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令和２年11月26日

枝幸高校インターンシップ

犯罪防止の一助に

● 第３回定例会 ……………… ２Ｐ〜
● 一般質問 …………………… ６Ｐ〜

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 …… 16Ｐ

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
会

期 ９月

日の６日間

町民還元ホタテ貝無料配布

商品券発行事業や子育て世帯特別
支援事業などの取り組みは︑順調
に進められているところです︒
町民の皆さまには︑引き続き自
らができる基本的な感染予防の取
り組みを徹底されるようお願いい
たします︒

日〜

︻事
事務
務・
・事
事業
業の
の効
効果
果を
を検
検証
証︼
︼
︻

第３回定例会が９月 日から 日まで６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︑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
３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３件・条例案件２件・補正予算
案件５件・認定案件︵決算︶ 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
新型コロナウイルス感染症

29

９月 日から 日
月３日に挙行の﹁自治功労者・
功績者等表彰式﹂は︑出席者を限 までの期間で実施さ
定するなど規模を縮小して行うこ れた町民還元ホタテ
貝無料配布について
ととしています︒
今後もイベント等の開催は︑国 は︑爆弾低気圧によるホタテ被害
や道の方針を踏まえて︑慎重に対 後の稚貝追加放流経費やホタテ漁
場管理船建造費への助成をはじめ︑
応していきます︒
港湾・漁港の漁業基盤整備に対す
るこれまでの町の支援に対して︑
緊急経済対策
枝幸漁業協同組合が町民の皆さま
方に感謝したいとの思いから︑実
施していただきました︒
なお︑新型コロナウイルス感染
対策により行動自粛を余儀なくさ
れた町民の皆さまに対するお見舞

22

令和元年度各会計決算を認定！

24

当町における第３弾の﹁緊急経
済対策﹂は︑広報えさし９月号で
お知らせしていますが︑感染症対
策の継続と地域経済活動の回復を
図るための︑オホーツク枝幸活力

19

10

から︑制限を徐々に緩和し︑国内
の人々の動きを活発化しようとす
る方向に変わりつつあります︒
道内においては︑札幌市を中心
に毎日 人前後の感染者が確認さ
れていますが︑幸い当町や近隣町
村では感染者が確認されていませ
んので︑今後も気を緩めることな
く﹁感染防止と社会経済活動の維
持﹂を両立させる取り組みを継続
していきます︒
なお︑感染拡大防止の観点から︑
各地区での敬老祝賀会︑﹁枝幸町
民植樹祭﹂︑﹁よくばりフェスタ
２０２０﹂は中止となりました︒

11

24

町民の皆さまにはコロナ禍のも
とで﹁新しい生活様式﹂の実践な
ど︑感染予防の取り組みにご協力
をいただき︑深く感謝を申し上げ
ます︒
国内の累計感染者数は︑すでに
７万６千人を超えていますが︑東
京などの大都市を中心に新たな感
染者の発生が減少傾向にあること

10

29
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90

交通死亡事故

叙勲関係

教育行政報告

（３）

農業の状況

元気に育つモー

12

牧草の収穫状況は︑春先の好天
８月 日歌登地区パンケナイの
森永茂氏が８月１日付けで﹁瑞
で一番草の生育は順調に進みまし 道々枝幸音威子府線で痛ましい交 宝双光章﹂を受賞されました︒
たが︑収穫期を迎えてからの天候 通事故が発生し︑残念ながら交通
森永氏は︑歌登町収入役として
不良で作業に遅れが生じ︑収穫量 死亡事故ゼロが２８３日で途絶え 昭和 年９月から平成６年 月ま
は多かったものの︑栄養価の低下 てしまいました︒
での７年にわたり在職︑また︑歌
から︑今後の乳量への影響が懸念
これからも交通安全に対する意 登町議会議員として︑平成７年５
されます︒
識の高揚と交通事故のない枝幸町 月から 年４月まで︑合併後︑枝
二番草の育成は︑一番草の影響 を築いていくため︑関係機関等と 幸町議会議員として︑平成 年４
から例年よりも遅れていましたが︑ の連携のもと︑交通安全への取り 月から 年４月まで︑通算３期
７月に入り適度な気温と降水量も 組みを推進していきます︒
年にわたり在職されました︒豊富
あり︑おおむね順調に生育し︑平
な行政経験により︑産業の振興・
役場本庁舎耐震化・大規模改
年並みの収量となっています︒
発展と住民福祉の向上にご尽力さ
修工事状況
生乳生産量は︑７月末現在２万
れ︑地方自治の伸展に多大な貢献
トン︑前年比１０１・８％の増
昨年から行っている改修工事は︑ をされた功績によるものです︒
量となりました︒
耐震化のほか外壁の改修や非常用
今後も増産が続くことを願って 発電設備工事︑照明のＬＥＤ化な
います︒
どの作業工程が順調に進んでおり︑
９月４日からは︑エレベーターの
使用が可能となっています︒
今後︑庁舎を囲っている足場の 小中学校の授業の進捗状況
撤去︑銀行ＡＴＭの移設︑１階会
議室の改修などの作業が進められ︑
新型コロナウイルス感染症によ
予定どおり本年 月に完成する見 る臨時休校が５月 日で終わり︑
込みとなっています︒
６月１日から学校が再開しました︒
この時点では︑全ての学校で授業
の遅れが発生しており︑児童生徒

12

12

18

いという趣旨も含まれています︒
ホタテ貝を無料提供していただ
いた枝幸漁業協同組合︑配布作業
にご協力いただいた各自治会・町
内会の皆さまに対しまして厚くお
礼申し上げます︒

49

62

15

22

令和２年度の普通交付税
枝幸町の普通交付税決定額は︑
億４２３８万円であり︑昨年度
と比較すると︑１０５万５千円の
減額となっています︒
主な要因は︑国の地方財政計画
の見直しに伴い﹁地域社会再生事
業費﹂が新設され増額となったも
のの︑交付税算定から差し引かれ
る﹁地方消費税交付金﹂が伸びた
こと︑合併市町村の優遇措置であ
る合併算定替えの段階的縮小によ
り︑今年度は ％減額されたこと
によるものです︒
予算計上額との比較では︑１億
１２３８万円を留保している状況
であり︑この留保財源については︑
役場本庁舎改修事業や維持補修等
にかかる財源及び財政調整基金繰
入金の減額などに充当することと
して︑補正予算を提案しています︒

31
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32

10

対し︑感染予防のための指導を行
い︑体調確認を徹底しながら万全
を期して実施されています︒９月
上旬には枝幸小学校が行き先を旭
川市として無事行われ︑その後は
月 日までに全ての学校で実施
される予定です︒
旅行費用についてはＧｏＴｏト
ラベル事業などを活用して︑保護
者の負担軽減に努めています︒
学芸会・文化祭・学校祭は︑
月中旬から 月上旬にかけて全て
の小中学校で開催する予定となっ
ています︒

で社会教育活動を展開していく予
定です︒
社会教育関係施設の感染防止対
策については︑物品の納入・設置
が全国的な品薄のため︑若干遅れ
ていますが︑少しずつ整備される
見通しです︒

議会を生中継しています

社会教育事業

55

36

社会教育各施設の入館者数は新
型コロナの影響により︑前年度同
期と比較して平均で ％の減少と
なっていましたが︑通常開館が再
開された６月以降の入館者数は︑
少しずつ回復しています︒
７月８日には︑例年より２ヶ月
ほど遅れてハマナス大学入学式を
挙行しました︒今年度は 名の学
生が入学︒定期講座回数を減らし︑
研修旅行など特別講座は中止しま
したが︑できるだけ活動していく
予定です︒
﹁町民文化祭﹂は年度当初から
文化関係団体の活動が制限されて
いたため︑準備が間に合わず残念
ながら中止となりました︒
﹁成人式﹂は規模を縮小し︑内
容を精査したうえで開催に向け準
備を進めているところです︒
その他︑それぞれ所管・施設の
事業は︑制約・制限のある中︑工
夫しながら実施しています︒９月
日からイベントなどの開催制限
が緩和されましたが︑改めて感染
防止対策を再点検し︑可能な範囲

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１２月上旬
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。

10
新型コロナは学校行事にも影響が 内容等を工夫し行われました

の学習への影響が懸念されていま
したが︑各学校では︑夏季・冬季
の休業の短縮や学校行事の見直し
などにより︑今年度中には全ての
学校で授業の遅れを取り戻せる見
通しとなっています︒
今後は︑児童生
徒に過度な負担と
ならないよう配慮
しながら︑学習の
定着が図られるよ
う教育活動を進め
ていきます︒

学校行事
運動会・体育祭は︑８月 日に
枝幸小学校を皮切りに︑競技内容
の見直しや時間の短縮︑保護者の
観覧方法を工夫し実施され︑ 月
４日までに予定される全ての学校
が終了する予定です︒
特に今年度末で閉校が決まって
いる乙忠部小学校では︑９月 日
に最後の運動会が開催され︑子ど
もたちは各競技に一生懸命臨み︑
保護者や地域が一体となり︑思い
出を刻む運動会となりました︒
修学旅行は︑事前に児童生徒に
23
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80

陳
<情書 >
■種苗法﹁改定﹂に関する意見書
案採択のお願い
︵陳情者 農民運動北海道連合会︶
■軽油引取税の課税免除特例措置

陳情書・意見書

10

20

主 な 議 案

同

議

報

82

◆令和元年度枝幸町健全化判断比
率及び枝幸町資金不足比率
枝幸町は両比率ともに法に定め

の継続を求める陳情
︵陳情者 北海道索道協会・ＮＰ
Ｏ法人枝幸三笠山スポーツクラ
ブ︶
審議の結果︑２件の陳情書は資
料配布となりました︒
意
<見書 >
■新型コロナウイルス感染症の影
響に伴う地方財政の急激な悪化
に対し地方税財源の確保を求め
る意見書
提出者 小 林 正 浩
賛成者 石 川
勝
賛成者 徳 保 喜 幸
■国土強靭化に資する道路の整備
等に関する意見書
提出者 遠 山
修
賛成者 長 岡 義 昭
賛成者 秋 川 祥 雄
審議の結果︑意見書は採択とな
りました︒

令和２年度決算認定

詳細は ページをご覧ください︒

（５）

る基準を下回っているとの報告︒
◆寄 附
◆枝幸町放課後児童健全育成事業 ◎歌登ライオンズクラブ
の設備及び運営に関する基準を
会長 七 戸 忠 之 氏
定める条例の一部改正
アクリルパーテーション
枚
◆枝幸町指定居宅介護支援等の事
透明ロールスクリーン
１式
業の人員及び運営に関する基準
トレー
枚
◆表彰条例の規定により次の方々
等を定める条例の一部改正
︵うたのぼり交流センター﹁歌種﹂
を自治功労者として表彰︒
︵全会一致で可決︶
における新型コロナウイルス感
◆風烈布
髙 橋 壮 治 氏
染症対策として︶
◆下幌別
寺 前 吉 幸 氏
◎
海 健 一 氏
◆歌登大奮 向井地 靖 浩 氏
令和２年度補正予算
現金１００万円
︵農業委員会委員としての功績︶
︵消防救急業務として︶
◆栄 町
大 峰 みつ子 氏 ◆一般会計︵第４号︶
１億１０７１万３千円増 ◎有限会社シビル開発
︵民生委員児童委員としての功績︶
代表取締役
◆歌登西町 山 川 健 治 氏 ◆介護保険事業特別会計︵第１号︶
９７６万１千円増
今 野 慎一郎 氏
︵旧歌登町助役︑社会福祉法人歌
振り子時計
１台
登福祉会理事長としての功績︶ ◆簡易水道事業特別会計︵第１号︶
万９千円減
壁掛け扇風機
４台
︵原案同意︶
◆水道事業会計︵第１号︶
すのこセット
１式
収益的支出 ３３９万７千円増 ︵枝幸町の子育て支援として︶
◆下水道事業会計︵第２号︶
︵報告済み︶
収益的収入・支出
万円増
︵全会一致で可決︶
◆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
︵全会一致で可決︶

12
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29

野

口

洋

郎

議員

が受診させなかった経験があるか﹂
という設問に対し︑ ・８％があ
ると回答しており︑理由としては
﹁お金がなかった﹂が全体の４分
の１︵ ・４％︶で︑年収の低い
階層ほどその割合が高くなってい
ます︒
これは︑そのまま当町にも当て
はまると思われ︑それが前述した
医療費助成の延長を望む声なので
す︒
私は︑昨年 月議会で﹁子ども
医療費無料化の取り組みについて﹂
質問しました︒町長の答弁は︑令
和２年度末までには方向性を示し
たいというものでした︒来年度予
算編成に向けて︑今がぎりぎりの
タイミングと思いますが︑方向性
が決まっている
のか明確な答弁
を求めます︒
﹁子どもの生
活実態調査﹂の

調査対象は高校生までであり︑お
金がなくて子供を受診させなかっ
たという回答は︑高校２年生でも
・８％と高い数字が出ており是
非参考にしていただきたいと思い
ます︒
次に教育長に伺います︒私は平
成 年６月議会で﹁給食費の無料
化と就学援助について﹂質問をし
ています︒教育長は給食費の無料
化は考えていないが︑一部減免に
ついては今後の研究課題としたい
という答弁をしています︒﹁子育
てへの経済的支援の充実﹂が町民
の声です︒給食費の無料化はまさ
に経済的支援になります︒
現在︑全道の の自治体で給食
費の無料化︑一部無償化は の自
治体で実施︑合わせて 自治体
︵ ・４％︶が何らかの減免措置
をとっています︒
無償化を実施している雄武町は
﹁保護者の経済的負担を軽減し︑
もって子育て支援を拡充するため
に﹂︑また︑美瑛町は﹁教育にか
かる費用の負担を軽減し安心して
子どもを育てることのできる環境
づくりを目的とし﹂ということを︑
条例の目的としています︒

43

58

子育てに係る経済的支援につ
いて
町長は︑町政執行方針の︿子育
て・児童福祉﹀の項目において︑
﹁子ども応援計画﹂により︑子育
て支援を推進するとしています︒
﹁子ども応援計画﹂は︑今年度
から第２期がスタートし︑この３
月に５ヶ年の計画が策定されまし
た︒町民からの声も取り入れた大
変よくできた計画であり︑遅滞な
く計画を進めていただきたいと思
います︒
﹁子育てしやすい町づくりのた
めに︑重要だと思う施策﹂につい
ては︑﹁小児医療体制の充実﹂に
次いで︑﹁子育てへの経済的支援
の充実﹂があげられ︑その内容と
しては﹁医療費助成の中学校まで
の延長﹂が ・２％となっていま
す︒
北海道保健福祉部が︑平成 年
６月に出した﹁子どもの生活実態
調査﹂があります︒その中の﹁病
院を受診したほうが良いと思った
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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、３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。

15

（６）

答

弁

規模的にもさほど変わらない自
治体にできることが︑当町ででき
ないわけがない︑教育長はどのよ
うに考えるか明確な答弁を求めま
す︒

長

点で予想がつきません︒
菅新内閣のもとで近く施政方針
が示され︑遅れていた来年度の予
算編成が進むが︑その動向を注視
しなければならない︒
したがって︑当町の来年度の予
算編成はかつてない厳しい状況が
予想され︑﹁子ども医療費無料化
の見直し﹂については︑今後の予
算編成作業の中で検討を考えてい
ます︒

教 育 長 答 弁

設置者が︑それ以外の食材費など
の経費は︑保護者が負担すること
とされており︑この考え方を基本
とします︒
ただし︑経済的な理由で就学困
難な児童生徒の家庭に対しては︑
﹁要保護・準要保護児童生徒援助
費﹂で全額を助成し︑支援してい
ます︒
現在︑学校給食センターに係る
管理運営経費及び施設整備費は︑
今年度の予算ベースで︑約８３０
０万円を計上し︑これとは別に１
年間で必要となる食材費は約２９
００万円で学校給食会計の中で給
食費を財源として賄われています︒
今年度の給食費収入は︑児童生
徒の対象者が５４２人︑２９００
万円を見込んでいますが︑仮にこ
れを公費で賄うと全体で１億１２
００万円の予算規模となり︑町の
財政的な負担も非常に大きくなり
ます︒
今後︑経年劣化により施設内の
排水管や給食配送車をはじめ︑設
備の更新が予定されており︑今の
ところ給食費の無料化は考えてい
ません︒
なお︑一部減免については︑種

質

問

々研究・検討してきましたが︑当
面は現在の要保護・準要保護世帯
に対する支援の枠組みを継続して
いきます︒

再

国の状況は国︑町は町としての
状況で考えるべきではないか︒国
の状況と生活支援の問題を同じレ
ベルでは議論できない︒国の状況
と生活支援の問題を一緒に考える
べきではないのではないか︒

町 長 再 答 弁

国の交付税等の状況により町の
予算編成が大きく変わります︒住
民への生活支援は町財政に大きく
かかわり︑これまでも予防医学の
観点から予防接種の無料化︑小児
科医︑保健師の確保等︑様々な子
育て支援を枝幸町独自で行ってお
り︑交付税等の予想が難しい中に
おいて︑今後の全体的な行財政の
見直しの中でしっかり検討し︑こ
れからの町財政︑まちづくり計画
を考えていかなければならないと
考えています︒
Ｑ 子育て応援計画において経済
支援が計画されており︑調査でも

（７）

給食費の無料化については︑学
校給食法で給食センター施設など
の維持管理や調理に係る人件費は

コロナに負けずに元気に給食

町
当町の﹁子ども応援計画﹂調査
は︑就学前児童の保護者︑北海道
の﹁子ども生活実態調査﹂は︑小
学２年生︑５年生︑中学２年生︑
高校２年生の保護者を調査対象と
しています︒
調査対象者に相違があり︑単純
に比較はできないが子育て支援へ
の要望は高いものと考えています︒
子ども医療費の無料化の見直し
については︑昨年 月議会で答弁
したとおり︑ふるさと総合戦略の
方針をベースとして︑令和２年度
中に方向性を示したいと思ってい
ます︒
現下の情勢は﹁新型コロナウイ
ルス感染拡大﹂によって︑国内経
済は戦後最悪の状態であり︑コロ
ナ禍のもと経済環境の激変により︑
国・地方の財政環境も一変するこ
とは間違いなく︑来年度の政府予
算がどう組み立てられるか︑現時
12
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保

喜

幸

議員

地域で担う人材の育成が今後のま
ちづくりを進めるため︑民生部門︑
青少年の健全育成︑町内会自治会
等の様々な活動においても求めら
れているものと考えます︒
また︑﹁最小の経費で最大の効
果﹂を生む︑行政運営を進めるた
めには今後さらに︑住民参画によ
る︑協働によるまちづくりが重要
と考えます︒今後の重要な人材育
成を︑当町としてどのように推進
する考えか︒
また︑どの部署が担うのか︑現
在どのような指示によりどの部署
がどのような施策が執行されてい
るのかが私には見えておりません︒
活動支援については補助金等もあ
りますのでわかりますが︑育成︑
指導が重要と考えますがそのこと
を︑町長部局が担っているのか︑
または教育長部局なのですか︒
今後のまちづくりを推進するに
あたり︑これまで以上に地域参加

徳

将来に向けたまちづくりのた
めに

が︑研究したができないというこ
・２％の要望
となのか︒
があるが︑町民
Ａ 他の自治体において２割減免︑
の声に答えない
３割減免をしているところもあり
ということか︒
ますが︑当町に置き換え︑今年度
宗谷管内すべて
の町村が無料化を実施しているが 予算ベースで考えても︑２割減免
将来に向けて安定した町づくり
他町村も余裕があってのことでは では約５８０万円︑３割減免では
約８８０万円︑４割減免では約１ を推進するために最も重要な観点
ないのではないか︒
Ａ 子育て支援の中で何を優先し １７０万円となります︒一部減免 は︑まちづくりを進めていただく
ていくのか︑枝幸町の子育て支援 については慎重な検討が必要と考 ための人づくりであると私は認識
全体を見て考えていかなければな えます︒公教育の場として考える をします︒
今年度の町政執行方針の中で
らない︒枝幸町として他町村が行 と︑全国一律の施策が望ましいも
﹁みんなで創り育てる住民参画の
っていない施策もあり︑今後見直 のと考えます︒
︵教育長︶ まちづくり﹂︑︿協働によるまち
しの中で検討します︒
︵町長︶ Ｑ 同規模の他の自治体でできて づくり﹀︑未来につながる人材の
Ｑ 町民はやってほしいとのこと︑ いて︑なぜ枝幸町ではできないか 確保・育成していくことが地域の
活性化には重要であると申してお
医療費助成が医療費全体の減少に 理解ができない︒
また︑就学援助の運用について ります︒
つながることとなる︒
現状しっかり周知ができているの
このことについて︑私も問題意
今年度中には検討するのか︒
Ａ 検討します︒しかし︑今後あ か︒全体をカバーできているのか︒ 識を共有するとともに︑大変重要
れもこれもやるという状況ではあ Ａ 今後︑予想される厳しい財政 な課題だと考えております︒
状況をしっかり考え対応します︒
執行方針の中では︑町民活動の
りません︒
就学援助の運用については毎年︑ 新たな促進︑活動の支援をしてい
︵町長︶
新年度には新一年生についても︑ くとありますが︑私はこれまで以
各進級時にも家庭に対し︑周知し 上に行政として︑人づくりのため
ていますが︑今後もしっかり取り 積極的なコーディネート能力が求
組んでいきます︒
められているのではないかと考え
︵教育長︶ ます︒
﹁自助︑共助︑公助﹂の共助を
30

Ｑ 給食費の無
償化について︑
平成 年度の教
育長答弁で︑一
部減免について
研究するとある

82

（８）

答

弁

をしていただける人材育成が重要
と考えますが行政としてどうある
べきか︒現状を確認させていただ
くとともに今後どのように進める
お考えか町長の所見を伺います︒

長

ーヤーであり︑
さらには︑生き
る力を育む土台
となっている共
助が︑学力や社
会性の向上に必
要な基盤であることの意義を共有
し︑地域とつながりを持った﹁ふ
るさと教育﹂によって︑地域の産
業や経済を支えるグローバル人材
を育成するものです︒
すでに本年度からは︑高校１年
生を対象とした授業の中で︑自分
達が暮らす枝幸町を知り関心を持
つために︑歴史・文化や農林水産
業︑地域資源や観光︑医療・福祉
について︑タブレットを活用した
座学や現地視察を行い︑主体的に
課題を解決する力を養う継続的な
取り組みとして︑スタートしてい
ます︒
それぞれの座学では︑役場の中
堅職員が講師となり︑視察現場で
は︑企業・団体の担当者から説明
を受けることで︑高校生の学びだ
けではなく︑役場職員としてもプ
レゼンテーション能力の向上や︑
地域とのコミュニケーションを深
める大切な機会であると考えてい

ます︒
もう一つは︑教育委員会が所管
する﹁ミュージアム活動の推進プ
ロジェクト﹂です︒
ミュージアムを核として︑地域
の自然・歴史・文化を活用した若
年層を中心とする﹁地域の学び﹂
の深化と﹁ふるさと枝幸﹂への愛
郷心を育み︑地域社会との絆を強
めるものとなっています︒
これらの取り組みは︑地域との
つながりを強くもち︑地域の皆さ
んと共に進めていく人材育成であ
り︑協働のまちづくりプロジェク
トです︒

質

問

また︑地方創生を担う職員の育
成についても︑重要な要素である
と認識しています︒
そのため︑職員の各段階に応じ
た計画的な研修の実施によって︑
知識や専門能力の向上を図り︑さ
まざまな事業に関わり実践してい
く過程の中で︑経験値を積み重ね
ることが必要であると考えていま
す︒
町民と積極的にコミュニケーシ
ョンを取り︑町の課題を広く深く
見直し︑全体を見通した事業を立
案する職員の育成を進めていきま
す︒

再

町民参加のまちづくりのため︑
青年層や女性層の育成が必要では︒

町 長 再 答 弁

社会教育の中で青年層︑女性層
の育成に努めているが︑現実的に
押し付けは難しい︒役場職員が率
先して様々な活動に係わる必要が
あり︑シルバー世代や後期高齢者
の活動の仕組みを進めたい︒
Ｑ 当町において社会教育活動が
生涯教育に変成し︑人づくりが軽

（９）

町
自然環境に恵まれた枝幸町での
豊かな生活を︑将来の世代に引き
継いで行くためには︑人口減少と
向き合い︑中長期的なビジョンを
しっかりと考え︑さまざまな角度
から将来設計を描いていくことの
できる地方創生人材の育成は︑大
変重要な取り組みであると認識し
ています︒
こうした人材を育成するため︑
本年３月に策定した﹁ふるさと創
生総合戦略﹂において︑枝幸町で
暮らす子どもが︑ふるさとに誇り
と愛着をもち︑グローバルに活躍
することができる﹁ひとづくり﹂
を強力に進めることとしています︒
その具体的な取り組みの一つは︑
まちづくり推進課が所管する高校
と地域が連携した﹁ふるさと教育﹂
推進プロジェクトであります︒
高校生が地域コミュニティや地
方創生に活力を与える重要なプレ

住民ボランティアによる植樹帯の整備
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視されているのではないか︒今後
の社会教育について伺いたい︒
Ａ 社会教育主事が中心となり進
めているが︑地域社会の課題や個
人の価値観が多様化しており︑イ
ベントを企画しても集まりづらい
状況であるが︑町民の関心・興味
を持つテーマの集まりでリーダー

を育成していきたい︒
︵教育長︶
Ｑ 今後︑社会教育士の町職員採
用を考えているか︒

︵教育長︶

Ａ 今後︑専門的講習や講座を受
けたスタッフを揃え︑社会教育活
動を充実させたい︒

正

浩

議員

﹁枝幸町新型コロナウイルス
差別防止宣言﹂の必要性
林

私たちみんなの決意と実践で守り
抜いていきましょう︒私も同意す
るところです︒
また︑８月 日滝川市が︑新型
コロナウイルスによる差別の無い
まちづくりを進める
ため﹁新型コロナウ
イルス差別防止宣言﹂
を出しました︒﹁誰
もが感染者になりう
る可能性を認識し︑
差別的な言動に同調
せず︑思いやりをも
ったまちづくり﹂を
24

長

答

弁

呼び掛けており︑取り組み項目と
して︑①正しい情報に基づく冷静
な行動︑②医療や介護︑保育など
社会生活を支える人々に感謝︑③
感染拡大防止対策の徹底を明記し
ました︒
私は︑枝幸町も﹁新型コロナウ
イルス差別防止宣言﹂をすべきと
思いますが︑町長の所信を伺いま
す︒

町

質問のとおり︑８月 日に道内
では初めて︑滝川市が新型コロナ
ウイルス差別防止宣言を行ってい
ます︒
また︑全国的には栃木県や岐阜
県のように県と県内の全自治体に
よる宣言を行っているところや︑
市と市議会での共同宣言︑議会が
緊急メッセージを発している事例
など︑各機関において様々な方法
で︑新型コロナウイルスに関連し
た誹謗中傷や差別防止への取り組
みが行われています︒
先般︑日刊宗谷でも掲載されま
したが︑第３弾の緊急経済対策事
業で実施している﹁自宅待機者支
援事業﹂の周知とともに﹁町民の

みなさんへお願い﹂として差別防
止への啓発を行っています︒
現在は︑保健師がＥＯＳの特別
番組で︑根拠のない情報に対する
拡散防止や差別的な言動の防止を
呼び掛けています︒
ホームページでは︑コロナ差別
防止の啓発コーナーを開設してい
ます︒
また︑広報 月号でも﹁町民の
みなさんへお願い﹂を掲載するな
どの啓発活動を行います︒
そうしたことから︑枝幸町とし
ての宣言を行う予定はありません

ボランティアに見守られマスクを身につけ登校する小学生

小
11

会
８月 日︑全国知事会からのお
願いが発表されました︒〜﹁おも
いやり﹂と﹁やさしさ﹂の輪を広
げましょう︒〜
私たちが闘う相手は︑新型コロ
ナウイルスであって﹁人間﹂では
ありません︒みんなの隣人を責め
てもウイルスは無くなりません︒
新型コロナウイルスは︑あなた自
身も含め誰もが感染しうる病気で
す︒新型コロナウイルスとの闘い
を克服していくため︑ひとりも取
り残されず︑みんな人間として命
も健康も︑そして平穏な暮らしも

24
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が︑継続した啓発活動を行うこと
で︑町民の皆さんに差別防止をお
願いし︑ご理解いただくよう努め
ます︒

Ｑ

＆Ａ

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
します︒

一般会計補正予算

題や規定等については︑その都度
協議して万全をきたすよう進めて
行く考えです︒
︵まちづくり推進課長︶

増やして計上したもので︑寄附し
て頂いた方の意向は消防側にも伝
えているところであり︑意向に沿
うような備品を購入する旨聞いて
います︒
︵財政課長︶
Ｑ 小学校コンピューター授業経
費１０８万円︑中学校コンピュー
ター授業経費３８８万円の内容は︒
︵小林議員︶

Ａ 小学校は歌登小学校︑中学校
は全３校が該当します︒現在︑リ
ース契約しているパソコンが今年
の９月末で終了します︒新規に購
入する端末は︑ 月末の納品予定
す︒その３ヶ月の間︑リース期間
を延長しなければならないので追
加補正を計上したものです︒
︵教育委員会次長︶

12

問

84

質

49

︵小林議員︶

活躍が期待できるジャンボタクシー

Ｑ 南宗谷消防組合負担金１１０
万円の内訳に町民からの寄附１０
０万円が消防救急業務の一助とし
て指定されていると思うが︑寄附
者の思いは通じられているのか︒
︵徳保議員︶
Ａ 町民からの意向による１００
万円であり︑一般会計で 万円を
10

Ｑ デマンド型交通実験運行事業
６８０万円の内訳と詳細について
伺いたい︒

23

再
ＥＯＳやホームページで啓発は
しているが︑差別が国際的に問題
となっています︒一日一日︑一人
一人の国民が世界の人々に差別問
題を自分自身の問題として向き合
い︑差別防止宣言をして町民に向
き合ってほしい︒指針をしっかり
と出すことが必要であるがなぜ宣
言を出さないのかお聞きします︒

町 長 再 答 弁
十分理解していますが︑今後コ
ロナウイルスの終息が見えていな
い中︑もう少し議論し検討してい
きます︒

10

Ａ この路線は︑枝幸地区の岡島
から音標地区を二つに分け︑一つ
は岡島から乙忠部まで︑もう一つ
は風烈布から音標・上音標までを
計画しています︒
対象者は 歳以上の方で岡島か
ら乙忠部までの方が 名︑風烈布
から音標・上音標までの方が 名
です︒運行は１週間に１回︑枝幸
までの往路が２便︑復路は３便︒
９月 日現在 名の登録があり︑
月５日からの運行を予定してい
ます︒
乗降場所などについては︑一応
検討していますが︑実験運行です
ので運行会社とも協議しながら進
めていくことになります︒
また︑車両はジャンボタクシー
を予定していますが︑定員等の問

（11）
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令和元年度決算
歳入決算額
歳出決算額

17,391,254,100 円
17,733,702,683 円

Ａ

会

計

区

分

一般会計

歳

出

差引残額
67,584,231
11,734,067

1,354,411,740

1,351,513,413

2,898,327

後期高齢者医療事業

133,307,164

132,874,299

432,865

介護保険事業

790,677,297

784,089,676

6,587,621

臨港用地造成事業

2,423,949

2,161,000

262,949

港湾整備事業

2,580,653

2,334,524

246,129

簡易水道事業

188,999,330

187,693,154

1,306,176

奨学金償還支援助成で 件︑
うち新規５件︑移住 件です︒
︵水産商工課長︶
地方創生推進事業の委託料の
内容と効果は︒
︵野口委員︶
アドバイザリー業務委託は︑
枝幸高校生徒募集等に関する分析
調査として中学生・高校生・保護
者・教員を対象にヒアリング調査

3,282,879,192

水道事業

3,704,646,073 △ 421,766,881

172,074,897

237,601,841

△ 65,526,944

収益的収支

172,074,897

159,071,677

13,003,220

資本的収支

0

78,530,164

△ 78,530,164

下水道事業

合

入

2,460,666,066

企業会計

48

歳

2,472,400,133

国民健康保険事業

19

（単位：円）

11,635,974,775 11,568,390,544

特別会計

25

日

︵総務課長︶
ふるさと納税業務委託料増額
の要因は︒
︵野口委員︶
寄附額が増えたことによる連
動した増加と寄附額に対する経費
率も上がったためです︒
︵まちづくり推進課長︶
定住促進事業の実績は︒
︵野口委員︶

各会計決算総括表

24

日〜

＆

決算審査特別委員会

10

９月

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︑付託された令和元年度決
算︵一般会計・６特別会計・３企
業会計の 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︒なお各会計の決算額は下表の
とおりです︒

決算審査特別委員会での質疑は
次のとおりです︒

︿一般会計﹀

Ｑ ハラスメント防止研修の参加
人数と効果は︒
︵野口委員︶
昨年４月に開催し︑１７４名
が受講︒効果として︑﹁グレーゾ
ーン﹂とされる行動や発言の様々
なケースを学び︑ハラスメントに
対する理解や知識が深まったこと
です︒

Ｑ

710,241,445

870,841,899 △ 160,600,454

収益的収支

513,913,145

502,865,497

資本的収支

196,328,300

367,976,402 △ 171,648,102

国民健康保険病院事業

2,400,562,850

2,596,202,333 △ 195,639,483

収益的収支

2,020,863,850

2,018,978,811

資本的収支

379,699,000

計

11,047,648

1,885,039

577,223,522 △ 197,524,522

17,391,254,100 17,733,702,683 △ 342,448,583
（12）

やアンケート調査の実施︑地域の
方とワークショップの開催等︑３
年間の事業計画に向け現状分析が
できました︒
人材採用コンサルティング業務
委託は︑公営塾のスタッフ募集に
係る広告︑また募集があった９名
の方を２次審査まで行っていただ
き︑３次審査の面接で２名を内定
しました︒
︵まちづくり推進課長︶
広報えさし制作業務委託の増
額理由は︒
︵清水委員︶
ページ増となったためです︒
︵総務課参事︶
公用車の任意保険の対象台数
と事故件数︑保険対応の修繕費は︒
︵村上委員︶
加入台数１２３
台︑事故件数 件
︵職員８件︑その他
５件︶︑修繕費２４
５万円です︒
︵総務課長︶
地域おこし協力隊員が定住に
結びつかない要因と今後の対応は︒
︵小林委員︶
過去５年間で５名の協力隊員
のうち３年間在町したのは２名で
す︒原因として協力隊員の明確な
任務が理解されていなかった︒５
年間の反省を活かし︑情報の共有
をし︑活動のサポートを進めて行
きます︒
︵まちづくり推進課長︶
首都圏での販路拡大事業の実
績と効果は︒
︵小林委員︶
毛ガニは価格が安定せず難し
かったが︑ホタテは首都圏のレス
トランとの取引が多くありました︒
︵まちづくり推進課参事︶
高齢者等の生活支援事業の地
域生活支援助成金で助成した運転
免許証の自主返納の実績は︒
︵清水委員︶
枝幸地区４件︑歌登地区１件
の計５件で︑
助成金は１件
あたり３万円
で合計 万円
です︒
︵町民課長︶
成年後見制度利用支援事業と
虐待防止事業がいずれも支出され
ていないがその理由は︒
︵徳保委員︶

申請手続きや報酬等がなかっ
た事も一因だが︑制度の周知不足
などが考えられます︒今後の対策
等について検討します︒
︵保健福祉課長︶
歌登地区の地域生活支援交通
事業の実績は︒
︵小林委員︶
志美宇丹地区で延４６６人︑
毛登別・本幌地区で延７０７人が
利用︒往路が２便︑復路が３便の
予約制で運行しています︒
︵総合支所長︶
外国人介護福祉人材育成支援
事業の内容は︒
︵野口委員︶
東川町での協議会に加盟して
おり︑元年度は歌登地区に１名が
採用予定です︒年間約１人２５０
万円を負担しています︒明年３月
には卒業し各事業所において︑最
低５年間は就業します︒
︵保健福祉課長︶
中山間地域等直接支払制度交
付金事業の中で就農支援︑担い手
支援にどの程度使用されているか︒
またその成果は︒
︵野口委員︶
岡島地区にある大型生産牧場

に研修者用の宿泊施設１棟４戸の
建設支援として３５６０万円︑公
共育成牧場で使用する物品の購入
支援に６３０万円︑農業人フェア
参加支援や︑担い手支援に７００
万円など︑地域における共同活動
のための目的とし農業支援に活用
しています︒
宿泊施設の建設は︑これまでも
乙忠部地区に１棟︑公共育成牧場
に１棟が建設されています︒
今後も必要があれば建設を検討し
ます︒
︵農林課長︶
就農者誘致特別奨励事業につ
いて︑旧制度︑新制度による運用
があるが現状のままの運用で整合
性がとれているのか︒利用者に不
公平感はないのか︒
︵野口委員︶
この制度は︑新規就農︑初年
度時の制度が適用されるので︑旧
制度が適用されている方は旧制度
で︑新制度が適用された方は新制
度となります︒現状の運用で問題
ないものと考えます︒
︵農林課長︶
宗谷南酪農ヘルパー利用組合
の現在の利用状況は︒また人員は

（13）
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昨年度の経営状況は目標の ・
不足していないのか︒
︵野口委員︶ ８％である︒今年度はコロナウイ
酪農ヘルパーは令和元年３月 ルス感染症の影響もあり当初は厳
末で専任８名︑臨時４名の 名で しい状況でしたが︑現在は週末な
運営されています︒一農家で平均 ど１００人超のレストランの集客
の利用日数は平成 年で ・９日︑ があり好調な運営である︒振興局
令和元年では 日であり︑人員に 等の指導を受けインターネットの
ついては不足気味ですが酪農フェ 活用︑商品開発等に取り組んでい
ア等で募集活動を行い︑今年度新 る︒レストランメニューにホタテ
規に２名が採用される予定です︒ 等を使用している︒
︵水産商工課長︶
︵農林課長︶
先端設備等導入支援事業につ
６次産業化施設整備事業につ
いて現状の進捗状況は︒また６次 いて︑設備の内容と効果は︒
︵小林委員︶
産業化の形態を保っての運営がな
国の﹁ものづくり補助金﹂を
されているか︒
︵小林委員︶ 活用した設備について︑町として
上限２５０万円の事業補助金を交
付する制度を平成 年度から運用
しています︒今年度は水産加工場
で導入したＸ線検査装置を対象と
しており︑これにより製品に異物
の混入等を防ぎ生産性の向上につ
なげています︒
︵水産商工課長︶
公営住宅入居者選考委員会委
員経費が支出されていない理由は ︒
また︑既存入居の場合︑選考委
員会は開催しないのか︒
︵野口委員︶
18

30

12

20

６次産業化に取り組む「う美蔵」

30

66

北栄団地の更新事業を行って
道外研修の内容は︒
いるが︑旧住宅の建替えのため入
︵小林委員︶
居者選考委員会は行っていません︒
枝幸小学校の先生が先進地視
また︑通常の入居申込みの場合︑ 察で鳥取県倉吉市を訪問し︑５歳
担当者の判断で入居させるため︑ 児と５年生の交流が特徴で視察後︑
選考委員会は開催していません︒ 取り組みを報告しています︒
︵建設課長︶
︵教育次長︶
住宅入居の保証人が緊急連絡
特別支援教育支援員の配置状
先になるが︑保証人の変更の取扱 況と不足人員の対応は︒
いについて︒
︵野口委員︶
︵野口委員︶
配置人数は 人で当初予定よ
制度の周知は広報等で行い︑ り少なく︑募集を行っていますが︑
年一度の収入申告の際に制度の周 不足は生じています︒
知を確認し︑保証人の変更にも取
︵教育次長︶
り組んでいます︒
低賃金に課題があるのではな
︵建設課長︶ いか︒
幼児教育・小学校教育接続円
また︑どう打開するのか︒
滑化モデル事業の活動内容とその
︵野口委員︶
効果は︒
一般の方９３０円︵時給︶︑一
︵小林委員︶ 般事務８７０円程度︑教職員支援
幼児教育施設と学校施設と連 員１１００円と高めの設定になっ
携して進める事業で︑カリキュラ ているので︑問題ないと考えます︒
ムの作成︑幼稚園︑
また︑賃金は総務課で決めてい
保育所との交流︑
るので︑今できることを粘り強く
先生方の交流︑子
宣伝していきます︒
供の課題を共有し
︵教育次長︶
事業を普及させた
風烈布小学校耐震補強工事の
い︒
地域住民との検討状況と実施設計
について︒

︵教育次長︶

11

（14）

︵徳保委員︶
風烈布小学校の将来を語る会
の中で２︑３回会合し議論を行っ
ており︑ 月をめどに結論を出し
ます︒実施設計は現在の場所であ
れば問題ないが単価は変わります︒
︵教育次長︶
放課後子ども教室推進事業・
学校支援地域本部事業の前年度比
減額の要因は︒
︵徳保委員︶
今年２月︑３月と新型コロナ
ウイルスの影響で休校となり︑実
施できませんでした︒
︵教育委員会参事︶
学校図書室担当コーディネー
ターの役割と活動内容は︒
︵野口委員︶
枝幸小学校では図書室を十分
に開放できず週１日であったが︑
コーディネーターを配置してから
は週３日開設し︑月・水・金にな
った︒図書ボラン
ティアの読み聞か
せや新刊図書登録︑
ブックカバー設置
など図書室の運営
改善が図られた︒
︵社会教育主事︶

図書館司書を配置して有効活
用を図り読書
啓発になるの
では︒
︵野口委員︶
基本的に図書室はいつでも利
用できるのが望ましい︒各学校の
実態を把握し学校側と協議したい︒
︵教育長︶
成人式の今後の運営は︒
︵小林委員︶
今年度︑新型コロナウイルス
の現状が今のままなら開催します︒
密にならないよう参加者を考慮︒
成人年齢は今のところ 歳で行い
ます︒
︵教育次長︶
北海道市町村備荒資金組合積
立金の取崩額と現在高の使途につ
いて︒
︵野口委員︶
道路維持管理費︑災害が発生
した場合に備え道路橋梁費３千万
円︑道路台帳改定に５千万円が主
な用途です︒災害に備えた積立金
で残高は 億８千万円︑利率が高
く財源を有意義に使え︑今年度１
億５千万円を取り崩します︒
︵財政課長︶

︵財政課長︶

年間配水量と給水量の差の要
因は︒
︵小林委員︶
施設の老朽化による漏水が原
因であり︑その都度対応している
状況です︒
︵水道課長︶
介護老人保健施設うたのぼり
の入所者数大幅減の要因と対応は︒
︵小林委員︶
平成 年度１日平均 ・５人︑
稼働率 ・７％が︑令和元年度１
日平均 ・７人︑稼働率 ・５％
と低下しました︒要因として看護
師及び介護員の不足のためです︒
本年度７月より介護員１名を増
員し︑令和３年度より外国人介護
員２名を増員する予定です︒
︵病院事務局参事︶

詰りがなく引き込みに問題が
災害以外に使用できないのか︒
︵野口委員︶ なかったためです︒
︵水道課長︶
基本的には災害に備えるもの
ですが︑理由を付せば取り崩せま
す︒
︿企業会計﹀

︿特別会計﹀

レセプト点検業務委託料が無
くなった理由は︒
︵野口委員︶
北海道国保連合会でレセプト
点検をしています︒
︵保健福祉課長︶
国民健康保険事業基金積立金
の増額理由は︒
︵野口委員︶
余剰金が出たので積み立てま
した︒
︵保健福祉課長︶
土地貸付収入の収入未済額へ
の対応は︒
︵小林委員︶
月々１万５千円の分割支払を
していただいています︒
︵水産商工課長︶
取水渠清掃業務委託料が無く
なった理由は︒

︵野口委員︶

（15）
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総務文教常任委員会
日開催

産業厚生常任委員会
令和２年９月１日開催

議員の活動や町政の方針
することができます。

編 集 後 記

16

主な内容
●枝幸幼稚園新制度移行について
︵町民課︶
●枝幸町林業機械等導入支援事業
︵森林環境譲与税活用事業︶の
概要について
︵農林課︶
●季節労働者生活資金貸付制度の
廃止について
︵水産商工課︶
●令和２年度実施事業の進捗状況
について
︵国保病院︶
●その他５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

本会議では議員の一般

質問の他、町政に関する
15

令和２年８月

令和２年９月７日開催

議 会を傍 聴

条例や予算などが審議さ

れます。皆さんの選んだ

などを、ぜひご覧くださ

い。

28

99

︵村上︶

厳しい残暑が続き︑新型コロナ
ウイルス感染も兆しが見えない中︑
安倍晋三首相が８月 日突然退陣
表明︒９月 日辞職しました︒日本の首相が代わった︒
後任には自民党の菅義偉総裁が 日招集の臨時国会で第 代首
相に指名され︑菅内閣が発足した︒国民にやさしい国会運営を望
みます︒
９月議会も無事終了しました︒９月議会は決算議会で令和元年
度の決算審査を行いました︒枝幸町監査委員から総括意見として︑
一部照会︑普通交付税の合併算定替が令和２年度で終了すること
から︑収入の確保と支出についても﹁最小の経費で最大の効果﹂
を発揮できる財政運営が重要であると意見をいただきました︒あ
りがとうございます︒
歌登〜枝幸合併して 年目︒山と川と海はひとつ﹁森は海の恋
人﹂︒国土の ％が森林です︒林業も水産業も農業も︑全てが山
につながり︑環境問題もおのずからそこに集約してきます︒
﹁森は海の恋人植樹祭﹂林活議連も応援しています︒
見てください︒議会だより︒
よろしくお願いします︒

議会はどなたでも傍聴
67

主な内容

主な内容

◇第９回︵９月 日開催︶
●﹁枝幸町認定こども園基本構想
︵案︶﹂について
●企業版ふるさと納税活用事業に
ついて

しませんか
16

31

●令和元年度指定管理者による公
の施設の管理状況︵評価結果︶
について
●入湯税について
︵総務課︶
●役場本庁舎耐震化・大規模改修
工事
︵総務課・建設課︶
●令和元︵平成 ︶年度育英資金
基金運用状況及び令和２年度育
英資金の貸し付けについて
●町内小中学校における﹁いじめ﹂
の状況
︵教育委員会事務局︶
●その他４件
担当課より説明を受け審議︒
31

●公有財産︵土地︶の処分について
︵財政課︶
担当課より説明を受け審議︒

28
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