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車に気をつけ交通ルールを守り通学してね!!

●
●
●
●

第１回定例会 ………………
一般質問 ……………………
予算審査特別委員会 ………
常任委員会／編集後記 ……

２Ｐ〜
６Ｐ〜
14Ｐ〜
19Ｐ〜

発

行

枝幸町議会

編

集

議会広報編集委員会

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１回

議 会 定 例 会
会

期 ３月４日〜

日の７日間

内科・外科及び整形外科の診察日

が掲載されますので、ご確認くだ

11

一般会計︑特別会計及び企業会計 総額１７９億円余を可決

毎月発行の「広報えさし」に

行政報告

歌登診療所︑老健うたのぼり
の診療体制

程度の診察日となりました。

10

歌登診療所長兼老健うたのぼり
施設長の渡邊広史医師が︑３月末
をもって枝幸町を離れることとな
り︑後任の医師確保に取り組んで
きました︒

令和３年４月１日より毎週３日

10

でも︑昨年 月には１日の感染確
認が３００人を超え︑２月末現在
の感染者累計は２万人弱となって
います︒
最近では︑集中対策期間での取
り組みなどにより︑１日の感染確
認が 人台になる日もありました
が︑下げ止まりの傾向も感じられ
るところです︒
当町では︑この２ヶ月ほど感染
者は確認されていませんが︑今後
も油断せず︑感染防止対策の徹底
を継続することが収束のために必
要であると考えています︒
ワクチン接種の準備は︑可能な

さい。

しかしながら︑現時点で常勤医
師確保の見通しがたっていないこ
とから︑４月からの歌登診療所で
の診療を︑週３日程度とし︑北海
道地域医療振興財団に所属する出
第１回定例会が３月４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︑教育行政報告を小川教育長が行い︑また︑令和３年度町政執行方
張医師により︑対応することとし
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︒
ております︒
一般質問では３議員が４項目について町長に質問しました︒町側から同意案件３件︑単行議案２件・条
診療日や診療時間などについて
例案件９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
は︑後日︑広報紙やＥＯＳ等にて
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︒
周知することとしています︒町民
範囲で除々に進めており︑本定例 の皆さまには大変ご不便をお掛け
会では︑医療提供体制の強化や高 しますが︑ご理解とご協力をお願
齢者施設職員のＰＣＲ検査実施な いします︒
どに係る予算を提案しています︒
新型コロナウイルスに関する
町民の皆さまにおかれましても︑
状況
これまで同様︑感染防止対策の取
り組みにご協力をお願いします︒

10

歌登診療所・老健うたのぼり
の診療日について

17

この１年を振り返ってみますと︑
昨年の今頃は︑北海道が全国に先
駆けて独自の﹁緊急事態宣言﹂を
行い︑学校の臨時休校や週末の外
出自粛の要請がなされ︑道内の感
染者が１００人に迫る状況でした︒
国内では︑春の第１波︑夏の第
２波を経て︑秋以降は感染者が急
増し︑大きな第３波となり︑道内

20
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（２）

授与され 月 日にご遺族へ伝達
暴風雪に係る被害などの状況
しました︒松尾氏は︑昭和 年５
２月 日朝︑枝幸町に暴風雪警 月に歌登町議会議員に当選︑以来︑
報が発表され︑午後から徐々に風 平成 年４月までの５期 年の長
雪が強まり︑夜半には︑枝幸地区 きにわたり在職され︑ 年５月か
で風速 メートルを超えるなど︑ らの１期４年は副議長を務められ︑
日の午後まで悪天候が続きまし 住民福祉の向上と地方自治の振興
た︒
に多大な貢献をされた功績による
日の朝には︑暴風雪警報が解 ものです︒
除されたものの︑風雪は止まらず︑
また︑ 月７日にご逝去されま
道道 号・枝幸音威子府線の枝幸・ した元歌登町助役︵故︶山川健治
歌登間の一部区間が︑午前９時
氏に対し︑﹁瑞宝双光章﹂が授与
分から吹雪による通行止めになり され︑２月 日にご遺族へ伝達し
ました︒午後には風雪が収まり︑ ました︒山川氏は︑歌登町助役と
午後４時に解除されています︒
して平成６年 月から 年 月ま
主な被害状況については︑市街 での２期８年にわたり在職され︑
地の数カ所で倒木︑民家車庫の屋 優れた調整力と卓越した指導力を
根やドクターヘリ用燃料庫のドア︑ もって︑町政の円滑な運営にご尽
音標コミュニティセンターの外灯 力︑地方自治の振興発展に多大な
が一部破損したほか︑町で敷設し 貢献をされたほか︑社会福祉法人
ている光ファイバー引込線の切断 歌登福祉会理事及び理事長として
などが確認されましたが︑大きな 平成 年８月から令和２年６月ま
被害はなく︑人的被害もありませ での 年の長きにわたり地域にお
んでした︒
ける社会福祉の向上に寄与された
功績によるものです︒あらためて︑
叙勲関係
故人のご功績に対し深甚なる敬意
と感謝の意を表し︑謹んでご冥福
をお祈り申し上げます︒
26
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10

教育行政報告
青少年スポーツ活動推進事業

１月 日に三笠山スキー場で︑
﹁ジュニアスキー教室﹂を開催し
ました︒
この教室は︑まだスキーに慣れ
ていない小学校１年生を対象にス
キー用具の扱い方︑基礎技術の習
得を目的として行われ︑今回は新
型コロナウイルス感染症予防対策
のため︑初めてスキーに乗るなど
の参加条件を設け︑８名の参加と
なりました︒
スキー指導員や教職員の方々か
ら指導を受け︑最終的には参加児
童全員がリフトに乗り︑林間コー
スを滑り降りることができるよう
になりました︒

﹁えさし三笠山チャレンジカ
ップ﹂・﹁古川年正杯枝幸三
笠山スラローム競技大会﹂

２月 日・ 日に開催を予定し
ていた﹁古川年正杯枝幸三笠山ス
ラローム競技大会﹂と﹁えさし三
笠山チャレンジカップ﹂は︑新型

コロナウイルス感染拡大防止のた
め中止しました︒
２年連続の中止となりましたが︑
開催者の理解を得ながら来年度は
再開できるよう準備を進めていき
ます︒

（３）

30

昨年︑８月 日にご逝去されま
した元歌登町議会議員︵故︶松尾
忠義氏に対し︑﹁旭日単光章﹂が

28

はじめは小山で、ハの字の練習

果敢にポールを攻めるスラローマ―
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は︑前年度比７名減の 名です︒
ＩＣＴ教育環境整備の進捗状況
枝幸高校の二間口は確保される見
校内通信ネットワークは当初︑ 込みです︒
昨年 月までに整備を終える予定
でしたが︑全道や町内で新型コロ
ナウイルス感染症が発生していた
ため︑電源キャビネットの搬入の
時期などに遅れが生じました︒
最終的には︑契約どおり２月末
までに整備を終えています︒また︑
児童生徒１人１台を配置するｉ
Ｐａｄなどは︑２月までに納入と
なりましたので︑今後は速やかに
初期設定等を行い︑早急に各学校
へ配布していきます︒

児童生徒の卒業者・入学者数

36
31

66

75

65 28

75

山臼小学校でのICT授業

歌登小学校入学式

12

本年度の児童生徒の卒業者数は︑
小学校は前年比 名減の 名︑中
学校は前年比５名増の 名です︒
また︑新年度の小中学校の入学者
数は︑小学校は前年比 名減の
名︑中学校は８名減の 名で全児
童生徒数は︑小学校が前年度比
名減の２９９名︑中学校が前年度
比８名減の２０４名で総数５０３
名となります︒なお︑本年度の高
校進学志願状況ですが︑ 名の卒
業生中︑枝幸高校への進学希望者
10

乙忠部小学校閉校式

33

多くの方の惜別を受け閉校式が挙行されました。

２月７日に乙忠部小学校閉校式
が挙行され︑ 名の出席をいただ
きました︒本校は︑明治 年に
﹁乙忠部簡易教育所﹂として開校
されて以来︑１２０年の長い歴史
を重ね︑令和２年度末をもって閉
校することとなりました︒
式典では︑ご来賓からの惜別の
言葉を頂いたのち︑統合先の音標
小学校の歓迎メッセージなどのビ
デオ上映や乙忠部小学校児童によ
る学校の思い出と抱負を発表し︑
最後には︑児童が校歌を歌ってい
るビデオを上映しながら学校との
お別れを惜しみました︒
57
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45

意

案

件

主 な 議 案

同

◆固定資産評価審査委員会委員の
選任
田 村 信 義 氏
駒 形 直 樹 氏
新 岡 央 三 氏
◆教育委員会委員の任命
村 山 純 子 氏
◆農業委員会委員の任命
︵地区・全域からの推薦︶
高 橋 壮 冶 氏
平 田 勝一郎 氏
阿 部 粂 吉 氏
寺 前 吉 幸 氏
佐 藤 忠 昭 氏
関 口 真 也 氏
玉 村 良 三 氏
向井地 靖 浩 氏
田 中 美代子 氏
中 野
勤 氏
諏 訪
隆 氏
今
賢 二 氏
松 下 正 則 氏
︵団体からの推薦︶
向井地 信 之 氏
︵原案同意︶

（４）

件
令和２年度補正予算

新 年 度 予 算

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。

案

◆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︒

陳情書・意見書

第１回定例会に提出された陳情
書は次のとおりです︒
陳
<情書 >
■米の需給改善と米価下落の歯止
め策を求める意見書採択のお願い
︵陳情者 農民運動北海道連合会︶
審議の結果︑陳情書は資料配布
となりました︒

議会を生中継しています

例
10

条
◆特別職の職員の給与に関する条
例の一部改正
◆職員の給与に関する条例の一部
改正
◆青少年問題協議会条例の廃止
◆保育教諭修学資金貸付条例

◆国民健康保険税条例の一部改正
◆介護保険条例の一部改正
◆敬老祝い金条例の一部改正
◆コミュニティセンター・地区会
館条例の一部改正
◆国民健康保険病院事業等の設置
に関する条例の一部改正
︵原案可決︶

◆一般会計︵第 号︶
２億９９７３万円増
◆国民健康保険事業特別会計
︵第３号︶
６２５万円減
◆臨港用地造成事業特別会計
︵第１号︶
１７０万５万円増
◆簡易水道事業特別会計︵第３号︶
３０７万６千円減
◆水道事業会計︵第３号︶
収益的収入
１３４万６千円減
収益的支出
２１７万１千円増
資本的支出
６６８万４千円減
◆下水道事業会計︵第４号︶
収益的収入及び支出
２００万４千円減
資本的収入
２６０万円減
◆国民健康保険病院事業会計
︵第４号︶
収益的収入及び支出
３１４４万９千円減
資本的収入
４５７万４千円減
資本的支出 １００８万５千円減
︵全会一致で可決︶

（５）
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一 般 質 問

第１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

郎

議員

けられるのか︒
また︑高齢の施設入所者や高齢
者で基礎疾患をお持ちの方はどの
ように対処するのか︒
４．接種を受けるための移動手段
はどのように確保するのか︒
５．持病や︑基礎疾患を持ってい
る方はどこに相談すれば良いのか︒
それは接種の時で良いのか︑それ
とも事前の相談ができるのか︒
６．万が一︑アナフィラキシーシ
ョックの症状が出たときの対処は
どのように考えているのか︒以上
について回答願います︒
次にＰＣＲ検査に
ついて伺います︒
新型コロナウイル
スは無症状の感染者
が感染を広げるということが起こ
りえるため︑広範囲にわたる面の
ＰＣＲ検査が必要とされます︒
全員協議会の資料によると︑高
齢者施設職員のＰＣＲ検査事業と

野

新型コロナウイルスワクチン接
種及びＰＣＲ検査体制について

新型コロナウイルス感染症拡大
から１年以上が経過しましたが︑
国民は未だに不自由な生活を余儀
なくされています︒
そんな中︑ようやく日本でもワ
クチンの接種が始まりました︒新
型コロナ終息の有力な手段として
期待がある一方で︑不安の声も少
なくありません︒
そこで︑当町の取り組について
以下に質問しますので︑端的にお
答えください︒
１．当町のワクチン接種はいつか
ら始まるのか︑接種に必要なワク
チンはしっかり確保されているの
か︒
２．接種会場には︑医師及び看護
師の派遣が必要ですが︑それぞれ
の目処は付いているのか︒
３．接種の順番は︑医療従事者︑
高齢者︑基礎疾患のある方︑高齢
者施設等の従事者となっているが︑
それぞれいつぐらいから接種が受

長

答

弁

して︑特別養護老人ホーム等の職
員に対するＰＣＲ検査を定期的に
無料で実施するとあります︒この
検査はすでに始まっているのでし
ょうか︒
定期的にとはどれくらいの間隔
を想定しているのか︒
検査範囲は︑職員に限定するの
かその家族も含まれるのか︒
また︑医療従事者及び関係職員
に対するＰＣＲ検査は行わないの
か︒以上答弁を求めます︒

町

１点目のワクチン接種の開始時
期とワクチンの確保についてです
が︑ワクチンについては︑国が調
達したうえで︑都道府県をとおし
て市町村に供給することになって
いますが︑ワクチンの調達が順調
に進んでいないため︑当初︑国が
示した﹁接種スケジュール﹂につ
いても︑変更を余儀なくされてい
ます︒
こうしたもとで︑ワクチンに関
する担当大臣の発表が︑連日のよ
うに報道されていますが︑現時点
において︑国・道から当町に対し
て︑ワクチン供給に関する通知は

（６）

なく︑保管用の冷凍庫も届いてお
りません︒
当町としては︑今後︑国・道か
らの正式通知を待って︑実施時期
を判断することにしています︒
２点目の医師及
び看護師の確保で
すが︑医師につい
ては国保病院の常
勤医と出張医等で
対応する予定です︒
看護師については︑保健福祉課
において４名の募集を行い２名は
決定しています︒残り２名につい
ても︑個別に依頼し内諾を得てお
りますので︑任用手続きが終了次
第︑ワクチン接種に係る研修やシ
ミュレーションなどを行い︑しっ
かりと準備を進めていきます︒
３点目の優先順位によるワクチ
ン接種の時期についても︑現段階
では確定していませんが︑宗谷管
内においても一部の医療従事者に
ついては︑３月中には︑実施でき
る見通しとなっています︒
また︑高齢者施設に入所の方は︑
施設での巡回接種を検討しており︑
基礎疾患をお持ちの方は︑集団接
種会場での対応を予定しています︒
４点目の接種を受けるための移
動手段ですが︑現在想定している
町内３会場での集団接種では︑町
職員による巡回送迎やハイヤーで
の対応を予定しています︒
５点目の基礎疾患をお持ちの方
の相談方法ですが︑接種に関する
ことであれば保健福祉課保健師に
相談いただき︑持病︵基礎疾患︶
に関する不安等であれば︑かかり
つけ医︵主治医︶にご相談いただ
くことになります︒また︑相談内
容によっては︑国や北海道が設置
するコールセンターのほかワクチ
ンメーカーの相談窓口などを紹介
することになっています︒
６点目のワクチン接種後に短時
間で息苦しさや意識レベルの低下
が起こることのあるアナフィラキ
シーに関してですが︑ワクチン接
種後 分以上は︑接種会場で様子
を見ることになっています︒その
間に症状が出た場合には︑医師が
いますので︑その場で医師の判断
による処置となります︒
また︑接種会場には︑すぐに対
応可能なようにアドレナリンなど
の医薬品の準備をすることになっ
ています︒万が一︑帰宅後に副反

応の症状が出た場合には︑医療機
関の受診が必要になる場合もある
と考えています︒
新型コロナワクチン接種につき
ましては︑国の主な役割として︑
地方自治体の負担が生じないよう︑
必要な財政措置を講じるほか︑ワ
クチンや注射器等の確保︑接種順
位の決定︑副反応や健康被害救済
など国民への情報提供が行われて
います︒
また︑都道府県の主な役割とし
ては︑地域内でのワクチンや︑市
町村事務の調整︑医療従事者等へ
の接種体制の調整︑専門的相談体
制の確保などがあります︒
市町村の主な役割としては︑医
療機関等との契約︑接種会場の確
保︑住民への接種勧奨・個別通知
︵予診票︑接種券等︶︑一般的相
談対応︑健康被害救済の申請受付
などとなっています︒
このように︑それぞれの役割が
示されていますので︑当町におい
ては︑医師・看護師の体制や接種
券の印刷業務︑接種会場の確保な
どの検討を重ね︑体制の構築に向
け準備を行っているところです︒
次に︑ＰＣＲ検査についてです

質

問

が︑高齢者施設を運営する︑枝幸
福祉会︑歌登福祉会のほか︑訪問
看護ステーションや障がい者事業
所︑社会福祉協議会などの職員は︑
高齢者や障がい者などの重症化リ
スクの高い方々と接する機会が多
いことから︑事務職を含む事業所
職員に限定したＰＣＲ検査を２月
から月１回実施しています︒
医療従事者や病院関係職員につ
いては︑国保病院において院内感
染を防ぐ観点から︑医師が必要と
判断された場合には︑その都度︑
検査を実施しています︒

再

ワクチン接種はあくまで個人の
意思に基づくもので︑強制される
ものではなく︑また接種の有無に
よって差別があってはならないと
思うが︑町長に伺います︒

町 長 再 答 弁

ワクチン接種については︑強制
するものではありません︒またワ
クチン接種の有無の情報は漏れる
ことがないので心配ありません︒
Ｑ 接種券の具体的内容は︒
Ａ ワクチンの調達日程が明確で

（７）
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ないことから発送の開始時期は明
言できないが︑接種券は接種を受
ける意思を確認するもので︑また
予診票によって基礎疾患の有無や
主治医の判断を確認し︑その後に
電話で希望を聞きながら予約を確
定します︒
︵保健福祉課長︶
Ｑ 常勤医がワクチン接種を担当
するとのことですが︑具体的内容
は︒
Ａ 枝幸病院では常勤医３名と出
張医で対応し︑診療所においても
派遣医の活用を考えています︒
︵病院事務局長︶
歳以上の高齢者は２７００
Ｑ
名以上と考えるが︑高齢者施設で
の巡回接種や集団接種のスケジュ
ールは︒
Ａ 対象者は２９０１名を予定し
１日 名︑終了するまで 日を予
定しています︒︵保健福祉課長︶
Ｑ ワクチン保管用冷凍庫の電源
環境と点検整備の状況は︒
69

Ａ ３月 日に枝幸病院に冷凍庫
が到着予定です︒自家発電装置が
ありますので︑電源喪失の心配は
ありません︒職員のほか︑夜間警
備員も配置していますので︑問題
ないと思います︒
︵病院事務局長︶
22

Ｑ ＰＣＲ検査は月１回で良いの
か︒
Ａ 臨床検査技師３名が通常診療
に影響のない範囲でＰＣＲ検査を
担当しています︒さまざまな意見

があると思いますが︑高齢者施設
でのクラスターや院内感染が発生
しないよう対応していきたいと思
います︒
︵病院事務局長︶

保

喜

幸

議員

業機会の提供により新たな雇用の
創出と︑行政経費の削減を図りま
す︒﹂とあります︒
目指す方向性については︑私も
理解し共感します︒しかし︑現実
はどうなのかと考えると︑しっか
り検証をしなければならないと考
えます︒これまでも︑各施策が展
開されてきていると推察します︒
様々と外部委託が進み︑行政の
スリム化が図られ
たかというと疑問
を感じます︒特に
委託費︑人件費の
関係で︑委託費は
年前より４億円
の増額で人件費は︑
ほぼ横ばいです︒

徳

行政運営の効率化︑適正化
の推進について

今年度︑町政執行方針の中で地
方交付税の合併優遇措置の終了に
伴い︑今後︑恒常的な財源不足が
見込まれます︒令和３年度を健全
な財政運営に道筋をつける﹁自立
元年﹂とし︑公共施設の適正な維
持管理の推進︑施策の見直しなど
による効率的な財政運営を徹底し︑
安定した財政基盤の確立に努める
とあります︒
また︑第２次枝幸町まちづくり
計画︑後期基本計画では︑第６章
みんなで創り育てる住民参画のま
ちづくり︑第１節健全な行財政運
営の推進の中では﹁行政事務改革
の推進として︑町単独施策をはじ
めとする行政事務の積極的な外部
委託を推進し︑民間事業者への事

10

65
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令和３年５月 27 日発行

会
議
町
幸
枝
No.57

委託費のここ数年の伸びについ
ては︑昨年の予算特別委員会で質
問したところ︑財政課長から指定
管理料を委託費に振り分けたため
との答弁でしたが︑本当にそれだ
けなのでしょうか︒
公共施設の指定管理については︑
民間の柔軟な姿勢により住民サー
ビスの向上につながっており︑一
定の評価をしています︒しかし︑
行政事務の外部委託については経
費削減になっているでしょうか︒
私には残念ながらそうは見えま
せん︒日本の行政機関を取り巻く
環境を見たとき︑そこに寄り添う
事業者が非常に増えているように
思います︒私は軽々に事務事業の
外部委託をしないで職員ができる
ことは自ら行うことで経費削減と
職員の資質向上にもつながると思
います︒
また︑今後︑適正な職員数につ
いてはどう考えるのでしょうか︒
まちづくり計画では令和７年度の
職員数は２７６人とされています
が︑基準値と比較し増えているの
はなぜでしょうか︒
ＯＡ化が進み本来は従前より職
員数が減少するべきと考えますが︑

（８）

弁

現実はどうでしょうか︒ 歳まで
再任用による就労となりました︒
その知見と経験を行政運営に存分
に発揮していただきたいと思いま
す︒
以上の点について︑今後の行政
経費及び人件費等を含めた経費削
減にどのように取り組む考えか町
長の所見を伺います︒

答

ほか﹁ふるさと納税﹂や﹁コロナ
予防接種﹂など
の新規業務︑労
務単価の上昇に
より﹁公園管理﹂
﹁ごみ処理関連﹂
業務委託が増加
となっています︒

11

長

23

町

人の増加を目指しています︒
Ｑ 社会全体がそういう流れにな
今 後 は ︑ ﹁ ま ち づ く り 計 画 ﹂ っている︒各行政予算に寄り添う
﹁行財政改革実施計画﹂に基づき︑ 事業者がいる︒職員ができること
町単独施策をはじめ︑事務・事業 は職員がすることで︑行政経費の
全般にわたる見直しと︑民間事業 削減になると思う︒この 年間で
者の活力を活かすため︑可能なも ＯＡ化が進み︑人員削減が進むは
のは民間委託し︑行政経費の削減︑ ずですが︑削減されていないと思
住民サービスの向上を図るととも う︒どのようになったか伺います︒
に︑﹁第３次中期財政計画﹂を策 Ａ 一定の規格に合ったもので︑
定し︑引き続き健全な行財政運営 記録として残すことは私どもでは
に努めていきます︒
できない︒国もデジタル庁を作っ
て町村のシステムを統一する流れ
再
質
問
です︒いずれは合理的︑効率的に
難しい局面だと思います︒可能 できる時代が来ると思います︒今
なものは外部委託ということで︑ は仕分けをし︑できることは自前
委託費全般を見ても削減するのは で行う︒各課で計画づくりを自前
難しいと思います︒
で行っています︒
︵町長︶
恒常的財源不足が進む中で経費 Ａ ＯＡ化で集計などは合理化し
削減をしていかなければならない︒ ている︒道から照会事項︑新たな
外部委託をしたとき︑職員の仕事 業務でトータルでは仕事量は減っ
量が軽減されるので空き時間での ていない︒
︵総務課長︶
働き方についてはどうか︒
Ｑ 業務内容は増えていると思う︒
節約するためにもう少し経費削減
町 長 再 答 弁
をするという観点が重要だと思い
ます︒第２次まちづくり計画を策
定した時の費用は︒

委託︑指定管理と職員の関係か
と思いますが︑外部委託をしても
職員の再配置を行っています︒
楽はしていません︒適正な職員
の配置を行っています︒

20

Ａ 約６００万円程度で総合戦略
と合わせて行っています︒その時
々の国からの補助を利用して行っ

（９）

ふるさと納税

人件費は︑平成 年度と比較し︑
ほぼ横ばいとなっていますが︑職
員数が 名減少したことにより︑
一般職人件費が減額となっていま
すが︑令和２年度から会計年度任
用職員制度への移行と任期付き職
員の採用分で約２億６８００万円
増加しています︒
また︑﹁第２次まちづくり計画﹂
における職員数の目標値が基準値
を９人上回っていますが︑これは︑
定員管理計画において︑保育所や
病院などの運営に支障をきたさな
い職員数を目標値とし︑基準値に
比べ保育士で３人︑病院の医師︑
看護師︑医療技術員で８人の計
11

65

当町の行財政運営は︑合併後︑
行財政改革などの取り組みや財政
の合併特例により比較的安定して
きましたが︑合併最大の優遇措置
である地方交付税の合併算定替え
が令和２年度で終了し︑今後は大
変厳しくなることが予想されます︒
このため︑令和３年度を﹁財政自
立元年﹂と位置づけ︑各種施策や
事務・事業全般にわたり見直しを
加速し︑健全な行財政運営を推進
することとしています︒
予算の中での﹁委託費﹂につい
ては︑平成 年度との単純比較で
は︑約４億円増加していますが︑
大きくは︑﹁指定管理料﹂が負担
金から委託料への振り替えで増額
となり︑また︑消費税率の上昇の
23
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るのだと思いますが︑あまり大き 者等が触れ合える環境こそが︑そ
な樹木ない街並みとなっています︒ こにパークゴルフコースがあるか
その中にあり北幸公園周辺の一 らではないかと思います︒
昨年︑公園内を含めウォーキン
部だけは大きな広葉樹等も残った︑
住民にとって身近に自然環境と触 グコースとして看板の設置もされ
れることのできる貴重な存在であ ておりますが︑多世代の町民が毎
ると考えています︒それぞれの季 日集う大きな要因がそこにパーク
節ごとにうつろいはあると思いま ゴルフコースがあると考えます︒
すが︑秋にはドングリはもとより︑ この施設を今後も大事にしていく
クルミ︑栗なども実り︑エゾリス べきと考えます︒
現在︑公共施設等の再編が検討
も見ることができます︒また︑紅
葉の時期に陽を浴びて黄金色に輝 されている中で公園施設の管理費
く樹木もあります︒日々の色合い 等の状況を見ても例外ではなく︑
﹁あれもこれも﹂から﹁あれかこ
の変化に感動を覚えます︒
れか﹂への考え方の転換とのこと
ですが︑住民にとって必要な施設
であると考えます︒
白樺コースは︑他の市町村のパ
ークゴルフコースと比較しても︑
自然の起伏を利用したコースで︑
そのレイアウト︑整備された過去
の職員に敬意を表したいと思いま
す︒
昨年９月定例会時の︑決算審査
特別委員会の質疑の中で建設課長
から︑この施設について答弁があ
りました︒課長の私見であったの
か︑町としての考えだったのか︑
改めて確認をさせていただきたい︒
毎年、訪れる町民をいやしてくれます。

保育所の園児なども毎日散歩に
訪れます︒多くの町民方が交流で
きる大変貴重な場所です︒そんな
貴重な自然環境の中︑園児と高齢

長

答

弁

町民が﹃自分の健康は自分でつ
くる﹄このためにも日々気軽に運
動ができる重要な施設と考えます︒
自然環境や希少性からも今後大切
にしたい施設と考えますが町長の
所見を伺います︒

町

﹁北幸公園﹂は明治 年に開園
され︑当時は﹁北幸園﹂と称され︑
自然環境に溢れた住民の憩いの場
として親しまれていた中︑昭和
年の﹁枝幸大火﹂により殆どが焼
失しました︒
その後︑昭和 年に都市計画公
園の認可決定を受け︑現在の﹁北
幸公園﹂の再整備として着手し︑
昭和 年に一部が供用開始され︑
その以後順次整備を行い︑平成７
年に全面供用開始され︑近年では
﹁多目的グラウンド﹂の整備や︑
﹁すこやかロード﹂の認定など︑
スポーツや健康増進の拠点として
重要な役割を担っています︒
公園内のパークゴルフ場につき
ましては︑自然の起伏が生かされ︑
平成７年に現在の﹁白樺コース﹂
としてオープンし︑町民を始め多
くの方に利用されてきたところで

53

49

42

15

ています︒
︵まちづくり推進課長︶
Ｑ 説明はコンサルの職員でどこ
の町の計画なのかと思います︒充
分自前で出来るのではないか︒
Ａ 第１期総合戦略は外部委託で
行い︑第２期ふるさと総合戦略は
外部委託しないで自前で行ってい
ます︒計画の専門性の度合いと経
営資源を使わないとだめなものに
ついては︑自前では出来ない分野
もあるのでそこを見極めるのが行
政マンの仕事です︒
︵まちづくり推進課長︶

北幸公園周辺の自然環
境の希少性について
こころが結ぶ﹃森と海﹄優しさ
と活気あふれる北の理想郷︑平成
年の合併以来当町の目指す︑将
来像とされています︒オホーツク
海に面した広い海岸線︑背後には
広大な森林地帯︑自然に恵まれた
当町ではありますが︑町民がその
ことを実感できるためには︑日々
の生活の中で触れることのできる
自然環境がなければならないもの
と考えます︒枝幸町の市街地地区
においては過去の大火の影響もあ
18
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種子を蒔いたり︑コース整備が定
期的に行われていればあれほどひ
どく荒れることはなかったのでは
ないか︒

Ａ 通常業務の中で管理していま
すが︑どのくらいの頻度で行われ
ているか︑効果的で十分ではない
が︑最低限維持できる範囲で実施
しています︒
︵建設課長︶
Ｑ 実態を捉えてもらい行っても
らいたい︒芝の育成も業務に入っ
ているなら認識を持って行ってい
ただきたい︑そうすることで長寿
命化にも繋がります︒
Ａ 根本的な改修は多額の費用が

かかるので︑出来る範囲で対応し
てコースの維持管理をしていただ
いています︒継続して広く町民に
利用していただき︑利用者︑関係
機関等の意見を聞き最終的な判断
をしていきたい︒それを踏まえて
維持管理の徹底に努めます︒
︵建設課長︶
Ｑ 北幸公園の中で一体的に管理
されていると思うが︑仮にパーク
ゴルフ場でなくなった場合の委託
費はどのくらいか︒
Ａ 現状の委託の中で４５０万円
がパークゴルフ場の管理にかかる
費用です︒
︵建設課長︶

新型コロナウイルス感染症対策とし

正

浩

議員

ての重点対策期間後の影響と対応

林

（11）

小

防止対策等の周知徹底や公共施設
の臨時休館︑外出自粛やスナック・
飲食店の自主的な休業などの取り
組みがされました︒
これらの取り組みに加えて︑年
内に感染拡大を最大限抑止するた
め︑ 月 日から 日までの期間
を重点対策期間として︑町内のス

31

すが︑﹁三笠山パークゴルフ場﹂
建設課長答弁
が平成 年にオープンしたことも
公園施設全般について行財政改
あり︑利用者の減少が見られるこ
とや︑一部コース内の劣化も目立 革の中で施設の見直し︑手をつけ
つことから︑維持管理の方法や存 てこなかった施設の一部です︒
この施設は平成７年に職員が造
続について検討しています︒
公園・緑地は︑住民の健康増進 った施設で︑ 年度から無料開放
や憩いの場であるとともに︑災害 しています︒一部が経年劣化し良
時の避難場所などとして重要な役 好な状態を保てなくなり︑通常業
割を担っていますが︑施設の老朽 務の中で措置しています︒ここ数
化等に伴う維持管理経費が増加し 年で廃止というわけではなく︑今
後︑利用実態と維持管理経費を考
ている現状にあります︒
将来的な公園施設全体について︑ え維持管理をどうしていくか検討
人口減少や利用者ニーズなどを踏 していきます︒
まえ︑効率的・効果的な維持管理 Ｑ 廃止ありきではないというこ
や機能集約を含めた施設の統廃合 とで少し安心しました︒コース内
の状況︑実態をみてもらいたい︒
についても検証を進め︑
利用頻度が低い訳ではないと思い
安全・安心な
ます︒お金をかけて整備してくだ
施設を提供し
さいとは言いません︒グリーン周
ていきたいと
りだけでも芝があれば良く︑手作
考えています︒
業で出来る部分もあります︒業務
再
質
問
の中で芝の育成はあるのかお聞き
します︒

月８日に町内で新たな感染者
の発生以降︑多数の感染者が確認
され︑枝幸高校ではクラスターが
発生するなど︑町内において感染
が拡大しました︒
この状況を重く受け止め︑町一
丸となって感染拡大を防止するた
め︑音声告知放送による基本的な

15

29

Ａ 委託業務の中に施肥・種子散
布・エアレーションなどが含まれ
ていて︑毎週実施報告書で確認し
ています︒
︵建設課長︶
Ｑ 白樺コースも土を入れたり︑

12

15

昨年︑９月定例会で建設課長の
答弁で三笠山パークゴルフ場があ
るので白樺コースについては廃止
に向かっていくとあったが︑町と
しての考え方を示していただきた
い︒

12
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町内の事業者を対象とした協力
ナック・飲食店などについて休業・
営業時間短縮の協力をお願いし︑ 金については︑昨年５月の緊急経
協力に応じた事業者に対して協力 済対策の中で北海道や町が実施す
る感染防止対策に協力いただける
金を支給しました︒
その後︑町は公共施設の臨時休 事業者に対して︑１事業者あたり
館を１月 日まで延長しました︒ ５万円から 万円を業種区分に応
じて支給しており︑飲食事業者に
町民は当然外出自
対しては︑ 万円の協力金となっ
粛を継続しました︒
ております︒
その結果︑年末年
月には︑町内でクラスターが
始の繁忙期に街か
発生するなどの感染拡大を受けて︑
ら人が少なくなり
月 日から年末までを﹁重点対
ました︒
お店にとって一番怖いのは︑お 策期間﹂と位置付け︑商工会から
客様が来店しないことです︒その の要望を踏まえた対策の一つとし
恐怖と戦いながら︑色々な努力で て︑スナックなどの休業に対して
万円︑飲食店の営業時間の短縮
営業を継続されている事に︑私は
に対して 万円の協力金を全ての
畏敬の念を禁じ得ません︒
私たち町民に１月 日までの自 対象事業者へ支給しています︒
また︑﹁オホーツク枝幸活力商
粛をお願いしたのですから︑町内
のスナック・飲食店には協力金を 品券﹂については︑
支払うべきと考えますが︑町長の 重点対策期間の対
応として︑使用期
所信を伺います︒
限を１ヶ月延長し
町 長 答 弁
たことで︑全体の
利用率は約 ％︑
金額にして７６３
９万３千円となっ
ており︑そのうち
飲食店への利用は
15

15

町民・事業者の皆さまには︑新
型コロナウイルス感染症の感染予
防と拡大防止対策にご理解とご協
力を賜り︑改めて感謝申し上げま
す︒

15

30

30

20
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約 ％にあたる３９４０万５千円
で︑その経済効果は大きいものと
考えています︒
こうした対策を踏まえ︑質問の
趣旨である１月 日まで延長した
公共施設の休館に伴い︑町民の皆
さんが自主的に外出を控えたこと
に対応する︑スナックや飲食店に
限定した協力金を追加支給する考
えはありません︒
事業者への経営支援は︑国や北
海道などの各種融資制度に加え︑
昨年早い段階から町独自の資金貸
付制度を設け︑より手厚い資金繰
り支援を行っており︑令和３年度
も継続します︒
感染拡大が一年を経過する中︑
影響を受ける事業者は飲食業だけ
に止まらず︑小売業や製造業など
様々な業種に及んでいるものと承
知しています︒
影響を受けている業種や減収傾
向などを把握するため︑現在︑内
部で調査を進めており︑これらを
参考にして︑感染の拡大状況や安
心して実施できる環境を見極め︑
最も有効な地域活性化対策の検討
を進め︑実施に向け判断したいと
考えています︒
52

15

再

質

問

Ａ 保養施設の営業収益は︑コロ
ナ前と比較すると︑１月だけでマ
イナス１９５９万５千円という速
報値が出ております︒
︵まちづくり推進課長︶

Ｑ

Ａ １月以降はこれまでの予想よ
りは売り上げは伸びている状況で
す︒また︑グリーンパークについ
ては２月収益が伸びています︒
︵まちづくり推進課長︶
例年と比較した経営状況は︒

商工会との協議の中で︑飲食店
についても貸付制度の利用促進を
確認しています︒実態については
今後︑確定申告の状況等も見極め︑
適切な対応を検討します︒
Ｑ 事業者の痛みを行政側は理解
しているのか︑徹底的な調査をす
るべきである︒
次に︑１月以降の保養施設にお
いての宴会利用等の実態は︒

水産商工課長答弁

１月 日まで︑公共施設等が閉
鎖されたことによる︑町事業者へ
の影響について︑商工会︑飲食店
組合等に調査されているのか︒

15

（12）

Ｑ

＆Ａ

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︒

Ｑ 医療提供体制強化事業支援金
の︑発熱外来診療等経費２０００
万円の内容は︒

︵小林議員︶

Ａ 発熱外来を開設するにあたり︑
診療時間の繰り上げや休診による
収入の減を見込んで計上したもの
です︒
︵病院事務局長︶
Ｑ 街灯管理経費で光熱水費が減
額になった理由は︒

︵野口議員︶

Ａ 防犯灯のＬＥＤ化により電気
料が枝幸地区２４０万円︑歌登地
区 万円減額されたものです︒
︵町民課長︶
Ｑ 一部のゴミステーションで備
え付けの網が破損しているが︑そ
の対応は︒

︵野口議員︶

Ａ 破損状況を確認後︑町民課の
指示により委託業者が交換してい
ます︒
︵町民課長︶
特別支援教育支援員配置事業
Ｑ

でパートタイム会計年度任用職員
報酬減額の理由は︒

︵野口議員︶

Ａ 当初の予定は 名︑実績は９
名で５名分の報酬を減額しました︒
︵教育次長︶
Ｑ 森林環境譲与税活用事業の事
業範囲は︒

Ａ 枝幸病院で行う医療従事者の
ワクチン接種１回分と︑３月から
始まる 才以上の高齢者１回分を

Ｑ 新型コロナウイルス感染症対
策予防接種委託収入の内容は︒
︵野口議員︶

国保病院事業会計補正予算

︵教育次長︶

Ａ 学校休校に伴い給食も中止と
なったため︑その期間は調理員が
清掃業務を行ったことで減額とな
りました︒

Ａ 林道の維持管理︑森林整備事
業などが交付金の対象です︒
︵農林課長︶
Ｑ 給食センター管理運営経費の
清掃業務委託料減額の理由は︒
︵遠山議員︶

︵遠山議員︶

14

Ｑ 行政職員の新年会は今年行わ
れたか︒また今後︑歓送迎会は行
うのか︒

一般会計補正予算
Ｑ ふるさと未来応援基金の繰り
入れ金６５０万円の減額理由は︒
︵小林議員︶
Ａ 事業確定による精査です︒
令和３年度は︑返礼品の変動にも
よりますが︑制度の中で関係者等
にも協力いただきながら製品の開
発にも努力していきたい︒
︵まちづくり推進課長︶
Ｑ 社会福祉事業者特別支援事業
の内容は︒
︵小林議員︶
Ａ 感染リスクが高い高齢者や障
害者の方々が︑サービス提供の場
で感染者が出るとクラスターが懸
念されます︒国や道︑町の要請に
応じ事業規模の縮小や制限等に対
しての支援金で使途は定めていま
せんが︑コロナ対策関連の備品や
消耗品の購入などにも利用できま
す︒
︵保健福祉課長︶

（13）

Ａ 道の集中対策期間でもあり新
年会は行われていません︒また︑
歓送迎会については︑３月７日で
道の集中対策期間が終了すること
もあり︑長時間︑多人数にならな
いよう留意しての開催は可能と考
えています︒
︵総務課長︶
Ｑ 感染予防にはマスクの着用︑
多人数での会食を避けることが基
本とされる︒
昨年３月からずっとコロナ禍に
あり︑飲食店は一年近く影響が続
いている状況であり︑今後の商売
の継続︑人の生死にもかかわる問
題であり︑もう少し行政として考
えるべきではないか︒
Ａ 先般行われた︑新型コロナウ
イルス感染症の影響に係る固定資
産税・都市計画税の軽減措置の申
告状況︑また︑現在進んでいる確
定申告の状況により各業種の受け
ている状態を見極め︑地域全体で
どのような活性化施策が必要かし
っかりと検討し︑最も有効的な緊
急経済対策を行っていくと考えて
います︒︵まちづくり推進課長︶

65
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見込み３３３万６千円を計上しま
したが︑ 歳以上の高齢者分につ
いては︑３月に執行ができないと
思われるので︑収入は少なくなる
と見込んでいます︒
︵病院事務局長︶
Ｑ 資本的収入道補助金で︑感染
疑い患者受入医療機関設備整備等
事業補助金４５７万４千円の減額
理由は︒また︑この金額の根拠は︒
︵野口議員︶

Ａ 事業確定による精査です︒購
入したものについては︑発熱外来
で使用しているＰＣＲ検査用の機
械︑安全キャビネット︑空気清浄
機等の医療機器です︒
︵病院事務局長︶
Ｑ 減額補正しているということ
は︑充分間に合っていると理解し
ていいのか︒

︵野口議員︶

Ａ 新型コロナウイルスで年度内
に購入できるものはすべて購入で
きましたので精査しました︒
︵病院事務局長︶

65

令和３年度予算
予算総額 17,908,179千円
財源不足を基金取り崩しで補う厳しい予算

入

歳

出

11,457,000

特別会計

2,541,198

2,541,198

1,385,458

1,385,458

後期高齢者医療事業

130,431

130,431

介護保険事業

806,774

806,774

臨港用地造成事業

2,929

2,929

港湾整備事業

2,550

2,550

簡易水道事業

213,056

213,056

3,625,601

3,909,981

173,479

223,304

収益的収支

173,478

146,302

資本的収支

1

77,002

677,056

842,874

収益的収支

519,265

519,265

資本的収支

157,791

323,609

2,775,066

2,843,803

収益的収支

2,106,208

2,106,208

資本的収支

668,858

737,595

17,623,799

17,908,179

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

計

３月５・８日

11,457,000

小林正浩議員︑

一般会計

予算審査特別委員会

歳

第１回定例会の中で予算審査特別委員会 委(員長

令和３年度予算額

副委員長 遠山修議員 が)設置され︑付託された令和３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︒

計

（単位：千円）

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

会

各会計当初予算総括表

した︒なお︑各会計の内容は左表のとおりです︒

令和３年度

（14）

Ａ

般

会

計

予算審査特別委員会での
質疑は次のとおりです︒

一

Ｑ 南宗谷危険物安全協会負担金
は︑本庁舎と歌登総合支所２箇所
分払わなければならないのか︒
︵徳保委員︶
Ａ 建物に対しての負担金なので
２箇所分払います︒︵総務課長 )
Ｑ 情報ネットワークシステム借
上料が︑昨年に比べ約１６０万円
減額になった理由は︒
︵徳保委員︶

Ｑ 音声告知端末が停電時に使用
できず︑何かあった場合︑防災の
観点から改善されるべきと思うが︒
︵徳保委員︶
Ａ
年前と比べインターネット
の普及︑スマホ利用世帯が ％と
増えています︒防災面から安心・
安全なまちづくりの中でやってい
きます︒停電時でも使える告知端
末を検討しています︒
︵総務課参事︶
80

Ａ ホームページのシステム管理
業務で月１回のデータ整理︑シス
テム改修︑トップページリニュー
アル︑月１回のサーバーシステム
保守です︒
︵総務課参事︶

Ｑ ウェブサイト管理業務委託料
の内容は︒
︵野口委員︶

11

＆

10

Ｑ 戸籍総合システムクラウドサ
ービスの内容と導入経緯は︒
︵清水委員︶
Ａ 今までは戸籍総合システムサ
ーバーを５年経過毎に買取してい
ました︒令和４年２月更新時にク
ラウドシステムを購入予定です︒
ネットワークを併用し業務の効
率化とコストダウンが図られ︑
年後︑９７５万円削減できます︒
︵町民課長︶

10

Ａ 平成 年度から５年リースし
ていたもので︑９月・ 月で満了 Ｑ
月の常任委員会で情報基盤
する分が減額になっています︒
施設整備の計画が示されたが︑計
︵総務課参事︶ 画のための予算が計上されていな
いのではないか︒ ︵徳保委員︶
Ｑ 今後は︑この金額でいくのか︒ Ａ 基本計画の概要案を説明しま
︵徳保委員︶ した︒令和３年の実施計画の策定
費用は自前で作り︑外部委託はし
ません︒
︵総務課参事︶

Ｑ 令和４年度からは一切かから
ないのか︒
︵徳保委員︶

Ａ
か月分の予算計上で来年の
２月に満了︑令和４年度からゼロ
になります︒
︵総務課参事︶

10

Ｑ
Ｑ 初期投資は高いが︑長い目で
見れば経費削減につながり︑デー
タ管理に優れている︒将来的にコ
ンビニや郵便局で戸籍等の書類が
取得できるのか︒ ︵清水委員︶
Ａ コスト面︑料用率を比較し今
後検討したい︒
︵町民課長︶

28

Ａ ５年使用したのち２〜３年は
使っていきたい︒その間の経費は
発生してきませんが︑その後︑機
器更新があります︒
︵総務課参事︶

Ｑ まちづくり計画の中で観光業
の振興でホームページ︑ＳＮＳ︑
ＥＣサイトで情報発信を行うと記
述があるがそれとは別物ですか︒
︵野口委員︶

Ａ 観光協会の中で独自に行って
いて︑これとは別物です︒
︵まちづくり推進課参事︶

Ｑ 昨年に比べ１０００万円近く
地域間幹線系統確保補助金が増加
している要因は︒ ︵野口委員︶

Ａ 昨年は３８８１万円で６３０
万円ほど増額になっています︒今
年はコロナの影響でキロ単価が３
７４円かかっていて︑事前に宗谷
バスと協議し観光需要も見越して︑
キロ単価を３５０円で試算し︑４
５１８万１千円という金額になり︑
単価の部分で増額になっています︒
︵まちづくり推進課長︶
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Ｑ 認定こども園整備事業費の地
域新エネルギー導入調査業務委託
料とはどのような目的の調査か︒
また︑土地購入の面積等は︒
︵村上委員︶
Ａ 低炭素化︑木質建築を進めて
いく考えの中︑地中熱活用による
冷暖房設備︵ヒートポンプ︶を導
入するためのサーマルレスポンス
テストの費用であり︑建設予定地
の地中の熱効率を調査します︒
また︑土地購入の面積は１２１
２平方メートルで単価は５１４３

円です︒
︵町民課参事︶
Ｑ 道内でヒートポンプの利用施
設はあるのか︒
︵村上委員︶

Ａ 認定こども園での活用施設が
あります︒特に寒暖差の大きい地
域において有効とのことですが︑
この地域で実際に活用可能なのか
は調査後となります︒
︵町民課参事︶

イメージ図

Ｑ 子ども・子育て支援事業の扶
助費︑子育て支援施設等支援給付
費の減額理由は︒ ︵野口委員︶
Ａ 枝幸幼稚園に給付されるもの
が︑施設型給付費負担金に移行し
たためです︒
︵町民課長︶

認定こども園

Ｑ まちづくり計画で防災備品の Ｑ 防災計画の中で要配慮者の避
充実という項目で整備に努めると 難対策に２名の補助者が支援する
書いてあるが︑この金額で十分行 とあるが︑どこの町内会も高齢化
えるのか︒
︵野口委員︶ が進み２名の補助者が見つけられ
Ａ 備品の中身は避難所で使用す ないのが実態で︑町にも要望が来
るカットモーフで︑金額は少ない ていると思うが今後どうするのか︒
が限られた予算で計画的に整備し︑
︵野口委員︶
まちづくり計画にも沿っています︒ Ａ 支援する方が確保できない町
︵総務課長︶ 内会︑自治会もあると思います︒
自助・公助・共助の観点から共助
Ｑ 今回は大丈夫と思ってよいか︒ の部分で町内会︑自治会にお願い
︵野口委員︶ しています︒確保できない場合︑
何らかのことを考えなければなら
ないので検討していきたい︒
︵総務課長︶
Ａ もっと充実したいが限られた
財源の中での整備で︑総額の２分
の１が補助金です︒そのような財
源も使い行っています︒
︵総務課長︶
Ｑ 枝幸町地域防災計画で平成
年に更新しているが︑現状にあっ
ているのか︒
︵野口委員︶
27

Ａ 今年度予算をつけて地域防災
計画を更新します︒平成 年に防
災会議を開催し︑その内容を反映
し︑道の防災計画も変わり︑最近
ですとコロナも反映しながら作っ
ています︒今の時点では網羅して
いると思います︒ ︵総務課長︶
30
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Ｑ 検診事業経費で人間ドック検
診︑頭部ＭＲＩ検査が削除されて
いる理由は︒
︵野口委員︶

Ａ 実績がないわけではないが︑
受診者が限定しており︑町財政上
の理由で削減しました︒
︵保健福祉課長︶

Ａ 令和３年度は廃止し︑町民の
反応を見て次年度以降見直すこと
もあります︒
︵町長︶

Ｑ 町有施設煙突アスベスト改修
事業はどこの施設か︒ほかにも改
修すべき施設はあるのか︒
︵小田桐委員︶

Ａ 歌登高齢者センターの煙突で︑
この施設が最後の改修です︒
︵町民課長︶

Ｑ 認定こども園の建設費の総額
は︒
︵徳保委員︶

Ａ 現在︑様々な計画が検討中で
あり︑利用できる補助金等も含め
現時点では報告できません︒
︵町民課参事︶

（16）

Ｑ 緊急通報装置設置事業のシス
テムの運用状況は︒︵遠山委員︶
Ａ 現在︑枝幸地区 件︑歌登地
区 件設置があります︒安全セン
ター︵株︶から毎月報告はありま
すが︑実際の緊急通報は報告され
ていません︒ ︵保健福祉課長︶
25

Ｑ ﹁第２次枝幸町まちづくり計
画﹂の中に﹁観光協会と連携し︑
ホームページやＳＮＳ等による情
報発信を行う﹂として︑ＳＮＳ登
録者数を 人から目標を１０００
人としているが︑具体的な対策は︒
︵野口委員︶

Ａ パソコンのリース契約が３月
末で終了するためです︒また︑教
育ソフトは教育振興事務経費の使
用料で計上しています︒
︵教育委員会次長︶

Ａ 昭和 年に設置した２基のボ
イラーが故障と劣化のため︑新し
いボイラーに交換するものです︒
︵教育委員会次長︶

Ｑ 観光協会助成事業で︑ネット 募集する予定です︒
Ｑ オホーツクミュージアム管理
︵教育委員会次長︶ 運営経費でミュージアムのＰＲ事
販売が良い成果をあげていますが︑
来年度の進め方は︒︵清水委員︶
業は考えていないのか︒
Ａ イベントの開催状況にもより Ｑ 小学校管理経費の燃料費の減
︵野口委員︶
︵徳保委員︶ Ａ 映像コンテンツの作成やウェ
ますが︑これからもネット販売を 額理由は︒
続け︑枝幸の商品力の高さをＰＲ Ａ 灯油単価が下がったためです︒ ブサイトを立ち上げるなど︑でき
︵教育委員会次長︶ るだけ予算をかけない方法を検討
していきます︒
︵まちづくり推進課参事︶
中です︒
︵教育委員会参事︶
Ｑ ２年度まであった小中学校の
Ｑ 保養施設整備事業の改修工事 コンピューター授業に係わる経費 Ｑ 音標小学校改修工事の内容は︒
の内容は︒
︵徳保委員︶ が計上されていない理由は︒また︑
︵秋川委員︶
教育ソフトはどこで予算計上され
ているのか︒
︵徳保委員︶
Ａ ホテルニュー幸林の新館機械
室給湯配管の改修工事です︒
︵まちづくり推進課長︶

Ｑ 健康回復村野外施設管理経費
の内容は︒
︵野口委員︶
Ａ 野外公園︑緑地維持︑街路樹
管理のため︑会計年度任用職員４
名︑７ヶ月分の給料と手当です︒
︵歌登総合支所長︶

Ｑ 文化会館管理運営経費の清掃
業務や自動ドア保守業務委託料が
計上されていない理由は︒
︵徳保委員︶

Ａ 清掃業務︵ワックスがけ︶︑
自動ドア保守業務ともに３年ごと
の実施で︑次回は５年度で予算計
上します︒ ︵教育委員会参事︶

Ａ 登校時は宗谷バスを利用︑下
校時はスクールバスを活用します︒
︵教育委員会次長︶

Ｑ 乙忠部小学校閉校に伴い︑音
標小学校までの児童の送迎は︒
︵秋川委員︶

60

33

Ａ コロナ禍で集客イベントには
限りがあり︑枝幸の知名度をあげ
るためには︑ＳＮＳ等で積極的に
情報発信を行い︑会員数を増やす
ため努力していきます︒
︵まちづくり推進課参事︶

Ｑ 特別支援教育支援員を募集し
ていたが︑予定の人数は集まった
のか︒
︵徳保委員︶
Ａ 枝幸小学校４名︑歌登小学校
３名︑枝幸中学校２名︑歌登中学
校１名を予定でしたが︑歌登中学
校１名が欠員しています︒再度︑

（17）
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Ｑ 人口減少︑新型コロナウイル
スの影響による町税減収の状況は︒
︵遠山委員︶
Ａ 昨年︑漁業で水揚高が１００
億円を切ったため︑漁業収入の落
ち込みが予想され︑町民税で８４
９０万円の減額です︒
︵税務課長︶
Ｑ 確定申告の状況によって︑更
なる減額もありえるのか︒
︵遠山委員︶
Ａ
可能性があります︒
︵税務課長︶

国民健康保険事業特別会計
Ｑ 国保税のコロナ禍での収納へ
の影響と︑直近３ヵ年︑５ヵ年の
収納率推移と滞納繰越分約４００
万円は固定的なものか︑またその
対処はどうしているのか︒
︵秋川委員︶
Ａ 収納率は令和２年２月現在 ・
５％で︑今までは ％台で同じよ
うに推移しています︒滞納繰越分
は固定的なもので︑分納して納め
てもらっています︒
︵保健福祉課長︶

介護保険事業特別会計
Ｑ 保険者努力支援交付金の内容
は︒
︵野口委員︶

努力で交付金が上がるのか︒
︵野口委員︶

Ａ 新たな交付金事業です︒令和
２年度は補正で計上しています︒
また︑各種予防策を行う事によ
り︑交付金が上がります︒
︵保健福祉課長︶

簡易水道事業特別会計

Ｑ 簡易水道施設管理経費︑委託
料の中で取水渠清掃業務委託料と
あるが何か所の施設でどのような
サイクルで清掃がされているのか︒
また確認作業はどのように行われ
ているのか︒
︵遠山委員︶
Ａ ４か所予定していますが︑必
要に応じて適時清掃をしています︒
日常の確認は水道課庁舎内にモニ
ターがあり︑そこでの確認と状況
に応じ現地に行っての確認作業を
しています︒
︵水道課長︶

Ａ 職員︑管理事業者連携の下︑
支障のないようにしっかり取り組
みます︒
水道施設の老朽化は全道どこの
市町村も同様の問題があります︒
モニターにより各箇所の流量のチ
ェックをし︑的確な管理をしてい
きます︒
︵水道課長︶

Ｑ 一般管理費の給与費が３名分
から２名分になっている理由は︒
︵野口委員︶

Ａ 昨年までは３名分の計上でし
たが︑一般会計からの繰入金を縮
小するため︑令和３年度から水道
事業会計で計上する考えです︒
︵水道課長︶

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。

Ｑ 令和２年度の税の収納状況は︒
︵徳保委員︶
Ａ ２月末での徴収率の状況とし
ては︑町民税・国民健康保険税に
おいて多少の減であるが固定資産
税が伸びているので収納率の大き
な減少は見られない︒しかし︑法
人町民税は減少しているので︑コ
ロナの影響と捉えられます︒
︵税務課長︶

Ａ 各種事業を行うことによって
その度合い︑介護保険を運営して
いく中で点数化されていく︑歳出
を抑え︑介護予防事業の取組内容
に対して点数化してどれだけ行っ
ているか判断される︒
︵保健福祉課長︶

Ｑ 町内に簡易水道施設は４か所
あり︑雪解け後︑大雨後など確認︑
清掃が必要となるが︑この金額で
間に合うのか︒先日の空知管内で
の事例もあり日常の的確な管理が
求められるが︒
︵遠山委員︶

しませんか

96

Ｑ 昨年はなかったが︑新たにで
きたのか︒また︑この事業は町の

議 会を傍 聴

98
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Ｑ 病院機能再編実行支援業務委
国民健康保険病院事業会計
託料と医療介護機能再編計画策定
Ｑ 看護師給料 名分の計上で︑ 業務委託料の内容は︒
昨年より人数が減になっているが︑
︵野口委員︶

日開催

総務文教常任委員会
令和３年２月

３年度は減らす考えなのか︒
Ａ 今後の病院︑診療所の運営等
主な内容
︵野口委員︶ についてコンサル会社に経営分析
Ａ 枝幸病院 名︑歌登診療所１ を依頼したところ︑３月末までの ●保養施設・南宗谷ゴルフ場の運
営状況 ︵まちづくり推進課︶
名の計上です︒
結果がまとまり︑将来に向け大胆
●青少年問題の対応 ︵総務課︶
当初予算には
な再編も必要と考えられます︒
まだ反映され
詳細は後日︑機会を設け報告しま ●令和３年度各会計当初予算概要
︵財政課︶
ていませんが︑
す︒
︵病院事務局参事︶
●風烈布小学校耐震補強事業の概
４月１日付で
要
看護師２名を
Ｑ 備品購入費の病院情報システ
採用予定です︒
ムに４億８５０万円計上されてい ●町内小中学校における﹁いじめ
及び体罰﹂の状況
︵病院事務局長︶ るが︑現在の病院状況でこれだけ
●枝幸町教育施設等長寿命化計画
の金額をかける理由は︒
︵教育委員会事務局︶
Ｑ 出張医の給料が計上されてい
︵野口委員︶
るが︑歌登診療所の週３回の給料 Ａ 病院情報システムは︑電子カ ●その他５件
担当課より説明を受け審議︒
も含まれているのか︒また︑先生 ルテのほか 種類以上が整備され
の退職による影響は︒
ていますが︑必要な機能等を精査
︵野口委員︶ して導入する予定です︒
Ａ 出張医の給料も含まれており︑
このシステムは︑医師が自分の 産業厚生常任委員会
昨年より若干増えています︒
診療科以外のカルテもパソコンで
令和３年２月 日開催
︵病院事務局長︶ 確認できるなど利便性が高く︑ま
た名寄とデータ共有ができるため︑ 主な内容
転院搬送も先方の医師に判断して
もらうことが可能となります︒
︵病院事務局参事︶

19

18

●空家等対策計画
︵建設課︶
●食品産業輸出向けＨＡＣＣＰ等
対応施設整備事業

●外国人技能実習生等の受入れ支
援
︵水産商工課︶
●枝幸町国保病院の運営
︵国保病院︶
●農業委員会の委員構成
農(業委員会事務局 )
●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

◇第 回︵２月８日開催︶
●財政状況と令和３年度の主要施
策︵行革︶について
●第２次枝幸町まちづくり計画に
ついて
●デマンド型交通実験運行につい
て
●今後の過疎対策について

議会改革特別委員会

◇第５回︵２月３日開催︶
今後の取り組み事項検討︵案︶
について

（19）
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48

47

Ａ 先生の退職により住民も不安
があると思いますが︑令和４年度
以降の医療体制については今後考
慮する考えです︒
︵病院事務局参事︶

40

No.57

枝幸町議会（令和３年度予算特別委員会）
令和３年５月 27 日発行

第１回議会臨時会

意

案

件

２月８日に開会︑同意案件１件︑
承認案件１件︑議決案件１件を
審議しました︒

同

長岡義昭議員 逝く

編 集 後 記

委

委

員

員

員

副委員長

委 員 長

遠山

田口

村上

徳保

小林

修

修三

守義

喜幸

正浩

委 員会が通常通り開かれています︒︶
枝幸町にとって大きな打撃と
思います︒私達議員にとっても
町民の皆さんと直接会ってお話
をする機会が減る事は最も重大
です︒何故なら町民の意志を行
政に反映させる事が︑議員の職
責だからです︒初心に戻りあら
ゆる方法で情報交換し︑行政︑
議会はもとより町民の知恵を結
集し明るい枝幸町を築いていき
たいものです︒
最後に︑広報誌愛読ありがと
うございます︒今後も議会で話
合われている事を︑丁寧でわか
りやすく伝えたいと思います︒
︵小林︶

委

（後期担当委員）

新型コロナウイルス感染拡大
防止のためマスクの着用や小ま
めな手洗い︑三密を避けた行動
が求められるため︑人と人との
心の距離が以前より広がってし
まいました︒
〝継続は力なり〟という言葉
が好きなのですが︑長年開かれ
ていた会議や各種スポーツ大会︑
かにまつりをはじめとするイベ
ントが中止となっています︒
︵議会活動は︑しっかりとした
感染防止対策のもと本会議や各
常任委員会︑全員協議会︑特別

議会広報編集特別委員会

17

28

26

◆教育委員会教育長の任命
小 川 俊 輝 氏
︵原案同意︶

件

４月 日に長岡議員が急逝さ
れ︑驚きと深い悲しみに包まれ
ました︒
４月 日開会の臨時議会では︑
長岡議員を偲ぶ追悼の言葉を小
田桐議員が述べ︑ご遺族ととも
に黙とうを捧げました︒
長岡氏は︑平成７年旧枝幸町
議会議員に初当選︑合併後の新
町においても当選し︑併せて６
期 年余の長きにわたり議会人
として貢献されました︒
平成 年からは枝幸町議会議
長として１期３年余︑議会の円
滑な運営を担い︑﹁枝幸町自治
功労者表彰﹂を始め︑﹁全国町
村議会議長会自治功労者表彰﹂
﹁北海道町村議会議長会自治功
労者表彰﹂を受賞されておりま
す︒
ここ数年は通院治療を行いな
がらも精力的に本会議へ出席さ
れ︑枝幸町の発展のためご尽力
をいただきました︒
生前に残された数々のご功績
に対しまして︑改めて深甚なる
敬意と感謝の意を表しますとと
もに︑安らかなるご冥福をお祈
り申し上げます︒

小田桐議員による追悼演説

承認案件 ︵専決処分︶

案

専決処分とは議会を招集する時
※
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︒︻１月 日処分︼
◆一般会計補正予算︵第８号︶
１７００万円増
︵承認︶

決

◆一般会計補正予算︵第９号︶
８０７万４千円増
︵全会一致で可決︶

議
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