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TEL 0163ｰ62ｰ3053 FAX 0163ｰ62ｰ1305

第１回

議 会 定 例 会
会

日の７日間

叙勲関係

である５年間を遡り不支給決定の
データ１万９８１件を検証した結
果︑少なく支給していた方が１名
２万３７０円︑多く支給していた
方が９名 万１５３７円であるこ
とを確認しました︒対象となった
方々には︑お詫びを申し上げると
ともに説明のうえ返還方法などに
ついて相談させていただき︑全員
の方々から理解・同意を得ていま
す︒今後はこのような事案が発生
しないよう再発防止に努めます︒

期 ３月６日〜

一般会計︑特別会計及び企業会計 総額１７１億円余を可決

第１回定例会が３月６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︑令和２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４議員が６項目について町長及び教育長に所信をただしたほか︑議員発議の﹁民族共生の
未来を切り開く﹂決議案を可決︑また︑町側から同意案件︑単行議案各１件・条例案件８件・工事請負契
約の変更に関する議案１件・予算案 件・報告事項１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１日残して閉会しました︒

行政報告

ますので︑町民の皆さんには︑自
らの体を守るための手段として︑
手洗い等を励行し︑感染しないよ
うに細心の注意を払っていただく
ようお願いします︒
なお︑町では町民の皆さんへ必
要な情報を適時に提供し︑感染防
止の取り組みに努めていきます︒

22

高額介護サービス費の支給誤り

昨年 月 日にご逝去された元
枝幸町議会議員︵故︶増田幸夫氏︑
月 日にご逝去された︵故︶成
澤寛氏︑ 月 日にご逝去された
︵故︶桜井正氏に対し︑﹁旭日単
光章﹂が授与され︑先にご遺族に
伝達しました︒増田氏は平成３年
５月に枝幸町議会議員に当選︑以
来︑合併後の平成 年４月まで︑
通算３期 年にわたり在職︒成澤

12

17

10

昨年 月︑介護保険事業におい
て︑高額サービス費を算定する段
階で支給誤りが判明し︑時効期限

45

11

12

12

18

して︑町ホームページ︑イオス放
送や音声告知放送により︑国や道
が示す感染予防に関する注意喚起
などを周知しています︒
また︑北海道では︑全国に先駆
けて小中学校の一斉休校を行い︑
当町においても各小中学校の臨時
休校をはじめ︑公共施設の休業︑
イベントや行事等の中止・延期・
縮小などの措置を実施していると
ころです︒
幸い︑当町︑管内各市町村で感
染は確認されていませんが︑依然︑
感染拡大が懸念される状況であり

11

12

12

24

新型コロナウイルス感染防止
対応
国内的に感染が拡大している新
型コロナウイルスについて︑１月
下旬に道内で感染が確認されたこ
とを受け︑２月６日に緊急の関係
課長会議を開催し︑各所管におけ
る状況の把握と今後の対応につい
て協議を行っています︒
初期段階における感染防止策と

10
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（２）

氏は平成７年５月に歌登町議会議
員に当選︑以来︑合併後の平成
月４月まで︑通算６期 年 ヵ月
にわたり在職︒桜井氏は平成３年
５月に枝幸町議会議員に当選︑以
来︑３期 年にわたり在職されま
した︒産業の振興・発展と住民福
祉向上に尽力︑地方自治の伸展に
多大な貢献をされた功績によるも
のです︒
歴史に幕をおろす学び舎との別れ
を惜しみました︒

乙忠部小学校の閉校

70

22

教育行政報告

教育委員会では︑地域の意見を 考え︑令和２年度の耐震化工事を
尊重し︑閉校はやむを得ないとの １年先送りすることにしました︒
結論となっています︒閉校の時期
は︑令和２年度末で︑統合先は︑ 枝幸町成人式
少しでも児童数の多い学校へ通わ
せたいとの理由から音標小学校を
１月 日に中央コミュニティセ
希望しており︑この場合の児童の ンターで︑令和２年枝幸町成人式
登下校に関する配慮︑乙忠部地区 が挙行され︑ 名の新成人がご家
の地域行事への児童参加に対する 族やご来賓の方々に見守られる中︑
配慮などの要望がありましたので︑ 新たな門出を迎えました︒
地域や保護者の意見を尊重してい
式典では︑町長の式辞︑道議会
きます︒
議員並びに町議会議長からの祝辞
のほか︑新成人代表から誓いの言
葉が力強く述べられました︒

63

風烈布小学校の耐震化

各小中学校卒業者数等

60

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︒
また︑新年度の小中学校の入学者
数は︑小学校 名︑中学校は 名
で︑全児童生徒数は︑小学校３３
４名︑中学校２１５名で総数５４
９名となります︒

77

１月 日に乙忠部自治会長及び
乙忠部小学校ＰＴＡ会長が教育委
員会に来庁し﹁現在の児童数が９
名︑学級数が４学級で︑令和２年
度では児童数が７名︑３学級とな
り︑学校運営及び教育活動に支障
を来すことが推察される﹂との理
由から︑令和２年度をもって閉校
したい旨の要望書が提出されまし
た︒

昨年︑地域と協議を進め︑学校
を存続させ耐震化を行う方向でま
とまり︑令和元年度は実施設計︑
２年度に工事を実施する予定でし
た︒しかし︑令和２年１月に保護
者から﹁今後の学校存続に不安が
ある﹂との意見があり︑地域で協
議を重ねた結果︑本年２月に風烈
布小学校長を通して︑﹁将来の学
校のあり方を今後１年かけて検討
したい﹂との要望がありました︒
教育委員会としては︑ＰＴＡや地
域が子ども達の将来のため︑もう
一度協議を行うことは大変重要と

（３）

12

77

問牧小学校閉校式

問牧小学校閉校式

12

11

30

２月９日１０２名の出席のもと︑
問牧小学校閉校式が挙行されまし
た︒本校は︑明治 年に﹁私立共
成学舎﹂が開設され︑翌年に﹁問
牧簡易教習所﹂として開校されて
以来︑１１９年の長い歴史を重ね︑
今年度末で閉校します︒式典では︑
町長の式辞︑来賓からの惜別の言
葉︑統合先の枝幸小学校の歓迎メ
ッセージのほか︑児童一人ひとり
から学校の思い出と抱負が発表さ
れ︑最後には校歌を斉唱して長い
32
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会

発

議

主 な 議 案
議

案

件

︵全会一致で可決︶

意

件

める条例の一部改正
◆枝幸町公共育成牧場条例の一部
改正
◆公衆浴場条例の一部改正
︵原案可決︶

令和元年度補正予算

31

◆﹁民族共生の未来を切り開く﹂
決議案

同

案

本 正 昭 氏
︵原案同意︶

◆枝幸町教育委員会委員の任命に
ついて
塚

例

◆一般会計︵第５号︶
１億６７５８万８千円増
◆国民健康保険事業特別会計
︵第２号︶
４１１万３千円増
◆介護保険事業特別会計︵第３号︶
万円増
◆港湾整備事業特別会計︵第１号︶
万２千円減
◆簡易水道事業特別会計︵第３号︶
１０８万７千円減
◆水道事業会計︵第２号︶
収益的収入
万８千円増
収益的支出
４６４万８千円増
資本的支出
万４千円減
◆下水道事業会計︵第３号︶
収益的収入及び支出
４４６万円減
９４５万２千円減
９３８万３千円減
資本的収入
資本的支出

◆国民健康保険病院事業会計
︵第２号︶
収益的収入及び支出
６２０万２千円増
︵全会一致で可決︶

新 年 度 予 算

◆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︒

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 >
■﹁国による妊産婦医療費助成制
度創設﹂並びに﹁福祉医療制度の

陳情書・意見書

13

条
◆枝幸町監査委員条例の一部改正
◆枝幸町固定資産評価審査委員会
条例の一部改正
◆枝幸町納税貯蓄組合補助金等交
付条例の一部改正
◆枝幸町環境基本条例
◆枝幸町リサイクルセンター条例
の一部改正
◆枝幸町放課後児童健全育成事業
の設備及び運営に関する基準を定

92

56

76
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実施に伴う国保国庫負担金の削減
措置﹂を求める自治体意見書採択
についての陳情書
●一般社団法人北海道保険医会
■﹁子どもの医療費無料化制度の
拡充﹂を求める道への意見書の提
出を求める陳情書
●子ども医療費無料化を求める北
海道ネットワーク
■厚労省公表﹁病院再編統合﹂に
関する陳情書
●道北勤医協宗谷医院・道北勤医
協宗谷友の会
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 >
■厚労省公表﹁病院再編統合﹂に
関する意見書
提出者 野 口 洋 郎
賛成者 小 林 正 浩
賛成者 清 水 顕 志
審議の結果︑意見書は採択とな
りました︒

（４）

遠

山

町

修

答

議員

弁

北海道は全国に先駆けて実施し
た小中学校の一斉休校に続き﹁緊
急事態宣言﹂を行い︑外出の自粛
を要請するなど︑期間を決めて感
染拡大防止策を集中的に実施する
こととしています︒
当町では︑順次ホームページな
どにより町民に情報提供を行い︑
感染予防対策を周知しています︒
また︑緊急課長会議を開催し状況
の把握と対応についての協議を行
い︑ホームページやＥＯＳのデー
ター放送︑音声告
知放送を通じて︑
感染予防に関する
﹁手洗い﹂や﹁咳
エチケット﹂﹁正
しいマスクの着用﹂
などについて注意
喚起を行っていま
す︒

長

新型コロナウイルス感染症
の脅威と対応

新型コロナウイルス感染症の報
道が連日報じられ︑町民の皆さん
も周知されていると思います︒感
染を防ぐ自覚と行動が大事ではあ
るが︑マスク・消毒液が全く売っ
ていなく自衛手段がないのが実態
です︒
政府の基本方針も示され︑今後
一般医療機関でも診察を受け入れ
るとあります︒
小・中学校の休校や各種イベン
トの中止・延期するなど感染症対
策が始まっていますが︑次のこと
をお伺いします︒
①町としての感染症対策の内容
︵マニュアル作成含む︶
②国保病院での診察対応︑資機材
の充足︵人口呼吸器・感染症対策
被服の充足率︶病室の完備
③災害備蓄品の中にマスク・消毒
液等があるのか
④枝幸町関連施設におけるマスク・
消毒液の使用状況

外国人従業員等を雇用している
事業所・宗谷国際人材交流協同組
合についても︑事業主に直接注意
喚起を行っています︒更に臨時の
課長会議を開催し︑全庁的な情報
の共有と今後の取り組みについて
協議を行ったところです︒
感染症対応として﹁枝幸町新型
インフルエンザ等対策行動計画﹂
に準じて行います︒厳密には︑こ
の行動計画の適用にはなりません
が︑基本的な考え方や疾病未発生
期からまん延期まで︑各段階にお
ける対策や実施体制など︑十分活
用できるものです︒
引き続き︑国や道の対策や動向
を注視し︑できうる限りの対応を
取っていきます︒感染症対策に係
る経費については︑予備費を充当
して対応していきます︒
国保病院での対応については︑
患者への対応︑感染拡大防止が求
められており︑入院の方や外来受
診される皆さんの感染予防と健康
を守るために︑３月末まで一部制
限をしています︒
入院では︑基礎疾患を持つ患者
を守るため面会禁止としています︒
病院では︑人口呼吸器２台保有

（５）

No.53

会
議
町
幸
枝
令和２年５月 28 日発行

一 般 質 問

第１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。

しており︑感染症対策被服は標準
予防策スタイルで使用する袖付ガ
ウン２００着︑防護服 着を保有
しており追加発注もしています︒
マスク︑消毒液は︑約１ヶ月使用
する分を確保しており補充確保に
努めています︒
病室では︑隔離室として使用す
る個室病室が２床あるが︑陰圧機
能のある感染症病床ではありませ
んので︑疑い事例が発生した場合
には︑稚内保健所並びに関係機関
と連携を図り対応していきます︒
災害備蓄品については︑感染症
対策用としていないため︑マスク
５００枚︑消毒液 リットルを保

災害備蓄品の一部
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10

25

質

問

町長は︑新年のあいさつで﹁令
和２年度をもって合併自治体とし
て地方交付税の経過措置が終了す
ることから︑身の丈に合った財政
運営が求められますので︑行財政
改革の取り組みを加速し︑限られ
た財源のもと選択と集中の精神で︑
町民の皆さんが元気で活気あふれ
るまちづくりを目指していきたい﹂
と述べられました︒私も同意する
ところです︒そこで新年度予算に
おける選択と集中がどのように行
われたのかを町長に伺います︒
次に︑保養施設の運営について︑
オホーツク枝幸株式会社運営経費
１４５１万７千円︑保養施設管理
経費５２７４万２千円︑保養施設
整備事業４５００万円︑合計する
と１億１２２５万９千円もの予算

Ａ 特養老人ホームではマスク︑
消毒液は２ケ月分の備蓄がありま
す︒
︵保健福祉課長︶

林

正

長

浩

答

議員

弁

令和２年度の予算︵案︶は︑
﹁第２次まちづくり計画﹂の基本
理念を踏まえつつ︑﹁ふるさと創
生総合戦略﹂に基づいた﹁重点施
策﹂を提案しています︒
１点目は︑子育て支援による
﹁認定こども園基本構想の策定﹂
や︑定住対策としての﹁住宅の確
保﹂︑環境保全対策として﹁環境
基本計画﹂の策定など︑みんなが

町

が計上されています︒町税が約
億円の見込みですが︑その１割に
も当たる金額となっています︒将
来にわたり︑これらの施設を維持
できるか大変不安です︒
保養施設の将来性と存在意義に
ついて改めて町長に伺います︒

小

令和２年度予算における選
択と集中

持しています︒
Ａ 町民に配るほど備蓄していま
予断を許さない状況であります せん︒今後十分な資材を取りそろ
ので︑刻々と変化する情勢を見極 えたい︒
︵副町長︶
めながら引き続き︑注意喚起や情
報提供等︑さらなる感染防止の取
り組みをしっかり行っていきます︒

再
風評被害も含めた影響があると
思うが︑それに対する対策は︒

町 長 再 答 弁
今現在︑被害状況を打ち出して
いるが︑加工場︑飲食店︑ホテル
等で被害が出ている︒今後の状況
の推移を見ながら検討したい︒
Ｑ 枝幸国保病院でＰＣＲ検査の
対応はできるのか︒検査に至るま
での手順は︒また︑保険適用は︒
Ａ 当院ではまだ検査ができない
状態です︒疑わしい患者について
は医師の判断に基づき︑稚内保健
所に連絡して対応してもらうこと
になります︒
保険適用については︑現在準備
中です︒
︵病院事務局長︶
Ｑ 当町でのマスク等の備蓄状況
と今後の対応は︒また︑介護施設
等でのマスク等の備蓄状態は︒

11

（６）

元気に暮らせる環境づくりです︒
２点目の産業基盤づくりでは︑
公共育成牧場や港湾・漁港施設整
備のほか︑森林環境譲与税を活用
した総合的な林業施策の推進に加
え︑中小企業支援や奨学金償還支
援制度の継続実施︑学校と地域が
連携した﹁ふるさと教育﹂推進プ
ロジェクト︑さらには︑学校のＩ
ＣＴ環境整備による教育環境の向
上など︑将来を担う人材の育成・
確保です︒
３点目の安心・安全の社会基盤
づくりでは︑役場本庁舎の耐震化
など﹁強靭化計画﹂に基づき︑災
害に強いまちづくりを目指したも
のです︒
この３点の﹁重点施策﹂に〝集
中〟して取り組むために︑限られ
た財源の中で︑現行の施策や事務
事業の検証と〝選択〟を行い︑予
算︵案︶を提案しています︒
次に︑保養施設の将来性と存在
意義についてです︒予算︵案︶に
おいて︑指定管理料などの施設運
営に係る経費とホテルニュー幸林︑
うたのぼりグリーンパークホテル
の施設や設備の改修に関する経費
を計上しています︒

質

問

しい運営を強いられている一方︑
観光や地域経済の中心的な役割を
担い︑当町の保養施設も︑年間約
４億円の売上高があり︑約２億６
千万円が町内業者からの仕入れや
従業員人件費などとして︑地域に
還元されています︒
また︑両ホテルの年間宿泊者数
は︑３万人を超えており︑繁忙期
には︑ビジネス客を中心に満室と
なる状況も見受けられ︑宿泊者に
よる町内消費を含め︑両ホテルに
よる地域経済への波及効果は︑少
なくないものと考えています︒
以上のことから︑保養施設につ
いては︑今後も効率的な運営を図
るため︑必要な改善や施設改修を
行いながら︑町民の皆さんの憩い
の場として︑また︑来町者と枝幸
町を結ぶ観光拠点の役割と地域経
済の重要な施設として︑維持管理
していきます︒

再

オホーツク枝幸株式会社の運営
費の主な内容は︒

まちづくり推進課長答弁

令和２年度の当初予算は１４５

０万円程で内訳は︑給与・報酬が
１０２９万円程︑共済費１７０万
円弱︑管理経費 万７千円︑広告
料︑通信費︑交際費︑消耗品費等
です︒
Ｑ 令和２年度のホテルニュー幸
林︑グリーンパークホテルの売上
高の見積りは︒

議 会 を 傍 聴 しませんか

30

29

60

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。

Ａ 税込でホテルニュー幸林が２
億４２４５万４千円︑グリーンパ
ークホテルで１億５１０９万２千
円の積算です︒
︵まちづくり推進課長︶

（７）

両ホテルは︑建築当初から数回
の増改築により︑複雑な構造や設
備となっているほか︑箇所によっ
ては︑約 年以上を経過し︑ここ
数年︑老朽化による大規模な改修
が必要となり︑経費も高額となっ
ています︒
平成 年４月から現在の指定管
理者であるオホーツク枝幸株式会
社が運営を引き継ぎ︑温泉浴場や
法要︑催事など︑身近な保養施設
として︑幅広く町民の皆さんにご
利用をいただいています︒
地方自治体が設置している多く
の宿泊施設は︑バブル崩壊後︑厳

うたのぼりグリーンパークホテル
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執行方針は︑町政並びに教育行
政を執行するうえでの目指すべき
方向ですので︑各分野における具
体的な施策や取り組み︑所信など
を示します︒
①地域農業を安定的に推進してい
くためには︑今後も専門大学や都
市部での就農相談会への参加を通
じ︑当町の酪農形態︑就農までの
過程や支援体制などの情報提供を

町

①インターネット上での事件や犯
罪が社会問題化している中︑今後
子供たちがよりネット環境に近づ
いていく状況に対する認識と︑専
門家の指導等について︒
②スポーツ合宿の誘致実績と今後
の見通しについて︒
③町長にも伺いましたが︑教育長
自らが町民の中に入り︑その声を
聞くことが重要だと思いますが︑
教育長の考えを伺います︒

野

町政執行方針及び教育行政
執行方針に対する質問

令和２年度町政執行方針の以下
の点について具体的な取り組みな
どを伺います︒
①農業の担い手や労働力不足に対
する人材確保に向けた情報発信に
ついて︒
②森林環境譲与税の有効活用によ
る就業支援などを通じた人材育成
や確保について︒
③水産加工業の深刻な人材不足に
対する認識と具体策について︒
④着地型体験観光と︑滞在型観光
の取り組みについて︒
⑤地域共生社会の実現と保険者機
能の強化について︒
⑥多世代共生型の福祉コミュニテ
ィの構築について︒
最後に︑広聴について︑町長自
らが積極的に町民の中に入ってい
くことが何よりも肝心だと思いま
すが町長の所見を伺います︒
次に教育長に教育行政執行方針
について以下の点を伺います︒

行うとともに︑地元での就農者誘
致促進セミナーの開催により︑人
材確保の取り組みを進めます︒
②当町の森林整備を着実に増加さ
せ︑安定的に推進していくために
は︑林業従事者の確保︑長期就労
化︑就業条件の向上等には︑早急
に取り組む必要があると考えてお
り︑森林環境譲与税を活用した新
たな施策として︑既に実施してい
る﹁枝幸町私有林等整備事業﹂を
はじめ︑﹁林業従事者等就業条件
整備事業﹂や﹁林業機械等導入支
援事業﹂など︑森林整備の推進に
必要な事業を順次整備していきま
す︒
③当町の水産加工業は︑ホタテ貝
を中心に加工原料が確保され︑近
年では安定した経営であると認識
しています︒今後とも︑宗谷国際
人材交流協同組合など︑各関係機
関と連携を図りながら︑外国人実
習生の確保に協力していきます︒
また︑平成 年 月には﹁新た
な外国人材受入れのための在留資
格﹂が創設され︑町全体として外
国人材の地域定着に向けた取り組
みを進めていきます︒
④現在︑オホーツク枝幸ブランド

推進本部で︑着地型観光の魅力と
なりうる体験メニューの受け入れ
体制整備や資質向上に向けた取り
組みを行っており︑新年度から実
施予定です︒バスターミナル２階
に設置した厨房施設﹁オホーツク
枝幸キッチン﹂で旬の食材を使っ
た﹁調理体験﹂や︑海・山・川な
ど自然を活用した﹁アウトドア・
アクティビティ﹂︑さらには︑ミ
ュージアムと連携し︑歴史や文化
を取り入れた﹁エコツーリズム﹂
の要素を持った着地型観光を進め︑
これを﹁滞在型観光﹂へとつなげ
ていきたいと考えています︒
⑤地域共生社会︵高齢者福祉全般︶
とは︑様々な生活の場面において︑

自然を活用したアウトドアアクティビティ
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お互いに支えあうことで高齢化社
会においても孤立することなく︑
その人らしい生活を送ることがで
きる地域社会で︑枝幸町地域福祉
計画でも掲げている自助・互助・
共助・公助のバランスがとれた地
域社会づくりを目指すものです︒
保険者機能の強化とは地域保健
としての地域のつながり機能︑マ
ネジメント機能を強化するもので︑
このような事業を展開することに
より保険者機能推進交付金︵イン
センティブ交付金︶の評価指標に
反映され介護保険事業の安定化が
図られるものです︒
⑥多世代共生型︵地域社会福祉全
般︶は︑高齢者や障がいのある方︑
また年齢︑世代といった垣根を超
え全ての町民が日常的に交流やつ
ながりを持ち︑支援ができる地域
社会の構築を図るものです︒
広聴については︑執行方針にも
示したタウンミーティングにおい
て︑町民皆さんと形式にとらわれ
ない直接の対話や意見交換を実施
するものです︒まちづくりや施策
分野のテーマに沿って︑これまで
年に３回程度実施していますので︑
今後も町民主体のまちづくりを行

うためタウンミーティングの充実
に加え︑職員とともに地域との関
りを深めながら現場や町民目線を
大切にしていきます︒

教 育 長 答 弁
①急速な情報社会が進み︑子供た
ちがネットやメディアに触れる機
会は増えており︑これを悪用した
事件や犯罪が後を絶ちません︒児
童生徒が︑このよう
な情勢下で有
効かつ健全に
各種メディア
を活用していくに
は情報活用能力と情
報モラルをしっかり教え込み︑あ
らゆる危険を回避することが重要
でありますので︑より一層︑教育
の充実を図る必要があると考えま
す︒
各小中学校では児童生徒に対し︑
教職員による指導のほか︑枝幸警
察署や携帯電話会社などの外部講
師を招きスマートフォンやネット
の正しい利用の仕方とその怖さな
どについて教育する機会を設けて
います︒今後も児童生徒がネット
トラブルに巻き込まれないよう外

長

答

弁

合葬墓については︑少子高齢化
が進む中︑お墓を管理してくれる
継承者がいない︑将来的に子ども
たちへ負担をかけたくない︑経済
的な事情など︑近年︑注目されて
いる一つのお墓の在り方であると

町

部講師を活用するなど充実を図る の建設や︑納骨堂の購入にも費用
とともに︑教職員についても研修 がかかり︑維持していくのも大変
を通じ︑スキルアップを図ります︒ だというのが主な理由です︒
②これまでの実績では平成 年度
当町にも合葬墓の建設を望むと
は４種目６団体５２８名︑令和元 いう声が寄せられています︒しか
年度は４種目４団体２８２名が合 も︑かなり差し迫った状況にある
宿を行い︑地元スポーツ団体と交 という声も届いています︒以前も
流しています︒令和２年度につい この問題は議会で取り上げられま
ては︑当初予算案で﹁スポーツ合 したが︑当時は町民からの声が無
宿助成金﹂３団体１５０万円の助 い︒そういう声が多く寄せられれ
成を見込んでいます︒
ば考えるということでした︒現在︑
③教育行政についても常に町民の 町として合葬墓についてどのよう
声を伺うことは当然必要と考えて な考えを持っているのか伺います︒
いますので︑タウンミーティング
次に︑車いすでお墓参りがした
などを活用し意見を拝聴していき いという要望があります︒現在の
ます︒
墓地は砂利敷きで更に︑段差があ
るため︑車いすでは墓参りできな
いという状況です︒これを車いす
でもお墓参りができるように改善
することはできないでしょうか︒
町長の所見を伺います︒

町営合葬墓の建設
及び墓地の在り方
について

30

近年︑核家族化︑少子高齢化の
進行が進み高齢者の単身世帯が増
加している中︑合葬墓の建設が全
国的に増えています︒お墓を引き
継ぐ後継者がいない︑近親者が近
くにいない︒また︑子供に迷惑を
かけたくないという考えや︑お墓

（９）
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問

いるということで︑近い将来に向
認識しています︒
枝幸墓園における過去３ヶ年の け計画し建設をするという前向き
利用状況では︑新規が２件︑返還 な答弁を聞き︑非常に喜ばしいこ
とだと思います︒しかし︑差し迫
が 件︑お骨を移動する改葬が
件となっています︒２月末現在で った状況でありますので︑具体的
は７７３区画中 区画が未使用の なことをお聞かせください︒
また︑車いすでお墓参りができ
状態で年々利用が減少しています︒
公共合葬墓は︑全国的に見ても ないかという問題ですが墓園の構
数年前から年々増加しており︑昨 造を変更すると大きな予算が必要
年７月末時点では道内 市町村が になります︒しかしながら車いす
でも行けるような墓園を作ると思
設置している状況です︒
町としては︑合葬墓建設に対す わないのかお聞きします︒
る町民の声やニーズが高まってい
町 長 再 答 弁
ることから関係団体と協議しなが
昨年︑町内会自治会会長と懇談
ら近い将来建設する方向で調整し
の際︑合葬墓を検討してくれない
ていきます︒
また︑墓園の﹁バリアフリー化﹂ かというお話がありました︒管内
については︑これまで同様︑お盆 でも合葬墓を建設されたところも
のお墓参り時期に正面入口に車い あります︒現在の枝幸墓園の状況
すを設置して︑ご家族の方にご協 も調査し︑あまり先送りしない中
でしっかりと計画を立てながら前
力をいただく対応
向きに検討します︒また︑車いす
を継続していきた
の問題ですが︑今年度から枝幸墓
いと考えています
園の管理は指定者管理制度になり
のでご理解とご協
ます︒対象者がどれだけいるのか
力をお願いします︒
調査し︑管理者と協議していきま
す︒

再

11

36

合葬墓について地域住民の声が
あるということは町長も認識して

11

保

喜

長

幸

答

議員

弁

令和元年度当町の普通交付税額
は︑ 億６３００万円であり︑合
併優遇措置額として縮減率７割の
６３００万円ほど算入されていま
す︒令和２年度で合併優遇措置が
終了となり︑縮減率９割の優遇措

町

当町における基金は︑多くの努
力と知恵により積み上げられたも
のと認識しています︒我々も今後
のためにしっかりと残して行く事
が重要と考えます︒ずるずると基
金残高が減少することの無いよう
に︑身の丈に合った財政規模を目
指すべきです︒
そこで︑令和３年以降合併優遇
措置の終了によりどれほどの影響
があるのか︑適正な財政規模はど
の程度なのか︑それにより町民に
どのような影響があるのか︑また
今後の基金の考え方について町長
の見解を伺います︒

徳

継続的︑安定的な財政運営
について

地方交付税の合併優遇措置が令
和２年度で終了し︑町政執行方針
の中でも今後厳しい財政状況が懸
念されるとの言及がありました︒
人口減少・高齢化が進み新たな政
策課題や町民ニーズへの対応など︑
町にとって大変重要な時期だと考
えます︒地方交付税の合併優遇措
置が終了することにより︑町民に
どのような影響があるのか相互理
解して行く事が重要です︒
町政執行方針の中で︑国の交付
金︑基金︑ふるさと納税などの効
果的な活用を図り︑財源の確保に
努めるとありますが︑基金の活用
について大変危惧しています︒昨
年度は当初予算で９億１００万円︑
令和２年度も９億７２００万円の
基金取崩しがあります︒一部新た
な積み立てもありますが︑ここ２
年間で 億円強の残高減の見込み
です︒来年度以降このような道を
通るべきではないと考えます︒
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置見込額は２０００万円ほどと試
算しており︑﹁影響額﹂は２００
０万円の減となります︒
適正な財政規模について︑一概
に他団体と比較をして数値で示す
ことは困難です︒一般会計の収支
不足に対応する基金として︑財政
調整基金と減債基金の取崩しが無
く︑町民への各種サービスを充実
させた予算執行ができることが望
ましい姿と思います︒また︑令和
元年度予算として９億１００万円
の取崩しでスタートしましたが︑
３月補正予算後の見込みでは３億
８０００万円の取崩しまで圧縮さ
れています︒
第２次中期財政計画では︑平成
年度から令和２年度までの５年
間で目標として﹁町債残高の圧縮
１０７億円以下﹂財政調整基金と
減債基金の﹁基金の維持 億円以
上﹂の項目を掲げており︑元年度
決算見込みでは目標値をクリアし
ており︑２年度末においても達成
可能の見込みです︒
基金については︑財政調整基金
と減債基金の合計が目標値より４
億円以上多く積み立てており︑基
金総額も推計値より８０００万円

余り増額となっています︒２年度
に﹁第３次中期財政計画﹂を策定
し︑引き続き健全な財政運営に努
めます︒

認定こども園開設
に向けて
枝幸幼稚園の閉園の表明により︑
町として認定こども園の令和５年
度開設に向けた計画が本年度より
本格的に行われるという基本的な
方針が示されました︒執行方針の
中でも﹁良質な幼児教育と安心な
保育環境を確保﹂とあり︑今後の
町づくり︑若者定住促進のために
も大変重要な課題であり︑しっか
りと計画しなければいけないと考
えます︒
町の方針としては︑幼保連携型
での運営を目指すということで︑
先生や保育士さんは︑幼保両方の
資格が必須であると確認しました︒
開設までの期間で計画的に準備を
しなければならないものと考えま
す︒必要な研修・資格取得を先生
方にお願いする必要があり︑計画

長

答

弁

的なシフトを組むことが大事であ
り︑町側の﹁さほど心配はない﹂
という認識で良いのでしょうか︒
現場の保育士さんたちに町として
の正式な考え方を伝えているのか︒
現場の声を聞くことが重要です︒
いち早く現場の皆さんに伝え︑資
格の状況なども把握する必要があ
ります︒
必要な資格を準備するためにど
のようなことが必要なのか︑費用
の面も町の負担でお願いしたい︒
ハード面の準備より︑まずは人材
が重要です︒早期の対応が求めら
れますが︑今後どのように対応し
ていく考えなのか町長の見解を求
めます︒

町

令和２年度から︑良質な幼児教
育と安心な保育環境を目指す﹁認
定こども園基本構想﹂の策定を始
め︑令和５年度以降に向けた取組
を進める方針です︒
現在移行を検討している幼保連
携型認定こども園では︑幼稚園教
諭免許と保育士資格の両方を保有
する﹁保育教諭﹂を配置すること
が必要︒保育所に在職する保育士

閉園が予定される枝幸幼稚園

のほとんどは幼稚園教諭免許を有
しているが︑取得後の経過年数に
よって免許更新が必要となってい
るので︑今後計画的に更新手続き
が行える環境を整備したいと考え
ています︒
枝幸︑音標︑歌登保育所の３保
育所では︑保育の質の向上を図る
ための職員研修と併せて︑移行に
向けた課題の整理を行っています︒
また︑枝幸幼稚園と意見交換や情
報共有を行うなど︑認定こども園
に向けた準備を開始しています︒
今後はさらに︑保育所と幼稚園の
交流を深め︑共通認識を図りなが
ら移行に向けた取組を進めます︒
免許取得や更新に必要な費用︑
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30

Ａ ３年かつ４３２０時間の勤務
経験を有した場合︑特例制度によ
り取得が可能です︒
︵町民課長︶

Ｑ

＆Ａ

Ａ 補助員を増やして対応︒前年
度と同じ予算計上をしています︒
︵町民課長︶
Ｑ 中小企業等活性化助成事業で
助成金が増額した理由は︒
︵小林議員︶

︵野口議員︶

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
します︒

一般会計補正予算

Ｑ 老人保護措置事業の扶助費が
３００万円減額になった理由は︒
︵野口議員︶

Ａ 対象者１名の死亡によるもの
です︒
︵保健福祉課長︶
Ｑ 児童手当支給事業が減額の理
由は︒
︵野口議員︶

国民健康保険事業特別会計補正予算

Ａ ３件の新規創業に１１６０万
円︑１件申請中６７０万︑他に９
件の設備投資分を計上しています︒
︵水産商工課長︶
Ｑ ６次産業化への展望は︒
︵小林議員︶

Ａ 児童数の減少に伴うもので︑
当初９３６７件を見込んでいまし
たが︑８８６２件の支給予定とな
り︑５０５件の減少分です︒
︵町民課長︶
Ｑ 枝幸保育所管理経費の臨時保
育士︑代替保育士の賃金が︑それ
ぞれ１００万円減額の理由は︒
︵野口議員︶

Ａ 平均 ％です︒
︵保健福祉課長︶
Ｑ 数字をどう捉えて良いのか︑
少なくはないか︒周知しているの

Ｑ

特定健診の受診率は︒
︵遠山議員︶

Ａ 水産業などのハサップ対応取
得に対する助成金を利用してほし
い︒
︵水産商工課長︶

Ａ 賃金の減額は臨時保育士を５
名任用する予定が３名︑保育補助
員１名が途中で辞めたための減額
です︒
︵町民課長︶
Ｑ 保育士が３名しか採用できな
かったとのことだが支障はなかっ
たか︒来年度に向けた取り組みは︒

33

22

14

受講の方法などについては︑保育 をすれば継続になっているので︑
所や幼稚園を含め協議を進める予 移行後は計画的な受講を促してい
定で︑基本的には町が必要な経費 きたい︒
講習については︑新免許も旧免
を負担し︑﹁保育教諭﹂を育成し
許も 時間の講習が必要︒通信講
たいと考えています︒
座やオンラインの受講︑指定大学
再
質
問
等で講習を受ける方法があります︒
現在の保育士さんたちの免許の 受講料は一概には把握していませ
状況を教えて下さい︒また︑講習 んが︑３万円から３万５千円くら
の時間︑費用はどの程度のものか︒ いです︒
Ｑ 今年度新規採用の保育士が１
町民課長答弁
名いると思うが︑聞いたところ保
育士免許しか取得しないで来ると
いうことだが︑この方はどうすれ
ば幼稚園免許の資格が得られるの
か︒
幼稚園教諭の免許の状況ですが︑
枝幸保育所の保育士資格者は 名︑
そのうち幼稚園教諭を取得してい
るのが 名︒枝幸幼稚園において
も５名全員が幼稚園教諭免許を取
得しています︒ただ︑旧免許と新
免許があり︑旧免許については仮
眠状態です︒旧免許の方が 名︑
新免許の方が保育所で７名︒７名
の方については 年間の有効期限
があり︑有効期限前に講習や受講
10
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か︒

Ａ 健診率 ％が目標︒受診率の
向上に向けて努力したい︒
︵保健福祉課長︶

︵遠山議員︶

簡易水道事業特 別 会 計 補 正 予 算

Ｑ 給水件数が減って︑給水量が
増えている理由は︒︵小林議員︶

Ａ 数字の精査です︒︵水道課長︶
Ｑ 今年度は積雪量が少なく渇水
の心配はないか︒ ︵小林議員︶
Ａ 渇水しない様に取り組んでい
きます︒
︵水道課長︶

国保病院事業会計補正予算

Ｑ 先般︑厚生労働省が定期的に
薬を貰っている患者は︑感染防止
策で電話での対応で薬が貰えると
のことですがどうか︒
︵遠山議員︶

Ａ 枝幸では︑電話での対応はし
ていません︒今後できるかどうか
検討していきます︒
︵病院事務局長︶

60

令和２年度予算
予算総額17,127,992千円
計

（単位：円）

令和２年度予算額
歳

入

歳

出

11,038,000

特別会計

2,506,327

2,506,327

1,383,183

1,383,183

後期高齢者医療事業

135,578

135,578

介護保険事業

770,180

770,180

臨港用地造成事業

2,410

2,410

港湾整備事業

3,640

3,640

簡易水道事業

211,336

211,336

3,059,639

3,583,665

172,932

239,926

収益的収支

172,931

154,068

資本的収支

1

85,858

751,127

920,977

収益的収支

545,580

545,580

資本的収支

205,547

375,397

2,135,580

2,422,762

収益的収支

2,131,455

2,131,455

資本的収支

4,125

291,307

16,603,966

17,127,992

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
（13）

計

10

日

11,038,000

３月９・

一般会計

予算審査特別委員会

会

各会計当初予算総括表

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︑付託された令和２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︒

令和２年度

Ｑ ４月以降バス運行の見直しが
あるが︑高齢者等の通院や買い物
に支障が出ると思われるが︑どう
対応するのか︒

︵野口委員︶

Ａ 新年度において１００Ｗを超
える防犯灯をリース方式による一
括更新を行うことにより借上料が
増加したためです︒

︵徳保委員︶
Ａ うたのぼり交流センター歌種
に係る事業委託料と修繕料です︒
︵歌登総合支所長︶
Ｑ 地方創生推進事業のアドバイ
ザー業務委託料の内容は︒
︵野口委員︶

Ａ ベトナム国クアンイエン町訪
問団の来町受け入れをするための
経費です︒
︵まちづくり推進課長︶

︵町民課長︶

︵徳保委員︶

予算審査特別委員会での
質疑は次のとおりです︒

Ａ 今年度から３団体の予算を教
育委員会の経常経費に振り分けし
たためです︒
︵まちづくり推進課長︶
Ｑ 指定金融機関に関わる手数料
は計上されているか︒
︵徳保委員︶
Ａ 財政契約事務経費の役務費に
３８０万円計上されています︒
︵会計課長︶

Ｑ 歌登地域づくり推進事業の内
容は︒

Ｑ 地域国際交流経費の経済団体
交流促進協議会負担金の内容は︒
︵野口委員︶

Ａ

Ａ 課内に戦略推進グループを設
一
般
会
計
置し︑不具合への対応を行ってい
Ｑ まちづくり活動助成事業の負 きます︒
担金補助及び交付金の減額理由は︒
︵まちづくり推進課長︶
︵清水委員︶

＆

Ｑ 町有財産等管理経費の備品購
入費９３０万円の内容は︒
︵徳保委員︶

Ａ ふるさと教育推進プロジェク
ト事業で国の交付金を利用しての
事業であり︑地域の目指す人材を
輩出するためのカリキュラムを施
すうえでのマネジメントの支援等
を行っていただきます︒
︵まちづくり推進課長︶
街灯管理経費の増額理由は︒

Ｑ 北海道総合行政情報ネットワ
ーク更新事業の内容は︒
︵野口委員︶

Ａ 平成６年から道と市町村を結
ぶ防災ネットワークということで
整備されています︒ 年以上経っ
ていますので更新するものです︒
︵総務課長︶

︵野口委員︶

Ｑ 地域生活支援助成金について︑
申請者は何名か︒また︑何名を見
込んでいるのか︒

︵まちづくり推進課長︶

Ａ 枝幸町に関係のある個人・団
体等を含めて大使と任命し︑その
中で活動していただくための助成
金です︒

︵野口委員︶

Ｑ ふるさと応援大使活動助成金
の内容は︒

20

Ａ 平成 年度の移送サービス︑
または特定の交通網サービス利用
者は 名︑運転免許証自主返納者
は２名です︒今年度は移送サービ
ス︑または特定の交通網サービス
は 名︑運転免許証自主返納者は
名を見込んでいます︒
︵保健福祉課長︶

30

Ｑ
Ａ 歌登歯科診療所のＸ線撮影装
置の更新経費です︒
︵歌登総合支所長︶

Ｑ

24

24

Ｑ

福祉灯油助成負担金は︑申請

10

訪問団一行

ベトナム国クアンイエン町
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された方だけに灯油を助成するの
か︒
作成していく︒それができ次第︑
議会にも相談をしながら︑ここの
予算で振り替えをしながら活用し

が︑今回の予算にどのように表れ
ているのか︒

︵野口委員︶
24

︵野口委員︶
Ａ 年末に社会福祉協議会で歳末
義援金を配布されている方が対象
になります︒
︵保健福祉課長︶

Ｑ 農林水産業費の森林環境贈与
税活用事業の人材育成に有効活用
するという話だったが︑この予算
の中でそれがどのように反映され
ているのか︒

Ｑ 歌登橋の所にある温度計モニ
ュメントが稼働していないが今後
の取り扱いは︒

︵遠山議員︶

Ａ 現在故障している︒機械自体
も製造されていないので部品もあ
りません︒費用が高額のため模索
中であり︑方法を考えています︒
︵歌登総合支所長︶

Ｑ 観光協会助成事業の運営補助
金が昨年度より５００万円ほど増
額になっているが︑その理由は︒
︵徳保委員︶
Ａ ブランド推進本部の専門員の
嘱託職員が元年度は町から給料を

歌登橋にあるモニュメント

Ｑ 介護福祉士資格取得研修費助
成金について︑昨年度から予算が
減額されているがこれまでの実績
と来年度の見込みは︒
︵野口委員︶
Ａ 中山間事業については令和２
年度から新たな５ヶ年の期間に入
る︒その中で今までの事業と大き
く変わる点としては︑今までは枝
幸と歌登集落で別れていたが︑一
１・５円
つになることで︑面積 ×
の増額交付分で２００万円が上乗
せでありましたが︑今回からなく
なります︒事業については前と大
きく変わることはない︒今まで通
り農地を守ってもらえるというこ
とで︑重要な事業だと思うので︑
継続していきたいと考えている︒
︵農林課長︶

Ａ 道の駅として︑子育て支援の
ていきたい︒
︵農林課長︶ 充実ということで 時間体制の授
乳室の整備を計上している︒
町の関与ですが︑﹁自販機や特
Ｑ 中山間地域直接支払制度につ
いて︑この３月で今までの事業が 産品の活用︑レストランの厨房設
終わるということだが︑今後の流 備の管理など委託項目を見直した
れがわかっていれば教えてほしい︒ 中で︑積極的に集客を目指して運
︵秋川委員︶ 営してください﹂と︑仕様書に明
記しています︒観光協会とも連携
して︑枝幸特産品のガチャガチャ
を観光協会で購入し︑それを道の
駅に設置するなど︑今後も連携を
深めながら集客を目指します︒
︵まちづくり推進課長︶

︵野口委員︶

Ｑ 道の駅管理経費について︑以
前の議会で町として道の駅に積極
的に関わっていくという話だった

（15）

Ａ 昨年度から始まった事業です
が︑今現在実績はありません︒来
年度は枝幸高校や福祉団体に積極
的にＰＲしていきます︒
︵保健福祉課長︶

Ａ 人材育成の部分は負担金補助
及び交付金の中でその部分も見込
んでいる︒今の段階ではまだ案だ
が︑今後担い手育成に係る要綱を

枝幸特産品のガチャガチャ
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︵石川議員︶

︵教育委員会次長︶ Ａ 駐車場の管理は指定管理者で
はなく︑事故のことも聞いていま
Ｑ 教育施設等長寿命化計画の策 せん︒カメラの設置については︑
定は１年で終了するのか︒策定後 今後の課題とします︒
の令和３年以降に事業を実施でき
︵教育委員会参事︶
るのか︒また︑教員住宅も計画に
入っているのか︒
Ｑ コロナ感染の影響で給食セン
︵清水議員︶ ターのパートタイム職員の処遇は︒
Ａ 年度内で終了する予定であり︑ また︑食品ロスは︒
すぐに事業着手できます︒また︑
︵遠山議員︶
教員住宅も計画に入っています︒
︵教育委員会次長︶
Ｑ 社会教育事業で昨年まで予算
計上していた家庭教育推進負担金
が無くなった理由は︒
︵徳保議員︶

Ａ 需用費の消耗品増額分は︑令
和２年度より小学校教科書が改訂
になり先生方の教師用指導書とし
て１４００万円予定している︒
︵教育委員会次長︶

Ａ 有給扱いにしている︒食品ロ
スは４万９千円︒
︵教育委員会次長︶

Ａ 実施率が低くなったので一旦
白紙にした︒今後︑学年単位で実
施していた枠を取り外して︑幅広
く対応していきたい︒
︵教育委員会参事︶

Ｑ 小学校教材等整備経費の増額
分は︒

Ｑ 中央コミセン前の駐車場で事
故が多発しているが教育委員会は
把握しているか︒
また︑防犯カメラを設置する予
定はあるのか︒

Ｑ オホーツクミュージアム管理
運営経費について︑最近は貴重な
刀剣が発掘されるなど︑当町は文
化財が豊富だが調査費や展示備品
購入費が少ないと思うが︑どこに
計上されているか︒
︵遠山議員︶

︵石川議員︶

Ａ 文化財の活用発信・保護は総
務費の歴史と文化が人をつなぐ交
流促進事業に計上している︒
︵教育委員会参事︶

Ｑ 中央コミセンの音響装置更新
１４００万円ほどが計上されてい
るが︒どの程度のものか︒
︵石川議員︶

Ａ 現在は︑ 年ほど前のもので
老朽化したためスピーカーやマイ
ク等を更新する︒
︵教育委員会参事︶

Ａ 費用の部分ですが︑一般会計
は概ね５０００万円程度の増にな
る︒人数は︑フルタイムは 名︑

Ｑ 令和２年度から︑今まで臨時
職員として勤務されていた方が︑
会計年度任用職員ということで勤
務するようになります︒雇用条件
面では色々と弱点を残しながらも︑
多少の前進があったのかなという
ふうに考える︒会計年度任用職員
になって︑今までの臨時職員との
支出の差異はどれくらいになった
のか︒会計年度任用職員の人数は︒
︵野口委員︶

30

出していたが︑任用制度が改正に
なり︑観光協会の方で予算をつけ
て年俸として給料を支払う︒２名
分で約６００万円の増額です︒
︵まちづくり推進課長︶
Ｑ 除雪対策経費の修繕料の内容
は︒
︵遠山委員︶
Ａ 修繕料の７割が８台分の車検
整備費用です︒
︵建設課長︶
Ｑ 南宗谷消防組合負担金が５０
０万円増額になった理由は︒
︵野口議員︶
Ａ
本部職員１名増員分の人件費︒
︵財政課長︶

Ｑ 幼児教育・小学校教育接続円
滑化モデル事業の内容は︒
︵清水議員︶
Ａ 幼児期において能力開発・人
格形成などに大切な時期であり幼
稚園・保育園・小学校が連携を取
り子供たちがスムーズに生活がで
きるように取り込むことを目的と
した情報交流の場であり︑視察旅
費や会議経費です︒

34
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パートが１０７名で予算計上して
いる︒
︵総務課長︶
Ｑ 一般会計の委託料ですが︑平
成 年度は約６億６千万円︑令和
元年度は約７億３千万円︑令和２
年度が約９億４千万円と年々増加
しているが︑なぜこんなに膨れ上
がってきているのか︒
︵徳保委員︶

︵徳保委員︶

Ｑ 指定金融機関の手数料の問題
ですが︑議会とのコンセンサスが
なかなか取れない中︑あえて今年
度予算に︑一般会計で３４２万９
千円︑特別会計企業会計を含める
と９００万円以上の金額になるも
のを計上した考えについて町長に
お聞きしたい︒

Ａ 指定管理料を昨年度まで負担
金で見ていたが︑国からの指導的
助言で︑委託料で見る方が正しい
ということで︑委託料で計上した
というのが大きな要因です︒
︵財政課長︶

30

Ａ 指定金融機関である稚内信用
金庫に対する手数料の引き上げに
関し︑これまで議会の皆さんに︑

常任委員会︑全員協議会等数回に
わたって説明しています︒今回こ
の予算委員会の中で私から若干の
経過を申し上げます︒
稚内信用金庫と出納関係におい
て発生する手数料は︑減免してい
ただいてきた︒金融情勢が大きく
変わり︑金融取引もインターネッ
トバンキングの普及等︑昔の金融
取引とは様変わりしている︒そう
いう中で財政規模も１７０億円を
超える中︑受け入れや支払いなど
は相当な件数になり︑手数料負担
については金融機関として飲み込
める状態ではなくなってきている
中で︑毎年のように手数料負担の
要望を受けていました︒
平成 年度において︑強い要請
を受けたという経緯があり︑管内
首長が集まった際に町村会として
交渉するべきだという話になり︑
年度については１年先送りにな
りました︒
令和２年に向けて稚内信用金庫
側が各町村に出向き︑手数料負担
の交渉をするという経過があった︒
昨年４月以降管内町村については︑
手数料の負担は理解するという合
意がなされ︑枝幸町としても管内

合意が整ったのであれば︑処理コ
ストとして認めざるを得ないとい
う面もあり︑令和２年度予算につ
いて︑必要な経費を織り込み今回
提案させていただいた︒

動

︵町長︶

議

原案に対する討論

指定金融機関に対する手数料の
見直しによる︑新たな予算が計上
され︑徳保委員よりこれを減額す
る予算案修正動議が提出されまし
たが︑採決の結果︑賛成少数で否
決されました︒

正

共団体と指定金融機関のこれまで
の関係を考えても一般的な常識を
超えたものと認識しています︒一
定の負担増は理解するが︑求めら
れているのは受け入れられるレベ
ルではないと重ねて申し上げます︒
町民にとっても︑今後の町にとっ
ても何も得がないものであり︑町
民の血税である予算を無駄なく支
出する責任の重要性からもこのま
ま受け入れることはいけないと考
える︒町に対してはあきらめずさ
らに指定金融機関との協議をして
いただくことを求めます︒今︑枝
幸町議会として意思を示すことが
これからの交渉につながるただ一
つの道だと考えます︒そのことを
委員各位に強くお願いを申し上げ
反対の討論とします︒

修

︽反対討論︾

村上委員 １００億円を超えた予
算案の中で手数料が３４２万円︑
特別会計入れると最終的に９３３
万５千円で︑非常に大きな出費に
なるというのはわかるが︑町だけ
が手数料に対するメリットを受け
て︑それで良かったということに
なるのか︒一番危惧するのは歌登

︽賛成討論︾

徳保委員 反対の理由はただ一点
です︒ここまでの審議で確認した
が︑本予算に計上されている指定
金融機関に係る各種手数料の合計
額は３４２万９千円です︒この金
額については当該指定金融機関か
ら令和２年度から求められている
ものであり︑当町として受け入れ
るべきではない金額と考える︒現
在求められている手数料は地方公
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の支店がなくなる︑職員がいなく
なるということになれば大変なこ
とになる︒そういう立場の中で︑
なお今後も考えていただきたいと
いうことも含めてこの予算に対し
ては賛成させていただく︒
田口委員 管内の町村との連携や
関係性を重視することが大切であ
り︑今回の予算案については賛成
したい︒
秋川委員 この予算が通ると︑町
と信金が提携を結ぶわけです︒そ
の提携においては長いスパンでは
なくて短いスパンで契約していた
だきたい︒そして今後地道に︑信
金に対する我々の︑町民の思いを
伝えていける場を設けていただけ
たらと思う︒案件としては賛成で
す︒
討論終了後︑採決した結果︑賛
※
成多数で原案のとおり可決すべき
ものと決定されました︒

国民健康保険事業特別会計
Ｑ 特別交付金の中の特別調整交
付金及び道２号交付金がそれぞれ

後期高齢者医療事業特別会計

49

48

Ａ この事業の変わった点は︑今
年度まで臨時職員を使って進めて
いたが︑次年度からは正職員を配
置して進める形になっている︒そ
の人件費の２分の１がこの会計か
ら補てんされることになっている
ための増額です︒特に事業内容が
変わったということではないが︑
さらなる事業を推進するために組

織改革をして専門職を配置するこ
とにしました︒

︵保健福祉課長︶

Ｑ 具体的にはどういったことを
考えているのか︒

︵野口委員︶

Ａ 認知症の疑いのある方の早期
発見︑早期治療を町に出て色々な
人の話を聞いて細かく調査をして
対応していきます︒
︵保健福祉課長︶

簡易水道事業特別会計

Ａ 令和５年度末までに公営企業
に適用するように指導があり︑町
としても期限までに移行を考えて
います︒一番のネックは資産の洗
い出し︒今回の委託を活用して︑
古い資産もあるが︑そういった物
も洗い出ししながら進めたい︒
︵水道課長︶

Ｑ 認知症総合支援事業について︑ Ｑ 簡易水道公営企業適用化業務
昨年度に比べ１８０万円ほど予算 委託について︑過去の施設の資産
が増加しているが︑この事業につ のデータは残っているのか︒
︵遠山委員︶
いて何か新しい動きがあるのか︒
︵野口委員︶

75

Ｑ

30

後期高齢者の人数は︒
︵野口委員︶
75

減額になっているがその理由は︒
︵野口委員︶
Ａ 特別調整交付金については︑
国保病院の整備費が大幅に減額に

なったので︑この交付金も減額に Ａ
歳以上の後期高齢者の人数
なっています︒
は︑平成 年度１４０８名︑令和
︵保健福祉課長︶ 元年度１３８５名︒ 歳未満でも
Ａ 医療費に対する交付金の関係 障害のある方は後期高齢者医療の
ですが︑医療費については全額が 対象になり︑そういった方が平成
道からの普通交付金で賄われ︑そ
年度 名︑令和元年度は 名に
の金額が医療費と連動しています︒ なっています︒
今年︑看護師宿舎を建てていて︑
︵保健福祉課長︶
それが無い分が大きな減額の要因
になっています︒
介護保険事業特別会計
︵保健福祉課主幹︶
Ｑ 特定健診未受診者対策業務委
託料の内容は︒また︑なぜ受診率
が上がらないのか︒
︵遠山委員︶
Ａ 対象者に受診勧奨の往復はが
きを送って一人ひとりに勧奨する
事業で︑約２７００通送っている
がなかなか受診率が上がらない︒
なぜ上がらないのかの分析をしっ
かりして対策に反映したいと考え
ています︒
︵保健福祉課長︶

30
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国民健康保険病院事業会計
Ｑ
今年度の看護師の人員は︒
︵野口委員︶

Ａ 定年退職者の職員が１名おり
ますが︑引き続き任期付職員とし
て働いていただける予定になって
います︒また︑新年度から３名の
看護師が採用になっています︒し
かし︑育児休暇や介護休暇で休ん
でいる職員もいまして人員的には
まだまだ必要と考えます︒
︵病院事務局長︶
Ｑ
看護師宿舎の利用状況は︒
︵野口委員︶

昨年の 月に消費税が８％から
％に変わったことが大きな要因で
す︒

︵病院事務局長︶

Ａ 昨年は看護師１名︑介護員２
名分を計上していましたが︑今年
度は介護員２名分の人材派遣を考
えています︒

Ｑ 老健施設の人材派遣業務委託
料が減額した理由は︒
︵野口委員︶

︵病院事務局長︶

10

Ｑ 病院機能再編計画策定業務の
内容は︒

総務文教常任委員会
日開催

産業厚生常任委員会

日開催

主な内容

令和２年２月

主な内容

令和２年２月

●枝幸町強靭化計画 ︵総務課︶
●令和２年度各会計当初予算概要
︵財政課︶
●目梨泊遺跡出土の金銅装直刀
●町内小中学校における﹁いじめ
及び体罰﹂の状況
●学校ＩＣＴ環境整備事業の概要
●乙忠部小学校の閉校
●風烈布小学校の耐震
︵教育委員会事務局︶
●その他６件
担当課より説明を受け審議︒

20

●環境保全・廃棄物対策
︵町民課︶
●介護保険高額介護︵予防︶サー
ビス費支給額の算定誤り
︵保健福祉課︶
●枝幸町国保病院の運営
︵国保病院︶
●国庫補助事業を活用した枝幸港
の整備
︵水産商工課︶
●上水道・簡易水道施設及び下水
道施設の包括的管理業務委託
●権利の放棄
︵水道課︶
●その他７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

（19）

21

◇第７回︵３月 日開催︶
●枝 幸 町 ふ る さ と 創 生 総 合 戦 略
︵最終案︶について

11

10

Ａ 昨年の 月に完成し︑８戸中
︵野口委員︶
４戸は入居しています︒残りの４ Ａ 本格的な議論に入る前に枝幸
戸については看護師募集の大きな 病院・歌登診療所・老健施設の現
武器として使っていきたいと思い 状を分析し︑さらに経営診断︑医
ます︒
療需要の将来予測や受診患者の傾
︵病院事務局長︶ 向など各種シミュレーションの実
施を行い︑どのような病院の形が
Ｑ 委託料が昨年度の予算より増 望ましいのかを検証して複数の選
額した理由は︒
択肢を用意し︑これからの病院の
︵野口委員︶ 在り方を考えていけるように２ヶ
Ａ ﹁全身コンピューター断層装 年の計画で実施します︒
置﹂や業務保守システムなど年々
︵病院事務局長︶
変わってきている状態です︒また︑
12
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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６月下旬の予定です。
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。

議会広報編集特別委員会

前期２年間の担当委員を終えて

野 口
清 水
石 川
長 岡
小田桐

46

郎
志
勝
昭
守

編 集 後 記

名を

年に問牧簡

２月９日に問牧小学校の閉校式があり

ました︒この小学校は明治

易教育所として開校︑最盛期には

33

︵優︶

な足取りで前へ前へと進もうではないか︒

強く︑そしてエンジン音のような軽やか

海明けの問牧を出港する漁船の如く力

だきたいのです︒

け問牧︑未来に向かって﹂であっていた

し﹂であり︑校庭の石碑に刻まれた﹁輝

ますが︑校歌の一節﹁湧くよ希望の夢多

閉校になることは寂しく残念ではあり

り︑一生の思い出になるであろう︒

全てがこの学び舎で培ってきたことであ

つき会のこと︑ちか釣りの思い出﹂など︑

親への思い︑サケトバ作りのこと︑もち

車が上手になったこと︑先生や地域・両

せてくれました︒﹁運動会のこと︑一輪

式では４人がそれぞれの思い出を聞か

校生３人は枝幸小学校に通学とのこと︒

現在の児童数は４人で︑４月からの在

超える児童がいたとのことでした︒

90
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前期担当委員
委 員 長
副委員長
委
員
委
員
委
員

平成 年の 号から今回の 号まで
２年間にわたり担当させていただきあ
りがとうございました︒いたらぬとこ
ろが多かったと反省しきりですが︑後
期担当者にバトンを渡します︒今後と
も議会広報をよろしくお願いします︒
30
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