
                       一  般  質  問 
                               令和元年９月１０日招集 

                              第４回新ひだか町議会定例会 

順番 質 問 者 質 問 事 項 質  問  要  旨 答弁を求める者 

１ １２． 

畑端 憲行 

 

時間制 

９０分以内 

漁業の振興に

ついて 

１ 沿岸漁業の振興について 

  当町において、漁業者に対しては、

磯根資源の確保にいろいろ努力されて

おりますが、沖合資源の枯渇により、

漁協の取り扱い高も減少しておりま

す。 

  漁業者の生活安定のため、各種種苗

等の放流事業を実施されているのは承

知しておりますが、そのほかにどのよ

うな施策を考えているのか伺います。 

２ 漁業者の高齢化及び担い手不足対策

について 

  近年、漁業従事者の年齢構造をみま

しても高齢化が進んでおり、後継者不

足や重労働が敬遠されるなどの理由

で、漁業に従事する方が減少傾向にあ

ります。 

  当町においても、漁業者の高齢化や

担い手不足など、地域漁業の衰退が懸

念されておりますが、漁業従事者の現

状と今後の見通し及びどのような対策

を考えておられるのか、伺います。 

３ 海洋汚染が問題となっている今日、

当町の漁船の操業において、網などに

引っかかるプラスチックごみや、流木

等の処理について、町としてどのよう

な対応、対策を考えておられるのか伺

います。 

町 長 



(１) (畑端 憲行) 両町立病院の

外来患者の対

応について 

 三石、静内両町立病院において、休日

に体調を崩し、病院に電話をした際の対

応が異なっているのではないかとの町民

の方からお話を伺いました。 

病院に来てくださいと言って、直接患

者に対応して応急処置等をする場合と、

電話等で看護師が患者、家族等から聞き

取り、医師にその体調を話し、他の病院

に紹介するケースがあるようですが、病

院としての救急外来に対する対応の在り

方はどのようになっているのか、伺いま

す。 

町 長 

 

２ １３． 

建部 和代 

 

時間制 

９０分以内 

児童生徒の携

行品の対応に

ついて 

１ ２０１８年９月６日付「児童生徒の

携行品に係る配慮について」文部科学

省の通達を、教育長はどのように認識

をされているのか、お聞きします。 

２ 町内の小中学校では昨年の通達後、

各学校現場ではどのような話し合いが

なされ、どのような対応をされたのか。 

そして、その結果、町内の小中学校

の現状はどのようになっているのか、

お聞きします。 

３ 児童生徒の通学時には、からだの負

担が大きいものがあります。災害やさ

まざまな事故や被害に遭われたときな

どには、速やかな対応をするのは難し

いのではないかと考えます。そのこと

を考えても「置き勉」の対応が必要で

はないでしょうか。教育長の考えをお

聞きします。 

町 長 

教 育 長 

  森林・林業の

施策について

（森林環境譲

与税関連） 

１ 森林環境譲与税の活用については、

国から森林整備、人材育成・担い手確

保、木材利用の促進、普及啓発等の方

策が出ておりますが、北海道からはど

のような方策内容で通達が出されてい

るのか、お聞きします。 

町 長 

 



(２) (建部 和代) (森林・林業の

施策につい

て) 

２ 森林環境譲与税はどのような基準で

決定されるのか、新ひだか町の決定さ

れた譲与税の金額をお聞きします。 

３ 譲与税の使途について町はどのよう

な活用を考えているのか、お聞きしま

す。 

４ 森林環境譲与税の活用が町にとっ

て、どのような影響があるのか、お聞

きします。 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４． 

池田 一也 

 

時間制 

９０分以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新ひだか町の

自殺対策推進

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 新ひだか町民の自殺者(未遂者も含

む)のここ数年の推移について伺いた

い。 

 （１）ここ数年の自殺者数は何人か。 

 （２）性別・年代別の割合はどうか。 

（３）その人数は、増加・減少のどち

らの傾向なのか。 

（４）その傾向は、全国や全道と比較

してどうなのか。 

２ 自殺の特徴について 

 （１）原因や動機等の背景には、主に

どのような危険経路があるのか。 

 （２）その危険経路には、性別や年代

等での特性があるのか。 

 （３）新ひだか町ならではの特性はあ

るか。 

３ 取り組みについて 

 （１）実態把握のための調査はしてい

るか。 

（２）町は関係する組織等と、どのよ

うに連携しているか。 

（３）どのような予防活動をしている

か。 

町 長 

教 育 長 



(３) (池田 一也) (新ひだか町

の自殺対策推

進について) 

（４）各層別の具体的な取り組みを伺

いたい。 

  ・児童生徒 

  ・若年 

  ・中高年 

  ・高齢者 

  ・未遂者 

４ 

 

１０． 

谷  園子 

 

時間制 

９０分以内 

合併後の財政

運営の検証と

使用料・手数

料値上げにつ

いて 

１ 合併時、町民に「町の将来を話し合

うための副読本」が配布された。合併

時の説明は財政悪化を想定していない

し、バラ色の財政を説明している。合

併時の財政シミュレーションとの差異

はなぜ発生したのか。それらの財政検

証は実施したのか。 

２ 今回の使用料・手数料の問題につい

ても、そこに行く前に今までの財政運

営の検証、赤字の原因についてしっか

りと町民に明らかにすべきであり、今、

それらのことが明らかにされず、責任

の所在もわからないまま、町民負担の

方向にのみ進むのであれば、多くの町

民は納得しない。 

  財政悪化の原因は何か。 

３ 町長は、町政４年を取り組む所信表

明で、６つの基本政策の１番目に、一

人ひとりの声を大切にする開かれた町

政を挙げ、「住みやすい町」の行政サー

ビスを町民と一緒に築いていきたいと

述べていた。 

  この間、日本共産党の新ひだか町委

員会で実施したアンケートでは、１０

月からの消費税値上げ、少ない年金な

ど町民の厳しい生活実態が明らかにな

った。その現状に、今回の使用料・手

数料値上げは、町民に新たに負担を強

いることになるので、すべきではない

と考えるが、町長の考えは。 

 

町 長 



(４) (谷  園子) (合併後の財

政運営の検証

と使用料・手

数料値上げに

ついて) 

４ 町民に安易に負担を求めるべきでは

なく、行政の総力を挙げて財源を確保す

べきである。財政調整基金の活用も含め

て検討すべきではないか。 

 

  跨線橋事業の

必要性につい

て 

 避難路として整備している、この道路

の総事業費は１０億１，３００万円以上。

これまで町は、あくまでも日高線全線復

旧を前提として、列車の上を通る陸橋で

あると、だから緊急避難路として必要な

のだと説明してきた。 

 この道路の必要性は検証されたのか。

今後の方向性はどうなっているのか。 

町 長 

５ ５． 

北道 健一 

 

時間制 

９０分以内 

ピュアの利活

用と建物施設

の将来に対す

る考えについ

て 

ショッピングプラザ｢ピュア｣は、平成

２４年にその所有権(一部)が町に移転さ

れ、その後、商業施設として維持してい

くことを目標にテナント募集を行ってき

ました。昨年、１階部分の一部商業施設

利用者の撤退後も継続してテナントの出

店募集を続けていますが応募が無く、先

が見えない状況となっています。町は、

ピュアの利活用について、６月の広報で

町民の皆さんからのアイデア募集を始め

ました。 

 ピュアは建物維持費、土地の賃借料を

含め、年間約４千万円の町費による経費

負担が生じます。また、昭和６１年に建

設されてから３３年が経過し、今後、町

の施設としての利用が進んだとしても将

来的には解体、整理が必要となります。

そこで、ピュアの活用と建物施設の将来

に対する町の考えについて次の事項を伺

います。 

１ 町民からの利活用アイデア応募内容

は、どのようなものがあったか。 

２ ピュア施設は、あと何年、町の公共

施設として活用する考えなのか。 

 

町 長 



(５) (北道 健一) (ピュアの利

活用と建物施

設の将来に対

する考えにつ

いて) 

３ 将来、活用が出来ないとき、解体費

用は町負担となるが、その費用負担は

どのように考えているのか。 

 

  廃校舎の利活

用募集状況と

廃校舎の将来

に対する考え

について 

町は、統廃合により閉校となった廃校

舎の活用提案募集を行っております。 

８月現在、廃校舎８校のうち、プロポ

ーザル提案を募集しているのは、４校で

す。そこで、廃校舎の利活用募集状況と、

町は廃校舎を将来どのように考えている

のか、次の事項を伺います。 

１ 現在、募集していない旧歌笛・鳧舞・

川合小学校の募集中止理由は。 

２ 現状の利活用募集はいつまで続ける

のか。 

３ 利活用・売却できない校舎の維持管

理費用は、全体で年間、いくらかかる

のか。 

４ 将来、利活用されない廃校舎を町は

取り壊し等、どのように考えているの

か。 

町 長 



６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１． 

田畑 隆章 

 

時間制 

９０分以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森林環境譲与

税について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森林環境税は地球温暖化の防止、国土

保全、水源涵養等を目的として令和６年

から個人住民税均等割にあわせて納税者

から年額１，０００円を徴収し、森林環

境譲与税として地方自治体に今年度より

私有人工林面積等に応じて配分されると

されているが、この森林環境税及び譲与

税について伺います。 

１ 当町に配分される額について 

２ 森林環境譲与税を元にしたこれから

の主な町の施策、事業について 

３ 森林環境譲与税が当町の林業施策に

与える影響について 

４ 人材育成、林業経営者支援も使い道

の柱になっているが、町の具体的な施

策として考えられていることは何か。 

５ 真歌公園や墓地等、町が管理してい

る施設の外側にある町有地の雑木林や

旧学校林等の景観保全について必ずし

も適当ではない、放置されている状況

に近い森林の整備にも使って欲しいが

いかがか。 

６ 算定基準に林野率があるが新冠町内

にある新ひだか町有林について積算さ

れているか。また林野率は何％か。 

７ 町内の町有林と私有林の面積と比

率、町有林と私有林人工林の面積と比

率はいくらか。 

８ 人工林の定義は広葉樹と針葉樹など

樹種で違いはあるのか。 

９ この森林環境譲与税は北海道にも入

っている。２級河川内の立木を適宜除

伐するよう強く要望できないか。 

１０ 林野庁は、｢例えば山間部の市町

村における水源の森づくりを都市自治

体と共同で行ったり、都市部の住民が

町 長 



(６) (田畑 隆章) (森林環境譲

与税につい

て) 

参加しての植林・育林活動を実施した

りといった新たな都市・山村連携の取

組も各地で生まれることを期待してい

ます。」と言っている。東京都各区に対

し話を持ち掛けることはしないのか。

これは都市部贈与税の使い道をネット

等で明らかにしなければならないので

あるから有効ではないか。 

１１ 私たちは都市住民に比べ素晴らし

い森林環境にある。しかし、その環境

を楽しんでいるように見えない。例え

ば左岸公園から森林公園に上がると太

い木が豊かにあって、ツリークライミ

ングに最適な場所だ。新冠町にはその

クラブがあるし、認定されている指導

者は新ひだか町職員です。町民が楽し

み、両町で或いは日高管内連携で都市

住民、文京区等と話し合ってツアーに

誘い、植林と森林遊びを通じ、林業の

どこかに携わる人を育てて欲しいと願

っている。いかがか。 

１２ 森林環境譲与税は二酸化炭素税を

徴収しその使い道の一つとして立案さ

れたと聞いている。しかし企業は森林

環境税に対し全く貢献していない。地

方は地球温暖化でＪＲ日高線もそうだ

が、台風、高波、豪雨で散々痛めつけ

られている。環境保全と森林環境贈与

税の更なる強化を国に求めていただき

たい。 



７ ２． 

川端 克美 

 

時間制 

９０分以内 

行財政の運営

について 

町は平成２９年度に新財政計画を策定

し、財政の健全化と町民福祉の向上を目

指して厳しい財政状況に対応しようとし

ましたが、計画と現状との間において相

当の乖離が生じています。 

なぜ策定後３年も経過しないうちにこ

のような財政運営をしなければならない

ような状況になったのか。各種事業の維

持に伴う経費の増加、中でも人件費負担

が重荷になっていることは十分に予見さ

れていたことだと思いますが、行政の最

重要課題である住民福祉の向上を達成す

るための、行政としての手法の検証が十

分でなかったと思われるが、以下の点に

ついて伺います。 

１ 新財政計画は、基準外繰出金の支出

を計画として位置づけているが、令和

元年度は基本的に基準外繰出金を計上

していない。特別会計の運営に関する

認識はいかなるものか。計画策定時と

現在の財政状況の説明を求める。 

２ 利用者負担を原則とする特別会計に

おいて、その収支均衡の説明がされて

事業が供用されたとは理解していな

い。ましてや下水道及び介護サービス

においてはその感が非常に強い。使用

料の改正に関し、町広報を見た住民は

非常に困惑しているものと思うが、利

用者負担を基本とした収支の均衡と受

益者でない住民の税負担感の軽減をど

のように図っていこうとしているの

か。また、事業自体は必要度が非常に

高いものであり、事業運営をどのよう

にしていこうとしているか。非常に厳

しい財政事情の中、住民の理解が不可

欠と考えるがいかがか。 

町 長 



(７) (川端 克美) 農業実験セン

ターと和牛セ

ンターの今後

の運営につい

て 

農業実験センターと和牛センターは、

共に旧三石町で国の減反政策により稲作

が先の見えない中、農業振興・地域振興

の拠点として産業振興を基盤とする町の

施策として建設され、職員を配置育成し、

３０年を超える期間、試験研究と実証的

な生産技術の普及蓄積、データの集積、

市場への対応等、生産流通に係る農家リ

スクの軽減と知識技術の普及発展に努

め、それぞれ｢みついし花だより｣、｢みつ

いし牛｣のブランドを確立するに至って

いる。以下の点について伺います。 

１ ｢みついし花だより｣は、三石地区の

耕種農業の基幹をなしている。その生

産指導的地位にいる町職員の退職が来

春に迫っているが、その後のセンター

の運営をどのように考えているか。 

２ 農業実験センターの新規農業後継者

を育成する機能を強化して、新規就農

の取り組みを強化する考えはないか。 

３ ｢みついし牛｣は畜産の基幹をなして

おり、その指導的位置にいる職員の退

職が来年度に迫っている。その後のセ

ンター運営をどのように考えている

か。 

４ 町長の目指しているオンリーワン、

ナンバーワンのなかで｢みついし花だ

より｣、｢みついし牛｣はどのように位置

づけているのか。 

町 長 



(７) (川端 克美) 町長の目指す

オンリーワ

ン、ナンバー

ワンの取り組

みの状況につ

いて 

町長就任から１年半が経過して、町長

としてわが町の良さを感じていることも

多いと思われるが、住民が町長に期待す

るところは新鮮な息吹であり、わが町の

良さを最大限に発揮していこうとする熱

意です。 

住民の発意を待ってそれを支援すると

いう町長の最近の姿勢と、就任当初のオ

ンリーワン、ナンバーワンを目指したい

とする意向とは随分な乖離があると感じ

るが、現在何をどのようにオンリーワン、

ナンバーワンに育て上げたいと考えてい

るかお考えを伺います。 

町 長 

  町有施設と町

有地の管理に

ついて 

平成２５年制定の｢みんなでまちをき

れいにする条例｣は、快適で文化的な生活

環境の構築を謳ったものであり、豊かな

環境の育成を目指したものです。この条

例には、環境美化に関する町の指導及び

命令も書き込まれているが、現実には管

理を放棄し、または見逃しているように

思える町有施設及び町有地も散見され

る。 

再三指摘されている次の点について伺

います。 

１ 旧三石温泉関連施設の解体処分はい

つ行うのか。 

２ 三石地区にある町営住宅撤去後の町

有地の草刈り等管理の実態はどのよう

になっているか。 

３ 町内で用途廃止となり遊休資産とな

っている建物及び土地はどのように管

理しているか。その中に借地はあるか。

遊休資産となっている土地及び建物の

件数と面積はいかほどか。その管理に

かかっている費用はいかほどか。遊休

資産の処理をどのように進めている

か。 

町 長 



８ 

 

１６． 

城地 民義 

 

時間制 

９０分以内 

高規格幹線道

路日高自動車

道として計画

実施中の厚賀

静内道路ルー

ト整備関連に

ついて 

１ 日高自動車道は、苫小牧市を起点と

して日高町厚賀ＩＣまで通行可能(共

用中)となっている。 

  現在は、事業名・厚賀静内道路ルー

ト１６．２ｋｍについては、厚賀川か

ら順次整備実施中であります。また、

新冠町エリアにおいても橋梁構造物築

造、暫定盛土等部分着工を実施してお

り、本事業が推進されている状況下と

考えます。 

  この厚賀静内道路のうち、新冠ＩＣ

～静内ＩＣ間については、平成２４年

に津波浸水想定区域の見直しにより、

沿岸ルートから山側ルートに変更され

ております。 

  その後、新ひだか町エリア内のルー

トの基本調査検討、測量、予備設計等

にて計画が進められ、町も含む関係機

関との協議がされていると思います

が、これらに係わる本町エリア区間の

概要について伺う。 

（１）エリア内のルートについて、見

直しにより市街地山側へＩＣ位置

を変更されましたが、この計画ル

ート及びアクセス接続道路となる

町道及び、道道との接続関係等を

伺う。 

（２）このルートの基本調査・本調査

の進捗状況を伺う。 

（３）このルートの実測線調査・用地

調査の進捗状況を伺う。 

（４）このルートの予備設計の進捗状

況を伺う。 

（５）本事業の関係する住民説明によ

る取り組み状況を伺う。 

 

町 長 

 



(８) (城地 民義) (高規格幹線

道路日高自動

車道として計

画実施中の厚

賀静内道路ル

ート整備関連

について) 

２ 高規格幹線道路の厚賀静内道路の規

格は、第一種３級の２車線で計画して

いるようですが確定されたのか伺う。

(ただし、苫小牧～厚賀間は第一種２級

の４車線である。) 

３ エリア内での、高規格幹線道路の実

着工の推定予定年度の見通しを伺う。 

４ 本事業の事業推進に関する町道接続

等ハード事業費のアロケーション(費

用負担)等があるのか伺う。 

５ 本事業に伴う新ひだか町都市計画マ

スタープランの見直し検討の考え方

は。 

 

  町の木、アオ

ダモ資源育成

のため継続的

な展望に立っ

た計画的な植

林を実施すべ

きでは 

町のシンボルとして、町の木をエゾヤ

マザクラ及びアオダモと制定されていま

す。 

町史によると、アオダモは、昭和５５

年５月、旧三石町美河国有林に、全国で

初めて研究見本林｢バットの森｣が設定さ

れたことなどから、町の木として選ばれ

ております。 

しかしながら、サクラの木としての育

成・保存等整備に努められている。一方

町のシンボルとしてのアオダモについ

て、歴史はあるがその意が現状では見え

てきていない。 

小規模でも資源育成のため継続的な展

望に立った計画的な植林の実施をすべき

では。 

１ 国有林・町有林での自生及び植林後

の現状を伺う。 

２ 町の木としてをふまえ、少数でも継

続的に植林を実施すべきでは。 

広葉樹であり保水力のあるアオダモ

の特性を生かして自然環境の保全を目

指すこと。植林を通して、子どもたち

への教育啓蒙活動を行うことも大切と 

町 長 

教 育 長 



(８) (城地 民義) (町の木、アオ

ダモ資源育成

のため継続的

な展望に立っ

た計画的な植

林を実施すべ

きでは) 

考えるが事業の取り組みを行うべきで

ないか伺う。 

３ 財政上の課題があるとすれば、アオ

ダモ資源育成の推進のため、ＮＰＯア

オダモ資源育成の会では、北海道の大

自然にバットの森を造林し、バット材

を長期安定供給できる体制づくりとし

て、アオダモを育てる事業を支援実施

しており、この会の活動分野の制度を

活用検討することで、相互協定による

植林事業の取り組みをすべきでは。 

 

９ ９． 

阿部 公一 

 

まちづくりに

おける理念に

ついて 

 今年度は組織再編もなされ新たに｢ま

ちづくり推進課｣が発足したところです

が、今後のまちづくりにおいて統制的理

念と構成的理念に基づく認識はどのよう

に考えているか。 

町 長 

 

 時間制 

９０分以内 

人口減少対策

について 

 先般の日高地域づくり連携会議におい

て、国立社会保障・人口問題研究所によ

る将来の日高管内の推計人口は、２５年

後の令和２７年には３３，９８７人と半

数になることが示されました。 

 当町においても、この推計通りとする

と１万１千人程度となります。将来のま

ちづくりを検討するとき、この推計をど

のように受け止めていますか。先のこと

ですが、まちづくりの基礎にかかる事柄

です。 

 半減を肯定し、そこからどのようなま

ちづくりを思考するのかお聞きします。 

町 長 

 

  財政健全化に

向けた目標に

ついて 

 財政が厳しい状況はいつまで続くので

しょうか。 

 各種の財政数値について、その関連を

含めお答えください。 

 標準財政規模と当町の歳出予算規模。

自主財源比率の目標値。 

 現状では厳しい状況であるとの認識で

はあるが、町民に負担を求めると同時に 

町 長 

 



(９) (阿部 公一) (財政健全化

に向けた目標

について) 

行政内の改革を伴わなければ町民は納得

しない。 

５年・１０年後に現町政執行方針と比

較し、どのようなまちづくりの目標を掲

げることとなるのか、具体的財政数値に

よりお答えください。 

 

  御幸通り活性

化に向けた目

標について 

 現状ではピュアの利用促進について努

力をされているところですが、活性化の

名目により年間数千万の税を投入してい

ます。 

 建物の耐用年数からするとその維持費

も数億円と推定されます。 

 ５年・１０年・２０年後まで考えると

大胆な発想の転換が求められます。 

 当面６年ほど先までは貸借関係があり

ますが、多額な税負担は解消されません。

活性化の一語で済まされるものではあり

ません。 

 １０年・２０年後を見据えたとき、ど

のように町財政の負担を解消するのか、

人口減少も含めその目標を示すべきでは

と考えますので、町の考えをお聞きしま

す。 

町 長 

 

  一次産業対策

にかかる目標

について 

 地域がその存在を確立する上からも一

次産業の強固な基盤の確立が不可欠で

す。人口減少問題もあり、また、後継者

問題もあり、希望のある産業としなけれ

ば町の将来も厳しいこととなります。将

来人口が半減すると示されています。そ

れを少しでも止めることが出来るのは、

一次産業の強固な基盤整備による活性化

しかないと考えますので、町の考え、目

標をお聞きします。 

町 長 

 



(９) (阿部 公一) 二十間道路の

維持に向けた

目標について 

 二十間道路のサクラも１００年ほどが

経過し、担当者の懸命な努力は承知して

いるところですが、今後２０年・３０年

後も今の景観が維持されているとは考え

られません。 

 幼木を植栽しても見ごたえになる樹木

となるには３０年・５０年の月日を要す

るのではないでしょうか。 

 先代が残したこの資産を未来へ引き継

いでいくためにどのような目標をもって

いますか。過去(昭和の時代)には維持継

承していくための計画がありましたが、

合併と同時に白紙となっていませんか。 

 先代が残したこの資産を継承するため

に、５０年程度のサイクルによる計画策

定に着手してはいかがですか。その考え

をお聞きします。 

町 長 

 

  第２次総合計

画についてそ

の検証作業の

状況は 

 平成３２年度には国勢調査も実施され

ますが、最悪の場合２万人を割ることも

想定されます。財政課題も具体的に表面

化しており総合計画との整合性がどの程

度検証されているかお聞きします。 

町 長 

 

10 ４． 

渡辺 保夫 

 

時間制 

９０分以内 

町有林につい

て 

１ 新ひだか町有林が静内地区と三石地

区はいつまで別々の森林組合に加入し

ているのか。 

２ 統一する検討はしたのか。 

町 長 

 

  新ひだか町に

おける国及び

道や関係機関

の地区別に

(静内・三石)

所管の違いは

あるのか 

 道路・河川・漁港・海岸等、どのよう

になっているのか。 

町 長 

 



(10) (渡辺 保夫) 温泉川の災害

復旧と温泉の

森キャンプ場

について 

１ 温泉川の災害復旧はどのようになる

のか。 

２ 温泉の森キャンプ場は再開するの

か。 

３ キャンプ場のケビンの保守は実施し

ているのか。 

町 長 

 

  新ひだか町堆

肥センターの

現況について 

１ 有機資源の搬入状況(搬入先・量)は

どうなっているのか。 

２ 堆肥の年間製造量はどのくらいにな

るのか。 

３ 堆肥の主な利用先は。 

４ 収入と支出のバランスはどうなって

いるのか。(収入は販売額と無料で還元

していれば金額に換算し、支出は管理

経費とセンター全体の償却費を含め

て) 

５ 堆肥センターの民間委譲について検

討をしたことがあるのか。 

町 長 

 



11 １５． 

木内 達夫 

 

時間制 

９０分以内 

医療・介護対

策について 

１ 施設運営の効率化や、医療・介護サ

ービスの向上を目指すための民間活力

の導入について 

２ 介護施設の町直営の妥当性について 

３ 病院機能の見直しについて 

４ 診察内容の分担や集約について 

 この 4 点について、どのような検討を

行い、検討された中で課題・問題点があ

れば、その対応策をどのように考えてい

るのか。 

５ 検討結果を踏まえて、今後の方向性

や具体的な対応策をどのように考えて

いるのか。 

６ 新ひだか町新公立病院改革プランに

ついては、令和２年度までの期間とな

っており、執行方針では見直しに着手

すると述べているが、改革プランの見

直しをどのように行っているのか。 

町 長 

  アイヌ政策の

推進について 

１ アイヌ施策推進法が施行されたこと

により、町長は新ひだか町としてのア

イヌの総合政策をどのように推進する

考えであるか。 

２ 執行方針で述べている、アイヌの

人々の民族としての誇りが尊重され、

アイヌ文化が有する魅力などを地域全

体で享受できる環境づくりに向けて、

どのような検討を行い、具体的取組み

についてどのように考えているのか。 

３ 現在策定している新ひだか町の地域

計画については、今後国に認定申請を

行うことになると思うが、地域計画５

カ年間の事業計画はどのようになって

いるのか。 

４ アイヌ政策を総合的・効果的に推進

するための組織体制について、どのよ

うに考えているのか。 

町 長 



(11) (木内 達夫) 受動喫煙防止

対策について 

１ 改正健康増進法の一部が７月１日に

施行され、来年４月からは全面施行さ

れるが、受動喫煙防止対策について、

町長の基本的な考え方は。 

２ ７月１日から敷地内が原則禁煙とな

る病院や児童福祉施設、行政機関等の

公共施設について、現状はどのような

対応になっているのか。また、民間の

病院や保育所、幼稚園等の対応がどの

ようになっているのか。 

３ 改正健康増進法では、地方公共団体

の責務について、望まない受動喫煙が

生じないよう、受動喫煙を防止するた

めの措置を総合的かつ効果的に推進す

るように努めるとされているが、町民

や民間施設・事業所等に対する周知啓

発については、どのような取組みを行

っているのか。 

町 長 

教 育 長 

 


