目
将来の夢に向け真剣に取り組む歌中生
枝幸地区のラジオ体操の様子
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17

12

ます︒既に高校生の接種も一部始
まっていますが︑学年閉鎖の影響
による高校３年生と保護者の同伴
を要する小・中学生は︑今月末に
１回目を行う予定となっています︒
また︑歌登地区での集団接種は
９月７日で終了しており︑枝幸地
区につきましても︑ 月末の小・
中学生及び高校３年生への接種を
もって終了する予定です︒
なお︑集団接種終了後に２回目
を接種される方や 月以降に 歳
になられるお子さん︑新たに希望
される方などにつきましては︑国
保病院や歌登診療所において個別
接種で対応します︒
新型コロナウイルス感染が拡大
してから１年半以上経った今でも
収束を見通すことができません︒
宗谷管内でもこのところ断続的に
感染が確認されていますので︑町
民の皆さまには︑引き続き自らが
できる感染防止の基本行動を徹底
されるようお願いします︒

10

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

13

令和２年度各会計決算を認定！

また︑ 月３日に挙行予定の
﹁ 自治功労者・功績者等表彰式﹂
は出席者を限定するなど規模を縮
小して行う方向としています︒

ワクチン接種の状況

５月 日から始まった新型コロ
ナワクチン接種ですが︑これまで
集団接種を行っている枝幸・歌登
両地区ともに大きな混乱もなく︑
順調に実施されています︒
８月末人口対比ですが︑昨日
日現在で︑１回目の接種は５９７
７名で ・ ％︑２回目の接種は
５０３７名で ・ ％となってい
08

11

14

第３回定例会が９月 日から 日まで４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２議員が
４項目について町長及び教育長に質問しました︒町側から同意２件︑単行議案１件︑条例改正４件︑補正
予算６件︑決算認定 件︑報告２件が上程され︑また議会からは意見書２件︑陳情７件が審議されました︒
このうち決算認定 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・
認定等をし︑会期を１日残して閉会しました︒

27

17

このところ２００人を下回り︑減
少傾向にあります︒町内において
は︑７月に１名︑８月に２名の新
規感染者が確認されましたが︑そ
の後は確認されておりません︒町
としても気を緩めることなく︑緊
急事態宣言や感染に関する情報︑
注意喚起などについて︑町のホー
ムページやＥＯＳデータ放送︑音
声告知放送により︑町民皆さまに
お知らせしています︒
なお︑感染防止の観点から昨年
に引き続き︑各地区での﹁敬老祝
賀会﹂や﹁よくばりフェスタ２０
２１﹂は中止となりました︒

70

15

行政報告

19

新型コロナウイルス感染症

30

11

10

83

14

10 10

８月になって国内で人々の動き
が活発化する中︑全国的に感染が
再拡大したことにより︑ 日には
都道府県が﹁緊急事態宣言対象
地域﹂となっています︒その後︑
北海道を含む 都道府県について
は︑９月 日まで﹁緊急事態宣言﹂
が延長されました︒
道内では１日の新規感染者が６
００人に迫る日もありましたが︑
21
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31

21

で生育も良好で︑１番草の収穫に
歌登地区まちづくり懇談会
あっては平年より早く作業が終了
したところです︒２番草は︑６月
８月２日︑歌登地域総合センタ
下 旬 か ら ７ 月 末 ま で の 記 録 的 な ーで地域住民の皆さまへ﹁歌登診
﹁高温小雨﹂による育成不良で収 療所・介護老人保健施設うたのぼ
穫作業は進んでおらず︑酪農経営 りの今後の方向性﹂とともに﹁地
に多大な影響を及ぼしています︒ 域公共交通の再編成﹂について説
また︑草地整備を行った畑は︑ 明しました︒
干ばつにより発芽状態が悪いうえ
病院再編については︑合併後５
に︑最近の雨で一気に雑草が伸び 年目に﹁歌登国保病院﹂を﹁診療
たことから︑雑草を除去し︑牧草 所と介護老人保健施設﹂に転換し︑
の種を蒔き直す必要があるなど︑ 現在に至っています︒この間︑枝
深刻な状況となっています︒
幸国保病院は︑透析治療や診療科
８月 日には︑現状確認と対策 目を拡充し︑ＣＴ・ＭＲＩなどの
検討のため︑北海道から農政部長︑ 高度医療機器整備とともに︑ＩＣ
三好道議ほか関係者が来町され︑ Ｔネットワークにより名寄市立総
現地を視察し︑農協組合長への聴 合病院との連携の強化など︑地域
き取りが行われました︒
医療の充実を図ってきました︒
町としても︑関係機関と連携を
そうした中︑本年３月末で歌登
図りながら︑今後の動向を共有し︑ 診療所長である常勤医師が退職し
対応を検討していきます︒
たことから︑介護老人保健施設の
生乳生産量は︑７月末現在で１ 管理者が不在となり︑本年度末ま
万９７８０トン︑前年比 ・７％ での運営は︑特例措置により許可
となっていますが︑農家戸数が減 されている状況です︒さらには︑
少している中で︑一定量が確保さ 歌登地区の人口減少が進んだこと
れていることは︑酪農家皆さまの により︑医療・介護スタッフの確
ご努力によるもので︑今後の取り 保が難しくなっていることも運営
組みにも期待をするところです︒ を困難にさせている大きな要因と
なっています︒高齢化が急速に進
98

12

25

12

令和３年度の普通交付税
枝幸町の普通交付税決定額は︑
億 万４千円であり︑昨年度と
比較すると１億５８０８万４千円
︵３・２％︶の増額となっていま
す︒
合併後 年が経過し︑合併優遇
措置の終了とともに︑国勢調査に
よる人口減少が本年度の普通交付
税算定に反映されることから︑前
年度比マイナスもあり得ると予想
していたところですが︑増額とな
り安堵しています︒
増額になった主な要因は﹁地域
デジタル社会推進費﹂が新設され
たことと︑個別算定の見直しが行
われたためです︒
予算計上額との比較では︑２億
７９４６万４千円を留保している
状況であり︑この留保財源につき
ましては︑維持補修等にかかる財
源︑財政調整基金や減債基金の繰
入金の減額などに充当することと
して︑今期に補正予算を提案して
います︒
15

農業の状況

46

牧草の収穫状況は︑春先の好天

（３）

51

国保病院副院長の退職につい
て
この度︑副院長の田代直彦医師
から一身上の都合により︑本年
月 日をもって退職したいとの申
し出がありました︒
田代副院長は︑平成 年４月か
ら内科医長として︑また平成 年
４月からは現職として︑約 年半
に亘って地域医療に携わってこら
れました︒今後も継続しての診療
を願ったところでしたが︑退職の
意思が固く﹁残念なことでありま
すがやむを得ない﹂と判断したと
ころです︒
後任の医師については︑決まっ
ておりませんが︑厳しい医療環境
に対応するために︑継続して医師
の確保に努めます︒
なお︑来年１月からは︑ＫＫＲ
札幌病院の内科専攻医の地域研修
先として︑国保病院での受け入れ
が決まっており︑
医師免許取得後
５年目の医師を
６月まで任期付
医師として採用
する予定です︒
20
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む中で︑当町においては老人福祉・
介護などにかかる財政負担が増加
しており︑病院事業に対する一般
会計負担も膨大になっています︒
こうした状況から︑昨年度︑庁
内において﹁医療介護機能再編プ
ロジェクトチーム﹂を設置し︑当
町の財政の現状と医療を取り巻く
情勢を分析したうえで︑経営コン
サルタントのアドバイスなども参
考に︑慎重に検討を重ねてきたと
ころですが︑歌登地区の診療所・
介護老人保健施設の運営は︑継続
することが困難であり︑今年度末
で閉鎖せざるを得ないと考えてい
ます︒
また︑診療所・老健施設の閉鎖
後︑枝幸病院までの交通手段の確
保が喫緊の課題であることから︑
歌登・枝幸間の路線バスの再編と
志美宇丹方面︑本幌別・毛登別方
面のデマンド交通の見直しを︑財
政負担の軽減と併せ﹁地域公共交
通の再編﹂に取り組んでいきます︒
今回の﹁医療・介護﹂と﹁公共
交通﹂の再編につきましては︑懇
談会の中で地区の皆さんから貴重
なご意見をいただきましたので︑
しっかりと検討を行ったうえで反

教育行政報告

映させていきたいと考えています︒ 事故による犠牲者をこれ以上増や 化やデジタル化の動向を踏まえ︑
さないために︑町民一人ひとりが この実現に向けた取り組みの第一
交通安全に対する意識を強く持っ 段階として︑この 月から約７０
て︑交通事故防止に取り組むよう︑ ０に及ぶ申請書等の押印を省略し︑
ご協力をお願いします︒
町民皆さまの負担軽減や事務の効
率化を図っていきます︒

25

牛舎火災

30

９月５日︑午前０時 分︑歌登
大奮地区で火災が発生し︑大型牛
舎３４３７㎡を全焼しました︒こ
新型コロナウイルス感染症に
の火災で︑牛舎内の乳牛 頭が犠
係る学校の対応
牲となる甚大な被害となりました
が︑幸いにして人的被害はありま
北海道では︑本年５月から９月
せんでした︒
にかけて﹁まん延防止等重点措置
枝幸消防署では︑この火災に際 や緊急事態宣言﹂の適用を受け︑
し︑消防車両 台︑消防職員 名︑ 各学校とも感染防止対策を行い対
団員 名が出動し︑消火活動にあ 応してきました︒北海道教育委員
たり︑午前３時 分に鎮火を確認 会からの通知に基づき︑学校の衛
しました︒
生管理マニュアルに沿った感染予
ここに改めて︑心からお見舞い 防対策の徹底と学校行事の中止や
を申し上げます︒
延期・縮小︑修学旅行実施の見送
り︑部活動の原則休止などの措置
押印の見直しに関する当町の
がとられました︒
対応
具体的な対応ですが︑枝幸中学
校の体育祭は︑規模を縮小し︑参
観者を制限するなか８月下旬に開
催しています︒修学旅行について
は︑９月に予定されていた小学校
や中学校は全て 月以降に延期し
13

72

国や道においては︑昨年から従
来の書面主義・押印原則・対面主
義といった慣行手続きの見直しが
検討・推進されています︒町とし
ても︑全国的な行政手続きの簡素

45

交通死亡事故
８月 日︑岡島地区の町道交差
点で交通事故が発生し︑町民の尊
い生命が犠牲になりました︒町内
では︑４月にも死亡交通事故が発
生しており︑以来︑交通事故撲滅
の誓いを新たに︑各種交通安全運
動を展開していただけに︑大変残
念でなりません︒
昨年から数え︑４人の方が交通
事故の犠牲となる﹁非常事態﹂で
すので︑今後とも︑関係機関と連
携し︑交通安全意識の高揚を図り︑
交通事故のない枝幸町に向けて交
通安全の取り組みを推進していき
ます︒
９月 日からは﹁秋の全国交通
安全運動﹂が展開されます︒交通

35

10

10

22

21
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ています︒このことで︑一部の学
校で旅行代金のキャンセル料が発
生しているため︑町が負担するこ
とで対応いたします︒
部活動については︑中体連が主
催する全道大会に直結する大会が
開催される予定がないため︑活動
を休止しています︒

社会教育関係

らの利用者が７割を占めているこ
とから休館しています︒
また︑学校開放や少年団活動に
ついても︑中学校の部活動が休止
していることから同様の対応を行
っています︒
今後も学校や社会教育施設の感
染予防対策を徹底し︑対応してい
きます︒

枝幸町成人式

主 な 議 案

同

決

意

案

案

件

件

条

例

告

案

案

件

件

︵全会一致で可決︶

◆枝幸町職員の服務の宣誓に関す
る条例の一部改正
◆枝幸町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営の基
準等に関する条例の一部改正
◆枝幸町家庭的保育事業等の設備
及び運営に関する基準を定める
条例の一部改正
◆枝幸町火入れに関する条例の一
部改正

報

◆令和２年度枝幸町健全化判断比
率及び枝幸町資金不足比率につ
いて
◆寄附
◎株式会社サイバーレコード
代表取締役 増 田 一 哉 氏
地域再生法第 条の２に規定
するまち・ひと・しごと創生
寄附活用事業として
現金 万円
︵報告済み︶

（５）

議

13

新成人代表の誓いの言葉

８月 日に中央コミュニティセ
ンターにおいて︑挙行されました︒
式典に安心して参加いただくため︑
新成人全員のＰＣＲ検査を実施す
るとともに︑ご家族や来賓の方々
の参列の制限︑時間短縮のためア
トラクションを割愛するなどの感
染症対策を講じて行いました︒参
加者は︑華やかな晴れ着や凛々し ◆自治功労者の表彰
諏 訪
隆 氏
いスーツ姿で︑堂々とした誓いの
◆音 標
徳 保 喜 幸 氏
言葉を述べるなど︑大人としての
◆山 臼
心構えを感じることができました︒ ◆人権擁護委員の候補者の推薦
中 村 正 吉 氏
人生の大きな節目をお祝いする
◆三笠町
︵全件原案同意︶
ことができ︑式典が無事終了した
ことに対し︑ご協力いただきまし
た関係者皆さまに感謝申し上げま
すとともに︑新成人皆さまの今後 ◆枝幸町過疎地域持続的発展市町
村計画の策定
のご活躍をご祈念申し上げます︒
︵原案可決︶

10

枝中学校祭〝伝統のよさこいソーラン〟

社会教育施設については︑感染
予防の徹底を図り︑町民に限り利
用しています︒オホーツクミュー
ジアムえさしについては︑町外か

15
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陳情書・意見書
第３回定例会に提出された陳情・
意見書は次のとおりです︒
陳
<情７件 >
■辺野古新基地建設の中止と︑普
天間基地の沖縄県外・国外移転
について国民的議論を行い︑憲
法に基づき公正かつ民主的に解
決するべきとする意見書の採択
を求める陳情
︵陳情者 ﹁新しい提案﹂実行委
員会︑全国青年司法書士協議会︶
■人道的見地から︑沖縄防衛局に
よる﹁沖縄本島南部からの埋め
立て用土砂採取計画﹂の断念を
国に要請すること
︵陳情者 沖縄戦遺骨収集ボラン
ティア﹁ガマフヤー﹂︶
■﹁国の責任による﹃ 人学級﹄
を展望した少人数学級のさらな
る前進﹂を求める陳情
■﹁特別支援学校の実効ある設置
基準の策定及び特別支援学級の
学級編成標準の改善﹂を求める
陳情
■﹁大学生等への給付奨学金制度
の拡充﹂を求める陳情
︵陳情者 ゆきとどいた教育をす
20

すめる北海道連絡会︶
■適格請求書等保存方式︵インボ
イス制度︶の導入中止を求める
意見書採択についての要望書
︵陳情者 北海道商工団体連合会︑
農民運動北海道連合会︑新日本
婦人の会北海道本部︶
■２０２２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︑各陳情は資料配布
となりました︒
意
<見書２件 >
■コロナ禍による厳しい財政状況
に対処し地方税財源の充実を求
める意見書
提出者 小 林 正 浩
賛成者 石 川
勝
賛成者 田 口 修 三
■国土強靱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 小田桐 信 守
賛成者 秋 川 祥 雄
審議の結果︑各意見書は採択と
なりました︒

令和３年度補正予算

＆Ａ

◆一般会計︵第３号︶
９８１３万７千円増
◆介護保険事業特別会計︵第２号︶
１１６３万３千円増
◆簡易水道事業特別会計︵第１号︶
３７９万円増
◆水道事業会計︵第１号︶
収益的支出
４１０万６千円増
◆下水道事業会計︵第２号︶
資本的収入及び支出
１４０万円増
収益的収入及び支出
７００万円増
︵全会一致で可決︶

補正予算 Ｑ

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

Ｑ 情報通信基盤施設管理経費の
５００万円の補正内容は︒
︵野口議員︶

Ａ 電柱移設に伴う光ファイバー
の張り換えの経費です︒
︵総務課参事︶
Ｑ 道路管理経費で街路樹から町
民の土地に落葉が入る処理経費の
助成を考えられないのか︒
︵野口議員︶

Ａ なるべく町民の迷惑とならな
いよう処理していますが︑宅地内
に入った落葉の処理については町
民課と協議したいと思います︒
︵建設課長︶
Ｑ コロナ禍における地方バス路
線維持のための国からの補助金は
ありますか︒

︵小林議員︶

Ａ 現在のところありませんが︑
運輸省からの通達があり︑コロナ
対応の地方創生臨時交付金を充当
するよう通知されています︒
︵まちづくり推進課長︶

（６）

野

口

洋

郎

答

議員

弁

が出た場合でも︑全戸に折込チラ
シを入れ︑また自治体のホームペ
ージでも注意喚起するなど徹底し
た対策が取られているところもあ
ります︒当町でも︑緊急告知放送
やＥＯＳ放送での注意喚起を行っ
ていますが︑少し緊張感が足りな
いのではとの指摘もあります︒
こういう指摘に対する町長の見
解を伺います︒

長

幸会場での集団接種も終了する予
定です︒集団接種終了後は︑国保
病院や歌登診療所にて︑個別接種
で対応いたします︒
高校生・中学生が受験や就職試
験などを理由に早期の接種を希望
する場合は︑
枝幸高校と
も連携して
おり︑希望
する場合に
は︑ご連絡
をいただくよう文書でご案内して
います︒
中学生の受験に関しては︑年明
けから実施されるものと思います
が︑何らかの事情で早期の接種を
希望される場合には︑保健福祉課
へご相談いただきたいと思います︒
﹁現在の新型コロナ感染症に対
する認識を﹂とのことですが︑道
内においてはこのところ感染者が
減少傾向にあるものの︑感染者の
約７割が感染力の強いデルタ株に
置き換わっています︒そうした下
で︑ 歳未満の感染者が激増し︑
保育所や小学校でのクラスターが
確認されているほか︑ワクチン２
回接種後に感染する﹁ブレイクス

（７）

町

ワクチン接種状況と今後の予定
ですが︑８月末の 歳以上全対象
者に対する１回目の接種率は５９
７７名で ・ ％︑２回目の接種
は５０３７名で ・ ％であり︑
歌登会場は︑９月７日をもって集
団接種を終了しました︒
既に︑高校生の接種も一部始ま
っていますが︑９月末には小・中
学生︑高校３年生の１回目の接種︑
月末に２回目の接種を行い︑枝

10

新型コロナウイルス感染症に対
する当町の取り組みについて

新型コロナウイルス感染症拡大
から１年半以上が経過しました︒
当町では先月も少数ですが感染
者が確認され︑また︑ワクチン接
種が終わった人に対しても感染の
恐れがあるというニュースも聞か
れるなど︑まだまだ安心して生活
ができるというレベルには達して
いないと思われます︒当町の現在
のワクチン接種状況と今後の予定
を伺います︒
また︑高校生・中学生が受験の
ために他の地域にいかなければな
らない場合が考えられます︒そう
いう方達に優先的にワクチン接種
をすべきと思いますが︑町長の考
えを伺います︒
感染拡大から長い自粛生活が続
き︑多少の緩みが出てしまうこと
はある程度仕方ないことと思うが︑
町長の現在の新型コロナウイルス
感染症に対しての認識を伺います︒
他の自治体では︑一人の感染者

10

83

12
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15

70

No.59

会
議
町
幸
枝
令和３年 11 月 25 日発行

一 般 質 問

第３回定例会において２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。

質

問

ルー感染﹂が医療機関や介護施設
などを中心に広がりを見せている
ことから︑まだまだ予断を許さな
い状況にあると認識しております︒
住民周知に関する他自治体の事
例と比較し︑当町は緊張感が足り
ないという指摘ですが︑公表はあ
くまでも北海道が行い︑その範囲
内において︑音声告知放送など様
々な広報媒体を利用して住民周知
を行っているところです︒
当町としては︑１週間ごとに行
われる北海道の市町村別感染者数
の公表に基づいた住民周知を基本
とし︑町内での感染状況によって
は︑臨機応変に対応することとし
ています︒

20

では︑職場や学校などが公表する
場合を除き公表できない仕組みと
なっています︒感染者が発生した
場合も濃厚接触者のＰＣＲ検査の
状況など感染拡大防止対策︑感染
者が特定されないためなどを考え
対応しており︑北海道の基準に基
づき対応しています︒︵副町長︶
町民みなさんに緊張感を持っ
ていただくためにも︑さらに注意
喚起の工夫が必要ではないのか︒
枝幸町としては北海道でも他
自治体にない情報発信ツールを有
しています︒そのＥＯＳ放送︑音
声告知放送を利用してしっかりと
情報発信をしていきます︒
︵町長︶
Q2

就学援助の取り組
みについて

A2

学校教育法第 条では﹁経済的
理由によって︑就学困難と認めら
れる学齢児童生徒の保護者に対し
ては︑市町村は必要な援助を与え
なければならない﹂と規定してい
ます︒
国は新型コロナウイルスの影響
で︑経済状況が急変した家庭が就
19

再
これまで当町でも︑クラスタ
ーが発生した時など︑町長が直接
音声告知放送でメッセージを発信
しているが︑基準が設けられてい
るのか︒
公表方法については北海道で
６月 日から１週間ごとの市町村
別感染者数の公表となっておりま
す︒
町としては北海道が公表するま
Q1

A1
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学援助を利用できるように呼びか
けていますが︑利用できることを
知らず︑必要な支援が届かない恐
れがあり︑各自治体において積極
的な情報発信に努めてほしいとし
ています︒
当町では新型コロナウイルスの
影響で︑経済状況が急変した家庭
に対して︑どのように対応してい
ますか︒家計急変世帯への対応基
準は整備されているのでしょうか︒
どの程度家計が急変すれば就学援
助の対象になるのか具体的に示し
てください︒
文部科学省は就学援助実施状況
調査を行っており︑それによると
令和元年度就学援助率は ・ ％
となっています︒当町の援助率は
この平均値を下回っていますが︑
教育長はどのように受け止めてい
るのか所見を伺います︒
就学援助の受給率が低いのには
様々な要因が考えられますが︑そ
の中でも手続きの煩雑さが大きな
要因となっています︒札幌市では
この 月から﹁新・就学援助シス
テム﹂が開始されます︒これは︑
今までは保護者がそろえなければ
ならない書類が多く負担となって
10

14

53

いた点を踏まえ﹁庁内情報連携﹂
により添付書類が原則不要になる
というものです︒このようなシス
テムが当町でもできないでしょう
か︒
また現在は︑ほとんどの保護者
がスマートフォンを使って情報収
集をしています︒
町のホームページ
で就学援助の仕組
みを周知するべき
と思います︒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の
影響で経済状況が急変した家庭に
対しての対応﹂についてですが︑
教育委員会では︑毎年４月上旬に
各学校に対し︑就学援助申請受付
の取りまとめを依頼し︑各学校か
ら保護者へ周知が図られています︒
また︑年度途中であっても︑新
型コロナウイルス感染症による家
計の影響に限らず︑特別な事情が
ある場合も含め︑申請を常に受け
付けているところです︒
家計が急変した場合の基準につ

（８）

いては就学援助費交付規則の中で
﹁その他特別な事情により︑著し
く経済的に困窮している場合﹂に
該当しますので︑現在の仕事や収
入の状況などを丁寧に聞き取りし︑
当該年度の総所得見込額が生活保
護基準の１・３倍以下であること︑
また市町村民税等の非課税又は減
免に該当するなどの場合に︑就学
援助の対象となります︒
﹁就学援助率﹂については︑当
町は ・ ％で全国平均の ・
％より︑１・２％低い状況であり
ますが︑それぞれの市町村の準要
保護認定基準︑そして経済状況や
産業構造などにより︑率は変動し
ます︒
宗谷管内の状況では︑５％未満
が２町村︑ ％未満が２町︑ ％
未満が当町含む５市町村︑ ％未
満が１町であり︑当町としては︑
全国平均に近く︑管内的にも中間
的な数値と受け止めています︒
教育委員会では︑学校を通じて︑
就学援助の申請受付の周知や教材
費などの納入が滞っている家庭が
あれば︑申請を促しており︑経済
的に困窮している世帯には︑申請
していただいていると考えていま

質

問

す︒今後も援助を必要とする家庭
が気兼ねなく就学援助を受けるこ
とができますよう︑周知方法の充
実を図っていきます︒
﹁札幌市で導入する新・就学援
助システムの当町への導入﹂です
が︑ここ数年の就学援助対応件数
は 件前後で︑システムがなくて
も事務処理が可能なことから︑今
後についても導入する予定はあり
ません︒現状では保護者の申請書
のほか所得証明書などの関係書類
の提出をお願いしていますが︑事
前に所得情報を内部で照会する同
意を得ているため︑今後は関係書
類の一部を省略し︑手続きの負担
を軽減します︒
﹁就学援助の仕組みの周知﹂に
ついては︑さらに広く制度を知っ
てもらうため︑町のホームページ
へも掲載します︒

再

これまでに︑コロナウイルス
感染症の影響による家計急変に対
応するための就学援助申請につい
て周知をしているのか︒
国からも積極的な周知を求め
られていたが︑４月の周知で対応

当町の医療介護体
制について

可能と考え︑コロナウイルス感染
症の影響によるものへの周知はし
ていなかったが︑今後改めてモデ
ルケースの掲載も含め周知してい
現在︑町は将来に向けた医療と
きます︒
︵教育次長︶
これまでの基準ではなく年内 介護の在り方について検討を重ね
の中での家計変化に対応するため ています︒
８月２日に歌登地区まちづくり
の新たな基準が必要ではないのか︒
今後新たに文書により周知す 懇談会が行われ︑歌登診療所及び
る際に︑しっかりと調査し柔軟に 介護老人保健施設の来年３月閉鎖
対応します︒
︵教育次長︶ やむなしという説明をされたとこ
これらの情報をしっかりとホ ろですが︑歌登地区住民の受け止
ームページ等でも発信すべきと思 めは大変厳しいものです︒今まで
うが︑現状︑教育委員会はホーム あった施設がなくなるということ
ページを持っていないが︑専用の は住民サービス︑住民福祉の大き
ホームページによる情報発信をす な後退になります︒そこには丁寧
べきではないのか︒町のホームペ な説明と住民の納得が必要です︒
ージから教育委員会の情報を検索 現在のところ丁寧な説明も住民の
するのは非常に分かりづらく︑面 納得も得られていないというのが
倒である︒デジタル時代に対応す 現状ではないでしょうか︒
るためにも︑町民がスマホでも見
今も歌登診療所に通っている方
やすい情報発信をすべきではない がいます︒そういう方々が最も困
のか︒
難に思うことは通院と薬の受け取
他市町村も教育委員会ホーム りの問題です︒たとえ路線バスが
ページを有していると認識をして 無料であったとしても︑待合所の
いますので︑今後︑総務課情報広 ないバス停でバスを待たなければ
報グループとも協議し検討してい なりません︒冬期間であれば寒い
︵教育長︶ 中となります︒それは色々な困難
きます︒
を持った高齢者に寄り添った福祉

（９）
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A2

Q3

A3
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閉鎖予定の歌登診療所・老健施設

歌登地区住民に対する説明スケ
ジュールですが︑前回の懇談会で

住民の方々に対して今後の交
通支援について具体的な方向性を
説明できていないのではないのか︒
現在︑病院において﹁代替え
となる診療手段﹂としてオンライ
ン診療・オンライン服薬指導等ど
のようなことが可能なのか︑法的
な問題等を関係機関と協議してい
るところです︒そこが確認された
うえでなければ︑今後の具体的な
交通手段について計画できない段
階である︒今後の町全体の公共交
通網形成計画と合わせ︑歌登地区
住民に対し︑激変緩和的措置がど
こまで許されるのか慎重に検討し
今後の在り方について対応してい
くと説明しています︒
︵まちづくり推進課長︶

たっては︑地区住民への影響が大 いただいた意見等も踏まえ︑代替
といえるでしょうか︒
オンライン診療・オンライン
これを解決しない限り住民の納 きいことから︑利便性の低下を抑 えとなる診療手段については︑関 服薬指導が可能であれば︑望まし
得は得られないと考えますが町長 えるための対策として﹁地域公共 係機関と協議を行っていますので︑ いが実施の可能性については︑３
交 通 の 再 編 に よ る 通 院 支 援 ﹂ と 方向性がまとまった段階で通院支 月末までと期間がない中︑いつま
の所見を伺います︒
また現在︑歌登診療所・介護老 ﹁代替えとなる診療手段﹂の検討 援と合わせて︑議会と協議のうえ︑ でに確定できるのか︒
人保健施設で働いている方々の仕 を進めています︒また︑老健うた 再度まちづくり懇談会を開催し︑
現在︑法的問題について関係
事がなくなってしまいます︒今の のぼりの入所者については︑枝幸 地区住民の皆さまに理解を深めて 機関と協議している︒オンライン
仕事がなくなっては生活に困るの 病院で受け入れる方向で調整して いただきながら進めていきたいと 診療・オンライン服薬指導と薬の
考えています︒
だという声が寄せられています︒ いることを説明しています︒
配達方法を含め検討しています︒
歌登診療所・老健うたのぼりで
そのことについて町としてどのよ
９月中には確認できると考えてい
再
質
問
うに考えているのか︒明確な答弁 現在勤務している職員に対しては︑
ますので︑今後の交通支援も合わ
６月に説明会を開催し︑施設の今
を求めます︒
せて方向性を示します︒
冒頭に述べたように住民サービ 後の方向性と雇用の場の確保とし
︵病院事務局参事︶
ドア ドアでの交通支援が望
ス︑住民福祉の後退には丁寧な説 て希望する職員はすべて枝幸病院
ましいと考えるが︑どのような形
明と住民の納得が必要です︒今後︑ で受け入れることを説明していま
を考えているのか︒
歌登地区の住民に対しての説明は す︒また現在︑個別面談を実施し
令和元年に策定された﹁枝幸
どのようなスケジュールを考えて ており︑意向を聞き取りしている
状況です︒
町地域公共交通網形成計画﹂とも
いるのか︑答弁を求めます︒
合わせた中で︑しっかりと計画し
町 長 答 弁
ますが︑歌登地区だけではなく町
全体の問題でもありますので︑公
共交通事業者のかかわりもあり︑
慎重な協議が必要とされます︒ま
た︑緊急事態宣言期間の延長もあ
り会議の開催も遅れていますが
月初旬には関係機関と協議し計画
したいと考えています︒
︵まちづくり推進課長︶
８月２日に歌登地区まちづくり
懇談会を開催し︑将来に向け安定
した人材確保と経営問題を総合的
に判断した結果︑現状の医療介護
施設すべての継続は困難であり︑
令和３年末で歌登診療所と老健う
たのぼりは閉鎖せざるを得ない状
況であると説明しました︒
さらに︑歌登診療所の閉鎖にあ
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議員

ウンドはもとより国内移動も制限
され膨大な負債が予想されます︒
加えてコロナ禍の影響により建設
資材が値上がりし︑特に木材の高
騰が顕著であると報道されていま
す︒
こども園建設事業費の財源内訳
として︑国庫支出金︵林業・木材
産業成長産業化促進対策交付金︶
２億円︑道支出金︵次世代育成支
援対策施設整備交付金︶３００万
円︑過疎対策事業債６億６１９０
万円︑森林環境譲与税基金繰入金
２８００万円︑一般財源８１３万
７千円で︑計９億１０３万７千円
と説明を受けましたが︑事業費の
増加が予想されますし︑国庫支出
金２億円が確定
されているわけ
ではないと説明
を受けています︒
現時点で︑こ
の計画が枝幸町
財政として身の
丈に合ったもの
なのか町長の所
信を伺います︒
次に︑この施
設は平屋建て約１３５０㎡の規模

長

答

弁

で︑現在の子どもの数を根拠とし
て計画されていますが︑地方の少
子化は止めることができていませ
ん︒日本や枝幸の現況を踏まえ
年後︑ 年後を考えると過剰な施
設とならないか不安となります︒
この点についても併せて町長の所
信を伺います︒

町

10

はじめに︑認定こども園の整備
につきましては︑町内で唯一の私
立枝幸幼稚園が︑施設の老朽化や
園児の減少等により︑令和５年３
月をもって閉園することとなり︑
園児の受け皿となる施設整備の必
要性が生じました︒
また︑令和元年 月にスタート
した幼児教育︑保育の無償化に伴
う入園希望者数の増加に対応し︑
良質な幼児教育と安心な保育を提
供するため︑公立の幼保連携型認
定こども園を新たに建設すること
としました︒
こうした状況を踏まえて︑昨年
９月の基本構想案の説明以降︑令
和２年度には基本設計業務の執行︑
令和３年度からは︑認定こども園
整備推進室を設置し︑実施設計業

10

小
ことで心身ともに健やかに過ごせ
る環境を実現します︒③災害・停
電時の避難所施設として︑防災・
減災に資する再生可能エネルギー
設備等を整備し︑併せて感染症対
策として高機能換気設備の導入を
図り︑地域の災害や感染症に対す
る強靭性の向上と脱炭素化を同時
に実現する地域づくりを推進しま
すとあります︒
完成すると子どもたちにとって︑
素晴らしく︑なくてはならない施
設と予想されますが︑枝幸町の財
政状況を考えると大変不安です︒
令和２年度の一般会計決算では５
億３千万円の基金減となっていま
すし︑令和３年度予算においても
３億円以上の財源調整的基金が取
りくずされます︒
また︑国の財政状況もコロナ禍
による悪影響をまともに受けてい
ますし︑オリンピックやパラリン
ピックがほぼ無観客となりインバ

20

枝幸町認定こども園整備事業
の進捗状況
枝幸町立認定こども園︵地域子
育て支援センター併設︶の建設が
約９億円の事業費で予定されてい
ます︒
事業目的として︑
①子どもたちに質
の高い幼児教育と
オホーツクの自然
を感じ学ぶ施設と
して︑枝幸幼稚園
と枝幸保育所の対
象児童数を根拠に
認定こども園を新
たに建設します︒
②ＣＬＴ等の先進
的技術を活用した
地域材利用のモデ
ル性が高い木造化・
木質化を図る施設
として︑認定こども園がめざす教
育課程の中で︑森を育てることの
必要性を学び︑施設そのものが教
材となり︑木のぬくもりと触れる

（11）
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務に着手しています︒
これまで設計の内容として︑概
算の事業費や補助金︑起債を最大
限見込んだ財源内訳のほか︑施設
規模を含め︑進捗状況の説明を行
いながら︑整備に対して一定の理
解が得られていると判断し︑段階
を踏んで進めてきました︒
今般︑木材をはじめとする建設
資材の高騰については︑４月以降
に起こった社会
情勢の変化です
ので︑基本設計
には︑反映する
ことができない
事情であり︑また労務単価の改定
等︑不確定な要素も含んでいます︒
そのため︑今後も建設資材等の
高騰が継続すれば︑一定程度事業
費の増加も予想されますが︑事業
費の抑制と補助金の確保に最大限
努めるとともに︑交付税算入のあ
る過疎債を充当するなど︑一般財
源の負担軽減を図り︑効率的に事
業を進めていきます︒
施設規模につきましては︑これ
まで示してきたとおり︑令和５年
からの入園児童数を根拠に入園者
数を想定し︑また︑施設基準をク

質

問

リアした中で決定し︑適正規模で
あると考えています︒

再
資材・労務単価の高騰につい
て︑町長はこの予算で出来るのか
と言うことに関して答えていない
が︑どのくらいの値上がりを見込
んでいるのか︒
令和３年は実施設計に取り組
んでいます︒実施設計が出来上が
った段階で今の事情を反映し︑財
源の組み立てを行います︒途中経
過の話になりますので年内に概要
が固まり次第︑説明したい︒
︵町長︶
国庫補助金が対象とならなか
った場合どんな財源で賄うのか︒
国庫補助金の２億円について
は︑農林水産省の木材産業成長産
業化促進対策交付金で︑国も公共
施設の木材利用を政策的に推進し
ています︒当町の面積の８割以上
が森林であることから︑地域木材
の有効活用とモデル的事業として
考えています︒
概算要求で最大限努力して確保
に向け頑張ります︒確保できなけ
れば︑過疎債に頼らなければなら

ないので︑関係課で調整していき
ます︒
︵町長︶
この施設は︑現在の子どもの
数を根拠に１３５０㎡という面積
を決めているが︑少子化の現在︑
建物面積は子どもの数が何人いる
から必要なのかその根拠は︒
昨年の基本構想で説明しまし
たが︑人口予測の０歳児は全体の
％︑１歳児が ％︑２歳児が
％︑３・４・５歳児１００％を見
込み合計１２１名の想定で計画し
ています︒
︵町民課参事︶
これから５年後︑６年後の児
童予想数の推移は︒
将来の推計人口についても︑
過去５年間の出生率を参考にコー
ホート変化率法を用い算出してい
ます︒今後 年程度の推計もして
います︒
︵副町長︶
令和８年に１００人程度とな
り︑令和９年には１００人を切る
という資料があるが︑１２１人で
予定した施設が５年後︑６年後に
は︑約 ％子どもたちが減ってい
る数字があるはずです︒５年後︑

６年後には不要な面積が出るが︑
そのような数字をつかんでいるの
か︒
推計人口は︑基本構想で示し
ていますが︑令和５年度の枝幸町
の０歳児から５歳児までの人口合
計で２５１名︑令和６年２５０名︑
令和７年２３５名︑令和８年２２
４名︑令和９年２１５名で推計し
ています︒
︵副町長︶
枝幸町全体の数で言っている
のか︒枝幸幼稚園︑保育所︑枝幸
地区の人数ではないのではないか︒
その中の０歳児 ％︑１歳児
％︑２歳児 ％︑３・４・５歳
児１００％という利用率を見込ん
で推計しています︒
︵副町長︶
現在の子どもの数で施設設計
されると思うが︑５年後︑ 年後
には子どもの数が確実に減ること
が分かっていることで︑例えば今
の保育所にコンパクトなものを併
設した柔軟な考え方がなければ︑
維持管理も大変です︒
人数がもっと減るという考え
の根拠を示されないと答えようが
ありません︒
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過去の出生数を先ほど述べた方
法で人口を推計した中で児童数を
算出して必要な面積︑施設規模を
確定しています︒施設規模を減ら
すとなると建てた時に必要な面積
が確保できず施設基準に満たない
施設になります︒推計した児童数
での施設規模とし︑将来の子ども
達が安心して育っていける︑これ
から生まれる方も出産される方も
安心して子どもを産み育てられる
施設を造ることが町の考えです︒
︵副町長︶
現状の推計人数のまま５年後︑
年後の子どもたちの数は守られ
ると考えていますか︒
人口実績から言いますと令和
２年度で０歳から５歳までで１９
６名︑令和元年は２１８名です︒
令和２年から平成 年までの過去
５ヵ年の実績で言うと５ヵ年平均
で２１８名が０歳から５歳までの
平均の人口です︒
推計する値ですがコーホート変
化率法︑将来人口の実績の動態で
転出入もありますが︑それを計数
化したものを用いて将来推定人口
を用いて人数を推計しています︒
令和３年度は１９１名︑令和４年

１９０名︑令和５年１８１名︑令
和６年１８１名︑令和７年１５６
名︑令和８年１４７名︑令和９年
１３８名︒
これは︑枝幸幼稚園︑枝幸保育
所の入所児童者数で︑町全体では︑
これより多くなります︒令和５年
開設予定の認定こども園では１８
１名が基本になる児童数です︒
０歳から１歳については︑これ
までの対象者から預ける家庭の割
合で３︑４︑５歳は１００％を見
込んで１２１名となっています︒
１０２名という数字ではなく令
和９年でも０歳から５歳まで１３
８名の方が枝幸幼稚園︑枝幸保育
所の管轄のところに入ります︒
令和９年は枝幸町全体では２１
５名の対象児童数がいます︒
人口減少に伴って１２１名がそ
れより分母が大きいということで
はありません︒
︵まちづくり推進課長︶
認定こども園算定基礎で全人
口は同じだが︑令和５年１２６名︑
令和６年１３０名︑令和７年１０
８名︑令和８年１０２名︑令和９
年 名と予想されているのではな
いか︒

０歳から５歳までの枝幸幼稚
園︑枝幸保育所の入園者数で構想
の中では音標保育所︑歌登へき地
保育所の入所は０歳から２歳まで
の方は今後も継続して保育所業務
を行い︑当面は児童を受け入れる︒
受け入れのできない０歳から１
歳児については︑認定こども園で
受け入れざるを得ない数字になっ
ています︒
構想の中では２歳から５歳まで
を枝幸幼稚園︑枝幸保育所の入所
児童者数を見込み０歳と１歳は︑
歌登保育所︑音標保育所で受け入
れできない子どもは認定こども園
で算入している︒令和９年は 名
になっているが︑町全体では 名
いますので︑全員入所した時でも
対応できる余裕を持った計画にし
ています︒
対象人数の資料が︑２段階とな
っているため混乱するかもしれま
せんがご理解いただきたいと思い
ます︒

22 96

︵まちづくり推進課長︶
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議会を生中継しています

ＥＯＳチャンネルでは議会定例会を全日程生中継して

います。次回の定例会は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。
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令和２年度決算
歳入決算額
歳出決算額

181億4,831万4,538円
184億3,306万3,547円

Ａ

会

計

区

分

一般会計

歳

入

歳

出

差引残額
122,289,569

2,435,173,527

2,416,541,844

18,631,683

1,273,928,534

1,269,690,678

4,237,856

後期高齢者医療事業

138,282,812

138,078,621

204,191

介護保険事業

803,878,437

792,244,151

11,634,286

4,117,618

3,865,440

252,178

港湾整備事業

10,435,237

10,041,723

393,514

簡易水道事業

204,530,889

202,621,231

1,909,658

国民健康保険事業

臨港用地造成事業

委託業務はホームページの保守管
理となっているが︑どの程度の業
務をしているのか︒
枝幸町のホームページは︑まだ
まだ未熟だと私は認識しているが︑
どの程度︑町が関わっているのか︒
︵野口委員︶
ホームページ全体のサーバー
の保管とアクセス管理を基本とし
て軽微な修正︑障害発生時のバッ

企業会計

3,071,397,130

水道事業

3,497,067,391 △ 425,670,261

172,421,789

228,712,680

△ 56,290,891

収益的収支

172,421,789

149,625,508

22,796,281

資本的収支

0

79,087,172

△ 79,087,172

下水道事業

合

（単位：円）

12,641,743,881 12,519,454,312

特別会計

15

日

各会計決算総括表

14

日〜

＆

決算審査特別委員会

10

９月

第３回定例会の会期中に︑決算
審査特別委員会︵委員長 遠山修
議員︑副委員長 小林正浩議員︶
が設置され︑付託された令和２年
度決算︵一般会計・６特別会計・
３企業会計の 会計︶を審査しま
した︒
その後︑委員長の報告を付して︑
本定例会に提出され認定されまし
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
り次第︑例年どおり実施します︒
次のとおりです︒
︵総務課長︶
︿一般会計﹀
︵再︶庁内でオンラインなどで
職員研修経費の委託料が未執
行となっている理由と︑昨年はハ の研修もできないのか︒
︵野口委員︶
ラスメント防止の研修があったが︑
オンライン研修については︑
今後の考え方について︒
︵野口委員︶ 関係者とも相談しながら検討しま
令和２年度はコロナウイルス す︒
︵総務課長︶
の関係で︑多人数での開催はでき
広報経費のウェブサイト管理
ませんでした︒今後︑状況が収ま

Ｑ

749,121,165

901,483,798 △ 152,362,633

収益的収支

544,094,015

525,598,449

資本的収支

205,027,150

375,885,349 △ 170,858,199

国民健康保険病院事業

2,149,854,176

2,366,870,913 △ 217,016,737

収益的収支

2,104,017,344

2,065,433,011

資本的収支

45,836,832

計

18,495,566

38,584,333

301,437,902 △ 255,601,070

18,148,314,538 18,433,063,547 △ 284,749,009
（14）

クアップなどが主な内容です︒
一般車両管理のうち車両事故
オホーツク枝幸観光推進事業
︵総務課参事︶ については︑令和元年度の報告で ですが六百万円以上が減額になっ
︵再︶枝幸町ホームページの全 は 件の事故があり︑うち８件が ており︑その要因は任期付き専任
体の管理は誰がしているのか︒
職員による事故︑５件が貸し出し 職員が離職したためと思いますが︑
満足な形になっていないイメージ による事故と記憶しています︒令 在職時にはどのような効果あった
があり︑色々な意見を聞いてリニ 和２年度の事故件数について︒
のか︒
ューアルしていると思うが︑しっ
︵清水委員︶
また︑課題も見えて来たのでは
かりとした枝幸町の顔になるよう︑
令和２年度の事故件数は 件 ないかと思いますが︑それを今後
責任を持って管理すべきではない で︑貸し出しによる事故はなく︑ どう活かしていくのか︒
のか︒
重大な事故はありませんでした︒
︵小林委員︶
︵野口委員︶
︵総務課長︶
オホーツク枝幸ブランド構築
所管は総務課情報広報室で担
︵再︶コロナなどの影響で貸し 事業負担金の中で︑昨年は半年の
当しています︒
出しによる利用が少なかったのも 勤務でしたが︑その前の在任中も
内容などの改善については出来 要因の一つと考えられますが︑町 含め︑まずは枝幸のＰＲで貢献し
るものから修正するように︑各現 内の死亡事
たことは︑外郭団体や官公庁など
場や関係者の意見なども伺いなが 故が多発し
積極的な枝幸町の宣伝に効果があ
ら進めて行きます︒
ていますの
ったと考えます︒
︵総務課参事︶ で︑町民は
今後も何らかの形で枝幸町のた
︵再︶ミュージアムのフェイス もとより町
めに役立ちたいとのことであり︑
ブックは非常に素晴らしく︑毎日 職員にも事
町としても様々な観点からも協力
更新されています︒枝幸の新しい 故防止につ
していただけると期待していると
情報︑古い情報などいろいろな情 いて指導していただきたい︒
ころです︒
報を発信しているので︑ホームペ
︵清水委員︶
︵まちづくり推進課参事︶
ージのトップ画面からアクセスで
我々職員も一般の方と同じよ
民生委員の配置人数︑未配置
きるように早急に対応願いたい︒ うに気をつけなければなりません︒ 地区の対応について伺います︒
︵野口委員︶
公務のみではなく︑通勤時も事
︵小林委員︶
出来るだけ早く対応したいと 故に気をつけるよう啓発していき
配置人数は︑枝幸地区 名︑
思います︒
たいと思います︒
歌登地区 名で合併前の数を維持
しています︒
︵総務課参事︶

10

︵総務課長︶

民生委員数は北海道知事が数を
決定しています︒枝幸地区で３地
区︑民生委員が配置されていない
場所があります︒
︵保健福祉課長︶
︵再︶未配置地区の住民は不利
益ではないか︒担当課としてどの
ような対応をしているのか︒
︵小林委員︶
全国的に不足しています︒未
配置地区につい
ては︑他の民生
委員にカバーし
ていただき︑ま
た職員も対応し
ています︒
町内会からの推薦のお願いや︑
職員が個別に意向確認をしていま
す︒今後も引き続き対応していき
ます︒
︵保健福祉課長︶
高齢者等の地域生活支援助成
金の対象人数と周知方法について︒
︵野口委員︶
交付数は︑令和元年は１３３
件︑令和２年では１４０件で若干
増えています︒
そのうち生活支援助成金は１２
８件から１３２件の４件増︑免許

（15）
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証自主返納助成金は５件から８件
地域支援事業の生活支援交通
の３件増です︒
で前年度に比べ︑毛登別・本幌別・
周知方法は︑広報やＥＯＳ放送 志美宇丹方面の乗車人数と運行日
にて年に数回周知しています︒特 数が減っている要因は︒
別な周知方法があれば検討してい
︵小林委員︶
きます︒
両地区の対象人口に変化はな
︵保健福祉課長︶ く︑新型コロナウイルス感染症の
︵再︶申請を却下した事例はあ 影響と︑買い物も移動販売が来る
るのか︒
ようになったり︑毛登別方面で利
︵野口委員︶ 用していた方が転出したことが要
所得制限や家族構成等により 因です︒
却下した事例はあります︒
︵歌登総合支所長︶
︵保健福祉課長︶
火葬場墓園指定管理料につい
障がい者計画及び高齢者・介 ては︑令和２年度から指定管理者
護計画等策定業務を委託しないで 制度に移行したが以前よりコスト
職員自前での作成はできないのか︒ がかかっているのではないか︒
︵野口委員︶
︵野口委員︶
専属の職員が数名いれば可能
昨年の委託料に比べ２４０万
ですが︑人的確保と技術的なこと 円ほど増加しています︒
があります︒
令和２年から６年までの長期契
計画書作成だけでなく︑アンケ 約で︑管理者の人件費増加︑墓園
ート調査・集計作業が計画ごとに に係る使用申請︑返還︑継承︑構
２︑３種類あり︑介護保険では過 築届等の業務も含んでおり︑サー
去の実績をもとに将来推計をし︑ ビス向上にもつながっています︒
計画期間３年間の介護保険料を設
︵町民課長︶
定することから︑専門知識も必要
昨年のヒグマの捕獲数と箱わ
で委託の方が確かなものが出来ま なの保有数︒また︑猟友会の人数
す︒
とハンターの育成について︒
︵小林委員︶
︵保健福祉課長︶

捕獲数は 頭で︑箱わなは４
個保有しています︒猟友会の会員
数は枝幸地区が 名︑歌登地区は
新たに２名増員され 名です︒
ハンターの
育成について
は︑ハンター
試験の講習会
を枝幸で開催
しています︒
︵農林課長︶
平成 年以来の地場優良品奨
励事業認定の商品と今後の展開に
ついて︒
︵野口委員︶
瀧源商店の﹁たこ飯の素﹂で
す︒ＳＮＳなどで人気商品となっ
ています︒今後もこの商店で新た
な商品開発が進められています︒
︵水産商工課長︶
26

10

13

12

保養施設に係る管理不全によ
る設備等の破損原因と今後の改善
対策について伺います︒
︵小林委員︶

たこ飯の素
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年間マニュアルを策定して︑
今後は人的ミスがないよう設備管
理を徹底します︒
︵まちづくり推進課長︶
特別支援教育支援員は各学校
において充足していたのか︒
︵野口委員︶
枝幸小・枝幸中・歌登中にお
いて不足していました︒今年度は
全校に配置できています︒
︵教育次長︶
教育相談員は児童生徒たちの
ために複数人数を配置した方が良
いのでは︒

︵野口委員︶

複数人の配置を今後検討した
と思います︒

︵教育次長︶

（16）

総務文教常任委員会
所管事務調査

産業厚生常任委員会

両常任委員会合同

町内行政視察

月 日に︑枝幸町国民健康保
◇第５回︵６月 日開催︶
●医療介護機能再編に係る住民向 険歌登診療所︑枝幸地域子育て支
援センター︵枝幸保育所併設︶の
け説明資料について
︵国保病院︶ ２施設について︑担当者からの施
設の概要説明後︑館内の視察を行
いました︒
◇第６回︵８月 日開催︶
●枝幸町医療介護機能再編につい
て
︵国保病院︶
●認定こども園整備事業の進捗状
況について
︵町民課︶
●﹁枝幸町林業担い手総合対策事
業﹂︵森林環境譲与税活用事業︶
の概要について
︵農林課︶

所管事務調査
◇第３回︵８月 日開催︶
●令和２年度指定管理者による施
設の管理状況︵評価結果︶につ
いて
︵総務課︶
●都市間バス﹁えさし号﹂札幌線
バス購入費の支援について
︵まちづくり推進課︶
●保養施設・南宗谷ゴルフ場の運
営状況について
︵まちづくり推進課・
歌登総合支所︶
●令和２年度育英資金基金運用状
況及び令和３年度育英資金の貸
付について
︵教育委員会事務局︶
●学校ＩＣＴ教育の運用状況につ
いて
︵教育委員会事務局︶

まちづくり等調査特別委員会

22

︿企業会計﹀
年間給水量が前年より減少し
ているのに︑年間配水量が増加し
ているのはなぜか︒
︵小林委員︶
問牧方面の配水管の漏水発見
が遅れたためです︒今後は注意し
ます︒
︵水道課長︶
国保病院の決算では一般会計
から 億円も繰入し経営をしてい
るのになぜ黒字決算なのか︒
黒字決算では病院経営が苦しく
歌登診療所及び老健施設の閉鎖の
原因が町民に伝わらないのでは︒
︵野口委員︶
コロナ禍により病院経営は今
まで以上に困難になっています︒
︵病院事務局長︶
11

国保病院
の維持と健全
な財政運営の
ため黒字決算
としています︒
︵町長︶

ますます需要が高まる「子育て支援センター」

23

31

◇第 回︵９月６日開催︶
●第 ２ 次 枝 幸 町 ま ち づ く り 計 画
﹁前期５カ年﹂の総括について
●枝幸町過疎地域持続的発展市町
村計画︵案︶について
●地域公共交通の再編成について

10

今回の町内行政視察にあたり新
型コロナウイルス感染予防の観点
から︑休診日など視察先への配慮
と箇所を縮小しました︒

（17）

30

◇第４回︵９月６日開催︶
●都市間バス﹁えさし号﹂札幌線
バス購入費の支援について
︵まちづくり推進課︶
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アクセスについて、このたび図のリンク

集からアクセスできるようになりました。

ぜひご覧ください。

委

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

調達する事ではあるが︑家族で
の買い物やドライブ︑食事も楽
しみの一つでもある︒
﹁コロナのせい﹂とは言いた
くないが︑不要不急の外出の自
粛︑まん延防止等重点措置︑緊
急事態宣言など︑国︑道︑各自
治体などの通達や指導を守って
きたところであり︑ようやく感
染者は減少傾向にはある︒
月に入り︑通達や指導が一
部解除されたが︑郊外での資材
調達は如何なものか不安も残る︒
早く﹁穏や
かな生活﹂に
戻ってほしい
ものだ・・・
︵田口︶

10

議会広報編集特別委員会

（後期担当委員）

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。

た枝幸町ホームページから、町施設への

編 集 後 記

が登場！アクセスしてみて下さい
（有料）

９月・・・待望の秋味が解禁
され︑浜は勿論︑我々も景気の
向上には期待しているところで
すが︑秋味と言えば﹁いずし﹂
の季節になったと言う事である︒
秋味︑かれい︑ほっけの﹁い
ずし﹂︒祖母︑母へと引き継が
れた味は母が亡くなってからの
数年間は忘れていたが︑幸いし
にして家内が友人︑知人に作り
方を習い︑ 年以上経っても
﹁秋味のいずし﹂だけが我が家
の味として続いている︒
小生の役割は︑秋味を地元で
調達する事と︑米・野菜・麹・
生姜などの具材を毎年︑車で郊
外の〇〇市場や︑ ××
商店にて
枝幸町のマスコットキャラクター

「えさっしー」のLINEスタンプ

議 会 を 傍 聴 しませんか
決算審査特別委員会の中で質問のあっ
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