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歳末チャリティー
多くの出演者が多彩な
パフォーマンスを披露

第４回定例会 ２Ｐ〜
一般質問 ７Ｐ〜
補正予算Ｑ＆Ａ 12Ｐ〜
常任委員会／編集後記 14Ｐ〜
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第４回
会

期

年度各会計補正予算を可決

低気圧の影響で会期を大幅延長
平成

月 日〜
17

表す次第です︒
また︑８月にご逝去されました
秋の叙勲において︑伊藤孝一氏

あり︑ご遺族に伝達いたしました︒

として︑﹁旭日単光章﹂の発令が

叙勲関係

が︑地方自治功労者として﹁旭日

故 村山氏は︑昭和 年から７期

故 村山憲太郎氏に対し︑特別叙勲

双光章﹂の栄に浴されました︒

年にわたり︑枝幸町公平委員を
務められ︑町の人事行政に係る紛

年から７期

年の間︑枝幸町議会議員を務めら

争発生防止と地方自治の振興に多

し︑ご冥福をお祈りします︒

し︑深甚なる敬意と感謝の意を表

あらためて︑個人のご功績に対

れ︑地方自治の進展︑住民福祉の

祝し︑深甚なる敬意と感謝の意を

ここにあらためて︑その栄典を

によるものです︒

大な貢献をされました︒

伊藤氏は︑昭和

55
向上︑産業振興に尽力された功績

25

行政報告
枝幸町自治功労者・功績
者表彰式
月３日中央コミュニティセン

振興に多大な貢献を賜った方々に

28

17

対し︑その功績を称え︑顕彰いた
しました︒

46

日の６日間

うきうきランド２０１４
︵うきは祭り︶
月１日・２日

22

国指定重要文化財の「平川住宅」

市内視察では︑吉井地区の江戸

いただきました︒

市長から︑心からの歓迎の言葉を

員から盛大な出迎えを受け︑高木

市役所訪問の際は︑大勢の市職

ました︒

名と職員６名の総勢９名が訪問し

ロプチミストオホーツクの会員３

うきは市の要請を受け︑国際ソ

11

12

第４回定例会が 月 日から 日まで６日間の会期で開会され︑第３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４名の議員が５項目について所信をただしました︒
本定例会では同意案件１件・条例案件９件・補正予算案８件が上程され︑審議の結果︑原案通り可決されま
した︒

事業費精査に伴う減額補正

26
12

ターにおいて︑長年にわたり自治

11

22
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存地区﹂漆喰塗の重厚な町屋と屋

時代から続く﹁伝統的建造物群保
る力強い決意表明がされました︒

石川光昭会長から交通安全に対す

代表して︑枝幸老人クラブ連合会

漁業の状況

ＴＶｈ テレビ北海道の開局

低気圧被害
月

月

日から

日から

日

日にかけて大荒

れの天候となり︑高波︑高潮によ

町内で唯一ＴＶｈが視聴できま
せんでしたが︑中頓別町の知駒中

被害が発生しました︒

る低い土地の浸水︑沿岸施設への
日から試

継局の建設完了に続き︑枝幸中継
月

験放送が開始された後︑

局の整備が完了︑

現在︑税抜き１１１億６千万円と

には正式に免許が交付され︑本放

うち完売することができました︒

獲高は今年度も非常に好調であり

全体的に︑各魚種の漁獲量︑漁

できるようになりました︒

り︑町民皆様待望のＴＶｈが視聴

真夜中風烈布地区の災害工事をする
消防団員と建設協会

開局にあたり︑ＴＶｈ北海道並

27

日には暴風雪・波浪警報︑大

事業計画比１３３％の達成率で︑

送されています︒

日

﹁うきは祭り﹂では︑肌寒い天
昨年の１１２億４千万円に迫る勢

今後とも︑人的交流や特産品の

ました︒長年にわたって資源管理

日から本放送を実施してお

販売を通して︑枝幸町と友好都市

型漁業を推進してきた漁業関係者

びに関係市町村︑関係機関の皆様

月

・うきは市の絆が深まり︑当町の

のご尽力が︑過去最高に迫る漁獲

水産業の水揚げは︑枝幸経済全

ます︒

特産品が九州全土に広がるよう︑

27
に感謝とお礼を申し上げます︒

11

高につながったものと実感してい

31

販路展開を願っています︒

枝幸町交通安全の集い

体に及ぼす影響が測り知れないも
のがあり︑漁業の振興を確実なも
のにするためには︑漁業資源の確

日をもって交通事故死ゼ

ロ１０００日を達成し中央コミュ

保と育てる漁業が大切と考えてい

月

ニティーセンターにおいて﹁枝幸

ます︒
海難事故の無いよう１年の漁を無

今年も余すところわずかですが︑

集いには︑自治会町内会をはじ

事に終わってほしいものと願って

た︒
め関係団体など１０２名の参加が

います︒

11

日の午前中に暴風雪警報・大

本部を設置しました︒

報に変わったことから︑災害対策

さらに︑大雪注意報から大雪警

を実施しました︒

者を受け入れると同時に応急工事

風烈布地区の海岸部の町道が強風

雪・高潮注意報などが発表され︑

16

件︑漁港の胸壁一部倒壊が１件︑

船外機船の損傷２件︑斜路損壊９

の散乱・船揚場用地の損傷の他︑

わたり岸壁や用地への流木・ゴミ

る漁業被害で︑漁港︑海岸全般に

が判明していませんが︑高潮によ

被害状況は︑現在調査中で全容

に災害対策本部を解散しました︒

認のうえ︑避難所を閉鎖し︑夕方

再度︑気象情報と現地の状況を確

雪警報から注意報となった時点で

18

10

月

候でしたが︑枝幸町特産品の販売

・高潮により一部冠水したため︑

月末

18

また︑町ケーブルテレビ事業に

年の水揚げ状況は

12

いです︒２年続けての１００億円

平成

16

18

敷群を見学し︑﹁つづら棚田﹂近
郊では︑﹁国指定重要文化財﹂の
茅葺屋根の﹁くど造り民家﹂であ
る﹁平川住宅﹂を現在も所有者が
使用されているなど︑歴史の古さ

16

とＰＲを行い︑恒例の﹁カニ汁﹂

を実感しました︒

12

風烈布避難所を開設し︑自主避難

29

おいても︑ 月 日から試験放送︑

10

超えの漁獲高になっています︒

11

６００杯を提供するなど大好評の

26

町交通安全の集い﹂を開催しまし

16

あり︑表彰状が授与され︑町民を

（３）

11
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漁港道路一部損壊２件︑浜かけ浸
食・越波冠水１件︑その他に︑町
道の一部冠水︑山臼地区断水 戸︑
光ケーブル引き込み線の折損６件
などを確認しています︒
日の２日間︑小中高校をは

また︑今回の暴風雪により︑
日・
じめ︑児童生徒などが通う施設は︑
休校・休所となりました︒

明るく︑すこやかに枝幸
の子どもを育てるＰＴＡ
・町民のつどい

このフォーラムは毎年︑全国持
ち回りで開催されているもので︑
北海道では初めての開催です︒

映画﹁じんじん﹂上映

日の２日間︑中央

の中でも﹁放課後子ども教室﹂や

レストピアホールを会場に青少年

コミュニティセンターと歌登フォ

日・

﹁学校支援地域本部事業﹂﹁総合

の健全育成を啓発する映画﹁じん

月

ターで青少年育成ネットワークと

型地域スポーツクラブ﹂の活動を

じん﹂の上映会を開催しました︒

当町が会場となったのは︑本道

町ＰＴＡ連合会との共催により開

先進的に取り組み︑学校と地域の

小中高生︑一般の方あわせて４

日中央コミュニティセン

催され︑会場には小学生の保護者

連携が進んでいたことによります︒

９月

や青少年の健全育成にたずさわる

は︑学校教育や家庭教育︑さらに

月には︑各小中校の学芸会︑

秋の文化行事

３８名の方が鑑賞しました︒

全国各地の実践事例を学び︑地

今回は︑家庭教育カウンセラー

は地域づくりや防災などにも大き

域の特色を生かした﹁学社融合﹂

として内田玲子さんを講師に招き

な役割を果たすことを確認する機
会となりました︒

文化祭が開催されました︒児童生

徒は︑保護者や地域の方が見守る

中︑劇・踊り・器楽演奏など練習

ました︒

合唱に聴き入っていました︒

護者の方が児童生徒の器楽演奏と

学校で開催され︑多くの町民・保

小中音楽と芸能の集い﹂が枝幸小

児童生徒が一堂に会する﹁枝幸町

また︑

日には全小中学校

たくさんの示唆をいただき︑あら
ることができました︒

第 回全国融合フォーラム
オホーツク枝幸２０１４
︵兼︶
枝幸町学社融合研修会

月

の成果を精一杯舞台で表現してい

子どもとの接し方などについて︑

に講演いただきました︒

﹁折れない心の育て方﹂をテーマ

た︒

１３５名の皆さんが参加されまし

10

10

ためて家庭教育の大切さを確認す

全国融合フォーラム in オホーツク枝幸

教育行政報告
第 回全道へき地複式教
育研究大会宗谷プレ大会
年ぶり

回全道へき地複式教育研

来年度︑宗谷管内では
に﹁第
日に実施さ

名のへき地・複式教育

19

24

究大会﹂が開催されることから︑
その前段として９月
れました︒
地から約

日の２日間︑中央
コミュニティセンターで千葉県に

日・

的に学び︑豊かな心でたくましく

本部を置く﹁学校と地域の融合教

月

ふるさとを切り拓く子供の育成﹂

育研究会﹂と当町教育委員会の共
約１６０名が参加しました︒

を主題として︑へき地・複式教育
機会となりました︒

催により開催し︑全道︑全国から

関係者が集まり︑﹁主体的・創造

28

49

17

18

10

14

乙忠部小学校を会場に︑全道各

26

のあるべき姿を学びあう有意義な

12

70

18

11

in

10

18

64

64
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日・

日の２日間︑図書

第１回図書館祭
月

来場者を出迎えました︒

トキャラクター﹁えさっしー﹂が

チャイム演奏で開幕し︑マスコッ

初日は︑枝幸高校音楽部トーン

催しました︒

そうと︑﹁第１回図書館祭﹂を開

が本や図書館に親しむ機会を増や

館の魅力を積極的に発信し︑町民

16

期間中は︑読み聞かせや紙芝居

主な議案
同 意 案 件

包括的支援事業の実施に関する基

療事業特別会計補正予算︵第１号︶

５７１万９千円減

◆平成

準を定める条例
◆枝幸町税条例の一部改正

特別会計補正予算︵第２号︶

年度枝幸町介護保険事業

◆枝幸町南宗谷子ども通園センタ

５００万円増

◆平成

ー条例の一部改正
◆枝幸町重度心身障害者及びひと

特別会計補正予算︵第１号︶

年度枝幸町簡易水道事業

り親家庭等の医療費の助成に関す
る条例の一部改正

万５千円減

資本的収入

４１３万６千円減

４３０万円減

収益的支出

年度枝幸町水道事業会計

６万４千円増

◆枝幸町固定資産評価審査委員会

◆平成

氏

◆枝幸町国民健康保険条例の一部
樹

委員
直

補正予算︵第２号︶

形

︵全会一致で可決︶

改正

駒

︵原案同意︶

資本的支出

計補正予算︵第３号︶

年度補正予算

年度枝幸町下水道事業会
◆平成

◆平成

◆枝幸町特定教育・保育施設及び

収益的収入及び支出

年度枝幸町一般会計補正

図書館１１１年のあゆみ展など様

予算︵第５号︶
歳入では事業費確定に伴う精査

資本的支出

資本的収入

３６４万１千円減

３４７万６千円減

５０３万２千円減

◆枝幸町家庭的保育事業等の設備

で国庫補助金︑町債等の減額補正

◆平成

２億５４５２万円減

及び運営に関する基準を定める条

の他︑町税︑道補助金︑財産収入

年度枝幸町国民健康保険

例

病院事業会計補正予算︵第２号︶

◆枝幸町指定介護予防支援等の事

める条例

増額︑消防費負担金の減額など︒

出金︑各施設光熱水費・修繕費の

請負費等の減額の他︑病院会計繰

歳出では事業費確定に伴う工事

資本的支出

収益的支出

収益的収入

４０１万８千円増

９万３千円増

１２４３万７千円増

︵全会一致で可決︶

業の人員及び運営並びに指定介護

26

26

年度枝幸町後期高齢者医

１６１０万１千円増

年度枝幸町国民健康保険

◆平成

◆平成

予防支援等に係る介護予防のため

26
事業特別会計補正予算︵第１号︶

の設備及び運営に関する基準を定

の増額補正︒

等に関する条例

特定地域型保育事業の運営の基準

条 例 案 件

20

15

の上演︑工作︑稀覯本の展示会︑

26

26

26

26

◆枝幸町放課後児童健全育成事業

26

の効果的な支援の方法に関する基
準を定める条例
◆枝幸町地域包括支援センターの

（５）

26

11
々な催しが行われました︒

第 1 回図書館祭りの様子

No.33

会
議
町
幸
枝
平成 27 年２月１日発行

平成 27 年２月１日発行

会
議
町
幸
枝
No.33

定
･

･

陳情書 請願書 意見書
第４回定例会に提出された陳情

認
◆町道の路線廃止について
書・請願書・意見書は次のとおり

浦

誠

●北海道生活と健康を守る会連合

る陳情書

の増額を求める意見書採択を求め

■国民健康保険に対する国庫負担

︿陳情書﹀

です︒

◆町道の路線認定について
︵全件原案認定︶

報 告 案 件
◆教育に関する事務の管理及び執
行の状況の点検及び評価
三

■漁業用燃油にかかる軽油引取税

会長

の管理及び執行の状況について点

の免税措置の堅持に関する国への

会

検・評価を行い︑公表することに

意見書提出を求める陳情書

教育委員会は毎年教育行政事務

なっています︒

●枝幸漁業協同組合
代表理事組合長

詳しくは町ホームページをご覧
いただくか︑教育委員会へ問い合

■﹁必要な介護サービスを受けら

原

政

勝

幸

わせください︒

れるよう求める意見書﹂採択を求

笑顔に！北海道連絡会
共同代表
河

特養ホームかりぷ・あつべつ

忠

附

氏

永

◆寄

める陳情書

輝

須

◎枝幸町ふるさと未来応援寄付と

孝

現金４万円

●介護される人もする人もみんな
木

して
鈴

︵報告済み︶

常務理事

松

原

清

福祉保育労働組合北海道地方本部
執行委員長

■北海道における日本脳炎ワクチ
ンの定期予防接種化に関する要望

●北海道医師会
会長 長 瀬
清
北海道小児科医会
会長 山 中
樹
■﹁特定秘密の保護に関する法律
の廃止を求める意見書﹂採択に関
する陳情
●北海道弁護士会連合会
理事長 中 村
隆
■﹁所得税法第 条の廃止を求め
る意見書﹂採択についての陳情書
●稚内民主商工会
会長 中 村 秀 宏
審議の結果︑陳情書６件は全議
員へ資料配布となりました︒
■枝幸町内へのサッカー場の建設
についての要望
●枝幸サッカー協会
会長 清 水 顕 志
審議の結果︑右記の陳情書は総
務文教常任委員会へ付託となりま
した︒
︿請願書﹀
■日ロフェリー定期航路の存続に
関する国及び北海道への意見書提
出を求める請願
●枝幸町商工会
紹介議員 小 原
仁
紹介議員 小田桐 信 守
紹介議員 成 澤
寛
56

︿意見書﹀
■﹁手話言語法﹂の制定を求める
意見書
●公益社団法人北海道ろうあ連盟
提出者 小 林 正 浩
賛成者 野 口 洋 郎
賛成者 中 島 幸 雄
■﹁ウイルス性肝炎患者に対する
医療費助成の拡充を求める﹂意見
書
●全国Ｂ型肝炎訴訟北海道原告団
ほか３団体
提出者 中 島 幸 雄
賛成者 小 林 正 浩
賛成者 野 口 洋 郎
■軽油引取税の課税免除措置の継
続を求める意見書
●北海道索道協会
●枝幸漁業協同組合
提出者 遠 山
修
賛成者 小田桐 信 守
賛成者 三 上 吉 丸
■日ロフェリー定期航路の存続に
関する意見書
●枝幸町商工会
提出者 小 原
仁
賛成者 小田桐 信 守
賛成者 成 澤
寛
審議の結果︑請願書・意見書は
採択となりました︒

（６）

島

幸

雄

議員

ふるさと納税の積極的活用に
ついて
中

役立て︑元気なまちづくりを推進

するためにも︑ふるさと納税の積

極的な取り組みを検討されては如

何かと存じます︒

町長の見解をお聞き致します︒

なお︑現在までのふるさと納税

長

答

弁

の実績も合わせて報告願います︒

町

ふるさと納税につきましては︑

月に﹁枝幸町ふるさと

未来応援基金条例﹂と﹁枝幸町ふ

年
千円で︑猿払ブランドのほたて５

るさと未来応援寄附条例﹂を制定

平成
種類の特産品を贈り︑この基金で

し︑内容は広報紙やホームページ

猿払村では１４８件３３６万５

ふるさと納税の主旨については

マイクロバスを購入されています︒

でお知らせし︑寄附の申し込みを

基金条例が制定されました︒
広く周知がされている事と思いま

今年度はすでに前年度の７倍１１

す︒

町内経済の活性化に繋げ一石何鳥

な宣伝により町と特産品のＰＲ︑

これらはほんの一例だが︑熱心

ます︒

どを送付して感謝の意を表してい

当町のＰＲ ＤＶＤと町勢要覧な

をいただいた方には︑礼状のほか

当町ではふるさと未来応援寄附

受け付けしています︒

報道によると２０１３年度のふ
るさと納税について︑道では寄付
件数２７０件︑１１８０万円と３
年連続で増えている︒

また︑各自治体では工夫を凝ら

での扱いを始めたことによるとあ

レジットカード決済︑道外郵便局

町の特産品である日本一の毛がに

進めふるさと納税を活用し︑枝幸

拡大に努めているが︑さらに一歩

きは市等で町のＰＲ︑物産の販路

当町でも毎年首都圏や福岡県う

現在︑当町の知名度を上げるた

もあるようです︒

額ともに実績を上げているところ

地の特産品を贈り︑寄附件数・金

ただいた方には︑特典としてその

一方︑各自治体では︑寄附をい

−

その理由としては納税者が寄付

にもなっている︒

し︑特産のカニや肉が特典として

や鮭︑ほたてを利用した枝幸ブラ

め︑道内外のイベントに出向き︑

ります︒

贈られる等の宣伝効果が大きいと

ンドの積極的ＰＲと産業の振興に

しやすいようにコンビニ納付︑ク

０万円に達したとあります︒

７３件︑寄付金額は４倍の１３１

12

第４回定例会において４名の議員が登壇︑５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︒

12

平成 年 月定例会で寄付条例︑
20

も言われています︒

（７）
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また︑観光協会︑水産加工業のホ
と納税を前向きに検討していきま

その言葉も通用しなくなりました︒

ている状況にあります︒

交流やかかわりが少なくなってき

おいては︑

歳以上の方がいる世

一方︑町内における公営住宅に

高齢者を見守る︑またより良い生
活をしてもらう︑その為には団地

す︒
なお︑ふるさと納税の実績とし

内のバランスの良い年齢構成︑１

帯は全体の約

％を占めており︑

また︑高齢者住宅を除く一般世帯

階・２階での高齢者とそうでない
人たちの住み分け等々皆で知恵を

向け住宅でも︑高齢者が徐々に増

なんでも事業﹂や﹁ふるさとのお

てこれまでに︑﹁ふるさと大好き

ームページ等で︑数多くあります
特産品のＰＲ及び販路拡大を行っ
ている状況です︒
今後︑﹁枝幸ブランドプロジェ
年寄りいきいき対策事業﹂などへ

出し合って様々な発想の元に問題

件︑計

万円の寄附をいただい

ランド﹂の再構築︑明確化に向け︑

今後の公営住宅の整備にあたり

えてきており︑同じような傾向に
て来るのではないでしょうか︒ま

ましては︑そうした現状を踏まえ

を解決し︑高齢者により良い生活

たこれから策定してゆく災害時要

て︑高齢化社会に対応すべく︑団

ており︑それらは基金として積み

保護者支援計画との関連性とも無

地内の高齢者向けと一般向け住宅

また︑ＰＲ手段の再検討も含め︑

関係ではありません︒高齢者が孤

のバランスに配慮するとともに︑

あります︒

立して行く事を極力避けていかな

高齢者と若年層との混住住宅につ

を送っていただくことが求められ

ければなりません︒全国で孤独死

いても検討していきたいと思いま
今後住居の提供という点から︑

また︑高齢者に対する災害時で

議員

ないと言う事が起き︑その棟自体

もう一歩踏み込んだ対策が必要と

の支援のあり方などについても︑

仁

が徐々に置き去りにされて行くと

思いますが町長の所見をお伺い致

関係課との連携を図りながら︑よ

原

地域コミュニティーにも徐々に問

いう事態が起きつつある︒最近の

します︒

小

題が起きて来ています︒町村単位

調査ではこう言う問題を抱えてい

ります︒

再

質

問

送れる住環境の整備に努めてまい

り安全・安心して︑快適な生活を

す︒

で考えれば︑地域コミュニティー

る地域では生活不活発病というも

今︑地方の高齢化が進むなかで︑

といえば自治会・町内会になろう

という事が報告もされている︒外
地域コミュニティーは︑地域内

弁

特に団地を抱える町内に危惧さ

に出ない︑人と接触しないことに

の住民相互の交流を通じて信頼関

答

れる事態が生じている︒現在団地

よって心身の機能低下を起こし︑

長
のが高齢者のなかに出てきている

は１棟４戸︑１棟８戸がほとんど

係を築き︑快適な住民生活を営む

交流が少ない人ほど︑様々な病

やがて寝たきりと言う状態に陥っ

気が進行していくという研究結果

でありますが︑その１棟ほとんど

しかし︑過疎化や高齢化の進行

もあります︒歌登地区には団地内

上で重要な役割を果たしています︒
昔は向こう三軒両隣という言葉

に伴い︑地域内での世代を超えた

てゆくという事です︒

そうなると様々な活動や町内会活
動にも出てこない︑また︑出られ

もありましたが︑団地においては

が高齢者という事が起きている︒

町

と思います︒

が増加している現状もあります︒

立てています︒

クト協議会﹂において︑﹁枝幸ブ

60

45

協議していきたいと考えており︑
その中で特産品を活用したふるさ

52

今後のコミュニティーの在り方

11

（８）

か︑そういう考えはありませんか︒

うであれば一軒を集会場にすると

のの整備をするとか︑できないよ

にはありません︒是非そういうも

に集会場がありますが︑枝幸地区

に高齢者住宅を作ったら﹂また﹁

高齢者自身からも﹁もっと町の中

しかし最近は一般住民からもまた

みやすい住宅になってきています︒

ー化︑使用に配慮された構造等住

ます︒

住環境に対する町長の所見を伺い

と思います︒これからの高齢者の

リー化と共に質の部分に成ろうか

が謳われている︒これはバリアフ

備審議会でも量から質へと言う事

質﹂の向上を図っていきたいと考

サルデザインを導入し︑住宅の﹁

誰もが快適に利用できるユニバー

若者から高齢者︑障がい者など︑

が︑建て替えにあたりましては︑

団地の建て替えを計画しています

えています︒

町の中に高齢者住宅を造ってほし
い﹂という声を聞くようになりま

ら支えあいの仕組みを作っていく︑

りを持っていくか︑幅広い観点か

町内会・地域としてどうかかわ

部でも高齢者の街中回帰と言う現

都合が生じてきている︒いま都市

のが高齢化とともに様々な面で不

くても自分の生活に対処できたも

する住宅ニーズへの対応を求めら

社会情勢が大きく変化し︑多様化

い︑高齢者の増加︑人口減少など

近年は︑少子高齢化の進展に伴

﹂策定の中で十分検討し︑必要で

を見据え︑次期﹁まちづくり計画

しかし︑これからの高齢化社会

町長再答弁

来年から新しい町づくりに向けて

象が起きています︒若い世代は郊

れているところです︒

あれば﹁住宅マスタープラン﹂の

建設地については︑﹁町の中に

の取り組みも始まる︒そこで多く

外でも環境の良い広い所を求め生

そうした中︑当町の公営住宅の

見直しを行うなど︑高齢者が安心

弁

のみなさんに参加してもらい︑意

活の場を町中以外に求めましたが︑

整備は︑﹃子どもから高齢者・障

して暮らせる住環境の整備に努め

答

見をいただきたい︒

高齢化とともに町の中に利便性を

がい者など住民の誰もが︑安全で

ていきます︒

長

これは町内会独自で解決できる

求め中心部へ移住する高齢者が多

快適に暮らせる住環境づくりを目

町

ことではない︒町内会を含めた行

くなって来ていると言うのも事実

指す﹄ことを理念とした﹁住宅マ

した︒元気なうちは住居が多少遠

政のかかわりの中でやっていかな

です︒これからは老老介護の問題

スタープラン﹂に沿って︑老朽化

質

としています︒

再

団地から町の中に行きずらい︑

問

すが︑当面は現地建て替えを基本

高齢者住宅を﹂という声もありま

ければいけないのではないか︒

もあり︑高齢者自身の問題も出て

支えあい︑交流する仕組みは行

います︒

した団地の現地建て替えを進めて
買い物・病院・公共施設これら

きます︒

政だけが考える話ではない︒幅広
い中で意見を出し合って︑方向性

自力で行けないというところから

町の中にそういう住宅がほしいと

棟

１３０戸を管理していますが︑ほ

いう声が増えている︒今の内から

当町の高齢者向け住宅は︑
を構えたいと言う高齢者が増えて

ぼ満室となっており︑需要の高さ

場所を確保するなりの計画を持っ

をコンパクトに動ける町の中に居
来るはず︒高齢化率が上がって行

がうかがえることから︑来年度に

ていかなければならないのではな

を探っていきたい︒

歳以上の方達

は高齢者向け住宅の１棟４戸を新

くという事は単に

が増えると言う事ではなくて︑超

高齢者の住居対策に
ついて

港団地に整備する予定です︒

いか︒

高齢者のパーセンテージが上がっ

年度からは︑北栄

近年高齢者・障害者に対する住

また︑平成

て行くという事︒国の社会資本整

（９）
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居もずいぶん改善されバリアフリ

28
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町長再答弁
宅をどこに立てるかというそこだ

かという事もある︒お年寄りの住

ないよう適正に管理しなければな

が空き家の場合は︑美観を損なわ

月に﹁空家等対

ただいてない状況です︒

こうした中︑

現在︑戸数については把握して

したがって︑今後市町村は国の

策の推進に関する特別措置法﹂が

超高齢化社会の到来は待ったなし

いませんが︑風雪害等による周辺

指針に即した﹁空家等対策計画﹂

りません︒

色々な観点から要望を受けて柔
なので︑それに向けて町としても

住民へ危害を及ぼす恐れがあるな
ど︑対象と思われる建物が︑相当

言︑勧告︑命令︑更には強制執行

を策定することにより︑指導・助

成立しました︒

軟に見直すことは考えていないわ
取り組めるように検討する︒
住宅を高層化してもいいと思う︒

数存在していると承知しています︒

現在︑空家等対策に要する費用

高層化すればそこに高齢者も若い

巡回で︑廃棄物と思われる物が︑

の助成や必要な税法上の整備が進

をしなければならない︒総合的に
高層化も一つの案だと思う︒幅

空き家周辺に長期間放置され︑景

められており︑今後︑具体的な指

等が可能となりました︒

関︑そして足の問題︑いろんな要

広く意見をもらう中でどれがみな

観上︑好ましくないと判断した場

町民による通報や担当者による

素が絡み合うが︑必要な方にはそ

さんの要望に具体的に合うのか︑

人も住めると思う︒

れなりの支援をしなければならな

針等が示されたのち︑計画の策定

と合せて︑総合的な空き家対策に

合︑土地及び建物の所有者に対し
て︑早急に撤去するよう連絡して

ついて検討いたします︒

口

洋

郎

ために次の３点について町長に伺

野

子ども支援の取り組み

﹁まち・ひと・しごと創生法﹂

まず出産祝い金についてです︒

います︒
個人の決定に基づくものであるこ

当町は﹁出生祝金交付条例﹂によ

︵基本理念︶は︑﹁結婚や出産は

議員

いますが︑思うように対応してい

方向性を探っていきたい︒

空き家対策
議員
それらを促進する意味で︑他町

雄

町から離れる方︑又︑農業者︑

村では一部助成しているようです

祥

その他産業において離農︑休業︑

が当町としての考え方をお聞きし

秋

廃業となって両地区で空き家が目

ます︒

とを基本としつつ︑結婚︑出産又

って︑１万円の交付を受けること

考え方は聞いていますが︑どうし

は育児について希望を持つことが

ができます︒この条例を大幅に拡

弁

できる社会が形成されるよう環境

充してはどうでしょうか︒

答

﹁枝幸町廃棄物の適正処理及び

整備を図ること﹂とあります︒

長

らを解体・撤去すべきですが費用

環境美化に関する条例﹂では︑占

います︒本来それぞれ本人がそれ

ようもない空き家が多数あると思

の面で思うようにいかないのが現

福島町では﹁子育てを地域全体
有者等の責任において︑その建物

暮らしやすい町づくりを進める

状です︒

町

立ちますが︑この度の再利用への

川

い︒支援する仕組みもどう考える

そうした観点で︑商店街・医療機

いう流れの中で計画づくりの検討

けではない︒人口が減っていくと

けに絞ってはあまり論じたくない︒

11

（10）

で応援します﹂として︑第１子５
援する﹂として︑小学校の給食費

を産み育てやすい環境づくりを支
す︒

２点目の保育料の助成について

以上３点︑出産祝金の拡充︑保

図るため︑国が定める基準額の概

子育て家庭の経済的負担の軽減を

ですが︑当町の保育料については︑

育料の助成︑給食費の無料化につ
ね

援におきましては︑従来からの町

％の額に設定しているところ

いて町長の所信を伺います︒また︑

を無料にしています︒

万円︑第３子１０

万円︑第２子
０万円を出産祝い金として交付し
ています︒
利尻町は３人以上を出産した場
万円
給食費の関係は教育長の所信も伺

合︑３人目から１人につき
の出産祝い金を支給しています︒

弁

います︒

答

議員ご指摘のとおり︑当町にお

長

２点目は︑保育料の助成につい

いても緩やかではありますが︑人

町

当町としても︑子どもを産むなら
枝幸町といわれるような大胆な拡
充が必要と思いますが︑町長の所

てです︒北海道１７９自治体のう

口の減少は続いている状況です︒

体は第３子からの保育料を無料に

独自の施策と合わせ︑地域におけ

です︒
また︑多子世帯の保育料は︑２
人以上入所している場合︑２人目
以降は半額としていますが︑新年
度からは︑更に第３子以降は無料
とし︑子育て世帯の負担軽減を図
っていきます︒

教 育 長 答 弁

質

学校給食法では︑給食の実施に
必要な給食センター施設や設備に
関する経費と︑従事する職員の人
件費については町の予算で︑それ
以外の食材を含めた経費は保護者
の負担となっています︒
経済的な理由で就学困難な児童
生徒を援助するために︑﹁要保護
・準要保護児童生徒援助費﹂の一
部として給食費を全額補助してい
ます︒今年度は小学校 名で２７
０万円︑中学校 名で２１０万円
を予定しています︒給食費の無料
化につきましては︑考えていない
のでご理解をいただきたいと思い
ます︒

再

問

55

今まで出産祝金として出してい
るので︑そのまま継続していきた
い︒

町長再答弁

出産祝金１万円は現状維持で十
分なのか︒

35

信を伺います︒

の自治体でなんらかの助成

そうした中︑子ども・子育て支

ち︑
の自治

しています︒当町も第３子からの

る子育て支援のニーズを踏まえ︑

を行っており︑その中の

保育料は無料にするべきと考えま

枝幸︑歌登両地区の地域子育て支

いて検討し︑より質の高い総合的

をはじめ︑一時保育等の実施につ

援センターを核とした事業の充実

すが︑町長の所信を伺います︒
３点目ですが︑給食費の無料化
についてです︒
条で﹁義務教育は︑これ

な子ども・子育て支援事業を推進

憲法

を無償とする﹂と明記しています︒

していきたいと考えています︒

する﹁出産のお祝金﹂として支給

が︑次代を担う児童の出生を祝福

１点目の出生祝金についてです

学校給食は食育であり︑教育です
から無償にするのが本来ではない
でしょうか︒
年から﹁保護

しているものであり︑現行の金額

三笠市では平成

者の教育費の負担を軽減し︑家庭

来年度からは第 3 子以降は無料に！

25

50

を維持していきたいと考えていま

18

60

20

生活環境の向上と安心して子ども
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平成

今回の第４回定例会での予算の質疑内容を﹁質問

︿歳出﹀
振り込み詐欺対策は︒
︵小林議員︶
随時警察と打ち合わせて行って

います︒広報︑ＥＯＳ等での呼び
かけをおこなっています︒
︵産業振興課長︶
肺炎球菌予防接種費用助成事業
で 万円の増額理由と接種人数は︒
︵小原議員︶
枝幸・歌登の特養︑老健施設で
月１日
歳以上が

希望をとって行います︒
から国の制度が変わり

ごみ袋の周知徹底は︒

︵小林議員︶

月から新しい分別の説明を

もやせるごみ袋が不足していま

す︒

日

万枚入荷予

ケ所で行っています︒１月

に３万枚︑１月末に

定です︒

額は︒

０枚分です︒

大型パレット

った理由は︒

万円支給されるものです︒支給要

下タンク通気管他︑一般修繕費で
す︒
︵総合支所長︶

︵産業振興課参事︶

給停止となっています︒

所得があった方が１名いたため支

公衆浴場うたのぼり湯管理経費
修繕料

︵成澤議員︶

件があり︑年間で基準額を超える

国の事業で５年間で年間１５０

︵中島議員︶

就農給付金の１５０万円減額にな

農林水産業費・新規就農者青年

︵町民課長︶

枚と︑その他１５

リサイクルパレット購入代金です︒

新たに紙製容器包装導入に伴い

︵小原議員︶

費で消耗品費２９１万６千円の増

枝幸リサイクルセンター管理経

︵町民課長︶

11

町有地売払収入の内容は︒
︵中島議員︶

新港団地分譲地３区画分の売却

代金です︒
︵企画財政課長︶
あとどれくらい残っているのか︒
︵中島議員︶
残り４区画です︒
︵企画財政課長︶

歳以上全
月末現在で接種人数

対象で５年間で接種︑
員が対象︒
名です︒

︵保健福祉課長︶
火葬場暮園管理経費で補修工事
２４０万円の内容は︒
︵成澤議員︶
焼却炉の工事です︒

10

11

万円の修繕内容は︒

︵町民課長︶

Ｑ

Ａ

21

はＱ・答弁はＡ﹂に要約してお知らせします︒

年度補正予算

固定資産税現年課税分５００万

年中に建物が多く建った

︵小林議員︶

円は今年税務課で調査した結果か︒
平成

ためです︒調査した結果は新年度
前に示したい︒
︵税務課長︶
臨時福祉給付金・子育て世帯臨

時特例給付金のうち︑各種補助事
業の事業費補助金減額分と事務費
補助金減額分で事務経費が合わな
いが︒
︵小原議員︶
歳入歳出で事務費の相違は︑歳

出で時間外手当は職員費で︑臨時
職員の福利厚生費は総務課で見て
いるため差が生じている︒

60

10

65 65

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

10

脱衣施設蛍光灯安定器修繕︑地

50

Ｑ

Ｑ
Ａ
Ｑ

98

Ａ

50

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

25

Ａ
Ｑ
Ａ

26
︵保健福祉課参事︶

公衆浴場うたのぼり湯

Ｑ
＆
Ａ
Ｑ
Ａ
Ｑ
Ａ
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外国人観光客誘致促進事業負担
金の３００万円はどのような内容
か︒
︵小原議員︶
歌登グリーンパークホテルはタ
イ人観光客の誘致を行っています︒
昨年１２２０名︑今年は 月末現
在１０２５名を受け入れています︒
昨年度は国の補助金があったが今
年はないため事業をバックアップ
し次年度につなげていってもらう︒
︵産業振興課長︶
指定管理者にまかせて運営︑努
力するのではないか︒
︵小原議員︶
この事業は昨年補助金９カ月で
９６０万円︑年間１２００万円ほ
どかかっていて人件費の２分の１
から３分の１は補助したい︒
︵産業振興課長︶
健康事業︑タイ人観光誘致など
は大変努力していると思うが経費
がかかりすぎて全体的な結果が出
ていないのでは︒
︵小林議員︶
毎年︑協議による費用は計上し
ています︒燃料費の差額︑大規模
かつ緊急的な修繕費等はこれから
も協議により対応していきたい︒
︵産業振興課長︶

月

第２回 議会臨時会
年第２回臨時会が

月

日処分︼
年度枝幸町一般会計補正

年

承認案件 ︵専決処分︶
︻平成
◆平成

予算︵第３号︶
１０６２万２千円増
︵承認︶

会期

月

日の１日間

日に開会され︑条例案件３件︑

27

公園管理経費で５５３万５千円

減額の理由は︒

平成

11

年第１回臨時会にて議決

年度枝幸町一般会計補正

１４００万円増

︵全会一致で可決︶

予算︵第４号︶

◆平成

年度補正予算

︵全会一致で可決︶

３万２４００円増

長谷川・中央経常ＪＶ

建築主体工事︼

︻歌登中学校耐震化・大規模改修

した工事契約の一部を変更︒

平成

◆工事請負契約の変更

議 決 案 件

議決案件１件︑承認案件１件を審議しました︒

27

︵小原議員︶
入札の執行残と事業精査です︒
％なのでこうなります︒

当初予算８３００万円で落札率が
〜
︵建設課長︶
民間賃貸住宅建設促進助成事業

の経過は︒
︵中島議員︶
昨年から行っているが応募がな

く︑枝幸市街地区を除いているた
めリスク面があり応募がないかと
思われます︒来年からは対象要件
も考え検討したい︒
︵建設課長︶

◆枝幸町特別職の職員の給与に関

条 例 案 件

円︑中学校修学援助事業△２２０

◆枝幸町教育委員会教育長の給与

する条例の一部改正
︵中島議員︶

及び勤務条件等に関する条例の一

の一部改正

部改正
名で推移し︑中学

︵全会一致で可決︶

り就学困難な児童・生徒の保護者

就学援助事業は経済的理由によ

万円の理由は︒

小学校就学援助事業△１５０万

11

◆枝幸町職員の給与に関する条例
名分が

名で推移し︑一定の

26

21

に助成するもので︑現在小学校で
当初

名が

精査をするものです︒

校で

55

35

︵教育委員会次長︶
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40 65

26

26

11

93

26
26 26

Ｑ
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Ｑ
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Ｑ
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11

年

月

日開催︶

総務文教
常任委員会
︵平成

容

④国民健康保険税賦課限度額の改

□軽油引取税の課税免除特例措置

と重複のため︑案件名は省略しま

︵建設課︶

月

内

日開催︶

容

付結果について
︵町民課︶

議︒

編 集 後 記

新しい年を迎えました︒

昨年は異常気象で世界各地で

雨や雪による被害の様子がテレ

ビで流れました︒

でしたが数件の災害がありまし

本町でも大事には至りません
いて

澤

てゆきたいと思います︒

成

寛

祈りながら︑この一年を頑張っ

体が﹁うめ〜く﹂いきますよう

幸いに今年はひつじ年︑町全

てほしいと願っております︒

今年は何とか平穏な年であっ

た︒

事業について

況について
●その他５件
総務文教常任委員会の主な内容

︵建設課︶

●消防庁舎整備事業工事の進捗状

︵産業振興課︶

●タイ人観光客誘致について

︵保健福祉課︶

●地域包括センターの包括的支援

●指定介護予防支援事業について

要望書について

●社会福祉法人枝幸福祉会からの

正について

●国民健康保険税賦課限度額の改

●臨時福祉給付金の給付結果につ

以上︑担当課より説明を受け審

す︒

容

日開催︶

の延長を求める意見書の提出につ

月

正について

年

いて

︵平成

⑤社会福祉法人枝幸福祉会からの
要望書について
︵保健福祉課︶

内

︵産業振興課︶

計画の平成
て
︵総務課︶

以上︑担当課より説明を受け審

年

な

□﹁手話言語法﹂の制定を求める
□﹁ウイルス性肝炎患者に対する

●その他７件
いて

医療費助成の拡充を求める﹂意見
□漁業用燃油にかかる軽油引取税

書採択等について
︵町民課︶

意見書提出を求める陳情書

の免税措置の堅持に関する国への

いて

③臨時福祉給付金の給付結果につ

付結果について

②子育て世帯臨時特例給付金の給

意見書について

に調査・検討するため開催した︒

次の陳情について︑内容を詳細

主

︵平成

産業厚生
常任委員会

議︒

年度税制改正に伴う小型

年度全国学力・学習状況

︵税務課︶

特殊自動車等の税率の改正につい
て
●平成
調査結果概要について
●教育に関する事務の管理及び執
行の状況の点検及び評価について
●枝幸町資料館施設統合整備事業

22

①子ども・子育て支援新制度につ

について

10

●子育て世帯臨時特例給付金の給

●枝幸町行財政改革大綱後期実施

な

４

●子ども・子育て支援新制度につ

主

12

⑦消防庁舎整備事業工事の進捗状

⑥タイ人観光客誘致について

26

年度実績報告につい

内

３

いて

な

12

況について

主

26
25

︵教育委員会事務局︶

26

●平成
26

26
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