
                       一  般  質  問 
                               令和２年６月２３日招集 

                              第３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 １４． 

池田 一也 

 

時間制 

９０分以内 

新型コロナウ

イルス感染症

の対策につい

て 

１ 特別定額給付金事業等について 

（１）郵送申請の受付件数・受付率と給

付件数・給付率 

（２）オンライン申請の受付件数・受付

率と給付件数・給付率 

（３）子育て世帯特別給付金事業の対象

世帯への周知方法と給付状況 

２ 町が単独で行っている各事業の件数

や金額等の実施状況について 

（１）飲食店等事業継続支援事業 

（２）中小企業経営安定化利子補給事業 

（３）新型コロナウイルス感染症対策物

品購入事業 

（４）雇用対策事業 

（５）花き次期作支援事業 

（６）水産物保管場所支援事業 

３ 支え合い基金について 

（１）基金の具体的な使途 

（２）現在の寄付額 

４ 地方創生臨時交付金２次補正予算に

ついて 

（１）実施計画の策定状況 

（２）家賃支援等と新たな生活様式の交

付限度額 

５ 町単独の追加支援対策や、国や道の

事業の上乗せ等の考えはあるか。 

町 長 

教 育 長 



２ １３． 

建部 和代 

 

時間制 

９０分以内 

防災対策につ

いて 

１ 千島・日本海溝沿いの巨大地震と津

波想定について 

（１）国は、本年４月２１日に公開され

た、千島・日本海溝沿い巨大地震で、

新ひだか町の津波想定は沿岸最大水

位１１．０ｍで、第一波到着時間は

２０分台と発表されました。内閣府

の有識者検討会が公表した津波の発

生は｢切迫した状況｣とのことです

が、町は今回の公表された巨大地震

と津波想定は、どのように受け止め

ているのか、お聞きします。 

（２）町として今一度、巨大地震と巨大

津波に対する町民への意識の向上の

取り組みを考えるべきではないでし

ょうか、町長の考えをお聞きします。 

２ 災害時の新型コロナウイルス感染症

拡大を防ぐ避難所の対応について 

（１）近年、大規模な自然災害が発生し

ております。集中豪雨による土砂災

害や浸水被害が発生し、避難先での

感染拡大防止対策の整備について、

内閣府から通知が出されております

が、町は速やかに避難所の感染拡大

防止対策を作成したのか、その対策

はどのような整備なのか、お聞きし

ます。 

（２）町の避難マニュアルに新型コロナ

ウイルス感染症対策の追加は考えて

いないのかお聞きします。 

３ 防災行政無線デジタル化整備事業に

ついて 

（１）防災行政無線デジタル化の計画が、

平成３０年度にスタートし、いよい

よ来年で整備事業が終わりますが、

計画通りに進んでいるのか、その進

捗状況をお聞きします。 

町 長 



(２) (建部 和代) (防災対策に

ついて) 

（２）デジタル無線電波の伝搬調査で同

報系のデジタル波について、新ひだ

か町は全地域で受信できると中間報

告がありましたが、郡部のほうは室

外アンテナ設置をすることで放送を

受信できるとのことですが、室外ア

ンテナ設置の負担については、町が

負担するのか、室外アンテナ設置地

域はどこの地域なのか。 

   また、何か所設置が必要か、お聞

きします。 

（３）町はデジタル化になると携帯メー

ル配信サービス(登録制)を実施する

とのことですが、どのような配信サ

ービスになるのかお聞きします。 

（４）携帯やスマホを持たない高齢者の

方々で屋外のスピーカーが聞こえづ

らい方がいます。デジタルに変わっ

ても、高齢者の方や障がい者の方の

ための受信システムはありません。

町として高齢者の方や障がい者の方

にも、いち早く災害時の緊急情報の

伝達に、また、生命を守る行動につ

なげるためにも、個別受信機の設置

の対応は考えていくべきだと思いま

すが、町はどのように考えているの

か。 

 

３ １２． 

畑端 憲行 

 

時間制 

９０分以内 

町長の町づく

りビジョンと

その姿勢につ

いて 

１ 町長は、就任当初から｢和｣と｢輪｣を

もって進めるまちづくり、その先にあ

る持続可能な３つの｢環｣に向かって、

町政を進める基本理念を強調されまし

た。 

  そして、誰もが住んでよかったと思

える地域になることを目指す約束を町

民にされました。 

  町長の任期は、一つの区切りとして

あと２年余りですが、単年度ごとの執

行方針では理解はしていますが、残り 

町 長 



(３) (畑端 憲行) (町長の町づ

くりビジョン

とその姿勢に

ついて) 

の期間をどのようなビジョンで町づく

りに取り組んでいこうとしているのか

伺います。 

２ 町長の三石在庁日の再開について 

  平成３０年６月より｢三石在庁日｣

は、町長の日程の都合上休止し、その

１カ月後の広報にて、当面の間、休止

するとのお知らせがありました。 

  一人一人の声を大切にする地域住民

との話し合いの場や支所勤務の職員と

の打ち合わせなどの協議する機会など

を多く設けるためにも在庁日を再開し

てはどうか。特に町長は、令和２年度

の執行方針の中で、町政運営にあたり

｢町民のみなさんや関係団体のみなさ

ん方との対話の機会づくりに努める｣

と力強く述べておりますので、お聞き

します。 

３ 職員とのコミュニケーションこそが

町づくりの基盤となると思いますが、

町長のお考えを伺います。 

 

公営住宅の入

居に関するこ

とについて 

公営住宅は、｢国及び地方公共団体が協

力して健康で文化的な生活を営むに足り

る住宅を整備し、これを住宅に困窮する

低額所得者に対し、賃貸し、または転貸

することを目的｣としています。 

そこで、次の２点について伺います。 

１ 生活困窮者に対する連帯保証人なし

で、公営住宅に入居できる仕組みづく

りができないかどうか伺います。 

２ 公営住宅入居募集から入居できるま

での期間を短縮することにより、でき

るだけ早く入居できる方法を考えるべ

きではないか伺います。 

町 長 



４ ６． 

下川 孝志 

 

時間制 

９０分以内 

新型コロナウ

イルス感染症

に係る休校措

置の判断理由

と教育的遅れ

はないか 

１ 全国一斉の休校措置が取られたが、

教育行政は｢道教育委員会｣｢町教育委

員会｣の判断が可能なはずだが、新ひだ

か町の休校判断は｢誰が｣｢どの機関｣が

したのか。 

２ ｢休校｣から｢開校｣の判断は誰がした

のか。 

  地域により新型コロナウイルス感染

症の感染状況に温度差が大きかった

し、児童・生徒にとっては、精神的に

も肉体的にも学力の面からも負担が大

きかったと思うが、その対策はどう考

えているのか。 

３ 休校中の生徒指導はどのような対応

をしたのか。 

４ 学校のクラブ活動が、中学・高校の

判断に温度差があったが、決定判断は

どこか。 

５ 休校中はスポーツ少年団の活動自粛

があったが、スポーツ少年団との協議

はあったか。 

教 育 長 

新型コロナウ

イルス感染症

による新ひだ

か町の産業へ

の影響などに

ついて 

１ 新型コロナウイルス感染症の感染防

止から｢休業｣があり、高級農漁業生産

物の買い控えがあり、生産物によって

は市場の暴落も起こった。飲食業や観

光産業への影響もあったと考えるが、

これに関し、国だけでなく、市町村独

自の救援策を講じたところもあるが、

新ひだか町独自の支援策はどうであっ

たか。その支援策の周知は十分であっ

たか。 

２ 新型コロナウイルス感染症が重なっ

た場合の｢避難｣についての新ひだか町

の対策は想定されているか。 

３ 医療従事者への評価と感謝はある

が、介護従事者への評価が少なく感じ

ている。｢介護崩壊｣が起こらなかった 

町 長 



(４) (下川 孝志) (新型コロナ

ウイルス感染

症による新ひ

だか町の産業

への影響など

について) 

のは、介護事業者・介護従事者等の普

段からの対応があったからと考える

が、新ひだか町の評価は。 

４ 今回のコロナ禍における、重度の要

介護者・認知症等の人たちが暮らす、

グループホーム・有料老人ホーム・特

養等への支援には感謝する一人である

が、在宅で独居の要介護(認知症を含

む)者に対するサポートは十分だった

のか。 

 

公営住宅入居

選考委員会が

機能している

か 

公営住宅に応募できる条件を満たして

いれば、｢道営住宅｣と同じく抽選で良い

と考えるがどうか。 

町 長 

農業後継者問

題はこれでい

いのか 

新ひだか町の農業後継者対策が現状で

いいか。 

酪農・軽種馬も含めて全業種が後継者

不足である。 

しかし、新規就農対策にも取り組んで

はいるが、ミニトマトへの就農がほとん

どである。酪農・軽種馬産業の経営面積

は大きいので、後継者不足から離農が進

めば遊休農地にならないか心配である。

酪農においては、集乳経費、乳検定、ヘ

ルパー制度にしても酪農家戸数が現状よ

り減ると単町での維持も厳しい環境にな

る。酪農・軽種馬農家の後継者対策が特

に必要でないか。 

町 長 



５ ５． 

北道 健一 

 

時間制 

９０分以内 

合併協定書に

ついて 

新ひだか町は、平成１８年３月３１日

に旧静内町と旧三石町が合併協定書に基

づき新しい町として設置されました。 

令和２年度は、合併から１５年目を迎

えます。 

旧静内町と旧三石町は、新設(対等)合

併をいたしました。 

しかし、旧三石町民には、合併協定書

(対等)のとおり、新町の行政執行が行わ

れているか不満を感じる方もおられま

す。 

そこで、合併協定書に関する次の事項

について町行政執行者の考えを伺いま

す。 

１ 合併協定書に基づいて、町行政執行

の取り組みを行っているか。 

２ 合併協定書の協定事項の効力に、時

効はあるのか。 

３ 第３者機関による合併協定書の検証

が必要と思うが、その考えはあるか。 

【資料請求】 

・合併協定書(写) 

町 長 

教 育 長 

６ １６． 

城地 民義 

 

時間制 

９０分以内 

新型コロナウ

イルス感染症

に関する長期

臨時休校に伴

う小中学校再

開による学習

活動の重点化

の方向性と対

応等について 

新型コロナウイルス感染防止拡大のた

め一斉休校中であった町内の小中学校が

６月１日から再開され、実質的な新学期

がようやく始まった。２月末から通算３

か月間にわたり通常の学校活動が停止す

るというかつてない事態となりました

が、今後は、学校では限られた授業時数

の中で効果的な指導で遅れを取り戻すた

め授業が通常より進む度合いが高まると

考える。 

各学校の授業における学習活動の重点

化への取り組みについて伺う。 

１ ２月末からの休校が続き、前の学年

の(３学期)未学習教科単元範囲の補充

授業への取り組みは。 

町 長 

教 育 長 



(６) (城地 民義) (新型コロナ

ウイルスに関

する長期臨時

休校に伴う小

中学校再開に

よる学習活動

の重点化の方

向性と対応等

について) 

２ ６月１日の実質授業開始に伴い、４

月から５月まで(分散登校あり)の授業

時数不足の状況は。 

３ 最終学年の小学６年生・中学３年生

への学習活動の優先的取り組みは。 

４ 最終学年以外の小・中学生への教育

課程編成から教科によって本年度中に

終えることが難しい場合の対応策は。 

５ 休校期間中の学習の遅れを取り戻す

授業方策には課題があるが、長期休業

期間の短縮、土曜日の活用、学校行事

の検討、１日あたりの授業コマ数の増

加等時間割編成の工夫等が考えられる

が取り組み方策は。 

６ 国の第２次補正予算計上の国全体の

学習保障に必要な人的・物的体制の緊

急整備費の活用検討を。(条件はある

が、教員加配、放課後補習等の学習指

導員、スクール・サポート・スタッフ

の配置) 

７ 町としても、今日の特例的な教育

環境の中にあって、児童生徒の学びの

保障を図るためＴ・Ｔ(ティーム・ティ

ーチング)教員等の加配により指導の

充実のため単独事業予算化に取り組む

べきでは。 

 



７ １１． 

田畑 隆章 

 

時間制 

９０分以内 

産業振興策の

評価と課題 

地域の産業は雇用を生み、生活を支え、

地域を支えている。当町も国や道の施策

と相まってその産業振興策を立案・実行

し、その産業に携わる人や関係する団体

と連携して産業全体の振興に関与してい

ると認識している。各生産者、団体に対

する振興費（職員給与等間接費と直接費

総計）に対し、その産業戸数と産業人口

と売上等収入。これらの経年変化、５年、

１０年といった間隔で変化を見ると、そ

の政策によってどのように成果が見られ

たのか、あるいは伸びはないが下支えし

ているなどが分かる。そこで、以下お答

えいただきたい。 

１ 我が町の産業振興策に関し評価ある

いは効果評定はどのように行われてい

るのか。 

２ 軽種馬産業は地域の重要な基幹産業

と言われるが支援策は。 

３ ＮＡＲ(地方競馬全国協会｢地全協｣)

へより強い生産地支援を管内各町と話

し合い、日高の要望を伝えることは出

来ないか。 

公営競馬の経営は中央競馬に比べ過

去においては苦しい状況にあったが、

近年各方面の努力が実り素晴らしい状

況が続いている。しかし、生産地支援

についてＪＲＡに比べると見劣りする

ため、｢公営競馬で生産者賞を出してほ

しい｣と言う声もある。 

町長は全国の公営競馬の運営あるい

は畜産振興に一定程度責任を持つＮＡ

Ｒについて詳しいと私は理解してい

る。生産地の要望を積極的に伝える意

思を確認したい。 

４ コンサイナー委託費の支援は。 

市場(セール)に出すときのコンサイ

ナー委託費について支援してほしいと 

町 長 

教 育 長 



(７) (田畑 隆章) (産業振興策

の評価と課

題) 

いう高齢化が進む軽種馬農家の要望に

どう応えられるか聞きたい。 

５ コロナ禍でロマンロード号が運行さ

れた場合の除菌衛生支援は。 

｢競走馬のふるさと｣としてファンサ

ービスの一環であり、充実した牧場観

光の目玉としてロマンロード号が運行

されている。しかし、新型コロナウイ

ルス対策で市場の開催が危ぶまれたり

している中、ロマンロード号の運行も

危ぶまれているが、これらが運行でき

た場合、除菌器具の設置やトイレの除

菌等、コロナ対策を町として支援でき

ないか。 

６ 乗馬施設ライディングヒルズ静内の

運営について 

乗馬施設ライディングヒルズ静内は

馬産地新ひだか町で馬を理解し、馬に

親しむことが出来る施設としてオープ

ンした。当時浦河町、新冠町に遅れて

いた馬術や乗馬環境を改善するため少

年団や同好会が結成され現在に至って

いる。 

（１）開設以降の軽種馬業界に対する後

継者人材育成、雇用振興対策等を含

めた事業効果の評価は。 

（２）軽種馬生産振興会や農協、農業高

校、静内高校からの評価は。 

（３）馬を見たい、乗りたいという観光

客のニーズに対して観光協会等の評

価は。 

（４）同好会や少年団、障がい者乗馬大

会実行委員会などの利用者、利用団

体の評価は。 

（５）事故の無い安全な職場を土木建築

業界だけではなく全ての産業団体が

求めている。軽種馬生産育成の安全

研修に利用できないか。 

 



(７) (田畑 隆章) (産業振興策

の評価と課

題) 

（６）運営について軽種馬生産振興会、

農協、同好会、少年団、観光協会、

障がい者乗馬など関係団体と話し合

う運営協議会の設置を求めたいがい

かがか。 

（７）毎週利用しボランティアで行われ

ている同好会、少年団についてしっ

かりとした話し合いのもと意見を取

り入れ、運営に活かしていく必要が

あると思うがいかがか。 

（８）関係する部や課が複数ある。担当

の教育委員会のみで抱えるのではな

く関係部課の連絡調整も必要と思わ

れるが町長の見解を聞きたい。 

【資料請求】 

・事業評価等を行うために活用してい

る各種統計資料等で各生産者、団体

に対する振興費(職員給与等間接費

と直接費総計）に対する産業戸数と

産業人口と売上等収入、これらの経

年変化(５年または１０年間隔) 

 



８ １０． 

谷  園子 

 

時間制 

９０分以内 

新型コロナウ

イルス感染症

対策について 

今、新型コロナウイルス感染症の流行

の影響で、失業や倒産・廃業が増大し、

貧困の大波が訪れると言われている。 

しかし一方では、国・道、町独自の施

策としても様々な給付制度が実施されて

いる。町としても、あらゆる手立てを講

じて町民の生活を支援していくときであ

ると考えます。 

１ 当町において国・道、町独自の救済・

給付制度はどのように実施されている

のか。また、その制度がどの程度周知

され実施されているのか、実施率とそ

の効果についてお聞きします。 

２ 国保税の減免と保険証の扱いについ

て 

（１）国は、新型コロナウイルス感染症

の影響で収入が前年比で３割以上減

額になった場合などに保険者が国保

税減免を行う場合、その減免分を財

政措置するとしている。当町のそれ

に対応する制度はどのようなもの

か。 

また、町民にこの制度をどのよう

に周知し活用を図っていきますか。 

（２）資格証明書の扱いについて、厚労

省は２０２０年２月２８日、｢資格証

明書を被保険者証とみなす｣との通

知を出しました。 

この通知はあくまで｢帰国者・接触

者外来｣に限ったものだが、今、各地

ではコロナ禍を踏まえ、保険証がな

くて病院にかかれないことがないよ

う緊急措置として、資格証明書の人

に短期保険証を郵送したりしていま

す。当町も感染症対策の緊急措置と

して発行すべきと考えますが、いか

がですか。 

３ 水道料金の支払い猶予について 

町 長 



(８) (谷  園子) (新型コロナ

ウイルス感染

症対策につい

て) 

総務省より２０２０年３月１９日、新

型コロナウイルス感染症の影響を受け

た方々に対する公共料金の支払い猶予

の通知が来ている。厚労省からは、水

道料金に関する対応が来ているはずで

ある。 

通知では、「生活福祉資金活用貸付制

度の特別貸付対象者をはじめ、一時的

に水道料金の支払いに困難を来してい

る人」に柔軟な措置を求めている。 

当町では、従来、料金未払い者に給

水停止を行っていますが、現在は、支

払い猶予をはじめ、通知にのっとった

対応がなされていますか。 

４ 基準日以降に生まれた新生児への

｢特別定額給付金｣の給付について 

国は、基準日 2020 年４月２７日の

翌２８日以降に生まれた新生児は、給

付の対象外としています。しかし今、

２８日以降に生まれた赤ちゃんも、コ

ロナ禍の困難な中で子育てするのは変

わりません。 

全国では、同じ学年になる子どもた

ちに格差はつけられないと、独自予算

を投入して給付する自治体が広がって

いる。ぜひとも当町もコロナ禍のもと、

育児を応援していただきたい。「基準

日」以降の赤ちゃんにも、町独自の「給

付金」を給付するべきと考えるがいか

がですか。 

 



９ ８． 

本間 一徳 

 

時間制 

９０分以内 

新型コロナウ

イルス感染症

の新ひだか町

における対策

について 

 今、地方自治体では、新たに発生・拡

大している新型コロナウイルス感染症対

策として、地域住民に対して緊急な対応

を要する課題に直面しています。最初に

北海道で緊急事態宣言が出され、その後、

国からも出され、全国的に猛威を振るっ

て、いまだ収束のめどは見通せないどこ

ろか長期化が予想される状況になってい

ます。 

 そんな中、特別定額給付金対応、地域

経済を支えるため町独自の事業を実施す

るなど、多忙な状況で業務を遂行されて

いることは分かっていますが、現状及び

今後の対策について伺います。 

１ ４月に行った新ごみ袋の交換時でロ

ビーは３密状況となっていました。感

染防止対策を考えなかったのか伺いま

す。 

２ 新ひだか町新型コロナウイルス感染

症対策支え合い基金について伺いま

す。 

（１）基金の会計管理者・監査委員等は

必要と考えますが、対象者は選出さ

れているのか伺います。 

（２）基金の主な使途は３つありますが、

寄付の募集を始めてから１カ月が経

ちました。基金の使い方の詳細説明

はいつ頃になりますか。 

（３）使途の中にある｢町内における医療

機関・介護施設等への感染症対策物

品の提供｣は、町立の病院・介護施設

等は入っていますか。 

３ 学校が休校・分散登校で、授業の遅

れ、子どもたちのコミュニケーショ

ン不足、今後考えられる教員の多忙

な業務について、どのような対策を

考えているのか伺います。 

町 長 

教 育 長 



(９) (本間 一徳) (新型コロナ

ウイルス感染

症の新ひだか

町における対

策について) 

（１）授業の遅れは、全国的に夏休みを

短縮して解消する対策を考えていま

すが、当町も同じ対策と推測されま

す。そこで、詰め過ぎない授業を考

えているのか伺います。 

（２）学校の行事で、部活動・運動会・

学習発表会・修学旅行・各種大会等

は、どのような対策を考えているの

か伺います。 

（３）教職員は、この感染症に対する不

安の中、これから授業の遅れを少し

でも解消すること、教育の格差をな

くす課題等に対して、対応すること

と思います。 

教育長は、教育の格差なく授業の

遅れを解消するための対策を考えて

いるのか伺います。 

 

10 ９． 

阿部 公一 

 

時間制 

９０分以内 

観光行政につ

いて 

観光行政について、伺います。 

１ 二十間道路桜並木の将来あるべき姿

をどのように想定し、今後の事業を推

進しようとしていますか。 

  現状では、すでに２，２００本ほど

に減少していると言われていますが、

１００年を経過しているこの並木の状

況では、今後害虫や風雨等による倒木

の被害がさらに危惧されます。 

現在行われている樹勢回復事業は、

継続しなければなりませんが、現在の

樹木が今後３０年、５０年、今の姿で

あるとは考えられません。 

平成１４年には、２１世紀新桜並木

造成計画策定プロジェクト会議なるも

のが発足しております。 

平成１７年３月には検討報告書が提

出されております。 

この報告書は、その後の合併や他の

諸問題があり、日の目を見ていないの

ではと思います。 

町 長 



(10) (阿部 公一) (観光行政に

ついて) 

財政的に大変な時期ではあります

が、３０年、５０年、１００年先の二

十間道路桜並木のあるべき姿を継承し

ていくためにも、同じ思いを持ち、各

種事業に参画されている方々からのご

意見もお聞きしながら、具体的な将来

計画を再度検討してみては、いかがで

すか。 

２ 管内の各種団体との、現在の関係は

どのような状況ですか。 

日高地域日台親善協会とは、町の商

工会や観光協会との関係もあり、台湾

客誘致活動の一環としてサイクリング

ルートの環境整備等も提唱していた

が、現状ではどうなっているか。 

３ 先般、日高サイクリング協会が発足

し、事業計画の中で、廃線となるであ

ろうＪＲ日高線を活用し鵡川―様似間

１１６キロの有効利用として｢優駿浪

漫サイクリングロード｣なる計画があ

ることを承知しているか。 

４ 町内には観光資源としての点は数あ

るが、線とはなっていない。どこかが

リーダーとならなければならないが、

町は民間活力の発掘を含め、最初の旗

を振る考えはあるか。 

 

防災対策につ

いて 

１ タイムラインの作成状況について 

  タイムラインはいつ公開されるの

か。住民が承知していることで、自ら

の命は自らが守るという視点からも一

定の目安は住民にとっても必要なもの

です。住民自らが行動を起こすには、

目安となる情報が必要です。 

２ 防災無線の整備状況は、現状どのよ

うな状況ですか。 

住民に対しては、今後どのような説

明がなされるか。 

町 長 



(10) (阿部 公一) (防災対策に

ついて) 

  三石庁舎、中部消防組合、漁協等と

の連携は図れるか。 

３ 災害時の非常電源設備ついては、全

ての避難所において整備されていると

思いますが、必要電力は確保されます

か。公共施設(病院・福祉施設・役場・

消防等)における先般のブラックアウ

トなどが生じたとき、通常業務を行お

うとした場合、各施設の非常発電設備

のみで必要電力量は確保されますか。 

もし、公共施設において電力が不足

するとなると、購入の移動式発電車両

が活用されますが、不足電源施設が複

数になった場合、この車両はどの順番

に移動活用されますか。 

４ 新型コロナウイルス感染症対策とし

て、指定避難所における対応について

は、どのように考えていますか。 

 

11 １５． 

木内 達夫 

 

時間制 

９０分以内 

新型コロナウ

イルス感染症

対策について 

１ 新型コロナウイルス感染症による地

場産業の現状と影響について 

（１）商工業や観光業、農林水産業につ

いて、今年４月から５月までの生産

額等が、昨年同時期と比較してどの

ようになっており、各産業の経営に

与える影響についてはどのように考

えているか。 

（２）全ての産業に大きな影響を及ぼし

ている新型コロナウイルス感染症の

地域経済活動に与えている影響につ

いて、どのように分析し、その対策

をどう講じていく考えか。 

２ 新型コロナウイルス感染症の感染拡

大に対する経済対策について 

（１）国の｢持続化給付金｣と北海道の｢休

業協力・感染リスク低減支援金｣につ

いて、商工業、観光業、農林水産業 

町 長 

教 育 長 



(11) (木内 達夫) (新型コロナ

ウイルス感染

症対策につい

て) 

別に、直近の申請及び給付に係る進

捗状況はどのようになっているの

か。 

（２）新型コロナウイルス感染症に対す

る支援策等について、特別定額給付

金事業や子育て世帯臨時特別給付金

事業のほか、町単独事業である飲食

店等事業継続支援事業や中小企業経

営安定化利子補給事業、物品購入事

業、雇用対策事業等の事業の進捗状

況はどのようになっているのか。 

（３）新型コロナウイルス感染症に対す

る支援策等については、各産業団体

等から町に対して支援要請があった

と思うが、支援要請の中で今回予算

措置に至らなかった事業と予算措置

が出来なかった理由は何か。 

３ 支え合い基金について 

（１）新ひだか町新型コロナウイルス感

染症対策支え合い基金の創設につい

ては、どのような経過を経て創設さ

れたのか。 

（２）支え合い基金に対する寄付金につ

いて、町長は新聞報道の中で、予想

外の基金が集まり感謝を述べている

が、当初の想定額はどの程度見込ん

でいたのか。また、基金の現状はど

のようになっているのか。 

（３）広報６月号では、基金の主な使途

として３点掲げられており、町内に

おける社会経済活動を支援するため

の事業及び町内における新型コロナ

ウイルス感染症対策に係る支援につ

いては、具体的にどのようなことを

想定しているのか。 

（４）支え合い基金を財源とした感染症

対策事業の予算措置等、今後の対応 

 



(11) (木内 達夫) (新型コロナ

ウイルス感染

症対策につい

て) 

をどのように考えているのか。 

４ 新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金について 

（１）国の第１次補正予算１兆円のうち

の残り約３，０００億円に係る分と

第２次分の臨時交付金を活用して、

先日の全員協議会で説明があった

｢光ブロードバンド網の整備｣を実施

すると考えて良いのか。 

（２）第２次補正予算に係る地方創生臨

時交付金は、どの程度見込んでいる

のか。 

（３）第２次分の地方創生臨時交付金を

活用して、新ひだか町の独自支援策

で対象にならなかった小売業者や農

林水産業者等に対する事業継続支援

や新型コロナウイルス感染症感染拡

大の影響により困窮する町内出身の

学生に対する生活支援等を行う考え

はないか。 

５ 新型コロナウイルス感染症に係る小

中学校の対応について 

（１）学校内での感染症予防対策に関し

て、授業形態や室内の換気、手洗い

など、どのような対応を行っていく

のか。 

（２）休校中の授業遅れに対する授業時

間や学校行事等の確保について、そ

の対応と対策をどのように考えてい

るのか。 

 

 


