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第36号

「いか釣り漁船荷揚げ作業」

今月号の主な内容

編集
発行

第４回臨時会

全員協議会

・ピュア管理経費（工事請負費）可決

〜８月３日、10月６日〜

第５回定例会

委員会報告

・工事請負契約締結について（総合町民センター
建設工事関係４件）可決
・一般質問 〜議員14名、33項目〜

JR日高線を視察
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静内温泉 オープン２周年

第４回臨時会

60

15

８月３日開催

第 回みついし蓬来山まつ
りの開催結果
７月５日開催され︑入り
込み数は約６５００人

議会臨時会には︑議案２件が提案され︑
それぞれ可決した︒

行 政 報 告
個人メールアドレス情報の
流出について
ふるさと納税業務に関し
て︑既に納税記録のある
方々に商品のＰＲメールを
送信する際︑担当者の手違
いにより︑登録されている
メールアドレスを全員に対
し送信していた︒ただちに
お詫びをし︑削除をお願い
した︒このメールアドレス
より個人の氏名等に行きつ
くことは難しいとのこと︒
姉妹都市及び友好市町に係
る記念式典への出席につい
て
７月４日徳島県美馬市制
周年記念式典に議長と共
に出席
７月 日岩手県葛巻町
周年記念式典に出席
10

工事に係る入札結果
・三石旭町Ａ団地公営住宅
︵特公賃︶外壁防水改修工
事
・三石本桐Ｅ団地公営住宅
屋根葺替・外壁等塗装工事
・静内清水丘団地公営住宅
屋根葺替・外壁等塗装工事
その１・その２
・公民館大規模改修工事そ
の１︵陸屋根防水改修︶

委託業務に係る契約の締結
について
委託事業名
新ひだか町観光・防災Ｗ
ｉ︲Ｆｉステーション整備
事業等業務委託
契約金額
１億７６０４万円

21

・入船生活館改修工事
他

件

賛成討論︵進藤 猛議員︶
今回の補正予算でピュア
店舗の施設改修事の関係予
算が提案されておりますが︑
ピュアへの店舗入居につい
ては︑町の大きな課題とな
っており︑これが実現する

一般会計補正予算︵議案第
１号︶
今年度実施予定の日高海
区漁業調整委員会委員選挙
の執行経費として補正
１８０万９千円
ピュア管理経費︵工事請負
費︶
１３００万円
ピュア店舗施設改修工事
に係る補正予算
この議案に対し︑反対討
論︑賛成討論がなされた後︑
起立採決より採決され可決︒

議決された議案

委託業務に係る入札
・三石地区簡易水道施設情
報管理システム作成業務委
託
他８件

13
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と︑地域経済の活性化や中
心市街地の活性化に寄与す
るものであり︑地方創生を
進めている町にとっても︑
その効果が充分に期待され
るところであります︒今回
の入居店舗は︑飲食店であ
りますが︑これが高齢者等
の買い物困難者が望んでい
る食料品や生活必需品の購
入が可能な店舗の入居への
足掛がりとなることを期待
するとともに︑ピュアの全
面的な再開に向けてスピー
ド感をもって取り組んで頂
くことを強く要望し︑平成
年度新ひだか町一般会計
補正予算第３号について︑
委員各位のご賛同をお願い
しまして︑賛成討論とさせ
て頂き ま す ︒
反対討論︵福嶋 尚人議員︶
この１３００万円の工事
費はピュア１階に株式会社
エイチ・エフ企画の入居に
伴うピュア店舗施設改修工
事費で早期入店を希望して
いるため︑本臨時会に提案
しようとするものですが︑
ピュア入店を予定している
株式会社パシフイック観光

の入店が現在においても未
定である中で多額の税金を
支出することは拙速である
こと︒今後も将来にわたり
ピュアに関して多額の修繕
費の支出が予想されるにも
かかわらず︑修繕計画が不
透明のままピュア１階の一
部に店舗を入れることは︑
町が維持管理費の不足分を
負担すること︑すなわち町
民の皆さんの負担となるこ
とであり︑このことを十分
検討をしないまま予算を提
出しようとすることは﹁木
を見て森を見ず﹂がごとき
ものであり︑賛成すること
はできません︒
以上の理由から反対討論
といたします︒
採決は起立採決となり︑
賛成者 名︑反対者３ 名
︵福嶋︑阿部︑川端︶で可
決
町道の路線認定及び廃止に
ついて︵議案第２号︶
路線名 本町通線
起点 静内本町１丁目 番
地先
終点 静内木場町１丁目

44
33

16

27

番３地先

33

・土木被害 ７件
・水産被害
件
・その他 １件
日高地方の総合開発等に関
する要望活動
︻要望事項︼
・日高地方の総合開発につ
いて
・高規格幹線道路﹁日高自
動車道﹂の整備促進につい
て
・アポイ岳の保全について
︵北海道知事及び議会・中
央要望︶

14

15

14

水産省︑日本中央競馬会へ
要望

北海道の自衛隊体制強化等
に関する要望活動について
︻要望事項︼
・北海道の自衛隊体制強化
について
・自衛隊と地域コミュニテ
ィーとの連携について
道内選出国会議員︑防衛
省へ要望

第９回新ひだか夏まつりの
開催結果
７月 日︑８月 日・
日の入込数は約３万５千人

工事の仮契約について
議案第１号〜第４号と関
連するため再掲載

工事に係る入札
・本町海岸線改良舗装工事
その１
・本町本桐線改良舗装工事
・青少年会館外壁補修工事
・ピュア施設改修工事その
１・その２・その３
・水道管路耐震化等推進事
業老朽管更新工事１工区
・水道管路耐震化等推進事

15

14

馬産地活性化に関する要望
活動について
道内選出国会議員︑農林

13

第５回定例会

25

25

18

定例会は︑９月 日から︑ 日までの会期で開催
された︒
町 長 の 行 政 報 告 ︑ 報 告 ２ 件 ︵ 承 認 ︶ ︑ 議 案４ 件
︵可決︶を審議後︑一般質問︵ 名︑ 件︶を行っ
た後︑議案︵ 件︶を審議し︑全件を可決︒
その後︑会議規則 条の規定による議会案︵第３
号︶１件︑決議案︵第３号︶１件︑意見書案５件を
審議し︑可決した︒

行 政 報 告

春立の高浪被災現場

13

台風第 号による波浪被害
の状況について
８月 日〜 日の台風被
害は次のとおり
16

22
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業老朽管更新工事２工区
・本桐下美野和線舗装改修
工事
・豊畑本線舗装改修工事
・原条２線外改良舗装工事
・御殿山線改良舗装工事
・橋梁補修工事その１
・緑３丁目４号線改良舗装
工事
・静内柏台団地公営住宅解
体工事その１・その２
委託業 務 に 係 る 入 札
・道路付属物点検調査業務
委託

報 告 事 項
報告第１号
地方公共団体の財政の健
全化に関する法律に基づく
健全化判断比率及び資金不
足比率 に つ い て
新ひだか町監査委員２名
より提出されている意見書
について審議し︑実質赤字
比率︑連結実質赤字比率︑
実質公債費比率︑将来負担
比率はいずれも健全な状態
である こ と を 承 認 ︒

対討論︑賛成討論があった︒
報告第２号
専決処分の報告について
︵損害賠償請求事件の和解
反対討論︵福嶋 尚人議員︶
及び損害賠償の額の決定に
議案第１号から議案第４
ついて︶
号の三石地区に建設予定の
８月 日に発生した事案 総合町民センター建設工事
は︑賠償額５４００円で相 に関する工事請負契約４件
手方と和解︒
について以下の理由により
賛成することはできず反対
討論をいたします︒
議決された議案
①もとより︑建設そのもの
議案第１号〜第４号
︵可決︶ に反対するものではありま
議案第１号
せんが最初の建設総工事費
総合町民センター建設建 約 億円から約５億円も増
築主体工事に係る工事請負 えて総額 億円とすること
契約締結について
については︑国が東京オリ
議案第２号
ンピックのための新国立競
総合町民センター建設強 技場においても当初の工事
電設備工事に係る工事請負 費よりも１０００億円以上
契約締結について
も増額することの見直しを
議案第３号
するため白紙撤回したこと
総合町民センター建設弱 と同様に総合町民センター
電設備工事に係る工事請負 についても見直しをして類
契約締結について
似機能を持つ﹁みついしふ
議案第４号
れあいプラザ﹂との総合的
総合町民センター建設空 検討をするべきです︒特に
調設備工事に係る工事請負 総合町民センターの設計を
契約締結について
した㈱創建社のコンペは不
実の記載をしたものであり︑
それを採用することは町民
の皆さんの信頼を得ること
はできません︒
以上︑一括提案された︒
この提案に対し︑３名の議
員より︑当議案に対する反

11

19

24

②最初の計画では総合町民
センターは３２００㎡を基
本とするというのが町が設
置した民間の検討委員会の
答申でしたが建築面積につ
いて検討委員会は専門家で
はないという町の答弁で結
果的に約４２００㎡と パ
ーセントも多い建設工事と
なったものであることから
当初の計画に戻せば パー
セントの工事費が節約が可
能であり︑またコンペ方式
の設計は工事費が多額にな
るものであることから通常
の設計見直しをすることに
よりさらに工事費を削減す
ることもできるものと考え
ます︒
③９月 日に町民の方から
総合町民センターに関する
住民監査請求が監査委員に
提出されましたが︑監査委
員の監査結果がでるまで行
政の執行を停止するのが妥
当であり︑このことから今
日の総合町民センターに関
する工事請負契約に関する
議案は一度取り下げをする
べきであります︒
以上を反対討論の理由と
いたします︒
11

30

30

賛成討論
︵川端 克美議員︶
議案第１号から議案第４
号について︑原案に賛成の
立場から意見を述べます︒
総合町民センター建設事
業につきましては︑議会等
において様々な角度から議
論され︑３月定例会で平成
年度予算として工事請負
費などが計上され︑原案の
とおり可決されたものであ
ります︒
その後︑規模縮小などの
建設見直しの意見も出てお
りますが︑計画の見直しに
ついては今後も続くものと
予想される建設費の高騰の
ため︑規模を縮小したとし
ても︑時間の経過により現
状と同程度の事業費になる
ことが想定されます︒また︑
建設工事のタイミングを逸
することで︑今後の町政に
係る負担は現状よりも大き
くなることも考えられるこ
となどから︑事業を進める
ものとして︑今回の建設工
事の請負契約締結の議案が
上程されたものであります︒
入札は条件付一般競争入
札により行われ︑町におい
て公正で適正な入札がなさ

27
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12

者７名︵福嶋︑阿部︑進藤︑ ・オンライン結合による提
白尾︑下川︑川合︑谷︶に 供の制限︵第 条関係︶
特定個人情報の提供につ
より原案可決︒
いては︑番号法に該当する
場合を除き︑オンライン結
合を行わないよう制限︒
・任意代理人による開示請
求等︵第 条︑第 条︑第
条関係︶
・個人情報の提供先への通
知︵第 条の２関係︶
情報提供等記録を訂正した
際には︑情報の紹介者︑提
供者︑及び情報を管理する
総務大臣に対し︑必要なと
きは書面により通知する︒
議案第９号
新ひだか町個人情報保護
条例の一部を改正する条例
の制定について
個人番号が 月より交付
されることにより︑特定個
人情報について︑従来の個
人情報よりも︑更に厳格な
保護措置を講じることとさ
れていることによる改正︒
・定義︵第２条関係︶では︑
現行において除外規定に該
当する項目を︑特定個人情
報では当該除外部分を含め
る︒
・特定個人情報の利用及び
提供の制限︵第 条の２関
係︶
本人の同意を得ることが
困難であるとき以外は︑目
的外利用を制限する︒

11

26

議案第 号
新ひだか町手数料条例の
一部を改正する条例制定に
ついて
個人番号カードの再交付
１件 ８００円が新設
これにより︑住民基本台
帳カードの交付︵１件５０
０円︶は削除された︒

議案第 号
新ひだか町墓地条例の一
部を改正する条例制定につ
いて
新静内霊園新区画整備が
完了したことにより︑関係
条例に加え︑１区画︵５平
米︶の金額を定めるもの︒
１区画
万円

理

議案第 号
北海道市町村総合事務組
合規約の一部を変更する規
約について
加入団体の移動による整

18

議案第 号
北海道市町村職員退職手
当組合規約の一部を変更す
る規約について
加入団体の移動による整

議案第 号
北海道町村議会議員公務
災害補償等組合規約の一部
を変更する規約について
加入団体の移動による整

理

決算審査特別委員会設置

議案第 号
平成 年度新ひだか町水
道事業会計決算認定につい
て

議案第 号
平成 年度新ひだか町病
院事業会計決算認定につい
て
議案第 号・ 号はいず
れも︑決算審査特別委員会
を設置し︑審査されること
となった︒
委員は︑次のとおり︒
委員長
阿部 公一
副委員長 白尾 卓人
委員
志田
力
川端 克美
畑端 憲行
建部 和代
築紫 文一
下川 孝志
谷
園子

17

29

議案第 号
新ひだか町地域保育施設
条例の一部を改正する条例
制定について

理

15

16

26

17

26

16

12

13

14

14

28

10

11

10

10

れているものでありますの
で︑本案契約に反対する理
由は全くないものと考える
ところ で あ り ま す ︒
以上のことから︑提案さ
れております議案第１号か
ら議案第４号について︑議
員各位のご賛同をお願いい
たしまして︑原案に対する
賛成討論といたします︒

反対討論︵川合 清議員︶
質疑の中で町長は﹁ 億
円を超えることはない﹂と
の答えはついにありません
でした︒町民の世論はこの
億円の事業費の大幅な圧
縮を望んでいます︒今後の
利用︑施設維持管理でも町
民は不安を持っています︒
また︑地元業者は︑地元
の仕事は地元での工事完成
を望んでいます︒事業費の
大幅削減を検討することが
議会の使命だと考えます︒
このことを強く申し入れ皆
さんの賛同を求めるもので
す︒
以上反対討論とします︒
24

討論の後︑起立採決が行
われ原案賛成者 名︑反対

24

新静内霊園新区画
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り誠に憂慮すべき状況となっております。

飲酒運転撲滅のためには、運転者の交

通安全意識の向上はもとより、家庭や職

●地方創生に係る新型交付
金等の財源確保を求める意
見書
●子どもの医療費無料化の
制度化と国庫負担削減の廃
止を求める意見書
●﹁消費税 ％﹂実施の中
止を求める意見書

運転は絶対にしない、させない、許さな

い」という強い意思を町民一人ひとりが

持たなければなりません。

10

ここに新ひだか町は、改めて交通安全

意識の徹底を強く呼び掛けるとともに飲

酒運転の撲滅に向け全力を挙げ取り組む

酒運転を撲滅するため﹁飲
酒運転しない︑させない︑
許さない﹂ことを地域住民
とともに強い意志を持ち︑
これを徹底するためここに
﹁飲酒運転撲滅宣言﹂の決
議が可決されました︒

場さらには地域が一体となって、「飲酒

意見書︵全件可決︶

死亡事故が、道内においても発生してお

議案第５号〜８号

転により一度に複数の方が亡くなる交通

静内武道館床改修工事
７１８万２千円

にあるなか、悪質で危険性の高い飲酒運

・議場に入る場合の携帯品
について︑﹁つえ﹂を使用
することが可能になった︒

たが、全国的に死亡交通事故が減少傾向

10

●林業・木材産業の成長産
業化に向けた施策の充実・
強化を求める意見書
●Ｊ Ｒ日高線の早期運転再
開と在来線の存続を求める
意見書

各種交通安全対策を実施してまいりまし

一般会計

の生命と安全を保持し、すべての町民が

２億１６３３万８千円追加

新ひだか町は、関係機関と協力し町民

新ひだか町では︑まだこ
のような重大事故は発生し
ていないが︑静内警察署に
よると︑毎年 数名が酒気
帯びや飲酒運転による自損
事故等で検挙等されている
状況であり重大事故が発生
する前に新ひだか町から飲

幸せと生きがいを感じるまちを築くため

決議案第３号︵可決︶

です。

﹁飲酒運転撲滅宣言に関
する決議﹂が各会派連名に
より提出され可決︒
︻提案理由︼
近年︑全国的には交通事
故での死亡者数は減少傾向
にあるが︑飲酒運転による
一度に複数の方が死傷する
という悲惨な交通死亡事故
が小樽市や砂川市で発生し
ている︒

社会を実現することは、町民全体の願い

国民健康保険特別会計
３５８５万６千円追加
●後期高齢者支援金
万円
●前期高齢者納付金
６万１千円
●償還金
３５１４万５千円
介護サービス事業特別会計
介護老人保健施設まきば
給食業務委託のための債務
負担行為
︵平成 〜 年度︶
５９５１万円
病院事業会計
町立静内病院給食業務委
託のための債務負担行為
︵平
成 〜 年度︶
３０５１万４千円
交通事故を無くし、安全で快適な地域

65

29

新ひだか町議会会議規則
の一部を改正する規則制定
について
・議員が出産のため出席で
きないときは︑日数を定め
て︑あらかじめ議長に欠席
届を提出することができる︒

飲酒運転撲滅宣言に関する決議

27

議会案第３号︵可決︶

29

一般会計の主なもの
●税外過誤納等還付金国庫
負担金 等 返 還 金
５０６０万８千円
●国民健康保険特別会計繰
出金
３５８５万６千円
●地方 創 生 事 業
︵仮称︶馬力本願プロジェ
クト基本計画策定業務委託
１千万円
料
新ひだか町プレミアム商品
券追加発行事業費補助金
３５５０万円
●町道補修事業修繕料
２千万円
●河川管理経費修繕料
９４０万円
●公営住宅管理経費修繕料
１３００万円
●アイヌ民俗資料館管理経
費展示造作等業務委託料
２９７万円
●野球場管理経費緑ヶ丘公
園野球場グランド等改修工
２０２２万円
事
●その他体育施設管理経費

ことを宣言します。

27
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問
質
般
一

Ｑ

静内温泉を誰もが利用しやすく改善すべき

Ａ

趣旨は十分理解している

一也 議員

池田

問 国道沿いの案内看板
を電柱広告にしてはどう
か︒
答︵福祉課長︶新たな看
板の建て替えは︑以前は
考えにあったが今はない︒
電柱広告については︑今
後十分検討したい︒
問 露天風呂の要望が多
いが︑作れないのか︒
答︵住民福祉部長︶湯量
が少なく︑作るまでには
至らず現状としては難し
いものがある︒
問 脱衣所が狭いのでは
ないか︒
答︵住民福祉部長︶ベビ
ーベットや備え付けの脱
衣カゴ棚の場所を変えて
みるとかを指定管理者と
協議している︒
問 浴槽の手すりは両方

公明党クラブ

にあるべきではないか︒
答︵福祉課長︶今後もう
少し推移を見ながら考え
ていきたい︒
問 介護を必要とする方
が入りやすい家族風呂に
すべきではないか︒体の
不自由な方であっても︑
お風呂に入りたいという
願いが叶う静内温泉にす
べきではないのか︒その
努力が足りないのではな
いか︒
答︵住民福祉部長︶建て
替え当時のコンセプトの
流れはそうなっていなか
った︒家族風呂でのリフ
ト設置については福祉課
に所管が移る前に却下に
なっている︒流れが社会
的にそうなって来ている
と理解している︒出来る
ところからやって行くと
しかならないと考える︒
趣旨は私も十分理解して
いる︒
答︵町長︶ご指摘を受け
た点は私もそうでであっ
たほうが良いと考える︒

新ひだか町議会だより • 8

Ｑ

軽度、中等度難聴児に支援の補助を
Ａ

今後、把握して対応させて頂きたい

て対応する︒
問 小・中学校で軽度・
中等度難聴児の把握はさ
れているか︒
答
︵教育委員会管理課長︶
学校における聴力に問題
がある児童生徒は︑小学
生が２人︑中学生では１
人でその中の１人は補聴
器を使用している︒
問 軽度・中等度難聴児
に対する自治体の補聴器
購入の補助の状況は︒
答︵福祉課長︶全国的に
助成制度は年々実施都府
県が増えており道内では
十勝振興局内の音更︑広
尾町などが実施している︒
問 聴覚軽度・中等度難
聴児は補聴器の購入は全
額自己負担のため︑道も
今年から補助の考えを示
しているが︑町の考えは︒
答︵町長︶経済的に負担
を軽くするために︑道の
動きもあると承知してい
る︒今後︑把握して対応
させて頂きたい︒

凌雲クラブ

問 学校図書館法の一部
改正が４月１日から施行
され各学校に﹁学校司書﹂
を置くよう努めなければ
ならないことになってお
り︑教育の充実と子ども
の学力向上を図るうえか
どうか︒
答
︵教育委員会管理課長︶
学校司書の役割は︑学校
図書担当教員と協力連携
し︑図書の管理や教員の
図書指導︑授業活動を支
援するもので学校図書館
の運営に非常に重要です︒
また４月に新しい町立図
書館が整備されたことに
伴い学校図書館と連携が
可能となる新たな図書館
システムを導入したとこ
ろであり︑町立図書館を
拠点とした学校司書の効

果的な配置について︑財
政的な課題も含めて︑引
き続き検討して行きたい︒
問 三石漁港の新港の護
岸に︑町内小学校の児童
により描かれている壁画
が風化しており︑新たな
手法により描くことはで
きないのか︒
答︵水産林務課長︶漁港
内の環境美化の取り組み
の一つとして︑北海道開
発局と協議︑支援により
描かれている︒現時点で
は新しく製作する予定は
ないが︑今後︑漁港の環
境美化推進の中で何らか
の取り組みを進めたい︒

小学校児童により製作された壁画

憲行 議員

畑端

和代 議員
建部

問 身体障害者協会の町
外研修等に介護サポータ
ーの随行はできないのか︒
答︵福祉課長︶町職員も
限られた人数︑日々の業
務で随行業務の対応は厳
しい︒
問 町で介護のサポータ
ーの手配は出来ないのか︒
答︵福祉課長︶相談頂け
れば︑町広報やホームペ
ージに掲載するなど側面
での支援は可能と考える︒
問 今後︑障がい者も利
用出来るバスの購入は出
来ないのか︒
答︵契約管財課長︶町有
バスの購入は利用者数の
利用頻度など十分に検討
をしてバスの購入をして
いる︒特別な行事の場合
は民間のバスを借り上げ

財政的な課題も含めて引き続き検討したい
Ａ

公明党クラブ

Ｑ 学校司書の配置により、教育の充実が図られると思うが
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Ｑ

総合町民センター規模縮小
Ａ

必要な規模と考える

24

ら指摘された点の認識は
しており︑緊急性の高い
ものから︑年次計画によ
り修繕しておりますが時
間を要している場合がご
ざいますが︑道路整備計
画を充分精査し迅速な対
応に努めていく︒
問 車で巡回目視だけで
はなく︑徒歩による目視
もすべきである︒
答︵建設課長︶徒歩によ
るチェックも取り入れた
いと考える︒
問 町名変更について︒
日高管内に発音の町名が
あり︑紛らわしい︒ 年
を契機に新しい町名にす
べきと思う︒
答︵町長︶合併協議会が
一般から公募して決めた
当時は３町合併からの市
を意識していた︒それが
駄目になり︑紛らわしい
との声は私も認識してお
り︑今後は町民に問いか
け考察・検討する機会が
あっても良いと考える︒
︵その他の質問︶
・１日町長室のついて
・今後の地域包括支援セ
ンターの機能整備につ
いて

Ｑ

今後のプレミアム商品券は

Ａ

反省点を検証し、改善する

20

克美 議員
30

清流会

問 プレミアム商品券は
追加販売で購入条件が大
きく緩和され︑購入でき
なかった人も多かったが︑
どう考えているか︒
答︵商工労働観光課長︶
ご迷惑をおかけしたと感
じている︒今回の反省点
を検証し︑予約販売によ
り︑事業内容の改善を図
る︒
問 ピュアに入店予定の
パシフィック観光との協
議の進捗状況は︒
答︵商工労働観光課長︶
当初案より食品コーナー
を拡張するなどして︑来
年１月工事開始︑３月オ
ープンを目途としている︒
問 今後 年間のピュア
活用に要する修繕費は︒
答︵商工労働観光課長︶
今後の利用にあたり︑建

川端

孝志 議員
下川
問 人口減︑地域性から
も規模を縮小し 億円以
内にすべきである︒
答︵三石総合支所長︶三
石地区のみの設定では無
く︑全町的な利用を設定
したものです︒建設検討
委員会の提言を基に基本
構想を策定し現在に至っ
たものであり︑庁舎機能
も 名前後の職員が執務
するスペーです︒多目的
ホールは︑全町的な行事
に利用される人を鑑み必
要な規模と考えている︒
問 とても全町的な施設
が三石に 億円もかけ有
効活用できるとは思えな
い︒今後同じような判断
があってはならない︒
問 町道・歩道の凸凹が
多すぎる︒しょうがい障
害者や高齢者には危険で
あり早急な補修をすべき︒
答︵建設課長︶巡回パト
ロールや自治会要望等か
50

10

物の安全上︑管理上早急
に修繕を要する箇所で１
億５千万円を見込んでい
る︒今後 年間で予想さ
れる維持補修費は算定し
ていない︒
問 ピュア前のポケット
パークを明るく親しみの
ある空間に改善する考え
は︒
答︵商工労働観光課長︶
商工会や商店街等と連携
を図りながら︑中心商店
街の魅力創出や賑わい創
出に繋がる活用方法を検
討したい︒
問 廃校舎の処分状況は︒
答︵契約管財課長︶
東京の一般社団法人から
ベトナムの大学を卒業し
たアジアの青年層を対象
に日本語学校を開校した
いとの応募があり︑現在
協議をしている︒また︑
延出小以外の旧校舎につ
いては︑正式な応募はな
い︒
︵その他の質問︶
・地方創生事業について

30
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Ｑ

寮やアパート暮らしをする高校生に家賃補助を
Ａ

寮、下宿費用の助成を検討している

園子 議員
谷

問 ＪＲ日高線について
町長は︑応急復旧し︑列
車運行を再開しながら本
格的な安全対策を進める
﹁２段階方式﹂を主張し
ているが︑その実現に向
けてＪＲや国や道に対し
今後︑どう働きかけるの
か︒
答︵企画課長︶Ｊ Ｒ北海
道が復旧の最小でも 億
円︑工期４年以上かかる
としたことから︑日高町
村会︑日高総合開発期成
会として︑２段階での運
行復旧を強く要望した︒
Ｊ Ｒ︐国︑道による３者
協議が設置され︑早期工
事着手が検討されている︒
答︵町長︶復旧費用を沿
線自治体が負うのは無理
である︒町としても︑復
旧を求めるだけでなく︑

日本共産党町議団
26

開通後の利活用︑乗車率
の向上を図るため︑地域
振興策についても日高振
興局を中心に提示し︑３
者協議に反映していく︒
問 通学高校生の困難解
決として︑様似方面に
時台のバスの増便を要望
できないか︒生徒減︑間
口減に関わる問題として︑
寮・アパート暮らしをす
る生徒を対象に︑町がア
パートを借り切る︑又は︑
家賃補助を考えられない
か︒
答
︵教育委員会管理課長︶
各高校からの要望を聞き
取り︑教育長から日高教
育局を通じて︑代行バス
の増便などを求めている︒
町内高校への通学支援策
として経費面の負担軽減
は有効と考え︑寮・下宿
費用などの助成を地方創
生事業でできないかと検
討を進めている︒
︵その他の質問︶
・災害弱者の視点からの
防災のまちづくり
18

Ｑ

ハウス農家のパート雇用についてどう考えているか

Ａ

労働力の確保に必要な研究等を進める

い問題等も聞いており︑

あり︑その必要性は認識

答︵農政課長︶外国人労

保夫 議員

考えているのか︒

の確保に向け︑調査研究

団体等と安定的な労働力

堀り起こしをすることが

答︵農政課長︶パート雇

を進めていく︒

問

用の現状把握は︑各農協

︵その他の質問︶

当面必要との意見もある

に確認しているが︑静内

・新ひだか町住宅新築リ

ート雇用について町はど

地区では︑各農家が必要

フォーム耐震等支援補

ので︑町としては︑関係

としているパート数は全

基本的な計画について

・町有林の整備に関する

助金について

外国人技能実習制度
識しているか︒

について︑どのように認

問

査・研究を進めていく︒

を図りながら︑必要な調

ついて関係団体等と連携

つつ︑労働力の確保等に

このような現状を踏まえ

足している︒町としては︑

約１割程度の労働力が不

は１７３人となっており︑

いるが︑実際の雇用人数

体で約２００人となって

のように把握して︑どう

まずは潜在的な労働力の

しているが︑一方で難し

他の地域での取り組みも

働力の確保については︑

渡辺

ハウス園芸農家のパ

清流会
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Ｑ

将来の安定的財政運営は図られるか
Ａ

人口減少が進行しており、交付税減収は厳しい状況

効果の高い施策・事業へ
の重点化を各部署へ指示
している︒長期に渡る既
得権的になっている扶助
補助費︑公共施設の運営
についても見直しをして
いく︒
これに伴い︑公共施設
等総合管理計画の策定に
向け作業を進めている︒
現在は素案を作成しおり︑
町広報にて方針を示し︑
ホームページで素案を公
開︑広く意見を求める方
針︒概ね１２００の施設
を対象としている︒
問 土砂災害警戒情報と
避難勧告の関係は︒
答︵総務課長︶８月 日
に︑当町で初となる﹁土
砂災害警戒情報﹂が発表
された︒
これは前日からの大雨
注意報が大雨警報へと変
わり 時 分発令された
もので︑現地︵三石清瀬
地区︶での降雨状況や︑
今後の降雨見込み等を関
係機関からの情報を得な
がら︑今後の状況を検討
した上で︑避難勧告は出
さなかった︒

図書館の蔵書について

Ａ

継続的に蔵書の確保に努める

清創会
27

問 国勢調査結果による
普通交付税への影響は︒
答︵総務課長︶平成 度
の普通交付税算出資料の
人口を今年４月１の数値
に置き換えると︑約２億
円程度の減収が見込まれ
る︒また︑合併算定替の
段階的縮減措置による減
収もあり︑平成 当初で
は今年度と比べ︑２億５
千万円程度の減収と見込
んでいる︒
普通交付税は︑基準財
政需要額が基準財政収入
額を超える地方公共団体
に対し交付されるもの︒
問 減収に伴い安定的財
政運営を進めるに当って
の方策は︒
答︵総務課長︶平成 年
度の予算編成方針は既に
通知しており︑経常経費
の更なる削減︑事業評価
による施策の廃止・休止︑

Ｑ

28

卓人 議員

町民連合

問 図書館の蔵書におい
て町民の皆様から少なす
ぎるといった指摘がされ
ているが︑町長はどのよ
うに考えているのか答弁
を求める︒
答︵町長︶議員指摘の通
り私も特に専門書の不足
について同感である︒
答︵図書館長︶現在専門
書における蔵書について
は関係各位の尽力によっ
て法政大学通信教育部の
通教文庫の配置︑及び道
内大学の棚卸によって入
替となる専門書を確保で
きることになったので今
後も継続的に蔵書の確保
に努めたい︒
問 図書館ついて不登校
の生徒・児童の居場所確
保という側面から多機能
活用できないか︒
答︵教育長︶今後所管と
して活用法・問題点など

白尾

公一 議員
阿部
28

12

15

12

を検討していきたい︒教
育行政の顔として図書館
を位置付けしていくよう
努力したい︒
問 これまで行政は公共
建築物の工事については
入札を経て地元業者優先
で発注していたが︑今回
は何故道内大手ゼネコン
が参加したのか︒
答︵建設課参事︶センタ
ー内文化ホール施工が専
門的なため︑大手ゼネコ
ンを入れた︒また町内業
者は施工実績がないこと
も要因だ︒
意見 建築面積の大半は
町内業者でも施工できる
工法なので答弁には納得
しかねる︒
問 町長は月刊誌の取材
に対して議会︵建設見直
しを要求する議員︶によ
る指摘がなければ創建社
に対してペナルティーを
課さなかった旨の発言が
あったがそれは事実か︒
答︵町長︶そのような発
言は言った覚えがない︒
意見 町長の発言次第で
は建設行政に不信感を覚
える内容であり遺憾であ
る︒
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Ｑ

静内地区に文化センター建設の考えは
Ａ

構想は持っているが、建設は非常に難しい

を考えての建設であると
書いていることについて︒
答︵町長︶三石地区の将
来を考えての建設は当然
考えてのことであるが︑
新ひだか町全体で活用す
るものでもある︒三石地
区のこの町に対する貢献
ということからも︑政治
手法として地域の均衡あ
る発展を考えて建設をす
る︒
問 平成 年 月にピュ
ア事業協同組合に３千５
９０万円の貸し付けや駐
車場の取得など総額約８
千万円の支出をしたとき
に町長は︑ピュア事業協
同組合が万が一に破たん
したときは︑その時点で
責任を取ると言われた︒
年２月に破たんしたと
きに︑ピュアに後継店が
決まった時に責任を取る
と返答したが︑今回後継
店が決まったが︑責任の
考えは︒
答︵町長︶今ではなく︑
しかるべき時と考える︒

安全保障関連法案についての町長の見解について
多くの国民が理解した中で進めていただける
ことがベスト
Ｑ
Ａ

清創会

猛 議員

町民連合

問 国内状況は安全保障
関連法を巡り国会審議が
行われており︑この法案
の成立には国民の多くが
憲法違反で反対だという
世論調査も出ている︒新
ひだか町には自衛隊の駐
屯地もあり︑法案の成立
によっては隊員に少なか
らず影響もあるのではな
いかと考える︒町長の見
解をお伺いしたい︒
答︵町長︶本件は︑国防
のあり方を審議するもの
であり︑一町村の首長の
立場からその賛否等を論
じるべき事柄ではないと
考えておる︒
しかしながら﹁集団的
自衛権の行使﹂︑﹁自衛
隊員に係る海外任務範囲
の拡大﹂などの改正点に

進藤

尚人 議員
福島

問 三石地区に建設する
総合町民センターに関す
る町長の行政上の執行責
任について︒
答︵町長︶議会に十分説
明しなかったことや今後
の発生するかもしれない
ことをまとめて責任を提
示することを考えている︒
問 総合町民センター建
設費が約 億円から５億
円も増えた︒来年度から
の町の町の建設事業費に
及ぼす影響について︒
答︵三石総合支所長︶
財政事情から来年度以降
の町の事業費を削減しな
ければならないと考えて
いる︒
問 ４月の
﹁ 町長コラム ﹂
で︑総合町民センターの
建設は三石地区等の将来
19

24

22

10

ついて︑憲法違反の論議
があることや︑この国を
再び戦争へと導く﹁戦争
法案﹂であるとの指摘の
中︑全国各地で様々な反
対行動等が巻き起こって
いることは承知しており︑
このような状況に対して
は︑与野党ともに︑賛否
等を主張し合うだけでは
なく︑しっかりと向き合
って論議を深めていただ
き︑多くの国民が理解し
た中で進めていただける
ことがベストなのではな
いかと考えている︒
また︑自衛隊静内駐屯
地への影響については︑
現時点でどのような影響
が出るのかわからないの
で︑何とも申し上げられ
ないが︑地方にとって悪
影響が及ぶ状況になる場
合には︑しかるべきタイ
ミングについて︑国等に
必要な対策等を申し入れ
たい︒
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Ｑ

桜まつりで毎年のように渋滞が続いている対策は
Ａ

皆さんのお知恵も借りながら検討したい

て交通規制もしているが
効果は表れていない︒
問 来場車輌数４万７０
００台に５００円をかけ
ると２３５０万円になる
と答えられたがこの料金
を利用して持ち出さずに
渋滞解消等を図るべきだ
と思うが︒
答︵町長︶皆さんのお知
恵も借りながら検討した
い︒
問 子供の考える力は物
事に興味を持ち何故だろ
うとの疑問から始まるの
ではないかと思う︒つい
ては学校でどの様に教え
られているか①昆布につ
いて等八点について尋ね
た︒これは郷土を理解し
国を理解し東アジア︑世
界を理解し郷土に誇りが
持てる格好の町内歴史事
象だからであるがいかが︒
答︵教育長︶郷土の特徴
や歴史的事象や自然︑文
化︑特色有る産業は教育
資源としても理解を深め
る上で大切であり郷土愛
を育む大きな要素である︒
教師の教材研究をさらに
深め子ども達の学習に図
書館博物館の利活用をす
すめたい︒

総事業費圧縮を検討しなかったのか

Ａ

文化ホールは24億円の半分以下・・・

清 議員
24

日本共産党町議団

問 総合町民センター建
設にあたって︑町民から
事業費を圧縮し︑見直し
をしてほしいとの要望書
が出されたのに︑なぜ聞
こうとしないのか︒また︑
予算が大幅増になること
が容易に推測できるのに︑
一度も事業費圧縮を検討
しなかったのか︒
答︵町長︶新ひだか町総
合町民センターの多目的
文化ホールは︑おそらく
億円のうち半分は占め
ていない︒そうすると︑
旧三石町が用意した３億
２千万円の基金に合併特
例債を合わせると︑その
もので建つと思う︒ちょ
っと言葉遣いに不適切な
ところがあるかもしれな
いが︑あとは役場の庁舎

川合

隆章 議員
田畑

問 ＪＲ日高線と地域振
興に関する検討会議の設
置について︒日高の心配
事だ︒特に影響を受けて
いる静高︑農高など学校
関係者の意見もよく取り
入れて進めてもらいたい︒
答︵企画課長︶道及び管
内各町長が日高振興局長
を議長にＪ Ｒ日高線と地
域振興に関する検討会議
を設置︒振興局地域政策
課長︑各町企画課長らで
幹事会を組織し地域連携
も図り振興策を 月をメ
ドにまとめる︒
問 桜まつりでの渋滞は
観光客の感激が消し飛ん
でしまうような事になっ
ている︒他町や道︑国と
連携し共に解決策を求め
るべきと思うが︒
答︵商工労働観光課長︶
自動車道が静内まで来る
と少し緩和されるが妙案
はない︒道警の協力を得

Ｑ

凌雲クラブ
11

と図書館だから︑役場庁
舎にはおよそ年間３００
日︑毎日 人が来庁する︒
それをカウントすると１
万５千人︒フルタイムで
使っているので︑その入
込数は公民館的発想で３
倍もの人数になるのでは
ないか︒そういうことで︑
億円のうち半分以上︑
公的なサービスをアップ
しようという施設という
考え方もできるから︑そ
の入込数の人数は公民館
的発想で︑３倍もの人数
になるのではないか︒あ
まり文化ホールのことを
言われると︑その辺は資
金を用意してあったんだ
よと言われることもあろ
うと思う︒
問 まったく意味不明の
答弁だ︒議事録を精査し︑
今後も町長の町政執行姿
勢の問題としてただして
いく︒

24

50
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Ｑ

部活動等のため土曜日にスクールバスを運行出来ないか
Ａ

保護者の要望に応えられるように進めたい

れていたが︑保育所・幼
稚園で実施が進んできて
いるので︑静内地区小学
校も実施体制を整えて行
きたい︒
問 三石中学校では部活
動のために土曜日等にス
クールバスを運行してい
るが︑静内地区中学校も
同様に運行できないか︒
答︵教育長︶学校間で不
公平感のないように配慮
し︑効率的な運行方法を
検討して保護者の要望に
応えられるように努めた
い︒
問 来年度予算に運行経
費を盛り込むことが必要
ではないか︒
答︵町長︶予算編成に向
けて指摘に添うように考
えたい︒
問 東静内小学校あたり
は︑当分の間は学校統合
はないと考えてよいか︒
答︵教育長︶現地点で統
合計画は一切ない︒

議会を傍聴しませんか

※傍聴を希望する方は、役場静内庁舎３階の議場入口の傍聴人受付簿
に住所・氏名・年齢を記入するだけです。
※傍聴定員は、32人となっています。
※団体で傍聴するときは、あらかじめ議会事務局へご連絡ください。

傍聴されるときは

○静内地区〜役場1階ロビー、
ピュアプラザ、
観光センター「ぽっぽ」
（静内駅）
○三石地区〜みついしふれあいプラザ

議会の様子は次の施設でも視聴できます

新ひだか町ＨＰ（議会）からもインターネット中継

詳細については議会事務局（☎43−2111 内線311・312・314）まで
お問い合わせください。

︻８月３日︼
新ひだか町まち・ひと・
しごと創生総合戦略骨子
︵案︶について
①安定した雇用を創出する
②新しい人の流れをつくる
③若い世代の結婚・出産・
子育ての希望をかなえる
④時代に合った地域づく
り・安心なくらしを守ると
ともに地域と連携する
について説明があった︒

︻ 月６日︼
財政計画等について
平成 年策定の新ひだか
町財政計画を見直した︒
新ひだか町公債費負担適
正化計画︵平成 年度〜平
成 年度︶では︑計画の目
標︑目標達成の基本的な考
え方について説明があった︒
地方創生の推進について
①新ひだか町人口ビジョン
︵案︶について
②︵仮称︶新ひだか町創生
総合戦略︵案︶について
③地方創生に関するアンケ
ート調査結果について
が担当課より説明があった︒
10

29

26

18

達夫 議員
木内

問 町名見直しを公約に
掲げて行うことはいかが
なものか︒
答︵町長︶町民に投げか
け反応をみてやって行き
たい︒
問 子供たちの虫歯を防
ぐフッ化物洗口が一部実
施出来ない理由は何か︒
答︵福祉課長︶地域保育
所は︑実施体制に不安が
あったが一定の目途が立
ったので︑保護者の同意
を得た上で実施したい︒
答︵保健推進課長︶未実
施の幼稚園は︑実施に向
け検討しているところな
ので︑職員や保護者に丁
寧な説明を行い一日も早
く実施出来るように努め
たい︒
答︵教育委員会管理課長︶
静内地区小学校５校は遅

〜全員協議会〜

清流会

地方創生事業を審議

本町の議会では︑３つの常任委員会︵総務︑
文教厚生︑経済︶が常設されています︒
その活動の一端を報告します︒
宅を学生宿舎として利活用
したい﹂旨の応募があった
ので︑アジア地域との交流
と連携は︑当町の地域活性
化に寄与する事業であると
期待されるため︑当該事業
の公益性及び地域社会や経
済等への効果を踏まえて︑
長期︵ 年間︶にわたり︑
無償で貸し付けるとの説明
を受けました︒

文教厚生常任委員会は︑
地域の方々が安心・安全に
暮らすことができるため︑
多岐にわたる福祉・教育行
政の推進や︑
新しい政策
︵健
康づくり商品券や中学生ま
での医療費無料化︑中学・
高校生の奨学金制度の拡充
や高齢化に伴う地域包括ケ
アなど︶を７名の委員で検
討し︑行政に対して積極的
に提言しています︒

文教厚生常任委員会

20

総務常任委員会
９月４日開催の総務常任
委員会では︑旧延出小学校
をベトナム人日本語学校及
び学生宿舎へ利活用するこ
とについて説明がありまし
た︒
町では︑民間企業等のノ
ウハウを活かすこととして︑
広く事業提案を募集したと
ころ︑一般社団法人汎アジ
ア人材育成センター︵所在
地・東京︶から︑﹁ベトナ
ム人大学生を中心としたア
ジア青年層を対象とする日
本語学校の校舎︑教職員住

旧延出小学校

10

町立静内病院

９月 日新ひだか町建設
協会安全パトロールに建設
協会役員・会員︑担当町職

経済常任委員会

また︑町民の皆さまから
の多種多様なご要望なども
文教厚生常任委員会では積
極的に取り入れると同時に︑
年先・ 年先を見据えた
医療・福祉・教育政策の提
言なども行っていきます︒
９月の委員会では︑町立
静内病院の診療予約制導入
による待ち時間の短縮や町
直営となったライディング
ヒルズ静内の利用状況が報
告され審議しました︒
今後も町民に関わりの深
い案件について引き続き議
論をしていきます︒
20

24

委員会報告

15 • 新ひだか町議会だより

員と共に経済常任委員会と
して各工事現場の安全管理
状況を視察しました︒
①静内旭町団地公営住宅Ａ
棟外壁等防水改修工事
足場の設置状況を中心に
意見交換と安全指導意見が
出されました︒
②原条２線外改良舗装工事
工事現場が高静小学校に
近く表示方法等安全対策の
強化意見が出されました︒
③その他意見交換会
安全パトロールに対する
総括のあと︑意見交換を行
った︒さらに新築・リフォ
ーム補助金に対する要望等
が出されました︒

静内旭町団地工事視察

委員会構成

総務常任委員会
委員長
池田 一也
副委員長 木内 達夫
委員
北道 健一
進藤
猛
畑端 憲行
日向寺敏彦

清
和代
力
隆章
公一
民義

文教厚生常任委員会
委員長
渡辺 保夫
副委員長 築紫 文一
委員
川端 克美
白尾 卓人
福嶋 尚人
下川 孝志
谷
園子

経済常任委員会
委員長
川合
副委員長 建部
委員
志田
田畑
阿部
城地

※議長︵細川勝弥︶は︑
どの委員会にも属さない
こととなっています︒

新ひだか町議会だより • 16

井上理人︵浦河町・新任︶
︑
水野洋一︵様似町・新任︶
︑
大坂庄吉︵えりも町・新
任︶
監 査 鳴海修司
︵新冠町︶
︑
築紫文一︵新ひだか町︶

༎ਬࢃܱ

◇９月 日︑恒例の﹁秋
の町民安全大会﹂が開か
れ︑新ひだか町の交通事
故死ゼロは５７６日目と
の報告がされました︒町
議会議長より︑﹁飲酒運
転撲滅宣言﹂︑老人クラ
ブ連合会長より﹁交通安
全決意宣言﹂と続き︑最
後のマーガレット幼稚園
児による﹁交通安全のお
約束﹂に︑参加者一同は
にっこりでした︒
交通事故と言えば︑身
近で︑﹁危ない！﹂と感
じるのは自転車走行︒無
灯火やスマホを操作しな
がら乗る人も見かけま
す︒自転車が絡む事故も
多く︑６月１日から交通
ルールが厳しくなりまし
た︒究極のエコカー自転
車こそ︑安全運転で楽し
く乗りたいものです︒

◇９月議会は傍聴に来て
くださる方が多く︑議会
審議への関心の高さを感
じました︒今後もさら
に︑町民の皆様に開かれ
た活発な議会となるよ
う︑ご意見ご感想をおよ
せください︒
︵文・谷
園子︶

30

７月 日

ＪＲ日高線被災地
大狩部視察

る者あれば笑いにあふれ︑
大いに盛り上がった︒アウ
ェイの新冠町議員会が圧勝
し︑来年に向け雪辱を心に
刻んだ新ひだか町議員会と
いう結果になった︒

山を見る会

新ひだか町林活議連

月 日︵火︶に新ひだ
か町林活議連︵細川勝弥会
長︶は山を見る会を開催し︑
新冠東川国有林︑西川ペラ
リ線豊畑起点︑静内真歌治
山工事現場︑静内浦和︵温
泉の森︶において森林の現
状を視察した︒
20

会長に細川新ひだか町
会長を再選
日高地区林活議連

が審議され︑いずれも原案
通り可決された︒また︑役
員改選︵任期２年︶が行わ
れ︑次のとおり決定された︒
会 長 細川勝弥︵新ひだ
か町︶
副会長 神保一哉
︵日高町︶
︑
四戸正彦︵平取町・新任︶
︑
椎名徳次︵新冠町︶
︑
小原康
行︵浦河町︶
︑
八木田和浩︵様
似町・新任︶
︑
川村一治︵え
りも町・新任︶
事務局長 白尾卓人︵新ひ
だか町︶
幹 事 佐藤はなえ︵日高
町︶
︑
中川嘉久︵平取町・新
任︶
︑
秋山三津男︵新冠町︶
︑
志田 力︵新ひだか町︶
︑
10
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平成 年度の日高地区森
林・林業・林産業活性化推
進議員連盟総会が８月 日
︵月︶新ひだか町役場で開
催され︑平成 年度事業報
告及び収支決算報告が承認︒
続いて平成 年度事業計画
︵案︶及び収支予算︵案︶

◎企業会計決算審査特別委員会
ȁ˕29Ȃ2127Ȃ2:

今年１月７日より普通と
なっていたＪ Ｒ日高線の不
通区間の現地視察を実施︒
議員 名︑事務局２名︑
副町長︑関係部課長が参加
し︑現地においてＪ Ｒ担当
者より説明を受けた︒

⤊❺⤕⤝⣟⢬ཫ
日高中部２町議会議員
親睦スポーツ大会

◎議会広報特別委員会
ȁ˕29Ȃ21˔Ȃ24Ȃ25

17

27

８月 日︵土︶にビック
プラザボール︵静内中野
町︶で新冠町と新ひだか町
の２町議会議員の親睦スポ
ーツ大会を開催した︒両町
から 名の議員と町理事者
が参加し︑昔取った杵柄と
腕前を披露する者あれば拍
手を送り︑ガターを連発す

◎経済常任委員会
ȁ˓41
ȁ˕˔

◎議会運営委員会
ȁ˓39
ȁȁȁ42
ȁ˕ˍ
ȁȁȁ22
ȁȁȁ27
ȁ2134

26

27

◎総務常任委員会
ȁ˓38
ȁ˔36
ȁ˕ː
ȁȁȁ28
ȁ2124

◎文教厚生常任委員会
ȁ˓39
ȁ˕˓

27
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JR日高線大狩部現地視察

