
一  般  質  問 
令和３年９月１４日招集 

第５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

のワクチン接

種について 

１ 接種状況について 

（１）接種券の発送状況と郵便が届かず

に戻ってきた場合の取扱いはどの

ようにしているのか。 

（２）当初の予約期間と追加予約期間の

予約受付状況は。 

（３）年代別の１回目と２回目の接種状

況は。 

２ 接種促進施策について 

（１）接種をしたいが、まだ未接種の

方々への対応は。 

（２）接種をしたくない方々への対応

は。 

（３）余剰ワクチンの有効な活用方法

は。 

（４）新型コロナウイルス感染症予防接

種証明書(ワクチンパスポート)の申

請や発行状況は。 

（５）町独自の接種促進施策はあるか。 

町 長 

教 育 長 



２ １２． 

畑端 憲行 

 

時間制 

９０分以内 

河川の防災、

治水対策につ

いて 

 ８月に入り、停滞する前線の影響によ

り、線状降水帯も発生するなど、九州地

方をはじめ、西日本を中心とする記録的

な大雨で、河川の氾濫や土砂崩れなどの

災害が各地で相次ぎ、甚大な被害があり

ました。 

 当町も過去の河川の氾濫のように、い

つ甚大な災害が発生するかわかりませ

ん。 

 そこで、次の点について伺います。 

１ 北海道管理河川の静内川は、他の河

川と比較して、特に河道内立木が生い

茂り、土砂堆積と中州が日増しに形成

され、流水の阻害になっています。 

  道の管理下といえども、住んでいる

町民にとっては、大雨が降るごとに河

川の氾濫が不安になります。 

  毎年、河川ごとの維持管理等を、継

続的に要望されているのはわかりま

すが、早急に目に見える形で防災・治

水対策をすべきと思いますが、どのよ

うに考えているか伺います。 

２ 静内川の｢河道内樹木伐採などの河

川維持管理のあり方｣１０か年長期管

理計画の進捗状況はどのようになっ

ているのか伺います。 

町 長 

全国的に増加

している教職

員のセクハラ

対策について 

 新ひだか町において、現在、セクハラ

の事案は聞いていませんが、全国的には

増加している状況です。 

 このことについて、令和２年度はまだ

把握しておりませんが、文部科学省で

は、令和元年度に懲戒処分を受けた教職

員は２７３人であり、平成３０年度の２

８２人に次ぐ過去２番目の数と発表し

ています。 

 当町で問題が発生した場合の対応に

ついて伺います。 

（１）新ひだか町として、防止策等のマ 

教 育 長 



(２) (畑端 憲行) (全国的に増

加している教

職員のセクハ

ラ対策につい

て) 

ニュアルあるいは決められたフロー

は作成されているのか。 

（２）どのような研修を行っているの

か。 

（３）誰でも相談や報告ができるホット

ラインなどは、設置されているの

か。 

 

成人年齢が１

８歳に引き下

げられること

について 

 民法改正により令和４年４月１日か

ら、成人年齢が約１４０年ぶりに２０歳

から１８歳に引き下げられます。 

 法の改正により、１８歳以上であれば

親の同意を得なくても自分の意思等で

様々な契約ができるようになります。 

 中高生に対する消費者教育は必要と

思われるが、実施されているのか。それ

とも、その対策を検討されているのか伺

います。 

教 育 長 

３ １３． 

建部 和代 

 

時間制 

９０分以内 

コロナ禍にお

ける「地方女

性活躍推進交

付金」の活用

について 

本年７月１４日に公明党新ひだか町

女性局が、町長にコロナ禍における女性

の負担軽減に関する「地方女性活躍推進

交付金」の活用について緊急要望を行い

ました。 

この交付金活用の緊急要望に対して、

町長の見解をお聞きします。 

町 長 

防災支援・対

策について 

１ 地域気象防災支援のための気象庁

等による取り組みについて 

（１）気象庁では、地域交流人材配置に

よる「担当チーム」を気象台にて編

成し、担当地域を固定することによ

り各市町村の課題への対応を含め、

市町村に寄り添い、担当者同士の連

携関係を構築するとされています

が、我が町と地元気象台との連携状

況についてお聞きします。 

（２）内閣府、消防庁等においては地方

公共団体の防災業務を担当する職 

町 長 



(３) (建部 和代) (防災支援・対

策について) 

員を対象とした研修・訓練を定期的

に実施されていると聞いています

が、我が町の参加状況についてお聞

きします。 

（３）平成２９年度に、地方公共団体の

現場での即戦力となる気象防災の

専門家が「気象防災アドバイザー」

に委嘱されておリますが、今後、北

海道で実施が予定された場合には、

我が町での気象防災アドバイザー

活用ついて検討されるのか。 

２ 防災士の取組について 

昨今では全国の自治体や国立大学な

ど教育機関で防災士の養成へ向けた取

組が積極的に進められ、防災体制の一

環として、各地域では自主防災組織、

学校等で防災士の活動が広がり、全国

の防災士認証登録者１２万２８７８名

(今年７月末現在)が地域で活動されて

います。 

（１）当町で防災士の資格を取得された

方は何名いるのか、お聞きします。 

（２）地域の防災に貢献出来る人材を養

成する「防災士研修講座」の受講者

を募集する考えはないのか、お聞き

します。 

３ 女性の視点からの防災・復興につい

て 

  国は東日本大震災時に女性が抱え

た困難な声をまとめ、また、教訓とし

て男女共同参画の役割の位置づけが

され、災害に生かされています。 

（１）国の防災・復興で男女共同参画の

役割の位置づけについて、町の見解

をお聞きします。 

（２）今後、町の「地域防災計画」等に

おける男女共同参画の役割の位置 

 



(３) (建部 和代) (防災支援・対

策について) 

付けについて、考えをお聞きします 

（３）令和２年６月定例会の質問で避難

所運営マニュアルについて作成は

されていないと答弁をされていま

すが、その後も作成はされていない

のか、お聞きします。 

（４）町は大型店、コンビニ等と災害時

における物資供給の締結をされて

いますが、どのような状況の時にど

のような品目が提供されるのか、お

聞きします。 

町 長 

４ １６． 

城地 民義 

 

時間制 

９０分以内 

新ひだか町静

内処理区公共

下水道事業の

汚水管渠面整

備区域の現状

と事業全体計

画区域内・外

関連の実態及

び汚水処理未

整備区域の見

直し計画策定

について 

公共下水道は、単に居住環境の改善や

公衆衛生の向上のための基幹的施設で

あるにとどまらず、河川、海域等の公共

水域の水質保全のために欠かすことの

できない根幹的な施設として必要であ

り、静内市街地区では、平成元年度より

静内終末処理場を供用開始している。 

また、面整備の事業全体計画区域６０

６ｈａで事業計画区域５２４ｈａにて

汚水管渠面整備が実施されている。 

現在の市街地区周辺の住宅立地状況

を鑑みると、計画区域内の未整備区域及

び隣接地に住宅団地化されている実態

であること、また、一部住居地区では浄

化槽にて町道雨水排水管や水路などに

放流となっている。 

従って、都市計画区域内の公共下水道

事業としてのあり方を踏まえて、汚水管

渠の面整備計画の見直し策定に取り組

むべきであると考えるが、次の点を伺い

ます。 

１ 公共下水道事業の事業区域内の住

居地未整備区域町内会の現状は。 

(中野町・柏台・神森・駒場などの戸数

と汚水整備面積) 

２ 公共下水道事業の事業区域外の住

居地未整備区域町内会の現状は。 

町 長 



(４) (城地 民義) (新ひだか町

静内処理区公

共下水道事業

の汚水管渠面

整備区域の現

状と事業全体

計画区域内・

外関連の実態

及び汚水処理

未整備区域の

見直し計画策

定について) 

(駒場・神森・中野町・旭町などの戸数

と汚水整備面積) 

３ 公共下水道事業の全体計画区域外

の住宅団地整備区域町内会の現状は。 

(中野町・神森などの戸数と汚水整備面

積) 

４ 以上の現状をふまえ汚水管渠整備

の見直しを図り、汚水処理普及率の改

善に向けて取り組みをすることで持

続可能な公共下水道事業の運営に努

めるべきでは。 

 

小中学校児童

生徒の健康診

断に係る視力

調査の現状把

握と今後の保

護対策につい

て 

全国の小中学校ではパソコンやタブ

レット等デジタル端末を使った授業が

４月から本格的に始まり、視力への影響

が懸念されている。 

文部科学省によると、令和元年度学校

保健統計調査では、裸眼視力が１．０未

満だった小学生は３４．５７％、中学生

は５７．４７％に上がり、過去最多のデ

ータで多くが近視とみられている。 

研究者の調査では、成人してから緑内

障や網膜剥離など失明につながる病気

になりやすいとの指摘もあり、実態把握

に乗り出すとしている。 

一方、児童生徒にはゲーム機・スマー

トフォンの使用生活習慣の課題もある。 

以上を踏まえ、次のとおり伺う。 

１ 当町の小中学校児童生徒の健康診

断に係る視力調査の現状は。 

２ 文部科学省が今年度実施している

視力の実態把握の大規模調査に該当

となっているか。 

３ 北海道教育委員会から同上に関連

する指導はされているか。 

４ 町教育委員会として今後の保護対

策は。(適切な使用ルールの作成や屋外

活動など子どもの目を守る対策) 

町 長 

教 育 長 



５ １０． 

谷  園子 

 

時間制 

９０分以内 

補聴器購入へ

の助成につい

て 

高齢化社会を迎え、加齢による難聴者

が年々増加しています。日本補聴器工業

会の調査｢ジャパントラック２０１８｣

では、日本の難聴者が人口に占める割合

は１１．３％で欧米とあまり変わりませ

んが、補聴器所有率は１４．４％で、欧

米の使用率の半分以下となっています。 

 その理由の一つが、補聴器の価格が片

耳３万円～２０万円と非常に高いこと

です。保険適用がなく、国からの補助体

制も不十分なため、高くて買えない人が

多いのです。 

 難聴になると、周囲からの情報量が減

少します。よく聞き取れないことから、

他人との対話がおっくうになると、認知

機能の低下や生きる意欲の損失が起き

ると考えられています。 

 補聴器の普及により、難聴に早く対応

することは、生活の質を落とさず、日常

的な会話や地域住民との交流を促進し

て、元気に過ごすきっかけにもなりま

す。 

 町独自の「加齢による難聴者の補聴器

購入に対する公的支援制度」の創設を求

めて、以下質問いたします。 

１ 身体障害者手帳を持っている方の

国の補聴器助成制度はどのようなも

のですか。 

また、当町において国の制度を利用

している人はどのくらいいますか。 

２ 日高中部広域連合で作成された｢第

８期介護保険事業計画｣の在宅介護実

態調査の中に、本人が抱えている傷病

について報告がありました。それによ

ると、眼科・耳鼻科疾患で視覚・聴覚

障害を伴うものが２６．５％とのこと

でした。これは当町と新冠町を合わせ

たデータです。 

 

町 長 



(５) (谷  園子) (補聴器購入

への助成につ

いて) 

ぜひ、当町独自で高齢者に対し、聴

覚障害の有無や補聴器の使用状況など

について実態を調査することはできま

せんか。 

３ 英国の医学誌「ランセット」の研究

報告によれば、難聴は認知症発症の危

険因子の一つとされています。早期発

見・診断で、補聴器を付けることが症

状の悪化を防げます。補聴器を付ける

ことで、余暇活動・社会的参加を促す

ことが認知症予防にもつながります。 

（１）高齢者の特定健診の問診の中に、

聴力についての項目を入れること

はできませんか。 

（２）当町もぜひ、高額な補聴器の公的

助成を行うことはできませんか。 

 

冬の暖房費等

支援について 

今年の灯油価格は、大幅に高騰してい

ます。 

 ９月６日時点では、１リットル９９円

です。特にコロナ禍にある今年の冬は、

在宅で生活する低所得の高齢者をはじ

め、障がい者やひとり親世帯の生活が心

配されます。 

 当町においても、灯油代を節約し、厚

着をして過ごす高齢者の方々が多くい

ます。中には、昼間はストーブを付けず

に我慢している方もいます。 

 そこで、高齢者や障がい者をはじめと

する低所得者の方々に大きな負担とな

る暖房費等の支援を求めて質問します。 

１ 北海道が市町村へ支援する「高齢者

等の冬の生活支援事業」はどのような

事業内容ですか。 

２ その事業は福祉灯油に活用できま

すか。 

また、活用できる場合、高齢者、障

がい者、ひとり親などの非課税世帯に 

町 長 



(５) (谷  園子) (冬の暖房費

等支援につい

て) 

灯油を１００リットル支給するとすれ

ば、その試算はどのようになりますか。 

３ 道が公表している実施状況によれ

ば、２０１７年度は道内１７９市町村

のうち、９６市町村が福祉灯油を実施

しています。 

経費の使い道は複数回答で、灯油が

９６市町村、灯油に加えて電気が６５

市町村、石炭・ガスが５７市町村、冬

用衣料等１９市町村、暖房器具購入が

１８市町村です。支給方法は、現金５

４市町村、灯油引換券３６市町村、商

品券２５市町村、現物４市町村です。 

  また、支給額は、１万円以下は４８

市町村ありました。その中では４，０

００円とか５，０００円くらいで実施

しているところもあります。 

このように福祉灯油は、支給方法も

支給金額も柔軟に実施できますので、

当町においても少しでも冬の生活支援

をするための柔軟な検討はできません

か。 

 

６ ５． 

北道 健一 

 

時間制 

９０分以内 

工事残土廃棄

地の確保状況

について 

 ７月３日に静岡県熱海市で豪雨によ

り、大規模な土石流が発生し大きな災害

となりました。土石流の発生原因は豪雨

のほかに、業者の捨土による盛土が問題

となっています。我が町でも、近年、豪

雨による真歌地区での草地造成等によ

り土砂が国道に流れる災害が発生して

います。 

 町内における各種土木工事や河川及

び排水の埋塞土の除去等で発生する残

土については、近年、廃棄場所が工事場

所の近くに無いとお聞きしていますが、

次の事項について町の考えを伺います。 

１ 町の入札工事で発生する残土の廃

棄は業者任せか、町が廃棄地を確保し

て町の指定した用地に廃棄処理して

いるのか。 

町 長 



(６) (北道 健一) (工事残土廃

棄地の確保状

況について) 

２ 町が確保した廃棄地は、災害等の発

生危険はないか。 

  また、工事後は廃棄状況を確認して

いるか。 

３ 町発注工事以外の町内における事

業者の残土廃棄は、どのように行われ

ているか確認したことはあるか。 

 

災害廃棄物処

理計画の策定

について 

 環境省は、東日本大震災を機に２０１

４年から市町村に廃棄物処理法に基づ

き、災害廃棄物処理計画を策定するよう

求めております。 

 本年、３月１０日時点で道内では２５

市町村が策定しており、管内では、現在、

３町が策定済みです。 

 道は、２０２５年度末までに策定率を

６０％とする目標を掲げております。 

 そこで、我が町の災害廃棄物処理計画

策定に係る次の事項について、町の考え

を伺います。 

１ 災害廃棄物処理計画の策定に向け

て取組を行う考えはあるか。 

２ 計画策定にあたっては、災害ごみの

発生想定量や仮置き場の候補地、運搬

や処分の方法の定めが必要となりま

すが、仮置き場や処分地の確保につい

て、町はどのように考えているか。 

町 長 

７ ６． 

下川 孝志 

 

時間制 

９０分以内 

町議会議員選

挙の公費負担

の周知につい

て 

 公職選挙法が改正され、選挙用自動車

借り上げ料、燃料費、運転手代金、選挙

ビラ、ポスター等が公費で負担されるよ

うになった。 

 以前は、立候補する者の負担が多かっ

たのだが、最近は立候補者が少なく、無

競争当選の町村が増えている。 

 新ひだか町も来年度が改選期である

ので、立候補者のためにも公職選挙法が

改正され、公費負担があることの周知が

必要と思うがいかがか。 

町 長 

選挙管理 

委 員 長 



(７) (下川 孝志) 公共施設の全

面閉鎖につい

て 

 新型コロナウイルス感染症の感染を

防ぐには、公共施設の閉鎖もあるが、私

は｢閉じこもれ｣より、利用状況によって

は、利用させたり、時短利用があってい

いと考える。公共施設の全面閉鎖の理由

は何か。 

町 長 

教 育 長 

我が町の新型

コロナウイル

ス感染症対策

について問う

(地域包括ケ

ア病床の利用

率について) 

 新型コロナウイルス感染症陽性にな

っても｢入院できない｣で自宅療養を求

められた結果｢家庭内感染｣が起きたと

の例が報告されているが、新ひだか町の

実情は。 

１ 新型コロナウイルス感染症になっ

たときに入院が選択できたか。 

２ 自宅療養で｢家庭内感染｣が起きて

いないか。 

３ 新型コロナウイルス感染症で｢地域

包括ケア病床｣の利用があったか。 

４ 新型コロナウイルス感染症の対応

で、民間医療機関との連携、情報の共

有はどのように行われているか。 

町 長 

８ １１． 

田畑 隆章 

 

時間制 

９０分以内 

我が町の地方

債２１０億円

の返済と投資

余力について 

複式簿記による公会計財務諸表が我

が町も今年度より提示され町ホームペ

ージに掲載されている。貸借対照表によ

ると地方債の残高は平成３１年３月末

で約２１０億円と表示されている。返済

と町づくりに欠かせない新規事業の投

資余力について伺う。 

１ 本当の純地方債残高は２１０億５，

６００万円－１５２億５，０００万円

（財務諸表注記５追加情報）＝５８億

６００万円が純粋な債務残高だと思

うが、今後の目標をどこに置いている

のか。 

２ 行政コスト及び純資産変動計算書

を見ると公表された３年で２０億円

の行政コストの減少が見られたが、こ 

町 長 



(８) (田畑 隆章) (我が町の地

方債２１０億

円の返済と投

資余力につい

て) 

の要因は何か。 

また、今後の目標をどこに置いてい

るのか。 

３ 貸借対照表全体を見ると資産過剰

の状態にある。インフラを整備するこ

とは行政サービスの基本となってい

るが、過剰な場合は廃校財産の売出し

と同じく、不要・有要にかかわらず町

有財産が従前以上の活用が見込まれ

ないならば民間への賃貸や販売が必

要と思われる。考え方を示してほし

い。 

４ 土地等の資産科目は事業資産とイ

ンフラ資産とに分けられている。我が

町の企業会計と一般会計の分類と食

い違いがあるように思うが良いのか。 

５ 町有林の現評価と今後の評価につ

いてどう考えているか。 

６ 純資産変動計算書の純行政コスト

と財源の税収・補助金については町財

政を説明しやすいものと理解する。町

民説明のときに利活用をすべきと思

うが、どのように考えているか伺う。 

７ 新規事業は純行政コストと財源の

バランスが良くなる時期など明確な

目標年次を持っているのか。 

 

漁業の振興策

について 

１ 我が町の漁業なかんずく昆布や秋

サケ漁などは苦しい状況が続いてい

る。海水温の上昇が影響していると言

われているが対策について、お考えを

お聞きしたい。 

２ 海水温上昇と漁業対策は国・道と緊

密に連携し支援対策を構築すべきと

思うが見解をお聞きしたい。 

また、他町と連携して対策強化を訴

えていく必要があると思うがいかが

か。 

町 長 



(８) (田畑 隆章) (漁業の振興

策について) 

３ 海水温上昇による水産被害地域は

全国的にあると思うが、情報収集と対

策強化を全国レベルで訴えていただ

きたいがいかがか。 

４ 昆布は他の海生生物の住家となり

餌となっているが、復活の支援策は。 

５ 昆布漁の新規就業者について、えり

も町は一人３００万円を補助すると

聞くが、漁場管理、磯清掃などを行う

漁業者・昆布漁師さんが高齢化を迎え

ている地域にとって、漁業権の関係を

どのように考え、将来に向けた課題解

決をどのように見据えているのか。 

６ コロナ禍の中で飲食業界への売り

上げが落ちている。せっかく取れてい

る魚貝類が安い。これを機に抜本策の

検討は。 

 

降雨災害多発

化と避難対策 

今年も九州や西日本では台風や線状

降水帯の発生で被災した。 

近年は日高を直撃する台風や大雨が

なく何よりだが、平成１５年に豪雨など

人命を失う災害も起きている。私も提言

を含む質問をさせていただいているが、

国の避難判断基準も変更に次ぐ変更が

され、国の方針等も変わっているので、

以下お答えいただきたい。 

１ 静内川上流のダムは豪雨が降り続

く予想がされているとき、ダムを守る

との理由で堤防が危険水位に達して

いるにもかかわらず放水することは

ないのか。 

２ 台風時のタイムラインについて開

示は見送られたが、１級河川の沙流川

では早くに開示され、消防など多数の

組織の行動計画についても表示され

ている。一般住民に必要のない行動計

画が含まれているため、不必要なもの 

町 長 



(８) (田畑 隆章) (降雨災害多

発化と避難対

策) 

は省いて、住民だけのタイムラインを

明示できないか。 

３ ハザードマップ上、１階以上が水没

する地域に対する特別の情報通知の

現状をお聞きしたい。そのような地域

限定の要支援者や災害弱者に対する

通知もエリアメール等で出されると

思うが、自治会から求めがある場合、

自治会担当者にも情報を通知し、エリ

アメール等で避難(避難所のボランテ

ィアを兼ねて)を勧奨できないか。 

 

 


