◎開会の宣告
〇議長(福嶋尚人君)

おはようございます。

欠席議員の報告をいたします。７番、細川君から、一身上の都合により本日の定例会を欠席す
る届出が提出されておりますので、報告いたします。
ただいまの出席議員数は15名です。定足数に達していますので、令和３年第７回新ひだか町議
会定例会を開会いたします。
(午前

９時３０分)

◎開議の宣告
〇議長(福嶋尚人君)

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。
なお、新型コロナウイルス感染症感染防止対策のため、議場内及び発言時におけるマスクの着
用を認めることといたします。
◎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、16番、城地君、２番、川端君を指名
いたします。
◎会期の決定
〇議長(福嶋尚人君)

日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から12月17日までの４日間にしたいと思います。
御異議ありませんか。
〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、本定例会の会期は本日から12月17日までの４日間に決定いたしました。
◎行政報告
〇議長(福嶋尚人君)

日程第３、行政報告を行います。

町長から行政報告の申出がありましたので、これを許します。
町長。
〔町長
〇町長(大野克之君)

大野克之君登壇〕

おはようございます。お手元に配付しております行政報告につきまして御

報告を申し上げたいというふうに思います。
まず初めに、新型コロナウイルス感染症に関します対応についてでございます。この資料の裏
面、ページ数でいいますと４ページになりますけれども、裏面を見ていただきたいというふうに
思います。まず初めに、新型コロナウイルス感染症ワクチンの接種状況についてでございます。
12月13日、昨日現在でございますが、(１)の接種状況の表の一番下の欄になりますが、１回目の
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接種を終えた方が合計で１万7,540人、率にいたしまして記載のとおり89.68％の方が受けられて
いると。同じく２回目の接種者でございますが、１万7,359人、率にいたしまして88.76％、今月
から始めております３回目の接種でございます。完了した方は51名というふうになってございま
す。
続きまして、(２)のいわゆる追加接種、３回目の接種についてでございますが、新ひだか町に
住所を有します18歳以上で２回目の接種後８か月以上を経過した方で、その追加接種を希望する
方を対象に、一番下のスケジュールに基づきまして接種を進める予定でございます。
１ページに戻っていただきまして、それでは令和３年度の新ひだか町の表彰について御報告い
たします。
長きにわたりまして本町の振興発展の御尽力をいただきました６名の方に対しまして、
記載のとおり、町表彰を贈呈いたしました。
ページを開いていただきまして、２ページでございますが、大雨による被害状況についてでご
ざいます。11月９日の大雨による被害状況につきましては、記載のとおりということになってご
ざいます。
続きまして、３ページ、次のページに参りまして、工事に係る入札の執行についてでございま
す。記載のとおり１件の工事に係る入札を行いました。詳細につきましては、下段のとおりでご
ざいます。
以上で行政報告とさせていただきます。
〇議長(福嶋尚人君)

次に、教育委員会の行政報告を行います。

教育長。
〔教育長

久保田達也君登壇〕

〇教育長(久保田達也君) 行政報告を申し上げます。
お手元に配付の文書に記載のとおり、令和３年11月３日の町の表彰贈呈式と併せて教育委員会
表彰贈呈式を挙行し、本町の教育、文化、スポーツ振興発展に御尽力をいただきました11名の方々
に各賞を贈呈いたしました。受賞された皆様のますますの御活躍を御期待申し上げ、行政報告と
いたします。
〇議長(福嶋尚人君)

これで行政報告は終わりました。

行政報告の質疑については、議案審議後といたします。
◎委員会審査報告の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君)

日程第４、委員会審査報告を議題といたします。

さきに付託の議案第10号

令和２年度新ひだか町水道事業会計決算認定について及び議案第

11号 令和２年度新ひだか町病院事業会計決算認定の２件を一括して委員長の報告を求めます。
企業会計決算審査特別委員長、川端君。
〔企業会計決算審査特別委員長
〇企業会計決算審査特別委員長(川端克美君)

川端克美君登壇〕

委員会審査報告を行います。
令和３年12月14日

新ひだか町議会議長

福 嶋

尚

人

様
企業会計決算審査特別委員会委員長

委員会審査報告書
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川 端 克

美

令和３年９月16日、第５回新ひだか町議会定例会において、本委員会に付託された事件は、審
査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定により報告します。
記
１ 付 託 事 件 議案第10号

令和２年度新ひだか町水道事業会計決算認定について

議案第11号

令和２年度新ひだか町病院事業会計決算認定について

２ 審査の経過 令和３年10月19日に委員会を開催
３ 審査の結果 認定すべきものと決定
以上、報告します。
〇議長(福嶋尚人君)

お諮りいたします。

企業会計決算審査特別委員会は、議長及び議員選出監査委員を除く全議員により構成されてい
ますので、委員長報告に対する質疑は省略したいと思います。御異議ありませんか。
〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、本案２件は質疑を省略することに決定いたしました。
本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから採決を行います。
先に議案第10号 令和２年度新ひだか町水道事業会計決算認定についてを採決いたします。
お諮りいたします。本案の決算に対する委員長の報告は、認定とするものであります。本案は、
委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。
〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、議案第10号は、認定することに決定いたしました。
次に、議案第11号

令和２年度新ひだか町病院事業会計決算認定についてを採決いたします。

お諮りいたします。本案の決算に対する委員長の報告は、認定とするものです。本案は、委員
長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。
〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、議案第11号は、認定することに決定いたしました。
◎委員会審査報告の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君)

日程第５、委員会審査報告を議題といたします。

さきに付託の議案第10号

令和２年度新ひだか町各会計歳入歳出決算認定について委員長の報

告を求めます。
決算審査特別委員長、川端君。
〔決算審査特別委員長 川端克美君登壇〕
〇決算審査特別委員長(川端克美君)

委員会審査報告を行います。
令和３年12月14日

新ひだか町議会議長

福 嶋

尚

人

様
決算審査特別委員会委員長
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川

端 克 美

委員会審査報告書
令和３年11月12日、第６回新ひだか町議会臨時会において、本委員会に付託された事件は、審
査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定により報告します。
記
１ 付 託 事 件 議案第10号

令和２年度新ひだか町各会計歳入歳出決算認定について

２ 審査の経過 令和３年11月15日、16日(２日間)に委員会を開催
３ 審査の結果 認定すべきものと決定
以上、報告します。
〇議長(福嶋尚人君)

お諮りいたします。

決算審査特別委員会は、
議長及び議員選出監査委員を除く全議員により構成されていますので、
委員長報告に対する質疑は省略したいと思います。御異議ありませんか。
〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、本案は質疑を省略することに決定いたしました。
本案に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから議案第10号 令和２年度新ひだか町各会計歳入歳出決算認定についてを採決いたしま
す。
お諮りいたします。本案の決算に対する委員長の報告は、認定とするものであります。本案は、
委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。
〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、議案第10号は、認定することに決定いたしました。
◎諮問第１号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君)

日程第６、諮問第１号

人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といた

します。
提案理由の説明を求めます。
町長。
〔町長
〇町長(大野克之君)

大野克之君登壇〕

ただいま上程されました諮問第１号について御説明を申し上げます。

人権擁護委員候補者の推薦についてでございまして、現委員７名のうち４名の方の任期が来年、
令和４年３月31日で満了いたしますことから、次期人権擁護委員候補者を推薦するため、人権擁
護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるものでございます。
人権擁護委員につきましては、同法第６条第１項の規定により法務大臣が委嘱するものであり
ますが、その候補者は市町村長が推薦することとされておりまして、当該推薦に当たりましては
議会の議決を受けなければならないことになってございます。
今回推薦しようとする方につきましては、４人おられますが、１人目は再任となります。現住
所、日高郡新ひだか町高砂町３丁目７番11号にお住まいの鎌田康人氏でございます。生年月日は
昭和26年７月11日生まれ、70歳でございまして、職業は無職でございます。今回再任されますと
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４期目ということになります。
お二人目は、こちらも再任となりますが、現住所、日高郡新ひだか町静内真歌432番地の５、上
水明子氏でございます。生年月日は昭和24年１月13日、72歳でございまして、職業は会社役員で
ございます。今回再任されますと同じく４期目となります。
３人目は、この方も再任でございますが、現住所、日高郡新ひだか町静内旭町１丁目18番30号、
お名前は浅間寛喜氏、生年月日は昭和29年10月１日、67歳でございまして、職業は無職でござい
ます。今回再任されますと２期目ということになります。
４人目でございます。新任となります。現住所、日高郡新ひだか町三石歌笛595番地、お名前は
忍関崇氏、生年月日は昭和42年９月２日、54歳でございまして、職業は住職でございます。
４名の方とも新たな任期については、令和４年４月１日から令和７年３月31日までの３年間と
なります。なお、ページをめくっていただきますと、次のページから４名の方々の略歴を添付し
てございますので、御覧いただきたいというふうに存じます。
以上で諮問第１号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
〇議長(福嶋尚人君)

お諮りいたします。

本件については、人事案件でありますので、議会運営基準により質疑、討論を省略いたしたい
と思います。御異議ありませんか。
〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、本件は質疑、討論を省略することに決定いたしました。
これから諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決いたします。
お諮りいたします。本件は、原案の者を適任とすることに御異議ありませんか。
〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、諮問第１号は、原案の者を適任とすることに決定いたしました。
◎議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君)

日程第７、議案第１号

令和３年度新ひだか町一般会計補正予算(第７号)

を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
上田総務課長。
〔総務課長

上田賢朗君登壇〕

〇総務課長(上田賢朗君) おはようございます。ただいま上程されました議案第１号について御
説明いたします。
今回の補正予算の概要でございますが、新型コロナウイルス感染症対応の地方創生臨時交付金
を活用した事業や国が臨時特別的な給付措置として実施する子育て支援への臨時特別給付金支給
事業、そのほか燃料費や修繕料の追加など、早急な対応が必要となっている経費について今回補
正しなければ事務事業の執行に支障を来すものにつきまして計上してございます。なお、今回の
補正予算につきましては、施設の燃料費や修繕料など維持管理に係る追加補正が大変多くござい
ます。また、さきの全員協議会において内容説明を行っておりますので、説明につきましては主
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なものに絞った御説明とさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、議案の説明に入ります。議案第１号は、令和３年度新ひだか町一般会計補正予算(第
７号)でございます。
令和３年度新ひだか町の一般会計補正予算(第７号)は、次に定めるところによる。
第１条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５億
3,523万1,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ178億5,703万3,000円にしよう
とするものでございます。
第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出
予算の金額は、｢第１表 歳入歳出予算補正｣のとおりでございます。
第２条は、繰越明許費でございまして、地方自治法第213条第１項の規定により翌年度に繰り越
して使用することができる経費は、｢第２表

繰越明許費｣のとおりでございます。

第３条は、債務負担行為の補正でございまして、債務負担行為の追加は、｢第３表

債務負担行

為補正｣のとおりでございます。
第４条は、地方債の補正でございまして、地方債の追加及び変更は、｢第４表 地方債補正｣の
とおりでございます。
それでは、歳出の事項別明細書により御説明いたしますので、一般13ページをお開きください。
３、歳出でございます。２款 総務費、１項 総務管理費、４目 財産管理費から11目 地域振興費
までは、車両や施設の維持管理に関わる修繕料などの経費の追加計上となってございます。なお、
充当財源でございますが、４目 財産管理費、事業目２ その他公用施設管理経費で48万円と11目
地域振興費、事業目５ 生活路線維持事業で72万円になりますが、町村有自動車損害等共済金を
充当してございます。
14ページに参ります。13目 地方創生費では、次のページにまたがりますが、事業目４ 新型コ
ロナウイルス感染症対策事業で4,813万7,000円を追加しようとするものでございます。こちら内
容につきましては、参考資料を別冊で用意してございますので、別冊資料と併せて御覧願います。
事項別明細書の事業目４ 新型コロナウイルス感染症対策事業(まちづくり推進課)分になります
が、3,257万7,000円を追加計上してございます。こちらのまちづくり推進課分では４つの事業が
ございまして、１つ目の事業は説明資料１ページになりますが、①新ひだかトレジャーホースカ
ード事業で事業費を917万円としてございまして、事項別明細書では委託料にトレジャーホースカ
ード事業業務委託料を計上してございます。当事業は、馬産地新ひだか町の特質を生かして、当
町産駒等の競走馬のカードを作成し、飲食店等を利用していただいた方々にカードを配っていた
だくことで、町内外の競馬ファンがカードを求め、飲食店等を積極的に利用していただくきっか
けとするものでございまして、併せてふるさと応援寄附をいただいた寄附者に対しても記念品と
してカードを活用しようとするものでございます。
２つ目の事業は、説明資料②新規事業チャレンジ補助事業で事業費を500万円とし、事項別明細
書では負担金、補助及び交付金に新規事業チャレンジ補助金を計上してございます。当事業は、
コロナ禍により影響を受けている中小企業などが社会経済情勢の変化に対応し、新規事業分野へ
の進出などを行う場合に設備投資等に係る経費の一部を補助することにより、新型コロナウイル
ス感染症社会に対応したビジネスモデルの構築や既存事業の強化を推進しようとするものでござ
います。
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３つ目の事業は、説明資料④町立温泉施設事業継続支援事業で事業費2,500万円とし、事項別明
細書では負担金、補助及び交付金に町立温泉施設事業継続支援金を計上してございます。当事業
は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少した町立温泉施設の事業継続を図るた
め、指定管理者に対し支援金を給付しようとするものでございます。
４つ目の事業は、説明資料３ページになりますが、⑩テレワーク施設等整備事業で事業費を
559万7,000円とし、事項別明細書では需用費の消耗品費、修繕料の全額と備品購入費の３件の全
額、委託料の無線アクセスポイント整備業務委託料を計上してございます。当事業は、新型コロ
ナウイルス感染症の拡大により新しい生活様式が推奨され、テレワークやオンライン会議の需要
が高まっていることから、これに対応するため町内公共施設をテレワーク等に対応したコミュニ
ティースペースとして整備しようとするものでございます。
まちづくり推進課分ではこれらの事業のほか、事項別明細書中段になりますが、負担金、補助
及び交付金で飲食店等取引事業者影響緩和支援金の事業費確定に伴う整理を行ってございます。
次に、事業目４の(健康推進課)分になりますが、453万7,000円を追加計上してございます。こ
ちらの健康推進課分では３つの事業がございまして、１つ目の事業は説明資料２ページになりま
すが、⑥ＣＯ２モニター配布事業で事業費を430万1,000円としてございまして、事項別明細書で
は備品購入費にＣＯ２モニターを計上してございます。この事業は、感染対策として室内の窓を
開け、室内の空気を清潔に保つことが効果的であると言われていることから、冬期間における換
気を適切で効果的に行うために整備しようとするものでございます。
２つ目の事業は、説明資料３ページになりますが、⑪メンタルチェックシステム導入事業で事
業費を６万4,000円としてございまして、事項別明細書では委託料でメンタルチェックシステム導
入業務委託料と使用料及び賃借料でメンタルチェックシステム利用料を計上してございます。こ
の事業は、コロナ禍におけるストレス等による心の状態悪化が懸念されることから、メンタルケ
アに関わる早期発見や相談、早期治療につなげようとするものでございます。
３つ目の事業は、説明資料⑫生理用品無償配布事業で事業費を17万2,000円としてございまし
て、事項別明細書では需用費の消耗品に計上してございます。この事業は、コロナ禍にあって生
理用品を準備できない方々の現状やニーズを把握するため、試行的生理用品の無償配布を行い、
今後の事業の必要性を検証しようとするものでございます。
次に、事項別明細書の一番下の事業目４、(総務課)分になりますが、消耗品で310万円を追加計
上してございます。事業内容につきましては、説明資料３ページの一番下、⑬感染症対策対応の
災害備蓄品整備事業で事業費を310万円としてございまして、この事業は災害時の避難所における
感染症対策対応の備蓄品を整備しようとするものでございます。
次に、事項別明細書15ページに参ります。事業目４、(建設課)分になりますが、光熱水費と街
路灯使用料で合わせて55万8,000円を追加計上してございます。説明資料では１ページになります
が、③通り会電気料等負担軽減事業で事業費を55万8,000円としてございまして、この事業は新型
コロナウイルス感染症の影響により事業収入等が減少している商工事業者で構成する関係通り会
が負担している街路灯の電気料や使用料について負担をなくすことで商工業者の経営安定を図ろ
うとするものでございます。
次に、事項別明細書の上から２つ目、事業目４、(農政課)分では463万3,000円の減額でござい
ますが、１つは学生応援ふるさと便事業、もう一つは特別栽培米販売促進活動支援事業の２つの
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事業において事業の確定に伴う執行整理をしてございます。
その下の事業目４、(生涯学習課)分では、映像配信業務委託料で６万6,000円を追加計上してご
ざいます。説明資料では２ページの下段、⑨成人式の映像配信事業で事業費を６万6,000円として
ございまして、この事業は令和４年１月に開催予定の成人式において、新生活スタイル社会に対
応するため式典の状況をユーチューブにてリアルタイムで動画配信しようとするもので、保護者
等が来場していただかなくても自宅等で視聴できることがから、人と人との接触機会を避けるこ
とで感染リスクを低減させようとするものでございます。
次に、事項別明細書の中段、事業目４、(学校給食センター)分になりますが、備品購入費で配
送用コンテナを945万5,000円追加計上してございます。説明資料では２ページの⑧学校給食配送
用コンテナ購入事業で事業費を945万5,000円としてございまして、この事業は衛生面を考慮した
小中学校の給食を子どもたちに届けるため、給食を入れる給食配送用コンテナを抗菌力の高いも
のに整備し、安心、安全な給食提供に努めようとするものでございます。
次に、事項別明細書の下から２つ目、事業目４、(管理課)分になりますが、修学旅行の延期に
伴う追加経費助成金として47万7,000円を追加計上してございます。説明資料は２ページの⑦にな
ります。修学旅行の延期に伴う追加経費助成事業で事業費を47万7,000円としてございまして、こ
の事業は新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により小中学校の修学旅行を延期したことによ
り発生したキャンセル料等の追加経費について、保護者の負担を軽減するためにその経費を助成
しようとするものでございます。
次に、事項別明細書の一番下の事業目４、(福祉課)分になりますが、修繕料と手数料で200万円
を追加計上してございます。事業内容につきましては、説明資料２ページの上段、⑤児童館感染
防止対策事業で事業費を200万円としてございまして、この事業は児童館の床がじゅうたんやカー
ペット等を使用していることから、殺菌、除菌作業に掃除機を使うことでしかできず、除菌効果
が著しく低いことから、取り外しができ、洗濯のできる抗菌カーペット等に張り替えることで感
染防止効果の大幅な向上を図ろうとするものでございます。
これら13事業に対し、財源として地方創生臨時交付金単独分を4,291万5,000円充当してござい
ます。なお、歳入で御説明いたしますが、１事業分を含め国から配分のあった通常分と事業者支
援分、合計２億4,582万5,000円については、今回の補正までで全て充当した形で整理させていた
だいております。また、今回の追加計上における執行整理につきましては、最終補正予算におい
て整理させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
次に、事項別明細書16ページに参ります。２項 徴税費、２目 賦課徴収費、事業目２ 過誤納還
付金で100万円の追加でございますが、本年度の町税の還付実績により不足が見込まれますことか
ら追加計上しようとするものでございます。
17ページに参りまして、３款 民生費、１項 社会福祉費、１目 社会福祉総務費で、新規事業に
なりますが、事業目11 暖房費助成事業で2,623万6,000円の計上でございます。現在の灯油、電気
料などの暖房費の高騰に伴い、町民税非課税世帯などへの経済的負担を考慮し、生活の安定と福
祉の向上を図ることを目的に実施をしようとするものでございまして、助成世帯を推計し、過去
の申請等を考慮しまして所要額を計上させていただいております。なお、助成世帯でございます
が、町民税非課税世帯と生活保護世帯でございまして、町民税非課税世帯に対しては１世帯当た
り１万円、生活保護受給世帯につきましては１世帯当たり8,000円を助成するものでございます。
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なお、財源でございますが、地方交付税の特別交付税や一部道補助金などで措置されるという情
報がございますが、予算整理時に明確ではございませんでしたので、確定の後、最終補正予算に
おいて整理させていただきたいと考えてございます。
次に、３目 社会福祉施設費では、事業目２ 集会施設等管理経費から事業目４ 社会福祉会館管
理経費までは、施設の管理運営に係る燃料費の追加計上でございます。その下、事業目５ 共同井
戸管理経費では、次のページにまたがりますが、御園共同井戸取水施設や豊畑第３地区共同井戸
ポンプなど４件の修繕経費として483万円の追加計上でございますし、18ページに参りまして、事
業目６ 町民保養施設管理経費では静内温泉の男女主要槽ろ過器ポンプ等の修繕経費として149万
3,000円の追加計上でございます。
５目 国民年金事務費、事業目１ 国民年金事務経費では17万3,000円の追加計上でございます
が、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部改正により令和４年４月１日から国民年金
手帳が廃止されることになり、これに伴い既存システムに改修が必要となったもので、財源とし
て国民年金事務費交付金を同額充当してございます。
７目 老人支援費、
事業目９ 介護サービス提供基盤等整備事業では3,653万円の追加計上でござ
いますが、認知症高齢者グループホームの増改築に係る経費に対する補助でございますが、北海
道からの間接補助でございまして、財源として介護サービス提供基盤等整備事業費交付金を同額
充当してございます。
８目 老人福祉施設費では、次のページにまたがりますが、施設燃料費と施設給湯ボイラーの配
管修繕に係る経費を追加計上してございます。
19ページに参りまして、２項 児童福祉費、１目 児童福祉総務費では１億6,013万6,000円の追
加計上でございます。新規事業になりますが、事業目５ 子育て世帯への臨時特別給付金支給事業
でございますが、長期化している新型コロナウイルス感染症の影響により苦しんでいる子育て世
帯への支援として、国が実施する臨時特別的な給付措置として高校生までの子どもがいる世帯に
対して子ども１人当たり５万円を給付するもので、給付に係る事務経費と併せて計上してござい
ます。また、財源として子育て世帯への臨時特別給付金事業費補助金と同事務費補助金を併せて
同額充当してございます。
20ページに参ります。２目 児童措置費、事業目４ 児童手当支給事業では448万9,000円の計上
でございます。児童手当における現況届提出の簡素化や特別給付対象者の所得上限の創設など、
児童手当法の一部改正により現行システムの改修が必要となったもので、財源として子ども・子
育て支援事業費補助金を同額充当してございます。
３目 児童福祉施設費で８万円の追加、４目 児童デイサービスセンター費で17万9,000円の追加
につきましては、施設維持管理に係る燃料費と修繕料の追加計上でございます。
21ページに参りまして、４款 衛生費、１項 保健衛生費、２目 予防費、事業目２ 新型コロナ
ウイルスワクチン接種事業で6,714万4,000円の計上でございます。３回目のワクチン接種に係る
各種経費でございますが、現行システムの改修経費の追加、集団接種に係る薬剤調整業務委託や
各医療機関での接種業務委託に要する経費のほか、当業務実施に要する事務経費などを追加計上
してございまして、財源として新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金と同体制確保事業
費補助金を併せて同額充当してございます。
３目 環境衛生費では、事業目１ 静内葬苑管理経費で47万8,000円の追加、事業目４ 公衆トイ
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レ管理経費で19万2,000円の追加につきましては、施設維持管理に係る燃料費等の追加計上でござ
います。また、事業目11 環境衛生事務経費で676万5,000円の追加でございまして、22ページにま
たがりますが、ＰＣＢ処理業務委託料でございまして、今年度実施しました公共施設等ＰＣＢ含
有調査により発見されたＰＣＢ機器の処分に係る経費でございますが、７施設において処分対象
機器が37器発見され、これを速やかに処分するため処分に係る経費の追加計上が必要となったも
ので、年度内の事業完了が困難なことから繰越明許費を設定し、執行しようとするものでござい
ます。
22ページに参ります。４目 保健活動施設費、事業目１ 保健福祉センター運営事業で1,298万
8,000円の減額でございますが、
旧介護老人保健施設まきばを活用して新型コロナウイルス感染症
病床として整備したところですが、このことに伴い総合ケアセンターの維持管理経費に係る一般
会計と病院事業会計において負担割合に変更が生じたことから今回整理するもので、一般会計の
減額分を病院事業会計において同額追加してございます。
23ページに参りまして、６款 農林水産業費、１項 農業費、３目 農業振興費から24ページに参
りまして７目 和牛センター運営費までは、施設運営に係る燃料費や修繕料の追加計上でございま
す。
25ページに参りまして、７款、１項 商工費、２目 商工振興費で38万円の追加でございますが、
施設運営に係る燃料費の追加計上でございます。
４目 観光施設費、事業目４ 観光情報センター管理経費では165万円の追加でございますが、旧
ＪＲ静内駅においてＪＲ北海道が管理していた部分を暫定的に町が管理することとなったことに
伴い、それまでＪＲ北海道が負担していた光熱水費や清掃業務委託、さらに直接駅職員が行って
いた建物の開閉業務などに係る経費を追加計上してございまして、財源についてはＪＲ北海道バ
ス等が実施をしている部分に係る電気料について負担すべき実費相当額を旧静内駅電気使用料と
して37万9,000円充当してございます。なお、これらの目の財源充当で、国費で24万1,000円の追
加、
その他では雑入で37万9,000円の増額と使用料で24万1,000円の減額による13万8,000円の増額
でございますが、国費等使用料分の増減理由につきましては後ほど歳入で御説明をさせていただ
きます。
26ページに参ります。８款 土木費、２項 道路橋りょう費、２目 道路橋りょう維持費、事業目
１ 町道補修事業で400万円の追加でございますが、町道の損傷箇所が非常に多いことから、舗装
修繕等に係る経費を追加計上してございます。
27ページに参りまして、10款 教育費、１項 教育総務費、２目 事務局費、事業目５ 学校保健
事業で100万円の追加でございますが、新型コロナウイルス感染症対策等の学校教育活動継続支援
事業として、小中学校における感染症対策に係る保健衛生用品等を購入するもので、財源として
学校保健特別対策事業費補助金50万円と地方創生臨時交付金の補助裏分50万円を充当してござい
ます。
２項 小学校費、１目 学校管理費から28ページに参りまして４項 社会教育費、３目 文化財保
護費につきましては、施設の運営に係る燃料費等の追加計上となってございます。
４目 図書館費、事業目２ 図書館運営事業で15万円の追加でございますが、令和２年度に図書
購入資金としていただいた寄附金を活用して図書を購入するものでございます。
29ページに参りまして、５項 保健体育費、１目 保健体育総務費、事業目２ スポーツ教室開催
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事業で20万円の追加でございますが、今年度子どものスポーツ振興資金としていただいた寄附金
を活用してフレキシブルハードルやストライクボードなどのスポーツ教室用品を購入するもの
で、財源として寄附金を同額充当してございます。
２目 体育施設費、事業目１ 体育館管理経費で76万5,000円の追加でございますが、施設の運営
に係る燃料費等の追加計上でございます。事業目２ 温水プール管理経費では191万6,000円の追加
でございますが、施設の運営に係る燃料費や修繕料の追加計上のほか、今年度静内温水プール維
持管理経費に対していただいた寄附金を活用しまして、プール横の交換用グレーチングの購入経
費を消耗品費で34万4,000円を追加計上してございまして、こちらの財源として寄附金を20万円充
当してございます。なお、こちらの目の財源充当で国費で75万9,000円の追加、その他では寄附金
で20万円の追加と使用料で75万9,000円の減額による55万9,000円の減額でございますが、国費と
使用料分の増減理由につきましては後ほど歳入で御説明をいたします。
30ページに参ります。６項 学校給食費、１目 学校給食費、事業目２ 給食センター管理経費で
は415万円の追加計上でございますが、施設の維持管理に係る自動ドア装置交換などの修繕や施設
の運営に係る燃料費などの追加となってございます。
31ページに参りまして、11款 災害復旧費につきましては、別冊資料と併せて御説明いたします
ので、参考資料の５ページと併せて御覧ください。１項 農林水産業施設災害復旧費、１目 農業
施設災害復旧費では、参考資料５ページの(１)農業施設災害復旧事業に記載のとおり、令和３年
11月９日から10日にかけての豪雨による災害復旧でございまして、三石清瀬の農業用排水路の埋
塞など９か所の被災箇所の復旧に要する経費として360万円を追加計上してございまして、財源と
して単独災害復旧事業債を234万円充当してございます。なお、単独災害復旧事業債につきまして
は、事業区分により充当率が異なりますが、農林漁業施設にあっては充当率65％となってござい
ます。
２目 林業施設災害復旧費では、参考資料５ページの(２)林道災害復旧事業に記載のとおり、こ
ちらも11月９日から10日にかけての豪雨による災害復旧でございまして、三石川上の林道福美線
の路盤洗掘など作業路等を含め10路線21か所の被災箇所の復旧に要する経費として750万円を追
加計上してございまして、財源でございますが、こちらも単独災害復旧事業債、農林漁業施設分
で486万円充当してございます。
２項 土木施設災害復旧費、１目 道路災害復旧費では、参考資料５ページの(３)道路災害復旧
事業で６ページにまたがって記載がございますが、大きく分けて３つの災害復旧になりますが、
１つ目は参考資料５ページの春別農屋線道路災害復旧でございますが、こちらは６月４日の暴風
雨による被害で、国の補助対象となる経費でございますが、資料に記載のとおり、復旧を予定し
ていた範囲や規模が増大したことに伴い、工事請負費において9,500万円の追加計上をしてござい
まして、
財源として道路災害復旧事業負担金を7,576万円、補助災害復旧事業債を対象経費の100％
充当し、1,900万円としてございます。参考資料６ページに参りまして、上段になりますが、９月
24日の短時間豪雨による災害復旧でございますが、三石豊岡の町道豊岡シャマンベ線において横
断管渠埋塞や土砂流出など２か所の被災箇所の復旧に要する経費として120万円を修繕料で追加
計上してございます。11月９日から10日にかけての豪雨による災害復旧費でございますが、静内
駒場の町道駒場１号線の崩土流出など19路線30か所の復旧に要する経費として1,280万円を修繕
料で追加計上してございます。財源でございますが、９月24日分と11月９日から10日の分とも単
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独災害復旧事業債の公共土木施設分として充当率の100％で併せて同額を充当してございます。
32ページに参ります。２目 河川災害復旧費では、参考資料６ページの下段、(４)河川災害復旧
事業になりますが、９月24日の短時間豪雨による災害復旧では、静内東別のトヨベツ川で河道埋
塞など２河川２か所の被災箇所の復旧に要する経費として120万円を修繕料で追加計上してござ
います。11月９日から10日にかけての豪雨による災害復旧でございますが、静内豊畑のバッコナ
イ川で河道埋塞など、参考資料７ページにかけて16河川21か所の復旧に要する経費として1,180万
円を修繕料に追加計上してございます。財源でございますが、こちらも単独災害復旧事業債、公
共土木施設等分として併せて同額を充当してございます。
次に、事項別明細書32ページに戻りまして、３項 その他公共施設災害復旧費、１目 衛生施設
災害復旧費では40万円の追加計上でございまして、参考資料は７ページの中段、(５)環境衛生施
設災害復旧事業になりますが、11月９日から10日にかけての豪雨による災害復旧でございますが、
静内霊園内の路肩のり面決壊の復旧に要する経費でございまして、財源としてこちらも単独災害
復旧事業債、公共土木施設等分として同額を充当してございます。
次に、事項別明細書32ページの下段になりますが、２目 公園災害復旧費では110万円の計上で
ございまして、参考資料の７ページ、(６)公園災害復旧事業になりますが、11月９日から10日に
かけての豪雨による災害復旧でございますが、静内花園の花園公園ののり面崩壊など２公園２か
所の復旧に要する経費でございまして、財源として公共土木施設等分として同額を充当してござ
います。
事項別明細書33ページに参りまして、３目 住宅災害復旧費では300万円を計上でございまして、
参考資料の７ページ、(７)住宅災害復旧事業になりますが、静内柏台の柏台公営住宅ののり面崩
壊の復旧に要する経費でございまして、財源としてこちらも単独災害復旧事業債、公共土木施設
等分として同額を充当してございます。
なお、
これら災害復旧事業債の発行に伴う後年度の元利償還金に係る財源措置でございますが、
補助災害復旧事業債では元利償還金の95％、単独災害復旧事業債では毎年度の財政力指数により
変動がございますが、元利償還金の47.5％から85.5％を普通交付税の基準財政需要額で措置され
ることとなってございます。参考でございますが、単独災害復旧事業債の令和３年度の算入率は
62.1％程度となってございます。
次に参ります。13款 諸支出金、１項、１目 基金費、事業目１ 各種基金積立金で1,000万円の
追加計上でございますが、今年度一般資金としていただいた寄附金を財政調整基金に積み立てる
ものでございまして、財源として寄附金を同額充当してございます。
以上で歳出の説明を終わります。なお、34ページ、35ページに給与費明細書を添付しておりま
すが、こちらにつきましては説明を省略させていただきます。後ほどお目通しをいただきたいと
思いますので、よろしくお願いいたします。
次に、歳入の説明をいたしますので、７ページのほうにお戻りください。７ページ、２、歳入
でございます。
14款 使用料及び手数料、１項 使用料、４目 商工使用料の蓬莱山公園使用料の24万
1,000円の減額と５目 土木使用料の静内川右岸パークゴルフ場使用料の75万9,000円の減額につ
きましては、歳出の地方創生臨時交付金を活用した事業においてご説明した13事業に加え、別冊
資料４ページに記載がございますが、歳入の使用料においてパークゴルフ場シーズン券購入費減
免事業としてパークゴルフ場のシーズン券購入者を対象として、本来であれば利用できる期間が
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コロナ禍による緊急事態宣言によって失われたこととなったため、シーズン券購入料金を減免措
置しようとするものでございます。このことにより、歳出の財源として充当していた使用料をそ
れぞれ地方創生臨時交付金と充当替えしようとするものでございます。
その他の歳入につきましては、歳出の説明時に充当財源として御説明していますので、詳細の
説明は省略させていただきますが、今回の補正予算の収支調整につきましては、11款、１項、１
目 地方交付税7,740万5,000円の増額で調整させていただいております。
以上で歳入の説明を終わります。
次に、繰越明許費の設定などについて御説明いたしますので、３ページにお戻りください。｢第
２表 繰越明許費｣でございます。４款 衛生費、１項 保健衛生費、事業名はＰＣＢ処理事業で、
金額は676万5,000円でございます。事業内容及び繰り越す理由につきましては、歳出で御説明し
たとおりでございますが、調査において確認されたＰＣＢ機器の処分において速やかな処分が必
要となりますが、年内に事業着手しましても年度内に事業完了が見込めないことから繰越明許費
を設定し、２か年度で実施しようとするものでございます。
｢第３表 債務負担行為補正(追加)｣でございます。静内葬苑等管理火葬業務に係る債務負担行
為でございまして、現在の業務委託が今年度で終了することから、新たに業務委託を行うために
債務負担行為を設定しようとするものでございます。期間は令和３年度から令和６年度まで、限
度額は2,015万7,000円でございます。なお、令和３年度は契約行為のみでございますので、本債
務負担行為に係る執行はございません。
｢第４表 地方債補正(追加)｣でございます。起債の目的はその他公共施設災害復旧債、限度額
は450万円、起債の方法、利率、償還の方法につきましては文言記載のとおりでございます。この
ことにより地方債の合計を17億5,480万円にしようとするものでございます。
４ページに参ります。｢第４表

地方債補正(変更)｣でございます。起債の目的の農林水産業施

設単独災害復旧債では、補正前限度額に720万円を追加し、補正後限度額を1,770万円へ、土木施
設単独災害復旧債では補正前限度額に2,700万円を追加し、補正後限度額を6,500万円へ、土木施
設補助災害復旧債では補正前限度額に1,900万円を追加し、補正後限度額を2,700万円にしようと
するもので、地方債の総額を5,320万円追加し、18億800万円にしようとするものでございます。
以上で議案第１号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君)

これより質疑を行います。質疑ありませんか。

13番、建部君。
〇13番(建部和代君)

４点の質問をさせていただきたいと思います。

まず、総務費の新型コロナウイルス感染症対策のテレワーク施設等整備事業、これ先ほど課長
のほうから説明があったのですけれども、公民館、コミュニティにカウンターテーブルの設置と、
あと庁舎内の１階ロビーのテレワーク環境整備ということで行う予定なのでしょうけれども、ま
ずコミュニティセンターのカウンターテーブルの設置場所というのはどの辺に置く予定でいらっ
しゃるのか。それと、役場庁舎内の１階ロビーのテレワーク環境整備、何台置く予定で、どなた
が使う予定で設置をする予定なのかをお聞きしたいと思います。
それと、もう一つ、生理用品の無償配布事業、12月まで試行的に町有施設窓口で無料配布を行
っていますが、開始から今日現在まで何名の方が利用されていたのか、また施設ごとに教えてい
ただきたいと思います。それと、今後来年の１月からについての考えをお聞きしたいと思います。
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それと、民生費のほうに移ります。暖房費の助成事業、対象世帯のことはお聞きしたのですけ
れども、いつから受給する予定で、どのような手続を取っているのか細かく説明を聞きたいと思
います。
それと、もう一点、子育て世帯の臨時特別給付金の支給事業なのですけれども、支給者につい
ては3,124名とお聞きしているのですけれども、中学生以下と高校生ということでお聞きしている
のですけれども、それでちょうど3,124名なのですけれども、当町では16歳以上で高校行っていな
い方、また働いている方というのはいないのでしょうか。その辺お聞きします。一応国のほうで
は18歳以下という表示なのですけれども、町としては高校生ということですので、そこもちょっ
と聞きたいと思います。
それと、もう一点だけ、支給なのですけれども、今回５万円が出ているのですけれども、今毎
日のようにテレビを見ても、国会を見ても、一括でいいという昨日首相のほうからお話もあった
のですけれども、
町としてはこの一括の支給についての考えはないのかお聞きしたいと思います。
以上です。
〇議長(福嶋尚人君)

田中まちづくり推進課主幹。

〇まちづくり推進課主幹(田中孔洋君)

まず、テレワーク環境の整備でございますけれども、コ

ミュニティセンター、こちらにつきましてはコミュニティセンター内にあります食堂、そこにデ
スク的には７台ほど設置したいと思っております。
それから、役場のほうですけれども、役場につきましてはロビーのほうに、まず窓際のほうに
７台ほど置きまして、あとロビー全体、今丸いテーブルあるところなのですけれども、そこに10台
ほど設置したいと思っております。
あと、どのような方ということなのですけれども、今テレワークですとかそういったことで庁
内に来られている方いらっしゃいます。実際にいらっしゃいます。それからあと、会議終わった
後に、役場での会議の後にパソコンを使って作業をしたりという方もいらっしゃいます。そうい
った方が使うようにということで考えております。コミュニティセンターにつきましては、町に
そういったワークスペースないということでございますので、そういった方のこういうところが
ありますよということで説明していきたいと思っています。
〇議長(福嶋尚人君)

中島健康推進課長。

〇健康推進課長(中島健治君)

私のほうから生理用品無償配布事業の関係について、配布実績に

ついてお答えします。
昨日現在27名の方が生理用品の無償配布を取りに来られている実績がございます。配布場所に
つきましては、庁舎内等６か所で実施してございますが、一番多い箇所につきましては福祉課で
16名の方、総務課で５名の方、図書館本館で４名の方、公民館が２名の方という形となってござ
います。
最後に、今後の対応ですが、先ほど申し上げたとおり、12月末まで検証期間がまだ残ってござ
いますので、それまでの間今後の配布人数ですとか、おおむね抑えている配布する理由、また年
代等を勘案しながら、この経過を踏まえまして当該事業の継続の必要性について検討していきた
いと考えてございます。
〇議長(福嶋尚人君)

渡辺福祉課長。

〇福祉課長(渡辺浩之君) 私のほうからは、暖房費助成事業と臨時特別給付金について２点お答
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えしたいと思います。
まず、暖房費助成なのですけれども、この予算が議決されましたら直ちに対象と思われる方に
通知しまして、振込の口座等もありますので、それを大体１週間以内に回答が来た部分について
は年内に給付したいというふうに事務を進めていきたいと思います。そこまでに提出がない部分
については、月２回ぐらいで締めて、随時給付したいというふうに考えております。
次に、特別給付金のほうなのですけれども、高校生年代の方で就職者のということの御質問だ
ったと思うのですけれども、どうしても役場でいくとその方が働いているかどうかという部分に
ついては捉えることができないものですから、人数的には大体500人ぐらいいらっしゃると思うの
ですけれども、
うちのほうで押さえている15歳以下と18歳以下を差引きすると大体500人ぐらい対
象になるのですけれども、当然これから申請手続等も周知していきますけれども、申請あった部
分については扶養の範囲だとすれば給付していきたいと思います。
一括の10万円というふうなお話なのですけれども、先週から昨日までニュースでたくさんの報
道がありますが、町としましたら正式な文書が届いて、それを基に当然理事者のほうと協議して
どうしていくかと。今の考えでいくと、やはり一番最初から言われていたクーポンでというふう
に考えております。
以上です。
〇議長(福嶋尚人君)

13番、建部君。

〇13番(建部和代君)

分かりました。

では、その中でちょっと質問、確認をしたいのですけれども、今の子育て世帯への特別給付金
の最初からの後半の５万円はクーポンでというお話なのですけれども、国からの話ということな
のですけれども、今回のこの特別給付金というのは事務的には自治事務ということで、国からい
ろいろ言われても、それは一応アドバイス的と言ったら失礼なのですけれども、そういうような
事務手続になるのではないかと私は思うのです、法的から見たら。例えば法定受託事務というの
ですか、もう一つは。それと、一応給付は自治体でやるので、自由にやるという、ある部分では
できるという範囲だと思うのですけれども、そういうことでも国からのそういうクーポンという
指示が来たからということで、クーポンでやっていくという考えなのか。そして、今クーポンで
やればいろんな経費がかかるという国民の声もありますし、また職員にとってもいろいろ手間の
かかることも多いですので、できれば一括でやってあげることがいろんな面で簡素化になってい
いのでないかと私は思うのですけれども、その点についてどのように考えているか。
〇議長(福嶋尚人君)

本庄副町長。

〇副町長(本庄康浩君) 今の件でございますけれども、現実に今私どもに通知が届いている内容
については、先ほど福祉課長から申し上げたとおりでございます。今回補正予算に上げさせてい
ただいているのは、全体で10万円と言われている中の現金交付分の年内交付しなさいと言われて
いる現金５万円の分を予算計上させていただいておりますので、これについては当初から現金で
やりなさいということでございます。クーポンと言っているのは、３月までに、来春に交付しな
さいと言われている部分の取扱いでございますけれども、今現在来ている通知の中で申し上げる
と、まずクーポンにしなさい。クーポンにできない事由がある場合には、それを承認を受けなさ
いという通知までしか来ておりません。ですから、今事務委任の話をされておりますけれども、
私どもとしましては国の政策に基づくものですからできる限り、一番の疑問点というのはペナル
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ティーがあるとかないとか、今マスコミの間でもいろいろやっておりますけれども、現実には最
終的にどんな方法が取れるのか。今御指摘いただいているとおり、クーポンにするより現金のほ
うが早いのではないのとか、手間かからないのではないのという御意見もそのとおりだというふ
うに感じるところもございますが、趣旨が景気浮揚対策なのか、子育て支援なのか、ここら辺も
明確にはっきりこっちなのだよと言われないものですから、今のところ、先ほど福祉課長も申し
上げましたが、クーポンでやりなさいというのが原則でございますので、その方向で協議してお
りますけれども、日々今の国会の中で議論されていまして、どこまでペナルティーなしの中でや
れるのか、そこについては最終的に現金にするのか、あるいは最終も今の商品券というか、クー
ポンでいくのかというところについては今後最終協議をさせていただきたい。
また、御指摘ありました一括でという言葉ありますので、今回の５万円に５万円を足して年内
にやってしまえという御指摘かもしれません。ただ、そうだとするとこの補正予算では上程させ
ていただいていませんので、そこについてもしも全国的な流れ、あるいは国の今国会審議の中の
流れがそうなった場合については、どのように予算対応したらいいか議長を含め、各委員長さん
方含めて御協議させていただきたい場面もあるかもしれません。今現状お答えできるのはここま
ででございます。
〇議長(福嶋尚人君)

13番、建部君。

〇13番(建部和代君)

あと、これで終わりですので、まずそしたら今の部分につきましては、特

別給付金については１回目のこの５万円はいつ給付、皆さんのところに連絡行くというか、支給
になるかを確認だけさせてください。
それとあと、生理用品の無償配布の事業、すみません、今後来年の１月からのことについては
検討していきたいということなのですけれども、需要があるということは、一人でもあるという
ことはやはりやっていかなければいけないのではないかなと私は思っておりますので、ぜひその
方向でという思いでおりますので、すみません、質問になりませんでしたけれども、以上で終わ
ります。
〇議長(福嶋尚人君)

補正予算に関してだけ質問してください。

渡辺福祉課長。
〇福祉課長(渡辺浩之君) お答えいたします。
流れ的には、先ほど暖房費助成でも申し上げたとおり、予算が議決された後に、この部分につ
いては対象者は児童手当受給者ということになっていますので、こちらのほうから振り込むよう
な形と。ただ、一応辞退者もいるかどうかというふうな確認もということなものですから、文書
のやり取りというのは出てくるのですけれども、児童手当の対象者プラス報道では15歳以下とな
っているのですけれども、児童手当対象者で18歳以下の兄弟がいる方についてはそれをプラスし
なさいということになっていますので、一部18歳以下の方も給付にはなります。そのスケジュー
ル的には年内を考えておりますので、年末ぎりぎりになるかもしれませんけれども、年内支給と
いうことを言われていますので、そこは当然年内にしたいと思います。
以上です。
〇議長(福嶋尚人君)

10番、谷君。

〇10番(谷

関連の質問になってしまうのですけれども、生理用品の配布のところで、

園子君)

実績27名とのことなのですけれども、どんな年代の方がどのぐらい来ていたのかとか、そういう
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ことが分かればお聞きしたいのと、今後ニーズ検証をしていくとのことなのですが、若い人とか
未成年の方とかが窓口まで取りに行くのってとても抵抗があるやり方ではなかったのかなという
ふうに見ておりまして、その検証の中にそういう窓口で渡すやり方とかがどうだったのかという
ことも含めながら検証していただきたいのですが、その辺の考えをお聞きします。
〇議長(福嶋尚人君)

中島健康推進課長。

〇健康推進課長(中島健治君)

まず、先ほどの配布実績に基づく中で、年代別の集計も厳密では

ないですけれども、あまり言葉を交わさない中での無償配布だったということもありまして、年
代を書く欄もありますけれども、書いていない方もいらっしゃるので、おおむねの年代で勘弁い
ただきたいのですが、まず配布実績の中で10代の方は１名、20代が２名、30代の方７名、40代の
方９名、50代の方３名、60代の方５名の計27名となってございます。
あと、先ほどの建部議員の御答弁と重複しますけれども、やはり初めてのこういった試みでし
たので、まさに手探りの状態で実施したということもございます。議員おっしゃるとおり、窓口
で取りに来れないという雰囲気もあったかもしれませんし、そこら辺は協力していただいた各課
担当課の職員の方にもいろいろ聞きながら、今後事業の継続等を検証する中で、配布場所、また
配布方法についてもいろいろと考えながら検討していきたいと考えています。
〇議長(福嶋尚人君)

10番、谷君。

〇10番(谷

そのことをお願いしたいと思います。

園子君)

それと、暖房費助成のこともちょっと関連で申し訳ないのですが、過去の実績で1,700万円ぐら
いだったと思うのですが、今回2,623万円ととても増額していただいていて、この広げてくださっ
た中身、対象世帯が何世帯あるのかとか年齢がどうなのかとかそういうようなこととか概要をお
聞きしたいのと、１週間以内に早急に対処するという御答弁だったのですが、申請期間というの
がいつまでなのかとか、その辺の詳しい概要をお聞きします。
〇議長(福嶋尚人君)
〇福祉課主幹(丸山

丸山福祉課主幹。
薫君) 前回に比べて予算のほうが少し多くなってございます。それで、前

回と変わった形大きく２つなってございまして、前提となる対象世帯、住民税非課税世帯のうち、
前回までは65歳以上の世帯、あとは身体障害者手帳等各手帳の所持世帯、独り親家庭等医療費受
給世帯ということで、非課税世帯の中でもそれら要件がございました。今回につきましては、幅
広く生活に困っている方にお配りしたいということで、それらの枠を取り外しまして、非課税世
帯は全て対象ということが前提なのですけれども、そういう形にしております。
あと、先ほども福祉課長お答えしましたとおり、申請につきましては新型コロナウイルス感染
症の関係もあって郵送にて事業の案内と申請書をお配りする予定としてございます。申請も返信
用封筒入れますので、対象と思われる世帯に配りますので、それらの申請率も高くなると思って
ございます。先ほど申しました対象世帯も増えますので、予算規模が大きくなっているというこ
とでございます。
あと、申請期間につきましては、本日議決いただきましたら本日から受付させていただきまし
て、来年の３月31日必着分としてございます。
〇議長(福嶋尚人君)

６番、下川君。

〇６番(下川孝志君)

今の暖房費について確認したいのですが、対象が増えたということは非常

に私はうれしく理解したのですが、グループホームとか有料老人ホームの入居者についても対象
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になるという解釈でよろしいでしょうか。
〇議長(福嶋尚人君)
〇福祉課主幹(丸山

丸山福祉課主幹。
薫君) 少しまた対象世帯のほかに支給要件のほうもございまして、今回の

燃料価格の高騰が入居費とか入所費等に影響している方については、該当にさせていただきたい
というふうに思っています。各部屋にメーター等あって実費等払っている場合や例年に比べて今
年冬季の燃料費等上がっている施設等に入られている方に対しましては、対象とさせていただき
たいというふうに考えてございます。
〇議長(福嶋尚人君)

８番、本間君。

〇８番(本間一徳君)

説明資料の４ページ、14番のパークゴルフ場シーズン券購入費減免事業の

関係についてなのですけれども、これについて２点お聞きしたいと思っています。
私から見ると、右岸のパークゴルフ場を利用させていただいて、そのプレーする仲間は50人以
上いるのですけれども、その仲間に聞いたところ、なぜ減免で対応するのか、延ばしてくれたら
よかったのにという話を聞きます。それで、使用期間を延ばす、それをしないで減免とした理由、
それをお聞きしたいと思います。
もう一点が来年もこのコロナ禍でまた休館ということもあり得ますので、その基準、例えば自
然災害で休館の期間が２か月余りあったとした場合だとか、そういったものもその基準の一つに
入ってくるのか、その辺教えていただきたいと思います。
〇議長(福嶋尚人君)

大久保生涯学習課長。

〇生涯学習課長(大久保信男君)

減免の関係でございますけれども、期間を延ばしてやっていた

だければよかったという御質問ですが、昨年も新型コロナウイルス感染症の関係で休場する期間
もございましたが、昨年は日数的にあまり休場した期間が少なかったことで、11月から12月の通
常お休みしている期間を少し遅らせることで対応させていただいたところなのですが、今年度に
つきましては新型コロナウイルス感染症の関係で休場したのが２回ほどございまして、それが合
計で70日の期間がございました。それで、全体の開場予定日数というのが221日となるのですが、
それで休場とした占める割合が３割以上を超えた状況となったものですから、この使用料に関し
て還付してほしいという意見もたくさん伺ったところです。それでまた、パークゴルフ場協会に
加盟されている方もたくさんございましたので、そちらの協会の方とも協議をさせていただきな
がら、そしてあと条例の減免規定を使いながら、理事者等と協議させていただきまして今回減免
ということを適用させていただいて、その部分を遡って適用しまして還付させていただくという
ことにさせていただきました。
もう一つの来年につきましては、またどのような状況になるかは今のところ予測できませんの
で、今新型コロナウイルス感染症の関係では終息してきているところもありますけれども、新し
く株が発生しているということで、ヨーロッパのほうでは非常に感染者も増えている状況ではご
ざいますが、次年度また状況を見ながら対応させていただきたいというふうに考えております。
〇議長(福嶋尚人君)

２番、川端君。

〇２番(川端克美君)

参考資料のほうで２点ほどお伺いしたいのですけれども、１点はＣＯ ２モ

ニターの配布事業の関係なのですけれども、この配布基準というのですか、例えば学校に何台い
くとか、そういった細かな一応積算もされているのかなと思うのですけれども、そのＣＯ ２モニ
ターの配布の基準、配布取扱い、そういったことをお知らせいただきたい。
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それから、児童館についてはないのかということで、少しでも新型コロナウイルス感染症対策
ということで前進することは全く結構なことで、いいことだなと思っているのですけれども、そ
の配布の基準、それを教えてください。
もう一点は、
今本間議員のほうでパークゴルフ場のシーズン券のことがあったのですけれども、
課長答弁の中で221日の開設期間中70日閉鎖していたということで、シーズン券のほうについては
対応されていていいのかなと。回数券の関係で、前払いで買っているものですから、こちらのほ
うについての何らかの対応はないのかということをお伺いしたいと思います。
〇議長(福嶋尚人君)

中島健康推進課長。

〇健康推進課長(中島健治君)

まず、私のほうからＣＯ２モニター配布事業の関係で御説明いた

します。
今議員御指摘あった配布基準といいますか、そういった観点ですが、基本的には今回説明資料
にも記載させていただいていますけれども、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種の対象外と
なっている12歳未満の児童、幼児等が集うそういった場において設置したいと考えてございまし
て、設置台数につきましては例えば小学校、幼稚園、保育所などの各部屋に１つ置くような形で
積算してございます。
あと、２点目の児童館にも設置はというお話でしたが、当初小学校、幼稚園、保育所等の対象
ということで積算してございますけれども、確かに児童館のほうも児童等が集うような場所とな
ってございますので、予算の範囲内ということになるかもしれませんけれども、児童館のほうも
設置の方向で協議していきたいと考えています。
〇議長(福嶋尚人君)

小瀧生涯学習課主幹。

〇生涯学習課主幹(小瀧健二君)

パークゴルフ場の回数券についてなのですが、今年度70日間の

休場に対して回数券の取扱いはどうなるかということですが、こちらにつきましては持ち越しで
使用できることとなっておりますので、毎年そのような形で利用しております。
以上です。
〇議長(福嶋尚人君)

２番、川端君。

〇２番(川端克美君)

すみません。ちょっと確認なのですけれども、持ち越しというのは残枚数

全部持ち越しということなのですか。
それとあと、健康推進課長のほうからの答弁あった児童館のほうで、予算がやりくりできれば
というような感じだと思うのですけれども、ぜひやっていただけるようにお願いしたいと思いま
す。
回数券のほうの持ち越しの関係について、そこだけ回答をお願いします。
〇議長(福嶋尚人君)

小瀧生涯学習課主幹。

〇生涯学習課主幹(小瀧健二君)

回数券につきましては、永久的に使えるものですので、毎年毎

年古い回数券買った人が３年前のものとか使用する方もおります。
〇議長(福嶋尚人君)

12番、畑端君。

〇12番(畑端憲行君)

１点だけ教えてください。18ページの社会福祉費の(６)の町民保養施設管

理経費のことで、需用費で149万3,000円見ているのですが、これは静内温泉だと思うのですが、
先ほど説明あったようにろ過器の管理経費、ろ過器の修理ということになっているのですが、温
泉等は指定管理やっているのですけれども、その協定というか、仕様書の中ではこういったもの
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は全額、全額かどうか分からないですけれども、これは町のほうで見るということになっている
のか、それともある程度案分されているのか、そこら辺お聞きしたいと思います。
〇議長(福嶋尚人君)
〇福祉課主幹(丸山

丸山福祉課主幹。
薫君) 施設の修繕につきましては、協定書の中において10万円未満につき

ましては指定管理者が行うこととなってございます。それで、10万円以上につきましては町と指
定管理者のほうで協議して、どちらが行うか決めることとなってございます。
〇議長(福嶋尚人君)

12番、畑端君。

〇12番(畑端憲行君)

ということは、これは協議した結果、全額町のほうでということで解釈し

ていいのですね。
〇議長(福嶋尚人君)
〇福祉課主幹(丸山

丸山福祉課主幹。
薫君) 今回補正予算に計上させていただいているものは、全額町負担とい

うことにしてございます。
〇議長(福嶋尚人君)

ほかに質疑ありませんか。
〔｢なし｣と言う人あり〕

〇議長(福嶋尚人君)

質疑なしと認めます。

これで質疑を終結いたします。
議案第１号に対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これから議案第１号

令和３年度新ひだか町一般会計補正予算(第７号)を採決いたします。

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。
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５９分
再開 午前１１時１１分
〇議長(福嶋尚人君)

休憩前に引き続き会議を開きます。

◎議案第２号から議案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決
〇議長(福嶋尚人君)

日程第８、議案第２号

予算(第３号)から議案第６号

令和３年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正

令和３年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第３号)までの５件

を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
上田総務課長。
〔総務課長

上田賢朗君登壇〕

〇総務課長(上田賢朗君) ただいま上程されました議案第２号から議案第６号について御説明い
たします。
議案第２号は、令和３年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予算(第３号)でございます。
令和３年度新ひだか町の国民健康保険特別会計補正予算(第３号)は、次に定めるところによる。
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第１条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ92万
8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ27億126万円にしようとするものでご
ざいます。
第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出
予算の金額は、｢第１表 歳入歳出予算補正｣のとおりでございます。
それでは、歳出の事項別明細書より御説明いたしますので、国保６ページをお開きください。
３、歳出でございます。７款 諸支出金、１項 償還金及び還付加算金、１目 保険税還付金、事業
目１ 一般被保険者保険税還付経費で92万8,000円の追加でございます。過年度還付金が当初の見
積りより多く発生したことによる追加計上となってございます。
以上で歳出の説明を終わります。
次に、歳入の御説明をいたしますので、５ページを御覧ください。２、歳入でございます。今
回の補正予算の財源でございますが、本会計の主となる収入である１款、１項 国民健康保険税、
１目 一般被保険者国民健康保険税で収支調整を図ってございます。
以上で議案第２号の説明を終わります。
次に、議案第３号の御説明をいたしますので、水色の間紙の次のページを御覧ください。議案
第３号は、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４号)でございます。
令和３年度新ひだか町の簡易水道事業特別会計補正予算(第４号)は、次に定めるところによる。
第１条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
1,000万円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億8,063万5,000円にしようとする
ものでございます。
第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出
予算の金額は、｢第１表 歳入歳出予算補正｣のとおりでございます。
それでは、歳出の事項別明細書より御説明いたしますので、簡水６ページをお開きください。
３、歳出でございます。２款 簡易水道事業費、１項 管理費、１目 施設管理費、事業目１ 簡易
水道施設管理経費で1,000万円の追加計上でございます。漏水等修繕において例年以上のペースで
漏水が発生していることから、今後の見込みを立て、不足が見込まれたため追加計上してござい
ます。
以上で歳出の説明を終わります。
次に、歳入の御説明をいたしますので、５ページに御覧ください。２、歳入でございます。今
回の補正予算の財源につきましては、繰越金が見込めることから、４款、１項 繰越金、１目 繰
越金で収支調整をしてございます。
以上で議案第３号の説明を終わります。
次に、議案第４号の説明をいたしますので、黄色の間紙の次をお開きください。議案第４号は、
令和３年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算(第５号)でございます。
令和３年度新ひだか町の下水道事業特別会計補正予算(第５号)は、次に定めるところによる。
第１条は、歳入歳出予算の補正でございまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ360万
円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15億3,970万5,000円にしようとするもので
ございます。
第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出
－ 21 －

予算の金額は、｢第１表 歳入歳出予算補正｣のとおりでございます。
歳出の事項別明細書より御説明いたしますので、下水道６ページを御覧ください。３、歳出で
ございます。１款、１項 下水道費、３目 下水道建設費、事業目１ 公共下水道整備事業で360万
円の追加でございますが、公共下水道の処理区域内において今年度の住宅建築戸数が多く、この
ことに伴う公共ます等の設置、修繕の件数も多く発生していることから、今後の見込みを立て、
不足を生じる見込みとなったことから追加計上してございます。
以上で歳出の説明を終わります。
次に、歳入の御説明をいたしますので、５ページを御覧ください。２、歳入でございます。今
回の補正予算の財源でございますが、本会計の主となる収入であります２款 使用料及び手数料、
１項 使用料、１目 下水道使用料で収支調整を図ってございます。
以上で議案第４号の説明を終わります。議案第５号及び議案第６号につきましては、それぞれ
担当課長及び事務長から御説明をいたします。
以上で私からの説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君)

桂田上下水道課長。
〔上下水道課長

〇上下水道課長(桂田達也君)

桂田達也君登壇〕

ただいま上程されました議案第５号 令和３年度新ひだか町水道

事業会計補正予算(第４号)について御説明申し上げます。
今回の補正につきましては、資本的支出、建設改良費、配水施設改良費において所要の委託料
の追加補正を行おうとするものでございます。
第１条は、総則となりまして、令和３年度新ひだか町水道事業会計の補正予算(第４号)は、次
に定めるところによる。
第２条は、資本的支出の補正となり、予算第４条本文括弧書きを改め、資本的支出の予定額を
次のとおり補正するものです。
資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億5,172万1,000円は、当年度分消費税及び地
方消費税資本的収支調整額1,894万9,000円、減債積立金2,000万円、建設改良積立金2,000万円、
過年度分損益勘定留保資金9,277万2,000円で補填するものとする。
支出、第１款 資本的支出では650万円追加し、３億4,151万7,000円にするもので、第１項 建設
改良費では650万円追加し、２億3,982万1,000円にするものでございます。
恐れ入ります。１枚おめくりをいただき、水道１ページを御覧ください。こちらは資本的支出
の目別の総括になります。こちらにつきましてはお目通しを願いまして、説明を省略させていた
だきます。
次に、水道２ページを御覧ください。資本的支出明細書でございます。第１款 資本的支出全体
として650万円追加し、３億4,151万7,000円にするもので、１項 建設改良費、１目 配水施設改良
費では町道認定に伴う町道対策配水管新設等工事及び室蘭建設管理部関係真沼津川改修工事に伴
う配水管等の布設替えなどが必要となったことによる所要の調査実施設計業務に係る委託料の追
加補正となっております。
次に、水道３ページは、令和３年度新ひだか町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書、水道
４ページから５ページは令和３年度新ひだか町水道事業予定貸借対照表となりますので、お目通
しを願いまして、説明を省略させていただきます。
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以上で議案第５号

令和３年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第４号)の説明を終わりま

す。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君)

米田町立病院事務長。
〔新ひだか町立病院事務長

〇新ひだか町立病院事務長(米田一治君)

米田一治君登壇〕

ただいま上程されました議案第６号

令和３年度新ひ

だか町病院事業会計補正予算(第３号)につきまして御説明いたします。
このたびの補正予算につきましては、町立静内病院において実施いたしました旧介護老人保健
施設を活用した感染症病症の開設に伴い、一般会計と病院事業会計の施設管理経費の負担割合に
変更が生じたことによる増額補正並びに新型コロナウイルス感染症の対応に伴いまして増加いた
しました通信運搬費や臨床検査委託料などの経費の補正、燃料費の高騰に伴う増額補正のほか、
国や道の補助金を活用した施設内の感染防止対策物品の整備を行うための事業経費を追加計上し
ようとするものでございます。
第１条は、総則でございまして、令和３年度新ひだか町病院事業会計の補正予算(第３号)は、
次に定めるところによる。
第２条は、収益的収入及び支出の補正でございまして、令和３年度新ひだか町病院事業会計予
算(第３条)に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。
収入の第１款 病院事業収益は4,253万9,000円を追加し、19億6,714万3,000円に、第１項 静内
医業収益は9,678万8,000円を減し、
９億3,527万5,000円に、
第２項 静内医業外収益は１億3,570万
円を追加し、４億6,178万7,000円に、第４項 三石医業収益は314万7,000円を追加し、３億8,619万
円に、第５項 三石医業外収益は48万円を追加し、１億7,989万1,000円にしようとするものです。
支出の第１款 病院事業費用は4,253万9,000円を追加し、19億6,714万3,000円に、第１項 静内
医業費用は3,891万2,000円を追加し、13億3,469万3,000円に、第４項 三石医業費用は362万
7,000円を追加し、５億4,920万2,000円にしようとするものでございます。
第３条は、債務負担行為でございまして、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限
度額は、次のとおりと定めるもので、新ひだか町立静内病院、三石国民健康保険病院の給食業務
について、
令和３年度から６年度の期間で１億7,013万円を限度額として債務負担行為を設定しよ
うとするものでございます。現在の町立静内病院、三石国保病院の両病院は、それぞれが異なる
事業者に給食業務を委託しておりますが、令和４年度からは２つの病院を併せて包括的に１事業
者に委託することで経費削減や業務の効率化を図ろうとするものでございます。なお、令和３年
度は契約行為のみでございますので、当該債務負担行為に係る経費の執行はございません。
続きまして、病院の２ページをお開きください。収益的収入及び支出明細書でございますが、
下段の支出より御説明をいたします。１款 病院事業費用、１項 静内医業費用、３目 経費は
3,891万2,000円の追加で、追加分の主なものとして光熱水費264万円、燃料費800万円、３ページ
となりますが、委託料2,564万6,000円のうち警備、清掃、設備保守といった各種委託料と修繕、
使用料及び賃借料などにつきまして一般会計と病院事業会計の負担割合に変更が生じたことによ
る追加経費として計上してございます。また、通信運搬費70万5,000円、消耗備品費48万9,000円
などや委託料のうち臨床検査委託料、感染性廃棄物処理委託料などが新型コロナウイルス感染症
対策分として追加した経費となっております。
４項 三石医業費用、３目 経費は362万7,000円の追加で、燃料費180万円のほか消耗備品費30万
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円、委託料では臨床検査委託料で152万7,000円を新型コロナウイルス感染症対策分として追加し
た経費となってございます。
２ページ上段の収入につきましては、全体の御説明といたしますが、追加補正としては１款 病
院事業収益、１項 静内医業収益、３目 その他医業収益で新型コロナウイルス感染症に関連して
行政検査として行いましたＰＣＲ検査収入など4,821万9,000円を、２項 静内医業外収益、５目 国
庫補助金で新型コロナウイルス感染症継続支援事業補助金として10万円を、
６目 道補助金では旧
介護老人保健施設を活用した感染症病床の開設に伴う感染症病床確保促進事業補助金と院内保育
所感染防止対策事業の補助金といたしまして１億3,560万円を、５項 三石医業外収益、５目 国庫
補助金で新型コロナウイルス感染症感染防止継続支援事業補助金として18万円を、６目 道補助金
では院内保育所感染防止対策事業補助金として30万円を追加しておりますが、これらにつきまし
ては１項 静内医業収益、１目 入院収益で7,763万6,000円を、２目 外来収益で6,737万1,000円の
減額補正を行い、また４項 三石医業収益、１目 入院収益で314万7,000円を追加して全体の収支
調整を図ってございます。また、新型コロナウイルス感染症感染対策に関連した収支につきまし
ては、いずれも３月補正予算におきまして最終調整を図ろうと考えており、御理解をいただきま
すようお願い申し上げます。
なお、病院の１ページは予算実施計画書、４ページは予定キャッシュ・フロー計算書、５ペー
ジから６ページは予定貸借対照表でございますが、いずれもお目通しをいただき、説明は省略を
させていただきます。
以上で議案第６号の説明といたします。御審議のほどよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君)

これから一括質疑を行います。質疑ありませんか。

２番、川端君。
〇２番(川端克美君)

病院事業会計の債務負担行為、今までそれぞれの病院が契約していた給食

業務、これ一括して行うということで、どういうふうな一括になるのか分からないですけれども、
入院患者というのは医者の指示に従って給食が提供されていくということだと思うのです。一人
一人の患者の容体に合わせて給食内容が変わっていくのだと思うのですけれども、そういったこ
とにおいて三石病院、静内病院それぞれ20キロほど離れているわけですけれども、この辺りの心
配というのはないのですか。
〇議長(福嶋尚人君)

米田町立病院事務長。

〇新ひだか町立病院事務長(米田一治君)

入院患者様の給食に対応する業務内容についての御質

問かと存じますが、病院の運営上はそれぞれの病院に管理栄養士を配置して、医師に指示に基づ
いて治療食等の提供を行うというこちらの体制は変わりません。また、委託業者が仮に１社にな
ったとしても、業者のほうで栄養価の確認や治療内容を確認する指示に従って調理の指示を行う
栄養士もそれぞれの病院に配置するという形になってございますので、こちらのほうの運営上支
障はないものというふうに考えております。
〇議長(福嶋尚人君)

２番、川端君。

〇２番(川端克美君)

今の答弁でそうかなと。そうかなというよりあれなのですけれども、静内

病院のほうは拡充されて、機能も強化されているので、特に心配はしていないのですけれども、
三石病院のほう管理栄養士いるのですけれども、その管理栄養士の仕事というのは今までと同じ
だということでよろしいのですか。
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〇議長(福嶋尚人君)

米田町立病院事務長。

〇新ひだか町立病院事務長(米田一治君)

三石病院の管理栄養士の業務に関する御質問でござい

ますが、管理栄養士が病院にいるという意味合いについては、病院いずれの内容でも変わりはご
ざいません。入院患者様の栄養指導を行ったり、また外来患者様に対して各治療にプラスとなる
ような栄養指導を行うような、そういった業務を継続して行う予定で考えてございます。
〇議長(福嶋尚人君)

10番、谷君。

〇10番(谷

川端議員の質問と重なるかもしれないのですが、１事業者に統一して経費

園子君)

削減と業務改善を図るという説明だったのですが、委託業務の中身が変わらないという説明なの
かということと、例えば栄養士今言っていたのですが、栄養士や調理員とかの処遇というものが
変わらない、不利益になっていかないということで、そういう理解でいいのか、そこを質問いた
します。
〇議長(福嶋尚人君)

米田町立病院事務長。

〇新ひだか町立病院事務長(米田一治君)

委託業務の発注予定先を１社に絞ることによって業務

内容が変わるものというふうには考えてございません。業務内容の対応につきましては、大きく
変えるという考えはなく、ただ食材の調達方法だとかそういったのはある程度業者さんにお任せ
するという形になろうかと思いますけれども、委託業務の中で一番悩みだったのが調理員並びに
調理師の確保という部分でございましたので、１社で対応することによりまして職員のローテー
ションや万が一災害等の不測の事態があったときに業者がその辺のフォローができるだろうとい
うことに大きく期待しているものでございます。
〇議長(福嶋尚人君)

ほかにありませんか。
〔｢なし｣と言う人あり〕

〇議長(福嶋尚人君)

質疑なしと認めます。

これで質疑を終結いたします。
議案第２号から議案第６号までに対して討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
初めに、議案第２号 令和３年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予算(第３号)を採決い
たします。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、議案第２号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第３号

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４号)を採決いた

します。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、議案第３号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第４号

令和３年度新ひだか町下水道事業特別会計補正予算(第５号)を採決いたし

ます。
お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
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〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、議案第４号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第５号

令和３年度新ひだか町水道事業会計補正予算(第４号)を採決いたします。

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、議案第５号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第６号

令和３年度新ひだか町病院事業会計補正予算(第３号)を採決いたします。

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、議案第６号は、原案のとおり可決されました。
暫時休憩いたします。午後１時再開いたします。
休憩 午前１１時３８分
再開 午後
〇議長(福嶋尚人君)

１時００分

休憩前に引き続き会議を開きます。

◎一般質問
〇議長(福嶋尚人君)

日程第９、一般質問を行います。

質問通告順序により発言を許します。
質問者席において一括質問願います。
14番、池田君。
〔14番 池田一也君質問者席へ〕
〇14番(池田一也君)

それでは、通告に従い、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種につい

て質問をさせていただきます。
全国におけるワクチン接種の直近の累計では、２回目の接種が完了されている方々は全国で
9,800万人、約78％となるそうであります。そして、新ひだか町におかれましても行政をはじめ、
数多くの関係者の大変な御努力によりワクチン接種が行われてまいりました。しかし、今新たに
変異したオミクロン株の脅威にもさらされているのが現状であり、ワクチンの重要性がさらに増
しております。私は、６月と９月議会にも同様の一般質問をさせていただきましたが、あれから
３か月が経過し、現在は第８弾に入っていると思いますので、改めて今回も質問させていただき
ますので、よろしくお願いをいたします。
そこでまず、今も継続している接種事業の直近の接種状況を質問させていただきます。初めに、
接種状況についてですが、９月議会と同様に直近の接種状況が行政報告にありました。全体でい
いますと２回目接種を済んだ方が88.76％いるということでございました。この行政報告にありま
したので、直近の接種状況については答弁をいただいたこととして、細かな質問は２回目以降に
行いたいと思います。それで、その後のこれらの接種率は、国や道や同規模の自治体と比べてど
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の程度なのかということと未接種の方々への今後の対応はどのようにされようとしているのかを
お聞きいたします。
次に、追加接種、３回目接種ですけれども、の接種状況についてお聞きをいたします。先ほど
同様に接種状況ですとか対象者年齢、これは18歳以上でした。２回目接種を終えてからの経過月
数は８か月というふうに行政報告にありましたし、接種体制、また接種券の発行状況、スケジュ
ール、これらも行政報告に載っておりましたので、これらも答弁をいただいたということにして、
細かくは２点目以降にお聞きをしたいと思います。
また、この追加接種には岸田総理が先日の臨時国会での所信表明演説で、８か月の経過月数を
待たずに、できる限り前倒し接種をすると表明しておりますので、この追加接種前倒しへの対応
についてもお聞きいたします。
最後に、ワクチンの接種証明を活用した施策についてお聞きをいたします。この接種証明書は、
国が公式に提供するもので、
各市町村で実施されたワクチン接種の事実を公的に証明するもので、
スマートフォンなどで取得した証明書はアプリを起動すればいつでも表示ができるというもので
す。また、同様に今様々な自治体や民間企業ではスマートフォンなどで接種証明を済ませ、この
アプリを提示すると様々な割引の特典が受けられる取組が始まっています。ただ、これらを利用
するためにはどちらもスマホでの取得や登録をする必要があり、国のアプリではマイナンバーカ
ードなどが必要となりますし、自治体や民間企業のアプリでは免許証などの身分証明書とワクチ
ンの接種済み証を撮影して登録する必要があるそうであります。私は、特に高齢者などスマホな
どの登録が苦手な方々で、身近に教えてくれる家族などがいらっしゃらない方々には、取得や登
録をするための補助体制の整備が必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
また、先ほども述べましたが、様々な自治体や民間企業ではワクチンの接種証明をスマホのア
プリに登録し、提示すると様々な得点が得られる取組が始まっています。同様に新ひだか町にお
いても町独自の割引やクーポンなどのサービスを行う取組を考えてみてはと思いますが、いかが
でしょうか。町長のお考えをお聞きいたします。
以上、１回目の質問とさせていただきます。御答弁をよろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君)

池田君、今行政報告の中で記載があったので、それで答弁していただいた

ものとして２回目質問したいというふうに言ったのですけれども、一応は質問通告していますの
で、質問をしてください。
〇14番(池田一也君)

それでは、議長の御指摘がありましたので、改めて質問をさせていただき

ます。
まず、１点目の１、２回目のワクチンの接種状況をお聞きいたします。
それと、追加接種におきましては、接種状況、それと接種対象者の年齢や２回目接種を終えて
からの経過月数はどのようにされているのか、さらには接種体制は１回目と２回目と同じなのか、
さらに接種券の発行状況と今後の接種スケジュールもお答えいただければと思います。よろしく
お願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君)

中島ワクチン接種対策室参事。
〔ワクチン接種対策室参事

〇ワクチン接種対策室参事(中島健治君)

中島健治君登壇〕

池田議員御質問の新型コロナウイルス感染症のワクチ

ン接種についてお答えします。
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１点目の接種状況についての(１)年代別接種状況については、町ホームページで情報提供して
いるほか、先ほどの行政報告にて報告させていただいたところでありますが、12月13日現在、12歳
以上の対象者数に対する接種率でお答えしますと、全体で１回目接種率89.67％、２回目接種率
88.72％となっており、年代別での接種状況では12歳から19歳、１回目80.7％、２回目78.5％、20歳
から29歳、１回目82.7％、２回目81.0％、30歳から39歳、１回目85.7％、２回目84.2％、40歳か
ら49歳、１回目88.3％、２回目87.2％、50歳から64歳、１回目90.9％、２回目90.3％、65歳以上、
１回目93.7％、２回目93.1％となっております。
次に、(２)の国、道や同規模自治体と比べた接種率についてでございますが、国、道で公表し
ております接種率は12歳以上の対象者ではなく、本年１月１日現在の全人口に対する接種率とな
っております。まず、全国の接種状況でございますが、12月７日公表で１回目接種率78.9％、２
回目接種率77.2％となっており、北海道は12月６日公表で１回目接種率79.3％、２回目接種率
77.4％となっております。当町も同様に全町民での割合として算出しますと、１回目接種率
80.2％、２回目接種率79.4％となり、全国、全道を上回る接種率となっているほか、道内におけ
る同規模自治体との比較として、当町と同規模の人口を有する自治体でホームページで接種状況
を公表している富良野市、
幕別町を調べたところ、12月６日現在、富良野市で１回目接種率81.9％、
２回目接種率81.5％、幕別町が１回目接種率79.3％、２回目接種率78.5％であり、当町とほぼ同
様の接種状況となっております。
(３)の未接種の方々への今後の対応についてでございますが、町の対応として新たに12歳とな
る方やこれまで何らかの事情で接種できなかった方々を対象に、本ワクチン接種事業の終了が予
定されている来年９月末までの期間は、町内医療機関御協力の下、接種できる環境を整えている
ところでございますし、引き続き町広報紙及びホームページ等を活用した周知に努めてまいりた
いと考えております。
２点目の追加接種についての(１)接種状況についてでございますが、当町においては12月１日
より実施しておるところであり、既に51名の方への追加接種を完了しております。
(２)の接種対象者の年齢や２回目接種を終えてからの経過月数でございますが、現在国で定め
る接種対象者は、２回目接種後原則８か月以上を経過した18歳以上の方となっております。
(３)の接種体制は１、２回目と同じかでございますが、町内医療機関の御協力を得まして、１、
２回目同様に個別接種、集団接種、巡回接種を併用した実施に向けて準備しております。
(４)の接種券の発行状況でございますが、２回目接種後８か月を経過した方を対象に接種券の
送付を予定しておりますが、今後におけるワクチン供給量や当町における接種体制を考慮しなが
ら、発送時期の調整をしてまいりたいと考えております。
(５)の今後の接種スケジュールでございますが、現在医療従事者等への接種が始まっておりま
すが、年明け１月からは町内入院患者や高齢者施設入所者等の接種を並行して進めていく予定で
あり、その後２月から３月にかけて65歳以上の高齢者の方、４月から６月にかけて64歳以下の方
へ接種できるよう準備を進めております。
(６)前倒し接種の対応でございますが、現在国で検討されている前倒し接種は、薬事承認を申
請中のモデルナ社ワクチンの活用を前提としており、これまでのファイザー社ワクチンとは管理
方法や接種準備も異なり、取り扱う医療機関における混乱も懸念されます。今後様々な状況を十
分に検討した上で対応を決めてまいりたいと考えております。
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３点目の接種証明を活用した施策についての(１)スマートフォンなどによる登録を補助する体
制整備についてでございますが、国で準備を進めてきたワクチン接種証明書のデジタル化が間も
なく開始されようとしています。新たな接種証明書は、スマートフォン上で専用アプリを取得し、
マイナンバーカードによる本人確認の上で申請することにより、町の審査を要することなく申請
者の接種記録に基づき交付されることとなります。本年７月末より開始された紙媒体での接種証
明書は、４か月間で30件ほど発行しておりますが、主に外国へ帰られる外国人の方へ交付してい
る現状であり、デジタル化による今後の申請がどの程度増加するのか不透明な状況にあることも
踏まえ、今後の推移を見ながら適切な対応を講じてまいりたいと考えております。
最後に、(２)の町独自の特典についてでございますが、町民皆様の理解と御協力により当町の
ワクチン接種率は対象者の９割に達しており、コロナ禍による経済の停滞を打開するためにも
様々な対策を講じていく必要があるものと認識しております。御提言の接種証明を活用した施策
については、既に民間にて取り組まれているものと認識しておりますが、町独自の施策として展
開する場合には接種対象となっていない12歳未満の方や何らかの事情で接種をできない方への配
慮も必要であり、公平性の確保という点からも課題が多いことから、現状において考えておりま
せん。
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)

ただいま壇上のほうの答弁の中で12月13日現在の接種状

況について答弁させていただきましたが、一部数字に誤りがありまして、本日行政報告させてい
ただいた接種状況が正確な数字ですので、訂正させていただきます。誠に申し訳ございませんで
した。
〇議長(福嶋尚人君)

14番、池田君。

〇14番(池田一也君)

それでは、再質問をさせていただきます。

１回目、２回目の接種状況を先ほどお聞きをいたしました。未接種の方々の今後の対応という
部分で、何か事情があって１回目も、ひょっとしたら２回目がされてこなかった方に対する対応
で、今第８弾をやっているというふうに私も１回目の質問の中でお話をさせていただきました。
第８弾がもうすぐ終わる日程となっていると思うのです。ですから、まだ１回目、２回目何らか
の事情で受けられていなくて、これから受けたい方、こういう方は今後あるであろう第９弾の中
に盛り込まさってくるという意味なのでしょうか。
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)

接種状況については、報告したとおり、接種率９割とい

うことはまだ１割の方が対象者となりながら接種が進んでいない状況にあります。そういった
方々が環境が整って接種したいといった場合にお応えできるように年明け以降も接種環境、未接
種の方が接種できる環境を整えていきたい、そのように考えております。
〇議長(福嶋尚人君)

14番、池田君。

〇14番(池田一也君)

今第９弾として日にちを区切ってとか、申込みが何日でとか、そういうふ

うな形で計画しているのかなと思ったのだけれども、まだまだちょっと質問としても早過ぎたの
かなと。そういう状況、要するに接種したいけれども、しない方という方が生まれないように、
あくまでも任意の接種ですから強制ではありません。そこは僕も心して質問しなければならない
のですけれども、そういう方がもしいらっしゃれば速やかに接種ができるようにという体制を確
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保、確立しておいていただければなと思っております。
次に、３回目の接種のほうに行きます。１月21日に町内高齢施設入所者等と、などとなってい
て、そのなどという部分がどこまでを指すのかを知りたいのです。以前頂いた資料には、このな
どという中には高齢者通所施設等従事者、障がい者施設等従事者、保育施設等従事者、あとは小
中高の教員だとかが入っていて、じんかい収集処理業者だとかその後にも５項目優先的に接種さ
れる方があったと思います。ですから、この１月21日以降の部分で等、などという部分にはこの
方々が全て入るということの理解でよろしいのでしょうか。
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)

今回接種の対象となる方は、あくまでも２回目接種後８

か月を経過した方を対象としております。そのため高齢者施設の入所者の方々に、本年たしか５
月の中旬から下旬にかけてだったと思うのですけれども、２回目接種を実施しております。そう
いった方々と同時期に２回目接種をされた高齢者施設の従事者、それから町内でいえば医療機関
の入院患者の皆さん、そういった方々が対象となります。あくまでも職種ではなくて２回目接種
の同時期に接種された方というふうに考えております。
〇議長(福嶋尚人君)

14番、池田君。

〇14番(池田一也君)

分かりました。

それであと、４月21日以降に予定をされております64歳以下という中で、さっき答弁で対象が
18歳以上と言っていたと思うので、新ひだか町においては12歳から打っています。ですから、12歳
から18歳までは対象から外れていることになります、今のところのこの話では。ですから、この
12歳からの部分をどのように予定をお考えでしょうか。
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)

現在国のほうで追加接種の対象としているのは、18歳以

上とされております。ただ、12歳以上の方が２回接種を終えていると。国のほうでも今後年齢の
拡大等も検討されているところでございます。おっしゃるとおり、４月に予定している部分につ
いては、本年８月に２回目接種をされた方、当町でいえば基礎疾患を有する方、それから12歳か
ら19歳の方、さらには感染リスクの高い優先事業者の方々等々８月に２回目接種しております。
そのときまでに国の追加接種の年齢対象というのがどのようになっているのか、そういったもの
を見極めながら対象に御案内していきたいなというふうに考えております。
〇議長(福嶋尚人君)

14番、池田君。

〇14番(池田一也君)

12歳から19歳まで他の市町村に比べても新ひだか町は、それこそ64歳以下

の方よりも先にという言い方でいいのか、接種されています。おのずから２回目もかなり早かっ
た。そういう中で、国の方針というのはもちろん待たなければならないのですけれども、その結
果というのがいつ頃出るのだろうと。心配なのは、間に合うのだろうかと。12歳から18歳までの
方が８か月の経過を過ぎてしまうのではないかと、そういう心配があるのですけれども、いかが
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)

議員御指摘のとおりだと思っております。ただ、追加接

種の対象として例えば12歳から18歳の方がならないというふうになれば、そこの時点で私どもも
追加接種用の接種券を送ることにはならないというふうに考えております。そういった部分も含
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めながら、見極めながら、接種券の対象として発行等を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)

14番、池田君。

〇14番(池田一也君)

接種券が発行されて届いた方は受けれますよと、そういうことですから、

届かない限りは私はまだできないのだなという、そういう判断になろうかと思うのです。ただた
だ待つのではなくて、どうして来ないのだろうという心配をされる町民の方もいらっしゃると思
うのです、特に12歳、19歳だとか。そういう方には接種券の発行状況なりをいろんな意味で、い
ろんな媒体を通じて、こういうところに発行していますよ、ここまではしましたみたいなところ
の情報提供をしていただけたら、心配をされている方に対しては大変優しいことかなと思います
ので、お願いをしておきます。
次に、ワクチンの接種証明を活用した施策について何点か再質問させていただきます。今日の
新聞報道にもありましたけれども、今月の20日からマイナンバーカードを使用したスマートフォ
ン対応のワクチン接種証明が入手できるようになるよというのが新聞で報道がありました。壇上
でも言いましたけれども、国が発行するワクチン証明、これをするためにはマイナンバーカード
が必須なのです。ですから、私が懸念するのは、この際マイナンバーカードをこれを機会に取得
したいという方、またそれとは別に既にマイナンバーカードを持っているけれども、アプリ登録
をしたいのだと。ただ、私はなかなか得手ではない。やり方がちょっと分からない部分が多い。
誰かに聞きたい、誰かに教えてもらいたい。でも、身近にはそういう方がいない。そこで頼るの
はやっぱり行政だと思うものですから、マイナンバーカードの登録も含めて、こういうことに対
する行政が手助けをするといいますか、必要に応じてです、もちろん。そういう体制だけはもう
既につくっておいたほうがよろしいのではないかと思うのですけれども、いかがですか。
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)

壇上のほうで答弁させていただいたとおり、この接種証

明の電子化によってどの程度の人たちが接種証明の申請をなさるのかといったところが、これま
では国外に海外のほうで帰られる方等々が多かったというところもありまして、今後この接種証
の電子化によってどの程度の人が申請されるかというのはまだ不透明な状況にあります。そうい
ったことも踏まえて、状況を見ながら、私どもに問合せありましたら当然ながらマイナンバーカ
ードの発行を担う生活環境課と連携取りながら進めてまいりたいと思いますし、特に今回アプリ
での接種証明、電子化によって一番必要なのはマイナンバーカードを取得したときに自らが設定
した暗証番号というものが必ず必須でございます。暗証番号を忘れてしまっただとか、そういっ
た部分のトラブル等も十分想定されることから、そういった部分も含めまして生活環境課と連携
しながら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)

14番、池田君。

〇14番(池田一也君)

今このアプリを活用する方がどの程度いるかなかなか分からないというお

話がありました。私が思うには、この国がやっているアプリで証明することによって、新ひだか
町が主催するですとか、日高管内で主催、協力、後援、そういう行事をやるときに、要するにそ
こに参加するときにワクチンの接種証明が必要だと。これはかなり大きな話、全国的な話になり
ますけれども、いろんなスポーツイベントですとか音楽イベントも含めてワクチン証明書の提示
というのが求められることがほとんどなわけです。ですから、同様に町が主催する、または地域、
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この日高管内と捉えてもいいですけれども、そういうところでの主催をするそういう事業、行事
のときにこのアプリを用いた入場者の確認というのですか、安全性の確保という意味でこれが必
要となるのではないですかと。だからこそ町がそれに備えて協力をする体制をつくっておくべき
ではないですかと思うのですけれども、そういう町がやることに対してこの証明をいただくとい
う予定は今のところは何もないのですか。
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)

現在私どものほうで事業をやる上で、接種済み証という

ものを皆さんワクチン２回目打たれたときにお渡ししているかと思うのですけれども、そういっ
た必要な場合については接種済み証での確認というふうにやってきたと思うのです。ただ、現在
のところこの接種証明を使って新たに確認するというような事業はやっていないものと認識はし
ております。ただ、今後のことについては、当然ながら検討は必要なのかなというふうに思って
おりますけれども、現段階はそういったものの状況はちょっと様子を見たいというふうに考えて
おります。
〇議長(福嶋尚人君)

14番、池田君。

〇14番(池田一也君)

各自治体、地域でこの取組は、いろんなところでペーパーを見せて、２回

の接種証明書を提示してくださいとやっているところは多いです。ただ、その場合、ほとんどの
場合この国のアプリができたときには、そちらを利用したほうがこれは格段に便利なことは間違
いないのです。紙をわざわざ持っていく、そしてその紙を確認する、そういうことを考えると、
やはりアプリのやつでぴっとやれば、ぴっとやればというのか、簡単にできる。これは今後どん
どん増えてくると思いますし、
私は町の特に教育委員会今回通告していないからあれだけれども、
いろんな意味の行事で必要となってくると思いますので、これらの対応は必要と感じられたとき
には即対応をしていただきたいなと思います。
次に、自治体や民間企業が協力し合ってこのアプリ、また別のアプリです、国のアプリではな
く、その自治体、その企業の独特のアプリなりに登録するといろいろな特典を受けられると。札
幌市だとかの近隣の11市町村では、12月６日から試験的にやってみているのです。何が目的かと
いうと、やはり冷え込んだ経済状況というのですか、特に飲食店、観光業、そういうところで景
気を浮揚させよう、回復させようという、この思いで札幌市の場合は、札幌市とか小樽市だとか
いろんなところが協力し合って、１つのアプリを登録すればいろんな特典を受けれるよと。私は、
この町の経済の発展のためにも、要するに役場がやれやれと言っているつもりはないのです。商
工会も含めていろんな関係団体と協力し合って、行政も絡んで、こういうことをぜひやってみる
べきではないでしょうかと、それが私は今後の展望につながるいい材料になると思うものですか
ら、どうでしょうか。町長、そこら辺今のうちに考え、そしてやっていくことが新ひだか町の経
済の回復、一つの手助けになるのではないかと思っているのですけれども、いかがですか。
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)

今経済活性化の面も含めてという御質問がありましたの

で、私のほうからこの点について御答弁させていただきます。
このワクチン証明を利用したサービスに関しては、ワクチン接種の奨励と、それから地域経済
の活性化の促進、この両面から全国的に、主に大きな都市なんかでアプリを活用した導入、試験
的に札幌市周辺もやられているというのは承知をしております。そこで、議員おっしゃるとおり、
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民間の事業者なんかも協力し合いながらというところが多いというところは把握しております。
このサービスについては、そういった両面の効果が期待できるのだろうなということは思います
けれども、一方で先ほど壇上からの答弁ありましたとおり、当町のワクチン接種今ある程度一定
程度進んでおりますし、この接種証明の活用サービス様々な課題もあるなということもありまし
て、今後３回目の接種の進捗状況ですとか、あるいは費用対効果の面も確認しながら、一つの手
法として参考にしながら考えていきたいというふうに思っております。
〇議長(福嶋尚人君)

14番、池田君。

〇14番(池田一也君)

行政的にいえばそういうことになるのでしょうけれども、私は新ひだか町

に限ることなく、先ほどから何回か地域という言い方をしておりますけれども、いろんなまちと
も、他の近隣町村とも連携しながら、そして他の団体とかももちろん連携をしながら、何か新た
な試みをこの新型コロナウイルス感染症に対して向かっていくべきではないかと。それは手続的
なものではなくて気持ち的に、まちづくり、地域づくりのためにはこういうことに取り組むこと
が非常に大事だと思うのですけれども、町長、いかがでしょうか。
〇議長(福嶋尚人君)
〇総務部長(坂

坂総務部長。

将樹君) 町長にということですけれども、壇上、それから先ほどまちづくり推

進課長のほうからも御答弁させていただきましたけれども、このワクチンの接種なかなか難しい
点があって、本当に自分は接種したいのだけれども、接種ができないという方もいるというとこ
ろを踏まえますと、なかなか難しい課題があるなというふうに思っております。池田議員の質問
の趣旨としては、ワクチンの接種率の向上だとか地域の経済のということですから、必ずしもこ
れだけということではないので、ほかの点も踏まえていろいろ町の中でも検討していきたいとい
うふうに考えております。
〇議長(福嶋尚人君)

14番、池田君。

〇14番(池田一也君)

１回目、２回目と非常に我が町は順調にワクチン接種進んだと思っており

ますし、３回目ももう既に始まっている。これから順調にこの後も進むことを期待しますし、ア
プリを使ったものを利用して町の活性化につながる、そういうものがもし感じ取られましたら、
またそこはそれでぜひ御検討、実施をしていただけたらなと思います。
これで質問を終わります。ありがとうございました。
〇議長(福嶋尚人君)

説明員の入替えがありますので、暫時休憩いたします。そのままお待ちく

ださい。

〇議長(福嶋尚人君)

休憩 午後

１時３４分

再開 午後

１時３５分

休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。

13番、建部君。
〔13番 建部和代君質問者席へ〕
〇13番(建部和代君)

通告に従いまして、質問席から一般質問をさせていただきます。

まず、１つ目、３歳児健診における視覚検査の屈折検査について。本年７月に公益社団法人日
本眼科医会では、弱視をはじめ目の異常の早期治療になるように30年ぶりに３歳児健診の視覚検
査マニュアルを見直し、改定をされております。そこには３歳児健診で視覚検査における屈折検
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査の導入に向けてが示され、二次検査において視覚検査に有用な屈折検査を導入して、視覚異常
を検出することが望ましいとされております。子どもの目の機能は、３歳までに急速に発達して、
６歳頃までにほぼ完成し、生涯の視力が決まります。３歳児健診で強い屈折異常、遠視、近視、
乱視や斜視が見逃された場合に治療が遅れ、十分な視力が得られなくなると指摘がされておりま
す。当町の３歳児健診での視覚検査は、家庭で保護者が行う検査と目に関するアンケートによる
問診が実施されており、見逃しがないように丁寧に聞き取りもされております。しかし、子ども
は自分の目の状況を正確に説明できなかったり、保護者が見逃したりする例もあり、日本眼科医
会が屈折検査の必要性を訴えております。昨年12月に同じく一般質問しましたが、国の指針に基
づき検査を実施していくとのことで、機器の導入の予定はないとの答弁でした。そこで、２つの
質問をさせていただきます。
まず、１つ目、厚生労働省は、本年眼鏡をかけても視力が出ない弱視を予防するため、目のポ
イントが合っているかを調べる屈折検査を導入するよう全国の市町村に促す方針を固めていまし
たが、町はどのように受け止めているかをお聞きいたします。
視覚検査で視覚異常を早期発見し、適切な治療につなげれば正常な視力を獲得することができ
るよう、２つ目に今後の３歳児健診での視覚検査で屈折検査をぜひ導入すべきと考えますが、町
の考えをお伺いいたします。
大きい２つ目、子宮頸がんＨＰＶワクチン接種の積極的勧奨について。６月に続き、子宮頸が
んＨＰＶワクチン接種について質問をさせていただきます。2003年６月に子宮頸がんＨＰＶワク
チンは、接種後に全身に痛みなどの症状を訴える人が相次ぎ、積極的勧奨が中止されました。そ
のため無料で接種ができる小学校６年、高校１年生の女子に個別に案内が届かなくなり、そのた
めワクチン接種に関する情報が十分に得られず、接種率が１％を割り込む年が相次いでいました。
その後海外の大規模研究で予防効果が示され、国内外での有効性や安全性に関するデータが蓄積
されたことを踏まえ、国では子宮頸がん予防ワクチン接種について再三にわたり対象者と保護者
へ個別通知による情報提供をするように通知がありましたが、町は国が勧奨しない限り情報提供
はしないとのことでした。全国では、３月の情報提供調査で国、道の約80％の自治体が情報提供
すると回答があり、対象者と保護者に情報提供がされております。いまだ接種後における痛み等
を訴える症状については因果関係が分からず、ワクチン接種１万人当たり９人の割合で苦しまれ
ている方がおります。また、厚労省によると子宮頸がんワクチンで亡くなる人は毎年約2,800人、
１万人当たり30人、ワクチン接種がなされていれば最大21名の死亡が避けられたと推定されてお
ります。厚生労働省は、先月の11月26日、子宮頸がんを予防するワクチン接種について積極的勧
奨の再開を決定し、来年４月再開と自治体に通知されております。また、通知では準備が整った
市町村は、来年度を待たずに実施することは可能とのことですが、当町は保護者、対象者への個
別通知で情報提供がされておりません。そこで、５点の質問をさせていただきます。
まず、１つ目は、町は子宮頸がんワクチン接種の積極的勧奨再開はいつの予定かお伺いいたし
ます。
２つ目、子宮頸がんワクチン接種について偏見や不安で接種を控える人もいます。関心のない
人、無料で接種できることを知らない人もおりますので、早急に保護者や対象者に丁寧に正しい
情報提供を行うべきと考えますが、町の考えをお伺いいたします。
３つ目、今後対象者はどのような流れで子宮頸がんワクチン接種が行われるのか。
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４つ目、ワクチンを安心して接種していただくには丁寧な情報提供が大切ですが、ワクチン接
種についての相談等の対応、また接種後に体調が悪くなったときの対応についてお伺いいたしま
す。
５つ目、子宮頸がんワクチン接種のキャッチアップについて現時点の対応は。対象者は何年生
まれの方なのかお伺いいたします。
以上です。御答弁よろしくお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君)

中島健康推進課長。
〔健康推進課長

〇健康推進課長(中島健治君)

中島健治君登壇〕

建部議員の大きな項目の１点目、３歳児健診における視覚検査の

屈折検査について御答弁申し上げます。
まず、御質問の１点目、屈折検査の導入方針に関する当町の受け止めについてでございますが、
厚生労働省における令和４年度予算概算要求では、新たに地域の実情に応じた支援体制の強化を
図ることを目的とした母子保健対策強化事業が盛り込まれており、各種健診に必要な備品の整備
として屈折検査機器等が挙げられ、機器購入費の半額を国が補助することが示されております。
屈折検査機器の整備により弱視等の視力の発達の遅れや近視、遠視、乱視、斜視等の眼疾患を早
期発見し、治療につなげられるものと考えておりますし、高額な検査機器でもありますので、購
入費の補助により購入する市区町村は増えるものと思われます。
次に、質問の２点目、３歳児健診時における視覚検査での屈折検査の導入についてですが、現
在行っている３歳児健診における視覚検査については、健診前に御家庭での絵指標検査による視
力検査と目に関するアンケートの記入をお願いし、健診担当医師による問診も踏まえた中で総合
的に視力に関して判断をしているところですが、家庭での検査については必ずしも検査が適切な
方法で行われない場合もありますので、弱視が見逃されるケースも考えられます。屈折検査は、
保護者が気づけない斜視も発見が可能であり、斜視のスクリーニングとしては有用であること、
客観的に一律に検査が実施できる点でも３歳児健診の視覚検査の活用に適しているものと考えて
おります。このことから、国の動向なども注視し、既に屈折検査を導入している自治体などから
もその効果など情報収集を行うとともに、専門医の意見も聞きながら、今後の導入に向け協議を
していきたいと考えておりますが、それだけでなく、視覚異常があった場合にも速やかに専門医
への受診について促すよう引き続き対応してまいりたいと思います。
次に、大きな項目２点目、子宮頸がんワクチン接種の積極的勧奨について御答弁申し上げます。
まず、御質問の１点目、子宮頸がんワクチン接種の積極的勧奨の再開時期についてですが、現在
ワクチンとの因果関係を否定できない副反応が見られたことから、国民に適切な情報提供ができ
るまでは積極的に勧奨すべきでないとする国からの通知に基づき、当町においても勧奨を差し控
えてきたところでございますが、このたび厚生労働省の分科会において最新の知見を踏まえ、子
宮頸がんワクチンの安全性について特段の懸念が認められず、接種による有効性が副反応のリス
クを上回ると認められたこと、また引き続きワクチンの安全性の評価や地域の協力医療機関など
での診療、相談体制強化など今後の対応を踏まえつつ積極的な勧奨を差し控える状態を終了させ
ることが妥当とされたことから、接種に向けた勧奨を令和４年４月より順次実施するよう各市町
村へ通知がされたところでございます。従前から当町といたしましては、国が適切な情報提供な
ど説明責任を果たしていただくことが前提になるものと考えておりましたので、当該ワクチンの
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接種の勧奨に向けて取り組んでまいりますが、今後国より示される接種について検討、判断でき
るような情報や積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方への対応などを踏まえまし
て、準備を進めていきたいと考えております。
次に、質問の２点目、保護者や対象者への情報提供についてですが、国において当該ワクチン
接種について検討、判断するために必要な情報を接種対象者に届けることを目的として、本人、
保護者向けのリーフレットについては最新のエビデンスなどを踏まえた改定や積極的勧奨の差し
控えに関する記載の見直し、厚生労働省のホームページとリンクした情報提供を行うよう修正を
加えることが示されました。このことから、これらの情報を踏まえた中で保護者や対象者に対す
る情報提供として、接種対象者への個別通知や町広報紙への掲載、ホームページなどによる周知
を図るとともに、町や医療機関などにおいても保護者や対象者の不安に寄り添い、正しい情報提
供が行えるよう対応していきたいと考えております。
次に、質問の３点目、接種体制の流れについてですが、国からの通知に基づき接種対象となる
者に対し、接種について検討、判断するために必要な情報となるリーフレットの送付や予診票の
発行など個別に勧奨を行い、町が定期予防接種の協定をしている町内医療機関に予約をしていた
だき、接種を行うこととなります。
次に、質問の４点目、相談等の対応と接種後に体調が悪くなったときの対応についてですが、
身近な相談窓口としては市町村があり、保護者や対象者に対する当該ワクチンの有効性や安全性
に関する十分な情報提供や相談体制を整備し、対応することになります。また、接種後に体調が
悪くなった場合については、接種を受けた医師やかかりつけの医師への相談となりますが、当該
ワクチン接種後に生じた症状の診療に関しては、各都道府県に設置された協力医療機関があり、
北海道においては札幌医科大学附属病院と北海道大学病院の２か所となりますが、接種医師など
からの紹介により診療を受けられる体制が整備されております。
最後に、質問の５点目、ワクチン接種のキャッチアップに係る現時点での対応についてですが、
ワクチン接種のキャッチアップとは当該ワクチンの積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃
した方への対応のことをいいますが、現在その対象者の案として３つの案が提示されており、１
つ目は差し控え期間中の全学年に相当する平成９年度生まれから平成17年度生まれの９学年を対
象とする案、２つ目は期間中に標準的な対象年齢である中学１年生であった平成12年度生まれか
ら平成17年度生まれの６学年を対象とする案、３つ目は医学的有効性が相対的に高い20歳以下と
する平成14年度生まれから平成17年度生まれの４学年を対象とする案となり、接種機会の公平性
の確保や接種年齢によるワクチンの有効性などの観点から議論が開始されている状況となってお
ります。このことから、今後国において協議され、方針が決まるものと思いますので、国からの
通知を待って対応していきたいと考えております。
〇議長(福嶋尚人君)

建部君、ここで休憩取りたいのですが、よろしいでしょうか。

〇13番(建部和代君)

はい、いいです。

〇議長(福嶋尚人君)

10分程度休憩いたします。

〇議長(福嶋尚人君)

休憩 午後

１時５０分

再開 午後

２時０１分

休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。
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13番、建部君。
〇13番(建部和代君)

一通り答弁していただきましたので、再質問をさせていただきます。

まず最初に、３歳児健診における視覚検査の屈折について再質問させていただきます。まず、
１つ目なのですけれども、御答弁に国の動きも注視したり、またこの屈折検査を導入している自
治体からいろんな情報を収集する、また専門家の意見も聞きながら今後導入に向けて検討をして
いきたいという御答弁をいただきまして、それでこの屈折検査の導入についての時期的なものな
のですけれども、
新年度に向けて協議をしているということで受け止めてよろしいのでしょうか。
御答弁お願いします。
〇議長(福嶋尚人君)

中島健康推進課長。

〇健康推進課長(中島健治君)

先ほどの答弁の繰り返しになるかもしれませんけれども、当該機

器の導入に向けて、眼疾患の早期発見にも有用であるということと、加えて令和４年度国のほう
で補助対象事業として創設される見込みだということもございますので、当町としましてもこれ
を機に導入に向けて検討していきたいというようなことは述べさせていただきましたが、先ほど
建部議員もおっしゃったとおり、これから先進地の事例の情報とか専門医の意見等も勘案しなが
らも必要ですし、何せ財源のことも含めて検討していかなければならないですので、具体的な実
施時期については今申し上げれませんけれども、ただそういった制度ができたということもござ
いますので、それを活用した事業導入に向けては協議していきたいと考えています。
〇議長(福嶋尚人君)

13番、建部君。

〇13番(建部和代君)

ある部分では新年度っていい切替えで、新しく３歳児になって健診をする

というとなると、新年度で一斉にやってあげたほうが子どもにとってもいいかなと思っておりま
すので、できるだけ努力して、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
では、次のほうに質問させていただきます。今回国のほうで屈折検査機器の予算を計上された
ということで聞いているのですけれども、実際すごく高価な、100万円以上かかるというお話も聞
いています。それで、国のほうも今まで進まなかった部分もあるという部分も含めて、今回来年
度、2022年において半額を国が補助するというお話です。それで、リースをする自治体もありま
すけれども、当町としてはそれを利用して、要するに半額を利用して購入の考えがあるのかどう
かも聞かせていただきたいのですけれども。
〇議長(福嶋尚人君)

中島健康推進課長。

〇健康推進課長(中島健治君)

まだ財源的なものについては具体的に進めてはおりませんけれど

も、議員おっしゃるとおり、先進地ではリース契約によって機器購入という自治体もあると聞い
てございますし、この機器を取り扱っている業者に関してもリース契約という方法もございます
という情報は入っております。ただ、今回の国が示した補助対象事業の中にリース契約というと
ころがうたわれていなく、リースに伴う補助の期間ですとか補助率といったものも分からない状
況ですので、今はやはり購入という形の中で協議を進めていきたいと考えています。
〇議長(福嶋尚人君)

13番、建部君。

〇13番(建部和代君)

では、次のほうに質問いたします。検査機器で屈折検査を行うとなれば、

私最初のほうで二次検査にというお話もさせていただいたのですけれども、マニュアルの中でそ
ういうお話だったのですけれども、当町は検査についてもし導入されて検査するとなると、その
屈折検査というのはどういう形で進めていくのか、どういう内容でやっていくのかお聞きしたい
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のですけれども。
〇議長(福嶋尚人君)

中村健康推進課主幹。

〇健康推進課主幹(中村 香君)

検査については、実際の流れについて申し上げますと、今まで

やっておりました３歳児健診での各種検査の流れの中に屈折検査を加えまして、問診後に小児科
医の診察を想定してございます。なお、現在も行っております御家庭で行う絵指標検査と目に関
するアンケートも併用して実施する予定でございます。
〇議長(福嶋尚人君)

13番、建部君。

〇13番(建部和代君)

検査って子どもにとってどういう形の検査になるのか内容も、すみません、

少しでいいです。
〇議長(福嶋尚人君)

中村健康推進課主幹。

〇健康推進課主幹(中村 香君)

検査の内容について申し上げますと、この検査は目の焦点が合

うために必要な度数、屈折を調べる検査です。視力検査だけでは目の異常を見逃してしまうおそ
れがありますが、屈折検査をすることで視力の発達を妨げる原因が分かることがありまして、異
常の見逃しを減らすことに効果があります。屈折検査は、ハンディータイプの機器が多く用いら
れておりまして、測定方法としましては１メートル離れた位置から子どもに機器を向けて、両目
同時に屈折、遠視、乱視、近視などや瞳孔の長さ、瞳孔間距離を測定するものでして、モニター
画面に子どもの目元を表示させることで測定を開始し、数秒以内で検査できるものとなっており
ます。
〇議長(福嶋尚人君)

13番、建部君。

〇13番(建部和代君)

導入されている町村のお話を聞かせていただくと、今まで以上に屈折検査

したらそういう異常が大変多くいたということで、それだけ正確にきちんと検査がされているの
だろうなと、そういうお話もされていました。本当に一日も早い検査ができればなと私も思って
おります。今後屈折検査の導入に当たっては、議員さん方は丁寧に何事もされているようなので
すけれども、ぜひお母さん方に丁寧にその辺の屈折の検査のやり方だとか内容だとか、なぜしな
ければいけないかとかそういうことも含めて、スタートする時点ではそういうパンフレットも含
めて御案内を出していただければなという思いでおりますので、その辺は大丈夫でしょうか。
〇議長(福嶋尚人君)

中村健康推進課主幹。

〇健康推進課主幹(中村 香君)

健診というのは、お子さんの成長や発達を保護者と一緒に確認

するとともに、子育てを応援する大切な機会だと私どもは考えております。現在も御家庭で行う
絵指標検査については、検査の方法を分かりやすく伝えたり、３歳児の視力に関する情報提供も
行っているところですが、今後の導入に当たりましては保護者とお子さんが安心して検査や健診
を受けられるように、分かりやすく丁寧な説明をするように準備を進めてまいりたいと考えてお
ります。
〇議長(福嶋尚人君)

13番、建部君。

〇13番(建部和代君)

よろしくお願いいたします。

では、次の質問に移ります。子宮頸がんワクチン接種の積極的勧奨についてお伺いいたします。
先ほど御答弁いただきまして、勧奨に向けた取組をしていきたいということですけれども、これ
はあくまでも町としては、接種についての勧奨というのは来年、令和４年４月からということで
よろしいでしょうか。
－ 38 －

〇議長(福嶋尚人君)

中島健康推進課長。

〇健康推進課長(中島健治君)

国から示された通知につきましては、個別勧奨の実施、いわゆる

勧奨の再開ということで令和４年４月より順次実施するということになってございます。当町に
おきましてもまずもって接種医療機関との調整ですとか、これから国から新たな医学的見地から
個別接種が可能となったというか、方向が転換されたということですので、そういった科学的根
拠に基づいたリーフレットを今国のほうでも作成しているということです。やはりそういった新
たな正しい情報を持った形で情報提供できるような形等々も整えながら、基本的には令和４年４
月以降の実施に向けて順次取り組んでいきたいと考えています。
〇議長(福嶋尚人君)

13番、建部君。

〇13番(建部和代君)

それでは、新しい改定のリーフが届くというお話も国のほうでされている

ようなのですけれども、現実に令和４年４月スタートする時点ではいろいろ新しい情報届くとい
うことでよろしいのでしょうか。
〇議長(福嶋尚人君)

中島健康推進課長。

〇健康推進課長(中島健治君)

今現在、建部議員も御承知だと思うのですが、11月の末に厚生労

働省から勧奨の再開という形で通知が来てございまして、実はそれ以外に何もまだ来ていない状
況でございます。国のほうでもやはり４月からは基本的に実施しなさいということですので、こ
ういったリーフレットについてはそれを間に合うような形で提示されるとは考えていますが、今
現在はリーフレットの動き等についての情報は入っていない形になってございます。
〇議長(福嶋尚人君)

13番、建部君。

〇13番(建部和代君)

その11月26日の国からの通知、積極的勧奨をしてくださいというところに、

国としては準備ができているところから開始しても構わないという１項目があったのですけれど
も、ちょっとしつこいようなのですけれども、要するに準備ができているところは開始してもい
いということは、以前からきちんと周知されたところで、町民にしっかりと通知されているとこ
ろで準備ができているところはどうぞやってくださいということだと思うのです。そうであれば、
我が町はそこまではいっていませんので、スタートできないのかなと思うのですけれども、町民
にできていなかった分についてはいち早く情報提供はすべきでないかなと私は思うのですけれど
も、どのように考えていらっしゃるか聞きたいのですけれども。
〇議長(福嶋尚人君)

中島健康推進課長。

〇健康推進課長(中島健治君)

以前６月の定例会のときにも一般質問の中でいろいろやり取りさ

せていただいたのですけれども、その時点では国は積極的勧奨はしないという方針の下、勧奨等
個別の勧奨の差し控えと、個別の勧奨というか、そういうのは違うのだという考え方もあります
けれども、町としましてはやはり国の方針がそうであれば、そこが変わらない限りは、町民の方
に誤解等を与えるということもありまして、その時点ではそういったことは行わないとしたこと
もあります。ただ、今回国のほうでも、何度も申し上げますけれども、方針が変わりまして、新
たな科学的根拠の下再開をということですので、それをもってまずは国から対象者の方、また御
家族の中に安心して判断できるような、接種に向けて判断できるような情報を今つくられている
というところもございますので、まずもってそういったところの資料を確認しながら、医療機関
との対応等もございますので、そういったところが整えば、そこからは早急に対応していきたい
と考えています。
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〇議長(福嶋尚人君)

13番、建部君。

〇13番(建部和代君)

分かりましたというか、状況的に承知しました。

それで、ちょっと進んでいくのですけれども、先ほど４つ目の質問させていただいた中で、子
宮頸がんワクチンの接種について相談等の対応だとか、接種後に体調が悪くなったときの対応に
ついて今お聞きしたのですけれども、このことの通知というか、周知というのか、皆さんにきち
んとお伝えしなければいけないと思うのですけれども、その辺の対応についてはどのように考え
ているのか、どのようになっているのか教えてください。
〇議長(福嶋尚人君)

中島健康推進課長。

〇健康推進課長(中島健治君)

今後対象者の方、御家族の方に適切な正しい検討、判断ができる

ような情報提供については、これから示されるであろうリーフレットや、今後多分国のほうから
も８年間こういった形で勧奨を差し控えた状況もございますので、運用に当たってのいろんな資
料的なものも示されるのではないかなと思っています。そのような情報を蓄積した中で、これか
ら実施する個別勧奨の際の説明文に同封するですとか町広報紙、いろんな媒体を使って情報を周
知していきたいと考えています。
〇議長(福嶋尚人君)

13番、建部君。

〇13番(建部和代君)

では、次の質問に行きます。最後の質問なのですけれども、キャッチアッ

プ、要するに周知がなされないで、無料で接種ができなくなった方、そういう方々に対する対応
の部分で、接種機会を逃した人方に対する対応の部分でお聞きしたいのですけれども、その対象
というのは何名ぐらい町に今いらっしゃるのか、何年生まれの方なのかお聞きしたいと思います
けれども。
〇議長(福嶋尚人君)

中村健康推進課主幹。

〇健康推進課主幹(中村 香君)

先ほどの御答弁でも申し上げましたとおり、現在キャッチアッ

プの対象者については３案提示されておりまして、令和３年12月現在における対象人数を申し上
げますと、１つ目である差し控え期間中の全学年に相当する平成９年度から17年度生まれの９学
年を対象とする案では648名、
２つ目である期間中に標準的な対象年齢である中学１年生であった
平成12年度から17年度生まれの６学年を対象とする案では453名、３つ目である医学的有効性が相
対的に高い20歳以下とする平成14年度から17年度生まれの４学年を対象とする案では301名とな
っております。キャッチアップの対象者につきましても今後国より示される通知なども踏まえま
して、順次実施できるように準備を進めていきたいと考えております。
〇議長(福嶋尚人君)

13番、建部君。

〇13番(建部和代君)

ありがとう。すみません、再度お聞きしまして。

それで、その中に最初に９年ぐらいですか、９年のあれの方々、当町から出ていって、学生と
して地方に出ている方も結構いらっしゃるのではないかなと思うのです。全てがみんな町内に住
んでいるわけでもないと思うのですけれども、例えばそういう方々に対する接種が可能になった
場合どのような対応をされるのか。町に今現在いなくて、町としてはどのような対応をされるの
か。分かりますか。ぜひその辺のことについてお聞きします。
〇議長(福嶋尚人君)

中村健康推進課主幹。

〇健康推進課主幹(中村 香君)

当町から住む場所を変えて学生になられている方への対応とい

うことになるかと思うのですけれども、まず新ひだか町に住民票のある対象者全ての方に個別通
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知を予定しております。住民票があり、進学等で町外で生活している場合は、町外の予防接種も
可能で、接種後に償還払いをすることとなります。
〇議長(福嶋尚人君)

13番、建部君。

〇13番(建部和代君)

本当に一人残らず、まだキャッチアップについては決定はしていないよう

ですので、ぜひ決まり次第手を打つのだと思うのですけれども、一人も漏れなく情報提供はしっ
かりしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
それで、もう一点、当町で子宮頸がんワクチン接種ができる医療機関、今後出てくると思うの
ですけれども、今の段階では医療機関は４か所あると思います。それで、今現在新型コロナウイ
ルス感染症のワクチン接種、またインフルエンザの接種、様々な接種があるのですけれども、病
院によってはすごく重なっている、結構大変ではないかなという医療機関の部分で、そういう部
分については大丈夫なのかどうか確認をしたいのですけれども。
〇議長(福嶋尚人君)

中島健康推進課長。

〇健康推進課長(中島健治君)

現在町内４か所の医療機関と契約を結んでいる状況にございま

す。基本的にはこの子宮頸がんワクチンの接種再開等に向けては、もちろん今契約している４か
所以外にも新たに接種対応していただけるような医療機関もいろいろ探りながら、対象者の方に
は接種しやすいような体制づくりというのは必要かと思います。ただ、それに加えて今現在各種
ワクチンの接種業務もいろいろ重なっている時期等もあるかもしれませんので、そこら辺は医療
機関と丁寧に説明しながら、理解いただきながら、御協力のほうを協議していきたいと考えてい
ます。
〇議長(福嶋尚人君)

13番、建部君。

〇13番(建部和代君)

では、最後の質問なのですけれども、子宮頸がんワクチン定期接種になっ

ているのですけれども、これから町としても保護者や対象者の方に積極的に接種を受けていただ
くというような対応を考えていかなければいけないと思うのですけれども、そういう取組ってす
ごく大事かなと。今まで８年間も積極的勧奨も周知もなかったということもありますので、ぜひ
今後年に１回ぐらいワクチン接種の対象者、また保護者が参加して講演等を開いて、さらに深く
納得していただけるような講習会等を考えていただきたいと思うし、また学校と協力もされて、
出前講座と言ったらすごくあれなのですけれども、いろんな形で要するに積極的に接種を呼びか
けていっていただきたいなと思うのですけれども、その辺のことはどのように考えているのかお
聞きしたいのですけれども。
〇議長(福嶋尚人君)

藤沢保健福祉部長。

〇保健福祉部長(藤沢克彦君)

子宮頸がんワクチンの個別勧奨については、先ほど中島課長のほ

うからも御説明させていただきましたが、国が説明責任をきちっと果たしていただけるというこ
とで、我々も国の通知あり次第順次進めてまいりたいなと思っております。
ただ、１つ我々がちょっと注意しなければならないと思っているのは、これはあくまでも勧奨
でありまして、接種をするか、しないかは個人の考え方一つだと思っておりますので、町としま
しては正確な情報をできる限り提供できるようなシステムというか、形をつくって対応はしてい
きたいなと思っております。また、先ほど講習会とか出前講座的なものということについては、
希望があれば我々も積極的に対応のほうはさせていただきたいなと思いますけれども、私たちの
ほうから接種どんどん、どんどんしてくださいということはなかなか難しいかなと思っておりま
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すので、そこは御理解いただければなと思います。
〇議長(福嶋尚人君)

13番、建部君。

〇13番(建部和代君)

そういうことで、最終的には個人が、保護者、対象者が決めることですの

で、もちろんそれは承知しております。一人でも多くの方という思いもありますし、正しい情報
を持って接種していただければという思いでおります。
以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
〇議長(福嶋尚人君)

説明員の入替えがありますので、暫時休憩いたします。そのままお待ちく

ださい。

〇議長(福嶋尚人君)

休憩 午後

２時２４分

再開 午後

２時２５分

休憩前に引き続き一般質問を継続いたします。

12番、畑端君。
〔12番 畑端憲行君質問者席へ〕
〇12番(畑端憲行君)

それでは、通告に従いまして、私は２件の質問をさせていただきます。

まず、１件目は、ＪＲ北海道拠出の地域振興費の活用についてでございますが、ＪＲ日高線鵡
川様似間116キロの廃線に伴いましてＪＲ北海道から管内７町に拠出された支援金25億5,500万円
のうち、地域振興費５億円の当町の配分額１億224万円について駅舎、鉄道敷地等をどのように利
活用を図るのかを現在の考えをお聞きしたいと思います。
次に、２件目は、三石海浜公園及び周辺施設の整備についてでございますが、旧三石町におい
て平成７年を観光元年と称して、観光振興の拠点として道の駅みついしを中心とする海浜公園、
オートキャンプ場、そしてみついし温泉など一帯を挙げ、現在に至っております。その間におい
てそのための主な事業は、海浜公園の背後地にある国、道による海岸環境整備事業としておよそ
42億円、そして町が事業主体となる海浜公園は前期、後期合わせて13億円規模の事業でございま
す。それだけに町としても、地域住民にとっても観光の資源、まちづくりの一環として大いに期
待しているのではないでしょうか。これらのことについて今までに何度も質問させていただいて
おり、またかと思われるかもしれませんが、それだけの大きな事業を捻出した過去の経緯からし
て、年中通しての観光拠点地として振興を図っていかなければならないと私は思います。当町と
して海浜公園や周辺の施設は、二十間道路桜並木と同じように大変大事な観光資源であり、町の
情報発進地でもあります。この９月中旬には三石地区協議会において、町長に対して三石海浜公
園周辺施設の整備について意見書が提出されていると思います。それを受けてどのような対応を
考えておられるのか、進捗状況も併せて次の点についてお伺いします。
まず、１つ目は、海岸環境整備施設の復旧について。
２つ目は、海浜公園内の遊具施設の設置について。
３番目として、バンガロー老朽化に伴う改修について。
そして、４つ目は、道の駅みついしの改修及びレストランの再開の見通しについて。
以上、２件の質問をいたします。御答弁のほどよろしくお願い申し上げます。
〇議長(福嶋尚人君)

柴田企画課長。
〔企画課長

柴田

隆君登壇〕
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〇企画課長(柴田

隆君) 畑端議員から御質問の大きな１点目、ＪＲ北海道拠出の地域振興費の

活用について御答弁申し上げます。
ＪＲ北海道から日高管内７町に拠出された支援金合計で25億5,500万円のうち、地域振興費５億
円に係る当町への配分額１億224万円につきましては、駅舎、鉄道施設等の利活用のみならず、広
く地域振興事業に活用できる財源でございますので、その使い道や活用のタイミングなどにつき
ましては、町全体の施策展開を視野に入れながら慎重に判断してまいりたいと考えております。
したがいまして、今後の検討によっては、この財源を駅舎、鉄道施設等の利活用以外に活用する
場合もあることを御承知おきいただきたいと思います。
そこで、御質問にある駅舎、鉄道施設等の利活用に関しましては、駅舎を最も利用する地域の
高校生と連携しながら検討を進めているところでございまして、先日畑端議員にも御出席いただ
いておりますが、静内高等学校の日高地域研究という授業の中で静内駅舎の利活用について中間
発表をいただいているところでございます。今月22日には、中間発表後さらに検討を重ねた内容
を発表していただける予定になってございますので、その中で出された提案等を参考にさせてい
ただきながら、令和４年度中には具体的な利活用のプランをまとめてまいりたいと現時点では考
えているところでございます。しかしながら、いまだ駅舎をはじめとするＪＲ資産の譲渡等に関
する協議が調っておりませんので、これが調うことが駅舎の利活用等を進める上での大前提にな
るものと考えてございますので、いま少しお時間をいただきたいと思います。
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)

畑端議員から御質問の大きな項目の２点目、三石海浜公園

及び周辺施設の整備について御答弁申し上げます。
三石海浜公園及び周辺施設については、旧三石町時代にマリンレジャーの拠点として、長い年
月をかけて整備が行われ、道の駅をはじめとしてオートキャンプ場、漁業体験施設、さらには温
泉施設等が配置されており、本町の観光にとって重要な場所となっております。しかし、平成28年
には台風や高波等の影響により海水浴場や海岸環境整備施設である突堤が破損するなど、一部の
施設が利用できない状況が続いておりますとともに、多くの施設設備が老朽化しつつあり、今後
これら施設等の補修や更新に係る経費の増嵩が見込まれるなど課題が生じております。また、こ
のような状況を踏まえ、議会におきましても度々三石海浜公園に関し一般質問等を受けておりま
すとともに、本年９月には三石地区協議会から町に対し、三石海浜公園周辺施設の整備について
意見書が提出されております。このような中において、町では本年10月に三石海浜公園の運営に
関わる関係者の方々と三石海浜公園の魅力向上に向けた意見交換会を実施するなど、同公園の活
性化に向けての検討を続けているところでございます。
そこで、御質問の１点目、海岸環境整備施設の復旧についてでございますが、三石海浜公園周
辺の鳧舞海岸環境整備施設である東突堤、中央突堤は、近年の度重なる波浪、高波の影響等によ
り、突堤の化粧ブロックが剥離、流失するなど広範囲にわたって破損し、危険な状態にあるため、
安全面を考慮し、立入禁止措置が講じられております。町では、これまで施設管理者である北海
道に対し、破損した両突堤の補修について数年来にわたり要望を行っているところであり、今年
も２月に北海道に対し改めて要望したところでございますが、現在のところ補修の見通しは立っ
ていない状況にあります。海浜公園が安全で魅力ある観光資源として維持されるためにも突堤の
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補修は重要と考えているところであり、今後においても粘り強く要望してまいりたいと考えてお
ります。
２点目の海浜公園内の遊具施設の設置についてでございますが、かつてオートキャンプ場及び
ふれあいビーチ内にそれぞれ大型の木製遊具が設置されておりましたが、専門業者による安全点
検の結果、老朽化により安全性に問題があると診断されたことから平成28年度までに撤去したと
ころでございます。公園遊具の整備については、多額の費用も伴いますので、今後において全て
の公園にこれまでと変わらず遊具整備をしていくことは大変難しいものと考えておりますが、現
在海浜公園も含めて三石地区全体の公園遊具の配置状況等も勘案しながら検討を進めているとこ
ろでありますので、もうしばらくお時間をいただきたいと思います。
３点目のバンガローの老朽化に伴う改修についてですが、バンガローは身障者用１棟、４人用
11棟、８人用４棟の合わせて16棟ございますが、老朽化により壁やスロープが傷んできておりま
すことから、昨年度から数か年かけて計画的に補修を行っているところでございます。また、給
湯設備や備品についても必要に応じて更新や修繕を行い、維持管理に努めているところでござい
ます。
最後に、
４点目の道の駅みついしの改修及びレストラン再開の見通しについてでございますが、
キャンプ場の受付事務所にもなっている道の駅みついしセンターハウスは、平成７年４月に利用
が開始されてから25年以上経過しており、これまでも陸屋根の修繕などを行うなど施設の維持管
理に努めております。現時点では老朽化等による大きな改修は必要ないものと判断しております
し、施設全体をリニューアルするとなれば多額の経費を要することから、当面現施設を適切に維
持管理しながら、利活用してまいりたいと考えております。
また、懸案となっていた２階レストランの再開については、新たな入居者が決まり、現在食品
の加工施設及び飲食店として来年中の稼働に向けて入居する事業者による必要な開設準備が進め
られているところでございます。
以上、答弁といたします。
〇議長(福嶋尚人君)

12番、畑端君。

〇12番(畑端憲行君)

ただいま２件に対する御答弁ありがとうございます。それでは、何点かの

再質問をさせていただきたいと思います。
まず、１件目ですが、１件目のＪＲ北海道拠出の地域振興費の活用についてでございますけれ
ども、先ほどの答弁ではＪＲ資産の譲渡等と並行して、令和４年度中に駅舎、鉄道施設等の利活
用に関する具体的なプランをまとめていきたいというような解釈をしましたけれども、それで駅
舎、鉄道施設等の活用について、こういう大きな歴史あるこの鉄道という、そういったものがな
くなるわけですから、そういったことで町民の皆さんにアイデアを募集をするとか、アンケート
を取るとかといったようなことの意向調査をしていろいろ計画を練っていくという考えは、この
４年度中、今からですけれども、４年度中までにそういう考えはあるか、ないかお聞きしたいと
思います。
〇議長(福嶋尚人君)
〇企画課長(柴田

柴田企画課長。

隆君) 駅舎の利活用に町民の声をという趣旨かと思いますけれども、現状先

ほど壇上で申し上げておりますとおり、一番日々利用されている高校生といろいろ検討を進めて
いるところでございますので、彼らも自分ら学生のことだけではなく、様々な面を考えながら検
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討していただいているところでございます。その結果を踏まえて具体的なプランづくりに入ろう
と思っておりますので、現時点で改めて広くアイデアを募集するというようなことは考えており
ません。
〇議長(福嶋尚人君)

12番、畑端君。

〇12番(畑端憲行君)

高校生のいろいろな意見を聞くということは、これは毎年度でずっと使っ

ているわけですからいいのですけれども、なぜ私申しますかといいますと、一昨年のまちづくり
懇談会においてもこうしたほうがいいのではないか、ああでないかという意見もちらほら出てい
ましたので、そういう意味では、もちろん高校生に聞くことも必要だし、一般町民も広く使って
いたわけですから、そういった意味で町民の皆さんからもそういうことを聞いたほうがいいので
ないかなというふうに私は思ったわけで聞いてみたのですけれども、今のところないということ
ですね。どうですか。
〇議長(福嶋尚人君)
〇企画課長(柴田

柴田企画課長。

隆君) ちょっと語弊のないように言いますが、改めてかしこまってアイデア

募集というような手順を踏んでやる考えはないというお話でありまして、今議員がおっしゃられ
たまちづくり懇談会ですとか、あらゆる場面で町民の皆様の声は日々聞いておりますので、聞く
耳は持っているつもりでございます。また、これまでいろんなバスに関わるアンケートですとか、
あとなんでも相談ダイヤルですとか、公共交通に関していろいろ町民のお声を聞く機会は私ども
なりに設けてきているつもりでございます。その中で駅舎について触れていらっしゃる方が今私
どものところには声が届いていない状況にもございまして、改めて広くアイデア募集ということ
は考えていないということでございます。
〇議長(福嶋尚人君)

12番、畑端君。

〇12番(畑端憲行君)

分かりましたけれども、ちょっと形を変えて、質問を変えてみたいと思う

のですけれども、町では計画を練っている最中に他町のことを私あれこれ言う、実施しているこ
とはあまり言いたくないのですが、最後まで鉄路の廃止を反対していた浦河町においては、旧日
高線の鉄道施設の活用策について町民の方々と共に様々なアイデアを出し合って議論するイベン
トを開催しているというふうに聞いてございます。また、日高線を題材としたドキュメンタリー
映画｢日高線と生きる｣が先日10月24日から11月13日まで上映されておりました。私もその映画を
見てまいりました。その中では、大野町長をはじめとする７町の町長のインタビューも上映され
て、廃止を受け入れるまでの葛藤や廃止後の鉄路活用を目指す動きや住民団体がいかにどのよう
に活用するかの動きがつぶさに描かれておりました。先ほどの答弁において、先ほど私も言いま
したけれども、静高生による日高地域研究として静内駅舎利活用の中間発表がこの議場でござい
ましたし、当町としてもできれば例えば利活用を考える委員会とかそういったことも設ける必要
もあると思うのですが、そういうことも考えてはおりませんか。
〇議長(福嶋尚人君)
〇企画課長(柴田

柴田企画課長。

隆君) 先に結論言いますと考えておりません。ただ、常に町民の皆さんのお

声は聞く心積もりでおりますし、もしそういう方が地域にたくさんにいらっしゃるということで
あれば、話聞きに来いということであればいつでも行くつもりも、出前講座でも結構ですし、そ
のようなつもりもございます。ただ、これまでいろんな場面でお声、御意見、御要望を聞く機会
をつくってきておりますが、その中では駅舎整備について特段のお声は届いていない状況にござ
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いますので、ここで改めて全町民等からアイデアを募集するだとか、そういう手順は考えており
ません。高校生との議論の中でアイデアをいただきながら、具体的にしていく作業に入っていき
たいなというふうには考えてございます。
〇議長(福嶋尚人君)

12番、畑端君。

〇12番(畑端憲行君)

その考えは分かりました。

この１件目の最後にお聞きしたいと思いますが、町では線路、鉄路の利活用についてはまだ具
体的に考えていないわけですけれども、道道の美河三石停車場線の本桐市街地区の踏切ですか、
美河三石停車場線なのですが、本桐市街地の踏切ですけれども、踏切幅の線路の部分、いわゆる
レール、枕木等が撤去されて、その部分は現在舗装されています。天ぷら舗装かもしれませんけ
れども、舗装されております。一昨年本桐のまちづくり懇談会において車を通る際に支障を来し
ている苦情の意見が出ていました。交通量の多い踏切は、町道、道道を問わずその要望により、
あるいは町側の判断で取り外すということなのでしょうか。町内にかかる踏切の線路の部分は、
どうしようとして今のところ考えているのか。三石の場合は、今の本桐の市街地区の踏切にしろ、
本町の青葉保育園のところの踏切にしろ、三石本町の踏切にしても割と危ないのです。ですから、
これからこの踏切だけは何とか町民に応えてしようとしているのか、一時的にしようとしている
のか、そこら辺お聞きしたいと思います。
〇議長(福嶋尚人君)

野垣建設課長。

〇建設課長(野垣尚久君) 踏切道のことについて御答弁させていただきます。
踏切道については、今畑端議員言われた道道の踏切と、それから私たちが管理している町道の
踏切と町内には、ちょっと今資料持っていないので、はっきりとした数字は言えないのですけれ
ども、40か所ぐらいあります。その中で、道道は管理している北海道とＪＲと協議をして、それ
から町道の踏切については町とＪＲがそれぞれ個別に今協議をしているところです。差し当たっ
てといいますか、今言われた本桐の交差点と、それから東静内の旧第二中学校へ行く道道の踏切
と２か所の道道の踏切と、それからもう一所、私道の踏切がございまして、３か所の踏切につい
て町に寄せられる踏切の撤去の要望が非常に多かった場所になります。それで、今回に限っては、
まずＪＲ側のほうで応急的に踏切の撤去をしていただいております。ただ、今後その踏切の改修
については、北海道が道路事業として整備計画を立てて実施していくというふうに伺っておりま
すので、まだその予定については私どもも状況を伺っていませんので、今のところお答えするこ
とはできません。
町道については、今現在ＪＲ北海道と協議を進めておりまして、中身についてはあまり言えな
いのですけれども、撤去費用等をどちらが持つのだということであったり、復旧する際の道路の
構造をどんなところまでやるのかというところも含めて今協議をしているところでございまし
て、その辺を見通しが立てば町の予算にのせていきながら、踏切の撤去ですとか道路改良を進め
ていきたいというふうに考えております。
以上です。
〇議長(福嶋尚人君)

12番、畑端君。

〇12番(畑端憲行君)

その経緯はよく分かりましたけれども、先ほど言いましたように本桐地区

の踏切と同じように静内のほうもあると思うのですけれども、三石のほうは極端に坂で急に下っ
て、踏切でどんと上がっていくという状態もありますので、そこら辺はちょっと危険な部分があ
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ると思って、町民からも言われた部分がありますので、どうするのか、本桐と同じようにするの
かという話もありますので、そこら辺はよろしくお願い申し上げたいと思います。
次に、２件目に行きたいと思います。まず、１点目の海岸環境整備施設の復旧についてでござ
いますけれども、以前にも現場を見ておりますけれども、先日また行ってまいりまして、東突堤、
中央突堤を見てまいりました。東突堤の化粧ブロック、中央突堤の化粧ブロックや洗い出し平板
の破損箇所、それから防護柵、こういったものがかなり吹っ飛んでおりまして、昨年私見た頃よ
りもさらに突堤が崩れているような感じがしております。何か廃墟のような感じがしておりまし
て、非常に残念だなと思っております。先ほど答弁いただきましたように、道のほうに何度も要
望してくれているのは本当によく分かりますけれども、補修の見通しが立っていないというのは
本当に困るわけでございますけれども、この破損部分が大きくなればなるほど町の管理管轄して
ある海浜公園施設まで影響を受けることははっきりしてございます。傷が深くならないうちに対
応していただきたいなというふうに思っておりますけれども、本当に全く今のところそのもの見
通しがないのでしょうか。再度お聞きしたいと思います。
〇議長(福嶋尚人君)

野垣建設課長。

〇建設課長(野垣尚久君) 海岸整備のことですので、私から御答弁させていただきます。
毎年２月になりますけれども、北海道が管理しております施設に対する要望あるいは意見交換
ということで、室蘭建設管理部との間において社会資本整備推進会議を実施しております。これ
は議員も御存じかと思いますけれども、今年２月に開催しておりまして、その中で前回議員から
もいろいろと要望を一般質問等で伺っているところでもありますので、そういったところも含め
て北海道のほうには強い町民の要望があるということを伝えさせていただいております。
それで、今年なのですけれども、現在堤体そのものが損傷を受けていたりとか、化粧ブロック
が剥離しているということで立入禁止措置になっているのですが、その化粧ブロックを止めてい
たアンカーを今年はその切断作業を修繕の中で実施していただいているというふうに伺っており
ます。これは、立入禁止にしておりますので、万が一そこに立ち入った人の危険を回避するため
に実施していただいたものになるのですけれども、そういったことで北海道も僅かなのですが、
今年補修作業をしていただいているということで、復旧について全く私たちはゼロではないのだ
というふうに理解をしているところです。先ほど壇上でも答弁したとおり、これからまた来年２
月に同じように会議が開催されると思いますので、三石地区協議会の意見書等も踏まえて、粘り
強く要望していきたいと思っておりますので、御理解をお願いいたします。
〇議長(福嶋尚人君)

12番、畑端君。

〇12番(畑端憲行君)

いろいろ町のほうからも道に向かって強い要望をしているということでご

ざいます。私たちのほうにすれば、町で造っている海浜公園もこういう状態なので、できるだけ
そこに被害が及ばないようにいろいろ早急にやっていただきたいというふうに要望しておきま
す。
次２点目に入りたいと思いますが、２点目は海浜公園内の遊具施設の設置についてでございま
す。先ほどの答弁において三石地区全体の公園遊具のことですがということでおっしゃっており
ましたけれども、そういうことを言うのであれば、私は新ひだか町内全体の公園遊具の設置状況
も勘案してというふうに言っておきたいと思います。それで、言うまでもなくこの海浜公園には
夏休みを利用して家族連れが楽しみにしてくれる方々が多いわけですけれども、やはり以前のよ
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うにバンガローの近くに遊具施設があり、海水浴場などで思い出をつくって帰られるわけですか
ら、せめてトリム公園遊具施設を早めに設けることができないでしょうか。
また、三石小学校の保護者を対象にした公園に関するアンケート調査を実施したところ、海浜
公園の遊具整備を求める意見が多かったということを情報として聞いてございます。それらを含
めて、この遊具施設を早めにするということについてどうでしょうか。その点お伺いしたいと思
います。
〇議長(福嶋尚人君)

佐伯地域振興課長。

〇地域振興課長(佐伯智也君)

お答えいたします。

アンケートということですので、私のほうから答弁させていただきたいと思います。まず、公
園に関してのアンケートなのですが、この発端といいますのが昨年２月ぐらいに三石小学校の６
年生と議員の方々との意見交換会がありまして、その中でぜひ公園を整備してほしいという話が
ありました。それを基に三石地区の懸案事項ということで、地域振興課のほうでいろいろ検討を
進めてまいりました。その中で、まず子どもたちがどういうことを望んでいるのか、親御さんた
ちがどういうことを望んでいるのかということを含めて、それを知るために小学生を対象にアン
ケートを行いました。その結果として、多くの方々がぜひ海浜公園に遊具を設置していただきた
いと。遊具についても大きめの大規模な遊具を設置してほしいということでアンケート結果が出
ております。その中で、結果を踏まえていろいろ地域振興課のほうでもどういうものがいいのか、
どういうものがふさわしいのか検討を進めてきましたけれども、やはり大規模な施設を設けると
なりますと予算的なものもありますし、多額の費用もかかりますので、予算確保も含めて課の中
でどういうものがいいのか、そういうことで今検討を進めている段階でございますので、御理解
をいただきたいと思います。
〇議長(福嶋尚人君)

12番、畑端君。

〇12番(畑端憲行君)

いずれにしても、子どもさんたちもそういう遊びがあるからということで

楽しみにして来るという、また楽しみにしてその遊具施設を利用するということですから、でき
るだけ早めに検討していただきたいというふうに思ってございます。
それで、皆さん方御存じのとおり、道の駅の前に海浜公園全体の案内図あります。案内図ある
のです。道の駅の前にでっかい、横にですか、あるのですけれども、その公園の図があるのです
けれども、公園の図の中にトリム公園遊具施設の図案があるのですけれども、それ今使っていな
いからガムテープべたっと貼ってあります。それはありませんよというふうにしているから、実
際ないのですけれども、ただ町のホームページの中の海浜公園の施設、それに期待できる遊具施
設ありますから、写真ですけれども、ありますから、遊具施設すぐ造れるのだったら何もするこ
とないのですけれども、それで期待して家族連れが来る場合もありますから、来たみたらなかっ
たということになるから、そういう案内のホームページ、そういうＰＲは消したほうがいいと思
うのです。そんなこともありますけれども、とにかく期待して来ますから、何とか検討していた
だきたいと思います。
それから、３点目ですが、バンガローがどんどん老朽化していきますと、それを利用する方が
もしけがでもしたら大変です。答弁では、数か年かけて計画的に補修を行っているところですが
ということですけれども、できるだけ早く改修していただきたいと思っております。これは答弁
要りません。よろしくお願いします。
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〇議長(福嶋尚人君)

畑端君、質問だけにしてください。

〇12番(畑端憲行君)

それで、４点目に入ります。４点目の道の駅の改修及びレストランの件で

すが、まずレストランの再開については、業者が決定したということですが、そうなれば相手方
と賃貸契約もされたと思うのですが、来年中の営業ということですが、具体的にいつ頃オープン
ということは、その辺はもう分かっておりますか。さっき来年度中と言っていましたが、来年中
のいつ頃からということがもし分かれば教えていただきたいと思います。
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)

やはり２年以上使用がされていなかったということで、

我々も含めて事業者の方も当然施設設備を確認をしている中で、それなりの手直しが必要だとい
うことが判明しておりまして、その業者の方にも見ていただいたりしているのですけれども、そ
の改修がどの程度必要か、それからそれにどのぐらいの時間がかかるのか、それによってオープ
ンの時期も決まってくるということになりますので、当然入居している事業者はできるだけ早期
にやっていきたいと、実際もう賃貸も入っていますから。なのですが、そういった事情がありま
して、今の時点で来年のいつ頃というのは、申し訳ないのですけれども、申し上げる状況にない
というふうに伺っておりまして、なるべくシーズン中に我々もオープンしていただければあそこ
がにぎやかになるものというふうに期待はしているのですが、お聞きしている範囲ではちょっと
時間かかるのかなというふうに思っております。
〇議長(福嶋尚人君)

12番、畑端君。

〇12番(畑端憲行君)

いろいろ事情があるわけですけれども、利用される町民の皆さん方、管外

の皆さん方については、そういう食堂というか、レストランがあることによってかなり活性化に
もつながりますから、できるだけ早めにお願い申し上げたいと思います。
道の駅のほうですけれども、道の駅の改修については現時点においては老朽化等による大きな
改修はしないという答弁ですけれども、私はできるだけ施設全体のリニューアルが必要だと思い
ます。確かに三石の道の駅は日胆で１番目にできた道の駅ですし、全道でも18番目なのですけれ
ども、古くなっておりますので、できるだけ早いほうがいいと思うわけですが、その理由は２つ
ありますけれども、全体的なリニューアルをしたほうがいいという理由の一つは、隣の新冠町は
今ある道の駅サラブレットロード新冠のこの改修を考えているようです。話に聞くと、前のほう
には場所がないのですけれども、後ろのほうには鉄道敷地もあるということもあって、そういう
計画を練っているようだし、それから浦河町でも何とか道の駅を造りたいと、設けたいという計
画があるやに聞いてございます。
２つ目の理由は、今管内の商工会中心になって日高道を観光や地域振興を図る日高シーニック
バイウエーの実現のためにルート作成が本格化しておりまして、来年の４月に候補ルートの登録
申請を目指してございます。それだけに現在と違った魅力ある道の駅にしていかなければならな
いのでないかというふうに私思うわけです。両隣の町村でもそういうことがある中ですけれども、
あくまでもこれは全体的な改修はするという考えはないのでしょうか。そこら辺をお聞きしたい
と思います。
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)

お話のありましたとおり、平成７年に道の駅が開設されて、

25年以上が経過しております。道内でも古い道の駅ということで、建物の構造というか、造り自
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体も今あちこちで新しくできる道の駅に比べると確かに狭いですとか、利便性の面ではどうして
もかなわないという部分も否定できないと思います。しかし、今まさに２階にレストランがオー
プンされるというところもありますし、新設された道の駅、道内のほかの事例も新しくなっても
それほど期待したほど人が入らない施設もあるというふうに聞いています。建物を新しくすれば
全て解決するということではないのではないかということで、まだ建物も使えておりますし、我々
今何とかあそこでいろいろなイベントとかも含めてソフト面でもあの地区を活性化できないかと
いうことで、昨年から三石地区のまちおこしの団体ですとかの協力もいただいて、今年も２回ほ
どあそこで物産展のようなイベントをやったり、そういうこともやっております。いずれ老朽化
によってそういった検討ももちろんしなければならないと思いますけれども、現時点でいつ頃リ
ニューアルするというようなところは、なかなか判断には至っていないというような状況にござ
いますので、御理解を願います。
〇議長(福嶋尚人君)

12番、畑端君。

〇12番(畑端憲行君)

冒頭道の駅などの改修には財政的に多額の予算が必要だということは答弁

で聞いてございます。私もそう思いますけれども、御存じだと思いますけれども、今国土交通省
では道の駅第３ステージの取組の一環として、都道府県の地域防災計画等で広域的な防災拠点に
位置づけられているこの役割を果たすためにハード、ソフトの両面から重点的に支援を行う制度
がございますし、その制度を利用している道内の道の駅で４市町があります。その中でも当町の
道の駅のように海岸に沿った町２町あるわけですけれども、防災道の駅として助成を受けている
のです。天塩町、それから厚岸町、この２町があります。また、道の駅の建設で設置場所を今議
論しております月形町でも防災拠点としてする構想があるようです。当町も海に近いわけですか
ら、防災駅なんてというふうに思われるかもしれませんけれども、現に海に近いところの２町が
そういう形で考えているわけですけれども、だから財政的にもゆるくない我が町ですから、そう
いった制度をもし可能であればしてやるということも考えてもいいのではないかと思いますけれ
ども、考えていると思いますけれども、どんなものでしょうか。
〇議長(福嶋尚人君)

上田総務課長。

〇総務課長(上田賢朗君) ただいま防災拠点というふうなお話もございました。あの地区ですけ
れども、なかなか海が近いということで、津波があった場合についてはあそこにはいられない場
所だと認識してございます。ただ、厚岸町ですとかあの辺につきましては、たしか高台のほうに
道の駅あったと思いますけれども、そういった高台であれば可能かと思いますけれども、なかな
か立地条件が厳しいというふうなものもございます。広尾町ですとかあの辺の防災の基地あると
思うのですが、その辺になりますとある程度のスペースが必要になってくると思います。あの道
の駅のスペースを考えた場合に、防災拠点を設けてある程度のものをそろえるというふうなもの
はなかなか考えにくいというふうなものもございます。ただ、検討はしなければならないと思い
ますので、全く考えないということではなくて、そういった選択肢の中の一つとして何かのとき
に検討し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)

12番、畑端君。

〇12番(畑端憲行君)

確かに厚岸町は高台にありますけれども、海に近いケースもありますけれ

ども、天塩町なんかも考えられるのかなと思ったのですけれども、それで申し上げました。これ
は無理だったら無理で、私はどうかなと思ったものですから、ちょっとお聞きしました。
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最後になりますが、先ほどもちょっとお話ししましたけれども、先日みついしどっとこむ主催
の食、町観光ＰＲ事業のどっとこむ祭りが道の駅みついしの前で開催されました。商店街の活性
化、あるいは経済活動の促進と情報発信を目的に若い会員の皆さんも頑張っておられます。ぜひ
町民の目に見える形で改善あるいは改修をしていただきたいと思います。
町長、最後に海浜公園あるいは周辺の整備について今一連のやり取りしていますけれども、何
か一言あればお願いしたいと思いますし、どうでしょうか。もしなければそれでいいのですけれ
ども、もしあれば言っていただきたいと思います。
〇議長(福嶋尚人君)

町長。

〇町長(大野克之君)

なければそれでいいというわけにいかないものですから、一言お話しさせ

ていただきますが、確かに海浜公園私も何度か行ってみまして、大変よいところでございます。
いろいろな形で整備し直せというお話でございますけれども、私あそこのところ整備し直すとい
うことも確かに必要かなとは思いますけれども、あの地区を考えた場合にまず私の心の中に残っ
ているのは、旧三石温泉の廃屋を何とかしたいなと。まず、あっちが先なのではないのかなとい
うふうに思っているところでございます。ただ、あれは予算上の財源の問題もありまして、なか
なか難しいところでございますけれども、人を呼び寄せる上ではまずはああいうものはきれいに
して、その上で今ある道の駅の中で若い人たちがあの建屋の外でテントを張りながらいろんなも
のを売ったり、いろんなことをしているわけですから、今の状態のままでもやりようによっては
できることがあるのだろうというふうに思っています。また、２階に入りますレストランの方、
あれは町内の方ではありません。外から来てくださって、あそこで営業をなさってくれる方です。
本来であれば町内の中であそこのレストランを使って何かやりたいという、そういう動きが私は
望ましいところですけれども、そこはやはり外の力も借りながら、ああいうところを利用してい
るということは形として誠に望ましいことだなというふうに思っているものですから、そういう
方々とも町の中にいる方が交流をしながら、刺激を受けていろんな活動を活発に行っていけるよ
うになればいいなというふうに思っているところでございます。
重ね重ねになりますけれども、現時点ですぐさまあそこの施設を直すというようなことは念頭
にはございませんので、答弁とさせていただきます。
〇議長(福嶋尚人君)

12番、畑端君。

〇12番(畑端憲行君)

終わります。どうもありがとうございました。

◎延会の議決
〇議長(福嶋尚人君)

お諮りいたします。

本日の会議はこれで延会したいと思います。御異議ありませんか。
〔｢異議なし｣と言う人あり〕
〇議長(福嶋尚人君)

異議なしと認めます。

よって、本日はこれで延会することに決定いたしました。
◎延会の宣告
〇議長(福嶋尚人君)

本日はこれで延会いたします。

どうも御苦労さまでした。
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(午後
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３時２１分)

