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新型コロナウイルス感染症対策

支え合い基金関連事業決定

第５回定例会

９月
日から

を審議した。
一般質問は、

日までの３日間を会期と

項目にわたり

件、報告１件、意見書案２件

名の議員が

日に閉会した。
金の寄附
件数
１５７件
金額
３２９５万９１６５円
◦その他工事・委託業
務入札執行内容
工事契約
４件

工事入札 
８件
委託業務入札  １件

◦議案第１号～第２号
静内柏台団地公営住宅

契約締結関係

16 件

質問を行い、




◦町長要望活動
７月に北海道へ２件
要望

25

◦一般寄附
件数
１件

金額 
２００万円

全ての議案名や審議
結果の詳細は各議員
の表決結果参照

を中心に議案

ナウイルス感染症対策事業等の補正予算
（案）

し、町長の行政報告後、報告１件、新型コロ

17

16
10

17

５件

◦落雷被害状況
（５月 日）
６件
２１８万円

件数
金額

20

可決議案

町の状況や事業経過
等を報告するもの

◦新型コロナウイルス
感染症対策支え合い基

等建築工事その１～そ
の２
今年度建設予定とし
ていた２棟 戸の建設
建築工事の請負契約締
結

10

◦議案第３号 防災行
政無線デジタル化整備
工事
親局 静内庁舎
遠隔制御局 
５局
中継局簡易中継局２局
野外拡声器 
局
個別受信機 ８
 ００台

◦議案第４号 総合ケ
アセンター大規模改修

正

予

算

工事
空調設備自動制御装
置等の改修

補

◦議案第７号～議案第
９号 各特別会計補正
予算
新型コロナウイルス
感染症緊急支援交付金
による特別養護老人ホ
ームの介護施設用備品
購入及び病院の会計シ
ステム改修費等



◦議案第６号 一般会
計補正予算（第５号）
・新型コロナウイルス
感染症対策事業
１億１５６１万１千円
（コロナ関連事業
 ８２６１万１千円
支え合い基金事業
３３００万円）

・ まちづくり基金積立金
１５００万円

・アイヌ農林漁業対策
事業補助金
８１７万２千円

柏台公営住宅建設現場

32

15

行政報告

2
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①実質赤字比率

―％

13.48％

20.00％

②連結実質赤字比率

―％

18.48％

30.00％

③実質公債費比率

11.0％

25.0％

35.0％

④将来負担比率

57.8％

350.0％

※①、②は黒字であり、算定されない。

委員会付託
さらに詳しく検討を
加えるために委員会
を設けた議案

１件

◦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
町はいずれの比率も
健全な状態であること
を町監査委員の意見を
付けて報告

基 準 （ 参 考）
令和元年度
算定比率 早期健全化基準 財政再生基準

定

16

び議会広報特別委員の
辞任の申し出があり、
議会運営委員に本間一
徳議員を選任、欠員に
なった副委員長に志田
力議員を選任
議会広報特別委員は
後任を選任せず、７名
の委員会構成に変更

企業会計決算審査

15

10

制

14

例

11

条

12

◦議案第 号 生活館
条例の 一 部 改 正
本桐生活館・本桐生
活改善センター廃止に
伴い、本桐基幹集落セ
ンターを本桐生活館に
変更す る 改 正

◦議案 号及び 号
令和元年度水道・病院
事業会計決算認定
企業会計決算審査特
別委員会に付託し、今
後審査を行うもの（委
員は、議長・監査委員
を除く議員で構成）

◦議案第 号 特定子
ども・子育て支援施設
等の運営に関する基準
の条例 改 正
国の「子ども・子育
て支援法」の一部改正
による 改 正

委 員 の 選 任

委員会構成
委員長
川端克美
副委員長 木内達夫

健全化判断比率

◦議案 第 号 ～ 第 号
市町村事務組合等の規
約変更
道内の構成員３団体
の解散に伴う条文削除
変更

９月 日開催の定例
会において阿部公一議
員から議会運営委員及
15

報

告

行政報告の内容を
除き報告するもの

１件

各議員の表決結果
◆全会一致したもの

名

審議結果

議

案

議決日

案

議決日

議

21件
名

審議結果

原案可決

議案第12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

原案可決

原案可決

議案第13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

原案可決

議案第４号：工事請負契約締結について（総合ケアセンター大規
模改修工事（空調設備自動制御装置等改修））

原案可決

議案第14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

原案可決

議案第５号：議決変更について（新ひだか町公共下水道静内終末
処理場の長寿命化建設工事委託に関する協定）

原案可決

議案第15号：令和元年度新ひだか町病院事業会計決算認定につい
て

議案第６号：令和２年度新ひだか町一般会計補正予算（第５号）

原案可決

企業会計決
算審査特別
17 委員会
議案第16号：令和元年度新ひだか町病院事業会計決算認定につい
設置決定
付託決定
て

議案第７号：令和２年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予
算（第２号）

原案可決

意見書案６：国土強靭化に資する道路の整備等に関する意見書に
ついて

原案可決

原案可決

意見書案７：地方自治体のデジタル化の着実な推進を求める意見
書について

原案可決

原案可決

議員の派遣について

決定

原案可決

閉会中の継続審査（調査）及び継続事務調査について

決定

議案第１号：工事請負契約締結について（静内柏台団地公営住宅
等建設建築工事その１）

15

日

議案第３号：工事請負契約締結について（新ひだか町防災行政無
線デジタル化整備工事）

月

議案第２号：工事請負契約締結について（静内柏台団地公営住宅
等建設建築工事その２）

９

報告済み

９

原案可決

原案可決

議案第11号：新ひだか町特定教育・保育施設及び特定地域型保育
事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に
関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定
について

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

月
日

17

日

議案第10号：新ひだか町立生活館条例の一部を改正する条例制定
について

月

議案第９号：令和２年度新ひだか町病院事業会計補正予算（第３
号）

９

議案第８号：令和２年度新ひだか町介護サービス事業特別会計補
正予算（第３号）

※全会一致しなかったものは無し

3
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７月

財

産

取

得

◦議案第１号～第２号
財産の取得
ギガスクール構想に
よる教育用の小中学
生・教職員用端末機の
購入

議案第１号
小学５・６年生と中
学１年生に５５８台、
教職員に 台の計５９
７台


２７３９万円

※ギガスクール構想
とは

正

予

算

ＩＣＴ（情報通信技術）を
基盤とした先端技術等の効果
的な活用を実現するために校
内通信ネットワーク（校内Ｌ
ＡＮ）を整備し、子どもたち
に１人１台パソコン端末を渡
し、１人１人の子どもたちに
個別最適化された学習環境を
整えるための事業。

補

◦議案第３号 一般会
計補正予算（第４号）
・高度無線環境整備推
進事業費（町内の光
回線未整備地区全域
を令和２年度から３
年度にかけて整備す
る負担金）
億円

・新型コロナウイルス
感染症対策事業
４億３３２３万６千円
（主な事業は、プレミ
アム商品券事業 １
億１５７９万８千円、
町有施設等感染予防
対策事業 １億１６
１７万７千円）

議決日

７月

議決日

７月

日

日

議会の活動を広く知っていただくことを
目的に、前年の議会活動を網羅した『令和
元年新ひだか町議会白書』を作成！
町内の公共施設等へ配付しているほか、
新ひだか町議会ホームページに掲載してい
ますので、ぜひご覧ください。

新ひだか町議会では、YouTubeに
よる議会の試験放送を行っています。
今年度から決算審査特別委員会も中継
することとなりましたので、チャンネ
ル登録してぜひご覧ください。

議会改革・令和元年議会白書発行

ネットで議会中継を見よう！

原案可決

議案４：新ひだか町過疎地域自立促進市町村計画の変更

原案可決

議案２：財産の取得

原案可決

議案３：令和２年度新ひだか町一般会計補正予算（第４号）

原案可決

31

31

名

案

議

可決議案
議案第２号
小学１年生～４年生
と中学２・３年生に１
０３０台、教職員に
台の計１０７１台
 ４９１４万８千円

10

全ての議案名や審議
結果の詳細は各議員
の表決結果参照

39

審議結果

議案１：財産の取得

日に開催された議会臨時会では、

それぞれ可決した。

４件

◦その他工事・委託業
務入札執行内容
工事契約
２件

工事入札
件

◦寄付（商工振興資金） 委託業務入札 
件

件数 
１件
寄付額  ５００万円

町長の行政報告の後、議案４件を審議し、

31
町の状況や事業経過
等を報告するもの

審議結果

名

案

議

第４回臨時 会
11 12

各議員の表決結果
４件
◆全会一致したもの

小中学生徒用
パソコン取得
行政報告

４件
41

ギガスクール構想による

※全会一致しなかったものは無し

4
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ズバリ！

ここが聞きたい

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

Ｑ 海浜公園両突堤の早期復
旧と活性化を
憲行 議員

Ａ 魅力ある海浜公園のため
継続して要望する

い。現段階では海浜公
園をリニューアルする
のは難しい。余裕の出
来た中で、各種事業を
活用しながら整備して
いく。

問 移動図書館バスは、
現在、児童のみの利用
で、５つの小学校を月
１回程度巡回している
ようだが、一般の方も
利用できるようにして
はどうか。
答（教育委員会文化振
興課長）旧静内町時代
から一般用も含めた巡
回をしていたが、年々
利用者が減少し、関係
機関の協議や費用対効
果を考え廃止している。



移動図書館
一般利用者も
対象にしては

中央突堤破損の一部

凌雲クラブ

畑端

問 海浜公園背後地に 続要望していく。
ある海岸環境整備施設
は、道が海岸保全、人
と海とのふれあいの場
を創造した事業である。
最近、高潮・波浪等に
より東突堤・中央突堤
がかなり破損し、全体
が廃墟のように感じら
れる。背面に海浜公園
施設もあることから、
早急に道と協議し、復 問 道の駅から眺める
旧を図るべきでは。
日高山脈と馬の組み合
答（まちづくり推進課 わせは絵にも写真のス
長）町では施設管理者 ポットにもなる。
今、環境省が「日高
である道に対し、破損
した両突堤の補修につ 山脈」を国立公園化に
いて数年に渡り要望を する方針固めている。
行っているが、補修の ぜひ、道の駅を含む海
見通しは立っていない。 浜公園一帯の整備を進
海浜公園が安全で、魅 めるべきではないか。
力ある施設として機能 答（町長）財政を預か
するためにも突堤の補 る者として優先順位を
修は重要である。
つけながら物事を進め
今後も道に対し、継 ていかなければならな

5

・転籍職員の現給保障を５年間に
・町営住宅計画変更の必要は

・観光客向け標識等の設置計画は
・ドアtoドアの地域交通制度を

・高齢者等への暖房費助成は
・障がい特性の理解促進は
・個別受信機の配置は

・インフル予防接種の全額助成を
・ウィズコロナで何が大事か
・海浜公園突堤の復旧と活性化を

一般質問10名・20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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Ｑ ウィズコロナでは何が最
も大事か

Ａ 新たなチャレンジには積
極的に支援したい

園子 議員

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

Ｑ 高齢者等にインフル予防
接種の全額助成を

Ａ 一定の所得がある方には
費用負担を継続したい

問 今年の冬はインフ ないか。
とについて当町の考え
ルエンザと新型コロナ 答（健康推進課長）当 は。
感染症の同時流行が心 町では低所得者に対し 答（保健福祉部長）例
配されているが、多く て予防接種の自己負担 えば、医療機関や介護
の町民がインフルエン 額を助成している。コ 施設などで濃厚接触者
ザ予防接種を受けるこ ロナの対応は今後も長 やコロナ感染が出たと
とで、同時流行が抑え く続く。今後も長く続 なれば、当然クラスタ
られ、医療現場の混乱 く高齢化社会において、ーが発生する可能性が
も避けられる。また、 高 齢 者 や 疾 患 を 持 つ 大きくなる。その時に
インフルエンザも新型 方々に支援を、様々な は保健所とも協議しな
コロナ感染症も重症化 面で実施していくため がら、全職員、それか
のリスクが最も高いの にも、一定の所得のあ ら入所者、入院の方々
は、高齢者や持病のあ る方には今後も接種費 の検査が必要という判
る方であり、その意味 用の一部負担を継続し 断が出れば、速やかに
では高齢者の肺炎も同 たい。
行政検査を実施してい
様で、そのどれも症状
きたい。
の見分けが困難である。 ＰＣＲ検査の拡充を
コロナ禍のもと、今年
だけでも臨時交付金を 問 新型コロナは無症
活用し、高齢者及び心 状の人からも感染が起
臓・肝臓・呼吸器等に こる。国もやっと広く
疾患のある方にインフ 検査をして「予防」す
ルエンザ、成人用肺炎 る方向に変わってきた。
球菌ワクチンを半額で この無症状の人にも幅
はなく、全額助成でき 広く行政検査をするこ

谷

一也 議員
池田

問 教育長はギガスク
子どもたちの学びの して違うものにチャレ
ール構想で何が最も重 環境が充実するように ンジする。あるいは、
要と考 え て い る か 。
努めたいと考えている。異業種の方々も、お互
答（教育長）最も重要
い補完し合いながら、
なのは、情報処理活用
違うものにチャレンジ
能力だと認識しており、
することが、一番大事
注視して学校教育を進
だと思っている。
めていく必要があると
コロナがどのように
考える 。
終息するのかはわから
ないが、しばらくは我
最も大事なのは、先
生方の意識だと思って
慢比べのような形の中
いる。このＩＣＴ機器
で、人々のつながりや
が、活用されなければ、
支え合い、あるいは、
宝の持ち腐れで終わっ
連携や連帯をしながら
てしま う 。
立ち向かって行くこと
学校において、組織
が一番大事だと思って
的に有効性を校内研修
いる。
などで取り上げ、先生 問 町長は今後のウイ
そのためには、町と
方が有効性を実感でき ズコロナでは何が最も しても、後方から支援
るような取り組みをし 大事だと考えるか。
をしていきたい。
新たなものにチャレ
ていき た い 。
答（町長）感染防止対
ソフト面、とりわけ 策と経済対策のバラン ンジするものについて
デジタル教科書の整備 スが、非常に難しい。 は、町として積極的に
などを計画的に進めて 一番必要なのは、同業 支援していきたいと考
いきた い 。
者が一緒になって共同 えている。

公明党クラブ
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問 災害時のタイムラ
インの策定は北海道と
の最終調整を図るとし
ていたが、現在の進捗
状況は 。
タイムラインは、い
つ公表 す る の か 。
防災無縁の個別受信
機を希望する全世帯に
配置は 可 能 か 。
答（総務課長）今年３
月に協議は整のってい
る。
水位周知河川毎に氾
濫注意水位や避難判断
水位等を設定。警戒レ
ベル１～５を付してい
る。
タイムラインの公表
は、新たな混乱を招く
ので公 表 し な い 。
一般家庭での個別受
信機は、希望者の自己
負担で 購 入 。

Ａ

Ｑ
一般家庭は自己負担で購

個別受信機の配置は

Ｑ 障がい特性の理解を促進
する今後の取り組みは

Ａ 全ての町民が理解をする
ことが必要

答（健康推進課参事）
全ての町民が障がい特
性を理解し、知る運動
が必要であると考えて
いる。引き続き障がい
特性の理解促進に向け
ての取り組みを実行し
たい。

重層的支援
体制整備事業

7



問 来年４月スタート
する重層的支援体制整
備事業についての、取
り組みは。
答（健康推進課参事）
この事業は断らない相
談支援、参加支援、地
域づくりに向けた支援
を一本化にする事業で
関係機関と連携し、ど
のような体制整備が必
要か、検討協議を進め
たい。

昨年の福祉ミーティングの様子

入

列車代行バス

和代 議員

建部

公一 議員
阿部

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

公明党クラブ

路線との結節を持続性
問 町では、障がい特 ックや苫小牧市、登別
どうなる廃線後の
利便性を考慮し、早期
性の理解を促進するた 市では鳥取県と「あい
地域交通網 確立に向け進めていく。 め、どのような取り組 サポート運動の連携推

みをしているのか。
進に関する協定」の締
問 ＪＲ日高線廃止に
予算編成に
答（健康推進課参事） 結を行い、障がいのあ
伴い、個別協議案件と
コロナの影響は
新ひだか町障がい者自 る方への配慮などを理

平成 年６月定例会答
立支援協議会が主催す 解して、ちょっとした
弁との整合性は。
問 新型コロナによる、 る障がい者福祉ミーテ 手助けを実施する「あ
また、その協議案件 令和３年度予算編成へ
ィ ン グ が あ り 、 当 事 いサポート運動」があ
はどのように進めてい の影響は。
者・町民・福祉関係者 る。
くのか。
答（総務課長）自主財
と話し合い、意見を集 問 今後、どのような
約し、福祉のまちづく 取り組みを、考えてい
地域交通機関整備の 源である使用料等の減
完了目途は。
収が予想される。
りにつなげることを目 るのか。
リーマンショック時
答（企画課長）現状は
的にしている。
また、
委員・事業所・
管内７町を横断する幹 は、翌年の収入ベース
線交通の部分がメイン。で３・９％の減収とな
団体・関係機関を対象
地域内公共交通は町 っており、感染症の影
に、障がい者の特性を
内路線網と広域的幹線 響で税収の大幅な減少
学ぶ専門的研修や対話
が懸念される。
学習会を開催している。
問 道内ではどのよう
不足する財源は、繰
入金等で対応したい。
な障がい特性の理解を
今後の財政計画につ
促進する運動があるの
いて、目標数値を答え
か。
ることは不可能。
答（健康推進課参事）
各自治体ではガイドブ
28

清創会
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問 高齢化による運転
免許証の返納、高齢世
帯の顕在化で、住民の
移動手段の確保が懸案
となってから久しい。
ドア ドアの必要性
が認識されてからも利
用は特定の利用者に限
られている。広く普及
するためには別途の対
策が必要だが、どんな
ことを考えているか。
答（健康推進課参事）
ドア ドアを基本とす
ることは、町の面積、

Ｑ ドアからドアを基本とす
る地域交通の制度を

Ａ 極めて困難だが、地域に
あった公共交通を考えたい

克美 議員

テレワークの拠点
づくりを目指す


問 外国人技能実習生
の受入れ者に対し支援
をしているか。
答（農政課長）国など
行政機関による支援は
ない。当町も支援はし
ていない。農協は受け
入れ希望の取りまとめ
等をしている。
問 外国人技能実習生
は農業で何人いるか。
答（農政課長）ミニト
マト農家にベトナム人
４戸４人、軽種馬育成
牧場 戸にインド人な
ど 人程度。

運転手の確保、民間参 クの拠点づくりを目指
入、事業運営財源等の して情報収集を行って
課題がある。利便性や いる。町外の民間事業
効率性の向上が図りに 者等に対してＰＲして
くい環境下で、持続可 いきたい。
能な移動環境を形成す
ることは極めて困難と
外国人技能実習生
考えている。現状では、  受入れに支援なし
国の自動運転などの実
証実験や、他地域で実
施しているデマンド交
通システムなどの情報
を収集して、地域にあ
った地域交通ネットワ
ークを構築したい。

川端

Ｑ 冬期間の高齢者等への暖
房費助成事業の取り組みを

Ａ 経済的負担等、社会情勢
を勘案し実施の有無を検討
が、新ひだか町沖合
㎞における存在の確認
を目的とした掘削調査
を実施したが漁業等へ
の環境影響の関わりは。
答（企画課長）漁業協
同組合等関係機関に照
会の上「公益上の支障
ない」と回答している。
環境影響については石
油・ガス噴出防止装置
を設置し、埋戻してお
り、海洋への影響はな
いと確認している。
今後は、地質データ等
解析や評価作業を行い
試掘調査周辺の石油・
ガスの存在状況の確認
と評価をする予定。

清流会
運行中のコミュニティバス

問 光通信網の整備を
行っているが、テレワ
ーク事業所を誘致する
考えは。
答（企画課長）北海道
とも連携し、テレワー

10

40

50

引用元：掘削調査の概要図
｢METI・プレリリース｣より

to

to

民義 議員
城地

問 厳しい経済社会状 近の暖房費（福祉灯油
況を鑑み、毎年度冬期 等）助成事業の実施取
の暖房費高騰に伴う高 り組み状況は。
齢者、障がい者、ひと 答（福祉課長）年度に
り親及び生活保護受給 おいては、平取町・浦
世帯への経済的負担を 河町・様似町・えりも
軽減するため、冬期間 町において各町の基準
における暖房費の一部 により、高齢者に対し
を助成することにより、 て７千円から１万２千
生活の安定と福祉の向 円を助成している。
上を図ることを目的と 問 当町の実績は。
した実施要綱を定める 答（福祉課長）直近で
べきで は 。
平成 年度に社会情勢
答（福祉課長）実施す を勘案し、町民税非課
る場合には、灯油価格 税世帯である高齢者、
等だけでの判断でなく、 障がい者及びひとり親
暖房費の高騰がいつま 世帯に１万円、生活保
で続くのか、冬期間に 護受給世帯に８千円を
おいて暖房費がどれく 助成した。
らい経済的負担になる 問 日高地
か等、社会情勢を勘案 域沖合の石
した上で実施の有無を 油・天然ガ
検討する。要綱の策定 ス試掘調査
は考え て い な い 。
を昨年度石
問 日高管内各町の最 油資源開発
26
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Ｑ 観光客向け標識等の設置
計画があるか

Ｑ 町営住宅建て替え事業の
計画変更の必要はないか

Ａ 令和２年に改訂した計画
で進めていく

保夫 議員

渡辺

42

設置計画は考えていない

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

清流会

問 事業開始から 年 と、戸当たり外構も含 【その他の質問】
以上経過しているが、 めた建設費として約２ ・水道整備事業につい
入居者の状況も変化し ８６０万円、解体費１ て
ていると思うが、計画 ２０万円となっている。・新ひだか町活性化セ
の変更は必要ないのか。 今後、１４０戸の建 ンターの指定管理につ
答（建設課長）令和２ 設ならびに１６７戸の いて
年２月に改正した新ひ 解体を予定しているの ・日高中部地区広域営
だか町公営住宅等長寿 で概算事業費として、 農団地農道整備事業に
命化計画において、
約 億円と試算してい ついて
年後の人口減も含めた、 る。
様々な視点で検討して
いる。入居世帯の平均
年齢、戸当たりの平均
入居数を鑑みると現在、
すべて２ＬＤＫで整備
している状況のついて
は、妥当と考えており、
現段階では、令和２年
の長寿命化計画に基づ
き、進めていく。
問 柏台団地建て替え
事業の残事業は。
答（建設課長）今年度
の予算を基に、戸当た
りの事業費を試算する

9

10

30

Ａ

問 当町で豊かな自然 現在のところ観光スポ 族の憩いの場の設置計
を観る場所として、真 ットの案内看板や標識 画があるか。
歌公園展望台・シベチ の計画的な設置は考え 答（まちづくり推進課
ャリ橋・豊畑観農台等 ていない。
長）静内温泉との一体
がある。観光客やちょ 問 観光土産となる特 的な有効利用を図るた
っと暮らし体験住宅の 産品で、開発推進事業 めには、復旧に当たっ
利用者等の方々へ、行 に取り組んでいるが、 て、付近の沢の治山工
き先が分からない方の その成果はあったのか。事について北海道と協
ために、看板や標識等 答（まちづくり推進課 議の必要があり、休止
の設置計画はないのか。 長）町の優れた資源を から５年近くが経過し、
答（まちづくり推進課 活用した特産品の開発 施設・設備の劣化が進
長）牧歌的な景観の中 や販路開拓への取り組 み、相当な改修経費が
に、看板や標識を各所 みに対して「ドリカム 見込まれるため、慎重
に設置することがかえ 推進事業」を実施して に検討している。現在
って景 観 を 損 ね る 。
いる。平成 年度から のところ新たに「家族
令和元年度の間に合計 の憩いの場」を設置す
件の補助金を交付。 る計画はない。
新たな特産品が数多く 問 町内の一般公園や
開発され、ブランド力 街路樹等の環境整備は
の向上や販売促進につ 計画的に行っているの
ながり、一定の成果が か。
上がっている。
答（建設課長）定期的
問 静内地区のキャン にパトロールを実施し
プ場が、自然災害によ て、利用者の安全確保
り閉鎖しているが、家 を図っている。
23

一徳 議員
本間
20
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シベチャリ橋から見た日高山脈

新ひだか町議会だより • 令和２年11月

Ｑ 転籍職員の現給保障は５
年間にならないか

Ａ 期間延長の要望があるの
で職員組合と協議したい

12
指定管理予定の静寿園

達夫 議員
木内

問 静寿園、蓬莱荘、 を予定している。
所者やデイケア利用者
デイサービスセンター 問 民間事業者に転籍 に対する対応はどのよ
あざみ・なごみ・みつ を求めている職員数は うになっているのか。
いし、ケアハウスのぞ どれくらいで、転籍し 答（医療・介護対策室
みの高齢者福祉６施設 た場合の最低３年間の 長）９月１日現在の施
の指定管理者候補者と 現給保障は、指定管理 設入所者は９名で、退
して（株）萌福祉サー 委託期間と同様に５年 所者のうち静寿園に８
ビスを選定し、今後個 間とする考えはないか。名、蓬莱荘に２名が移
別具体的な協議に入る 答（医療・介護対策室 動している。ショート
が、職員や職員組合へ 長、主幹）転籍の想定 利用者も静寿園や蓬莱
の説明はどのような状 職員数は、事務職を除 荘を利用しており、
況にあ る の か 。
く正規・非正規すべて 月末までには全ての利
答（医療・介護対策室 の職員で、正職員 名、用者の対応を決定した
長）転籍となる職員の 会 計 年 度 任 用 職 員
い。
現給保障を含めた処遇 名の合計１７３名であ
等については、選定事 る。
現給保障については、
業者と協議を進めてい
るのと並行して、職員 職員からも期間延長を
組合とも協議を重ねて 求める要望があるので、
いる。
職員組合と協議したい。
職員への個別面談は、 問 介護老人保健施設
職員組合との協議が整 「まきば」は、 月議
った後、施設毎に全体 会 定 例 会 で 条 例 廃 止
説明を行い、その後正 （施設は来年３月末廃
職員から順に個別面談 止）予定であるが、入
12

85

88

新星会

～ 委員会報告 ～

総務文教常任委員会

委員会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。また、情報
共有も併せてお知らせします。



旧静内第二中学校を
貸付中の北海道鹿美健
株式会社から、建物と
土地を正式に購入した
い旨の申し入れがあっ
たため、売却手続きを
進める報告を受けた。

事業内容
○旧静内第二中学校を
活用したエゾシカ由
来和漢素材の製造と
関連事業及び薬草等
栽培事業
○グランピング事業
グラウンドに大型
のドーム型テント９
棟、バーベキューテ

売却施設の概要
○建物
・校舎 ＲＣ造り
２階建延べ面積
２１９０・１８４㎡
・体育館 鉄骨造り

ントやトイレ、シャ
ワー室を設置し、キ
ャンプ体験とホテル
並みのサービスを提
供するほか、食堂や
喫茶店を設置し、エ
ゾシカ肉の地産地消
や薬草・薬膳などの
健康をテーマにした
グランピング事業を
目指す。

旧静内第二中学校売却へ
グランピング等の施設に！

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

１階建延べ面積
７１５・７５㎡

○土地
・地積（学校用地）
３万９９９１㎡



町では「企業立地促
進条例」に基づく支援
措置の適用を検討して
いる。
情報共有の中で、
「売買価格は土地の評
価額で計算しているよ
うだが、近くの土地の
売買価格を参考にすべ
きでは」などの意見が
出された。

グランピング用ドーム型テント

10
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所管事務調査による
アンケート調査

厚生経済常任委員会
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を行っているのか
・担当者の返礼品目の
関わり方
・寄附者の都道府県別
とリピータの割合
・現状の課題と今後の
対応方針

11

新型コロナウイルス
感染症の影響を考慮し
て先進地視察調査を見
送り、先進市町村から
のアンケート調査を実
施する こ と に し た 。
アンケートの内容は
次のと お り で あ る 。
○ふるさと応援寄附に
つい て
先進地のアンケート
調査は、管内６町と森
町、八雲町、上士幌町
・応援寄附金の状況と
増額 対 策
・担当はどの部署でど
こまでの範囲の事務

期除雪対応、切土法面、 設等の利用者、職員等
橋梁構造物等の維持管 がどのような体制で移
理上の設計課題につい 行されるのか。
て意見があった。
また、どのような基準
早期の農道整備事業 で指定管理者との協議
道営日高中部地区広域団地農道
を進めるのか等、当町
整備計画事業の状況 進捗が望まれる。

（事業主体は北海道） が進める民間活力導入
による介護サービス事
業等の管理・運営の課
平成 年度から休止 今年度から令和 年度
題を検証し、今後の対
していた、道道平取静 までに実施する予定と 所管事務調査
事項の追加 応等について調査・研
内線から町道豊畑入船 なった。

究を行う。
今後は、実施調査設
線の延長３４５９ｍの
所管事務調査
内、未施工分の静内川 計し工事着工は令和４
新ひだか町高齢者福 ①特別養護老人ホーム
左岸より２５４１ｍを 年度からとなる。
「静寿園」
・
「蓬莱荘」
今後の事 祉施設の民間委託等に
業費は、約 係る管理・運営体制の ②デイサービスセンタ
億６千万 あり方について
ー「なごみ」
・
「あざ
円で、町負
み」
・
「みついし」
調査目的
担分 ・５
③介護老人保健施設
「まきば」
当町では、民間活力
％の５億５
４００万円 を導入することを主体 ④みついし居宅介護セ
となる。な とした「介護サービス
ンター
お、町負担 事 業 経 営 改 善 実 行 計 ⑤ケアハウス「のぞみ」
分は過疎債 画」を策定し、来年度、
なお、
「④みついし
を充当され、 指定管理者制度導入等
その内 ％ を目標に、本年 月定 居宅介護センター」に
が普通交付 例会への関係条例改正 は、指定管理者が事業
税に算入さ 案の上程に向けて事務 指定を受けて事業実施
を進めている。
を募集する施設として
れる。
委員から
委員会では、当該指 訪問介護機能・居宅介
は、車道縦 定管理者制度導入にあ 護支援機能が追加され
断勾配の冬 たり、現在の各介護施 る。

12
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22

70

○コミュニティ・スク
ールについて
先進地のアンケート
調査は、様似町、浦幌
町、七飯町、登別市、
留萌市
・コミュニティ・スク
ールの導入までの取
組経過
・導入前後の課題
・課題に対する今後の
対応方針
・ＰＴＡと地域との関
わり方
・コミュニティ・スク
ールの委員構成と範
囲及び審議内容
これらの調査結果に
ついては 月中旬まで
に分析し、町への政策
提言としてまとめる予
定。
10
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○厚生経済常任委員会
８月18日
９月16日
25日

○議会運営委員会
７月22日
29日
８月17日
21日
25日
９月４日
11日
15日

○議会広報特別委員会
９月４日
17日
10月１日
６日
13日

７月22日 全員協議会
７月31日 第４回臨時会
８月21日 全員協議会
９月４日 全員協議会
９月15日～17日 第５回定例会
９月29日 日高中部広域連合議会定例会
日高中部消防組合議会定例会
日高中部衛生施設組合議会定例会

表紙は、コロナ禍で外出自粛やイベント
が中止になる中、ラジオ体操で運動不足や
ストレス解消をしようと、町内２か所を撮
影会場にYouTubeによるライブ配信を実施
し、自宅でも楽しめるよう企画された事業。
ラジオ体操終了後は、三石中学校吹奏楽
部やミントン・ジャズ・ジュニア・オーケ
ストラによるミニステージがあり、最後に
は、風船を大空に飛ばして、町民の健康を
願いました。
○総務文教常任委員会
７月31日
９月７日
10月８日

研修等各種議会活動

20

フォト
シャッター

議会のうごき

本会議や委員会以外における議会の活動に
ついて報告します。

日高地区林活議連
が、９月 日に議場で
「新ひだか町の関係人
 書面総会 口を増やすには」をテ
例年、当町で日高地 ーマに発表を行った。
区森林・林業・林産業 ５グループがそれぞれ
活性化推進議員連盟連 サブテーマをもって調
絡会総会及び役員会を 査研究し、新ひだか町
開催しているが、新型 を訪れる人の動機、観
コロナウイルス感染症 光資源を含めた公共施
の感染拡大防止策とし 設の活用、日高管内各
て、８月 日開催の役 町への中継機能を高め
員会において、書面総 ることなど、町のイメ
会とすることと決定し、 ージづくりや町にある
令和元年度事業報告及 物・桜並木や牧歌的風
び決算報告、令和２年 景・海浜など、地域の
度事業計画（案）及び収 魅力をＳＮＳ等を活用
支予算（案）について原 して情報発信すること
案どおり承認された。 の重要性が提言され、
町長・議長を始め多く
議場でプレゼン
の議員
・職員
 静高３年生
が耳を
傾けた。
静内高校で地理・歴
史科の学校設定科目
「日高地域研究」を選
択して い る ３ 年 生 名

11

30

༎ਬࢃܱ

▼コロナ禍で「新しい生活
様式」が始まり、世界も日
本も大きく変化する時代と
なった。会議一つをとって
もズーム会議、テレワーク
等が行われ、新たな時代の
開幕となり、この時代に適
応するためには何が大事な
のか。
▼日本代表卓球選手Ｍさん
は、あえて環境を変化させ、
技術を磨き、その執念が五
輪の復活劇へつながった。
Ｍ選手は述べている。
「同じことをやっていけば
いいと思った時点で退化し
ていることと同じ」「長く
トップを維持するというこ
とは、時代の変化に適応し
ていくということ」。
周囲の評価、環境の変化
を理由に“自分はもうだめ
だ”と諦めるのは簡単だが、
成長はそこで止まってしま
う。挑戦を貫けば、必ず新
たな自分が見つかる。私も
社会の変化に適応ができる
ように、労力を惜しまず前
進していきたい。
（文・建部 和代）
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