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交通安全宣言をする
マーガレット幼稚園園児
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第５回定例会

ᐇ㉁㉥Ꮠẚ⋡

●新ひだか町一般会計
補正予算
︵議案第１号︶
７月 日からの大雨
被害の復旧で︑道路災
害︑河川災害︑林道災
害復旧費など災害関連
１億２９３２万４千円︑
介護保険システムの改
修費４８２０万円１千
円など総額１億９９２
１万４千円の追加︒
歳入で基金繰入金が
計上されていることに
関して︑財政調整基金
の繰り入れが当初予算
で２億５千万円あり︑
第４回臨時会でも繰り

⟬ᐃẚ⋡ ⤒Ⴀᇶ‽

ィ䛾ྡ⛠

16

定例会は︑９月 日に招集され︑ 日ま
での４日間開催された︒今定例会の主な議
案は︑７月下旬から続いた低気圧による大
雨被害︑台風７号︑９号による被害の復旧
のための補正予算など７議案が審議され︑
５議案を全会一致で可決し︑水道事業会計
と病院事業会計の平成 年度決算認定は特
別委員会に付託して審査することにしたほ
か︑一般質問は 名︵ 件︶︑意見書案５
件を採択して閉会した︒

ᣦ㻌㻌㻌㻌㻌ᶆ

⟬ᐃẚ⋡ ᪩ᮇᇶ‽

なお︑算定数値は左
の表のとおり︒

䠷ุ᩿ẚ⋡䠹

可決した議案

䠷㈨㔠㊊ẚ⋡䠹

27

26

13

14

●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
︵報告第１号︶
平成 年度の一般会
計及び特別会計︑公営
企業会計の決算等に基
づき︑監査委員の意見
を付して報告された
が︑いずれも黒字ある
いは健全な状態である
ことから報告を了承し
た︒
27
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Ｊ Ｒ北海道等に係る経
営支援策を求める意見
書

10

付託議案
行政報告

14

第４回臨時会

８月５日開催

●落雷被害状況
・神森浄水場関係
●低気圧による大雨被
害
Ｐ４参照
●工事契約締結
・静内柏台団地公営住
宅等建設建築工事その
１ ８５２１万２千円
・静内柏台団地公営住
宅等建設建築工事その
３
８７４８万円
●工事入札
静内柏台団地公営住
宅等建設建築工事その
２など 件
４億６８１６万
９１５８円
●委託業務入札
橋梁点検業務委託な
ど 件
６億３３６７万３６５円
︵一部消費税を含む︶

行政報告

落雷被害と低気圧による大雨被害の復旧
のため開催され︑行政報告の後議案２件を
審議し︑それぞれ全会一致で可決した︒

●新ひだか町一般会計
補正予算
︵議案第１号︶
６月 日からの大雨
被害の復旧で︑道路災
害復旧費など災害関連
１億３６２７万８千円
の追加

●新ひだか町水道事業
会計補正予算︵議案第
２号︶
５月の落雷による神
森浄水場及び神森配水
池などの災害復旧費２
０１７万５千円の追加

16

入れされ︑更に今回１
億１千万円を繰り入れ
したのちには︑財政調
整基金はどのようにな
るのかとの質問に︑残
高は２億円ほどになる
との答 弁 が あ っ た ︒

春別農屋線災害現場

●低気圧・台風大雨被
害
Ｐ４参照
●日高地方の総合開発
等に関する要望活動
●馬産地活性化に関す
る要望活動
●北海道の自衛隊体制
強化等に関する要望活
動
●新ひだか町誕生 周
年記念第 回みついし
蓬莱山まつりの開催結
果
●工事入札
旭町西蓬莱線防雪施設
更新工事など 件
２億１６７０万円
●委託業務入札
静内柏台団地公営住
宅等建設実施設計業務
委託など２件
２５３０万円
●工事仮契約
春別農屋線道路災害復
旧工事︵Ｈ ︲３︶
７５０６万円

24

●新ひだか町国民健康
保険特別会計補正予算
︵議案第２号︶
平成 年度の医療費
の確定による国︑道に
対する返還金２４４９
万３千円の追加

●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
●無年金者対策の推進
を求める意見書
●Ｊ Ｒ北海道・Ｊ Ｒ貨
物に係る税制特例の恒
久化等を求める意見書
●ＴＰＰ協定の調印・
批准しないことを求め
る意見書
●公共交通機関である

15

めの復旧工事契約︒町
民の利用が少ないので
はないかと質疑があっ
●平成 年度新ひだか たが︑民有林もあり︑
町水道事業会計決算認 管理のためにも必要と
の答弁があり︑全会一
定︵議案第５号︶
●平成 年度新ひだか 致で可決した︒契約金
町病院事業会計決算認 額は７５０６万円
定︵議案第６号︶
以上２件の決算認定
議案は︑例年決算審査
特別委員会が設置され︑
詳細に審議されており︑
今年度も付託して審査
することとなった︒な
お︑委員は次のとおり︒
委員長
築紫文一
副委員長 木内達夫
採択した意見書
委員 北道健一
同
進藤 猛
同
田畑隆章
同
池田一也
同
福嶋尚人
同
谷 園子
●工事請負契約締結
︵春別農屋線道路災害
復旧工事︶︵議案第７
号︶
６月 日の大雨で静
内ダム︑春別ダムへの
町道が崩落被災したた

被災した塩素滅菌装置

●新ひだか町病院事業
会計補正予算︵議案第
３ 号︶
平成 年 度 か ら 年
度間の病院医事業務委
託の債務負担行為３億
２７１９万円の追加
●新ひだか町家庭的保
育事業等の設備及び運
営に関する基準の一部
改正条例︵議案第４号︶
４階建て以上の施設
の整備に関する基準の
一部改正︵本町には該
当施設 は な い ︶

22

28

27

27

16

33

27

29
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災害対策に課題

情報伝達・地域連携

６月からの深夜・早
朝にかけての度重なる
豪雨︑猛烈な風雨を伴
った台風に町民も役場
も翻弄 さ れ た ︒
短時間に集中的に降
ったため︑沢水は土砂
を運び︑小河川は本流
へ流れ込めず溢れ︑市
街地や農地を走り︑家
屋や農作物に大きな被
害を出 し た ︒

また︑台風 号は暴
風を伴い︑折からの大
潮と相まって漁業関係
にも大きな被害を出す
結果となった︒
また︑災害情報の周
知徹底や避難情報の伝
達も︑携帯電話・スマ
ホを媒体としたエリア
メールを活用している
が︑情報伝達方法の改
善や災害に対する意識
向上をどう進めるかが
課題として見えてきた︒
10

雷・台風・低気圧による被害の概要（6月16日〜8月31日）
単位：千円
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第4回臨時会、第5回定例会における町長の行政報告（平成28年8月29日現在）・提出資料から
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よりよいまちづくりをめざして
14名・26件

Ｑ 河川の氾濫対策で自治会
との連携は

Ａ 自治会と具体的な連携は
なかった

和代 議員

建部

問 地域防災計画での 年度から工事が再開さ っている︒
河川氾濫で末広町・山 れ︑今年度も数十メー 問 当町の防災計画が
手町が危険区域になっ トル発注される︒
出されているが︑公開
ているが︑何か対策は 問 河川の氾濫の対策 されていない︒なぜ公
されたのか︒
では自治会との連携は 開されないのか︒
答︵総務企画部長︶現 どのようにされている 答︵総務課長︶防災計
場での見回りをしたり︑ のか︒
画は基本的には住民向
システムの中から河川 答︵総務課長︶通常の けではなく︑関係機関
の状況を把握をし︑現 時は連携はあるが︑今 向けだが︑管内の町村
場と連絡を取りあって 回の台風における河川 も︑ホームページに載
いた︒今回の台風は︑ の溢水に関しては自治 せているので早急にホ
一時的な豪雨で何カ所 会との連携はなかった︒ームページに掲載する︒
も溢水し対応も遅れた
今後︑雨の状況や河
が︑出来る範囲の対応 川の水位情報を監視し︑
はした︒
地域の状況を把握する
しん ぬ つ
問 真沼津川の河川改 中で︑自治会や自主防
修工事がなぜ進まない 災組織と情報交換しな
のか︒
がら安全な段階での避
答︵建設課長︶平成
難につなげたい︒
年頃に改修工事を道が 答︵町長︶最近では気
進めていたが計画を一 象データやネット上で
部見直し︑一部改定さ 雨雲の情報を活用して
れた︒河川は軟弱地な 事前の対応をきちんと
ため︑住宅地に影響が する︑今回を教訓にし
ないような工法で︑
て対応をすべきだと思

公明党クラブ
15

27

溢れた真沼津川
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問 児童福祉法に基づ
き︑放課後児童健全育
成事業の充実のため︑
放課後児童クラブの運
営状況 に つ い て ︒
答︵福祉課長︶町内６
カ所設置︑対象児童は
三石地区では︑小学６
年生まで︑静内地区で
は︑施設規模の関係か
ら原則小学４年生まで
受入実 施 し て い る ︒
問 放課後児童クラブ
充実のため小学校高学
年︵５年〜６年生︶の
受入れ課題解決を図る
べき︒
答︵福祉課長︶児童福
祉法改正により︑平成
年４月より﹁小学校
に就学している児童﹂
となり小学３年生まで
を小学４年生まで拡大
したが︑施設規模等の
関係から︑小学校高学
27

Ｑ 児童の健全育成のため︑
放課後児童クラブの充実を

Ａ 高学年︵小５年〜６年生︶
受入等課題を検討する

公明党クラブ

Ｑ ジビエを活用した六次産
業化をすべきでは

問 砂防ダムや農業用 答︵水産林務課長︶公
河川等の埋塞土砂の除 務員ハンターは３名い
去等の適正管理をすべ る︒条例は定めていな
い︒今後については︑
きではないか︒
答︵農政課長︶自治会 他町でも条例化してい
等からも要望は受けて るので︑関係課と協議
いるが︑限られた予算 して進めていきたい︒
の中で弾力的に運用し 問 狩猟者の確保のた
ている︒以前から設置 め︑銃の購入等に補助
している砂防や治山の をすべきではないか︒
ダムを︑さらに乗り越 答︵水産林務課長︶あ
えて来ている︒有効な くまでも銃の購入は︑
対応について関係課と 本人の趣味のことなの
連携協力していきたい︒ で︑狩猟と駆除の両方
答︵水産林務課長︶治 で使われることから︑
山ダムについては︑担 考え方については整理
当の振興局に︑かさ上 をしなければならない
げ等を要望していく︒ と考える︒町として今
問 有害鳥獣駆除で鳥 後はワナによる駆除に
獣被害対策実施隊を設 重点を置いて推進した
置したが︑公務員ハン いと考えている︒
ターはいるか︑報酬や 問 食肉処理施設を整
補償を条例で定めなけ 備すべきではないか︒
ればならないのではな 答︵水産林務課長︶今
いか︒
後も一定の捕獲数を確

保し継続していくのか
は不透明なため︑難し
いのではないかと考え
る︒
問 ジビエを積極的に
活用し六次産業化を考
えるべきではないか︒
答︵水産林務課参事︶
いろいろな考え方があ
るが︑今行われている
のは︑あくまでも有害
駆除なので︑個体数を
減少させ被害を減らそ
うとして捕獲を重点的
に行っている︒現時点
では︑非常に難しい︒

Ａ 有害駆除なので︑現時点
では︑非常に難しい

一也 議員

池田

民義 議員
城地

年の受入れ対応までに も総合プラン﹂策定で
は至っていない︒
は︑学校施設余裕教室
問 学校との連携によ の徹底活用等に向けた
る︑学校施設を活用し 検討・実施への取組を
ての実施を︒︵余裕教 進めるべきとあるが︒
室等の利用を︶
答︵町長︶町有施設の
答︵福祉課長︶課題解 総合的管理を進める中
決方法の一つと考える で︑放課後児童クラブ
が︑管理運営や整備費 のあり方をふまえ︑短
等の財政負担があり検 期的に無理であるが中
討・協議が必要である︒期の早い段階での取り
問 行政として保護者 組みを考える︒
が安心して子どもを育
て︑子育てと仕事等を
両立できるように支援
することが必要であり
来年度から要望に応え
る施策を︒
答︵福祉課長︶今後は︑
利用希望児童の実態把
握や学校施設も含めた
既存の公共施設等で対
応できないか総合的な
検討を進めたい︒
問 国の﹁放課後子ど

放牧地内の鹿

みらいクラブ

放課後児童クラブ（延出保育所）
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Ｑ 庁舎内︑公共施設を
全面禁煙すべき

Ａ どの程度実施できるか
内部協議したい
しゅんせつ

日本共産党町議団

Ｑ 重症心身障害児・者の
グループホーム開設は

問 障がい児・者の親 現は難しく︑日高町村
は高齢化により︑子ど 会︑日高総合開発期成
もをずっと看ていけな 会から︑グループホー
いことに心を痛め︑ど ムの設置︑運営費の特
んなに障がいが重くて 別加算︑施設従事者の
も自立してほしいと願 確保といった内容で７
っている︒重症心身障 月８月︑道と国に要望
害児・者に対応できる 書を提出した︒ショー
グループホーム開設へ トステイは現在︑既存
の取り組みと︑ショー の施設・従事者で対応
トステイ施設整備の見 できる方については︑
通し︑現在の対応は︒ グループホームの体験
答︵福祉課長︶北海道 利用の形で対応してお
重症心身障害児・者守 り︑施設整備について
る会日高地域から︑当 も︑町村会と連携し取
町 を 含 む 管 内 ５ 町 に り進めたい︒専門職配
﹁ショートステイ施設 置は各事業者において
及びケアホームの開設︑ 専門学校︑大学等関係
安心して生活できる地 機関に働きかけを行っ
域づくり﹂の要望書が ているが︑地方への就
提出され︑日高地域全 労を促す処遇改善を要
体の課題として協議を 望していく︒
重ねた︒しかし︑建設 問 障がい児・者の親
費及び運営費の負担が たちはこれまでも多岐
発生するため︑早期実 にわたる運動を行い︑

︵その他の質問︶
・安心・安全な出産へ
の支援について

行政と共に福祉のまち
づくりを進めてきた︒
今回の要望に対する町
長の見解は︒
答︵町長︶親の思いを
受けとめ︑要請を継続
する︒道内の法人の例
や︑道内格差を念頭に
予算措置を国︑道に求
め打開していきたい︒

Ａ 予算措置を国・道に要
請していく

園子 議員

谷

憲行 議員
畑端

オバフ川の土砂流入（三石漁港）

問 厚生労働省の調査 思いを念頭に内部協議 浚 渫 要 望 し て い る が ︑
によると︑受動喫煙が をしたい︒
当該箇所が河川区域に
原因で国内の死亡者は 問 ﹁受動喫煙防止条 含まれていることや︑
年間約１万５千人と発 例﹂を制定する考えは︒漁港施設の水域に設定
表されている︒また喫 答︵健康推進課長︶
されていないことから︑
煙が健康被害をおよぼ 多くの自治体が条例等 早急に水域の設定の要
すことについては︑科 制定により︑受動喫煙 望もしてまいりたい︒
学的にも証明されてい 防止対策を推進してい
る︒町長は町政執行方 る︒当町においては︑ ︵その他の質問︶
針において︑町民の健 現状時点で制定する考 ・道河川の中州の柳の
康づくりに向けて生活 えはないが︑受動喫煙 除去等河川管理につい
習慣の改善や︑がん検 による深刻な健康被害 て
診等の予防に力を入れ を防ぐため様々な機会
ているだけに︑ぜひ︑ をとらえて啓発︑啓蒙
庁舎内︑公共施設だけ に努めたい︒
でも早急に全面禁煙す 問 オバフ川の土砂の
べきと思うがどうか︒ 漁港流入に対する対策
答︵町長︶今は乗り物︑ は︒
バス︑飛行機等は全面 答︵水産林務課長︶土
禁煙になり︑施設的に 砂が漁港内に流入︑堆
も進んできている︒今 積し︑漁港機能の低下
一度振り返ってみて︑ により︑早期対応の要
内部でいつの時点で︑ 望が出されている︒町
どの程度まで打ち出せ としても︑漁港管理者
るか︑望ましいのか︑ である北海道に対して

デイのイベント出店

凌雲クラブ
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しん ぬ

つ

Ａ 早急な改修を実現したい

Ｑ 真沼津川及び古川の防災
対策について
隆章 議員

田畑

Ｑ 今回の台風被害の対策に
ついて

進藤

猛 議員

Ａ 災害は人命を第一とした
対策を

浦和地域の海岸

26

23

凌雲クラブ

れるよう︑今後も継続
問 ８月 日の豪雨で て有効であると提案し 負うべきではないと思
的に取り組んでいきた
真沼津川が氾濫し︑農 た︒その後の進捗は︒ うが︒
いと考えている︒また︑ 地を流れ︑住宅地の道 答︵総務課長︶本年８ 答︵町長︶地球温暖化
路を川のように流れ床 月に国交省からやっと で豪雨が多発し︑高波
一人ひとりが自らの生
命を守るための防災教
上床下浸水被害を出し︑ 指針が示された段階︒ で護岸壁も大きな被害
育についても︑併せて
さらに旧真沼津川をあ 滝川市が策定した﹁緊 が出た︒国会議員と共
取り組んでいきたい︒
ふれさせ御幸町道営住 急 輸 送 路 の 確 保 ﹂ や に来庁された室蘭建設
宅︑商業地︑料飲店街 ﹁福祉避難所開設﹂な 開発副局長は︑真沼津
に浸水被害を出し︑古 ど関係機関が取るべき 川改修工法の見直しで
川があふれて近隣住宅 行動計画を参考とする 早急な工事進捗を図り
に被害が出た︒これま も︑気象の専門家がい たい︑と言っているが
でも再三被災して︑町 ない等︑的確な予想は 私も数多く出向いて強
も住民も繰り返し真沼 困難だが︑我町の避難 く陳情したい︒道と共
津川の早期改修完成の マニュアルがまだ策定 に国に対し強力に要請
要望を続けている︒河 されていないので合わ したい︒
川改修工事の完成は永 せて共に検討して行く︒
年待たされ続けており 提言 国交省がネット
静内地区の悲願である を通じて 分毎の川の
が見通しは︒
情報を提供しているが
答︵建設課長︶１日も スマホ版もあり有効だ︒
早い工事の進捗と完成 町民の避難に活用して
を強く訴えている︒
欲しい︒
問
年９月一般質問 問 ＪＲを含め地域は
で台風等に避難準備行 大変な被害だ︒温暖化
動タイムラインについ のコストは地方のみが

真沼津川

町民連合
問 今回の度重なる台 正予算についても議案
風の影響で町としては 上程をさせていただき
補正予算を視野に災害 たい︒
対策を早期に実行する 問 今回の台風被害に
ものと考えるが町長の 対する今後の対策で町
が考えることは︒
考えは ︒
答︵総務課長︶台風の 答︵総務課長︶本町と
被害に伴う補正予算に しては︑台風以外にも
ついては︑本定例会に 今後起こりうるあらゆ
おいて︑７月 日から る災害において︑まず
日にかけて発生した は町民の皆さまの人命
低気圧による大雨災害 を第一とした対策を優
に係る災害復旧経費の 先して考えたい︒
具体的には︑まずソ
補正については議案上
程させてすることにな フト面の強化に重点を
っており︑８月に発生 置き︑防災情報や避難
した台風７号及び９号︑ 情報等の効果的な伝達
号に係る災害復旧経 手段の確立や︑警察︑
費の補正については︑ 消防︑自衛隊との連携
現在︑各部署において を積極的に図ること︑
災害状況や復旧経費に さらに︑自主防災組織
ついて精査をしており︑ の結成や活動を促進し
金額等の積算が固まり ながら︑災害が発生し
次第︑早急にその状況 た場合に地域一丸とな
を報告するとともに補 って防災体制を整えら

10

29

10
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Ｑ 財政不安に対する町長の
認識は

26

90

11

30

Ｑ

静内地区老朽施設は

Ａ 今後建て替え・統廃合
含め検討する

卓人 議員

白尾

間をかけて財政的問題 知している︒地方財政
も含め協議していきた は︑いまだアベノミク
い︒
ス効果の実感は薄く︑
答︵体育振興課長︶静 社会保障を中心とする
内体育館は築 年経過 多様な住民ニーズに対
しており︑老朽化は著 応することが困難な情
しい︒また︑新ひだか 勢となっている︒現実
町体育協会より﹁新ひ 性のある財政再建が最
だか町総合運動公園建 優先課題であり︑全て
設要望書﹂の中で防災 の事業を多角的な視点
機能を兼ねた総合体育 から総点検し無駄の排
館建設の要望が提出さ 除︑真に必要とする持
れているが︑現段階で 続的で良質なサービス
は既存施設を有効利用 提供を実施していきた
することとしている︒ い︒事業に対する事後
今後の検討材料とする 評価の不足が施策の見
ため︑道内の新しく建 直しや休止︑廃止を遅
設された体育施設の視 らせている︒歳入・歳
察や情報収集に努めた 出のバランスを取るに
い︒
は﹁仕事を減らして歳
問 平成 年度予算編 出を削る﹂か︑﹁手数
成方針について︒
料や使用料の値上げ等
答︵総務課長︶平成
を実施し︑歳入増を図
年度の予算編成方針は︑る﹂方法しかない︒
今年９月１日付けで通

48

厳しい状況には変わりない

34

Ａ

問 静内地区３小学校
︵高静・山手・静内︶
及び静内体育館老朽化
について具体的検討は
されているか︒
答︵教育委員会管理課
長︶静内地区 小学校
はいずれも建設から
年前後経過し老朽化が
著しいことに加え 校
の児童数もピーク時と
比較すれば 分の 以
下となっている︒児童
数の大幅な減少は全町
的な問題で︑学校の統
廃合を含めた小中学校
の再編整備は避けられ
ないと認識しており︑
加えて﹁公共施設統廃
合計画﹂の趣旨を踏ま
えて関係者や保護者︑
町民の皆さんからの意
見も考慮しなければな
らない︒また財源の問
題もあるので一定の時

29

21

公一 議員
阿部

問 財政状況は非常に
歳出の決算規模は︑ う地域防災計画の改訂
厳しいものと思うが︑ 平成 年度から減少傾 について︒
安定的財政運営を進め 向であったが︑平成
答︵総務課長︶現行の
るにあたって︑５年後 年度より徐々に規模が アナログ方式の防災行
を見通した︑その具体 大きくなり︑平成 年 政無線は︑その使用期
的方策 は 如 何 に ︒
度決算額は１７０億円 限が平成 年 月 日
答︵総務課長︶財政推 に達している︒︵答弁 となっている︒住民へ
計どおり合併当初から では触れていないが︑ の情報伝達方法につい
厳しい財政状況であっ 平成 年は１８３億円 ては︑多様な手段を複
たことから︑﹁新ひだ となる見込み︶
合させた効率のよい整
か町集中改革プラン﹂
経常収支比率も ％ 備を目指している︒
を策定︑行財政全般に 台となってきており︑
現在の地域防災計画
わたり改革を実施︒こ 財政構造の硬直化が進 の内容充実を図るため︑
れらの効果や︑経常一 行している︒財政力指 時代にあった見直しを
般財源が増加したこと 数も︑徐々に減少して 行い︑災害対策本部を
もあり︑一時的に改善 きており財政基盤が弱 含めた体制構築等も検
討したい︒
したように見受けられ 体化している状況︒
経常収支比率の上昇︑問 仮称﹁新ひだか町
たが︑効果は短期的で
財政力指数の低下等か 水 害 対 応 タ イ ム ラ イ
あった ︒
社会保障施策の拡大 らも︑一刻も早く大胆 ン﹂の設定は︒
等行政課題が大きく拡 な行財政改革を実施し 答︵総務課長︶岩見沢
がり︑また税収等の一 なければ︑将来世代へ 市の﹁タイムライン﹂
般財源が減少したこと 負の遺産を残すのでは を参考とし︑避難等に
関する﹁ガイドライ
もあり︑相当厳しい財 と危惧している︒
政状況と認識している︒ 問 防災無線整備に伴 ン﹂策定と合わせ検討︒

29

18

27

町民連合
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問 静内地区のミニト
マト部会では売上額全
道一を目標に頑張って
いるが︑現在︑作付面
積・出荷量・販売額と
もに仁木町が１位で︑
新ひだか町が２位とな
っており︑近い将来名
実ともに全道一を目標
に頑張っているが︑こ
のことについて町はど
のように検討している
か︒
答︵農政課長︶全道一
の産地を目指していく
には︑これまで積み上
げてきた経験や実績︑
人材をしっかりと発揮
させながら長期︑かつ
安定的に生産・出荷で
きる基盤を強固にする
ことに必要とされるハ
ード面・ソフト面での
必要な整備等に関する
検討も大事なことと認

清流会

Ｑ ミニトマト売上額全道一
を目標にすることについて

識しているが︑肝心な
ことは︑地域の生産者
や生産団体・地元農
協・町を含めた関係団
体が共通の目標として
認識し︑それぞれが果
たすべき役割を踏まえ
共に歩んでいくことと
考えている︒
問 林業・林産業の施
策について︑町政執行
方針に地域材を積極的
に活用する﹁地材地
消﹂を推進するとある
が︑進捗状況はどのよ
うになっているか︒
答︵水産林務課長︶地
元産材については︑牧
柵杭︑土木工事等︵す
て杭・タルキ・測量杭
等︶で︑地元産材を加
工し︑１００％地元で
消費されている︒
柱や梁等の建築材の
地元での加工生産ライ

ンは確保されていない︒
採算性などから新たな
設備投資も出来ない現
状︒
問 公衆トイレの改造
計画について︑洋式
化・水洗化の現状はど
のようになっているか︒
答︵契約管財課長︶公
衆トイレもファシリテ
ィマネジメントの対象
であり︑施設カルテに
より状況は承知してい
る︒現在は具体的にど
こを改良・廃止の検討
はしていない︒

Ａ 生産者や関係団体と共通の
認識とし︑共に歩んでいく

保夫 議員

渡辺

Ｑ 公共サービスの産業化に
ついて

︵その他の質問︶
・ 年度予算編成につ
いて
・法務局横の交差点の
信号機の設置について

解を得ながら︑十分に
検討しなければならな
いと考えている︒
問 祭りに役場職員ば
かりが走り回っている
のでなく︑主催者の頑
張りが見えなくては補
助金を出している意味
もない︒イベントの整
理も必要と思うが︒
答
︵商工労働観光課長︶
今後の実施方法の具現
化の検討︑実行委員会
の在り方を含め検討協
議し︑より一層充実し
たイベントの開催に努
めたいと考える︒

Ａ 新たに民営化や指定管理
は考えていない

問 公共サービスの産 化しているところもあ
業化を進めるべきでは︒ る︒民営化や指定管理
答︵総務課長︶民間活 委託で民間活力を生か
力の導入は大変有効な すべきだ︒若者の就業
手段と認識している︒ の機会も増えることに
特に福祉分野など専門 なるのでは︒
的なノウハウが必要な 答︵健康生活部長︶経
事業においては︑大変 費の削減だけでなく︑
有効的な手法ではない 職員の処遇や財産の処
かと感 じ て い る ︒
分︑サービス水準の低
問 財政が厳しいと言 下を招かないためのル
うなら︑経常経費のウ ール作りなど︑町民の
エイトが高いのは人件 理解を得なければなら
費である︒民営化でき ない︒現時点で新たに
る要素の高い静寿園な 民営化や指定管理委託
どは民営化すべきであ を進めている案件はな
る︒浦河町︑日高町も い︒
民営化しており︑全国 問 合併して 年の経
的な傾向であると思う 過もあり︑祭りの統一
が︒
があっていいのでは︒
答︵静寿園長︶他の現 答
︵商工労働観光課長︶
況も承知しているが民 静内地区と三石地区で
営化する考えはない︒ の花火大会のことと認
問 他の市等では体育 識するが︑地域での開
館や公民館事業を民営 催要望もあり住民の理
29

孝志 議員
下川
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問 税務課をはじめと
した﹁新たな滞納は生
まない﹂との訴えによ
る国保税収の増と︑病
気の予防︑早期発見・
治療のためのインフル
エンザ・肺炎球菌など
のワクチン接種︑ガン
検診︑特定検診︑子ど
もの医療費の﹁健康づ
くり商品券﹂による実
質無料化などの取組み
により︑合併８年間は
平均７２５０万円もの
赤字を一般会計から繰
り入れで維持してきた
新ひだか町国民健康保
険会計が︑ここ２年間
は黒字と大きく改善し
ている ︒
予防︑早期発見・治
療の効果というのは早
計だろうが︑国保会計
のより安定化のために
何を考 え て い る か ︒

Ｑ 子どもの医療費の窓口
負担をゼロに

Ａ 厚労省の検討の動きを
注視して

答︵生活環境課長︶平 券での無料化実施だが
成 年度の黒字転換以 子どもの病気は急変す
降は︑一般会計からの ることから︑いつでも
繰り入れはおこなって 病院へ駆け込めるよう
いないが︑長期的に安 に﹁窓口負担ゼロ﹂に
定したとはいえない︒ すべきでは︒
医療費の抑制につい 答︵福祉課長︶現段階
て︑治療を主としたも では︑無料化のペナル
のから予防にも重点を ティーとして国庫支出
置き︑受診の勧奨︑保 金が減額される︒厚生
健指導の強化︑ひきつ 労働省において全国各
づき予防接種への助成︑団体等の医療費助成に
ジェネリックの普及な おける要望を受けペナ
どで国保会計の健全化 ルティー廃止を含めて
に努めたい︒
検討されているような
問 町外の高度専門病 ので︑その動きに注視
院への通院費が︑特に し検討したい︒
付添いの必要な方々の
重荷になっている︒助 ︵その他の質問︶
成に踏み出すべきでは︒・合併後の機構改革に
答︵生活環境課長︶国 ついて
民健康保険での助成は ・総合支所から支所へ
考えていない︒
の移行時期は
問 現在︑子どもの医 ・分庁舎はいつまで継
療費は健康づくり商品 続するのか

問 厳しさを増してい
る財政状況を乗り切る
ためには︑町長の強い
リーダーシップが求め
られる︒どのような政
治倫理観を持っている
か︒
答︵町長︶自治体の首
長には高い倫理観が要
求されることは当然と
考えている︒公平・公
正︑民主的な町政の運
営に努め︑町民から信
頼を得ることが重要と
考えている︒
問 多くの自治体で制
定されている政治倫理
条例では︑公共工事に
関する請負契約や委託
契約に関して首長の同
居者︑２親等以内の親
族︑議員も同様に契約
の辞退を求める規定が
ある︒この規定に対し
て町長の考えは︒

Ｑ 工事入札での町長の政治
倫理は

Ａ 晩節を汚さない人生訓を
持っている

克美 議員
清流会

答︵町長︶私の出自は の信頼性を高めるため
建設業のところで生ま の政治倫理条例の検討
れ育ったが︑入札の執 の意向はあるか︒
行者なので緊張してこ 答︵総務企画部長︶政
とにかかっている︒
治倫理条例の内容は具
長男は出自のその会 体的に勉強していない
社の社長をしているの が︑町長や副町長︑教
で︑より自らを律して 育長︑また議会議員も
やっていかなければな 適用の対象になるよう
らない︑という思いで なので︑議会との協議
いるが︑同居をしてい も出てくるので研究さ
る状況にある︒これは せていただきたい︒
早く解消したいと思っ
ている︒同じ屋根の下
にいるので︑例えば入
札妨害に関わるような
ことがあったとすれば
言語道断なことである
が︑晩節を汚さないと
いう人生訓をしっかり
と持っているつもりだ︒
問 ぜひ公人としての
町長の立場を優先して
もらいたいが︑政治の
透明性を高めて︑政治

川端

清 議員
川合
26
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Ｑ 温泉の森キャンプ場休止
の理由は

13

Ａ 橋の改修計画を見送った
ことによる

甚大な被害をもたらし
総務常任委員会 た︒
いずれも深夜から早
７月 日︑９月１日 朝にかけての記録的な
に開催された委員会で 大雨・暴風雨によるも
は︑主に低気圧や台風 のであったが︑住民に
による被害状況の報告 対する災害情報の周知
及び災害対策上の問題︑ や河川環境の整備促進︑
９月定例会に提案され 北海道に対する河川管
る補正予算について協 理の要望をしっかりと
議した︒９月 日開催 行うこと︒また︑打ち
の委員会では委員会の 上げられた流木の処理
都度報告されているＪ や昆布干場の復旧整備
Ｒ日高線の状況と工事 を支援するよう求めた︒
等の入札執行の状況が
報告された︒
ＪＲ日高線の復旧に重
このうち災害対策と なる災害の重圧
Ｊ Ｒ日高線関係を報告
第４回及び第５回Ｊ
します︒
Ｒ日高線沿線自治体協
議会の概要説明があっ
相次ぐ大雨︑台風で甚 たが︑協議の方向が従
大な被害が発生
来の復旧対策から︑今
６月中旬以降の相次 後の路線維持対策に向
ぐ災害の被災状況︵Ｐ
４参照︶があった︒
台風 号被害は調査
中ということであった
が︑高波と暴風雨のた
め︑沿岸部において︑
昆布干場が削り取られ︑
砂や大量の流木が打ち
上げられ︑昆布漁業に

28

10

尚人 議員
福嶋

問 静内地区のキャン 事業費のことから実施 している︒しかし︑近
プ場は︑５年程前の静 しなかった︒８月の台 年は樹齢百年前後の桜
内ダムキャンプ場の廃 風の被害により︑キャ が多くなり︑桜並木の
止と︑今年の温泉の森 ンプ場の上流の土砂が 老木化対策︑若返りが
キャンプ場の休止によ たまって危険な状況に 必要であるがその対策
り︑町民の皆さんの利 ある︒北海道の災害対 について︒
用するキャンプ場は静 策事業等を活用して工 答 ︵ 商 工 労 働 観 光 課
内地区にはなくなった︒ 事をしていきたいと考 長︶老木化が著しく︑
また病気も多く発症し
隣接する静内温泉の えている︒
利用者数にも影響があ 答︵町長︶温泉の森キ ているので︑今年度か
る︒﹁新ひだか町総合 ャンプ場の利用は︑町 ら新しく樹木医に依頼
計画﹂では︑今年度に 民よりもオートバイ利 をして維持・管理をし
キャンプ場の横断橋の 用者などが多いことと︑ていきたい︒
改修をする計画だった︒ 費用対効果及び財源の
昨年のキャンプ場利 問題を考えて休止をし
たが︑静内温泉との一
用者は ︑ 一 昨 年 よ り
％も多かった︒静内温 体的利用から災害復旧
泉との一体的利用から 事業を活用できるよう
も︑横断橋を改修して にしてキャンプ場の再
キャンプ場を再開すべ 開をしていきたい︒
問 二十間道路桜並木
きでは ︒
答︵副町長︶事業計画 は︑毎年 万人を超え
通りにするのが通常だ る観光客が道内外から
が︑温泉の森キャンプ 訪れ︑町の経済活性化
場の横断橋については︑ に多くの効果をもたら

被災した線路（駒場）

〜
委員会報告
〜

清創会
60

15

被災したキャンプ場への横断橋

常任委員会は、議会開会中や議会閉会中に議会の承認を得て開催されるもので、
その審議に発言回数や時間制限はなく、十分な審議が確保され、それぞれの委員会
の所管事項について審議されている。
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けて沿線自治体の負担
を求める方向へと変化
し︑国が地方における
公共交通機関の役割を
どう考えるかによるか
にかかるとし︑全道レ
ベルでの取り組みや︑
国会議員や道議会議員
への働きかけの必要性
が説明 さ れ た ︒
文教厚生常任委員会

札契約の報告と６月の
大雨による被害を受け
た春別農屋線道路災害
復旧工事の補正予算︑
並びに復旧工事工法の
説明があった︒
委員からは再度︑被
害を受けない工法での
工事施行を計画するよ
う意見があった︒
上下水道課からは︑
５月 日に発生した神
森上水場落雷被害内容
の報告と復旧工事に係
る補正予算について説
明があった︒委員から
は︑工事にあたっては
再度落雷被害を受けな
いような工事を施行し
ていただきたい意見が
あった︒

31

︵仮称︶新ひだか町総
合町民センター視察
建設中の︵仮称︶新
ひだか町総合町民セン
ターの建設状況を視察
したところ︑おおむね
建築主体工事の２階部
分までの建設の進捗状
況であった︒
その後︑三石総合支

所にて８月 日の集中
豪雨被害の状況説明を
受けたが︑静内地区が
甚大で被害は調査中で
あり︑後日報告とした︒

低気圧︑台風災害と被
害
各課から低気圧被
害・台風７号・９号の
被害状況の説明と併せ
て災害に伴う９月議会
の補正予算について説
明された︒
特に真沼津川関連の
被害状況をかんがみ︑
国・道に対して計画工
事の早期完成を要望す
るよう意見があった︒
また︑懸案のピュアの
出店が９月 日にオー
プンされる報告があっ
た︒

23

16

８月２日︑９月６日
開催された委員会の内
容をいくつか報告しま
す︒
災害の 被 害 状 況 説 明
６ 月から７ 月の大
雨・台風被害報告に対
し︑委員からは６月の
水害について︑住民よ

り﹁樋門の開閉が十分 保育事業を行っている 課において基本構想を
にできなかった︒﹂の ことから︑新施設建設 練り︑生活館側︑保育
声があり︑樋門の管理 を急ぐとした︒地域の 所側双方の意見を集約
が地域の個人に委託さ ３つの生活館︵豊畑東︑ して︑新年度予算編成
れているが町も年に何 上豊畑︑豊畑︶と保育 までに︑実施設計費を
回か行って指導︑点検 所を統合した複合施設 計上できるようにと考
すべきでないかとの指 建設に向けて︑地域の えているとした︒
摘があり︑町は今後そ 合意形成を図るため︑
うするとした︒
８月 日には︑三地域 経済常任委員会
の自治会長と町の契約
︵仮称︶新ひだか町総 管財課︑福祉課とで説
８月２日︑９月５日
合町民センター工期
明会を行ったと報告し に行われた委員会の主
当センターの愛称公 た︒委員からは﹁三地 な内容を報告します︒
募がなされ︑８月２日 域はそれぞれ歴史︑考
現在で３２６件の応募 え方も違うため生活館 ６月・７月豪雨災害で
があったと報告された︒ の統合は十分納得のい の被害状況
農政課水産林務課よ
委員から町民センター く 形 で ﹂﹁ い つ ま で 検
建設の発注金額や工期 討を進めるのか︑期限 り６月の大雨被害の報
について質問が出たが︑ を 区 切 る 必 要 は な い 告と災害復旧工事に係
町側は金額は従来通り か ﹂﹁ 父 母 会 か ら 出 さ る補正予算について説
であり︑現在のところ れた要望書は一日も早 明があった︒委員から
工程表の見直しはせず︑ い原状復帰を願うもの は︑続けて７月 日か
今後工程表︑工期の見 であり︑複合施設だと ら 日にかけて発生し
直しをした場合には結 しても子どもたちの成 た大雨災害の農作物被
果を報告するとした︒ 長︑発達の場としての 害状況を早急にまとめ
保育機能を確保すべき て報告するよう要望が
では﹂等の意見が出た あった︒また︑新規就
が︑町側は地域の方向 農者より委員会との意
性︑考え方に基づいて 見交換会開催の要望が
十分話し合い︑早急な あったので︑開催日を
解決を図るため︑契約 調整することとした︒
管財課︑福祉課︑建設 建設課からは︑工事入
豊畑地域の公共施設管
理計画
町は︑建物の腐朽に
より使えなくなった豊
畑保育所は現在豊畑生
活館を代替施設として
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新ひだか町議会だより • 14

◎企業会計決算審査特別委員会
˕27Ȃ2129Ȃ2:Ȃ32

次の定例会は12月予定です。
※町HP（議会）でもインターネット中継
してます。
※議会中継は、次の施設でしています。
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）
三石地区…みついしふれあいプラザ

どなたでも参加できます。
と き 10月27日 午後６時から
ところ ピュアプラザ サークル室２
講 師 北海道町村議会議長会事務局参与
勢 籏 了 三
氏

༎ਬࢃܱ

20

重労働環境の緩和のた
め内容の充実を図る施
策等について意見交換
をした︒

議員定数研修会開催

は全て出していないが︑
政務調査活動をしてい
ない議員はいない︒軽
９月定例議会は災害 種馬議連や林業活性化
についての質問が多か 議連︑インターネット
った︒温暖化が進み冬 やＩＣＴ環境整備を進
の寒さは和らいだが結 める議員のネットワー
構な事ばかりではない︒ クもある︒我が町の小
災害の多さだ︒堤防や 学生の人数が最盛期の
護岸壁は西日本並に嵩 １／３以下になって︑
年後 年後の働き手
上げして頂く時代にな
ったとつくづく感じる︒ の減少に産業や介護な
テレビを見ると政務調 どは危機的だと調査し
査費不正で地方議員が 模索する議員達もいる︒
ただされている︒政務 議員活動はお金じゃな
調査費は議員に対し我 い熱意だよとの声も︒
が町始め日高管内の町
︵文 田畑 隆章︶

議会をウオッチしよう!!!!!

10

日高地区林活議連
総 会 開 催
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︵水︶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 度
年度事業計画︵案︶及
び収支予算︵案︶が審
議され︑いずれも原案
通り可決された︒

28

28

があり︑前向きに検討
しているとの回答があ
った︒
また︑課題のＴＰＰ
について︑影響があっ
た 場 合 は 業 界 ︵Ｊ Ｒ
Ａ︶で対応することだ
と言っているが︑Ｊ Ｒ
Ａでなく︑国が責任を
もって補償すべきであ
る事を伝えてほしいと
強く要望した︒
さらに︑伝染病疾病
に対する防疫対策とフ
ァームヘルパー促進円
滑化事業について︑過
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˕24ȡ27ȁలˑٝ႕ٛ
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生産振興事業研修会
日高地区軽種馬産業活性化推進
議員連盟連絡会研修会

◎議会広報特別委員会
˕27Ȃ21ːȂ˒Ȃ24

32

◎総務常任委員会
ȁ˓39
ȁ˕ˍ
ȁȁȁ24
ȁ2129

17

27

等︑軽種馬生産の安定
的維持・発展と競馬の
健全な発展を図るため
実施事業の説明があり
ました︒
参加議員から︑採草
地・放牧地の整備を行
う場合の補助面積要件
の２ヘクタールを︑小
規模生産農家をも考慮
し１ヘクタールへと緩
和してほしいとの要望

◎議会運営委員会
ȁ˔ˏ
ȁ˕˕
ȁȁȁ25
ȁ2132
◎経済常任委員会
ȁ˔ˎ
ȁȁȁ36
ȁ˕ˑ
ȁ2131

29

◎文教厚生常任委員会
ȁ˔ˎ
ȁ˕˒
ȁ2131

９月 日に日高軽種
馬農協静内支所で開催
され︑管内６町 名が
参加し た ︒
公法人・日本軽種馬
協会の渡邊生産対策部
長を講 師 し て 招 き ︑
一︑公益目的事業とし
て︑①種馬事業②国際
交流③防疫体制の整備
④人材 養 成
二︑相互扶助事業
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