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第２回

議 会 定 例 会
会期

月

日〜

日の４日間

執行方針〜重点３つの基本政策を述べる〜

３期目へ向けた﹁未来につながるまちづくり﹂

６

町内における新型コロナウイ
ルス感染の状況

第２回定例会は︑６月 日から 日の４日間の会期で開会されました︒３期目に向けた村上町長の執行
方針が示され︑小川教育長から教育の充実に向けた教育行政執行方針が示されました︒
一般質問では４議員から６項目について町長に質問しました︒町側から単行議案５件・条例案件１件︑
補正予算５件︑報告事項３件が上程され審議の結果︑原案のとおり可決認定され会期を３日残して閉会し
ました︒

行政報告

５月半ば頃から︑全国的に新規
感染者の減少傾向が続くなか︑枝
幸町においても︑５月の新規感染
者 人から︑６月は先週末までで
８人︵６月 日現在︶と大幅に減
少してます︒
最近は︑町内で新たな感染は確
認されておりませんが︑これまで
同様︑基本的な感染予防対策の徹
底をお願い申し上げます︒
なお︑第９弾となる新型コロナ

ウイルス感染症緊急経済対策は︑
﹁公共施設等感染拡大防止対策強
化事業﹂や﹁オホーツク枝幸活力
商品券発行事業﹂などを予定して
ます︒

ワクチン接種の状況

５月 日に３回目の集団接種が
終了し︑接種率は ・ ％でした︒
６月 日からは︑ 才以上の方と
基礎疾患を有する方を対象に４回
目の集団接種が始まります︒対象
となる方は︑可能な限り接種され
るようお願いします︒

19

27
22

５月 日開会の第４回枝幸町議
会臨時会において︑４月 日より
西音標地区の一部において断水が
発生しており︑復旧作業を継続中
であるとご報告しました︒
その後︑５月 日夕方に不具合
が生じている配水管路の場所が特
定でき︑復旧作業により翌 日夕
方にはすべての断水が解消しまし
た︒予期せぬ事故とはいえ︑多大
なご迷惑︑ご不便をお掛けしまし
たことに対し︑改めてお詫びを申

枝幸南部地区簡易水道給水区
域における断水の解消

27

24

24
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27

いる夢想漣えさしは︑安定した実
力を発揮して︑通算 度目のファ
イナルに進出しましたが︑惜しく
も３連覇となる大賞には届きませ
んでした︒
夢想漣えさしは︑２年前から当
町のふるさと応援大使としても活
躍されており︑今回の快挙も一層
の知名度アップにつながるものと
考えております︒これまでの活動
に対し︑改めて敬意を表しますと
ともに︑今後もさらなるご活躍を
期待申し上げます︒
14

62

10

25

夢想漣えさし準大賞受賞

24

60 87

24

24

新型コロナウイルス感染拡大の
影響により︑３年ぶりに開催され
た第 回よさこいソーラン祭りに
おいて︑﹁夢想漣えさし﹂が見事︑
準大賞に輝きました︒
今年は１９５チーム︑約１万９
千人が参加のなか︑結成以来 回
目の参加で︑これまで﹁大賞を５
回﹂﹁準大賞を４回﹂受賞されて
31
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（２）

20

24

23

し上げます︒今後も︑水道施設の
適切な日常管理を行い︑断水が発
生した場合は︑対応に万全を尽く
します︒

18

17

教育行政報告

この屋根付き岸壁の完成により︑
防力の充実強化︑火災予防の住民
常勤医師の採用
これらの課題が解決され︑国内消
啓発にご尽力された功績によるも
費拡大はもとより︑海外輸出促進
７月１日付けで︑常勤医師がさ のです︒
に弾みがつくと同時に︑漁業者や らに１名採用できることとなりま
水産加工業者の経営向上につなが した︒三輪翔太医師 歳︑旭川医
るものと︑大いに期待しています︒ 科大学をご卒業後︑名寄市立総合
病院総合内科医員として勤務中で︑
新型コロナウイルス感染症防
北幸公園に隣接する町道常盤
４月に着任された田中雅裕医師と
止対策
町線の花壇植栽
同じ内科医長として採用予定です︒
去る６月３日から６日の日程で︑
三輪医師は︑総合診療専門医と
５月 日に枝幸小学校及び枝幸
町内の各種団体や枝幸中学校生徒 して認定されており︑道北の地域 中学校の児童生徒９名が︑新型コ
会ボランティアの皆さんなど︑延 医療の状況を把握されているとと ロナ感染症に感染していることが
べ 人の方が参加され︑道路沿線 もに︑臨床経験も豊富で︑その技 判明し︑学校内の感染拡大を防ぐ
に季節の彩りを添えることができ 量と人柄を高く評価されている方 ために 日から 日までの期間を
ました︒
です︒宗谷管内では慢性的に医師 臨時休校としました︒翌週の 日
花や緑に囲まれた街並みは︑地 確保が難しい状況の中で︑今年度︑ からは通常どおり学校を再開しま
域に住む人や訪れる人にとって憩
代の常勤医２名が増えることは︑ したが︑感染者が多かった枝幸小
いと安らぎを与え︑住民同士のふ 枝幸町の医療の充実が図られるこ 学校５年生のみを 日まで学年閉
れあいやコミュニケーションの場 とになり︑医師お二人の今後のご 鎖としています︒社会教育関係で
ともなることから︑今後とも皆さ 活躍を期待します︒
は︑感染拡大防止のため︑少年団
んのアイディアや協力により︑親
活動や学校開放についても︑５月
叙勲関係
しみを持てる花壇整備や活用を継
日まで休止としました︒
続したいと考えます︒また︑日頃
日以降も︑断続的に数名ずつ
より環境美化の一環として︑町内
の感染が判明しましたが︑６月以
の公共施設や道路沿線など︑植栽
降の感染はなく︑現在まで通常ど
奉仕活動を行っていただいている
おりの学校教育活動が行われてい
皆さんに対しましてもこの場をお
ます︒最終的に５月の児童生徒の
借りして感謝申し上げます︒
感染者数は︑小中学校を合わせて
名でした︒今後の感染対策とし
30

櫻井貞男氏が４月 日付けで
﹁瑞宝単光賞﹂を受賞されていま
す︒櫻井氏は︑昭和 年 月に旧
歌登消防団に入団以来︑分団長及
び副団長を歴任︑ 年余の長きに
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︑消

（３）

30

枝幸港本港地区屋根付き岸壁
暫定供用式典
去る６月５日に︑武部 新衆議
院議員︑佐藤英道衆議院議員をは
じめ︑三好 雅北海道議会議員︑
北海道開発局の幹部の方々︑そし
て町議会議員︑町内漁業関係者の
皆さんが出席され︑稚内開発建設
部の主催により︑本式典が挙行さ
れました︒
この屋根付き岸壁の整備につき
ましては︑平成 年５月に国土交
通省から道内６港湾連携による
﹁農水産物輸出促進計画﹂の認定
を受け︑平成 年度に調査・設計
業務︑令和元年度には本格的な工
事が着手され︑今年３月に待望の
１棟目が完成したところでありま
す︒
これまで︑ホタテ貝を始めとし
た水産物の陸揚げは︑野天での作
業となり︑直射日光による品質の
低下︑鳥類の糞などの異物混入に
よる衛生面に課題がありました︒

11
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て︑児童生徒の健康調査の実施や
マスクの着用︑３密の回避など継
続した対策を行い︑感染予防の徹
底を図ります︒

各小中学校の運動会・体育祭
感染対策を行いながら︑枝幸南
中学校など５月から順次実施され
ています︒今年は天候に恵まれず
順延や体育館での開催を余儀なく
されましたが︑子どもたちは︑日
頃の練習の成果を発揮し︑無事に
終了しました︒

各小中学校修学旅行

令和４年度 町政執行方針

﹁未来につながるまちづくり﹂の
実現に向けて町制執行方針を示し
ました︒

◆認定こども園の整備について
◆林業の成長産業化について
◆国民健康保険病院診療体制の強
化について
◆介護機能再編について
◆一般廃棄物最終処分の延命化対
策について
◆ふるさと教育について
◆地域公共交通について

３つの基本施策
枝幸中学校が５月に実施予定で
したが︑旅行先が新型コロナ感染 １．子どもからお年寄りまで︑み
者の高止まりで推移していたこと︑
んなが元気に暮らせる環境づ
また生徒の３回目ワクチン接種の
くり
時期と重なり︑９月に延期されて ２．活力あふれる産業基盤づくり
います︒そのほかの小学校は６月 ３．安心・安全の社会基盤づくり
末から︑中学校は８月末から９月
重点的に推進する政策
中旬にかけて実施される予定です︒ ◆新型コロナウイルス感染症への
対応
ハマナス大学入学式
◆人口減少対策
◆行財政改革
◆地域社会のデジタル化
◆脱炭素社会の実現
令和４年度重点施策
11

ハマナス大学入学式を５月 日
に実施し︑ 名の方が入学されま
した︒
教養や健康︑研修旅行など年間
回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
ブ活動が予定されています︒
入学式に引き続き︑１回目の定
期講座では︑枝幸警察署から高齢
者の交通安全について講話を受け
ました︒
12
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第３
第４

第２

第１

学びをつなぐ学校づくり
地域ぐるみで子どもを守り
育てる環境づくり

豊かな心と健やかな体の育
成

未来社会で生きるための実
践的な力の育成

令和４年度 教育行政執行方針

第５

地域を生かした豊かな学び
を促し︑﹁地域をつくる﹂
環境づくり

﹁枝幸町教育推進計画﹂の体系に
より︑教育行政執行方針を示しま
した︒

●町政執行方針・教育行政執行方
針の詳細は広報えさし７月号に
掲載されています︒

（４）

一般質問

浜頓別町は町長選挙において︑
第２回定例会において４名の
高校生までの助成を公約とされま
議員が登壇︑６項目にわたり活
したので早期に実現すると予想さ
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
れます︒
答弁は次のとおりです︒
枝幸町が高校生以下の医療費を
なお︑再質問以降はＱ・Ａで
無料化した場合︑令和２年度レセ
表示しています︒
プトデータの試算によると約１５
６０万円︑令和３年度は約１２９
一般質問 １問目
０万円となります︒所得制限や世
小林 正浩 議員
帯あたりの助成限度を設けること
により減額も可能と考えます︒
令和３年度ふるさと納税︑約２
億６千万円の一部を活用すれば無
理な金額ではないと思います︒
﹃未来につながるまちづくり﹄の
ためにも高校生以下の医療費無料
乳幼児等医療費助成事業におい 化実現の可能性について町長の所
て︑北海道の基準入院 歳︑外来 信を伺います︒
６歳までの助成︑所得制限ありと
定めている市町村は︑枝幸町を含
め全道で 市町しかありません︒
宗谷管内では︑稚内市は入院・
外来 歳所得制限あり︑猿払村は
入院・外来 歳所得制限あり︑浜
頓別町は入院・外来 歳所得制限
なし︑中頓別町・豊富町・幌延町・
利尻町・利尻富士町・礼文町は入
院・外来 歳所得制限なしとなっ
ています︒

高校・大学などの青年期までの各
段階に応じた切れ目のない子育て
支援を充実させるための取り組み
を進めてきました︒
以上のことから﹁ふるさと創生
総合戦略﹂において︑検討事業と
していた乳幼児等医療費無償化に
ついては︑現行の﹁乳幼児等医療
費助成事業﹂での運用を継続する
考えです︒
︵町長︶

再質問

たしかに子育てのために町独
自の支援施策を実施しているのは
私も評価しますが︑子育て世代の
ことを考えると助成制度を広げた
らいかがかと考えます︒
子ども医療費助成については︑
再三に渡り拡大を求められており
ますが︑令和２年の子育て世代ア
ンケート調査で７割の方が医療体
制の充実を求めており︑地理的に
不便な枝幸町で︑子どもたちの医
療を充実することが最優先と考え︑
旭川医大︑名寄市立総合病院から
ご支援をいただき︑小児科医の診
療体制を充実してきました︒
そのような体制を組むにあたっ
て病院の運営を考えると一般会計
が病院会計に対して負担をしてい

Q1

A1

町長答弁

乳幼児等医療費助成事業につき
ましては︑現在︑北海道が定める
基準に従い所得制限を適用し︑就
学前の子に対しては通院費及び入
院費を︑小学生に対しては入院費
を助成しています︒
小児科の医療環境の充実を図る
ため︑旭川医大︑名寄市立総合病
院等からの小児科医による出張診
療を継続するとともに︑予防事業
に重点を置いた取組みとして︑新
生児訪問︑乳幼児健診など疾病等
の早期発見︑早期治療につながる
よう努めているところであります︒
また︑﹁子育て支援予防接種助
成事業﹂や﹁ファミリーサポート
センター事業﹂﹁ふるさと教育推
進事業﹂﹁幼保一元化﹂など︑町
独自の子育て支援施策を実施して
おり︑最優先課題である﹁認定こ
ども園の整備﹂や﹁保育教諭の安
定確保﹂に向けた取組みも行って
います︒
当町としましては︑任意予防接
種費用の全額助成など︑予防事業
や町独自の子育て支援施策に重点
を置き︑結婚・妊娠・出産期から︑

（５）

11

15

18

12

15

未来の
こどもたちの
ために

18

一般質問

ます︒
枝幸町の考え方としては︑新生
児から高校生まで安心して子育て
が出来る独自の環境はあるので︑
そこはしっかり継続しながら︑支
援を増やしていくのは︑今後のこ
とを考えますと踏み切ることがで
きない状況です︒
︵町長︶
乳幼児医療費無償化について
は︑執行方針の人口減少対策には
最も効果的なアイテムになると思
いますが町長の考えは︒
経済的支援だけではなく子育
てをする環境の良い所をしっかり
と外に発信していく中で︑定住促
進につながると考えます︒単に医
療費助成ということではなく︑全
体として支援することに力を注ぎ
たい︒
１８０近くある北海道の市町
村の中で︑北海道の基準で助成を
行っているのは だけで︑その中
に枝幸町があるのは︑宗谷の中で
は断トツに遅れているのではない
か︒
枝幸町の良さを発信しながら
子育て支援の取組みが遅れている
印象を払拭するように頑張ってい
︵町長︶
きたい︒

一般質問

１問目

10

14

議員

25

15

喜幸

配であります︒
したところ︑老朽化した配水管が
枝幸南部地区は︑漁業︑酪農業 錆により閉塞している箇所が判明
の地域であります︒断水がありま しました︒当該区間の１・６キロ
すと生活ばかりではなく仕事にも メートルについては︑配水管布設
大きく影響するものであります︒ 替えを実施︑さらに下流側にあっ
それ故に︑できるものであればこ た漏水箇所の修繕を実施し︑５月
のようなことのないよう︑日々の
日に断水を解消しました︒
管理が求められます︒そこで日々
次に︑山臼地区につきまして︑
の水道設備の管理をどのようにさ ５月 日に減圧水槽の水位異常を
れているのかについても伺います︒ 流量監視装置にて検知したため︑
今回もそうでありましたが︑断 現地調査を実施したところ︑乙忠
水事案がありますと夜通しの復旧 部から山臼へ続く配水管の漏水が
作業に当たられる職員の皆様には 判明し︑復旧作業を実施しました︒
敬意を表します︒そうした緊急事 ５月 日には再度︑減圧水槽の水
態が発生しないためにもしっかり 位異常を検知したため︑現地調査
とした原因究明と今後の対策が重 を開始するともに︑消防タンク車
要と考えます︒
による減圧水槽への補給給水︑音
以上について︑町長の所見を伺 声告知放送によるお知らせを開始
います︒
しました︒
現地調査の結果︑前回の漏水箇
町長答弁
所より１００メートルほど乙忠部
側の配水管の漏水が判明し︑翌
日に復旧作業を実施︑午後２時過
ぎには通水確認を終えました︒
しかしながら︑５月 日︑５月
日の復旧作業中に管路内に混入
した空気の影響により︑複数箇所
で水流が停滞し︑２度にわたり山
臼地区のほぼ全域において断水が

去る４月 日から５月 日にか
けて西音標地区で︑また︑５月
日と 日〜 日にかけて山臼地区
で断水事故が相次いで発生しまし
た︒
まず︑西音標地区につきまして︑
４月 日に地域住民の方から水が
出ないとの通報があり︑現地調査

10

16

徳保

当町において良質で安全な水を
安定供給するために必要な施策が
講じられてきているものと認識を
しております︒
令和４年５月 日開催の臨時議
会において既に町長から経過説明
と地域住民に対しお詫びの言葉が
ありましたが︑生活に最重要な公
共設備である水についてでありま
すので︑改めて今回︑南部地区簡
水において頻発した断水事案の原
因と今後の対策について伺います︒
全国的に水道管の老朽化問題が
いわれている中でありますが︑今
回の破損原因は何らかの外的要因
によるものなのか︑又は経年劣化
によるものなのか︑もし後者であ
るのであれば︑今後またどこかで
同じような破損が起こりうるもの
ではないかと考えられ︑非常に心

14

10

安心して快適
に暮らせるま
ちづくりのた
めに
24

Q2

A2

Q3

A3

11

25

10

10

15

（６）

一般質問

発生しました︒
今回の断水事故の原因ですが︑
西音標地区については︑布設後
年ほど経過した配水管の老朽化で
発生した錆による管内閉塞と︑漏
水による水圧低下が原因でした︒
山臼地区については︑布設後
年ほど経過した配水管の弾力性が
徐々に低下してきたこと︑また低
い沢地で高水圧となる箇所での漏
水が起因となり︑管路内に空気が
混入し︑水流が停滞したことが断
水の原因であり︑外的要因と経年
劣化の両方であったと判断してい
ます︒
今後の対策としましては︑枝幸
南部地区簡易水道については︑令
和７年度から北海道が事業主体で
ある営農用水施設整備事業により︑
老朽化した配水管更新を実施予定
であり︑重要幹線本管については︑
腐食しにくく耐震性に優れた配水
管へと順次更新をする予定です︒
また︑水道施設の日常管理につ
きましては︑現在︑流量監視装置
により 時間常駐監視を行い︑異
常があった場合には施設管理会社
を通じて緊急通報が入るシステム
を採用しているほか︑委託による
24

漏水調査や︑職員・検針員による 故が発生しないよう努力します︒ るものと考えます︒
現地調査により︑漏水箇所の早期
︵水道課長︶
また︑住民参画による︑協働に
発見に努めています︒
歌登地区簡易水道の現状につ よるまちづくりが重要と各種計画
今後も︑町民の皆さんへ良質で いて︒
でもいわれておりますし︑そのた
安全な水を安定供給するため︑漏
歌登地区簡水︑志美宇丹簡水︑ めにも喫緊の問題として今後のま
水箇所の早期発見と早期復旧︑ま 本幌別簡水があり老朽管もありま ちづくりのための人づくりを︑ま
た住民への的確な情報の伝達など︑ す︒漏水はありますが︑断水事故 ちとして︑積極的かつ戦略的に取
対応に万全を尽くしていきます︒ には至っておりません︒今後南部 り組む必要があると私は考えます︒
︵町長︶ 簡水の整備終了後に整備計画を進
同様の質問を令和２年第３回定
めていきます︒
︵水道課長︶ 例会においてしておりますが︑そ
の際︑町長からは︑まちづくり推
一般質問 ２問目
進課が所管する︑枝幸高校と地域
徳保 喜幸 議員
が連携した﹁ふるさと教育﹂推進
プロジェクトのお話が中心の答弁
を頂いております︒また︑今年の
町政執行方針においても人材育成
に関しては﹁ふるさと教育につい
て﹂の中で︑まちの将来を担う人
づくりを進めていくとあり﹁ふる
再質問
さと教育推進協議会﹂が主体とな
って人材育成や担い手確保の体制
構築を支援するとあります︒
行政としても私と同様の問題意
識を持っているものと認識をいた
します︒
そこで今考えている︑人材育成
や担い手確保の体制構築について
どのように進めようとしているの
か︑またどの部署が所管して行う
断水事故を起こさない平時の
調査が重要と考えます︒今後の対
応について︒
水道管は地中に埋設されてい
ます︒通常耐用年数は 年と考え
られていますが︑それ以上使用し
ている管もありますので︑流量監
視装置や平時の現地調査を慎重に
進めることにより︑できるだけ事

将来に向け
たまちづく
りのために

Q2

A2

将来に向けて安定した町づくり
を推進するために最も重要な観点
は︑まちづくりを進めていただく
ための人づくりであると私は認識
をします︒
﹁自助︑共助︑公助﹂の共助を
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
等の様々なコミュニティ活動にお
いても︑人づくりが求められてい

（７）

Q1

A1

50

25

40

のか︑町民の対象者はどのような
年代層をターゲットとされている
のか具体的に伺います︒
町長部局︑教育長部局総出で取
り組むべき重要施策であるように
私は考えますが︑このことについ
て︑町長の所見を伺います︒

町長答弁
令和元年度から︑取組みを進め
ております﹁ふるさと教育﹂につ
いては︑先ほど本年度の重点施策
として申し上げたとおり︑これま
での学力向上の取組みから︑地域
との強いつながりによる人材育成
へと発展させ︑これを地域産業や
経済との協働により進めていきま
す︒
この取組みの推進にあたり︑事
業の円滑な展開と学校間の連携を

充実するため︑各学校やＰＴＡ︑
教育委員や商工会︑民間事業者な
ど︑主に働く世代の各職域から会
員を選出し︑これに公営塾スタッ
フや町並びに教育委員会職員を含
め︑昨年 月に﹁ふるさと教育推
進協議会﹂を設立しました︒
この協議会は︑枝幸町の将来を
担う地域人材を育成する新たな組
織であり︑仕事の魅力や職能を学
ぶための具体的な活動を行う部会
を設置し︑全体の連絡調整をまち
づくり推進課が担うことで︑行政
の枠にとらわれず関係機関と緊密
に連携を深めながら﹁ひとづくり﹂
という重要な課題を着実に進めて
いきます︒
また︑本事業はふるさと創生総
合戦略にも位置付けられており︑
庁舎内全体の本部会議や民間委員
による有識者会議での点検や評価
を行い︑町議会へも効果検証の内
容を示し︑幅広い意見の集約を行
っています︒
これまでの３年間で︑学力向上
のための公営塾や地域理解を深め
る﹁枝幸探究﹂などの取組みは着
実に成果が表れています︒
特にこの春︑４名が国公立大学

に進学した公営塾には︑本年度も 進課を含め︑全庁に対応しなけれ
枝幸高校生徒の約４割︑ 名を超 ばいけないと考えています︒
える生徒が在籍しており︑塾スタ
ッフの充実が急務となっています︒
さらに︑これからの取組みに向
け︑人とのつながりや仕事を知る
機会の実践を目指し︑枝幸高校で
は︑これまで長期休業中のみであ
った生徒のアルバイトを︑本年４
月より通年へ解禁するなど︑徐々
に動きも出てきています︒
地域で育てた子ども達が︑ふる
さと枝幸を想う優秀な人材となり︑
地域を支える人となるためには︑
安心して︑結婚や出産︑子育ての
できる環境を整え︑学校での深い
学びや︑これを支える地域の産業
を守ることが必要です︒
町としましても︑担い手世代の
確保や移住定住などの人口減少対
策とも連動し︑これからのまちづ
くりに必要な取組みをしっかりと
見つめ直し︑本質的な施策を構築
していきます︒
再質問
50

青年層や成年層の人材育成に
ついてどのように考えていますか︒
非常に難しい問題ですが︑教
育委員会社会教育やまちづくり推
Q1

A1

一般質問
令和４年８月 30 日発行

会
議
町
幸
枝
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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ので、ぜひご覧ください。

（８）

一般質問

一般質問

１問目

洋郎

議員

除去はどのように考えているのか
伺います︒
新聞報道によると﹁﹃花いっぱ
いの道﹄をみんなでつくろう！お
もてなしの道プロジェクト﹂が今
年度からスタート︒とあります︒
今後どのように発展︑展開を考え
ているのか伺います︒
オホーツクミュージアムえさし
正面の花壇は昨年から整備が進み︑
今年は芝桜がきれいに咲きました︒
また︑法面部分にも芝桜がちらほ
ら咲いており︑今後の管理次第で
は法面一面に芝桜を咲かせること
ができるのではないかと期待しま
すが︑今後どのような管理を考え
ているか︒また︑昨年這松を除去
した花壇は土の上にチップを敷い
た状態であるが︑今後何らかの整
備を考えているのか︒以上︑町長
の所見を伺います︒

町長答弁
北幸公園に隣接する町道常盤線
の花壇植栽については︑沿道にお
ける良好な生活環境を確保し︑地
域に住む人や訪れる人にとって少
しでも憩いと安らぎを与えること
のできる取組みとして︑今年度よ

り各種団体協力のもと実施するこ
とができました︒
この事業は︑子どもたちから高
齢者︑町内の団体ボランティアな
ど幅広く参加・体験していただく
ことで﹃道路への関心と愛着﹄を
育み︑住民同士のふれあいやコミ
ュニケーションが活性化され﹃こ
ころの健康づくり﹄に寄与するこ
とを期待しています︒

今後も道路沿道の花壇植栽や活
用など︑きれいな街並みづくりは︑
地域住民みなさんのアイディアや
協力によって︑維持管理も含めた
形で継続的に取り組む事が必要と
考えています︒

次に︑ミュージアム正面の花壇
整備については︑周辺の環境整備
の一環として︑三笠山から芝桜の
移植を職員により昨年度から実施
しており︑今後も維持管理を含め
継続的な花壇整備を行います︒
また︑度重なる風雪や害虫被害
などの影響を受けた這松を除去し
た花壇は︑木製チップを敷き詰め
ることで雑草の育成防止に努めて
おり︑今後︑新たな植樹や花壇整
備は鳥獣被害の報告もあり︑現状
での維持管理を行う方針です︒
︵町長︶
再質問
これまで︑なかなか進まなか
った植栽活動が今年度実施するこ
とができた経過について︒
これまでは︑地域住民ボラン
ティア任せであったが︑長年雑草
が生え︑土も相当固くなっており
一般住民だけでは難しいものがあ
ったので︑町が機械で耕したあと
で︑これまで経験のある団体みな
さんに呼びかけをして実施するこ
とができた︒
来年度はバスセンター前までを
植栽する考えです︒︵建設課長︶

Q1

A1

野口

６月はじめ︑北幸公園から町道
常盤通線枝幸中学校グランド前の
約２３０ｍの花壇及び植樹帯が整
備され︑きれいな花が植えられま
した︒何度か議会で取り上げてき
ましたが︑地域住民にとっては念
願であり︑今までの雑草だらけの
環境からは見違えるもので大変喜
んでいます︒
参加団体は﹁役場職員組合﹂
﹁役場建設課﹂﹁枝幸町商工会女
性部﹂﹁町課長等連絡協議会﹂
﹁枝幸中学校生徒会﹂となってい
ます︒今後継続するためにしっか
りとしたシステムが必要です︒今
回の整備がどのようなシステムで
行われたのか︑また︑継続的に続
けられるものになっているのか伺
います︒花壇は花を植えてからの
管理が大変です︒水やりや雑草の

（９）

綺麗に整備された花壇

町道花壇と植
樹帯の整備及
びミュージア
ムの花壇整備
について

一般質問

町がある程度準備をして町民
に呼び掛けることで協力が得られ
ると思うが︑そのほかの植樹帯に
ついてはどのように考えているか︒
市街地の植樹帯は全部で か
所あり︑すでに住民により植栽が
されているところや全く手つかず
の箇所もあります︒今年度の取り
組みをモデルケースとして今後検
証し︑ほかの箇所の整備につなげ
ていきたい︒
︵建設課長︶
ミュージアム前の芝桜につい
て︑せっかく咲いているので周辺
の草刈り作業の際︑刈り取らない
ように注意すべきと考えるが︒
十分注意をして刈り取らない
ようにします︒
︵建設課長︶
這松を除去した箇所は﹁すこ
やかロード﹂となっており︑多く
の住民がウォーキングをしている
が︑ツツジなど花の咲く植物を森
林環境譲与税を活用し植栽するこ
とはできないか︒
森林環境譲与税を道路の植樹
帯の整備に利用はできないと考え
ている︒
︵農林課長︶

一般質問

65

洋郎

２問目

野口

議員

厚生労働省の報告によると﹁団
塊の世代﹂が 歳以上の後期高齢
者となる２０２５年問題︑さらに
は第２次ベビーブームで生まれた
﹁団塊ジュニア﹂が 歳〜 歳と
なる２０４０問題を提起しており︑
歳以上の高齢者人口は ％以上
となるとの事であります︒経済を
支える現役世代が急減し︑労働者
不足は深刻化し︑介護職員も不足
し現状より 万人増やす必要があ
るとしています︒
枝幸町人口ビジョンの高齢化率
の将来展望でも︑２０２５年 ・
６％︑２０４０年 ・８％︑とな
り︑厚労省が示す高齢化率より高
い水準となっています︒当然介護
職員数が大幅に不足することが予
想されますが︑町としてどのよう
な認識でいるのか伺います︒
当町では︑社会福祉協議会が行

当町の今後の高齢者の増加と
それに伴う問題点についてどのよ
うに認識しているか︒
当町では今後の人口減少によ

っている在宅介護が高齢者や障が ひとつであると考えています︒
い者の大きな支えになっています︒
社会福祉協議会については﹁公
社会福祉協議会は民間福祉団体で 共性﹂や﹁公益性﹂の高い組織と
すが︑当町にとってどのような位 して︑福祉介護事業をはじめ︑ボ
置づけ︑また関係性があると考え ランティア活動や高齢者の方への
ていますか︒
各種サービスの提供など地域に密
社会福祉協議会には一般会計民 着した業務を担われており︑当町
生費から補助金および委託金が︑ の地域福祉推進の重要な機関と認
介護保険事業特別会計から地域支 識しています︒
援事業費として委託料が予算計上
また︑社会福祉協議会には︑令
されています︒今後高齢者が増加 和３年度で一般会計から約５６３
する中で︑在宅介護の担い手であ ０万円︑介護保険事業特別会計か
る介護支援専門員︵ケアマネージ ら約１８６０万円の委託料や補助
ャー︶等のスタッフが必要十分な 金を支出しています︒
員数を配置できる予算となってい
超高齢化社会に向けた︑事務職
るのか︒町長の所見を伺います︒ 員・専門職員の人件費や配置等に
つきましては︑介護サービスを受
町長答弁
ける高齢者の方に支障が出ないよ
う支援してまいりたいと考えてい
ます︒
社会福祉協議会をはじめ︑介護
サービス提供事業者とは︑常に情
報交換や連携を密にし︑当町の福
祉の向上に努めていきます︒
再質問

当町は︑合併から 年間で︑約
２千人の人口が減少し︑高齢化率
も年々増加している現状であり︑
人口減少が介護職員だけでなく︑
当町の産業や雇用に与える影響は
非常に大きなものと認識していま
す︒
そのため︑超高齢化社会に向け︑
人口減少と高齢化を背景に当町の
将来を見据えた持続的な福祉︑介
護︑医療体制の構築は重要課題の

Q1

A1

高齢化社会
に対する当
町の取り組
み
65

38

35

70

36

75

69

Q2

A2

Q3

A3

Q4

A4

38

15
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一般質問

り若い世代も減少するが︑高齢者
一般質問 １問目
人口も減少していく︒
岩谷 隆行 議員
試算では︑２０４０年には現在
２７００人となっている高齢者人
口は２０００人程度と予想される︒
︵保健福祉課長︶
現在︑社会福祉協議会には６
人のケアマネージャーが在籍する
が︑現状は間に合っていると考え
現状︑枝幸町のメインの宿泊先
ているのか︒
現状は足りていると考えてい はホテルニュー幸林だと思われま
る︒平成 年は不足があるとして︑ す︒しかし︑現状同ホテルはほと
んど部屋が取れず︑雄武︑紋別な
町から派遣していた事もある︒
︵保健福祉課長︶ どの宿泊先に人が流れている状況
ケアマネージャーとなる資格 です︒それでは観光産業を繁栄さ
取得には︑一定の実務経験が必要 せたとしても︑宿泊先が追い付か
との事であるので町としても計画 ず︑お客様がつかない状況になり
かねません︒
的に考えるべきと思うが︒
また︑現状の稼働率はビジネス
町としてもしっかりと必要
なバックアップをしていきます︒ 客がメインで︑ ％の稼働率のよ
︵保健福祉課長︶ うです︒土日は稼働率が低く︑平
日だけだと ％を超える稼働率の
ようです︒ ％を超える稼働率は
ホテル業界では︑ほぼ満室の状態
です︒
しかし︑人員稼働率は ％のよ
うです︒これは︑同ホテルはツイ
ンルームがメインで︑宿泊人数稼
働率はツインルームにビジネス客

が１人で泊まる状態で︑かなり効
率が悪くなっています︒観光客と
ビジネス客の宿泊稼働率をよくす
るには︑ビジネス客メインのシン
グルルームの増設が急務と思われ
ます︒
ツインルームや和室は観光客メ
インに︑そしてビジネス客にはシ
ングルルームをメインに効率よい
施設にするべきだと思います︒
観光客の宿泊が増えると︑枝幸
町内の飲食店︑土産店などの活性
化となります︒
この枝幸の
宿泊者の現状
について町長
はどうお考え
でしょうか︒

町長答弁

当町の宿泊者については︑本年
度に入り︑コロナ禍の行動制限緩
和や観光事業者向けの支援策であ
る﹁どうみん割﹂を利用する観光
客に加え︑民間や公共工事の施工
などに伴うビジネスユースに支え

られ︑両保養施設とも好調な滑り
出しを見せています︒
ホテルニュー幸林における客室
の効率化につきましては︑町とし
ても︑かねてよりその必要性は認
識しており︑随時︑検討を行って
いました︒
平成 年３月には︑両ホテルの
改修基本計画を策定し︑観光施設
として魅力向上と︑長寿命化のた
めの施設改修の必要性を洗い出し︑
これらに基づき︑年次計画的な改
修を進めているところです︒
また︑コロナ禍において︑今後
の保養施設のあり方を探るため︑
ホテルニュー幸林の改修も考えを
持ってはいますが︑現実的な問題
として︑財源の確保や長期間の休
業が必要となることなどから︑現
段階での事業化は困難であると捉
えています︒
当面︑ホテルニュー幸林の客室
不足には︑うたのぼりグリーンパ
ークホテルをその受け皿として︑
多様なニーズに最大限の対応を行
い︑利用客の確保に努めます︒
これらを踏まえたうえで︑大き
な懸案となっています︑うたのぼ
りグリーパークホテルや南宗谷ゴ
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ホテルニュー
幸林について

80 80

Q2

A2

Q3

A3

28

78

47

29

一般質問

ルフ場などを含めた今後の保養施
設等のあり方︑ホテルニュー幸林
改修の方向性など︑広く︑利用者
や地域の皆さんの意見を聞きなが
ら検討していきます︒
再質問
改修には長期の休業が必要と
いうが稼働しながらシングルルー
ムの増設であって︑初期投資はか
かるが将来的には利益になる施設
です︒
現状︑今のホテルニュー幸林
の状況は各種制度を利用して︑継
ぎ足し︑継ぎ足し整備されていま
した︒一時的に部分改修をしなが
ら宿泊者︑入浴と食事を提供して
きています︒これ以上宿泊の受け
皿を増やすことは︑レストラン︑
会食をする部屋のあり方は色々な
ことで都合が悪くなります︒
単純に一時的にシングル棟を建
てても︑そこを繋いで出来るかと
いうと難しいところがあります︒
増設するということを踏まえて全
体的な施設の調和を図るには不符
合があるため︑時間がかかるとい
うことです︒
Q1

A1

主な議案
選挙
◆選挙管理委員会委員
野 崎 裕 一
村 山 恵一郎
島 崎 慧 覚
乾
淳 子
◆選挙管理委員会委員補充員
窪 田 潮 香
竹 村 栄 治
君ケ袋 政 仁
平 谷 麻衣子

議決議案

氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏
氏

◆北海道市町村総合事務組合規約
の変更に関する協議について
◆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
議について
◆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につい
て
◆辺地に係る公共的施設の総合整
備計画の策定について
◆辺地に係る公共的施設の総合整
備計画の変更について

条例案件

◆枝幸町不妊及び不育症治療費の
助成に関する条例の一部を改正
する条例について

報告案件

◆令和３年度オホーツク枝幸株式
会社の経営状況
昨年４月から今年３月までの組
織の状況︑営業状況︑決算等︒
◆令和３年度枝幸町一般会計繰越
明許費繰越計算書
〇行政手続オンライン化推進事業
２００万円
〇子育て世帯等臨時特別支援事業
６１万４千円
〇住民税非課税世帯等臨時特別給
付金給付事業
１０６０万円
〇小中学校感染症対策事業
９００万円
〇道営草地整備事業︵公共牧場整
備事業︶
３２４０万５千円
〇公社営草地畜産基盤整備事業
３９８２万９千円
〇食品産業ＨＡＣＣＰ等対応施設
整備事業
４０９８万円
〇枝幸港改修事業︵直轄︶
６００万円

公営住宅整備事業
１億１５００万円
◆寄附採納
●指定寄附
◎宗谷南農業協同組合
代表理事組合長
向井地 信之 氏
現金 ２２００万円
︵農業振興へ２千万円・新型コ
ロナウイルス感染防止対策を
目的として２百万円︶
●一般寄附
◎藤建設株式会社
代表取締役社長
藤田 隆明 氏
現金
１００万円
●ふるさと未来応援寄附
令和３年度実績
・まちづくり応援事業
８７７４件
１億６７５２万９千円
・子育て・教育応援事業
３２７４件
６５９４万９千円
・福祉・医療応援事業
１４７７件
２７００万８千円
合計
１万３５２５件
２億６０４８万６千円
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陳情・意見書
第２回定例会に提出された陳情・
意見書は次のとおりです︒
陳
<情書８件 >
■﹁補聴器購入補助等の改善をは
じめ︑難聴︵児︶者への支援拡
充を求める自治体意見書﹂採択
についての陳情書
︵陳情者 一般社団法人北海道保
険医会︶
■女性トイレの維持及びその安心
安全の確保についての陳情
︵陳情者 女性スペースを守る会・
ＬＧＢＴ法案における﹃性自認﹄
に対し慎重な議論を求める会︶
■沖縄を﹁捨て石﹂にしない安全
保障政策を求める意見書の提出
を求める陳情
︵陳情者 辺野古を止める！全国
基地引き取り緊急連絡会︶
■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︶
■北海道農業の基幹作物てん菜の
生産を守ることを求める意見書

歳出は︑新型コロナウイルス感
の採択のお願い
■水田活用の直接支払交付金の見 染症対策費として︑オホーツク活
直しの中止を求める意見書の採 力商品券発行事業など 事業︑一
般廃棄物最終処分場整備のほか︑
択のお願い
︵陳情者 農民運動北海道連合会︶ 医療技術者等修学資金貸付事業な
■中国共産党による臓器収奪の即 ど︒歳入においては︑各種事業に
時停止ならびに人権状況の改善 係る国・道支出金︑財政調整基金
を求める意見書の提出に関する 繰入金や産業振興基金繰入金等を
計上︒当初予算の骨格予算編成の
陳情
肉付け予算となる︒
︵陳情者 井田敏美︶
◆港湾整備事業特別会計︵第１号︶
■国民の祝日﹁海の日﹂を７月
５５５万７千円増
日に固定化する意見書の提出を
◆簡易水道特別会計︵第１号︶
求める陳情
２４７９万４千円増
︵海事振興連盟︶
審議の結果︑各陳情は資料配布 ◆下水道事業会計︵第１号︶
収益的収入及び支出
となりました︒
意見書１件
１０６０万円増
<
>
■森林・林業・木材産業によるグ
資本的収入
２７５０万円増
リーン成長に向けた施策の充実・
資本的支出
２７６０千円増
強化を求める意見書
◆国民健康保険病院事業会計
提出者 村 上 守 義
︵第１号︶
賛成者 小 林 正 浩
収益的収入及び支出
賛成者 石 川
勝
１６６８万７千円増
審議の結果︑意見書は採択とな
資本的収入
りました︒
１億１０００万円増
資本的支出
令和４年度補正予算
１億１１４０万８千円増
︵全会一致で可決︶
20

◆一般会計補正予算︵第１号︶
４億２千万９千円増

補正予算 Ｑ

＆Ａ

第２回定例会での予算の質疑
内容を﹁質問はＱ・答弁はＡ﹂
に要約してお知らせします︒

一般会計補正予算

Ｑ 有害鳥獣駆除経費の内容につ
いて︒
︵遠山議員︶

Ａ 春に熊の出没が頻発した際︑
農家から牧柵︵電気柵︶を借用し
設置したところ効果があり︑今後
の熊対策に
有効と考え︑
町として購
入する予定
です︒
︵農林課長︶
Ｑ 狩猟用銃弾不足について︒
︵遠山議員︶

Ａ コロナ感染症︑ウクライナ問
題等により︑入手しづらい状況で
あり︑今週に入り︑振興局からこ
の問題について調査がありました︒
歌登部会では不足している人も
いるが︑枝幸支部では足りている
状況です︒
︵農林課長︶
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Ａ 緊急連絡ツールになりうるも
のです︒タブレット型端末を考え
ており︑高齢者にも簡単に利用で
きるよう計画している︒今後のラ
ンニングコストは年間４００万円
〜７００万円と考える︒
︵総務課参事︶
Ｑ 公共交通利用促進特別支援事
業について︒
︵野口議員︶
Ａ コロナ感染症の影響により利
用が減少している公共交通事業者
支援を目的とし︑利用促進を図る
ため︑都市間バス利用については
運賃の２分の１︑ハイヤー利用に
ついては１回５００円を助成する
ものです︒
︵まちづくり推進課長︶

Ｑ オホーツク枝幸活力商品券発
行事業について︒ ︵野口議員︶

Ａ 道の駅のトイレ換気対策工事︑
手洗いの非接触化対策︑枝幸リサ
イクルセン
ターのトイ
レ洋式化︑
歌登バスタ
ーミナルの
スロープ化
工事費用で
す︒

︵まちづくり推進課長︶
Ｑ 公共施設等感染拡大防止対策
強化事業の工事請負費の内容につ
いて
︵小林議員︶

Ａ コロナ感染症︑ウクライナ問
題等により︑現在︑物価上昇によ
る町民の購買意欲が低下している
状況への対策として︑町民一人当
たり一万円の商品券を無料配布す
るものです︒８月中旬までに各家
庭に配布し︑９月１日〜１月 日
までの期間︑使用できるものです︒
︵水産商工課長︶
Ｑ 地域間交流事業について︑ま
た︑使用料及び賃借料について︒
︵小林議員︶

Ａ 今年度から漁業協同組合が指
定管理者になり漁船の陸揚作業等
を漁業者が苦労して行っているが︑
この工事は経年劣化による施設の
改修工事です︒
昨年まで指定管理者であった事
業者が︑今年度サポートをしてお

Ｑ 指定管理者が代わり大変苦労
して作業をしているが︑この改良
はそのことに関係するものか︑ま
た経年劣化によるものか︒
︵小林議員︶

港湾整備事業特別会計

︵まちづくり推進課長︶

Ａ 平成 年から継続されている
長崎県平戸市とのホームステイを
中心とした交流事業がコロナ感染
症により中止されている︒
ホームステイの廃止︑交流プロ
グラムの見直し等を行い︑事業再
開に向け協議している︒
使用料及び賃借料は施設利用料
やスキーの賃借料です︒
︵教育委員会事務局参事︶
Ｑ 保養施設整備事業の内容につ
いて
︵小林議員︶
Ａ グリーンパークホテルの女子
浴場のサウナストーブの交換及び
取替工事等です︒

31

Ｑ 除雪対策経費の修繕料につい
て︒
︵遠山議員︶
Ａ ２０１０年に取得しているロ
ータリーのブロアーケースの交換
及びメインフレームの補強です︒
︵歌登総合支所長︶
Ｑ 住民税非課税世帯臨時特別給
付金給付事業について︒
︵野口議員︶
Ａ 令和４年度に新たに住民税非
課税世帯となった世帯に︑一世帯
当たり 万円を支給する事業です︒
１５０世帯程度予定しております︒
︵まちづくり推進課長︶
Ｑ 公共施設等感染拡大防止対策
強化事業の地域情報プラットフォ
ーム構築業務委託料について︒
︵野口議員︶
10

Ａ デジタル技術を活用した通信
システムの構築︑日常生活に役立
つデジタル情報を発信するため︑
﹁データ放送システムの導入﹂と
﹁モバイル端末向け地域情報アプ
リの開発﹂をするものです︒
︵総務課参事︶
Ｑ︵再︶ 現在各家庭に設置して
いる︑告知端末が停電時使用でき
ない問題に対応するものか︑また︑
今後のランニングコストは︒

14
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り︑今後安全に作業ができるよう
大規模改修も予定されている︒
︵水産商工課長︶
月 日︶

第２回 議会臨時会
会期︵
25

25

10

国民健康保険病院事業会計
Ｑ 備品購入費として自動遺伝子
解析装置︑全自動遺伝子抽出装置
とあるがどのようなものか︒
︵小林議員︶

承認案件では専決処分の枝幸町
税条例の一部を改正する条例︑令
和３年度一般会計補正予算などの
各議案を審議し︑承認して閉会し
ました︒

主な議案
選挙

◆議長の選挙
◆副議長の選挙
◆南宗谷衛生施設組合議会議員の
選挙

◆南宗谷消防組合議会議員の選挙

を改正する条例
◆枝幸町パートタイム会計年度任
用職員の報酬︑期末手当及び費
用弁償に関する条例の一部を改
正する条例
◆枝幸町職員の育児休業に関する
条例の一部を改正する条例
◆公有財産の取得
︵コミュニティバス車両購入︶
︵全会一致で可決︶

承認案件︵専決処分︶

◆枝幸町税条例の一部を改正する
条例
◆枝幸町都市計画税条例の一部を
改正する条例
◆枝幸町国民健康保険税条例の一
部を改正する条例
︻令和３年３月 日︼
◆令和３年度一般会計補正予算
︵第８号︶
３３９５万１０００円減
◆令和３年度国民健康保険事業特
別会計補正予算︵第３号︶
７４２０万９０００円減
◆令和３年度枝幸町後期高齢者医
療事業特別会計補正予算
︵第２号︶
万２０００円増

31

同意案件

◆副町長の選任
◆監査委員の選任
◆教育委員会委員の任命
︵原案同意︶

議決案件

◆議会広報編集特別委員会の設置
◆枝幸町特別職の職員の給与に関
する条例の一部を改正する条例
◆枝幸町職員の給与に関する条例
の一部を改正する条例
◆枝幸町フルタイム会計年度任用
職員の給与に関する条例の一部

94

４

令和４年４月３日に執行された︑
町長選挙及び議会議員選挙後︑初
めての臨時議会が４月 日開催さ
れました︒
仮議長︵議員最年長︶に選任さ
れた村上議員の進行により議長選
挙が行われ︑議長には 票で小原
議員が当選︵再任︶となり︑副議
長選挙では秋川議員が９票で当選
︵再任︶となりました︒
常任委員会では総務文教常任委
員会と︑産業厚生常任委員会︑議
会運営委員会委員の選任と各々正
副委員長を互選したほか︑南宗谷
衛生施設組合議会議員の選挙と南
宗谷消防組合議会議員の選挙を行
いました︒
同意案件では︑副町長の選任︑
識見を有する監査委員と議会選出
監査委員の選任︑教育委員の任命
に同意︒
議決案件では︑議長発議で設置
された広報編集特別委員会の正副
委員長の互選及び枝幸町特別職の
職員の給与に関する条例の一部を
改正する条例ほか５件を議決︒

（15）

Ａ 枝幸病院はＰＣＲ検査を実施
している病院であるが︑現在の検
査方法はＰＣＲのＬＡＭＰ法︑リ
アルタイムＰＣＲ法の二種類であ
るが︑より短時間で検査をするた
めに購入します︒
また︑現在は検査する時︑検査
技師１名が張り付きになってしま
うため︑ある程度自動でできた方
が︑他の医療検査も並行でき効率
化も図れるため︑１００％補助金
により購入します︒
写真は自動遺伝子解析装置
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◆令和３年度枝幸町介護保険事業
特別会計補正予算︵第３号︶
９２２万３０００円減
︵全件承認︶

第３回 議会臨時会

議決案件

第４回 議会臨時会
５月 日に開会︑議決案件２件
を審議しました︒

議決案件

総務文教常任委員会
所管事務調査

第３回︵６月９日開催︶
●枝幸町地域情報プラットフォー
ムの構築について ︵総務課︶
●ふるさと未来応援寄附について
︵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︶

産業厚生常任委員会
所管事務調査

第３回︵６月 日開催︶
●一般廃棄物最終処分場整備事業
概要について
︵町民課︶
●枝幸町認定こども園整備事業に
ついて １
︵町民課︶
●福祉介護連携機能の再編につい
て
︵保健福祉課︶
10

24

５月９日に開会︑議決案件４件 ◆工事請負契約について
を審議しました︒
︻公営住宅北栄団地６号棟建築主
体工事︼
長谷川・根木経常建設共同企業
◆工事請負契約について
体
︻認定こども園整備建築主体工事︼
８７５６万円
井手上・高橋・荒井特定建設工 ◆公有財産の取得について
事共同企業体
︻雪寒建設機械︵除雪ドーザ︶購
５億３２４０万円
入︼
︻認定こども園整備機械設備工事︼
北海道川崎建機株式会社
アート・オホーツク経常建設共
２５８５万９２９０円
同企業体
︵全会一致で可決︶
１億１７５万円
︻認定こども園整備電気設備工事︼
梅津・道北経常建設共同企業体
１億２９８０万円
︻認定こども園整備外構工事︼
田中・安部経常建設共同企業体
６３８０万円
︵全会一致で可決︶
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議員控室

４月に議会議員の改選
期を迎えたことから︑議
会運営や一般質問につい
て研修会を開催しました︒
北海道町村議会議長会
参与︑勢籏了三氏を迎え︑
新議員や年長議員からの
活発な質問もあり︑今後
の議会運営に役立つもの
となりました︒

６月

枝幸町議会議員研修会

（16）

仁

ばら

村上守義
田口修三
修
遠山
勝
石川

新たな議会構成
小
秋

原
川

祥

仁
雄

◆南宗谷消防組合議会議員
遠 山
徳 保 喜
岩 谷 隆

志

修
幸
行

◆
南
宗
谷
衛
生
施
設
組合議会議員
清 水 顕 志
渡 辺 明 徳

◆議会広報編集特別委員会︵後期︶
委員 田 口 修 三
委員 石 川
勝
委員 野 口 洋 郎
委員 清 水 顕 志
委員 岩 谷 隆 行

◆議会広報編集特別委員会︵前期︶
委 員 長 徳 保 喜 幸
副委員長 渡 辺 明 徳
委員 村 上 守 義
委員 遠 山
修
委員 小 林 正 浩

第２回臨時議会で今期の議会構成が決定しましたのでお知らせします︒

議
長
副 議 長

義
浩
三
勝
幸
喜

守
正
修

◆議会運営委員会
委 員 長 村 上
副委員長 小 林
委員 田 口
委員 石 川
委員 徳 保

浩
幸
修
郎
志

勝
三
雄
義
徳
行

◆総務文教常任委員会
委 員 長 小 林 正
副委員長 徳 保 喜
委員 遠 山
委員 野 口 洋
委員 清 水 顕
◆産業厚生常任委員会
委 員 長 石 川
副委員長 田 口 修
委員 秋 川 祥
委員 村 上 守
委員 渡 辺 明
委員 岩 谷 隆

顕

◆議会選出の監査委員
清 水

（17）
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札幌市

議会広報編集特別委員会

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。

第２回臨時会で特別委員会の設置
が決定されました︒
任期前半の２年間を私たちが担当
しますので︑どうぞよろしくお願い
します︒

しませんか

７月６日

北海道町村議会議員研修会

10

札幌コンベンションセンターを会場に７月６日︑
３年振りに町村議会議員研修会が開催されました︒
全道の町村を２つに分け︑枝幸町議会は第２部
に参加しました︒
ＮＨＫ党首討論会を仕切る政治ジャーナリスト
の泉 宏氏を講師に迎え﹁参院選最終情勢分析と
選挙後の政局展望﹂をテーマとしてお話を聞きま
した︒
このテーマは議員研修にはなじまないと思いつ
つ︑快活な口調に引き込まれ︑岸田首相の幼少期
から成年期の話や︑今後の政治情勢を様々な角度
から講演されました︒
最も驚いたのは︑泉氏の７月 日の参院選政党
別当選者数予想がほぼ的中した事でした︒
その情報力と分析力に脱帽です︒

議 会を傍 聴
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編 集 後 記

令和４年４月︑町議会議員選挙に
より︑新たな議員構成による枝幸町
議会がスタートしました︒
私自身︑２期目の議員活動を心新
たに町民皆様が誇りと愛着の持てる
まちづくりのため︑議員活動を続け
て行かなければと考えております︒
３年目を迎える︑コロナ感染症︑
不安定な国際情勢の影響による︑物
価上昇など町民生活に影響も大きい
ものがあることと思います︒
これまで︑コロナ感染症の影響に
より︑やむなく中止されていた各イ
ベントも今年度に入り徐々に再開さ
れてきております︒
枝幸厳島神社の例大祭︑歌登八幡
神社例大祭も開催され︑人々の集い
の場も再開されてきております︒我
々は仲間との集い︑語らいにより心
の安らぎを持つことができるのでは
と感じます︒この︑議会広報もご愛
読いただいた︑町民皆様がわが町の
今後のまちづくりの行方を考えてい
ただくためのものとなるよう︑編集
委員協力の下お届けできればと考え︑
しっかり編集していく覚悟でござい
ます︒どうか︑ご愛読のほどお願い
申し上げます︒
︵徳保︶

（18）

