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令和元年第２回

議 会 定 例 会
会

期 ６月

令和元年度補正予算を可決

旅客自動車運送開業支援事業に１３００万円など

21

日〜

日の２日間

21

枝幸町チャレンジデー２０１
９

20

行政報告

５月 日︑﹁枝幸町チャレンジ
デー２０１９﹂が行われ︑対戦相
手の秋田県羽後町︵うごまち︶に
第２回定例会は６月 日から 日の２日間の会期で開会されました︒第１回定例会以降の議会事務報告
勝利することができました︒
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した︒
当日は︑参加人数５７１９人︑
一般質問では４議員が６項目について町長・教育長に質問しました︒単行議案４件・条例案件３件・工
参加率 ・９％と目標の ％には︑
事契約及び公有財産取得契約に係る議案が５件︑補正予算１件・報告案件３件が上程され︑審議の結果︑
わずかに届かなかったものの︑多
原案の通り可決されました︒
くの町民の方から参加報告をいた
だきました︒今回で４回目の参加
勝ち取られ︑枝幸町を大きく宣揚
ハイヤー事業の維持継続
となり︑運動習慣をつける良いき
していただきました︒
っかけづくりになっていると感じ
この輝かしい成績に対し︑改め
本年３月に小鳩交通㈱から︑９ ており︑今後も︑参加していきた
て敬意を表しますとともに︑今後
も︑より一層のご活躍を祈念申し 月末をもって枝幸営業所でのハイ いと考えています︒
夢想漣えさし大賞２連覇
ヤー事業を撤退するとの申し出が
上げます︒
ありました︒町としては︑高齢者
をはじめ︑町民のニーズに合わせ
た公共交通サービスを維持するた
め︑地元企業に呼びかけた結果︑
﹁有限会社シビル開発﹂さまが︑
事業参入の意向を示していただき︑
ハイヤー事業が継続される見通し
となっています︒
20

第 回ＹＯＳＡＫＯＩソーラン
祭りにおいて﹁夢想漣えさし﹂が
見事︑大賞を受賞され︑２連覇を
成し遂げられました︒
今年は２７９チームが参加する
中︑通算 度目のファイナルに進
出︑レベルの高い演舞により︑昨
年に引き続き５度目となる栄誉を
28

13
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ハマナス大学入学式

教育行政報告

63

22

12 90

５月 日︑令和元年度﹁枝幸ハ
マナス大学﹂入学式を中央コミセ
ンで行いました︒ 歳から 歳ま
での 名が入学され︑年間 回の
定期講座と特別講座︑水墨画や陶
芸などの４つのクラブ活動が予定
されています︒
62

５月 日︑中央コミセン前の駐
車場で﹁朝のラジオ体操会﹂が始
まり︑初日はチャレンジデーでも
あり︑約 名の参加がありました︒
本事業ではラジオ体操愛好会の
運営により︑多くの皆さんが︑す
がすがしい１日のスタートを切っ
ています︒町民の健康はもとより︑
望ましい生活習慣の定着を図るた
め︑今後も継続して実施していき
たいと考えています︒

朝のラジオ体操会

６月 日︑宗谷教育局から講師
を招き︑町内の学校長を対象とし
た研修を開催しています︒日ごろ
から︑学校で起こりうる︑あらゆ
るリスクに対し︑危機管理意識を
高めるとともに︑今後の学校管理
体制の確立に努めます︒

町立学校危機管理研修

29

各小中学校の運動会・体育祭

70

今年の運動会・体育祭は︑寒暖
の差はありましたが︑雨天による
延期もなく︑枝幸中学校を除き無
事終了することができました︒児
童生徒は日ごろ練習に励んできた
成果を存分に発揮し︑家族や地域
住民の大きな声援を受け︑元気に
挑んでいました︒今回の運動会︑
体育祭での成果を生かし︑充実し
た学校生活を送れるよう期待して
います︒

晴天に恵まれた各小学校運動会

されました︒
役場本庁舎耐震化・大規模改
村上議員は︑南宗谷森林組合代
修工事
表理事組合長のほか︑全国森林組
役場本庁舎は︑昭和 年の建築 合連合会理事や北海道林業協会長
からほぼ 年が経過し︑耐震補強 等の要職を歴任︑地元︑地域︑そ
が必要であると判定されています︒ して北海道の林業振興に寄与され
本年度から２か年で改修工事を た功績によるものです︒
行う予定であり︑工事期間中は︑
工藤氏は︑昭和 年歌登町選挙
来庁する皆様にはご迷惑をおかけ 管理委員会委員に選任︑平成 年
しますが︑ご理解のほどよろしく からは委員長として選挙事務の執
お願いします︒
行管理を厳正︑的確に指揮統括し︑
選挙の公正な運営の向上に努めら
れた功績によるものです︒ここに
あらためて︑その栄典を祝し︑深
甚なる敬意と感謝の意を表します︒

春の叙勲

40

54

改修工事が進む役場本庁舎

今年の春の叙勲で︑村上守義議
員が﹁旭日双光章﹂︑また︑工藤
克己氏が﹁旭日単光章﹂の栄に浴

（３）
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48

No.50

会
議
町
幸
枝
令和元年８月 29 日発行

12

案

件

主 な 議 案
決

条

例
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件
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案

件

５６５９万５千円
歳出は︑地方創生推進事業︑旅
︻役場本庁舎耐震化・大規模改修 客自動車運送開業支援事業︑幼児
電気設備工事︼
教育無償化に係る子ども・子育て
梅津電気株式会社
支援事業︑医療技術者等修学資金
１億２０６１万５千円 貸付事業︑不妊治療費等助成事業
︻目梨泊小学校耐震化・大規模改 など︒歳入は︑国・道支出金︑寄
修建築主体工事︼
附採納に伴う寄附金︑財政調整基
高橋建設株式会社
金繰入金︑ふるさと未来応援基金
１億７４３５万円 繰入金などを計上︒
◆公有財産の取得
︵全会一致で可決︶
予定価格１千５百万円以上の財
※
産の買い入れは条例により議会の
議決に付さなければならないため︑ ◆平成 年度オホーツク枝幸株式
次の契約を議決しました︒
会社の経営状況
︻雪寒建設機械︵除雪トラック︶
昨年４月から今年３月までの組
購入︼
織の状況︑営業状況︑決算等
吉川自動車工業株式会社
◆平成 年度枝幸町一般会計繰越
５２２４万９６８０円 明許費繰越計算書
︵全会一致で可決︶ ●畜産・酪農収益力強化整備等特
別対策事業
２億６５３５万３千円
◆枝幸町税条例等の一部改正
●６次産業化施設整備事業
◆枝幸町火葬場条例の一部改正
１６２２万６千円
◆枝幸町墓地条例の一部改正
合計 ２事業
︵全会一致で可決︶
２億８１５７万９千円
◆寄 附
令和元年度補正予算
◎農業振興・国際経済交流
現金 ３３００万円
◆一般会計︵第１号︶
８３０５万１千円増

︵

農 業 振 興

３００万円

３０００万円

︶

国際経済交流

宗谷南農業協同組合
代表理事組合長 向井地 信之氏
◎ふるさと未来応援寄附
平成 年度実績
２万４７６７件
３億４７２０万２千円
︵報告済み︶

第２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 >
■辺野古新基地建設の即時中止と︑
普天間基地の沖縄県外・国外移転
について︑国民的議論により︑民
主主義及び憲法に基づき公正に解
決するべきとする意見書の採択を
求める陳情
●﹁新しい提案﹂実行委員会
●全国青年司法書士協議会
■日本政府に対して︑国連の﹁沖
縄県民は先住民族﹂勧告の撤回を
求める意見書の採択を求める陳情
書
●一般社団法人日本沖縄政策研究
フォーラム
■﹁所得税法第 条の廃止を求め

陳情書・意見書

30

議
◆北海道市町村総合事務組合規約
の変更に関する協議
◆北海道町村議会議員公務災害補
償等組合規約の変更に関する協議
◆北海道市町村職員退職手当組合
規約の変更に関する協議
◆辺地に係る公共的施設の総合整
備計画の変更
乙忠部地区に係る漁業集落排水
施設管渠整備事業を計画に追加︒
◆工事請負契約
予定価格５千万円以上の工事請
※
負契約は︑条例により議会の議決
に付さなければならないため︑次
の契約を議決しました︒
︻役場本庁舎耐震化・大規模改修
建築主体工事︼
井手上・荒井特定建設工事共同企
業体
３億６４３２万円
︻役場本庁舎耐震化・大規模改修
機械設備工事︼
アート設備株式会社

56

30

30
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＆Ａ

︵建設課長︶

Ａ その交差点については過去に
物損事故等も発生したという経過
もあり︑学校関係者さらに警察等
も含めた協議の中で︑一部横断歩
道がない部分に横断歩道が新設さ
れています︒今後も教育委員会︑
学校︑町内会といった中で要望等
があれば新たな交通安全施設や設
備等の設置等も検討していきたい
と考えています︒

Ａ 改めて過去の経緯等を充分確
認したうえで︑協議検討します︒
︵建設課長︶

︵野口議員︶

Ｑ 保育所の子どもたちが散歩で
第２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
北幸公園に行くときは横断歩道の
します︒
ない道路を横断しなければなりま
差点について何か安全対策で考え せん︒あの交差点に信号機を付け
一般会計補正予算
ていることがあれば教えて下さい︒ て欲しいというのがずいぶん前か
︵野口議員︶ らの住民の要望です︒ぜひ検討し
ていただきたい︒

Ｑ 情報通信基盤施設管理経費の
内容は︒
︵小林議員︶
Ａ 手数料は国道２３８号線の山
臼地区で歩道の新設工事を行って
おり︑国道縁に町の光ファイバー
ケーブルを敷設していて︑それを
道路敷外に移設する費用としての
手数料です︒取替工事として機械
室の空調設備のコンプレッサーの
交換です︒
︵総務課参事︶
Ｑ 医療技術者等就学資金貸付金
の内容は︒
︵小林議員︶
Ａ １名は国保病院の看護師に２
００万円︑もう１名は老健施設う
たのぼりの管理栄養士に１００万
円︑合計３００万円の追加です︒
︵保健福祉課長︶
Ｑ 道路整備事業に関連して︑常
盤通と三笠線の交差点︑北幸公園
に隣接する交差点ですが︑この交

（５）

Ｑ

る意見書﹂採択についての陳情書
●稚内民主商工会
■﹁国の責任による 人以下学級
の前進﹂を求める陳情
■﹁給食費の無償化﹂をもとめる
陳情
■﹁これからの高校づくりに関す
る指針﹂を見直し︑機械的な高校
統廃合を行わないことを求める陳
情
■特別支援学校の設置基準の策定︑
及び︑特別支援学級の学級編制標
準の改善を求める陳情
●ゆきとどいた教育をすすめる北
海道連絡会
■米軍普天間飛行場の辺野古移設
を促進する意見書に関する陳情
●宜野湾市民の安全な生活を守る
会
審議の結果︑９件の陳情書は資
料配布となりました︒
意
<見書 >
■新たな過疎対策法の制定に関す
る意見書
提出者 小 林 正 浩
賛成者 遠 山
修
賛成者 石 川
勝
審議の結果︑意見書は採択とな
りました︒

常盤通と三笠線の交差点

No.50
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一 般 質 問

第２回定例会において４名の議員が登壇、６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。

水

顕

志

議員

当町の取り組みですが︑昨年度
において︑全小中学校教職員を対
象に︑北海道立教育研究所から講
師を招き︑﹁プログラミング教育
の推進に向けて﹂をテーマに講演
を行いました︒
その主な内容は︑﹁導入の理由
とねらい﹂︑﹁パソコンを実際に
使用しての体験﹂︑﹁教育の実践﹂
について研修を行い︑具体的に何
を指導すればよいかなど理解を深
めています︒
今年度においては︑北海道教育
委員会等が主催する研修に教職員

教 育 長 答 弁

清

小・中学校のプログラミン
グ教育について

プログラミング教育とは︑﹁コ
ンピュータープログラムを意図の
とおりに動かす体験を通じ︑論理
的な思向力を育むとともに︑幼い
ころからプログラムの世界に触れ︑
ＩＴに強い人材を育成する狙いが
ある﹂となっています︒
プログラミング教育が必修化さ
れるのは小学校が２０２０年度︑
中学校が２０２１年度︑高校が２
０２２年度からとなっていますが︑
このたび文部科学省は小学校にお
けるプログラミング教育の取り組
み状況を調査し︑発表しました︒
既に授業を実施している自治体は
全体で５割を超える一方︑町村で
は約３割程度にとどまり︑小規模
な自治体で取り組みに遅れが出て
いることがわかりました︒
このプログラミング教育につい
て枝幸町として︑どのような取り
組みをしているのか︑また︑これ
からの展望を教育長に伺います︒

質

問

が参加し︑各学校単位で校内研修
を積み重ね︑授業実践力の向上を
図る予定です︒
これからの展望ですが︑プログ
ラミング教育を本格的に実施する
ことにより︑児童生徒が社会生活
で活用できる基礎的能力を養うこ
とが重要と考えています︒
そのためにも︑各学校のＩＣＴ
環境を整備しながら︑文部科学省
の﹁プログラミング教育の手引﹂
に沿って︑教科ごとの指導計画を
確立し︑次年度以降のプログラミ
ング教育が円滑に導入されるよう︑
枝幸町全体の教育環境の充実を図
っていきます︒

再

必修化は来年度からです︒この
様な状況で良いのか︒スピード感
が感じられないが︒

教育長再答弁

今年度は準備期間であり︑各学
校は着々と準備を行っているとこ
ろです︒
今年度後半に来年度の指導計画
を作成︑この中でプログラミング
教育を組み立てていきます︒

（６）

長

弁

遠

山

修

議員

進するため︑枝幸警察署︑地域安
全推進協議会などとの緊密な連携
のもと︑各種運動や広報活動など
を行っています︒
また︑地域活動として︑﹁子ど
も見守り隊﹂や﹁地域パトロール
隊﹂により︑登校時に児童・生徒
が交通事故等に巻き込まれないよ
う︑精力的な活動が行われていま
す︒ボランティアの方々の自主的
な活動に対し︑大変感謝しており
ます︒

保育所や関連施設における防犯
カメラの設置について︑現在のと
ころ予定はありませんが︑各施設
で︑来所者の確認や玄関の施錠の
徹底を図り︑防犯対策︑犯罪の抑
止につながる取り組みとして推進
していきたいと考えています︒

教 育 長 答 弁

平成 年度に﹁枝幸町通学路安
全推進会議﹂を設置しています︒
当初の目的は︑登下校中の児童
生徒の交通事故防止の観点から︑
通学路の危険個所の合同点検を実
施し︑どのような安全対策ができ
るかなど︑意見交換を行う場とし
て設置しました︒
昨年は︑各学校から帰宅時の通
学路が暗いなど指摘を受け︑関係
機関と点検を行い︑防犯灯が設置
されるなど対策が行われています︒
各学校の防犯カメラについて︑
現在︑設置予定はありませんが︑
犯罪の抑止力に繋がるような手立
てを総合的に今後︑検討します︒
通学路の安全確保については︑
通学路が長距離・広範囲に及び︑
防犯カメラの設置は︑設置費用な
どから難しいと考えていますので︑
26

通学路の防犯カメラ設置計
画

答

最近︑全国各地で子どもが犠牲
になる事件︑事故が増えています︒
当町では︑枝幸市街地の小・中学
校︑総合体育館等に設置されてい
ますが︑保育所や枝幸市街地以外
の地区には未設置と聞いています︒
防犯カメラは︑対外的に設置し
ていることを表示することで犯罪
等の抑止力になると考えられ︑ま
た︑町長の執行方針にも﹁犯罪や
事故のない安全で安心な地域づく
り﹂を目指すとあります︒
各学校などの防犯カメラ未設置
箇所への設置計画と通学路の安全
点検を行い︑その結果に基づき対
策を計画的に進め︑各種団体の協
力のもと︑地域ぐるみで交通安全
と防犯対策を進めていかなければ
なりません︒将来的に設置計画が
あるのかを伺います︒

町

町では交通安全・防犯対策を推

質

問

引き続き︑﹁見守りボランティア﹂
などの地域活動や﹁通学路安全推
進会議﹂における対策などで対応
していきたいと考えています︒

再

最低限︑学校や周辺施設に防犯
カメラを設置することは検討課題
に値するのか︒それとも︑地域ボ
ランティアの方々の協力があるの
で設置計画はないのか︒

教育長再答弁

現時点では学校や周辺施設に設
置する計画はありません︒
通学路の距離が長く広範囲に及
び︑学校周辺だけで良いのかと言
う議論にもなりますし︑設置費用
や維持管理上の問題もあります︒
私どもも警察署と協議をし︑登
下校時間のパトカーによる警戒巡
視︑不審者情報の共有などをお願
いしています︒関係機関や地域全
体で見守っていくということで︑
現時点では思っています︒
Ｑ 防犯カメラの設置に対し補助
金を出すという自治体もあり︑国
でも交付金で算入という話も聞い
ています︒

（７）
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長

答

弁

この町に住んでよかったと思える
町づくりを考えていただきたい︒
また︑合併特例が終わり交付金
も減少していく中︑この先コンパ
クトなまちづくりを考えているの
か町長の考えを伺います︒

町

当町の５月 日末現在の外国人
を含む人口は︑８１３０人で︑合
併時と比較すると約 ％の減少率
となっています︒
国立社会保障・人口問題研究所
が︑平成 年の国勢調査を基に発
表した︑２０４５年における﹁地
域別将来推計人口﹂では︑枝幸町
は︑８４３７人から４３６５人︑
・３％の減少率で北海道の中で
は 番目となっています︒
人口減少が及ぼす影響は︑地域
の産業や雇用に直結する労働力の
減少︑高齢化により社会保障費が
増加し︑歳出が拡大するなど︑財
政運営が厳しくなり︑地域の存続
に関わる最大の課題であると認識
しています︒その課題に立ち向か
っていくためには︑人口減少に関
する認識を町民や事業者の皆さん
と共有することが大切です︒
27

31

19

平成 年に策定した﹁枝幸町人
口ビジョン﹂と﹁枝幸町まち・ひ
と・しごと創生総合戦略﹂は︑人
口減少を緩やかにするため︑より
効果の高い施策を集中的に実施し
ていくための戦略で︑これまで取
り組みを進めてきています︒
このような中︑若い世代の皆さ
んが︑﹁ふるさと枝幸﹂に戻って
きたい︑住んで良かったと思える︑
﹁未来につながるまちづくり﹂は︑
私が町政を執行するうえでの基本
姿勢です︒
﹁未来につながるまちづくり﹂
にとって大切なことは︑人口減少
に対し危機感を煽るのではなく︑
年後・ 年後のまちの姿を見据
え︑さまざまな角度から議論をし
て︑将来設計を描いていくことが
最も重要であり︑そのためには︑
本年度で計画最終年を迎える︑﹁
枝幸町まち・ひと・しごと創生総
合戦略﹂の進捗状況や事業展開を
踏まえ︑町民や事業者の皆さんと
協働して︑人口減少に立ち向かう
﹁第２期総合戦略﹂の取り組みに︑
しっかりと繋げていきます︒
また︑地方交付税の合併優遇措
置が令和２年度で終了し︑人口減

27

20

︵教育長︶

齢化による社会保障費が増加し︑
歳出の拡大が予想され︑財政運営
は厳しくなっていくと思われます︒
人口ビジョンの中で︑
①枝幸町への人の流れをつくり︑
若い世代の定住を促進する︒
②結婚・出産・子育ての希望をか
なえる︒
③地域資源を活用し安定した雇用
をつくる︒
目標として出生率向上︑転入の促
進と転出の抑制を図り均衡を目指
すとあります︒
人口減少問題は︑町民の皆さん
と現実を共有し︑考えていく必要
があり︑減少スピードにブレーキ
をかけ少しでも緩やかな下降曲線
にしていくことが必要です︒
当町には﹁やまと海﹂があり他
に誇れる素晴らしい産業がありま
す︒若者が枝幸に戻っていただき︑

48

83

学校関係では︑歌登の小・中学
校は一番交通量の多い主要道道に
面しており︑海岸線では目梨・音
標小学校でも国道２３８号線に沿
った中に学校が点在しています︒
少しでも︑安心・安全を担保す
ることが出来ると考えますがどう
でしょうか︒教育長に伺います︒
Ａ 議員のおっしゃっていること
も理解できますが︑今後︑私ども
も︑もう少し研究・検討を重ねて
いきたいと思います︒

13

人口減少に伴う将
来展望
平成 年３月合併時の人口が９
９８３人︑ 年後の平成 年３月
７９８９人で︑その減少数は１９
９４人です︒合併後２０００人近
い人口が減少し︑今なお続いてい
る現状で︑これは︑老年人口が３
割を超える急速な高齢化︑自然減
︵出生数の低下︶︑社会減︵転出
超過︶が考えられます︒
人口減少が地域に及ぼす影響は︑
労働人口の減少︑消費の縮小︑高
18
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少を見据えた中で︑地域の規模に
あった﹁コンパクトなまちづくり﹂
は︑重要な視点であると考えてい
ます︒
平成 年に策定した﹁第２次枝
幸町行財政改革大綱﹂は︑次の時
代を担う世代に安心して暮らせる

まちを引き継いでいくため︑行政
経営を計画的かつ確実に進めるた
め策定したものであり︑これに基
づく実施計画を着実に進めていく
ことが︑結果として︑コンパクト
な﹁まちづくり﹂に繋がっていく
ものと考えています︒

林

正

浩

議員

循環型社会の形成加速に枝
幸町としてできること
小

私たちが普段食べている魚の中に
もそれが含まれる可能性がありま
す︒例えば︑ペットボトルの汚れ
を濯げば資源であり︑濯がなけれ
ば廃棄物になります︒町民の皆さ
んに分別排出の徹底をお願いする
必要があり︑小売店に分解しない
レジ袋の廃止もお願いする必要が
あります︒私たちは次世代のため
にきれいで安全な環境を維持する
義務があると思いますので︑町長
の所信を伺います︒
次に食品ロスの問題です︒食品
ロスの約 ％は一般家庭から出て
おり︑約 ％を排出する外食産業

長

答

弁

も主な原因は客の食べ残しです︒
消費者にもったいない精神があれ
ば︑ロス削減が大きく進む可能性
があります︒冷蔵庫の中の管理や︑
正しい知識がないために捨ててし
まう消費者も多く︑自治体や事業
者が正確な情報をきめ細かく提供
して行く事が大切です︒また食べ
残しを減らすため札幌市や京都市
では﹁残さず食べよう﹂﹁開始
分間と終了 分は料理を楽しもう﹂
の声かけを行うことにより︑食べ
残しが約５分の１になることが確
認されています︒
枝幸町民は農・林・漁業やそれ
に関連した産業によって生活して
います︒自然環境を大切にしなけ
れば生きていけません︒このよう
なことを踏まえて町長の所信を伺
います︒

町

10

25

﹁持続可能な循環型社会の推進﹂
は︑町づくり計画の基本目標の一
つである﹁豊かな自然と共生する
まちづくり﹂に位置づけられてい
ます︒
循環型社会を形成するためには︑
私たちの日常生活や事業活動を循

27

分別されリサイクルが進むペットボトル

環型のスタイルに転換するととも
に︑〝ごみを出さない環境づくり〟
を進めるため︑循環型社会の実現
と良好な水環境の保全を目標とし
た﹁一般廃棄物処理基本計画﹂を
平成 年２月に策定しています︒
また︑一般廃棄物の大半を占める
容器包装廃棄物を分別収集し︑３
Ｒ︵リデュース・リユース・リサ
イクル︶を推進し︑最終処分量の
削減を図る目的で︑町民・事業者
・行政それぞれの役割や︑すべて
の関係者が一体となって取り組む
べき方針を示した﹁第９期枝幸町

（９）

29

近年︑天然資源の消費を抑制し︑
環境への負荷ができるだけ低減さ
れる﹁循環型社会﹂を形成するこ
とを目指した社会的な取組が活発
化しています︒循環資源について︑
発生抑制︑再利用︑再生利用の推
進を中核として︑﹁循環型社会形
成推進基本法﹂に基づき当町も資
源回収等を行っているが十分では
ありません︒
今︑最大のテーマはマイクロプ
ラスチックによる海洋生物に与え
る悪影響を最小限に抑えることで
す︒海洋生物のマイクロプラスチ
ック汚染が広がることが懸念され︑
20 45
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問

分別収集計画﹂を策定し︑循環型
社会の形成を促進しています︒
本計画の具体的な取り組みとし
ては︑資源ごみ分別排出の徹底︑
環境教育・学習の充実や︑過剰包
装の抑制︑マイバックの普及啓発︑
転入者を対象にした分別排出の徹
底を重点方策として掲げ推進する
こととしています︒
いう原因としては︑汚れているた
また︑当町の恵まれた自然環境 め一般廃棄物として処理されてい
や資源を守り続け︑活かしながら るということが考えられます︒こ
心の豊かさとともに次世代へ引き の対策としてはより一層リサイク
継いで行く事は︑私たちの責任で ルに向けて町民の皆さんに資源ご
あると考えています︒そのため︑ みとしての活用をお願いしていき
本年度中に﹁枝幸町環境基本条例﹂ たい︒
を制定し︑令和２年度には﹁枝幸 Ｑ ニュー幸林︑グリーンパーク︑
町環境基本計画﹂を策定したうえ 給食センターそれぞれの食べ残し
で︑具体的な取組を進めたいと考 のごみ︑その量は把握しているの
えています︒
か︒そのごみはどのように処理さ
れているのか︒

再

Ａ 今のところは想定していませ
んが︑令和２年度に向けて﹁枝幸
町環境基本計画﹂を策定するなか
で検討していきたいと思います︒
それに合わせて商工会との連携を
取りながら順次進めていきたい︒
︵町民課長︶

て︑生ごみで処理しています︒
バンク的な活動が都会では行われ
︵教育次長︶ ているが枝幸町でそのような活動
Ｑ もったいない教育を学校現場 を促すようなことができないか︑
で今どのように行っているのか︒ そして最終的には﹁子ども食堂﹂
Ａ 食育の教育の中に残さず食べ のような組織を作ることが必要で
るということは必要だと思います︒ はないかと思うので︑そのへんの
総合的教育の時間︑道徳の時間の ことを答弁いただきたい︒
中で随時そういった教育はされて
いると思います︒好き嫌いが克服
できるような食育に努めたいと思
います︒

︵教育長︶

Ｑ 将来的に︑残ったものを回収
して無償で提供するようなフード

保

喜

幸

議員

集中していくとのことで︑﹁第２
期まち・ひと・しごと創生総合戦
略﹂が示されようとしています︒
当町はホタテ漁業を中心とした
漁業の好調に伴い︑水産加工業の
安定︑サービス業なども含め︑全
体に好影響が及んでいると考えま
す︒また︑税収の増加等好環境に

徳

若者世代の定住促進対策に
ついて

Ａ ニュー幸林︑グリーンパーク
ペットボトルの回収が他町村よ の食べ残しの量は把握していませ
当町においても少子高齢化が進
りもちょっと悪いという数字が出 ん︒食べ残しについてはそのまま む中で︑人口減少︑生産世代の減
ているので︑ペットボトルに関し 事業系の廃棄物として処理してい 少を少しでも鈍化させることが喫
てどのような回収の方策を取って ます︒
緊の問題として考えなければなら
いて︑どのような対策を取るのか︒
︵まちづくり推進課長︶ ないと認識しています︒
Ａ 給食については小中学校で年
執行方針において︑重点施策と
町民課長答弁
間平均１７５人前が食べ残しです︒ して地域の担い手確保︑人口減少
残った給食については脱水を行っ の克服に向けた効果の高い施策を
ペットボトルの回収率が低いと

（10）

答

弁

なっています︒今後も︑基幹産業
として︑町の生命線としての維持
発展を官民挙げて進めていく必要
があると考えます︒そのためにも
元気で意欲のある若者が求められ
ています︒
このような状況の中︑現在の公
営住宅は低所得者向けのみであり︑
高所得者であるホタテ船の従事者
は入居申し込みができません︒そ
こで︑高所得でも入居可能な公営
住宅の建設をできないものか︒
公営住宅には︑特定公共賃貸住
宅というものがあるようです︒特
に若者が将来の伴侶を見つけ結婚
し︑新居を設けるとき︑そのよう
な住宅があることで︑安心して新
生活を始められます︒
この町で新居を構え︑定住し安
心して子供を設けていただくこと
が将来の街づくりにおいても︑担
い手の確保︑少子化対策に重要な
ことと考えます︒
支援するためにも重要な施策で
はないかと思いますが町長の所信
を伺います︒

長

質

問

定された﹃住生活基本計画﹄﹃公
営住宅等長寿命化計画﹄に基づき︑
住環境の整備を行っています︒﹁
特定公共賃貸住宅﹂は︑枝幸地区
に２戸︑歌登地区に 戸を有して
おり︑現在歌登地区で５戸が空い
ている状況です︒
高齢化の進行や人口の減少など︑
社会情勢の変化により多様化する
住宅ニーズが求められてはいます
が︑新たな建設は厳しい状況にあ
ります︒しかし︑既存の公営住宅
から﹁特定公共賃貸住宅﹂への転
用が可能になっていますので︑公
営住宅本来の趣旨を逸脱しない範
囲で︑有効活用に向けて検討した
いと考えています︒
移住・定住促進対策については︑
重要な課題ですので︑今後の施策
推進に向けての検討など︑安心し
て暮らしていくための適切な住環
境の整備に努めます︒

再

40

﹁特定公共賃貸住宅﹂の新規建
設が厳しいということなら既存の
住宅を改修して︑転用することが
現実的に可能なのかお聞きしたい︒
水産業は枝幸町の生命線であり︑

水揚げ量を維持していくためにも︑ 心地なのかわからない状態で不満
若者が求められる︒移住︑定住政 です︒街づくりを指導する立場の
策を本気で考えているかお聞きし 者は︑考える責任があると思いま
たい︒
す︒行政は住民と共にこの問題を
考えるべきです︒
町 長 再 答 弁
今後は特色ある観光地づくりを
地域の担い手確保については重 目指す上で三笠山エリアを中心に
く受け止めており︑定住対策は喫 考えているようですが︑中心市街
緊の課題と考えています︒
地に人々を呼び込むことも重要と
既存の住宅を改修して﹁特定公 考えます︒
共賃貸住宅﹂に変更することにつ
将来に向けて町民が誇りを持て
いては︑次年度の予算に反映して る街並みを残していけることが︑
いけるよう検討していきたい︒
我々の責任であり知恵を出すとき
Ｑ 若者定住支援として︑家賃の ではないかと思います︒
中心市街地の再整備の一環とし
助成を考えていけるか︒
て本町の水道課に隣接する旧商業

Ａ 住宅問題だけでなく︑色々な
観点から考えていかなければなら
ないと考えています︒

︵町長︶

誇りの持てる街づ
くりに向けて

枝幸町の市街地は目的により比
較的整備された街並みでした︒し
かし現在はどうでしょうか︒大型
商業施設も分散し︑かつて商店街
だった通りも閑散とし︑どこが中
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町

公営住宅等の整備は︑昨年に策

再開発が望まれる街並
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長

答

弁

施設の土地を町が取得することを
検討できないか︒中心地に比較的
大きな土地を持つことで︑今後町
民のために魅力ある街並みづくり
や観光に有効な方策を考えていけ
るのではないかと思います︒
将来の中心市街地整備のために
取得しておくべきと考えますが所
信を伺います︒

町
市街地には都市計画法に基づい
た都市計画の指定がされており︑
都市施設の配置・整備について︑
将来の目指す姿をまとめ︑枝幸ら
しいまちを形成するため﹃枝幸町
都市計画マスタープラン﹄を作成
し令和３年度には目標年次を迎え
ます︒このことから︑今年度より
２ケ年で︑まちの現況・課題の分
析︑全体構想や施策など︑あらゆ
る角度から検証し︑市街地の空間
づくりについての考えを示すこと
としています︒
流れの中で︑示される市街地の
在り方を踏まえ︑全体の土地利用
計画を検討することは︑今後の街
づくりの観点から︑重要であると
考えていますが︑ご質問の土地に

関しては︑現時点で明確な利用目
的が定まっていないため︑購入す

第２回臨時会

る予定はありません︒
５月 日に開会︑承認案件
９件︑議決案件３件を審議し
再
質
問
ました︒
年齢を問わず︑人々が集える場
所が必要と考えます︒大きなまち
承認案件︵専決処分︶
づくりの展望で︑今後考えていけ
専決処分とは議会を招集する時
ないか︒
※
間的余裕がないと認めるとき︑町
町 長 再 答 弁
長の判断で議会の議決前に処理を
過去には検討したことがあった することです︒
︻３月 日処分︼
が︑財政状況から考えても︑将来
に向け利用目的が無ければ難しい︒ ◆枝幸町税条例の一部改正
◆枝幸町都市計画税条例の一部改
正
◆枝幸町国民健康保険税条例の一
部改正
◆枝幸町介護保険条例の一部改正
◆平成 年度一般会計補正予算
︵第６号︶
２２０２万６千円増
◆平成 年度国民健康保険事業特
別会計補正予算︵第５号︶
４３８２万７千円減
◆平成 年度介護保険事業特別会
計補正予算︵第５号︶
２９０１万１千円減
年度港湾整備事業特別会
◆平成

31

30

30

30

30
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議 会 を 傍 聴 しませんか

議会はどなたでも傍聴することができ
ます。
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。

29

案

件

計補正予算︵第２号︶
１万４千円増
◆平成 年度簡易水道事業特別会
計補正予算︵第３号︶
２５８万７千円減
︵承認︶

決

◆工事請負契約
︻枝幸バスターミナル改修︵２期︶
建築主体工事︼
高橋建設株式会社
９８６１万５千円
︻公営住宅北栄団地５号棟建設建
築主体工事︼
株式会社長谷川工務店
７８１０万円
◆公有財産の取得
︻塵芥車購入︼
安田自動車株式会社
１６６４万５０２９円
︵全会一致で可決︶

議

30
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第３回臨時会
12

決

案

件

７月 日に開会︑議決案件
件を審議しました︒

議

◆枝幸町南宗谷ゴルフ場条例の一
部改正
◆枝幸町中央コミュニティセンタ
ー条例の一部改正
◆枝幸町文化会館条例の一部改正
◆枝幸町屋外体育施設条例の一部
改正
◆枝幸町屋内体育施設条例の一部
改正
◆枝幸町Ｂ＆Ｇ海洋センター条例
の一部改正
◆枝幸町三笠山スキー場条例の一
部改正
◆枝幸町国民健康保険病院使用料
等条例の一部改正
◆令和元年度一般会計補正予算
︵第２号︶
４３１５万円増
︵全件原案可決︶

議会改革特別委員会
◆第１回︵４月 日開催︶
◆第２回︵５月 日開催︶
これまでの協議事項︑今後の取
り組み及びスケジュール等につい
て協議しました︒

まちづくり等調査特別委員会

◆第３回︵４月 日開催︶
枝幸町地域公共交通網形成計画
︵素案︶について
第２期枝幸町まち・ひと・しご
と創生総合戦略の策定について
◆第４回︵６月 日開催︶
枝幸町まち・ひと・しごと創生
総合戦略の進捗状況と効果検証に
ついて

令和元年６月６日開催

総務文教常任委員会
主な内容

●消費税引き上げに伴う公共料金
の対応
︵総務課︶
消費税引き上げに伴う町の対応
方針は︑公共料金等の税負担の適
正な転嫁を基本とし︑行財政改革
大綱前期実施計画に掲げられてい
る受益者負担の原則を含め︑各種
使用料・手数料等の料金改定を行
う︒
●ふるさと未来応援寄附の実績等

︵まちづくり推進課︶
平成 年度の寄附総額は︑２万
４７６７件︑３億４７２０万２千
円︑﹁金額別寄附状況﹂は２万円
未満が ％を超えており︑﹁月別
寄附状況﹂では︑例年同様９月か
ら年末に向かって増加する傾向で
ある︒﹁返礼品の希望状況﹂は︑
ホタテ玉冷︑毛ガニ︑海産物缶詰
・瓶詰︑海産物セットなどの希望
が多い︒
地方税法の改正で︑ふるさと納
税制度の運用基準が明文化され︑
地方税法では︑返礼割合を３割以
下︑地場産品とすることとされた︒
また︑地方税法の改正とともに告
示がなされ︑特に﹁ふるさと納税
募集に要する経費を５割以下とす
ること︒﹂が新たに示された︒当
町においては約 ％となっており︑
６月１日までの是正が必要なこと
から︑５月８日に急遽︑返礼品事
業者説明会を開催し︑設定寄附額
の修正をお願いしたほか︑各経費
の見直しを行っている︒
●保養施設・南宗谷ゴルフ場の運
営状況

３月

︵まちづくり推進課︶
日現在の従業員は︑社員

（13）
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12

20

30

80

31

22
◆枝幸町保養施設条例の一部改正
◆枝幸町行政財産使用料条例の一
部改正
◆枝幸町公共育成牧場条例の一部
改正
◆枝幸町漁船保全修理施設管理条
例の一部改正
◆枝幸町水産物鮮度保持・加工処
理施設条例の一部改正
◆枝幸町商工センター条例の一部
改正
◆枝幸町道路占用料徴収条例の一
部改正
◆枝幸町普通河川管理条例の一部
改正
◆枝幸町都市公園条例の一部改正
◆枝幸町公園条例の一部改正
◆枝幸町給水条例の一部改正
◆枝幸町公共下水道条例の一部改
正
◆枝幸町個別排水処理施設条例の
一部改正
31 12
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名︑パートタイム 名の計 名︒
施設の収益向上を目的に︑各施
設支配人︑料理長等による﹁営業
戦略会議﹂を開催し︑現状分析と
営業推進の検討を行うとともに︑
社外委員による﹁経営会議﹂の意
見などをサービス等の見直しの参
考としている︒
ホテルニュー幸林の売上状況は︑
宿泊料が対前年度８５２万１千円
のマイナス︑食事収入は対前年度
６０２万５千円のプラス︑売上高
計では︑対前年度４４１万７千円
のマイナスで︑宿泊料の減をレス
トラン売り上げの増加分でカバー
している︒
うたのぼりグリーンパークホテ
ルの売上状況は︑宿泊料が対前年
度 万円のマイナス︑食事収入が
対前年度２１６万３千円のマイナ
ス︑売上高計において︑対前年度
１９４万９千円のマイナスとなっ
ている︒
南宗谷ゴルフ場は︑ 月 日に
クローズし︑売上高計が対前年度
万２千円のプラスとなった︒
平成 年度の決算は︑会社全体
の営業利益は︑マイナス７７１８
万円︑指定管理料を含めた営業利
45

11

82

11

益は︑マイナス１２１４万６千円
となっている︒

クラブハウス
南宗谷ＣＣ

●枝幸ブランド推進本部の取組み
︵まちづくり推進課︶
枝幸ブランド推進本部は︑これ
までの行政・観光協会の機能を再
編し︑より専門性をもたせた活動
ができるよう設置され︑専門員の
アドバイス等により︑特産品をは
じめ︑自然や歴史など﹁オホーツ
ク枝幸﹂ならではの魅力を全国︵
全世界︶に発信していく取り組み
を行うこととしている︒
また︑観光関連の取り組みでは︑
昨年より稚内開発建設部と南宗谷
の歴史や観光を主軸とした取り組
みを行っており︑単に観光振興だ

けではなく道路や港のインフラ整
備にもつながるため︑引き続き関
係機関との連携を図っていくこと
としている︒
●歌登歯科診療所の無償貸付及び
診療用設備機器等の更新
︵歌登総合支所︶
現在の歌登歯科診療所は︑三浦
佐和子氏が平成 年４月１日に着
任し診療を開始している︒
次期の契約に先立ち︑平成 年
月に町長と三浦医師が協議し︑
双方の合意に基づき無償貸付契約
を更新し︑﹁貸付期間は三浦医師
が希望する 年間とし︑覚書で定
めて５年ごとの更新とすること﹂
﹁建物に付帯する設備については
枝幸町が整備を行うこと﹂﹁医療
設備機器の更新については三浦医
師が行い︑三浦医師の所有物とす
ること﹂としている︒
●風烈布小学校の耐震化
︵教育委員会事務局︶
教育委員会では説明会を２回開
催︑風烈布自治会・風烈布小学校
ＰＴＡの意見・要望を伺った︒説
明会では﹁地域振興のためにも学
校は存続させていきたい﹂﹁耐震
化工事は︑現存の校舎を改修する

10

31

耐震工事が始まる風烈布小学校

方向で考えていただきたい﹂﹁平
成 年度中に他地区の学校は耐震
化工事が完了するが︑風烈布地区
も計画通り進めていただきたい﹂
との意見・要望が出された︒
地域の意見を尊重し︑令和元年
度に実施設計︑２年度に工事を実
施するとの結論になった︒なお︑
実施設計については︑平成 年度
当初予算で計上しており︑今後発
注を予定している︒
●指定管理施設に係る使用料等
︵教育委員会事務局︶
消費税率が今年 月１日に８％
から ％へ引き上げられる予定と
なっており︑社会教育グループが
所管する施設の使用料及び指定管

31
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理者に収受させる利用料金の上限 しかし近年︑火葬業務は年々高齢
額等の見直しを行う︒
化により増加傾向にあり︑また多
見直しを行う施設は︑社会体育 様化する葬儀に対応したサービス
施設の﹁総合体育館︵研修施設・ 提供が求められています︒
プールを含む︶﹂﹁カモメアリー
墓園は︑新規貸付の重要が減少
ナ﹂﹁町営多目的グラウンド﹂﹁ し︑改葬による使用返還が増加す
町営枝幸球場﹂﹁三笠山スキー場﹂ る背景から︑利用者ニーズに対応
﹁歌登屋内グラウンド﹂﹁町営歌 した管理運営ができる制度への移
登サブ球場﹂﹁Ｂ＆Ｇ海洋センタ 行が必要であり︑住民サービスの
ー﹂︑社会教育施設の﹁枝幸町中 向上やコストの削減を図ることを
央コミュニティセンター﹂﹁歌登 目的として︑令和２年４月１日よ
文化会館﹂で︑改定の適用日は消 り指定管理者制度を導入する︒
費税率引き上げの適用日と同日と ●プレミアム付商品券事業
している︒
︵水産商工課︶
●その他２件
令和元年 月１日より︑消費税
担当課より説明を受け審議︒
並びに地方消費税率の引き上げが
予定されており︑引き上げに伴う
低所得者・子育て世帯の消費に与
産業厚生常任委員会
える経済的影響の緩和と︑地域に
おける消費を喚起・下支えするた
令和元年６月７日開催
め︑住民税非課税世帯及び子育て
世帯を対象に︑国による財政支援
主な内容
の下︑プレミアム付商品券事業を
●やすらぎ聖苑・枝幸墓園の管理 行う︒
運営に係る指定管理
●その他７件
︵町民課︶
担当課より説明を受け審議︒
現在︑火葬場及び墓園の管理運
営業務については︑業務の一部を
一体的に町内業者に委託している︒

研

修

報

告

宗谷管内町村議会議員研修会

︵６月４日開催

利尻富士町︶

（15）

性化を図ること﹂そして︑﹁女性
・若手議員を増やして住民に議会
へ関心を持ってもらうことが︑な
り手不足の解消につながる﹂とし
て議会とは何か︑議員の仕事はど
ういうものかを知ってもらうこと
が大事だと講話を頂きました︒と
ても勉強になる研修内容でした︒
その後︑島を一周しながら消防
署や空港などの視察研修を行い︑
研修会終了後の交流会では各町村
の議員同士が意見交換をして親睦
を深めました︒

利尻富士

６月４日︑利尻富士町で管内町
村議会議員研修会が開催され︑管
内から約１００人の議会議員が参
加されました︒
研修会では北海道町村議会議長
会の村川事務局長が﹁町村議会の
課題と議会の活性化﹂と題し講演
されました︒
内容は主に︑議員のなり手不足
に関する話題を取り上げ︑村川事
務局長はこの中で︑﹁議員報酬や
定数の在り方︒一般質問と質疑・
討論をしっかりと行い︑議会の活

議員研修会
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10

30

25

︵６月

日開催

札幌市︶

﹁地方は変われるか〜議会はどう
変われるか︑自治体をどう変える
か〜﹂と題し︑日本は﹁東京国﹂
と﹁地方国﹂に分かれていて︑そ
の双方がＷＩＮＷＩＮの関係にな
ることがこれからの課題であると
いう考え方︒人口が増えれば幸せ
になるという考えを変えなければ
いけない︒強い国の時代と豊かな
国の時代を経て︑楽しい国が作れ
るよう努力をするべきという考え
を示されました︒
両氏の講演とも大変興味深い内
容で︑今後の議員活動に大いに役
立てたいと思います︒
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北海道町村議会議員研修会
６月 日札幌コンベンションセ
ンターにおいて︑北海道町村議会
議員研修会が開催されました︒政
治評論家有馬晴海氏と中央大学名
誉教授佐々木信夫氏による各々１
時間 分の講演を受講しました︒
政治評論家有馬晴海氏は﹁どう
なる？今後の日本政治﹂と題し︑
現在の安倍政権について︑今後の
国政選挙についてなど︑特に憲法
改正の問題︑年金問題について述
べられました︒日本の問題は大き
く三点︒１．少子高齢化 ２．財
源不足 ３．資源が無い事 この
三つの問題を解決するためにどう
したらよいか︒い
ろんなアイデアを
出さなければいけ
ないが︑ヒントは
そのへんに転がっ
ているのだという
ことを強調されま
した︒
中央大学名誉教
授佐々木信夫氏は
北海道町村議会議員研修会
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議会を生中継しています

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９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。

編 集 後 記

初夏の温かい日差しが恋し
い中︑令和元年の初議会が開
催されました︒
この度の議会会期中︑議事
堂天井付近から鳥が餌を啄む
ようなチュン・チュンという
鳴き声が幾度となく聞えてき
た︒丁度︑役場本庁舎耐震化
・大規模改修建築主体工事・
大規模改修機械設備工事・大
規模改修電気設備工事の工事
請負契約について審議中であ
り︑鳥の種類は分からないが︑
老朽化した庁舎の天井の片隅
に巣をつくり︑一生懸命に餌
を運び︑子育てをしている様
子を想像して︑ふっと心が和
むと共に︑改修後は巣を作る
場所が無くなり子育てが出来
なくなるだろうとの思いがよ
ぎり複雑な気持ちになったの
は私だけだろうか︒
いつも︻議会だより︼をご
覧いただきありがとうござい
ます︒至らないところもあり
ましたが無事に編集を終える
ことができました︒ご意見等
ございましたらお寄せくださ
い︒次号も温かく見守ってい
ただけると嬉しく思います︒
︵長 岡︶
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