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第３回

議 会 定 例 会
会期

月

日〜

日の４日間

16

︵事務・事業の効果を検証︶

13

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︑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
４項目について町長に質問しました︒町側から同意１件︑条例改正２件︑補正予算６件︑決算認定 件︑報
告１件が上程され︑また議会からは︑意見書１件︑陳情１件︑発議２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︑認定し︑会期
を１日残して閉会しました︒

令和３年度各会計決算を認定

９

行政報告
新型コロナウイルス感染症

10

40

ワクチン接種の状況

12

皮膚科の外来出張診療について︑
旭川医科大学 山本明美教授を含め

枝幸病院の出張診療について

６２人となりましたが︑９月は先 始まりました︒その後︑医療従事
週末までで 人となっており︑徐 者なども接種の対象に追加されま
々に落ち着いてきたように感じて したが︑特別混乱もなく順調に実
います︒なお︑７月下旬から感染 施されており︑８月末人口対比の
が広がっていますが︑ほとんどの 接種率ですが︑ 日現在で約８割
方は自宅療養で回復されています︒ となっています︒また︑オミクロ
町民のみなさんにおかれましては︑ ン株に対応したワクチン接種に関
改めて基本的な感染防止行動の徹 し国の方針が示されましたので︑
接種体制等の準備を進めていくこ
底についてお願いします︒
ととしています︒

16

６月 日から 歳以上の方と基
礎疾患を有する方を対象に新型コ
ロナワクチンの４回目集団接種が
60

13

２年ぶりに行動制限のない夏を
迎え︑人々の動きが活発となった
７月半ば頃から全国的に新規感染
者が急増しました︒８月には１日
あたりの新規感染者が過去最多を
記録した日もありましたが︑最近
は減少傾向にあります︒
町内においては︑７月の新規感
染者は 人︑８月は過去最多の１

27

10

68
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調整していました︒枝幸病院にて︑
月から月１回出張診療が可能で
ある旨のご連絡をいただいたとこ
ろです︒皮膚科については︑近隣
病院での受診予約もなかなか取れ
ない状況であり︑枝幸病院におい
ても皮膚炎やアレルギーなどの症
状を訴える患者も多いことから︑
地域医療の充実が図られると考え
ています︒
また︑眼科外来について︑旭川
医科大学の支援により︑月２回出
張診療していただいていますが︑
予約が取りづらい状況になってい
ることを受け﹁ 月から毎週火曜
日に出張診療が可能である︒﹂と
の連絡がありました︒地元枝幸で
診療の機会が増えることから︑予
約状況の緩和につながるものと期
待しています︒

11

10

（２）

15

令和４年度の普通交付税
枝幸町の普通交付税決定額は︑
億４１１３万円であり︑昨年度
と比較しますと４０６６万６千円
︵０・８％︶の増額となっていま
す︒要因としては︑単位費用等の
係数の増減はあるものの算定費目
に変更はなく︑国の交付税総額が
増額されたことによるものであり
ます︒予算計上額との比較では︑
２億４１１３万円を留保している
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︑補正予算をご提案し
ています︒

農業の状況

す︒
牧草の状況ですが︑１番草の収
穫時期は好天が続かず︑収穫タイ
ミングの遅れから︑繊維質の増加
と栄養の低下が懸念されています︒
２番草は︑気温も高めで適度な雨
量もあり平年並の生育となりまし
たが︑１番草の収穫の遅れが影響
し２番草の収穫も５日程度の遅れ
が生じました︒
生乳生産量は︑７月末現在１万
９１１７トン︑前年比 ・６％と
なっていますが︑農家戸数が減少
している中で一定量が確保されて
いることは︑酪農家皆さんのご努
力によるもので︑飼料の値上がり
など懸念される材料もありますが︑
今後の取り組みにも期待していま
す︒

林業の状況

９月 日・ 日︑小学生を対象
とした﹁森を知る体験教室﹂と︑
月 日には﹁町民植樹祭﹂を︑
枝幸町緑化推進委員会の主催で開
催される予定となっています︒
いずれも︑緑化に対する意識の
向上と︑森林に親しむことで森と
海の大切さを知る目的として開催
されるものであり︑盛会になるこ
とを願っています︒
木材加工施設整備事業の進捗状
況については︑現在︑加工施設の
建設を行っており︑ 月末を目途
に完成予定となっています︒その
後は︑木材製材機械の設置と敷地
整備を行う予定としており︑概ね
計画どおりに進んでいます︒

28

オホーツク枝幸活力商品券
発行事業

10

27

15

長引く新型コロナウイルス感染
症の影響に加え︑ウクライナ情勢
や円安の進行により︑灯油やガソ
リンなど様々な物価が高騰してい
ることから︑幅広く町民の方々の
生活を支援し︑購買意欲の向上と
地域経済の活性化を図るため︑こ

（３）

10

夢想漣えさしに続く︑当町の
ふるさと応援大使について
当町出身で︑現在フリーアナウ
ンサーとして徳島県を中心にご活
りん か
躍されている及川凛華氏に７月
日︑枝幸町を全国に宣伝し知名度
とイメージの高揚を図るために設
置する︑ふるさと応援大使への就
任をお願いしました︒
及川氏は︑ＮＨＫ徳島放送局の
情報番組にキャスターとして出演
されており︑また︑当町で過ごさ
れた学生時代には夢想漣えさしの
踊り子や︑子ども会のジュニアリ
ーダーなど幅広くご活躍されてき
ました︒今後は︑任期となる令和
６年３月までの間︑その経歴や経
験を生かしオホーツク枝幸ブラン
ドやふるさと納税の積極的なＰＲ︑
多様な関係人口の創出など︑生ま
れ育った枝幸町の知名度向上と魅
力発信につながる活躍に取り組ん
でいただけ
るものと大
きな期待を
寄せていま
す︒

3 年ぶりに開催された
就農者誘致促進セミナー
（未来の酪農家を目指す若者の皆さん）

51

８月 日︑枝幸町農業推進連絡
協議会の主催により﹁就農者誘致
促進セミナー﹂が３年ぶりに開催
され︑就農希望者や農業関係者ら
１００人が参加されました︒本セ
ミナーをきっかけに就農に向け研
修を受けている方もおり︑経営意
欲のある担い手の確保に向けた取
り組みとして今後も期待していま
23
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予防を徹底しながら︑学校活動を
継続していきます︒

町内中学校の修学旅行

に出始めているものと考えられま
す︒
しかし︑教科別で見ますと小・
中学校の算数︑数学は全国全道平
均との差が依然大きく︑この結果
をもとに分析や課題を明確にし︑
指導方法の改善を図るなど︑現在︑
学力向上の取り組みを進めていき
ます︒

目梨泊遺跡学術発掘調査

10

８月 日に第１回目の会議を開
催し︑委員の意識統合を目的とし
たデータによる現状把握と課題共
有を行いました︒今後︑地域包括
ケアシステムのあり方や居宅事業
と介護福祉施設などに関して︑月
１回程度の会議を開催する予定と
しています︒

８月下旬から９月中旬にかけて︑
順次実施されています︒道内の新
型コロナの感染は続いております
が︑感染対策
のシミュレー
ションやリス
ク管理を徹底
しながら実施
していきます︒

全国学力・学習状況調査

オホーツクミュージアムえさし
で︑８月７日から 日まで実施し
ました︒
平成 年度より﹁歴史と文化が
人をつなぐ交流促進事業﹂として
行っている調査で︑枝幸高校生が
﹁金銅装直刀﹂を発見した事業で
す︒
今回の調査では︑火を使った儀
式の痕跡を発見するなど︑オホー
ツク人の精神文化の一端に迫る大
きな発見があり︑目梨泊遺跡の重
要性を再確認できました︒

30

教育行政報告
新型コロナウイルス感染症に
係る学校の対応

31

の度︑町民１人あたり１万円分の
商品券を無料配布しました︒
本事業は︑国からの新型コロナ
ウイルス感染症対応地方創生臨時
交付金を活用し実施したものであ
り︑令和４年７月１日現在︑枝幸
町住民基本台帳に登録されている
全町民が対象となっています︒
利用期間は９月１日から翌年１
月 日までとなっています︒町内
経済のためにも︑ぜひ︑利用いた
だきたいと思います︒

地域包括ケアシステム
推進検討会議

小学校では国語・算数・理科の
３教科を︑中学校では国語・数学・
理科の３教科が実施され︑７月
日に文部科学省から結果が公表さ
れました︒
当町の状況ですが︑小学校の国
語及び理科において全国全道平均
を上回り︑小学校の数学と中学校
の全教科では︑全国全道の平均を
下回っています︒中学校において
は︑前年度と比較すると︑その差
は全体的に縮小しています︒その
要因として︑各学校における授業
改善や一人一台端末の効果が徐々

28

30

30

31

８月 日に音標小学校の教職員
高齢者が要介護状態になっても︑ １名の陽性が判明し︑行動履歴の
住み慣れた地域で自分らしい生活 調査結果を踏まえ︑翌日の８月
を送り続けるための方策を検討す 日から９月２日までの期間︑１・
るために︑社会福祉協議会︑福祉・ ２年生を学年閉鎖としました︒９
介護サービス事業者︑民生委員児 月１日には︑教職員と児童数名の
陽性が新たに確認されたことから︑
童委員︑公募による地域住民の
今後の感染状況を見極めるため︑
名の委員から
９月２日を臨時休校としています︒
なる﹁枝幸町
その後は︑児童１名の感染報告が
地域包括ケア
ありましたが︑そのほかの教職員
システム推進
や児童に風邪症状がないことから︑
検討会議﹂を
９月５日から通常どおり学校を再
新たに立ち上
開しています︒今後も︑児童生徒
げています︒
の健康チェックなど基本的な感染
16
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70

中央コミュニティセンター
駐車場で﹁エホンキャラバン
１７９﹂が開催

子ども達に夢・希望を届けるエホンキャラバン

主な議案
同意案件

﹁けんぶち絵本の里を創ろう会﹂ ◆表彰条例の規定により次の方々
が実施しているイベントを招致し
を自治功労者として表彰
たもので︑絵本を積んだ箱形トラ 〇歌登桧垣町
ックで全道各地を回り︑子どもた
石 川
勝 氏
ちに絵本の読み聞かせを行い︑夢 〇幸町
や希望を届ける活動の一環として
小 林 正 浩 氏
行われています︒当日は︑枝幸保 ︵議員 年以上在職による功績︶
育所︑音標保育所︑枝幸幼稚園な 〇新栄町
ど︑総勢 名の来場があり︑絵本
清 野
盛 氏
の読み聞かせの後︑自由にトラッ ︵保護司 年以上在職による功績︶
ク内の絵本を読んで楽しんでいま 〇歌登南町
した︒
岩 間 忠 光 氏
︵交通安全指導員 年以上在職に
よる功績︶
︵原案同意︶
25

議会発議
◆枝幸町議会議会改革特別委員会
の設置
◆枝幸町議会まちづくり等調査特
別委員会の設置
︵全会一致で可決︶

条例案件

◆枝幸町職員の育児休業等に関す
る条例の一部改正

◆枝幸町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

︵全会一致で可決︶

令和４年度補正予算
◆一般会計補正予算︵第２号︶

２億１２５１万４千円増

３２５万９千円増

◆国民健康保険事業特別会計︵第
１号︶

２５０万円増

報告案件

◆令和３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

︵報告済み︶

陳情・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
<情書１件 >
■﹁２０２３年度地方財政の充実・

強化を求める陳情書

自治労枝幸町役場職員

賛成者

提出者

岩

田

石

谷

口

川

隆

修

行

三

等に関する意見書

賛成者

りました︒

審議の結果︑意見書は採択とな

勝

意
<見書１件 >
■国土強靱化に資する道路の整備

となりました︒

審議の結果︑各陳情は資料配布

組合︶

◆介護保険事業特別会計︵第１号︶ ︵陳情者

１４４３万６千円増
◆簡易水道特別会計︵第２号︶

７２６万５千円増
収益的収入

６８６万円増

◆水道事業会計︵第１号︶
収益的支出

◆下水道事業会計︵第２号︶

５１０万円増

１００万円増

収益的収入及び支出
資本的支出

︵全会一致で可決︶

（５）
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一般質問
第３回定例会において４名の
議員が登壇し４項目の質問がさ
れました︒
各議員の質問と理事者答弁は
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︒

１問目

の今後
14

一般質問

小林 正浩 議員

の入浴数であったが︑その後人口
減少や内風呂の増加により︑入浴
者数は減少傾向となり︑令和３年
度では平均で約 人となりました︒
また︑管理運営経費はここ数年
約１２００万円で︑入浴料収入は
約２００万円です︒
この状況を踏まえ︑令和４年７
月から８月までの間︑内風呂の有
無を調査した結果︑回答者 人の
うち自宅に風呂のない方は４人で
した︒
また今後︑建物やボイラーなど
の大規模修繕約４７５０万円が必
要とされ︑令和 年まで稼働させ
ると︑管理運営費を合わせると約
４億１千万円が必要と説明されて
います︒
町の方向性について︑ほぼ理解
できますが不安もあります︒調査
の具体的内容について説明されて
いませんし︑回答数が非常に少な
いこと︑利用者の廃止の方向性に
ついての同意をもらえたのかも説
明されていません︒
また︑ホテルニュー幸林への移
動はコミュニティバスとなってい
ますが︑便数が限定されています︒
そして︑ホテルニュー幸林の入
30

50

31

13

50

19

34

浴者数の推移など︑総合的に判断
して︑町としては令和５年３月
日をもって︑廃止する方向性を決
定しました︒
今後︑利用者の皆さんには改め
て廃止の方向性を示し︑平成 年
度に廃止した公衆浴場うたのぼり
と同様に︑内風呂のない方を中心
に︑現在の利用時間や送迎希望の
有無について再度詳細な聞き取り
を行い︑コミュニティバスの利用
を含め対応策を示しながら︑理解
が得られるよう対応していきます︒
次に︑ホテルニュー幸林の入浴
施設への不安についてですが︑今
後も︑観光客をはじめ︑町民の憩
いの場︑ビジネス客の宿泊など︑
重要な拠点施設であることから︑
指定管理者と連携のうえ︑効率的
な運営に努めるとともに︑必要な
改修や計画的な設備の更新を行っ
ていきます︒
︵町長︶

町長の話を聞いて不安になっ
てきました︒今回のアンケートは︑
内風呂があるかないか︑それのみ
の調査で︑十分な調査結果ではな
いと感じました︒
また︑利用されている方はお年

再質問

31

30

浴施設が故障や整備の時の対応に
ついても不安がありますので︑そ
れらへの対応など町長の所信を伺
います︒

町長答弁

唯一の公衆浴場「はまなす湯」

公衆浴場はまなすは︑民間の公
衆浴場が廃業されたことを受けて︑
内風呂のない世帯への公共サービ
スとして平成 年８月にオープン
し︑現在に至ってます︒
はじめに︑アンケート調査内容
と利用者への同意についてですが︑
今回のアンケート調査は︑公衆浴
場はまなすの設置目的である内風
呂のない方を把握するために行っ
たものです︒
今回の結果を参考にしつつ︑入

Q1

「はまなす」

令和４年８月 日開催の産業厚
生常任委員会の資料として﹁はま
なす湯﹂の令和５年３月 日をも
っての廃止計画が提案されました︒
﹁はまなす湯﹂は平成 年に
﹁枝幸湯﹂︑﹁藤乃湯﹂が廃業さ
れたことにともない︑風呂のない
世帯︵１５４世帯・２６６人︶を
中心に公衆浴場建設の要望を受け
て︑１日の利用数 人として建設
され︑平成 年８月にオープンし
ました︒
オープン当初３年間は 人以上

14

公衆浴場

16

（６）

一般質問

寄り中心ですので︑ニュー幸林へ
の交通手段についても詳しい説明
が必要かと思います︒その点はど
うお考えか︒
もう少し踏み込んだ調査や説
明が必要と思います︒
今︑全体的な公共施設の見直し
ということで︑公衆浴場も検討課
題として︑取り組んでいるところ
です︒今後は利用者の方と交通手
段︑いろんな思いを納得していた
だくために個々に面接をしながら
しっかりとした調査を行っていき
ます︒
やはり丁寧な説明︑親切な対
応が求められると思いますが︑行
政側としてその点について︑何か
ありますか︒
今後は管理業者も含めて廃止
の方向性を改めて示したうえで︑
しっかりと対応していきたいと思
います︒時間別ごとの利用者の把
握も現在行っております︒やはり
３時から５時半までの利用が多い
ということで︑コミュニティバス
の往復できる便が少なく︑考えな
ければと思います︒
いずれにしても︑まず内風呂の
ない方︑コミュニティを大事にし

て利用されている方にもしっかり
また︑当初の計画どおりなのか︑
と説明を行い︑どのような形が一 その評価についても伺います︒
番いいのか︑時間が無い中ですが︑
令和４年２月開催の両常任委員
しっかりと対応しますので︑よろ 会において︑オンライン診療につ
しくお願いします︒︵町民課長︶ いては無医地区の特例措置である
ため週１回の診療に制限され︑診
一般質問 １問目
療日程は５月からの毎週火曜日︑
徳保 喜幸 議員
場所は旧診療所で︑秋からは歌登
総合支所を予定している︒想定対
象者は８名程度で︑診療当初は５
名程度との説明でした︒その後︑
令和４年度当初予算にオンライン
診療の会場となる︑歌登地域総合
サブセンター管理経費として９７
４万７千円が計上されています︒
非常に大きな支出であると思って
いましたが︑今議会に︑５３８万
２千円が更に補正予算提案となっ
ています︒ネット環境があれば小
さな部屋で十分なものに︑なぜこ
のように多額の管理経費がかかる
旧診療所の使用は必要だったのか︑
秋からは総合支所での運用ででき
るのであれば︑初めから総合支所
でできなかったのでしょうか︒私
には無駄な経費をかけてしまって
いるように思いますが︑どのよう
な考えで旧診療所での運用だった
のかお聞きします︒

歌登診療所・
老健うたのぼ
り閉鎖後の状
況について

今年２月下旬の診療最終日をも
ち︑歌登診療所・老健うたのぼり
が閉鎖となり︑その後に対応する
新たな取り組みが始まりました︒
まだ５ヵ月の経過ですが︑現在ど
のような状況か大変気がかりです︒
歌登地区の皆様には地域医療の中
心であった診療所閉鎖で︑大変不
安があったと推察します︒
新たに始まった週１回のオンラ
イン診療︑町内調剤薬局からの自
宅配送事業はどのように運用され
ているのか︑また現在までにどの
くらいの運用実績があるのか︑そ
の実数を伺います︒

町長は﹃未来につながるまちづ
くり﹄の集大成とのべ︑また︑人
口減少や高齢化の厳しい社会環境
に対応するためには︑将来世代に
負担を先送りせず持続可能な体制
づくりをとのべていますが︑この
施策は︑経費がかかりすぎる方法
を選択しているのではないかと私
は考えます︒
地域公共交通網の編成により︑
デマンドタクシー・コミュニティ
バスの利用により地域住民はドア
トゥドアで枝幸病院に通院する事
が可能です︒今後の運営経費を考
えてもオンライン診療は見直すべ
きと考えます︒また︑歌登地区の
みの運用についても︑行政サービ
スの公平性の観点からも疑問を持
ちます︒これまでの実績を踏まえ
見直すべきと私は考えますが︑今
後について町長の所見を伺います︒

町長答弁

オンライン診療については︑令
和４年３月末の歌登診療所の廃止
に伴い急激な利便性の低下や不安
感を軽減させることを目的に︑６
月から旧歌登診療所である歌登地
域総合サブセンターの一部を使っ

（７）

A1

Q2

A2

て開始しました︒
初めての取り組みであることや︑
対象者は︑歌登地区在住で通院 対象者が限られていることなどか
困難なご高齢の方の中から︑医師 ら現状︑当初計画どおりとなって
が病状等を判断して決めており︑ いませんが︑利用された方々から
初回は枝幸病院で対面診療を行い︑ は便利であるとの声もいただいて
ご本人の同意をいただいたうえで います︒
実施しています︒
歌登診療所・老健施設にかかる
財産処分については︑昨年 月９
日及び 月 日の議会全員協議会
の中でも説明していますが︑歌登
地域総合サブセンターへ転用する
ことにより︑厚生労働大臣への報
告で︑特例により財産処分承認が
あったものとみなされ︑整備時に
導入した補助金の返還と起債の繰
上償還が免除となり︑約３億円の
影響を回避することができました︒
歌登地域総合サブセンターの有
効活用を図る観点から︑当面はオ
ンライン診療及び新型コロナウイ
ルス感染症ワクチン接種会場に使
用しています︒
令和５年度以降のサブセンター
の管理経費の縮減に向けて︑運営
方法の見直しを検討していくとと
もに︑総合支所である歌登地域総
合センターでの実施も検討しなけ
ればならないと考えています︒
︵町長︶
患者さんの機器操作は必要なく︑
会場にいる看護師と事務職員のサ
ポートで医師とのパソコン画面越
しの診療もスムーズに行われてい
ます︒
８月までの利用実績は︑１回あ
たり２名程度︑延べ 名となって
おり︑患者さんが希望する町内調
剤薬局の配達を利用している状況
です︒

療は不平等ではないでしょうか︒
また︑枝幸地区の遠隔地での利
用は考えられないですか︒
歌登地区が無医療地区となっ
た対応です︒各地区でのオンライ
ン診療を考えると看護師の数が不
足するため大変厳しいと思います︒
︵病院事務局長︶
オンライン診療に対する国の
対応が変化していると聞いて言い
ます︒訪問看護やＳＮＳを利用し
たオンライン診療を利用できない
ですか︒
医師と相談しながら前向きに
検討したいと思います︒
︵病院事務局長︶

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。

再質問

オンライン診療やコロナワク
チン接種をサブセンター以外の場
所でできないのですか︒
オンライン診療は次年度から
歌登総合センターの使用を考えて
います︒
︵病院事務局長︶
コロナワクチン接種会場は保
健所の許可が必要なので今後検討
します︒
︵保健福祉課長︶
サブセンター管理経費として
当初予算９７４万７千円にプラス
補正予算５３８万２千円が計上さ
れているが︑増額の理由を教えて
ください︒
主にボイラーの燃料費です︒
通年運転しなければボイラーが故
障するからです︒
︵歌登総合支所長︶
１５００万円以上経費がかか
るサブセンターの次年以降の利用
について︒
今後サブセンターを使用しな
い方向で考えていますが︑補助金
の返還や起債の償還を配慮してい
ただいたので︑直ちに廃止するこ
とはできないと思っています︒
︵町長︶
歌登地区だけのオンライン診
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一般質問

一般質問

１問目

ださい。

議員

10

18頁の全員協議会をご覧く

修

支援事業の詳細については、

山

（９）

から︑９月９日に決定された国の
追加緊急対策︑あるいは 月中に
取りまとめられる新たな総合経済
対策の内容を見極めるとともに︑
波及する潜在的な影響の把握に努
め︑国や北海道と歩調を合わせな
がら︑増額された地方創生臨時交
付金などを有効に活用し︑地域の
実情に応じたきめ細かな対応を行
っていきます︒
再質問

た。

冬に向けて灯油価格高騰等の
影響が大きいと考えるが︑町とし
ての対策の考え方は︒
今後の国の臨時交付金の内容
をしっかりと見極め︑冬に向けて
必要な対策を検討する︒

町議会臨時会で可決されまし

これから厳冬期に向かい暖房用
の灯油価格も注視していかなけれ
ばなりません︒コロナ禍で耐え忍
んできた２年間ですが︑それに追
い打ちをかける物価高騰は住民生
活の購買意欲を失わせ各種事業者
の経済活動への影響も懸念されま
す︒
当町も臨時特別給付金︑オホー
ツク枝幸活力商品券等︑各種支援
事業を行ってい
ますが︑更なる
支援策をお考え
があるのか町長
のお考えを伺い
ます︒

たところです︒
令和４年度に入りまして︑感染
症の影響による厳しい状況は緩和
されつつあるものの︑日々変化す
る社会経済情勢により︑町民の生
活や地域の産業に物価高騰の影響
が及んでいることは承知していま
す︒
国や北海道では農林水産業に対
する燃油や飼料︑肥料価格等の高
騰に対し︑補てん金や支援金を交
付する緊急対策を実施し︑その他
にも影響を受ける様々な業種︑あ
るいは中小企業や生活困窮者に対
しても︑直面する物価高の影響を
緩和するための支援を強化してい
ます︒
既に当町でも︑これまでの感染
症対策に加え町独自の緊急対策と
して︑町民皆さんへの幅広い生活
支援に重点を置いたオホーツク枝
幸活力商品券の発行や生活困窮者
等への給付金給付などの支援を進
めており︑本定例会においても︑
補正予算案に低所得の高齢者や障
がい者世帯への生活支援事業など
を提案しています︒
今後の支援策は︑物価高の長期
化と多様な影響が見込まれること

緊急経済対策についての

町長答弁
当町における新型コロナウイル
ス感染症対策は︑これまで一貫し
て町民の安全と暮らしを守るため
の取り組みと支援を実施してきま
した︒
令和２年度には︑特別定額給付
金や感染症拡大防止協力金の給付
などを含め約 億円︑令和３年度
では︑生活困窮者等への臨時給付
やプレミアム付商品券の発行など︑
約６億円の感染症対策を講じてき

補正予算が10月28日の枝幸

Q1

A1

遠

新型コロナウイルス感染症によ
る影響が長期化する中︑当町にお
いても依然予断を許さない状況が
続いています︒感染拡大防止対策
や医療体制の更なる充実・強化等
を図ることは極めて重要であり︑
同時に現下の世界的な物流の混乱
やエネルギー価格︑物価の高騰に
加え町民の生活︑事業者の経済活
動や雇用の安定に向け︑強力に対
策を講じていくことが急務となっ
ています︒
当町に限らず全国的な物価高騰
と燃油価格上昇は先がみえず︑低
所得者世帯を直撃しています︒電
気・ガス等の公共料金の値上げを
はじめ生活に直接影響を及ぼす食
料品の値上げなど︑ほぼ全ての品
目で値上がりしているのが現状で
す︒
15

コロナ化にお
ける物価高騰
への対応

一般質問
一般質問

１問目

洋郎

議員

をしていなかったため返済が滞り
大変だった﹂﹁本来は大学に進学
の予定だったが︑返済しながら行
くのは苦痛だと思い進学できなか
った﹂というような︑高額の奨学
金返済に苦しむ姿などが浮き彫り
にされていま
す︒これは少
子高齢化に直
接かかわる問
題と認識しま
す︒
日本学生支援機構では︑給付奨
学金が始められました︒所得制限
があり︑金額も満足できるもので
はなく︑それだけで大学の学費を
賄うことはできません︒また︑当
町の場合は自宅からの通学ができ
ないので︑当然生活費にも相当の
お金がかかります︒
経済的ゆとりがない場合︑貸与
型の奨学金にたよらざるを得ない
というのが現状です︒
日本国憲法第 条は﹁すべての
国民は︑法律の定めるところによ
り︑その能力に応じて︑ひとしく
教育を受ける権利を有する﹂とし
ています︒
枝幸で学ぶ子どもたちが将来の

不安を感じることなく進学ができ︑ 教諭については︑一定期間の当町
教育を受ける権利を享受できる環 での業務従事により償還免除とす
境をつくるのが我々の使命ではな るなどの措置を講じ︑経済的な理
いでしょうか︒そのためにも町独 由があっても質の高い教育を受け
自の給付型奨学金制度を作ること られるようにするため︑修学資金
が急務と考えますが︑町長の所見 の貸付は︑教育を受ける権利の保
を伺います︒
障の観点からも大変重要であり︑
効果のある事業と考えています︒
町長答弁
２点目の町独自の給付型奨学金
制度の導入についてですが︑当町
では町内で働く若い世代の奨学金
返済に対し︑実質的な給付型とな
る﹁奨学金償還支援事業﹂を実施
しています︒
当町の育英資金などに加え︑日
本学生支援機構の奨学金でも︑町
内での勤務などの条件を満たせば︑
期間や金額上限はあのものの︑償
還金相当額の助成を行うもので︑
令和３年度では 名の方に助成し
ています︒
以上のことから︑現在のところ︑
町独自の給付型奨学金制度を導入
する予定はありません︒今後の国
などの動向を注視しながら︑学ぶ
意欲のある学生が大学等の教育を
受けられるよう︑引き続き支援に
努めていきます︒
︵町長︶

１点目の当町の奨学措置の種類︑
また︑その実績と効果ですが︑経
済的な事由により修学困難な学生
及び生徒に対する奨学措置として︑
高等学校や大学などへ修学する場
合に必要な奨学金の貸与を行う
﹁育英資金﹂があり︑昭和 年度
から１９１件の貸付実績となって
います︒
その他︑慢性的に不足する人材
の育成と確保を目的とした﹁医療
技術者等修学資金﹂の貸付を行い︑
令和３年度では︑医療技術者等で
８名︑保育教諭で３名︑計 名が
制度を利用して︑大学や専門学校
での教育を受けており︑一部は今
年度から当町の貴重な人材として
活躍しています︒
いずれも貸与型の無利子貸与で
はあるものの︑医療技術者や保育

48

11

野口

教育基本法第４条第３項は︑
﹁国及び地方公共団体は︑能力が
あるにもかかわらず︑経済的理由
によって修学が困難な者に対して︑
奨学の措置を講じなければならな
い﹂と定めています︒当町が講じ
ている奨学の措置にはどのような
ものがあり︑町長はその実績と効
果についてどのような認識を持っ
ているのか︑まず伺います︒
労働福祉中央協議会の資料によ
れば︑現在大学生の２人に１人が
奨学金を利用しており︑そのほと
んどが貸与型で︑奨学金による借
入の総額は平均３１２万９千円︑
返済期間は平均 年に及ぶとされ
ています︒
同資料のアンケートでは﹁奨学
金という借金がある以上結婚はで
きない﹂﹁出産︑子育て中で仕事
14

当町の学生支
援に対する取
組みについて

26

56

（10）

一般質問

いません︒
︵教育次長︶
雄武町では行っています︒雄
武高校奨学金制度で月３万円︑４
年間で入学時貸与金として無利息
で１００万円です︒枝幸町の育英
資金の運用表をみれば残高が９６
００万円あり︑ふるさと未来応援
資金もあります︒財源はあるので
すから給付型奨学金制度を作るべ
きだと思います︒
給付型に近い奨学金の償還支
援を行っています︒他町村より先
がけて行ってきた︒狙いは地域の
担い手の確保︑国も２０２０年４
月から給付型に取り組み始めまし
た︒国として教育の底上げを図る
ため対象者を増やす取組が必要で
す︒ですが市町村で給付型の取組
みで人材が帰ってこない︑これは
貴重な財源を使ってどう考えるか
地方の担い手をしっかり育てるた
めに勉強がしたければ︑必要であ
れば︑償還の助成で理解していた
だきたい︒また︑町独自の貸付は
大胆な見直しを考え︑将来地元に
帰ってくる人には償還支援をして
いきたい︒有利子によらなくても︑
原資を使って対応すればできない
ことではない︒次年度に向け見直

しを考えたい︒
︵町長︶
給付型奨学金を支給しても戻
ってこないのと︑枝幸町で学ぶ子
ども達のために学ぶ権利を享受で
きるかどうかということは︑別問
題として考えていかなければなら
ず︑枝幸高校の存続の問題︑人口
減少で間口の減少も考えていかな
くてはならず︑枝幸高校に来るメ
リットを考えてもらいたい︑奨学
金支援事業の交付要件が厳しいの
で︑見直していただきたい︒
個々の借入している金額に月
額１万５０００円で 年間支援し
ています︒高校生は授業料も無料
で色々なことで支援しています︒
離島などでは町外からくる生徒に
支援しているが︑枝幸町は地元の
進学率を高めて学力アップのため
に行っています︒直接給付型で言
えば医療従事者︑保育士の職種は
高額な給付型に近い奨学金を行っ
ている︒その他の職種についても
将来出てくるかもしれません︒見
直しの検討はやぶさかではないと
思っています︒
︵町長︶
10

①枝幸町が行っている貸付金について

●枝幸町医療技術者等修学資金及び就業一時金貸付金
担当課：保健福祉課 保健予防グループ …………………… ☎６２−４６５８
●枝幸町保育教諭修学貸付金
担当課：町民課 子育て保育グループ ……………………… ☎６２−１２３７
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学校教育グループ …………………… ☎６２−１３６４

②枝幸町奨学金償還支援事業について

●担当課：水産商工課 商工労働グループ …………………… ☎６２−１２３８

再質問
41

枝幸高校の状況は令和３年度
卒業生 人のうち進学者が 名
︵ ％︶奨学金を借りている方が
名︵ ％︶︑うち給付型４名︑
第１種︵無利子︶ 名︑第２種
︵有利子︶ 名︑ 名が有利子の
奨学金を借りています︒町の育英
資金は無利子なのに借りていない
のは問題だと思うがどの様に考え
ているのか︒
育英資金は無利子で大変有利
な貸し付けとなっています︒原因
が貸付金額に問題があるのかアン
ケート調査を実施し追及したい︒
︵教育次長︶
当町の奨学金が使われていな
いのはしっかりした周知されてい
ないのではないか︒
周知の方法は広報えさし︑Ｅ
ＯＳ︑町内中学校︑高校︑ホーム
ページに掲載しています︒不足部
分があれば工夫が必要かと思いま
す︒
︵教育次長︶
町長は給付型奨学金を考えて
いないということですが近隣市町
村で給付型を行っているところは
ありますか︒
給付型は宗谷管内では行って

●枝幸町育英資金貸付金

担当課：教育委員会

14

19

Q5

A5

60

80

Q4

A4

Q1

68

33

A1

Q2

A2

Q3

A3

19

補正予算 Ｑ

＆Ａ

第３回定例会での予算の質疑
内容を﹁質問はＱ・答弁はＡ﹂
に要約してお知らせします︒

60

表で市町村名を発表していない︒
現状は難しい︒
︵副町長︶
Ｑ 音声告知放送を使って感染初
期のように町長の生の声で感染防
止を訴えては︒
Ａ 人数的には多くても︑軽症・
無症状です︒インフルエンザなみ
に変わってきている︒場面に応じ
て考えます︒
︵町長︶
●歌登地区総合サブセンター管理
経費の燃料費４８４万９千円に
ついて
︵小林議員︶
Ｑ ボイラーを使用する部屋だけ
にバルブ調整しては︒
Ａ その様な構造になっていなく
故障の原因になる︒
︵歌登総合支所長︶

Ｑ
今後の状況は︒

Ａ 今後足りなく
なれば補正で対応
します︒
︵保健福祉課長︶

●農林水産業費・農業次世代人材
投資事業・経営発展支援事業補
助金５６２万５０００円につい
て
︵野口議員︶
Ｑ 経営発展支援事業補助金の具
体的内容︒

Ａ 本年度新たに拡充された新規
就農者に対する支援事業です︒
農業経営に必要な機械や施設の導
入に支援する事業で︑国 ％道
％本人 ％で構
成され︑新規就
農者２名の内１
名がこの事業を
活用し︑機械の
導入を予定して
います︒
︵農林課長︶

25
Ｑ

●商工費・中小企業等事業再構築
推進事業３６６０万円について
︵小林議員︶
この事業の内容は︒

50

一般会計補正予算

60

25

●新型コロナウイルスワクチン接
種対策費負担金関連
︵小林議員︶
Ｑ ４回目 ％の接種率でワクチ
ン接種と感染者数の評価は︒
Ａ 感染者は子供から年配までい
ます︒評価はあるが︑オミクロン
対応でワクチン接種をしていただ
きたい︒
︵保健福祉課長︶
Ｑ ４回目接種が終了した 才以
上の方は接種対象にならないのか︒

●自宅待機者自宅待機支援事業・
消耗品費 万７０００円につい
て
︵野口議員︶
消耗品の具体的な説明
Ｑ

Ａ コロナウイルス感染症患者に
食料品を配達するもので︑４月２
件︑５月７件︑６月０件︑７月１
件︑８月 件です︒
︵保健福祉課長︶

16

13

80

Ａ 国の制度も日々変わっていて
月下旬に国の指針が出ます︒
才以上の方で接種間隔が３ヵ月に
なるかもしれません︒
︵保健福祉課長︶
Ｑ 感染防止対策でＥＯＳにより
周知しているが︑他町村では感染
者が分からない範囲で発表を行っ
ているが︒
Ａ ホームページで発表している
市もあります︒道は１週間毎の発
10

Ａ コロナ禍の影響やウクライナ
情勢︑物価高騰に対応し町内中小
企業が設備の再構築を国の補助を
使って町が最大１千万円助成する
事業です︒
︵水産商工課長︶
Ｑ 上限が決まっていて優先順位
は︒

Ａ 事業者が自ら経産省に計画書
を提出し︑採択された事業者４件
に対して助成します︒
︵水産商工課長︶

●土木費・除雪対策経費関連
︵野口議員︶
Ｑ バスターミナルから病院前を
通って︑国道までの歩道が除雪さ
れていないが通学路になっている
のか︑今後除雪されるのか︒

Ａ 通学路になっていれば通学路
安全会議にはかり除雪する︒
︵教育次長︶
Ｑ 消防裏の雪捨て場に隣接する
住民から騒音の苦情があるが︑奥
側から捨ててほしい︒
Ａ 住民の理解を得ながらお願い
したい︒
︵建設課長︶
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令和３年度決算
一般会計・特別会計・企業会計の10会計を認定

歳入決算額 182億2,034万5,454円

歳出決算額 182億136万2,624円
決算審査特別委員会

９月13日〜14日

第３回定例会の会期中に、決算審査特別委員会(委員長：石川勝議員・
副委員長：小林正浩議員)が設置され、付託された令和３年度決算
（一般会計・６特別会計・３企業会計の10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。
一般・特別・企業会計決算
計

区

分

歳

出

差引残額
3,260,956

別

後 期 高 齢 者 医 療 事 業

138,901,983

138,603,204

298,779

介

業

824,357,028

809,980,327

14,376,701

臨 港 用 地 造 成 事 業

3,302,197

3,048,250

253,947

港

湾

整

備

事

業

3,020,289

2,494,381

525,908

簡

易

水

道

事

業

206,681,636

203,878,465

2,803,171

172,574,739

146,289,016

26,285,723

計
企
業

水

会

下

道
水

険

事
道

業

事

業

計

国民健康保険病院事業
合

資本的
収益的
資本的
収益的
資本的

0

70,675,167

-70,675,167

525,347,008

513,940,221

11,406,787

141,208,400

308,244,957

-167,036,557

2,090,393,579

2,062,969,872

27,423,707

789,587,000

731,481,839

58,105,161

18,220,345,454

18,201,362,624

18,982,830

Ｑ＆Ａ

決算審査特別委員会での質疑は
次のとおりです︒

一般会計

議会費〜総務費

Ｑ
職員研修経費減額の理由は︒
︵徳保委員︶

Ａ コロナ禍により講師を町外か
ら呼べなかったためです︒また︑
札幌市への職員派遣研修をオンラ
イン研修としたためです︒
︵総務課長︶
Ｑ 本庁舎管理経費の環境衛生測
定委託料の目的と効果について︒
︵徳保委員︶

64

63

計

収益的

Ａ 法定業務として年６回空気の
調査やネズミ・昆虫の生息状況を
検査し︑環境衛生に努めています︒
︵総務課長︶
Ｑ ＬＥＤ防犯等灯借上料の効果
について︒
︵野口委員︶

Ａ 枝幸地区５０５基・歌登地区
１８４基をリースしていて︑電力
使用料が ・８％減っています︒
また︑ 排出量も ％の減となっ
ています︒
︵町民課長︶
CO²

（13）

事

賛成全員︵認定︶

111,953,714

1,379,092,405

会

11,830,664,520

1,382,353,361

保

計

入

国 民 健 康 保 険 事 業
護

会

歳

11,942,618,234

特

般

︻審議結果︼

会
一

（単位：円）

令和３年度決算審査特別委員会 Q＆A
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われているか︒また︑今後につい
ては︒
︵徳保委員︶

Ａ これまで︑無縁故者慰霊塔周
辺の管理は町民のボランティアに
より整備されている︒
今後については町としても検討
します︒
︵保健福祉課長︶
土木費〜予備費

Ａ 空き家の位置や状況管理と所
有者情報を一体的に管理し︑苦情
や管理不全の状況があれば︑所有
者に対し助言・指導を迅速に行う
ものです︒
︵建設課長︶

Ｑ 住環境整備事業費の空き家等
管理システム導入業務委託料の内
容について︒
︵徳保委員︶
Ｑ 火葬場墓園管理経費の中に合
葬墓建設計画の経費も含まれてい
るか︑その計画はどうなっている
のか︒
︵野口委員︶

Ｑ 全ての空き家を把握できてい
るか︒またその中に周りに危険を
及ぼすような物件はないか︒
︵徳保委員︶

Ｑ 地方創生推進事業の任期付き Ａ 現在︑歌翠園で４人︑枝幸苑
職員給料は公営塾スタッフ３名分 で１人採用されている︒今後も介
と考えてよいのか︒︵野口委員︶ 護人材確保に重要と考える︒来年
Ａ 公営塾スタッフの給料です︒ 度枝幸苑で１人採用を予定してい
︵まちづくり推進課長︶ る︒
︵保健福祉課長︶
Ｑ プレミアム商品券は所得の低
い町民にとって不利ではないか︒
統計に基づいて説明してください︒
︵野口委員︶
Ａ １５３５世帯に利用してもら
いました︒非課税世帯の約３割の
利用がありましたので︑不公平で
はないと思います︒
︵水産商工課長︶
民生費〜衛生費

Ａ 合葬墓の建設に係るものは含
まれていない︒現在︑後期まちづ
くり計画で令和７年度までの合葬
墓建設の計画となっているが︑近
年の状況を踏まえ︑計画の前倒し
をして︑来年度中の供用開始を目
指し︑検討している︒
︵町民課長︶
Ｑ 社会福祉事務経費の中の無縁
故者供養に関わる支出があるが︑
枝幸墓園にある無縁故者慰霊塔の
周辺の管理についてどのように行

Ａ 倒壊寸前はありませんが︑屋
根の一部が剥がれたり︑壁が落ち
そうなものは数件あり︑台風時等
に見回りをしています︒
︵建設課長︶

教育費

Ｑ 特別教育支援員の配置人数に
ついて︒
︵野口議員︶

Ａ 当初予算どおり︑学校長と協
議して進めております︒
︵教育次長︶
Ｑ 教育相談員設置事業関係で︑
コロナ禍の影響により不登校の生
徒が増えたりしたか︒
︵野口議員︶

Ａ 臨時休校等がありましたが︑
そういう影響はなく︑子どもたち
も乗り切ったと認識しております︒
︵教育次長︶
Ｑ 小・中学校管理経費の事務補
助員について︑各学校１名で足り
ているのか︒また︑枝幸町立学校
における働き方改革行動計画が平
成 年〜令和２年までとなってい
るが︑その後どうなっているか︒
︵野口議員︶
Ａ 働き方改革行動計画について
は令和２年度で終了しており︑新

30

Ｑ 老人保護措置事業の内容につ
いて︒
︵野口委員︶
Ａ 生活が困難で︑経済的問題の
ある 歳以上の方が養護老人ホ
ーム等に入所しサービスを受ける
際の処置であり︑平成 年度から
交付税措置となり制度化されてい
る︒一人の方が対象となっている︒
︵保健福祉課長︶
Ｑ 外国人介護福祉人材育成支援
事業により︑当町で採用されてい
る方々の状況と今後の採用見込み
について︒
︵野口委員︶
65
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民の方に幅広く使ってもらう工夫
が必要と思うのですが︒
︵野口議員︶

歳入

Ａ 昨年︑ヨガで使用した記憶が
ありますので︑社会教育事業の中
でスポーツ以外に使用する方法を
考えて行きたいと思います︒
︵教育委員会事務局参事︶

歳入・歳出全般

Ｑ 収入未済額が５４８０万円で
昨年より２７００万円ほど減少し
ていて努力は認めるが︑差し押さ
え等を進めていかなければならな
い︒それに対する評価と差し押さ
え額の内容は︒
︵小林議員︶

Ａ 滞納額については国保税と併
せて６７００万円程度で３４００
万円ほど増加しています︒
収納対策については︑差し押さ
え︑電話対応を行っています︒
金額は国税の確定申告還付金差
し押さえが 件で２６３万６１０
８円︑道税の自動車税の還付金差
し押さえで３万３９００円︑預金
口座差し押さえは２件で 万４６
００円です︒
︵税務課長︶

56

たに令和３年７月より定めていま
す︒その中では在校時間等の 時
間︑学校閉庁日の制定等︑しっか
りと謳っているところです︒
︵教育次長︶

Ｑ オホーツクミュージアムえさ 中︑令和３年度は平成 年度を１
しの事業計画と町指定文化財の検 ００とした場合の数値が ・３と
討内容について︒ ︵野口議員︶ いうことで︑若干の回復を見せて
Ａ 事業計画は枝幸町資料館施設 います︒
運営協議会委員を兼ねている枝幸
本年度８月ま
町文化財保護委員の中で毎年活動 での数値は︑コ
計画を策定しており︑その中で枝 ロナ前の水準に
幸町の新指定文化財について課題 まで回復しつつ
として挙げさせていただいていま ある状況となっ
す︒
ております︒
昭和 年代に文化財指定を行っ ︵オホーツクミュージアム
てからかなり年数がたっており︑
えさし館長︶
新しい指定がなされていないこと Ｑ サッカー場利用度︑メンテナ
を踏まえ︑文化財保護思想の啓発 ンス費用について︒︵野口議員︶
を図る上でも︑なんとか新しい文 Ａ 屋外体育施設の管理費用につ
化財を作って行きたいと考えてお いては︑指定管理者に任せており︑
り︑準備を進めているところです︒ 確認したところ︑月２回スポーツ
︵オホーツクミュージアム
トラクターでの
えさし館長︶ 地ならしと︑必
Ｑ 大変期待していますので事業 要に応じて除草
を続けていただきたいと思います︒ 剤をまいており︑
それと︑ミュージアムの入館者数 費用は指定管理
４５６２人については︑館長はど 料に含まれてい
のようにとらえていますか︒
ます︒
︵野口議員︶
︵教育委員会事務局参事︶
Ｑ 人工芝なのでメンテナンスは
ほとんどかからないという認識で
良いと思います︒それで︑大変な
費用をかけて作った施設なので町
30

Ａ コロナの影響がなかった平成
年度を１００とした場合に︑令
和元年度は約５％の減︑令和２年
度は ％の減少でした︒そうした
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Ｑ 新しい行動計画があるのであ
れば︑ホームページ等でアップし
ていただきたい︒
事務補助員については︑行動計
画でも謳っていると思いますが︑
各学校１名で不足はないのか︒
︵野口議員︶
Ａ 事務補助員については枝幸小・
中学校へ配置しており︑働き方改
革の効果はあると思いますので︑
引き続き１名体制で対応して行き
たいと思っています︒
︵教育次長︶

12

40

54

45

30

65

令和３年度決算審査特別委員会 Q＆A

Ｑ 軽自動車税の滞納があるが差
し押さえはしていないのか︒
︵小林委員︶
会計への繰出金の財源である︒
道２号交付金は道からの交付金
である︒特定健康診査等交付金は
毎年町で行う︑健康診査等の受診
率を点数化し判定されて交付され
る国からの交付金が道を経由し交
付されている︒
︵保健福祉課参事︶
Ｑ 特定健康診査等事業の中で情
報提供業務委託料・未受診者対策
業務委託料があるが︑受診率向上
のためどのような対策がされてい
るか︒また現在の受診率は︒
︵徳保委員︶

難しいところもある︒
︵保健福祉課参事︶
Ｑ 国民健康保険税の収入未済額
が多大となっているがその原因と
収納対策について︒︵小林議員︶

Ａ 滞納者の人数は１０１人で昨
年より１人減となっているが︑滞
納分の徴収率は ・６％︑現年度
分の徴収率は ・ ％である︑町
税の部分で答弁したとおり収納努
力はしているが︑現在︑国保税の
未収額は２５００万円ほどとなっ
ている︒今後もさらに徴収に努め
ていく︒
︵税務課長︶
24

簡易水道事業特別会計

33

Ｑ 簡易水道施設管理経費の取水
渠清掃業務委託料が予算計上され
ているものが支出されていない理
由について︒
︵遠山委員︶

企業会計

枝幸町国保健康保険病院事業会計

Ｑ 病院情報システム︵統合系医
療情報システム︶３億３０００万
円は電子カルテを新しくしたもの
だと思うが︑耐用年数とライニン
︵野口委員︶
グコストは︒

Ａ 平成 年に購入し︑メーカー
の保守が終了しました︒７年を目
途に交換で年額２０００万円弱ラ
イニングコストがかかります︒コ
スト縮減のため次はハードの交換
で済みます︒︵病院事務局参事︶

26

Ａ 軽自動車については令和３年
で 万７１００円︑ 件で︑車検
時に確認するが長期にわたって滞
納しているのは処分していると思
います︒今後解消に努めます︒
︵税務課長︶

特別会計
国民健康保険事業特別会計

30

98

Ａ 大きな石などが詰まった場合︑
Ａ 未受診者にはがきを出したり︑ 外部委託により取り除く必要があ
電話をかけたりしている︒
るが︑昨年は必要がなかったため
︵保健福祉課参事︶ に支出していない︒日常業務の中
で管理できるものは清掃ができて
いる︒
︵水道課長︶
Ａ 令和２年度の受診率は ・９
％︑令和元年は ・７％となって
いる︒受診率向上対策として︑保
健師が地区別に担当し訪問活動を
しているがコロナ禍の影響もあり

28

27

Ｑ 歳入︑道補助金として︑保険
者努力支援交付金・特別調整交付
金・道２号交付金・特定健康診査
等交付金とあるが︑それぞれどの
ような制度によるものか︑その算
定方法について︒ ︵徳保委員︶
Ａ 道支出金として項目立てされ
ているが︑平成 年まで国費とし
て受けていたが︑現在は道を経由
して入っている︒
保険者努力支援金は消費税の増
税に伴い︑保険者の基盤整備とし
て各保険者の努力に対し交付され
ている︒
特別調整交付金は国からの交付
金が道を経由し入っており︑病院

33

31
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総務文教常任委員会
所管事務調査
日開催︶

産業厚生常任委員会

日開催︶

所管事務調査
第４回︵８月
●枝幸町保育施設等長寿命化・機

第４回︵８月
●令和３年度指定管理者による公
能集約化計画︵案︶について

月

︵町民課︶
︵保健福祉課︶
︵水産商工課︶

日開催︶

︵まちづくり推進課︶

見直しについて

●枝幸町ふるさと創生総合戦略の

︵まちづくり推進課︶

捗状況と効果検証について

●枝幸町ふるさと創生総合戦略進

第１回︵

まちづくり調査特別委員会

について

●中小企業等事業再構築促進事業

いて

●高齢者世帯等生活支援事業につ

方向性について

●公衆浴場﹁はまなす﹂の今後の

︵町民課︶

の施設の管理状況︵評価結果︶
︵総務課︶

●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︶
●﹁枝幸ほたて﹂ブランド化推進
事業について
︵まちづくり推進課︶
●令和３年度育英資金基金運用状
況及び令和４年度育英資金の貸
付について
︵教育委員会事務局︶
●令和４年度全国学力・学習状況
調査結果概要について
︵教育委員会事務局︶
●学校における新型コロナウイル
ス感染症の対応状況について

21

ついて

30

︵教育委員会事務局︶

枝幸町民植樹祭に参加しました
月

10

日︵土︶

15

問牧地区﹁北の魚つき
の森﹂で３年ぶりに開催
された植樹祭に参加しま
した︒
トドマツ・ハンノキの
植え方の説明を受け︑天
気が良い中︑気持ちの良
い汗を流しました︒

（17）

29

10

No.62

会
議
町
幸
枝
令和４年 11 月 29 日発行

全 員 協 議 会
第４回︵ 月 日開催︶
月 日の議会臨時会に提案さ
れる新型コロナウイルス感染症・
物価高騰緊急経済対策補正予算１
億１５３０万円及び︑認定こども
園開設後の枝幸保育所及び子育て
支援センター複合化改修に伴う設
計業務委託料６８０万円の説明を
受け︑協議しました︒

③物価高騰等対策支援助成金
１０３０万円
老人福祉施設等４団体への運営
経費増大に対する物価高騰分を支
援
④給食食材費高騰対策事業
１２０万円
食料品の物価高騰に対し︑現行
の給食費を値上げせずに︑給食の
質の確保を図り︑安心安全な給食
の供給を継続するための助成
⑤酪農緊急対策支援事業
３１２０万円
肥料・飼料の生産資材高騰と乳
価・個体販売価格の下落などによ
り経営を圧迫する町内酪農家に対
し農業経営への影響を軽減するた
め︑経営コスト上昇分の一部を成
牛頭数に換算し︑１頭当たり３６
００円を助成
⑵児童福祉施設の複合化改修事
業について
６８０万円
︵町民課︶

また︑新たに﹁こども家庭セン
ター﹂を設置予定としている︒

月

日︶

第５回 議会臨時会
会期︵

◆一般会計補正予算︵第３号︶
１億２４５０万円
︵全会一致で可決︶

令和４年度補正予算

28

10

28

⑴新型コロナウイルス感染症・
物価高騰緊急経済対策につい
て
１億１５３０万円
︵まちづくり推進課︶
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委

委

員

員

員

副委員長

委 員 長

村上

遠山

小林

渡辺

徳保

守義

修

正浩

明徳

喜幸

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。
議員の活動や町政
の方針などを、
ぜひご覧ください。

委

しませんか

10

①電気・ガス・食料品等高騰緊急
支援給付金︵１世帯５万円︶
５２２０万円
特に家計への影響が大きい低所
得者世帯︵住民税非課税世帯等︶
への給付金
②子育て世帯支援助成金
２０４０万円
子育て世帯の負担を軽減するた
め︑令和４年 月１日現在︑ 歳
以下の児童がいる世帯へ一人あた
り２万円の給付金

認定こども園開設後の枝幸保育
所︑枝幸地域子育て支援センター
の活用について︑令和５年度に改
修工事を行い︑南宗谷通園センタ
ー︑子ども会館を移転予定︒

編 集 後 記

記︵渡辺︶

日ごとに秋の気配が深く感じ
られる中︑﹁道の駅まつり﹂に
行ってきました︒コロナ禍で久
しぶりのイベントです︒
昨日の暖かさとは違って︑寒
い中でも大盛況に終わったよう
です︒
久しぶりの道の駅でしたが︑
レストランも家族連れ等で賑わ
っていました︒ちなみに私はラ
ーメンを食べました︒人気のソ
フトクリームには︑さすがに手
が出ませんでした︒
なかなか収束しない新型コロ
ナウイルスにより︑イベント活
動も減り︑寂しい年になり︑こ
こにきて値上げラッシュとなり︑
大変な一年で終わりそうですが︑
来年こそは楽しい年になる事を
願うばかりです︒
これから冬に向
け寒くなる時です︒
皆様︑お体ご自愛
ください︒

月２日

10

議 会を傍 聴

議会広報編集
特別委員会
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