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ワクチン接種の状況について

23

これまでは︑集団接種を行って
いる枝幸・歌登両会場ともに大き
な混乱もなく︑ワクチン接種は順
調に進んでいます︒ 日現在で︑
歳以上の高齢者の１回目の接種
率が約 ％︑２１９２人となって
おり︑２回目につきましても約
％の方が終了しています︒
また︑６月に入り広報やチラシ
等で基礎疾患を有する方に対して
事前受付
を開始し
たところ︑
２３２名
の登録が
ありまし
た︒キャンセルにより余剰となっ
たワクチンの活用につきましては︑
高齢者や障がい者等へのサービス
提供事業者などのご協力をいただ
き︑日々ワクチンを余すことなく
計画的に接種作業を行うことがで

21

議 会 定 例 会

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

54

80

令和３年第２回

日から

８項目について町長︑教育長に質問しました︒このほか︑議員発議の﹁議会会議規則の一部改正案﹂を可

22

ることとなっていた﹁第 回枝幸
かにまつり﹂は新型コロナウイル
スの感染拡大防止に配慮して︑早
くに２年続けての中止が決定され
ています︒今後のイベントの開催
については︑国や道の方針を踏ま
えて︑町民皆さまの安全確保のた
め慎重に検討します︒
一方︑第８弾となる緊急経済対
策は﹁プレミアム付商品券発行事
業﹂や８月に開催を延期した成人
式に関する﹁新成人応援事業﹂な
どを予定しています︒

決︑また︑町側から単行議案２件︑条例案件７件︑工事請負契約に関する議案が１件︑補正予算に関する

まん延防止等重点措置が実施され
ており︑新型コロナウイルス感染
の収束にはまだ時間を要すると思
われますので︑町民の皆さまにお
かれましては︑引き続き︑感染防
止の基本行動の徹底をお願いしま
す︒
町としては︑緊急事態宣言の解
除を受け︑休館や利用中止︑また
町民のみの利用としていた公共施
設は︑一部を除き通常利用を再開
しています︒
なお︑本来であれば来月開催す

議案が３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
新型コロナウイルスに関する
当町の対応
10

65

プレミアム付商品券発行事業に
１億 万円など令和３年度補正予算を可決
第２回定例会は︑６月
23

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

22

20

北海道を含む 都道府県に対し
て︑今月 日までを期限として発
令されていた緊急事態宣言ですが︑
国内の感染状況などが改善しつつ
あるものと判断した政府は︑先日︑
沖縄県を除いて宣言を解除しまし
た︒北海道においては︑現在も︑
20

30
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きています︒
更には︑余剰ワクチンの活用の
対象者を保育士や教職員まで拡大
し︑希望される方の登録作業を行
っているところです︒このままワ
クチンの確保が順調に進みますと︑
高齢者への接種は７月中の完了が
見込まれています︒先週から余剰
ワクチンにより基礎疾患を有する
方への接種を開始しており︑８月
中には︑一般の方々にも順次拡大
できる見込みとなっています
なお︑ワクチン接種の対象者が
歳以上に引き下げられましたの
で︑この対応につきましても全体
の進捗状況等を見ながら検討を進
めていく考えです︒
今後も体制整備や接種作業には
十分に留意し︑計画的かつ安全な
ワクチン接種に努めていきます︒

新型コロナウイルスの感染者
数について

42 50

18

教育行政報告

緊急事態宣言を受けての学校
の対応

５月 日から北海道における緊
急事態宣言措置の指定に伴い︑北
海道教育委員会から通知がされ︑
学校の衛生管理マニュアルに基づ
く︑感染予防対策の徹底と学校行
事の中止又は延期︑部活動の原則
休止が主な内容でした︒これに基
づき︑５月 日開催の校長会議に
おいて︑あらためて各学校へお願
いしています︒
修学旅行については︑５月から
６月にかけて予定されていた枝幸
中学校など一部の学校では︑行程
に札幌市が含まれていたことから︑
緊急事態宣言の発令前に延期を決
定しています︒
運動会・
体育祭につ
いては︑枝
幸南中学校
など５月に
実施する予定であった学校は︑全
て６月に延期していました︒町内

18

力された功績によるものです︒

また︑４月 日にご逝去されま
した︑枝幸町議会議員︵故︶長岡
義昭氏に対し﹁旭日単光章﹂が授
与され︑先日ご遺族へ伝達しまし
た︒
長岡氏は︑平成７年５月に枝幸
町議会議員に当選︑以来︑通算６
期 年６ヶ月の長きにわたり在職
され︑平成 年４月からの１期３
年余は︑議長を務められ︑議会の
円滑な運営に尽力されたほか︑産
業の振興発展と地方自治の振興に
多大な貢献をされた功績によるも
のです︒
あらためて︑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︒
17

26

叙勲関係

50

館市︑小樽市以外の市町村におけ
る感染については︑感染者本人が
居住地の公表に同意した場合を除
いて︑管内別の公表に留められて
いました︒１週間ごとではありま
すが︑市町村別に公表されること
により︑町民皆さまへの情報提供
や注意喚起などの対策に役立つも
のと考えています︒

29

佐藤行雄氏が﹁瑞宝双光章﹂︑
澤田礼二氏は﹁瑞宝単光章﹂を４
月 日付けで受章されました︒
佐藤氏は︑昭和 年４月に消防
吏員を拝命以来︑ 年の長きにわ
たり︑その冷静沈着な判断と行動
をもって的確な対応を導いたほか︑
地域の火災予防に積極的に取り組
むなど︑枝幸町の防災と消防長と
して︑南宗谷消防組合の発展に大
きく尽力をされた功績によるもの
です︒澤田氏は︑昭和 年４月に
旧歌登消防団に入団以来︑分団長
を経て 年の長きにわたり︑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︑消防団員の資質向上にご尽

（３）

12

先般︑新聞でも報道がなされま
したが︑道は︑新型コロナウイル
スの１週間ごとの市町村別の感染
者数について︑来週から公表しま
す︒
これまで︑札幌市︑旭川市︑函

45
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16

での感染は発生していないことか
ら︑内容の縮小や来場制限などの 社会教育関係
ハマナス大学入学式
対策を行ったうえで︑順次開催し
社会教育施設については︑感染
５月 日に実施し︑ 名の方が
ています︒
部活動については︑中体連大会 予防の徹底を図り︑町民に限り利 入学されました︒教養や健康︑軽
に出場する部活動に限り︑練習を 用いただいてますが︑６月 日か スポーツ︑研修旅行など年間 回
厳選して行っていましたが︑緊急 らは町外の方も利用できることと の定期講座と特別講座を用意し︑
写真や水墨画など３つのクラブ活
事態宣言解除後は︑時間や人数な しました︒
オホーツクミュージアムえさし 動が予定されています︒入学式に
どを厳選し︑引き続き︑衛生管理
マニュアルに基づき︑対策を講じ については︑町外からの利用者が 引き続き︑第１回目の定期講座が
たうえで︑全ての部活動の練習を ６割を占めていることから︑６月 開講され︑枝幸警察署地域交通課
日まで休館とし︑緊急事態宣言 交通課長から︑高齢者の交通安全
再開しています︒
解除後の 日から開館しています︒ について講話を受けました︒
総合体育館では︑５月 日から
学校ＩＣＴ環境整備について
日にかけて︑高体連卓球名寄支 枝幸町成人式について
今年３月までに高速通信ネット 部大会が開催されましたが︑主催
８月 日に開催する予定であり︑
ワークと児童生徒一人一台の端末 者側としては︑観客を入れないな
などの整備を終え︑４月から授業 ど予防を行ったうえで開催したい 現在準備を進めています︒住民票
で活用されています︒現在﹁枝幸 旨の連絡があったため︑これを了 のある対象者については︑６月４
日に案内はがきを送付し︑町外在
町小中学校ＩＣＴ教育推進検討会﹂ 承して対応しました︒
今後も子どもたちが元気で健や 住者は︑広報えさしやホームペー
を立ち上げ︑課題の集約や整理な
かに学校生活を送れるよう︑また︑ ジで周知し︑参加を募っています︒
ど取り組みを進めています︒
町民皆さまには︑感染予防にご協
出席予定の新成人に対しては︑
力いただきながら︑社会教育施設 改めて感染予防対策に係る各種案
を利用できるよう対応していきま 内を発送する予定となっています︒
す︒
また︑式典当日の運営にあたって
は参列者の制限や時間の短縮︑手
指消毒︑換気などを行い︑予防を
徹底したいと考えています︒
20
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議

案

件

主 な 議 案

発

決

案

件

◆枝幸町議会会議規則の一部改正
〇議員活動と
家庭生活と
の両立支援
策をはじめ︑
男女の議員
が活動しや
すい環境整
備の一環として︑議会への欠席
事由等を整備しました︒
〇請願手続きの見直し
請願者へ一律に求め
ていた押印の義務を︑
署名又は記名押印に
改めました︒

議

◆辺地に係る公共的施設の総合整
備計画の変更について
乙忠部地区に新たに林業専用道
路を開設することを追加しました︒
◆公有水面埋立免許の出願に対す
る同意について

（４）

例

案

件

◆工事請負契約
︻風烈布小学校耐震化・大規模改
修建築主体工事︼
高橋・井出上経常建設共同企業体
２億４９７０万円

条

告

案

件

◆枝幸町手数料徴収条例の一部改
正
◆枝幸町固定資産評価審査委員会
条例の一部改正
◆枝幸町税条例の一部改正
◆枝幸町国民健康保険条例の一部
改正
◆枝幸町指定居宅サービス等の事
業の人員︑設備及び運営に関す
る基準等を定める関係条例の整
備に関する条例について
◆枝幸町空家等の適正管理に関す
る条例について
◆枝幸町水道事業及び下水道事業
の設置等に関する条例の一部改
正
︵全件原案可決︶

報

◆令和２年度オホーツク枝幸株式
会社の経営状況について
◆令和２年度枝幸町一般会計繰越
明許費繰越計算書について

令和３年度補正予算

Ｑ

＆Ａ

︵野口議員︶

Ａ 道路整備など社会資本整備総
合交付金については︑全国ベース
で予算配分が決定されるため満額
が交付されないことが続いていま
す︒事業の執行のため過疎債に振
り替えました︒
︵財政課長︶
Ｑ プレミアム付商品券発行事業
で︑税の再配分の公平性が保たれ
ていないのでは︒

一般会計補正予算

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︒

Ｑ 道路橋梁費補助金が交付され
ず︑過疎債４６１０万円に財源が
振替えられているが何故ですか︒
︵徳保議員︶

◆一般会計︵第２号︶
１億７３６９万９千円増
◆介護保険事業特別会計︵第１号︶
１４０万円増
◆下水道事業会計︵第１号︶
資本的収入及び支出
４００万円増
︵全会一致で可決︶

◆寄附
◎宗谷南農業協同組合
代表理事組合長 向井地 信之
農業振興を目的として
現金２０００万円
国際経済交流を目的として
現金２００万円
◎ふるさと未来応援寄附
令和２年度実績
件数 ４万３４２５件
金額 ５億８８２１万
５５２７円
︵報告済︶

Ａ 低所得家庭の中には購入しず
らい可能性もあると思います︒年
末に次の商品券事業を予定してお
りますので分析し検討します︒
︵水産商工課長︶

陳情書・意見書

意
<見書１件 >
■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
第２回定例会に提出された陳情・
る意見書
意見書は次のとおりです︒
陳情書１件
提出者 村 上 守 義
<
>
■はり師・きゅう師・按摩マッサ
賛成者 小 林 正 浩
ージ師の新型コロナワクチン接
賛成者 遠 山
修
種早期実施に関する陳情
審議の結果︑意見書は採択とな
︵陳情者 公益社団法人 北海道 りました︒
鍼灸会︶
審議の結果︑陳情書は資料配布
となりました︒
陳情書についても︑押印の義務
※
を署名又は記名押印に改めました︒

（５）
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新型コロナウイルスワクチンの接種

町

長

答

弁

１点目の優先接種の職種を公表
状況及び今後の取り組みについて
すべきとのご意見につきましては︑
野 口 洋 郎 議員
当町においては︑国が示す優先順
位に基づきながら︑混乱を避ける
大勢の方と接する役場職員︑銀行︑ ため︑高齢の方から順にワクチン
郵便局︑
接種を進めているところです︒
物流関係
従いまして︑医療従事者と高齢
の方︑ゴ
者の方は︑７月末で２回接種の終
ミ収集業
了を見込んでおり︑高齢者の方の
務に携わ
１回目が終了しましたら︑基礎疾
る方など
患を有する方への接種が本格的に
がそれに
始まります︒
あたると
また︑エッセンシャルワーカー
思います︒
を優先すべきとのご意見ですが︑
不公平感
その定義も広いことから︑どの職
が出ない
種から優先するべきかの基準の判
ためにも
断が困難な状況です︒
優先される方の職種などは公表す
しかし︑日々の余剰ワクチンを
るべきだと思います︒町長の所見 廃棄することなく︑より効率的に
を伺います
接種を行うため︑国が示す優先順
また︑今後は現役世代が対象と 位である高齢者施設等の従事者に
なるため︑接種には仕事を休んで 含まれる︑在宅の高齢者や障がい
行かなければなりません︒スムー のある方と接する機会の多い︑社
ズに接種を進めるためにどのよう 会福祉協議会や障害者総合相談支
な方策を考えているのかお示しく 援センター︑南宗谷ひだまりの会
ださい︒
などの職員に協力していただきま
した︒
当町でもようやく新型コロナウ
イルスのワクチン接種が始まりま
した︒他の自治体では混乱の様子
も聞かれますが︑当町は混乱も滞
りもなく実にスムーズに接種が進
んでおり︑また︑接種会場が落ち
着いた雰囲気であり︑大変安心感
のあるものだというように聞いて
います︒
７月中に高齢者の接種が完了し︑
その後 歳未満の町民の接種が始
まり︑全体の接種が完了するのは
月頃になるのではないかと予想
されています︒ 月といえばまだ
半年先の話になりますので︑接種
には優先順位が必要になります︒
これは年齢順ということではなく︑
エッセンシャルワーカーが優先さ
れるべきです︒
学校の先生︑保育士等大勢の子
ども達と接する仕事に従事する方︑
不特定多数の方と接するスーパー︑
コンビニなどの小売店業︑同じく
11
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一 般 質 問

第２回定例会において４名の議員が登壇、８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。

（６）

現在は︑余剰ワクチン対策の第
再
質
問
２弾として各小中学校︑高校︑幼
稚園︑保育所などの児童生徒と接
歳以上の高齢者接種が終了
する教職員や保育士等から希望者 後︑エッセンシャルワーカーを優
の登録を行い︑優先接種を行うこ 先させる考えはないか
とが決定しています︒
現在︑余剰ワクチンを教職員
今後も︑余剰ワクチン対策とし や保育士に優先接種を行っていま
て優先する職種を決定し︑進めて す︒まず基礎疾患者にワクチン接
いきますが︑いつどの段階で判断・ 種を行い︑その後年齢順に接種す
決定するかは︑その時々の状況に る予定です︒ただ︑未接種の教職
よりますので︑公表のタイミング 員や保育士に優先接種をします︒
も難しいところではありますが︑ その後についてはまだ決まってい
接種状況の見通し等も含めて公表 ません︒
︵保健福祉課長︶
の方法や内容について検討します︒
ＰＣＲ検査費用助成
２点目の現役世代の方は︑仕事
を休まなければ接種できないとの 事業の対象者拡充に
ご指摘につきましては︑接種現場
ついて
においても医師の勤務状況などに
より︑日数や時間に制限が設けら
新型コロナウイルスのワクチン
れています︒
接種が順調に進んだとしてもそれ
ワクチン接種の目的や副反応等 が直ちに感染を封じ込めるという
に対するご理解︑ご協力をいただ ことにはなりません︒今後お盆の
くよう広報等を通じて︑各事業所 帰省などにより都市部から来町さ
等への周知に努めます︒
れる方が増加することが考えられ
また︑医師とも相談のうえ︑夜 ます︒都市部のワクチン接種が遅
間や休日の接種ができないか協議・ れているということもあり︑町内
検討を行っているところでもあり にコロナウイルスを持ち込ませな
ますので︑ご理解願います︒
いためにはＰＣＲ検査が欠かせま
せん︒

11月末までには完了の見込

２回目接種率は、47.01％

【８月10日現在】

質

問

歳以上の方や基礎疾患を有する
方︑帰省する学生などに限定して
実施しています︒
現段階においては︑ワクチン接
種を計画的に進めることで︑年齢
の緩和など助成対象の拡充は考え
ていません︒
これから︑夏休みやお盆を迎え
ますので︑町民の皆さんに対し︑
再度ＥＯＳ放送や広報等で感染予
防対策とＰＣＲ検査費用助成の周
知を行っていきます︒
２点目の国保病院でのＰＣＲ検
査につきましては︑発熱外来や高
齢者施設職員を優先して実施して
おり︑現状では無症状の方の実施
が難しい状況であります︒

再

（７）

ＰＣＲ検査費用助成事業は９月
末まで延長されましたが︑対象者
が限定されているため︑使い勝手
の悪いものになっています︒
年齢制限を緩和する︑もしくは
枝幸に帰省する方は対象にするべ
きだと考えます︒その上で︑帰省
する際は事前にＰＣＲ検査を受け
てもらうように呼びかければ感染
拡大のリスクは大幅に削減される
ものと思います︒
さらに︑国保病院で無症状の方
のＰＣＲ検査ができればさらにこ
の助成事業は充実するものと考え
ますが︑町長の所見を伺います︒

65歳以上は90％が
７月末までに完了
64歳以下も
７月から接種開始

65

ＰＣＲ検査費用助成事業の予
算と執行状況について
令和２年度３００万円の予算
で約 万円を執行し︑令和３年度
は２００万円の予算で現在 万円
を支出しています︒
︵保健福祉課長︶
町 長 答 弁
結果として利用が少ない︒制
１点目のＰＣＲ検査費用助成事 限の緩和が町民を守ることになる
業につきましては︑町民を対象に︑ のでは？

枝幸町民の予防接種状況

70
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65

緊急事態宣言が発令され︑ゴ
ールデンウィークでの帰省を控え
たためと考えます︒制限の緩和は
難しいと思います︒ ︵副町長︶

ように管理していくのか〜

〜花壇及び植樹帯を今後どの

町内の環境美化について

A2

私は︑昨年６月の定例会で﹁公
園管理と道路管理に対する考え方﹂
について質問しました︒
町長から花壇や植樹帯について︑
﹁関係団体との検討を進めること
や町内会を通じて整備活用をお願
いする﹂という答弁がありました︒
また︑建設課長からは﹁細かな維
持管理ですまない状況であればあ
る程度の資金を投資して更新する
ことも必要という考えもあり今後
検討していきたい﹂という答弁が
ありました︒その後︑検討や話し
合いは進められているのでしょう
か︒
オホーツクグリーンパーク公園
にある︑国道に平行するように設
けられている約１００メートルの
花壇には這松が植えられています
が︑これは壊滅的な状況であり︑

寂れゆく自治体の花壇という様相
を呈しています︒ここにはある程
度の資金を投資して更新をするし
かないと考えます︒
また︑北幸公園に隣接する歩道
の花壇はもう何年も整備がされて
おらず雑草が生えた状態が続いて
います︒町長の答弁にもあった通
り︑もうボランティアに任せてい
る時代ではなく︑それなりの対価
を払って整備管理をしていくしか
ないと思いますが︑どのように考
えますか︒

町長は執行方針で︑美しい景観
を将来の世代に責任を持って引き
継ぐとしてます︒引き継ぐべき景
観を美しいものに保ち維持してい

花壇が整備された歌登の街並み
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くためにも早急な判断が必要です︒ 魅力を高める公園整備を目指すこ
また︑まちづくり推進課長から︑ とが課題となっています︒
花いっぱい運動のような事業を立
そのため︑子育て支援や災害時
ち上げていただければ﹁まちづく の避難場所としての機能など︑公
り活動助成金﹂を使うこともでき 園に対するニーズが多様化する中
るので軌道に乗るまでは充分支援 で︑公園全体の現況や課題を整理
することも考えられるという答弁 し︑適正な公園整備のあり方につ
がありました︒その後何か新しい いて︑検討を進めていきたいと考
動きは出てきているでしょうか合 えています︒
わせて質問します︒
２点目の北幸公園に隣接する歩
道の花壇につきましては︑道路整
町 長 答 弁
備に合わせて︑住民同士はもちろ
ん︑みち行く人たちのふれあいや︑
沿道における良好な生活環境を確
保することを目的として︑設置さ
れております︒
町道における維持管理では︑人
件費や燃料費の高騰など︑管理経
費の増加が見込まれ︑適切な維持
管理の確保が課題となっています︒
また︑沿道住民の減少や高齢化
によって活用されていない箇所が
あるため︑地域住民の皆さんのア
イディアや協力によって︑継続的
に取り組むことが必要であると考
えています︒
住民皆さんの主体的な活動に対
しては︑﹁まちづくり活動助成金﹂
を活用いただき︑町の景観や街並

１点目の公園管理につきまして
は︑オホーツクミュージアム周辺
を囲む三笠山エリアには︑﹃オホ
ーツクグリーンパーク﹄公園が整
備されており︑委託により除草・
清掃等の維持管理を行っています︒
ご指摘のあった這松の植樹帯に
つきましては︑度重なる風雪や害
虫被害など︑その対策に苦慮して
いるところでありますが︑影響を
受けた枯れ木や折れて危険な枝に
ついては︑早急に剪定するなどの
対応をします︒
町全体の公園施設における今後
の植栽整備や維持管理につきまし
ては施設の老朽化によって︑管理
経費の負担が増加する中︑まちの

（８）

問

みづくりなどの取り組みを含めて︑
支援することを考えています︒

質

山

長

修

答

議員

弁

１点目の新型コロナウイルス感
染症につきましては︑これまでも
国や道が示す感
染予防対策や新
北海道スタイル
の実践などにつ
いて︑町ホーム
ページやＥＯＳ
放送を通じて周
知を行っていま
す︒

町

なっていますが︑振興局単位では
漠然として分かりません︑北海道
は以前︑居住地公表をすると発表
していましたが以前より分かりづ
らく︑どこで感染拡大しているの
か全く分かりません︒
感染予防の観点からも町として
道に対して出来る範囲での公表を
要望していただきたいと思います︒
以上について伺います︒

遠

新型コロナウイルスの新た
な脅威

新型コロナウイルス感染症と対
峙して︑一年以上が過ぎようとし
ています︒緊急事態宣言が６月
日まで延長される中︑宗谷管内に
おいても︑ゴールデンウイーク後
から感染者の増加傾向にあります︒
特に変異株の脅威により感染力が
高く若年層の感染と重篤化が顕著
になっています︒私たちも危機感
を持って対応しなければなりませ
ん︒道内の感染者数は減少傾向に
あるものの病床の逼迫が続いてい
ます︒
外出の自粛︑特定措置区域との
不要不急の往来︑マスク着用手指
消毒︑黙食︑室内換気︑体調変化
への対処などを徹底し︑できるだ
け感染リスクをなくしていかなけ
ればなりません︒当町も昨年の教
訓から感染者は出ていませんが危
機感を持って感染対策をお考えと
思いますが考えを伺います︒
次に感染者の居住地が非公表に

20

再
花壇や植樹帯について関係団
体や町内会を通じて整備活用をお
願いするという答弁でしたが︑現
状はどのようになっているのか︒
３月に予定していた自治会連
合会の会議がコロナ禍によって開
催できませんでした︒
また︑その後︑緊急事態宣言が
発令されたため進んでいません︒
︵建設課長︶
まちづくり活動助成による町
の景観や街並みづくりの取組は進
んでいるのか︒
令和２年
度はまちづく
り活動助成の
申請がありま
せんでした︒
令和３年度高
齢者事業団の立ち上げに動きがあ
ります︒町内の環境美化活動も目
的の一つでありますので︑決定す
れば町として助成していきたいと
考えています︒
︵まちづくり推進課長︶

（9）

オホーツクグリーンパーク公園の這松の状況について
這松を伐採後、木材チップを入れました。
今後は雑草が生えないように管理していきます。
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また︑緊急事態宣言期間などは︑
飲食店へ営業時間短縮の協力要請
やイベントの中止︑公共施設の一
部利用制限などの実施により︑注
意喚起を行っているところであり
ます︒今後も状況に応じた対策の
周知に努めるとともに︑変異株の
流行など新たな情報にも注視し︑
国や道が示す方針に従い︑保健所
や国保病院の発熱外来とも連携を
密にした感染対策を行っていきま
す︒
２点目の北海道が行う感染者情
報の公表につきましては︑２月に
行われた公表に係るアンケートに
おいても︑当町としては︑市町村
名の公表を行うよう要望をしてき
ました︒また︑稚内保健所に対し
ても︑町としての公表の在り方に
ついて協議を行ってきた経緯や︑
宗谷総合振興局長と管内市町村長
会議においても︑市町村名の公表
を要望しています︒
この度︑道より﹁感染者の公表
見直し﹂の通知があり︑個人情報
の保護を基本的な考え方に︑毎日
の公表は振興局単位で行い︑市町
村単位の公表は︑１週間分の集計
を翌週の月曜日に公表されること

質

問

が決定しています︒新たな方法に
よる公表は︑今月 日から実施さ
れ︑ 日は市町村単位での１回目
の公表が行われる予定です︒

再

効性についてどのように考えてい
るか︑また︑緊急事態宣言解除後
の感染対策についての町としての
考え方を伺います︒
デルタ株等いくつかの変異株
が確認されているが︑ワクチンの
有効性については科学的に正式な
判断がない︑今後もこれまで示さ
れている基本的な感染対策の徹底
が必要と考えています︒
︵副町長︶
公表方法について︑１週間分
まとめてでは分かりづらい︑今一
度北海道に対して要望してはどう
か︒
北海道としてもこれまで時間
をかけた検討の上で現状の公表方
法となっていると理解している︒
一歩進んだ公表が 日から始まる
ものと考える︒
︵町長︶

枝幸地区の予防接種会場

28

20

道内で昨日感染者が 人とな
り︑減少はしてきているが︑国内
全体で感染力がこれまでよりも高
いといわれる変異株の脅威が増大
している状況の中︑国保病院とし
ても備える必要があると思うが︑
どのような対応を考えているか伺
います︒
これまで国保病院としても︑
発熱外来での対応︑病院職員︑高
齢者施設職員等のＰＣＲ検査の実
施等の感染対策を行ってきていま
すが︑デルタ株等の変異株に対応
するためさらに検査体制の拡充の
ため︑ＰＣＲ検査のリアルタイム
定量測定装置の導入を検討してい
ます︒
それにより︑変異株の特定も可
能となり︑今後の感染対策の充実
にもつながるものとなると考えま
す︑秋口までの導入を考えていま
す︒
︵国保病院事務局長︶
変異株に対するワクチンの有
37
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28

高齢化と人口減少
に伴う空き家問題

当町も近年高齢化と人口減少に
より市街地の空洞化が目立ちます︒
空き家対策は以前から問題視され
ていました︒枝幸・歌登両地区あ
わせて１４４戸もの空き家が存在
します︒
そんな中︑空き家バンク制度を
利用し利活用
される物件は
ごく僅かです︒
空き家バンク
制度を利用せ
ず知人の紹介
や口コミなど

（10）

で再利用されるケースの方が多い ついて︑必要な措置などが規定さ
再
質
問
ように思われます︒再利用といっ れたところです︒
当町においても︑この法律に基
空き家バンク制度の情報公開
ても相手がいて利害が絡みます︒
簡単にいかないことは理解します︒ づき︑令和３年３月に﹁枝幸町空 について︑移住・定住促進政策に
空き家バンク制度の周知を図り︑ 家等対策計画﹂を策定し︑老朽化 絡めて情報発信方法の工夫ができ
移住・定住促進に結びつくような した空き家における危険防止の要 ないものか︒
空き家バンク制度によりこれ
利活用と努力を行政としてもっと 請や︑空き家の活用を図る情報の
発信していただきたいと思います︒ 提供など︑総合的な対策について︑ まで 件の登録があり︑そのうち
また︑市街地等で老朽化し景観 今年度から計画の基本方針に基づ ６件が成立している︒登録に際し
を損ね保安上危険な建物が見受け き対策を進めることとしています︒ ては︑建設課と協力の上︑空き家
られます︒これから夏に向かい台 その主な内容は︑予防対策の﹁空 バンク制度に適する物件かどうか
風等の時期にもなります︒町民の き家バンク制度﹂の積極的な情報 確認し登録をしています︒次年度
安全・安心に関わる問題かと思い 発信や︑町民向け適正管理マニュ には空地バンク制度も検討してい
ます︒このような空き家の存在を アルの発行︑情報管理システムの ます︒ ︵まちづくり推進課長︶
保安上危険のある放置された
早急に把握し対応を考えていただ 導入︑さらには︑管理不全な空き
家に対する処置について明確化す 老朽化した空き家も見受けられる︒
きたいと思います︒
ることで︑町民の安心・安全な暮 動物等も住みつき︑景観を著しく
以上お考えを伺います︒
らしの確保に努めたいと考えてい 損ね周辺住民に悪影響を及ぼす物
町 長 答 弁
ます︒
件に対する対応はどう考えるか︒
なお︑本定例会で︑空き家等適 また︑公共施設の老朽化している
正管理に関する条例について提案 物件の管理についてはどう考える
しています︒
か︒
空き家は個人財産であるため︑
民間が所有する空き家は１４
所有者自ら適切な維持管理を行う ４件確認されている︒国の法律に
ことが求められます︒空き家の適 より対応できるものは国の法律に
正管理の必要性をご理解いただき︑ より対応する︒それに至らない物
良好な生活環境の確保に向けて︑ 件については今後︑町条例により
ご協力を申し上げます︒
対応していく考えです︒動物等が
住みついた空き家については︑町
近年︑少子高齢化や過疎化の進
行など︑様々な要因により全国的
に空き家問題が深刻化しており︑
その中でも適切に管理されていな
い空き家の増加については︑住民
生活への影響が懸念されています︒
こうした中︑国では平成 年
月に﹃空家等対策の推進に関する
特別措置法﹄が制定され︑放置す
ると保安上︑危険な特定空き家に

空き家を適切に管理・活用するためには、
建設課建築公営住宅グループ、又は町民課
環境生活グループへご相談下さい。

「建物の今後について」

◆ 相談したり考えたい ◆ 手放したい ◆ 持ち続けたい

（11）

に連絡があればこちらから所有者
に連絡し︑適正に対処していただ
きます︒
公共施設について問題があると
きは︑町として随時改修していき
ます︒公営住宅の空き物件が︑雑
草等により周辺の景観を損なう場
合は︑町として除草等をしていき
ます︒
︵建設課長︶

６月定例会にて「枝幸町空家等の適正
管理に関する条例」が制定されました。
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令和３年８月１日〜11月30日まで

あるのか考えを伺います︒

商品券の利用期間

弁

令和３年８月１日〜10月31日まで

答

販売期間

長

枝幸町水産商工課・歌登総合支所

意見や︑これまでの飲食事業者へ が主であり地元の関連事業も影響
の支援内容を参考にするとともに︑ があり︑飲食店が回れば経済は好
全店共通券は飲食店でも利用でき 転するのではないか︒
る点と様々な事業者に幅広く利用
国や北海道では多くの補助制
されることが︑地域全体の活性化 度が行われていると聞いています
対策として重要であると総合的に ので︑多くの関連業者が利用でき
判断し２対１の配分としました︒
ればと思います︒
︵水産商工課長︶
再
質
問
私の店もそうですが︑どうや
ったら商品券が中小事業者に行く
のかを主旨に答えていただきたい︒
今の話はこの商品券に対する問題
ではなく︑それ以外に商工会を通
じて小さい関連業者を盛り上げる
ことであって︑私の質問とは違う
のではないか︒
取り組みを生かしながら利用
していただきたい︒
︵水産商工課長︶

町長は町民が利用しやすいも
のとしたいとの事ですが︑前回の
結果からして全店共通券は飲食店
であまり利用されていなかったと
思うが︒
前回は飲食店の利用率は ・
５％で︑合わせて ・３％であり︑
利用は少ないと感じられます︒た
だ︑１件当たりの利用はかなり多
いのが見受けられました︒
︵水産商工課長︶
飲食店は︑枝幸での地産地消

販 売 先

町
前回の﹁オホーツク枝幸活力商
品券﹂は︑住民生活の維持と地域
経済対策に対する支援策として１
万円分の商品券を全戸に無料配布
することで︑特に厳しい状況にあ
った飲食事業者に重点を置き︑実
施したものですが︑町民からは感
謝や評価の声がある一方で︑市街
地以外の方や年配の方︑低所得の
方々などには飲食店専用券は飲食
店が近くに無いなどの理由で︑全
店共通券だけの方が利用しやすい
などの意見も多く寄せられました︒
また︑国や北海道︑町独自の支
援策も他の業種の事業者と比べ手
厚いもので︑今回の﹁プレミアム
率 ％で購入していただき︑町民
が利用しやすい内容であろうと考
えています︒
こうしたことから︑町民からの
20

A2

Q3

A3

プレミアム付商品券について

Q1

A1

Q2

コロナ禍における経済対策
の内容と根拠

新型コロナウイルス感染症拡大
により各事業所等においては︑売
り上げ等の大幅減少など地域経済
は大きな影響を受けており︑枝幸
町のプレミアム付商品券発行は大
変評価できる事業です︒
この商品券は道 ％︑町 ％の
％プレミア率で一冊６千円相当
を５千円で販売するもので︑全店
共通用４千円分︑飲食店専用２千
円を一冊とし︑一世帯につき一人
あたり２冊まで購入できる内容で
地域経済への影響が大となってお
りますが︑住民生活の維持と好環
境を目的とした商品券の発行が何
故︑全店共通用と飲食店専用が２
対１の割合となったのか根拠を示
してください︒
また︑オホーツク枝幸活力商品
券の場合︑全店共通が５千円飲食
店専用が５千円と１対１であり︑
利用割合が飲食店 ・５％であっ
たことをふまえての今回の事業で
10

46

令和３年８月 26 日発行

会
議
町
幸
枝
No.58

51

46

（12）

保

喜

幸

議員

務文教常任委員会において運用状
況の説明を受けました︒その内容
は未だ活用に係る各種計画も策定
されておらず︑説明内容も期待に
沿うものではなく︑他市町村と比
較しても非常に取り組みが遅れて
いると思わざるを得ない状況です︒
教育委員会の取り組みの遅れが
子どもたちの学びの遅れがあって
はなりません︒しっかりとした取
り組みが求められますが︑危機感
をお持ちでしょうか︒
﹁主体的・対話的で深い学び﹂
の実現は︑道教委が示している教
育におけるＩＣＴ教育の三つ目の
観点であります︒他にも﹁情報活
用能力の育成﹂︑﹁学習指導要領
におけるＩＣＴ活用﹂﹁個別最適
化された学び﹂︑﹁ＩＣＴ等を活
用した家庭学習支援﹂とすでに昨
年８月に道教委よりＩＣＴ活用授
業指針として示されています︒し
っかりと対応することができたと

徳

枝幸町におけるＩＣＴ教育
について

国の﹁ＧＩＧＡスクール構想﹂
により︑学校における高速大容量
のネットワーク環境整備の推進と︑
子ども一人一人がそれぞれ端末を
持ち︑十分に活用できる環境の実
現を目指すことが示され︑更に︑
令和２年２月以降における新型コ
ロナウイルス感染症の拡大に伴い︑
緊急時においてもＩＣＴの活用に
より子どもたちの学びを補償する
環境の実現目的として︑﹁一人一
台端末﹂の計画が前倒し整備計画
の下︑当町でも一部を除き昨年度
中に各学校に整備されました︒
今年度の教育行政執行方針では
﹁各教科の時間において﹁主体的・
対話的で深い学び﹂に基づき︑端
末を積極的に利用するとともに︑
プログラミング教育や実践的な情
報活用力の育成を図り学力の向上
に努めてまいります︒﹂とありま
す︒どの様に積極的な活用がなさ
れているか期待し︑先日開催の総

これまでの経緯について説明し
ます︒
当初︑国が進めるＧＩＧＡスク
ール構想は︑令和元年度から５年
度までの５ヵ年計画となっていま
したが︑新型コロナウイルス感染
症の発生に伴い︑昨年５月︑緊急
時においてもＩＣＴの活用により︑
全ての子どもたちの学びを保障で
きる環境を早急に実現するため︑
ハード整備の前倒しが決定されま
した︒
当町においても︑示された導入
スケジュールに基づき︑国の補助
金と地方創生臨時交付金を活用し
て︑高速通信ネットワークの環境
整備や︑児童生徒１人１台の端末
などの整備を進め︑今年３月をも
って町内の全小中学校に配備を完
了しています︒
また︑国の方針が前倒しされた
ことにより︑現場の教職員が急遽
ＩＣＴを活用した授業と向き合う
ことになり︑不安や戸惑いを解消

思います︒
があってはなりません︒ＩＣＴ教
新たな取り組みを目指すときは︑ 育に係る各種計画作成のタイムス
大きな推進力が求められます︒現 ケジュールについても伺います︒
場任せにせず教育委員会が推進役
教 育 長 答 弁
となり︑教育長が枝幸町のＩＣＴ
教育を進める指針をしっかりと示
す必要があります︒どのように考
えているか伺います︒

また︑今後このＩＣＴ教育の導
入により子どもたちの成長にどの
ような効果が期待されるのか︑当
町では昨年度いくつかのの学校で
先行してＩＣＴ教育が実施されま
したがどのような成果と課題があ
ったのでしょうか︒それが今年度
に生かされているのか伺います︒
子どもの成長は現在進行形であ
り︑年代︑学年毎に取り組むこと
があると思います︒それ故に遅延

（13）
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するため︑昨年︑枝幸町教育研究
会に授業方法の研修や先進地視察
を依頼したほか︑授業事例の活用
方法などの情報提供を積極的に行
いながら準備を進めます︒
しかしながら︑道内の感染拡大
状況や昨年から今年にかけて町内
で感染者が発生したことで︑更な
る感染予防対策への対応などに時
間や労力が割かれるなど︑教育研
究会に依頼した取り組みや教育委
員会内部での準備・調整に遅れが
生じました︒
こうした状況を踏まえ︑今年度
から﹁枝幸町小中学校ＩＣＴ教育
推進検討会﹂を立ち上げ︑各学校
でＩＣＴを活用した授業の実践例
や︑教育用アプリのダウンロード
方法を周知し︑活用段階となって
います︒
また︑ＩＣＴを活用した授業で
の課題について集約するなど︑出
された課題の解決に向けて対応を
進めていく予定です︒
１点目のＩＣＴを活用した教育
を進める指針の考えについては
﹁枝幸町教育推進計画﹂を上位計
画とし︑昨年９月に策定している
﹁枝幸町学校ＩＣＴ環境整備推進
計画﹂と北海道教育委員会から示
されている﹁ＩＣＴ活用授業指針﹂
を基本に進めることとしています︒
２点目のＩＣＴを活用した教育
の導入により期待される効果につ
いては︑大きく二つの視点で考え
られます︒
一つ目は︑ＩＣＴをツールとし
て利用する実践的なスキルや知識
の習得により児童生徒の情報活用
能力が育成される効果です︒
二つ目は︑主体的・対話的で深い
学びを実現する授業づくりによっ
て︑グローバルな視点と思考力︑
判断力︑表現力が育成される効果
です︒
これらの能力を身に付けること
によって︑児童生徒が将来︑情報
社会で生き抜くための力になると
考えています︒
また︑オンライン授業の導入も
可能となり︑臨時休校などの緊急
時にも対応できる﹁学びの保障﹂
につながる効果もあります︒
３点目の先行して実施したＩＣ
Ｔを活用した教育の成果と課題に
ついては︑昨年４月から５月にか
けて全国一斉に臨時休校となった
ことを受けて︑山臼小学校と枝幸

南中学校でオンライン授業をモデ
ル的に実施しています︒
その成果としては︑学習の遅れ
に対する不安の軽減や児童生徒の
表情の確認︑健康観察など︑﹁子
どもの様子の変化を見ることがで
きた﹂などが挙げられ︑一方︑課
題としては︑発言するときのルー
ルを児童生徒と事前に決めること
が重要で︑混乱を防ぐことにつな
がると整理されています︒
これらの検証結果については︑
昨年６月に校長会を通じて︑今後
の取り組みの参考とするよう各学
校へ情報共有を図っています︒
４点目のＩＣＴを活用した教育
に係る各種計画作成のタイムスケ
ジュールについては︑特に﹁教職
員のＩＣＴ活用指導力の向上﹂を
推進することが重要であると考え
ます︒
オンライン授業の運用も含め︑
教職員をはじめ︑教育委員会担当
者を講習会に派遣し︑内部での研
修会を積極的に開催したいと考え
ています︒
同時に︑フォローアップ計画も
必要と認識していますので︑早急
に作成します︒

質

問

また︑ＩＣＴを活用した授業の
推進に向けた取り組みや端末の持
ち帰りに向けた環境づくり︑更に
は︑デジタル教科書等の活用研究︑
児童生徒の健康への配慮など︑必
要な事項について︑ＩＣＴ教育推
進検討会の中で︑一つひとつ課題
を整理し︑検討・協議を進めなが
ら︑ＧＩＧＡスクール構想の実現
を加速していきます︒

再

６月３日開催された研究会の
報告で小中学校から６名︑高校か
ら１名の計７名での検討会だった
とあるが︑他に学校がある中で人
選・理由について確認したい︒
構成は︑枝幸小学校︑歌登中
学校︑山臼小学校︑枝幸南中学校︑
風烈布小学校︑枝幸高校は今後の
取り組み方法の助言のため参加︑
配分としては︑小学校は複式の部
分︑中学校は歌登地区では歌登中
学校︑枝幸地区は複式学級が多い
ため割合を多くした︒︵教育次長︶
ＩＣＴ教育を進めるうえで︑
全ての先生が同じレベルで取り組
む環境が望ましいが現状はどうな
のか︒
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今の配分で話したが︑今後︑
事業支援ソフトですが︑幅広く意
見をいただき︑最低各校から１名
は必要と考えています︒増やす方
向で検討し情報交換をしていきた
い︒
︵教育次長︶
枝幸町の全ての学校が同じ取
り組みをできますか︒先生のＩＣ
Ｔ教育に係るレベルにあるかお聞
きします︒
全国で︑児童生徒１台の端末
が配置され︑慣れることから始め
る︑色々なアプリを試してみる︒
各学校は前向きに取り組んでいま
すが差はあります︒事例を共有し
てレベルを上げて行きたい︒
︵教育長︶
取り組みによって差があって
はならないし︑他の地域との遅れ
が︑１年後︑２年後大きなひらき
ができる︒危機感がないのではな
いか︒
全国的にＩＣＴ 教育の取り組
みは千差万別です︒現状は試行錯
誤しているが︑遅れてはいません︒
今後︑各学校でより良い授業づく
りに努め︑少しずつスキルアップ
していきます︒今後︑ねじを巻い
て取り組んでいきます︒︵教育長︶

少しねじを巻いた方がいいと
思います︒それと︑枝幸高校との
交流を図っていただきたい︒道教
委で出している活用指針の中でＩ
ＣＴ教育の推進が︑教員の業務負
担軽減と︑子ども達との向き合う
時間確保とあります︒教員の働き
方改革にも繋がります︒負担増に
はならないのですか︒
教職員の働き方改革というこ
とで︑アナログ的仕事からデジタ
ル化になる︒可能性としては軌道
にのれば負担は減っていきます︒
サンプルや見本がクラウド上で共
有できます︒働き方改革につなが
ると期待している︒ ︵教育長︶

（15）

枝幸町交通安全施
策の充実に向けて

教育委員会の職員を研究会に
参加させ指導に当たらせると答弁
があったが現状の教育委員会の職
員の中で適任者がいると解釈して
良いか︒
交通事故︑死者数が非常に多い
学校の先生のことは︑専門的 北海道です︒各市町村においても︑
なので指導主事がいないため︑宗 死亡事故抑止に向けた対策がなさ
谷教育局の指導主事の力を借りま れています︒平成 年以降は︑道
す︒ＩＣＴに関しては教員委員会 路環境が改善し︑自動車の安全装
の職員も一緒に講習会に参加し話 置の開発で︑全国的に事故件数︑
を聞きより良いものを作っていき 死者数とも減少しています︒
ます︒
︵教育長︶
しかし︑減少したとはいえ全国
先進的に積極的に雇用も考え ワースト３位です︒北海道の事故
てはどうか︒
の要因は︑自動車のスピードにあ
ＩＣＴに関してはハード的知 ります︒最近の死亡事故原因の６
識︑ネットワークの知識︑ソフト・ 割が﹁うっかり・ぼんやり運転﹂
アプリの知識が必要です︒情報広 です︒北海道は比較的変化のない︑
報室のスタッフから知恵を借りな のどかな道路環境に起因します︒
がら行いたい︒
︵教育長︶
私たちも︑常にこのような道路
道教委の指針の中で学校ウェ を利用していることを意識して運
ブページへの教材等の掲載でタブ 転する事が求められます︒
レットを家に持って帰った時には
そんな中︑枝幸町は３年連続で
親と共有できると思うが枝幸町の 死亡事故が発生しています︒二度
取り組み方法は︒
とこのような事故が起きないよう
家庭とのつながりはチャット 交通安全対策をしなければなりま
方式で行えます︒検討会の中で先 せん︒
生方と協議したい︒︵教育次長︶
かつて︑枝幸町においても交通
安全推進協議会が設置され町長を
トップとし︑各交通安全組織が構
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答

弁

成員として︑各施策を協議する組
織があったと思います︒
現在ある枝幸町地域安全推進協
議会が組織された時︑無くしてし
まったのではないかと思います︒
交通安全協会と防犯協会を統合す
るときに︑なぜ行政組織である推
進協議会がなくなったか疑問です︒
各振興局には地区交通安全推進
協議会があります︒枝幸町も対応
すべきと考えます︒そうすること
で各関係機関の横断的関係もでき︑
全町的な各種取り組みにつながる
と考えます︒
交通安全基本法では市町村に対
しては全町的組織は必須ではない
ようですが︑一方︑各市町村は都
道府県の対策に準じなければなら
ないと記述もあります︒
以上︑今後の交通安全施策に対
する町長の所見を伺います︒

長

質

問

枝幸町地域安全推進協議会︑枝幸
交通安全関連団体の事務局の多
地区安全運転管理者協会などが連 くは町が担っていることから︑新
携しながら︑それぞれの立場から たに交通安全運動に特化した組織
交通事故のない安心︑安全なまち を設立しないまでも︑情報や意識
づくりを目指し︑活動を推進して の共有を深めること︑連携を強化
います︒
することは可能であると考えます︒
現在︑交通安全運動の中核を担
町としてもこれまで以上に関係
う地域安全推進協議会は︑自治会 団体との連携︑調整を密にすると
長︑交通安全対策︑防犯対策の活 ともに︑積極的に団体の活動を支
動にご尽力いただいています︒
援していきます︒
地域安全推進協議会設立以前は︑
以上のことか
交通安全関連団体︑防犯関連団体 ら︑当面は現状
がそれぞれ活動していましたが︑ の体制を維持し
社会情勢の変化や活動の効率化な ながら国︑道の
ど︑当時の様々な事情から各団体 施策に準じて交
を統合する形で設立されたものと 通安全対策に取
認識しています︒
り組んでいきた
いと考えます︒

再

新たな組織を作らず︑情報交
換の場を考えていただきたいが実
施についてはどのように考えてい
ますか︒
詳細は検討したいが︑昨今コ
ロナの影響で実施できていません︑
今後︑機会を作っていきたい︒
︵町民課長︶
枝幸町交通安全計画があるが︑
Q1

A1

Q2

町

町内におきまして︑昨年の２件
と今年４月に相次いで交通事故が
発生し︑町民の尊い命が犠牲とな
ったことは︑誠に痛恨の極みです︒
交通安全対策については︑枝幸
警察署︑枝幸町交通安全指導員会︑

飲酒運転撲滅キャンペーン

平成 年から 年の５ヵ年分はあ
るが平成 年から５年分が抜けて
いる︒啓発活動がおろそかになる
のでは︒
平成 年から 年までの９次
計画を最後に作成されていません︒
交通安全計画は市町村の努力義
務ではありますが︑本年度中に策
定に取り組みます︒︵町民課長︶
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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。
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日に開会︑承認案件６件︑

告

案

件

長谷川・根木経常建設共同企業体
７９７５万円
︵全会一致で可決︶

報
◆寄 附
◎牛山 理一氏
土地︵宅地︶
４０８．７２㎡
︵報告済︶

第３回臨時会

決

案

件

５月 日に開会し︑議会構成の報
告ほか︑議決案件３件を審議しま
した︒

議

令和３年４月28日付

令和３年５月25日付

構

令和３年４月28日付

機

議会運営委員会

会

産業厚生常任委員会

議

◎産業厚生常任委員会委員への
所属変更
・清水 顕志議員
︵４月 日付︶
◎議会運営委員会委員の選任
・小田桐 信守議員
︵４月 日付︶
◎議会運営員会正副委員長の互選
・委員長
村上 守義議員
︵５月 日付︶
・副委員長 小田桐 信守議員
︵５月 日付︶

総務文教常任委員会

第２回臨時会
４月

件

信

守

正

浩

川

議決案件２件を審議しました︒

案

小田桐

石

承認案件︵専決処分︶

決

〇副委員長

〇副委員長

◆税条例等の一部改正
◆都市計画税条例の一部改正
◆令 和 ２ 年 度 一 般 会 計 補 正 予 算
︵第 号︶
３億１８２６万４千円減
◆令和２年度国民健康保険事業特
別会計補正予算︵第４号︶
５１９３万２千円減
◆令和２年度介護保険事業特別会
計補正予算︵第３号︶
３０７６万６千円減
◆令和２年度簡易水道事業特別会
計補正予算︵第４号︶
２０４万８千円減
︵承認︶

議

◆令和３年度一般会計補正予算

◆枝幸町中小企業振興資金貸付条
例の一部を改正する条例について
◆公有財産の取得
︻塵芥車︵２分割・プレス式︶購
入︼
安田自動車株式会社
１８１７万５８０４円
︻雪寒建設機械︵ロータリ除雪車︶
購入︼
北海道川崎建機株式会社名寄支店
４７４１万９２９０円
︵全会一致で可決︶

（17）

郎

口

洋

野

義

〇副委員長

守

勝

上

山

村

遠

◎委 員 長

◎委 員 長

林

28

28

25

25

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月中旬
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。

28

11

︵第１号︶
２２５０万円増
◆工事請負契約について
︻公営住宅北栄団地７号棟建設建
築主体工事︼

議会を生中継しています

修

浩

小

正

◎委 員 長
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委

員

村

上

守

義

委

員

小田桐

信

守

委

員

小

林

委

員

田

口

修

三

委

員

秋

川

祥

雄

委

員

石

川

勝

委

員

徳

保

喜

幸

委

員

清

水

顕

志

委

員

遠

山

修

総務文教常任委員会

●認定こども園整備事業の進捗状
況について
︵町民課︶

まちづくり等調査特別委員会

委

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

編 集 後 記

自治功労者表彰
20

所管事務調査
◇第２回︵６月７日開催︶
●ふるさと未来応援寄附の実績に ◇第 回︵６月 日開催︶
ついて
まちづくり推進課
●第２期枝幸町まち・ひと・しご
(
)
●保養施設・南宗谷ゴルフ場の運
と創生総合戦略について
営状況について
︻枝幸町ふるさと創生総合戦略進
︵まちづくり推進課・
捗状況と効果検証︼
歌登総合支所︶ ︻地方創生関係交付金事業の効果
●学校ＩＣＴ教育の運用状況につ
検証︼
いて
︵教育委員会事務局︶ ︻地域おこし協力隊活動報告︼
●地域公共交通の再編成について
●過疎地域持続的発展市町村計画
について

委

員

23

委

北海道町村議会議長会

コロナ禍での生活も１年以上
が続き６月 日で緊急事態宣言
が解除になりました︒札幌市は︑
まん延防止等重点措置が７月
日まで続いています︒
私も毎日の日課であるウオー
キング中︑子供たちの歓声に耳
を傾けると︑近くの小学校で運
動会が行われていました︒﹁コ
ロナウイルス﹂を吹っ飛ばすか
のように元気にグランドを走っ
ていました︒コロナ禍で行事が
中止される中︑久しぶりに元気
な子供たちの声を聴き︑しばし
見入っていました︒
感染防止措置をとり︑安全・
安心な競技運営をして下さった
関係者の方は大変だったと思い

11

ます︒
そんな中︑枝幸町も順調にワ
クチン接種が行われています︒
終息がみえない﹁新型コロナウ
イルス感染症﹂しばらくは︑こ
んな状態が続くものと思います︒
私たちはワクチン接種ができ
ますが 歳未満の子供は接種が
できません︒子供たちのために
も︑感染リスクを考え行動し︑
うつらない・うつさない努力を
していかなければなりません︒
毎朝︑通学する子供たちはマス
ク越に︑大きな声で﹁おはよう
ございます﹂と挨拶をされます︒
毎日子供たちに元気をもらって
います︒私たち議員もコロナ禍
で活動が制限される中︑議会の
様子を﹁議会だより﹂を通じて
発信していきます︒ ︵遠山︶

町村議会議員として、
地方自治の振興発展に
寄与貢献された功績が
認められ、小原仁議長、
遠山修議員の２名が自
治功労者表彰を受賞。
秋川副議長より伝達さ
れました。

12

産業厚生常任委員会
所管事務調査
◇第２回︵４月 日開催︶
●病院介護機能再編の取扱いにつ
いて
◇第３回︵５月 日開催︶
●枝幸町医療介護機能再編につい
て
︵国保病院︶
◇第４回︵６月８日開催︶
●高齢者等の除雪支援制度につい
て
︵保健福祉課︶
●空家等対策に関する取組方針に
ついて
︵建設課︶

11

議会広報編集特別委員会

（後期担当委員）
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