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新ひだか町議会
委員会
議会に提出される議
案は、多岐分野にわた
っている。
これらを専門的に調
査・研究することが効
率的、そのため議会の
内部組織として議員で
構成する委員会を設置
している。
委員会には、常設さ
れる「２つの常任委員
会」と「議会運営委員
会」
、
必要に応じて設置
される「特別委員会」
がある。

常任委員会
社会情勢の変化や行

政需要の拡大に伴い行
政が広範囲で複雑化し
ている。多くの議決事
項を審査するために常
設の委員会が設置され
ている。当議会には７
名による「総務文教常
任委員会」と８名によ
る「厚生経済常任委員
会」を設置している。
なお、議長はいずれ
にも参加できる。

議会運営委員会
各会派の代表により
構成され、議会がスム
ーズに運営されるよう、
議事日程や時間配分な
どを調整する。
議会に関するさまざ

谷

本間

志田

一也

園子

一徳

力

保夫（議長）

池田

達夫

下川

北道

畑端

公一

孝志

健一

憲行（議長）

田畑

細川

建部

民義

隆章

勝弥

和代（議長）

阿部

公一

共済組合議会議員

■日高地区交通災害

城地

組合議会議員

■日高中部衛生施設

阿部

議会議員

■日高中部消防組合

木内

渡辺

議会議員

■日高中部広域連合

まな事項に関して協議
するほか、議会改革に 一部事務組合議会議員
関する調査研究も行う。

■議会運営委員会委員
委員長
池田一也
副委員長 阿部公一
委 員
志田 力
畑端憲行
木内達夫

特別委員会

条例で名称等が決め
られていないが、必要
な時に議会の議決をも
って設置される。
当議会では、議会広
報特別委員会が８名の
議員により構成されて
いる。

■議会広報特別委員会
委員
委員長
副委員長
委 員

畑端憲行
建部和代
川端克美
北道健一
本間一徳
阿部公一
谷 園子
城地民義
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議長挨拶

平成 年４月からは、 守に心がけてまいりま
す。
議員定 数 が 名 か ら
当町の財政は 年前
名とな り ま し た 。
私は、新ひだか町第 の合併直後の危機的状
４代議長として、公平 況よりも、一層厳しい
公正な議会運営に努め 事態に直面しておりま
るとともに、これまで す。車の両輪に例えら
進めてまいりました議 れる議会は、行政と連
会改革のさらなる取組 携して「新ひだか町の
と、平成 年１月７日 財政立て直し」という
に制定された「新ひだ 町民の負託に応えてい
か町まちづくり基本条 かなければならない
例」の第６章に規定さ と考えています。
今後とも町民の皆様
れている議会の責務
（ 第 条 ）、 及 び 議 員 のご指導、ご協力をお
の責務（第 条）の遵 願いいたします。
12

16

12

総 務 文 教
常

任

委

員

会

総務、企画、行財政、税務、
財産、契約、教育、文化な
どに関する条例や予算につ
いて審査や協議をします。

委員長
木内 達夫
（新星会）

副委員長
畑端 憲行

（凌雲クラブ）

委員
川端 克美

委員
下川 孝志

委員
本間 一徳
（清創会）

委員
建部 和代

（公明党クラブ）

委員長
城地 民義

副委員長
北道 健一

委員
志田
力

委員
細川 勝弥

委員
阿部 公一

谷

委員
園子

委員
田畑 隆章

委員
池田 一也

（無会派）

（清流会）

委員
渡辺 保夫
（清流会）

厚 生 経 済
常

任

委

員

会

住民生活、保健、環境、福
祉、保健医療、農林、水産、
商工、観光、建設、土木、
上下水道などに関する条例
や予算について審査や協議
をします。

（新星会）

（清創会）
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（清流会）

（無会派）

（清流会）

（凌雲クラブ）

（清創会）

（公明党クラブ）
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財政健全化が第一
第４回定例会

年 月

日

６０４８万円
平成

工期

◦議案第５号 工事請
負契約の締結（静内柏
台団地公営住宅等建設
建築工事その４）
契約金額

土居正広氏
（三石歌笛） 契約金額
酒井 薫氏
（三石稲見）
６１２３万６千円
西村和夫氏
（ 静内中野町） 工期
平成 年 月 日
野表篤夫氏
（静内西川）
山野美幸氏
（三石蓬栄）
金森靖一氏
（三石西端）
岡田 猛氏
（静内目名）
前谷武志氏
（静内豊畑）
中村トク氏
（静内神森）

日

◦議案第２号 工事請
負契約の締結（静内柏
台団地公営住宅等建設
建築工事その１）
契約金額
５７２４万円
工期
平成 年 月

年

月

日

◦議案第６号 工事請
負契約の締結（静内柏
台団地公営住宅等建設
建築工事その５）
契約金額
８５２１万２千円
工期

平成

２３３０万円

◦議案第７号 財産の
取得（スクールバス用
中型バス１台）
契約金額

30

30
30

11

11

11

30

30

30


改選後初めてとなる定例会（第４回）は、
６月 日から 日までの４日間を会期として
開催した。４月 日投開票の町長選挙のため、
平成 年度予算は骨格予算として組まれ、政
策的な予算は選挙後の６月定例会に提示され
ることとなっていた。
町長には新人の大野克之氏が当選し、議員
定数は今回の選挙から 名（４名減）となり、
町政の大きな節目を迎える定例会となった。
厳しい財政状況の下、昨年には財政の健全
化を目指す新財政計画が策定されており、大
野新町長の所信表明が注目されていたが、人
を第一にして繋がる「和」と「輪」、その先
にある「環」を基本理念とした。

工期

◦議案第４号 工事請
負契約の締結（静内柏
台団地公営住宅等建設
建築工事その３）

平成 年 月

日

◦議案第３号 工事請
負契約の締結（静内柏
台団地公営住宅等建設
建築工事その２）
契約金額
５７２４万円

30
30

16

◦議案第１号 農業委
員会委員の選任同意
農業委員会委員は、
今年７月 日をもって
任期終了となるが、制
度改正により今回から
町長が選任し、議会の
同意を得て委員となる
が、提案された次の
人全員の選任に同意し
た。
安田悦郎氏
（三石鳧舞）

10

可決議案
◦報告第１号 繰越明
許費繰 越 計 算 書
事業の採択決定が年
度末に な っ て 、 平 成
年度に事業の執行が出
来なかった公営住宅建
設事業など６事業が７
億３９０万円となるこ
とが報告され、承認し
た。

19

11
11

29

15

29

30

30

26

30

◦議案第８号 一般会
計補正予算
１億７１９８万７千
円の増額補正で主な内
容は次のとおり。
・ビニールハウス等の
施設整備助成
４５４９万４千円
・大雪災害復旧のため

農協への復旧支援対策

３６７７万１千円
・上豊畑営農用水施設
整備改修経費
５９５万６千円



柏台団地全体計画図

4
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・夏まつり実施負担金 道事業特別会計補正予
２６３万円 算

６２５３万４千円の
・蓬莱山まつり実施負
増額補正で、主な内容
担金
２００万円 は次のとおり。

・町道整備事業（末広 ・公共下水道整備に係
２ 号 線 、駒 場 ２ 号 線 、 る管渠設計等業務委
託料など
駒場３号線・４号線）
２２６０万円
 ５５４４万１千円

・町道舗装改良（緑中 ・特定環境保全公共下
水道整備に係る管渠
央線 ）
設計等業務委託料
１０００万円

６９７万５千円
・河川埋塞土除去事業

２０００万円

・防災行政無線デジタ
ル化
３８９万円

・公民館天窓改修工事
３９２万円
◦議案第 号 介護サ
ービス事業特別会計補
正予算
２０１０万９千円の
増額補正で、職員人件
費の整理

◦議案第 号 水道事
業会計補正予算
２２０２万１千円の
増額補正で、主な内容
は次のとおり。
・工事請負費
１１７３万円


◦議案第 号 病院事
業会計補正予算
１５６９万円の減額

補正で職員人件費等の
整理
◦議案第 号 税条例
の一部改正
「生産性向上特別措
置法」に基づく関連条
文整理で、償却資産に
係る特例措置の創設

 １億５０６６万円
工期
 平成 年６月 日
28

◦意見書案第６号 選
択的夫婦別姓制度を導
入する民法改正を求め
る意見書

◦意見書案第 号

教

◦意見書案第９号 ２
０１９年度地方財政の
充実・強化を求める意
見書

◦意見書案第８号 日
本年金機構の情報セキ
ュリティー対策の見直
しを求める意見書

◦議案第 号 放課後
児童健全育成事業の整
備及び運営の基準に関
する条例の一部改正
放課後児童支援員の
資格基準の整理

◦意見書案第５号 ケ
アプラン点検による利
用制限、ケアプラン有
料化に反対する意見書

採択した意見書

31

◦意見書案第７号 日
米共同訓練と超低空飛
行を中止させることを
求める意見書
◦議案第 号 下水道
設置条例の一部改正
下水道処理区の面積
及び計画人口の改正
◦議案第 号 辺地に
係る公共的施設の総合
整備計画の策定
川合６号線舗装新設事業

◦議案第 号 工事請
負契約（豊畑複合施設
建設建築工事及び豊畑
生活館解体工事）
契約金額

主な行政報告

置 法 （ 給 特 法 ）」 の 見
直しを求める意見書

職員の超勤・多忙化解
消 ・「 人 以 下 学 級 」
の実現、義務教育費国
庫負担制度堅持・負担
率１／２への復元、
「子
どもの貧困」解消など
教育予算確保・拡充と
就学保障に向けた意見
書

◦平成 年度ふるさと
応援寄附実績
件数 ４３３２件
金額
１億２７９５万６千円

第２回臨時会

議会構成を決定

◦意見書案第 号 ２
０１８年度北海道最低
賃金改正等に関する意
見書

◦意見書案第 号 教
職員の長時間労働解消
に向け、「公立の義務
教育諸学校の教職員の
給与等に関する特別措

30

◦議案第２号 教育委
員会委員の任命同意
◦議案第１号 副町長 平野井 裕氏
の選任同意
（静内御幸町）

本庄康浩氏
（ 静内御幸町）

可決議案

改選後初めてとなる議会は、５月 日に招
集され、議長をはじめとする議会構成を決定
した。また、大野新町長の町長就任宣誓が行
われた。（議会構成等は２～３ページ）
任期満了等に伴う人事案件は全て全会一致
で同意した。



29

12

10



下水

◦議案第９号 簡易水
道事業特別会計補正予
算
１５３７万６千円の
増額補正で主な内容は
次のと お り 。
・排水管敷設工事、浄
水場塩素滅菌設備更
新工 事
２４８０万円
号

5

11

14

15

17

18

11

12

13

16

10



◦議案第

10
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◦議案第 号 都市公
園条例の一部改正
都市公園に設ける運
動施設の敷地面積の上
限を、公園敷地の半分
までとするもの。

・均等割額及び平等割
額の軽減判定基準の
引上げ

の課税限度額の引上げ

の継続、地価下落地
◦議案第３号 公平委
域における土地の評
員会委 員 の 選 任 同 意
主な行政報告
価額修正の継続
髙橋勝則氏（静内神森）
・町たばこ税率の引き ◦大雪被害状況
上げ等
◦議案第４号 監査委
（平成 年２月５日か
員の選 任 同 意
ら６日）
山岸文秋氏（静内御園） ◦議案第８号 都市計 農業被害
志田 力氏（三石旭町） 画条例の一部改正
件数
件
地方税法等の一部改 金額
◦議案第５号 固定資 正に伴う改正で、土地 ９億３６８４万５千円
産評価審査委員会委員 に係る負担調整措置等
の継続
の選任 同 意
◦暴風の被害状況
田嶋英夫氏（三石歌笛）
（平成 年３月２日）
山口俊秀氏（ 静内青柳町） ◦議案第９号 国民健 住家被害等
冬澤実和氏（ 静内清水丘） 康保険税条例の一部改 件数
件
正
（内訳）
国民健康保険法等の
住宅被害 ２件
一部改正等に伴う改正
非住宅被害 ５件
で、主な内容は次のと
農業被害
件
おり。
水産被害 ４件
・基礎課税額
（医療分）
商工被害 １件
◦議案第６号 一般会
計補正 予 算
６５６０万円の補正
予算で２月、３月の大
雨、大雪災害復旧経費

◦議案第７号 税条例
の一部 改 正
地方税法の一部改正
に伴う改正で主な内容
は次の と お り 。
・個人町民税の基礎控
除額と非課税措置等
の見 直 し
・固定資産税の土地に
係る負担調整措置等

10



第３回臨時会

国保会計等の繰上充用



◦議案第３号 下水道
事業特別会計補正予算
・繰上充用金
４４４０万円



◦議案第２号簡易水道
事業特別会計補正予算
・繰上充用金
９９０万円



◦議案第１号 国民健
康保険特別会計補正予
算
・繰上充用金
１６００万円

可決議案

第３回臨時会は、５月 日に招集され、国
保会計等の繰上げ充用が議題とされ、原案の
とおり可決した。
これは、平成 年度の各会計に予算不足が
生じたため、平成 年度の会計で支出を行う
ものである。

29

◦議案第４号 介護サ
ービス事業特別会計補
正予算

◦大雪被害状況
（平成 年２月５日か
ら６日）
農業被害
件数 １０８件
金額
９億３１４４万５千円

主な行政報告

・繰上充用金
 ３８７６万２千円

29

第２回、第３回臨時
会、第４回定例会を
とおして、全議案が
全会一致で可決した
ため、各議員の表決
結果は割愛した。

30

93 46

16

30

公立文教施設被害
１件

社会福祉施設等被害
１件

金額
 ２４５３万９千円
◦大雨の被害状況
（平成 年３月９日）
住家被害等
件数 １６４件
（内訳）
住家被害 ７件
農業被害
件
土木被害
件
水産被害 １件
林業被害
件
衛生被害 １件
金額
 ８６８０万７千円
30

30

98

30

36

22

和寒別川

田原千代田線

6
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リ
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ここが聞きたい

問 町長の政治理念と
取り組みは。
答（町長）町行政を取
り進める上で、日本人
が持つ「和」の心を最
も大切にしたい。
これまでの人生の中
で、何事も自分一人の
力で出来るものではな
く、常に周囲の方々の
支え合いや協力があっ
てこそ、難しいことに
も対処出来てきた経験
からである。
理念に基づき、取り
組んだ具体的事例は、
私自身のことを町民の
皆様に解っていただか
なければと考え、町長
に就任以降、色々な所
にお邪魔し、町民の皆
様と、顔を合わせる努
力を続けている。
また、職員の皆様に
は、初登庁の際、３点

公明党クラブ

Ｑ

政治理念と取り組みは

Ａ 「和」の心を最も大切に
したい

一也 議員

池田

のお願いをし、そのひ 問 ピュアに出店申し
とつに、今までより半 込みはあるか。
歩前に出て仕事をして 答 （ 商 工 労 働 観 光 課
ほしいと話をさせてい 長）問い合わせは数件
寄せられている。今後
ただいた。
前に出て、積極性を も協議を継続させ、出
増してほしいとの思い 店の実現に向けて進め
と、今まで以上に、町 る。
今後の利活用につい
民の皆様と接する機会
が増え、互いの距離感 は、ピュアの一部閉店
が縮まることを期待し を受け、町としてもで
きる限り早急に、食料
ている。
この基本理念は、各 品関係を含めた店舗を
施策を進める、基本コ 誘致したいと考えてい
ンセプトであり、直接 る。
空きスペースの、利
的には、予算に結びつ
かないが、補正予算で 活用促進は、今後も、
は、早期に対応すべき 関係機関や団体と連携
大雪支援対策、また、 しながら、一歩一歩、
防災や減災の観点から、取り組む。
町民に対し、有効性
河川の土砂除去への対
策や、防災無線のデジ のある場所として、そ
タル化に着手する経費 の利活用を広めて行く
などを計上させていた べきと考えている。
だいている。

7

・合葬墓の整備は
・子どもには通常の保険証を

・公共下水道計画の拡張実施を

・道路の交換見通しと維持管理は
・日高管内の交通体系は
・道の駅の活性化を

・新生児聴覚検査の実施は

・ＪＲ日高線の復旧を
・政治理念と取り組みは

９名・23件
◆ 一般質問とは、政策全般にわたる諸問題を質問すること
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凌雲クラブ

Ｑ

ＪＲ日高線の復旧を

いる。
問 沿線住民の財産が
被害を受け移転も余儀
なくされている。大野
新町長の見解は。
答（町長）近くの事業
者さんからも被害の写
真を見せて頂き要望を
伺った。町長として各
方面に働きかけを行っ
ていきたい。現に日高
振興局長にも力添えを
頂けるよう要請した。
町民の安心安全のため
最善を尽くす。

Ａ 要望活動を行っているが
進展していない

隆章 議員

問 Ｊ Ｒ の 危 険 な 海 この日高線に対し災害
岸線について 年以上 復旧に必要な資金を確
前から自治会を中心に 保し特別な配慮を行っ
要望が出されている。 ていただくため関係機
解決に向け、どのよう 関と共に強く要望活動
な手だてを講じてきた を続けている。
問 ５月 日の国会論
か。
答（企画課長）ＪＲ北 議において石井国土交
海道、国、北海道に要 通大臣はＪＲ北海道が
望を続けているが解決 管理する被災箇所の被
害拡大防止の責務はＪ
に到っていない。
問 分割民営化関連７ Ｒ北海道に在ると言っ
法案の議決、成立時に、 ている。北海道及びＪ
自然災害により復旧困 Ｒ北海道と共に政府に
難な事態を想定し、政 支援要請をすべきと思
府により中小の鉄道会 うが。
社を支援するよう義務 答（企画課長）この区
付けた項目もある付帯 間はＪＲ海岸と呼ばれ
決議がある。自民党、 一般の建設海岸と違い
公明党、社会党、民社 ＪＲ北海道、国土交通
党等で決議された。こ 省、全体を管理する北
れを以て交渉すべきで 海道と難しい交渉を行
っている。住民は国民
はないか。
答（企画課長）日高町 であり道民である。進
村会でも政府が主導し、 展はあるものと信じて

16

Ｑ 新生児聴覚検査の実施時
期は

問 全道 市町村が実
施しているが、新ひだ
か町はまだ実施してい
ない。町長はどのよう
な感想をもたれている
のか。
答（健康推進課長）新
生聴覚検査については
行う方向で検討してい
て準備を進めている。
問 今年は検討をして
来年の実施か。
答（健康推進課長）制
度、内容の整備、予算
等の準備ができしだい
町民に周知して実施を
したい。
【その他の質問】
・新ひだか町の介護職
員の人材確保について

30

Ａ 制度、内容の整備、予算
準備ができしだい実施

問 産科新設・誘致に 新設・誘致の可能につ
ついて何故、最重点政 いて検討させていただ
策課題とされたのか。 きたい。
答（町長）地元で人を
増やすこと。この町で 新生児聴覚検査について
生まれ、育て人を増や
町長に聞く

すことが大事である。
当然、産科があると思 問 管内の町では新生
っていたが現実にその 児聴覚検査はどのよう
環境にない。４年間で な対応で実施されてい
一番実現しづらいお約 るのか。
束であるが、４年の中 答（健康推進課長）平
で仮に実現できなくて 成 年４月より全額助
も、それに向けて取り 成は様似町で平成 年
組んでいく姿勢である。 度４月から浦河町・え
問 産科新設・誘致の りも町・平取町・新冠
構想と取り組みの施策は。 町で検査の公費負担を
答（健康推進課長）妊 行っている。平取町と
娠期から出産・子育て 新冠町は再検査の費用
へのライフサイクルを も公費負担で行ってい
通じ、切れ目のない支 る。負担の割合は全額
援体制を構築、強化す が様似町・新冠町で、
る施策の中で安心して 上限額を設定している
出産出来る環境整備が の が 浦 河 町 ・ え り も
図れないものかと産科 町・平取町である。
30

田畑

和代 議員
建部
29

公明党クラブ

被害を受けた事業所
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Ｑ

道の駅の活性化を
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Ｑ

日高管内の交通体系は

Ａ 日高町村会と協議の上で
対応

孝志 議員

問 ＪＲ日高線の復旧 問 グループホームや 不足解消に貢献しては
維持が新聞上の話題だ 特養に入りたくても選 どうか。
が、町民は莫大な経費 択できず、在宅生活を 答（教育委員会管理課
のかかるＪＲ日高線よ 求められる認知症の人 長）道立高校の問題で
り、国道２３５号線と も多い。今後事故は多 あり、カリキュラムや
教師集めも厳しいと聞
高規格幹線道路日高自 くなるのでは。
動車道の整備促進を望 答 （ 健 康 課 推 進 課 参 いている。
んでいる声が多い。町 事）認知症の人が事故 問 北海道では５校が
民の声を聴く集会等を を起こさせない生活環 介護福祉受験へのコー
スを設けているし、過
企画すべきと思うが。 境にしていく。
答（企画課長）ＪＲ日 問 我が町独自の介護 去には平取高校でもや
高線問題は、日高町村 職修学制度がないので、っていた。農高ＰＴＡ
会の協議を経て考える。 制度のある新冠町・様 とも相談して進めてほ
似町に若者が流失して しい。講師については
町民集会はしない。
地元の官民・医療介護
問 徘徊事故等で認知 いる。
介護職不足への対応 事務所も多いので協力
症の人が裁判になった
はある。
例があった。今後は損 が無策ではないか。
害賠償を求められる事 答（健康推進課長）実 答（教育委員会管理課
も起きるのではないか。 践者研修等に助成金を 長）高校生を集めるこ
損害賠償保険料を久留 出しており、修学資金 とも大変と聞く。
米市のように負担して 制度については考えて
【その他の質問】
はいない。
あげてはどうか。
答（健康推進課参事） 問 静内農業高校の維 ・ピュアの今後の利用
それは個人負担とすべ 持のためにも、福祉科 の方向性について、多
コースを設けて介護職 目的活用をすべきでは。
きである。

9

Ａ 施設整備の検討や財源確
保に努める
付型）について、町内
の高校を卒業した者に
限定しているが、町か
ら通学できる高校も対
象の範囲とするなど、
拡大してはどうか。
答（教育委員会管理課
長）大学生に対する給
付型の対象者の範囲拡
大は、町内の高校を支
援するという観点か
ら、町内の高校を卒業
した者に限定している。
た だ し 、現 在 の 制 度 は 、
平成 年の改正から３
年間が経過し、社会経
済情勢の変化や、国の
支援制度の創設、拡充
な ど が あ り 、「 対 象 者
の範囲」など、制度全
体の抜本的見直しが必
要と考えており、見直
しに当たっては様々な
意見をもとに制度設計
を図ってまいりたい。
27

下川

憲行 議員
畑端

問 道の駅及びその周 に努めている。また、
辺を活性化することは、 道の駅周辺の特産品販
観光振興や地域経済活 売所等の集約について
性化が図られ、道内外 は、地域内消費を高め
にある道の駅もマチの 地場産品のＰＲの場と
魅力と地域発展につな しての充実が図れるこ
がっているようである とから、今後も検討を
が、
「道の駅みついし」 重ねてまいりたい。
の機能を充実にする計
画は。
答（商工観光労働課
長）町内関係課で、
「道
の駅みついし」の活性
化に関する検討会議や
現地視察等を実施し、
機能の充実に努めてい
るが厳しい財政事情等
により、検討会議の開
催は、今は中断してい
る。
「道の駅みついし」
の問題点や課題等への 給付型奨学金制度の
対応の必要性は十分理
対象者範囲の拡大を
解しており、施設整備
内容やその財源確保に 問 町が実施している
むけた各種情報の収集 奨学金制度（大学生給
道の駅「みついし」

凌雲クラブ
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問 平成 年度に下美
野和から西端までの町
道４路線は道道昇格と
道道交換を採択されて
いるが、交換に向けて
の要件整備の進捗と交
換時期 は 。
答（建設課長）昇格予
定町道の地権者との用
地取得は国外の２名を
除き 名の土地取得が
終わっている。占有物
件の移設等所有者との
交渉は、 名中 名は
方向性が決まって整理
されているが、 名は
終わっていない。今年
から担当参事を決めて
残った方の交渉や交換
要件整備にあたる。交
換時期は、決まってい
ないが、交換４路線の
内、道道と交わる区間
から１路線ずつ占有物
件処理や要件整備が完
22

Ｑ 三石地区の町道と道道の
交換見通しと維持管理は
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

Ｑ 子どもには短期証でなく、
通常の保険証を

Ａ 短期証でも受療権を奪う
心配はない

問 当町は、国保滞納 制限されることなく、 有効期限の切れた保険
世帯の子どもに短期証 １年の保険証と同様に 証しか持っていないこ
を発行しているが、い 安心して受診でき、子 とになるが、親が６ケ
つでも安心して病院に どもの受療権を奪う心 月証の更新に来ないま
かかれる子どもの受療 配はない。今後も継続 ま１ケ月放置されれば、
権を奪うことにつなが していく考えである。 子どもに対しては留め
るのでは。国保は本来 問 昨年度の全道の資 置きせず郵送の措置を
社会保障制度であり、 格者証交付世帯につい とっている。
子どもへの発行はやめ て調べると、 市町村、問 それなら最初から
の市と の町村で高 １年間の保険証を出せ
るべきではないか。
答（生活環境課長）国 校生以下の子どもに保 ないか。親は親で、相
民健康保険法では、特 険証を交付、市では札 談窓口をきめ細かくし
別な事情なく１年間滞 幌、北見、江別、町村 て、心配なく病院にか
納すると保険証の返還 では別海、八雲、七飯 かれるためにも、子ど
を求めるとされており、 が通常の保険証を交付 もには、通常の保険証
町では相談機会を増や している。全道の町村 を検討できないか。
し納税に結び付けるよ のうちで短期証を出し 答（生活環境課長）短
う３ケ月の短期証、さ ているのは 町村しか 期証の交付は相談の機
らに資格証明書を交付 ない。受療権を奪う心 会を増やす、納税意識
している。ただし該当 配はないと言うが、６ を高める措置なのでご
世帯でも、高校生以下 ケ月を過ぎても親が更 理解を。
の子どもに対しては６ 新に来ないと子どもの
ケ月の短期証を交付し 短期証は切れてしまう 【その他の質問】
・ＪＲ日高線について
ている。この短期証は のではないか。
有効期限が短いが給付 答（生活環境課主幹）

29

北道

園子 議員

谷

16

健一 議員

Ａ 担当参事を決めて交換要
件整備に取り組んでいる
の工事区間は平成 年
度の完成を目指してい
る。未工事区間及び計
画外の冬期凍結融解時
の舗装破損部分は、巡
回パトロールにより局
部的舗装補修を行う。
問 札幌市の住宅手当
（賃貸借契約）の不正
受給が問題になってい
るが、当町は問題が無
いか点検されたか。
答（総務課長）理事者
の指示で賃貸借により
住宅手当を受けている
全職員に対して賃貸借
契約書、支払領収書の
提出を求め、調査を実
施中ですが現在の時点
で不正受給の案件は見
られない。また、他の
地区で問題となってい
る同居親族との賃貸借
契約を行っている職員
はおりません。
34

清流会
了次第交換するように
道と協議している。
問 交換予定の町道は
舗装が相当傷んでいる
が、舗装補修管理は。
答（建設課長）下美野
和線・蓬栄本桐線の２
路線は地盤の悪さや凍
害の影響で路面の損傷
が進行しており、ポッ
トホールなどで局部的
補修を主体で行ってい
る。交換までは巡回パ
トロール強化により危
険箇所の早期発見と早
期補修により事故防止
に努める。
問 町道本町本桐線の
蓬莱山付近は舗装が傷
んでいるが、改良舗装
整備区間の完了予定と
改良整備区間以外の舗
装補修の考えは。
答（建設課長）三石国
道から蓬莱山新橋まで

13

10

27

22

21

49
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Ｑ 静内市街公共下水道計画
汚水面整備の拡張実施を

ように有効活用すべき
では。
答（総務課長）①主た
る事業は、消防庁舎改
築、図書館・博物館建
設、総合町民センター
建設、数多くの町道の
路線改修整備事業に活
用している。発行総額
は、６月補正予算分を
含め 億５９１０万円
である②今後活用でき
る合併特例債は、残分
６億３１００万円とな
り、住民のニーズや行
政課題の緊急性などを
考慮し建設事業の財源
として活用したい。
【その他の質問】
・自主財源の確保のた
め町税等の徴収率向上
強化対策を。
（滞納繰
越分徴収関係各課との
連携、
シフト制の導入を）
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新星会

Ｑ 合葬墓の整備について、
町長の見解は

Ａ 整備に向けて出来るだけ
早く進めていきたい

達夫 議員

問 合葬墓の今後の整 ほか、大雪復旧支援対 問 住宅新築・リフォ
備見通しをどのように 策事業として、施設園 ーム助成金のあり方検
芸共済の加入を条件に、討の具体的考えは。
考えているか。
答（生活環境課長）場 国の補助事業対象者に 答（建設課長）市街地
所や墓碑の形状、管理 対して支援するため、 の空洞化と空き家対策
運営方法などを協議し、 今回３６７７万１千円 の問題を踏まえ、財源
確保を考慮しながら、
実現に向けて検討した を補正している。
問 新規就農者の中で、将来に向けて検討した
い。
問 合葬墓の整備につ 施設整備の他に、圃場 い。
いて、町長の見解は。 整備に多額の費用負担 問 あり方検討は、今
答（町長）合葬墓は、 が生じているが、財政 年度中に検討結果を出
すべきでないか。
町民からのニーズがあ 支援措置はないか。
ることも、必要がある 答（農政課長）日高振 答（町長）来年度予算
ことも認識しているの 興局に相談しているが、の約束はできないが、
で、仕組みや財源等の 現在検討中と聞いてい 遠い将来とは思ってい
ない。早く実施したい。
問題を早急に詰めて、 る。
整備に向けて出来るだ 問 融雪・大雪時に恒
け早く進めていきたい。 常的に生じる河川等の 【その他の質問】
問 大雪によるハウス 氾濫対策について、具 ・最重点政策課題につ
いて
被災者に対する経営支 体的な対策は。
援対策をどのように考 答（建設課長）費用対
効果のある河川で、緊
えているか。
答（農政課長）農業用 急度の高い箇所を選択
ハウスの解体・撤去費 して、堆積土砂の除去
用助成で３００万円の を行う。

11

63

Ａ 現地状況等を確認、計画
区域を精査し検討したい

問 公共下水道汚水管 あることから、汚水管
渠の未整備地区である 渠整備のみを実施すべ
神森地区の一部、中野 きと考えるが。
町地区の一部などにつ 答（上下水道課長）当
いて早期に実現すべき 町の人口減少に比例し
て、下水道処理区域内
と考え る が 。
答（上下水道課長）現 人口も近年微減傾向に
在は、入船町地区の整 あり計画区域を拡大し
備を実施中であり、当 ても、静内下水終末処
面は現在の事業計画区 理場施設の処理能力は
域である駒場地区と柏 十分あると考える。
台地区の整備を進める 問 合併した市町村が
公共施設の整備などに
計画で あ る 。
今後の未整備地区に 充てる合併特例債の発
ついては、全体計画区 行期限を５年間延長す
域内外の神森地区の一 る改正特例法が国会で
部、中野町地区の一部、 成立した。当町は合併
年間から 年間とな
駒場地区の一部などの
未整備地区は、現地状 るが、①合併特例債事
況などを確認し、計画 業の現況と発行額の実
区域を精査して検討し 績は、②５年間の再延
長により、この合併特
てまい り た い 。
問 下水道終末処理場 例 債 が 人 口 減 少 に よ
は、区域拡張しても現 り、元気を失いがちな
施設で十分処理能力が 地方に活力を呼び戻す
20

木内

民義 議員
城地
15

新星会
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～ 委員会報告 ～
委員会は所管する事項について調査し、
報告を求め、審議をしていますが、多くの

う意見が出された。

１３４万円となった。

三石国保病院の
 外来予約診療開始
９月２日から内科、
外科の外来予約診療
（ 新 患 、初 診 を 除 く ）
を開始する。

「第３次障がい者
基本計画」等

平成 年～ 年度の
６年間の第３次障がい
基本計画を基本に障が
い福祉計画・障がい児
福祉計画の策定内容の
報告を受けた。

35

「改葬義務
確認請求事件」

北大が保管するアイ
ヌ遺骨返還請求を行っ
ているコタンの会から
当町に旧静内町から発
掘された１９４体の遺
骨返還に伴う埋葬場所
と改葬義務確認請求事
件が裁判中で、この訴
訟に係る現在までの経
過と今後の対応につい
ての説明があった。

30

審議案件の中から関心の高いものについて、

放送作業が非効率にな
っている。また、現在
のアナログ方式による
防災行政無線の使用期
限が平成 年 月 日
で終了となっており、
デジタル方式が必須で
ある。
11

33

いくつか報告します。

大雪復旧支援対策事業
２月５日から６日に
かけての大雪被害に対
する国の復旧支援対策
補助事業（ビニールハ
ウス新設・施設園芸共
済加入する者）事業費
１億８００４万６千円
（ 件１１４棟）に町
費 ．４％（３６７７
万１千円）の上乗せ支
援補助を行うこととな
った。

農畜産物の販売状況
静内、三石両農協の
平成 年度生産販売高
は、対前年比静内で１
１０．９％、三石で１
０５．８％となり、販
売総額は静内 億８８
４１万円、三石 億８

20 26

29

廃校舎の利活用
統廃合により閉校と
なった小学校の校舎等
を売却し、民間活力の
導入により地域の活性
化につながる事業とし
て活用するよう募集し
ていたが、希望者がい
なく今回、価格等の見
直しをかけ、募集する
報告を受けた。

厚生経済常任委員会

委員会は５月 日、
６月 日、 日の３回
開催した。
特別会計の補正
簡易水道事業、下水
道事業、国民健康保
険・介護サービス事業
の４特別会計の繰上充
当金とし、町財政運営
を考慮して補正措置を
行った。

24

総務文教常任委員会

34

計画としては、来年
３月までに基本設計を
行い、平成 年１月の
工事の着手、平成 年
３月に工事完了の予定
である。概算費用は、
基本設計前には算出で
きないとのことである
が、システム構成の中
の静内、三石地区の従
来の野外スピーカー、
戸別受信器の設置の取
扱いに、相違がないよ

26

委員会は５月 日、
６月 日、 日の３回
開催し た 。

求めた。この条例では、
事業開始５年以内に営
業をやめた場合に返還
が生じるもの。
なお、５分の４の返
還率については、事業
開始から約１年９ケ月
で事業を廃止したこと
で、適正な事業実施が
確認されている１年目
分を控除し、一部返還
の報告があった。

デジタル化整備

アナログ防災行政無線の


現在の防災行政無線
は、アナログ方式の無
線電波より旧三石町が
平成６年度から、旧静
内町が平成８年度から
整備運用してきたが、
年以上経過しており
機器の老朽化等により

57

39

18

22

30
防災行政無線システム（三石庁舎）

34

26

事業廃 止 に よ る
奨励金・助成金の返還
静内ショッピングプ
ラザピュアで営業して
いた食品スーパー「ピ
ュアマルシェ」と軽食
喫茶店「ピュアカフ
エ」が、５月２日に閉
店し、事業廃止を決め
た運営会社のパシフィ
ック観光に対し、町は
企業立地促進条例に基
づいて支援した雇用創
出奨励金と改修等助成
金合わせて２０８０万
円の５分の４にあたる
１６６４万円の返還を
20

14

復旧したビニールハウス（静内東別）

12
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生活館 の 廃 止
稲見生活館、春立生
活館を利用管理する自
治会から生活館廃止の
申出があり、廃止され
ること と な っ た 。

栽培漁 業 の 新 取 組
シシャモ大型稚苗放
流の新たな栽培漁業に
取組を開始する施設整
備に栽培漁業施設機能
強化事業補助を行う。
（事業主体は、ひだか
漁業協 同 組 合 ）

真沼津 川 改 修 工 事
道の管理する二級河
川真沼津川の改修に伴
い、今年度は駒場３号
線４号線の町道影響路
線を整 備 。
なお、今年度の北海
道が実施する工事は、
河川拡幅に伴う、駒場
４号橋の橋台２基の見
込み。

議 員 表 彰
議会議員として、15年の長きにわたり地方自治の振興発展に寄与された方々に、その功績を称
え、表彰された。３月定例議会（３月６日招集）において、全国町村議会議長会より１名が表彰
され、細川前議長より表彰伝達を行った。また、６月定例議会（６月26日招集）において、北海
道町村議会議長会長より３名が表彰され、川端副議長が表彰伝達を行った。

≪全国町村議会議長会表彰≫

≪北海道町村議会議長会表彰≫

下川

細川

勝弥

志田

力

福嶋

尚人

孝志

議員歴
平成３年５月１日～平成15年４月30日
平成26年４月23日～現職（現在５期目）

議員歴
平成15年５月１日～現職（現在５期目）

議員歴
平成15年５月１日～現職（現在５期目）

議員歴
平成15年５月１日～現職（現在５期目）

議会改革・Facebookページ開設
“多くの人たちに議会活動を知ってもらいたい”
“議会改革に伴う「議会の見える化」を”
という思いから、第４回定例議会に合わせて、
『新ひだか町議会Facebookページ』を開設し
ました！
定例会・臨時会開催案内のほか、委員会活動
などの様子も掲載していますので、ぜひご覧く
ださい。
ＵＲＬはこちら↓
https://www.facebook.com/
shinhidakagikai/
スマートフォンなどからは
←ＱＲコードをご利用ください
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○厚生経済常任委員会
５月24日
６月18日
26日
７月23日

○議会運営委員会
５月25日
６月22日
27日

○議会広報特別委員会
６月５日
28日
７月６日
９日
11日
○会派代表者会議
４月24日
５月１日

議会のうごき

○正副議長・正副委員長会議
６月22日

「くるるの杜」見学

第２回臨時会
日高中部広域連合議会臨時会
日高中部消防組合議会臨時会
日高中部衛生施設組合議会臨時会
５月29日 第３回臨時会
全員協議会
６月26日～28日 第４回定例会
７月２日 日高中部消防組合議会臨時会
７月３日～４日 北海道町村議会議員研修会

４日は、ホクレンが
目指す消費者と生産者
を結ぶことを目的とし
て、２０１０年にオー
プンした「食と農のふ
れあいファーム くる
るの杜」を見学した。
都市・農村交流施設
の体験型農場としてな
ど生産から消費までの
プロセスを一体的に体
験できる施設となって
いる。

５月10日
５月25日

であると語られた。
次の講演は、日本大
学法学部教授の岩井泰
信氏「現代日本政治と
政局のゆくえ」をテー
マに、国政情勢や来年
度の消費税率 ％法案
と参院選挙関連におい
て、衆参ダブル選挙の
政局を示唆した。

○総務文教常任委員会
５月22日
６月14日
26日
７月20日

10

北海 道 町 村 議 会 議 員 研 修 会
７月３日に「北海道
町村議会議員研修会」
が札幌コンベンション
センターで開催され、
全道１４４町村が参加
し、当町から 名の議
員が参 加 し ま し た 。
最初の講演は、歴史
家・作家の加来耕三氏
「明治維新から１５０
年、現在そして未来を
考える」をテーマに、
史実の裏側や当時の常
識、幕末から明治維新
への変革について坂本
龍馬と西郷隆盛等を挙
げなが ら 語 ら れ た 。
そして、実像を求め
て歴史上の人物を扱う
場合、一番大事なこと
は、その人が何をした
かではなく、何をしよ
うとしたかを基準に論
証しなければならない
こと、どうすれば歴史
を日常に活用できる
か、どんなに小さいこ
とでも立ち止まって物
事を考えることが大切
16

▼選挙の洗礼を受けた
新しい議員のもとで、
広報特別委員会が設置
され、８人のメンバー
が議会広報の作成を担
当することになりまし
た。
町民の知る権利、議
会の知らせる義務を踏
まえ、読者の目線で編
集したいと思います。
①ありのままに②わ
かりやすく③町民と共
にを編集の三原則と捉
え、紙面作りに努力し
てまいりますので、よ
ろしくお願いします。

༎ਬࢃܱ

フォト
シャッター

▼今、各中学校では、
生徒が授業の中で、各
新聞紙から、それぞれ
が気になった記事を切
り抜き、選んだ理由を
話し合い、みんなで感
想や意見を述べ合うな
ど、いわゆる「まわし
よみ新聞」が、子ども
たちの教材として、役
に立っているようです。
「議会だより」も大
いに活用していただき、
マチづくりに対する要
望や提言をしていただ
き、広報づくりの一助
となるよう充実させて
いきたいと思います。
（文・畑端 憲行）

表紙は、町教育委員会で、“自然
体験や社会経験”を体験してもらう
ことを目的に実施した事業です。
町内小学４～６年生16名が参加し、
ミニトマト収穫体験や野菜集出荷セ
ンターを見学し、子どもたちはさわ
やかな汗を流し、満足した一日を過
ごしました。
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