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第５回臨時会（８月５日）
第６回定例会（９月９日～12日）

第５回臨時会
臨時会には報告案件４件、
議案３件が提案され、それ
ぞれ承認、可決した。冒頭
３件の行政報告があった。
行政報告・報告事項・議案
の内容は、次のとおり。

行 政 報 告
福井県大野市制施行 周年
記念式典への出席
（７月１日開催、町長・議
長が出席）

工事に係る入札等の執行
（５月 日～７月 日、
件）

委託業務等に係る入札等の
執行
（６月 日～７月 日、４
件）

報 告 事 項

◦一般会計補正予算に係る
専決処分
（国民健康保険特別会計へ
の繰出金）

的に設置していた不法投棄
監視カメラの盗難による損
害賠償）

※専決処分とは、議会が
議決又は決定すべき事件
について、法定事由に該
当する場合等、長が議会
に代わってこれを処分す
ること。専決処分後は、
議会に報告し、承認を求
めなければならない。

議決された議案

◦議決変更について（工事
請負契約額の変更）
静内青柳町団地公営住宅
外壁防水改修工事は、補修
箇所（暴露端）等増加のた
め、５３５万８９６０円を
増額し、契約金額７６９０
万４６４０円を８２２６万
３６００円とする。

20

第 回みついし蓬莱山まつ
り
（７月６日開催、来場者約
７千人）

20

10

◦国民健康保険特別会計補
正予算に係る専決処分
（一般会計から繰出金を財
政安定化支援事業として繰
入し、保険税還付金（一般
分保険税過年度還付金）と
して増額補正）

12

10

10

29

◦後期高齢者医療特別会計
補正予算に係る専決処分
（保険料還付金（過誤納還
付金）として増額補正）

12

工事の仮契約について（２
件）
（静内柏台団地公営住宅等
建設工事その１、その２）
※法により予定価格５千
万円以上の契約は、議会
の議決が必要となるため
議決後に契約しなければ
ならない。５千万円未満
の金額は入札結果により
契約。

◦工事請負契約締結につい
て（２件）
静内柏台団地公営住宅等
建設建築工事その１
契約金額７５７５万１２０
０円
工期 平成 年 月 日完
成
静内柏台団地公営住宅等
建設建築工事その３
契約金額７３４４万円
工期 平成 年 月 日完
成

26

60

19

◦損害賠償請求事件の和解
及び損害賠償の額の決定に
係る専決処分
（静内川左岸緑地公園内に
おいて、株式会社ＧＩＳｕ
ｐｐｉｙより借用し、試験

26
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31

91

30

枝肉研究会における出品牛
の入賞について
８月 日に東京食肉市場
で開催された第 回「名人
会」肉用牛枝肉研究会に
て、出陳 頭中、和牛セン
ターの１頭が「優良賞」に
入賞

29

議決された議案等

静内対空射場における地対
空誘導弾の不明について
（口頭説明）
不発弾の不明は６日に発
生したが、町への連絡が
日となったことに対し、信
頼関係が損なわれることと
なるので、速やかな連絡を
お願いする、と申し入れた。

40

危惧種選定早期解除につい
て

馬産地活性化に関する要望
活動について
７月 日強い馬づくり軽
種馬経営の持続的発展に資
する馬産地活性化について、
それぞれの関係団体等とと
もに関係省庁・中央競馬会
へ要望活動を展開

第８回新ひだか夏まつりの
開催結果について
７月 日・８月 日・
日には、それぞれの会場で
第８回新ひだか夏まつりが
開催され、延べ約４万２千
人が楽しみました。

13

70

○財産の取得
（議案第１号）
患者通院バス（中型・定
員 名）を国の補助により
購入
○各会計補正予算（議案第
２号～６号までは別記）
○新ひだか町重度心身障が
い者及びひとり親家庭等医
療費の助成に関する条例の
一部を改正する条例制定に
ついて（議案第７号）

10

30

26

静内真歌地区被害状況

経過観察中のものを除いて
件、２２８９万１千円
時間の最大降雨量は、
静内 ・５㎜、笹山 ・５㎜、
三 石 ・０ ㎜ （ １ 時 間 あ た
り で は 、 静 内 ・５ ㎜ 、 三
石 ・５㎜）
14

日高地方の総合開発等に関
する要望活動について
７月 日に北海道知事・
北海道議会、 日には道内
選出国会議員及び国会関係
省庁へ要望活動を展開
・日高地方の総合開発につ
いて
・高規格幹線道路「日高自
動車道」の整備促進につい
て
・ゼニガタアザラシの絶滅

15

東京食肉市場でのセリ風景

49
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69 98

17
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の計 件、３０４０万円
時間の最大降雨量は、
静内 ・ ㎜、笹山 ・５㎜、
三石 ・０㎜

19

低気圧による被害状況につ
いて
・８月 日の大雨による被
害状況
被害は、住家被害（床下
浸水２件）、農業被害 件
（農作物２件、農業用施設
８件）、土木被害 件（河
川８件、道路 件）、林業
被害（治山施設１件（山
腹）、林道３件、その他１
件（治山流末埋塞））
被害額は、農作物の被災
23

34

24

82 57
0

第６回定例会
定例会は、９月９日招集
され、４日間、 日までの
日程で 開 催 し た 。
町長の行政報告、一般質
問（ 人、 件）を行った
後、報告（２件）を承認、
議案（１件）を可決し、一
般会計、特別会計、企業会
計等、議案 件が審議し、
いずれ も 可 決 し た 。
なお、企業会計決算認定
議案（２件）は、決算特別
委員会に付託された。
また、静内対空射場にお
ける地対空誘導弾の不明に
ついて、行政報告の追加が
あった 。

台風 号による被害状況に
ついて
・８月 日～ 日の大雨に
よる被 害 状 況
被害額は、農業被害１件
（三石稲見の頭首工が被
災）、土木被害 件（河川
４件、道路 件）、林業被
害１件（町有林の法面崩壊）

行 政 報 告

12

32

静内春立地区被害状況
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法改正による条例の改正
（平成 年 月１日から施
行）
・「父」の定義を明文化
○新ひだか町みついし昆布
温泉条例の一部を改正する
条例制定について（議案第
８号）
施設利用に係る入館料の
改正（平成 年 月１日か
ら施行 ）
・大人（ 歳以上の者）
４２０円 → ４４０円
（中人・小人は改正せず）
採決に当たっては、反対
討論、賛成討論を行い、起
立者多数により可決。
○新ひだか町立学校設置条
例の一部を改正する条例制
定について（議案第９号）

静内郷土館

町立静内第二中学校が統
廃合することによる改正
（平成 年４月１日から施
行）
○新ひだか町図書館条例の
全部を改正する条例制定に
ついて（議案第 号）
新ひだか町図書館の改築
に伴い、平成 年４月５日
オープン予定であるため旧
図書館条例の全部を改正。
○新ひだか町博物館条例制
定について（議案第 号）
新たに建築される博物館
（郷土館を含む）に関し、
名称・事業内容・職員・入
館制限等を定める（平成
年４月１日から施行）
○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（議案第
号）
組合加入団体の改正（総
務大臣の許可の日から施
行）
「中標津町外２町葬斎組合
→中標津町外２町葬斎組合、
根室北部廃棄物処理広域
連合」
○平成 年度新ひだか町水
道事業会計決算認定につい
て（議案第 号）
27

25

○平成 年度新ひだか町病
院事業会計決算認定につい
て（議案第 号）
議案第 号・ 号は、決
算審査特別委員会（委員８
名）を設置し、付託。
委員は、次のとおり。
委員長
福嶋 尚人
副委員長 木内 達夫
委 員
北道 健一
進藤
猛
田畑 隆章
池田 一也
城地 民義
川合
清

25

14

13

◦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（報告第１
号）
新ひだか町監査委員（２
名）より、平成 年度の一
般会計・特別会計及び公営
企業会計の決算に基づき書
類審査を行った結果、監査
委員の意見書を付して報告
された。全会計ともに是正
改善を要する指摘事項はな

報 告 事 項

14

25

27
12

10

27

13

26

10

26

12

11

11

い。
◦専決処分（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）
特養老人ホーム静寿園居
室内において発生した事案
（骨折）について、相手方
と和解したもの。原因は不
明であるが、前日の入浴介
助時のものと思慮される。

請願書

担当委員会に付託

子育てしやすい町づくり
の会
（代表 仲川 庸夫氏）
から、署名３３０５名を以
って提出された「新ひだか
町の『子どもの医療費無料
を高校卒業まで拡充する』
ことを求める請願につい
て」は文教厚生常任委員会
に付託。

※請願とは、国又は地方
公共団体等に対し、希望
を申し出ること。

意見書採択

（可決６本、付託１本）

○２ ０ １ ５ 年 度 予 算 （ 介

護・子ども）の充実・強化
を求める意見書
○「危険ドラッグ（脱法ハ
ーブ）」の根絶に向けた総
合的な対策の強化を求める
意見書
○奨学金制度の充実を求め
る意見書
○電気料金の再値上げの申
請を許可しないことを求め
る意見書
○外形標準課税適用拡大な
ど中小企業向け増税に反対
する意見書
○集団的自衛権行使容認の
「閣議決定」の撤回と立法
作業中止を求める意見書
（総務常任委員会付託）
○オスプレイの配備、全国
への訓練地拡散に反対する
意見書

※意見書とは、地方公共
団体の公益に関する事件
について、議会の意思を
意見としてまとめた文書
のことで、国又は関係行
政庁に提出することがで
きる。
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特別会計の主なもの
国民健康保険特別会計
◦保険税還付金
一般分保険税過年度還付
金

◦償還金（ 年度確定に伴
う）
◦後期高齢者医療特別会計
◦円滑運営臨時特例交付金
事業
介護サービス事業特別会計
◦特別養護老人ホーム静寿
園給食業務委託・特別養護
老人ホーム蓬莱荘
給食業務委託及び介護老
人保健施設まきば給食業務
委託に関する３ヶ年分の債
務負担行為可決

傍聴されるときは

※傍聴を希望する方は、役場静内庁舎３階の議場入口の傍聴人受付簿に住所・氏名・年齢を
記入するだけです。
※傍聴定員は、32人となっています。
※団体で傍聴するときは、あらかじめ議会事務局へご連絡ください。

議会の様子は次の施設でも視聴できます

○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」（静内駅）
○三石地区～みついしふれあいプラザ

新ひだか町ＨＰ（議会）からもインターネット中継

25

病院事業会計
◦静内医療費用
非常勤医員報酬、医学研
究調査報償
◦町立静内病院給食業務委
託及び三石国民健康保険病
院給食業務に関する３ヶ年
分の債務負担行為可決

議会を傍聴しませんか

２億４５９９万９千円

補正予算追加額

静内２校のトイレ改修工
事
◦訪問給食業務委託及びケ
アハウスのぞみ給食業務委
託に関し、３ヶ年分（ 年
度・ 年度・ 年度）の債
務負担行為を可決
29

※債務負担行為とは、予
算編成行為の一つであり、
後年度に債務を負担する
行為。債務負担は行うが、
債務履行は伴わない。

27
町立静内病院

一般会計の主なもの
◦税外過誤納等還付金
国庫負担金等返還金
◦国民健康保険特別会計繰
出金
◦日高広域連合負担金
◦地域介護・福祉空間整備
事業
◦農業委員会事務局経費
農地台帳システム改修等
整備業 務 委 託 料
◦農業後継者対策事業
経営開始型青年就農給付
金事業 補 助
◦花き野菜生産体制強化対
策事業
農業振興施設等整備事業
補助金
◦和牛 振 興 事 業
農業振興施設等整備事業
補助金
◦町道補修事業（修繕料）
◦河川管理経費（修繕料）
◦小学 校 管 理 経 費
静内５校のトイレ改修工
事
◦中学 校 管 理 経 費

内線311・312・314）までお問い合わせく

詳細については議会事務局（☎４３－２１１１
ださい。

28
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問
質
般
一

一般質問とは？──────────

定例会において、議会事務局を通じ事前に通告して、通告順に町政全般に
おける諸問題点を質問することです。

Ｑ

ピュア活用法の基本線は？

Ａ

小規模でも生鮮食料品店は入店させたい

白尾卓人 議員

問 現在「ピュア」の活
用について白紙に戻った
が、これまでの経緯から
小規模でも生鮮食料品を
扱う店舗募集の基軸は変
わらないと考えて良い
か。
答（町長）「ピュア」活
用は当初の大規模店舗の
募集は厳しいが、買い物
弱者のために小規模でも
生鮮食料品を扱う店舗募
集は頭の中心においてい
ることは間違いないこと
だ。
問 商店街振興やこれか
ら問題になる高齢化問題、
少子化問題、雇用問題な
どを考えれば外部の目、
即ち大学等高度知的資源
を活用した包括提携や部
分連携が必須と考えるが。

町民連合

答（町長）これまでもい
くつかの事例で町外の有
識者を招いて事業等に取
り組んで来たが、若者の
視点等も今後は必要にな
ると考えるので、域学連
携等含めて若い視点や外
部の目は必要と考え、何
かしらの形をこれから提
示していきたいと考える。
問 三石地区は今後過疎
化が進み交通弱者が増え
ることもあるので地域福
祉有償運送の枠を超えて
の新たな交通体系の必要
があると考えるが。
答（副町長）現在地域コ
ミュニティバスや福祉運
送が中心だが、民間事業
者・ＮＰＯ法人等含めた
新たな交通網体系の構築
を今後管轄部署の枠の見
直し等含め検討したい。
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Ｑ

高齢化の推計は
Ａ

平成37年には1.4人で一人の高齢者を支える

治体では１名で運用して
いるところもある。今後
近隣町の状況も見ながら
調査検討していく。
答（健康推進課長）賃貸
住宅も含め、いろいろな
場面でそういった問題が
起きている。地域包括シ
ステムの中で対応し、い
わゆる権利擁護の体制整
備を早急に検討したい。
問 特に郡部に住む医療
や介護を必要とする高齢
者は、ある程度固まって
もらう誘導や誘発のシス
テムを町としてつくるべ
きではないか。
答（町長）ある程度まと
まって住むほうが対応し
やすいと言えると思う。
私も課題として頭におさ
めておく。
問 認知症カフェを全町
でやるべきではないか。
答（健康推進課長）すご
く必要だと考えている。
ご支援をいただき進めて
いきたい。

Ｑ

静内地区児童クラブ、６年生までの拡大を

Ａ

児童館が狭く、公共施設の再利用含め検討
1.4

37

10

問 支援事業計画の策定
でニーズ調査を行ってい
ますが、ニーズの状況は。
答（福祉課長）就学前児
童と放課後児童クラブ登
録児童の２つを対象に実
施をした。児童クラブの
ニーズは小学校低学年で
％、高学年で ％であ
り、週１日以上の希望と
なっている。
問 平成 年度に一部改
正された児童福祉法によ
り放課後の児童クラブの
対象が６年生までと範囲
が明確化され、ニーズ調
査でも多くの希望がある。
児童クラブの対象を６年
生までとすべきでは。
答（福祉課長）三石地区
は６年生までとなってい
るが静内地区では３年生
までとなっている。既存
の児童館が狭く受け入れ
られない児童館があるが、
公共施設の再利用も含め
て検討している状況であ
る。

82

公明党クラブ

建部和代 議員

問 子ども・子育て支援
制度の対応で、事業計画
の策定は。
答（福祉課長）条例で設
置している子ども・子育
て会議の意見を聞くこと
としている。本年２月に
１回目、 月に２回目の
開催を予定し、事業計画
を進めて行きたい。
問 新制度の給付につい
て、施設型給付、地域型
給付を受けようとする事
業所は何件か。
答（福祉課長）施設型給
付を受ける意向を示して
いる事業所は、認定こど
も園１カ所、幼稚園１カ
所、私立の認可保育所５
カ所となっている。地域
型保育所給付は把握して
いない。

24

池田一也 議員
75

32

27

22

94

公明党クラブ
問 団塊の世代が 歳以
上となる平成 年の本町
の高齢化推計は。
答（健康推進課長）現在
の高齢化率は約 ％で、
高齢者人口は平成 年に
ピークになり、その後減
少すると推計している。
総人口に占める高齢者
の割合は増加を続け、生
産年齢人口が高齢者一人
に対して、平成 年には
人だったのに対して平
成 年には 人で一人の
高齢者を支えることにな
ると予想している。
問 高齢者の公営住宅入
居での連帯保証人を１名
とするなど、条例改正を
すべきではないか。もし
０名ならどうするのか。
答（建設課長）ほかの自
2.2

37
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Ｑ

地域おこし協力隊の戦略的活用を
Ａ

地域性を考慮し、精力的に検討したい

問 生涯学習の今後の課
題と展望並びに「生涯学
習都市宣言」を町として
制定し、内外に表明する
考えはあるか。
答（教育長）宣言の制定
については、生涯学習を
構築して推進しながら、
その節目に宣言する形で
理事者、関係機関と十分
協議したい。

木田哲量氏による文化講演会
「橋に魅せられて」
（新ひだか町出身）

三石地域自治区（三石地域協議会）について

Ａ

町独自の地域協議会にかわる組織の検討

清流会

北道健一 議員

問 町は、平成 年３月
末で 年を迎える。旧三
石町の区域には、合併特
例法に基づき「三石地域
自治区」が設置され特色
のある地域づくりを行う
為、地域の意見をまとめ
る「三石地域協議会」が
置かれている。三石地域
協議会の意見は町づくり
にどのように反映されて
いるか。
答（総務企画課長）現在
まで 回開催、三石地域
の諸課題を整理して三石
国保病院の存続、農業振
興、水産業の振興と有害
鳥獣の駆除、観光振興と
しての海浜公園利用促進、
小学校統合整備、下水道
事業推進、高齢者外出支
援、町立病院の医療体制
10

35

28

畑端憲行 議員

問 総務省により財源措
置される「地域おこし協
力隊」について、積極的
に受け入れ、地域振興や、
定住対策など地域力の維
持強化を図ってはどうか。
また、増員等を含めた今
後の展開を伺う。
答（静内病院事務長）現
在、病院でＩＴ企業のシ
ステム部門を設け、バー
チャル総合病院構想の各
種関連事業の推進を図っ
ている。今後は、病院事
業だけでなく、他の部署
での活用も展開したい。
答（企画課長）今後の展
開においては、先進自治
体の取組みを十分研究し
ながら、地域性を考慮し
活用できるよう検討した
い。

Ｑ

凌雲クラブ

の連携等、町長に意見を
提出、地域協議会の意見
を尊重した行政施策を進
めてきた。
問 三石地域自治区は
年間で終了となるが、以
後の地域自治区継続の考
えと町独自の三石地域協
議会の設置継続の考えが
あるか。
答（町長）条例制定で延
長も可能ですが、地域間
の課題を 年以内に解消
し、真に一つの町として
歩んでいこうとする当時
の協議書の趣旨を尊重す
る選択も考えられる。地
域協議会の意見を十分に
伺いながら、町独自の地
域協議会にかわる組織の
創設等も検討を重ねてい
きたい。

10

10
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Ｑ

農業後継者対策について
Ａ

後継者数たった150人の19％

問 意欲的に農業後継者
が取り組めるような基盤
づくりについての考えは。
答（農政課長）農家戸数
７８０戸中、後継者が居
るのは約１５０戸であり
担い手不足解消に向けた
対策はまったなしの状況
であり、町農業担い手育
成協議会と官民挙げて取
組んでいる。他の町村や
異業種からの参入も視野
に入れた取り組みを強化
していく認識だ。
問 日高広域農道につい
て、町民を犠牲にしてい
いのか。被害が起きてい
る認識はないのか。
答（農林水産部長）今後、
営農に不利益等が生じる
場合があれば、解決に向
け適切に対応していただ

けるよう強く要請してい
きたい。
問 一方的に契約解除、
合意書解除は振興局側に
問題があると思うが。
答（農林水産部長）新ひ
だか町として判断すべき
ものではない。
問 部長の考えと私の考
えは全く違うものであり
町負担の ・ ％の問題
だけでなく、交渉に立会
し、振興局とも打ち合わ
せをし進めてきた事から
も町の責任はあるはず、
町民の犠牲の産物であっ
てはいけないものであり
今後も追及していく。
（その他の質問）
・静内と三石の融和と一
体化
・ちょっと暮らし体験、
住宅の推進について
・浦河赤十字病院の精神
科病棟閉鎖への対応に
ついて

Ｑ

各学校に学校司書の配置を

Ａ

効果的な配置体制を検討する

下川孝志 議員

22

5

園子 議員

谷

問 子ども達の豊かな学
びを育てるために、小中
学校の学校図書館の充実
を図るべき。学校図書購
入費はどの位か。また各
学校に専任の学校司書を
配置するお考えは。
答（教育委員会管理課
長）地方交付税措置８３
７万円のうち４０４万円
計上。本の入れ替えを含
めさらなる充実を図る。
答（教育長）本年６月に
「学校図書館に学校司書
を置くよう努めるもの」
と法改正されたが、実際
の配置となれば、専門的
知識を有する者の確保が
不可欠である。町立図書
館との関わりも含めて、
効果的な配置体制を十分
に検討する。

日本共産党町議団

問 公営住宅に入りたく
ても空きがなくて困って
いる。増設の計画はない
のか。なければ借上げ公
住、買取り公住のような
制度を検討できないか。
答（建設課長）町は公住
の長寿命化計画をすすめ
ており、人口・世帯減少
から戸数も減らし、増設
はしない。
答（町長）困っている町
民に対しては、民間施設
を活用した家賃補助制度
などを考えたい。
問 町外の保証人を認め
られないか。事情により
見つからない時は、保証
人免除はできないか。
答（建設課長）町外保証
人は検討する。町の条例
には免除規定が既にあ
る。
答（町長）ご指摘の案件
の対応策は論議する。
（その他の質問）
・障がい者雇用の促進に
ついて
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Ｑ

農業振興のビジョンは
Ａ

肥育牛、素牛、ミニトマト、花き各10億円

まちづくり自治基本条例と予算編成の関わりは
町民の声を的確に捉え、知恵を出し合って、
より良い町づくりに取り組みたい。
Ｑ
Ａ

対策・担い手対策として
整備する計画で、地元農
協と協議をしている。
問 道の駅「みついし」
で地元産品をもっと販売
できないか。
答（商工労働観光課長）
特産品販売センターは日
高漁業協同組合が運営し
ており、協議が必要とな
るが、新ひだか推奨品販
売の見地から検討したい。
問 三石旭ヶ丘公園の整
備と管理は。
答（商工労働観光課長）
公園自体が老朽化してい
ることから、計画的な整
備改修の検討と管理体制
を検討したい。

和牛センターでの研修

清流会
10

川端克美 議員
10

問 作目別の生産目標と
具体的な施策は。
答（農政課長） 地域特
性を生かし肥育牛、素牛
でそれぞれ 億円、ミニ
トマト 億円、花き 億
円を目標としている。こ
のためビニールハウスや
和牛繁殖素牛の導入助成、
さらに本年度から和牛貸
付事業を実施している。
問 後継者が残れるため
の施策は。
答（農政課長）就農の為
に研修を受ける場合、研
修費として年１８０万円
を支給しており、その他
の直接的な支援はない。
問 旧三石二中跡地はど
のように活用するのか。
答（農政課長）三石ハウ
ス団地として新規就農者
10

猛 議員

進藤

25

問 例年９月には予算編
成の準備に取り掛かる時
期だが、まちづくり自治
基本条例と予算編成の関
わりは。
答（町長）条例を町政運
営の基本として常に念頭
におき、行政の責務や自
らの役割を果たしながら
進めたい。今後について
は、条例施行後、新たに
創設した「町民意見聴取
制度」や「公募委員制
度」「外部評価制度」な
ど、町民が自発的に参画
することができる仕組み
を効果的に用い、今まで
以上に町民の声を的確に
捉え、ともに知恵を出し
合ってより良い町づくり
に取り組みたい。
答（総務課長）新ひだか
町まちづくり自治基本条
例は町づくりの基本的な
制度と運営の原則を明ら
かにするため、平成 年
１月７日から施行してお

町民連合

り、目的は条例第一条に
規定されているが、町民
憲章の精神のもと、町づ
くりに関する基本的な事
項を定めている。町民の
権利や責務並びに議会及
び行政の責任を明らかに
することにより、それぞ
れの役割を果たしながら
町民を主役として協働の
町づくりを進めることを
目的としている。自治基
本条例と予算編成の関わ
りは、条例第二十条に財
政運営についての規定が
あり、「行政は中期的又
は長期的な財政見通しの
下総合計画等及び行政評
価を踏まえた予算編成を
行うとともに、財政計画
等を策定し、計画的で健
全な財政運営に努め
る。」とされている。こ
れは予算編成の関わりと
なる規定であり、町民意
見聴取制度や従来より行
われている「新ひだかま
ちづくり懇談会」等で広
く町民の意見等により、
行政サービスが評価され、
事業の見直しや政策形成
等に結びつくものと考え
る。それらを踏まえ予算
編成を行うべきと考える。
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安全な暮らしと自治会の役割について
Ｑ

安心
Ａ

自治会や自主防災組織と連携する

5

凌雲クラブ

田畑隆章 議員

問 シンヌツ川は、８月
日に１時間当たり降雨
量 ・ ミリであふれた。
近くの人は雨のたびに心
配している。防災情報は
自治会との間でどのよう
に共有されているか。
答（総務課長）警報が発
表された時点で総務課担
当職員等は役場庁舎に登
庁し情報をもとに、家屋
への被害や住民の生命の
危害が及ぶと認められる
場合に避難勧告や避難指
示を行う。
問 避難勧告は各地で失
敗している。新たにタイ
ムラインという国土交通
省の考え方で行うべき。
答（総務課長）タイムラ
インは台風などで予想さ
れる被害を最小限に止め
るため予め自治会を含め
た関係団体が避難行動に

移る行動計画をいい、検
討に入る予定だが、自治
会や防災組織が消防、自
衛隊など他団体と十分な
連携がとれるよう啓発し
ていく。
問 シンヌツ川は道河川
で改修が遅れている。改
修に伴う町道改修、橋梁
の架け替えを住民は期待
して待っているが。
答（経済部長）シンヌツ
川の河川改修の計画が出
来た時点で、町道にどう
影響を及ぼすかを判断し、
同時に建設計画を進めて
いく形で協議をしている。
工事が終わってからでは
なく、工事に掛かる時に、
同時に町道の方も着工す
るかと思う。

シンヌツ川の土砂排出

19

31

Ｑ 平成27、28年度の建築のランク分けは
Ａ 新ひだか建設協会の意見・要望を参考に
決定したい

福嶋尚人 議員

問 最低制限価格での入
札が続く事について、町
長は職員を信じていると
６月議会で答弁されたが、
その意味と見解を伺いた
い。
答（町長）私も同様に感
じているが、もし職員か
らそういった情報が漏れ
ているかということであ
れば大変なことであり、
当然に新聞沙汰になり、
職員も職員としての勤め
をできなくなるという事
態はよく認識しているも
のと思っており、まさか
ということで、私は職員
はそういうことはないと
信じている、という答弁
をした。今後についても、
そういったことが絶対に
ないように努めたい。

清創会

問 平成 年７月にピュ
アの１階及び２階の一部
を代物弁済で取得した時、
町長は買い物難民、買い
物弱者のための食料品を
中心とした店舗の１日も
早い入居をしたいと答弁
されてきた。今回のプロ
ポーザル（提案）では業
種を問わないフロント部
分の活用を優先するとい
うことだが方針変更の理
由は何か。
答（町長）年間の維持管
理費が相当な金額である。
シャッターの前面部分に
ついては、業種の区別な
く入店希望の調査をして
収入を得たい。
問 ピュア再生計画とい
う事で、業者に委託料を
支払ったが町長の設置し
たピュア活用検討会議の
内容も同じではないか。
答（商工労働観光課長）
委託業務の成果を活用し
て事務を進めている。

24
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安心・安全の町づくりについて
住民相互の協力体制を図り、地域みずから
防災意識の向上を
Ｑ
Ａ

援の充実やボランティア
の育成、地域における共
助など、特に重要な項目
の一つとして強く働きか
けていく。
問 防災体制の強化につ
いて、次の３点について
○人的強化整備
○組織強化整備
○施設強化整備
答（総務課長）気象庁の
防災情報提供システムに
より、流域雨量指数、土
壌雨量指数等の情報が提
供されており、大雨・台
風等の予測に活用。室蘭
地方気象台とも連携し、
気象情報の見通し等を問
合せるなど、予測体制の
強化を図っている。
町内には雨量計が カ
所設置されており、それ
らの情報により避難勧告
等を発令する場合は、防
災無線や携帯電話等のエ
リアメール、町広報車等
による情報伝達を行う。

Ｑ

健康づくり商品券事業の効果は

Ａ

徐々だが、効果を実感している

清創会

阿部公一 議員

問 防災対策について
自然災害に関し、町民
の生命・財産を守る、と
いう観点からどのような
考えで三期目の町政に臨
まれるのか。
答（総務課長）平成７年
と平成 年の大震災を教
訓に災害想定が見直され、
減災の徹底、防災教育の
強化、地域における共助
など、大規模災害への備
えと減災に向けた自助、
共助、公助の共同につい
て考えていかなければな
らないと認識している。
特に自分たちの地域は自
分たちで守るという理念
のもと、地域ぐるみで災
害に備え、防災教育を推
進、自治会等への自主防
災組織の設立促進など支
23

15

るが、商品券事業の効果
を実感している。
答（生活環境課長）受診
率が低いことから無料に
踏み切り、 ％の受診率
をめざしている。
医療機関にも協力をい
ただき、さらに周知徹底
をしたい。体制の強化に
ついては保健指導対象者
の全戸訪問を実施する予
定だ。
問 予防、早期発見に大
事な「無料」制度を今後
も続けていただきたい。
答（町長）財源との関係
で２年間と考えている。
平成 年度予算の時の判
断になるだろう。
問 保健指導体制の強化
が必要になるが。
答（副町長）二つに分か
れている保健センターを
１つにしたらどうなるか。
人が足りないとなれば当
然増員にむけて協議する
ことになる。

28

26

清 議員

川合

問 住民検診、インフル
エンザ・肺炎球菌等のワ
クチン接種等は、「健康
づくり商品券」として実
質無料になったが効果と
今後の見通しは。６月か
ら特定健診（メタボ検
診）を無料にしたが、受
診目標と健康指導の体制
強化策、さらに、これら
の無料化の施策の周知徹
底について伺う。
答（健康推進課長）商品
券事業は昨年度から導入
した事業で、「効果は表
れている」という断言は
できないが、予防接種の
状況は、全体で前年から
２千人余の増、住民検診
等も７４８人増えている。
保健活動等で話題にもな
ることから、除々ではあ

日本共産党町議団
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事務局長
新ひだか町
白尾 卓人

編集技術を学ぶ
議会広報研修会（札幌）

８月 日㈮、北海道町村議会議長会主催による議

Ｐａｒｔ２

「伝える」から「伝わる」

議会広報へ

〝議会が見える”編集技術

について丁寧な指導があっ

た。いくら良いことが書か

れていても、読んでくれな

ければ無駄になってしまう。

こう書いたので「伝えた」

て全国の自治体で進められ

地方分権改革の時代にあっ

とあり方」について

く、深く「議会広報の役割

住民とのつながりをより強

Ｐａｒｔ１

の必要性を説き、

意見や要望をくみとる活動

じ住民との対話をとおして

どを利用した広聴活動を通

町民懇談会等の対話集会な

ではなく自治体行政が行う

議会広報は知らしめるだけ

て脚光をあびてきている。

紙面に生かしていきたい。

を提言された。この研修を

ックと講評を通じ広報改革

町村議会作成広報のクリニ

の指導があった。最後に各

ず知らずに「伝わる」技術

から、ビジュアル的に知ら

ている議会改革の中で、

教示された。

する議会広報を目指すよう

反映

⑥請願等住民の声や意見を

⑤議員の賛否態度の公表

④地域の意見の紹介

③政策や条例の提案

②行政の監視

①議会活動の公開

ては、新しい改革事例とし

において、四、五、につい

り

五、住民と議会の関係づく

四、議会の政策機能の強化。

減

三、議会に係わる経費の削

発信

二、議会情報公開や積極的

の審議方法の改革

一、反問権などを含む議会

本と編集技術」をテーマに講演を受けた。

「読まれ、親しまれ議会活動が伝わる、議会報の基

研修会は広報コンサルタントの芳野政明氏による

員７名が出席した。

会広報研修会が開催され、議会広報特別委員会の委

22

日高地 区 森 林 ・ 林 業 ・

20

なお、日程は未定である
が、日高の森林づくりを広
げる集いについて提案され
た。
月 日㈪、新ひだか町
森林・林業・林産業活性化
推進議員連盟（林活議連）
主体で、「山を見る会」が
開催され、三石国有林内及
び静内春立地区災害対策治
山工事箇所の視察を行いま
した。
10

林産業 活 性 化 議 連 総 会

勝弥
一哉

佐藤はなえ
志田
力

神保

26

25

細川

８月 日㈫、午後２時よ
り役員会を新ひだか町役場
静内庁舎で開催され、役員
会終了後に行われる総会議
案を審議した。その後、午
後３時より総会が開催され
た。
総会では、平成 年度事
業報告・収支決算報告につ
いてを承認し、平成 年度
事業計画（案）・収支予算
（案）についてを可決し、
役員の補充選任が行われた。
役員の補充選任は、町議
会議員選挙があった日高町、
新ひだか町において、二町
の役員が代わったことに伴
うもので、改選された役員
は、次のとおり決定した。
会長
新ひ だ か 町
副会長
日高 町
幹事
日高 町
新ひ だ か 町

26

日高地区林活議連役員会
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７月29日

７月31日
８月29日

８月25日
９月11日

９月１日

７月30日

８月１日
８月５日

９月５日
９月２日

10日
９月９日

11日

害の突発的な発生と規模の大き
さに驚かされました。また、社
会の歪みに起因する事件に胸が
痛むことが多くなったような気
がします。普段の用心と地域社
会の安全を取り戻したいものだ
と思います。そうしたなかにあ
っても今は秋。スポーツ、文芸

９月12日

10月７日

16日

◎企業会計決算審査特別委員会

９月12日

10月14日

15日

人と例年に比べて多く、新人

町の９月議会の一般質問者は

ものです。

９月29日

議員をはじめ多くの議員が新た
な視点から行政をチェックし、
町民の意見を行政に反映させよ
うと努めました。
広報委員会は、そうした議会
の活動を限られた紙面での中で
分かりやすくお知らせするた
め、記事を集め、作成・編集に
（文・川端克美）

奮闘しています。


山を見る会

10月20日

日高中部広域連合議会定例会

９月22日

日高中部二町議会議員親睦スポーツ大会

８月30日

第６回定例会

９月９日～12日

◎議会運営委員会
◎経済常任委員会

御嶽山の突然の噴火、自然災

༎ਬࢃܱ

議会のうごき
の秋を楽しみ人生の糧としたい

10月８日

大野市町議会会派来町（行政視察）

10月17日

日高管内正副議長・常設委員会委員長

静内中野町

◎議会広報特別委員会

13

◎文教厚生常任委員会
◎総務常任委員会

研修会

親睦を深めた
スポーツ大会
８月 日㈯、今年は天候
に恵まれ予定通り、２町議
会議員のスポーツ大会を新
冠町西泊津ヒルズパークゴ
ルフ場 に て 開 催 。
開会宣言・昨年優勝チー
ム（新冠町議会）より優勝
杯返還、選手宣誓（開催町
チーム）などの開会式の後
競技開 始 。
今年は団体戦は新ひだか
町議会チームの優勝となり
全議員、親睦を深めいい汗
を流し た 。
30

８月５日

第５回臨時会

８月22日

議会広報研修会

８月26日

日高地区森林・林業・林産業活性化推

進議員連盟連絡会総会

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

