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長崎県平戸市とのいきいき交流を楽しむ生徒たち

● 第３回定例会 ……………… ２Ｐ〜
● 一般質問 …………………… ４Ｐ〜

発

行

枝幸町議会

● 決算審査特別委員会 ……… 12Ｐ〜

編

集

議会広報編集委員会

● 常任委員会／編集後記 …… 18Ｐ

住所：〒098ｰ5892 枝 幸 郡 枝 幸 町 本 町 9 1 6
TEL 0163ｰ62ｰ3053 FAX 0163ｰ62ｰ1305

第３回

議 会 定 例 会

平成 年度各会計決算を認定！

会

期 ９月

49

７月に︑帯広川西農業協同組合
と連携して︑就農の取り次ぎを行
い︑帯広の夫妻が当町へ営農の拠
点を移しており︑新天地で経営規
模拡大の夢を実現させ︑新たな就
農のモデルとなるよう今後に期待
します︒
８月 日︑枝幸町農業推進連絡
協議会の主催による﹁就農者誘致
促進セミナー﹂が︑約１６０名の
参加により開催されました︒本セ
ミナーの参加をきっかけに︑担い
手確保に今後も期待します︒
牧草の収穫状況は︑一番草は︑
雨不足による干ばつにより︑収量

農業の状況

枝幸町の普通交付税決定額は
億４３４３万５千円であり︑昨年
度と比較し２１０６万５千円の減
額となっています︒

普通交付税

日の４日間

13

令和元年度

日〜

︻事務・事業の効果を検証︼

10

第３回定例会が９月 日から 日まで４日間の日程で開催されました︒第２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した︒一般質問では３議員
が４項目について町長及び教育長に質問しました︒同意案件１件・単行議案２件・条例案件４件・補正予
算案件４件・認定案件 件・報告案件２件︒決算認定 件は決算審査特別委員会を設置し︑本会議を休会
し審査︒各議案を原案どおり可決︑認定し︑会期を１日残して閉会しました︒

行政報告
町民交通安全の集い

10

会のうちに終了し︑交通安全に対 早食い競争︑歌謡ショーなどのほ
する更なる意識の高揚を図ること か︑初の試みとして﹁えさしクル
ージング﹂が実施されました︒
ができました︒
また︑﹁夢想漣えさし﹂の豪快
今後も︑交通事故死ゼロが続く
よう︑関係機関等との連携により︑ な演舞が披露され︑大いに盛り上
交通安全への取り組みを推進しま がり︑両日の来場者は延べ２万人
となり︑﹁オホーツク枝幸﹂の魅
す︒
力を全国に発信できました︒
第 回枝幸かにまつり
また︑期間中は︑当町の友好都
市﹁福岡県うきは市﹂からの訪問
団８名を迎え︑フルーツなど特産
品販売を行うとともに︑町内視察
や歓談を通して︑充実した交流が
できました︒

13

枝幸かにまつりが︑７月６日・
７日の両日︑開催されました︒
前夜祭では︑一輪車や音楽愛好
団体による町民ステージなどが︑
本祭では︑漁船パレード︑毛がに

21

30

交通事故死ゼロ１０００日達成
﹁町民交通安全の集い﹂を７月１
日に中央コミュニティセンターで
開催しました︒
式典では︑関係団体などへの表
彰状︑感謝状の贈呈等を行い︑ま
た︑北海道警察音楽隊・カラーガ
ード隊による演奏会は︑多くの町
民の方々から大変好評を得て︑盛

51
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教育行政報告

24

調査・分析を進めます︒

島の館

﹁次世代に誇れる地域づくり﹂
の施設見学会・意見交換会

の広域的な共有﹂をさらに推進す
るため︑できることから緩やかな
連携を進めていく方向で共通認識
が図られました︒

枝幸町内小学校マラソン大会

９月４日︑枝幸町内小学校マラ
ソン大会が開催されました︒町内
全校の小学生が一堂に会し︑スポ
ーツを通じて心身の健全な育成を
図るとともに︑交流・親睦を図る
ことを目的としているものです︒

大学生フレンドシップ事業

９月４日から２日間︑﹁大学生
フレンドシップ事業﹂を行いまし
た︒
この事業は︑﹁北海道教育大学
旭川校﹂の協力で毎年実施してお
り︑今年度は︑ 名の大学生に参
加していただき︑小学校８校︑中
学校３校で事業を行いました︒

（３）

は平年の８割程度であったものの
質の低下は見られず︑４日ほど早
く収穫作業を終えております︒
二番草は︑順調な生育で収穫も
始まっており︑今後も天候に左右 いきいき交流事業
されることなく︑順調に作業が進
み︑良質な飼料が確保されること
８月７日から 日の日程で︑長
を願っています︒
崎県平戸市との地域間交流を実施
生乳生産量は︑管内の多くが前 しました︒
年を割り込む中︑７月末１万９６
今年度は︑枝幸南中学校の生徒
７８トンと前年対比３・７％の増 ６名と引率の事務局職員２名︑合
量となっています︒
計８名の訪問団を派遣しました︒
８月９日は﹁平和学習会﹂に参
加し︑原爆投下時刻にあわせ黙祷
林業の状況
を捧げるともに︑平戸市の中学生
９月 日に小学生を対象とした とのホームステイ交流など貴重な
﹁森を知る体験学習﹂︑ 月５日 経験を積み無事に帰町しました︒
には﹁町民植樹祭﹂が緑化推進協
議会の主催で開催される予定です︒ 目梨泊遺跡学術発掘調査
16

生月町博物館

８月 日︑稚内開発建設部の主
催で﹁オホーツクミュージアムえ
さし﹂を会場に︑﹁次世代に誇れ
る地域づくり﹂をテーマに施設見
学会と意見交換会が開催されまし
た︒
意見交換会では﹁地域資源の相
互活用﹂や﹁郷土が誇る文教財産

18

敬老会

70

10

敬老祝賀会が９月８日から各地
区等で開催されています︒
当町における 歳以上の方は︑
２０６３人︵８月末現在︶で︑人
口対比 ・ ％︑１００歳を超え
る方も６名います︒
45

12

８月 日から 日の日程で︑目
梨泊遺跡学術発掘調査を実施しま
した︒
本年度は︑昨年の調査により東
北以北では類例のない﹁金銅装直
刀﹂が見つかった地点とその周辺
をさらに調査し︑多数の土器や石
器とともに︑﹁刀﹂の付属品とみ
られる金具が出土しました︒今後︑

22

25

25
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一 般 質 問

第３回定例会において３名の議員が登壇、４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。

口

洋

長

郎

答

議員

弁

認知症発症の要因の一つとして
難聴が影響しているとの研究発表
があったところですが︑﹁難聴が
危険因子であるとの認識は︑まだ
新しく研究の初期段階である﹂と
の見方もされています︒
しかし︑補聴器が認知症予防に
効果があるとの研究成果が確立さ
れた場合には︑高齢者の難聴支援
にも積極的に取り組まなければな
らないと考えています︒
次に助成制度についてでありま
すが︑当町では﹁障害者総合支援
法﹂による補装具購入費用の助成
制度に基づき︑難聴者支援を実施
しています︒

町

始めています︒高齢者が元気に自
立生活を送るためにも︑また︑認
知症抑制のためにも当町としても
補聴器の購入助成を行うべきだと
思いますが町長の所見を伺います︒

野

補聴器に対する町独自の助成を

高齢者の社会参加や自立生活を
送る上で障害となるものに難聴の
問題があります︒現段階で︑加齢
性難聴を治療する方法はありませ
んから︑耳の聞こえが悪くなった
場合︑補聴器を装着する必要があ
ります︒しかし︑補聴器が高額な
ため︑耳の聞こえが悪くなったと
いう自覚がありながら︑放ってお
き︑さらに聴力が低下するという
ことが考えられます︒
今問題になっているのは︑難聴
の放置が認知症の原因になるとい
うことです︒
現在︑障害者総合支援法に基づ
く補装具費支給制度の対象は︑障
害者手帳を交付された重度・高度
の難聴に限定されています︒その
実績を見ると非常に数が少なく︑
必要な人に必要な支援が行われて
いるのかと疑問に思います︒
今︑中等度難聴者に対する補聴
器の購入助成を行う自治体が増え

また︑この制度は︑高度難聴以
上の方が対象となっていますので︑
まずは︑専門医の診断を受け︑該
当される方は︑この制度を利用し
ていただくよう︑改めて制度や相
談窓口の周知に努めていきます︒
独自の助成制度ですが︑近年︑
道内の市町村でも軽度・中等度の
難聴者に対する補聴器購入の助成
制度が増加しています︒
しかし︑そのほとんどが 歳未
満の児童に対するものであり︑難
聴による言語の発達遅延を予防す
る観点から︑北海道においても地
域づくり総合交付金により︑市町
村の助成制度を支援しています︒
高齢者に対する制度も全国的に

18

（４）

質

問

はありますが︑まだまだ少数であ
り助成金額も３万円程度が大半と
なっています︒
そのような中︑国に対し︑高齢
者の軽度・中等度難聴者支援制度
創設の要望が増えていて︑厚生労
働省も﹁補聴器による認知予防に
対する効果・検証の研究を推進す
る﹂としています︒
今後は︑国や道︑他自治体の動
向をよく見極めたうえで︑町とし
ての独自支援についても検討して
いきます︒

再

弁

16

パトロールや︑枝幸町通学路安全
推進会議が主体となって通学路の
合同点検︑関係機関などの情報提
供によって把握し︑適切な対応に
努めています︒
現在は︑﹁常磐町線と三笠町線
との交差点﹂から﹁北幸公園﹂へ
渡る横断歩道と︑﹁枝幸保育所﹂
と﹁にじの森﹂をつなぐ横断歩道
の設置を枝幸警察署へ要望してい
て︑ 月を目途に北海道警察旭川
方面本部の現地調査を経て︑年内
には設置の可否が決定されること
になっています︒
学校施設の周辺を対象区域とし

11

Ｑ 枝幸の町に耳鼻咽喉科が無い
ため︑手続きがなかなか大変だ︒
補聴器のためのケアを町として考
えられないか︒
Ａ 現状として︑年１回名寄吉田
病院の耳鼻咽喉科の健診をしてい
る︒私見ですが︑国が制度を変え
て介護保険制度で︑補装具の助成
をするのが︑要望事業でも使える
ので︑高齢者には一番いいのかな
と思う︒いろんなところでそうい
う要望を出してもらえれば私の方
では逆にありがたい︒
︵保健福祉課長︶

当町の交通安全対
策及び交通安全施
設の見通し

長

答

町長は執行方針で﹁人にやさし
い道路づくりを進め︑安全に通行
できる生活路線の整備に努めます﹂
としています︒当町の生活路線は
本当に安全に通行できるでしょう
か︒危険箇所はないでしょうか︒
また︑それはどこで把握し︑管理
していますか︒
今︑全国的な取り組みとして︑
﹁ゾーン ﹂という安全対策の整
備が進んでいます︒当町としても
学校施設周辺での交通安全対策と
して取り組むべきと思いますが︑
所見を伺います︒
当町にはまだまだ交通危険箇所
があるように思います︒今後新た
に横断歩道や信号機が設置される
予定箇所があればお示しください︒
また︑小中学校での子ども目線の
交通安全マップ︑保育所での散歩
時の計画︑その交通安全マップは
絶対必要と思われます︒悲惨な事
故を未然に防ぐためにも万全の対
策が必要です︒町長及び教育長の
答弁を求めます︒

町

横断歩道の設置が望まれる

町の支給実績を見ると︑国の助
成制度が非常に使いづらいのでは
ないかと思うがどのような認識か︒

45

30

交通の危険箇所については︑枝
幸警察署︑町の交通指導車による

（５）

保健福祉課長答弁

13

枝幸町の身障手帳保持者の中で
今年︑滋賀県で︑乗用車と衝突
難聴者の数は全体で 名︒難聴程 した軽自動車がはずみで散歩中の
度の高度が 名︑重度が 名おり 保育園児童らの列に突っ込み︑園
ますが︑この方々は一度補聴器を 児２人が死亡︑１人が重体︑ 人
買われて使っている方がほとんど︒ が重軽傷を負う悲惨な事故があり
故障で取り替える方はいるが毎年 ました︒この事故は特殊な場所で
買い換えるというわけではない︒ 起こったのではなく︑ごく一般的
な道路で起こったもので︑どこで
も起こりうる事故だと言えます︒
25
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た︑車の速度や通り抜けを抑制す
る﹁ゾーン ﹂での交通安全対策
については︑現在のところ導入す
る予定はありませんが︑町として
は︑枝幸町子ども見守り隊や歌登
地域パトロール隊のボランティア
活動のほか︑新入学時などの交通
安全運動や︑学校と連携した青空
教室を実施していきます︒
今後も枝幸警察署をはじめ︑関
係機関との連携を強化して︑地域
ぐるみで子どもを見守るための取
り組みを推進していきます︒
また︑保育所が行っている散歩
時の計画については︑事前に危険
な箇所を把握し︑保育園児の安全
に配慮した散歩などの園外活動を
行っていきます︒

教 育 長 答 弁

保

喜

幸

議員

65

捗はどうなっているのか︒

らみんなでその情報を共有して安
全確保に努めたい︒
︵町民課参事︶

徳

られており︑当町も例外でないと
考えます︒
当町の運転免許保有者の中で
歳以上の保有者数は本年３月末で
は１４６７人で構成比は ・４％︑
歳以上では５０６人で８・７％
となっています︒
また︑近年の免許証返納者の数
は 年度 件︑ 年度 件︑今年
は８月末で 件となっています︒
地域事情が大きいと思いますが︑
なかなか免許証を返納することが

30

主体となり︑危険のある通学路の

30

持続可能な交通手段の確保と
安心な町づくりについて

Ａ 危険箇所をルートに落として
合同点検を実施しています︒
議員ご質問の﹁ゾーン ﹂の取 いって︑どの先生が見てもわかる
り組みについては︑町長からの答 ようなマップを作成中︒作成した
弁のとおり︑現在のところ導入す
る予定はありませんが︑住民向け
に学区施設周辺を含めた安全運転
について︑周知していきます︒
また︑小・中学校の交通安全マ
ップについては︑２校の小学校で
作成していますが︑学校において︑
児童の下校時に教職員が付き添い︑
当町は非常に広い行政区域を有
危険な箇所や交通ルールについて︑ し︑郡部地域に集落が多くあり︑
実際の現地で指導を行っています 市街地中心部まで ㎞以上ある地
ので︑今後もこれを継続し︑交通 域もあります︒
安全の意識付けを図っていきます︒
現在︑公共交通体系の在り方が
枝幸町地域公共交通活性化協議会
再
質
問
で検討されており︑今後示されよ
横断歩道は年内にできると考え うとしています︒計画︵案︶の中
てよいのか︒
でも町民の足の確保が喫緊の課題
とされています︒また︑先日の議
町民課長答弁
会全員協議会で示された地域間幹
線系統補助金の国及び道の取り扱
いの変更の問題など︑早急に町と
して今後の取り組みを考え直さな
ければならない問題と考えます︒
一方︑全国的に超高齢化が進む
中において︑高齢ドライバー対策
も大きな社会問題として取り上げ
11

30

終わっているのは枝幸町と枝幸
警察署の現地確認だけで︑その後
道警旭川方面本部の現地調査をし
て決定するのが 月を目途にとい
うこと︒その調査を経なければ結
果は出ない状況︒
保育所の交通安全マップの進

Ｑ

27

20

30

学校における交通安全対策です
が︑枝幸警察署並びに交通安全指
導員のご協力を得ながら児童生徒
に対し青空教室をはじめ︑授業の
特別活動などを通じ︑交通ルール
や事故防止に対する意識付けのた
め︑交通安全教育を行っています︒
また︑教育委員会が設置する︑
﹁枝幸町通学路安全推進会議﹂が

32
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配なく︑免許の返納ができるため
にもデマンド交通の導入が早期に
求められるのではと考えますが町
長の所見を伺います︒

町
昨年 月に行政や町民︑交通業
者などの関係者を委員とした﹁枝
幸町地域公共交通活性化協議会﹂
を設置し︑持続可能な公共交通体
系のあり方について検討を進めて
います︒
この協議会では︑﹁地域にとっ
て望ましい公共交通網のすがた﹂
を明らかにする﹁地域公共交通網
形成計画﹂の作成に向けた協議を
行っていただくことが︑大きな役
割となっています︒
また︑地域のニーズや実情に応
じた運行形態や運賃︑新たな交通
体系の導入など︑より具体的な取
り組みについて︑協議いただくこ
とになっています︒
歌登地区で運行している支援交
通は︑旧歌登町で路線バスの廃止
により︑町民の通院や買い物の足
を確保するため︑志美宇丹方面と
本幌別方面の２路線について︑予
約制で利用者宅から歌登バスター

質

問

ミナルまでの行き２便︑帰り３便
を宗谷バス歌登線に接続できる時
間帯で︑業務委託により運行して
います︒
町全体として︑生活を支援する
交通手段については通院や買い物
支援など︑利用者のニーズに応じ
た新たな公共交通体系の一つとし
て︑デマンドタクシーやコミュニ
ティバスの導入は必要であると考
えています︒より具体的な取り組
みにつきましては︑枝幸町地域公
共交通活性化協議会において議論
をいただき︑人口減少や高齢社会
に対応した︑持続可能な公共交通
体系の再構築について︑しっかり
と進めていきます︒

再

歌登地区で︑すでに行われてい
る﹁枝幸町地域生活支援交通運行

実施規則﹂があります︒非常にす
ぐれた規則だと思います︒この規
則を基に﹁全町﹂を含めた交通形
成の参考になり活用できるのでは
ないかと思い質問をさせていただ
きました︒また一部︑業務委託に
なると思いますが︑この生活支援
交通にかかる経費はどのくらいか
かっているのかお聞きします︒

町 長 再 答 弁

この生活支援交通の経費は志美
宇丹方面・本幌別方面︑両地区あ
わせて税込９３０万円程度の経費
がかかっています︒
この制度がとても素晴らしいの
で﹁全町的に﹂と言うお話のよう
ですが枝幸町の交通体系の問題に
ついては合併した時からの課題で
す︒枝幸町の場合は国道から奥地
に住んでいらっしゃる方がバス停
までのアクセスが非常に大変です︒
いろいろ検討していますが﹁全町
的﹂とならないのが実情です︒今
回︑計画を作ってそれから地域の
利用実態に合わせて具体的な形に
まとめて実行していきたいと思い
ます︒

（７）

生活のためにできないものと考え
ます︒今後返納を促進するために
も有効な︑そして安心な生活の足
の確保が求められます︒
枝幸町地域公共交通網形成計画
にもありますが︑デマンド交通の
運用が有効と考えます︒計画の中
では今後の検討となっているよう
ですが︑早期の対応が有効である
ように思います︒
また︑すでに歌登地区において
枝幸町地域生活支援交通として福
祉バスが運行されておりますが︑
今後の計画の参考になると思いま
すので︑現在の運行状況及び利用
状況をお聞きします︒
町民が︑その後の生活の足が心

デマンド交通の運用が待たれる
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12

10

林

正

浩

議員

ライバーが第一当事者だった割合
は ・９％と︑過去 年間で最も
高く︑その主な原因は﹁アクセル
とブレーキを踏み間違えた﹂こと
です︒また警察庁は︑２０１８年
末時点で全国に５３６万人いた高
齢者ドライバーが２０２２年には
１００万人増えて︑６６３万人に
なると推計しています︒
当町では 年度より免許の自主
返納に補助制度を設けましたが︑
実績は 名と残念ながら伸びてい
ません︒なぜなら︑高齢者にとっ
て車の運転は︑買い物や通院など
﹁自立した生活の生命線で移動手
段として不可欠﹂だからです︒
香川県では︑高齢者ドライバー
を対象にＡＳＶ︵対車両・対歩行
者への自動ブレーキに加え︑ペダ
ルの踏み間違いによる急加速を抑
える機能などを備える車︶の購入
費用を補助しています︒さらに東
京都は︑アクセルとブレーキの踏

小

交通事故による犠牲者がいな
くなる社会をめざそう
４月に池袋で 歳のドライバー
により発生した交通事故は︑赤信
号を無視し交差点内の横断歩道に
突っ込むなどして︑母子２人が死
亡︑ドライバーの男性を含む 人
が負傷し︑関係者のみならず多く
の人に強い衝撃と深い悲しみを与
えました︒
近年︑交通事故の発生件数は減
少傾向にあるが︑ 歳以上の高齢
ドライバーによる事故の割合が高
まっています︒道警によると︑道
内で今年１月から７月までに起き
た交通事故のうち︑ 歳以上のド
87
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長
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弁

み間違いなどを防止する装置の購
入費用を補助する考えを明らかに
しました︒他に茨城県や横須賀市
でも同様の補助が行われる予定で
す︒
当町としてＡＳＶやアクセルと
ブレーキの踏み間違いなどを防止
する装置を購入する高齢者に︑な
にがしかの補助をすることにより
将来発生する可能性のある悲惨な
事故を防止する考えがあるのか町
長に伺います︒

町

最近の高齢運転者による交通事

質

問

故を踏まえ︑新たな︑高齢者が運
転できる免許制度の検討や︑安全
運転サポート車の普及促進など︑
高齢者の安全運転を支える対策を
一層加速する方針が︑本年６月国
から示されています︒
町としては︑こうした国段階で
の高齢者に対する安全運転対策を
見極めながら︑高齢運転者の免許
自主返納や︑現在取り組みを進め
ている高齢者の日常生活を支える
交通手段の確保など︑町全体とし
て持続可能な公共交通体系の再構
築とあわせて︑全体的な課題とし
て検討しますのでご理解願います︒

再

ドライバーが︑持続して運転す
るということは︑例えばデマンド
交通や︑公共交通手段というのを
新しく構築するよりも︑経費がか
からないというふうに認識するが︑
町長の認識は︒

町 長 再 答 弁

新たにどんどん増やすとなれば
経費がかかるが︑今まで町がやっ
てきたことをしっかり見直して︑
実情に合った交通手段を提供して

（８）

いかなければと思っている︒今ま
での政策が実態にそぐわない面も
あるので︑見直しをする中で取り
組んでいきたい︒
Ｑ 自分の家族についても免許自
主返納までには大変苦労があった
が︑返納したことで家族は安心し
た︒高齢ドライバーをかかえてい
る家族の皆さんは︑同じような思
いがあると思います︒ですから︑
多少の支出で済むのであれば少し
でも機能の高い車を持つべきだと
考えるし︑もし町としてそれがで
きないのであれば︑道や国に助成
をするべきだというふうに訴える
べきだと思う︒
Ａ 南宗谷はどこも同じような条
件ですので︑そういったところを
取りあえずは道に対してしっかり
施策を講じるよう要望していきた
い︒
︵町長︶

主 な 議 案

同

議

意

決

案

案

件

件

条

報

例

告

案

案

件

件

◆枝幸町印鑑の登録及び証明に関
する条例の一部改正
◆枝幸町立へき地保育所条例の一
部改正
◆表彰条例の規定により次の方々 ◆枝幸特定教育・保育及び特定地
を自治功労者として表彰
域型保育事業の運営の基準等に関
◆歌登桧垣町
する条例の一部改正
妻 鳥 道 明 氏 ◆枝幸町子どものための教育・保
︵教育委員会委員 年以上在職に 育に関する利用者負担を定める条
よる功績︶
例の一部改正
◆歌登西町 森 山 鋭 一 氏
︵全会一致で可決︶
︵保護司 年以上在職による功績︶
令和元年度補正予算
◆問 牧
海老名 公 文 氏
︵交通安全指導員 年以上在職に ◆一般会計︵第３号︶
よる功績︶
１億３７３万６千円増
︵原案同意︶ ◆介護保険事業特別会計︵第１号︶
２２０５万９千円増
◆簡易水道事業特別会計︵第１号︶
◆あらたに生じた土地の確認
５５５万円増
◆枝幸町の町の区域の変更
◆下水道事業会計︵第１号︶
オホーツク枝幸漁港︵山臼地区︶ 資本的収入
１７０万円増
の︑埋立をした土地について確認 資本的支出
１７０万円増
をするとともに︑区域の変更を行
︵全会一致で可決︶
うもの︒

見

書

枝幸町は両比率ともに法に定め
る基準を下回っているとの報告︒
◆寄 附
◎郷土に対して感謝と記念の意を
込めて
遊具施設︵すべり台︶
１式
長大橋の橋名石碑
１式
︽札幌市︾ダイシン設計株式会社
代表取締役 大久保 晃 二 氏
◎一般寄附
現金１００万円
︽苫小牧市︾高 瀬 テル子 氏
︵報告済み︶

意

年度決算認定

第３回定例会に提出された意見
書は次のとおりです︒
意
<見書 >
■林業・木材産業の成長産業化に
向けた施策の充実・強化を求める
意見書
提出者 村 上 守 義
賛成者 遠 山
修
賛成者 小 林 正 浩
審議の結果︑意見書は採択とな
りました︒

平成

詳細は ページをご覧ください︒

（９）

30

12

15

︵全会一致で可決︶

◆平成 年度枝幸町健全化判断比
率及び枝幸町資金不足比率
30

15

25
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︵小林議員︶

Ａ 歌登まちづくり協議会に委託
している交流センターの施設管理
に携わるパート職員の経費︒
︵総合支所長︶
Ｑ 幼児教育・小学校教育接続円
滑化モデル事業の事業内容は︒

Ｑ まちづくり活動事業助成金を
増額した理由と助成金を支給した
団体や個人の活動状況︒助成金の
補助を決定する審査基準は︒
︵長岡議員︶

Ａ 無償化の関係で幼稚園の奨励
補助金は９月末で終了︒要綱につ
いては３月末で廃止する︒
︵教育委員会次長︶
Ｑ 中央コミセンに２６０万円の
工事請負費が計上されているが︑

Ａ 増額したのは︑商工会青年部
第３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
が婚活サポート事業を予定してい
します︒
る︒今までに６件︑スポーツ少年
︵小林議員︶ 団や︑森の音楽隊等に交付してい
Ａ 幼児期において能力開発︑人 る︒審査委員は町の課長等で組織
一般会計補正予算
格の形成等︑大切な時期であり保 している︒幅広い分野での活動を
Ｑ 地域国際交流経費１７０万円 護者と幼児教育の役割は重要であ 期待している︒
るという観点からの道教委の新た
︵まちづくり推進課長︶
増額についての内容は︒
︵小林議員︶ な事業︒小学校に新たに教員を配 Ｑ ヒグマ捕獲報償金が増額され
Ａ ベトナムとの経済団体促進事 置し︑幼稚園︑保育所︑小学校が ているが状況は︒
連携を図り︑スムーズに学校生活
︵野口議員 )
業にかかる経費を計上︒
︵まちづくり推進課長︶ に適用できるように体制作りを整 Ａ 例年に比べてかなり多くの目
撃情報が寄せられている︒情報を
Ｑ 多文化共生推進事業の中で︑ えることを目的とする︒
対象学校は枝幸︑目梨泊︑岡島︑ もとに︑パトロール等を強化して
ベトナムの方を雇用する内容は︒
︵小林議員︶ 枝幸幼稚園︑枝幸保育所の５ケ所︒ いるが今後とも町民の安全確保に
︵教育委員会次長︶ 努めたい︒
Ａ ９月に採用して︑３月までの
︵農林課長︶
７ケ月分の経費を計上︒ビザはこ
Ｑ 子供・子育て支援事業にかか
れから申請し︑嘱託職員として採
わる事業のことで教育委員会が所
用し︑継続していきたい︒
︵まちづくり推進課長︶
管する幼稚園児の奨励費補助金が︑
Ｑ 歌登地域づくり交流事業の増
条例改正に伴い補助金の減額や規
額内容は︒
則の変更につながるのか︒
︵徳保議員︶

Ｑ
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今︑中央コミセンで行われている
工事との関連は︑今行われている
工事は何の工事なのか︒
︵長岡議員︶

Ａ ２６０万円の補正は暖房機の
送風用フィルターの交換工事︑今
行っている工事は過去の暖房工事
施工時の配管の間違いの手直し工
事です︒
︵教育委員会参事︶
Ｑ 昨年︑一昨年とボイラーが寒
いということがあり︑今回調査し
た結果施工に間違いが発見された︒
幸い事故が無く良かったが︑業者
とはどういう折衝をしたのか︒町
民が不利益を被っていたわけだか
ら賠償問題になるのではないか︒
何か所も間違いがあると聞いてい
るが︑そういう業者に仕事を出す
町にも問題が出てこないか︒
︵長岡議員︶

Ａ 暖房効果が低いということで︑
指定管理者を含め調査をした結果︑
配管施工の間違いがあった︒補正
をお願いしているフィルターの目
詰まりも原因というふうに確認し
ている︒全てではなく一部の設備
に適切でない工事が行われていた
ということで︑町から施工の指示

（10）

て報告の場を戴きたいと思います
をしたということではない︒
︵教育委員会参事︶ ので何とぞよろしくお願いしたい
Ａ 今の内容は私としては承知し と思います︒
︵教育長︶
ていない︒現状の内容を把握して
いないので︑今回の経緯と当初の Ｑ 現状はどうなっているのか？
確認事項含めて後ほど報告したい︒ コミセンは人が集まると共に災害
︵建設課長︶ 時の避難場所でもあります︒早急
Ｑ 今後の問題として︑指名業者 に調査の結果を町民に報告してく
は枝幸町の信頼のもとで指名して ださい︒補修工事の状況は︒
︵長岡議員︶
いるわけです︒今後の枝幸町の考
Ａ 平成 年に施工した︑中央コ
えはどうかということです︒
本当に技術力がある会社なのか ミュニティセンター改修工事︑機
の判断が必要であると思いますが︒ 械設備の暖房配管の管の接続に施
︵長岡議員︶ 工ミスがあったことが判明してお
Ａ 不便があったことは承知して ります︒当時の施工業者におねが
おりましたが︑具体的に詳しく内 いし︑パネルヒーターの修繕を
容の報告を受けておりませんので︑ ケ所のうち熱が来ていない ケ所
さかのぼって経過を調べましてそ について︑先月修繕しております︒
のうえで施工業者の対応等を踏ま 残りにつきましても至急点検しま
えて︑事実関係を把握したうえで して︑当時どうしてこのような施
今後の対応について報告させてい 工ミスをしたのかを含め︑議会に
報告させていただきたいと思いま
ただきたい︒
︵町長︶ す︒
︵教育長︶
Ｑ ミスが発覚した以上︑その工
事が欠陥工事なのか手抜き工事な
のかわかりませんが︑不都合を起
こしたのは事実です︒枝幸町との
契約上︑町との信頼関係に問題が
Ａ 中央コミュニティセンターの
暖房配管修繕の件につきましては︑
事実関係の確認に今少し時間を必
要とするため︑今定例会会期中で
の答弁は難しい状況にあります︒
誠に恐縮ですが︑時期を改めまし

でる︒今後おつきあいできる技術
力があるかどうかチェックして議
会に報告してください︒
いろんなイベントで中央コミセ
ンを利用しますが︑途中でマイク
が切れる等︑音響関係が非常に不
安定︒一度調査をして整備をして
いくという考えはないか︒
︵長岡議員︶

Ａ 音響設備をはじめとして各種
設備の老朽化が進んでいる︒文化
活動の拠点施設であるので︑緊急
を要するものについては既存の予
算の中で優先的に対応する︒抜本
的な予算がかかる部分は今後整備
更新計画を立てて年次計画でやら
なければと認識している︒内部で
計画を立てて︑企画財政部門とも
相談しながら進めたいと考えてい
る︒

︵教育長︶
介護保険事業特別会計補正予算

Ｑ 高額介護給付費が増額された
のは︑システムの改良により未申
請の方が申請できるようになった
と理解していいのか︒
︵小林議員︶

Ａ 申請があって初めて発生する
業務であり︑申請者の確認が出来
なかったのが︑システムの改修で
容易に確認できるようになった︒
︵保健福祉課長︶
Ｑ 過去に申請できずに給付され
ない方がいたのか︒

︵小林議員︶

Ａ 不公平感があったのは事実で
あり︑システムの改修により改善
された︒

︵保健福祉課長︶

簡易水道事業特別会計補正予算

Ｑ 毎年漏水調査を実施している
とは思うが︑老朽化している中で
調査していくと漏水箇所が判明し
て直さなければならないが︑その
長期計画があるのか︒
︵遠山議員︶

Ａ 漏水箇所調査は行っています
が︑生活に支障をきたす緊急的箇
所を優先している︒今後︑長期的
な視野にたち優先順序に沿って進
めていきたい︒

︵水道課長︶
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平成３０年度決算
歳入決算額
歳出決算額

16,146,481,790 円
16,483,072,138 円

決算審査特別委員会
９月 12 日〜 13 日
第３回定例会会期中、決算審査特別委員会（委員長：遠山修議員 副委員：小林正浩議員）
が設置され、付託された平成３０年度決算（一般会計・６特別会計・３企業会計の１０会計）
を審議しました。
その後、委員長の報告を付して、本定例会に提出して認定されました。なお各会計の内容は
下表のとおりです。
各会計決算総括表
会

計

区

（単位：円）

分

歳

入

歳

出

差

引

残

額

一般会計

10,767,884,836

10,724,342,611

43,542,225

特別会計

2,442,367,108

2,426,730,300

15,636,808

1,334,679,909

1,332,564,161

2,115,748

後期高齢者医療事業

128,609,732

128,147,753

461,979

介護保険事業

783,357,583

771,149,856

12,207,727

11,272,995

11,271,400

1,595

港湾整備事業

5,861,664

5,763,061

98,603

簡易水道事業

178,585,225

177,834,069

751,156

2,936,229,846

3,331,999,227

△ 395,769,381

175,197,500

220,531,973

△ 45,334,473

収益的収支

175,197,500

156,164,322

19,033,178

資本的収支

0

64,367,651

△ 64,367,651

701,820,087

862,153,937

△ 160,333,850

収益的収支

530,466,207

521,696,459

8,769,748

資本的収支

171,353,880

340,457,478

△ 169,103,598

2,059,212,259

2,249,313,317

△ 190,101,058

収益的収支

2,055,162,259

2,026,775,278

28,386,981

資本的収支

4,050,000

222,538,039

△ 218,488,039

16,146,481,790

16,483,072,138

△ 336,590,348

国民健康保険事業

臨港用地造成事業

企業会計
水道事業

下水道事業

国民健康保険病院事業

合

計

（12）

＆

︿一般会計﹀

決算審査特別委員会での質疑は
次のとおりです︒

Ｑ
全国瞬時警報システム更新事
業の内容は︒
︵野口委員︶
Ｊアラート︵国の緊急情報︶
の機械更新経費です︒
︵総務課長︶
職員研修でコンプライアンス
研修を行ったか︒
︵小林委員︶
年度は研修していない︒今
後は考えていきたい︒
︵総務課長︶
地域振興経費︑これは歌登地
区だけの特別負担金だと思うが考
え方は︒
︵徳保委員︶
合併以前からの事業として行
われてきているもので︑地域で行
われてきたものを尊重してという
流れで来ている︒見直しを求める
意見もあり︑時間とともに整理さ
れていくと思う︒
30

ふるさと納税の広告費を低額
の会社から高額の広告会社にした
理由は︒
︵小林委員︶
取材などを通じて︑信頼がお
ける広告会社であるとして選びま
した︒
︵まちづくり推進課長︶

広報経費が大幅に増額された
理由とその効果は︒
︵小林委員︶
広報えさしの発行については︑
今までは職員が制作していたが︑
プロの製作会社にお願いした︒効
果としては︑職員の超過勤務が減
ったことと内容が充実した︒
︵総務課参事︶

英語版町勢要覧の発行状況は︒
１００Ｗ超過の電気料金が増
︵小林委員︶ 額しているためであり︑今後もＬ
町内各施設に配布している︒ ＥＤ化を推進していきます︒
宿泊施設からの反響が多い︒
︵町民課長︶
︵総務課主幹︶
ラッピングトラックの使用状
況は︒
︵小林委員︶
同名市町村でのイベント等で
浜ゆでの毛ガニや︑ホタテの販売
に活躍している︒札幌政令市での
トラック販売許可も取得し︑幅広
く活用できます︒
︵まちづくり推進課長︶

︵小林委員︶

定住促進事業で移住してきた
方の職業分類は︒
︵小林委員︶
償還支援事業で移住者は︑保
健師︑農業者４名︑漁業者２名︑
医療技術者５名等の 名です︒
︵水産商工課長︶
街灯管理経費について︑ＬＥ
Ｄ化しているのに経費増になった
理由は︒

︵野口委員︶

運転免許自主返納時助成金制
度の成果は︒

ラッピングトラック

町内施設に配布している英語版町勢要覧

Ａ
︵町長︶
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平成 年度において︑４件の
申請があり︑そのうち２名の方が
該当になりました︒
︵保健福祉課長︶
との調査結果があります︒
︵まちづくり推進課長︶
ファミリーサポートセンター
事業の利用実績は︒
︵小林委員︶
会員登録数 名︑援助活動は
預かりが 件︑病院・保育所等へ
の送迎が３５２件となってます︒
︵町民課長︶

標と結果は︒
︵小林委員︶
目標は３００名で２７４名の
方が参加︑その内満点になった方
が１０５名︑カードとして利用し
た方が 名です︒
︵保健福祉課長︶
ペットボトルリサイクル率を
高める方法は︒
︵小林委員︶
広報等を通して分別収集を徹
底していくなかで︑リサイクル率
を高めたい︒
︵町民課長︶
環境衛生事務経費でＨ 年度
まで臨時職員が行っていた業務を︑
Ｈ 年度はどのように行ったか︒
︵小林委員︶
Ｈ 年度には新たに正職員１
名を増︑その中で行いました︒
︵町民課長︶
地場優良特産品奨励事業 決
算額が０円になっているがなぜこ
ういうことになったのか︑また今
後はどのようにするつもりなのか︒
︵野口委員︶
平成 年度以降実績が０の状
態︒原因としてはちょうどその時
期にふるさと納税の返礼品が始ま

った︒今までは新製品を開発する
と奨励品として上がってきたが︑
それがふるさと納税の返礼品とし
て扱うようになったため︑申請が
上がってこなくなった︒今後継続
か廃止か新しい方向性を出すか検
討している最中︒
︵水産商工課長︶
道の駅管理経費について︑道
の駅の町としてのかかわり方につ
いて具体的なことがあれば示して
欲しい︒
︵野口委員︶
将来に向けた町のかかわり方
について︑国の方針としても子育

岡島地区にある道の駅

93

30

27

30

84

76

身体・知的障がい者相談員設
置事業とは︒
︵野口委員︶
身体障がい者と知的障がい者
にそれぞれ１名の相談員を配置し︑
日常生活の中で相談を受ける業務
を行ってます︒
︵保健福祉課長︶
障害者の﹁害﹂の文字を使わ
ないようにしては︒
︵小林委員︶
機会があれば︑国や道に要請
ガン検診の受診率は︒
していきます︒
︵野口委員︶
︵保健福祉課長︶
健康増進計画の中での目標は
高齢者無料バス乗車助成事業
・ ％で︑Ｈ 年度は ・ ％︑
の利用者数は︒
Ｈ 年度は ・６％でした︒
︵小林委員︶
︵保健福祉課長︶
全体の２割が無料パスを利用
健康マイレージ事業の当初目
12

80

30

10

29

11
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て世代への配慮拡充ということで︑
庇のついた駐車帯を設ける︑ 時
間授乳できるようなスペースを設
けるなどの予定がある︒内部的に
も道の駅の活性化対策を協議して
いる最中︒三笠山ゾーンの構想も
含めた全体的な町のかかわりとい
うことで検討し︑しっかりと前に
進めていきたい︒
︵まちづくり推進課長︶
南宗谷ゴルフ場管理経費につ
いて︑通年で支配人を雇用してい
るが︑そのことについてどのよう
に評価しているのか︒
︵小林委員︶
支配人は通年で雇用しており︑
冬期間は次のシーズンの準備をし︑
利用者が増える計画をつくるとい
うのが任務︒ゴルフ人口が減って
いる中である程度は利用者が増え︑
収入も若干増えていることからあ
る程度の評価はしている︒オホー
ツク枝幸全体では赤字になってい
るが︑総体的・全体的に考え利用
者増になるよう頑張っていきたい
と考えている︒
︵まちづくり推進課長︶
オホーツク枝幸株式会社運営
経費について︑保養施設を含むこ
の支出は枝幸町としていつまで持
ちこたえられるものなのか︒１つ
の町で２つの保養施設を経営して
行く事の難しさを感じていると思
うが︑いつまで続けられるのか︑
長期の展望でどのように生かして
いこうと考えているのか︒
︵小林委員︶
ニュー幸林︑グリーンパーク
は大変重要な観光施設だと考えて
いる︒両施設は観光客だけではな
い利用もあり︑町としては欠かす
ことのできない施設︒また︑住民
の福祉ということで言っても重要
な施設だと思っている︒経営の改
善・利用者の増については関係者
とともに検討していきたい︒
︵副町長︶
公営住宅整備事業について歌
登地区光南団地の屋根の塗装の実
績と計画について︒住民とのコミ

ュニケーションは取れているのか︒ 話を聞くが︑計画的に進めている
︵野口委員︶ のか︒
長寿命化計画に基づき計画的
︵小林委員︶
な改修・補修を行っている︒光南
バリアフリー化の工事につい
団地については今年度で予定して ては計画に基づいて町道︑更には
いる︒実施の住宅の対象の判定に 道道を含めてここ数年実施してい
ついては現状を把握して︑住んで る︒関連工事として水道管工事等
いる方にはそういった話をして了 が出てくるが︑それぞれに手戻り
解のもとに進めている︒
が無いように工事を実施している︒
︵建設課長︶ 工事が終わった個所をさらに掘削
土木費道路整備事業に係る件 してという工事の進め方はしてい
で︑栄町の道路バリアフリー化が ない︒先行して水道管の布設替え
進んでいるが︑住民から同じとこ を行い︑その後道路工事が順次行
ろを掘り返しているようだという われている︒管の状況を見るため
の試掘なども行われているのでそ
ういった説明が必要かもしれない︒
︵建設課長︶
教育相談員設置事業について︒
今小中学校で不登校が増えている︒
現在１名の相談員が頑張っておら
れるが︑今後増やす計画はないの
か︒できれば女性の相談員がいれ
ばよいと思うが︒
︵清水委員︶
内部的にはもう１名いればチ
ームで動ける部分もあるので︑今
後配置も含めて内部で検討してい
きたいと考えている︒
︵教育次長︶

工事が進む道道及び町道
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24

教員住宅の件について︑ここ
年教員住宅が建設されたことは
ないと思うが︑かなり老朽化が進
んでいる︒今後建築する計画は無
いのか︒
︵清水委員︶
長寿命化計画を来年度計画し
ている︒その中で︑改築・維持補
修を計画的にできるようにまずは
計画をしたいと考えている︒
︵教育次長︶

老朽化が進んでいる教員住宅

令和元年 11 月 28 日発行
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30

があり︑皆さんに受けていただき
たい制度なので︑今後も助成制度
は推進していきたい︒
︵保健福祉課長︶
この時期アキアジ釣りの釣り
人が入ってきて︑町民とのもめご
とが多発していると聞きます︒そ
ろそろ条例という形で縛って︑ル
ールを厳格化してはどうかという
意見があるがどのような対応を考
えているか︒
︵小林議員︶
港湾管理条例の中にも迷惑行
為をした場合に対する規制という
のは設けていない状態です︒危険
行為に対して悪質な場合は過料を
科するという条例の規定もあるが︑
何らかの規制強化を考えていかな
ければならないのかなと考えてい
る︒

︵水産商工課長︶

︿企業会計﹀

30

69 29

年間有収水量率について︑
年度は ・ ％に対し 年度は
・ ％とかなり下がっているがそ
の理由と︑どのような影響がある
かについて︒給水制限がおきるよ
うなことはないのか︒
︵小林議員︶
使用量よりも排水量が多いと
いうことは︑家庭等で使われてい
る水よりも浄水場から出ていく水
が多いということだが︑主な原因
は︑途中の水道管等から漏水が毎
年増えているということ︒漏水調
査は行っており︑その個所を把握
して︑それが表面に出てきた場合
は早急に復旧している︒老朽化に
より排水量が増えているのは現実︒
今後経営戦略等を立て︑給水制限
等が起こらないよう︑老朽化した
ところの更新に努めたい︒
︵水道課長︶

31

74

96

︿特別会計﹀

75

30

国民健康保険事業基金が 年
度 万１千円積み上げられ１億を
超える基金になったが︑この基金
を︑例えば保険税を引き下げるた
めに使うというような有効に使う
予定が無いのかどうか︒
︵野口委員︶
国民健康保険事業が都道府県
化になる前にこういう基金を持っ
ていることによって︑交付金算定
が有利になるということで積立を
することにした経緯がある︒この
基金については︑今後段階的に保
険料が上がって︑赤字解消をして
いくなかで有効に活用していく︒
これは保険税が上がる部分も解消
していくと考えている︒
︵保健福祉課長︶
インフルエンザ予防接種助成
金について︑予防接種を受けてい
るのは４０５名ということだが︑
予算では５００名分となっている︒
人数が減った理由が何かあるのか︒
︵野口議員︶
平成 年度 歳以上の方は１
４０８名です︒非課税世帯の方︑
生活保護の方は別の制度で予防接
種を受けている︒予防として効果
12
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介護老人保健施設うたのぼり
看護師及び看護補助等の人員
の稼働率が ・７％だが︑これに が不足しているということは町民
ついてどのように考えているのか︒ の不利益になっている︒抜本的に
︵野口議員︶ 給料体形を変えるなどして人員確
老健施設は 床で許可をもら 保をするべきだと思うがどのよう
っている︒１日平均 ・５人なの に考えるのか︒
で︑低いベースで 年度を終えて
︵小林議員︶
いる︒要因としては介護員のマン
臨時職員については︑看護職
パワーを確保することが派遣会社 員・介護職員・給食調理員も不足
も入れながらやっていたが︑確保 している状態です︒これらの賃金
しきれていない時期があって︑定 は町職員と同じ基準を適用してい
員を下回る数で運営をしていった るので︑病院のみ別単価というの
ところがある︒現在も枝幸病院と がなかなか難しい状況︒来年度か
連携を取りながら利用者確保に努 ら会計年度任用職員という新たな
めている︒
制度に代わる予定となっているの
︵病院事務局参事︶ で︑その中で調整する部分もある
かと思う︒
︵病院事務局長︶
日本全国すべてがそうだから
我慢しなければならないのか︒我
慢するとなると一番弱い人間が不
利益を被ることになる︒弱い人に
手厚くできないか︑副町長何かい
い考えはないか︒
︵小林議員︶
年度に入って看護師も若干
補充されている︒東川町から介護
人材の導入も考えられている︒一
朝一夕にすぐすぐということには

（17）
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ならないが︑将来を見据えながら︑
町民の皆さんに不便をかけないよ
うな状態で人材確保には尽力して
いきたいと考えている︒
︵副町長︶

受付を行う多くの方々
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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。

日開催

総務文教常任委員会
令和元年８月
令和元年８月

日開催

産業厚生常任委員会
主な内容

研修報告

令和元年度
議会広報研修会

８月 日︑札幌において議会広
報研修会が開催されました︒１１
３町村から５６９人が出席し︑当
町からは清水・石川 両議員の２
名が出席しました︒
本年度の講師は月刊総務編集長
の豊田健一氏︒午前の部では﹁読
者目線で親切な広報誌を作るには
手に取られ︑読まれ︑行動に結び
つけるには﹂と題して講演を︑午
後からは５町村の広報誌について
のクリニックを行い︑参加者は終
始熱心に聞き入っていました︒

編 集 後 記

﹁なつぞら﹂が完結し︑大
相撲が終了し︑プロ野球ペナ
ントレースにも決着がつき︑
色々なロスが続く昨今ですが︑
︵ 月上旬に書いています︶
９月議会も無事終了しました︒
９月議会は決算議会で︑平
成 年度の決算審査を行いま
した︒決算審査は︑みなさん
から集めた税金が適切に効果
的に使われたのかどうかを客
観的に判断し︑今後の改善に
役立てるためのものです︒決
算書は７００ページにわたり︑
それを１ページずつ丁寧に審
査しました︒当広報に審査の
結果を載せましたので︑ご覧
ください︒
早いもので︑この広報が皆
さんのお手元に届くころには
今年も残りわずかということ
になります︒どのような１年
間だったでしょうか︒令和の
時代がスタートし︑色々なこ
とが変化していくのかもしれ
ません︒出来れば良い方向に
変化してほしいものだと願い
ます︒
オリンピックのマラソンと
競歩が札幌で開催される事に
なりました︒市民ランナーの
１人として胸踊る思いです︒
野 口 洋 郎

10

30

主な内容
●幼児教育・保育の無償化
︵町民課︶
●枝幸町外国人介護人材育成支援
奨学金給付規則
︵保健福祉課︶
●担い手支援に係る研修生宿舎の
整備
︵農林課︶
●その他６件
担当課より説明を受け審議︒

まちづくり等調査特別委員会

札幌市で開催された広報研修会

29

●平成 年度指定管理者の管理運
営に対する評価結果
●会計年度任用職員制度
︵総務課︶
●役場本庁舎耐震化・大規模改修
工事
︵総務課・建設課︶
●平成 年度育英資金基金運用状
況及び令和元年度育英資金の貸し
付け
●町内小中学校における﹁いじめ﹂
の状況
●平成 年度全国学力・学習状況
調査結果概要
︵教育委員会事務局︶
●その他３件
担当課より説明を受け審議︒

20

30

◇第５回︵９月 日開催︶
●枝 幸 町 ふ る さ と 創 生 総 合 戦 略
︵素案︶について
●枝幸町地域公共交通網形成計画
について
12
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