されたときに、死因の原因は何かといったら肺炎であったり、凍死した人というのが結構

いたのです。それは、避難所に行ったとしても寒さのために暖房がきちっとしていないので、死

んだりという事故の例もあったりしましたので、また私が町民から聞いた話でもいろいろ寒い中

で辛抱している例も聞こえたりもしますので、無理は言いませんけれども、課長の答弁では灯油

は安いから大丈夫だと言っていましたけれども、もし値上がりしたときにはぜひ検討していただ

きたいと思います。これについては答弁要りません。 

次に、青年団体協議会の点ですけれども、私はちょっと答弁の中で気になったのは、いろんな

役員や青年団体の役員にも成り手が不足するといってそれで終わってしまったら、何の組織も機

能しないのです。特に産業団体に入っていない青年たちにとっては、青年団体協議会というのは

唯一のそういう社会教育の場ですし、何とか休会をやめて、今の人たちは異業種、異世代の人と

議論をしたり、交流する機会もなかなか減っている。そういう意味では、新ひだか町でも現在も

青年たちはいっぱいいますし、一番大切なことは、語らなくても教育委員会のほうはご存じだと

思いますけれども、異世代、異業種の中の交流で学ぶことというのは非常に大きいのです。それ

と、青年団体協議会は休会していますけれども、ふるさと青年連絡会議が発足して非常に活発な
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時代があったのは、そこはやはり軽種馬農協青年部だから馬のことだけやっていればいいとか、

漁協青年部だから漁業をやっていればいいだけでなくて、一緒に勉強会やったり、交流会やたり、

役員会やることによって、その人たちの産業であったり、人であったりを知ることができたので

す。そして、会議をやったり、交流会やったりするときも、その産業にとって出れる時間帯がい

つも６時から会議できるのかというと、それはできないと、ぜひ８時からにしてくれといって、

そういう時間を組み入れて会議や研修会の時間帯をずらしたり、そのことによって異業種を理解

することということもできたのです。そういう意味では、せっかく新ひだか町においては、当時

つくりました団体というのは今は酪農青年会議等が抜けたぐらいで、あとの大きな団体がみんな

残っているのです。そして、産業団体としては非常に活発な活動もしていますので、それをつな

ぐ役割というのは大切だと思うし、これが社会教育の要だと思うのです。そこのところは、つな

ぐ役割を今年チャレンジするということはできないのでしょうか。町長の方針には非常にいいこ

と書いてあって、この言葉はこれのためにつくったのではないと思いますけれども、関係する方々

としっかり向き合ってというのがありますから、そういう青年の人たちとしっかり向き合って、

産業団体としてやるのは分かるけれども、横の連絡もしようよ、昔あったのだよねということと

かで、何とか休会を再開するような方向にいけないものでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 森生涯学習課主幹。 

〇生涯学習課主幹(森 治人君) ただいまの下川議員の質問にお答えさせていただきます。 

まず、課長から先ほど答弁させていただいたとおり、ふるさと青年連絡会議は青年減少により

各産業団体青年会は自分たちの産業青年会の活動を中心に行うようになってきたため、ふるさと

づくり青年連絡会議の活動ができなくなったという経緯があって休会しております。そういう経

緯があったものですから、産業団体青年部のほうにも私どものほうでは見守る形でさせていただ

きたいということで、先ほど課長からの答弁したとおり、それぞれの団体の自主性や独自性を尊

重しながら協力体制を築いていくことが望ましいと考えていますということで答弁させていただ

きました。ですので、それぞれの会議、先ほど下川議員は何とかできないかというふうにあれし

ましたが、そういう経緯もございますので、こちらのほうはそういう形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) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 私も答弁者も若い頃一緒にやった仲間ですけれども、なかなか力強い言葉

には聞こえなかったのですけれども、集まる人数だとか組織のいろんな事情があるのは今も昔も

変わりません。しかし、そういう意味では、数が少ないとしてもそういうところを教育委員会な

り、担当者が仲立をしながら、それぞれの組織はそれぞれのことしか考えていませんから、何言

っているのだ、忙しいと断られることも多いかもしれません。でも、当時はいろんなことを話を

したら、そうだなといってまとまることができましたので、ぜひ今年１年かけて、来年の今頃に

はよくやったねという評価が出るぐらい頑張ってほしいと思います。それができないときにはま

た質問をします。 

次に、新規就農のことですけれども、ちょっとだけ就労支援のことで確認したいのですけれど

も、制度の違いはもちろん私も分かっていますけれども、農業者の後継者が例えば親が酪農をや

っていたとしても、俺は酪農嫌いだから酪農はやらないぞと、全く独立して、自分で借金して土

地買って、ミニトマトを始めたと。そのときには新規就農者の補助金というような形が対応にな
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るのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川農政課長。 

〇農政課長(及川敦司君) 農業者の農家子弟の方が親の経営と違う作目に就農した場合は、新規

参入者というような同じような形で、新規就農者と同じような形で国の補助金も対象になります

し、町の研修費等の対象にもなります。ただ、親の経営を分離するというか、あくまで経営が全

く別なものではないと対象にならないというのが基本的にございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ６番、下川君。 

〇６番(下川孝志君) 今こういう多様な時代ですから、親の後を継ぐというのは昔は酪農やって

いたら酪農を継ぐ、軽種馬をやっていたら軽種馬を継ぐというのがほとんどだったのですけれど

も、今はもうある意味では親子でも経営の考え方も違う人もいれば、野菜やりたい、花やりたい

という人が出てくる可能性もありますので、ぜひ今後地元の農業青年の人たちには新規就農だけ

でなくて、我が町はこういう取組もしているし、こういう補助金もあるというようなことをただ

農協に任せておく、どこかに任せておくだけでなくて行政側からも説明の機会をつくっていただ

ければ、若い人たちが全部そういう情報持っているかというと必ずしも持っていないケースも聞

いていますので、ぜひその働きをしていただけたらと思います。答弁は要りません。 

最後に、病院改革の取組ですけれども、非常に答弁の中でうれしかったのは、これからも民間

の人たちの多くの参加をいただきながら、町民の声を生かしていくというふうに私は聞こえまし

たので、ぜひそれをやっていただきたいと思いますし、それと新ひだか町においては民間の医療

機関のほうが働いている人の数も、入院施設、いろんなものについても大きなウエートを占めて

います。そういう意味では、この町立病院の改革というものが民間の医療機関の人たちとも綿密

な調整をしながら、常に話合いをしながら、あるときには今介護も医療も福祉も官民連携してい

るわけですから、その辺を非常に詰めて、いい関係で改革が進むようなことを期待して、質問を

終わりたいと思います。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  午後 ３時０４分 

                                            

再開  午後 ３時１４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。 

 ２番、川端君。 

〔２番 川端克美君質問者席へ〕 

〇２番(川端克美君) 通告している４件について一般質問を行います。 

大きな１点目は、町政執行方針についてです。令和３年度は、大野町政にとって第１期目の最

終年度になりますが、その執行方針は町長の思いを強く打ち出しているものと感じております。

いかに財政に対して危機感を持っているか。財政の健全化を至上命題として取り組もうとしてい

るか。非情な決意が伝わってきます。しかし、一方において行政の最大の目的は住民福祉の向上

であり、さらに言えば住民の夢の実現であるというふうに思っています。住民の一人一人が尊重

され、その尊厳の上に住民の思いの実現に向けて団体意思が形成されていく、行政とかはそうい

うものだというふうに思っています。町民意思を最大限尊重して、団体意思を形成していく過程

に行政に対する住民の信頼感が醸成される、そう思っています。住民と直接向き合う最前線の行
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政の長である町長には、住民に寄り添う優しさを最大限に尊重し、発揮して、将来にわたる安定

した財政基盤を築いていただきたいと常々思っているところです。 

また、行政事務の効率化、組織のスリム化は、できる限り進めていかなければならないことは

言うまでもありませんが、民間活力の導入についてもこれまで行政は町内の地域経済の育成、拡

大を図る中で住民を大事にし、住民がつくるものを、住民が売っているものを使い、行政に携わ

る職員みんなの知恵を引き出しながら、痛みを分かち合いながら、住民と共にまちづくりを進め

てきたものと思っています。執行方針にあるように自助、共助、公助は、まずは住民自らの力で

課題の解決を図ることを第一にするものと理解していますが、高齢社会となり、地域の結びつき

が希薄となっている現実の社会において自助を強調されることは、老骨にむちを打つことを暗に

求められているように感じます。執行方針に記述されている以下の点についてお伺いをいたしま

す。 

まず、はじめにについてですが、下ろしたい荷物とは具体的に何を想定しているのかというこ

とです。現在行政が関与している事業や組織は、住民の福祉向上のために必要とされ、整備され

てきたものばかりだと思っていますが、時代の経過の中でその役割を終えたと考えられるもの、

行政の今の体力ではその役割を維持できそうもないものなど、廃止、縮小を考えられてのことだ

と思いますが、十分な時間を取って関係者との協議を進めることが必要だと思います。ここで想

定されている下ろしたい荷物とは一体何を指しているのでしょうか。また、下ろしたい荷物とい

う表現に、この下ろしたい荷物に関わっている人たちはどんなに残念な気持ちにさせられている

ことかと私は暗たんたる気持ちにさせられています。 

２番目に、課題解決のための町民の自発的な行動を期待していると思うが、町民の行動を喚起

する具体的な方策として考えていることはあるのかということであります。特になくて、町民の

発意を待ってこれを支援していこうということなのか。執行方針もあるように、町内に残る生産

年齢人口は多くはなく、我が町の人口も相当なスピードで減少し、10年先、20年先を想像しよう

とするとき明るい展望が開けてきません。だからこそ、余計に行動が必要だというふうにも思い

ますが、住民が自らの生業に携わる中、問題解決に向けて自発的に動き出すということは、時間

的にも協賛を得る仲間集めにも多くの困難があるように思います。行政としてこれを喚起してい

く方策を積極的に取ってほしいとは思っていますが、具体的な方策を持っているのかお伺いをす

るところであります。 

町政に臨む基本方針についてであります。１つは、町長の思い描く生産性の高い経済活動とは

どういう状態のことをいうのか、そしてそれに行政はどのようなスタンスを取るのかご説明をい

ただきたいというふうに思います。 

次に、人的資源の不足を数的に、質的にどのように充足していこうと考えているのかというこ

とであります。人材育成は、これまでの長い間、行政の重大な懸案として絶えず意識し、努力し

てきたところと思いますが、まだまだ不十分だという状況にあるくらい困難なことだと考えてい

ます。具体的な方策を持っているのかお伺いをいたします。 

３点目に、私は自治の基本は住民の福祉向上と考えておりますけれども、町長は財政の健全化

を急ぐあまり、和、輪、環が置き去りになっているように感じます。所感をお伺いしたいと思い

ます。最初の和は、心を合わせて和らぐ、むつまじいことと辞書にもありますけれども、大変す

ばらしい政治姿勢だと思っています。ただ、この和は、信頼の上にあるものだと思いますし、信



 － 43 － 

頼は対話の上に築かれるものだというふうに思います。町長は、ご自身では十分だと思っている

かもしれませんが、私は町長自らの言葉を発しての政策をつくり、実行に移していく際の対応が

足りていないように思います。町長自らの言葉での所感をお伺いしたいと思います。 

次に、基本政策についてであります。１つ目に、町政運営の透明化は結果のお知らせだけでな

く、政策形成過程への住民の参加、そして結果の検証へも住民参加が大事と思っています。制度

として検討するお考えはないかお伺いするところです。住民が行政と共にまちづくりをしている

と実感するのは、政策の立案の段階から参加し、繰り返しの対話と協議を重ねていく中で町政運

営の透明化が実感されていくものだというふうに思います。そのときに結果の検証も住民との一

体感の中で行われていくのだというふうに考えます。住民参加も言うほど簡単ではないと思いま

すが、住民に関わりの大きい政策について初期の政策形成過程の段階から繰り返し住民参加を求

めていく、住民参加してもらって検討していく、今まで以上に増やしていく考えはないかお伺い

をしたいと思います。 

次に、公式ホームページの問合せの件数と内容はどういうものかということであります。そし

て、それはどのように活用されているのかと。どのようにリニューアルし、広聴機能を強化して

いくのかについてお伺いをしたいと思います。 

大きな２点目は、高齢者福祉施設の指定管理者制度への移行についてです。静寿園など６高齢

者施設は、４月から町直営を離れ、指定管理者の下で運営されることになりますが、介護サービ

ス事業等経営改善方針に関する調査特別委員会においても、職員の処遇、転換後のサービス維持

が大きな課題として協議をされ、調査報告書にもまとめられております。この報告書は、理事者

においても最大限尊重されるべきものであり、尊重され、取り進められてきたものと考えていま

すが、その経過、結果はどうであったのかお伺いをしたいと思っております。 

介護施設は、高齢となり、自立生活が難しくなった多くの住民が生活し、または日常の一部時

間を過ごす施設であり、多くの職員が直接に、濃密にその生活支援をしてきた施設であり、職員

はひとしく町行政を遂行している職員であります。報告書では、職員の処遇について現に在籍す

る職員の不安の解消と制度導入後の処遇等について適切な対応が行われるよう、さらに具体詳細

な検討を求めるものであるというふうにしております。調査の中で、あるいは全員協議会、本会

議の質疑の中で、理事者は一般事務員を除いた直接処遇職員は全員移行してもらいたいが、役場

に残りたい職員は残れるようにする。整理解雇はしないという意向であったというふうに記憶を

しております。全住民を代表する町長として、また行政組織の長として、相入れない厳しい、難

しい選択を迫られていても、より弱者に寄り添う姿勢が求められるのではないかというふうに思

います。これまでに多くの職員が施設を去る意向を持っていると聞いていますが、指定管理への

移行、今後の運営が円滑に行われる見通しであるのかお伺いをいたします。 

１つは、職員の転籍はどのように行われたのかということであります。転籍についての手続状

況を詳しく説明願いたいというふうに思います。 

２点目は、移行後の施設サービスの質は維持向上できるものとなっているのかということであ

ります。これについても詳しく説明を願いたいと思います。 

大きな３点目は、除雪対策についてです。１つ目は、除雪は降雪量の少ない我が町にとっても

大きな負担となっており、また住民にとっては行政との重要な信頼の絆の一つであるというふう

に考えていますが、以下の点についてお伺いをいたします。 
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１つは、町道の除雪についてであります。早朝の交通の確保のため、降雪や吹きだまりに迅速

に対応すべきと思うが、現状の除雪体制はいかになっているのかということであります。 

２点目に、高齢者、障がい者等、そのお宅から公道までの除雪についてであります。一人では

除雪が困難な高齢者や障がい者等のお宅から公道までの除雪に支援が必要だというふうに考えて

います。これに対して何らかの施策は取られているのかどうか、これについてお伺いしたいと思

います。 

次に、大きな４点目は、教育行政についてであります。いつの時代にあっても、子どもの幸せ

な将来を願い、豊かな人間性を育むことが教育にとって大事ですが、２期６年にわたって情熱を

燃やして教育行政に当たってこられた髙野教育長が退任する。心から敬意を表したいと思います。

子どもたちにとって高度化する教育内容、多様化する生活や価値観、全国比較される学力テスト

や体力テスト、それに対応を迫られる教職員、教育委員会、広くは教育なのかもしれませんけれ

ども、早寝、早起き、朝ご飯、こういう生活習慣の励行も守備範囲として、教育に携わる者も子

どもたちも気の休まらない大変な時代に生きていると感じています。我が町の教育を指導してき

た責任者としての所感と今後のあるべき方向をどう捉えているのかお伺いをしたいと思います。 

１つは、全国学力テストにおける我が町の小中学生の学力の向上はいかがであったか。 

２つ目は、体力テストにおける体力の向上はいかがであったか。 

３つ目は、さらなる学力、体力の向上には何が必要と考えられるか。 

４つ目に、放課後にはテレビ視聴やゲームに多くの時間が費やされていると思いますが、学校

や教育委員会の指導はどのようなものであったか。どのような対策が効果的であるというふうに

考えられるか。 

５点目に、公共の福祉と個人の権利、価値観の多様化の中、道徳教育に力を注いだと思います

が、どのような効果が出ているのかということであります。 

通告による質問は以上であります。多少細かいこともお伺いしたいと思っておりますので、再

質問の際にはできるだけ丁寧な答弁をお願いしたいと思います。 

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) 川端議員からのご質問の大きな１点目、町政執行方針についてご答弁

申し上げます。 

まず、１番目のはじめにについての(１)下ろしたい荷物とは具体的に何を想定しているのかと

いうご質問ですが、これは恐らく町政執行方針の４ページ目、時には下ろすという選択肢もとい

う部分を捉まえてのお話かと思います。その点についてご答弁申し上げます。これは、特定の事

務事業を指して下ろしたいと言っているのではなく、時には下ろす選択肢を持たなければならな

いという意識を表現したものでございまして、その点はご理解いただきたいと思います。今後ま

すます人口が減少し、まちづくりにとって必要な財源も人材も縮小していくことが想定される中、

今やっている行政サービスを今のままで継続しつつ、今後新たな課題への対応に次から次へと事

務を追加していくということだけではいずれ立ち行かなくなりますので、新たな荷物を背負うと

きには今まで背負ってきたものを下ろすという選択肢も必要になってくる場面があるのではない

かという考え方をお示ししたものでございます。ただ、荷物を下ろすという意味については、今

川端議員も壇上でおっしゃられた既存事業の廃止ですとか縮小だけを意味しているものではな
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く、例えば民間活力を有効に活用していくことや、また町民の皆様、関係団体の皆様にも一定の

役割なり、負担を持っていただくというようなことなど、様々な手法があると考えておりますの

で、ご理解いただきたいと存じます。 

次に、(２)の町民の行動を喚起する具体的な方策として考えていることはあるのか、町民の発

意をもってこれを支援するのかというご質問ですが、こちらも恐らく４ページの部分を指してい

らっしゃると思いますけれども、基本的なスタンスとしましては、行政自らが主体となるもの以

外については、主体となるべき方々の発意に基づく活動展開があることを前提としておりまして、

その活動展開に行政としてサポートする部分があるのであれば積極的に支えていきたいと考えて

おります。ただ、発意があるまで何もしないということではなく、行政の大きな役割として様々

な課題に対し、関係する方が主体的に考え、行動を起こしていくようなきっかけになるような議

論の場をつくったり、また必要な情報提供をしたり、あるいは活動展開に必要な環境の整備など

を行うことであると考えております。 

続いて、２番目の町政に臨む基本姿勢についての(１)生産性の高い経済活動とはどのような状

態のことをいうのか、そのことに行政はどのようなスタンスを取るのかについてですが、平たく

申しますと当町が持つ豊かな自然や美しい景観、魅力的な食材などを活用しながら、地域内の事

業者同士が連携し、互いに利益を上げていくような経済活動が公的資金ありきではなく自立でき

る形で将来にわたって持続発展していく状態を描いているものでございます。行政のスタンスと

しましては、先ほども申し上げたとおり、そのような活動が生まれるきっかけをつくりながら、

必要なサポートをしていくことであると考えております。 

次に、(２)の人的資源の不足を数的に、質的にどのように充足していこうと考えているのかと

いうご質問ですが、これは非常に難しい問題でありまして、こうすれば増える、こうすれば質が

向上するというような特効薬はないものと考えております。しかしながら、地域を見回しますと

事業者同士がタッグを組んでイベントを開催したり、ツアー商品をつくったりという動きが少な

からず見られますし、かつて地域おこし協力隊として活動を展開していた人材がそのまま地元に

根づき、町内の牧場等と連携しながら活動を展開している姿も頻繁に目にするようになりました。

また、移住施策の効果もありまして、徐々に若手世代の移住が増えている中、最近では移住者に

よる町内での起業事例も生まれているなど明るい兆しも見られますので、行政としましてはこの

ような機運を大切にしながら、将来に向けて主体的に考え、行動を起こす意識を持った方々を結

びつけるきっかけをつくりながら、様々な活動の核となるような人材を発掘していきたいと考え

ています。 

次に、(３)の町長は財政の健全化を急ぐあまり、３つの｢わ｣が置き去りになっているように思

うが、所感を伺うというご質問でしたが、川端議員がどのような部分を見て置き去りと感じられ

ているのかちょっと通告からは読み取ることができませんでしたので、具体的にご指摘いただけ

ればお答え申し上げたいと思います。ただ、町としましては、この３つの｢わ｣から方針を転換し

たつもりはございませんし、今後もこのような意識を持って、人と人、地域と地域がつながり、

町に活力が生まれるような好循環をつくっていくことを目指しながら、限られた財源と人材を有

効に活用して取組を展開していきたいと考えていますので、ご理解いただきたいと存じます。 

続いて、３点目の基本政策についてご答弁申し上げます。政策形成過程への住民の参加、そし

て結果の検証への住民参加が大事と思うが、制度として検討する考えはないかというご質問でご
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ざいますけれども、今回のご質問の中では町民の皆様の声を町政に反映させていく上での行政の

姿勢に疑念を持たれているように感じましたので、ここで町民の声を町政に反映していくことに

対する町としての基本的な考え方をご説明させていただきます。川端議員がおっしゃるとおり、

町民の声を町政に反映していくことは地方自治体として当然の責務であり、そのこと自体には全

く異論はございません。ただ、それは常に町民一人一人から直接お声を聞くということではなく、

基本的には町民の皆様の代表であり、その声の代弁者である議会議員の皆様に町の考えをお示し

し、様々な議論を重ねながら合意形成を図っていくことが町民の声を町政に反映していくことで

あり、間接民主主義の原則だと思っております。そのため町が事業を企画立案したり、既存事業

を見直す際には、影響の少ない軽微なものは別としまして、必ず関係する方々とか団体に声を聞

いた上で方針を立てていくことを基本としていますし、その声の聴取方法が町民説明会なのか、

アンケートなのか、または個別の協議なのかは、及ぼす影響や範囲などを見極めながら選択して

いるところでございまして、そのような協議の結果として町民一人一人に落とし込んだ際に便利

になる方もいれば、ご不便をおかけする方も出てくるかもしれませんが、総合的に町民全体の利

益に鑑みることを基本としているところであり、どの部署もこのような考え方の下、日々仕事を

進めているところでございます。 

一方、議会議員の皆様も日々町民の声を聞き、議員としての方針や考え方を持って議会や委員

会の場に臨まれていることと思いますので、互いに町民の声を背負っている町と議会議員の皆様

が、この両者が議会や委員会の場で議論を交わし、一つの結論を導き出していくことで町政運営

が機能するようになると考えているものでございます。 

しかし、新たな仕組みや活動などをつくり上げるような事案や町民や関係団体にも一定の役割

を担っていただきながら一緒につくり上げていきたい事案などについては、政策形成過程から町

民の皆様にご参画いただくことが望ましいと考えておりまして、現にまちづくりの方向性を定め

る重要計画の策定に当たりましては、審議会や委員会を設置し、多くの町民の参画の下、その声

を聞きながら内容を整理しているところでありますし、策定後におきましても定期的に進捗状況

を確認しながら、その検証や今後に向けた改善策などについてご議論いただいているところでご

ざいます。また、近年では、町のアイヌ総合施策に関する懇談会を開催し、当町におけるアイヌ

施策の基本構想や行動計画を一からつくり上げる作業に多くの町民の皆様にご参画をいただいて

いるところであり、その他の分野でも新たなものをつくり上げる際にはこのような仕組みを多く

用いているところでございます。 

そのような考え方から、ご質問にあるような政策形成過程からの町民参画については、今ご説

明した考え方の下、検討すべき事案の性質や内容によって取り入れていきたいと考えております

ので、ご理解いただきたいと存じます。 

次に、２点目の公式ホームページへの問合せ件数と内容はどのようなものかについてでござい

ますが、町公式ホームページへの問合せにつきましては、ホームページ内に問合せ欄を設け、ご

質問やご意見、要望などを記載していただけるようになっております。令和２年度における問合

せ件数と内容につきましては、現在までにイベントや観光、ふるさと納税に関するものが64件、

新型コロナウイルス感染症に関するものが51件、戸籍やごみ処理に関するものが22件、防災に関

するものが13件、道路、公園に関するものが13件など合計で213件ほど届いております。問合せメ

ールを受信した後の対応としましては、その内容により担当課へ取次ぎを行いまして、回答の必
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要があると判断されるものにつきましては、メールなどにより質問者のほうに回答をさせていた

だいているところでございます。また、いただいたご意見やご要望は、今後における貴重な視点

として受け止め、業務の改善やまちづくりに反映させていただいているところでございます。 

次に、ホームページにつきましては、７年ぶりに今回更新を行いまして、当町のイメージが適

切に伝わり、魅力や特色を強く発信できるデザイン、レイアウトにすることや探している情報に

容易にたどり着くことができるようサイト構成の変更なども行い、誰もが見やすく、分かりやす

いホームページになるよう準備を進めているところでございます。そのほかホームページ内から

公共施設の予約を行うことができるシステムを取り入れ、新型コロナウイルス感染症に対応した

非接触型の施設予約を可能とし、感染リスクの軽減を図ることができるようにしたところでござ

います。今回のリニューアルは、情報発信機能の強化に主眼を置いて取り組んできたものであり、

ホームページからの広聴機能としては従前と大きく変わるものではありませんが、今後もまちづ

くり懇談会などの対話機会づくりに努めながら、より一層町民の皆様からの意見や要望の把握に

努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解願いたいと存じます。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〔医療・介護対策室長 及川啓明君登壇〕 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) 私からは、川端議員からのご質問の大きな項目の２点目、

高齢者福祉施設の指定管理者制度への移行についてご答弁申し上げます。 

本町は、将来にわたり安定的で持続可能なサービスの提供を目的に、過去より経営状況が不安

定な介護サービス事業の経営改善を図るため経営改善基本方針を一昨年10月に策定し、議会や町

民の方々にお示しをさせていただきました。この方針を受けまして、議会は介護サービス事業等

経営改善基本方針に関する調査特別委員会を設置し、特別委員会の調査報告書として町へご意見

等を提出いただいたところです。住民の方々、議会よりいただきました多くのご意見、ご要望を

基に、民間が持つ専門的な運営ノウハウを生かした経営の下、効率的な事業の運営を継続して実

施していくことを目的に、対象６施設を一体的に管理運営する指定管理者制度の導入を基本とし

た新ひだか町介護サービス事業経営改善実行計画書を昨年６月に策定し、これまで本実行計画に

基づき計画を進めてきているところでございます。また、事業が進捗し、指定管理者候補者が決

定いたしました昨年９月以降につきましては、高齢者福祉施設指定管理に係る経過と当該施設職

員及び指定管理者候補者との協議進捗状況等については、所管委員会での継続事務調査とされ、

事業の進捗の都度所管委員会に対しまして情報共有とご意見をいただきながら事業を進めてきた

ところでございます。 

そこで、川端議員からご質問の１点目、職員転籍はどのように行われたでございますが、まず

職員に対しての説明につきましては、実行計画策定後、転籍対象職員に実行計画書についての説

明を施設ごとに複数回実施するとともに、６月１日より転籍対象職員に対しまして相談窓口を設

置し、事業移行に伴う事項であれば大小を問わず相談していただける体制を整備し、現在まで運

用しております。また、転籍職員に関しましては、転籍する職員の処遇等が非常に重要でありま

すことから、職員組合と勉強会及び団交を重ねまして、指定管理者候補者が決定した後につきま

してはより具体的な個別事項について協議を行い、９月18日に転籍職員に係る処遇等について職

員組合と妥結し、直ちに９月下旬から10月上旬において指定管理者への転籍諸条件についての全

体説明会を施設ごとに複数回実施、その後も指定管理者候補者でありました株式会社萌福祉サー
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ビスからの会社説明会が行われたところでございます。転籍職員に係る処遇である現給保障や退

職金の金額は、年齢、経験年数や資格などにより一律ではないことから、全体説明会が終了した

タイミングでありました10月中旬から下旬にかけまして職員個人面談を改めて実施し、具体的な

処遇をお示しするとともに、転籍するか、しないかの最終的な意思を12月30日までに示していた

だきたい旨を転籍職員に対して依頼したところでございます。 

次に、転籍職員の現給保障の条件等でございますが、12月定例会の新ひだか町高齢者福祉施設

の一体的な指定管理者の指定議案の際にご説明いたしましたが、転籍職員につきましては、今回

の高齢者福祉施設６施設の一体的な指定管理におきまして利用者様及び利用者様ご家族にご不安

を与えないよう安定的かつスムーズに事業を引き継ぐため、当該施設に勤務する正規、非正規職

員が指定管理者先で継続雇用ができることを基本としております。 

また、現給保障に係る職員組合等との協議に当たりましては３点の指標を設定し、交渉に当た

っており、１点目は現給保障が転籍職員のインセンティブとなること、２点目は町の財政的な負

担を鑑みること、３点目は民間事業者との均衡を図ること、以上３点について特に勘案し、職員

組合と交渉に当たらせていただき、職員組合と妥結したところでございます。妥結した現給保障

の内容でございますが、最初に正職員は令和３年度から令和７年度の５年間は対象保障に対し

100パーセントの保障を行い、激変緩和期間として令和８年度から令和12年の５年間は年16パーセ

ントずつ保障額を減額することとしております。また、会計年度任用職員でございますが、給料

については令和３年度から令和７年度までの５年間は100パーセントの保障を行い、期末手当につ

きましては令和３年度１年間のみ保障を行うこととしており、通勤手当、夜勤手当、超過勤務手

当につきましては正職員同様、指定管理者の規定により支給することとしております。 

現在は、職員退職に係る事務手続と指定管理者である株式会社萌福祉サービス社員となる事務

手続を並行して転籍職員にお願いしております。 

令和２年第７回新ひだか町議会定例会において上程いたしました議案第15号 指定管理者の指

定につきましては、厚生経済常任委員会に付託され、審査意見では町が直営している高齢者福祉

施設の特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、ケアハウスの指定管理者制度移行に当たっ

ては、安定かつスムーズに事業を引き継ぐための絶対条件として、当該施設で勤務する全職員の

雇用の場を確保した上で指定管理者先へ転籍願うことが必須であり、対象職員に対する処遇対応

については十分な配慮やきめ細かな対応を継続して行うとともに、引き続き議会及び所管委員会

とも十分に情報共有しながら、指定管理者制度への移行を行われたいと審査意見を付され、議決

いただきました。いただきました審査意見のとおり、今後におきましても対象職員に対し十分な

配慮ときめ細かな対応を行うとともに、議会所管委員会と十分情報共有させていただきながら、

指定管理者への移行を行ってまいります。 

続きまして、２点目の移行後の施設サービスの質は維持向上できるものとなっているのかにつ

いてでございますが、令和２年９月４日開催の全員協議会において新ひだか町高齢者福祉施設候

補者の決定について情報提供させていただきましたとおり、指定管理者である株式会社萌福祉サ

ービスは、安定的な基盤を有し、全道的に同様の施設を安定的に多数運営している事業者であり、

またサービス向上に資する提案も多くいただいており、現在は各施設において円滑な業務移行に

向け引き継ぎ等を行っております。２月からは、指定管理者から全事業者統括施設長が着任し、

利用者様対応も含め移行に向けた準備を加速させているところでございます。 
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所管委員会の審査意見にもありましたとおり、安定かつスムーズに事業を引き継ぐための絶対

条件として、当該施設で勤務する職員が指定管理先へ転籍し、業務を行っていただくことが必須

であります。そこで、最終的な職員の指定管理者への転籍結果でございますが、転籍想定者、正

職員92名に対し転籍者69人、会計年度任用職員112人に対し93人、合計162人が指定管理者先へ転

籍し、引き続き本町の介護サービスを担っていただくことになり、前述した人員を指定管理者が

適正に各施設に配置し、業務に当たっていただくことになります。 

高齢者福祉施設の指定管理者制度の移行につきましては、当然のことでありますが、施設を指

定管理することが目的ではなく、高齢者の方が安心して安全な施設を継続的にご利用いただくこ

とが目的であります。指定管理者から提案された内容が個別具体に実践、実行され、民間のノウ

ハウをもって安定的に運営されるかについてモニタリングや運営会議の中で本町といたしまして

も主体的に関わっていきながら、施設サービスの向上に向けた取組を指定管理者と共同で実施し

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) 川端議員からのご質問の大きな項目の３点目、除雪作業についてご答

弁申し上げます。 

最初に、１点目の町道の除雪についてでございますが、現在町では658路線461キロメートルの

町道を管理しておりまして、そのうち静内地区では172路線200キロメートル、三石地区では168路

線156キロメートルについて除雪作業を実施しております。除雪機械につきましては、静内地区、

三石区ともに除雪用車両９台と凍結防止剤散布用車両１台で、運転手と運転助手を合わせて両地

区ともに15名の体制で実施しているところでございます。 

除雪作業は、降雪による新たな12センチ程度の積雪や吹きだまりが発生した場合の新雪除雪、

降雨や昼夜の寒暖差により路面に不陸やわだちが発生した場合の路面整正や路肩の水切り作業、

路面の凍結が予想される場合の凍結防止剤散布などを行っております。各除雪作業の実施の判断

といたしましては、基本的には町担当職員と委託業者が連携して、気象情報を確認しながら、午

前３時30分から５時までの間にパトロールを行い、現地の状況により作業内容や作業範囲を決め

ており、出動基準に達した場合には午前５時頃までに除雪機械の運転手などが出勤して準備を整

え、午前５時30分から除雪作業を開始しており、できる限り通勤や通学時間までに作業を終える

ように主要幹線道路から順次実施しているところであります。また、日中に降雪や吹きだまりが

発生する気象状況が確認された場合や町民からの情報提供などがあった場合には直ちにパトロー

ルにより現地確認を行い、状況に応じた対応をしているところですが、交通が混雑する時間帯や

夜間作業になる場合には交通事故防止のため除雪用車両による作業を実施しておりませんが、状

況により凍結防止剤や滑り止め砂の散布作業を行い、対応しているところでございます。 

次に、２点目の高齢者、障がい者等宅から公道までの除雪についてでございますが、川端議員

がご心配されているとおり、高齢者やお体に障がいを持っておられる方にとって冬の除雪作業に

大変ご苦労されていることは認識しておりますが、原則として民有地内の私道や住宅などの出入

口につきましては、公平性の観点からもそれぞれの所有者や利用者などがおのおの方法により実

施していただくものと考えております。ただし、高齢者や障がい者宅に限りませんが、大雪によ

り消防などの緊急車両の通行ができないなど緊急の要請があった場合には、できる限りの協力を
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したいと考えております。 

降雪や吹きだまりの発生は、気象の状況に大きく左右するものになりますが、冬期間における

気象の変化の予測は非常に難しく、予想外の降雪が一時的に発生したり、強風により部分的な吹

きだまりが発生するなどの事象があるため、巡回パトロールは当然ですが、町民の皆さんからの

情報を聞きながら、生活への影響を極力少なくするために今後も鋭意努力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) 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) 川端議員からのご質問の大きな４つ目、教育行政についての１点目、

全国学力テストにおける我が町の小中学生の学力の向上はいかがであったかにつきましてご答弁

申し上げます。 

今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために全国学力・学習状況調査が実施されま

せんでしたので、平成31年４月18日に実施された結果と教育長就任１年目の27年度の結果に基づ

いてご説明いたします。小学校６年生は、教育長就任初年度の平成27年度調査において国語Ａ、

Ｂ、算数Ａ、Ｂの４教科中３教科で全国平均正答率と比べて７ポイント以上低い相当低いとなっ

ており、中には10ポイント以上も低い教科もありました。平成31年度調査においても国語、算数

ともに全国平均正答率に比べて相当低い水準となっておりますが、少しずつ全国平均との差を縮

めており、中には算数の図形のように全道平均を上回る結果となっている領域もあります。 

中学校３年生は、平成27年度調査において国語Ａ、Ｂ、数学Ａ、Ｂ、４教科中３教科で相当低

いとなっておりましたが、平成31年度調査では数学が３ポイント以上５ポイント未満差のあるや

や低い、国語と英語については全国平均との差が１ポイント以上３ポイント未満のほぼ同様まで

向上しております。中学生につきましては、全国、全道と比較しても大きな差がなく、学力向上

の傾向が続いております。 

なお、平成27年度調査時に小学６年生だった児童は、平成30年度に中学３年生で全国学力・学

習状況調査を受けておりますが、平成30年度調査では中学校３年生の国語Ａが全国と同様の水準

になり、国語Ｂにおいては初めて全国平均を上回る結果となりました。同様に平成28年度調査時

小学校６年生で全教科において相当低い状況であった児童が中学校３年生で受験した平成31年度

調査では、全国平均とほぼ同様、もしくはやや低いところまで学力を向上させてきております。 

教育委員会としましては、１つ、ＩＣＴ機器を活用した主体的、対話的で深い学びの実現に向

けた授業改善の推進、２つ、学校と家庭の協働による町内一斉の家庭学習強化週間等の取組を通

した家庭学習習慣の確立、３つ、放課後学習サポート及び公設学習塾による補充的学習の実施、

４つ、学力向上推進教師を中心とした標準学力検査及び全国学力・学習状況調査結果による課題

分析と改善策についての全小中学校間での連携した取組、５つ、教職員に対する町独自の研修会

の実施及び先進地視察研修派遣等による教職員の資質、能力の向上の５点を重点的に進めてまい

りました。こうした取組の成果として、児童生徒の学力向上につながっているものと考えており

ます。これまでも創意工夫しながらできるところから取組を進めてまいりましたが、引き続き粘

り強く学力向上策の推進を図ってまいります。 

次に、ご質問の２点目、体力テストにおける体力の向上はいかがであったかについてですが、

こちらも全国学力・学習状況調査と同様、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため今年度は実
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施されませんでしたので、令和元年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果に基づきまし

てご説明いたします。この調査では、小学校５年生と中学校２年生を対象に、新体力テストと同

様、握力、上体起こし、長座体前屈、反復横跳び、20メートルシャトルラン、50メートル走、立

ち幅跳び、ソフトボール投げ、中学生はハンドボール投げになります、の８種目について調査を

しております。当町の児童生徒は、教育長就任初年度の平成27年度調査から男女ともに握力にお

いて全国平均を上回る結果となっております。平成31年度調査では、小学校男子は握力、反復横

跳び、立ち幅跳び、ソフトボール投げの４種目で、女子は握力、立ち幅跳び、ソフトボール投げ

の３種目で全国平均を上回っております。特に小学校男子は、これまでの調査の中で最もよい結

果となりました。中学校では、男子が握力、ハンドボール投げの２種目で、女子が握力の１種目

で全国平均を上回る結果となりました。全国平均を上回る結果とはならなかったものの、平成27年

度調査から全ての学年で反復横跳びと20メートルシャトルラン、中学生ではこれに加えて上体起

こしが向上しております。このように全国平均を上回る結果や全国平均には届かなかったものの

改善された種目がある背景には、全ての学校において学校全体の体力、運動能力向上の目標設定

や町教育委員会による体力向上サポーター派遣事業の実施小学校での体育専科教員活用事業によ

る専門的指導の実施、教員同士での取組、指導方法の工夫改善についての検討機会を積極的に取

り入れたことによるところが大きいと考えております。 

次に、ご質問の３点目、さらなる学力、体力の向上には何が必要と考えているかについてです

が、学力向上に関しては、これまでの取組の成果が着実に現れてきているところでありますので、

とどまることなく、さらなる学力向上に向けた取組をしていく必要があると考えております。学

力向上のために必要なこととしましては、新ひだか町学びのスタンダードとして各学校に示して

いるとおり、学校の１単位時間の授業の中に問題解決的な学習過程を位置づけるとともに、ＩＣ

Ｔ機器やデジタルツールを活用した主体的、対話的で深い学びに向けた授業改善を今後も絶え間

なく続けていくこと、学力向上推進教師を中心としたＣＲＴ、全国学力・学習状況調査結果の分

析とそれに基づく学力向上策の推進を図っていくことであります。 

また、放課後学習支援や公設学習塾による補充的学習や学校と家庭の協働による町内一斉の家

庭学習強化週間等の取組を通して家庭学習の習慣化を確立させることも重要であることから、今

後も継続して推進していく考えであります。 

次に、体力の向上に関してですが、全国的に子どもたちの体力の低下が課題となっており、家

庭と学校が連携し、地域社会全体で考えなければならない課題であります。子どもたちの体力を

低下させている要因としては、生活環境が便利となり、運動する機会が減少していることなどが

考えられることから、運動する習慣づくりが最も重要であると考えております。具体的には体力

向上に関する１校１実践を充実させること、学校の体力向上、運動習慣の定着に向けた取組にお

ける地域人材の活用、新体力テストの結果に基づく体育の授業改善の推進などを重点に各学校へ

の働きかけを強めてまいりたいと考えております。 

次に、ご質問の４点目、放課後にはテレビ視聴やゲームに多くの時間が費やされていると思う

が、学校や教育委員会の生徒指導はどのようなものであったか、どのような対策が効果的と考え

られるかについてでございますが、現在全国学力・学習状況調査においてテレビ、ＤＶＤ等の視

聴時間やテレビゲーム、スマートフォン等で遊ぶ時間を問う質問項目がないため、どのくらいの

時間を費やしているのかは分かりませんが、平成29年度調査において４時間以上と回答した児童



 － 52 － 

生徒の割合が全国、全道と比較してかなり高い結果となっておりました。各学校では、町教委や

町校長会、町Ｐ連や青少年健全育成運動推進協議会と連携して、スマートフォン使用のルールを

家庭に周知しております。また、家庭における有効な時間の使い方として｢家庭学習のすすめ｣を

配付して、決まった時間に家庭学習に取り組むよう指導しております。町教育委員会としまして

も年に２回、それぞれ５日間の家庭学習強化週間を設けて、子どもたちの家庭学習習慣の定着と

家庭における有効な時間の使い方の取組に関わっているところです。今後に向けて方向性として

は、保護者を取り込み、協力体制を築いた上、対策を進めていくことが現状を改善することにつ

ながると考えております。 

次に、ご質問の５点目、道徳教育に力を注いだと思うが、どのような効果が出ているかについ

てでございますが、道徳教育は児童生徒が人間としての在り方を自覚し、人生をよりよく生きる

ためにその基盤となる道徳性を育成しようとするもので、児童生徒が生命を大切にする心や他人

を思いやる心、善悪の判断などの規範意識等の道徳性を身につけることはとても重要であること

から、重点施策の一つとして取り組んでまいりました。道徳については、平成30年度から小学校

で、平成31年度からは中学校で新学習指導要領の前倒しによる実施により道徳の時間が特別の教

科道徳となり、年間35時間の道徳の授業を主として、各教科、総合的な学習、特別活動のそれぞ

れの特質に応じて、学校教育活動の全体を通じて道徳教育を行ってきたところであります。 

成果としましては、テータで示すことは難しいところですが、以前は当町の児童生徒には生徒

指導上の問題行動が多く見られる時期がありましたが、現在町内の９校の小中学校ではいずれの

学校におきましても問題となるようないじめ等もなく、子どもたちが落ち着いて学校生活を送り、

授業や様々な活動に真剣に取り組む姿が見られるようになっております。こうした子どもの姿は、

年間35時間の特別の教科道徳の時間のみならず、学校教育活動のあらゆる場面を通じて行われる

道徳教育によって子どもたちは豊かな情操や道徳心、そして何よりも他者への思いやりの心を育

んだ証左であると考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 一般質問に対して答弁をいただきました。 

町長の町政執行方針については、これまでも議員の多くから対話をもっと重視してほしいと、

それから住民の意向を聞いてほしいというような意見も多く出されておりますし、私もそう感じ

ております。これについて、物事を決める前の構想段階から議会なり、あるいは地域の関係が深

いことであれば関係住民に対する説明会とか意向調査、これを今よりもっと丁寧にしっかりやっ

ていただきたいと思うのですけれども、これについてのお考えはどうでしょう。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) どこまでやると十分か、不十分かというのは、感じる側によりますの

で、難しいところですけれども、令和２年度、以前の答弁でも申し上げましたとおり、新型コロ

ナウイルス感染症の影響があって十分な対話の機会をつくれていないというのは我々も認識して

おります。ただ、お声を聞く方法として、間接的なものでお声を聞く機会は設けてきたつもりで

おりますし、この新型コロナウイルス感染症の状況が終息した段階に至っては、改めて毎年やっ

ている定例的なまちづくり懇談会も当然でございますし、その他求めがあればどのタイミングで

も説明に行くつもりでおりますので、その点は決して対話を避けているような思考で物事考えて

いるわけではございませんので、ご理解いただければと思います。 
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〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 感じ方、考え方の違いですから、それ以上は申しませんけれども、私ちょ

っと時間聞いてほしいのですけれども、旧静内町でレキシントンとの交流の中で、レキシントン

に派遣された職員がいろいろな事業を決める段階に、決める前の意向調査から住民の意見を聞い

て、また役場のほうとして、役場というか、レキシントンは市役所になるのですか、こういうこ

とで考えているけれども、どうだと、またある程度まとまった段階でこういうふうにしたいと、

実に丁寧な手続を踏みながら事業を実施していたというのが私何かで見たことがあるのです。こ

れは、三石の私が強く思っていたことですから、静内の職員の方々は強く意識されたのでないか

なというふうな気がしているのです。その辺りこれまでの行政の積み重ねの中で、大事だなと思

うようなことについてはもう一回住民と行政の関係を、信頼関係を醸成していくには、回りくど

いかもしれないけれども、回りくどいことをやらなければならないのだなということも踏まえて

やっていただきたいなというふうに思います。執行方針については以上です。 

高齢者施設について、私書いている内容がちょっと漠然としているというか、総括的に書いて

いるものですから、一つ一つのご答弁、事象に対しての答弁、答弁というか、そういったお答え

にはなっていないのですけれども、これまでやってきたことをどうだったということだけですの

で、簡単に答弁いただきたいなというふうに思うのですけれども、これは転籍に関する手続です

ので、ご容赦いただきたいなと思います。まず、１つは、転籍、転籍というか、指定管理の事業

所ごとの説明のときに、どの段階でもいいというか、最初の段階であったほうがよかったと思う

のですけれども、町長とか副町長、役場の職員の最高の責任者、その説明会の現場に行って状況

を説明されたかどうかご答弁をいただきたい。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) 説明会に際しては、医療・介護対策室、そして職員処遇に

係る部分の説明がある場合については総務課長のほうで対応させていただいています。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 分かりました。町長、副町長は行っていないということです。 

それから、役場に残りたいという職員は残ることができたのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) こちらのほうも基本方針から実行計画に計画のほうを具体

的に動かしていく際に、全員協議会の中で残りたい職員の処遇についてというところで残れるよ

うなことも検討していきたいということをご答弁させていただいたことも記憶しております。そ

の中で、転籍される職員の動向の希望調査はさせていただいた中で、７割強の方が町のほうに残

りたいという意向があったこと、また職員組合との協議の中で施設を安定的に運営していくため

に既存転籍想定職員の全員の方が転籍させていただくことを基本として進めさせていただきたい

ということ等を組合側とも協議させていただきました。その中で、当初お示しさせていただいた

現給保障の内容も例えば３年間100パーセント現給保障をさせていただくですとか、会計年度任用

職員についてはなるべく指定管理者先で雇用していただくという漠然としたものでしたが、指定

管理者が決定して、指定管理者側からは全員の雇用の場を確保させていただくという提案がござ

いましたので、その後の組合との協議については転籍される方、想定職員が全員が移行していた

だくということを前提に交渉に当たらせていただいております。 
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〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 先ほど転籍対象職員の数と転籍した職員の数、正職、非正規含めて説明が

あったのですけれども、現在進路未定となっている職員はいるのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) 移行に際しては、全ての職員の方、転籍される方、もしく

は転籍せずに他の事業者ですとか他の業態に職を変えていらっしゃる方もおりますので、現時点

では全ての職員の意向が固まっているという人数が162名という人数になっております。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) すみません。今の数字の関係なのですけれども、たしか二百何人が163人で

すか、164人ですか、なったと思うのですけれども、その差というのは退職されたということでよ

ろしいのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) おっしゃるとおり、全転籍想定者が204名、そして指定管理

者先へ移る162名が現在確定していると。その差については、転籍先に移行しないという形になっ

ています。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 先ほどの壇上での答弁で随分多くの人が転籍しなかったなと。結局は退職

されたのだなということで、非常に残念な気持ちではあるのです。ただ、現状今となってはどう

しようもないなということはあるのですけれども、期間がやっぱり急過ぎたのでないのかという

ふうには思っています。若干外れるかもしれませんが……いいです。 

もう一つ、ケアマネジャーとか生活相談員、社会福祉士、看護師、栄養士など、病院や保健福

祉センターに配属されているのと同一職種の職員とは配属先がたまたま間違っていたというだけ

のケースの場合どういう対応になったのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) 今回いわゆる転籍想定職員ということで、施設にいる事務

職を除く専門的に従事していらっしゃる方全ての方が転籍想定職員という形で整理をさせていた

だいております。看護師については、町立病院、三石病院、静内病院のほうで現在看護師のほう

も充足しているという形にはなりませんので、いわゆる整理解雇という要件に該当しませんので、

看護師については選択をしていただく。新ひだか町の町立病院に残るのか、もしくは転籍するの

かという形で選択をしていただいております。その他の専門的な職種の方については、施設での

採用ということになっておりますので、今回の転籍想定職員として転籍を前提として町のほうで

方針を示させていただいたところです。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) それと、先ほどの四十数名ですか、約40名くらいの退職された職員、これ

は移行後の労働条件あるいは給与条件等、処遇の違いが転籍に影響することになったのでしょう

か。どんなふうな感じで受け止められているでしょう。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) 今回組合側中心に協議させていただいた転籍職員に係る処

遇については、最大10年間と、５年目以降は段階的に現給保障が下がっていきますけれども、10年
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間の現給保障を最大限させていただいているというふうに考えています。今回移らないと、特に

正職員の方で萌福祉サービス、指定管理者先に移らないという方については、やはり若い職員が

他の業態、そもそも介護の世界を離れてしまうですとか、もしくは他の自治体の募集に応募して

そちらのほうに試験に合格して転籍されるという傾向が多くございました。また、高齢のために、

60歳を過ぎているフルタイムの会計年度任用職員の方ですとかパートタイムの方については、こ

れを機に介護の世界というか、お仕事自体を辞めたいというような意向もございました。人それ

ぞれですので、全てを説明するわけにはいきませんが、傾向として強かったのはそういう動きに

なっております。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) これ次の施設サービスのほうにも関わることなのですけれども、６施設合

わせて40人ほどの職員が辞めていく。これは、４月１日からの経営というのですか、事業の運営

に支障は出ないのでしょうか、それとも予定される支障に対して対策をしているのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) 今40名以上の方が既存の人数より減ったというご質問です

けれども、この40人の中には、今回まきばの施設を廃止しております。まきばの施設、昨年の４

月１日当初の施設の今回転籍想定の人数というのが27名ございます。ですので、実際の施設の運

営という部分でいくと13名程度が不足するという形になります。当初我々はそのまきばの人員と

いうのはある意味余剰の人員となって、この余剰人員も活用して安定的にサービスの移行ができ

るのではないかなというふうに思っておりました。ただ、実際には現給保障等条件をお示しした

中でもこれだけの退職する方が出てきたという部分では、今後の施設運営に関しては指定管理者

と十分に協議をしてございます。指定管理者としては、運営の方式を大きく変えていくというこ

とになります。例えば介護スタッフが今までやっていた業務の守備範囲を大きく変えるというふ

うな提案をいただいています。これは、新ひだか町オリジナルということではなくて、指定管理

者先の萌さんの運用の考え方なのですが、例えばですけれども、今までリネン交換や居室の清掃、

洗濯なんかというのは介護士の方が中心的に担っていると。そういう業務については、フロアの

スタッフ、サポートのスタッフを別に雇用して、そういう方々にやっていただくと。そういう方々

を個別に今採用しておりまして、27名程度、別に介護スタッフとは切り分けてやっていただくス

タッフを今募っております。今27名ということで喫緊で報告受けておりますが、こちらのほうは

今ハローワークにも募集をかけさせていただいているところです。そのような形で運営方式自体

を変えて、介護士さんは利用者さんに特化してサービスが提供できるような体制をつくっていく

ということで、既存人員で賄えるという形で、またサポートとして萌福祉サービスからの本体か

らも一定期間サービスを提供するに当たってサポートするという体制も今つくっているところで

す。そのような形で、何よりも利用者様に移行に関してご迷惑、ご不便がかからないような形で

進めてまいりたいというふうに思います。長くなって申し訳ありません。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 施設の運営に関して利用者、あるいはその利用者の家族から不満だとか不

安だとかということは現状出ていないのでしょうか。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) このコロナ禍ということもあって、本来であれば指定管理
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者も全体的な説明会を開催して、運営が変わりますと、こういった部分で新たな手続をしてくだ

さいだとかという周知を全体説明会をしたいという申入れもあったのですが、やはりこのコロナ

禍ということもあって、個別に今文書を出させていただいております。そこで、その文書の中に

は心配事ですとかご不安な点があれば、そういう方から連絡いただければ個別に協議というか、

相談を受けさせていただきますというような内容を先週発出させていただいております。現在の

ところそこのリターンについては、何かあればうちにも情報共有してくださいということをお伝

えしていますが、今のところを何かトラブルですとか苦情的なものというのが入っているという

のはお聞きしておりません。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 分かりました。 

次に、除雪の関係を若干質問というか、したいのですけれども、除雪については体制について

は分かりました。随時パトロールしているということなのでしょうが、吹きだまり等強風の場合

に除雪の体制が、除雪というか、パトロールの体制が間に合わないのでないかなと思うのです。

現状現実に間に合っていないところも見ているのですけれども、吹きだまりの箇所というのはそ

んなにそんなにあるものではないというか、特定の場所だと思うのです。それで、その周辺の住

民にそういうところがあったときにはすぐに連絡してほしいとかというような、そういったお願

いというのをただお願いしておけば多分いいだけの話だと思うのですけれども、そういった吹き

だまり等の除雪に対する住民の協力をお願いしていくというような考えございませんか。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) 除雪の情報提供ということで、現地の状況を確認をする方法といたし

ましては、先ほど壇上でご説明したとおり、担当職員と、それから委託業者による巡回パトロー

ルを実施しております。そのほかに郵便局員ですとか、ほかの町職員からの情報をいただいてい

ることもありますし、また町民からの情報というのは随時受け付けておりまして、決まって連絡

をしていただいている方もおりますし、こちらから連絡をして現地の状況を確認することもあっ

て、情報提供していただいている方には非常に感謝しているところでもあります。議員からご指

摘ありましたとおり、的確に素早く情報を得るために今後も工夫しながら考えていきたいと思い

ます。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) もう一件、高齢者あるいは障がい者等のその方の玄関先から公道までの除

雪の関係なのですけれども、先ほど建設課長から答弁いただいたのですけれども、建設課長とし

てはよく気持ち捉えて、気持ちだけは何かあるみたいなのですけれども、本来所管する部分では

ないのだと思うのです。これって福祉課とか健康推進課とかというのは、町民に対してどんな向

き合い方しているのですか。ちょっと答弁いただきたいなと。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺福祉課長。 

〇福祉課長(渡辺浩之君) 今の福祉課とか健康推進課というふうなお話だったのですけれども、

これについて所管ということではないとは思っております。ただ、建設課からの答弁にあったよ

うに民有地内というか、私道ということになれば原則的には福祉課が絡むとか健康推進課が絡む

とかそういうふうなことでは考えてはおりません。ただ、地域の方々の協力ですとか、そういう

ふうなものがあればありがたいなとは考えております。 
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〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) うちの中に入ってお手伝いする、そういったものは関係ないのでしょうか。

そういったことをやりながら、玄関先のことだから、それ関係ないよという話になるのでしょう

か。私は、別に福祉課の職員がどうだこうだと言っているわけではないのです、行ってやるべき

だとか。そういったのを社会福祉協議会であるとか、あるいは自治会だとか地域組織の協力を得

ながら、困っている人に対して向き合ってほしいなということなのですけれども、取れなかった

ですか。取れなかったらそれで結構ですけれども。 

あと、教育行政の関係なのですけれども、壇上で詳しく答弁いただきました。６年間教育行政

にずっと責任者として携わってきた教育長、十分に学力テストであるとか体力テストであるとか、

子どもたちの育成に関して随分とご尽力されたというようなこと壇上からの説明で分かりまし

た。もちろん行政のほうからの財政的な支援だとかそういったこともあっての上だということは

承知しているのですけれども、教育長からもし補足的に何かございましたら…… 

〇議長(福嶋尚人君) 質問しなかったら。質問してください。 

〇２番(川端克美君) 教育長は、子どもたちの学力の向上に関して補足的に説明するところござ

いませんか。 

〇議長(福嶋尚人君) 教育長。 

〇教育長(髙野卓也君) 私の教育長としての６年間のことについて評価をされるのは、人様であ

るというふうに認識をしてございます。今学力ということでお話がございました。学校教育のこ

とに関わってご質問いただきましたので、そのことに絞ってお話をさせていただきますけれども、

６年前の子どもたち、学校の姿、先生方の姿、そして今の子どもたち、学校、先生方の姿見たと

きに、客観的に見て今の子どもたちはどの学校の子どもたちも非常に一生懸命真剣に学習に取り

組んでいますし、意欲的です。例えば先ほど壇上の答弁で触れられませんでしたけれども、ふる

さと学習、これも重点的に取り組んでまいりましたが、実際幾つかの小学校では自分たちの生ま

れ育った町のことを非常に関心を持って、まちづくりのこと、馬のこと、あるいはごみ問題のこ

と様々考え、行動を起こす子どもたちが出てきました。子どもたちの姿がいい意味で変容したと

いうふうに私は見ております。 

一方、教職員ですが、この先生方の姿も非常に大きく変わったというふうに思います。まずも

って非常に研修意欲、以前はなかなか町内では取り組まれなかった公開研究会、自ら手を挙げて

やるようになりました。とりわけ静内第三中学校は、毎年のように公開研をやり、高静小学校も

そうですけれども、静内第三中学校は昨年文科大臣表彰もいただきました。これは、本当に先生

方が子どもたちのために何をなすべきか真剣に考えて研さんを積み、そして子どもたちのために

努力した結果だというふうに思っています。これがいろんな学校に波及をして、今や第三中学校

は管内外から視察を受け入れる学校になったのです。日高管内の学校に管外から視察に来られる、

かつてはなかったことです。そこまで至った。そのほか教育課程の部分でも当たり前のことが当

たり前にできるようになりました。国歌斉唱のこと、様々ありますけれども、当たり前にできる

ようになりました。そして、中堅どころの先生方、主任の先生方が自分の役割を認識して、しっ

かりと組織体の一員として頑張るようになりました。変わりました。ＩＣＴ環境ですとかコミュ

ニティースクールですとか、そういった部分も飛躍的に進みました。今後これらを活用して、子

どもたちのために何をなすべきか考えて取り組んでいただきたいと私願っていますが、これは教
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職員だけに限った問題ではなくて、子どもたちに関わる大人全てがそれぞれの立場で子どもたち

のために何をなすべきなのか、それを真剣に考えて行動に移す、これに全てかかっているという

ふうに思います。我が町の子どもたちは、可能性を非常に持った子どもたち、伸び代のある子ど

もたちだというふうに思っています。ぜひ皆さんのお力をこれからもお借りしたいなというふう

に考えてございます。 

時間が参りましたので、ここで割愛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) 川端君、時間が終わりましたので、いいですか。 

〇２番(川端克美君) 一言だけ。お疲れさまでした。 

〇議長(福嶋尚人君) 終わりましたので、やめてください。終わりました。時間も１時間過ぎま

した。 

〇２番(川端克美君) お疲れさまでした。これで一般質問を終わります。  

                                            

        ◎発言の訂正 

〇議長(福嶋尚人君) ここで大久保生涯学習課長から発言の申出がありますので、これを許しま

す。 

大久保生涯学習課長。 

〇生涯学習課長(大久保信男君) お時間を取らせていただきまして誠に申し訳ございません。先

ほどの答弁の誤りがございまして、訂正させていただくものでございます。下川議員のご質問の

３番目、青年団体協議会の活動についての答弁の中で、ふるさとづくり青年連絡会議を平成15年

に解散という答弁いたしましたが、平成15年に休会の誤りでしたので、おわびして訂正を申し上

げます。大変申し訳ありませんでした。 

                                            

        ◎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。 

 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) 本日は長い間ご苦労さまでした。 

これで延会いたします。 

(午後 ４時４６分) 


