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第１回

議 会 定 例 会

10

会

日の７日間

は︑２０２０年６月頃までに︑﹁
ハサップに基づく衛生管理﹂又は︑
﹁ハサップの考え方を取り入れた
衛生管理︑いわゆる簡易ハサップ﹂
のいずれかを選択したうえで︑食
品製造に係る衛生管理体制の構築
を図っていく必要があります︒
また︑地域団体商標制度説明会
には 名が参加し︑講師である特
許庁審査業務部商標課の審査官よ
り︑制度の概要について説明を受
けました︒
地域団体商標制度は︑地域の特
産品について事業者の信用の維持
を図り︑地域経済の活性化を目的
に導入されたもので︑﹁地域名﹂
と﹁商品名﹂の組み合せの名称か
らなる文字商標を登録する制度で
す︒
当町では︑港湾や漁港における
﹁屋根付き岸壁﹂の整備をはじめ︑
ハサップ導入を含めた生産性向上
に資する設備投資への支援を行っ
ていますが︑地域団体商標登録へ
の取り組みと合わせて︑特産品の

期 ３月７日〜

31

﹁共成レンテム﹂とは︑仮設ト
﹁ハサップ講習会﹂並びに
イレ︑移動式暖房機器︑発電機な
﹁地域団体商標制度説明会﹂
どの貸し出しについて︑また﹁セ
２月７日に﹁ハサップ講習会﹂
コマ﹂とは︑食料品や飲料品︑生
活物資の供給についての協定です︒ を︑翌８日には﹁地域団体商標制
なお︑去る１月 日に稚内市で 度説明会﹂を当町のほか︑浜頓別
開催された宗谷町村会総会にあわ 町︑中頓別町の南宗谷３町の共同
せて︑枝幸町を含む管内９町村に による主催のもと︑稚内信用金庫
より﹁セコマ﹂との協定締結式を 様との共催により︑中央コミュニ
ティセンターで開催しました︒
行っています︒
昨年６月に﹁食品衛生法等の一
部を改正する法律﹂が公布され︑
公布の日より２年以内に施行され
ることから︑各食品取扱事業者で

13

13

64

一般
般会
会計
計︑
︑
特別
別会
会計
計及
及び
び企
企業
業会
会計
計総
総額
額１
１７
７６
６億
億円
円余
余を
を可
可決
決
一
特
第１回定例会が３月７日から 日まで７日間の日程で開催されました︒第４回定例会以降の議会事務報
告を小原議長が︑行政報告を村上町長が︑教育行政報告を小川教育長が行い︑また︑平成 ︵令和元︶年
度町政執行方針並びに教育行政執行方針が町長︑教育長から示されました︒
一般質問では２議員が２項目について町長に所信をただしたほか︑議会運営委員会発議の常任委員会が
所管する課の名称を変更する条例改正案を可決︑また︑町側から同意案件︑承認案件各１件・条例案件８
件・予算案 件・認定案件２件が上程され︑うち新年度予算案 件は予算審査特別委員会を設置し︑本会
議を休会して審議︑各議案を原案どおり可決し︑会期を２日残して閉会しました︒

行政報告
災害時の協定を締結
これまで当町では︑災害が発生
した場合に必要となる人員や支援
物資などの提供について︑様々な
団体や機関等と協定を締結してい
ますが︑昨年 月に﹁共成レンテ
ム枝幸営業所﹂と︑本年１月には
﹁株式会社セコマ﹂と︑新たに協
定を締結しました︒

21

19

12
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（２）

さらなる販路拡大や消費拡大のた て︑過去３ヶ年分の収支報告書を
﹁いきいき交流事業﹂
め︑枝幸町地域全体が︑高品質な 指定管理者側で徹底検証した結果︑
食品供給基地として構築されるよ 一部数字の誤りがあり︑町を含む
う︑より一層﹁オホーツク枝幸ブ 関係機関へ差替等の修正が行なわ
昨年の 月 日から 日の日程
ランド﹂の取り組みを強化します︒ れました︒
で﹁いきいき交流事業﹂が開催さ
また︑教育委員会から常任委員
れ︑長崎県平戸市から︑中学生６
名と平戸市随行職員２名が来町し
地方自治功労者︵高齢者叙勲︶ 会へ提出した資料の中で一部数字
の誤記があり︑結果的に指定管理
ました︒
元歌登町議会議員岩木武氏が地 者と教育委員会双方に事務的ミス
生徒たちの交流では︑歌登コテ
方自治功労者︵高齢者叙勲︶とし が重なっていたということになり︑
ージの里周辺での雪遊びや平戸・
て﹁旭日単光章﹂を受章されてい この件について私からあらためて
枝幸の食材を使った食事づくり︑
ます︒
お詫びいたします︒
ホームステイを通してお互いの文
岩木氏は旧歌登町議会議員を５
教育委員会としては︑今後指定 に来庁し︑﹁現在の児童数が４名 化の違いを学び︑友情の輪を広げ
期 年 ヶ月の長きにわたり在職 管理者から受理する収支報告書等 と少なく︑今後︑新入学児童が見 ることができました︒
し︑産業の振興・発展と住民福祉 の整合性︑並びに議会へ提出する 込めないことから︑学校経営及び
の向上に尽力︑地方自治の伸展に 資料の正確性の保持に十分留意し 学校教育に支障を来すことが想定
多大な貢献をされた功績によるも ます︒
される﹂との理由から︑平成 年
のです︒あらためて︑その栄典を
なお︑平成 年度からの社会体 度をもって閉校する旨の申請願い
祝し︑深甚なる敬意と感謝の意を 育施設の指定管理業務については が提出されました︒
表する次第です︒
指定管理期間を１年間とし︑三笠
教育委員会では︑地域の意見を
山スキー場の指定管理更新を迎え 尊重し︑閉校はやむを得ないとの
る平成 年度からの両施設一体的 結論となっています︒
な指定管理業務を行なうための事
閉校の時期は︑平成 年度末で︑
務を今後進めます︒
統合先は︑枝幸小学校を希望して
おり︑この場合の﹁児童の登下校
社会体育施設にかかる指定管
問牧小学校の閉校
に関し︑支障のないよう最大限の
理業務
配慮をお願いしたい﹂との要望が
あるため︑地域や保護者の意見を
尊重していきます︒
11

教育行政報告

18

社会体育施設の指定管理者から
町に提出された収支報告書につい

31

１月 日に問牧自治会長及び問
牧小学校ＰＴＡ会長が教育委員会

（３）

32

25

平戸市から来町した６名の中学生

惜しまれながら閉校予定の問牧小学校

31
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31

12

23

27

﹁ジュニアスキー教室﹂

枝幸町成人式

枝幸三笠山スラローム競技大会

３月 日の枝幸中学校︑枝幸南
中学校を皮切りに︑各小中学校の
卒業式が挙行されました︒
本年度の児童生徒の卒業者数は︑
小学校 名︑中学校は 名です︒

各小中学校の卒業式

82

２月 日に︑三笠山スキー場で
古川年正杯第 回枝幸三笠山スラ
ローム競技大会が︑道内はもとよ
り遠くは九州から 名の参加によ
り開催されました︒
当日は︑リフトが止まるほどの
強風の中︑エントリーした７歳か
ら 歳までの選手たちは︑これま
での練習の成果を発揮し果敢に旗
門を攻めていました︒

31

１月 日に三笠山スキー場で︑
﹁ジュニアスキー教室﹂を開催し
ました︒
この教室は︑まだスキーに慣れ
ていない小学校１年生を対象に︑
スキー用具の扱い方︑基礎技術の
習得を目的として行われ︑ 名の
参加があり︑スキー技術に応じた
レッスンが行われ︑午後からはす
べての児童がリフトに乗り︑頂上
から滑り降りることができるよう
になりました︒
33

１月 日に中央コミュニティセ
ンターで︑平成 年枝幸町成人式
が挙行され︑ 名の新成人がご家
族やご来賓の方々に見守られる中︑
新たな門出を迎えました︒
式典では︑町長の式辞︑町議会
議長並びに道議会議員からの祝辞
のほか︑新成人代表から誓いの言
葉が述べられました︒
アトラクションでは︑ゴスペル
コーラスや新成人の中学生時代の
懐かしい写真︑担任からの祝福の
メッセージが上映され︑和やかな
雰囲気で式典を終えることができ
ました︒

子ども達はたちまち上達します

三笠山スラローム大会

（音標小学校）

未来へはばたく卒業生

（歌登小学校）
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13

67

66

24

37

80

10
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（４）

会

発

議

主 な 議 案
議

意

案

件

◆議会委員会条例の一部改正
各常任委員会が所管する課の名
称の一部を変更
︵全会一致で可決︶

同
◆枝幸町教育委員会委員の任命
山 本 教 生 氏
︵原案同意︶

承認案件︵専決処分︶

案

件

︵承認︶

︻平成 年２月１日処分︼
◆北海道市町村総合事務組合規約
の制定及び廃止

例

の一部改正
◆森林環境譲与税基金条例の制定
◆保養施設条例の一部改正
◆高齢者コミュニティセンター条
例を廃止する条例
◆公衆浴場条例の一部改正
︵全会一致で可決︶

年度補正予算

30
◆一般会計︵第５号︶
２億９４１８万円増
◆国民健康保険事業特別会計
︵第４号︶
６０１万１千円増
◆介護保険事業特別会計︵第４号︶
万２千円増
◆臨港用地造成事業特別会計
︵第２号︶
２１４万７千円減
◆港湾整備事業特別会計︵第１号︶
万円増
◆簡易水道事業特別会計︵第２号︶
１２４万１千円減
◆水道事業会計︵第２号︶
収益的収入
万３千円増
収益的支出 １４５万２千円増
◆下水道事業会計︵第３号︶
収益的収入及び支出
11

万２千円増

資本的収入
２１００万１千円減
資本的支出
２０８７万６千円減
◆国民健康保険病院事業会計
︵第３号︶
収益的収入及び支出
万１千円増
資本的収入
１３５万円増
︵全会一致で可決︶

◆一般会計
◆国民健康保険事業特別会計
◆後期高齢者医療事業特別会計
◆介護保険事業特別会計
◆臨港用地造成事業特別会計
◆港湾整備事業特別会計
◆簡易水道事業特別会計
◆水道事業会計
◆下水道事業会計
◆国民健康保険病院事業会計
︵全会一致で可決︶
詳細は 頁からの予算審査特別
委員会の記事をご覧ください︒

新 年 度 予 算

94

第１回定例会に提出された陳情
書・意見書は次のとおりです︒

陳情書・意見書

11

条

◆職員の勤務時間︑休暇等に関す
る条例の一部改正
◆災害弔慰金の支給等に関する条
例の一部改正
◆国民健康保険税条例の一部改正
◆不妊治療費の助成に関する条例

陳
<情書 >
■全国知事会の﹁米軍基地負担に
関する提言﹂の主旨に基づいて︑
地方自治の根幹を脅かす日米地位
協定の見直しを国に求める陳情書
●日米地位協定を見直す会
■﹁宗谷医療圏域における医師確
保のための要望意見書﹂採択を求
める陳情書
●道北勤医協宗谷医院・道北勤医
協宗谷友の会
■奥山等のスギ・ヒノキ放置人工
林を︑森林環境譲与税︵仮称︶で
順次計画的に皆伐を進め︑天然林
に戻すことを求める陳情書
●一般財団法人日本熊森協会
審議の結果︑３件の陳情書は資
料配布となりました︒
意
<見書 >
■宗谷医療圏域における医師確保
のための意見書
提出者 野 口 洋 郎
賛成者 小 林 正 浩
賛成者 徳 保 喜 幸
審議の結果︑意見書は採択とな
りました︒

（５）

69

98

17

31
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11

枝幸国保病院と歌登診療所・老健う

11

44

口

洋

郎

議員

枝幸歌登併せて 人の体制を維持
するとしていますが︑この数字も
クリアできていません︒この状況
で安心できる医療体制が確保され
ていると言えるのかどうか︑町長
の見解を伺います︒
医療スタッフ不足は過疎地域で
特に顕著であり︑わが町を含めど
この自治体でも大変苦労しており︑
何らかの対策を行わなければ現在
の体制を縮小せざるを得ません︒
具体的な方策を検討しているので
あればそれをお示しください︒
枝幸病院の看護補助者︑老健う
たのぼりの介護員・介護補助者は
いずれも臨時職員がその職にあた
っています︒しかし︑この業務は
両方とも臨時的ではなく︑恒常的
かつ不可欠な本来的業務ですので︑
本来正職員がその職にあたるべき
と思います︒臨時職員は正職員に
比べて待遇が劣り︑募集しても人
材が集まらず︑その結果最も経費

野

たのぼりの人材確保と今後の方針

町長は執行方針の中で︑医療に
ついて﹁町民の皆さんが安心でき
る地域医療体制を確保し︑医療ス
タッフの人材確保に努める﹂とし
ていますが︑現状を考えると大変
厳しい状況にあります︒
先日︑常任委員会で示された資
料によると今年４月１日からの体
制は︑枝幸国保病院の看護師は正
職員 名︑嘱託職員２名の 名で
前年比マイナス２名︒看護補助者
は臨時職員９名︑派遣職員２名の
名で︑こちらも前年比マイナス
１名です︒
歌登診療所・老健うたのぼりの
看護師は正職員６名︑臨時職員１
名︑派遣職員１名の８名で前年比
マイナス１名︒介護職員・介護補
助者は臨時職員６名︑パート３名︑
派遣職員２名の 名で︑こちらは
プラス１名となっています︒
平成 年度に策定された﹁新病
院改革プラン﹂では︑看護師数は
42
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一 般 質 問

第１回定例会において２名の議員が登壇、２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。

53

長

答

弁

が掛かる派遣にたよらざるを得な
い状況が生まれており︑これは長
い間改善されていません︒
この現状を打開するには抜本的
な改革が必要不可欠だと思います
が︑町長はどのように考えている
のか具体的な見解を伺います︒

町

地域医療体制を確保するにあた
って︑医師︑看護師などの医療ス
タッフ不足は︑当町においても深
刻な問題であり︑大変重要な課題
であると認識しています︒
議員ご指摘のとおり︑﹁新病院
改革プラン﹂で計画している看護
師数と比較して︑十分な体制を確
保できていない状況から︑安心・
安全な医療体制を維持するため︑
職員一人当たりの負担が大きくな
っていると思っています︒
厚生労働省が策定した２次医療
圏の﹁医師偏在指標﹂では﹁宗谷﹂
は全国最下位から数えて２番目で︑
医師不足の深刻さが浮き彫りとな
っており︑地域偏在などを背景と
して看護職員の確保も困難な状況
です︒
看護師の確保に向けては︑就職

（６）

希望者があっても住環境が整って
おらず︑就職できなかったケース
もあったことから︑新年度には看
護師宿舎１棟８戸を建設し︑受け
入れ環境を早急に整備し︑募集か
ら採用につながる体制づくりを強
化すると共に︑北海道看護協会に
よる﹁地域応援ナース﹂制度につ
いても活用を考えています︒
現在︑看護補助者と介護補助者
については︑身分保障や勤務条件
などの募集要件と応募に隔たりが
あるため︑スタッフ確保が難しい
状況で老健施設では︑派遣職員に
よって必要なスタッフを確保して
おり︑新年度からは枝幸病院にお
いても︑同様の対応を検討してい
ますが︑決して恒常的に︑このま
まの対応で良いと考えている訳で
はありません︒
なお︑職員の身分は︑これまで
の臨時職員から︑地方公務員法等
の改正によって２０２０年度から
始まる会計年度任用職員制度が適
用となることから︑給与や休暇な
ども含めて︑待遇について検討を
行っていきます︒

質

問

医療スタッフの確保が課題

再
この５年間をみても事務局長の
調べでは約８名の看護師が定年退
職︑ 代の看護師が全体の４割を
占めていますので︑早急に対策を
とらなければなりません︒
﹁看護師宿舎﹂や﹁ナース応援
制度﹂だけでは︑看護師が集まる
のかと言うと疑問に思います︒﹁
給与・手当﹂など特別な方策をと
ることが必要と思いますが町長の
考えを伺います︒

町 長 再 答 弁

15

︵副町長︶

Ａ
対１になると診療報酬が上
がりますが︑在院日数が限られて
おり︑長く入院されている患者に
対し退院してもらうなど現実的に
は難しい状況です︒

Ｑ 看護基準は︑都市部の大きな
病院などは７対１︑枝幸病院では
対１です︒新病院改革プランで
は︑ 対１を目指すとされていま
すが今後どのように考えています
か︒

13

13

40

医療技術者や看護師の確保に向
けては︑町独自の手厚い制度﹁一
時金の支給﹂や﹁奨学資金﹂など
他町村にひけをとらないものを用
意しています︒地元の子供たちが

︵副町長︶

（７）

医療技術者や看護師を目指し︑ま
た地元に戻ってくることを期待し
ています︒
Ｑ 都市部から経験のある看護師
の応募がない状況は︑都市部と小
規模自治体の看護師の給与が変わ
らないからだと思います︒特に枝
幸病院の看護師は公務員ですので︑
給与体系は決まっています︒都市
部の看護師が同じ給与で小規模自
治体の病院に来るのは非常に難し
いと思います︒一時金はあります
がほかに﹁給与が良い﹂とアピー
ルできないものかと思いますが︑
どのように考えますか︒
Ａ 看護師は︑どこの小規模自治
体の病院も不足しており︑これは
平成 年度の診療報酬改定により
７対１看護で都市部の病院が看護
師を集めたのが原因だと思われま
す︒
枝幸病院の看護師だけ特別に給
与・手当を増やすことは難しい状
況です︒しかし︑就業時一時金制
度が出来たときは数名の看護師の
応募があったので︑今後看護師学
校などにＰＲしながら周知をして
いきたいと思います︒
18
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Ｑ 枝幸病院では看護補助者︑老
健うたのぼりでは介護士・介護士
補助が臨時職員ですが︑なかなか
集まりません︒看護補助者・介護
士・介護士補助は︑責任ある仕事
をしているのですから︑臨時では
なく正職員と言う位置づけに出来
ないものですか︒
Ａ 枝幸病院・老健うたのぼりに
おける看護師補助︑介護職員の給
与の待遇改善については月額給を
採用し︑夜間・休日出勤について
は特殊な手当を︑期末手当も職員
とは差はありますが支給していま
す︒
正規な職員との格差があるのは
事実ですが︑すべての職員を正職
員化するには相当な財政負担が出
てくるので︑行財政の見直しの中
で考えていかなければと思ってい
ますし︑待遇改善のなかで働く方
を確保しなければならないと考え
ます︒
︵町長︶

林

正

浩

議員

による精神的ダメージに対して公
務災害の認定が下りた判例もあり
ました︒パワハラを受けた側が自
殺したり︑重度の病気にかかった
場合︑役所は安全管理義務違反が
厳しく問われることになります︒
そこで町長に提案したいと思い
ます︒ハラスメント対策として最
も重要なのは︑リーダーである町
長がハラスメントは無くすべきで
あるということを明確に示すこと

小

枝幸町のハラスメント対策

パワーハラスメントとは︑﹁同
じ職場で働く者に対し︑職場内で
の優位性を背景に業務の適正な範
囲を超えて︑精神的・身体的苦痛
を与える︑又は職場環境を悪化さ
せる﹂行為です︒昨年︑各スポー
ツ団体におけるパワーハラスメン
トが日本中で注目を集めたのは記
憶に新しいとこです︒
一般企業の管理者は︑会社の目
標である業績を達成するために部
下を通じてＰＤＣＡサイクルを回
さなければなりません︒これが回
らなければ修正が必要になります
が︑その修正がうまくいかないと
イライラや怒りがたまり︑思いが
けずパワハラ的言動が出てしまい
がちです︒管理者の立場にある人
は〝パワハラを行う宿命〟にある
と考え︑絶えず自らの言動をチェ
ックする謙虚さが必要です︒
以前役所において︑人前で大声
を出して感情的に叱責されたこと

長

答

弁

だと思います︒そのうえで労使一
体でパワハラ根絶の取り組みを進
めるためにルールを明確化し︑罰
則規定の適用条件や処分内容︑ま
た相談者の権利を保障することを
定めるべきです︒次に︑定期的に
アンケートを実施し︑併せて相談
窓口を作らなければいけません︒
研修会を開き︑何をしたらいけな
いのか︑何を話したらいけないの
かを学び︑パワハラ行為者に対し
再発防止研修を受けさせる必要性
があります︒
パワハラが起きてしまう要因は︑
コミュニケーション不足や長時間
労働によるストレスにより︑異質
なものを排除する環境が生まれる
と考えられます︒職場環境の改良
が必要です︒
日本中にハラスメントが横行し
ている現状の中︑枝幸町もハラス
メントに対応するマニュアルを早
急に設ける必要があると思います
ので町長の所信を伺います︒

町

パワハラなどのハラスメント行
為は︑どの職場においても当然あ
ってはならないことであると認識

（８）

しています︒パワハラは︑業務上
の命令や指導なのか︑パワハラに
あたるものなのか画一的な線引き
が難しい問題でもあります︒
指導には人材育成という意識が
大事ですが︑適正な指導の範囲で
あっても職員それぞれの感じ方は
異なることから︑タイミングや場
所︑方法など状況に応じた指導は
重要な課題です︒ハラスメントの
判定には客観的な見方が必要とな
りますので︑そのような事案が見
受けられた場合には︑双方に事実
を確認したうえで適切︑かつ慎重
に対応したいと考えています︒
懲戒処分等に関する規程では︑
処分に係る様々な事項の標準的な
例が定められておりますが︑パワ
ハラに関する規定を昨年２月に追
加しております︒具体的な処分裁
量の決定にあたっては︑その行為
の動機や態様︑結果などのほか︑
日頃の勤務態度やその行為をした
後の対応等を含め︑総合的に考慮
して判断することとなっています︒
これまでハラスメントに特化し
た職場での取り組みは行っていま
せんが︑今年度も実施している﹁
メンタルヘルス﹂の研修は︑心の

質

問

不調の未然防止だけでなく︑職員
が働きやすい︑気兼ねなく話し合
うことができる職場への環境改善
にもつながることから︑パワハラ
などの抑止になるものだと考えて
います︒
パワハラの職員研修も４月に予
定しており︑言動や行為はどのよ
うなものかなどを職員全員が改め
て認識することで︑発生の防止に
努めたいと考えています︒
現状の対応については︑厚生労
働省のマニュアルや人事院などの
ハンドブックを参考にしています
が︑今後は当町独自のマニュアル
の作成を検討します︒
なお︑ハラスメントにかかる事
務は︑人事管理を所管している総
務課であり︑事案がある場合に対
応しているが︑相談窓口の設置は
必要ですので︑職員のプライバシ
ーにも配慮し︑特に初期段階にお
いて相談しやすい体制を構築して
いきたいと考えています︒

再

アンケートを実施するというこ
とは可能かどうか︒

総務課長答弁

アンケートをすることは可能だ
と思います︒する場合はどのよう
な内容が効果的なのかを考え︑内
容を検討しながら実施したいと思
います︒
Ｑ 枝幸町でハラスメントがある
のか︑ハラスメントに類似したも
のがあるのか︑どのように認識し
ているか︒

Ａ 現在相談されている案件があ
ります︒プライバシーの問題があ
るので具体的には申し上げられな
いが︑対象となる職員︑関係者等
に話を聞いて︑大きな問題になら
ないように対応していたところで
す︒
︵副町長︶
Ｑ 曖昧に処理をするということ
が一番いけないことだと思います︒
曖昧にすると職員と執行部の信頼
関係︑その若手の職員のやる気を
失わせる原因になると思いますの
で︑徹底的に調査をし︑対応して
いただきたいと思います︒
Ａ パワーハラスメントについて
はなかなか判断するのに難しいと
ころがあります︒聞いた話の中で

は︑確実にパワハラがあったのか
どうなのか判断するのが難しいこ
とから︑将来に向かって︑どうい
うことで﹁防いでいけるのか﹂︑
﹁改善できるのか﹂というところ
が大切なのかなと思っています︒
問題が小さいうちに摘み取る等ハ
ラスメントが起きないように風通
しの良い職場にしていきたいと思
っています︒
︵副町長︶
Ｑ １つの係で︑短い間に何人か
の職員が病院に通ったり︑退職し
たりというのは適正な職場と言え
るのでしょうか︒
Ａ 過去の事案は調査するのもな
かなか難しいところもあります︒
そのような事案があった場合︑適
正であったかどうかとは言いづら
いところもありますが︑私どもの
方に報告していただいて︑芽が小
さいうちに一つひとつ解消してい
きたいと考えています︒
︵副町長︶

（９）
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議会の傍聴を
お待ちしています。
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Ａ 医薬品の期限切れ等により︑
これを除く時に伴う科目計上です︒
︵病院事務局長︶

㱋
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︵小林議員︶
第１回定例会での予算の質疑内容を﹁質
問はＱ・答弁はＡ﹂に要約してお知らせ
Ａ 水道事業の大きな増減要因は
します︒
特に水産関係の工場ですが︑工場
Ａ 歌登診療所の医業収益の不足 等は下水道事業として排水はして
一般会計補正予算
分を一般会計にお願いするもので いません︒下水道は主に一般家庭
す︒
であるという状況にあります︒
Ｑ 地域間交流事業で１００万円
︵病院事務局参事︶
︵水道課長︶
の減額内容は︒
Ｑ 保健福祉センター指定管理料
︵野口議員︶ 負担金 万９千円の増額内容は︒
国保病院事業会計補正予算
Ａ うきは市交流事業の旅費から
︵小林議員︶
出た不用額です︒
Ａ 当初３団体が事務所として利 Ｑ 棚卸資産減耗損の意味は︒
︵徳保議員︶
︵企画政策課長︶ 用していたが︑６月に１団体が移
Ｑ 情報通信基盤施設管理経費の 転︑その手数料不足と調理室ボイ
委託料３００万円減の内容は︒
ラーの修繕料を計上したものです︒
︵野口議員︶
︵保健福祉課長︶
Ｑ 地域おこし協力隊事業の嘱託
職員賃金１６９万４千円減額の要
因は︒

ྡ

ᖺ

︵小林議員︶
Ａ 情報分野において︑昨年８月
に退職した者のその後の賃金を減
額︑精査したものです︒
︵企画政策課長︶

下水道事業会計補正予算

ᡤ

Ặ

39

Ｑ 水道事業で年間給水量が増え︑
下水道事業では総処理量が減って
いるが︑その辺の兼ね合いは︒

ఫ

Ａ 施設の経年劣化やサービスの
あり方等を見直す委託であり︑そ
の不用額です︒
︵総務課参事︶
Ｑ がん検診業務委託料２００万
円の減額内容は︒
︵野口議員︶
Ａ 当初予定より検診人数が少な
かったため︑精査し減額補正した
ものです︒
︵保健福祉課長︶
Ｑ 附属診療所の運営に要する経
費の内容は︒
︵小林議員︶

これまで、議会の傍聴にあたっては、
傍聴人受付簿に住所・氏名等を記入して
いただいておりましたが、本年度からは、
傍聴者の個人情報に配慮し、傍聴人受付
票に住所・氏名等を記入し、傍聴人受付
箱へ投函していただくことになりました。
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傍聴の手続きが
変わりました。
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令和元年度予算
予算総額17,685,634千円
令和元年度
会

各会計当初予算総括表

計

（単位：円）

令和元年度予算額
歳

入

歳

３月８日

出

一般会計

11,276,000

11,276,000

特別会計

2,578,349

2,578,349

1,466,912

1,466,912

後期高齢者医療事業

128,045

128,045

介護保険事業

784,443

784,443

臨港用地造成事業

2,411

2,411

港湾整備事業

3,545

3,545

簡易水道事業

192,993

192,993

3,399,980

3,831,285

170,554

247,765

収益的収支

170,553

162,273

資本的収支

1

85,492

790,155

961,114

収益的収支

517,340

517,340

資本的収支

272,815

443,774

2,439,271

2,622,406

収益的収支

2,036,910

2,036,910

資本的収支

402,361

585,496

17,254,329

17,685,634

国民健康保険事業

企業会計
水道事業会計

下水道事業会計

国民健康保険病院事業会計

合

Ｑ＆Ａ

予算審査特別委員会での質疑は
次のとおりです。

般
会

10

一

10

計

Ｑ ふるさと納税業務委託料の内
容は︒また︑ふるさと納税の予算
額を増やすという考えはなかった
のか︒

10

︵野口委員︶

（11）

第１回定例会の中で予算審査特別
委員会（委員長：小林正浩議員、副
委員長：遠山修議員）が設置され、
付託された平成３１（令和元）年度
予算（一般会計・６特別会計・３企
業会計）を審査しました。
審査の後、委員長の報告を付して
本定例会に提出して可決されました。
なお、各会計の内容は左表のとおり
です。

Ａ トラストバンクふるさとチョ
イスビジネスプラン委託料が寄附
額の１％プラス消費税で９月まで
の８％︑ 月からの ％と分けて
計算しています︒ＡＮＡは寄附額
の ％︑こちらも消費税を区分し
て計算︒レッドホースコーポレー
ションが寄附額の８％プラス消費
税になっています︒もう一つサイ
トを増やしたいと考えています︒
今年の２月の段階で︑３億を２千
万円以上超えています︒ただ︑確
実性が無かったので︑来年度から
は増やす目標をもって取り組みた
いと思います︒
︵ふるさと観光課長︶
Ｑ 防災用備品購入費の発電機は
どこに設置する予定なのか︒
︵野口委員︶

Ａ 防災倉庫に ＫＷの発電機１
基︑水産物鮮度保持加工処理施設
に１００ＫＷ１基です︒
60

計

予算審査特別委員会

Ａ 対象者は正職員及び臨時職員
およそ４６０名です︒高ストレス
の通知を受けた対象者は本人の希
望によって産業医の受診という流
れになっています︒
︵総務課長︶
Ａ アンケートの分析の結果︑ど
のようなことにストレスがあるの
かを確認し︑役場の中の保健委員
会で今後ストレスのない職場づく
りの対策に役立てていきます︒
︵副町長︶

Ｑ 町有財産等管理経費の工事請 めて計上するような形は取れない
負費︑取替工事は歌登歯科診療所 のか︒
のボイラー取替工事とあるが︑ま
︵長岡委員︶
ず︑歌登歯科診療所の位置付けに Ａ 診療所関係で大きく予算要求
ついて︑どういう契約内容なのか︒ が出たのは今回が初めてであり︑
︵長岡委員︶ 予算の中で科目立てするというと
ころまでは検討は至らなかったと
いうのが正直なところです︒今後
大きく掛かるようなことがある場
合は予算科目計上して事業立てを
して︑もっとわかりやすい形で計
上したいと考えています︒
︵財政課長︶

Ａ 歯科診療所は合併前から医者
の誘致を目的に建てた建物です︒
契約は委託ではなく個人と無償契
約をしています︒
︵歌登総合支所長︶
Ｑ 身分保障はどうなっているの
か︒採算がとれるうちは良いが︑
採算が取れなくなった場合町でど
のような負担をするのか︒管理経
費︑水道光熱費︑維持費はどうな
っているのか︒

︵長岡委員︶

Ａ 建物に関して無償貸し付けを
しています︒あくまでも個人経営
ですので︑不採算等の場合の町の
負担等はありません︒建物の維持
費以外は個人負担になっています︒
︵歌登総合支所長︶
Ｑ 歌登診療所管理運営費として
予算計上するべきものではないか︒
今回のボイラー４００万円のよう
に管理経費が掛かってくるわけだ Ｑ 医療機器は非常に高額なもの
から年間予算として︑維持費も含 です︒今後︑老朽化した場合は町

歌登歯科診療所の様子

︵総務課長︶ は２名の予算を取っています︒
Ｑ ４Ｋ８Ｋ衛星放送設備整備事
︵総務課長︶
業に４５００万もの予算をかけて︑ Ｑ 職員福利厚生経費のストレス
今年度行う必要性があるのか︒
チェック支援事業業務委託料での
︵野口委員︶ 対象者は︒またその結果の反映は
どのようになされるのか︒
︵遠山委員︶
Ａ 新規格の衛星放送を町民の皆
様に見ていただくための設備機器
の増設が主な内容であり︑放送法
に規定されている一般放送事業者
としての責務を果たすために今回
予算計上させていただきました︒
大量一括生産のものに比べ︑すべ
て受注生産になり︑また特殊作業
も伴うことからこのような金額に
なっていますが︑ご理解いただき
たい︒
︵総務課参事︶
Ｑ 職員研修経費の研修内容は︒
また︑それぞれ何名ぐらいが研修
を受ける予定なのか︒
︵徳保委員︶
Ａ 職員研修は職場内研修と派遣
研修に分かれます︒職場内研修は
初任者研修６名・若手職員の研修
・メンタルヘルス・ハラスメント
研修は全職員が対象︒派遣研修は
新規採用職員研修５名・初級職員
名・札幌の研修センターで行う
研修などもあります︒監督者研修
11
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有財産として助成を出すという考
えでよいのか︒
︵長岡委員︶
Ａ 医療機器については︑今現在
あるのは町有財産ですが︑かなり
老朽化しています︒今後の整備に
ついては全て個人負担︑もし離町
する場合はその機械は持って行っ
ていただくという形をとる予定で
す︒
︵歌登総合支所長︶
Ｑ 虐待防止事業として５万９千
円が予算計上されているが枝幸町
の取り組みは︒

Ａ 放課後児童指導員という形で Ａ 社会福祉協議会と枝幸苑に介
配置しており︑その方々にかかる 護予防事業として委託している事
業で︑移送サービス︑冬期間の除
賃金で２名分の予算です︒
臨時児童厚生員賃金は児童厚生 雪サービス︑独居老人のコールサ
員資格を取って頂いた臨時職員が ービス︑配食サービス等が主であ
児童館に１人配置になっています︒ ります︒
︵保健福祉課長︶
︵町民課長︶
Ｑ 歌登一般廃棄物埋立処理地の
Ｑ 保育所の保育士の状況は︒
︵遠山委員︶ 現状は︒
︵秋川委員︶
Ａ 現在︑枝幸保育所に 名︑音
標保育所に３名の正職員がいます︒ Ａ 平成 年までの埋立処理が可
シフト制を補う点で臨時保育士等 能となる計画変更をしました︒
︵歌登総合支所長︶
が必要で毎年募集をかけている状
Ｑ 有害鳥獣駆除経費の報償費増
況です︒
額の理由は︒
︵町民課参事︶

︵野口委員︶

しいです︒しかし︑今後は三笠山
エリアを中心に考える中で検討し
ていきます︒
︵ふるさと観光課長︶

Ｑ

サケの里の入場者数は︒
︵野口委員︶

５月１日リニューアルオープンした三笠山展望閣

Ａ 平成 年度は１６８名です︒
︵歌登総合支所長︶
Ｑ オホーツク枝幸株式会社運営
経費と保養施設管理経費の内容は︒
︵野口委員︶
Ａ オホーツク枝幸株式会社運営
経費は︑株式会社に対する負担金︑
保養施設管理経費は︑ホテルニュ

（13）

︵野口委員︶

10

12

54

Ａ ヒグマ捕獲報償金１頭８万円
を 頭要求︒エゾシカは町単独の
報奨金として１頭７０００円を１
０００頭計上︒エゾシカ緊急捕獲
対策報奨金は国から１頭７０００
円を８６０頭分予定しています︒
︵農林課長︶
Ｑ 三笠山展望閣管理経費につい
て通年運営を出来るように検討し
ないのか︒
︵野口委員︶
地域支援事業委託料の内容は︒ Ａ 本来なら冬の時期も運営して
︵徳保委員︶ いければと考えますがなかなか難

30

Ａ 計上している事業は︑高齢者
・障害者の事業で今まで件数は少
ない状況にある︒児童に関しては
町民課が対応しています︒
︵保健福祉課長︶
Ａ 保健福祉課と連携を取り︑保
健師から情報を得たり︑保育所や
学校などの案件に対応しています︒
又︑警察や児童相談所に相談し対
応しています︒
︵町民課長︶
Ｑ 臨時放課後児童指導員賃金と
Ｑ
臨時児童厚生員賃金の内容は︒
︵野口委員︶

枝幸保育所正面
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ー幸林及びグリーンパークホテル
に係る指定管理料負担金です︒
︵ふるさと観光課長︶
Ｑ 道路管理経費で町道に移管す
るための委託料５千万円が計上さ
れているが︑町道に移管すること
によるメリットは︒
︵野口委員︶
Ａ 地方交付税の算定の中に道路
の面積と延長という項目があり︑
町道認定を受けると１㎞につき１
００万円くらいの地方交付税が入
ってきます︒林道は地方交付税算
入に関しては０円︒そこで︑町で
持っている林道の中で町道に移管
可能なものについては移管し︑交
付税を少しでも増やしたいという
ことでの予算計上です︒今回の認
定を受ければ平成 年度の地方交
付税から７千万円程度上乗せして
今後ずっと入ってくるという案件
です︒管理経費については今後も
増減はしないという考えです︒
︵財政課長︶
Ｑ 特別支援教育支援員配置事業
の内容は︒
︵野口委員︶
Ａ 支援員は 名︵小学校 名・
中学校３名︶の配置を予定してお
り︑普通学級において日常生活の
児童・生徒に対するサポートを行
っています︒
︵教育次長︶
Ｑ 中央コミュニティセンター指
定管理料負担金の増額理由は︒
︵清水委員︶
Ａ 職員配置の見直しによる人件
費と︑隔年で実施している設備点
検等委託業務の発生による経費の
増加によるものです︒
︵教育委員会参事︶
Ｑ 移動図書館バス購入事業によ
り新しいバスが購入されるが︑そ
の名称及びラッピングはどのよう
に考えているか︒
︵徳保委員︶

２代目「おおぞら号」
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Ａ ラッピング等は現在検討中で
ある︒なお︑名称については︑現
有が二代目の﹁おおぞら号﹂であ
ることから︑新しいバスについて
も三代目﹁おおぞら号﹂になると
の認識を持っています︒
︵教育委員会参事︶
Ｑ 地方創生推進事業の内容は︒
︵秋川委員︶

Ａ スポーツ合宿等で交流人口を
増やすため関係団体と連携し︑枝
幸町に人を呼び込む﹁まち・ひと
・しごと創生事業﹂の一環であり︑
スポーツや健康合宿等のプログラ
ムの構築するための策定委託料で︑
今年度は３ヶ年事業の最終年です︒
︵教育委員会参事︶
Ｑ 学校給食配送業委託料の委託
先は︒

︵清水委員︶

Ａ 小鳩交通株式会社に委託して
います︒しかし︑慢性的な人材不
足により契約を解除したいとの申
し出がありました︒
︵教育次長︶
Ｑ 総合体育館の使用時間区分変
更等に伴う屋内体育施設条例の改
正について︑どのように考えてい
るか︒

︵清水委員︶

Ａ 利用時間帯及び料金について
利用者の意見等をいただき︑６月
の条例改正に向け検証を行います︒
︵教育委員会参事︶
Ｑ 職員手当の時間外手当が１２
０万円増額になっている理由は︒
︵徳保委員︶
Ａ 知事・道議会議員︑参議院議
員の２つの選挙があり︑この選挙
に要する時間外勤務手当分が増加
しています︒
︵総務課長︶
Ｑ 臨時職員の配置等はどのよう
に考えているのか︒

︵遠山委員︶

Ａ 現在１７０名程度の臨時職員
を任用しています︒今後︑会計年
度任用職員という新たな制度を見
据えて︑臨時職員からの移行や身
分保障も含め︑現状より不利にな
らないよう検討していきます︒
︵副町長︶
Ｑ 地方交付税の合併優遇措置が
終わることを見据えて︑今後の財
政運営をどのように考えているの
か︒
︵遠山委員︶
Ａ 交付税の純然たる１町での算

（14）
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Ａ 枝幸病院において︑看護補助
者２名を予定しています︒
︵病院事務局長︶

Ａ 入院収益については︑昨年度
のインフルエンザ集団発生を踏ま
え︑その対策として空きベッド︵
隔離病床︶を確保する観点から入
院患者数を︑また外来収益につい
ては人口減を踏まえ外来患者数を︑
各々減少を見込み算定しています︒
︵病院事務局長︶
Ｑ 人材派遣業務委託料の内容は︒
︵野口委員︶

定を見越しながら︑中期財政計画︑ Ｑ 認知症総合支援事業の臨時職 Ｑ 医業収益︵入院・外来収益︶
行財政改革大綱実施計画に基づき︑ 員はどういう方がその職にあたり が減となった理由は︒
︵野口委員︶
５年サイクルで先を見通した中で どのような事業を行っているのか︒
行財政運営に取り組んでいきます︒
︵野口委員︶
︵町長︶

特

計

︵保健福祉課長︶

会

ＥＯＳチャンネルでは議会定例会を全日程生中継して
います。次回の定例会は６月中旬の予定です。
本会議では議員の一般質問の他、町政に関する条例や
予算などが審議されます。皆さんの選んだ議員の活動や
町政の方針などを、ぜひご覧ください。

Ｑ 特別交付金の保険者努力支援
交付金の内容は︒

業

Ａ この臨時職員の職名が認知症
地域支援推進員というもので︑看
護師︑保健師︑社会福祉士そうい
った資格を持った人がなれる支援
員です︒当町としては看護職の方
を１名お願いしています︒おもに︑
いろんなところに出て︑認知症の
講演や︑町の中のニーズの拾い上
げ︑認知症サポート等をしていま
す︒今後どのような事業展開がで
きるのかについても考えていると
ころです︒

企

Ａ 老健施設において︑看護師１
名︑介護員２名を予定しています︒
︵病院事務局参事︶
Ｑ 看護師宿舎建設及び非常用自
家発電設備増強工事の完成時期は︒
︵野口委員︶

Ａ 看護師宿舎建設工事は 月を︑
発電設備増強工事は秋口までを想
定しているが︑どちらもなるべく
早く完成できるよう対応していく
考えです︒

︵保健福祉課長︶

議会を生中継しています

︵野口委員︶
Ａ 国保の被保険者の受診機会を
減らすため健康を促進するための
事業に︑例えばドック健診・特定
健診への助成とかインフルエンザ
予防接種の助成等︑被保険者が努
力した場合にその施策が点数化さ
れ︑その実績に対して交付金とし
て帰ってくる仕組みです︒
︵保健福祉課長︶

Ｑ 水道課事務所の今後のあり方
をどう考えているか︒
︵徳保委員︶
Ａ 新年度から役場本庁舎の改修
工事が予定されており︑その改修
にあたっては水道課の位置づけに
ついて検討されていないため︑当
面は現事務所において業務を継続
する考えです︒
︵水道課長︶

（15）
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現金１億円
◎学校給食食材
枝幸漁業協同組合
代表理事組合長 須永忠幸氏
冷凍ほたて ㎏︑冷凍さけフィレ
㎏︑昆布 ㎏
◎水産系廃棄物処理資金
枝幸町水産系廃棄物処理協議会
会長 須永忠幸氏
現金２５００万円
︵報告済み︶

平成

年２月

日開催

総務文教常任委員会

45 90

主な内容

及び体罰﹂の状況
●問牧小学校の閉校
︵教育委員会事務局︶
●その他６件
以上︑担当課より説明を受け審
議︒

平成

年２月

日開催

産業厚生常任委員会
主な内容

編 集 後 記

新しい元号
のもと議会広
報 号を皆さ
んにお届けす
ることができ
大変うれしく思います︒
平成の時代はあっという間
に過ぎ去りました︒しかし︑
平成はどなたの心の中にも多
くの思い出を残した時代であ
ったのではないでしょうか︒
わが町は平成 年に合併を
経験し︑紆余曲折ありながら
も様々な経験を通して力強い
町づくりが出来つつあるので
はないかと思う半面︑いまだ
志半ばにありまだまだ努力不
足なところも数多くあると痛
感する︒そんな平成も終わり
ました︒
新年度を迎え︑枝幸町が素
晴らしい発展の道を歩んでい
けるようますます努力し汗を
流さねばと思います︒新しい
年は始まったばかりです︒広
報編集局は皆様のご意見をお
待ちしております︒共にわが
町を育てていきましょう︒
Ｎ・Ｏ

49

１月 日に開会︑議決案件
５件を審議しました︒

決

案

20

●枝幸町国保病院の運営
︵国保病院︶
●﹁森林環境譲与税﹂の活用施策
等
︵農林課︶
●枝幸町６次産業化推進事業
︵水産商工課︶
●機構改革に伴う観光事業の取り
組み
●保養施設等の運営状況
●ふるさと未来応援寄附の実績
︵ふるさと観光課︶
●その他６件
以上︑担当課より説明を受け審
議︒

31

議

告

︵全会一致で可決︶

◆公の施設に係る指定管理者の指
定
社会体育施設
指
<定管理者 >
ＮＰＯ法人枝幸三笠山スポーツク
ラブ
◆課設置条例の一部改正
◆中小企業等活性化条例の一部改
正
◆中小企業振興資金貸付条例の一
部改正

報

19

18

30

●指定管理者制度の運用に関する
事務処理の手引き及びガイドライ
ン
︵総務課︶
●平成 年度各会計当初予算概要
︵財政課︶
●土地・家屋台帳システムの状況
︵税務課︶
●目梨泊小学校耐震補強事業の概
要
●町内小中学校における﹁いじめ

31
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◆寄 附
◎漁業振興資金
一般社会福祉資金
若い世代の定住促進対策
森づくり活動資金
文化教育活動資金
枝幸漁業協同組合
代表理事組合長 須永忠幸氏
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