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    ◎開議の宣告 

〇議長(福嶋尚人君) おはようございます。 

 欠席議員の報告をいたします。７番、細川君から、一身上の都合により本日の定例会を欠席す

る届出が提出されておりますので、報告いたします。 

 ただいまの出席議員数は15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。 

                                                                  (午前 ９時３０分) 

〇議長(福嶋尚人君) ここで暫時休憩いたします。 

休憩 午前 ９時３０分 

                                            

再開 午前 ９時４０分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

                                            

    ◎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、５番、北道君、６番、下川君を指名

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。 

 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) おはようございます。通告に従い、質問いたします。 

 事故、防災等を未然に防止する対策についての１問になりますが、道路等補修について５項目

についてお伺いしていきたいと思います。特に昨年から道路の補修整備状況が気になっておりま

して、私も自家用車で体験しながら観察してきたところです。全国的に高齢者の事故が多く報道

され、新ひだか町でも死亡事故は少ないにしても事故が多く発生しているように思います。新ひ

だか町では、買物や仕事等で自動車、自転車の運転は生活する上で必要です。また、毎日のよう

に出動する救急車を見ていると、道路状況が悪く、徐行運転、安全運転をしております。異常気

象による最近の豪雨だとか豪雪だとかいろいろあります。道路に支障を来しているところも結構

見受けられます。いろんなことで気になっておりますので、これから質問してお伺いしていきた

いと思います。 

 まず、１つは、これからの季節、冬道に備えて町道や右岸、左岸の河川道路の補修整備が遅れ

ているように感じております。新ひだか町は、北海道で唯一降雪量が少ない町と思っております。

このことが影響しているのか分かりませんけれども、ゆがんだ道が多く、また小さい、大きい関

係なく数多くの穴が存在しておりますし、また亀裂が目立ちます。このことの年内、年度内に補

修計画があるのかお伺いします。 
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 ２つ目は、公園内の駐車場等の補修計画があるのか。場所は山手公園の駐車場入り口なのです

けれども、大体半径１メートルぐらいの穴が存在しておりました。そこに自転車等で来る子ども

さん、または親子連れの自動車が結構使われております。その穴に入りますと結構衝撃がありま

すし、補修計画があるのかお伺いします。 

 ３つ目は、今後日高自動車道の工事が進んでいきますと、今もそうなのですが、大型車両、ダ

ンプ等が行き来しております。そのせいか分かりませんけれども、道路の傷み、破損が発生する

おそれが予想されるということをお話しさせていただきたいと思いますが、共同での走行が難し

い道路状況になったときに速やかに対策を行い、予算計上をいただけるのか伺いたいと思います。 

 ４つ目は、道路脇のプラタナス、柳、松の木等、私は必要かどうか分かりませんけれども、い

ろいろこれから述べる形で皆さんにお伝えしていきたいと思っております。現在自動車、自転車、

ランニング等の支障になっています。先日日曜日に高砂３丁目山手通線において、低い松の木で

すけれども、道路側に枝が伸びているせいで自転車がそこをよけようとしたときに後方から来た

自動車に接触したようです。重症、またはけが人は出ていなかったようですけれども、私がその

辺をちょっと心配していたところ起きてしまいました。低い松なのですけれども、その枝が道路

側に伸びたときは切ったり、支障のないようにしてもらうという形を取っていただきたいなと思

いますし、いつも気になりますけれども、プラタナスや松の木の枝、または葉が落ちて、排水溝

の雨水等の流れが悪くなっているように見受けられます。雨の日は要注意なのですけれども、自

動車の運転中、またはカーブや信号等でブレーキをかけたときにスリップしたりする状況になり

ます。夜になりますと街灯の明かりが葉や枝などで薄暗くなり、自動車、自転車等の走行上、歩

行者の防犯上、事件、事故が発生する可能性があると思います。中道から緑高砂通に出るとき見

通しが悪く、なかなか右折したりできる状況ではないですし、また……ちょっと忘れてしまいま

したけれども、その緑高砂通との段差がすごくあって、右折するとき、左折するとき結構底をこ

すってしまうようなところが出てきました。そういったいろんなことを考えて、そのプラタナス

なり、松の木伐採する考えはないのか。また、その植えた経緯だとか由来だとか特別な理由があ

るのかお伺いします。 

 最後に、これら４点のことを踏まえ、情報共有の中でどのように考え、事故、自然災害等を未

然に防ぎ、この高齢化社会に町民が安心して安全に暮らすために優しいまちづくりを進めていく

べきと考えますが、町としてはどのように考えているかお伺いします。 

 以上、御答弁よろしくお願いいたします。 

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) おはようございます。本間議員からの御質問の事故、災害等を未然に

防止する対策について御答弁申し上げます。 

 最初に、１点目の冬道に備えて町道や河川道の補修整備が遅れているように感じるが、年内の

計画があるのかについてですが、現在町が管理している道路といたしましては858路線、478キロ

メートルの町道のほか、静内川両岸の緑地公園や三石蓬莱山公園、三石海浜公園などの管理用道

路などについても管理しているところでございます。これらの町道などの維持補修につきまして

は、日常の安全パトロールに加えて、町民の皆様からの情報提供もいただきながら、損傷状況に

応じてパッチング工法による舗装の穴埋めを行っており、通行量の少ない場所や緊急を要する場
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合には補修用資材を活用し、応急処置を町職員により実施しております。これから本格的な冬を

迎え、凍害や除雪作業などにより路面の傷みがさらに増加するものと予想されますが、車両の安

全に影響を及ぼしかねない舗装の損傷などにつきましては、速やかに応急処置を施すなど、事故

などを未然に防止する対策を講じてまいりたいと考えておりますので、御理解をお願いいたしま

す。 

 次に、２点目の公園などの駐車場内の補修の計画があるのかについてですが、現在町では真歌

公園、山手公園、静内川左岸緑地公園、静内川右岸緑地公園、古川両岸緑地公園の５つの都市公

園、そして三石蓬莱山公園、三石海浜公園の２つの一般公園、さらに保健保安林うぐいすの森、

緑のふるさと温泉の森の２つの森林公園も加えますと９つの公園などの駐車場等を管理している

状況でございます。これらの駐車場などにつきましては、特に計画的な補修を行っておりません

が、町道などと同様車両の安全に影響を及ぼしかねない舗装の損傷などの状況が確認できた場合

に、パッチング工法による舗装の穴埋めや補修用資材による応急処置などにより維持補修を行っ

ております。公園内には遊具をはじめ様々な施設があり、老若男女を問わず町民の皆さんの余暇

活動の場として日々御利用いただいておりますことから、利用頻度の高い都市公園につきまして

は年１回の専門業者による施設の安全点検のほか、年３回町職員による定期点検を行うなど、安

心、安全の確保に努めているところでございますが、今後におきましても専門家の意見を聞きな

がら状況に応じた維持補修に努め、事故などを未然に防止してまいりたいと考えておりますので、

御理解をお願いいたします。 

 次に、３点目の今後日高自動車道工事での大型車往来に伴い、道路の破損が発生するおそれが

予想されるが、対策や予算計上はするのかについてですが、令和元年に日高自動車道静内インタ

ーチェンジ供用後の交通量の変化について国道、道道の管理者である室蘭開発建設部及び室蘭建

設管理部と町が協力し、現地の交通量調査を実施しており、この調査結果から静内市街地を通過

する交通量が著しく増加することが予想されましたことから、国、道、町の３者で協議を行い、

歩行者の安全確保を第一に考えながらも経済的な影響に配慮しながら検討することとし、協議を

続けているところでございます。基本的には大型車両を含めた通過交通は、国道235号線と道道平

取静内線に集中させることとし、町道には分散させない方法を目指しているところですが、都市

計画道路になります山手通線に交通量の増加が見込まれますことから、令和２年度に山手通線の

国道交差点を含めた３か所の交差点について概略の検討を実施しており、現在事業化に向けて検

討を進めているところでございます。また、その他の交通量の増加が予想される路線につきまし

ても、特に都市計画道路になりますが、舗装や路盤の年次的な改修工事を検討し、事業化に向け

て準備を進めているところでございます。 

 なお、懸念されております工事車両の影響につきましては、今までのところ室蘭開発建設部か

ら運搬経路などについての協議がありませんので、対策や予算計上については検討しておりませ

ん。 

 次に、４点目の道路脇のプラタナス、柳、松などの木は必要ないと思いますが、植えた経緯と

必要である理由があるのかについてですが、街路樹につきましては新ひだか町都市計画マスター

プランの全体構想において、主な道路の街路樹により緑のネットワークを形成することや日高地

方の中核都市として街路樹など質の高い修景整備をすることを計画目標に掲げているとともに、

道路構造令において第４種第１級及び第２級の道路には植樹帯を設けることが定められているこ
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とから、都市計画道路において植樹帯を設置しているところでございます。 

 植樹の目的といたしましては、道路交通の安全性、快適性を高め、沿道における良好な生活環

境を確保し、また空間機能としての都市部の良好な公共空間の形成に資することとして整備して

おりますが、歩行者や自転車の車道への飛び出し防止、自動車の歩道などへの乗り上げ防止、運

転者の視界誘導、樹木の枝葉が上空を覆ういわゆるキャノピー効果による緑陰の形成、運転操作

誤りによる逸走自動車の衝撃緩和、防風効果や騒音の軽減など多くの効果や役割を有しているこ

とから、街路樹の植栽を実施しているものでございます。都市計画道路沿線にお住まいの方など

には落ち葉拾いなど御面倒をおかけしているところですが、自治会などの御協力をいただきなが

ら、道路維持により計画的な剪定や清掃を行ってまいりますので、御理解をお願いいたします。 

 最後に、上記４点のことを情報共有した中で、町民が安心、安全に暮らせるための優しいまち

づくりを進めるべきと考えるが、いかがかについてですが、インフラ整備を行う上で重要なこと

は、そこに暮らす方々の意見を尊重し、町の将来あるべき姿を創造することで利便性をより高め、

安心、安全に暮らせる優しいまちづくりを進めていきたいと考えておりますので、御理解をお願

いいたします。 

 以上、御答弁とさせていただきます。 

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す。これから再質問をさせていただきたいと思い

ます。 

 順番に１番のほうなのですけれども、皆さんも御存じだと思うのですけれども、雪降って圧雪

になったときに、小さい穴、大きい穴いろいろありますけれども、その穴だとか、昨日下川議員

も言っていたのですけれども、マンホールの周りだとか段差ができたりとか、あと排水溝の関係、

そして水たまりができるだとか、やっぱり道路は大分、最近特に目立つのですけれども、変わっ

てきているように思います。今日なんかは皆さん走っていて分かるのだと思うのですけれども、

カーブだとか、特に先ほど言ったような排水溝だとか水がたまっているところ、そこが凍ってい

まして滑る状況になっていました。そういったものを含めて、十分パトロールしているというの

は私も感じているところです。ところが、10月ぐらいですか、11月入ってからその穴の補修はさ

れているのは見ていたのですけれども、その後穴は全然塞いでいないところが見受けられていま

す。その辺今後の計画性があるのかどうか教えていただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) 道路補修の全体的な年間の簡単なといいますか、スケジュールから説

明させていただきたいと思いますけれども、まず本間議員言われているとおり、冬の間の凍結、

融解で道路に穴が空いてきまして、その際にはまずは応急処置として穴を簡単に埋めさせていた

だいております。その後雪解けを待って、舗装のきちっとしたパッチングによる補修をしており

ます。夏の間ある程度状況に応じたパトロールをしながら穴埋め等も実施しているのですが、そ

の後冬を迎える前に全体的なまたパトロールをしながら、冬の間水がたまっているところが凍結

して歩行などに支障になる場所ですとか、交差点で車が止まりづらくなる場所というところもあ

りますので、そういったところに注意しながら補修箇所を決めて、あるいは除雪車が走行するの

に今言われましたマンホール等の凹凸などで除雪車が引っかかってしまうという場合もありま

す。そういったところも含めて、冬に入る前に道路の補修をしているところでございます。それ
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が緊急を要する場合は別にしても、あまり早くやってしまうとまた２回目、３回目というふうに

やらなければいけないものですから、ある程度そこは私たちも経験の中でちょっと我慢しながら、

最終的に冬を迎えていくというようなことをしております。これは、限られた予算の中でいろい

ろと今までも試行錯誤しながら、やる時期を決めながらやってきておりますので、簡単にその方

法を変えていくというのは難しいと思いますので、御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) 最後に予算の中でという話が出ましたので、予算の中でやっていただくの

は一番いいのですけれども、ただ自分の今までの経験上、雪が降って圧雪になったとき小さい穴、

大きい穴と、あとマンホールの上というのは必ず解けるのです。車で走行したときにそこにどん

と落ちて衝撃、または破損したりするケースもあるものですから、新ひだかはその辺雪が少ない

ので、あまり経験がされていないとは思うのですけれども、やはり衝撃があるそういう破損した

ところについては、パトロールしながら補修していただければと思います。 

 あと、先ほど除雪車の関係もあるのですけれども、特に山手町だとか山手通線は、どうしても

中野町、山手町も地盤が悪いのか道路が沈みかけていて上がっていくという、結構がたがたとい

うか、あるのです。そうすると、除雪車が走ったときに、最初は最近除雪の仕方が悪いのかなと

思ったのですけれども、よくよく考えればこんな道路ではきれいに除雪は無理だなと思っており

ます。これからいろいろ異常気象だとかで、今北海道でも北のほうはホワイトアウトとかで大変

な状況になっていますので、見えなくなる雪降る前にぜひ自分たちで見ていただいて、補修が必

要だと思ったところは補修して、準備していただければなと思います。 

 ２番目の再質問になります。私もいろいろと回っていて、町のマークでパトロールしているの

はよく見かけております。だから、今まで以上に回っているなとは思って感心しているところな

のですけれども、ただ私が山手公園行ったときに、本当の入り口のところなのですけれども、あ

そこは結構大型車だとか休憩で止まるところみたいなのです。その関係もあるのか、半径１メー

トルぐらいの穴があったのです。だから、そこに気づいてよけては行ったものの、どのぐらいの

衝撃があるのかということで一応その穴にわざと入ってみたのですけれども、結構な衝撃があり

ました。あそこも結構子どもさん方、夏場もそうですけれども、遊びに来ている子どもさんがい

ます。先ほど言いましたように遊具の関係もきちんと整備されていますので、皆さん職員の方も

きちんと点検されているのだなと思っております。ただ、冬場になる前にぜひその辺も修理して

いただければなと思うのですけれども、山手公園に限らず、これからそういう補修の計画はある

のか教えていただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 森建設課主幹。 

〇建設課主幹(森 勝利君) 今本間議員からの御指摘でございますけれども、私どものほうでも

山手公園の御指摘の場所をはじめとしまして、静内川の両岸緑地の通路につきましても複数の穴

等があることは確認してございます。これから厳冬期を迎えまして、その厳冬期が抜ける頃にな

ると凍結と融解を繰り返すことによって地盤の上下というものもございますので、年度末暖かく

なってくる頃を視野に入れながら、できる範囲で補修を行ってまいりたいと考えておりますので、

御理解願います。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) 速やかにやってもらいたいところなのですけれども、予算等あるかと思い
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ますので、その辺は無理は申しませんけれども、ぜひ補修のほうを急いでやっていただければな

と。できるだけ急いでやってもらえればなと思っています。 

 ３番目の日高自動車道に伴う町道の関係です。説明があったように一応国、道と町とで協議し

ながら検討しているということですけれども、最近、去年もそうなのですけれども、土砂を積ん

だダンプの行き来、または私が住んでいるところの隣がよく鉄板で柔らかい道路を大型車が通れ

るようなもの、それが結構出入りしていまして、最近多く感じられます。また、自動車道の関係

で住宅を転居された方、結構今空き地になってというか、整備されて、３分の１家がまだ残って

いるかどうかぐらいになっています。ということは、もう来年あたりから本格的な工事が始まる

のではないかなという、その報告は受けていないのですけれども、感じ取っています。これから

大型車が通ったときの道路の破損、その辺がちょっと心配しているところですけれども、監視し

ながら、今はちっちゃい穴でも雨とかで結構１センチが３センチ、５センチと大きくなっている

ような感じもしますので、その辺ある程度大きくなったときに補修するのか、その頻度というか、

これからどのような形で計画されているのか教えてもらいたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 野垣建設課長。 

〇建設課長(野垣尚久君) 先ほど少し壇上でも御答弁させていただいておりますけれども、日高

自動車道の事業については事業化されておりまして、議員言われたとおり、用地移転補償等が進

められております。近く工事も始まると思いますが、まだ町のほうにその工事の詳しいことが伝

わってこなくて、例えば土砂を運搬する経路ですとか、あるいは工作物を作るための生コン車の

運搬経路ですとか、そういったものについて今のところ何も協議がないということから、どこを

どういうふうに道路を直すかというふうなことについては、町として計画は持っておりません。

今後そういった協議があった場合については、今議員が言われたとおり、山手通線ですとか中野

新道ですとか、そういった地盤の悪いところについてはなるべく通っていただかないように、道

道等を利用していただくとかそういったことを要望したいと思いますし、今用地補償等で日高自

動車道の用地がはっきり決められてきていますから、その中で車両の出入りが行われるというこ

とも予想がつくわけです。そういったことも含めて、今後の検討になってきますけれども、その

協議の中では私たちも原因者負担というところも含めて協議をしていきたいというふうに考えて

おりますので、まだ協議がないという中での御答弁になりますので、そういったところで御理解

いただければと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) 分かりました。ただ、中野町は本当に地盤が悪いとは思っているのですけ

れども、あそこに牧場だとかハウス農家がたくさん存在しています。ですから、通行止めでどう

のこうのとか、その道路を今大型車が通るからどこか止めてしまうと、いろんな支障が生活上出

てくると思いますので、その辺十分考慮しながら、これから検討していただければと思います。 

 あと、４番目の関係なのですけれども、自分が運転していて、結構松も何か下のほうが腐って

いるのか分からないのですけれども、皮が剥がれたとかという状況のところもありますし、先ほ

ど言いましたように道路側に松の枝が出ています。車が右折だとかしたときに、車をよけようと

したときにその枝に引っかかるということも数か所あります。あと、あそこ通学道路になってい

ますから、自転車で通学している学生さんが枝に引っかからないように道路側にどうしても出て

しまいます。そのときに、今のところ事故は発生していないのかと思うのですけれども、何かち
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ょっと不安なところが見受けられました。ですから、枝が道路側に出る大体２メーターもしくは

３メーターぐらいはなくしてもらえると、歩行者も含めていいのではないかなと思っています。

その辺多分巡回してパトロールしながら見受けられるところあると思うので、その辺どういうふ

うに計画を立てようとしているのか教えていただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺建設課主幹。 

〇建設課主幹(渡辺英樹君) 街路樹の剪定に関してなのですけれども、街路樹の本数なのですけ

れども、約1,500本近くございまして、その中に松等もございますが、私たちも週に２回ほどパト

ロールさせていただいて、歩行空間だとか車道を走る車の建築限界と言われる邪魔になるもの、

支障になるものに関しましては、職員実行によりまして枝を払わせていただいたり、届かないと

ころに関しましては業者に委託して剪定をさせていただいております。必ずしも全街路樹を点検

できるかと言われればなかなかできないところがございますので、その辺に関しましては町民、

住民の情報提供によりまして、枝が出ているよということであれば即時対応させていただいてい

る状況でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 

〇８番(本間一徳君) 自治会のほうでいろいろとお手伝いしていただく、それが一番いいのでし

ょうけれども、今高齢化になりまして、私どもの自治会もそうなのですけれども、役員の成り手

だとかということもあります。ほかの自治会も担当者が替わったとかで、花を植えていたのが今

回やめているとか、いろいろ情報を聞いています。あと、一生懸命町民の方がプラタナスの落ち

た葉を処理しているのですけれども、特に先ほど言いましたように雨の日なんか私が走行して、

信号が赤になったときにゆっくり止めても滑ったりしますし、特にカーブ曲がるときなんかはそ

の葉っぱに乗ってしまうと、結構横にずるっと滑ったりします。そういったこともありますし、

また中道から先ほど言いましたように緑高砂通ですか、抜けるときに見通しが悪いのです。急に

自転車が来たとか、もうそろそろいいかなと思って道路に出たときに車が出てきたとか、結構昔

に比べたら太さが半端ではないのではないかなと思っています。そして、本数も結構ありますの

で、出るとき見たら分かると思うのですけれども、ちょっと見づらいところが結構あります。今

生協も建築していますし、恐らく車の出入りがあると思いますし、あと今高齢化でおっかない形

で私も経験していますので、例えば一時停止しないで出てくるだとか、信号無視で赤で通ってし

まうだとか、私が信号待ちのときに後ろからスピード出して来るだとか、いろんなケースがある

と思うので、やっぱり見通しの悪いところ、その辺もうちょっと検討していただければなと思う

のですけれども、その検討の余地はあるかどうかお聞きをしたい。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺建設課主幹。 

〇建設課主幹(渡辺英樹君) 緑高砂線のプラタナスなのでございますけれども、見通しが悪いと

いうことでございますけれども、街路樹があることによりまして反対に交差点を慎重に一時停止

して、皆さんが左右確認されて出ていくということがありますので、反対に事故を防いでいると

私たちは考えております。反対に事故を防いでいるという考えを持っていますので、御理解いた

だきたいなと思います。本当に見通しが利かないということでございましたら、ちょっと現地も

確認させていただいて検討させていただきますけれども、今のところ街路樹の効用、効果という

のが高いものと思っておりますので、枯れた木以外は切るという計画は持ってございません。 

〇議長(福嶋尚人君) ８番、本間君。 
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〇８番(本間一徳君) 私もガードレールだとかそういったものは、あそこなくなったらやっぱり

必要だなとは思いますけれども、その代わりになるというのは十分分かります。分かるのですけ

れども、ちょっと太くなり過ぎたかなという感じもしますので、例えば本数を少なくするだとか

というのを検討していただくといいのかなと。これからどういう自然災害が起きるか分からない

のです。やはり車で移動する方もいらっしゃると思いますので、そういうときは恐らく一時停止

だとか無視して行ったりするといういろんな考えたことないことが起きるということも考えられ

ますので、その辺も含めて検討の中の入れていただければなと思っております。 

 私の再質問、あと５番目のほうになるのですけれども、こちらのほうの利便性だとかいろいろ

考えているということなのですけれども、今いろんな形でお話ししたとおり、今は新ひだか町の

降雪量だとか、あといろんなことを見ても見栄えも含めて何とか我慢できるのかなと思うのです

けれども、いろんな皆さんが住んで何か困っているところあれば、先ほども皆さんが言っている

ように町民の声を聞きながら進めていただきたいと思いますので、今まで以上に継続して耳を傾

けていただければなと思います。 

 そういう要望というか、期待を込めて、私の質問は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 午前１０時２２分 

                                            

再開 午前１０時３２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) 通告に従いまして、３件について一般質問を行います。 

 １件目の新公立病院改革プランについてですが、現在策定に向けて検討中の新公立病院改革プ

ランは、12月３日の全員協議会において進捗状況が報告されました。その内容は、三石連合自治

会が各地域連合自治会長連名で令和２年２月に町長及び議長に提出した要望書の三石国保病院の

入院機能を維持してくださいというただ１点の要望が検討された節もなく、三石国保病院の入院

病床をなくし、外来診療のみとするものであった。町民にも議会にもプランの策定に当たって意

見を聞いてもいない。このような状況の中で、３月末までに策定するというのは町民不在の行政

と言うほかない。以下について見解を問いたい。 

 １点目は、総務省地方公営企業等経営アドバイザーからの助言にも三石国保病院有床診療所の

検討、こういう項目があったはずです。三石国保病院の入院機能維持についてどのように検討さ

れたのか。 

 ２点目は、策定委員会は、民間委員も参加し、構成されているが、委員長に大野町長、副委員

長に小松静内病院長、最初から決定されている。こうした委員会は、提案案件の追認を迫るもの

でしかないのではないか。この委員会の性格は一体何なのか。 

 ３点目、三石国保病院は、へき地病院であり、15キロ以内に民間病院がないと、そういう条件

にある病院であります。地域住民の高齢化と特別養護老人ホームがあることから、入院機能を持

つことの必要性は非常に高い。行政の最大目的は、住民の命と財産を守ると、そうであるはずで
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す。住民の命と財政負担、病院があることの地域経済、社会の効果等についてどう考えているの

か。 

 ４点目に、2040年には我が町の人口は１万3,000人程度と推定されていますけれども、民間病院

の機能を最大限に発揮してもらえるようなすみ分けも十分に検討されなければならない。どのよ

うな見通しに立っているのか。 

 ５点目に、プラン策定に当たり住民や議会と十分な意見交換の場を持たなければならないと考

えていますが、町長の基本理念にある｢わ｣、これに向かってどういうふうに進めようとしている

のか。行政の側でプランをつくって、これでお願いしたいということなのか。何回も私は前にも

聞いています。｢わ｣をどうするのか。それは大変すばらしいことだと思っています。この推進に

ついてどのように考えるかお伺いをします。 

 ２点目の指定管理者に移籍した老人福祉施設職員の処遇は確保されているのかというものであ

ります。今年４月、老人福祉施設は指定管理に移行し、勤務する職員の多くは指定管理者の会社

に移籍した。給与条件は明らかにされているが、勤務条件などは明らかにされず、当初想定され

た勤務態様とは大きく違うところもあるようです。移籍した職員から直接状況を確認するなど、

勤務態様を確認しているかどうか伺います。 

 ３件目の議会の政策提言への進捗状況についてであります。議会の政策提言は、議会の活性化

に関する議会改革の一環として、平成30年12月に初めて町長に対し総務文教常任委員会及び厚生

経済常任委員会が所管事務調査として所管から説明や先進地視察、文書調査を行い、検討を加え

町長に提出したものであります。この提言がどのように町長において検討され、実施されようと

しているのか。11件の中で次の３件についてお伺いをするものです。 

 １点目は、平成30年の提言からピュアの利活用と中心市街地の活性化についてであります。 

 ２点目は、令和元年の提言から交通弱者対策の推進について、もう一点は六次産業化の取組の

強化についてであります。 

 以上、一般質問としてお伺いをいたします。 

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) 川端議員から御質問の大きな１点目、新公立病院改革プラ

ンについて御答弁申し上げます。 

 現在の病院改革プランにつきましては、平成28年３月に総務省から示された新公立病院ガイド

ラインに基づき、平成28年度から令和２年度までの５か年を計画期間として平成29年２月に策定

し、目標達成に向け取組を進めてまいりましたが、病院事業の収支状況の改善に至っておらず、

病院事業の経営改善については抜本的な見直しを行う必要があったことから、令和元年10月に病

院事業経営改善基本方針を作成し、町の考え方を住民の方々にお示しし、様々な御意見や御要望

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、住民の方々からいただいた意見等を

基に令和２年度に総務省から示される新たな病院改革ガイドラインにより、改革プランの策定を

もって基本方針を具現化する予定としておりました。コロナ禍の中、ガイドラインの発出は令和

３年度以降に延伸されましたが、改革プランの策定は喫緊の課題でございますので、ガイドライ

ンの発出を待たず新たな改革プランを令和３年度中に策定するため、新ひだか町新公立病院改革

プラン策定委員会を設置し、民間委員にも御参加いただき、現在協議を進めているところでござ
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います。 

 そこで、御質問の１点目、改革プラン策定に当たり、三石国保病院の入院機能維持についてど

のように検討されたかでございますが、改革プランの策定に当たりましては、まず民間の方々か

ら多く意見を聴取させていただくため、民間委員の方々を従前より多く委員となっていただき、

提案について率直な意見をいただくこと、また住民の方々に基本方針をお示しした際に知見者、

有識者などの専門的な意見や助言を取り入れるべきとの御意見をいただいておりましたので、専

門的分野の知識を有する有識者のアドバイス及びサポートが必要と考え、総務省の補助事業であ

ります地方公営団体の経営・財務マネジメント強化事業を活用し、経営アドバイザーを派遣して

いただき、静内病院及び三石国保病院の現在の患者様の受診動態、病院事業の収支状況をお示し

し、様々なアドバイス等をいただきながら、町の提案を具体的な内容にする作業を行ってまいり

ました。 

 川端議員御指摘のとおり、平成28年度に受けた総務省地方公営企業経営アドバイザーからの助

言では、経営改善の観点から歌笛診療所の廃止及び三石国保病院の有床診療所、または無床診療

所による病院体制の再編の実施を助言され、改革プラン策定に係る町の提案に際しましても当然

のことながら有床診、無床診で運営した場合の複数のパターンによる必要人員、それに伴う医療

収支を想定し、検討しておりますが、病床数を減少させ、有床診療所で運営した場合、医師を含

めた医療スタッフ数は人員基準の観点から現状とほぼ同数の人員を確保しなければ運営すること

ができず、人員確保、またそれに伴う財源確保は極めて困難な状況になることが想定され、本町

が目指しております安定的に継続的地域医療を提供するという目標の達成は厳しいものと考えら

れましたことから、有床診療所での御提案を行うことができませんでした。 

 次に、２点目の策定委員会の委員構成について御答弁申し上げます。新ひだか町新公立病院改

革プラン策定委員会につきましては、改善がなかなか進んでいない病院事業会計の経営を見直す

ためには、現行の改革プランそのものを抜本的に、多角的に見直す必要があるとの判断から、役

場組織だけではなく、広く民間委員の皆様からの貴重な御意見をいただき、また専門分野の知識

を有する有識者のアドバイス等も必要であるものと考え、地方公営団体の経営・財務マネジメン

ト強化事業のアドバイザーや病院経営事業コンサルティング業務の委託事業者にも御参加いただ

き、議論を進めているところでございます。本委員会の検討内容は、住民の方々にとって極めて

身近なものでありますので、町長からの諮問に対し答申をいただいた場合、委員の重責には計り

知れない影響があり、委員の皆さんの経験や知識を生かした御意見、御提案を発しづらい会議体

になるものと推測されますことから、町長が諮問に対し委員会で決定した内容を答申していただ

くのではなく、事業主体である町が民間の方々や専門的分野の知識を有する方々から御意見をい

ただき、今後の公立病院の在り方を検討していただくものであり、経営責任者である町長、運営

責任者である院長が主体的に委員会に直接参加し、委員の皆様と協議していくことが重要である

ものと考え、従前よりこのような形で委員会を開催しているものでありまして、町からの提案案

件に対して追認を迫るものではないと考えております。 

 次に、３点目の住民の命と財政負担、病院があることの地域経済、社会の効果等について御答

弁申し上げます。今回の改革プランに係る将来的な三石国保病院のイメージとして町から提案し

ております内容につきましては、先般全員協議会で御説明したところですが、１つ目として病床

を静内病院に集約し、三石国保病院を無床ダウンサイジングすることにより将来的な人員不足の
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解消及び経営の改善を図りたいこと、２つ目として現在開設日平均約60人の患者様が御利用して

いる三石国保病院の外来機能は、患者様の利用ニーズも踏まえ、専門外来等を増設し、機能強化

した上で絶対的に堅持していくこと、３つ目として三石国保病院を受診されている方の約63％の

方が75歳以上の後期高齢者であることから、今後のさらなる高齢化を踏まえ、通院困難となる患

者様への対応、また無床化した場合の夜間と休日の対応を在宅医療により提供すること、４つ目

として歌笛診療所に通院されている患者様は受診ニーズに合わせ在宅医療に転換していくこと、

最後に５つ目ですが、築45年となり、老朽化した病院施設は無床在宅支援診療所としてダウンサ

イジングを行い、施設の新築を行うこと、大きく５点三石国保病院の将来構想として町から御提

案させていただいております。 

 このたび町からの御提案の趣旨としましては、三石地区にお住まいの住民の方々の受診動態、

年齢構成等を分析し、住民の方の命を守るため、将来にわたり安定した持続可能な医療提供体制

として御提案しております。医療資源、特に医療に携わるスタッフは無限ではなく、ここ数年急

速に進んでいます人口減少と高齢化により、本町に限ったことではありませんが、全国的に年々

枯渇していることは、病院運営の中で近年特に顕著に現れています。三石地区の地域医療を考え、

住民の命と財産を守るため、10年後、20年後の地域の環境を想定した場合、現状の体制を維持す

ることではなく、在宅支援診療所として新たな機能を充実させた上で地域の医療を確保し、持続

可能とすることが地域経済、社会経済、社会効果等につながっていくものと考え、委員会に御提

案させていただいております。 

 次に、４点目の民間病院の機能を最大限に発揮してもらえるようなすみ分けも十分に検討され

なければならない。どのような見通しに立っているのかについて御答弁申し上げます。新ひだか

町新公立病院改革プラン策定に当たり、住民の方の町内、町外の受診動態についても検証をして

おりますが、約８割の住民は町内医療機関で受診されており、町内医療機関で受診されている割

は非常に高いことが分かりました。これは、町内の民間医療機関の機能が現状最大限発揮されて

いることが要因と考えられ、民間医療機関の御尽力と御理解、御協力のたまものと頭が下がる思

いであり、今後も民間医療機関との連携を強化し、地域医療を支えていきたいと考えております。 

 公立病院である町立病院としては、重複する診療科は民間医療機関に担っていくことが必要と

考えておりますので、川端議員御指摘のとおり、将来的な人口減少、民間医療機関、医師の年齢

なども踏まえ、町全体の医療提供体制を堅持していくためには今以上に民間医療機関との連携を

していかなければならないものと考えております。策定委員会の中でも現在町内で受診できる診

療科、受診できない診療科をお示しした上で、民間医療機関との連携や真に必要とする診療科目、

診療体制の構築につきましても十分検討しているところでございます。 

 次に、５点目の住民や議会と十分な意見交換の場について御答弁申し上げます。新ひだか町新

公立病院改革プラン策定に当たり、12月３日の全員協議会でも現在の進捗状況について御説明し

たところでございます。また、所管する厚生経済常任委員会にも進捗状況を御説明し、様々な御

意見をいただいてございます。今後におきましても進捗の都度情報を共有させていただき、御意

見をいただきたいと考えております。 

 また、改革プラン策定委員会でも今回の町からの提案について住民に対して説明を求められて

おり、住民の皆様には来年１月以降開催予定のまちづくり懇談会により策定委員会で御提案させ

ていただいている内容等について御説明し、御意見を頂戴したいと考えておりますし、並行して
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パブリックコメントを行い、今後さらに広く町民の皆様からの御意見をいただきたいと考えてお

りますので、御理解願います。 

 川端議員から御質問の大きな２点目の指定管理者に移籍した老人福祉施設職員の処遇は確保さ

れているのかについて御答弁申し上げます。令和３年４月１日より高齢者福祉施設６施設を指定

管理者制度を活用し、民間委託としてスタートさせ、介護職員の方々については指定管理者先へ

転籍していただき、引き続き町有施設の管理運営を行っていただいておりますが、転籍された職

員の転籍後のフォローは確実に行わなければならないものと考えております。 

 転籍に当たりましては、現給保障や退職金を含む給与要件等を転籍に係る個人面談において諸

条件などを記載した個別調書を職員にお示しし、御説明させていただいております。また、勤務

条件等につきましては指定管理者からの会社説明会を行い、転籍に当たり諸条件をお示しした上

で個別に雇用契約を結び、転籍いただいているものと承知しております。転籍された職員の状況

の確認につきましても、高齢者福祉施設の移行に伴い昨年設置しました職員の相談窓口は現在も

継続して設置しており、直通番号により電話での不明点などの御相談は、移行当初より数は減少

しておりますが、現在も御利用いただいております。また、管理運営業務を円滑に実施するため、

指定管理者と情報交換及び業務の調整等につきましては、所管する健康推進課や医療・介護対策

室において行っており、その際にも転籍された職員等から状況を伺う機会は多々あり、転籍職員

の状況把握に努めております。今後におきましても転籍職員に対しては、十分な配慮ときめ細や

かな対応を行っていきたいと考えております。 

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、川端議員から御質問の大きな項目の３点目、議

会の政策提言への取組状況についての１点目、ピュアの利活用と中心市街地の活性化に対する進

捗状況について御答弁申し上げます。 

 本件につきましては、平成30年に議会から御提言をいただいたところでございます。提言の内

容は３点ございまして、概要を申し上げますと、１つ目に中心市街地の活性化を図るため、観光

客の誘因を促すためにみゆき通り商店街の空き店舗やピュア内に観光案内機能の配置など、市街

地活性化の核施設としての持続可能な利活用についての調査検討の実施、２つ目に後継者不足や

売上げ減少などを背景に廃業する商店の増加が危惧されることから、ピュアの持続可能な利活用

と並行して空き店舗対策への取組強化についての調査研究の実施、３つ目に高齢者等買物弱者対

策が求められており、買物弱者をつくらない仕組みの構築についての調査研究の実施というもの

でございました。 

 町では、議会からの御提言も踏まえ、ピュアの利活用を推進するため、令和元年４月に庁内の

関係各課の職員から成るピュア有効活用プロジェクト会議を発足させ、同年５月から11月までに

５回のプロジェクト会議を開催し、検討を重ねるとともに、この間ピュアの施設見学会やピュア

の利活用アイデア募集等に取り組みましたところ、元年８月にはピュア２階に学習塾が、同じく

９月には１階に軽自動車販売店が入店するなど状況が好転してきたところでございまして、一連

の取組の経過について令和２年２月27日開催の議会全員協議会に御報告をさせていただいたとこ

ろでございます。また、その後も令和２年３月に２件の入店があり、現在１階、２階合わせて８

事業者が入店されているところでございます。現在もＳＮＳなどの各種媒体を活用し、ピュアへ
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の入店を募っておりますが、コロナ禍でもあり、現時点で新たな入店の問合せ等はございません

が、引き続き新規入店に向けた情報発信等に努めてまいりたいと考えております。 

 なお、議会からの御提言にあります観光案内機能に関しては、現在旧静内駅舎に併設して観光

情報センターが設置され、観光案内の機能を担っておりますが、ＪＲ日高線廃止によるバス転換

後もこの観光情報センターは引き続きバスターミナルとして交通の拠点となっておりますことか

ら、ピュア内やみゆき通りの空き店舗に観光案内機能の移転等を行うことは現時点で考えており

ませんので、御理解願います。 

 空き店舗対策については、現在商工会と連携して経営発達支援計画に基づく創業支援事業や事

業承継対策に取り組んでおります。最近でも商工会において経営相談を受ける中で、みゆき通り

の空き店舗が活用された事例もあり、出入りはございますが、みゆき通り商店街においてはこの

数年で新規入居も生まれておりますので、引き続き商工会や通り会と連携して空き店舗の活用や

商店街の活性化に取り組んでまいります。 

 買物弱者対策については、ピュア内の野菜直売店が店舗面積を拡大し、食料品や一部の日用品

も含め幅広い商品を取り扱っており、周辺のお年寄りや車を持たない方にも多く利用されている

と伺っております。また、町内でも大手スーパー等の移動販売車が利用されており、町内におい

て買物弱者に対する一定のサービスが展開されているものと認識しておりますが、引き続きその

動向を注視し、必要な対策について調査研究を行っていき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３点目の議会政策提言のうち交通弱者対策の推進に

ついて御答弁申し上げます。 

 令和元年12月にいただきました提言の中で、交通弱者対策に対する提言内容としましては大き

く５点ございました。１点目としてデマンド型交通の導入、２点目として三石コミュニティバス

の有料化、３点目としまして高齢社会における多様な交通手段の構築、４点目としてバイオディ

ーゼル燃料の活用、５点目として地域内公共交通網の構築というものでございましたので、それ

ぞれの項目に従いまして現在までの状況を御説明申し上げます。 

 まず、５点のうち１点目のデマンド型交通の導入、２点目の三石コミュニティバスの有料化、

また５点目の地域内公共交通網の構築につきましては、これらをばらばらに議論するのではなく、

密接に関連する一体のものとして検討を進めているところでございまして、現在町民意向の集約

と各種法的要件、また先進地事例などの情報収集に努めているところでございます。その中でデ

マンド型交通につきましては、全国の多くの自治体で導入していることを把握しておりますが、

比較的行政区域がコンパクトである本州の自治体での事例が多く、広い行政区域を有する当町な

どには課題も多く考えられることから、現在行っている町民の意向集約等が終わり次第、町内の

交通事業者などを交えながら、現実に当町においてデマンド型交通が成り立つのかを含めて慎重

に検討を進めていきたいと考えております。三石コミュニティバスをはじめ、町が無料で運行し

ている各種バス路線の有料化につきましては、持続可能な公共交通網を構築する上で重要な視点

であると考えますが、有料化には法的な要件や制約などが伴うことから、室蘭運輸支局などをは

じめとする関係機関にアドバイスをいただきながら、こちらも慎重に検討を進めていきたいと考

えております。 
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 ３点目の高齢社会における多様な移動手段の構築につきましては、健常者が利用する一般公共

交通網と身体障がい等により一人ではバス等を利用できない方の移動手段とを分けて検討しなけ

ればならないと考えてございまして、現在は既存の施策を継続しながら、国をはじめとする関係

機関から情報収集に努めているところでございますが、今後におきましては現在進めている地域

内公共交通の検討とも連動させながら、移動手段の充実に努めてまいりたいと考えてございます。 

 最後に、４点目のバイオディーゼル燃料の活用につきましては、当町に情報もノウハウも圧倒

的に不足している状況もあり、具体的な動きには至っておりませんが、国を挙げて取組を推進し

ておりますカーボンニュートラルにも資する部分でございますので、バイオディーゼル燃料に特

化せずに、エネルギー政策全般について当町のような小規模自治体において現実的にどのような

取組ができるのか、引き続き研究を進めてまいりたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 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) 川端議員からの御質問の議会の政策提言の取組状況についての２点

目、六次産業化の取組の強化について御答弁申し上げます。 

 まず、六次産業化については、以前から町長からの指示を受け、情報収集等に努めてきたとこ

ろでありますが、さらに令和元年12月に提言をいただき、関係部署と連携した今後の取組につい

て回答をしたところであります。 

 そこで、これまでの六次産業化の取組状況についてでありますが、当町にはみついし牛、太陽

の瞳、みついし花だより、三石春立ブリ、春ウニ、日高昆布などの地域ブランドのほか、多様な

農林水産物があります。これらの産物を活用し、農林水産業者が自ら加工や流通販売を行うとい

うことは、一次産業に加え二次産業、三次産業の全てを担うということであり、これには多額な

資金や専門的な知識が必要となることから、決して事業化へのハードルは低いものではないもの

と認識しているところであります。このため当町としては、農林水産業者が生産、収穫した産物

を町内の製造業者などが加工し、販売するいわゆる地域内六次産業化を推進していくことが互い

のリスク分散と新たなビジネス化となり得るものと考えております。現在は、ドリカム推進事業

を活用した農林水産物の加工開発や販路開拓を振興しており、提言後の令和２年度からは新たに

11品目が事業認証されておりますし、町内事業者と関係機関、団体との六次産業化に向けた勉強

会も開催してきたところであります。六次産業化の取組は、非常に幅広い分野に関係し、事業形

態も多岐にわたることから、関係機関、団体、地元業者などと連携しながら、町内の多様な農林

水産物を活用した新たな商品化と販路拡大に取り組んでいくとともに、まずは農林水産業の経営

基盤の強化、所得向上を図りつつ、地域内六次産業化を推進してまいりたいと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 一通り通告している質問に対しては答弁をいただきました。これから具体

的に質問していきたいと思いますので。 

 まず、答弁の中で、答弁の中といいますか、この病院の改革プランを進めるに当たって、非常

に大きな課題であるにもかかわらず、三石病院の入院病床をなくすというという三石地区に特定

して関わったことに関して地域の住民から全然話を聞いていない、これは一体どういうことなの

ですか。まず、そこから聞きます。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 
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〇医療・介護対策室長(及川啓明君) 三石の病院のことを三石の地域の方に意見を聴取していな

いという御指摘ですけれども、まず令和元年10月に策定させていただいた基本方針をまちづくり

懇談会の中で説明させていただいて、そこの中で病床をなくすということについては本当に様々

な御意見をいただきました。先ほど壇上でもお話しさせていただいたのですが、そういう御意見

をいただいた中で、町として三石地区に病院を置いて持続可能にしていくためには在宅支援診療

所、いわゆる在宅型の医療提供を拡充した上で続けさせていただきたいという提案を今回新たに

具体的にさせていただいて、まちづくり懇談会やパブリックコメントも含めて今後地域の方々か

ら御意見をいただいてというような、そういう形で進めさせていただくということで考えてござ

いますので、御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) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 基本方針を出して、基本方針について地域で多くの反対意見出ました。そ

れから、議会でもいろいろと意見を出しています。それから今までの期間、相当な期間を過ぎて、

また同じような考え方の中で進めていく。地域の意見を聞く。まち懇は２月の上旬から中旬にか

けてです。３月の末まで、この間でどうやって地域の意見を検討していくのですか。ただ聞きお

いたということでやろうとしているのですか。町長、どうなのですか。 

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) 改革プランの策定目途としては、今年度中ということでお

示しをさせていただいておりますが、新ガイドラインというか、ガイドライン自体もまだ発出さ

れておりませんので、また地域の方の御意見をいただいた中で再考しなければならない部分も出

てくるかもしれませんので、そこは十分に御意見を集約させていただいて、議会等にもお諮りさ

せていただいた中で策定をしていきたいというふうに考えています。その中で、この目途として

いる３月中に策定ができないという場合も我々はあるというふうに思っております。目途として

は今年度中に策定させていただきたいと思っていますが、住民の方の意見や議会での御意見、そ

こがまとまらなければそれを進めていくということはできませんので、その辺りは十分慎重にや

らせていただきたいというふうに思っています。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 言葉尻を取るようで申し訳ないのだけれども、意見がまとまるというのは

どういう状態のことをいうのですか。 

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) 改革プランの中で今回新たに具体的に提案させていただい

ている内容としては、三石国保病院を将来的に持続可能な病院とするという提案で、在宅医療へ

の転換ということも今度はセットに今後まちづくり懇談会等で御説明をさせていただきたいとい

うふうに思っています。町としては、病床を静内病院側に集約させていただいて、経営の部分も

鑑みて効率的に行っていきたいというのがこれが町の提案でございます。それに対して今後御意

見をいただく形になりますので、その町の考え方と御意見とということで、御理解をいただくよ

うな努力をこれから我々はしていかなければならないという意味でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) はっきりしないのですけれども、３月にこだわらないということですか。

そこのところだけは確認しておきたいと思います。 
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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) 所管の委員会の中でもお話をさせていただいているところ

でもあるのですが、あくまでも我々の作業スキームとしていつまでにつくるということを言わず

に進めることにはなりませんので、今年度中、３月目途ということでお示しをさせていただいて

おりますが、それを１年後ろ倒しにするとかということではありませんが、病院経営の改善をす

る上で改革プランは非常に喫緊に作成しなければならないものという認識もございますので、３

月目途としておりますが、３月までに何が何でもつくらなければならないという考えではござい

ません。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) そういうことであれば、この改革プランの説明の中にどうして最初からそ

ういうふうに言わないのですか。通常何としても３月中に上げるよという中で考えると思うので

す。違いますか。 

 そして、また言いますけれども、まずは大きな方向について意見が有床化は無理だと、無床化

にしたいのだと、それならそれでもっと早くに地域の住民と膝を交えてしっかりと議論を交わす

べきでないですか。違いますか。行政のやり方ってそういうものですか。 

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) 住民の方の意見集約については、繰り返しになりますが、

１月、年明けから始まるまちづくり懇談会、これは静内地区、三石地区、両方の地域の方に町民

全体の問題として同じような形で御説明をさせていただいて、御意見を今後いただきたいという

ふうに思っています。そういった御意見も踏まえながら、最終的な成案化していく作業を進めて

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) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) それでは、再質問に入ります。 

 総務省のアドバイスは、単に病院経営の収支というだけでなく、三石国保病院有床診療所の検

討という中には地域医療の必要性ということも十分に含まれていることだと思うのです。有床病

床の検討という総務省のアドバイスの内容、中身というのはどういうものだったのですか。そし

て、無床化についての検討は随分したようなのですけれども、有床化についての検討というのは

具体的に本当にしているのですか。 

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) 今川端議員御質問いただいている内容は、平成28年度のと

きにアドバイザーの助言を受けた内容ということでよろしいでしょうか。 

〔何事か言う人あり〕 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) 28年です。28年に受けているアドバイザー事業なのですが、

そのときには、壇上でも御答弁させていただきましたが、歌笛診療所の廃止、そして有床化、無

床化、いずれにしても診療所として無床診療所、有床診療所、病院ということではなくて無床診

もしくは有床診、診療所にするということを検討しなさいという助言をいただきました。我々当

然今回三石病院の将来的な在り方をどうするのかという検討をさせていただいたときに、有床診、

無床診、両方で考えてございます。その両方で考えるときに必要なツールとしては、やはり人材

の確保、そして収支の状況というその２つをメインに検討させていただいております。そこは有
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床診の場合、無床診の場合、いずれも全てのパターンでシミュレーションをさせていただいて検

討させていただいた結果、壇上でお話しさせていただいたとおり、人員の確保、そして収支の状

況を鑑みても有床診での医療提供は難しいという判断で今回の御提案に至ってございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) そして、ガイドラインの発出がまだないと。当初であれば３月末までに、

今年度中につくりなさいよというガイドライン、それがまだ出ていないと。出ていない中で、ど

うして急いでやろうとするのですか。そのガイドラインの中身というのは、正式な通知がないま

でも中身というのは非公式にでも通知されているものなのですか。 

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) 今回壇上でも御説明させていただいたとおり、本来だった

らガイドラインというのが昨年度中に出ていたはずなのですが、それが新型コロナウイルス感染

症には渦中で延伸されているということです。町の考え方としては、たまたま改革プランの策定

のタイミングで、基本方針で示させていただいた後に本来だったら実行計画的なものをまた別に

新たにつくってということになろうかと思いますが、その実行計画をつくるのではなく、病院の

経営の改革プランの中でそこを整理させていただく必要があると。それぐらい収支状況も病院の

人員的な確保も喫緊の課題だということで、今年度中にそこの方向性についてはお示しをさせて

いただいて、準備を進めさせていただきたいということで、改革プランをもって基本方針で示さ

せていただいた実行計画書としたいというお話をさせていただいております。 

 そこで、改革プランの内容なのですけれども、総務省からやっと中間取りまとめの素案が出て

まいりました。先週の10日の日に出た内容なのですが、改革プランの内容については従前の経営

改革プラン、これを経営強化プランという形で改革プランの後継計画として示す予定であるとい

うふうに示されました。具体的には機能の分化、連携強化の推進ですとか、新感染症に備えた平

時からの対応という部分で新型コロナウイルス感染症対策ですとか、そういった現行の部分と新

たに追加された部分の項目については示されました。ただ、従前のガイドラインから大きく枠を

外れるものではございませんので、我々としては新たに追加した内容が今検討させていただいて

いる内容と乖離しないかどうかというところを判断させていただく必要はあると思いますが、現

行のガイドラインを使用しても問題ないというふうなところで考えて、今進めさせていただいて

います。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 説明については分かりました。 

 三石病院の無床化の検討の中で、患者の搬送に伴う身体的リスク、あるいは時間的リスク、こ

れはどのように評価されたのですか。 

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) 今回、しつこいようですけれども、在宅での医療提供とい

うところを拡充させたいという御提案でございます。その中で、今までは通院困難者が三石病院

まで通院しなければならなかった部分を必要があれば往診…… 

〔何事か言う人あり〕 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) という対応をするという拡充です。物理的なお話になりま

すので、静内病院のほうに病床を集約するということになれば、搬送にかかるというか、病院ま
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で行く時間は、そこは患者様に御負担をさせていただくということにはなりますが、総合的に考

えてそこの部分は集約化させていただきたいというのが町のほうの提案でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 後でまた話しますけれども、あまり時間ないのですけれども、三石から静

内まで20キロあるのです。そして、病院に来て、病院に入院している人、入院しなければならな

い人というのは身体状況も悪いし、精神状況も悪くなっているし、非常に大きな身体的な負担と

か精神的な負担を抱えている中で、静内に来ても、浦河へ行っても20分、やや20分かかるのです。

そういったところのことも考えているのかと。財政的なことというのは十分分かります。人の痛

みを感じながらプラン策定に当たったのかどうなのか。行政の役割というのは、命と健康と財産

を守ることではないですか。もちろんその中で財政が成り立たなかったらどうもならないです。

だけれども、財政の前に命ではないですか。そこのところの検討を十分にして、地域の人と十分

に話をする、その手続が抜けているのではないですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 藤沢保健福祉部長。 

〇保健福祉部長(藤沢克彦君) 今川端議員御指摘の財政よりも住民の命、それ当然だと我々も思

っております。ですが、１つ御理解いただきたいのは、今壇上でも及川のほうから御説明させて

いただきましたが、10年後、20年後の新ひだか町の医療を守るためにはどうしたらいいかという

ことで、我々最初は、申し訳ないのですけれども、お金のことだけを中心に考えていたところは

なきにしもあらずでした。ただ、それよりももっと重要なのは、病院を10年後、20年後確保する

ために何が一番必要かと考えたときに、やはり医師、それから看護師のスタッフをどうやって確

保していくか、そこが確保できないと、病床をなくすだとかということではなくて、病院そのも

のを失ってしまう可能性があるというところが一番今重要であるという考え方でこの計画を進め

させていただいております。基本的に住民の方に、入院するために20キロの距離がありますので、

負担はかかるかもしれませんが、それの中でも僕らは病院自体、診療施設自体を維持していくこ

とのほうが大事だという観点から、今こういう御提案をさせていただいているというところもご

ざいます。それに今この改革プランができたからといって、すぐあしたから病床がなくなるとい

うことも考えておりません。基本的にこの計画がなりましたら、次は訪問診療を一緒にやってい

ただけるお医者さんを今度は探さなければならないと思っていますし、そのお医者さんが見つか

らない限りは病床自体をなくすこともできないと思っています。我々が三石地区の医療を守るた

めに、まずはそういう形を目標にさせていただきたい。そのために僕らは、認めていただければ

それに向かって事業をさせていただきたいというのが本来の目的でございます。このまま有床診

のまま、病院のままの形で持つことも僕は町民がどうしても病床、住民みんながそういう考えが

あるのであれば、改革プランについてもそこは書き換えていかなければならないというところも

思っておりますが、ただ５年後見据えたときに果たして今の医療環境、職場環境で新たなお医者

さんが来ていただけるかということを考えると、非常に厳しい状況であると思っております。そ

ういう中でいろいろな考えを巡らせた中で今町としては、大変申し訳ないところもあるのですけ

れども、三石病院の無床診療化について御提案をさせていただいているところでございます。あ

まり答弁長くなると怒られるからあれですけれども、これについてはこれから町民の、特に三石

地区の住民の方に御説明をさせていただいて、また御意見をいただいて、改革プランのほうに反

映はさせていただくことになるかなというふうに思っております。 
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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) 今部長答弁の中で将来の人口のことであるとか、往診というのですか、在

宅医療の関係の話も出ていました。私もこれ後でまたします。そのとき、さっき壇上の答弁でも

あったのだけれども、静内地区にはたくさんの病院と、たくさんと言っても数は限りありますけ

れども、クリニック等あって、その中で診療科ダブっているところあります、静内町立病院にも。

そこのところの具体的なことは何にも話として出してこないで、財政が大変なのだと。静内地区

の人が静内の病院に行くのに静内病院なくても何分かかりますか。３分か５分なのです。町立病

院のことを言うのであれば、静内病院、三石病院、どっちにどれだけのお金をかけながら、そし

たら静内病院の改革も併せて具体的にこういうふうにしようと、そういう提案もあれば、話とし

て進めなければいけないと思います。片一方は温存する。診療科ダブっている。だけれども、そ

れは温存するよ。そして、片一方は金ないからやっていけないよ。そんな話どこにありますか。

再質問の項目まだありますので、順序よくやっていきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 今は質問ではないの。 

〇２番(川端克美君) 今は質問にまとまらないので、取りあえずそういう思いの中で質問をして

いくということで捉えていただきたいと思います。 

 答弁の中にもありました策定委員会の関係なのですけれども、町長が諮問して策定委員会から

答申をもらうと、それでは策定委員会の負担が重いだろうと。町長が委員長になって、そこでじ

かに皆さんの意見を聞くのだと。委員さんのほうはそれこそ重たいのではないですか。町長がこ

ういうふうなことでやりたいのだと出してきたやつをこれはどうなのだ、ああなのだ、これでは

まずいのでないか、そのほうがよっぽど意見出しづらいのではないですか。ここのところどうで

すか。もう一回聞きます。 

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) 会議体については、様々な御意見や考え方がそこはあろう

かと思いますが、町が今なぜこのような会議体で委員会を設置させていただいているかという部

分に関しては、壇上で御答弁させていただいたとおりでございます。ただ、総務省のアドバイザ

ー今回入っていただいていますが、アドバイザーも今そういう改革プランの策定委員会に様々な

自治体で参加させていただいているらしいのですが、昔であれば、旧態依然、従前であればいわ

ゆる町長が座長ということではなくて、民間委員さんにやっていただいて、その答申を受けてと

いうパターンが多かったようですが、近年は設置者である市長ですとか町長が中心になって議論

に参加していくということがむしろリーダーシップが発揮されているということで、そこの部分

はむしろ評価されるべきではないのかということで、アドバイザーのほうからはそういう御意見

もいただいてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) これについては、どういった方法がいいのかというのはいろいろ考え方あ

ると思います。ただ、皆さんから町立病院、そして新ひだか地区の病院の在り方についてどうで

すかという何にも決めたものを出さないで意見をざあっと聞くと、自由な意見を聞くということ

であれば、それは本当に有効な手段だと思います。だけれども、こういうふうにしたいのだと言

われて、そこに町長がいて、それはまずいのでないですかというのはかなり言いづらいと思いま

す。それは、また町長に後で考えてもらえばいいのですけれども。 
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 この検討委員会の下部組織に推進幹事会があります。いずれも三石国保病院の関係者が入って

いないのです。推進委員会及び検討委員会は、三石国保病院の医療関係者から十分に話を聞いて

いるのですか。 

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) 三石国保病院の関係者が入っていないという認識はなくて

…… 

〔何事か言う人あり〕 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) 組織的にはこの４月から静内病院と三石病院、１つにしま

して、事務長も連携室長も、また総師長も同じ公器の公の器の１つの病院として体制を取って４

月から運営をしておりますので、また具体の現場のお話については三石病院の師長等とヒアリン

グを重ねさせていただいておりますので、現場の実態というところも把握させていただきながら

進めさせていただいているというふうに認識してございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 覚えていないかもしれないのですけれども、何回くらいそういった事情を

聞いているのですか。 

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) 定例的に院内会議等も含めますと相当数その状況について

はお話しさせていただいておりますし、看護師とは３回程度だと思いますけれども、町が今こう

いった形で進めたいのだという案を出させていただいた都度、師長のほうには相談させていただ

きながら進め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) 三石病院のほうは師長から聞いて、おおよそのことはそうであろうという

判断をしたということですね。 

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) もちろん師長だけではなく、院内会議、定例会の中、もし

くは事務方とも協議はさせていただいておりますので、そういった現場の現状についても十分ヒ

アリングはさせていただいているというふうに思っています。 

〇議長(福嶋尚人君) 本庄副町長。 

〇副町長(本庄康浩君) 幹事会の話でございますので、幹事会は私が座長をやっておりますので、

それで今のやり取りずっと聞いておりましたが、川端議員さん自体の入りが三石国保病院を私た

ちが何かなくそうとして一生懸命プランをつくっているように聞こえるのですけれども、私少な

くとも支所長もやっていましたから随分思い入れがあって、議論の中ではこれを残すためにどう

したらいいのだというようなもちろん意見も言っております。ですから、私たち少なくともそれ

ぞれの立場はありますけれども、新ひだか町全体の物見をしながら議論をしているわけです。で

すから、何かこっちだけ助けて、こっちを助けないとか、そういうような物の見方で発言してい

る者は一人もいないわけです。ですから、先ほど部長が申し上げたように、確かに現象としては

２つの病院があって、一つの言葉としては何々病院という言葉が出くるかもしれません。ただ、

全体、新ひだか町民のための医療改革というか、そのときにどういうふうな形でこれから進めて

いったらいいのか、医療スタッフの問題ももちろんのこと、ですから三石の医療を確保するため
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にというもしも三石に特化して物を言うとすると、三石町民の医療をどうしていったらいいのだ。

ですから、まず最低限外来をなくすなんていうことは誰も一言も言っていない。絶対にこれはな

くせないよというのは合併時から申し上げていること。ですから、まずそこについてはぜひ同じ

認識。そういう中で、それでは入院患者がここまで減ってきている現状、ここら辺を踏まえてい

くと、それではそれぞれに入院病床を持っているのが正しい選択なのか。将来を見据えたときに、

これは何か考えなければならないのでないかというところで議論をしています。ですから、今度

つくるプランは５年計画ですから、少なくても５年間総体的にこれから将来を見据えていったと

きにどんな方向で進んでいくのか。ですから、皆さんの御意見がこれからもそのプランの中で５

年後に向けて検討していきましょうという答えになるかもしれません。ですから、両論併記にな

るかもしれません。ですから、そういうことを踏まえながら、現状を見据えて議論をさせていた

だきたいという提案を今及川室長が一生懸命話ししておるのです。ですから、そういう趣旨でお

聞きいただきたいと思いますから、私今手を挙げたのは余計なことかもしれませんけれども、三

石の側からの物の見方だけという議論ではなかなか新ひだか町の問題としては取り上げられない

ので、そこら辺は平たく、全員議員さんは新ひだか町の議員さんですから、別に三石の議員さん

だと思っていませんから、そこをよく御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) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) せっかく副町長が答弁してくれたからなのですけれども、どう公平に見た

って三石病院の無床化については随分詳しくやっている。だけれども、静内病院の新ひだか地区、

静内地区の民間病院を含めた病院の在り方についての検討というのは具体的にされているように

は思えない。どうのですか、ここは。 

〇議長(福嶋尚人君) 本庄副町長。 

〇副町長(本庄康浩君) 何度も繰り返しになりますけれども、ですから今三石が、三石とおっし

ゃるので、三石病院の地域の方々が今入院病床をなくしたときに、先ほど部長からも申し上げま

したけれども、今静内地区のお医者さんが訪問診療に三石地区に入っています。ですから、こう

いうことが今の入院病床に代わる手だてとして、在宅であっても訪問がされて診療を受けられる

ような仕組みがつくられるような実態、こういうことも一生懸命検討しながら、ですから何度も

申し上げますけれども、どういう形が住民にとって一番いいのか、そして経営的にも望ましいの

かということを議論している。静内地区が何か議論していないようなことを言っておられますけ

れども、静内地区のもともとやっておった、ちょっと頓挫しましたけれども、診療科目の混合診

療ですとか、そういうこともそれぞれが持っている味をうまく融和しながらやっていこうという

議論や何かもしていて、公立病院の診療科目の在り方や何かも検討はさせていただいているので

す。ですから、静内地区の病院にあってもここの部分はバッテン、ここの部分はマルとかという

ことも議論しておりますので、何か偏った見方されているように思うので、申し上げておきます。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 平行線となると思うので、これ以上言いませんけれども、診療科目につい

ては、静内病院の診療科目、三石病院と同じようにこれについては診療科目、民間病院との一覧

表の中でここは重複しているとか一応出ていました。それについての言及というのがないと思っ

ています。具体的に三石病院は入院病床やめようと。財政的にもあれだし、人口も減っているし、

受診者も少ないし、やめようと非常に具体的に出ています。それもお金があればそれはそれでい
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いよと、財政が豊かであればそれはそれでいいよという話にもなるのだと思うのです。だけれど

も、もう一方の、またそれはうがった見方だとかと言われそうだからあまり言いたくないですけ

れども、静内病院の在り方、ともに約１億円赤字しているわけです。だけれども、それも地方交

付税であるとか診療報酬であるとか、そういったのの余りというと、本当に一般会計が身銭切っ

ているところは１億円、両方合わせて２億円、２億5,000万円かそんなものだと思うのです、ざっ

くり言って。私言っているのは、命と健康と財産を守る、このために例えば三石病院に１億円出

すのがそんなに厳しいのかと、つらいのかという話なのです。外来機能を残したとして、そした

ら外来機能を残したときに一般会計が身銭を切らなければならないところは何千万円なのか、ま

たは収支合うのか。もしかしたら合うかもしれません。そういったところもきちんと出してもら

わないと分からないです。自分たちだけが分かっていればいいのだと、そんなことにはならない

でしょう。３月末までにどうしても決めなければならないというものではないということで了解

しますけれども、本来だったらもっともっと住民に情報を公開して、意見を聞いて、そして理解

してもらう、そういった作業をしっかりとやるべきだと思うのです。それが開かれた行政であっ

て、住民の意見をよく聞く透明な行政ではないですか。 

 質問に移ります。先ほど訪問診療の関係もありました。土曜日、日曜日、祭日の医療体制はど

のような体制を考えているのか。これだってお医者さんがいなければどうもならない、看護師さ

んがいなければどうにもならない話だと思うのですけれども、どうにもならないから、いや、ど

うもならないわと、入院病床はなくしたけれども、医者の手当てもつかなかった、看護師の手当

てもつかなかったと、そうなるおそれもあるのではないですか。それから、たとえ救急車で搬送

されて、浦河あるいは静内に来ても、帰りは自分で帰らなければいけないのです。お年寄りが１

人で暮らしている、２人で暮らしている、80、90を超えたお年寄りが自分で帰らなければいけな

い、自分で負担をして帰らなければならない、そういったところもしんしゃくされたのかどうか。

これ質問です。 

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) 患者様の通院状況ですけれども、今回御提案させていただ

いているのは、先ほど部長からも御答弁させていただきましたが、将来にわたり安定的に持続可

能な医療供給体制にするためには今回御提案させていただく形がというところで御提案させてい

ただいています。もちろん川端議員御指摘のとおり、一つ一つデメリットも町のほうとしても洗

い出してございます。ただ、全般的に全体的に便利になる、命と健康を守れる体制になるという、

そういう総合的な視点から、病院自体を三石病院、静内病院ということではなく１つの公器とし

て取り扱って運営をしていくという、それぞれのいいところを補完しながら継続させていくとい

うのが今回の提案だというふうに思っています。ですので、圧倒的に日々受診される受診の通院

の手間が在宅に転換されれば、その受診に三石病院まで行かなくてもよくなるということは、そ

こはいいところ。ですけれども、今川端議員御指摘のとおり、もし仮に入院するということにな

って静内まで運んで、そこから帰るときに足がなくなるという、そこのよくなる部分と御不便を

かけなければならないところというそこは今回新たな御提案をさせていただく中でいろいろ出て

くると思います。ただ、全体的に財政面、あとは人的な人の確保、そして持続可能な医療供給体

制にするために今回はこのような御提案をさせていただいているということになります。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 
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〇２番(川端克美君) そうしたら、地域住民に説明をするときには、こうなればいいなというふ

うに考えているというのではなくて、こういうふうにしますという形で提案されるのですか。 

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) 住民に御意見をいただく前に、こういうふうにしますとい

う御提案はなかなかすることができないというふうに思っていますので、今お話しさせていただ

いたような町が今現行考えている将来的なビジョンについては、しっかりお示しできるようなも

のとして御提案させていただきたいというふうに思っています。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 時間もあまりないようですけれども、まだまだ質問したいことってあるの

です。ただ、これだけは町長のお考えを聞きたいというのが１点あります。私はこれまで、副町

長よく御存じだと思うのですけれども、合併の功罪についてしゃべったことはありません。だけ

れども、今50人弱の医療スタッフが大幅に減少する、これが地域に及ぼす影響というのは計り知

れないというふうに思っています。旧三石町は、５人の保健師を配置して、旧です。今ではない

です。今は誰もいないですから。訪問指導を中心として介護指導、保健指導を行ってきた。合併

以降保健師の減少、そして現在は常駐保健師はいない。介護支援センターに来ている保健師はい

ます。そして、今度は医療スタッフの大幅な減少だと。これを迫られている。土曜、日曜、祭日

は無医地区になる。以前の答弁の中で、藤沢部長は土曜日の午前中は診療するというふうなこと

も言っていました。だけれども、基本的には土曜、日曜、祭日は無医地区になるのだろうなと。

地区と言っても過言ではない。前の町長のときに融和と一体ということで随分と溝を埋めようと

していた。しかしながら、20キロ離れたところに医療機関がないと、土曜、日曜、祭日に限って

ですけれども、そういう状態が出てくると。保健医療がずたずたにされようとしている、これは

私だけでなくて、三石地区住民がそう思っていると思うのです。合併まで大きな努力を積み重ね

て、医療の確保、保健師の確保をしてきた。合併後は、静内地区への集中と三石地区の縮小が続

いている。しかも、ここ数年の動き、数年です。壊滅的だと、そう思います。コンパクトなまち

づくり、これは私も十分理解するところです。地域住民への説明もほとんどないままに病院事業

の改革プランを策定することには全く容認できません。この数年間で地域住民は大きな失意の中

にいる。 

〇議長(福嶋尚人君) 川端議員、質問に切り替えてください。 

〇２番(川端克美君) 再考を求めます。町長のお考えは。 

〇議長(福嶋尚人君) 町長。 

〇町長(大野克之君) 結論から申しますと、再考する気持ちはございません。私は、川端議員の

質問の中にもありました｢わ｣というもの、それを大事にしたいというふうにお話しして選挙戦に

出させていただきました。この｢わ｣は、平たく言いますとみんな仲よくしようやと、仲よくして

ざっくばらんに話ししましょうやということだというふうに私は思っています。平たく言うとで

す。そういう中で、今この病院の問題について議論をしていると、川端議員の御質問の入り方も

そうなのですけれども、全然案件によっては聞く耳を持たないというふうな感じがあるのです。

私は、そういうことではなくて、我々こう考えているけれども、どうだろう、いや、そんなこと

にはならぬだろうと、こうキャッチボールやりながら物をつくっていくものだというふうに思っ

ているのです。そのキャッチボールやる中で距離感が縮まって｢わ｣が醸成されてくるというふう
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に思っています。ですから、私は仕事のやり方がそれはおかしいと、その考え方がおかしいと言

われるのであればそれは甘んじて受けますけれども、私はそういう形で仕事をやっていく、これ

が一番大事だろうというふうに思ってやってきているところです。 

 それと、ちょっと御質問にはなかったのですけれども、委員会の話です。自由な発言ができな

いのではないかという…… 

〇議長(福嶋尚人君) 町長、思いは分かりますけれども、質問していないことに関しては答弁し

ないでください。 

〇町長(大野克之君) ぜひともしたいのですけれども、よくないですか。分かりました。 

 以上でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) 町長の再考する考えはないと、これは先ほど部下職員の部長あるいは課長

の言っていることと若干矛盾するかと思うのですけれども、それはそのまま受け取っておきます。

病院の問題については、町長が再考する考えないというふうに言った以上、あの改革プランで進

んでいくものだというふうには思います。しかし、それが町長が思っている｢わ｣の醸成、｢わ｣の

実現、それについてはまたやり方を再考していただきたいなというふうに思います。 

 ２件目の指定管理者のところの老人福祉施設の関係なのですけれども、１点だけ確認しておき

ます。町が設置している老人福祉施設、そこに町の職員が移籍したと。現場に行ったことはない

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) 現場には常時、特に今年度は移管して初年度ということも

ありまして、何か不具合等がある都度現場のほうに、コロナ禍ということでなかなか規制もある

のですが、十分に衛生対策させていただいて、都度現場に行ってお話しさせていただいていると

いうのが現状です。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) そしたら、町が運営していた当時の老人福祉施設、蓬莱荘であったり、静

寿園ですけれども、利用者についての不便もないと、それから職員もそれぞれきちんとといいま

すか、職務に就いていて順調に運営されているという認識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) 御利用者様に従前と変わって御不便をかけているというと

ころはないというふうに思っています。また、職員につきましては、やはり今まで町がやってい

た運営体系から大きく民間のやり方に変わっていますので、そこは戸惑いや迷い等があって、非

常に御苦労されているというふうには思っていますが、そこはいろいろお話を聞かせていただい

ている部分もございますが、徐々に慣れていっていただいて、安定的な業務が行えるようにとい

うところで願っております。 

〇議長(福嶋尚人君) ２番、川端君。 

〇２番(川端克美君) １点だけ、施設を指定管理者に移管してから職員の数というのは、たしか

206人だったか204人から160人程度になったと思うのですけれども、現在の職員数、役場から移籍

した職員数、これ何人いるのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 
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〇医療・介護対策室長(及川啓明君) 役場から移籍した方、４月１日時点が189名になります。現

在が187名、退職者と採用者と異動者とおりますので、入り繰りはしていますけれども、11月１日

時点では△の２名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) 当然職員は減っているから、労働的には若干厳しくなっているかなという

ふうに思いますけれども、見立てとしてはこのまま推移するのではないかということで、老人ホ

ームのほうも業務に大きな支障なくいけるのでないかという見立ての中にいるのですか。そこの

ところだけ確認します。 

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) 指定管理者先でも現行の人員より働いてもらう方、職員増

やしたいというふうに考えてくれています。そこで積極的にチラシなんかも配布させてもらった

りだとか、ハローワークと共同して企業説明をやるなど努力をしていただいているところです。

また、プロポーザルのときに外国人の労働者をというところで、コロナ禍で一回止まっていたの

ですが、来年度を目途に本格的にそこも動かしたいというふうに言われております。医療介護ス

タッフの方は人数も減って、やり方も変わった中で非常に不慣れな状態で今頑張っていただいて

いますし、指定管理側もこの人数が妥当ということではなくて、負担を軽減させるような職員の

採用を行いたいという提案も今いただいています。 

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。以後も利用者にとって快適な施設となるよう開設者として

努めていただきたいと思います。 

 ３点目の政策提言の関係なのですけれども、おおむね了解しましたというより検討進んでいる

のだなというふうに思います。六次化産業のところについては、町長の指示により地域内六次化、

それからドリカムの推進ということで、我が町で取り得る手段の中で有効な方策を取りながら検

討していると、進めているということで、もっと進めていただきたいなと。ドリカムもできれば

道の補助につながるような、もう一つ規模を大きくして頑張っていただきたいなというふうに思

います。 

 それから、交通対策の関係では…… 

〇議長(福嶋尚人君) 川端君、要望にしか聞こえないのですけれども。 

〇２番(川端克美君) 失礼しました。 

 交通の関係なのですけれども、静内地域においても三石地域においても高齢者あるいは障がい

者というのは非常に移動手段大変です。これ早急に本当に検討していただきたいなと。タクシー

の月１回ぐらいの無料乗車券出すとか、身体状況に応じて出すとか、そういったことについてお

考えどうですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) 今壇上でも申し上げましたとおり、住民意向をいろいろお伺いしてい

ます。本当に様々な御意見があります。その中で、例えばバス停一つ取っても少し間引いて早く

運行してほしいという方もいれば、細かく止まってほしいという方もいらっしゃいますので、い

ろいろ難しい問題あるのですが、これからできれば地域の交通事業者の方々を生かしながら持続

可能な体制をつくれないかなというふうに考えていまして、これから地域の事業者の方々とお話
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しする機会をつくっていきたいなと。そこでどういうものをつくれるのか、まだ手探り状態では

ありますけれども、時間かけてというふうには考えておりませんので、早急に動いてまいりたい

というふうに考えてございます。 

〇２番(川端克美君) ありがとうございます。これで一般質問を終わります。 

〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。１時15分再開します。 

休憩 午後 ０時０４分 

                                            

再開 午後 １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。 

 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、この質問者席より６項目についてお尋ねい

たします。 

 まず最初に、財政健全化についてであります。この問題については、私過去にも何度か説明を

求めておりますけれども、なかなかいいお返事はいただいておりません。令和４年度の予算編成

も進んでいることと思いますが、一般会計における総額を令和４年度からの財政計画ではどの程

度を見込んでいるかお答えください。 

 来年４月には町長選挙がされますので、当然暫定予算となると考えますが、いかがですか。人

件費等の経常経費や投資的経費はどの程度ですか。また、暫定予算は選挙後で安定した財政運営

からどの程度が見込まれますか。 

 予算編成上、自主財源は制約のない貴重な財源です。新型コロナウイルス感染症の自主財源へ

の影響はどの程度ですか。予算編成上で自主財源とされる項目について項目別にその歳入の見込

みをお答えください。予算書上で自主財源というのは、町税、分担金及び負担金、使用料及び手

数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入というふうになっていると思います。 

 また、人口減少が進む中での…… 

〇議長(福嶋尚人君) 阿部君、項目別に立ててください。 

〇９番(阿部公一君) 全部続いている。 

〇議長(福嶋尚人君) １番、何、２番、何とかと。どこを質問しているか分からないのです。 

〇９番(阿部公一君) ４番です。人口減少が進む中での地方交付税はどの程度を見込んでいます

かと。交付税、地方交付税の積算ルールがあると思うのですけれども、その中でいろいろある条

件の中で人口がある程度大きい比重を占めていると思います。2015年では２万3,231人、2020年は

２万1,522人、国調ではないですけれども、今年の９月では住民登録で２万1,474人と順調に減少

しています。 

 令和４年度から５年間の財政計画の検討を進めていると思いますが、次の項目について町が…

… 

〇議長(福嶋尚人君) ５番目ですね。 

〇９番(阿部公一君) ５番目です。目指している安定した財政運営の視点からの見通しはいかが

ですかと。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、財政調整基金の残高

とか地方債の残高と。これらについてそれぞれの相互関係があると思いますので、その関係から
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見た見込額は幾らなのかお答えいただきたいと思います。特に経常収支だとか財政比率や財政健

全化指標なんかを計算する場合に標準財政規模が分母になっています。一般的にこれらの部分の

分母となり、数値を改善するというか、財政規模が小さくなればそれだけ数値は上がっていくと、

そういう現象は割り算の計算ですから当然のことだと思います。 

 それでは、次に移ります。防災訓練実施における課題は何かという点です。新型コロナウイル

ス感染症の終息が見通せない状況にありますが、避難所における防災訓練を実施したところでの

現状と課題は何かということです。先月11月に実施した訓練では、避難所数及びそれぞれの避難

者数をどの程度想定しておりましたか。 

 ２番目ですが、訓練の中で各作業の従事者数とそれぞれの作業に要した所要時間を把握してい

るかお聞きします。実際の災害時に迅速な運営がなされる意味からも、担当者の動きや所要時間

を把握することは必要と考えていますが、いかがですか。当然実施計画、評価、今後への課題と

いう３点からお答えいただきたいと思います。今回の訓練では、事前にシナリオの主要な部分を

知らせないブラインド方式によるものであったのかどうか。訓練のための訓練ではなく、災害発

生時に近い訓練を行うことが重要です。課題も見えてくると思いますが、いかがですか。 

 町は、防災の基本は自らの命は自ら守ると言っています。自ら守るために情報は大事です。防

災無線の設置は令和４年度で完了の見込みですが、全町民に対する周知方法及び町民にとってど

のように活用していくことになるのか。これは、町民が主体となっての聞き方です。具体的な説

明を求めます。 

 次、質問の３点目、赤潮被害に対する支援についてです。北海道では初めてとなる赤潮被害が

発生しましたが、国は北海道赤潮対策緊急支援事業を閣議決定しており、今年度の補正予算にて

措置するよう検討されています。このことから、町として各関係機関、漁協とも連絡し、その対

策を検討していることと考えていますが、検討課題などどのように捉えていますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 阿部君、先ほど言いましたとおり、一般質問の要旨に従って、通告した何々

についてということで、１番、何々についてということで質問してください。 

〇９番(阿部公一君) それでは、今のやつの１の(２)です。当町の水産物の種別ごとの被害額が

分かれば報告されたい。 

 (３)です。被害を受けた水産漁場の回復にはどの程度の期間が必要と考えていますか。 

 また、赤潮発生の科学的根拠を想定し、これは２番目になります。想定し、来年以降の赤潮プ

ランクトン発生を予知し、その被害に対し事前に対応策を協議、実施しようとすることを国や道

と連携し、研究することは可能ですかということです。 

 それから、３番目、11月に日高振興局漁業被害対策協議会が設置されていますが、この協議会

での意見交換をなされた後の具体的な支援対策は検討されていますか。 

 次行きます。新型コロナウイルス感染症対策についてであります。65歳以上の高齢者に対する

接種体制は一定のめどがついたと報じられておりますが、接種対象全町民の接種完了者の状況に

ついて次の点はどのようになっていますかと。 

 ワクチン接種の実績として、１回目終了者、２回目終了者、(１)です。 

 (２)は、一般町民の未接種者への今後の周知予定はどうなっているか。 

 (３)は、医療関係者等に対する３回目の接種日程は、また周知方法は。これはもう始まってい

ると思いますので、お答えいただきたいと思います。 
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 (４)は、65歳以上の方への３回目接種の日程、その対象者数はどのぐらいいるのか。この案内

は、これから出されるのかと思いますけれども、８か月を待つのか、６か月を待つのかという部

分については若干疑問もありますので、その辺お答えいただきたいと思います。 

 現在世界の注目は、感染力が高いオミクロン株ですが、国内での感染者も数件確認されていま

す。町として、今後の状況にもよりますが、年末年始の人流、冬期間ということを踏まえ、クラ

スター発生時のための対策は検討されているかどうか。 

 また、検査体制は万全ですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 阿部君、阿部君はお分かりかもしれませんけれども、聞いている人たちは

どこ言っているかよく分かりませんけれども、項目別に(１)なら(１)、(２)なら(２)と言ってく

ださい。 

〇９番(阿部公一君) すみませんでした。今は(２)まで終わりました。 

 それで、(３)は、感染者が町内で発生し、10人を超える、今まきばを改修して入れるというこ

とになっていますが、定員10人だということになっています。10人を超過した場合は、どのレベ

ルの対策を検討しているかお答えいただきたいと思います。 

 続いて、５点目の観光振興についてであります。次の４点について町はどのように関わってい

くおつもりかお聞かせください。 

 まず、１点目、日高山脈襟裳国定公園は、来年12月をめどに国立公園に指定されると考えます

が、日高山脈襟裳地域の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ると思います。

当町として、この案件のデメリットはどのような課題が想定されるかお答えください。また、メ

リットはどのようなことが想定されますか。 

 大きな２です。国立公園に指定されると、経済界をもとより観光面での地元の期待は大きいも

のがあります。今後関係町村として、どのような取組を検討しているかお答えいただきたいと思

います。 

 それから、３です。静内中札内線の活用についても静内地域活性化検討協議会が発足している

ようですが、道と町による実務担当者部会での議論の進捗は現在どのような状況ですか。 

 それから、４番目です。観光面からするといろんな団体がテーマを検討していると思いますが、

道内でただ一つ空白地帯となっている日高管内に地域資源を発掘、つなぐルートの登録を目指す

事業として、管内商工会が検討しているシーニックバイウエー構想や日高サイクリング協会が旧

日高線の利活用として提唱している優駿浪漫サイクリングロードは、鵡川様似間のサイクリング

ロードとなる全国でもトップレベルの距離、116キロとなります。一部国道の235号線を利用する

ことにはなりますが、シーニックバイウエーとの連携も想定されますので、我が町がリードし、

ぜひ実現に向け検討されるべきと考えますが、いかがですか。サイクリングロードに関しては、

北海道では既に北海道自転車条例を制定、平成30年４月１日施行しております。そのポイントと

しては、サイクルツーリズムの推進を掲げています。北海道の自然を堪能していただく意味から、

観光客が自転車で観光しやすい環境づくりのため優駿サイクリングロードは必要と考えますが、

いかがでしょうか。 

 さらに、国立公園指定となった場合、日本アマチュア無線連盟との連携により、日高山脈国立

公園指定を記念し、特別局を開局、国立公園に指定されたことを全国、全世界に向けてアマチュ

ア無線局がＱＳＬカードによる国立公園化のＰＲ、また指定記念のコンテストの企画をし、検討
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されているようですが、承知しておりますでしょうか。ちなみに、最近では北海道・北東北の縄

文遺跡群世界遺産登録特別局が開設されていますし、大阪万博に際してはサンフランシスコ館で

記念局が開設され、６か月にわたり運営をされておりました。 

 この３案について町はどのように関わっていくのかお答えをいただきたいと思います。 

 続いて、６点目の旧日高線の今後の地域振興策についてであります。１番目の事務局が実施し

た利用状況実態調査についてであります。利用状況調査は、どのような内容、目的で実施しまし

たかということをお答えいただきたいと思います。 

 (２)は、その結果として、各運行時間帯における利用状況の解析による今後の運営方針への影

響はいかにあるかということです。 

 それから、大きい２番目、バス転換に対するＪＲ北海道からの拠出金についてお聞きします。

バス転換運行経費20億5,500万円、地域振興費５億円は、既に一部は拠出金として受領し、基金管

理となっていますが、既に運行経費は活用されていますか。その事業はどういうもので、その金

額はお幾らほどになっていますか。お答えいただきたい。 

 (２)地域振興費の各町への配分額は幾らか。当町の配分額はどのように活用しているか。約１

億二百何十万円だと思いますが、その際事業決定のプロセスはどのように図って、そのお金を活

用しているかについてお答えいただきたい。 

 運行経費と地域振興費、それぞれの事業の振り分けの目安はどのようなものになりますか。そ

れから、これは先ほど川端議員がやった中で、地域振興の部分で５項目を検討しているのですよ

というようなことを言っていましたが、それが運行経費と地域振興費の中でどういう振り分けに

なるのかお答えをいただきたいと思います。 

 (４)です。現在廃線に伴うバス運行会社は２社ですが、経費を見直す点から10年から15年をめ

どに転換運行経費減少、利用者対象人員の減少をどの程度と試算していますか。この２事業が先

行する中では運行自体の構造改革が必要と考えますが、いかがですか。 

 それから、(５)です。現状から将来を想定し、より長い期間にわたり運行しなければならない

責任が行政、議会も含みますが、あると思いますが、この辺の認識は町長はどのようにお考えな

のかお答えをいただきたいと思います。 

 質問者席からの通告に基づく質問はこれだけです。一応席からの質問は終わります。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〔総務課長 上田賢朗君登壇〕 

〇総務課長(上田賢朗君) 阿部議員から御質問の大きな項目の１つ目、財政健全化についてと２

つ目の防災訓練実施における課題は何かについて御答弁申し上げます。 

 最初に、大きな項目の１つ目、財政健全化についての令和４年度の予算編成について５項目の

御質問でございますが、関連がございますので、一括して御答弁申し上げます。現在の財政計画

は、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

現在策定作業を進めている段階でありまして、計画上における一般会計の総予算額の見込みは、

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、現在の厳しい財政状況は

人口減少や少子高齢化に伴う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など歳出において

増加要因が多数想定される状況にあり、一方歳入においても新型コロナウイルス感染症の影響拡
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大が見通せない中にあって、今後の地方税などの経常一般財源への影響や人口減少に歯止めがか

からない中での地方交付税への影響などが想定されます。このような中にあって、令和４年度の

予算についてですが、御質問のあった暫定予算につきましては、議員がおっしゃっているのは来

年４月に町長、町議選挙が控えているため、政策的経費を除く義務的経費や経常的経費などの必

要最小限の経費を計上した骨格予算のことと思いますが、その骨格予算である令和４年度につい

ては現在予算編成作業に着手した段階でございますが、先ほども申し上げました拡充が進む社会

福祉経費や経年劣化によるインフラの維持経費などへ対応した経費など、必要最小限の予算計上

になるものと考えておりますが、具体的な金額につきましては現段階ではお答えすることができ

ませんので、御理解を賜りたいと存じます。 

 令和４年度の予算編成については、骨格予算に加えて来年６月補正予算を予定している肉づけ

予算も含めた考えになりますが、先ほども御説明した厳しい財政状況を踏まえ、今後本町が活力

ある地域として発展し、住民が生活に幸福感や充実感を持ち続けていくため、現実性のある財政

運営の実現を大きな目的として、徹底した歳出抑制は当然のことながら、効果的で効率的な財源

の活用を図るため適切な事業評価による施策見直しや重点化、費用対効果を見込めた上での積極

的な民間活力の活用、前例踏襲という固定概念から脱却した考えでの事業見直しの検討、さらに

長引くコロナ禍の影響により多種多様化する行政サービスの柔軟な対応など、これらを強く認識

した上で予算編成する考えでございます。ただ、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

費の削減は必至であり、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プラスの影響が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。 

 なお、経常収支比率や将来負担比率などの各指標においても改善に向けた検討を進めてまいり

ますが、指標の改善のみに目を奪われますと町民への行政サービスの低下を招きかねませんので、

これらのことを考慮しながら、バランスの取れた財政運営に努めてまいりたいと考えてございま

す。 

 次に、大きな項目の２つ目、防災訓練実施における課題の１点目、先月11日に三石スポーツセ

ンターで行われた防災訓練についてですが、今回実施いたしました令和３年度新ひだか町防災訓

練におきましては、従来の町民参加型の訓練ではなく、昨年静内地区で実施した新型コロナウイ

ルス感染症を踏まえた職員の初動対応や二次感染を防ぐための防護方法、また感染防止のための

避難所の設営など職員の避難者受入れ態勢を主目的とした防災訓練でありましたので、避難所数

や避難者数を想定に入れた訓練ではなく、また感染防止の観点から地域住民の参加協力を得ない

形で、実際に三石地区に避難所を開設した場合の避難所開設を担う職員向けの訓練として実施し

たところでございます。また、当該訓練の実施計画につきましては、新型コロナウイルス感染症

に配慮した避難所の開設、運営訓練を行い、感染症対策に万全を期すことを目的としており、当

該訓練に参加した職員は三石庁舎に勤務している職員を中心とし、地域振興課をはじめ７課27名

の参加となってございまして、実際に避難所の開設準備等の作業に従事したところでございます。 

 具体的な訓練項目といたしましては、主に３つ掲げておりまして、１つ目は避難所の開設、運

営訓練、２つ目はひだかトヨタ自動車販売合同会社の協力を得て、給電機能付車両からの電源供
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給訓練、３つ目は日高中部消防組合消防署の協力を得て、感染症対策といたしまして建物内では

なく外部に避難者の避難スペースを設けるエアテントの設置訓練を行ってございます。それぞれ

の訓練項目における所要時間につきましては、30分から１時間の範囲で時間を区切った形で行っ

たところでございまして、午後１時30分開始、午後４時をめどに訓練を終えたところでございま

す。 

 また、当日は、静内保健所の協力を得て、当該訓練の講評をいただいたところでございますが、

主な指摘事項といたしましては、避難者における新型コロナウイルス感染症患者及び濃厚接触者

並びに発熱者等のゾーニングをしっかりと分けた上で一般避難者と隔離しなければいけない避難

者の動線にも気を遣いながら避難所運営を行うこと、また避難所対応に当たる職員の防護服の着

脱について１人で行わず必ず２人１組で行うことが重要であること、さらには保健所で行ってい

る対応方法など細かな御指摘もあったところでございます。 

 今後の課題といたしましては、当該訓練で御指摘いただいた内容につきまして精査を行い、令

和２年９月に策定しております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

マニュアルについても適宜見直しを行ってまいりたいと考えてございます。 

 御質問の２点目、防災無線の設置は令和４年度で完了するが、全町民に対する周知及びどのよ

うに活用していくことになるのかについてでございますが、既に11月下旬発行の12月町広報にお

きまして新たな防災行政無線の試験運用を始める旨の周知を行ったところでございます。これは、

令和２年度から防災行政無線のデジタル化工事に着手してきたところですが、このたび今月13日

より防災行政無線における親局及び中継局等の設置並びに総合通信局より電波の利用許可が下り

ましたことから、試験運用を始めるものでございます。今後におきまして、まずは全ての戸別受

信機に対し、毎月10日の午後７時に行っております試験放送を年明け１月から新たな防災行政無

線により行うこととしておりまして、そちらの周知につきましても今後の町広報により町民周知

を図っていく考えでございますし、新たな防災行政無線の機能といたしまして携帯電話やスマー

トフォンでアプリ登録をしていただき、町内及び町外にいても防災行政無線から放送した内容を

メールで受け取れる登録制のメール配信機能、さらには防災行政無線の放送を聞き逃した場合な

どに携帯電話や自宅の固定電話からでも放送内容の聞き直しができる自動電話応答機能につきま

しても利用が可能となった段階において町民に周知を図りながら順次試験運用を始め、最終的に

は令和４年３月に当該工事が完了する予定となっておりますので、来年４月からの本格運用に向

けて準備を整えていきたいと考えてございます。 

 また、この新たな防災行政無線の今後の活用につきましては、従前と同様災害時における地域

住民への避難情報などの重要な情報を伝達する手段の一つとして活用してまいりますし、加えて

緊急速報メールやエリアメールによる情報伝達、さらにはＬアラートによる情報伝達を図りなが

ら、情報伝達の多重化に引き続き取り組んでまいりたいと考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 水谷水産林務課長。 

〔水産林務課長 水谷 貢君登壇〕 

〇水産林務課長(水谷 貢君) 阿部議員からの御質問の大きな項目３点目、赤潮被害者に対する

支援について御答弁申し上げます。 

 まず、１点目の被災者への財政支援についての(１)につきましては、国による被災者への財政

的支援の内容は、北海道赤潮対策緊急支援事業として政府案が閣議決定されました。本事業の趣
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旨としましては、北海道太平洋側の赤潮で漁業被害が発生した地域における漁場環境の回復を目

的とし、赤潮などによる漁業被害の防止や軽減を図るための技術開発や調査に対する支援と漁場

環境の回復を図るため漁業者などが実施する活動に対する支援となっております。現在本事業を

活用して漁場環境の把握や回復に取り組み、赤潮による被害の対策を推進するため北海道から詳

細な情報の収集を図りながら、関係する漁協と実施に向けた協議を進めております。 

 次に、(２)当町の魚種別被害額についてでございますが、被害発生当時からこれまで新聞など

で報じられてきました個別の被害状況に関しましては、明確な根拠のない推定値であり、地区や

魚種によって算定方法が違うなど統一性に欠けるものでございました。また、被害の実態も日々

変動していたこともあり、これらの集計にも一貫性がなかったことから、被害状況などの詳細な

ものを個別で示した場合、誤った情報が提供されることが懸念されておりました。その後、赤潮

被害対策については、被害を受けた地域で連携を図り、取り組んでいくことが確認されたことか

ら、情報の収集や公表などに係る対応窓口は北海道に一本化することとなりました。具体的には

被害報告の集約は日高振興局水産課が、これらの公表については北海道水産振興課がそれぞれ行

うこととなっております。御質問にございます当町の魚種別の被害額につきましては、被害を受

けている地域などからの意向もあり、北海道の判断で各町や漁協ごとの公表とはせず、振興局ご

との集計数値にとどめられていることから御答弁は差し控えさせていただくことを御了承くださ

い。 

 参考としまして、現時点における北海道からの公表数値の一部をお知らせいたします。12月３

日現在となりますが、北海道全体の被害状況は、サケの数量が約２万7,900尾、被害額は7,400万

円、ウニは約2,800トンで被害額は73億6,700万円、その他魚種などとして被害額のみですが、約

７億4,800万円で、総額81億9,000万円と報告されております。このうち日高管内は、サケが

3,400尾、約1,100万円、ウニが700トン、８億300万円と集計されております。このほかツブ、タ

コ、ナマコなど今後複数年にわたり、最大で90億円程度の被害が見込まれるとの報告もございま

す。なお、これらの数値は、北海道水産振興課のホームページに掲載されており、不定期ではあ

りますが、都度更新されることとなっております。 

 次に、(３)各魚種における漁場の回復にはどの程度の期間が必要かについてでございますが、

現在被害報告がある魚種としましては、サケ、ウニ、ツブ、タコ、ナマコがございますが、これ

らの回復状況については何をもって回復したと判断することが適正か明確な基準もなく、漁場環

境や産卵場の状況など複合的な要因も資源回復に影響を及ぼすことが考えられます。例えますと、

ウニなどは漁獲可能なサイズになるまでおよそ４年かかると言われております。しかし、この期

間をもって資源が回復したと判断することは適正ではないと考えております。また、被害の全容

や漁場の状況が十分に把握されていない段階において明確な期間をお示しすることも適当ではな

いと判断しておりまして、本件に関しましては北海道が主体で今後進められる漁場の調査結果や

専門的な知見を有する水産試験場などの助言、協力の下、複合的な見解で導き出していかなけれ

ばならないものと考えております。 

 次に、２点目の赤潮発生の科学的メカニズムへの対応についてでございますが、これまで想定

されていませんでした北海道沿岸での赤潮に対してその発生を予知できた場合、事前に対策を講

じて被害を最小限に抑えることができる可能性は十分考えられます。ハマチやタイなどの養殖業

が盛んな瀬戸内海や九州北部では、赤潮が発生し、養殖業への被害が懸念される際には養殖生け



 

 － 33 － 

すごと移動し、赤潮を回避する対策が取られていると聞いております。当町においても赤潮の発

生や分布などの情報を事前に把握できた場合、ウニやナマコなどを一時的に採捕し、陸上などで

蓄養することで赤潮を回避できることが考えられます。これらを踏まえ、北海道において北海道

赤潮対策緊急支援事業を活用し、赤潮原因のプランクトンの出現、増殖を早期に捉えるために必

要な広域モニタリング技術の開発や赤潮発生メカニズムの解明、さらには発生予察に要する環境

調査を行い、予察手法の開発などの取組が検討されております。また、中央水産試験場での取組

として検証が進められており、同試験場のホームページでも情報が公開されておりますが、宇宙

航空研究開発機構が公開しております衛星データを基に植物プランクトン量の目安となるクロロ

フィルａ濃度推定値の分布を監視し、高濃度の領域データと実際の検査データを対比させること

で赤潮発生の可能性についての検証なども既に行われております。これらのことから想定されま

す赤潮発生の根拠や予知の手法については、北海道の各関係機関が中心となり、既に実用化に向

けた技術開発が進められているものと捉えております。 

 最後に、３点目の日高振興局漁業被害対策協議会での意見交換後の具体的支援策の検討につい

てでございますが、さきの田畑議員からの御質問でも答弁させていただきましたが、11月の本協

議会開催後、12月２日には実行組織となる幹事会が開催され、北海道が実施を予定しております

漁場の実態調査や融資制度について情報提供があり、また北海道が総合窓口となり、既に実施し

ておりますふるさと納税の代理受付など、北海道による被害対策について情報の共有を図ってま

いりました。さらには、同日水産庁主催の意見交換会に本会構成員が参加し、国が示す対策案と

地域の実情に隔たりが生じていることや被害の実態、地域の実情を改めて訴えるとともに、国が

検討している赤潮関連の支援事業について補正予算成立前でもあったことから、事業の効果的な

運用のための柔軟な対応を要請するなど、活発な意見交換を行ってまいりました。現在国の支援

制度案が示されたことにより協議会としての取組をはじめ、各機関がそれぞれの役割を担うべく、

今後の想定される漁場や資源実態の調査、資源回復に向けた取組について協議検討を進めており

ますので、その詳細や具体的な内容が決まりましたら改めてお示しさせていただきたいと考えて

おります。 

〇議長(福嶋尚人君) 中島ワクチン接種対策室参事。 

〔ワクチン接種対策室参事 中島健治君登壇〕 

〇ワクチン接種対策室参事(中島健治君) 阿部議員御質問の新型コロナウイルス感染症対策につ

いてお答えします。なお、一部池田議員への答弁と重複しますことを御承知願います。 

 １点目のワクチン接種の現況についての(１)ワクチン接種者の実績については、町ホームペー

ジで情報提供しているほか、行政報告にて報告させていただいているところでありますが、12月

13日現在での１回目接種者数は１万7,540人、２回目接種者数は１万7,359人となっております。 

 次に、(２)の一般町民の未接種者への今後の周知予定についてでございますが、町の対応とし

て新たに12歳となる方やこれまで何らかの事情で接種できなかった方々を対象に、本ワクチン接

種事業の終了が予定されている来年９月末までの期間は、町内医療機関に御協力いただき、接種

できる環境を整えていく予定でございます。詳細が整いましたら、町広報紙やホームページを活

用した周知を進めてまいります。 

 (３)の医療関係者等に対する３回目接種の日程及び周知方法についてでございますが、２回目

接種後８か月を経過した医療従事者等に対する追加接種は、希望者に対して12月１日より開始し
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たところでありますが、医療従事者等の中でも２回目接種日が異なることから、来年２月上旬ま

で接種を進めていく予定であり、接種対象者については各医療機関等から２回目接種日を明記し

た追加接種希望者リストを町に対して提出していただくよう事務を進めているほか、２回目接種

以降に退職された対象者等に対しましては、個別に周知してまいります。 

 (４)の65歳以上の方への３回目接種日程と対象者数についてでございますが、ワクチンの円滑

な供給が前提でありますが、２回目接種者数6,985名に対して来年１月21日から高齢者施設入所者

に対する接種を開始し、その後も２回目接種後８か月経過した希望者に対して３月下旬まで接種

を進めていく予定です。 

 次に、２点目のオミクロン株への対応についてお答えします。御質問の新型コロナウイルス感

染症の新たな変異株でありますオミクロン株については、世界的な感染拡大が懸念されており、

国内でも既に数例の感染が確認されておりますが、その特性や感染力の強さ等、いまだ解明され

ていない部分が多い状況にあります。こうした変異株等による次の感染拡大、いわゆる第６波に

備えた対策については、国、道による整備が進められている状況にあり、先月政府対策本部で決

定された国の次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像においては、医療提供体制の

強化やワクチン接種の促進、治療薬の確保などを柱に様々な対策が進められているほか、道にお

いても感染レベルの新たな指標による各種対応に向けた体制整備が進められております。 

 当町における感染対策については、基本的に道の対策本部での決定事項に準じた対策をこれま

でも講じてきたところであり、御質問の(１)の年末年始のおける対策についても同様に対策を講

じてまいります。 

 また、(２)の検査体制についてでございますが、先月静内保健所管内の医療機関及び自治体に

よる関係者会議が開催され、各医療機関における検査体制の現状や今後の対応等についても協議

されているところであり、静内保健所を中心として検査体制の整備が進められていくものと考え

ております。 

 最後に、(３)の町内における感染者発生の対応についてでございますが、感染者発生時の対応

は保健所が担っており、町としてはこれまで同様に保健所と連携し、必要な対策を講じてまいり

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、阿部議員からの御質問の大きな項目の５点目、

観光振興について御答弁申し上げます。 

 まず、１点目の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についてですが、

当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国、北海道及

び関係市町村との連絡調整を図ることを目的に本年３月に発足し、これまで２回の会議が開催さ

れ、国立公園ビジョン案の策定に向けた意見交換などを行っております。 

 そこで、(１)の当町としてこの案件のデメリットはどのような課題が想定されるかについてで

すが、国立公園化により現在の国定公園よりも公園の区域が拡大された場合、自然公園法におけ

る利用規制の範囲も拡大されることとなりますが、新ひだか町の区域に関しては拡大される区域

の大部分が国有林となる見通しとなっており、環境省からは現時点で国立公園予定地に私有地は

含まれていないと聞いておりまして、民間の経済活動等に支障が出るようなことはないものと認
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識しております。よって、当町においては、大きなデメリットや課題は現時点では想定しており

ません。 

 次に、(２)のこの案件のメリットはどのようなことが想定されるのかについてですが、国立公

園となると国内のみならず世界的に大きな注目を集めることになり、地域に暮らす我々住民にと

っても大変誇らしいことであると思いますし、当然国内外から登山者をはじめ多くの観光客や研

究者などが訪れることによる関係人口の増加とそれに伴う経済効果は、地域にとって非常に大き

なメリットになるものと考えております。 

 ２点目の国立公園に指定されると、経済界はもとより観光面での地元の期待は大きいものがあ

るが、関係町村としてどのような取組を検討しているかとの御質問でございますが、町としては

まず日高山脈の魅力や特性を多くの町民の皆様に知っていただくことが重要と考えております。

そのため本年11月には体験滞在型観光を考える講演会及び意見交換会を開催し、環境省の自然保

護官や道内の体験型観光を牽引する旅行業者による講演及び参加者による意見交換会を実施いた

しました。また、十勝側で日高山脈を生かした地域活性化に取り組んでいる中札内村を訪問し、

町民主体のＰＲ活動などについて職員による視察を行ってまいりました。今後も日高山脈の特性

や魅力を多くの町民の皆様と共有し、改めて地域への誇りと愛着を醸成していただくため日高山

脈に関する研修会の開催やＰＲ活動に積極的に取り組むとともに、宿泊事業者など観光に関わる

方々と連携を図りながら、観光客などの受入れ態勢の充実に努めてまいりたいと考えております。 

 ３点目の静内地域活性化検討協議会の道と町による実務担当者での議論の進捗状況についてで

すが、静内地域活性化検討協議会は、平成15年２月に北海道が道道静内中札内線の道管理区間の

未改良区間においては当分新規の改築工事は行わないものとし、開発道路区間の事業が中止され

たことを受け、地元新ひだか町と北海道で構成する協議会を設置し、既存道路の有効活用のほか、

地域活性化に資する様々な取組についての情報や認識を共有するとともに、毎年度進捗状況を点

検、確認しながら連携を図っていくことを目的に設置されたものでありますが、道道静内中札内

線は長年にわたり静内ダムゲートより奥の通行止めが続いており、現道の有効活用が図られてい

ないことから、道路の現状を北海道と新ひだか町の間で再認識するとともに、現道の通行の可能

性を検討する場として実務者ワーキングが設置され、10月に第１回の会議が開催されたところで

ございます。第１回目の会議では、現状認識をはじめ今後の対応方策に係る方向性を関係者間で

確認するための協議が行われたところであり、それを基に今後第２回目の実務者ワーキングが開

催される予定となっております。 

 ４点目の日高シーニックバイウエー構想やＪＲ日高線廃線後に日高サイクリング協会が構想し

ている優駿浪漫サイクリングロードなどの活用案について観光の面からどのように捉えているか

との御質問ですが、日高シーニックバイウエー構想については全道各地でシーニックバイウエー

の登録が進む中、日高地域がいわゆる空白地帯となっている現状を受け、管内の商工会が中心と

なって登録を目指しているところでありますか、シーニックバイウエーに登録された場合は日高

山脈の国立公園化との相乗効果は非常に大きいものと期待しているところでございます。 

 また、日高サイクリング協会が構想しているＪＲ日高線の廃線跡を活用した優駿浪漫サイクリ

ングロードについては、観光面から考えると魅力的な提案ではあると思いますが、道路の造成や

その後の維持管理に係る経費を鑑みますと、実現は非常に難しいものと認識しております。ただ

し、いずれにしましても廃線跡地の取扱いについては、管内各町がＪＲと協議を続けている最中
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であり、本件については提案の一つとして受け止めさせていただきたいと思います。 

 最後に、国立公園指定となった場合、全世界に向けてアマチュア無線局が行う交信による公園

化ＰＲ、また指定記念コンテストの企画も検討されているようですが、これを承知しているかと

の御質問ですが、詳細については承知しておりませんけれども、山岳地帯において無線は重要な

通信手段であり、山岳救助はもとより様々な場面で活用されるアイテムでありますので、国立公

園化に併せてアマチュア無線愛好家の方々がコンテストを企画され、日高山脈を全世界にＰＲさ

れることは大変すばらしいことだと思いますし、今後無線愛好家の方々をはじめ他の多くの民間

団体や企業の方々などと連携して、日高全体で国立公園化を盛り上げていき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、大きな質問の６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御答弁申し上げます。 

 まず、１点目の事務局が実施した利用状況実態調査について２項目の御質問がございましたが、

関連がございますので、一括して御答弁申し上げます。本調査は、日高管内７町で組織する日高

地域広域公共交通確保対策協議会が主体となり、日高管内の全町民を対象に本年７月１日から

31日までの１か月間アンケート形式で実施したものでございまして、その内容としましては回答

者の年代、お住まいの地域、バスの利用頻度や目的、バス利用上の不便や不満を感じている点、

また新たに創設しましたえりも苫小牧間を結ぶとまも号に関する事項などとなってございます。

本調査の集計は、既に関係各町で共有しておりまして、次年度に向けたダイヤ改正にどこまで反

映させられるのか、各バス会社も含めた中で検討を進めているところでございます。 

 次に、２点目のバス転換に対するＪＲ北海道からの拠出金についてですが、まず(１)の既に運

行経費は活用されているかという部分につきましては、20億5,500万円のうちバス転換に係る車両

購入、またシステム導入など運行準備経費等として道南バス、ＪＲ北海道バスの２社に合計で１

億8,000万円ほど既に補助金として交付しているところでございまして、今年度はこのほかに今年

度の運行赤字に対する補填も出てまいりますので、現時点では金額は確定しておりませんが、そ

の負担を予定してございます。 

 続きまして、(２)の地域振興費の関係でございますが、先ほどの転換バスの運行経費のほかに、

地域振興分としてＪＲ北海道が拠出した５億円につきましてこれまで７町の協議の中で様々な議

論がありましたが、最終的に５億円の半分を財政規模等に応じた比率で、残り半分を鉄道駅があ

った自治体で均等割する方式により算定しまして、各町に配分することに決定したところであり

ます。これによる新ひだか町への配分額は１億224万円となっております。また、当該財源は、ま

だ活用しておりませんが、公共交通に関するものだけではなく、広く地域振興事業に充てること

ができることとなっておりますので、その使い道や活用のタイミングなどにつきましては町全体

の施策展開を視野に入れながら、慎重に判断してまいりたいと考えております。 

 次に、３点目の運行経費と地域振興費の振り分けの目安という御質問ですが、運行経費につき

ましては、先ほどの７町協議会におきまして各バス会社が必要とする日高線代替交通の運行経費

を審査しまして、必要と認めるものを補助することとしてございます。また、地域振興費につき

ましては、既に各町に分配しておりますので、事業の振り分けは各町の判断で行うことになるも
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のと思います。 

 次に、４点目の将来的な構造改革の御質問でございますが、御質問にあるような10年先、15年

先の転換経費の減少や利用者対象人口の減少などは細かく試算はしておりませんが、協議会の中

で毎年のように運行経費や利用実態などを検証するとともに、利用者ニーズにも耳を傾けながら、

多くの方々に利用されるバス路線へと改善する努力は続けていかなければならないと考えており

ます。 

 最後に、現状から将来を想定し、より長期にわたり運行しなければならない責任が我々にはあ

るのではないかという御質問でございますが、我々も阿部議員がおっしゃるとおりだと思ってお

りますので、地域住民が真に必要とする移動の足を将来にわたって持続していくことができるよ

う検証と見直しを繰り返していきたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議長(福嶋尚人君) 阿部君、ここで10分程度休憩したいのですが、よろしいでしょうか。 

〇９番(阿部公一君) いいです。 

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 午後 ２時１９分 

                                            

再開 午後 ２時３１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。 

〇９番(阿部公一君) それでは、時間もありませんからざっといきます。 

 まず、財政計画についてはまだできていないということですが、29年から33年までの新財政計

画今持っているのですけれども、その中で初めにという欄で市町村は住民に対して毎日行政サー

ビスを提供しております。その行政サービスを提供するためには費用がかかります。そのとおり

です。市町村が提供するサービスの費用は、市町村が負担するのではなく、そこに住んでおられ

ます住民の皆さんが税金や使用料などで負担しております。急激な人口減少による超少子高齢化

が進み、住民の皆さんの負担感が増しておりますが、行政サービスが多様化している今日、いか

に行政サービスに係る経費を減らし、住民の皆さんの負担を減らすかが大きな課題となっていま

す。本計画は、必要な行政サービスを選択し、徹底した経費の見直しを行うための指針として策

定いたしましたというふうに、これは恐らく28年につくっています、29から33までだから。そう

すると、もう既に５年以上も前に今日の答弁で言っているようなことは言っているのです。だか

ら、それをどういうふうにこの５年間でそしゃくしてきたのか、やってきたのかということで、

来年は骨格予算だから、新財政計画は始まってからでいいですよというふうな雰囲気に取れるの

ですけれども、その辺の認識と、それとこれの中で安定的な財政運営に向けた要因分析という項

があるのです。新規の起債発行を慎重に行わなければ、地方債残高や公債費が増加し、将来世代

への大きな負の遺産を残してしまうことになります。このことから、安定した財政運営を行って

いくために必要なことは、的確に住民ニーズを捉えた行政サービスの展開と収支の均衡、適切な

事業選択による将来世代への負担の軽減が重要だと言っているのですが、この辺の認識で、今年

まだ財政計画つくっていませんけれども、今後５年間の分、読めないからつくれないのだという

ふうなことに僕は取ったのですけれども、歳入だとかの状況で読めないというのであれば、令和
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５年、４年だけでなくて、今後５年間の財政計画つくれないのではないかというふうにちょっと

危惧するのです。だから、その辺のことを基本的な考えを基にどういうふうにつくっていくのか。

もしくは、４年の分のやつは僕は今年の９月の定例議会か、今回出されるのでないかなと思って

いたのですけれども、４月から動き出すのに３月の段階でできましたと、あしたからこれでやり

ますと言われてもちょっと大変かなと思うので、その辺のこと、それと４年は仕方ないにしても

５年以降の財政計画いつ出すのか、いつ提示していただけるのかお話し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) 今新財政計画の基本的な考え方、今後の財政計画の考え方問われたと

思います。基本的に今後の財政計画におきましても今ある計画という基本的な考え方、歳出の削

減、歳入の確保、あと地方債の抑制ですとかそういったものの基本的な考え方というのは変わら

ないと思います。これまで４年間なり、５年間歳出削減図ってきたのではないかと、今後もまた

やるのかということですけれども、当然ながら財政というのはずっと内容の見直し、削減、あと

歳入の確保、こういったものは永遠の課題と思います。ですので、これまでもなるべく民間でで

きるものについては民間にお願いするというふうなもので歳出の見直しをしてございますし、人

件費の見直しもしてございますし、そういった中で使用料、手数料の見直しを行いながら、自主

財源の確保というふうなものを図ってございます。ただ、今後の人口の推計ですとか経済状況、

こういったものに大きく影響されるのも事実でございます。だからといって今後の計画をつくれ

ないというふうなものではなくて、現状の今の置かれている状況、こういったものを基にして、

どういうふうに推移していくのかというようなものを推計立てまして、新たな計画をつくりたい

と。ただ、議員のおっしゃるとおり、早く計画の内容を公開してもらわないと困るのではないか

というのも確かでございます。作業が遅れて大変申し訳ございませんと思っておりますけれども、

年度内に計画をつくりまして皆様にお示しをして、令和４年度の確かに当初予算は骨格でござい

ますが、その後肉づけの予算ございますので、そういったものも踏まえて新たな計画と比較しな

がら実施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) 令和４年度骨格予算というのは、それは分かりました。 

 財政計画と骨格予算、新年度の予算の関連からいくと、財政計画ですから、骨格予算プラス政

策予算を合算してある程度の数字はつかめると思うのです。政策予算ですから、町長選挙が終わ

った後、町長の意向でこれとこれとこれと。その中には総合計画との関係もありますけれども、

そういう部分でいくと財政計画をできなかった。昨年のうちに令和４年からの財政計画はつくら

なければならないというのは分かっていたと思うのです、当然。その辺がどうして遅れたのだろ

うかなと。歳入が見込めないからだというのでは、新型コロナウイルス感染症対策がどうのこう

のという部分であれば、それらは考慮した上でこうですよと条件付して出せばいいだけの話です

から、その辺が通じなかった、出てこなかったという部分のやつはもう少し詳しく遅れた原因を

説明してください。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 作業が遅れている大きな要因につきましては、計画の基本的な考え方、

事業の積み上げの計画ではございません。かかる経費の推計を立てて、こう伸びていくのではな

いかというふうなもののつくり方してございます。次回の計画につきましても事業を積み上げて
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という計画ではなくて、基本的な考え方をちょっと変えるのが一般財源ベースで物を見れないの

かというふうなことで理事者からも指示がございましたので、そういった部分なかなか難しい推

計の立て方ございます。積み上げもございますので、そういったところで思った以上に時間を要

したというふうなことでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) 事業云々という部分でいきますと、今年総合計画って議会で議決していま

すよね。そうすると、財政計画の理由で言っているのと総合計画の位置づけとで、やっぱりメイ

ンになるのは総合計画をある程度そしゃくした上で事業費を積算する、それが政策的な部分にな

っていくのだろうと思うのです。そこの部分で、今答弁もらうとなかなかそこのところが見えて

こないので、幾らやってもこれ水かけ論になります。だから、これはまた後日違う場所でという

ふうにさせていただきたいと思います。 

 それから次、防災無線の部分に行きます。防災無線もまずは全ての戸別受信機と、戸別受信機

は僕のところにもついているのですが、新しい部分については自治会の役員等々には貸与するよ

と。そのほかは自分で購入しなさいという言い方を前にしていました。その部分でいくと、いや、

いいわということになると、情報がうまく伝わらない。伝わる人もいます。若い人たちはいいで

すけれども、老老介護者とか障がい者だとか高齢単身者の人たちにスムーズにいくのかなという

気がするのですが、その辺の対策としてはどのような方法を考えているのかお答えください。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) 新しいデジタル化の無線の中で各世帯へ全戸配布というのは見直しを

いたしまして、世帯数に応じて各自治会のほうに設置させていただくというふうな方針でござい

ます。全部の世帯に情報がいかないのではないかということで、新しくアプリを落としていただ

いて、その中でこちらから発信している情報を受けていただくと。また、外で聞こえなかった部

分については、電話で確認を取れるというふうな新たなサービスも展開していこうというふうに

考えてございます。障がいをお持ちの方ですとか、なかなか情報が伝わらないというふうなもの

もございます。そういった部分につきましては、事業所さんですとか、あと各自治会の方ですと

か、そういった方に御協力をいただきながら進め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) どうもそこのところが情報の提供という部分で、そのものを使ってそこに

アプローチしなければ情報を得られないという状態です。以前に夜中だとかの場合は、テレビ等

で情報流せるよと言っていたと思うのです。それは、電源を切っていてもその情報が流れるとき

だけは電源入るのだと。それまではよかったのですが、そのテレビはどうやって買うのですかと

言ったら、自腹で買ってくださいと。それは、自助の部分の原点に戻るということなのですが、

その辺もう少し情報がスムーズに、その時間帯によって情報が流れるスピードが違ってくると思

うし、確認できる部分が違うと思うので、その辺についてもう一言お願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 上田総務課長。 

〇総務課長(上田賢朗君) これまでも何回かお答えしている内容になるかもしれませんけれど

も、自助、公助、共助、この部分でまずは大雨、こういった部分が予想される部分についてはあ

る程度事前に報道等で情報収集できると思います。その中で、それぞれの方が想定して動いてい

ただくというふうなもののプラスこちらからの情報発信というふうな対応になると思います。あ
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と、地震に伴う津波につきましては、体感する部分がございますので、そういった部分でまず大

きな地震が来たら、海岸近くにいる場合には避難していただくというふうな部分、それとそれに

追っかけてこちらからの情報発信というふうなことで対応していきたいと。自助にお任せする部

分、共助にお任せする部分、あと公助でお助けする部分というふうなことで実施していきたいと

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) 自助、共助、公助ですから、その辺の役割分担はこれから十分検討してい

ただきたいなと思います。 

 次、赤潮対策の部分についてですが、恐らく国だとかの支援が云々と見えてきた段階で、どう

いうふうに動くか決まるのだと思うのですけれども、いつ頃になるとその辺の情報が入ってくる

のかというのは把握していますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 水谷水産林務課長。 

〇水産林務課長(水谷 貢君) 予算関係、壇上でも御答弁したとおり、閣議決定がされて、今、

国会の中で予算審議がされているというところになります。その予算成立後、聞いている情報で

は成立後速やかに詳細の内容の説明会を開く予定もあるというようなところですので、時期的な

ことについては今具体的には分からないというところになっています。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) これから年明け２月には雪まつりということで、雪まつりではウニが非常

に評判がよくて、取った分だけ売れるというふうなことは言われていましたけれども、取れない

から相当大きい被害が出ると思うのですが、その辺のことは国のほうの支援という部分と抱き合

わせにしていろいろ考えてほしいなと思いますが、いかがですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 水谷水産林務課長。 

〇水産林務課長(水谷 貢君) ウニの資源回復の部分かと思うのですけれども、こちらについて

も今国のほうでも支援する取組だとか、そういった支援事業の内容、今年度の部分についても今

ある程度検討されておりますし、それ以降についても検討されることというふうにお話は聞いて

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) それと、赤潮対策の部分で、瀬戸内海や北九州北部では赤潮が発生した場

合、養殖業への被害を懸念された場合は生けすごと動かすという部分だったと思うのですけれど

も、稚ウニの養殖とか育成やっていたと思うのですが、あれは物すごく水温に影響あるので、毎

日籠自体を上げたり、下げたりしなければならないというようなことがございましたので、その

辺のことも含めて、新ひだか町では養殖自体、生けすでの養殖というのはないので、そんな必要

ないと思いますが、その辺の部分については今後いろんな部分で研究をして、将来安定した漁業

が営まれるような方法を考えていますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 水谷水産林務課長。 

〇水産林務課長(水谷 貢君) これも資源回復の部分になるかと思うのですけれども、今後の種

苗の確保、育成についても国のほうで今種苗の確保だとか育成だとか採卵だとか、そういったも

のについても検討していくというふうに聞いておりますので、まずは国の取組、支援の方法を確

認させていただきながら、それを活用しながら進めさせていただきたいと思います。 



 

 － 41 － 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) 次に、新型コロナウイルス感染症の対策についてお聞きします。 

 接種割合は約８割から９割ということで、１割ちょいの人たちが接種をまだしていない部分が

あるようなのですが、この方々は副作用等々を懸念してのしないものなのか、病的にワクチン接

種ができないものなのか。もし病的にできないとしたら、感染に対する不安はあると思うのです

けれども、それらに対する対応、例えばＰＣＲ検査を月２回ぐらいやって、感染していないこと

をお知らせすることによって安心は得られると思うのです。そういうような対策を考えているか

どうかをお聞きします。 

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) ワクチン接種の未接種の方が約１割いらっしゃる。その

中身というか、それぞれのお考え、それから置かれている環境、例えば入院していてなかなか打

てないだとか様々な事情があるかと思いますけれども、その割合だとかそういった事情等につい

ては詳しくは承知はしておりません。 

 また、ＰＣＲ検査については、確かにそちらのほうは安心なのかと思います。ただ、国のほう

で言っているワクチン検査パッケージというのは、あくまでも緊急事態宣言やまん延防止措置等

があったときに経済を回す上での対策でございます。当然ながら検査するのにも多額の費用がか

かります。現在当町としては、その点についてはまだ考えておりません。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) 僕が聞いたことに若干答えていないと思うのですけれども、要は病的な部

分だとかで接種を希望するけれども、打てない人、入院患者の場合は接種できないと僕言われて

いたのです。だから、接種をどうしてもやるとしたら、午前中に退院して昼から打つ、そういう

方法を取るということも可能ではあるのですけれども、入院患者以外で病的に打てない人、特定

疾患等々があって危険ですよといった場合にＰＣＲ検査で安心感を与えるという部分について

は、結局経費の問題があるから、うちの町ではやらないということでいいのですか。 

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、接種については、あくまでもドクターの判断が必

要になります。問診を受けて、その人が接種可能なのかどうなのかといったところでそれぞれの

担当医の方々の判断が必要かと思います。議員おっしゃっている検査を月２回程度そういった

方々に対してということだと思うのですけれども、その点については、やはり先ほど申したとお

り、経費的な問題等もございますので、当町としては考えておりません。 

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、本当に１割のうちの何ぼかが不安材料だと思うのですけれども、 

その者に対してのフォローはしないという答弁ですので、次に移ります。 

 オミクロン株の対策ですけれども、当町ではそういうことはないので、いいかなと思うのです

が、ここ何日間テレビ見ていますと十何人の割合でどんどん増えている。そうすると、うちあた

りも入ってくる可能性は非常に少ないのでしょうけれども、３回目のワクチンをやると大分抑え

られますよというテレビ等ではやっていますので、その辺の部分でいきますと３回目、既往症も

しくは65歳以上と既往症の方々に対しての３回目の案内はいつ頃出るのでしょうか。ちなみに、

僕７月６日に打っているのです、２回目。３回目になると１月６日なのです。僕も定期健診受け
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ていますから、いつ受けたらいいと言ったら、そのうち案内行くから、案内行ったらすぐに受け

れというふうには言われています。ですから、いつ頃案内が発送されるのか、３回目です。その

辺の部分まず聞きます。 

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) 現在原則２回目接種後８か月となっております。議員お

っしゃるとおり７月に打たれていたら、８か月後というのは３月になります。ですので、その３

か月の到達する前の週あたりでの発送を考えておりますけれども、ただ週単位での固めた形での

対象者への接種券の発送を考えておりますので、若干前後はすると思いますけれども、基本的に

は８か月に到達する前後で接種券のほうはお送り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) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) 医療関係者の人たちって６か月ぐらいで打っていると思うのです。８か月

を待たないで６か月ほうがより効果はあるのではないかと、感染予防効果があるのではないかと

いう部分については、保健所等との協議があるのでしょうけれども、６か月をやらないという理

由ちょっと教えてください。 

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) まだ国のほうで正式に６か月の前倒しというのは、クラ

スターが発生した場合だとかそういったものに限定されたときのみであって、原則８か月という

のはまだ変わっておりません。今後厚労省をはじめ国の部会のほうで承認されて、国のほうから

６か月に前倒しできる対象者はこういった方ですよという通知が来るかと思いますけれども、ま

だ正式な通知等はありませんので、その辺御理解いただきたいと思います。 

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、ここも水かけ論になりますから、次に移ります。 

 クラスター云々という部分でいきますと、日高管内では発生しませんでしたが、高校生の部分

で若干クラスター発生したという報道もありましたけれども、今後の検査体制、オミクロン株の

ことも含めて検査体制は十分に整っているのかどうかお聞きします。 

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) 壇上のほうで答弁させていただきましたけれども、管内

の各医療機関での検査体制、それぞれ機器の整備等も順調に進んでおりまして、日高管内13の医

療機関でそういった検査ができるような体制となっております。ただ、１日にできる検査の件数

だとかそういったものには限りがあると思いますけれども、保健所を中心に検査体制の拡充は今

後も進められるものと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) それでは次に、観光振興についての部分でお聞きしたいと思います。 

 指定を受けたとしても、我が町としてはそんなに大きな影響はないということで若干安心をす

るのですけれども、問題はどういうふうに指定されたということを発信していくか、その中でど

ういうようなことができるのか、シーニックバイウエーもそうですし、優駿浪漫ロードもそうで

すし、全国、全世界に向けてのアマチュア無線による特別局の開設等々もあるのですが、この辺

は中札内の道路の関係もありますけれども、そういう部分でどういうふうに考えて観光に生かそ
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うとしているのか、その辺をお聞きします。 

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) 壇上でもお答えさせていただきましたけれども、日高山脈、

我が町だけのものでございません。当然日高管内全町関わりますし、十勝側に関しても日高山脈

の国立公園化に関しては積極的に取り組まれておりますので、こういった広域的な発信というの

も非常に重要になってきます。我が町としてもそういった各機関と連携しながら、町としても町

内にアマチュア無線積極的に取り組まれている方もいらっしゃると聞いていますので、様々な民

間の方とも連携しながら、国内外に発信をしていきたいというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) ９番、阿部君。 

〇９番(阿部公一君) 最後にします。 

〇議長(福嶋尚人君) 阿部君、もう時間ですけれども。 

〇９番(阿部公一君) そうやって止めるから時間なくなるのだ。いいです。分かりました。やめ

れということでしょうからやめます。どうもありがとうございました。終了します。 

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 午後 ２時５８分 

                                            

再開 午後 ２時５９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。 

 15番、木内君。 

〔15番 木内達夫君質問者席へ〕 

〇15番(木内達夫君) それでは、通告に従いまして、町長の政治姿勢と水産業の振興の２点につ

きまして一般質問をさせていただきます。 

 大きな１点目の町長の政治姿勢についてであります。町長は、平成30年４月に町長に就任して

以来、公約である町民との約束をはじめ前町政から引き継がれた政策課題の財政健全化やピュア

問題、ＪＲ日高線問題、また災害とまで言われている新型コロナウイルス感染症対策など積極的

な町政運営を推進し、様々な成果を上げられていることにつきましては評価しているところであ

りますし、今後の新ひだか町をさらに飛躍、発展させるための町長のまちづくり政策に大きな期

待と希望を持っているものでございます。そこで、町長の政治姿勢につきまして何点か伺いたい

と思います。 

 １点目に、町長の１期目の任期も３年８か月を経過して、来年４月22日までの任期も残り約４

か月となりまして、その中で町民との約束を掲げて様々な政策を実践してきたわけでございます

が、町長は１期４年間の総括をどのように考えているのかを伺いたいと思います。 

 ２点目に、１期４年間の中で町長自身が達成感、満足感を感じている政策、あるいは事業につ

いてどのようなものがあり、またまちづくりの政策課題や問題として残されていると考えている

ものは何かについて伺いたいと思います。 

 ３点目に、今年３月の定例議会の私の一般質問で、町民との約束である産科新設、誘致の取組

につきましては、札幌医科大学婦人科教授との面談などにより情報収集等を行いながら、調査研

究を続けているが、産婦人科医の招聘や民間産科病院の誘致の見通しは立っていないと、そうい
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う答弁でありました。産科新設、誘致の取組に対して１期４年間の中で町長自らどのような取組

を行ってきたのかを伺いたいと思います。また、町立静内病院の内科医は、現在１名でありまし

て、内科医の確保は喫緊の最重要課題であるというふうに認識しておりますが、町長の見解と医

師確保の見通しについてどのように考えているのかについて伺いたいと思います。 

 ４点目に、地域内公共交通対策については、大変難しい課題であるというふうに認識しており

ますが、地域内公共交通問題は合併町で広い行政区域を有し、過疎化、高齢化といった問題を抱

える新ひだか町にとっては最重要課題であるというふうに考えております。この件につきまして

は、過去にも同僚議員から何度か質問がありましたし、令和元年12月には議会から町長に対しま

して交通弱者対策について政策提言も行っております。そこで、地域内公共交通対策について現

状の取組状況と具体的対応方策をどのように考えているかについて伺いたいと思います。 

 ５点目に、町長の任期は来年４月22日まででございまして、町選挙管理委員会は12月１日に任

期満了に伴う町長、町議選挙の日程につきまして来年４月12日告示、17日投開票に決定しており

ます。財政の健全化や新ひだか町新公立病院改革プランの取組、町民との約束でやり残したもの

がある中で、２期目の出馬に対し町長はどのように考えているのかについて伺いたいと思います。 

 次に、大きな２点目の水産業の振興についてであります。私は、何度も申し上げておりますが、

まちづくりや地域の活性化を図るためには一次産業の振興が最も重要な政策課題でないかという

ふうに常々考えております。令和３年の町政執行方針で町長は、水産業については漁家経営の安

定と漁業所得の向上を図り、持続性のある漁業を目指すため、水産資源が豊かに育める環境の維

持保全や資源増大のための栽培漁業など、引き続き支援するというふうに述べております。一方

では令和３年度の水産業の漁獲状況は、主要魚種である昆布、あるいはサケ定置網漁の不漁のほ

か、９月下旬からの赤潮が原因と思われる漁業被害によりまして、漁業者の不安や漁業経営に大

きな打撃を与えている状況にあるというふうに考えております。そこで、水産業の振興について

何点か質問をさせていただきます。 

 １点目に、赤潮が原因と思われる漁業被害について、ウニやツブ、タコ等に被害が出ていると

の新聞報道もありますが、新ひだか町の被害状況と被害額について魚種別にどのようになってい

るのかを伺いたいと思います。 

 ２点目に、赤潮被害に対して国及び北海道では補正予算によりまして被害状況の原因調査、漁

場再生に向けた支援事業を行うということでございます。一般質問通告に｢(仮称)｣と私入れまし

たが、これは閣議決定されておりますので、｢(仮称)｣は削除させていただきますが、北海道赤潮

対策緊急支援事業の概要及び対象事業に係る自治体等の財政負担があるのかどうなのかお伺いし

たいと思います。 

 ３点目に、日高管内沿岸で赤潮が原因と思われる甚大な漁業被害が発生していることを受けま

して、11月１日に日高振興局漁業被害対策協議会が設置されましたけれども、設置目的とその活

動状況はどのようになっているのか伺いたいと思います。 

 ４点目に、新聞報道では赤潮被害を受けた漁協や漁業者負担への支援を行う、そういう自治体

もあるようでございます。今回の赤潮被害に対して新ひだか町独自の支援策についてどのように

考えているのかについて伺いたいと思います。 

 ５点目に、今年の漁業の水揚げ状況を見ますと、先ほども申し上げましたように主要魚種、昆

布、アキサケ、記録的な不漁に加えまして、ウニ、ツブ、タコなど赤潮被害によりまして漁業経
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営に大きな支障が生じ、大変厳しい状況にあります。そこで、水揚げ向上対策及び漁家経営の生

活安定対策といたしまして、漁網、漁具等に対する支援を行う考えはないか伺いたいと思います。 

 なお、赤潮被害対策の質問につきましては、同僚議員からも様々な質問がありまして、丁寧な

答弁がありましたので、重複している部分につきましては簡単に答弁をお願いしたいと思います。 

 以上、２項目10点につきまして質問いたしますので、御答弁をよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 町長。 

〔町長 大野克之君登壇〕 

〇町長(大野克之君) 木内議員からの御質問の私の政治姿勢ということでございまして、冒頭私

のほうから何点か御答弁をさせていただきます。 

 まず、１点目の１期４年間の総括ということでございますが、総括といいますと４年間の締め

くくりということで、成果ですとか、あるいは反省点、それについて評価することかというふう

に思いますが、まだ任期が残っておりますし、何よりも私の基本的な考え方として、町長として

取り組んできた仕事に対する評価みたいなものは自分が行うものではなく、町民の皆様から受け

るものであると思っております。総括のような自己評価はしませんが、町長就任以来町を取り巻

く様々な課題に対しまして、そのとき、そのときの情勢を見極めながら、できることから一つ一

つ取り組んできたつもりでございます。 

 続いて、２点目でございますけれども、達成感あるいは満足感という御質問でございます。こ

れについては、今の時点というよりは10年なり、20年たったときに、生きているかどうか分かり

ませんけれども、そのときに町の変わった姿を見て感じるものなのかなというふうに思ってござ

います。 

 ただ、そんな中でも強く印象に残っていることがございます。それは、高齢者福祉施設の運営

をはじめ、長年にわたり役場の職員が行ってきた業務の多くに５年先、10年先を見据えた上で民

間活力を導入したことでございます。ここには町職員の身分を失うことになった方も多くいらっ

しゃったわけでございまして、非常に重たく大きな決断であったというふうに考えてございます。 

 また、もう一点は、長らく結論が出ない状態が続いておりましたＪＲ日高線の存続問題につい

てでございます。様々な現実を見据えた中で廃線の合意、全線バス転換という道を選択いたしま

した。約６年という非常に長い時間を要した中で、ようやく結論を出せたのかなという安堵の気

持ちになったと同時に、また何とも言えない複雑な思いになったということを今でも覚えており

ます。 

 いずれの選択も一見暗く、マイナスのイメージでとらわれるかもしれませんが、私自身として

は急激な人口減少をはじめ、かつての時代とは情勢が大きく変わっているのだということにしっ

かりと向き合いまして、町の将来のために変えるべき部分は変えていくという強い意識を持って、

前向きかつ現実的な視点で選択してきたつもりでございます。 

 また、まちづくりの政策課題や問題として残されているものということについてでございます

が、個別の案件に触れ出すと切りがございませんので、大まかに申し上げますと、全ての分野に

通ずる共通の課題でありますけれども、町の将来を担う人材の育成、それとともに関係する人口

の増加、いわゆる関係人口の増加をどう図っていくのだと、これが大きなことかなというふうに

思ってございます。急激な人口減少時代の中で、当町の人口も今後ますます減少していくことは

容易に想定されております。そのような中にありまして、町の中の様々な分野における活動や活
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力を維持していくために必要なものは、やはりそこの原動力となる人だろうというふうに思って

考えているところでございます。 

 最後に、５点目の２期目の出馬に対する考えという御質問でございますが、正直なところ現時

点で出馬する、しないという部分を明確に決めておりません。今後後援会役員の方々をはじめ、

応援していただいている方々とよく御相談をした上で判断してまいりたいと考えてございます。 

 以上、私からの答弁とさせていただきますが、残りの質問につきましては担当課長のほうから

答弁させます。 

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、木内議員からの御質問の大きな１点目の町長の

政治姿勢についての３点目、産科新設、誘致の取組及び内科医の確保について御答弁申し上げま

す。 

 初めに、産科新設、誘致の取組についてでございますが、今年度策定予定の新ひだか町新公立

病院改革プランの中でも産科の新設につきましては、検討項目として民間委員を中心に構成した

策定委員会の中で議論を進めているところでございます。また、町内の民間医療機関の方々より

改革プラン策定について専門的なお立場から町立病院や町に対する御意見を伺ってまいりました

が、全ての民間医療機関より産科を新設したほうがいいとの御意見をいただいたところであり、

住民ニーズが非常に高い診療科であることを改めて確認したところでございます。このことから、

産科新設に向けた調査研究のため道内産科病院へ意見聴取などを行ってまいりましたが、産科に

携わる医療スタッフの担い手不足は、私たちの想像をはるかに超える全道的に深刻な課題である

ことを認識させられ、財政面だけではクリアできない課題も多いことが明確になりました。この

課題が明確になったことで、現在日高管内で唯一産科を開設している浦河日赤病院の産婦人科が

診療を行っている間は、当町で新たに産科を開設することは現実的ではないと考察し、今後は周

産期支援及び産後ケアなど、町立病院として機能強化あるいは担えるサービスなどを優先的に進

めていくことが必要であると考えております。今後においても産婦人科医の招聘や民間産科病院

の誘致につきましては、浦河日赤病院の動向も注視しながら、引き続き関係機関と情報収集を行

いながら調査研究を進めてまいります。 

 また、町立静内病院の内科医の確保についての御質問でございますが、町立静内病院の内科医

の確保につきましては、平成28年12月に内科嘱託医が退職し、その後平成30年７月に新たに嘱託

医を採用することができましたが、同年10月に退職され、以降エージェントの活用などを試みて

おりますが、内科医の採用には至っておらず、内科医１名体制での診療を続けております。改革

プランの策定に際しましても、町内の民間医療機関意見聴取においても町立病院の内科の二次対

応がキャパオーバーではないかとの御指摘をいただいております。内科医１名を増員することに

より、民間医療機関からの内科的入院患者様の受入れ拡充が図られ、町内での入院が可能となり、

患者様の心身の負担の軽減にもつながりますので、町立病院といたしましても、木内議員御指摘

のとおり、内科医の確保については喫緊の最重要課題の一つと考えております。 

 当町の医師につきましては、年齢も高くなってきており、また2024年の医師の働き方改革の対

応もございますので、現在大学病院や医療スタッフ、人材コンサルティング事業者を通じまして

内科医のみならず医師確保にアプローチを行い、交渉を進めておりますが、残念ながら最終的な
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医師の確保までに至っておりません。今後もあらゆるチャンネルを活用し、スピード感を持って

引き続き粘り強く交渉を進めてまいりたいと思いますので、御理解願います。 

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) 私からは、町長の政治姿勢についてのうち、４点目の地域内公共交通

対策について御答弁申し上げます。 

 初めに、地域内公共交通対策に係る現状の取組状況についてでございますが、ＪＲ日高線鵡川

様似間が廃線となり、本年４月から新たな日高広域公共バスの運行が開始されましたことから、

当町の地域内公共交通網につきましても当該広域バス路線との接続なども意識しながら、見直し

に向けた検討を進めているところでございます。これまでの主な取組としましては、町直営によ

ります通院バス、温泉バス、三石コミュニティバスや道南バスによる静内市街地循環線や御園線

に職員が直接乗り込みまして、乗客に対しましてバス運行に対する聞き取り調査を実施している

ほか、公共交通なんでも相談ダイヤルを開設し、電話でも意見や要望等を届けられるような環境

をつくったり、公共交通に対して意見や要望などがある自治会と懇談会を開催するなど、地域内

公共交通網に対し町民の皆様がどのようなことに困り、どのような環境を望んでいるのか、生の

声の把握に努めてきたところでございます。木内議員が御指摘のとおり、当町は合併町というこ

ともありまして行政区域が広く、過疎化、高齢化といった問題も抱えておりますが、移動に関し

て町民が抱える課題を一つでも多く解消できるよう町内全体を視野に地域内公共交通網の再構築

に取り組んでまいりたいと考えております。しかしながら、充実した交通体系を構築するには町

の財政負担や対応する運転手の確保など、多くの課題も伴いますことから、町民の皆さんからの

御意見や御要望等を踏まえつつも、現実的な視点も持たなければいけないと考えておりますし、

新たな手法や視点も取り入れていく必要があると考えておりますので、行政のみならず交通のプ

ロでもあります町内の交通関係事業者とも連携しながら、先の時代を見据えた持続可能な地域内

公共交通網をつくり上げていきたいと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 水谷水産林務課長。 

〔水産林務課長 水谷 貢君登壇〕 

〇水産林務課長(水谷 貢君) 木内議員からの御質問の大きな項目２点目、水産業の振興につい

て御答弁申し上げます。 

 まず、１点目の赤潮が原因と思われる漁業被害について、当町での魚種別の被害状況と被害額

につきまして、まず被害の状況ですが、９月27日に当町へ他地域での赤潮発生の一報があり、直

ちに漁協へ確認したものの、この時点では被害の発生が見られず、水産普及所による沿岸域の目

視観測でも赤潮が確認されませんでした。その２日後の29日には漁協と水産普及所が海岸線を巡

回し、若干数のへい死したウニを確認しております。その際念のため海水を採取し、検査を行い

ましたが、赤潮の原因となるプランクトンは検出されませんでした。さらに、翌30日には春立沿

岸においてへい死したウニが大量に打ち上げられたことにより、壊滅的な被害が発生したことを

把握し、振興局水産課をはじめとする関係機関と連携し、赤潮に関する情報収集に努めてまいり

ました。当初は、沿岸域の被害と考えておりましたが、その後定置網のサケや水深80メートル前

後の沖合で漁獲されるツブやタコなどもへい死した状態で水揚げされているとの報告が多数寄せ

られ、被害が広範囲に及んでいることを推察されました。このほか当時は漁期外のナマコなどに



 

 － 48 － 

も影響が出ているとの情報もありますが、これから漁期を迎えるカニ籠漁業などもあり、魚種や

被害の実態、その度合いなどの全容がいまだつかめていない状況であります。 

 なお、被害額につきましては、さきの阿部議員からの御質問でも御答弁させていただいており

ますが、様々な事情の考慮し、町や漁協別では公表しておりませんことを御理解願います。 

 次に、２点目の北海道赤潮対策緊急支援事業の概要及び対象事業に係る自治体等の財政負担に

ついてでございますが、本事業は主として２つの事業を想定したものとなっております。１つ目

が主に北海道が主体となり実施する漁場環境改善緊急対策事業で、広域モニタリング技術の開発

や赤潮のメカニズムの解明など、その内容はさきの阿部議員からの御質問でも御説明させていた

だいておりますので、御答弁は省略させていただきますが、ここでは２点目の環境生態系保全緊

急対策事業について現時点で把握している内容を御説明させていただきます。 

 この事業メニューは、主に漁場環境の回復を図るために漁業者などが自ら漁場の清掃や生存ウ

ニの移植、漁場環境の把握、資源回復のため放流した種苗の生育監視などの各種活動に要する経

費が支援されるものでございます。具体的には活動に要する人件費や船舶の用船料、種苗購入費、

委託料などが現在想定されております。また、事業に対する自治体等の財政負担につきましては、

この事業実施に必要な経費は国、道及び対象地区の自治体が負担することとされており、その負

担割合は国が70％、北海道と市町村がそれぞれ15％で、道と市町村の負担額に対して特別交付税

措置として80％が充てられるとの案が示されていることから、実質的な市町村の負担は３％程度

と試算しておりますが、現時点では政府案として閣議決定されているものの、事業及び予算につ

いては今後審議されることとなっておりますことを御承知ください。 

 次に、３点目の日高振興局漁業被害対策協議会の設置目的とその活動状況についてでございま

すが、本協議会の設置目的は、日高振興局沿岸ではウニ、サケ、ツブなどの主要魚種に赤潮が原

因と思われる甚大な被害が発生していることから、被害原因の究明や被害状況の共有、漁業生産

の回復や経営の安定化などの対策を振興局及び関係機関が連携して実施するために設立されたも

のでございます。また、本協議会の活動状況につきましては、11月１日の設立以降各地区からの

被害報告の精査や集計、他地域での被害情報の収集と発信、水産試験場から実施している赤潮プ

ランクトンの監視速報の提供など赤潮に関する様々な情報の収集や提供を行うとともに、国の赤

潮対策に関する情報の収集や発信が主な活動内容となっております。このほか実行組織として幹

事会も設置され、12月２日に開催された第１回幹事会では、今後計画されている北海道や各地区

での取組についてより細かな情報の共有や議論が行われており、構成員が連携を図りながら、日

高管内全域での赤潮対策や資源回復のための活動を行っております。 

 次に、４点目の赤潮被害に対する当町独自の支援策についてでございますが、さきの田畑議員

からの御質問でも答弁させていただいておりますが、これまで赤潮対策について漁協と協議検討

を重ねてまいりましたが、赤潮の実態や被害の全容が把握できていない中、まずは国の支援策が

示され、また道が実施する調査の結果を踏まえて、地域事情を考慮した支援策を検討すべきとの

見解から、現在これらの動向を注視しながら具体的な支援策を協議してまいりたいと考えており

ます。 

 最後に、５点目の水揚げ向上対策及び漁家経営の生活安定対策として漁網、漁具等に対する支

援についてでございますが、現時点において通常の操業において使用する漁網や漁具に対して直

接支援することは考えておりません。しかし、水産業振興の観点から生産性のさらなる向上を目
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的としたものや新たな技術の導入、さらには省力化や安全性確保のために新たに必要となる資機

材、また社会情勢の変化など外的要因により必要となるなどの理由で導入や整備を検討している

中で当町に対する支援要望がございましたら、その効果や実効性を検証させていただきながら支

援を検討してまいりたいと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 一通り御答弁をいただきましたので、再質問をさせていただきます。 

 まず、町長の政治姿勢、町長から１点目、２点目、３点目について御答弁いただきました。１

点目の総括につきましては、評価は自分がするものではないと。様々な課題に対し、できるとこ

ろから取り組んできたのだと、そういう総括をされております。私もそのことについては同様に

考えておりまして、同感であります。２点目の達成感ですか、これについては高齢者福祉施設の

関係、あるいは民間活力の導入、ＪＲ日高線の存続問題、これが印象に残っていると。課題とし

ては、将来を担う人材育成、関係人口の増加と、こういうふうに捉えていると。飛びますけれど

も、５点目は、２期目の出馬については後援会の関係もあって今は決めていないという答弁でご

ざいました。 

 それで、５点目に、最後のほうから再質問というか、町長の考え方を聞きたいのですが、私も

後援会ございますから、それは十分理解しておりますが、来年４月ということになりますともう

４か月しかないわけです。後援会は別にして、自分の気持ちとして全く決めていないということ

で捉えてよろしいのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 町長。 

〇町長(大野克之君) 木内議員のおっしゃるとおりで、そのような捉え方でよろしいかなという

ふうに思っています。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) それでは、町長の町民との約束で２点ほど確認だけさせてください。 

 それで、私これ持っております、もちろん町長も持っていると思いますが。ここで川端議員か

らもちょっとありましたけれども、基本理念、３つの｢わ｣、１つ目はまずは互いの立場を理解、

尊重し合う｢和｣の心の醸成をすると。それから、２つ目に、その｢和｣の手をつなぎ合わせ、手を

握り合う｢輪｣をつくる。そして、３つ目は、経済の循環、自然環境にも配慮した持続可能な３つ

目の｢環｣、これ環ということです。これについて恐らく町長は念頭に置いていろんなまちづくり

の政策にこれを理念に取り組んできたと思うのです。実際に３年８か月たって、この理念に沿っ

てやってこれたということで考えてよろしいですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 町長。 

〇町長(大野克之君) まず、１つ目の｢和｣のところにつきましては、私あまり何か丁寧な言葉で、

挨拶もそうですし、お話しするときも本当によそ行きの言葉で話すのは苦手なものですから、自

分自身の性格なり、自分自身のカラーといいますか、自分はこうなのだということを出しながら

ざっくばらんにお話をさせていただいています。そういうことをこの３年８か月積み重ねてきた

つもりでございます。ただ、そういう中において、やはり距離感が縮まらないところというのは

就任当初から感じているところがありまして、そこのところというのはこの３年８か月をかけて

もなかなか縮まらない部分は気持ちの中に持ってございます。ただ、会う方、会う方にはそのよ

うなことを思わないで会話をさせていただいておりますけれども、その辺についてはそのような
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ことで考えております。一つのそういう距離感が縮まって、皆さんが前を向いていこうというと

きに横の手をつなぐ｢輪｣がつながっていくのだというふうに思います。そういう中においては、

いろんな場面でいろんなつながりを持ちながら横の連携も図っておりますし、あるいは３つ目の

｢環｣につきましても町外から出た中でいろんな方とお付き合いさせていただいて、その方々にこ

の町のことを知っていただいて、この町の課題の解決に参画してもらうと、そのようなことは続

けてきたつもりでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) もう一点確認させていただきたいのは、基本政策の中で町政運営の透明化

というのがありまして、町行政の執行に当たっては町民の皆様の声に耳を傾けて、説明責任の徹

底に努めますと。これは非常に大切なことだというふうに私も思っておりますし、このようなま

ちづくりができればすばらしいことでないかなというふうに思っているのですが、この点に関し

てはどのように考えておりますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 町長。 

〇町長(大野克之君) それのやり方はいろいろあろうかというふうに思います。物によっては、

もう真っ白なところから議論をしながら積み上げていくというやり方、あるいは我々こう考えて

いるのだけれども、どうでしょうというやり方、いろんなやり方あると思います。そういう中で

透明性のところを一番意識して私が取り組んだところは、実際に町の財政状況がどうなっている

のだ、例えばこの会計で赤字がこれだけありますよ、あるいはこういうお金が入ってきたらこう

いうふうに使いましたよ、皆さんから御寄附いただいたものはこう使いましたよとかというとこ

ろは当たり前のことだと思うのです、町民の方に。ですから、そういうことについては広報など

の書き方も変えたりしながら取組をしてまいりましたけれども、それに対していろんな角度から

まだ十分でないとか、まだこういうやり方があるのではないかという声はあろうかと思いますけ

れども、自分は自分なりに取り組んできたつもりでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) ぜひ残り任期４か月ですか、今のような考え方で進めていただければよろ

しいのかなというふうに思いますし、２期目もそのような考え方で出馬を検討していただければ

いいのでないかなというふうに思いますから、期待しております。 

 それで、政治姿勢で３番目ですか、産科新設、誘致の取組ですけれども、これ答弁いただきま

した。全道的に想像をはるかに超える深刻な課題であると認識したというような答弁もいただき

ましたけれども、具体的にどのような認識持ったのか、具体的にもしあればお願いしたいと思い

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) 産科の開設、誘致につきましては、何とか新ひだか町の妊

婦さんが町内で出産できる体制を整えられないかということで、産科の誘致、新設だけではなく

て、例えば指定管理ですとか民間の病院との連携強化などで、または助産所の開設等々、どうい

う形であっても新ひだか町でお子さんを産んでいただく体制を整えられないかということで、

様々な部分で調査研究をさせていただいたのと、あとは実際に現場の御意見ということで、道内

の産科病院とのヒアリングも重ねさせていただいて、産科に係る実態を調査させていただいてい

ました。その中で、我々が想像していたよりも産科に係る医療スタッフ不足というのは相当深刻
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で、我々が中心的にヒアリングさせていただいた病院というのは、年間で1,000件以上産科を扱う

病院で、常駐医師も11名ぐらいいらっしゃる病院だったのですが、やはり産科というのは激務で

すので、医師が高齢化して、そういう11人抱えている病院ですら５年先の見通しも立たないとい

うのが現状だというお話等もお聞かせいただいて、担い手不足という部分は非常に深刻だという

ことを改めて認識したところです。 

 そこで、継続的に安定的に事業をできるという体制が整わなければ、産科を新しい建物を建て

て医者を確保してということだけではなく、持続可能なものにするというイメージがやはり持て

ないうちは、なかなかこれを前に進めていくのは難しいなというところで、壇上で御答弁させて

いただいたとおり、産後ケアや周産期のケアのほうに今は力を入れさせていただきたいというよ

うな趣旨で御答弁をさせていただいてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 産科の関係は非常に難しいというのは、本当にそのとおりだなというふう

に思いますけれども、粘り強くその誘致に努めていただきたいと。それから、内科医の関係は、

ぜひ急いで確保に努めていただきたいというふうに思います。 

 それでは、次の４番目ですが、地域内公共交通対策について何点か質問させていただきます。

それで、答弁でありました聞き取り調査ですとか、それから公共交通なんでも相談ダイヤルの開

設ですとか自治会との懇談会開催など、そういう町民の生の声の把握に努めてきたということで

すけれども、具体的に何か参考となるというか、これから地域内公共交通対策の具現化を進める

に当たって、そういう町民の声を生かせるようもの、こういう声というのはどのようなものがあ

ったのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 豊田企画課主幹。 

〇企画課主幹(豊田武士君) 具体的な声というところでお答えさせていただきます。 

 バス運行に関する聞き取り調査につきましては、７月の上旬から１か月間程度212人の方からア

ンケートの聞き取り調査を行いました。主な意見としましては、バス停位置の見直しや運行ルー

トの見直し、バスの本数を増やしてほしいという意見、あとは今あるバスを存続してほしいとい

う要望などが主な意見でした。 

 公共交通なんでも相談ダイヤルにつきましては、７月の下旬から３週間弱実施しております。

この間３件ほど承っておりますが、こちらの主な意見としましては、バスの運行ルートの見直し、

ジャンボタクシーのようなワンボックスカーで運行してほしいという意見、または現在の町内循

環線の本数を増やしてほしいという意見、運転手の運転の仕方についてなど御意見をいただいて

おります。 

 最後に、公共交通に関する自治会との懇談会につきましては、４つの自治会から問合せがあり

ました。内容としましては、全てのバスについてノンステップバスにしてほしいという意見や運

行ルートが分かる地図みたいなものがあるとよいという意見、デマンド交通などもよいが、定路

線のほうが安心するといった意見、三石コミュニティバスにつきましては毎週浦河に行きたいと

いう意見や買物の帰りは荷物があるので、家の前まで行ってほしいといった意見などもありまし

た。 

 今回の結果としましては、どこのバスも共通しまして運行回数を増やしてほしいという意見が

やっぱり多かったです。次いでバス停位置の見直しだったり、バスの運行ルートの見直しなどの
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意見要望などが多かった状況となっております。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) それで、もう一点ですが、そこで今の地域内公共交通網の構築、これ実は

旧静内町時代からもかなり検討したのですけれども、実現できないでずっときまして、合併後15年

経過して、それもまた変わっていない。いろんな難しさがあるのは私も分かっているのです。た

だ、その中でも何とか公共交通網の構築をすると。一番困っているのが地域の町民ですから、何

とかバスを運行させるということで、これは本当に急いだほうがいいのではないかというふうに

思っているので、担当として非常に難しい課題が多くて、実際の運行も厳しい部分はあるかもし

れません。ただ、そのめどとしていつ頃今言った構築ができるのか、その辺はどのように考えて

いますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〇企画課長(柴田 隆君) 今担当主幹のほうから町民の生の声のお話をさせていただきましたけ

れども、正直申しますといろいろ聞いたはいいものの、さてどうしたらいいかなというのが正直

なところです。現行でもかなりの毎年右肩上がりで赤字が増えている状況の中で、その運行回数

を増やし、例えばルートも増やし、バス停も増やしとなると運転手も増えてきますので、そうな

ると果たしてそれが実現できるのだろうかということがあります。私実は年度当初、今年度中に

でも青写真でもいいので、ぼやっとしたものでもつくるぐらいの気持ちでいたのですけれども、

ちょっと新型コロナウイルス感染症に出鼻くじかれたような感じで、私のペース感でいうと半年

ほど動きが遅くなっている感がありまして、それでもようやく今聞き取り調査とかできるような

状況になりましたので、今後地域内の公共事業者、タクシー会社、バス事業者等々と中身のある

協議がどれだけスピード感を持ってできるかというのがちょっとまだ見えてはいないのですけれ

ども、私の中では令和４年度のできるだけ早い段階に一定のプランをつくって、議会の皆様にも

御説明していきたいなと思っていますし、理想的なのは令和５年度からでも運行できればと思っ

てはいますが、木内議員も御承知のとおり、交通体系すごく法律の縛りがたくさんありまして、

運行一つ取っても運行形態、お金取るとなればその免許ですとか運行管理ですとか出てきますし、

また補助金一つ取ってもこういう路線でなければ補助金が出ないだとか様々な部分がありますの

で、そういうものもろもろ精査した上で、皆様にプランとしてお示しできる時期がはっきり今言

えませんけれども、気持ち的には令和４年度の早い時期にいきたいなという気持ちでおります。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) ぜひ本当に努力して頑張っていただきたいというふうに思います。 

 それでは、大きな２点目の水産業の振興について何点か再質問させていただきます。それで、

詳しくいろいろ答弁いただきましたし、同僚議員からもかなり赤潮被害対策については答弁もあ

りましたので、何点かに絞って質問させていただきますけれども、国の補助事業である北海道赤

潮対策緊急支援事業ですか、補正予算で国でこれから審議すると思うのですが、この中のうちの

環境生態系保全緊急対策事業、これについて再質問をいたしますけれども、今12月ということに

なって、これから国が補正予算ということになります。そうしますと、年度末も控えているわけ

です。そうなりますと、恐らく翌年度の繰越しになる事業でないかなというふうに予想されるわ

けですけれども、仮にこれの対象になったときに我が町の予算計上時期ということになると、本

年度ですから、もう臨時会もないとすれば３月というふうに思うわけですけれども、その予算の
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計上時期を含めた今後のスケジュール、今の時点で分かる範囲内で、分かれば教えていただきた

いというふうに思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 水谷水産林務課長。 

〇水産林務課長(水谷 貢君) 今後のスケジュールというところなのですが、当町の予算計上時

期につきましては、国の補正予算成立後を考えておりまして、漁協との協議において事業内容を

今固めているところです。道との協議で内諾を受け次第速やかに提案させていただきたいと考え

ております。予定としましては、国からの通知時期により若干のずれはあるかとは思いますが、

国の補正予算成立後、道から事業の詳細が示されることとなっておりますから、現在行っており

ます協議を踏まえて、町の予算計上と併せて事業の諸手続を進めることとしております。 

 本事業についてですが、水産庁のほうからはその事業の内容などから繰越し事業として、令和

５年３月末までの完了を期限として今繰越しとして予定されているというような情報は受けてお

ります。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 分かりました。 

 それで、この事業、要するに漁業者を支援するという考え方の下の事業なのです、見ますと。

新聞等でも報道されていますけれども、この赤潮の被害地域が日高から十勝、釧路、根室管内で

すか、16市町村に及んでいるということだと思うのです。この事業を実施するときに国の補助事

業として事業費は21億円ですか、報道によりますと。国が15億円を持つと。あと残り道と、それ

から市町村と、こうなります。それが率として15％ずつと、こういう答弁いただきました。その

場合に、16市町村ですから単純に割るわけにいかないと思うのですが、我が町も対象になってく

るとした場合に、その事業主体というのはどこになるのかということです。漁協になるのか。恐

らくそうなるのだろうと思うのですが、補助金の流れというのはどういうふうになるのですか。

それも含めて分かる範囲内で結構ですからお願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 水谷水産林務課長。 

〇水産林務課長(水谷 貢君) 事業の実施主体と補助金等の流れというところなのですが、これ

まで国から説明を受けている内容によりますが、当町で例年実施しております水産多面的機能発

揮対策事業のスキームを想定されております。事業実施主体については、漁業者で構成する活動

組織、例えますと漁協の下部組織になりますが、各漁業部会などが検討されております。 

 補助金の流れにつきましては、本事業の母体となる道の水産多面的機能発揮対策協議会に対し

まして、国、道及び関係市町村が補助金、または負担金を支出して、この協議会から活動組織に

補助金が交付されるというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) そうしますと、漁協の下部組織ということを考えると、今回ほとんどウニ

が主体ですよね、この内容は。そうすると、ウニ部会と、こうなります。ひだか漁協の中の我が

町の行政区域の中ではウニ部会というのは１つではなくて、例えば春立ウニ部会、元静内、東静

内とか分かれています。もちろん三石もある。それは、それぞれの事業ということで部会が事業

主体になると、こういう理解でよろしいですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 水谷水産林務課長。 

〇水産林務課長(水谷 貢君) それぞれの部会を今想定しております。 
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〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 分かりました。 

 それでは、最後の質問に移りたいと思いますが、これ町長に質問したいと思うのですが、水揚

げ向上対策、あるいは経営安定ということで、漁網、漁具等の支援制度、これ実は平成29年12月

の議会、前町長、酒井町長のときに私質問させていただいています。このときも申し上げたので

すが、ひだか漁協の構成町の中で、ひだか漁協は新ひだか町と新冠町と日高町です。この中で、

今の漁網、漁具等の支援制度を日高町、新冠町は設けているわけです、上限はありますけれども。

我が町だけないと。これずっと続いているのです、実は。このことについて町長どう考えていま

すか。私は、同じ組合員の中で我が町だけそういう制度がないということになると、漁業者から

すると我が町どうなっているのだろうと、水産業に対する町の姿勢、全く考えていないのかとい

うふうにも取られかねないのです。これは、北道議員の質問にもありましたけれども、今の時期

相当減収になっていますから、非常に苦しいのです。苦しい中でそういう漁網、漁具、消耗しま

すから、そういう意味では必要な支援制度でないかというふうに考えていますけれども、町長の

見解を伺います。 

〇議長(福嶋尚人君) 町長。 

〇町長(大野克之君) 今の漁網、漁具の補助金の支援制度ですけれども、毎年予算査定をすると

きに水産の担当の職員から実態についてはお聞きしているところでございます。それで、今木内

議員おっしゃったように、漁業者の皆さんは漁獲量も例えばサケが取れないとか、漁獲高が大分

下がってきている。それにプラスして赤潮の被害が発生していまして、かなり将来に対していろ

んなことを危惧されているというのは私もひしひしと感じております。一方で漁具ですとか漁網

ですとかそういうものに対する助成というよりは、私は新たなものにチャレンジするといいます

か、例えば漁獲高で上がったものは、それに対してひと手間かければこんなに高く売れるよと、

そのための機械器具入れたいのだというようなところについては積極的に応援したいというふう

に思っています。それで、今の漁獲高が下がったとか赤潮のところについては、既存の共済制度

ですとか漁業経営安定対策の事業もあるように聞いていますし、赤潮対策についても今国費でそ

ういうものがあるので、需要があったときには我々のところも負担しながら赤潮対策打っていき

ますので、それはそれとしても我々の漁業者に対する支援というのは、まさに通常の、言い方悪

いですけれども、消耗するようなものに対する補助ではなくて、違うもの、新たなものにいくよ

というところに積極的に打っていきたいと、そのようなことで考えているところでございますの

で、漁協を構成する３町の中で新ひだかは何やっているのだと言われるかもしれませんけれども、

私の率直な気持ちはそこにはばんばん打っていこうということでございますので、御理解を賜り

たいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 漁網、漁具、これ消耗品です。消耗するのです。消耗する中での漁なので

す。これは私も分かります。分かりますけれども、それがないと漁に出れないのです。これが生

産の要するに一番大きな必要なものなのです。ですから、そのことを念頭に置いていただいて、

町長の現在の考えは分かりましたけれども、２期目に当たってもし当選すれば、そのときにまた

質問させていただきます。 

 これで質問を終わります。ありがとうございました。 
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〇議長(福嶋尚人君) 以上で一般質問を終結いたします。 

 暫時休憩いたします。10分程度休憩します。 

休憩 午後 ３時５９分 

                                            

再開 午後 ４時１２分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                            

    ◎議案第７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第３、議案第７号 新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正する条

例制定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 秋山生活環境課長。 

〔生活環境課長 秋山照幸君登壇〕 

〇生活環境課長(秋山照幸君) ただいま上程されました議案第７号について御説明申し上げま

す。 

 議案第７号は、新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についてでございまし

て、新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするもので

す。 

 １枚おめくりください。今回の条例改正につきましては、国保被保険者が出産したときの出産

育児一時金に関する改正でございまして、現在出産育児一時金の支給額は40万4,000円に産科医療

補償制度の加算対象となる出産については、その額に３万円を超えない範囲の金額を加算した額

とされており、現在は１万6,000円が加算され、総額で42万円が支給されています。産科医療補償

制度は、お産をしたときに何らかの理由で重度の脳性麻痺となったお子さんとその御家族の経済

的負担を補償する制度で、令和４年１月１日よりこの産科医療補償制度が見直され、当該制度の

掛金が１万6,000円から１万2,000円に引き下げられること、また国の社会保障審議会において少

子化対策としての重要性に鑑み、出産育児一時金の支給総額については42万円を維持すべきとさ

れたことを踏まえ、出産育児一時金の額を現行の40万4,000円から40万8,000円に引き上げるため

健康保険法施行令等の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、当町におきましても法令と

同様出産育児一時金の支給総額を維持するため、新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正する

ものです。 

 改正箇所の詳細につきましては、次のページに参考資料といたしまして条例新旧対照表を添付

してございますので、御確認いただければと思います。 

 最後に、附則でございますが、施行期日につきましては、法改正の施行日である令和４年１月

１日で、経過措置といたしまして改正後の出産育児一時金の規定は、この条例の施行の日以後の

出産に対して支給される出産育児一時金について適用し、施行日前の出産に対して支給される出

産育児一時金につきましては、改正前の支給額とするものです。 

以上、議案第７号の説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 
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〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。 

 よって、これで質疑を終結いたします。 

 議案第７号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これから議案第７号 新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についてを採決

いたします。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

        ◎議案第８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第４、議案第８号 新ひだか町森林公園条例の一部を改正する条例制

定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 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、議案第８号 新ひだか町森林公園条例の一部を

改正する条例制定について御説明申し上げます。 

 議案第８号は、新ひだか町森林公園条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、

新ひだか町森林公園条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定しようとするものでございま

す。 

 条例の改正につきましては、議案第８号参考資料により御説明申し上げますので、２枚おめく

り願います。新ひだか町森林公園条例の一部を改正する条例説明要旨でございます。提案の理由

についてでございますが、温泉の森キャンプ場があります森林公園緑のふるさと温泉の森につき

ましては、今年度５年ぶりに再開をいたしました。再開に当たりましては、隣接する町民保養施

設静内温泉を受付とするなど経費の削減を図りながら、その管理運営を業務委託により行ってい

るところでございますが、静内温泉との一体的な管理を行うことにより一層効果的で効率的な運

営が期待できることから、令和４年度に指定管理の更新を迎える静内温泉との一体的管理運営を

目指し、指定管理者による管理運営を可能にするため所要の改正を行うものでございます。 

 改正の内容といたしましては、現行条例の規定に指定管理者に管理を行わせるために必要な規

定を加えるものでございまして、第８条は指定管理者による管理に関することで、町長が必要と

認めるときは法人その他の団体で町長が指定する者に森林公園の管理を行わせることができるも

のとします。 

 次に、第９条は、指定管理者が行う業務の範囲に関することで、第１号として森林公園の利用

の承認及び調整に関する業務、第２号として森林公園の利用料金の徴収に関する業務、第３号と

して森林公園及び設備の維持管理に関する業務、第４号として森林公園附属施設の維持及び修繕

に関する業務などについて規定しております。 

 次に、第10条は、指定管理者が行う管理の基準に関することで、指定管理者は、新ひだか町公

の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第７条に基づく協定事項及び関係法令等を遵



 

 － 57 － 

守し、善良な管理者の注意義務をもって森林公園の管理を行わなければならないものと規定して

おります。 

 次に、第11条は、利用料金に関することで、第１項として指定管理者に管理を行わせる場合に

おいて利用者は利用料金を指定管理者に納入しなければならないこと、第２項として町長が適当

と認める場合には利用料金を指定管理者の収入として収受させることができること、第３項とし

て利用料金の額はこの条例に定める額の範囲内においてあらかじめ町長の承認を得て指定管理者

が定めるものとすることを規定してございます。 

 次に、第12条は、原状回復の義務及び賠償に関することで、第２項として指定管理者は指定期

間が満了したとき、または新ひだか町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第９

条の規定により指定を取り消され、もしくは期間を定めて業務の全部、または一部の停止を命ぜ

られたときは、管理しなくなった施設及び設備を原状に復さなければならないことを規定してい

ます。 

 次に、第13条は、目的の達成に関することで、指定管理者は、飲食物の提供、物品の販売及び

宣伝その他森林公園の設置目的を効果的に達するため、必要な事業を行うことができるというこ

とを規定しています。 

 ２ページへお戻り願います。最後に、附則でございますが、施行期日でございまして、この条

例は、公布の日から施行するものでございます。 

 以上で議案第８号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 

 議案第８号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これから議案第８号 新ひだか町森林公園条例の一部を改正する条例制定についてを採決いた

します。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第８号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

        ◎議案第９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第５、議案第９号 新ひだか町簡易水道事業及び下水道事業に地方公

営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例制定についてを議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 桂田上下水道課長。 

〔上下水道課長 桂田達也君登壇〕 

〇上下水道課長(桂田達也君) ただいま上程されました議案第９号について御説明申し上げま

す。 
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 議案第９号は、新ひだか町簡易水道事業及び下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用

することに伴う関係条例の整備に関する条例制定についてでございまして、新ひだか町簡易水道

事業及び下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関す

る条例を別紙のとおり制定しようとするものでございます。 

 今回の条例改正ですが、新ひだか町簡易水道事業及び下水道事業について経営状況を的確に把

握し、より効率的な事業運営を図るため、平成31年１月25日付で総務省から発出された要請に基

づき、地方公営企業法の規定の全部を適用して公営企業会計に移行することに伴う関係条例の整

備に関し、本整備条例により一括して所要の改正を行うものであります。 

 それでは、改正内容を条例新旧対照表によって説明させていただきますので、13ページの議案

第９号参考資料１を御覧ください。改正箇所について新ひだか町水道事業の設置等に関する条例

の一部改正(第１条関係)では、法適用により題名を新ひだか町水道事業及び下水道事業の設置等

に関する条例に改め、関係条例で規定する必要のある事項について整備します。 

 設置規定第１条では、水道事業と同様に簡易水道事業及び下水道事業を設置する規定を加えま

す。 

 第２条では、簡易水道事業及び下水道事業に法の規定の全部を適用する規定を追加します。 

 第２条を第３条とし、簡易水道事業給水区域及び下水道事業排水区域等の事業規模の規定を加

えます。 

 第４条では、法適用により２つ以上の事業を通じて１つの特別会計とすることができることか

ら、水道事業及び簡易水道事業を通じて１つの特別会計として水道事業会計を、公共下水道事業

及び特定環境保全公共下水道事業を通じて１つの特別会計として下水道事業会計をそれぞれ設け

る規定を追加します。 

 第３条を第５条とし、14ページにかけて御覧いただきたいと思います。管理者は、水道事業と

同様に非設置とし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長に属する組織とする規定

に改めます。 

 以下、第６条から15ページの第13条までは、規定の追加により条ずれが生じることから、条の

順を下げることとし、条文中｢水道事業｣の次に｢及び下水道事業｣を加え、統一します。 

 下段の別表１から17ページの別表第２までは、各事業の規模等を表に記載のとおりとするもの

であります。 

 また、新ひだか町特別会計条例、新ひだか町下水道設置条例、新ひだか町簡易水道事業設置条

例は、新ひだか町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例に統合されるため廃止します。 

 18ページに参ります。下段の新ひだか町行政手続条例の一部改正(第２条関係)から19ページの

新ひだか町情報公開条例の一部改正(第３条関係)、新ひだか町個人情報保護条例の一部改正(第４

条関係)では、法適用により町の執行機関及び実施機関として水道事業及び下水道事業の管理者の

権限を行う町長を含む規定を加え、条文中｢水道事業管理者及び水道企業管理者｣を削り、統一い

たします。 

 次に、新ひだか町職員定数条例の一部改正(第５条関係)では、法適用により条文中｢水道事業会

計｣の次に｢及び下水道事業会計｣を加えます。 

 20ページに参ります。新ひだか町下水道条例の一部改正(第６条関係)から31ページの新ひだか

町下水道受益者負担金条例の一部改正(第７条関係)、33ページの新ひだか町下水道受益者分担金



 

 － 59 － 

条例の一部改正(第８条関係)、35ページの新ひだか町水洗便所改造等資金助成条例の一部改正(第

９条関係)では、法適用により設置事項を新ひだか町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条

例によるものとし、条文中｢町長｣を｢管理者｣に、｢規則｣を｢規程｣に改め、統一いたします。 

 37ページに参ります。新ひだか町水道事業給水条例の一部改正(第10条関係)では、法適用によ

り簡易水道事業の規定を加え、新ひだか町簡易水道事業給水条例は統合のため廃止いたします。 

 下段の新ひだか町下水道排水区域外受益者分担金条例の一部改正(第11条関係)では、38ページ

から39ページになりますが、さきの第６条関係から第９条関係までの改正内容と同様に設置事項

を新ひだか町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例によるものとし、条文中｢町長｣を｢管

理者｣に、｢規則｣を｢規程｣に改め、統一いたします。 

 39ページの下段になります。新ひだか町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改

正(第12条関係)から40ページの新ひだか町債権管理条例の一部改正(第13条関係)では、法適用に

より条文中｢水道事業｣の次に｢及び下水道事業｣を加え、統一するものであります。 

 次に、41ページの議案第９号参考資料２を御覧ください。本整備条例の全体像につきまして模

式図で表記しております。条例等の統合、廃止等について御確認願いたいと思います。 

 恐れ入ります。11ページにお戻りください。附則でございますが、この条例は、令和４年４月

１日から施行することとします。 

 ２、本整備条例の制定により、新ひだか町特別会計条例、新ひだか町下水道設置条例、新ひだ

か町簡易水道事業設置条例、新ひだか町簡易水道事業給水条例は、廃止することとします。 

 ３、新ひだか町下水道事業特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債券、債務及び財産

については、新ひだか町下水道事業会計に、新ひだか町簡易水道事業特別会計の廃止の際、同会

計に属する剰余金、債券、債務及び財産については、新ひだか町水道事業会計に帰属するものと

します。 

 ４、この条例による廃止前の新ひだか町下水道事業特別会計及び新ひだか町簡易水道事業特別

会計に係る令和３年度の決算については、なお従前の例によります。 

 ５、この条例(第２条から第４条までの規定に限る。)の施行の日前に町長がした処分その他の

行為(以下｢処分等｣という。)のうち、この条例の施行の際現にその効力を有する処分等で、施行

日以後において水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下｢管理者｣という。)の権

限に属することとなる事務(以下｢管理者の事務｣という。)に係るもの又はこの条例の施行の際現

に町長に対してされている申請その他の行為(以下｢申請等｣という。)で、管理者の事務に係るも

のは、施行日以後においては、管理者がした処分等又は管理者に対してされた申請等とみなしま

す。 

 12ページに参りまして、６、町長に対して届出その他の手続をしなければならない事項のうち、

施行日前にその手続がされていないもので、管理者の事務に係るものについては、施行日以後に

おいては、管理者に対してその手続がされていないものとみなします。 

 ７、この条例(第６条から第11条までの規定に限る。)の施行の日前に改正前のそれぞれの条例

に基づき行われた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされ

た処分、手続その他の行為とみなします。 

 なお、条例本文は説明を省略させていただきまして、以上で議案第９号 新ひだか町簡易水道

事業及び下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係条例の整備に関す
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る条例制定についての説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 

 議案第９号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これから議案第９号 新ひだか町簡易水道事業及び下水道事業に地方公営企業法の規定の全部

を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例制定についてを採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第９号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

    ◎議案第１０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第６、議案第10号 令和３年度新ひだか町一般会計補正予算(第８号)

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 上田総務課長。 

〔総務課長 上田賢朗君登壇〕 

〇総務課長(上田賢朗君) ただいま上程されました議案第10号について御説明いたします。 

 追加議案になりますので、別冊となってございます。追加議案の内容でございますが、経済対

策において新型コロナウイルス感染症が長期化したその影響が様々な人に及ぶ中、苦しんでいる

子育て世帯への支援として、子どもたちに１人当たり10万円相当の給付を行うこととされていま

す。このうち年内に先行給付とされていた５万円の現金給付について当定例会の議案第１号で議

決をいただいたところでありますが、残りの５万円相当の給付については、国の経済対策におい

て来年春の卒業、入学、新学期に向けて、子育てに係る商品やサービスに利用できる子ども１人

当たり５万円相当のクーポン券を基本とした給付を行うことで検討されておりました。先日内閣

府から暫定指針が示され、その実施方法としまして、１つ目に先行分の５万円の給付と追加分の

５万円相当のクーポン券の給付、２つ目に先行分の５万円の給付と追加分の５万円現金の給付の

組合せのほか、３つ目に年内の先行分の５万円の給付と合わせて10万円の現金を一括で給付とし、

３つの実施方法から地域の実情に応じて自治体の判断により可能とする内容でございました。町

といたしましては、５万円相当のクーポンによる給付を基本とし、検討いたしましたが、クーポ

ンの作成に当たっては偽造防止対応の印刷が必要であること、また制度の周知、利用可能店舗の

取りまとめなど準備期間を考慮しますと、実施目的であった来年春の卒業、入学などには間に合

わないことが想定されることから、残りの５万円給付につきましては現金給付を行い、来年春ま

でのいろいろな準備に備えていただきたいという考えに至りました。また、交付時期を分けての

追加支給となりますと、振込手数料などの事務経費が新たに必要となってくることから、追加分

としての５万円給付にあっては、先行分と合わせて10万円の現金を一括して給付することにより

事務経費の削減を図るとともに、子育て世帯への支援をスムーズに行おうとするものでございま
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すので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

 それでは、議案の説明に入りますので、追加議案の冊子を２枚おめくりください。議案第10号

は、令和３年度新ひだか町一般会計補正予算(第８号)でございます。 

 令和３年度新ひだか町の一般会計補正予算(第８号)は、次に定めるところによる。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億

5,620万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ180億1,323万3,000円にしようとす

るものでございます。 

 第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、｢第１表 歳入歳出予算補正｣のとおりでございます。 

 それでは、事項別明細書より御説明いたしますので、追加議案の最後のページを御覧ください。

一般６ページでございます。３、歳出でございます。３款 民生費、２項 児童福祉費、１目 児童

福祉総務費、事業目１ 子育て世帯への臨時特別給付金支給事業へ１億5,620万円の追加でござい

ます。前段に御説明したとおり、追加給付に係る給付金の計上でございまして、給付に係る積算

方法、金額につきましては既に議決をいただいている給付金と同じとなってございます。この追

加により、合わせて10万円を一括給付しようとするものでございますが、中学生までのお子さん

がその兄弟で18歳以下の高校生などに対しましては、受給確認を行った後、年内に給付したいと

考えてございます。また、それ以外の高校生などにあっては、申請に基づき、年明けになります

が、順次給付することとなります。 

 なお、今回の追加計上分に係る事務経費につきましては、一括交付により新たな振込手数料や

消耗品などの事務経費は生じないものと考えてございまして、既に議決をいただいている分で賄

えるものと考えてございますが、給付事務執行途中においてかかる経費に増減等の変更があるも

のと考えてございますが、最終補正予算において整理させていただきたいと考えてございますの

で、よろしくお願いいたします。 

 財源につきましては、国庫補助金である子育て世帯への臨時特別給付金事業費補助金を同額充

当してございます。なお、歳入におきましても同事業に係る国庫補助金のみの計上でございます

ので、お目通しをいただき、説明は省略させていただきます。 

 以上で議案第10号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 

 議案第10号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これから議案第10号 令和３年度新ひだか町一般会計補正予算(第８号)を採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、議案第10号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

    ◎意見書案第１３号の上程、説明、質疑、討論、採決 
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〇議長(福嶋尚人君) 日程第７、意見書案第13号 地球温暖化、海水温上昇に伴う水産漁業被害

の解明と支援策を求める意見書についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 14番、池田君。 

〔14番 池田一也君登壇〕 

〇14番(池田一也君)  

令和３年12月14日 

 新ひだか町議会議長  福 嶋 尚 人  様 

提出者  新ひだか町議会運営委員長  池 田 一 也 

   議案の提出について 

 次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第３項の規定により提出します。 

記 

 １ 件 名 

  (意見書案第13号) 

地球温暖化、海水温上昇に伴う水産漁業被害の解明と支援策を求める意見書について 

 

提案理由 

 北海道内では、海水温の上昇が漁業に大きく影響を及ぼしているものと推察され、地球温暖化・

海水温上昇の原因の究明が急務となっています。毎年、その被害状況は増しており、北海道を代

表する秋サケも不漁に悩まされ続けている状況は、地域経済に大きなダメージを与え地域の活力

を削ぎ、地域の衰退が懸念されています。 

 このことは、新型コロナウイルス感染症対策による飲食店での消費減退に伴う魚価安が、さら

に水産漁業者の不安を増幅させています。また、今年９月以降赤潮発生による被害が及び、大き

な経済的損失を被るとともに、来年以降の漁に大きな不安を生じさせています。 

 よって、国においては、地球温暖化、海水温上昇に伴う水産漁業被害の措置を早急に講ずるよ

う強く要望するため、意見書を提出いたします。 

 

  提出先 衆 議 院 議 長 

     参 議 院 議 長 

     内 閣 総 理 大 臣  各 通 

     財 務 大 臣 

     総 務 大 臣 

     農 林 水 産 大 臣 

     国 土 交 通 大 臣 

     厚 生 労 働 大 臣 

     環 境 大 臣 

     内 閣 官 房 長 官 

 なお、本文の朗読は省略をさせていただきます。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 
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 御審議のほどよろしくお願いをいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。 

 本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第13号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

    ◎意見書案第１４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第８、意見書案第14号 令和４年度の米政策に関する意見書について

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 14番、池田君。 

〔14番 池田一也君登壇〕 

〇14番(池田一也君)  

令和３年12月14日 

 新ひだか町議会議長  福 嶋 尚 人  様 

提出者  新ひだか町議会運営委員長  池 田 一 也 

   議案の提出について 

 次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第３項の規定により提出します。 

記 

 １ 件 名 

  (意見書案第14号) 

令和４年度の米政策に関する意見書について 

 

提案理由 

 現在、令和４年度農林水産関係予算に係る米政策については、主食用米の需給安定に向け、相

当程度の作付転換が予定されています。 

 しかし、今般の水田活用の直接支払交付金の急激な見直しによって、生産者の中長期的な営農

計画や地域の生産基盤が大きな影響を受けることが懸念されます。 

 よって、国においては、地域農業振興や生産現場の意見も踏まえた運用となるよう強く求める

ため、意見書を提出いたします。 

 

  提出先 衆 議 院 議 長 

     参 議 院 議 長 

     内 閣 総 理 大 臣  各 通 

     財 務 大 臣 

     農 林 水 産 大 臣 

 なお、本文の朗読は省略をさせていただきます。 

 以上、地方自治法第99条の規定により提出をします。 
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 御審議のほどよろしくお願いをいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。 

 本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第14号は、原案のとおり可決されました。 

 ここであらかじめ本日の会議時間を延長いたします。 

                                            

    ◎意見書案第１５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第９、意見書案第15号 コロナ禍による米の需給改善と米価下落への

対策を求める意見書についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 10番、谷君。 

〔10番 谷 園子君登壇〕 

〇10番(谷 園子君)  

令和３年12月14日 

 新ひだか町議会議長  福 嶋 尚 人  様 

提出者  新ひだか町議会議員  谷   園 子 

賛成者 同       上 本 間 一 徳 

   議案の提出について 

 次の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第１項及び第２項の規定により提出します。 

記 

 １ 件 名 

  (意見書案第９号) 

コロナ禍による米の需給改善と米価下落への対策を求める意見書について 

 

提案理由 

 新型コロナウイルス感染症感染拡大による需要の｢消失｣で、2020年産米の過大な在庫が生まれ、

2021年産米の価格は大暴落が続いています。 

 北海道米の主力である｢ななつぼし｣の2021年産概算金は１万1,000円と、昨年より2,200円も下

落し、さらに来年産米の下落も避けられない状況のもと、生産者の間には不安が広がり、北海道

の米づくりは危機に瀕しています。 

 よって、国においては、過剰在庫を緊急に買い入れ、食糧支援で活用するなどの対策を取るこ

とを強く求めて意見書を提出します。 

 

  提出先 衆 議 院 議 長 

     参 議 院 議 長 

     内 閣 総 理 大 臣  各 通 

     財 務 大 臣 
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     農 林 水 産 大 臣 

 なお、本文の朗読は省略させていただきます。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

 御審議ほどよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) お諮りいたします。 

 本案は、質疑、討論を省略し、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第15号は、原案のとおり可決されました。 

                                            

        ◎委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査について 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第10、委員会の閉会中の継続審査(調査)及び継続事務調査についてを

議題といたします。 

 各常任委員長、議会運営委員長及び議会広報特別委員長から、委員会で審査及び調査中の事件

について、会議規則第75条の規定によってお手元に配付のとおり閉会中の継続審査及び継続事務

調査の申出があります。 

 お諮りいたします。各委員長から申出のとおり閉会中の継続審査及び継続事務調査とすること

に御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、各委員長から申出のとおり閉会中の継続審査及び継続事務調査とすることに決定いた

しました。 

                                            

        ◎行政報告に対する質疑 

〇議長(福嶋尚人君) これから行政報告に対する質疑を行います。 

 報告事項のみについて質疑願います。質疑ありませんか。 

〔｢なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 質疑なしと認めます。 

 よって、質疑を終結いたします。 

                                            

        ◎閉会の議決 

〇議長(福嶋尚人君) お諮りします。 

これで本定例会の会議に付された事件は全て終了いたしました。 

よって、会議規則第７条の規定により、本日で閉会したいと思います。御異議ありませんか。 

〔｢異議なし｣と言う人あり〕 

〇議長(福嶋尚人君) 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。 

                                            

        ◎閉会の宣告 
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〇議長(福嶋尚人君) これで本日の会議を閉じます。 

  以上で令和３年第７回新ひだか町議会定例会を閉会いたします。 

 どうも御苦労さまでした。 

(午後 ４時５２分) 


