新ひだか町

議会だより

平成27年４月

第34号

地域の子どもを危険から守る活動をしている「見守り隊」

今月号の主な内容
◦第１回定例会
平成27年度一般会計・
特別会計の予算概要、議案等

編集
発行

◦予算審査特別委員会
◦一般質問

～議員13人、32項目～

新ひだか町議会広報特別委員会
新ひだか町議会
〒056－8650 北海道日高郡新ひだか町静内御幸町３丁目２番50号 Ｅ－mail gikai＠shinhidaka.hokkai.jp
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ＴＥＬ 0146－43－2111
ＦＡＸ 0146－43－3900
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４月５日オープン

日開催

全員協議会
２月
案件は次の３件
◦平成 年度新ひだか町予
算案の概要について
◦地域情報基盤整備事業
（観光・防災Ｗｉ‐Ｆｉス
テーション整備事業）につ
いて
◦新ひだか町総合町民セン
ターについて

24

行 政 報 告

13

低気圧による被害状況
昨年 月３日から今年１
月８日までの被害確定は、
住家１件、非住家２件、農
業 件、公立文教施設１件、
社会教育施設３件、土木１
件、その他（都市施設）３
件で、被害総額は１０４２

○静内パークゴルフ場施設
管理に関する請願について
（平成 年第９回議会定例
会付託）
文教厚生常任委員会審査結
果
◦内容が執行機関の専属的
な権限に属することと思慮
されるが、多数のパークゴ
ルフ場利用者の切なる要望
であり、今後の管理運営に
ついても、利用者からの意

委員会審査報告

工事の入札結果
３月２日にも同案件で開 ◦本町海岸線改良舗装工事
催。総合町民センター建設 ◦こうせい住宅線外改良舗
装工事
に係る関係資料の提出があ
◦小学校トイレ改修工事
り審議。
概算額 億円より、本体 ◦中学校トイレ改修工事
工事費等事業費予定額が４ ◦豊畑川埋塞土除去修繕工
事
億８７２８万７千円増額と
なる、との説明があったが、 ◦仲野の沢川改修工事
増額に至る経緯について質 ◦和牛センター給配水施設
改修工事
問が集中。
◦ピュア設備撤去工事
委託業務の入札結果
◦歌笛地区汚水管渠実施設
計業務委託
３月 日から９日間
◦ピュア施設改修等実施設
計業務委託

万８千円、内農業被害は４
２６万９千円。
ホッカイドウ競馬に関する
要望活動
１月 日北海道知事、北
海道議会に対し管内関係団
体と共に実施。

平成 年最初の定例会が招集され、行政報告４件、
付託案件に対する委員会報告１件、報告２件、議案
件、意見書案７件、陳情１件を審議。一般質問は
件について、 名が行った。

第１回定例会
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◦福祉センター条例を廃止
する条例制定（議案第
号）
総合町民センター建設に
伴い旧福祉センター条例の
廃止
◦新ひだか町保育の実施に
関する条例の全部を改正す
る条例制定（議案第 号）
子ども・子育て支援法に
移行したことに伴い全文を
改正
◦新ひだか町地域保育施設
条例及び新ひだか町立保育
所条例の一部を改正する条
例制定（議案第 号）
条文中の「保育に欠け
る」を「保育を必要とす
る」に改める
◦新ひだか町放課後児童健
全育成事業の設備及び運営
の基準に関する条例制定
（議案第 号）
設備及び運営に関する基
準を定めた
◦新ひだか町医療技術者等
就学資金貸付条例の一部を
改正する条例制定（議案第
号）
貸付対象に歯科医師を加
えた
◦新ひだか町介護サービス

条例の一部を改正する条例
（議案第 号）
利用に係る食事代の変更
・新ひだか町特定公共住宅
管理条例の一部を改正する
条例の制定（議案第 号）
特定公共賃貸住宅の家賃
減額期間 年を削除。
◦新ひだか町奨学金支給条
例及び新ひだか町奨学資金
貸付条例の一部を改正する
条例の制定（議案第 号）
「特別奨学生」を「奨学
生」に、該当者条件の変更
◦新ひだか町女性センター
条例の一部を改正する条例
制定（議案第 号）
大会議室使用料を廃止し、
各室使用料従来４段階を３
段階に変更
◦新ひだか町企業職員の給
与の種類及び基準に関する
条例の一部を改正する条例
制定（議案第 号）
一般行政職に合わせた
◦新ひだか町新町建設計画
の変更（議案第 号）
合併特例法規定に基づき
５年を延長
◦町道の路線認定（議案第
号）
新たに旧古川６号線 ・
30

20

６ｍを認定するもの

一般会計は５８８７万
５千円を追加補正

一般会計の主なもの

◦企業立地促進事業
４７１２万４千円減
◦地域情報基盤整備事業
１億７７７７万７千円増
全額を繰越明許費とし、
平成 年度で執行。
◦地方創生事業
９０１７万９千円増
全額を繰越明許費とし、
平成 年度で執行。
◦地域消費喚起・生活支援
事業
８０２３万円増
全額を繰越明許費とし、
平成 年度で執行。
◦厚生医療給付事業
１９４１万２千円減
◦後期高齢者医療経費
１５５１万３千円減
◦重度心身障がい者医療給
付事業
２７８７万７千円減
◦児童手当支給事業
１３８９万円減
◦酪農及び肉用牛振興資金
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見を参考にするなど、改善
を図ることは十分可能であ
ると判断できることから、
採択。

◦議案第３号は、固定資産
評価審査委員会委員の選任
に付き同意を求めるもの。
田嶋 英夫氏（ 歳）
山口 俊秀氏（ 歳）
地本 信子氏（ 歳）
３氏はいずれも再任で、
任期は５月 日から３年間
で同意。
◦議案第４号から第 号ま
では、各会計補正予算であ
り別記に掲載。（議案第
号除く）
◦議案第 号は、特別会計
条例の一部を改正する条例
制定であり、簡易水道事業
の名称を改正するもので可
決。
◦行政手続条例の一部を改
正する条例制定（議案第
号）
◦教育長の勤務時間及びそ
の他の勤務条件並びに職務
に専念する義務の特例に関
する条例制定（議案第
号）
◦新ひだか町ふるさと応援
寄付条例の一部を改正する
条例制定（議案第 号）
事業区分を改めて、寄付
者が指定する事業を町長が
必要と認める事業に改正
16

13

報 告 事 項
専決処分第１号の報告（損
害賠償請求事件の和解 及
び損害賠償の額の決定）
平成 年９月 日に発生
した青柳町公営住宅４号棟
における台所水栓の経年劣
化による漏水事故に関し、
相手方と和解した。また専
決処分第２号についても同
様の事故であることから和
解した旨報告があった。
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議決された議案
◦議案第１号・第２号は、
教育委員会関係の任命に付
き同意を求めるもの。
教育長 （ 新 任 ）
高野 卓也氏（ 歳）
任期は４月１日より３年
間で同 意 。
教育委 員 （ 新 任 ）
馬場 陽介氏（ 歳）
任期は５月 日から４年
間で同 意 。
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５７３万８千円減
貸付 事 業
◦三石地区簡易水道事業特
３４ ５ ０ 万 円 減
一般会計予算
◦鳥獣被害防止緊急捕獲等 別会計
歳 出
１６５４万円減
対策事 業
総務費
◦下水道事業特別会計
１２ ０ ０ 万 円 増
２０３６万２千円減
◦除雪 対 策 経 費
問 地方創生をどのように
◦介護サービス事業特別会 進めるか。
１４４３万４千円増
計
◦地方道路整備交付金事業
答 役場の中に地方創生推
４７９０万円減
８７３４万７千円減
進室を設け、委員会を設置
◦水道事業会計
◦公営 住 宅 建 設 事 業
して町民や議会の意見を聞
歳入で４５５万５千円増、 き、平成 年度で総合戦略
１６３５万８千円減
歳出では９３８万９千円減 を立てる。
◦償還 利 子
◦病院事業会計
３８８３万８千円減
問 生活路線維持事業を見
歳入で９３９２万円減、 直してＮＰＯや民間の活用
◦各種 基 金 積 立 金
２億５４０４万９千円増 歳出も同額減
ができないか。
答 乗車率を上げ、利用の
他に繰越明許費としては、
拡大を図りたい。
予算審査特別委員会
街路事業で１億７０２０万
問 ふるさと応援寄付事業
９千円のうち１億４９１４
のホームページ利用の経費
志田副議長を委員長とす とクレジット決済負担は。
万円が平成 年度で執行さ
る委員会を 日から 日ま 答 町のホームページで負
れる。
で開催。
担はない。決済手数料は２
平成 年度予算について パーセント。
特別会計は１億４２４８万
各担当より一般会計歳出・ 問 国道の花壇の里親は。
２千円を減額補正
歳入、特別会計５本、企業 答 駒場から山手の１・５
会計２本の説明があり、質 キロで概ね地先の方にお願
特別会計の主なもの
疑が行われた。
いできている。一部一般の
主な質疑の内容は次のと 方にもお願いする。
おり。
問 総合町民センターの建
設費が大幅に増額になった
が、その内容は。
答 本体工事費が４億５２
◦国民健康保険特別会計
８３８６万５千円減
◦後期高齢者医療特別会計
５５ １ 万 ３ 千 円 増
◦休養施設等特別会計
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００万円増加し、 億５２
００万円となり、総事業費
は 億９３００万円となる。
増加内訳は、部材・賃金上
昇分で３億４５００万円、
追加工事で１億７００万円。
問 創建社（受注会社）は
平成 年の建築単価でコン
ペで最優秀となったが、な
ぜ 年単価なのか説明を求
めたか。
答 概算事業費が 億円で
あり、総額の範囲内だった
が、実施設計で 億円を超
えた金額だったので問い合
わせたら 年単価だった。
問 物価上昇分が加味され
ない単価でコンペで最優秀
となり、発注したのであれ
ば、錯誤でないか。
答 委員会から専門家の判
断を求めたほうがよいとの
ことなので、弁護士に相談
している。
問 今後この工事に関して
増額しないと確約できるか。
答 外構工事など 年度に
なるものもあり、今確約は
できない。
問 工事の追加の内容は。
答 避難ブリッジ、防火水
槽の本体工事への組換え、
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屋上への避難階段の設置、
鉄道法面の山留工事、トイ
レを２ヵ所に分散など。
問 利用計画は過大でない
か。
答 実績から計画している。
管内芸術祭などの舞台芸術
を町民センターで行う予定
とした。
問 合併協議で総合支所は
支所とするとしていたが。
職員は何人残るのか。
答 法の上で本庁と支所と
いうことになるが、三石支
所には地域振興部と農林水
産部の２部制とする予定だ。
問 省エネルギー対策でＬ
ＥＤの申請実績は。
答 ９月から１月までの実
績で８００件２５００万円。

民生費

問 イオル再生事業の内容
は。
答 アイヌ文化団体からの
再委託としているが、体験
交流・啓蒙活動・伝統食材
の栽培育成を行う。
問 放課後児童クラブの対
象児童は。
答 制度的には６年生まで
の受け入れが可能となった
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が、施設の現状から４年生 期限周知に努める。
問 ピュアは商店街の活性
までを対象としたい。
化のために２階を取得して
衛生費
直したが、利用者はどうか。
問 予防接種事業で子宮頸 答 利用者は７万５千人程
度で推移している。
がんワクチンの扱いは。
答 積極的な勧奨はしない 問 夏祭りの賑わいが寂し
いが対策を考えているか。
が、親の考え方で行う。
問 医療技術者等への修学 答 ３つの祭りがあり予算
が分散していることも大き
資金貸 付 実 績 は 。
答 看護師４名、薬剤師２ いが、会場に適地がないこ
名で医師は希望者はない。 とも大きい。来年は合併
問 新規高卒者雇用促進助 周年ということで考えたい。
成の対象者を拡大できない 問 桜まつり会場に障がい
者用駐車場を設けられない
か。
答 地元雇用の改善のため か。
に地方創生の中で前向きに 答 バス駐車場で障がい者
の方は乗降できることにし
検討す る 。
ているが、検討したい。
農林水 産 業 費
問 二十間道路桜並木の管
問 農業後継者対策で結婚 理をどう進めるのか。
支援など他と比べ手厚いが。 答 桜の管理のため、正職
答 農業は大変だというこ 員１名と臨時職員１名を配
とで対策をしており、２名 置し専門性を持った管理を
進めたい。
の支援員を置いている。
問 海浜公園特産品販売セ
商工費
ンターの品揃えや運営主体、
運営はどうなったか。
答 道の駅の地方創生拠点
形成ということで、室蘭工
業大学と域学連携を進め、
観光客の集まる物産店の展
問 健康づくり商品券発行
で業者の換金期限の制限の
緩和を で き な い か 。
答 換金期限の厳守はして
もらわなければならない。

10

開を検討する。町推奨品の
活用を申し入れする。運営
はひだか漁協にお願いする。
問 交流人口の拡大策と体
験住宅の拡充の考えは。
答 自然景観と食で多くの
人を招きたい。タイからの
観光客の推進を図りたい。
体験住宅はグレードアップ
も検討したいが、長期滞在
者をホテル・旅館と連携し
て受け入れ対応を検討した
い。

入

答 今後健康推進課とも協
議していく。
問 奨学資金の貸付実績と
決め方は。
答 平成 年度は６名で、
選考委員会に諮って、決定
している。世帯収入は準要
保護基準で毎年審査してい
る。
問 標準学力検査は何を目
的として実施するのか。
答 学力を把握し、基礎学
力の定着を図るもの。

歳

ることで実施する。

下水道事業特別会計
問 三石の下水道事業はい
つ完成するのか。
答 歌笛地区は平成 年度
完成予定で、今後路線を延
長する予定はない。
問 歌笛地区の雑排水の処
理は下水の完成をもって適
正になるのか。
答 道道拡幅区間が下水道
工事区間なのでクリアされ
る。
問 賦課漏れの調査は。
答 毎年調査している。

水道事業会計
問 老朽管更新の進捗率は。
漏水は改善しているか。
答 上水道管路１８７キロ
メートルで、 年を超えた
老朽管は ・５キロメート
ルで、 キロメートルを更
新した。有収率は０・３程
度改善している。

28

病院事業会計
問 静内病院と三石国保病
院での電子カルテの活用と
拡充は。
答 電子化によって病院間

20

26

国民健康保険特別会計
問 中学生以下の医療費の
教育費
助成は何月からか。
問 温泉プールを通年化し、 答 ８月に医療費を支払っ
介護予防等にも活用をでき た分からで、領収書を福祉
課に提出して商品券を受け
ないか。

21

12

土木費

33 26

問 橋梁の長寿命化対策は。 問 公共施設整備など支出
答 町管理の全部２４３橋 がかさむ一方、収納率の向
を調査した。致命的な損傷 上や受益者負担金の見直し
のある橋はないが、平成
が進められる。基本的な考
年度で４橋を整備した。
えは。
年度までに必要性の高いも 答 使用料や手数料が決め
のから 橋を整備する。
られてから相当期間が経過
しているので、適正な額に
なっているのか精査してい
きたい。
32

新ひだか町議会だより • 6

でカルテをもって歩く必要
はなく、タイムリーに診療
できている。バーチャル総
合病院構想の進展など活用
は大き い 。
問 三石国保病院での手術
はどの 程 度 か 。
答 月１回程度予定してい
る。

決議案第１号
議案第 号 平成 年度
新ひだか町一般会計予算に
おける総合町民センター建
設事業に係る予算執行留保
を求め る 決 議
提案理 由
総合町民センターの建設
そのものには反対するもの
ではないが、厳しい財政事
情の中で 億円を必要とす
る総合町民センターの建設
を再検討するため予算の執
行留保を求めるため、決議
案を提 出 す る も の 。
提出者 福 嶋 尚 人
賛成者 川 合
清
採決結 果
起立採決が行われ決議案
に賛成７名、反対 名で決
議案は 否 決 さ れ た 。
14

24

27
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議会案第１号
・新ひだか町議会委員会条
例の一部を改正する条例制
定
地方教育行政の組織及び
運営に関する法律の一部が
改正され、教育委員長と教
育長が一本化されたことに
よる改正。
議会各委員会は、審査ま
たは調査のため説明者の出
席を求めることがあるため、
要職名の改正。
「教育委員会の委員長」を
「教育委員会の教育長」と
するもの。

意見書（全件可決）
◦合併特例債の適用期間の
再延長を求める意見書
◦ＴＰＰ交渉等国際貿易交
渉に係る意見書
◦農協関係法制度の見直し
に関する意見書
◦農業の発展に必要な生産
基盤整備の拡充を求める意
見書
◦ドクターヘリの安定的な
事業継続に対する支援を求
める意見書

7 • 新ひだか町議会だより

Ｑ

ピュア再生のメドは

Ａ

再開時期は未定

白尾卓人 議員

問 「ピュア」開店に関
して町長は 月定例会に
おいて春先をメドに再開
したい旨の発言をしたが、
再開のメドが立っていな
いなら発言の撤回を求め
るが。
答（町長） 月定例会で
の発言はピュア再開に関
して希望的発言であった
ことを認め、撤回したい。
問 現在２社がプロポー
ザル方式によって事業計
画書を提出しているが、
進捗状況及び修繕費用等
の具体的金額が出ている
なら公表を求める。
答（商工労働観光課長）
占有及び公共部分含めて
修繕費用等についてはこ
れから算出する予定であ
り具体的な修繕金額の目

町民連合
12

12

問
質
般
一

～ 質問者13名、32項目 ～

安が決まり次第議会にて
議論していただきたい。
また、当然このような状
況では再開の具体的な時
期について未定であるが
再開に向けて確実に進捗
していることは理解頂き
たい。
問 ふるさと応援寄付事
業について来年度予算で
は大幅な増収を見込んで
いるがその根拠はどこに
あるのか。
答（企画課長）近隣では
えりも町などでは短期間
に大幅な増収をしており、
わが町でも積極的に推進
して特産物やわが町のＰ
Ｒ推進に役立てたい。
問 この制度は地方自治
体の財源の奪い合いとな
り税制上も問題があるの
で過度な競争に巻き込ま
れないように意見する。
（その他の質問）
・地域交通体系見直しに
ついて

新ひだか町議会だより • 8

Ｑ

新規就農後も町独自施策で支援をすべきではないか
Ａ

指摘はもっとも、財源を得て支援に持って行きたい

地ではパート労働力問題
があり 棟建設したが、
新年度に予定していた
棟は見送りとしたい。い
よいよ外国人労働者も視
野に置いて行かなければ
ならない。
問
棟であっても、も
う１名の指導員を用意す
べきではないか。
答（町長）地域興し協力
隊員を活用し、職員を確
保していきたい。
問 新規就農者に対し、
就農後も町独自施策とし
て経営安定まで何らかの
支援をすべきではないの
か。まちづくり懇談会で
も同様の意見が出ていた
が。
答（町長）指摘はもっと
もだと思っている、そう
いう懸念を抱いている。
地方創生にのせて行くよ
うな、地方版戦略づくり
で財源を得て組み合わせ
ていけないか、そこで費
やしていた財源を新規就
農後の支援に持っていっ
た方が良いという考えを
私も持っている。

Ｑ

三石漁港内の漁船上架施設の増設を

Ａ

漁協等関係機関と協議検討し、進めたい

年、 年に国の直轄事業
により整備されたが、近
年、イカ釣り外来船の入
港が多くなったことに伴
い、上架施設の利用船が
増加している。国の意見
を聞きながら、漁協等関
問 漁船上架施設の利用 係機関と協議し、相応し
は、町内各漁港区域内に た補助事業を模索しなが
おける漁船が 件を越え ら進めたい。
ており、今後、地元船だ 問 当町において、学力
けでなく、外来船による 向上策の一つとして小中
施設の利用が年々増える。 一貫教育を取り組む考え
関係漁業者の声に応える があるかどうか。
ためにも、増設に向けて 答
（教育委員会管理課長）
の対策は。
小中一貫教育については
答（水産林務課長）三石 制度的に位置づけられた
漁港の上架施設は平成
ものはなく、全国的に見
ると、研究開発校の指定
を受け１００団体程度が
取り組んでいる。町とし
ては、校区内の学校間の
連携を図って教育指導や
学習、生活習慣の充実に
つなげていきたい。さら
に、教育環境の整備に向
けた対策として、小中一
貫教育の導入の可能性に
ついて、研究したい。

凌雲クラブ

30

公明党クラブ

池田一也 議員

問 新規就農と研修生の
平成の 年度の実績は。
答（農政課主幹）ミニト
マトは２組が静内地区に
か き
就農し、和牛と花卉は無
い。
研修生はミニトマトが
３組、花卉は２年目が１
組、和牛は２組、この研
修生は 年度に就農する
予定。
問 静内ハウス団地での
指導員は、専従職員を置
くべきではないか。
答（農林水産部長）今、
専門の農家の方が指導員
として、積極的にやって
頂いている。担当すべき
職員がなかなか育ってい
ない。もう少しお時間を
いただき人材を確保して
いきたい。
答（町長）静内ハウス団

15

三石漁港内の上架施設

26

27

20

20

10

畑端憲行 議員

17
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Ｑ

学校避難マニュアルを各家庭に配布を
Ａ

学校側と協議し情報提供に取り組む

問 目標物の高静小学校
は避難区域ではないのか。
答
（教育委員会管理課長）
基本的に避難場所は学校
が主体的に決めています
が町の防災計画との整合
性があるので内部で検討
させていただく。
問 各学校の津波避難訓
練の実施状況は。
答
（教育委員会管理課長）
各学校の状況により毎年
または隔年で実施計画に
基づき机上訓練、実地訓
練などを実施している。
問 津波災害に対する対
応の課題について。
答
（教育委員会管理課長）
避難経路の安全が確認さ
れているのか。大地震が
発生した場合、避難先の
被害が予想されること。
避難後、保護者への子ど
もの引き渡しの取り決め
のこと。
（その他の質問）
・防災教育について

地権者の不利益ばかりが起きている

Ａ

地権者が元の営農が出来るよう強力に要望したい

問 広域農道日高中部地
区事業が、町も関与した
合意書に基づき進めてき
たものを、振興局は一方
的に、土壌採取補償契約
を解除し補償金の返還を
求めてきた。地権者を精
神的にも経済的にも痛め
つける現状を ・５％を
負担する町が「道がそう
いう考えなので仕方がな
い」でいいのかを問う。
答（農林水産部長）工事
延期も中止も一切言われ
ていないので期待を持っ
ている。牧場経営が元の
状態に戻れるよう強力に
要望してまいりたい。
問 契約書の内容を変更
したり、契約書に無い部
分の責を求めたり、信頼
関係を無くしたのは振興
局側である。他の土取り
場からの土の搬入となれ

ば工事費が莫大に膨らみ
工期も延びる状況が起き
れば、無駄で膨大な公費
が費やされることになり、
町の負担も増える。町も
積極的な対応すべきと考
える。路線計画の見直し
では、橋梁を減らし９億
円程度の工事費縮減をし
たのに、牧場経営者の犠
牲や不利益には黙認する
のか。この事案について
は毎回取り上げてきたが、
町民犠牲が起こっている
のに事業主体が「北海
道」だからの答弁の繰り
返しである。 ・５％の
町の税負担もあり事業の
公正な推進と町民の利益
を考えてもらいたい。
答（農林水産部長）工事
が進んでいない事は理解
しているが、北海道から
工事の延期も中止も一切
言われていないので期待
を持っている。
（その他質問事項）
・ピュア商業施設開店に
ついて
・宿泊型観光について
・農業後継者問題につい
て

22

下川孝志 議員

22

建部和代 議員

問 小中学校における大
津波に対する対応は。
答（教育委員会管理課長）
津波浸水予測範囲にある
学校は浸水予測範囲外に
避難する。津波の危険の
ない学校は学校待機が基
本的な考えである。
問 静内小学校の避難場
所、避難経路が中野方面
との説明ですが、マニュ
アルでは校内の３階に避
難となっているが。
答（教育委員会管理課長）
従来、学校ではそのよう
に考えていたが、教育委
員会として、指導助言し
学校内で検討し町の津波
避難計画に基づき、中野
方面に避難する事にして
いる。目標物として高静
小学校方面を目指す。

Ｑ

公明党クラブ

新ひだか町議会だより • 10

Ｑ

地方創生事業について
Ａ

地方創生推進本部を立ち上げ住民参加で

問 ＩＣＴ利活用及び総
務省のアドバイザー制度
について。
答（総務企画部長）地域
情報化は重要な部分だと
考え緊急に検討していく。
問 農業高校など道の組
織との連携強化と農業支
援、地域担い手教育のた
めの農業短大設置、ある
いは静内農業高校の高専
化について。
答（企画課長）いずれも
地方版総合戦略を策定す
る上で検討する事項にな
ると考える。
問 日高地域連携強化に
ついて。
答（町長）一緒にやるべ
きという意見は町長会議
等でも出て、特に観光振
興、地方創生の連携によ
る財源の呼び込み等で成
果を出したい。
（その他の質問）
・教育委員会制度改革に
ついて

26

進本部を立ち上げ、４月
には町民 名程度で組織
する地方創生推進委員会
を立ち上げ総合戦略の内
容をまとめていきたい。
また、人口減少に歯止め
をかけることであり、当
町においては、合併から
これまでの間に３千人以
上の人口が減少している
状況だ。既存事業の成果
等を点検し、効果の出る
事業計画をつくり上げた
い。また、安定した雇用
の創出、新しい人の流れ
や若い世代の希望をかな
える、時代にあった地域
をつくることであり、数
値目標等を明記する。計
画の期間は平成 年度か
ら平成 年度までの５ヵ
年である。
現在は担当部署による
骨子の検討に入り、地方
創生推進本部で論議、そ
の後、住民で組織する地
方創生推進委員会にはか
り、意見や提案を伺って
いきたいと考えている。

27

猛 議員

進藤

問 平成 年 月 日、
国は「まち・ひと・しご
と創生総合戦略」を策定
するよう努めるというこ
とで、わが町としても、
あらゆる角度から、検討
を重ねなければならない
と考える。人口減少対
策、雇用の確保と産業政
策など、様々な施策を講
じてきたが、なかなか成
果が上がっていない。今
後の計画についてどう考
えるか。
答（企画課長）総合戦略
を策定して、各種施策に
取り組む自治体に対し、
自由度の高い新型交付金
を交付する仕組みとなっ
ており、殆どの自治体で
策定することになる。当
町においても平成 年度
中に策定し、地方創生推

15

31

町民連合

11

28

27

田畑隆章 議員

問 国は人口減少社会と
なり地方の活力を取り戻
すため昨年１月地方創生
法を制定した。我が町の
地方創生事業も例えば農
家所得の倍増といった目
標を定める地域創生総合
戦略に策定するあたって
の組織体制について。
答（企画課長）まちづく
りに関するすべての分野
において必要な政策を展
開する。総合戦略の期間
となる５年間に集中的に
取り組み、新たな組織と
して総務企画部内に地方
創生推進室を設置し必要
な職員を配置したい。４
月には住民参加の地方創
生推進委員会を設置し町
民の産学官労による検討
を進める。

５ヵ年計画で総合戦略を策定する
Ａ

凌雲クラブ

Ｑ 「創生総合戦略」に係わる今後の計画について
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ＪＲ通学高校生の困難解決は
Ｑ

Ａ 「スクールバスで」を検討している

答（副町長）町としても
対象となる子ども達の生
活支援、学習支援の必要
性を認識しており、今後
道の考え方を聞きながら
実施に向けて振興局と協
力体制をとっていく。
問 再びＪＲが全面不通
になり、再度国、道、Ｊ
Ｒ北海道に全面復旧に関
する要望をあげてほしい。
地元負担に対する町長の
考えは。
答（町長）日高管内の代
表として強く要望してい
く。工事費は地元負担で
なくＪＲと国と道の責任
である旨伝えてある。
問 高校生は授業や部活
に支障をきたし、車の送
迎も多い。これらの通学
生への早急な対応は。
答（副町長）現在小中学
校で運行しているスクー
ルバスを高校生にもと検
討をしている。
（その他の質問）
・合葬墓について

Ｑ

合葬墓建設の考えは

Ａ

葬苑等の建設より合葬墓が優先との感を持っている

木内達夫 議員

問

基礎学力向上のため

の予算措置は。

答
（教育委員会管理課長）

学校図書購入費を対前年

・４％増に拡充した他、

新規学力向上策として、

小学一年生を除く全児童

答（町長）漁業振興のた

支援策に対する見解は。

問

問

た。

るための予算措置を行っ

力検査」を全校で実施す

生徒を対象に、「標準学

めに何らかの施策を打ち

ズが高くなっているが、

漁業の新規担い手対

ならないと考えている。

打ち出していかなければ

向けて、具体策を色々と

葬場）建設やペット火葬

答（町長）静内葬苑（火

うに考えているか。

その建設についてどのよ

優先的には合葬墓が先な

問

考えているのか。

のかという感じを持って

場建設等の関連もあるが、

答（水産林務課長）漁業

いるので、それらを含め

みを模索・検討するため

継者に主眼を置いた取組

策は、漁家世帯出身の後

ソフト系の漁業担い手対

等について

・川崎市中学生殺害事件

・小中連携の取組み

（その他の質問）

について

・ペット火葬場建設事業

いと考えている。

関係団体と協議を進めた

興対策を講じるとともに、 て考えたい。

所得向上のための漁業振

策の取組みをどのように

合葬墓に対するニー

たいので、平成 年度に

漁船機器・漁網漁具

14

園子 議員
谷

問 就学援助制度の充実
と利用拡大を図るために
申請のお知らせに対象と
なる世帯構成人数と所得
基準額の目安をのせては
どうか。また新入生には
一日入学で説明できない
か。更にクラブ活動費・
生徒会費・ＰＴＡ会費を
支給品目にできないか。
答（教育委員会管理課長）
基準の目安を示すこと、
一日入学でのお知らせは
前向きに検討したい。Ｐ
ＴＡ会費等については全
道市町村の動向を踏まえ
て検討を進めている。
問 全国では生活困窮世
帯の子どもの学習支援と
して「無料塾」が取り組
まれているが、当町で実
施する考えは。

清流会

28

日本共産党町議団
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Ｑ

地域防災マスターの増員にどう取り組むか
Ａ

道との協議を踏まえ検討していく

検討したい。
現在、自主防災組織を
結成した自治会に対し世
帯数に応じ、 万円を上
限として防災資機材購入
に助成。
職員がこの認定研修を
受講することについては、
災害発生時には職員とし
ての業務が優先されるこ
とから検討を要する。研
修会開催地や受講人数の
制限もあり、今後の課題
としたい。
問 新ひだか町誕生 周
年記念事業は、実行委員
会を結成し検討するとし
ているが現在までの活動
状況は。
答（企画課長）平成 年
度には満 周年となり、
次の 年を見つめる機会
として、決意を新たにす
る記念事業の実施を検討
している。
誕生 年目の 年度は
協賛事業を展開するなど、
２ヵ年にわたり事業を計
画している。
（その他の質問）
・行政組織として有資格
者の確保は適法か。
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町民投票条例の制定と実施について

Ａ

いずれもする考えはない

阿部公一 議員

問 自然が相手では、災
害を防ぐことは不可能で
あり、未然に災害の発生
を防ぐのも人の力では全
く無力。そこで災害から
逃れること、減災は起こ
る災害を想起し、普段か
ら心構えをすることで可
能。地域において防災活
動を行う地域防災マスタ
ーの存在は不可欠である。
自主防災組織の結成と共
に地域防災マスターの増
員についてどう考えるか。
答（総務課長）現在町内
には５名の地域防災マス
ターがいる。自主防災組
織の組織化を進めていく
中で増員を図りたい。し
かし、認定研修会は道が
主催しており、頻繁に当
管内で開催される状況で
はない。今後とも道との
協議を踏まえ増員に向け

17

清創会

福嶋尚人 議員

問 町長の選挙公約によ
る自治基本条例が制定さ
れた 条で町民投票に関
する規定がある。これに
より常設型の町民投票条
例を制定すべきだ。
答（副町長）今は具体的
な案件がないので条例を
制定する意思はない。
問 具体的な案件がなく
ても、あらかじめ作って
おくのが常設型の町民投
票条例である。町長は町
民が主役という自治基本
条例を選挙公約にもとづ
いて制定したが町民投票
条例は作らないというの
は理解できない。町長は
買物難民、買物弱者のた
め食料品を中心としたピ
ュア１階フロアを使うテ
ナントの誘致と町民に負

担をかけない独立採算を
理由にピュア１階を代物
弁済で取得した。
しかし、町長は方針を
変更して業種にこだわら
ない飲食店等の営利企業
に修繕費もある程度、町
が負担しようとしている。
今後は多額の維持費・修
繕費がかかるが、町民の
皆さんの税金にも関係す
る事であるからピュアの
今後についての町民投票
をする考えはないか。
答（町長）そういう考え
には、いたらない。採算
面だけではなく御幸通り
に明かりが見える状況に
して行くのがベターと考
える。
問 三石地区の総合町民
センターの建設費は約５
億ふくらんで約 億円の
巨額となる。財政事情が
きびしい中で、内容を再
検討するため町民投票を
すべきである。
答（町長）そういう考え
はありません。
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Ｑ

わが町の財政状況は
Ａ

経常的経費の圧縮に努めなければ…

の弾力性を判断する指標
で低い方がよく、一般的
に ～ ％の間に分布す
るのが通常と言われてい
る。合併時のわが町は
・７％と非常に高く、
財政再建に取組み今は
％まで改善されている。
今後の推移は、普通交
付税が人口減と合併算定
替えの終了で減少し、町
税等も減ることから経常
的経費の圧縮をしない限
り、再び上昇するものと
推計している。
経常収支比率は合併時
に比べ改善はしているが、
いまだ ％を超えており、
将来的に増加傾向となっ
ていることから、自主財
源の確保及び義務的経費
の削減に努めていかなけ
ればならないと考える。
景気の好転で税収増と
なることが望ましいが、
難しいものと認識し、収
納率の向上や受益者負担
の見直しに努めたい。

ＪＲ日高線早期復旧及び対策について

Ａ

関係団体と共に要望していく

70

99

清 議員
川合

問 わが町の財政は、建
設費が４億円増えようが
平気の平左の合併特例債、
辺地債もあれば過疎債も
ある。しかし、できあが
った施設の維持管理費、
今後増大する医療・介護
など、町民の命とくらし
を守るための独自財源を
確保しなければならない
施策が迫っている。これ
らを考えたとき町財政の
経常収支比率はどのよう
に推移すると想定してい
るか。
答（総務課長）経常収支
比率は町税、普通交付税
などの経常一般財源が人
件費、扶助費、公債費な
どの経常的に支出される
経費にどの程度が充当さ
れているかを示し、財政

Ｑ

80

80

日本共産党町議団

87

城地民義 議員

問 ＪＲ日高線一部不通
区間の早期復旧の見通し
について。
答（企画課長）ＪＲが現
地調査結果を基に災害対
策の概算額と工期等は４
月末までに検討される。
問 早期復旧開通に向け
た今後の取り組みと対策
について。
答（町長）不通が長期間
続くと、地元、管内の経
済等いろんな面でも非常
に大きな影響を与える。
日高町村会、日高総合開
発期成会及び日高振興局
と協議し早期復旧に向け
今後も関係各方面に要望
していく。
問 現在代行バス措置の
再検討について。静内高
校、静内農業高校の授

みらいクラブ

業・部活動への影響あり、
朝のホームルームまでの
登校の遅れや生徒の放課
後学習と部活動を早く切
り上げる等の影響が出て
いる、生徒の不安解消の
ため町として足の確保対
策をどう考えるか。
答（副町長）ＪＲの考え
方を再確認し、どのよう
な補完をすればいいのか、
早急に対策を進めたい。
問 日高地方沿岸は台
風・波浪・高潮などの影
響による海岸浸食が広域
的に顕在化しており、国
土保全からも海岸整備を
計画的に実施するため、
日高胆振沿岸海岸保全基
本計画に基づく、「保全
区域の指定」の見直しを
要望するが。
答（経済部長）町として、
現状と地域の実情を踏ま
え、海岸保全整備と区域
指定の見直しについて、
国と道などへ要望、陳情
していく。
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美馬市（副市長・正副議長）来町

２月24日

全員協議会

日高の森林（もり）づくりを広げる集い

日高中部消防組合議会定例会

日高中部広域連合議会定例会

日高中部衛生施設組合議会定例会

第 回日高の森林（もり）づくり
を広げる集い開催

２月４日

講演として「世界に向け

第１回定例会
３月10日～20日

４月９日
２月26日

３月６日
４月７日

４日
◎経済常任委員会

19日
３月20日

18日
◎議会広報特別委員会

12

２月10日
２月25日

◎文教厚生常任委員会
◎総務常任委員会

て！アポイ岳ジオパークの
価値と可能性」というテー
マで様似町商工観光課原田
主幹から地元での取り組み
や今後の可能性について、
約２００人の聴衆の方々に
わかりやすく講演されまし
た。

全員協議会
３月２日

◎議会運営委員会
３月４日

２月 日、コミュニティ
センターで第 回日高の森
林（もり）づくりを広げる
集い（主催森林・林業・林
産業活性化推進議員連盟連
絡会ほか）が開催されまし
た。当日は基調講演「日高
の森林・林業・木材産業」
をテーマとして名取日高振
興局局長から、森林産業の
可能性について、また一般

27日

12日

４月13日

16日

12

24

議会のうごき

３月３日

自治功労者表彰

（平成 年３月 日）

10

員に伝達されました。

れ、代表として築紫文一議

町村議会議長会から表彰さ

長、南川州弘前議員に全国

敏明前議長、觸澤清前副議

た、築紫文一議員、五十嵐

自治の振興発展に寄与され

て、議員として長年、地方

３月定例議会におきまし

27

༎ਬࢃܱ

やっと新ひだか町にも
春の日差しを感じる日が
訪れ長い冬とお別れで
す。しかし、本来あまり
降雪がない道東地方では
未だ残雪が残り、厳冬の
被害なども甚大だったと
友人から電話がありまし
た。国内でも国外でも明
らかに天候のサイクルが
変わったことは町民の皆
様もきっと感じているこ
とではないでしょうか。
さて、３月は町議会で
も来年度予算の審議等重
かったつ
要な案件について闊達な
意見交換や、討論が行わ
れました。議員それぞれ
の考え方が反映した議会
であったと感じています
が、町政の中心はやはり
町民の皆様方一人一人だ
という認識は町議会議員
全員の共通認識です。町
民の皆様の意見や考え方
が反映できるように新年
度になっても町議会議員
一同真摯な姿勢で取り組
みます。
（文・白尾卓人）



