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だより

お父さんお母さん
楽しんでくれましたか
〜歌登小学校学芸会から〜

第３回定例会 ２Ｐ〜
一般質問 ７Ｐ〜
平成２５年度決算 15Ｐ〜
常任委員会／編集後記 17Ｐ〜

発行：枝幸町議会 編集：議会広報編集特別委員会 住所：〒098-5892 枝幸郡枝幸町本町916 TEL：0163-62-3053 FAX：0163-62-1305

会

期 ９月

年度各会計決算を認定！

回枝幸かにまつり

たり︑ウスタイベ千畳岩特設会場
で開催されました︒
前夜祭︑本祭の２日間とも好天
に恵まれ︑特に本祭は︑大勢の方

19

第３回

平成
事務・事業の効果を検証する︒

10

日〜
17

程の盛況となり︑２日間の入り込
みは︑昨年とほぼ同じ２万７千人
枝幸漁業協同組合による雄大な

姉妹都市のスウェーデン・ソレフ

かにまつりの日程に合わせて︑

を迎えることができました︒
漁船パレードは︑来場者︑関係者

テオ市からは︑ボデーン議長をは
県うきは市からは︑髙木市長をは

とも︑これまでにない感動をして
なお︑かにまつり実行委員会と

じめとする９名の訪問団が︑７月

じめとする５名︑友好都市の福岡
して︑イベントの準備から運営に

５日から６日にかけては︑町内

４日に来町されました︒
に対し︑この場をお借りしまして

視察︑かにまつり会場内でイベン
トを見学するとともに︑地域間交

心より感謝とお礼を申し上げます︒

当たられました関係団体や関係者

おりました︒

国際交流及び地域間交流

第３回定例会が９月 日から 日まで３日間の会期で開会され︑第２回定例会以降の議会事務報告︑行政報
告︑教育行政報告がそれぞれ長岡議長︑村上町長︑深井教育長から行われました︒
一般質問では５名の議員が７項目について町長に所信をただしました︒
本定例会では同意案件１件︑単行議案３件︑補正予算案４件︑認定事項１件︑決算認定 件︑報告事項２件
が上程され︑審議の結果︑原案通り可決・認定されました︒
なお︑決算認定 件は決算審査特別委員会に付託され︑本会議を休会して特別委員会で審査したあと︑本会
議で認定され︑３日間の会期を終了しました︒

第

行政報告

17

々が詰めかけ︑会場を埋め尽くす

日の３日間

今後も末長い交流となりますよ

厚くお礼を申し上げます︒

は市の交流がより深まったことに

き︑枝幸町とソレフテオ市︑うき

皆様︑関係機関のご協力をいただ

このたびの訪問に際し︑町民の

したところです︒

テイ事業を継続するなどの確認を

の交流について︑中学生ホームス

期間中に公式会談を行い︑今後

には完売する好評ぶりでした︒

の果物などの販売を行い︑お昼前

流ブースにおいて︑うきは市特産

19

うご理解ご協力をお願いします︒

交流を深めるソレフテオ市と枝幸町の三役

25
10

去る７月５日︑６日の両日にわ

47
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平成
日に本年度の普

年度の普通交付税

政府は︑７月

億８０７２万４千円であり︑昨

枝幸町の普通交付税の決定額は︑

通交付税額を決定しました︒

25

比 ％程度で推移していましたが︑
８月末では

宗谷南農業協同組合及び農業関係
機関で構成している枝幸町農業推

ており︑今後さらに乳量が伸びる

％程度に回復してき

進連絡協議会主催による﹁新規就

ことを期待しております︒

修センターで開催されました︒
名をはじめ︑新規就農研修

当日は︑帯広畜産大学などの大
学生

部を設置し︑４ヶ所の避難所を開

設しました︒

避難対象となる４町内会へ︑音

声告知放送により避難準備情報の

周知を行うとともに︑要支援者へ

支援依頼も行い︑自主避難者を受

枝幸町緑化推進委員会主催によ

水位を観測しましたが︑気象情報

その後︑はん濫危険水位に迫る

け入れております︒

中の方や︑当町に新規就農されて

る小学生を対象とした﹁森を知る

年度の当初算定額と比較すると︑
いる酪農家︑関係機関など︑総勢

金額で２億１８４万５千円︑率に

を確認のうえ︑今後の水位の上昇

名の参加がありました︒

体験学習﹂が行われました︒

約

林業の状況

農者誘致促進セミナー﹂が酪農研

98

96

年度から臨時的に創設された﹁地

牧草の収穫状況については︑春

つながることを期待しております︒

営意欲のある若い担い手の確保に

続開催される予定とのことで︑経

当セミナーは︑次年度以降も継

られたものと考えております︒

性︑緑化に対する意識の向上が図

森林室等の指導のもと︑緑の重要

マにより︑南宗谷森林組合や宗谷

森の育て方を知る﹂と題したテー

﹁森の違いと働きを知る﹂︑﹁

部を解散しております︒

度気象情報を確認し︑災害対策本

雨・洪水注意報となった時点で再

また︑大雨・洪水警報から︑大

備情報解除の周知をしました︒

が見込まれないと判断し︑避難準

減額となった主な要因は︑平成

普通交付税が２年続けて大きく

域経済・雇用対策費﹂が昨年に続

先の好天で生育も平年並みに推移

被害の状況については︑土木被

き︑大きく減ったことによるもの

本年度の町民植樹祭は︑問牧地
区﹁魚つきの森﹂で

護岸崩壊などが枝幸地区１件︑歌

し︑１番草にあっては︑収穫始め

害で︑普通河川の連節ブロック・

が３〜４日遅れたものの︑天候の

催する予定です︒多くの町民の方

登地区１件︑町道で盛土法面一部

です︒

日に開

予算計上額との比較では︑１億

回復により順調に進み︑最終的に

々が参加され︑植樹祭が盛会であ

月

８０７２万４千円を留保している

平年より１週間程早く作業が終了

一部崩落などを確認しています︒

廃棄物埋立処分地施設外周法面の

地区１路線︑その他に︑枝幸一般

状況で︑この留保財源は当初予算

２番草の生育は︑８月の２度の

日の大雨被

崩落などが枝幸地区１路線︑歌登

策債１億６７５０万円を減額する

豪雨により収穫始めが遅れ︑全体

８月５日と
害状況等

りますよう願っております︒

ほか︑財政調整基金繰入金の減額

で５〜６日の遅れとなっている状

干ばつ︑長雨等の天候不順により︑

生乳生産量については︑昨年の

歌登南町見送橋地点で︑はん濫注

に︑水位の経過を観測しましたが︑

上昇し︑災害警戒に当たるととも

し︑復旧工事を進めてまいります︒

今定例会において補正予算を提出

これら災害復旧に要する経費は︑

充分な良質粗飼料の確保ができな

意水位を超えたため︑災害対策本

両日とも︑北見幌別川の水位が

かったことなども影響して︑前年

況です︒

に充当することとして︑今期の補
正予算に提案しております︒

農業の状況
19

24

したところです︒

18

24

の町債で計上している臨時財政対

10

す︒

して３・４％の減額となっていま

56
８月 日から 日にかけて︑町︑

（３）
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８月
火災

日未明に発生した

までに︑各地区で真心のこもった
祝賀会が開催されております︒
町としても皆様に日々健康で元
気に楽しく過ごしていただきます
よう︑お祝いの言葉を申し上げま

新港町の建設会社作業員宿舎に
おいて︑火災が発生し︑木造プレ
した︒
歳以上の

近年︑高齢化が急速に進み︑枝

ハブ２階建て︑延べ面積１６３・
㎡が全焼しました︒
幸町における本年度の
方は︑２０１９人で︑人口対比

この火災発生時点で︑入居者
名のうち︑４名の方が亡くなられ︑
・ ％となっており︑その中には︑
百歳を超える方も４名いらっしゃ

教育行政報告
芸術文化事業
芸術文化事業企画実行委員会主
催による芸術鑑賞事業の第１弾と
して︑７月５日に中央コミセンで︑
﹁劇団バク﹂による等身大人形劇
日

日︑かもめアリーナで︑

枝幸少年野球教室

８月

﹁枝幸ファイターズ蟹︵クラブ︶

﹂の協力により︑﹁北海道日本ハ

ムファイターズベースボールアカ

デミー枝幸少年野球教室﹂を開催

しました︒

人と指導者が参

枝幸︑歌登両地区の野球スポー

ツ少年団から約

﹁１９６６カルテット﹂によるザ

に歌登フォレストピアホールで︑

き︑参加した団員や指導者は︑プ

や基礎基本について指導をいただ

美氏と市川卓氏から野球の心構え

加し︑元プロ野球選手の牧谷宇佐

時代の移り変わりの中で︑長寿

・ビートルズクラシックスコンサ

ロの技を目の当たりにし︑思い出

の公演を︑第２弾として７月

を保っておられます人生の諸先輩

日に

います︒

方に対し︑改めて敬愛の念を表し

ートを︑第３弾として９月

分後

また︑この火災の発生を受け︑

ますとともに︑敬老会開催の労を

中央コミセンで︑世界的なドラム

に鎮火を確認しました︒
南宗谷消防組合消防本部では︑管

お取りいただいた各自治会や女性

ふるさとミニリサイタル﹂を開催

のオペラ歌手上平臣悟氏による﹁

には中央コミセンで︑枝幸町出身

また︑特別企画として９月８日

提供することができました︒

が訪れ︑優れた芸術鑑賞の機会を

いずれも︑会場には多くの町民

しました︒

ーケストラ・コンサート﹂を開催

12

し︑オペラや日本の名曲の美声に
会場は魅了されました︒

に残る教室となりました︒

内の消防署及び支署に対し︑全て

奏者神保彰氏による﹁ワンマンオ

して厚くお礼を申し上げます︒

部の皆様に対し︑この場をお借り

行うよう指示したところです︒
亡くなられた方々のご冥福を心
からお祈りし︑今後二度とこのよ
うな火災が起きないよう︑一層の
注意喚起を図ってまいります︒

敬老会
敬老祝賀会が︑枝幸地区では各
日

自治会主催により︑歌登地区では
日から

26

市川卓氏の説明を真剣に聞く少年団員

の共同住宅等に対する緊急査察を

を出動させて消火活動を行い︑約

枝幸消防署では︑消防車両７台

１名の方が重傷を負われました︒

10

13

30

１時間後に火勢鎮圧︑その

20

20

23
各地区の敬老会は小学生も主役です！

30

24

70

17
町主催により︑９月

10
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日︑中央コミセン駐車場

幸 ハ
( ッピー ・)
サマーフェスティバル
８月
で﹁幸︵ハッピー︶・サマーフェ
スティバル﹂が開催されました︒
﹁子どもの手による子ども会活
動﹂の実践として︑子ども会リー
ダー会が主催するもので︑当日は︑
天候にも恵まれ︑幼児から高齢者
まで約６００名が夏休み最後のイ
ベントを楽しんでいました︒
運営には枝幸高校しょうねん隊
と士別市子ども会リーダ会が応援
に駆け付けて祭を盛り上げる一方︑
放課後子ども教室のスタッフや社
会教育委員など︑地域の大人たち
も一緒にイベントを支えておりま
した︒

指し日ごろの練習の成果を発揮し
ていました︒

大学生フレンドシップ事
業

・書道課程を専攻する

名の学生

部

◎枝幸町歌登本幌別

阿

井

君

恵

松四郎

氏

氏

︵以上︑民生委員児童委員活動に

◎枝幸町乙忠部

よる功績︶

た授業を行い︑児童生徒は普段と

福

屋

吉

雄

氏

年以上在職による功

績︶

︵自治会長

動や給食︑休み時間などを通して

を行う︒

て︑確認をすると共に区域の変更

枝幸港の埋立をした土地につい

◆枝幸町の町の区域の変更

◆あらたに生じた土地の確認

議 決 案 件

︵原案同意︶

︵町政に寄与した功績︶

荒

◎枝幸町北栄町

子

久美子

氏

氏

氏

︵全会一致で可決︶

◆北海道市町村職員退職手当組合
に決まりました︒

紀

子

◆表彰条例の規定により次の方々
町内の小中学校で授業などの教育

◎枝幸町風烈布

森

◎枝幸町歌登南町
金

島

◎枝幸町歌登桧垣町
中

龍

規約の変更に関する協議

同 意 案 件

主な議案

考えています︒

来年度以降も継続していきたいと

くりを育成・支援する事業として︑

児童生徒の社会性や人間関係づ

交流を深め合っていました︒

がら受講し︑授業以外でも学級活

違った内容に興味を持ち楽しみな

学生たちは︑専門課程を生かし

学校２校で事業を展開しました︒

が参加し︑町内の小学校８校︑中

13

を自治功労者として表彰すること

児童の体力向上と心身の健全な

活動に参加し︑児童生徒と交流す

９月３日から２日間︑大学生が

育成︑町内児童の交流を目的に毎

当町と協力協定を締結している

本

山

りのもと北幸公園で開催され︑沿

﹁北海道教育大学旭川校﹂の協力

を行いました︒

る﹁大学生フレンドシップ事業﹂

日︑絶好のマラソン日和

道から保護者や地域の方々の大き

のもと︑今回は体育・技術・音楽

８月

年開催しているものです︒

枝幸町内小学校マラソン
大会

晴天に恵まれた「幸（ハッピー）・サマーフェスティバル」

な声援を受けて︑全員が完走を目

（５）
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歳出は︑社会保障・税番号制度

率及び枝幸町資金不足比率
年度において︑枝幸町は財政

■﹁手話言語法﹂の制定を求める

意見書について

健全化判断比率及び資金不足比率

導入経費︑８月の大雨に伴う災害
復旧事業︑歌登球場ネットフェン

ともにクリアしているとの報告︒

■軽度外傷性脳損傷の周知及び労

条 例 案 件
ス等取替︑保養施設客室内装改修︑
◆寄

災認定基準の改正等を求める陳情

仁

氏
︵報告済み︶

年度決算認定
ページ︑町広報紙

書

昌

男

ついて

蠣

藤

植

●北海道索道協会

会長

崎

本

村

資料配布となりました︒

日出雄

久美子

惇

慈

審議の結果︑陳情書は全議員へ

隆

の廃止を求める意見書﹂採択に関

■﹁特定秘密の保護に関する法律

ほか３団体

●全国Ｂ型肝炎訴訟北海道原告団

書採択等について

医療費助成の拡充を求める﹂意見

■﹁ウイルス性肝炎患者に対する

田

置の延長を求める意見書の提出に

■﹁軽油引取税の課税免除特例措

代表

理事長

●公益社団法人北海道ろうあ連盟

◆枝幸町廃棄物の適正処理及び環
寿の家解体︑財政調整基金積立︒

◎枝幸町ふるさと未来応援寄付と

附

境美化に関する条例の一部を改正
◆平成

年度枝幸町介護保険事業

する条例

陳

藤

田

中

する陳情

条の廃止を求め

國

理事長

■﹁所得税法第

後

子

●北海道弁護士会連合会
会長

●北商連婦人部協議会

共闘会議
議長

●北海道公務・公共業務労働組合

係る要請書ほか１件

■﹁給与制度の総合的見直し﹂に

裕

る意見書﹂採択についての陳情書

書は次のとおりです︒

第３回定例会に提出された陳情

情

月号を参照ください︒

詳細は本文

平成

現金１万円

●軽度外傷性脳損傷仲間の会

◆平成

１３０万円増

田

して

家庭用ごみ袋の容量・金額の改

計補正予算︵第２号︶

９０３万３千円増

に伴う条例改正︒
６３２万７千円増

定︑事業系ごみ処理手数料の改定
◆枝幸町収入証紙条例の一部を改
資本的収入

７２０万円増

◆平成

収益的収入

３０６万７千円増

25

年度枝幸町下水道事業会

正する条例
資本的支出

連条項の改正︒

病院事業会計補正予算について︵

ごみ処理手数料の改正に伴う関
◆枝幸町介護保険条例の一部を改
第１号︶

介護保険及び枝幸町地域包括支

収益的支出

７０８万円増

年度枝幸町国民健康保険

正する条例
援センターの各運営協議会を条例

資本的支出

定

︵全会一致で可決︶

で規定するための改正︒

認

◆町道の路線認定について
美深歌登支線の認定
︵全件原案認定︶

年度枝幸町健全化判断比

報 告 案 件
◆平成

15

56

︵全会一致で可決︶

年度枝幸町一般会計補正

年度補正予算

◆平成
予算︵第２号︶

１億２４６０万７千円増
歳入は︑普通交付税の交付額決
定による増︑がんばる地域交付金
など国・道からの補助金の増額︑
繰越金など︒

菱

特別会計補正予算︵第１号︶

25
11

26

26

26

25

26
26
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（６）

11

小

林

正

長

浩

答

議員

弁

２︑枝幸町における太陽光︑水力︑
風力︑バイオマスなどの再生可能
エネルギー導入について
３︑再生可能エネルギーシステム
を設置する事業者︑住民に対する
補助について

町

１点目ですが︑北海道電力が値
上げを申請した内容による年間使
用量の総額は町の公共施設全体で︑
平成 年度では約１億６千万円︑
平成 年度と比較して約２５００
万円の増額が見込まれます︒
公共施設のＬＥＤ化の現状につ
いては︑役場庁舎︑歌登総合支所︑
保健福祉センター︑中央コミセン︑
総合体育館や国保病院の一部で︑

防犯灯については平成 年度から
継続してＬＥＤ化を図っています︒
また︑改修工事を行った枝幸小
学校︑枝幸中学校︑歌登小学校は︑
ＬＥＤ化の検討において用途によ
る支障の考慮やトータルコストの
比較で︑ＬＥＤ以外の照明方式の
採用となっています︒今後︑公共
施設の改修時などには︑都度費用
等を検討し︑ＬＥＤ化を進めてい
きます︒
節電対策の取り組みとしては︑
照明の減光や細かな消灯︑パソコ
ン等のＯＡ機器の電源オフ︑未使
用機のコンセント取外しによる待
機電力の節電︑﹁ノー残業デー﹂
の設定などを引き続き実施してい
きます︒
冬季は︑暖房機器使用の際の節
電に努め︑町民の皆様には広報等
を通じて︑節電のご協力をお願い
しながら節電対策に取り組んでい
きます︒
２点目の再生可能エネルギーへ
の取り組みは︑国のみならず地方
自治体においても研究や導入が進
められていくものと認識していま
す︒当町においても平成 年２月
に﹁枝幸町地域新エネルギービジ
ョン策定等事業調査報告書﹂を取

（７）

枝幸町のエネルギー政策

03

21

22

第３回定例会において５名の議員が登壇︑７項目にわた
り活発な質問が展開されました︒
各議員の質問の要旨と理事者答弁は次のとおりです︒
なお︑再質問以降はＱ・Ａで表示しています︒

22

北海道電力は昨年９月︑家庭向
け電気料金で平均７・７％︑国の
認可が不要な企業向けで平均 ％
の値上げを実施︒今回さらに家庭
向け料金で平均 ・ ％︑企業向
けで平均 ・ ％引き上げるとし
ている︒
このことにより企業の経済活動
や道民生活にも多大な影響が考え
られる︒また枝幸町にもさまざま
な問題が発生すると予想される︒
そこで電気料金アップによる影
響と対応︑再生可能エネルギーの
利用について町長に伺います︒
１︑値上げによる電気料金の年間
総経費の予想と病院・学校やその
他公共施設のＬＥＤ化の現状︑今
後の整備計画並びに節電計画につ
いて

26 27

17

61
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いっ ぱ んし つ も ん

りまとめました︒この報告書では︑
自然環境や地理的条件により︑太
陽光発電や間伐材などを利用した
林業系バイオマス熱エネルギーな
どが賦存量も豊富であり︑導入効
果が期待できるとのことでしたが︑
開発・導入には高度な技術や多額
の資金の確保が必要となります︒
また︑エネルギーの安定的利用
には︑実証実験をはじめ︑送電網
や設備の整備︑コスト低減など課
題が山積しており︑自治体単独で
成果を挙げることは極めて厳しい
状況にあるので︑早急な再生可能
エネルギーの導入は難しいと考え
ています︒
なお︑道内において民間企業が
今後︑木質バイオマスを活用した
発電施設を稼働することが予定さ
れており︑原料となる地場産の未
利用材が有効活用されるよう期待
しています︒
３点目の質問ですが︑再生可能
エネルギーの種類は数多くありま
すが︑一般住宅において現実的な
ケースとして太陽光に絞ってお答
えします︒
一般住宅等への導入に対して利
用できる補助制度は︑国及び道に
おいて現在ありませんが︑道内で

質

定例会はＥＯＳチャンネルで議会の生中継を

実施していますので、こちらもご覧ください。

力をしていくべきと考えるが？
木質バイオマスの利用は︑枝幸
町も豊富な森林資源を有している
ので利活用を検討すべきという意
見だと思う︒道内でも大手の企業
が木質バイオマスの工場設備を進
めている︒コストとの比較の中で
検討すべき大きな課題であると認
識している︒
全国的なエネルギー問題をどの
ように収束するのか︑その経過の
中でしっかりした取り組みをしな
ければならないと考えるが︑現時
点では対策委員会を作るというこ
とは考えていない︒

次回の定例会は12月中旬の予定です。

82

問

を、ぜひご覧ください。

は平成 年度の調査で 市町村が
何らかの補助制度を設けておりま
す︒そのうち︑宗谷・留萌管内で
は 市町村中︑３町村で制度があ
りますが︑平成 年度における利
用実績はないことを確認していま
す︒このような状況の中︑当町に
おける補助制度の創設は現時点で
予定しておりません︒
エネルギー政策は︑国がイニシ
アチブをとって行うべきものであ
り︑単独で推進することが困難な
ため︑国や道︑関係機関をはじめ︑
民間企業などとも連携・協力しな
がら取り組むべき課題であると考
えます︒

再

25

町の施設では再生可能エネルギ
ーは実験的なものを含め︑ないと
思う︒実験をしないで向きか不向
きかは判断できない︒新しく建つ
消防庁舎に再生エネルギーの実験
施設を設けてはどうか？

皆さんの選んだ議員の活動や町政の方針など

25

町長再答弁

設計段階で検討している︒すでに
発注︑着手している今の段階で︑
そこを検討するのは難しい︒
節電に関して︑去年から合計す
ると約 ％電気料金が上がる︒そ
れに対する具体的な対応というの
はできない状況である︒ＥＳＣＯ
事業︵顧客の光熱水費等の経費削
減を行い︑削減実績から対価を得
るビジネス形態のこと︶を検討し
たことはあるか︒
ＥＳＣＯ事業については︑道内
ではまだあまり実績がなく︑民間
も含め浸透していない︒自治体と
しては必ず減っていくようなもの
でなければ︑これから新しい施設
にするにしても導入はなかなか難
しいと考える︒今後の動きを見な
がら検討していきたい︒
これだけ電気料金が上がれば町
民の生活も心配ですし︑私どもも
行政の方も節電対策の勉強をして
いかなければならないと思う︒
最後に︑バイオマスについて︑
枝幸町は森林に囲まれた町ですか
ら︑間伐材がかなり出る︒しかし
その利用状況が町民には見えない︒
各市町村︑生き残りをかけて努力
をしている︒枝幸町としても対策
委員会などを立ち上げて節電の努

議会はどなたでも傍聴することができます。

18

消防庁舎はすでに工事として発
注している︒省エネルギー対策は

議会を傍聴しませんか
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30

（８）

三

上

吉

長

丸

答

議員

弁

ことができませんが︑かに祭りの
日程等の再考について考えを伺い
ます︒

町

① ホタテ︑秋さけ︑毛がにを中
心に︑オホーツク海の豊富な水産
資源を背景に︑ここ数年順調な水
揚げ高を誇り︑昨年は史上最高を
記録しました︒
枝幸町の漁業は水産加工業︑運
送業などの関連産業のみならず︑
地域経済を支える重要な基幹産業
として︑更には今後の地域振興や
地域活性化を図るためにも重要な
役割を果していると考えます︒
漁業をはじめとする一次産業の
振興を柱に関係機関と連携しなが
ら各種産業の発展と雇用の確保に
結び付けていきたいと考えていま
す︒
② 各魚種の資源保護を促進して
いる状況の中︑毛がにだけでなく

質

問

重要な資源であるナマコについて
も頻繁に密漁が行われ︑逮捕者も
出ていますが︑一向に減っていな
いと聞いています︒各関係機関や
漁協とも連携を図りながら︑密漁
の根絶に向けて取り組んでまいり
ます︒
③ 過去に２回︑５月末にかに祭
りを開催した経緯があります︒
かに祭りの日程については︑過
去数回にわたり漁協や関係機関と
協議しましたが︑５月末の開催は
低温などのため来場者の減少が見
られたため現在の開催時期に戻し
て実施しており︑全国に浸透して
いるのも事実であります︒
今後︑関係者と協議を行ない︑
問題点を検証していきたいと思い
ます︒

再

遠い処から来ている女子加工員
の住宅の確保についての考えは？

町長再答弁
入口減少のなか︑担い手を確保
するには住宅問題が課題ですが︑
直ぐに建てることはできません︒

現状は空き家もあると聞いていま
すが︑あまり時間をかけないで方
向性を出したいと思います︒
猿払や網走方面で起こっている
ロシア船と思われる毛がに密漁問
題についての取り組みについて伺
いたい︒
枝幸町の考えだけでは対応でき
ない問題です︒機会があれぱ関係
機関へも要望する考えですが︑オ
ホーツク海全体として︑また国際
的な問題として絡んできますので︑
地元漁協はもとより︑管外的な動
向を踏まえながら対応を考えてい
きたい︒

（９）

枝幸町の漁業を取り巻く現状と
課題について

① 枝幸町の発展は︑水産業の振
興にかかっていると言っても過言
ではありません︒資源が増えるこ
とにより乗組員や女子加工員の増
につながるものと思いますし︑若
い乗組員や女子加工員が増えるこ
とにより所帯を持つ家庭の増加が
大いに期待できることになります︒
枝幸町の人口は減少の一途です
が︑漁業の振興による水産加工業
の発展︑雇用の増大︑所得向上に
よる商工業発展等の波及効果は多
岐にわたり現れるものと確信しま
すが︑水産業を核とする町勢発展
の考え方について所信を伺います︒
② 秋さけ漁業や毛がに日本一を
誇る枝幸町として大事な資源を密
漁から守る姿勢を示すための行動
を起こすべきと思いますが考えを
伺います︒
③ 漁業に関連する一大イベント
であるかに祭りについてですが︑
毛がにのノルマや漁期などの関係
で︑獲れた旬の毛がにを提供する

一生懸命に働く女子加工員さん達
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原

長

仁

答

議員

弁

当町の合併後の人口推移は︑平
成 年度末と比較して︑本年８月
末では︑９５９人減の８７０２人
で︑高齢化が一段と進む中で︑年
少人口が極端に少なくなっていま
す︒
私はこうした現状に危機感をも
って︑﹁若者定住・担い手育成支
援﹂に︑力を入れて取り組むこと
にしました︒
すでに︑政策立案にむけて︑﹁
庁内関係各課の主幹職による検討
会議﹂を立ち上げ︑産業経済団体
はもとより福祉・介護をはじめ教
育関係の事務方代表者などをメン
バーとする﹁枝幸町担い手育成連
携会議﹂を近く開催します︒

町

枝幸町の経済を活性化し︑活力あ
る元気な枝幸町となるのではない
かと思います︒町長の所信を伺い
ます︒

小

人材育成・雇用対策と産業の育
成強化について

先般︑町長の町政執行方針を全
般にわたり示していただきました︒
また︑公約とした若者の人材育
成・雇用対策を最重要課題とし︑
若者の雇用創出・定住促進・人材
育成を重要施策とし︑制度化に向
けた検討に入るということであり
ます︒地域の成り立ちは人が住む
ことによって発展していくことは
言うまでもありません︒
これからの枝幸の行く末を左右
する重要な取り組みだと思います︒
人口減少は抑えられないとは思
いますが︑減少スピードは我々の
努力で遅らせることはできます︒
それには︑就業の場が必要です︒
高校を卒業しても︑地元に就職
したくても︑就業の場所がないの
が現実です︒
公約の実現にむけ︑町長のビジ
ョンがあればお聞かせ頂きたいと
思います︒
重要施策にも掲げられています
２次産業・３次産業の育成強化は
18
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﹁若者定住・担い手育成支援﹂
は︑簡単に成し得るものでなく難
しい課題ですが︑政策立案に向け
てしっかりと手順を踏んで︑効果
的な施策となるよう作業を加速さ
せていきます︒
日本の国全体が人口減少社会に
向かっている中で︑政府の取り組
みが本格化してきました︒内閣総
理大臣を本部長に﹁まち・ひと・
しごと創成本部﹂が設置され︑具
体的に動き出しています︒
北海道においても知事が人口減
少問題を最重要課題と位置づけて
おり︑国も地方も本腰を入れた取
り組みになってきました︒
産業の育成強化につきましては︑
当町の基幹産業は漁業・酪農・林
業の振興が柱であります︒基幹産
業である１次産業が活発に展開す
ることにより︑２次・３次産業が
活性化し町全体の発展につながる
ものと考えます︒
近年は︑漁業が好調に推移して
いますので︑水産加工業とともに
地域経済を牽引しています︒
地方創成対策は︑国の来年度予
算において︑特別枠を計上して地
方創成関連の事業が実施されるこ
とが明らかになっています︒その

質

問

動向を見極めながら︑関係団体の
皆さんと協議を行いながら︑産業
全体の振興と地域の活性化を図り
ます︒

再

具体的なビジョンあれば伺いた
い︒

町長再答弁

今の段階で言えることは︑漁業
の発展により活性化し地域産品の
ブランド化︑可能性のあるものか
ら取り組みをしたい︒連携会議を
開き今後の方向性を示していただ
き︑来年度に向け政策をまとめた
い︒
人材育成︑後継者不足問題は？
まさに担い手育成のことですが︑
昨年の高校卒業生の動向をみても
地元就職が四分の一で専門的教育
を受けるため町外に出ていくのが
ほとんどだと聞きます︒今回︑連
携会議の中に先生も入ってもらい
子どもたちに対して地元として︑
将来の人材確保でどういう人材が
必要か出していただき︑産業の担
い手なり︑農業・漁業の問題もあ

（10）

長

答

弁

26

23

28

質

問

﹁中期財政計画﹂を策定し︑健全
かつ持続可能な財政運営に努めま
す︒

再

大型事業があり︑計画通りいか
ないという話は分かります︒
しかし︑交付税が減り︑予算規
模が小さくなる中︑義務的経費を
削減し︑人件費を抑制していけな
いのであれば︑委託事業を職員自
ら行えないか︑職員の意識改革を
していかなければならないのでは
ないかと考えますが︑町長の考え
を伺います︒

11

地方交付税が減額され財政運営が
厳しくなるとの見通しが町長から
示されています︒
また今年度から地方交付税の算
定基準が変わり︑全道の ％以上
の市町村で地方交付税が減額され
ます︒
今後︑新算定基準で地方交付税
が算定されると思います︒中期財
政計画と現時点での決算額に差異
が生じているのではないでしょう
か︒
今後の財政運営と町民サービス
を低下させないための予算執行に
ついて伺います︒

56

町長再答弁

合併 年を過ぎ︑ 年目以降の
まちづくり︑中長期財政計画を視
野に入れ︑管理経費の見直しや︑
年間やってきた住民サービスの
見直しも考えなければなりません︒
この４年間の中でしっかり取り
組みます︒
中期的観点から見直すべきもの
は見直すという考え方で臨みます︒

10

町

見直され︑先行きを見通すことが
困難です︒国の動向を注視しなが
ら財源の確保に努めます︒
中長期財政計画は︑財政の計画
的かつ効率的な財政運営を推進す
るため 年度から 年度の５年間
とし策定しています︒計画策定時
から社会情勢や町財政を取り巻く
環境も大きく変化する中︑地方交
付税や町税の大幅な伸びもあり︑
計画策定時と開きが生じています︒
計画では︑目標として﹁町債残
高の減少﹂︑﹁基金の積み増し﹂︑
﹁財政指標の向上﹂の３つの項目
を掲げています︒
年度決算見込みでは﹁基金積
み増し﹂︑﹁財政指標の向上﹂は︑
既に目標値をクリアしています︒
﹁町債残高﹂は大型事業の実施
もあり︑目標達成は厳しい状況に
あります︒町債の借入は有利な起
債に限定し財政運営に配慮します︒
基金は︑推計値より 億円余り
増額です︒
財政指標は﹁将来負担比率の該
当値なし﹂と大幅な改善を果たし
ています︒財政運営は今のところ︑
堅実に推移していると思います︒
平成 年度には︑あらたな﹁枝
幸町まちづくり計画﹂と並行して

10

95

本年度の当町の普通交付税額は︑
億８０７２万４千円であり︑当
初算定額と比較して２億１８４万
５千円︑率にして３・４％の減額
です︒
その大きな要因は﹁地域経済・
雇用対策費﹂の算定方法が変わっ
たことから約２億５千万円の減額
となりました︒この費目は︑臨時
費目で 年で終了することになっ
ています︒
普通交付税の算定方法は毎年度

（11）

り︑２次・３次産業また高齢者を
支える人材も必要です︒その中で
自分は何をめざし何を勉強するの
か︑一回地元を離れてもまた︑勉
強して地元に帰ってくる人材に町
として支援ができないか︑それが
わたしの基本です︒
新規の中心市街地での出店は地
元以外からでもつれてくる仕組み
もあまり時間をかけずに行いたい︒
漁業の漁獲高が右肩上がりでこ
のまま推移していくとは思われま
せん︒
漁業資源を利用し高い次元の加
工による雇用を創出していかなけ
れば経済的に伸びていかないと思
うがどうお考えか？
漁業の地場産品は可能性のある
分野で︑地元加工場が努力し︑特
産の加工︑枝幸ブランドのレベル
アップをするための診断・アドバ
イスをして発展させる︒枝幸から
水産加工品が全国︑外国に枝幸の
ブランド化を高める取組に力を入
れたい︒

今後の財政状況と財
政運営
平成 年度から合併特例が切れ︑
28
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口

洋

長

郎

答

議員

弁
町民憲章は︑旧枝幸町︑旧歌登
町それぞれ制定していましたが︑
平成 年３月の合併により誕生し
た新枝幸町においては︑今日まで
制定をしていません︒
理由としては︑これまで合併の
目的である行財政の効率化や財政
基盤の強化︑広域的視点に立った
まちづくり︑住民サービスの強化

町

利用されていたり︑﹁地域におけ
る生涯学習や初等教育のテキスト
﹂として利用されつつあります︒
小中学生でも理解でき︑音読し
たとき心地よく耳に入ってくるよ
うな町民憲章は︑多くの町民の平
和への思いや町づくりへの参加意
欲を潜在的に決定つける力を持つ
ものです︒
枝幸町の新たな町民憲章を作る
べきだと考えますが町長の所信を
伺います︒

野

町民憲章の制定について

役場庁舎正面に枝幸町民憲章の
石碑があります︒合併協議会にお
いて﹁町民憲章は新町において新
たに定める﹂とありますが︑いま
だ町民憲章は作られていません︒
町づくりは︑行政だけでできる
ものではなく町民の参加が欠かせ
ません︒町民憲章が制定される理
由として︑﹁町の理想像を掲げて
空間環境的な達成目標を示す﹂﹁
個々の生活を快いものにするため
の社会生活的な努力目標を示す﹂
ことが挙げられます︒
今︑憲法９条と平和が脅かされ
日本が戦争のできる国になるので
はないかと大変心配しています︒
旧枝幸町の町民憲章には﹁教育を
大切にし文化を高め平和な町をつ
くります﹂とあります︒安心安全
な町づくりをしていくためにも︑
町の憲法ともいえる町民憲章は必
要だと考えます︒
また︑憲章は﹁町づくりへの町
民参加を喚起するツール﹂として
18
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問

などを進めるため︑新枝幸町まち
づくり計画の基本方針﹁こころが
結ぶ﹃森と海﹄優しさと活気あふ
れる北の理想郷﹂を軸に町政運営
を推進してきたところであり︑新
町としての基盤を確立することを
優先してまいりました︒
一般的な市町村民憲章は︑一人
ひとりの住民が︑様々な局面にお
いて﹁自分にできる良いことを見
つけ︑それを自主的に快く実行し
ようとする﹂ことを誓い合うため
に定めるものとされております︒
また︑近年では︑従来の憲章と
は別に自治基本条例︑まちづくり
条例といった﹁まちづくり関係の
条例﹂が制定される動きもでてき
ています︒
合併直後に策定した﹁新・枝幸
町まちづくり計画﹂も平成 年度
に ヶ年計画の最終年度を迎え︑
次の計画策定に向けた取り組みを
進めていかなければなりません︒
その中で︑まちづくりの方向性
を示す一つとして︑手法も含めて
検討してまいります︒

質

27

現在の町民憲章の石碑の位置付

再

10

けは？

町長再答弁

旧枝幸町・旧歌登町の歴史を尊
重し︑大切に保存していきたい︒

乳幼児等医療費助成
の拡充について

町長は施政方針の具体的な政策
の第一に﹁人にやさしい健康福祉
のまち﹂を挙げ︑﹁子どもたちが
健やかに育つ環境づくり︑安心し
て子育てができる地域社会を創造
し︑質の高い子ども・子育て支援
事業の充実に努める﹂とあります︒
しかし︑枝幸町の医療費助成は必
ずしも充分であるとは思えません︒
今︑若い保護者の悩みの種は高
い医療費です︒特に慢性的な疾患
を持つお子さんを育てているご両
親の負担は大変です︒
道内の乳幼児等医療給付事業の
拡大実施の状況を調べてみると百
一の自治体で何らかの拡大実施を
しています︒宗谷管内を見ても︑
稚内市が小学校６年生まで︑幌延
町と礼文町が中学校３年生まで︑
中頓別町は高校３年生まで医療費

（12）

答

弁

を全額助成しています︒
少子高齢化の時代です︒子育て
をするなら枝幸町と思えるような
取り組みが必要と考えます︒﹁若
者が一人でも多く定住できるよう
子育て支援﹂というのであれば︑
さらなる医療費助成の拡充が必要
であると考えますが町長の所信を
伺います︒

長

質

問

あった制度拡充について︑前向き
に検討してまいります︒

再
医療費助成を含めた子育て支援
が他町より遅れているのでは？

町長再答弁
医療費助成に関しては取り組み
が浅いかもしれないが︑子育て支
援は総合的な視点で考え︑他町村
にない独自の取り組みもあります︒
国の施策を踏まえながら︑町の
検討会の中で保健担当︑子育て担
当のアイディアを検討し︑前向き
に進めてまいります︒

口

修

長

三

答

議員

弁

当町の家庭系ごみの収集方法は︑
梅ヶ枝町と本町の﹁路線収集﹂を
除き︑ステーション方式により実
施しています︒
これまで︑全地区における路線
収集方式の導入について検討した
時期もありましたが︑収集に係る
作業量や時間︑費用の問題等によ

町

別収集方式﹂の推進について町長
の考えを伺います︒
また︑ゴミ収集に関してアパー
ト︑マンションや公営住宅などは
入退去が頻繁にあるため︑いわゆ
る共同住宅などには棟別で入居者
に管理させる﹁収集方式を義務化
﹂するべきと考えるが︑これに伴
う﹁条例や規則などの制定﹂が必
要と思います︒
﹁収集方式の義務化﹂と﹁条例
や規則などの制定﹂についても町
長の考えを伺います︒

田

一般ゴミ収集に関する現状と
今後について

マナー違反で収集されず残され
たゴミがほとんどのステーション
で見受けられます︒﹁時間外や指
定日外の搬入マナー﹂︑﹁分別の
マナーや混入﹂︑﹁夜間に車など
で他の地区から持ち込まれるマナ
ー違反のゴミ﹂などで町の関係者
やゴミ収集業者はもとよりステー
ションを管理している各町内会も
困っています︒
更に︑設置する場所も以前と違
って少なく︑個別収集方式と比べ
て不公平感を感じている方もいる
のではと思います︒
町は数年前に各町内会の代表者
の方と視察研修を行い︑結論とし
て費用がかかりすぎるとして﹁個
別収集方式を断念した﹂と私は解
釈しているが︑ゴミ収集に関して
の料金改正や分別区分の改正など
住民に︑ただ負担を求めるだけで
なく︑これらの実態を考慮すると
ともに︑﹁個別収集方式﹂を早急
に進めなければと思います︒﹁個

（13）

町
議員ご質問の乳幼児等医療費助
成につきましては︑現在︑北海道
が定める基準に従い︑所得制限を
定め︑就学時前の子に対しては︑
通院及び入院費の初診時一部負担
金を除く医療費を助成し︑小学生
に対しては︑入院費を助成してお
ります︒
乳幼児等医療費助成の拡充につ
きましては︑道内市町村でも年々
増加している傾向にあり︑少子化
が進行する中︑安心して子育てが
できる環境づくりのため︑検討し
ていくべき課題であると考えてお
ります︒
今後︑財政状況や国の動向を見
ながら︑少子化対策に対する全体
的な見直しを進める中で︑当町に

新しく改築された受付
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り︑現在の方式が最善と判断され︑
現在に至っております︒
また︑ごみステーションの日常
の清掃や除雪等については︑設置
している地区の自治会町内会を中
心に管理いただいており︑管理を
されている方々には大変ご苦労を
お掛けしているところです︒
当町におけるステーション方式
の利点は︑収集日当日の朝８時ま
でにごみを排出することで︑朝早
くから働きに出かける方々にも利
用しやすいことにあります︒
個別あるいは路線収集となりま
すと︑ごみを排出する時間の制限
があり︑時間経過によっては︑悪
臭や動物等によるごみの散乱の問
題があります︒また︑排出ごみを
できる限り時間をかけずに収集す
るには︑車両や作業員を増やさな
ければならず︑収集費用の増大が
避けられないことから︑路線収集
区域の拡大は考えておりません︒
しかしながら︑高齢者世帯等に
対する配慮は必要と考えますので︑
今後も自治会町内会と相談させて
いただき︑地域の皆さんが利用し
やすいステーションの設置に努め
てまいります︒
次に︑共同住宅における収集方

質

問

法ですが︑近年︑都市部ではアパ
ート等の事業者が排出義務者とな
り︑ごみ集積場所を設置し︑管理
する方法を導入している事例もあ
ります︒
当町においては︑分別ルールや
排出日を守らないなどのトラブル
や苦情が寄せられており︑その対
応に苦慮しているところです︒
現段階においては︑条例や規則
など制定し︑収集方式を義務化す
る前に︑アパートなどの管理事業
者に対し︑入居者に対する注意喚
起や努力義務の範疇で︑専用ステ
ーションの設置等をお願いしてい
きたいと考えています︒

再

ステーションの現状について︑
把握されているのか？

町長再答弁
実際︑現場を直接確認したこと
はないが︑報告は受けている︒
住民の意識改革が大きな課題と
なるので︑啓発・指導等に力を入
れてまいりたい︒

平成

のことだが︑二体になることでの
メリットは？ また︑もう少しサ
プライズ感のある改良をしてはど
うか︒
︵小林議員︶
えさっしーは町外のイベントの
重複があり︑またメンテナンスに
半月から一か月かかるため︑もう
一体作成します︒改良については︑
商標登録の関係もあり︑予算も含
めて検討します︒
︵産業振興課長︶
地域間交流事業の旅費約１００
万円は？
︵中島議員︶
うきは市からうきは祭りの参加
要請があり︑職員６名を派遣する
ための旅費です︒
︵企画財政課参事︶
道路整備事業︵補助︶橋梁長寿
命化補修工事の場所と内容は？
︵中島議員︶
橋梁長寿命化補修設計業務の４
００万円の執行残を工事費に振り
向けるもので︑補修する橋梁数は
２橋か３橋を考えています︒
実施設計が上がってくる９月中
に場所を決定し︑入札は 月を予
定しています︒
︵建設課長︶

今回の第３回定例会での補正予算の質疑内容を﹁質
問はＱ・答弁はＡ﹂に要約してお知らせします︒

年度補正予算

32

農業者年金事務費委託金の内容
と補正後の全体の金額は？
︵成澤議員︶
加入手続等の事務経費が増額の
要因で︑今回補正の 万円を加え
全体で 万８千円になります︒
︵産業振興課参事︶
ミュージアム展示標本クリーニ
ング業務委託料の詳細について
︵成澤議員︶
シャチの骨格標本を天吊りで展
示するためのクリーニング︑脱脂
作業︑漂白作業の委託です︒
︵教育委員会参事︶
梅ヶ枝町商店街街路灯ＬＥＤ化
事業の詳細は？
︵小林議員︶
平成４年設置のデザイン照明
基のＬＥＤ化と支柱の塗装を行う
ものです︒事業主体は枝幸町商工
会で︑経済産業省の補助事業です︒
ＬＥＤ化により電気料の軽減にも
つながると考えています︒
︵産業振興課長︶
観光プロモーション推進事業で
﹁えさっしー﹂をもう一体作ると

10
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日開会
委員長

副委員長

田口議員

のと決定したところです︒

会計とも原案どおり認定すべきも

小原議員

決 算 審 査 特 別 委 員 会
９月
年度

決算審査

第３回定例会では︑平成
の決算を審査するため

なお︑委員会の審議内容を総括
かつ効率的に表れるよう︑また経

特別委員会を設置しました︒
委員長より︑﹁決算審査は１年

常経費の削減にも引続き一定の努

して︑各種事務事業の成果が有効
間の予算執行の適法性や事業の効

力を期待すること︒
歳入では︑税︑税外ともに収入

果などについて審査することを目
的としており︑単に事務事業の確

未済額の回収に不断の努力を傾注
すること︒

認で終わる質疑は審査に馴染まな
い旨の示唆があり︑各委員はこの

企業会計では独立採算制のもと︑
施設の老朽化対策や長寿命化対策

ことを踏まえ慎重かつ精力的な質
疑を展開し︑一般会計︑６つの特

に意を注ぎ︑収益性の向上と健全
な運営を維持すること︒

別会計︑３つの企業会計について
審査しました︒

決算審査特別委員会での
質疑は次のとおりです︒

日に枝幸中学校付近町

︵中島委員︶

町有財産管理経費流用の時期

と内容は？

９月

有地の木材伐採の経費です︒

︵企画財政長︶

都市間ラッピングバスの利用

状況は？

︵小林委員︶

枝幸発札幌行きは年間４９５

０人で対前年３８６人の増︑札幌

発枝幸行きは４１６８人で対前年

３９３人の増となっています︒

︵企画財政課参事︶

１億３４８６万円︑歳出決算総額

正な予算規模と自主財源を確保し︑

か︑健全財政を維持しながら︑適

入っているか︑また対象の拡大を

度の対象に将来の福祉の担い手は

医療技術者等修学資金貸付制
は１０９億８６５９万円で︑歳入

検討しているか？

ます︒

︵保健福祉課長︶

例見直しが必要となるが︑検討し

れば対象となる︒対象の拡大は条

介護福祉法に基づく修学であ

︵小林委員︶

住民ニーズに沿った事務事業の見

を付して本会議で認定されました︒

などを求める内容の委員長報告

歳出差引額は１億４８２６万円と

全会計にわたる主な質疑は後述

した︒

引いた残り７４４５万円となりま

越すべき財源７３８１万円を差し

直しを図ること︒

さらに合併特例の期限が迫るな

Ｑ＆Ａ

なり︑実質収支額は翌年度へ繰り

一般会計の歳入決算総額は１１

27

18

のとおりであり︑審査の結果︑各
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年度は

︵中島委員︶
名で︑
︵町民課長︶
肺炎球菌予防接種費用流用の

年度はエゾシカ２３４頭とヒグ

起業支援型雇用事業委託料の

︵町民課長︶

マ６頭を処理しました︒

Ｑ
委託先と成果は？
︵中島委員︶
し︑タイ国観光客誘致事業で２名

保養施設の指定管理者へ委託

︵中島委員︶
雇用している︒タイ国からの入込

Ａ

名分の予算でみていま

一般廃棄物埋立処分地の浸出

年度は１名の方が対象とな

条件が合えば助成金を交付してお

り︑

っています︒単身者については︑

水処理や水質分析委託料で︑枝幸
地区と歌登地区の差が大きい理由

年度から基準

年

︵教育次長︶

中止となったためです︒

講師の日程等の都合で事業が

︵小林委員︶

業の予算執行がゼロなのは？

中一ギャップ問題未然防止事

︵企画財政課長︶

一覧は︑資料として提出します︒

げしてきた経緯があります︒借上

民有地を公共施設用地として借上

公営住宅敷地など合併前から

︵河村委員︶

の実態とこれまでの経過は？

べきと思うが︑民有地の土地借上

公共施設の敷地は町で取得す

︵産業振興課参事︶

地はあると思います︒

担い手確保の観点から検討する余

捕獲した頭数は？

は？
︵小林委員︶

で対象者の推移と単身者への適用

新規就農者誘致特別奨励事業

︵産業振興課参事︶

する計画です︒

度まで毎年４５０頭の計画で捕獲

年度は４５０頭です︒

︵中島委員︶

エゾシカ緊急捕獲対策事業で

︵町民課長︶

歌登地区２２１４人でした︒

年度は枝幸地区９３５２人︑

︵秋川委員︶

公衆浴場の利用状況は？

︵町民課長︶

を統一し改善しております︒

いたためであり︑

旧両町の設計基準が異なって

︵遠山委員︶

については？

25

学童保育所児童数の実績は？
年度は

名でした︒

Ｑ

当初

理由と時期は？
Ａ
客は

年度で１２１９人の実績が

したが︑希望者が１２５名と増え
れる︒

あり︑宣伝効果は出ていると思わ

月と１月に流用し
︵町民課長︶

南宗谷衛生施設組合構成町の
︵中島委員︶
％︑その他町村は
年度

︵産業振興課長︶

たため︑インフルエンザワクチン
接種費用より
ました︒

Ｑ

枝幸町は

負担割合に変更はないか？
Ａ
％ずつで変更はないが︑

以降は合併特例が切れるので︑１

有害鳥獣減量化施設の処理能

︵町民課長︶

町分算定に戻す方向で調整中です︒

Ｑ

︵中島委員︶

才未満の家族のいる方など

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

26

25
Ｑ

Ｑ
Ａ
Ｑ

45

年間約１７００頭が可能で︑

27

25

24

力は？
Ａ

タイ人観光客でにぎわう歌登グリーンパークホテル

Ａ
Ｑ

53
11
40

25

25

40
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Ｑ

Ａ
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Ｑ
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Ｑ
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Ｑ
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船揚場使用料︑農用水道使用
約

万円︑法人の破産・倒産によ

り約 万円を不納欠損としました︒
滞納繰越については給与の差押え
など強い姿勢で対処してまいりま
す︒
︵税務課長︶
町有地売払収入の内容とその

港湾整備会計の船揚施設使用

料で１２２万円ほどの収入未済額
があるが何件の滞納か？
年度ま

︵小林議員︶
漁業者１名分の平成

での収入未済額です︒
︵産業振興課長︶
水道事業会計で︑年間配水量
︵浄水場から出た量︶と有収水量

他雑入の主なものは？
︵中島委員︶

︵料金の対象となった量︶の差が
％あるが︑金額に換算する
︵遠山委員︶

とどれくらいになるのか？

・

新港町地区分譲地３件８４０

万円︑ウエンナイ地区分譲地１件
２６０万円︑山臼地区町有地１件
万円で全て個人への売却です︒

道路清掃に使われたり︑消防
水利による使用︑排泥作業に使用

その他雑入では除雪センター火
災に伴う建物災害共済金が主なも

されたりしますので︑一概に金額
には表せません︒

のです︒
︵企画財政課長︶

︵水道課長︶
病院会計で電動ベッド約６０

年度は

台更新

︵成澤委員︶

０万円は︑何台購入したのか？
年次計画で

総務文教
常任委員会

内

容

年９月３日開催︶

な

︵平成

について

いて

●その他４件

議︒

以上︑担当課より説明を受け審

︵教育委員会︶

●教育委員会制度の改正概要につ

︵教育委員会︶

﹂の状況について

●町内小中学校における﹁いじめ

︵教育委員会︶

資金の貸付について

●育英資金基金運用状況及び育英

︵企画財政課︶

ー︶制度の導入について

●社会保障・税番号︵マイナンバ

︵総務課︶

●大雨に伴う対応及び被害状況等

のみを記載いたします︒

紙面の都合上︑所管の調査事項

主

26

料︑土地貸付収入の未納の状況は
？
︵河村委員︶
それぞれ過年度から数名分の

滞納が残っているものです︒土地
貸付の滞納繰越分は法人１件︑個
人４件分で︑うち個人１件は本年
度完納されましたが︑今後も回収
努力を続けていきます︒
︵各関係課長︶
公営住宅使用料の滞納状況と

保証人制度の活用は？
︵成澤委員︶
約６３３万円の未収金があり︑

枝幸地区５８６万円︑歌登地区
世帯約２０８万円︑過年度分

万円で︑枝幸地区の内訳は現年度
分
世帯約３７８万円です︒

督促状の送付や個人面談︑保証

64

しました︒

20

︵病院事務局長︶

25

人の方とも連絡をとって徴収に努
めています︒
︵建設課長︶
町税の不納欠損の処分状況と

滞納繰越に対する考え方について
︵村上委員︶
個人の死亡と相続放棄により
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内

容

年９月４日開催︶

産業厚生
常任委員会
︵平成

な

日開催

札幌市︶

全道議会広報研修会
︵８月

今後とも工夫を凝らし︑読みや

れるかを学びました︒

ー札幌で行われた広報研修会に参

すい広報つくりを心がけますので

ポールスタ

加してきました︒全道１００町村

よろしくお願いします︒

日

から４６５名の議員︑事務局関係

て
︵町民課︶

野口の３編集委員が参加しました︒
まず︑広報コンサルタントの芳
れ議会活動が伝わる議会報の基本

野政明氏による﹁読まれ︑親しま
︵建設課︶

あり方
パート２

住民とのつながりをよ
議会広報の役割と

ば見やすく読みやすい広報をつく

ことができるか︑どこを工夫すれ

どうしたら読まれる広報を作る

編集技術

る﹂議会広報へ〝議会が見える〟

﹁伝える﹂から﹁伝わ

り強く︑深く

パート１

指導を受けました︒

で︑８町の議会広報を見ながらの

後﹁議会広報研修会クリニック﹂

と編集技術﹂の講演があり︑その

いて

●その他３件

︵国保病院︶

●枝幸町国保病院の運営状況につ

の目的外転用について

●公営住宅の入居状況と公営住宅

︵保健福祉課︶

者が出席するなか︑枝幸町からは

平成 年８月

22

●特定非営利活動法人南宗谷ひだ

22

小林編集副委員長︑成澤︑三上︑

26

まりの会からの陳情書について

●ごみ処理手数料の見直しについ

主

26

以上︑担当課より説明を受け審
議︒

えさっしー
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議会広報研修会に参加してきました

編 集 後 記

初秋の候︑山に初雪の便り︑

里の木々の葉も紅く色付き︑寒

さも一段と厳しさを増す時季と

なりました︒

農業は畑作物と牧草のおがり

も良く︑一番草︑二番草とも良

かったと聞いております︒

漁業も全体的に順調な水揚げ

が続いているようです︒

稔りの良い年は海山ともに良

い年を迎えられると思いますが︑

最後まで事故等のないよう気を

抜かないでいきたいものです︒

全国的に自然災害や火災のニ

ュースも絶えませんが︑交通安

全も含めて常に安心安全な住民

生活を願う次第です︒

これから日一日と寒さが増し

ますが︑体調管理に十分留意さ

れますようお願いします︒

私たち議会広報編集委員も読

みやすい議会だよりを作るため

努力してまいります︒

上︶

ぜひ一度︑議会の傍聴にも気

軽にお越し願います︒

︵三

（18）

