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    ◎開議の宣告 

〇議長(福嶋尚人君) おはようございます。 

ただいまの出席議員数は16名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開きま

す。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

                                                                  (午前 ９時３０分) 

                                            

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、９番、阿部君、10番、谷君を指名い

たします。 

                                            

    ◎一般質問 

〇議長(福嶋尚人君) 日程第２、一般質問を継続いたします。 

 10番、谷君。 

〔10番 谷 園子君質問者席へ〕 

〇10番(谷 園子君) 通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。おはようございます

と言うのを忘れました。おはようございます。 

１つ目は、新型コロナウイルス感染症に対するＰＣＲ検査の拡充を求めて質問いたします。全

国に先駆けて鈴木直道知事が緊急事態宣言を発出してから１年以上がたちました。しかし、いま

だに検査体制の拡充はなされていません。昨年の９月議会でもＰＣＲ等検査の拡充について取り

上げましたが、その後半年が経過して、ますます感染症検査体制の拡充が必要と考え、再度取り

上げることにしました。 

新型コロナウイルス感染症対策として、ワクチン接種が始まろうとしています。しかし、多く

の人にワクチンが行き渡るのには時間がかかり、世界保健機構、ＷＨＯによれば新型コロナウイ

ルス感染症の今年度中の終息は難しいということです。したがって、現時点では感染しているが、

無症状の人を見つけ出し、保護するための大規模検査が必要です。なぜなら、今までも発症して

いる人だけでなく、感染しても発症していない人が感染を広げてきたからです。専門家は、発症

者が少ないことを理由にＰＣＲなどの検査を行わなければ再び感染が拡大する可能性があると指

摘しています。日高管内では、ここ１か月余り感染状況は落ち着いていますが、３月、４月と移

動の時期を迎え、これから人々の交流も増えていくことになります。今この時期にしっかりと検

査体制を拡充させていくことが必要ではないでしょうか。 

厚生労働省によると、高齢者施設のクラスター発生件数は、累計で２月１日には928件へと急増

して、飲食店を上回りました。医療機関も726件へと急増しています。高齢者施設や医療機関でク

ラスターが発生すると深刻な事態に陥ります。北海道内でも施設や病院内で発生し、感染者が広

がり、重症者や死亡者が増加しました。施設や院内での感染拡大を抑え込むことは、町民の命を

守る上で緊急、切実な課題です。医療や介護、福祉関係者など人と接する仕事をしている方々は、

自分が感染を広げないか、または自分が感染するのではないかという不安の中で仕事をしていま
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す。また、町民の中には感染しないかという不安で医療機関の受診や介護の利用をためらう方も

少なくありません。そのために症状を悪化させたり、身体機能が衰えたりする方もいるのです。

そこで、次の質問をいたします。 

１、新型コロナウイルス感染症は、無症状の感染者が感染を広げる怖さがあります。国も今で

はＰＣＲ等検査で無症状の感染者を見つけ、保護する必要性を認めています。厚生労働省は、昨

年９月、11月、そして今年２月４日の事務関連において医療機関や高齢者施設などへの社会的検

査の積極的な実施を要請しています。そこで、１つ目は、国からは高齢者施設、障がい者施設及

び医療機関における職員や入所者にＰＣＲ等検査を行う場合の事業に対する国の財政措置が示さ

れています。社会的検査を実施する際の地方創生臨時交付金などの活用について町はどのように

検討しましたか。 

２つ目、当町も介護、福祉、医療機関においてＰＣＲ等検査を月１回程度定期的に実施できま

せんか。 

２つ目の質問です。コロナ禍で困窮する町民への緊急支援対策についてです。新型コロナウイ

ルス感染症がいまだに終息していません。政府は、緊急事態宣言を踏まえた追加的な生活を支え

るための支援策を幾つか示していました。当町でも短時間休業やシフト減で収入が減ったり、日々

雇用などで仕事がなくなった人もいるはずです。現在当町で国の支援策の活用状態はどうなって

いるのか。また、コロナ禍で困窮する町民への支援策を求めて質問をいたします。 

１、中小企業の労働者で休業手当の支払いを受けられなかった場合に給付される新型コロナウ

イルス感染症対応休業支援金の給付状況はどうですか。 

２、休業などにより一時的な資金が必要な人や失業した人への緊急小口資金、総合支援資金の

活用状況はどうですか。 

３、休業などに伴う収入減少などにより、住居を失うおそれのある人への住居確保給付金の相

談や支給状況はどうですか。 

４、生活保護制度については、国もコロナ禍においてためらわず申請するように呼びかけてい

ます。当町における現在の申請状況をお聞きします。また、生活保護の扶養照会について、国は

扶養が期待できなければ親族への直接照会はしなくてよいとしていますが、当町はどのように対

応していますか。 

５、生活に困っている人に十分に支援制度が知らされていないのではないでしょうか。町は、

支援制度の周知と相談体制をどのように取り組んでいますか。 

６番目、町として地方創生臨時交付金を活用し、生活困窮者、低所得者に対して給付金あるい

は生活支援策を講じるべきと考えますが、いかがですか。 

以上で初めの質問を終わります。ご答弁をよろしくお願いします。 

〇議長(福嶋尚人君) 角田健康推進課参事。 

〔健康推進課参事 角田しのぶ君登壇〕 

〇健康推進課参事(角田しのぶ君) おはようございます。谷議員ご質問の大きな項目１点目、新

型コロナウイルス感染症に対するＰＣＲ等検査の拡充について、１点目、２点目併せてお答えい

たします。 

 地方創生臨時交付金活用における社会的検査の検討ですが、議員ご指摘のとおり、高齢者施設

等における新型コロナウイルス感染症のクラスター発生事例が相次いだことにより、厚生労働省
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は都道府県に対して高齢者施設等の従事者や入所者への幅広い検査の実施要請を発出しており、

町としてもその必要性は承知しているところであります。また、高齢者施設等においては、従事

者が入所者等と密に接する機会が多く、自らが感染及び媒介となる不安を抱えながら業務に従事

され、定期的な社会的検査実施は不安解消につながるものと考えているところであります。しか

しながら、社会的検査は、定期的に実施することが重要であり、実施間隔も短いことがより効果

的であると考えられますが、新型コロナウイルス感染症が終息するまでの間、社会的検査を定期

的に継続実施するためには多額の経費を要することとなり、また検査を実施する医療機関等に対

しても多大な負荷をかけてしまうことになります。また、道においては、陽性患者発生に伴う濃

厚接触者の特定や行政検査対象者を幅広く設定する積極的な疫学調査を実施している現状から、

町単独での社会的検査の実施を見送っているところであり、その分町では感染拡大防止対策の徹

底に向けた各種事業に取り組んできたところでございます。今後においても町民皆様が個々に取

り組まれる感染症対策をはじめとする各種事業の推進に努めてまいりたいと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〔まちづくり推進課長 中村英貴君登壇〕 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) おはようございます。谷議員ご質問の大きな２点目、コロ

ナ禍で困窮する町民への緊急支援対策についてご答弁申し上げます。 

 １点目の新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の給付状況についてでございますが、この

休業支援金は新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止の措置の影響により休業させられた中

小企業の労働者のうち、休業中に賃金を受けることができなかった方に対し、１日当たり平均賃

金の８割を１万1,000円を上限として国が支給するものでありますが、申請はオンライン、または

厚生労働省の担当窓口に直接郵送で行うこととなっており、全国では３月３日現在で120万件を超

える申請がありますが、当町における申請件数については公表等がされておりませんし、問合せ

にも対応されていないため把握できておりません。 

 ２点目の緊急小口資金、総合支援資金の活用状況についてですが、まず制度の内容についてご

説明をいたしますと、緊急小口資金については主に休業等で一時的に生活が苦しくなった世帯に

対し当面の生活費を20万円まで無利子で貸付けするものであり、総合支援資金については緊急小

口資金と同様の緊急貸付け制度でありますが、収入減少や失業等により生活困窮し、日常生活の

維持が困難となっている世帯向けで、２人以上の世帯の場合月20万円まで、単身世帯の場合月15万

円までを最大３か月、これについては延長や再貸付け、こういうのもございまして、それらを含

めますと最大９か月まで貸付けする制度でありまして、町内ではいずれも社会福祉協議会が受付

窓口になっております。申請件数につきましては、昨年３月から今年２月末までの合計が緊急小

口資金が45件、総合支援資金が延長貸付けや再貸付けを含んで合計18件と聞いてございます。 

 なお、この緊急小口資金、総合支援資金については、一時的な生活困窮者を対象に従来からあ

る制度でございますが、新型コロナウイルス感染症をきっかけに制度自体の周知が進んだこと、

また当該制度が新型コロナウイルス感染症の影響に対応するため据置期間や償還期限等の一部条

件を緩和するなど特例措置を設けて実施していることなども従来より申請件数が増加した要因で

はないかと考えております。 

 ３点目の住居確保給付金の相談や支給状況についてですが、この制度は収入が減って家賃の支

払いが困難になった方に家賃相当額を最大12か月間支給するものでございまして、日高管内では
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自立相談支援機関、日高コンソーシアム、町内ではその構成機関であるＮＰＯ法人こみっとが相

談申請窓口になっております。２月末までの相談件数は19件で、このうち支給決定は５件と聞い

てございます。 

 ４点目の生活保護制度について現在の申請状況についてのご質問ですが、道内において新型コ

ロナウイルス感染症感染者が発生し始めた昨年２月以降、町内の生活保護申請件数は例年に比べ

増加している状況ではなく、また申請された方の中で新型コロナウイルス感染症の影響があった

というケースにつきましては、現在のところ一件もございません。 

 次に、生活保護制度の扶養照会について当町ではどのように対応しているかとのご質問ですが、

生活保護申請時の必要書類として扶養義務者名簿というものがございまして、町では申請者から

親、子ども、兄弟姉妹の住所、氏名、連絡先等を記載していただき、福祉事務所である日高振興

局に送付しておりますが、その後の業務については日高振興局が行うこととなりますので、扶養

照会をどのように行っているのかということについては把握してございません。 

 ５点目の支援制度の周知と相談体制についてですが、新型コロナウイルス感染症により影響を

受けた方や事業所に対する町の相談支援体制としては、まちづくり推進課が総合窓口となって各

種支援制度の広報での周知や相談に対応しているところでございまして、個々の相談内容によっ

ては担当課をご案内するという体制の下取り組んでおります。 

 最後に、６点目の生活困窮者、低所得者に対して給付金あるいは生活支援策を講じるべきと考

えるが、いかがかとのご質問でございますが、当町ではこれまで国の交付金や支え合い基金等を

活用し、様々な経済対策や支援事業等に取り組んできたところでありますが、生活困窮者、低所

得者支援ということになりますと国がセーフティーネットとしての役割を担うべきものと認識し

ておりますので、現時点では町として生活支援策を新たに講じる予定はありませんことをご理解

願います。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) ご答弁いただきましたので、再質問に入らせていただきます。 

ＰＣＲの検査のほうですけれども、最初にご答弁の中で道のほうで積極的な疫学調査を実施し

ていると言っていたのですけれども、これは具体的にどういうことをしているのかお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 田中健康推進課主幹。 

〇健康推進課主幹(田中陽子君) 疫学的調査とは、感染症について発生した集団感染の全体像や

その特徴を調べることで今後の感染防止対策に用いることを目的に行われる調査としておりま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) もう一つ、町のほうで今まで感染防止対策の各種事業に取り組んできてい

ると、これからもそうするということですが、これは具体的にどういう事業を言っているのかを

お聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口健康推進課長。 

〇健康推進課長(山口一二君) 新型コロナウイルス感染症が発生して約１年以上が経過していま

す。これまでも所管の委員会ですとか全員協議会、それから定例会、そういった場面でご説明、

ご報告させていただいてきたところだったのですけれども、改めて町としての感染症の取組とし

ては住民に対する啓蒙啓発、それから生活、健康を守るための各種事業を実施してきており、こ
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れまでも説明してきたとおりでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) それでは、質問します。 

 国からも高齢者施設などの従事者などに対するＰＣＲ等検査をするようにとの要請が繰り返し

来ていたのです。町もその必要性は承知していたと。でも、広くＰＣＲ検査を行わない理由とい

うのは多額の経費を要するとのご答弁でしたけれども、国は地方創生臨時交付金を使ってもいい

と言っています。お金は使えるのにやらないというのはなぜなのでしょうか。ワクチンを打てば

感染予防は大丈夫という、そういう考えなのかどうかということも併せてお聞きします。 

〇議長(福嶋尚人君) 田中健康推進課主幹。 

〇健康推進課主幹(田中陽子君) まず、ワクチンさえ打てばいいという考えはまずもって持って

おりません。 

まず、ここで一応共有しておきたいのですけれども、この国から示されている検査要請につい

ては、厚生労働省が都道府県に対して発出したものということで、その内容は患者が発生した場

合は原則全員を速やかに検査すること、感染が発生している地域、クラスターが発生している地

域においては、患者が発生していない施設においても一斉に検査実施について徹底するようにと

いう内容でございますので、町に直接徹底した検査をするようにという通知ではないということ

をまず共有しておきたいと思います。 

 町の感染対策としてのＰＣＲ検査については、繰り返しの説明になりますが、定期的に行うと

いうことが重要であるということが思っておりますので、持続可能な実施となりますと多額な費

用がかかるということもあるので、実施については十分な検討が必要であるというふうに考えて

いるところです。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 都道府県に対して来ていたということですけれども、実際道内でもあちこ

ちの市や町で介護や福祉施設、いろんなそういうところの職員の検査なり、入所者の検査なりを

やっています。それは、都道府県に来たからいいということではなく、やはりその自治体の判断

でやっていると思います。それと、持続可能で集団免疫ができるまでずっとという、そういうこ

とが一番いいのですけれども、一回でも二回でもすることで、その地域の集団の感染状況や見え

ない感染の状況をつかむと、そういうことがあるのです。そういうことを申し上げたいと思いま

す。 

〇議長(福嶋尚人君) 質問してください。 

〇10番(谷 園子君) 質問します。ワクチンだけではということはお答えいただいたのですけれ

ども、ファイザー社の治験で有効性90パーセントと言っていますが、それは発症した人のみをＰ

ＣＲ等検査で出した数字でして、新型コロナウイルス感染症に感染していても発症しなかった人

は数字に含まれていないのです。厚生労働省のＱ＆Ａでもワクチンを受けた方から他人への感染

をどの程度予防できるかはまだ分かっていませんとしています。厚生労働省の見解もワクチンは

感染予防効果の実証が難しい、無症状感染者が多数存在する新型コロナウイルス感染症は特に難

しいと見解を出しています。ですから、ワクチンを打つと同時に感染を広げないための検査の拡

充が必要ではないかと思いますが、そこはどうですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口健康推進課長。 
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〇健康推進課長(山口一二君) 壇上のほうでもご答弁させていただいたのですけれども、ＰＣＲ

等検査の実施については、やはり定期的に行うことが重要だというふうに考えております。それ

は、検体を採取した時点では陰性だったのかもしれません。ただ、１週間後も陰性であるという

ものではありません。そういったふうに考えますと、例えば高齢者施設、従業員合わせて700名か

ら800名の方を１検体当たり３万円といたしましても2,000万円相当の経費を要する。それを定期

的に週１、例えば月１回でもそれを持続的に終息するまでの間実施するには多額の経費がかかる

というのはそういった観点ですので、なかなかそれを継続していくというのは難しいのではない

かというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) とにかく継続、それは本当に月１回でも継続をすることが一番効果あるの

ですけれども、そこに固執することもないと思うのです。最近になって政府も無症状の人も検査

して、感染者を一人でも多くキャッチして、保護して隔離していくというふうに動き出しました。

３月５日の緊急事態再延長での首相の会見で、高齢者施設において国の責任で３月中に３万か所

検査すると言ったわけです。実は、既に今年の２月14日現在までに10都府県のほうで、29の市と

39の自治体等で２万8,000余りの施設で集中的実施計画が、３月までですが、の計画が出されてい

ました。高齢者施設などでの定期的検査は、先ほどの答弁で単に不安が解消できると。でも、そ

の施設での検査というのは、単に不安解消のためにやるのではないです。病院とか介護施設は、

人が人を抱きかかえたり、ケアをするのに感染が避けられないと。無症状感染者を通じたウイル

スの持込みというのがある限り感染が防ぎ切れない実態があって、しかも一たびウイルスが侵入

すればクラスターが引き起こされる、重症化が起きるという。ですから、国もウイルスを封じ込

めて感染を抑え込んで、無症状者を検査する方向に今なってきているのです。ＰＣＲ等検査は、

安心のためではなくて、入所者の命を守り、感染を抑え込む、それが定期的にというのではなく

ても、一回でも二回でも国はするという方向になっています。そのことについてどうお考えです

か。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口健康推進課長。 

〇健康推進課長(山口一二君) 繰り返しの答弁になるかもしれませんけれども、ＰＣＲ等検査の

社会的検査の必要性は十分認識しております。不要だとは全然考えておりません。ただ、定期的

に継続して検査することが必要だというふうに考えております。国のほうで３万か所というのは、

あくまでも感染拡大地域、緊急事態が発出されている地域を中心とした高齢者施設でもあります。

それらを３月中に３万件、それから繁華街等での無差別な検査の実施、これを緊急事態宣言発出

地域及び現在沖縄、それから北海道、そういった地域でもそういった検査の拡充を進めているの

は十分認識しております。繰り返しになりますけれども、ＰＣＲ等検査の社会的検査の必要性は

十分町としても認識しております。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) やるのであれば定期的にやらなければ意味がないというようなお考えかと

思うのですけれども、私も先ほど言いましたが、一回でも二回でもやることで地域の状況、施設

の中の感染状況とかも把握できるわけです。 

 それで、医療機関に多大な負担をかけるという答弁でしたけれども、検査のやり方によるので

はないかと思います。実は、既に郵送型のＰＣＲ検査というのが増えています。実際浦河町では、
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今年第三次の新型コロナウイルス感染症対策費に郵送型のＰＣＲ検査を700万円予算に入れてい

ます。調べてみましたら、その浦河町の福祉施設、介護施設など全ての従事者1,025人分、１人２

回まで、それを本州の民間検査所に送るそうです。ざっと計算すると、１人１回3,400円程度の経

費ではないかと思います。地方創生臨時交付金は、民間のほうに、企業とかに送っても使えるも

のなのです。やろうと思えば町の医療機関に多大な負荷をかけなくてもできるやり方があるので

はないですか。ぜひそういうやり方を調査して、検討していただきたいのですが、どうですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 田中健康推進課主幹。 

〇健康推進課主幹(田中陽子君) 事業を立案するときには、現状を把握した上で目的、目標を持

って、指標を見据えて事業の展開を企画すると思うのです。その中で、このＰＣＲ検査事業が必

要というふうな立案になった暁には、実施方法としてどんな方法がいいのかという際にはこのよ

うないろいろな他町で行われている実施方法なども参考にしながら考えていくとは思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) ぜひ国からの要請もあり、事業立案ですか、そちらに上げていっていただ

きたいのです。実際に大都市圏とさっき言いましたけれども、東京などで高齢者施設でのＰＣＲ

検査が郵送型です。東京都から、都道府県、都からＰＣＲの検査キットが届いて、従事者が唾液

を自分で採取したらポストに投函する。それによって実際に無症状の感染者、従事者の中にいた

と。すぐに自宅待機してもらう。そうやってクラスターを防いでいるのです。北海道やっていま

せん、そういう郵送型。ぜひ北海道に対してもそのような検査キットを配付するようにとか、道

に対しても要求していくことが必要ではないかと思いますが、いかが考えますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口健康推進課長。 

〇健康推進課長(山口一二君) 今の質問の前段で国からの要請もありという、繰り返しになりま

すけれども、国からは都道府県に対して要請が行っているといったところでご認識いただければ

というふうに考えております。 

検査キットについてなのですけれども、当然ながら必要であれば道のほうに対して支援なり、

配付のことについては情報を共有しながら、状況を見て適切に判断してまいりたいというふうに

考えます。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 最後ですけれども、うちの町の介護６施設は、４月から新体制になって、

指定管理になります。本社から人も来たり、新しい人も何人も募集しているということです。現

に新しい人の出入りとか配置が現実にあると。それは指摘したいと思います。 

本来は、いつでもどこでも誰でも検査できる体制が必要なのです。それをやって、１日の感染

者数をピークの感染爆発のときの２パーセントとか５パーセントに抑えているという国々が、実

際にほかの国がやっているのです。今まで日本がなかなかそれをやらないできて、都道府県に要

請が来ても道もなかなか検査が進んでいないということです。ただお金は出すと、国のほうで。

自分の自治体で、自分の町でそういう社会的検査をするかどうかの判断というのは、やはり町長

しかできないわけですけれども、国とか道が遅々としてやらないことを自治体は独自事業として

やれないのでしょうかということなのです。そういうことについて、実施について町長もぜひ検

討していただきたいのですが、どうですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口健康推進課長。 
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〇健康推進課長(山口一二君) 先ほどの答弁もありましたけれども、国のほうでもそれぞれ検査

の拡充というものを現在進めてきております。そういった状況を見ながら、町としても適切に対

応したいというふうに考えております。 

また、先ほど人の流れのことについてお話がありました。人の流れというのは、確かに３月、

４月多くなるのかもしれません。ただ、これは365日人の流れというのは常にあるものです。そう

いったことも踏まえて、各施設、それから地域全体が感染対策、そういったものを継続して実施

するということが一番大事なことなのではないかというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 高齢者の施設やら何やらのやはり特殊な事情、命を守るとかそういうこと

も視点に入れて、ぜひ事業立案ですか、そういうものに検討をしてもらうように求めてこの質問

は終わります。 

 次に、困窮者支援の質問に入ります。休業支援金なのですけれども、確かに町で把握できない

というのもそのとおりかなと思います。申請を個人でやるということと、事業主の協力が得られ

ないと使えない制度なので、大変ハードルが高いと。全国的にもなかなか利用が進んでいないも

のです。町のほうでは、12月号でしたか、広報でも周知してくれているのは承知しています。で

すけれども、実際シフトが未定になっているアルバイトとか非正規労働者の休業手当金の支払い

に活用できるということを事業主も、働く人の側にも知られていないという可能性があるのです。

いま一度チラシ、ホームページ、広報などいろんな方法で知らせて、事業者にも協力を呼びかけ

る必要があると思いますが、どうですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) まず、この休業支援金の制度についてなのですけれども、

この制度は、壇上でもお話ししたのですけれども、事業者から休業手当等の支払いを受けること

ができなかった労働者に対する支援策ということであります。本来であれば事業者がしっかりと

休業手当等を支給をすべきところでありまして、そのために事業者に対しての支援策として雇用

調整助成金という制度も併せてあります。それがなかなか行き届かなかったというようなところ

もあって、国が労働者個人に対する休業支援制度というのも設けてやっているというところであ

るのですけれども、先ほども言いましたけれども、まず会社側がきちっと労働者、時間が減った

とか休ませることになった労働者に対して、会社側のほうで休業手当なりを支給するというのが

そもそもの原則であるのではないかということで、国もそこら辺はまずはそこをというところで

推奨しているという状況があります。 

 ただ、いずれにしましてもどうしてもそういったところから漏れてしまう方々もいらっしゃる

かとは思います。町では、この休業支援金に関しては広報で既に何度もお知らせをさせていただ

いておりますし、今後も国の制度結構延長になったり、変わったりもしますので、そういったタ

イミングも見ながら、ほかの雇用調整助成金も含めて国等の支援制度については広報ですとかホ

ームページのほうで周知に努めてまいりたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 周知に努めていただけるということで理解します。 

 次に、うちの町で生活に困窮している人たちがいるのか、その状況はどうかという問題ですけ

れども、先日小口資金、総合支援の窓口になっている社会福祉協議会と困窮者相談支援のこみっ
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とに直接お話伺いました。小口資金などについては、途切れることなく相談が増えてきていると。

特に１、２月から増え始めた。お店、飲食店、土木関係、自営業スナック、タクシー運転手など

様々な業種の人たちが相談に来ているそうです。それで、一度資金をもらっても、どうしても生

活が建て直せないと、そういうことで再貸付けする人まで出てきた。先ほどの最長９か月という

人です。先ほどご答弁で２月末までの数で答えていただいたのですが、３月２日の時点では緊急

小口が１件増えて46件、総合支援は新規が14件、延長が４件、再貸付けが１件とのことです。確

かに新型コロナウイルス感染症で特例になったということもあるかもしれませんが、去年まで、

新型コロナウイルス感染症の前は１年間で緊急小口は二、三件、総合支援のほうはゼロ件だった

そうです。相談が減っていく感触はないと。毎日のように電話が来るとのことです。それと、小

口資金を借りるには、困窮者自立支援のこみっとの制度を利用する必要があるのです。こみっと

の職員は、社協を通じて仕事が減っているという相談に同席をしています。こみっとの方のお話

は、自営の人も使われている人も仕事がない、売上げが減少した、出勤時間の制限でもう上がっ

ていいよと言われる、就労時間が減ることは収入が減ることに直結していると。こみっとの職員

の方も困窮状態は確実に増えてきていますとお話ししていました。 

 それで、このような困窮状態について町はしっかり把握する必要があるのではないかと思いま

す。まちづくり推進課が相談窓口、よろず相談に乗っていただいているのはよく分かっているの

ですが、相談に来た人に対応するということのほかに、ぜひ地域に出て、事業所を訪問して聞き

取り調査をするべきではないかと思いますが、そのような聞き取りというのは進めていますか。 

〇議長(福嶋尚人君) 中村まちづくり推進課長。 

〇まちづくり推進課長(中村英貴君) まず、谷議員さんにおかれましても、昨年飲食店等を回ら

れて実態把握をされていたというふうに伺っておりまして、本当にそういうところには町といた

しましても敬意を表させていただきたいと思います。 

それで、この緊急小口資金等については、先ほども言いましたけれども、もともとあったもの

でございます。新型コロナウイルス感染症で町の広報もそうですけれども、いろいろマスコミで

もかなり周知もされていて、そういうところでこういう制度があるということが広まったという

ところがあるとも考えています。それから、最近増えてきているのが経済状況もこの年末年始厳

しいというのももちろんあるかと思いますが、一旦この制度３月末で受付が終了ということにな

っております。そういうことでのいわゆる駆け込み的なところもあるのかなというのは、社協さ

んとかとお話しして感じるところであります。ただ、今日の報道でもここは少し国としても延ば

すと。その他の支援策もやるというふうに聞いていますので、そういうところは町としても十分

情報収集をしていきたいなと思っております。 

それで、ご質問の個別に回って聞き取りをというようなところがございましたけれども、町と

してもこれまで商工会ですとか建設協会さん、あと農協さんとか漁組さん等の産業団体さんです

とか、社協さんとか様々な関係機関の方々と何度もお話をさせてきていただいております。それ

から、可能な限り個々の事業所の方とも事あるごとにお話を聞きながら、そういった情報の収集

ですとか現状の把握に努めてきています。ただ、これだけ事業所等、それから労働者の方もいら

っしゃいますので、一人一人、一つ一つの事業所を個々に聞き取りするというのは、これはなか

なか難しい、できないというような困難なことでありますので、議会の担当常任委員会におかれ

ましても昨年産業団体訪問されて聞き取りをされていたり、そういうこともございますので、今
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後も常にこういう変化する状況に対応するためには、議会の皆様はじめ各産業団体ですとか関係

者の皆様、こういった皆様方と連携と情報交換密にして、それでコロナ禍における地域経済全体

がどうなっているのかというのを把握に努めながら、その上で町としてどういった支援策が今必

要なのかというのを展開決めていきたいというふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 力を合わせてというか、アンテナを張って努めていくというふうにご答弁

いただいたと思います。小口資金のことでいろいろ周知もしていただいて、マスコミも報道して、

いろんな条件が緩和されたり、返さなくてよくなったりとか、確かにそういうのはあるかもしれ

ないのですけれども、現実に困窮状態が本当に増えているということでその相談に来るというこ

とが増えているということは事実だと思うのです。それは申し上げたいと思います。 

 ご答弁の中で、個人への支援については国がセーフティーネットでやるべきで、町としては現

時点ではやる予定がないとご答弁であったのですけれども、国の支援制度自体が十分なのかとい

うことです。再延長、それも後で触れますが、全国でも学生とかシングルマザーとか困窮する人

たちがＮＰＯなどが食料支援や物品支援をするところに列をなして、それを受け取ったりなんだ

りしてしのいでいるということが報道されています。国の支援が不十分だからこそ、自治体は地

方創生臨時交付金なども来る中でそういうアンテナを張って、自治体としてそういうところに手

を差し伸べるべきではないかと思いますが、どうですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺福祉課長。 

〇福祉課長(渡辺浩之君) お答えいたします。 

 谷議員がおっしゃるような国の支援が不十分かどうかということはちょっとお答えはできませ

んけれども、行政がもしやるとすれば、短期的な支援というよりも継続された支援ということで、

セーフティーネットと言われている生活保護の受給ですとか、そういうふうな部分につながれば

いいのかなと。当然セーフティーネットと言われているこの生活保護も、国の支援と言ってしま

えばちょっと言葉はあれなのですけれども、国が置いてある制度でありますので、そこら辺も十

分活用しながら、12月の一般質問でもお答えしたかもしれないのですけれども、役場の福祉課の

ほうで気づかないところがあれば、谷議員をはじめ議員の皆様から情報とかいただきながらつな

げれればと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 先ほど国の支援策、緊急小口と住居確保のほうは６月末まで延長になりま

した。つい先日政府のほうで閣議決定したのが低所得の二人親の子育て世帯も含めたそういう子

育て世帯への給付金というものも決めて、これから様々な国からそういう個人への支援というの

も示されるという状況ではあります。ですけれども、うちの町で、そこから漏れる部分とか足り

ない部分というのがあるはずですので、そういう部分に町として手当てしていく町の独自支援が

必要ではないかと。そういうところの検討をしていただきたいと思いますが、どうですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺福祉課長。 

〇福祉課長(渡辺浩之君) 本当に先日の情報かなと思います。今回は二人親も含めてと。担当課

とすれば、二人親という呼び方にはちょっと違和感があるのですけれども、国のほうからどのよ

うに下りてくるか。低所得者ですとか非課税世帯、これから情報がどんどん下りてくるとは思う

のですけれども、ちょっと答弁になるかどうかあれなのですけれども、非課税ということになる
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と課税されているか、していないか、今課税されているのは一昨年の所得に対してなのです。で

すから、今そこを国のほうではいち早くといいながらも、どこを捉まえてやればいいのかという

のがちょっと担当課としての悩みではあります。そこから漏れた部分というふうなことなのです

が、当然そこの基準よりも上回った部分とすればなかなか対象には当然なりませんし、下回ると

すれば、先ほどの繰り返しにもなりますが、そこまで所得が少ないとすれば、やはり生活保護で

すとかそちらのほうにつながって、継続的に支援されたほうがいいのかなと思っております。 

 以上です。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 今の答弁は、国のほうの制度で上回っていく部分でも町として判断すれば

考えていくというふうに捉えていいですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 渡辺福祉課長。 

〇福祉課長(渡辺浩之君) いいえ。そのようなことではないのですけれども、国の基準を上回る

ということは、そこまで困窮ではないのではないかというふうに町とすれば判断しなければなら

ないのかなと。ただ、そういう世帯でも医療費がどうしてもたくさんかかるとか、そういうふう

な部分については、今までもそうですけれども、十分相談に乗って、対象になるような支援策が

あれば考えたいですけれども、この今の部分の新型コロナウイルス感染症の部分でいきますと、

国の基準、個人への給付云々は町独自では考えてはございません。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 繰り返しになりますけれども、これから国の支援策いろいろ出てくる中で、

やはりうちの町にとって必要な部分というか、困窮者への支援というものを検討していくように

求めます。 

 最後に、生活保護の扶養照会についてです。今生活保護を受ける人の一番のハードルは、扶養

照会なのです。それは担当課長もご存じだと思います。日高振興局のほうに直接お聞きしました

ら、扶養照会についてはケースワーカーも柔軟に対応したいとのお話でした。担当課としてもそ

の意を酌んで対応していただけると思いますが、どのようにお考えですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 丸山福祉課主幹。 

〇福祉課主幹(丸山 薫君) 扶養照会については、壇上で課長のほうからご答弁しましたとおり、

扶養状況、家族の状況を振興局に送付させていただきまして、どのように照会されているかはち

ょっと今把握していないのですけれども、窓口に来られた方で相談や申請に来られた方のお話聞

かせていただくと、扶養照会がハードルになっているというような状況は全く感じられないとこ

ろです。しかしながら、全国的な話もありますし、国や福祉事務所のほうから通知や連絡何も来

ていないのですけれども、扶養照会にかかわらず生活が困窮しているという相談来られましたら、

当然何も心配しないで生活保護の申請をするようにお話しさせていただいていますので、この扶

養照会についてということではないのですけれども、それら考えないで申請していただきたいと

いうふうにお話しさせていただきたいというふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 10番、谷君。 

〇10番(谷 園子君) 窓口に来た人からは、抵抗があるということは感じられないということで

すけれども、実際に町民の中では家族に知られたくないとか、恥ずかしいとか、あと迷惑かけた

くないとか、それで申請に行かないのだという人が町民の中には現にいます。それで、扶養照会
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に限らずちゃんと対応しますということですけれども、通知も何も来ていないということですけ

れども、振興局の方と連絡も取って、きちっと対応していっていただきたいなと思います。 

 それで、住民にとってやっぱり一番身近で頼りにするのが窓口なので、ぜひそういう町民に対

応をしていただきたいと申し上げて、これで私の質問を終わります。 

〇議長(福嶋尚人君) 暫時休憩いたします。10分程度休憩いたします。 

休憩  午前１０時２８分 

                                            

再開  午前１０時４０分 

〇議長(福嶋尚人君) 休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。 

 15番、木内君。 

〔15番 木内達夫君質問者席へ〕 

〇15番(木内達夫君) それでは、通告に従いまして、３点について一般質問をさせていただきま

す。 

まず、大きな１点目の町民との約束と町政執行についてであります。町長は、執行方針でも述

べられておりますように、平成30年４月に町長に就任してから間もなく３年が経過し、４月から

は最終年度を迎えることとなります。この間における町政運営については、前町長からの政策課

題であったピュア問題、あるいはＪＲ日高線問題のほか、私が最重点政策課題であるというふう

に認識しております財政健全化についても介護サービス事業の経営改善や直営業務の民間委託に

取り組むなど鋭意努力するとともに、１年以上たってもいまだに終息の兆しも見えない新型コロ

ナウイルス感染症対策についても精力的に取り組んでいることにつきましては、大いに評価して

いるところであります。また、現状の大変困難な時期における新ひだか町のかじ取りを担ってい

る町長に対しまして、改めて敬意を表するものであります。そこで、様々な政策課題を抱える中

で、任期３年を経過して新ひだか町のまちづくりがどのように進められてきたのか、町民との約

束と町政執行につきましてその取組と評価について何点か伺いたいと思います。 

１点目に、町長は、平成30年４月に町民との約束としまして、町政運営の透明化、基幹産業の

強化、防災対策の強化、子どもたちの健全育成、生きがいの持てる地域づくり、環境に配慮した

まちづくりの６項目の基本政策を掲げてまちづくりに取り組んできたところでありますけれど

も、町長は町民との約束に対する評価についてどのように考えているのかを伺いたいと思います。 

２点目に、基本政策６項目及び早急に検討を進める事項３項目、最重点の政策課題３項目の進

捗状況はどのようになっているのか伺いたいと思います。 

３点目に、町長の任期最終年度である令和３年度に実現される公約はどのようなものがあるの

か。また、公約した項目の中で任期内に達成できない公約があるのかを伺いたいと思います。 

次に、大きな２点目の医療、介護対策についてであります。この質問は、昨年９月の一般質問

でも質問しておりますけれども、高齢者福祉施設等の一体的な指定管理者制度の移行に関しまし

ては、昨年の12月定例議会におきまして関係条例や予算が可決され、４月から指定管理者による

施設運営や事業運営が行われることになりますけれども、指定管理者へ移行するに当たっての質

問と経営改善を進めている病院事業に関する取組状況について質問をいたします。 

１点目に、４月からの高齢者福祉施設等の指定管理者への移行について、その現状はどのよう

になっているのかを伺いたいと思います。 
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２点目に、病院事業では町立病院経営コンサルティング業務委託、これを実施し、病院経営の

課題解決に向けて改革プランの策定、病床再編など、経営改善を着実に推進するとのことであり

ます。これまでの取組状況と新たな改革プランの策定及び経営改善実行計画との関係を含めた今

後の具体的な取組についてどのように考えているのかを伺いたいと思います。 

次に、大きな３点目の新型コロナウイルス感染症対策についてであります。新型コロナウイル

ス感染症については、昨年２月26日に日高管内第１例目となる感染者が我が新ひだか町から発生

して以来１年を経過しておりますけれども、町では国の地方創生臨時交付金、あるいは町民から

の支え合い基金を活用した感染症対策事業に積極的に取り組んできたところでございます。そこ

で、新型コロナウイルス感染症対策について何点か伺います。 

１点目に、国の一次、二次補正予算に係る地方創生臨時交付金活用事業及び支え合い基金活用

事業の実施状況についてどのようになっているのかを伺いたいと思います。 

２点目に、国の三次補正予算に係る地方創生臨時交付金の交付限度額につきましては、２億

1,413万8,000円の内示があったと思いますけれども、どのような活用事業を考えているのかを伺

いたいと思います。 

３点目に、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種事業について、スケジュールや接種方法、

接種場所、予約方法など、新ひだか町の準備状況と接種体制をどのように考えているのか伺いた

いと思います。ただ、これまでの同僚議員の質問で大体理解している部分もありますけれども、

簡単にこの辺は答弁をいただければと思います。 

以上、３項目について質問いたしますので、ご答弁をよろしくお願いいたします。 

〇議長(福嶋尚人君) 町長。 

〔町長 大野克之君登壇〕 

〇町長(大野克之君) 木内議員からのご質問でございます。町政執行に対する自己評価といいま

すか、そのように関する趣旨のご質問でございますけれども、冒頭私のほうから一言お答えをさ

せていただきたいというふうに存じます。 

 ご質問の中にありましたとおり、私が３年前の立候補の際に町民の皆様にお示ししました町政

公約の中には、６つの基本政策に加えまして最重点の政策課題、あるいは早急に検討を進める事

項などを掲げさせていただいております。それぞれの項目に係ります進捗状況につきましては、

この後担当の課長のほうから説明させますが、就任から３年が経過しようとしている現時点にお

きます認識としては、掲げた項目の多くは着手しているというふうに思ってございます。また、

協議が長期化しておりましたＪＲ日高線の問題、あるいは年々増加しております財政負担、大き

な課題となってございますが、議員からも先ほどご指摘のありましたように、介護関連施設の運

営ですとかそういうところで進めているところでございまして、有効な解決策がなかなか見つか

りませんでした光回線の問題でございますけれども、それにつきましてもコロナ禍において国の

新たな制度ができたということもありまして、着手することができたところでございます。私が

町長になる前からの懸案事項につきましても、少しずつ解決に一定の道筋をつけることができて

いるのかなというふうに思ってございます。 

 このような中でこの３年間の自己評価ということでございますが、自分の仕事に対する評価と

いうことは私は避けたいと思いますが、町民の皆様がどのようにお考えなのかなということをも

って評価とするのだろうというふうに思ってございます。正直な気持ちとしては、思ったとおり
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進んでいないことも残されてございます。十分に満足できる状況とは私自身思っておりませんけ

れども、現在の状況下の中でやれることについては、手をつけることができているのではないか

というふうに思ってございます。 

 しかしながら、まだまだ課題が山積みしております。その中でも木内議員からもご指摘のあり

ました３点目の町の財政の問題でございます。この３年間、備えの意識を持ちまして様々な見直

しに取り組んでまいりましたが、簡単にできるものではないことも承知しているところでござい

ます。ですが、ここを解決していかなければ町の将来に向けた新たな投資ができない。それだけ

ではなくて、町民の皆さんが真に必要とする行政サービスさえ維持できなくなる、その可能性を

持っているというふうに認識してございます。ここが分岐点ではありませんけれども、私自身覚

悟を持って取り組んできておりますし、今後とも取り組んでいく考えでございます。 

ただ、皆様方誤解していただきたくないのは、何でもかんでも削減するということではござい

ません。何かを変える、あるいは削るというような見直しは、その影響を受ける方がいらっしゃ

います。これは、現実問題として確実にいるわけでございます。その際現実にどんな支障が生ず

るのか、それを解決するにはどんな方法があるのか、そういうことを併せ考えながら町政運営を

心がけていきたいというふうに考えてございます。 

新ひだか町が誕生してからもう15年を経過すると。旧町から数えますと100年を超える歴史があ

るわけでございますけれども、この間様々な方々の苦労や思いの中で今の我々の生活があるとい

うことは十分承知しているところであります。今まで人口減少ということは、かつて我々の中で

は経験した歴史がないのではないかなというふうに思ってございます。そういう中で、将来を見

据えていくということにつきましては、相当熟慮に熟慮を重ねながら、厳しい場面が出てくる、

それは避けて通れないというふうに強く思っているところでございます。その中で何が一番重要

かと。それは、やっぱり若者がこの町に根づいてもらって、いろんな分野でその活力、原動力と

なって、地域を支えてくれるような町にすることだというふうに思ってございます。この町を維

持、発展させていくことに向けまして、私は町民の皆様、議会の皆様、引き続きのご支援、ご協

力をいただきながら、一生懸命やっていきたいというふうに思ってございます。 

先ほど来谷議員から新型コロナウイルス感染症関連で厳しいご質問がございました。ＰＣＲ検

査、極端に言いますと毎日毎日みんなができれば安心するわけですけれども、それは現実問題無

理な話でございます。日本全国を見たときにも本当に新型コロナウイルス感染症が発生が多くて

大変なところ、やっぱりそこを集中的にお金の使い方としてはやっていく必要があるのだろうと

いうふうに思います。ですから、全国広い中でコロナの発生状況も違う、地域間において格差が

ある、そういう中で何を町政運営として捉えてやっていくのかということは、その町、町で違う

状況だろうというふうに思います。谷議員のおっしゃることよく分かりますけれども、そういう

中におきまして私は、ちょっと難しい問題になるかもしれませんけれども、感染と経済のバラン

ス、これは国も苦労しているわけでございますけれども、そういうことをきちっと念頭に置きな

がら、この町に合ったような対策を講じていくことに努めてまいりたいというふうに思います。 

私からは以上でございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 柴田企画課長。 

〔企画課長 柴田 隆君登壇〕 

〇企画課長(柴田 隆君) 私からは、大きな１点目、町民との約束と町政執行方針についてのう
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ち、２番目の基本政策６項目、早急に検討を進める事項３項目、最重点課題３項目の進捗状況並

びに３番目の令和３年度中に実現する公約、また任期中に達成できない公約、この２点につきま

して関連がございますので、併せてご答弁させていただきます。非常に幅広い項目にわたります

ことから、少し長くなるかもしれませんが、なるべく簡潔に説明したいと思いますので、よろし

くお願い申し上げます。 

 まず、１点目、基本政策の１つ目、町政運営の透明化につきましては、項目として事務事業の

見直し、説明責任の徹底、計画的かつ効率的な財政運営などを掲げ、これらに関連し、事務事業

の見直しと町財政の丁寧な説明を最重点課題に位置づけておりました。事務事業の見直しにつき

ましては、行政評価により効果的、効率的な事務事業の選択に努めながら、部制の見直しをはじ

めとする行政組織のスリム化、役場業務の一部民間委託、さらには介護関連施設への指定管理者

の導入などを進めてきたところでありますが、まだまだ見直しが必要な事柄がございますので、

この点については今後も継続して取り組んでまいりたいと考えております。 

 なお、令和３年度におきましては、厳しい状況が続いております病院事業の経営改善に向けて

具体的な改革プランを策定していきたいと考えております。 

 次に、説明責任の徹底につきましては、これまでの答弁でも繰り返し申し上げてきているとお

り、広報活動と広聴活動の２つを柱として、その充実に努めてきたところであり、数値的に評価

することが難しいため、達成、未達成というような整理はできていませんが、情報を発信する広

報活動につきましては、様々な媒体を活用しながら情報発信に努めているところであり、以前に

比べてかなり充実してきていると考えておりますし、要望等を聴取するための広聴活動につきま

しては、コロナ禍ということで今は対話形式での実施が難しい状況にありますが、状況に応じて

適切な手法を選択しながら、町民の皆様への説明と要望等の聴取に努めていきたいと考えており

ます。 

 次に、計画的かつ効率的な財政運営につきましては、新財政計画に基づき計画的な財政運営に

努めてきたところでありますが、依然として厳しい状況は続いており、改善に向けたさらなる取

組が必要であると考えております。また、現在の新財政計画が令和３年度末で期間満了を迎える

ことから、財政健全化に向けた新たな計画の策定に向けて具体的な準備に入りたいと考えており、

議会の皆様にもご相談しながら、令和３年度末までにはその内容を固めたいと考えているところ

でございます。 

あわせて、最重点の課題として掲げておりました町の財政状況の丁寧な説明につきましては、

町民の皆様に町の財政状況を理解していただくための取組として、公会計システムによる財務諸

表の作成に着手しておりまして、令和３年度中に完成させ、町民の皆様にお示ししていきたいと

考えております。 

次に、基本政策の２つ目、基幹産業の強化につきましては、オンリーワン、ナンバーワン産品

の創出、新規参入者の受入れ態勢の整備、第三者継承のシステムづくり、新たな産業の創出など

を掲げており、このうちオンリーワン、ナンバーワン産品の創出、新規参入者の受入れ態勢の整

備、第三者継承のシステムづくりを最重点の政策課題に位置づけて取り組んできたところでござ

います。オンリーワン、ナンバーワン産品の創出につきましては、地場産品に係る市場性の向上

や高品質化などに取り組んできたところであり、その効果もあり、現在デルフィニウムでは全国

トップクラスの産地、ミニトマトにあっては全道トップクラスの産地になるまでその地位を上げ
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ておりますが、その他の地場産品を含め、引き続き各分野による取組を後押ししながら、取組を

継続していきたいと考えております。 

次に、新規参入者の受入れ態勢の整備につきましては、まず農業におきましては新規就農者の

獲得に向けた環境整備に加え、継続的な相談会の開催などにより一定の成果を上げているところ

でありますが、地域ブランドとして必要な出荷量や品質を将来にわたって維持発展させていくた

めには、引き続き取組を継続しながら、その内容を充実させていく必要があると考えております。

漁業におきましては、新規参入者を獲得していくための環境を整備するために、経営安定化と所

得の向上を図るための栽培漁業を推進しているところでありますが、まだ十分な体制が整ってい

ると言える状況にはないことから、引き続き取組を継続しながら、その内容を充実させていきた

いと考えております。林業におきましては、単独での取組では新規参入者の獲得が見込めないこ

とから、令和２年度に開校した道立北の森づくり専門学院と連携を図りながら、新規参入者の円

滑な受入れにつなげていきたいと考えております。商工業におきましては、創業を目指す方に対

するセミナーの開催や専門家による指導、助言などに取り組んでいる商工会の取組を支援してき

たところであり、これまでに一定数の創業につながっていることから、引き続き取組を継続しな

がら内容を充実していきたいと考えております。 

次に、第三者継承のシステムづくりのうち、農業におきましてはその基本となるシステムの構

築がほぼ完了しましたことから、今後は移譲希望者である離農者と継承希望者とのマッチングに

努めてまいりたいと考えております。現在移譲希望者の選定作業中でありまして、その選定登録

が終わり次第継承希望者の募集を始める予定でおります。漁業につきましては、漁業権を取り巻

く既存漁業者への影響などがあり、農業のような形で進めることは難しい状況にありますが、漁

協などとも協議しながら、引き続き検討を続けていきたいと考えております。林業につきまして

は、これまで具体的な対策を講じることができておりませんが、令和３年度中に林業関係者で組

織する新ひだか町林業林産担い手対策協議会を設立し、その対応策について協議を進めてまいり

たいと考えております。商工業につきましては、商工会と町が共同で策定した第２期経営発達支

援計画に基づき、商工会において事業継承に関する実態調査を行っていることから、その結果を

踏まえた商工会の取組に対し、町としても必要な支援や助言等を行ってまいりたいと考えており

ます。 

新たな産業の創出につきましては、ドリカム推進事業により新たな商品開発等を後押ししてき

たところであり、その効果もあり、推奨品認定事業における新規認定件数は、この３年間で11品

ほど出ている状況にあります。しかしながら、今のところ新たな産業創出と言える事例はないこ

とから、今後も取組を継続しながら、内容を充実させていかなければならないと考えております。 

これらのほか、早急に検討を進める事項としまして、大雪によるハウス被災者に対する経営支

援対策につきましては、被害を受けたビニールハウス等の解体、撤去、再建に係る経費に対し財

政的な支援を行っておりまして、同じく住宅新築リフォーム助成金の在り方検討につきましては、

令和元年度よりまちなか居住の推進を目的とする新たな仕組みへと移行し、町の空家等対策計画

や空家バンクと連携しながら、取組を推進しているところであります。 

次に、基本政策の３つ目、防災対策の強化につきましては、迅速な初動態勢の構築、防災、減

災対策などを掲げて取り組んできたところであります。迅速な初動態勢の構築につきましては、

本町の機構改革等に伴う職員初動マニュアルの見直しや新型コロナウイルス感染症対策に係る避
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難所開設運営マニュアルの作成、またそれに伴う防災訓練の実施等により万が一の災害発生に備

えて職員の初動態勢の確立や避難所における避難者の迅速な受入れ態勢の強化について取り組ん

できたところでありまして、今後もその充実に努めてまいりたいと考えております。 

防災、減災対策につきましては、自助、共助の取組として地域における防災訓練や防災講話な

どを通じて地域の防災力向上に努めるとともに、公助の取組では避難所における感染症対策とし

て施設規模の広い避難所の確保や間仕切り室内テントや段ボールベッドなどの導入による避難所

体制の強化、さらには災害時における地域住民への情報伝達の多重化としてデジタル式防災行政

無線の整備を進めるなど、自助、共助、公助の３つをしっかりと機能させるよう取組を推進して

きたところであり、今後も継続的に取り組んでまいりたいと考えております。 

また、早急に検討を進める事項として掲げていた河川の氾濫対策につきましては、町長就任以

降毎年のように氾濫を軽減するための埋塞土除去事業に取り組んでいるところであり、今後も優

先順位をつけながら、継続して実施してまいりたいと考えております。 

次に、基本政策の４つ目、子どもたちの健全育成につきましては、スポーツを通じた青少年の

健全育成、グローバルな視野を持つ青少年の育成、子どもたちと高齢者との交流、芸術文化活動

の推進を掲げて取り組んできたところでございます。スポーツを通じた青少年の健全育成につき

ましては、各年代に対応した健康、体力づくり事業と各種スポーツ少年団の活動支援の充実に努

めてきているところであります。運動能力の発達に重要な幼児期には、幼稚園や保育所での体育

保育事業を実施し、小中高校生の世代には基礎体力の向上と併せて仲間との協調性や主体性を育

むことを目的にスポーツアカデミーやわんぱく教室を実施しており、青少年の心身ともに健全育

成が図られるよう今後も継続した取組を推進してまいります。 

次に、グローバルな視野を持つ青少年の育成につきましては、姉妹都市でありますアメリカ、

レキシントン市との青少年相互派遣交流事業を発展させ、同市内にあるケンタッキー大学への短

期留学事業を実施する方向で既に準備を整えていたところでありますが、新型コロナウイルス感

染症の影響によりなかなか実施できない状況が続いております。令和３年度も今のところ実施の

見通しが立っておりませんが、この状況が終息次第速やかに対応をしてまいりたいと考えており

ます。 

子どもたちと高齢者の方々との交流や芸術文化活動の推進につきましては、高齢者教室、こと

ぶき大学に参加されている方や文化サークルで長年にわたり技術、技能を磨いてこられた方々の

技術や知識を生かして、町内の子どもたちに様々な体験活動の場を提供しています。これまでに

昔の遊び体験や囲碁、将棋、またお琴などの音楽系教室を実施してきており、参加した子どもた

ちには学校以外での大人との交流につながっておりますし、高齢者の方々には人生の励みにもな

ると伺っておりますので、引き続き体験活動や文化活動を通じた世代間交流を進めてまいります。

また、引き続き芸術鑑賞機会や文化サークルによる発表機会の拡充などにも努めてまいりたいと

考えております。 

次に、基本政策の５つ目、生きがいの持てる地域づくりにつきましては、医療、介護、予防の

連携によるトータルケアシステムの構築、農福連携、地域で独居老人などを見守り、支え合う仕

組みづくりなどを掲げており、これらに関連して医療、介護、予防に係るトータルケアシステム、

健康寿命を延ばす取組、医療、介護人材の育成、産科新設、誘致の取組、新たな給付型奨学金の

新設を最重点政策課題として位置づけてきて取り組んできたところであります。医療、介護、予
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防の連携によるトータルケアシステムの構築については、連携強化に向けて新ひだか町在宅医

療・介護連携推進委員会を設置し、その対応を協議しているとともに、多職種連携を目的とする

研修会なども行いながら取組を推進しているところであり、今月からは新ひだか町子育て世代包

括支援センターを設置し、生涯にわたる重層的な支援体制の構築に向けて取り組んでいるところ

であり、これらの取組を継続しながら内容を充実させていきたいと考えております。 

農福連携につきましては、これまで各種セミナーへの参加や農業体験等各種取組を進めてきた

ところであり、今後も農業、漁業等に興味を持っていただくよう体験会の継続を進めるとともに、

農業者等の労働力不足については、当該福祉分野に限ることなく、多方面からの人材確保に努め

てまいりたいと考えております。 

地域で独居老人などを見守り、支え合う仕組みづくりにつきましては、高齢者が住み慣れた地

域で安心して暮らしていくためには、行政だけで担っていくことは困難であり、地域住民や民間

事業者などの理解、協力が不可欠であります。これまでも町内民間事業者等と高齢者等の地域見

守り活動に関する協定の締結を進めるなど、地域での見守り体制の強化を図ってきたところであ

りますが、引き続き各種活動の活性化を推進し、体制の充実に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

健康寿命を延ばす取組につきましては、令和２年度にデータヘルス計画の中間評価を実施し、

当町における健康課題の明確化を図りながら、若い世代への健康確認や意識啓発のため、子ども

のフッ素塗布事業時に保護者の血圧や血糖の測定を取り入れるとともに、健診受診率の向上策と

してＡＩ分析による受診勧奨用資材を開発するなど、早期勧誘による重症化予防などにも取り組

んでいるところであり、これらの取組を継続しながら内容を充実させていきたいと考えておりま

す。 

医療、介護の人材育成につきましては、医療技術者等修学資金貸付事業の貸付け基準を緩和し、

その対象範囲を拡大しながら推進しているとともに、緊急介護人材育成事業として介護職員初任

者研修を実施しながら、養成した人材を民間事業者への就労に結びつける取組も進めているとこ

ろであり、これらの取組を継続しながら、より成果の上がる取組へと充実させていきたいと考え

ております。 

産科新設、誘致の取組につきましては、他団体の状況を参考に問題点、課題などを整理すると

ともに、札幌医科大学婦人科教授との面談などにより情報収集等を行いながら調査研究を続けて

おりますが、全国的な産婦人科医不足のため新たな産婦人科医の招聘や民間産科医院の誘致の見

通しは現在のところ立っておりません。周産期医療を今後どのような形で担っていくのか、医療

関係者や議会、町民の皆様と一緒に考えながら、引き続き努力を続けていきたいと考えておりま

す。 

新たな給付型奨学金の新設につきましては、平成31年度から返済不要の給付型奨学金制度を創

設し、家計の都合で勉学を諦めるような子どもが発生しないよう、その修学を後押ししていると

ころであり、今後も取組を継続していきたいと考えております。 

最後に、基本政策の６つ目、環境に配慮したまちづくりにつきましては、環境保全に配慮した

取組、木のぬくもりが感じられるまちづくり、二十間道路桜並木の後世への継承などを掲げて取

り組んできたところであります。環境保全に配慮した取組につきましては、森林の間伐や不良木

地の整備、主伐後の再造林などに努めているところであり、今後も森林が持つ多面的機能が損な
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われることのないよう取組を継続してまいりたいと考えております。 

木のぬくもりが感じられるまちづくりにつきましては、ふるさとの資源の大切さや木々が生い

茂る豊かな森づくりに関心を抱いてもらう取組が重要と考え、令和２年度より教育機関との連携

による木育教室を開催しております。また、森林の循環による恩恵を身近に感じてもらうため、

令和３年度より町内の新生児に地元産材で製作した木の玩具を贈呈する取組を開始する予定でお

ります。今後においては、これらの取組を継続していくことや地元産材のさらなる活用を模索す

ることで、より木のぬくもりが感じられるまちづくりを進めていきたいと考えております。 

二十間道路桜並木の後世への継承につきましては、町長就任以来企業からのふるさと応援寄附

なども活用しながら、桜並木の樹勢回復事業に継続的に取り組んできているところであり、令和

２年３月には二十間道路桜並木維持保全方針も策定していることから、当該方針に基づき今後も

樹勢回復の取組を継続してまいりたいと考えております。 

次に、大きな３点目の新型コロナウイルス感染症対策についての１番目、国からの一次、二次

補正予算に係る地方創生臨時交付金活用事業及び支え合い基金活用事業の実施状況と２番目の国

の三次補正予算に係る地方創生臨時交付金の活用事業についてご答弁申し上げます。まず、１つ

目の国の一次、二次補正予算に係る地方創生臨時交付金活用事業及び支え合い基金活用事業の実

施状況についてですが、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金につきましては、国

の令和２年度第一次補正で１兆円、第二次補正で２兆円、第三次補正で１兆5,000億円が追加され、

そのうち新ひだか町へは総額10億6,575万8,000円の交付限度額が示されております。その内訳は、

自治体が地域の事情に応じてきめ細やかに新型コロナウイルス感染症対策として必要な事業に使

うことができる地方単独事業分として８億4,177万3,000円、また国庫補助事業を実施する場合に

おける地方負担分として２億2,398万5,000円となっております。このうち木内議員ご質問の活用

事業につきましては、地方単独分として６億2,763万5,000円が配分されておりまして、64事業を

計画し、取り組んでいるところでございます。 

一次、二次の中での実施事業としましては、これまで予算審議の中でご説明させていただいて

おりますので、詳細は省略いたしますが、主なものとしてマスク、消毒液などの感染対策用品の

購入、備蓄、公共施設的なものとしましては網戸等換気設備の整備や水道蛇口の改修などをして

おります。子どもたちへの支援としましては、公園等の屋外遊具の塗装や学校給食費の負担軽減

などを実施し、高齢者、介護対策としましては介護人材育成のための資格取得研修を開催してお

ります。デジタル関係として、病院や住民窓口でのクレジットカードによるキャッシュレス化、

農地情報管理システムの導入、議会オンライン会議システムの構築などを進めているところでご

ざいます。 

このほか感染拡大の影響による外出自粛や事業者休業により大きな影響を受けている地域産業

に対しましては、地域活性化や事業継続等に対する支援として、商工業関係ではプレミアムつき

商品券や飲食店、宿泊業への事業継続支援金、上下水道料の一部免除、感染防止に向けた中小企

業の店舗改修、備品購入等の補助を行っております。農業関係では、花きの次期作種苗の購入費

助成や肉用牛生産者に対する経営安定等のための支援金の交付、水産関係では漁業者に対する継

続支援金や水産物流通改善等への補助、林業では地元産木材の需要回復のための牧柵等購入費の

助成を行っております。 

地方単独事業として実施する64事業のうち、災害備蓄品、議会等オンライン会議システムの構
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築、農地情報管理システム導入の３事業につきましては、今年度内に完了しないため令和３年度

に繰り越すことを予定しております。 

国庫補助事業の実施に係る地方負担分につきましては、国の一次補正及び三次補正予算で措置

されておりまして、主に感染症対策としての物品購入やＧＩＧＡスクールサポーター配置支援の

ほか、光回線整備など９事業を計画しており、このうち光回線整備については令和３年度に繰り

越すこととしております。 

次に、支え合い基金につきましては、多くの個人、団体の皆様から総額で3,295万9,165円のご

寄附をいただき、主に子どもたちへの支援とこれを通じた地域経済への支援として、ふるさと応

援クーポン事業、おむつの贈物事業、小児インフルエンザ予防接種助成事業の３つの事業に対し

て活用させていただいてきたところでございます。これらの３つの事業の今年度における執行額

を整理したところ、約1,200万円ほどの執行残が出る見込みでございますので、これを一旦まちづ

くり基金に積み立て、令和３年度に実施するおむつの贈物事業や小児インフルエンザ予防接種事

業に引き続き活用させていただきたいと考えております。 

次に、２番目の国の三次補正に係る地方創生臨時交付金の活用事業についてですが、当町への

交付限度額が２億1,413万8,000円ですが、これにつきましては地方単独事業分でございまして、

国からの内示が本年２月であったため、この全額を令和３年度予算で実施する事業に活用するこ

とで進めております。活用事業につきましては、議員の皆様からのご提言も踏まえつつ、令和２

年度で実施した事業の中で引き続き手を打つべき事業、新たに対応しなければならないもの、ま

たアフターコロナを見据えた事業などを検討しているところでございます。検討事業のうち新年

度すぐに対策が必要と考える案件につきましては、令和３年度予算の第１号補正として追加議案

を上程させていただきたいと考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〔医療・介護対策室長 及川啓明君登壇〕 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) 私からは、大きな２点目の医療、介護対策についてご答弁

申し上げます。 

 ご質問の１点目、４月からの高齢者福祉施設等の指定管理者への移行について、その現状はど

うなっているのかでございますが、木内議員からは昨年９月の議会定例会においても同様のご質

問をいただきましたが、その後においての経過及び進捗状況についてご答弁申し上げます。川端

議員にも同様のご答弁をさせていただきましたので、簡潔にご答弁させていただきたいというふ

うに思います。 

職員転籍についてでございますが、９月下旬から10月上旬にかけ、指定管理者への転籍につい

ての諸条件等の職員全体説明会を実施し、その後10月上旬には指定管理者候補者であった萌福祉

サービスにより会社説明会を実施し、転籍後の諸条件について全体に説明をさせていただいてお

ります。その後、10月中旬から下旬にかけ職員個人面談を実施し、具体的な処遇の説明を行って

おり、最終的なご本人の意向を12月30日までに確認しております。なお、令和３年３月１日現在

の職員の動向でございますが、現員の204名中162名の職員が指定管理者である萌福祉サービスへ

転籍する予定となっております。 

また、まきばにつきましては、利用者様や利用者様ご家族並びに関係機関のご協力の下、他施

設への利用を進め、３月末日での廃止の見通しがつきましたので、予定スケジュールのとおり、
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老健まきばの廃止条例を含めた関係条例の整理や指定管理者の指定等を行っているところでござ

います。 

なお、利用者様、利用者様ご家族につきましては、各施設から指定管理者への運営に移行する

旨のご連絡を文書等によりご送付させていただいております。また、指定管理者からも４月１日

からの運営について利用者様及び利用者様ご家族に対し、順次ご説明を実施しているところでご

ざいます。現在は、各施設の運営状況について職員へのヒアリングやヒアリングから抽出された

課題に対し、職員と共に改善方法を検討し、４月１日の指定管理に向け、細部にわたる協議と準

備を加速させております。 

次に、ご質問の２点目、病院事業では、町立病院経営コンサルティング業務委託を実施し、病

院経営の課題解決に向け、改革プランの策定や病床再編など経営改善を着実に推進するとのこと

であるが、これまでの取組状況と新たな改革プランの策定及び経営改善実行計画書との関係を含

めた今後の具体的な取組についてどのように考えているのかでございますが、総務省から令和２

年度に示される予定でございました新たな公立病院ガイドラインや厚生労働省から示された病床

再編に係る協議については、コロナ禍のため令和３年度に延伸されたことから、本町としても国

と歩調を合わせながら、新たな改革プランを令和３年度に策定することとしております。 

しかしながら、病院事業の経営改善につきましては、喫緊の課題と認識しております。そこで、

取組状況でございますが、病院事業の経営改善を進めるためには職員が一丸となり、運営、経営

に対する改善の意識を醸成し、高める必要がありますが、現体制では指揮命令系統が統一されて

おらず、職員意識、業務統一、業務連携が図りづらい体制となっておりますことから、令和３年

４月を予定として病院組織を一元化し、指揮命令系統の一本化を図ります。また、病院収益の根

幹である診療報酬に対する専門性を高め、収益増加や経費削減の取組を加速させるため、事務部

門に医事グループを新設して、新ひだか町立病院として一体的に事業を行う効率的な体制の整備

を進めておりまして、専門事業者による経営分析も併せて実施しております。 

今後の具体的な取組でございますが、今年度実施した経営分析を基に令和３年度新たに設置す

る医事グループを中心とした改善への取組を進めるため、専門事業者によるコンサルティング業

務を活用しながら、収益や費用の改善を図ってまいります。また、令和３年度に策定する新たな

改革プランにつきましては、本町がこれまで答弁してまいりました実行計画も含めた計画として

策定する予定でございますが、調査特別委員会から意見のありました何をいつまでにどのように

実施、実行していくかを明確に示す計画として、策定に当たっては透明性を確保しつつ、進捗管

理につきましても議会や所管委員会にご説明させていただきながら進めてまいります。 

〇議長(福嶋尚人君) 角田ワクチン接種対策室参事。 

〔ワクチン接種対策室参事 角田しのぶ君登壇〕 

〇ワクチン接種対策室参事(角田しのぶ君) 木内議員ご質問の大きな項目の３番目の新型コロナ

ウイルス感染症ワクチン接種事業についてお答えします。 

 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種事業につきましては、既に報道等でご承知のとおり、

国内において本年２月17日より国が示す接種の優先順位に基づき、医療従事者への接種が開始さ

れているところであります。全国の市町村が担う65歳以上の高齢者及び16歳以上の一般の方への

接種については、当初４月からの事業開始が予定されておりましたが、世界的に不足しているワ

クチンの供給問題等により国からワクチン供給スケジュールが明確に示されていないことから、



 － 22 － 

各自治体ともに接種スケジュールをお知らせできない状況にあります。そうした中にあって、現

段階での当町における準備状況等についてお答えさせていただきます。 

 まず、スケジュールについてでございますが、国において本年４月より少量ながら各都道府県

への供給を開始され、当町へは４月19日の週に１箱、26日の週に１箱、ファイザー製ワクチンが

供給される見込みとなっていることから、当町にも４月中には約2,000回接種分のワクチンが到着

するものと推測されます。しかしながら、ワクチンの供給日が現状では明確でなく、さらには到

着日によっては大型連休の期間と重複することが想定されることから、国が示す優先接種順位に

基づく令和３年度中に65歳以上となられる高齢者の本格的な接種は、早くても５月６日移行にな

るものと考えております。 

また、接種方法については、町民皆様が安心して接種いただけるよう個々の健康状態や体質等

を把握しているかかりつけ医で接種する個別接種と、かかりつけ医を持たない方等に対応すべく

大きな会場で実施する集団接種を並行して進めたいと考えており、現在のところ個別接種につい

ては町内９医療機関、集団接種については６医療機関の協力が得られる見込みであり、集団接種

会場としては新ひだか町公民館及び新ひだか町総合町民センターはまなすの２か所を予定してお

ります。 

予約方法については、当町においても様々な手法を検討しているところでありますが、個別接

種については各医療機関がそれぞれ独自の手法で対応していただき、集団接種については町が電

話予約を受け付ける形で高齢者に対応してまいりたいと考えており、その後に開始される予定の

一般の方への接種に向けては、インターネット等を活用した予約方法も併せて検討していきたい

と考えております。 

今後もワクチンの供給等先行きが不透明な状況にありますが、地域住民が安心して速やかに接

種できる環境づくりに向けて、町内各医療機関の積極的なご協力もいただいておりますので、鋭

意準備を進めてまいりたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 一通りご答弁をいただきまして、ありがとうございました。それで、町長

から答弁いただいたのですけれども、私の質問の後に谷議員のＰＣＲ検査の質問に対する答弁も

されたわけですけれども、でき得れば谷議員の質問の際に答弁いただければよかったのかなとい

うふうに私は思いました。 

それで、１点目の関係で再質問させていただきますけれども、町長から町民との約束で掲げた

項目の多くは既に着手していると、あるいはまた前町政からの懸案事項も一定の道筋をつけたと

いうようなことで、また今の状況下でやれることには手をつけることができたのでないかと、こ

ういう思いも語られておりましたので、私は３年間の大野町政の実績として受け止めまして、評

価をしたいというふうに考えております。その上で質問をさせていただきますけれども、私は先

ほど質問の中で言いましたように新ひだか町の最重要課題は財政の健全化だというふうにずっと

考えておりました。町長は、就任時に財政当局から新ひだか町の厳しい財政状況の説明を受けた

というふうに思います。受けたときに、道職員としていた町長が我が町の町長になったわけです

が、どういう気持ちで受け止めたのかということと、相当厳しい財政状況だということは受け止

めたというふうに思いますけれども、この３年間のその厳しい財政状況の中の町政運営をどのよ

うな考え方で取り組んできたのか、この辺を伺いたいと思います。 
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〇議長(福嶋尚人君) 町長。 

〇町長(大野克之君) 今木内議員からできれば谷議員のときに答弁してもらいたいというお話あ

りましたけれども、谷議員のご質問に直接答えたという意図はなくて、現下の新型コロナウイル

ス感染症の情勢についてお話しさせていただいたということでご理解いただきたいというふうに

思います。 

 そういう中で、今当選したときに財政状況を聞いたと思うけれども、どうなのだというお話で

すけれども、端的に申しますと私北海道職員の時代にホッカイドウ競馬の仕事をさせていただい

ていまして、毎年毎年繰上充用を北海道の競馬の特別会計でもしておりました。それで、この町

に来まして、予算のお話を伺ったときにまた繰上充用かなというふうに思ったのですけれども、

もう繰上充用からは逃れることができるのかなと思ったのですけれども、また繰上充用だねとい

うふうに思ったのを記憶してございます。そういう中でも、競馬は本当に小さい世界ですけれど

も、町の財政とは全然違いますけれども、感覚的には競馬をやっているときには競馬を開催すれ

ばするほど赤字が積まさっていくと。その赤字の縮小ができる余地がないという状況の中での改

善だったのですけれども、町の財政については、僕可能性はあるというふうにそのときは思いま

した。ただ、この財政状況を例えばプラス・マイナス・ゼロをプラスに転じさせるということに

なると、かなりのあつれきが生じるというふうに感じておりましたし、今現在も感じております。

そこのところをどうやってバランスを取りながら運営をやるのかなというのが一番大事なところ

かなというふうに思っています。その中で何をすべきかということは、やはり町民の皆さんに今

の財政状況、特に難しい言葉でお話ししてもなかなか頭に入ってこない。私もそうですけれども、

専門用語で話してもなかなか頭に入ってこないということもありますので、そこについては今後

とも皆さんに知っていただくような努力をしていく必要があるだろうと思いますし、１つはやは

り当該年の赤字分については繰上充用という形で、これが現実にこの会計における赤字なのだと

いうことを知っていただくことが何よりも重要だと思いますので、その辺は今後ともしっかりと

取り組んでいく必要があるというふうに思ってございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) それで、町長は、昨年の１月６日の新年交礼会で、私が今記憶として申し

上げるのですが、競馬に例えて、この言葉が違っていれば訂正してほしいのですが、今は２コー

ナーから直線に向かう位置だと。３コーナー、４コーナー回って直線に入る最終年度ではラスト

スパートをかけて思い切ったまちづくりを進めると、こういうような挨拶をしたと記憶している

のです。もし違えば訂正してほしいのですが、そこでこの最終年度、令和３年度、最終年度です

が、ラストスパートをかけるまちづくり、今どのようなことを考えているのか。この３年、任期

最終３年、あわせて最終年度にどのようなラストスパートのまちづくりの取組を考えているのか。

それと、企画課長からすごく丁寧で詳細な答弁いただいたのですが、その３点目で今年度の公約、

いわゆる達成できなかった公約、これがあったのか、なかったのか、これも含めてお知らせをい

ただきたい。町長の考えをお聞きしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 町長。 

〇町長(大野克之君) 交礼会でのときというふうに私も記憶してございます。あのときには町の

いろんな団体の方、その中には軽種馬をやっている方もいらっしゃったものですから、壇上でお

話をさせていただいているときに競馬関係の方も目に入ったものですから、競馬のレースになぞ
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らえてお話をさせていただいたのですけれども、確かに今木内議員がおっしゃったような趣旨で

お話しさせていただきました。今これから最終の年度を迎えるというのは、まさに競馬に例えま

すと４コーナーを回ってゴールまで走るところだというふうに思っています。その走り方であり

ますけれども、競馬をやっている皆さんはもうご存じかと思いますけれども、４コーナー回って

からどんどん、どんどんスピードを上げていくというやり方と、４コーナーの最後のところで、

４コーナー回ってゴール前に行くちょっと手前でぎゅっと加速するといういろんな馬の走り方が

ありますけれども、そういうパターンがあろうかというふうに思っています。私は、急に加速す

るというところはなかなかやりづらいなというふうに思っていますので、徐々に徐々にペースを

上げていくと。１年の短い期間ですけれども、上げていきたいというふうに思っています。 

その中で具体的に何をやろうとしているのだというご質問だと思いますけれども、それは今ま

で３年間やってきたことを継続していくことが一番大事だというふうに思っていますし、何より

も大事なのは将来に向けてどういう種をまくか、どういうことを将来に向けて残していくか、ど

ういう施策を取り入れて、どういう仕組みをつくっていくか、そういうことだというふうに思っ

ています。必ずしも構造物を造ったりすること自体が私は町にとって必要だというふうには全然

思っておりませんので、仕組みですとかそういうものをつくりながら、人と人との関わりをつく

って、町を盛り上げていくのが一番重要だろうというふうに思っているところでございます。 

その中で最後のほうにできない公約あるのでないのかというお話でございますけれども、正直

申し上げまして、いつでしたか、２年前か３年前のまちづくり懇談会の場だと思いますけれども、

正直に町民の皆さんにその場にいた方にお話しさせていただきました。私の公約といいますか、

約束事の中で実現が難しいのが産科の誘致、これについては恐らく実現は難しいだろうというお

話をまちづくり懇談会の場でさせていただいた記憶がございます。恐らくその場に議員の方もい

らっしゃったかというふうに思いますけれども、それは正直にそう思っておりました。ただ、正

直に難しいと思いながらも、そこに向かっていく気持ち、姿勢は大事だというふうに思っていま

す。事細かく企画課長のほうからご説明させていただきましたけれども、大きな目で見ると私は

産科のところについてはかなり厳しいし、この１年で産科が新設できるなんていうことは到底考

えられませんので、そういう状況にはありますけれども、将来に向けた対応としてどういう在り

方があるのかというのは力を注いでいきたいというふうに思っているところでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) ぜひ１年間今後頑張っていただきたいなというふうに思います。 

 次に移ります。２点目の医療、介護対策について質問させていただきます。移行の関係につき

ましては、現状を答弁いただきまして、ありがとうございます。そこで、指定管理者の移行につ

きましては、３月９日の協定書の取り交わしですか、これ新聞報道でもありましたけれども、４

月１日のスタートに向けて事務手続も進められているということでございますけれども、現在高

齢者福祉施設の管理運営上委託している各種委託業務、特に町内業者との委託関係、これは引き

続き委託されるというふうに考えていいのかどうか伺いたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) 現在町内業者で町と受託している事業者の関係ですけれど

も、指定管理者は全道的に事業を展開している事業者ではありますが、この指定管理を当町で行

う上では町内事業者と協力連携していただきながらやっていただかなければならない業務も多数
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あるというふうに考えております。指定管理者では、現在町と委託契約を締結している事業者と

協議をしていただいているというふうに伺っております。ここから先は民と民との協議というこ

とになりますので、価格面ですとか業務内容について協議が調えば、当然のことながら継続して

委託を結んでいただけるものというふうに考えてございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) もう一点お伺いしたいのですけれども、指定管理業者から独自提案があっ

たリハビリ特化型デイサービスセンター、この運営のことについてなのですが、４月からスター

トするのですが、４月からのスタートにするということになるのでしょうか。その場合のどうい

うような開設の概要になるのか教えていただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) 指定管理事業者からの独自提案のリハビリ特化型のデイサ

ービスの運営ですけれども、指定管理者から提案いただいております部分で、中身は健康であり

続けようという意識は身体機能の維持向上をしようという行動へつながり、最終的に健康寿命の

延伸を実現するという考えが指定管理者である萌福祉サービスさんのデイに関する考え方、デイ

だけではないのですけれども、考え方です。 

そこで、リハビリ特化型のデイサービスセンターの運営については、萌さんとしてはすぐに実

施したいということで、現在なごみのスタッフとも協議を、協議というか、行うための準備や検

討、協議を進めていただいております。ただ、それを実現するためには既存利用者様のニーズで

すとか調整というのが必ず必要になるというふうに思っています。まずもって現在使っているデ

イを指定管理に移行して、安定的に運営するというのが第一の目的です。その上で利用者様のニ

ーズ調整が図れれば、直ちに特化型のデイサービスを展開していただけるような準備と協議は

我々対策室も含めて進めさせていただいているところでございます。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) それは、３年度中の早い時期という理解でよろしいですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) あくまでもその調整等が整えばということが前提ですが、

早ければ夏ぐらいまでには進めさせていただきたいなというふうに事業者側とはお話はさせても

らっています。くどいですけれども、そこには利用者様がいますので、あくまでも利用者様のニ

ーズと調整が図れた場合という前提であることをご了承いただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) 次に、病院事業の関係でお伺いしますけれども、新たな改革プランの策定、

これは議会ですとか町民のほうに説明をしながら進めるのだという答弁いただきました。そこで、

現状で予定しているスケジュールですか、どういうような形でその説明をしていくのか含めてお

願いしたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 及川医療・介護対策室長。 

〇医療・介護対策室長(及川啓明君) 壇上でもご答弁させていただいたとおり、新たな改革プラ

ンは令和３年度中に策定するということで作業を進めさせていただきたいというふうに考えてお

ります。まずは、計画の検討に当たり策定委員会や推進幹事会、下川議員からのご質問にもあり

ましたとおり、その委員会自体をどういう構成でやるのかという部分も含めて、所管委員会等で
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ご説明させていただくところからスタートさせていただきたいというふうに考えています。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) それでは、３点目の新型コロナウイルス感染症ワクチンの関係、再質問し

たいと思いますけれども、事業関係、一次、二次、三次の関係につきましては分かりましたので、

これは質問いたしませんけれども、ワクチンの接種事業、この関係で同僚議員からかなり何人も

質問いただきまして、私なりに大体把握いたしましたけれども、確認の意味で何点か質問させて

いただきたいと思います。 

 それで、医療従事者等の先行接種、これは既に町立病院の従事者ですか、これが先行接種され

たということで報道にもございました。そこで、町立の三石国保病院ですとか民間病院ですとか、

それから薬局関係者等の接種についてどのようになっているのか。医療従事者等については、同

僚議員の答弁にも北海道が調整するということは分かるのですけれども、現状今町立病院だけの

従事者がやられたのか、ほかの病院の関係どうなのか教えていただきたいというふうに思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口ワクチン接種対策室長。 

〇ワクチン接種対策室長(山口一二君) 医療従事者の優先接種の中でもさらに先行接種といった

形で、日高管内においては町立静内病院、それから浦河日赤病院、この２病院で先行接種が進め

られております。その後においては、各医療機関、それから薬局関係者等々の部分については、

やはり道のほうでワクチンの入荷次第、状況を見ながら開始されるものというふうに認識してお

ります。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) ということは、医療従事者等は町は全く関与しなくていいということで捉

えていいのですか。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口ワクチン接種対策室長。 

〇ワクチン接種対策室長(山口一二君) あくまでも調整主体が道のほうでありまして、接種につ

いてはこれからどんどん、どんどん、町内の医療従事者については約800名というふうにお答えさ

せていただいておりますけれども、その接種に関して道と連携取りながら市町村も協力して接種

を推し進めてまいりたいというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 

〇15番(木内達夫君) それで次に、高齢者、65歳以上の接種、これは実は13日の道新報道、これ

に国から65歳以上の高齢者のワクチンの接種の先行実施する、北海道です、北海道が選定例を示

したという記事がありました。年齢ですとか基礎疾患の有無、社会福祉施設の入所者６項目、そ

れから社会福祉施設の従事者ですとか在宅で介護している介護者ですとか、そういうことが出て

おりました。我が町としてその通知を受けて、どういうような優先順位をもって接種していくの

か、今の段階でもし方針が出ていればお答えいただきたいと思います。 

〇議長(福嶋尚人君) 山口ワクチン接種対策室長。 

〇ワクチン接種対策室長(山口一二君) お答えします。 

 当町においても道から示されたその中での接種方法を検討しております。ただ、実際それを実

施するには当然ながら医療機関との調整、協力、そういったものが必要となります。そういった

ものも含めまして最終決定を近々出したいなというふうに考えております。 

〇議長(福嶋尚人君) 15番、木内君。 
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〇15番(木内達夫君) 分かりました。 

 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長(福嶋尚人君) 以上で一般質問を終結いたします。 

                                            

        ◎散会の宣告 

〇議長(福嶋尚人君) 本日の日程は全部終了いたしました。 

本日はこれで散会いたします。 

 どうもご苦労さまでした。 

(午前１１時５６分) 


