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主 な 内 容
・第５回定例会ほか……
・第５

２Ｐ

・一般質問………………

５Ｐ

・ＩＣＴ化の議会へ…… １０Ｐ
・議会改革度調査……… １２Ｐ
・議員におれはなる！… １３Ｐ
（関連記事は16ページに掲載）
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第５
５回
回 定例
定例会

９月

日から 日までの３日間を会期と

予

算

この改正に伴う︑町
民の手続き等に変更は
ない

正

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

し︑町長の行政報告後︑報告３件︑議案

補

可決議案

その他工事・委託業
務入札執行内容
件
工事入札
委託業務入札
８件

11

３件

報告第１号 町手数
議案第１号 令和３
料条例の一部を改正す 年度一般会計補正予算
る条例制定
︵第５号︶
マイナンバーカード
に関する関係法令が改 主な項目
正されたことに伴う手 ・新型コロナウイルス
数料条例の一部を改正
感染症対策事業
マイナンバーカード
４５４８万円
の発行主体が﹁地方公 ︵事業内容︶
共団体﹂から﹁地方公 ①きめ細かい医療・介
共団体情報システム機
護等提供体制構築事
構﹂に変更となること
業
に伴い︑その手数料に
１５００万円
ついても︑国のシステ ②スクールバス等衛生
ム機構の扱いとなるこ
確保事業
とから︑通知カードの
１４０万円
再発行及び個人番号カ ③感染防止対策資機材
ードの再発行の項を削
購入事業
る
１３４万１千円

行政報告の内容を
除き報告するもの

件︑意見書４件を審議した︒
一般質問は︑８名の議員が 項目にわた

11

確認︵８月 日に２
回目のＰＣＲ検査実
施し︑全員の陰性を
確認したため︑９月
３日より再開︶
・８月 日︑緊急事態
宣言措置区域の追加
により８月 日から
９月 日の期間措置
に
・８月 日︑町新型イ
ンフルエンザ等対策
本部会議開催
・ ８ 月 日 ︑﹁ 町 有 施
設の休館﹂
︑
﹁感染防
止に向けた協力要
請﹂チラシの新聞折
り込み実施
・９月９日︑緊急事態
宣言措置の延長に伴
い期間が９月 日ま
でに
12

り質問を行い︑ 日に閉会した︒

新型コロナウイルス
感染症に関する対応
・７月 日︑まん延防
止等重点措置区域の
追加により８月２日
から８月 日までの
期間措置に
・８月 日︑まん延防
止等重点措置の延長
に伴い期間が９月
日までに
・８月 日︑町立病院
に勤務する職員１名
の感染確認
全ての職員に対して
ＰＣＲ検査を実施し
た結果︑８月 日に
さらに１名の感染を

31

27

30

11 件

18

25

12

26

28

告

16

16

３件
20

報

14

町の状況や事業経過
等を報告するもの

31

行政報告
30

17

18

2
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例
８６８万円

制
定
オゾン発生装置

する法律の一部改正に
伴う文言の修正

委員会付託

措置法の施行等に伴う
計画策定

議案第９号 町道の
路線認定及び廃止
路線認定は２路線
︵神森 号線︑目名８
号 線 ︶︑ 廃 止 は １ 路 線
︵静内湖畔線︶

企業会計決算審査

議案第 号及び第
号 令和２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︶

委員会構成
委員長
川端克美
副委員長 木内達夫

11

議案第６号 町過疎
地域の持続的発展のた
めの固定資産税の課税
の特例に関する条例制
定
過疎地域の維持的発
展の支援に関する特別
措置法の施行に伴い固
定資産税の課税免除を
規定するため

議案第７号 まちづ
くり基金条例及び町附
属機関設置条例の一部
を改正する条例制定
過疎地域の維持的発
展の支援に関する特別
措置法の施行に伴う関
連条文の文言修正
﹁新町建設計画﹂の
期間満了に伴い︑条例
から本計画の文言を削
除

議案第８号 町過疎
地域持続的発展市町村
計画の策定
過疎地域の維持的発
展の支援に関する特別

10

④感染症対策物品購入
事業
１９０５万９千円
⑤上下水道料基本料金
減免事業︵町内の飲
食店や宿泊業を対象
に減免期間を令和４
年３月請求分まで延
長︶

条

議案第５号 町個人
情報保護条例の一部を
改正す る 条 例 制 定
行政手続における特
定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関

②スクールバス等衛生確保事業

37

さらに詳しく検討を
加えるために委員会
を設けた議案

２件

各議員の表決結果
第5回定例会
◆全会一致したもの 19件
名

報告１：専決処分の報告について（新ひだか町手数料条例の一部
を改正する条例制定）

審議結果

議

案

議決日

案

議決日

議

名

審議結果

議案８：新ひだか町過疎地域持続的発展市町村計画の策定

原案可決

報告済み

議案９：町道の路線認定及び廃止について

原案可決

報告３：継続費の精算報告

報告済み

議案10：令和２年度新ひだか町水道事業会計決算認定

企業会計
決算審査
特別委員会

議案１：令和３年度新ひだか町一般会計補正予算（第５号）

原案可決

議案11：令和２年度新ひだか町病院事業会計決算認定

議案２：令和３年度新ひだか町簡易水道事業特別会計補正予算
（第３号）

原案可決

意見書案９：コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源
の充実を求める意見書

14

日

報告２：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

９月

承認決定

９
月

原案可決
16
日

９ 月

議案３：令和３年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算（第
４号）

設置決定
付託決定

原案可決

意見書案10：国土強靭化に資する社会資本整備等に関する意見書

原案可決

意見書案11：保健師等の大幅増員・保健所機能の抜本的強化を求
める意見書

原案可決

議案５：新ひだか町個人情報保護条例の一部改正

原案可決

意見書案12：出産育児一時金の増額を求める意見書

原案可決

議案６：新ひだか町過疎地域の持続的発展のための固定資産税の
課税の特例に関する条例制定

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

議案７：新ひだか町まちづくり基金条例及び新ひだか町附属機関
設置条例の一部を改正する条例制定

原案可決

議案４：令和３年度新ひだか町水道事業会計補正予算（第３号）

日

16

原案可決

3

決

定

※全会一致しなかったものは無し
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７月

日開催の議会臨時会では︑町長の

行政報告の後︑議案２件を審議し︑それぞ
れ可 決 し た ︒

６件

１件
３００万円

正

予

算

備品購入
・エアコン︑フロージ
ェネレーター︑シャ
ワー室設置工事など

議決日

７月

日

20

補

第４回臨時会

財 源
・一般会計
２８５０万５千円
・道補助金
４２５９万２千円

◆全会一致したもの ２件

性患者のうち︑無症
状・軽症者の宿泊療養
施設として活用してき
た
今後︑感染拡大︑変
異株の影響が懸念され
ることから︑感染対策
の設備充実︑医療体制
の機能充実を図る

主な項目
・個室 部屋 床整備
・簡易陰圧装置やナー
スコール設備などの

10

議案第１号 一般会
計補正予算︵第４号︶
保健衛生費に２８５
０万５千円を追加
議案第２号 病院事
業会計補正予算︵第２
号︶
７１０９万７千円を
追加
旧介護老人保健施設
﹁まきば﹂を新型コロ
ナウイルス感染症の陽

10

各議員の表決結果

までに
・６月 日︑町新型イ
ンフルエンザ等対策
本部開催
・ ６ 月 日 ︑﹁ 感 染 防
止に向けた協力要請
及び町有施設の再開
等﹂チラシの新聞折
込実施
・７月８日︑まん延防
止等重点措置区域が
７月 日をもって解
除
寄付
件数
金額

病室シャワーブース・陰圧装置

18

その他工事・委託業
務入札執行内容
工事契約
５件
３億７５３８万６千円
件
工事入札
３件
委託業務入札

原案可決

議案２：令和３年度新ひだか町病院事業会計補正予算（第２号）

原案可決

議案１：令和３年度新ひだか町一般会計補正予算（第４号）

審議結果

名

案

議

第４
４回
回 臨時
臨時会
11

新型コロナウイルス
感染症に関する対応
・６月 日︑緊急事態
措置からまん延防止
等重点措置区域に変
更され措置期間が６
月 日から７月 日
17

21

10

２件

20

町の状況や事業経過
等を報告するもの

20

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
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可決議案
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※全会一致しなかったものは無し
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・12歳〜19歳のワクチン接種率は

・静内川の防災と治水対策は
・地域防災計画に男女共同参画の位置づけは

・静内市街公共下水道未整備区域の計画策定を
・補聴器助成に向けた実態調査を

・災害廃棄物処理計画策定の取り組みは
・町議選挙公費負担は

・漁業振興策は

Ｑ
歳から
接種率は

12

歳までのワクチン

19

Ａ
％の接種率となって
いる

公明党クラブ
池田 一也 議員

67

問 新型コロナウイル つながる︑努力をすべ は本人の意思と保護者
の署名同意が必要とな
ス感染症のワクチン接 きではないか︒
種での︑ 歳から 歳 答︵ワクチン接種対策 っている︒判断基準と
室長︶正しい情報の提 して正しい情報を提供
までの接種率は︒
答︵ワクチン接種対策 供は今後も様々な機会 する部分については︑
室参事︶１回目の接種 を通じて実施していき 説明会までは考えてい
ないが︑ホームページ
率は 歳以上では８割 たい︒
以上の接種率があるが︑ 問 教育委員会では︑ や広報紙など様々な手
歳から 歳以下の約 どのような対応をして 段を通じて︑指摘のと
１５００人では︑約１ いるのか︒町と教育委 おり教育委員会とも連
０００人が実際接種さ 員会が︑連携を持ち︑ 携をとりながら︑周知
れ︑ ％の接種率とな 説明会などをすべきで は今後も継続し︑接種
につなげる対策を講じ
はないのか︒
っている︒
特に小学生から中学 答︵教育委員会管理課 ていきたい︒
生︑高校生は︑本人の 長︶教育委員会として
意思は当然だが︑保護 も︑ワクチンの接種は︑
者の同意も必要になる︒ 必要であると考えてい
そういった意向も反 るが︑強制的に︑教育
映された形での︑現在 委員会からも学校から
も︑このワクチン接種
の接種率と考える︒
問 ワクチン接種対策 を進めるというような
室が小・中・高校に出 指導は︑出来ないし︑
向いてでも正しい情報 一切行っていない︒
の提供は︒心配を払拭 答︵ワクチン接種対策
して︑ワクチン接種に 室長︶ワクチンの接種

5
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◆一般質問とは、政策全般にわたる諸問題を質問すること

67

19

19
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静内川の防災と治水対策は

問 国の防災・復興で
男女共同参画の役割の
位置づけについて︑町
の見解は︒
答︵総務課長︶内閣府
の﹁男女共同参画白書
令和３年度版﹂には︑
防災・復興に女性参画
拡大を推進しており︑
本町としてその必要性
は認識している︒
問 町の﹁地域防災計
画﹂等の男女共同参画
の役割の位置づけは︒
答︵総務課長︶町の地
域防災会議には総数
名で女性委員はいない
状況である︒今後は北
海道地域防災計画と整
合性を図りながら適切
に見直しをする︒

Ｑ 地域防災計画に男女共同参
画の役割の位置づけは

Ａ 北海道地域防災計画と整合

問 防災士研修講座の
受講者を募集する考え
は︒
答︵総務課長︶防災士
になるためには︑金銭
的︑時間的にも︑負担
がかかる事から︑本町
は北海道が取り組んで
いる﹁北海道地域マス
ター﹂の認定を推進し
ている︒本町が把握し
ている数で︑総勢 名
の北海道地域防災マス
ターの登録がされてお
り︑引き続き北海道地
域防災マスターのフォ
ローアップ等を推進す
る︒

防災士の取り組み

を進めている︒一定期
間の事態を踏まえ︑そ
の後の対応を検討する︒

性を図り適切に見直しをする

コロナ禍に於ける女
性の負担軽減に関す
る﹁地方女性活躍推
進交付金﹂の活用

問 緊急要望について
の見解は︒
答︵企画課長︶コロナ
禍で顕在化した女性が
抱える問題を解決する
ための︑交付金を活用
し女性に寄り添った支
援策の要望の趣旨をふ
まえ対応検討した︒町
においてコロナ禍に入
ってから女性からの困
りごと相談が増えてい
る状況にはなく︑交付
金を活用した事業は考
え て い な い ︒﹁ 生 理 の
貧困対策﹂は実態把握
の意味から試験的に︑
公共施設の窓口で生理
用品の無料配布の準備

49

Ｑ

20

Ａ 土砂除去と樹木伐採等を
継続要望していく

18

問 北海道が管理して いる状況を確認してお 問 民法改正により︑
いる静内川は︑河道内 り︑土砂除去や樹木の 来年４月１日から成人
立木が生い茂り︑土砂 伐採などの維持管理に 年齢が 歳から 歳に
堆積と中州が形成され︑ 継続して要望している︒引き下げられる︒親の
同意を得なくとも自分
流水の阻害になってい
の意思で様々な契約が
る︒過去に大きな氾濫
できるが︑中高生に対
があっただけに町民に
する消費者教育が必要
とって不安である︒早
と思われるがどうか︒
急に目に見える形で防
答︵教育委員会管理課
災・治水対策をすべき
長︶中学校において︑
ではな い か ︒
﹁消費者の８つの権利
答︵建設課長︶毎年度
と５つの責任﹂につい
北海道との社会資本整
て学習しており︑教育
備推進会議において︑
河川︑砂防︑道路など
また︑道では河川法 委員会としても消費者
の管理や整備について に基づき︑維持管理体 庁 の 令 和 ２ 年 度 事 業
要望や意見交換を実施 制が整備されていると ﹁中学生向け消費者教
している︒静内川の状 いうことであるが︑今 育プログラム開発に関
況については︑毎年度 後も安心安全のため︑ する検討会﹂において
要望する前に現地調査 継続して要望していき 作成された中学生向け
消費者教育プログラム
で︑国道橋上流から目 たい︒
等の活用も図られるよ
名川の合流付近まで︑
う推進したい︒
河道内の中央に土砂が
中学生向き消費者
堆積しているほか︑柳
教育プログラム等
などの樹木が繁茂して
の活用
静内川河口付近

公明党クラブ
建部 和代 議員
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凌雲クラブ
畑端 憲行 議員
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ha

ha

ha
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Ｑ 補聴器助成に向けて実態調
査をすべき

Ａ 集団健診等で聴力に関す
る啓発を行う

15

Ｑ 静内市街公共下水道汚水未
整備区域の計画策定を

ha

園子 議員
谷

問 加齢性難聴者の中 おり︑これに対し防御 公的助成は︑相当な財
には︑補聴器が高くて 因子として︑運動や食 政負担を伴うため︑現
買えない人が多い︒高 習慣︑社会参加等︑日 時点では考えていない︒
齢者に対し︑聴覚障害 常の取り組みが重要と
の有無や補聴器の使用 されている︒疾病の早
状況について実態調査 期発見と健康的な生活
できないか︒難聴は認 習慣作りを目的とした
知症発症の危険因子の 特定検診等の機会にお
一つともされ︑補聴器 いて啓発を行うことは︑
を付けて難聴に早く対 大変意義がある︒特定
応すれば︑生活の質を 健診の﹁質問票﹂の様
落とさず認知症予防に 式は国で規定されてお
冬の暖房費支援を
もつながる︒高齢者の り︑聴力についての項
特定健診の問診の中に︑ 目を入れられないが︑
聴力についての項目を 今後においては特定健 問 今年の灯油代は１
入れられないか︒また︑ 診等の集団健診の場面 ℓ 円 ︵ ９ 月 日 現
補聴器購入への助成は を活用して︑聴力低下 在︶と高騰している︒
に関するセルフチェッ 町民の冬の暖房費を支
できないか︒
答︵健康推進課長︶国 クや予防的生活習慣に 援できないか︒
の認知症施策︵新オレ ついてのリーフレット 答︵福祉課長︶冬期間
ンジプラン︶において︑ 配布及び︑相談などを に暖房費が上昇し︑相
認知症の危険因子とし 行う︒アンケート等の 当な経済的負担になる
て︑加齢︑遺伝︑高血 実態調査は考えていな と判断した時に︑一定
圧︑糖尿病︑そして難 い︒加齢による軽・中 額を助成することを検
聴もその一つとされて 度の難聴対策としての 討していきたい︒

7
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Ａ 事業計画の見直し策定に
取り組む

駒場の未整備地区

問 市街地区周辺の住 宅団地整備区域町内会 海域等の公共水域の水
宅立地状況を鑑みると︑ の中野町・神森の戸数 質保全のための整備と
汚水処理普及率の改善
計画区域内の未整備区 と面積の現状は︒
域及び隣接地に住宅団 答︵上下水道課長︶事 に向けて取り組みする
地化されている実態︑ 業区域内で今後整備を ことで持続可能な公共
一部住居地区では浄化 予 定 し て い る 面 積 は 下水道事業の運営に努
槽にて町道雨水管や水 ４・３ ・６戸である︒めるべきでは︒
事業区域外の既存住 答︵上下水道課長︶事
路などに放流されてい
る状況から︑都市計画 宅が集合している面積 業計画区域外について︑
区域内の公共下水道事 は ・５ ・３３０戸 地域等の実状を考慮し︑
業のあり方を踏まえて︑ あるが︑一部区域外接 下水道法に基づき︑事
汚水管渠の面整備の見 続と浄化槽の汚水処理 業計画の見直し策定に
取り組む︒
直し策定に取り組むべ である︒
全体計画区域外の住
きであ る が 現 状 は ︒
事業区域内の住居地 宅団地集合の中野町ま
未整備区域町内会の中 きばの里周辺地区で面
野町・柏台・神森・駒 積４ ・ 戸は浄化槽
場の戸数と面積の現状 の汚水処理であり︑神
森地区の面積０・６
は︒
・８戸は区域外接続
事業区域外の住居地
未整備区域町内会の駒 である︒
場・神森・中野町・旭 問 現状を踏まえ︑未 ︻その他の質問︼
町の戸数と面積の現状 整備区域の汚水管渠整 ・小中学生の健康診断
備の見直しにより︑公 に係る視力調査の現状
は︒
全体計画区域外の住 衆衛生の向上︑河川︑ 把握と今後の保護対策

99

新星会
城地 民義 議員
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Ｑ 災害廃棄物処理計画策定の
取り組みは

日高中部環境センター
焼却施設「うまっくりん」

問 国は東日本大震災 般廃棄物基本計画は令 この計画の策定主体は
を機に災害廃棄物処理 和４年３月の策定を目 日高中部衛生施設組合
計画の策定を求めてお 指しており︑その計画 にある︒
り︑日高管内では︑す に災害とか津波の計画
でに平取・日高・浦河 を盛り込み︑構成町の
の３町が災害廃棄物処 意見をいただき災害廃
理計画を策定している︒ 棄物処理計画を作る︒
策定は市町村等とな
災害が発生する前に
計画策定が必要︒我が っており︑現状におい
町は策定の取り組みを ては日高中部衛生施設
組合で策定する︒
行う考 え が あ る か ︒
答︵生活環境課長︶計 問 日高中部衛生施設
残土の廃棄地状況
画策定は防災計画や一 組合だけで策定できる
般廃棄物処理基本計画 ものではない︒町の担
との整合性を図るため︑ 当課なり衛生施設組合 問 工事残土の廃棄地
現在︑日高中部衛生施 と連携する部署を明確 確保状況について︑廃
設組合で一般廃棄物処 にして策定に取り組む 棄地は災害の危険はな
いか︒
理計画の見直しを行っ べきと思うが︒
ており︑終わり次第︑ 答︵副町長︶本来︑各 答︵建設課長︶工事残
日高中部衛生施設組合 市町村が行う業務を広 土は適切に処理されて
で策定の検討に入る︒ 域行政として新ひだか おり︑残土が起因とな
問 災害廃棄物処理計 町と新冠町で日高中部 り流出等の災害が発生
画策定は日高中部衛生 衛生施設組合を組織し︑する危険な箇所はない︒
施設組合が行うのか︒ ゴミ処理等の処理区域
答︵保健福祉部長︶一 を広げて行っており︑

Ａ 日高中部衛生施設組合
が策定

清流会
北道 健一 議員

問 来年は新ひだか町
の町議選挙の年であり
多くの市町村において
無競争当選が多いが公
平な選挙のために公職
選挙法が改正された︒
公費負担について大
幅に改正され︑立候補
者が多数でる環境をつ
くるために周知を図る
べきでないか︒
答︵選挙管理委員会事
務局︶町議選も供託金
制度が導入され︑一定
の得票数を下回ると供
託金が没収される︒選
挙に係わる経費につい
ても︑公費負担制度に
かかる内容についての
周知はもとより︑選挙
制度などについても町
広報紙をはじめ︑町ホ
ームページ︑フェイス
ブックなどのＳＮＳも
活用し周知を図ってま

下川 孝志 議員

Ｑ

町議選挙の公費負担について

Ａ 公費負担制度について
周知を図る

いりたいと考えている︒あるべきだ︒
問 公共施設の全面施 答︵総務課長︶感染防
設の全面閉鎖について︒止を第一に務めている
今回は図書館につい のでご理解してほしい︒
ては一部開館され町民
から喜びの声がある︒
しかし︑コロナ感染
防止を理由に殆どの公
共施設が閉館されてい
る︒
私は﹁閉じこもれ﹂
より︑各種施設の構造
や立地条件や周囲の環 問 我が町の新型コロ
境等を考慮した利用が ナウイルス感染症対策
あってもいいと考える について自宅療養での
が︑殆どの公共施設が 家庭内感染がみられる︒
閉鎖の理由は何か︒
我が町では入院できな
答︵総務課長︶感染防 い場合︑地域包括病床
止の視点からやむをえ は使えないのか︒
ない︒
答︵健康推進課長︶保
問 パークゴルフは外 健所の範囲であり︑個
であるし︑密集しての 人情報については答え
競技ではない︒町民の られない︒地域包括病
交流︑運動等の必要性 床の目的ではない︒
からも︑もっと工夫が

静内川右岸パークゴルフ場
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Ｑ

漁業の振興策について

Ａ 国・道に対して支援対策
の構築に向け働きかける

問 昆布や秋サケ漁な や漁法の改善・変更な 策や環境悪化により影
どは苦しい状況が続い ど将来的には既存の漁 響を受ける漁業への支
ている︒海水温の上昇 業にとらわれず︑柔軟 援対策の構築に向け︑
が影響していると言わ に適応することを選択 働きかけていく必要が
れているがその対策は︒ 肢とする必要もあるの あると考える︒
答︵水産林務課長︶水 ではないかと推察する︒問 昆布乾燥機の導入
産資源の資源量が水温 これらの課題について 等は漁業者が漁業の将
等海洋環境の影響を強 は︑一地域で取り組む 来に確信を持って取り
く受けている︒中でも には大きな問題であり︑組める対策に︒
水温は︑変動の推移や その対策を模索してい 答︵水産林務課長︶漁
業者の自立的・主体的
水産資源との関係が調 る状況だ︒
査・報告されている︒ 問 国・道と緊密に連 な組織強化を行う場合
これらの報告では地球 携し支援対策の構築を には︑国・道の補助制
温暖化が︑海水温や海 強く要望すべき︒また 度を活用し︑導入の要
面水位上昇の原因と言 他町との連携による対 望に対して協議してい
われており︑世界各地 策強化を訴えるべきと きたい︒
思うが︒
で問題 化 し て い る ︒
町沿岸でも南方系魚 答︵水産林務課長︶大 ︻その他の質問︼
種の回遊が多く見られ きな問題であると捉え ・地方債借入金２１０
海水温の上昇が当町漁 ている︒他の沿海市町 億円の返済と投資余力
業に少なからず影響を 村との連携はもとより について
及ぼし懸念しているが︑ 漁協や漁連を始めとす ・降雨災害多発化と避
これまで抜本的な改善 る漁業系統団体とも連 難対策
対策が見出されておら 携を図り︑国や道に対
ず︑新たな魚種の選定 し︑海洋環境の改善対

9

凌雲クラブ
田畑 隆章 議員

町民に見える「議会だより」に！！！
身近なところに置いてあります

「議会だより」は、町民に見える議会情報をお知らせすることはもちろん
「議会だより」は
ですが、町民の議会への関心と、情報共有、存在感を高め、期待される議会
の機能を十分に発揮することを目的に、年４回（４月、７月、10月、１月）
発行しています。

「議会だより」は、各自治会（町内会）のご協力でお配りしておりますが、
お手元に届かない方については、お住まいの自治会にご連絡していただき、自
治会に加入していない方、転入して間もない方は、主な町有施設に設置してお
りますので、ご活用ください。
※発行日の25日が日曜日、祝日の場合は翌日の発行になります。

［議会だよりの主な設置場所］
役場静内庁舎・三石庁舎・行政コーナー・公民館・総合町民センター・図書館・
博物館・静内体育館・三石スポーツセンター・観光情報センターぽっぽ・
ピュアプラザ・静内温泉・三石温泉「蔵三」・保健福祉センター・
子育て支援センター・静内警察署・静内郵便局・静内御幸郵便局・三石郵便局・
本桐郵便局・富沢郵便局・日高信用金庫静内支店・日高信用金庫三石支店・
イオン静内店・マックスバリュ静内店・セブンイレブン神森店・
セイコーマート静内高砂店・セイコーマート静内旭町店
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ᜭ˟ો᪃
議会は︑町民からその姿・
活動が見えるよう︑真に町民
の負託に応えられる議会とな
るため︑議会改革を進めてい
る︒
これまでも議会基本条例を
制定し︑議会の責務を明らか
にしてきたほか︑議会白書の
発行や︑議会報告会の開催な
ど一年間の議会の活動を明ら
かにしてきた︒
本会議︵定例会・臨時会︶
︑
全員協議会︑予算審査特別委
員会︑決算審査特別委員会︑
使用料等審査特別委員会︑介
護サービス事業等経営改善基
本方針に関する調査特別委員
会など︑住民生活に広く深い
関わりを持つ案件に関しては︑
Ｙｏｕ Ｔｕ ｂｅ のライブ機能
を活用し︑議会中継として発
信をしてきた︒また︑本会議
の議案や会議録は︑ホームペ
ージで公開しているほか︑会
議録は図書館で︑議会白書は
各公共施設等で閲覧すること
ができる︒
そして︑議会改革の次の取
り組みがこれらとなる︒


ᇹᲯ˟̊ܭׅƷဇƷಮ܇

ݰλႸႎὉဇ૾ඥ
①議会運営の効率化
・システム上には過去の議案や資料を含めて収納され、インターネット上にて会
議録や各種行政情報も検索できることから、タブレット（パソコンを含む、以
下同様）を用いて議案審議が効率的に進められる。
・災害時等にオンライン会議で情報共有や意思決定が可能となる。

②迅速な情報伝達と共有化
・郵送や電話、FAXによることなく、情報が詳細に即時に伝わる。

③住民に対する説明の明確化
・タブレットは持ち運びが容易で、資料等もカラーで見られるので、住民に対す
る説明が明確に行える。

④議会開催事務の効率化と経費削減
・議案や資料がデータで各議員に送られるので、印刷・製本等の作業が不要とな
り、他の業務に時間を充てられる。

10

令和３年10月 • 新ひだか町議会だより

テム上で処理していく

ブレットを用いてシス

議案書も資料も全てタ

えに係る用紙代などの

あるいは議案等の差替

むことは︑印刷・製本

議員に配付しないで済

また︑紙の議案を各

もので︑議員に紙資料

経費が削減される︒議

ペーパーレス会議は︑

を配付しないで会議を
当町は︑ペーパーレ

よいため︑そうした作

議員に配信するだけで

案や資料のデータは各

ス会議システム﹁ｍｏ

業に係る職員の負担を

行うものとなる︒

ｒｅ ＮＯＴＥ︵モアノ

議員が集まることが

た学習でも利用されて

事態が生じた際に︑緊

十分に活用できるよう︑

必要になったときに

いる︒

急の会議も行えるよう︑

現在は研修を行ってお

できない災害等の緊急

オンライン会議システ

り︑

月５日の総務文

ムを導入した︒

ソコン画面でのテレビ

ー ム ︶﹂ を 用 い る ︒ パ

アプリ﹁Ｚｏｏｍ ︵ズ

当町は︑Ｗｅ ｂ会議

ライン会議を行った︒

かれて︑試験的にオン

内庁舎と三石庁舎に分

教常任委員会では︑静

※操作勉強会は随時行っている。

会議であり︑学校での

Ｒ3. 6.18 令和３年度議会ＩＣＴ化に向けた取組
計画承認

軽減し︑他の業務に振

Ｒ3. 6.14 タブレット型端末機等の貸与

パソコン通信を利用し

Ｒ3. 5.31 議会オンライン等会議システム等構築
業務完了

ート︶﹂を用いる︒現

業務改善に寄与するこ

Ｒ3. 5.26 委員会条例等の改正

り向けることができ︑

本格的な運用を図るた

とになる︒
Ｒ3. 1. 7 議会オンライン等会議システム等構築
業務委託契約締結
Ｒ3. 3. 9 新ひだか町議会ＩＣＴ推進基本方針承認

在は︑このシステムの
め︑議員が本会議や委

ペーパーレス化は︑

用いて資料もカラーで

員会で積極的に活用す

議案審議がタブレッ

閲覧できるので非常に

議案や資料がシステム

トになることで︑過去

見やすいものとなり︑

るなど︑それぞれが研

の議案や資料︑行政情

住民に対する説明も正

上に収納されているこ

報︑会議録に瞬時にア

確に行うことができる

鑽を積んでいる状況に

クセスできることから︑

など行政や議会に対す

とから︑タブレットを

議案審議が効果的に進

る住民の関心が高まる
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新ひだか町役場三石庁舎

新ひだか町役場静内庁舎

ある︒

むものと期待されてい

ものと期待される︒

11

る︒

Ｒ2.11. 2 プロポーザル決定
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新ひだか町議会だより • 令和３年10月

議会改革度調査2020

前号（議会だより第58号）で、
｢ 議 会 改 革 度 調 査 ２ ０ ２ ０ ｣の

北海道ランキング

結果を掲載しましたが、今回
は、その詳細について報告いた

第６位

します。

＜ 調査概要 ＞
調 査 実 施 団 体・・・早稲田大学マニフェスト研究所 議会改革調査部会
調 査 対 象 期 間・・・2020年１月１日〜2020年12月31日
調 査 対 象・・・都道府県議会及び市町村議会
調 査 方 法・・・オンライン調査（ウェブフォームによる回答）
回 答 状 況・・・回答数1404議会 回答率78.5％
＜ 調査目的 ＞
全国の議会改革がどのような状況、傾向にあるか。また自己評価や改善で「善政競争」
を促し、議会改革の方向を定め、課題・ステージを提示する。
＜ 調査観点 ＞
議会が果たすべき役割として３つの柱（情報共有・住民参加・機能強化）をあげ、改革
度合いを数値化イランキング化した。
＜ 設問 ＞
質問は53問で「情報共有」「住民参加」「議会機能強化」の取り組みを聞く。
＊今年の特徴と傾向は新型コロナによる「オンライン会議の活用はじめ、議会ＤＸ（デ
ジタル）化の動きが見られた。
■総合ランキング

■エリア別（北海道）

■区分別（町村）

順位

議会名

順位

議会名

順位

議会名

１位

茨城県取手市

１位

芽室町

１位

北海道芽室町

２位

北海道芽室町

２位

別海町

２位

宮城県柴田町

３位

兵庫県西脇市

３位

福島町

３位

北海道別海町

４位

岩手県奥州市

４位

栗山町

４位

徳島県那賀町

５位

東京都町田市

５位

登別市

５位

北海道福島町

：

：

６位

新ひだか町

：

：

北海道新ひだか町

７位

帯広市

17 位

北海道新ひだか町

158 位

新ひだか町では、
平成30年より「議会報告会」を３回開催し、報告と町民が関心のあるテーマ「議員
のなり手不足を考える」、「介護サービス事業及び病院事業の今後について」の意見
交換を行い、「開かれた議会」の推進を図っている。
また、議会基本条例の制定、オンライン会議システムやペーパーレス会議システム
の導入などを行ったため、加点要素となったのではと考えられる。
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― 議会改革 ―
令和２年議会白書発行

ἕἚỂᜭ˟ɶዒửᙸợạὲ
新ひだか町議会では、YouTube（ユーチューブ）によ
る議会の試験放送を行っています。
過去の議会中継は動画として残っており、あとから視
聴することも可能ですので、こちらもぜひご活用くださ
い。

今年も、前年の議会活動を網
羅した『令和２年新ひだか町議
会白書』を作成しました！
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
ムページの「議会の概要」に掲
載していますの
で、ぜひご覧く
ださい。

https://www.youtube.com/channel/
UCS3R2OK08AF5a4
q6JgZVDqw/live

★チャンネル登録も

議会白書
掲載ページ

よろしくお願いします★
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◎総務文教常任委員会
ȁȁ˔˒
ȁȁ˕ˏ
ȁȁȁȁ˔
ȁȁ21ˑ
◎議会運営委員会
ȁȁ˓27
ȁȁ˔22
ȁȁ˕21
ȁȁȁȁ25
ȁȁ2123

フォト
シャッター

◎厚生経済常任委員会
ȁȁ˔38
ȁȁ˕26
◎議会広報特別委員会
ȁȁ˕ˏ
ȁȁȁȁ27
ȁȁ21ː
ȁȁȁȁ˓
ȁȁȁȁ24
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表紙は、三石小学校、東静内小学校１年生
の学校給食の様子。
新型コロナウイルス感染症の影響により需
要減や市場価格低迷となった地元産食材を町
内小中学校に提供することで、生産者支援や
消費拡大することを目的に実施。
みついし牛の「肉豆腐｣、静内産米（万馬券）
の｢豚丼ごはん」に、児童たちは「お肉がと
てもおいしかった」、「お肉たくさんくださ
い」などと言い、口いっぱいにほお張り、満足
な様子で楽しい給食時間を過ごしていました。

◆次回の定例会◆
◆次回の臨時会等◆
第６回臨時会

11月12日(金)

※日程は予定です。

一般会計決算審査特別委員会

11月16日(火)
〜19日(金)

※日程は予定です。

12月14日 (火)
〜17日 (金)
議会開会中は議会中継の画面が、議会の ➡
ない日は当町議会のYouTubeチャンネル
トップページが表示されます。

༎ਬࢃܱ

▼ 月と言えば食欲の
秋︑芸術の秋︑スポー
ツの秋のイメージです︒
心地よい天候のもと︑
スポーツ大会や各種催
し︑行楽の季節 だ
…っ
たはずですが︑コロナ
感染が長引き︑自粛の
秋が続いています︒
▼心配されるのは︑高
齢者の方々のフレイル
だと言われています︒
ごく普通に日常生活が
できていたのに︑コロ
ナで家に閉じこもるこ
とが続いて体力が落ち
てしまい︑体のあちこ
ちが弱ってしまうこと
です︒
▼コロナ禍になって︑
以前は当たり前のよう
に過ごしていた私たち
の日常生活が︑どんな
に貴重なものだったか
を実感しています︒
▼こんな時だからこそ︑
コミュニケーションを
取り合い︑人と人との
つながりを無くさない
ようにしていきたいで
すね︒
︵文・谷 園子︶
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