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今月号の主な内容です
◦６月定例議会

◦人権擁護委員候補者の推薦

◦ここを聞きたい・問いたい…

◦新ひだか町企業立地促進条例制定

生きがいセンターかわかみ、図書館・郷土館
〈工事請負契約可決される〉
～一般質問９人、18項目～

編集
発行

～三石地区１名任期３年間～

～起立採決・13対5で可決～
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図書館・郷土館建設工事が始まる
関係工事契約議案可決

工期は、平成26年11月28日まで

図書館・郷土館イメージ図

６月定例議会は６月 日
から 日までの４日間開催
され、町長の行政報告、専
決処分及び繰越明許費繰越
計算書の報告、人権擁護委
員候補者の諮問、９人の議
員の一般質問に引き続き、
「一般会計補正予算」など
議案が可決され、７件の
意見書についても可決され
ました。
中でも議案第１号は「生
きがいセンターかわかみ建
設建築主体工事」について、
議案第２号から第５号まで
は、「図書館・郷土館建設
建築主体工事」、「同・機
械設備工事」、「同・電気
設備工事」、「同・展示工
事」についてで、先に行わ
れた入札で契約額が全て５，
０００万円を超えるため仮
契約となっている工事請負
契約締結についての議案が
提出され、可決されました。
平成 年９月 日に発生
した十勝沖地震の被害によ
り、閉鎖を余儀なくされて
いた図書館及び文化センタ
ーについては、早期の解体
と新図書館建設に向けて道
との協議を続けてきました、
24

建設場所についても繰り返
し検討されてきましたが、
山手公園との一体化を図り
「防災機能を有した公園」
として整備をすることで、
国の交付金や合併特例債を
活用できるため、図書館・
郷土館の建設位置について
決定しました。
この議案第２号から第５
号までについて、川合清議
員より、次のとおり反対討
論がありました。（要旨）
「建設予定地について、町
にとってなくてはならない
図書館・郷土館は、もっと
地盤の安定した場所に建設
すべきだと、これまで何度
も求めてきました。ところ
が酒井町長はそれに耳を傾
けることもなく、大地震で
の液状化の可能性は否定で
きないと認めながらも、当
初の予定どおり提案してき
ました。今回の一般質問で
の質疑で明らかになったよ
うに、建設時には ｍ支持
杭を セットも打たなけれ
ばならず、基礎工事費用は
普通の地盤の場所に比較し
て大きな費用をかけ、完成
後も維持管理等に多額の経
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費をかけ続けなければなら
ないと予想されています。
軟弱地盤における土木作業
の内容は様々ありますが、
いずれも完全ではないもの
です。今はやりの言葉に
「ならぬものはならぬ」と
いうのがありますが、今も
これからも「なんであんな
所に」という意見も多くあ
り、将来に渡って批判され
続けられるだろうと考えら
れます。その時に「議会で
は全員一致で賛成した」と
いう結果に、私としてはと
ても耐えられないので、よ
って本議案には反対しま
す。」
これに対して、日向寺敏
彦議員より、次のとおり賛
成討論がありました。（要
旨）
「図書館及び郷土館は、地
域住民が多岐にわたる情報
を手にすることができる施
設であり、個人あるいはグ
ループの知的活動・文化活
動の拠点として、幼児から
高齢者まで自発的に学ぶこ
とができる生涯学習施設と
して、重要な役割を果たす
ものです。しかし、静内図

書館は平成 年９月の十勝
沖地震により全壊し、現在
仮設での運営を余儀なくさ
れて 年が経過しています。
また、静内郷土館も昭和
年開館で老朽化が著しく狭
隘な施設であるため、図書
館と同様に早期に整備する
必要があります。建設地の
選定にあたっては、これま
で様々な検討がなされてき
ましたが、①図書館・郷土
館建設と合わせて文化セン
ターの解体についても有利
な補助制度がないか検討し
ていたところ、山手公園整
備事業により文化センター
から５００ｍ以内の建設地
であれば、処理が可能であ
ること、②地元山手町２自
治会の要望に応えることが
できること、③軟弱地盤で
の建設に対応すべく、実施
設計で十分な配慮がされて
いること、④公園と一体的
な施設として、魅力的な施
設整備であること、などか
ら、山手公園のゴーカート
場跡地としたものです。
教育委員会では、静内図
書館を本館、三石図書館を
分館とした機構改革等が検
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討されており、有機的に町
全域で展開しようとしてい
ることからも、本館機能を
担う新館建設は意義深いも
のといえます。図書館・郷
土館の整備はその効果が長
期間にわたり、次の世代に
おいても大きな財産となる
ものであり、今後の教育行
政において必要不可欠なも
のであります。以上のこと
から原案に対する賛成意見
とします。」
以上の討論をしたのち採
決され、賛成多数で原案と
おり可決されました。
なお、「生きがいセンタ
ーかわかみ」の工期は平成
年１月 日までとなって
おります。
また、
「図書館・郷土館」
の工期は平成 年 月 日
までとなっています。
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補正予算の主なものは、
次のとおりです。
○三石本町デジタルテレビ

の追加補正

４億９，５０４万円

補正予算可決、
一般会計で

26

８，
９５０万円

中継局建設工事請負費等と
して
２億４６７万円

○軽種馬振興対策事業補助
金として
７，
６２０万円

○鳥獣被害防止緊急捕獲奨
励金として
３，
２０６万円

○地域の元気臨時交付金事
業（青柳中央線改良舗装工
事他４件）工事請負費とし
て


改修予定の北海道市場

議決された議案等

○専決処分の報告（損害賠
償請求事件の和解及び損
害賠償額の決定）
○繰越明許費繰越計算書の
報告（一般会計６件、三
石地区簡易水道事業特別
会計１件、介護サービス
事業特別会計２件）
○人権擁護委員候補者の推
薦（諮問）
・山田 博継氏（ 歳）
（再任）
○工事請負契約提携
※生きがいセンターかわか
み建設建築主体工事
○工事請負契約提携
※図書館・郷土館建設建築
主体工事他３件
○企業立地促進条例制定
※企業立地を促進するため
に、支援措置を講じ地域
経済の活性化や雇用機会
の拡大を図る
○過疎地域自立促進のため
の固定資産税の課税の特
例に関する条例制定
○暴力団の排除の推進に関
する条例制定
○下水道設置条例の一部を
改正する条例制定

72
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書

・第 回しずない桜まつり
の開催結果
・競争入札等参加資格者指
名停止
・工事の仮契約（５月 日
５件）
・工事に係る入札等の執行
（３月 日～５月 日、
件）
・委託業務に係る入札の執
行（５月 日～５月 日、
３件）
29

議員の派遣

14

次のとおり議員を派遣す
る。
○件名
北海道町村議会議員研修
会
・目的
議会の活性化及び研修
・期日
６月 日～６月 日
・派遣場所
札幌市
・派遣議員
全議員（議長）
○件名
レキシントン市姉妹都市
提携 周年記念事業友好
親善訪問団
28

・目的
姉妹都市友好親善交流
・期日
７月２日～７月７日
・派遣場所
アメリカ合衆国レキシン
トン市
・派遣議員
議長

町民保養施設
静｢内温泉」の
指定管理者決まる

耐震診断結果により危険
性が高いということで平成
年３月から休館し、昨年
８月から改築していた「静
内温泉」が、いよいよ８月
末で完成予定となっていま
すが、この施設の管理運営
を行う指定管理者に「株式
会社環境整備公社」が決ま
りました。指定期間は、平
成 年 月１日から平成
年３月 日までとなってい
ます。なお、オープンは
月からを予定しています。

町民保養施設「静内温泉」イメージ図

○下水道受益者負担金条例
及び下水道排水区域外受
益者分担金条例の一部を
改正 す る 条 例 制 定
○北海道市町村総合事務組
合規約の一部を変更する
規約
○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
○辺地に係る公共的施設の
総合整備計画の策定及び
変更
○過疎地域自立促進市町村
計画 の 変 更
○指定 管 理 者 の 指 定
※町民保養施設「静内温
泉」の指定管理者の指定
○ 財産 の 取 得
※介護用低床ベッド一式
（ 組）

見

就学保障充実など２０１４
年度国家予算編成における
教育予算確保・拡充に向け
た意見書
提出者 進藤
猛

・道教委「新たな高校教育
に関する指針」の見直しと
地域や子どもの実態に応じ
た高校づくりの実現を求め
る意見書
提出者 進藤
猛

・地方財政の充実・強化を
求める意見書
提出者 進藤
猛

・平成 年度北海道最低賃
金改正等に関する意見書
提出者 進藤
猛

・介護サービスから「軽度
の高齢者」分離に反対する
意見書
提出者 川合
清

・輸入価格高騰対策の抜本
的強化など経済対策の転換
を求める意見書
提出者 南川 州弘


行 政 報 告
・平成 年度札幌三石会総
会への出席
・静内漁港の安全対策に関
する要望活動

29

10

意
・不採算地区病院の適用要
件の改正に伴う特別交付税
の見直しに関する意見書
提出者 日向寺敏彦

・義務教育費国庫負担制度
堅持・負担率１／２への復
元、「 人以下学級」の実
現をめざす教職員定数改善、

31 10
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ここを聞きたい、問いたい…
～一般質問９人、 項目～

支援策の取組みについて
・竜巻対策、集中豪雨、台
風対策、春立地域治山事業
要望の対応など

津波避難計画の作成状況は
地域版策定は各自治会と協議を進める

（その他の質問）
・学校跡地の利活用（６
校）進捗状況
・企業立地促進法に基づく

Ｑ
Ａ

町海岸線は、本年度から現
地調査と実施設計を行い、
用地購入と支障物件の移転
補償に取りかかる予定とし
ている。平成 年度までに
処理を終了させ、平成 年
度本工事着手、平成 年度
完成を目指す。本町海岸線
につながる、３４１本町通
りは、来年度から実施設計
を行い平成 年度までに用
地処理等を終了させ、その
後本工事に着手し平成 年
度完成を目指す。
質問 静内川上流にあるダ
ムは、地震による崩壊で山
津波の発生する心配はない
のか。
（総務課長答弁）北海道電
力の話では、ダムはもとも

公明党クラブ

Ｑ

舗開発担当者など（一行９
人）がピュアの現地確認の
ため来町されたので出店に
向けた具体的な協議のスピ
ードが速まったと考え、ま
た、ご指摘の専門的知識を
有した事業者のアドバイス
や力を借り、交渉にあたっ
てはみゆき通り商店街の要
望の趣旨、広くまちづくり
の視野からも、慎重かつ一
日も早いピュアの再建に向
けて交渉を進め、努力して
参る所存でございます。
質問 企業誘致・商店街の
活性化の観点からウエリン
トンホテル再開推進は。
（町長答弁）今後の進め方
として、町有の遊休財産は
もちろんの事、民間の不動
産情報の発信が重要で、そ
の中でウエリントンホテル
の土地も含めた活用につい
てもＰＲして参りたい。

質問 全町版と地域版の津
波避難計画の作成状況は。
避難道の整備状況は。
（総務課長答弁）全町版は
策定済みで、町広報に抜粋
を掲載する。町ホームペー
ジには全文掲載した。
避難道整備は、本年度は
駒場地区を予定している。
各地域では、その実態を協
議し町においては資材提供
を行っている。
地域版は、自治会長会議
で説明し、作成のお願いを
した。地域版策定は各自治
会と協議を進め、避難道整
備の要望が出た場合はその
都度協議したい。
（建設課長答弁）海岸町か
らの新たな避難道になる本

27
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26

Ａ

おり、道内の他市町村と比
較しても、企業には有利な
内容であり、今後町内にあ
る遊休敷地や建物などの物
件情報も発信し、雇用の創
出や地域経済の活性化に努
力してまいりたい。
質問 ピュアの再生計画、
みゆき通り商店街よりの要
望等に対する対応は。
（町長答弁）先週の 日に
トライアルカンパニーの店
14

池田一也 議員

28

細川勝弥 議員

企業誘致・商店街の活性化策とその現状
・推進について
企業立地促進条例提案・ピュアの再生
（協議は速まっていると考える）

質問 新ひだか町として企
業誘致促進をどのように取
り組んでおられるか。
（企画課長答弁）本定例会
に企業立地促進条例案を提
案するが、町内において条
例で定める支援対象業種に
企業立地に取り組む事業者
に対し、固定資産税等の課
税免除や雇用創出奨励金な
どの支援措置を講じ、更に
特に利活用を促進すべきも
のとして町が指定する町有
施設や民間の建物を活用す
る企業立地に対しては、上
乗せ支援として、財産取得
費や施設改修費等に対する
一部助成も行うこととして

再開またれる
「ウエリントンホテル」（上）
「ピュア」（下）

18

清創会
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と地震の震度幾らで崩壊す
るという概念がないそうで、
耐震設計がされていて安全
性に問題はないとの回答を
受けて い る 。
質問 静内ハウス団地計画
の進捗状況は。専従の指導
員を置くべきと考えるがい
かがか。花嫁対策で、結婚
を取りまとめた方には、プ
レゼントを考えてみてはど
うか。
（農政課長答弁）ハウス団
地は、静内目名地区に平成
年度から３カ年計画でハ
ウス 棟予定している。地
区の営農条件に即した、よ
り実践的な農業体験ができ
る環境を提供する。１年目
に農家研修をし、基本的技
術と知識を習得し、２年目
にハウス団地に入って実践
研修をしてもらい、３年目
に就農 と な る 。
（町長答弁）専従の指導員
は、３月議会での中島議員
からの指摘もあり、本年度
内から考えてまいりたいと
考えて い る 。
花嫁対策では、このプレ
ゼントについて本年度のう
ちから、いろいろと内部協
25

30

議させていただきたい。

41

・行政組織計画の見直しに
ついて

本年４月に施行された小型家電リサイクルの町の取り組みについて

の位置づけとあり方につい
て

Ｑ
Ａ

実施に向けて十分に検討、翌年度から回収で
きるように環境を整える

（生活環境課長答弁）今年
度中に当町の回収方法や体
制を含めまして検討した後、
来年度から小型家電リサイ

の回収の実施時期について

質問 小型家電のリサイクル

の高い資源が含まれており
その使用済小型家電から貴
重な資源を取り出し再生利
用することは社会的意義が
大変におおきいものがある。
特に再資源化にすることが
最終処分場の延命化と焼却
処理にかかる負担の軽減で
す。
デメリットについては、
消費者が分別する際、煩雑
化及び分別の手間の負担が
ふえる。回収方法によって
自治体の職員負担や費用負
担なども十分に考えられる。

建部和代 議員

町の活性化について

63

化率について（資料請求）
（企画課長答弁）平成 年
２月 日現在の住民基本台 質問 当町での小型家電の
帳の資料では、静内地区で 処理方法について伺います
は２万６７４人、高齢者５， （生活環境課長答弁）小型
家電は家電リサイクル製品
４５９人、高齢化率 ・
％、三石地区で４，３３４ ４品以外の電化製品で携帯
人 、 高 齢 者 １ ，５ ４ ４ 人 、 電話、電子レンジ、デジタ
高 齢 化 率 ・ ％ 、 総 体 で ルカメラ、ＤＶＤレコーダ
人 口 ２ 万 ５ ，４ ０ ８ 人 、 高 ー等の品目は、買い換えな
齢 者 ７ ，０ ０ ３ 人 で 高 齢 化 どによる回収リサイクルさ
率は ％となっております。 れ、廃家電については、一
般廃棄物収集をして一次破
（その他の質問）
・平成 年以降の総合計画 砕・二次破砕を行い鉄分・
アルミは再利用され、プラ
スチック類その他は焼却処
理をした後、最終処分場で
埋め立てを行っている。
質問 小型家電回収のメリ
ットとデメリットについて
（生活環境課長答弁）メリ
ットについては、焼却し埋
め立て処理された中に価値
25

26

（仮称）総合町民センター建設予定地

公明党クラブ

静内・三石両エリアの市街地に拠点となる施設が必要

力 議員
志田
35

Ｑ
Ａ

質問 三石市街地区の活性
化の観点から総合町民セン
ター（仮称）の位置づけは。
（町長答弁）本施設は、芸
術文化活動や地域活動など
様々な活動をできる、いわ
ばワンストップサービスを
可能として、複数の公共サ
ービス機能を一体化した施
設となることから、多くの
町民の情報交換や交流など
が活発に行なわれ、地域の
活気と賑わいをもたらす施
設として計画しております。
三石市街地の活性化と利便
性の高い交通アクセスとい
う立地条件を生かし、行政、
文化、教育、福祉といった
分野の総合的な一体化した
施設として建設しようとす
るものでございます。
質問 合併後の人口推移、
就業者数、大字ごとの高齢

真正会
28

28

29
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クルの回収ができる環境を 去 年間は毎年工事をし、 しながら町民の皆様、議会
整えてまいりたいと考えて 年間２回から３回で事業費 の皆様とともに取り組んで
は４００万円から１億３， 参りたい。
おりま す 。
質問 静内漁港の漂砂対策に ２００万円までの範囲です。 質問 行政は各種施策の実
施にあたり、内容、効果、
かかわる浚せつ工事はいつ頃 （その他の質問）
から行われているのか、また ・漁港整備の進捗状況につ 必要性、妥当性を整理し、
いて
町民及び議会に対して説明
規模と回数をお聞きします。
（水産林務課長答弁）当時 ・静内漁港の今後の対応に 責任を果たしますとあり、
その説明責任について町長
の資料がないため正確なこ ついて
とはわかりませんが、近年 ・ゼニガタアザラシの漁業 の考えは。
（町長答弁）条例の意義、
の状況は平成８年度以降過 被害と対策について
それを効果的に町民の皆さ
Ｑ 「新ひだか町まちづくり自治基本条例」について
んに実感していただくとい
Ａ 条例制定から五ヶ月少々。協働のまちづく
うようなことでは、行政と
りに向けた取り組みが始まったばかり条
してもやるべきことはたく
例制定の効果を実感できる状況ではない
さんあります。説明責任等
についても、当然まちづく
り予算の特別号とかも出し
ていますが、それに関して
いろいろなご意見があれば
こういうことでの問いかけ
ですとか、町民の皆さん方
が意見を行政に対して言っ
ていただける、そのような
機会も多く持っていくべき
だと考えています。
意見 身近に住民と接する
課、そして課における職員
の体制を含めて、町民とよ
く対話できる、そして解決
する方向を見つけていく、
そういう方向を含めて町長
質問 執行されてから５ヶ
月、各種行政サービスを含
め、条例制定の具体的な効
果の実感があればお伺いし
たい。
（企画課長答弁）条例制定
後すぐに協働のまちづくり
庁内検討委員会を立ち上げ、
町民参加のシステムづくり
を中心に条例に基づくまち
づくりに必要な仕組みにつ

猛 議員

いて、月１回以上のペース
で論議を重ねていますし、
何よりこの条例を多くの町
民に知っていただき、まち
づくりに興味を持って参画
していただくことが重要で
あると考えています。条例
制定から５ヶ月、今はまだ
まだ条例制定の効果を実感
できる状況にはありません
が、課題を一つ一つクリア

進藤

ばかりでなく、職員の質と
しての部分についても、常
にチェック体制をきちっと
していく、そしてこの基本
条例に定められた事柄を実
行していくということがな

ければ絵に描いた餅になる
だろうと思います。しっか
りと検証しながら、地域住
民と行政側と議会が連携を
保つことが必要だと考えま
す。

43

Ｑ
Ａ

南川州弘 議員

和 年建設の静内郷土館に
約１万６千点、昭和 年建
設 の 三 石 郷 土 館 に 約 １ ，３
００点の資料を収蔵してい
ます。この調査研究では、
古文書の調査、アイヌ民具
や考古学資料の調査を進め
ています。本年度より２カ
年で国指定史跡、シベチャ
リ川流域の整備を進め史跡
の保存管理計画を策定しま
す。
（社会教育課主幹答弁）発
掘についてですが、大きく
２種類に分けられます。一
つは、資料を収集する学術
調査です。もう一つは、道

町民連合

図書館と郷土館の活動内容について
小学校学校図書は本年度から蔵書を増や
し、考古学資料の調査を進めている

質問 新しく図書館と郷土
館が建設されることになり
ましたが図書館と郷土館は
どのような活動をして、旧
町以来、社会教育や生涯学
習にどのように関係してき
たか。また新町になった現
在の活動は何か。
（図書館長答弁）旧町より
静内図書館では生涯学習施
策の一環として、ボランテ
ィアで読み聞かせの会（つ
くしんぼ）、朗読奉仕（琴
音の会）、布の絵本手作り
グループ（福寿草）が現在
も活発に活動されています。
郷土館についてですが、昭

45

16

町民連合
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路工事とか建物を建てる場
合の調査です。近年は工事
の発掘調査には至ってない
し、学術調査も道内的にも
非常に低調になっていると
いうこ と で す 。
（教育長答弁）シベチャリ
川流域のチャシ跡群の整備
を進めて、今後史跡の保存
等に進めていく。委員会と
しては、文化財の保存、伝
承と考えると上級官庁との
協議の中で進めていくとい
う形になると思います。
質問 小学校の閉校に伴っ
て学校図書館の書物はどう
なって い る の か 。
（教育委員会管理課長）
年度と 年度で６校が閉校
になって、蔵書は３万１，
７１０冊ありましたが、三
石小学校や東静内小学校へ
の移動を含めて、町立施設
で ４ ，５ ０ ０ 冊 の 移 管 が あ
りました。教育環境の充実
23

22
新ひだか町静内郷土館

を図るために、学校図書整
備５カ年計画がつくられて
います。当町といたしまし

Ｑ

ても、整備を計画的に図っ
てまいりたいと考えており
ます。

子育て支援として①幼稚園就園奨励費と
②子供の医療費の補助について
来年度に向けて検討したい

10

（福祉課長答弁）財政的な
ことはあるが、子育て支援
や地域商品券の活用による
地域の活性化等の観点から
質問の趣旨を十分にふまえ
て検討したい。
質問 平成 年 月の臨時
議 会 で ピ ュ ア へ の ３ ，５ ９
０万円の融資をしたときに
町長はピュアが万が一破た
んしたときには、責任を取
ると表明されたが、町長の
責任の所在について伺いたい。
（町長答弁）ピュアへの後
継店が決まって関連議案を
提出するときに示したい。
一度の返済も終わらないう
ちに破産することは想定し
ていなかったので破たんし
たら責任を取ると表明した
が見通しが甘かった、不明

（町長答弁）説明をつまび
らかにすると事業者側が、
たとえば進出をやめたいと
いうことになると考える
と、やはり事をなすため公
開できないオープンできな
いことがあることを理解い
ただきたい。

市計画に上げ、財政措置も付けて現実的になるよう考えていきたい

合併し新ひだか町誕生４年くらいは他の道路を優先し着工したが、都

柏台・清水丘間の道路建設及び災害時の対処について

であった。
質問 ピュアあとの店舗交
渉をしている㈱トライアル
カンパニーとの交渉経過を
議会に説明しないのは新ひ
だか町自治基本条例 条の
行政説明責任の規定の趣旨
にそぐわないのではないか。

Ｑ
Ａ

23

質問 柏台・清水丘間の道
路建設が遅々として進まな
いのはなぜか、災害時避難
路の対応、自治会等協議を
し具体的な対策を立てたの
か、まだなら何時どのよう
な形でこの道路ができるの
か。そのことで本当の意味
での循環バス運行となるの
ではないか。
（町長答弁）旧静内町の都
市計画マスタープランには
記載され図面も災害時対応
の文言も記述されている。
新町誕生後行財政改革のた
め優先度が高い自治会から

の要望道路に手をつけてき
て４年経過した。この柏
台・清水丘間の道路につい
ては、やはり計画に上げ財
源確保などをし、やるべき
でないかと今は考えている。
（建設課長答弁）柏台・清
水丘間の道路整備について
は都市計画「北西部地域の
誘導及び整備の方針」の中
で災害時の避難路の位置づ
けで登載されているもので
すが、現在までのところ道
路整備計画としては未策定
であり新ひだか町総合計画
においても未登載な状況で

井上節子 議員

Ａ

質問 ①新ひだか町の子育
て支援としての幼稚園就園
奨励費補助は国の定める補
助基準の半分程度であるこ
と②幼稚園運営費補助も他
町よりかなり低く充実した
幼児教育のため増額の考え
は③三石地区から浦河町の
幼稚園に通わざるを得ない
子供の親の費用負担が重い
ことについて。
（教育委員会管理課長答弁）
いずれも来年度に向けて見
直しの方向で検討したい。
質問 子供の医療費支援に
ついて浦河町、えりも町で
実施しているが、親の所得
制限、支援対策を小学生ま
でとすること、医療費の限
度額等の組みあわせをする
べきでは。

町民連合

福嶋尚人 議員
22

清創会
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す。関連性の高い旧営林署
苗畑跡地の有効利用として
公園計画等の検討が進めら
れ、ライフラインとなる上
下水道整備計画などと深い
関わりがあり他の関連事業
との調整を図っている。道
路ができた場合には津波・
浸水・洪水などの災害発生
時には重要な役割を担う道
路になると考えています。
また現在までのところ道路
整備計画が具体化していな
いので関係する自治会とは

現時点では訓練を実施する
計画はありません。この道
路整備により交通網の利便
性は高いものであると認識
しておりますことから、道
路ができた場合には循環バ
スの運行経路として検討さ
れるのではないかと考えま
す。
（その他の質問）
・将来に向けての観光のあ
り方について（日高自動車
道関連）

労務単価引き上げ要請と実態調査を
要請はした、調査は勉強させてほしい
清 議員
川合
の企業が多いことなどから
技能労働者が減少し、将来
の災害対策や、インフラの
維持、更新にも支障を及ぼ
すおそれがあると引き上げ
られました。
町として、適切な価格で
の契約、技能労働者への適
切な水準の賃金の支払い、
社会保険への加入などにつ
いて建設協会を通じて要請

をおこなったところです。
労働条件等の町独自の調
査ですが、 月に国交省が
権限をもって調査し、翌年
度の労務単価を決めていま
すので、実施する考えはも
っていません。
質問 ４年前でしたか建設
労 働 者 の 平 均 賃 金 が ８ ，０
００円というとき、町長は
北海道に先がけて最低制限
価格を落札予定価格の ％
程度から ％前後まで引き
上げましたが、労働者の賃
金に反映されたと思ってい
ますか。
（町長答弁）賃金引き上げ
に反映してほしいとは思っ
ていたが、実態については
把握していません。
質問 私たちも町の実態は
とらえていませんが、道の
「建設工事下請状況等調
査」によると、逆に大幅に
下がったのです。ですから
道にならって労働者の賃金
等の労働条件の調査をすべ
きといっているのです。い
かがですか。
（町長答弁）私の思いも同
じです。道や他自治体の動
向を掌握し、建設労働者の
生活が成り立つように勉強
させていただきたい。
10

90

臨時議会

５月

日開催

13

て、「地方税法の一部を改
正する法律」に基づき、関
連する条文の追加、改正等
を行ったものです。
○新ひだか町都市計画税条
例の一部を改正する条例制
定について
○新ひだか町都市計画税条
例の一部を改正する条例制
定について
○新ひだか町国民健康保険
条例の一部を改正する条例
制定について
国民健康保険から後期高
齢者医療制度に移行した者
がいる世帯が、保険税の負
担増とならないよう特例措
置を講じてきたが、この特
例措置は５年間の時限的措
置であり、適用を受けられ
なくなる世帯が生じること
から、軽減特例措置の延長
等の改正を行うものです。
○新たに生じた土地の確認
と字の区域の変更について
新ひだか町三石港町 番４
地先の埋立地１，
２０９．
４
０平方メートル

工事請負契約締結について（静内青柳団地公営住宅外壁防
水 改 修 工 事 ）・（旧 静 内文 化 セ ン ター ・ 図 書 館解 体 工 事 ）・
休養施設特別会計補正予算などを可決

○工事請負契約締結につい
て
（静内青柳団地公営住宅外
壁防水改修工事）
３９１万３５０円
 ６，
（ 旧 静 内 文 化 セ ン タ ー・図
書館解体工事）
３５１万２千円
 ２億５，
○老人福祉センター改築事
業
６４９万１千円

を追加補正で可決されまし
た。
（その他の議件）
○専決処分の報告について
（損害賠償請求事件の和解
及び損害賠償の額の決定に
ついて）
○新ひだか町固定資産評価
員の選任につき同意を求め
ることについて
・選任された固定資産評価
員
氏名 榊 要
職業 新ひだか町
税務課長
○新ひだか町税条例の一部
を改正する条例制定につい

50

Ｑ
Ａ

質問 ４月１日から、建設
労働者などの人件費単価が
北海道の平均で ％も大幅
に引き上げられた。しか
し、現場ではそれが反映さ
れていない。業界への要請
と下請を含めての町独自の
調査を す べ き だ 。
（建設課長答弁）今年度、
全産業の平均を下回る賃金
水準、社会保険等に未加入
16

70

新ひだか町議会だより • 10

28

14
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↑全道議員研修会

５月８日

19日

21日

７月８日
５月７日

５月１日

６月７日

13日

31日
６月19日

６月11日

22日

日高中部消防組合議会臨時会

29日

佐渡市市民厚生常任委員会来町

（行政視察）

定期総会

日高中部衛生施設組合議会臨時会

日高中部消防組合議会定例会

༎ਬࢃܱ

北海道町村議会議長会

６月５日～６日

18日
◎経済常任委員会

◎議会運営委員会
20日

５月10日

19日
６月21日

７月11日

20日

17日

７月10日

22

６月14日
◎議会広報特別委員会

表する風景といえるでし
ょう。世界文化遺産に喜
ぶ反面、地元の方々が言
われるには、ゴミが増え
る心配があるということ
でした。せっかくの景観
がゴミで台無しになるの
で、ボランティアの方々
がゴミ拾いをしています
が、中々減らないと言っ
ておりました。北海道に
も、知床が世界文化遺産
になっておりますから、
身近な問題として、ゴミ
を捨てない意識を高めな
ければなりません。まず
は、車からのゴミのポイ
捨てをやめることから始
めましょう。

日高地区軽種馬議連総会

７月４日

北海道町村議会議員研修会

27日～28日

日高中部広域連合議会臨時会

26日

第４回定例会

18日～21日

第３回臨時会

５月13日

◎文教厚生常任委員会
◎総務常任委員会

６月 日、富士山が三
保の松原と共に、世界文
化遺産に登録され、日本
中が喜びに沸きました。
富士山は心を浄化させ
る不思議なパワーを持っ
ており、日本人の心を捕
え、支えとなっているこ
とは、今も昔も変わりま
せん。三保の松原は景観
もさることながら、天の
羽衣という艶やかな伝説
もあって、いにしえの
人々のロマンを今に伝え
ております。三保の松原
から見た富士山は、誠に
もって美しく、日本を代

６月10日

新ひだか町議会議会
改革について

議会のうごき

４、参院選の展望は？など、 この件については、議会
辛口の語りで、各党派の状 運営委員会で検討されてい
況や、高支持率の安倍政権 ますが、議会改革・活性化
の要件などを語り、大変興 を進めるにあたって、次の
味のある話で聞き入ってし 基本方針に基づき、検討項
まった研修会でした。２日 目の実現に取り組むものと
目の 日は栗山町のまちの しています。
駅「栗夢プラザ」視察、く 〔基本方針〕
りやまカルチャープラザＥ １、開かれた議会
ｋｉの施設見学、北の錦記 ２、親しまれる議会
念館と蔵の見学をして研修 ３、信頼される議会
４、 政策立案にかかわる議会
会を終えました。
５、議会議論の活性化
６、議会機能の活性化
７、議員の資質向上
←栗山町視察
「まちの駅」
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北海道町村議会議員研修会開催される
平成 年北海道町村議会
議員研修会が６月 日に開
催され、当議会より 名の
議員が参加し 日には栗山
町の視察を行いました。
１日目はコンベンション
センターにおいて、２人の
方の講演があり、最初の講
師は慶応義塾大学法学部教
授片山善博氏「議会改革に
期待する」をテーマに鳥取
県で知事を８年間されて改
革の知事といわれ、自分が
変だなと思ったことを変え
てきたとの言葉から始ま
り・地方分権改革と議会の
役割・チェックする議会・
現場や当事者を重視する議
会・住民に開かれた議会な
どのサブテーマでの講演で
した。次の講師の方は、政
治アナリスト伊藤惇夫氏
「今後の政局・政治展望」
をテーマで参院選の行方と
安倍政権の課題と題して
１、好調維持する安倍政権
２、最大課題は景気・経済
３、「非力」野党に明日は
あるの か
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