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令和２年第２回

議 会 定 例 会
会

期 ６月

学校ＩＣＴ環境整備事業に８１８０万円など︑
令和２年度補正予算を可決

日〜

日の２日間

と社会経済活動の維持を両立させ
るため︑状況を見極めながら引き
続き全力で取り組んでいきます︒
町民の皆さまには︑国が示す
﹁新しい生活様式﹂や﹁新北海道
スタイル﹂を意識して︑自らがで
きる取り組みについてお願いしま
す︒

叙勲関係

29

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
を小原議長が︑行政報告を村上町長︑教育行政報告を小川教育長が行いました︒
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︒町側から同意案件１件︑単行議案
１件︑条例案件が９件︑工事契約に関する議案１件︑補正予算５件︑報告事項３件が上程され︑審議の結
果原案の通り可決されました︒

行政報告

24

岩津登氏︑坂本敏文氏のお二人
が４月 日付けで﹁瑞宝単光章﹂
を受章されました︒
岩津氏は︑昭和 年５月に枝幸
消防団に入団以来︑副団長を経て︑
年余りの長きにわたり︑地域住
民の生命・身体及び財産を火災か
ら守り︑また︑地域消防力の充実
強化︑整備の実現に尽力された功
績によるものです︒
坂本氏は︑昭和 年４月に消防
吏員を拝命以来︑ 年余りの長き
にわたり︑災害現場において的確
な判断力により迅速な対応を導き︑

48

38 49

新型コロナウイルス感染症防
止に係る町の対応

ます︒
また︑町内の事業者や団体の皆
さまからは︑公共施設や児童に対
して︑マスクや消毒液︑ビニール
手袋などの衛生物資のほか︑図書
カードや感染防止対策支援金など︑
数多くの温かいお心遣いをいただ
き︑大変感謝しております︒これ
らの物資等は︑新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため有効に活用
させていただきます︒
新型コロナウイルスの感染が収
束するまでには︑しばらく時間を
要するとは思いますが︑感染防止

23

43

24

については︑本日までに町民の
％の皆さまにお届けすることが
でき︑町独自の﹁感染症拡大防止
協力金﹂についても︑対象となる
ほとんどの事業所への給付を終え
ています︒
中小企業等緊急支援事業などに
ついても︑商工会が窓口となって︑
滞りなく進めているところです︒
今後は︑先般成立した国の第２
次補正予算・臨時交付金を活用し
た﹁感染症対策の継続﹂と﹁地域
経済活動の回復﹂を主眼とした事
業を行うため︑準備を進めていき
98

23

町民の皆さまの感染予防へのご
理解とご協力に心から感謝申し上
げますとともに︑今後も気を緩め
ることなく︑新型コロナウイルス
感染症対策本部を存続して︑感染
防止の取り組みを継続していきま
す︒
一人 万円の﹁特別定額給付金﹂
10
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また︑地域の火災予防に積極的に
取り組むなど︑枝幸町の防災と南
宗谷消防組合の発展に大きく尽力
された功績によるものです︒

教育行政報告
新型コロナウイルス感染症に
係る学校の臨時休業
６月１日から町内小中学校と枝
幸高校︑枝幸幼稚園が再開しまし
た︒
学校からは︑﹁子どもたちの様
子も明るく︑学校に来ることを楽
しみにしていたようで︑授業も通
常どおり行い︑久しぶりの給食を
味わうなど︑元気に学校生活を送
っている﹂との報告を受けていま
す︒
しかし︑学校再開当初は︑午後
からの授業で集中力が切れてしま
い︑授業スピードの工夫などの配
慮を要することも
ありましたが︑現
在は慣れて通常ど
おり授業を受けて
います︒

学校では︑児童生徒の感染予防
のため︑手洗いの励行やマスクの
着用︑ソーシャルディスタンスの
確保などの指導を行い︑意識が根
付いてきていますが︑小学校の低
学年については︑まだ難しい部分
もありますので︑粘り強く指導し
ているところです︒
今後は︑児童生徒の不安やスト
レスなどを見落とすことのないよ
う︑的確に把握し︑対応するとと
もに︑学習の遅れを取り戻す取り
組みを学校と協力しながら進めて
いきます︒

社会教育事業
社会教育施設は６月２日から利
用者のご理解のもと︑ソーシャル
ディスタンスを確保し︑通常開館
しています︒
オホーツクミュージアムえさし
では︑２０１８年に目梨泊遺跡で
出土した﹁金銅装直刀﹂を特設展
示コーナーで一般公開し︑徐々に
来館者が増えています︒
スポーツ少年団活動については︑
学校再開後の生活リズムの回復を
優先するため︑しばらく活動を見

合わせていましたが︑６月 日か
ら活動が再開されています︒
その他の社会教育活動について
も︑感染防止対策をしながら︑少
しずつ再開されています︒
最後に︑学校に対して町内外の
事業者や団体の皆さまから︑感染
防止のための衛生用品や図書カー
ドなど︑数多くのご寄附をいただ
きましたことに対し︑お礼を申し
上げます︒

意

案

件

主 な 議 案

同

決

案

件

橋 田 てつ子 氏
合 田
肇 氏
佐 藤 修 司 氏
佐々木 貴 教 氏
︵原案同意︶

◆人権擁護委員の候補者の推薦に
ついて

議

◆辺地に係る公共的施設の総合整
備計画の策定について
岡島地区の漁業集落排水処理施
設終末処理場の機器更新事業計画
を議決しました︒
◆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︒
︻校内通信ネットワーク整備工事︼
石岡電気工業株式会社
７１３９万円

（３）
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スポーツ活動の自粛が増える中、枝中・歌中・野球連盟との
交流野球大会が開催されました
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条

例

案

件

◆手数料徴収条例の一部改正
◆廃棄物の適正処理及び環境美化
に関する条例の一部改正
◆国民健康保険条例の一部改正
◆後期高齢者医療に関する条例の
一部改正
◆介護保険条例の一部改正
◆公営住宅管理条例の一部改正
◆特定公共賃貸住宅管理条例の一
部改正
◆勤労青年独身者住宅管理条例の
一部改正
◆公園条例の一部改正
︵全会一致で可決︶

令和２年度補正予算
◆一般会計︵第２号︶
１億３７９８万３千円増
主な歳出では︑新型コロナウイ
ルス感染症対策費として︑﹁学校
ＩＣＴ環境整備事業﹂や﹁枝幸保
育所・枝幸幼稚園﹂に対する運営
費の増額︑﹁公営住宅整備事業﹂
や﹁港湾整備事業特別会計﹂及び
﹁下水道事業会計﹂への繰出・出
資の増額など︒歳入においては︑

報

告

案

件

陳
<情書 >
■﹁国による全国学力調査を全員
参加の悉皆から抽出に改めるこ
と﹂を求める陳情
■﹁公立学校教員に１年単位の変

陳情書・意見書

﹁新型コロナウイルス感染症対応 ●学校ＩＣＴ環境整備事業
地方創生臨時交付金﹂の増額や︑
１億円
﹁指定寄附金﹂などを計上︒
合計︵３事業︶
◆国民健康保険事業特別会計
１億５６６１万９千円
︵第１号︶
２００万円増 ◆寄 附
◆港湾整備事業特別会計︵第１号︶ ◎宗谷南農業協同組合
６６６万円増
代表理事組合長
◆下水道事業会計︵第１号︶
向井地 信之 氏
資本的収入 ２９５２万円増
現 金
２２００万円
資本的支出 ２９８０万円増
︵農業振興及び国際経済交流の
◆国民健康保険病院事業会計
一助として︶
︵第１号︶
◎枝幸ロータリークラブ
資本的支出
８００万円増
会長 中美 勝秀 氏
︵全会一致で可決︶
現 金
万円
︵消防用救助器具導入の一助と
して︶
◎ふるさと未来応援寄附
令和元年度実績
２万１１７５件
３億６４９２万９千円
︵報告済み︶
◆令和元年度オホーツク枝幸株式
会社の経営状況
昨年４月から今年３月までの組
織の状況︑保養施設及びゴルフ場
の運営・営業状況や決算など
◆令和元年度一般会計繰越明許費
繰越計算書
●新型コロナウイルス対策経費
１１９万４千円
●道営草地整備事業︵公共牧場整
備事業︶

５５４２万５千円

50

形労働時間制を適用しないこと﹂
を求める陳情
︵陳情者 ゆきとどいた教育をす
すめる北海道連絡会︶
■物品契約の地元優先発注に関す
る要望書
︵陳情者 枝幸町商工会︶
■２０２１年度地方財政の充実・
強化を求める陳情書
︵陳情者 自治労枝幸町役場職員
組合︶
審議の結果︑４件の陳情書は資
料配布となりました︒
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 小 林 正 浩
賛成者 遠 山
修
審議の結果︑意見書は採択とな
りました︒

（４）
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91

山

修

議員

いかなければなりません︒
この先いつ終息するかわからな
いコロナウイルス感染症と共存・
共生していく上での諸問題を行政
としてどの様な対策と方向性を持
って臨んでいくのか考えをお聞き
します︒
①災害時の避難場所におけるコロ
ナウイルス対策と災害対策自体の
取り組み方の修正︒
②国の２次補正が成立しましたが︑
町として独自の産業・経済への助
成制度への取り組み︵産業全般︑
特に一次産業︶︒
③医療現場における感染対策︑第
三波に備え︵発熱外来設置︶院内
感染の予防対策の実践︒
④介護施設におけるコロナウイル
ス感染症対策と施設内感染対策マ
ニュアル作成の可否︒簡易陰圧室
設置の検討︒
⑤役場庁舎を含め公共施設におけ
る感染予防策︒

遠

コロナ禍における諸問題

新型コロナウイルス感染拡大に
伴い︑世界が未曾有の混乱に陥っ
ています︒
日本においては︑緊急事態宣言
が解除にはなりましたが︑国内の
感染者は北海道を含めピーク時に
比べ少なくはなりましたが微妙な
数で推移しています︒散発的なク
ラスターの発生等︑予断は許され
ません︒目に見えないウイルスに
より健康や生命を脅かされ︑経済
活動の停滞︑社会不安の増幅を招
き︑事態は深刻化を増すばかりで
す︒
私が３月定例会で同様の質問後︑
国内では６月 日現在︑感染者１
万７５２９人︑死者９２７人︒道
内では感染者１１７０人︑死者
人︑治療を終えた人９５６人いま
す︒
私達も行動変容が必要でワクチ
ンも治療薬もない現在においては︑
コロナウイルスと共存・共生して

町

長

答

弁

国内における新型コロナウイル
スの感染状況は︑落ち着きを見せ
つつありますが︑未だ感染者の発
生はゼロには至らず︑道内でも札
幌市を含めて毎日のように確認さ
れています︒
当町においては︑対策本部を設
置した４月８日に﹁枝幸町新型コ
ロナウイルス感染症対策に関する
基本方針﹂を定め︑以降は状況に
合わせて改正しながら︑必要な対
策を進めています︒
質問の１点目のうち災害時の避
難所における対策については︑マ
スクなど物資の備蓄︑避難する方
が到着したときには︑体温を測定
するなど健康状態の確認を行い︑
消毒用アルコールの設置や手洗い︑
咳エチケット︑十分な換気︑スペ
ースの確保など基本的な対策を徹
底することとしています︒
なお︑国の第２次補正予算を活
用して︑パーテーションなどの購
入を予定しています︒
また︑密を避ける観点から︑避
難所の複数設置に加えて親戚や友
人宅への避難を推奨するなど︑い

（５）
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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。
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わゆる﹁分散避難﹂を行うものと
します︒
次に︑災害対策の基本となる防
災計画の修正ですが︑国の防災基
本計画が修正され︑避難所におけ
る避難者の過密抑制など感染症対
策の観点を取り入れた防災対策の
推進︑感染症患者が発生した場合
の対応を含め︑平常時から防災担
当部局と保健福祉担当部局が連携
した対応の検討︑マスクや消毒液
の備蓄に努めることが加えられて
います︒
当町においても︑国・北海道の
状況などを確認しながら速やかに
改正ができるよう準備を進め︑感
染症対策を取り入れた適切な災害
対応を行っていきます︒
２点目の町として独自の産業・
経済に対する助成制度への取り組
みについては︑緊急経済対策室を
設置し︑国や北海道が実施する緊
急経済対策と合わせて︑枝幸町独
自の対策として︑﹁町民の安全と
暮らしを守る取り組みと支援﹂を
行っています︒
その第１弾として︑５月の早い
段階で町が一丸となって感染症防
止対策の徹底を図り︑厳しい経営

状況に置かれている中小企業への
支援策として︑資金貸付制度の拡
充をはじめ︑感染症拡大防止協力
金の給付︑商工会を窓口とする国・
道の各種給付金・融資制度の申請
サポートや︑専門家による経営相
談会などを実施しています︒
経済活動の活性化に向けては︑
住民生活の維持と︑飲食業をはじ
めとする商工業者への経済対策と
して︑商品券の発行事業を検討し
ています︒
﹁オホーツク枝幸ブランド﹂の
推進では︑観光協会が行っている
﹁枝幸オンラインショップ﹂と連
携して︑水産加工業協同組合が運
営する﹁海鮮工房えさし丸﹂が取
扱う︑特産品の需要喚起に向けた
取り組みを支援していきます︒
また︑北海道が旅行需要の早期
回復を図るため実施する﹁どうみ
ん割﹂の対象事業として︑両保養
施設において新たな宿泊プランを
提供し︑可能な範囲で道内旅行者
の集客と特産品の消費拡大につな
げたいと考えています︒
一次産業の状況として酪農業で
は︑休校による給食用の牛乳消費
の落ち込みにより︑飲用から加工

用へと需給調整が行われ︑その影
響を受けた酪農家へ乳価の差額補
填が︑国において行われています
が︑町内から出荷される生乳は︑
全粉乳に加工され︑乳製品の原材
料として供給されており︑現在の
ところ需給調整の影響は受けてい
ません︒
林業においては︑需要が著しく
低下したトドマツ・カラマツの一
般材に関しては︑木材加工場への
受入制限が行われていますが︑こ
の影響は一部に留まっており︑当
町に大きな影響はないものと認識
しているところです︒
漁業・水産加工業では︑ホタテ
貝をはじめとする水産物の海外輸
出の停滞︑国内需要の低迷による
魚価の下落や︑外国人技能実習生
の受入が困難な状況が続き︑加工
従業員の不足などによって︑経営
への影響が懸念されます︒
農林水産業全般においては︑今
後︑国内の経済活動や各事業者の
経営状況に応じて︑時期を見極め
ながら︑必要な対策を検討してい
きます︒
３点目の医療現場における感染
対策等についてですが︑枝幸病院

においても︑国や北海道の方針を
基に感染対策を実施しています︒
発熱外来の設置については︑対象
者と一般の外来患者との接触を避
けるため︑入り口や診察室など区
分する必要がありますが︑病院の
構造上の問題や診療にあたる医療
スタッフが不足している状況にお
いては︑現時点での設置は難しい
と判断しています︒そのため︑各
圏域に発熱外来としての帰国者・
接触者外来が設置されていますの
で︑体制が整った医療機関におい
て対応していただくことについて
ご理解願います︒

町病でのコロナウイルス対策のお願い

（６）

また︑地域の医療機関として︑
次なる感染拡大に備えて︑国の第
２次補正予算の活用を含めた院内
感染防止対策を進め︑稚内保健所
や関係機関と連携を図り︑町民が
安心できる医療提供を継続してい
きます︒
４点目の介護施設での対策です
が︑特別養護老人ホームについて
は︑施設内の消毒や換気を定期的
に行う対策が実施されています︒
入所者等への対策としては︑
﹁面会の禁止﹂・﹁病院受診以外
の外出禁止﹂・﹁食事席の対面禁
止﹂・﹁体調不良者の隔離﹂など
が実施されています︒
職員等への対策としては︑﹁出
勤前の検温﹂・﹁マスク着用﹂・
﹁手指消毒の徹底﹂を行い︑介護
員や看護師は﹁プラスチック手袋
の常時着用﹂を行っているほか︑
札幌近郊への外出︑道外や札幌近
郊から家族が帰省した場合の報告
が義務付けされています︒
新型コロナウイルス対策に限定
した︑施設内感染対策マニュアル
は作成されていませんが︑各施設
独自でインフルエンザやノロウイ
ルス系統の感染対策マニュアルは
整備されています︒
新たな対応については︑すでに
整備されているマニュアルを参考
にしながら︑厚生労働省や老人福
祉施設協議会から状況に応じた通
達等が発出されていますので︑そ
の内容に基づき︑必要な感染防止
対策が実施されています︒
簡易陰圧室設置については︑両
特別養護老人ホームとも﹁特に検
討していない﹂との報告を受けて
います︒
老健うたのぼりについては︑特
別養護老人ホーム同様︑各関係機
関からの通知等に基づき感染防止
対策を実施しています︒
簡易陰圧室設置の検討ですが︑
幅広い感染対策として補助制度を
活用した整備を検討していきます︒
５点目の公共施設
における対策につい
ては︑各施設共通の
対応として︑消毒用
アルコールの設置や
来庁する方の座席間
隔の保持︑適度な換
気などを行いながら︑
施設の態様にあわせ
て飛沫防止シートの

質

問

設置︑マスクの着用などを行って
います︒
今後は︑公共空間での感染機会
を削減するため︑会議室等のレイ
アウト変更や飛沫防止対策の強化︑
またＷＥＢ︑ＴＶ会議システムの
導入を検討していきます︒
町内では未だ感染者が発生して
いない状況下において︑国の﹁新
しい生活様式﹂を踏まえ︑北海道
が示す﹁新北海道スタイル﹂に沿
って適切な感染症対策を継続して
いきます︒万が一︑町内で発症者
が確認された場合には︑町が迅速
に対応することで︑住民生活と事
業活動が維持されるものと考えて
います︒
これまでも︑町民の皆さま︑各
事業所において︑感染予防の取り
組みを実践いただいておりますが︑
今後も引き続き︑感染予防へのご
理解ご協力を改めてお願いします︒

再

ホタテなど魚価安への対応は︒

Ｑ 病院入り口で検温などの感染
対策は︒

Ａ 時間外では窓口で検温してい
ます︒平日の発熱のある患者には
看護師が対応し︑一般患者と別の
対応をしています︒
︵病院事務局長︶
Ｑ 役場庁舎以外の公共施設の感
染対策は︒

き
議会はどなたでも傍聴することがで
ます。
政
本会議では議員の一般質問の他、町
ます。
に関する条例や予算などが審議され
方針
皆さんの選んだ議員の活動や町政の

などを、ぜひご覧ください。

Ａ 現在調査中ですが︑国の第２
次補正予算による交付金で可能で
あれば対応します︒
︵まちづくり推進課長︶

（７）

町 長 再 答 弁

国・道の動向を踏まえて対応を
考えていきます︒

議 会 を 傍 聴 しませんか
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る対策が重要となります︒
これまでの備えでは不足してい
る部分や考え方について︑コロナ
禍における自然災害対策として必
要な備品︑衛生用品の備蓄等はど
のように考えているか町長の所信
を伺います︒

町

日本各地では毎年のように自然
災害が発生しており︑昨年の台風
号がもたらした被害は︑記憶に
新しいところです︒
これまで︑枝幸町でも河川氾濫
のおそれなどにより避難所を開設
し︑住民の方々が避難しています︒
今後は新型コロナウイルス感染防
止策を含めた対応が求められるこ
とから︑従前のような避難所の開
設︑運営方法を見直さなければな
りません︒
国や道からの通知を踏まえ︑避
難所は密集を回避するため可能な

質

問

限り複数設置することとしますが︑
あわせて安全な親戚や友人宅など
へ﹁分散避難﹂を推奨するととも
に町の両ホテルを活用することも
検討します︒
避難所においては︑体温測定や
健康状態の確認を行い︑消毒用ア
ルコールの設置や換気︑レイアウ
トを工夫した空間の確保︑複数の
部屋を活用し︑手洗いや咳エチケ
ットの呼びかけなど基本的対策を
徹底します︒
なお︑国の第２次補正予算を活
用してパーテーションなどの購入
を予定しています︒
マスクなど避難所で必要な衛生
用品は︑可能なものから徐々に購
入し備蓄を進めています︒
災害時の行動は︑平時から心構
えが重要です︒適切な避難行動な
どの必要な情報は︑広報誌やホー
ムページなど様々な方法で周知し
ます︒

再

①備蓄品購入の発注状況と国の２
次補正による交付金で︑今後の購
入予定と町内業者から購入の観点
から今後の考え方︒

②備蓄品の保管場所の設定︒
③防災倉庫の利便性︒
④避難場所のバックヤード設置︒

総務課長答弁

①コロナウイルス感染症初期の段
階は緊急的に町外で手配した経緯
はあるが︑最近は町内業者で対応
しています︒
②備蓄品の保管は庁舎内の保管庫
と︑大きなものは防災倉庫で保管
しています︒
③防災倉庫は︑海のそばにあり以
前から指摘はありましたが現状は
このまま活用し︑今後良い方法が
あれば考えたい︒
④各避難場所のバックヤードの設
置は改修が伴うため︑何か良い方
法があれば今後考えていきたい︒

防災備蓄品の管理（防災倉庫）

コロナ禍における防災対策
について

近年︑全国各地で毎年のように
台風︑低気圧による風水害により
甚大な被害が発生しています︒
当町においては︑幸いそれほど
の被害もなく過ごしていますが︑
災害はいつどこで起きてもおかし
くない状況です︒
当町においても枝幸町地域防災
計画︑ハザードマップの作成等事
前の対応をしてきています︒いざ
という時の万全の備えが重要であ
ると考えます︒
現在︑全国的にも問題となって
いる新型コロナウイルス感染症の
脅威の中で︑災害が発生した場合
の避難所開設時の対策が求められ
ます︒いざという時︑町民の安全
・安心のためしっかりとした準備
が必要だと考えます︒
災害時の避難場所は︑各コミセ
ン︑学校︑体育館等となっていま
すが︑コロナ禍の中﹁三密﹂をさ
けるため人と人との距離を確保す
19
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住みたい・ 住 み 続 け た
い〝まちづ く り 〟 人 口
減少に伴う 将 来 展 望
先般︑﹁第２期枝幸町まち・ひ
と・しごと創成総合戦略﹂︑﹁枝
幸町ふるさと創生総合戦略﹂が示
されました︒その中で最も重要な
観点が人口の維持にあると考えま
す︒
人口の将来展望として２０４０
年目標値を国立社会保障・人口問
題研究所の推計を１４３６人上回
る６３８６人と定めています︒
この目標を達成するためには︑
相当大胆な施策が必要です︒
人口減少に歯止めをかけ︑人口
構造の若返りを図ることとありま
すが︑一方で高齢となっても安心
してこの町に住み続けることので
きる環境づくりも転出者を防ぐ意
味で重要であると考えます︒
私たち人間は加齢とともに様々
な病気になり︑不幸にも若くして
闘病を余儀なくされ仕事を休んで
の通院もあり生活に大きく影響す
る場合もあります︒また︑当町の
病院施設の対応では間に合わず大

きな町の病院に診療を求める町民
も少なくありません︒それが要因
で転出する方も現実におられると
思います︒町外の病院への通院は
交通費が家計の負担となります︒
名寄市・旭川市・札幌市などの病
院への通院は︑公共交通機関の不
便さもあり自家用車の利用が多い
のが現実です︒
一部の疾病については国・道の
助成制度もあります︒また町独自
の助成もあると思いますが︑全て
の疾病が該当するわけではありま
せん︒
そこで︑現在行われている通院
にかかる交通費助成制度はどのよ
うなものがあるかお聞きします︒
また︑今後の人口減少を鈍化さ

長

答

弁

せる大胆な施策として︑現在該当
しない疾病の通院費用の助成を考
えることが﹁住みたい・住み続け
たい・まちづくり﹂のため重要で
はないかと考えますが町長の所見
を伺います︒

町

現在︑当町で行っている通院交
通費の助成制度ですが︑
１つ目は︑国や道が定める難病
や精神疾患などの方が枝幸町以外
の専門医療機関に通院する費用の
一部を助成する﹁特定疾患患者等
の援護事業﹂︒
２つ目として︑下肢障害などに
より︑町国保病院へ交通機関を利
用して自力で通院することが困難
な方にハイヤー料金を助成する
﹁人工透析患者通院交通費助成事
業﹂があります︒
３つ目は︑不妊症や不育症の方
が町外の医療機関に通院する費用
の一部を助成する﹁不妊治療等交
通費助成事業﹂︒
４つ目として︑妊娠９か月以上
の妊婦の方に︑一律４万円を助成
する﹁出産交通費助成事業﹂があ
ります︒

質

問

以上の４事業により︑通院機会
の確保と経済的な負担軽減を図っ
ています︒
なお︑これらの制度に該当しな
い疾病の方に対する交通費助成に
ついては︑道内の自治体において
も︑該当する制度が確認されない
ことから︑当町においても考えて
おりません︒

再

ＵＩターンの受け入れを考えて
いると思うが︑当町は地理的格差
があり人口ビジョンの観点から他
の市町村が行っていないからでは
なく︑後ろ向きにならず︑まちづ
くりの観点から実施してはどうか︒

まちづくり推進課長答弁

ふるさと創生総合戦略について
は︑より効果の高い施策を集中的
に実施することとし﹁ふるさと枝
幸町の創成﹂に向けた第１期の総
合戦略を踏まえ︑本年４月に第２
期のふるさと総合戦略を開始して
います︒
疾病に関する問題では︑通院に
特化した大胆な持続可能な生活交
通確保の視点から︑総合戦略の中

（9）

go go ゴー ゴー
コロナに負けずＰＧ
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議員

のお客様を気持ちよく迎えるため
にも絶対必要と思いますが町長の
所見を伺います︒
もう一つ残念なのが︑町道及び
道道の植樹帯です︒一部町民の手
で綺麗に花が咲いているところも
あるが︑ほとんどは雑草が伸び放
題のまま放置されています︒以前
は町内会が中心となり植栽がされ
整備されていましたが︑高齢化な
どにより整備ができなくなった状

野

公園管理と道路管理に対す
る考え方

で取り組むこととしています︒
枝幸町における通院は枝幸町国
保病院︑治療困難な場合は二次救
急の名寄・旭川の病院へ行くこと
になり︑交通は﹁えさし号﹂とな
り都市間バスの維持︑支援等が通
毎年この時期は北幸公園のツツ
院に対する間接的支援です︒足り
な い 部 分 は 昨 年 ９ 月 に 作 成 し た ジが綺麗に花をつけ枝幸に遅い初
﹁公共交通網形成計画﹂によって︑ 夏の訪れを告げてくれます︒春に
バス停が３００ｍ圏内にない場合︑ は三笠山公園の桜がとてもきれい
岡島から上音標までの山間部で枝 で︑美しさが胸にしみます︒千畳
幸に通院できない方の町内移動に 岩公園にエゾカンゾウが咲き乱れ︑
特化した取り組みを総合戦略に盛 自然豊かな枝幸町に住んでいてよ
かったと思う季節です︒
り込んでいます︒
残念に思うのは管理が行き届い
Ｑ 特定疾患患者への助成は何名
ていない公園︑花壇があるという
か︒
Ａ 令和２年度で 人︑４７５件︑ ことです︒オホーツクミュージア
ムは︑わが町自慢の博物館です︒
２６５万３０１円です︒
︵保健福祉課長︶ 館長以下職員の努力もあり評判も
Ｑ 医療費控除の中で交通費の仕 上々です︒しかし︑入り口にある
花壇は雑草が生えているだけで︑
組みと運用は︒
Ａ 確定申告時の医療費控除は所 大変見栄えの悪いものになってい
得２００万円以上で︑ 万円以上 ます︒管理はミュージアムに任せ
の医療費がある場合に︑その超え られているが︑あの大きさの花壇
た部分を所得から控除し還付が受 の管理を職員に任せるのは無理が
けられます︒交通費は公共交通機 あると考えます︒
そこで公園管理のように花壇の
関を利用した場合のみ認められま
管理も公園管理業務に含めること
す︒
はできないでしょうか︒町外から
60
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態であると思います︒
このままで放置をしてよいのか︑
何かしらの対策が考えられないか︑
豊かな美しい町を残すためにも早
急な手立てが必要と思いますが︑
町長の所見を伺います︒

町

公園管理は︑オホーツクミュー
ジアム周辺は観光振興と町民の健
康増進︑緊急時の避難場所を目的
とし︑﹁オホーツクグリーンパー
ク﹂と称した公園施設として︑委
託により除草・清掃等の維持管理
を行っています︒
議員指摘の花壇は︑ミュージア
ム建設時に整備されたものや︑ボ
ランティアにより整備されたもの
もありますが︑山麓に位置し度重
なる鳥獣被害を受け︑対策に苦慮
している状況です︒現在︑影響を
受けにくい植物等の選定など環境
整備に向け︑文化財保護委員やミ
ュージアムボランティアを加え検
討を進めており︑周辺施設との効
率的な維持管理に取り組みたいと
考えています︒
道路管理についてですが︑道路
の﹁植樹帯﹂は交通の安全性・快

（10）

適性を高め︑沿道における良好
な生活環境の確保を目的とし︑道
路整備に合わせ設置されています︒
地域住民︑関係ボランティアな
どが︑季節に応じた花の植栽によ
り︑身近に緑に親しみ︑住民に安
らぎや潤いを与える場所の提供を
通じて︑美しい町の景観づくりに
取り組んでいただいています︒
近年は︑沿道住民の減少や高齢
化などにより︑町道においては︑
整備活用されていない箇所や自然
災害などにより街路樹が消失した
場所もあり道路管理の中で定期的
に除草作業を行っている現状です︒
改めて︑町内会を通じて整備活
用いただけるようお願いするとと
もに︑場合によっては廃止も含め
て検討していく考えであります︒
また︑道道については︑ウエン
ナイ川から市街地に向い約４００
メートルに渡り設置されている植
樹帯の多くが活用されておらず︑
道では道路環境整備に合わせて除
草が実施されているとのことです︒
沿線住民の皆さんには︑町道と
同様︑環境整備に協力をお願いす
るとともに︑道に対しても適正な
維持管理はもとより︑道路整備の

質

問

促進を引き続き要請していきたい
と考えています︒

再
オホーツクミュージアムはわが
町自慢の博物館です︒特に枝幸高
校の生徒により発掘された﹁金銅
装直刀﹂の展示もされており︑イ
ンターネットの口コミの評価も非
常に高く︑全国的にも優れたミュ
ージアムであるが︑その入り口が
みすぼらしく残念です︒
公園管理業務を委託する中で︑
造園施工管理の資格等は必要とさ
れているか︒
また︑現状でハマナスや松が植
栽されているが一部枯れており︑
雑草等も生えていることから︑来
館者を迎える状態ではないのでは
ないか︒

建設課長答弁
町の契約関係では︑二年に一度
申請により契約更新されており︑
公園管理業者も契約の際︑造園施
工管理資格を有していることを確
認し契約しています︒グリーンパ
ーク公園一帯の維持管理は受託業
者により管理されているが︑一部

雪害や鳥獣被害により傷んでいる
状況です︒限られた予算の中での
管理であり十分ではない状況です︒
今後︑再整備が必要と考えていま
す︒
Ｑ 来館者を迎えるおもてなしの
気持ちが必要です︒花壇の整備な
ど︑町づくりの観点で何か手立て
がないか伺います︒

Ａ 街路樹や花壇の整備は広い意
味ではまちづくりの分野と考えま
す︒まちづくりの活動助成金があ
り︑花いっぱい運動など住民グル
ープの立ち上げは支援できますが︑
継続的な活動が求められるため続
けて行けるかが課題となります︒
︵まちづくり推進課長︶
Ｑ 歌登地区はきれいに管理され
ているがどのように管理されてい
るのか︑町としての関わりは︒

Ａ 商工会会員やまちづくり協議
会により管理され︑稚内建設部よ
り花の苗の提供やまちづくり協議
会には町から負担金を支出してい
ます︒
︵歌登総合支所長︶
Ｑ 歌登地区で町民参加が出来て
いて︑枝幸地区で出来ないことを
このままで良いとは思わない︒

行政として何か考える必要があ
るのではないか︒

Ａ 道道の管理上︑予算減額によ
り管理状況が変化しています︒歌
登開発建設部とも相談し時間をか
けて検討します︒新たな事業協同
組合制度もあり︑今後の管理につ
いて選択をし︑メイン通りの環境
整備を考えていきます︒

︵町長︶

学校再開後の子ども
たちに対するきめ細
かい対応について

６月から学校が再開され︑子ど
もたちは喜びと同時に大きな不安
をかかえ学校生活を送っています︒
大切なことは子どもたちの心に
寄り添うということです︒長期に
授業がなかったことは子どもの学
習に遅れと格差をもたらしていま
す︒遅れを取り戻すために授業を
詰め込むようなことをすれば︑新
たなストレスが生じ子どもの成長
をゆがめ学力格差をさらに広げる
ことにもなりかねません︒子ども
たちの心身のケアをしっかり行う

（11）
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ことが︑学びを進める上での前提
になります︒
教育委員会は︑柔軟な教育をす
るための環境整備が必要です︒柔
軟な教育とは子どもと直接かかわ
る学校現場の創意工夫を保障する
ことです︒
このことについて教育長はどの
ように考えるか伺います︒
また︑コロナウイルス対策につ
いての環境整備が必要です︒現在
の一クラスの人数で十分なソーシ
ャルディスタンスが保てるのか︑
通学時のバス等は密の状態になっ
ていないのか︑細かい対策が今後
必要と思うが教育長の所見を伺い
ます︒

教 育 長 答 弁
新型コロナウイルス感染症に伴
う学校の長期休業で︑生活リズム
の乱れ︑学習の遅れなどが懸念さ
れ︑休業明けの学校再開は児童生
徒に過度の負担が生じる恐れがあ
りました︒
そのため︑再開前に児童生徒が
徐々に生活リズムを取り戻し︑普
段の学校生活に順応できるよう休
業期間中に登校日を設け︑各校で

分散登校を実施しています︒
再会以降の児童生徒たちは分散
登校を実施したことにより︑無理
なく学校生活を送っています︒
﹁子どもと直接かかわる学校現
場の創意工夫を保障することにつ
いて﹂ですが︑文部科学省では長
期休業に伴う授業の遅れについて︑
学習活動の重点化により授業時数
を短縮するなどの工夫が必要とさ
れています︒当町では︑各学校で
検討した結果︑夏休みの短縮︑学
校行事の縮小などで対応できるこ
とを校長会で確認しています︒そ
のほか︑学校現場で工夫された取
り組みがあれば︑教育委員会で内
容を確認し対応します︒
また︑児童生徒の不安やストレ
スなどが新たな発生が考えられる
が︑学級担任や養護教諭等を中心
に健康観察︑相談等の実施︑当町
で配置の教育相談員︑道教委のス
クールカウンセラーの活用を図り
適切に対応します︒
﹁教室内のソーシャルディスタ
ンスの状況﹂は地域の感染レベル
により身体的距離を確保すること
になっています︒現在︑確保すべ
き距離は１メートルを目安とされ

ているが︑施設等
の制約により１メ
ートルを確保でき
ない場合は︑でき
るだけ距離を離し︑
換気を十分に行う
ことや︑マスクの
着用など三つの密
を避けるとされています︒町内で
は大規模校の枝幸小学校と枝幸中
学校が心配されるが︑先ほどの対
策のほか一部の学校においては︑
広い特別教室を活用するなどの対
応をしています︒
次に︑バス等による通学で︑ソ
ーシャルディスタンスが懸念され
る路線は︑登校時の南方面から枝
幸中学校へ向かう宗谷バスと歌登
小中学校が利用するスクールバス
が若干混んでいます︒感染予防対
策として運転手のマスクの着用や
窓がある場合の換気︑利用の都度
消毒︑児童生徒にはマスクの着用︑
利用後の手洗い・消毒を指導して
います︒当面は︑道内の感染状況
の推移を見守り︑通常どおりバス
等の通学を行います︒
学校では︑子どもたちが感染か
ら自分を守るための行動を身に付

質
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けさせることが大切と考え指導を
しています︒

再

報道等においても︑各種学校行
事の縮小が問題視されているが︑
修学旅行等︑各行事のあり方につ
いて詳しく伺います︒

教育長再答弁

修学旅行については９月から
月にかけて実施します︒今後のコ
ロナウイルスの道内の感染状況に
もよります︒
運動会は各学校で検討していま
すが︑規模縮小により︑また時間
短縮をしての実施を考えています︒
歌登中学校は中止を決定してい
ます︒学芸会は 月から 月にか
けて実施予定です︒
Ｑ 学校行事の中止は︑子どもた
ちのストレスにもつながるので︑
教育委員会として実施する意思を
示すべきであると考えます︒それ
らの決定をいち早く子どもたちに
知らせるべきだと思います︒
Ａ 文部科学省においても︑子ど
もたち心情に配慮した学校運営を
求めています︒教育委員会として

10

12

10
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議員

学校では日常的に子どもからの
質問や意見を受け止める素地はで
きており︑それは一人ひとりから
の声であったり︑児童会や生徒会
を通じての声であったり︑様々な
意見や要望を真摯に聞き取る体制
に努めています︒
今回の休校は国や道の要請に基
づいたものであり︑かけがえのな
い命を脅かしかねない感染症から
守ることを第一優先にとった苦渋
の決断に至ったわけであり︑この

教 育 長 答 弁

事者等︑人々が協力しあって取り
組んでいる社会の姿を伝え︑学校
が子どもたちにとって安心・安全
を保障されて︑互いの人間関係を
築いていくことのできる居場所と
感じられなければいけないと思い
ますが︑今後︑子どもたちにどの
ように対応していくのか所信を伺
います︒

小

コロナ禍における子どもの
権利と今後の対応

も今後のコロナウイルスの状況に
もよりますが︑十分配慮した中で
前向きに検討したいと考えていま
す︒
また︑修学旅行は行き先なども
考慮し︑行かせてあげたいと思っ
新型コロナウイルス感染拡大防
ています︒
︵教育長︶ 止のため︑国の全国一斉休校要請
Ｑ 枝幸小学校の５年生は 人︑ により町内の小中学校・高校も臨
６年生は 人であるが︑ソーシャ 時休校しました︒国の全国一斉休
ルディスタンスは保たれているの 校要請は子どもたちに対する十分
な説明も︑学校現場における十分
か︒
今後︑国に対して少人数学級の な準備もないまま子どもの学校で
クラス編成を要望すべきでないか︒ 学ぶ権利を制限することになりま
Ａ 実際には１メートルは保たれ したが︑当町において私たちは彼
てはません︒しっかりマスクを着 らに十分な説明をしたでしょうか︒
私たち大人は子どもたちの立場
用して対策しています︒今後︑参
観日等人数の増えるときは特別教 になって考え︑子どもたちの幸福
室を使用する考えであります︒実 を保障できたのでしょうか︒
私は︑子どもたちの意思表明の
際に枝幸中学校の２年生は特別教
権利や教育を受ける権利を守るこ
室を使用しています︒
毎年︑各市町村教育委員会によ とができなかったと反省していま
り 人学級の実施を要望している すが︑教育長の考えを伺います︒
また︑学校が再開して約３週間
が引き続き要望していきます︒
︵教育委員会次長︶ が経過しましたが︑長期間の休校
が子どもたちの心身に与える影響
が考慮されているかが不安です︒
単に学力の遅れを取り戻す指導で
はなく︑感染拡大に対して医療従

ような緊急事態
の中では︑子ど
もたちに対し休
校に賛成か反対
かなどの意見表
明の場を設ける
ことは事の性質
上︑馴染まないと思っています︒
生活リズムを整え家庭学習を継
続できるよう︑プリントによる学
習課題の配布と回収︑その評価に
より一人ひとり学習の習熟度・定
着度を把握し︑必要に応じ電話や
家庭訪問などでフォローするなど︑
教育を受ける権利にできるだけ応
えるよう努めてきたところです︒
命を脅かす可能性があることでも
あり︑非常に難しい問題ですが︑
関係機関とも今後︑協議・検討し
ていきたいと思います︒
今後の子どもたちへの対応です
が︑学校の再開後は多くの子ども
たちは生き生きと学校生活を送っ
ているとの報告を受けていますが︑
感染症に対する不安やストレスを
感じる子どももいると思いますの
で︑授業で正しい知識を教えると
ともに︑一人ひとりの様子に注意
を払い︑必要に応じスクールカウ
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ンセラーなどの派遣を道教委へ要
請するなど︑心のケアに十分配慮
するとともに︑学習面でもＧＩＧ
Ａスクール構想の実現に向け﹁学
校ＩＣＴ環境整備事業﹂を進める
予定で︑１人１台の端末を整備す
るなど児童生徒の学びを保障でき
る環境づくりに努めます︒
また︑新型コロナウイルス対策
や治療にあたる医療従事者︑社会
機能の維持にあたる方やその家族
等に対する偏見や差別に繋がるこ
とについても︑道徳的な指導も必
要と考えています︒

再
現在︑子どもたちは制限を受け
ていることがあるのか︒

教育長再答弁
三密を避けると言うことが一番
大きいことであり︑対応にも苦慮
しながら授業をしています︒
Ｑ 各行事等の中止で教師や学校
の意見と︑親や子どもたちの意見
で違いも生じていることもあると
思うが︑把握しているのか︒
Ａ 学校での授業の進め方につい
ては無いが︑学校の行事等につい

てであれば受け止めている︒
︵教育長︶
Ｑ 休業の再要請は今まで知事が
行っていたが︑今後は管内ごとの
要請になった︒この対応は︒
Ａ これからは︑それぞれの地域
ごとの科学的・客観的な状況を把
握することによって判断すること
になるが︑道や振興局︑保健所等
の関係機関との指導も受けながら
町としての判断は慎重に対応した
い︒
︵教育長︶
Ｑ このコロナ禍に対しては子ど
もたちも非常に暗いところが見ら
れる︒外で活発に遊んでいるのが
見受けられないが︑その中でそれ
ぞれ夢とか希望を持った子どもが
いると聞いていますが︑このこと
について教育に期待することがあ
るのか︒
Ａ 今のところはこれといった対
策は思いつきませんが︑夢と希望
を持った子どもが育つような学校
生活を送れるよう前向きに最大限
に配慮したい︒
︵教育長︶

Ｑ

＆Ａ

Ａ 児童・生徒・先生方のタブレ
ット端末のセットアップとスター
ト確認で︑２︑３ヶ月と思います
が再度確認します︒
︵教育委員会次長︶

︵野口議員︶

Ａ 今まで負担はなく︑６月末ま
で休便で収益が落ちています︑第
２次臨時交付金で支援したい︒枠
組みが決まった段階で示したい︒
︵まちづくり推進課長︶
Ｑ ＩＣＴ支援員派遣業務委託料
の内容と期間は︒

当初予算４００万円から不足分４
０１千円の追加であります︒
︵まちづくり推進課長︶
Ｑ 札幌行の路線維持は︒
︵小林議員︶

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
します︒

一般会計補正予算

Ｑ 繰入金は歳出のどの部分に反
映しているのか︒

︵徳保議員︶

Ａ 旭川行えさし号は︑コロナウ
イルスの影響による利用者の減少
に伴い人数では５９９人減︑金額
では６６０万１千円の減であり︑
その３分の２を補助するもので︑

︵小林議員︶

Ａ 財政調整基金繰入金は林道整
備︑有害鳥獣駆除︑町有財産管理
経費︑児童手当のシステム改修費︑
商工振興事務経費︑公営住宅整備
事業等です︒
︵財政課長︶
Ａ ふるさと未来応援基金繰入金
は︑ 事業プラス３件分で南宗谷
消防組合負担金︑医療従事者等修
学資金貸付事業︑枝幸幼稚園運営
補助です︒
︵まちづくり推進課長︶
Ｑ 都市間路線維持補助金の内容
は︒
21
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Ｑ 学校の先生方に不安があり︑ 稚園と協力し検討させてもらい︑
学校でスペシャリストの養成はし 今後の必要な保育士の数は教育内
ないのか︒また︑児童等で使い方 容等で変わっていくため検討しま
す︒
がわからない場合の対応は︒
︵町民課長︶
︵野口議員︶
Ａ 先生方でも慣れた方はいます Ｑ 特定外来生物駆除等業務委託
料の内容とその期間は︒
が総務課等でも対応します︒
︵小林議員︶
また︑使い方がわからない場合
は︑学校︑教育委員会等の順で対 Ａ アライグマの駆除で以前は職
員で対応していたが業務が多くな
応します︒
︵教育委員会次長︶ り委託しました︒
駆除件数Ｈ は 件︑Ｈ は
Ｑ 枝幸保育所管理経費の内容は︒
︵小林議員︶ 件︑令和元年は１５５件です︒
期間は︑７月１日から 月 日
Ａ 保育士３名が産休に入るため︑
パートの保育士と補助員１名の給 までです︒
︵農林課長︶
料と報酬です︒
︵町民課長︶ Ｑ 屋内多目的グラウンド改修事
業で取替工事の内容は︒
︵小林議員︶

Ｑ 枝幸幼稚園が閉園に向け人数
が減少しているが︑保育所の園児
数の推移と運営が賄えるのか︒
︵小林議員︶
Ａ 園児数に変わりはないため︑
本年度はこの体制で行きたい︒幼

29

61

油圧ジャッキの性能は今まで

港湾整備事業特別会計補正予算

Ａ かもめアリーナの２基あるボ
イラーの１基で︑Ｈ５年製造で修
理をしながら使っていたが４月９
日に運転を停止しました︒
︵教育委員会参事︶

Ｑ

と同等のものか︑今までより大き
な船も揚げられるのか︒
︵小林議員︶

日に開会︑承認案件

件︑

第１回臨時会

５月

29

10

Ａ 機能的に以前より能力はアッ
議決案件４件を審議しました︒
プしています︒降ろす速度は調節
ができ効率はアップします︒施設
承認案件︵専決処分︶
自体が ｔ未満のため従前と同じ
専決処分とは議会を招集する時
です︒
※
︵水産商工課長︶ 間的余裕がないと認めるとき︑町
長の判断で議会の議決前に処理を
することです︒
︻３月 日処分︼
国民健康保険病院事業会計補正予算
◆税条例の一部改正
Ｑ 診療所のボイラー２基のうち ◆都市計画税条例の一部改正
１基ということで︑施工時期が一 ◆国民健康保険税条例の一部改正
緒であればもう１基も壊れるので ◆介護保険条例の一部改正
は︒また︑耐用年数は︒
◆令和元年度 一般会計補正予算
︵第６号︶
︵遠山議員︶
１億５３５０万７千円減
Ａ ボイラーの１号機はＨ 年２
月︑２号機がＨ 年６月で耐用年 ◆令和元年度 国民健康保険事業特
別会計補正予算︵第３号︶
数は把握していません︒
９２９３万６千円減
︵病院事務局参事︶
◆令和元年度 介護保険事業
Ｑ 定期的なメンテナンスは︒
特別会計補正予算︵第４号︶
︵遠山議員︶
２３４２万円減
Ａ 毎年定期検査を行っています︒
今回の故障は︑基盤が壊れ修理で ◆令和元年度 簡易水道事業
特別会計補正予算︵第４号︶
きないためです︒
２８４万７千円減
︵病院事務局参事︶
︵承認︶

（15）
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吉川自動車工業株式会社
︻５月１日処分︼
２１８０万３７０円
◆中小企業振興資金貸付条例の一
︵全会一致で可決︶
部改正
◆令和２年度一般会計補正予算
報 告 案 件
︵第１号︶
９億９８０２万５千円増 ◆寄 附
主な歳出は︑新型コロナウイル ◎石岡電気工業株式会社
代表取締役 石 岡 智 之 氏
ス感染症対策として︑町民一人あ
図書カード
７１０枚
たり 万円を給付する﹁特別定額
︵感染症予防の休校措置等によ
給付金﹂をはじめ︑﹁子育て世帯
る町内小・中学校︑高等学校
臨時特別給付金﹂︑﹁中小企業等
の児童・生徒の一助として︶
緊急支援事業﹂︑﹁感染症拡大防
止協力金給付事業﹂︑﹁経営相談 ◎枝幸町商工会青年部
部長 根 木 秀 典 氏
体制強化事業﹂︑児童生徒や公共
枝幸町商工会女性部
施設等の衛生資材の購入経費など︑
部長 小田桐 サチ子 氏
国の施策に関する事業及び町の独
マスク
１５００枚
自対策経費を計上︒
︵教育・福祉関係における感染
︵承認︶
症予防の一助として︶
議 決 案 件
︵報告済み︶
◆税条例の一部改正
陳
情
書
◆都市計画税条例の一部改正
■新型コロナウイルス感染拡大の
◆工事請負契約
影響とその対策に関しての要望
︻公営住宅北栄団地３号棟建設建
︵陳情者 枝幸町商工会・
築主体工事︼
枝幸水産加工業協同組合︶
高橋建設株式会社
８０３０万円 ■﹁新型コロナウイルス感染症﹂
感染拡大防止のための﹁北海道﹂
◆公有財産の取得
における緊急事態措置に伴う対
︻雪寒建設機械 除(雪ドーザ 購)入︼
10

策について
︵陳情者 枝幸町料飲店組合︶
審議の結果︑２件の陳情書は資
料配布となりました︒

令和２年６月８日開催

総務文教常任委員会
主な内容

●ふるさと未来応援寄附の実績等
︵まちづくり推進課︶
４年連続で３億円台を維持し︑
返礼品はホタテ玉冷が８割以上で
ある︒
今後も︑豊富な海産物や高品質
な加工品を軸に魅力ある返礼品を
展開し︑寄附をしていただけるよ
う努める︒
●保養施設・南宗谷ゴルフ場の運
営状況
︵まちづくり推進課︶
施設老朽化のため修繕や改修工
事を実施した︒
売上高は︑３月の新型コロナウ
イルス感染症の影響により︑約６
２７万円の減となったが︑通年で
は︑１６００万円ほど前年度を上
回りました︒

●枝幸幼稚園運営費補助金
︵教育委員会事務局︶
北海道管理運営費補助金の減額
と園児数減少のため︑５００万円
の運営費補助金の増額要望︒
●新型コロナウイルス感染症に伴
う学校等の対応
︵教育委員会事務局︶
試験的に行った山臼小学校︑枝
幸南中学校のオンライン授業を検
証し︑メリット・デメリットの課
題を共有し︑今後の実施検討に向
け対応を協議︒
●その他４件
担当課より説明を受け審議︒

令和２年６月９日開催

産業厚生常任委員会

主な内容

●枝幸商店街地区街路灯・融雪溝
電気料助成金
︵水産商工課︶
平成４年に管理組合を設立︑組
合員会費と前身の中央商店街振興
会の余剰金を基金として積立それ
を取崩し︑組合の運営と収支を図
ってきた︒

（16）

近年は︑組合員の減少と基金が
枯渇︑電気料の値上げなどで︑収
支決算状況は厳しい状況が続いて
いる︒また︑平成 年度には臨時
的に赤字補填を町が助成している︒
本年１月に管理組合より管理運
営ができないことと︑町に維持管
理していただきたいと要望があっ
た︒
町としては︑街路灯については
防犯灯としての効果があることや︑
融雪溝においても降雪時の歩道確
保による歩行者の安全確保など対
象地区の環境整備が図られること
から︑本年度については︑６月補
正予算で 万円全額について補助
金の追加を計上予定︒
また︑次年度以降は︑町で維持
管理することとした︒
●公営住宅等の保証人制度見直し
︵建設課︶
令和２年４月施行の民法改正に
より︑賃貸借契約における個人根
保障契約に極度額︵上限額︶の設
定が必要となった︒公営住宅入居
の際に連帯保証人が必要であった
が︑国・道の考え方では︑単身高
齢者の増加︑公営住宅の趣旨から
連帯保証人の廃止を行うこととし
た︒
町としても国・道と同様の考え
であり︑入居時の連帯保証人を取
りやめ︑連帯保証人の代わりに緊
急時の連絡先を確保する︒また︑
現行法が適用される現入居者につ
いても新規入居者との不均衡が生
じることから緊急連絡先として取
り扱う︒
近年の家賃収納率向上︑滞納額
も減少しているが︑職員の徴収努
力によるもので連帯保証人の有無
が収納率に影響を与えてはいない︒
連帯保証人制度を廃止した後も家
賃納付意識が希薄とならないよう
対応していく︒
なお︑公営住宅以外の特定公共
賃貸住宅︑勤労青年独身者住宅も
同様として６月定例会に関係条例
の改正を上程する︒
●公営住宅北栄団地建て替え事業
︵建設課︶
２工区の従前団地 棟 戸は︑
町道北栄幹線から高低差がある地
形・配置であることから︑高齢者
にとっては日常移動に困難な状況
があるため︑現在︑町遊休地︵旧
除雪センター及び職員住宅跡地︶
約５３００㎡への移転建替えを行

う計画︒
整備戸数は︑本年度実施の基本・
実施設計で詳細検討を行うが︑４
棟 戸のうち１棟４戸は中堅所得
者層の住宅として考えている︒
●新型コロナウイルス感染症対策
に係る診療体制
︵国保病院︶
６月からの診療体制︑４月の患
者数の状況と近況報告︒診療体制
については︑入院患者︑老健入所
者への面会禁止のほかは通常どお
りの体制で診察︑また︑外来待合
室や受付窓口などの感染防止対応
は今後も継続︒
患者数については︑老健の入所
者数以外は前年同月比で減少︒
旭川医大の出張診療の増により︑
小児科にいては︑月２日程度しか
休診とならない︒また︑精神科は
月２回から３回に増加︒
病院機能再編計画策定支援業務
については︑公募型プロポーザル
方式で選定し︑５月 日に契約金
額６００万円で㈱日本経営と契約
済み︒契約内容は療養病床の今後
のあり方と高齢者の退院後の受け
皿など︑介護施設への一部転換の
可能性も含めて分析する︒

診療所・老健の給湯暖房用ボイ
ラーは２基で稼働していたが︑１
基が経年劣化等による故障が続き︑
現在は１基のみで稼働中︒このた
め︑冬期間の暖房に使用する場合
は容量が不足することから︑６月
補正予算でボイラー１基の取換工
事費用８０００千円を計上予定︒
●その他４件
担当課より説明を受け審議︒

（17）

まちづくり等調査特別委員会

◇第８回︵６月 日開催︶
●枝幸町まち・ひと・しごと創生
総合戦略の効果検証について
●﹁枝幸町認定こども園基本構想
策定﹂に向けた取り組み状況に
ついて
●枝幸町デマンド型交通の実験運
行について
●新型コロナウィルス感染症対応
地方創生臨時交付金の拡充につ
いて
●﹁地方創生関係交付金事業の効
果検証﹂について
●﹁地域おこし協力隊活動報告﹂
について
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議会広報編集特別委員会
（後期担当委員）
議会広報編集特別委員会は、これまで定例会ごとに議会だよりを編集・発行し、
議会で何が審議されているかを正確に詳しく町民の皆さまに広報することに努めて
参りました。
今回から後期メンバーに交代となり、小林委員長、徳保副委員長、村上委員、
田口委員、遠山委員の体制で広報誌を発行して参りますので、ご愛読どうぞよろし
くお願いします。

小
徳
村
田
遠
林
保
上
口
山
正
喜
守
修

後期担当委員

委 員 長
副委員長
委
員
委
員
委
員
浩
幸
義
三
修

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。

編 集 後 記

新型コロナウイルスの感染
拡大防止の自粛が段階的に緩
和され︑これにともなって社
会活動や︑経済活動が僅かず
つではあるが動き始めて来た
が︑感染の拡大が一部の自治
体で報道され油断できない状
況でもある︒
当町でも町長を筆頭に頑張
っているところであるが︑こ
の状況を打破するのは一人ひ
とりの理解と協力が必要であ
ることは間違いないが︑この
先どうなることか心配の種で
もある・・・
私事ではあるが︑今回から
久しぶりに議会広報を担当す
ることになりました︒
過去の議事を見ながら頭を
ひねっている
ところです︒
宜しくお願い
します︒
︵田 口︶
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