斜里町

議会だより

Shari Town
Assembly

コロナの影響は！
町の産業３本柱の
これからは？

７月臨時会議

７／３０

９月定例会議

９／８・２３～２５

コロナ対策交付金斜里町への配分額

３億５,１９１万円
No.189

令和２年・2020年11月1日

７月30日・補正予算で取り組む事業

・その他感染防止に関わる事業など

・特定事業者緊急経営支援給付金
2,990万円

・誘客促進クーポン発行

・コミュニティセンター整備助成

2,989万円

1,327万円

・国保病院空調・換気対策
1,350万円
（1,000万円の寄附によりエアコン設置）
他にこれまでのコロナ対策事業費の精算・
更正が多数ありました。

そのほか、コロナ感染の影響で中止となった事
業などの更正がありました。
・ゆめホール知床換気対策強化

申告などで
公正に判断
します。
◦知床観光
ウィズコロ
ナ対策
一般商店な
ども対象で
すか？
久野議員
観光 観光
土産店、観
光宿泊施設
を対象とし
ています。
◦クールチ
ョイス普及
啓発 事業期間と実施内容
は？ゴミ問題にも広げられま
せんか？
櫻井議員
総務 事業は令和２年度まで、
教育分野で実施と、ポスター
などの掲示で行われています。
ゴミのポイ捨てなどは地域課
題として取り組みます。
◦地域集会場整備 発電機の
設置は、この助成事業の中で
できますか？
若木議員
総務 助成金要綱に基づいて、
ポータブル発電機の設置とな
ります。
◦国保病院空調・換気対策
病室に設置するエアコンで
すが、病室全部ではないので
すか？いつ頃に設置される予
定ですか？ 若木・櫻井議員
病院
台の設置予定です。
９月中には設置する予定です。
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◦６月定例会議で実施の決ま
ったプライムクーポンの利用
期限を延長しては？
今井議員
観光 金券同様のクーポンの
利用期間は発行から カ月間
と決められています。
◦入浴回数券はなぜ使えない
のですか？
今井議員
観光 金券で金券を購入にな
るために利用はできません。
◦特別定額給付金支給率は？
久野議員
民生 ５５８６世帯中５５３
７世帯に給付済みです。残り
世帯へは勧奨します。
◦特定事業者緊急経営支援
◦対象条件を広げては？
宮内・若木議員
観光 今回の事業は、より困
っている、そして今後も事業
営業継続のための事業として
います。
◦該当者の決定は公正に行わ
れますか？
久野議員
観光 決定は町が実施、確定

町内消費・利用喚起にさまざまな
取り組みが実施されています。

「病院事業会計」
・児童生徒1人1台端末整備

1,500万円
「民生」

501万円
1,167万円

・クールチョイス普及啓発事業

・学校トイレ洋式化

「総務」

・市街地巡回バス平日以外運行

52万円

・地域集会所整備助成
500万円
（朝日第三自治会館・
（町有地）
に建設）
362万円
・地域公共交通支援

コロナ感染対策事業以外の補正予算
・知床観光ウィズコロナ対策支援
2,800万円

2,060万円

８,９８２万円
２億６,２０８万円
３億５,１９１万円
国の●１次補正配分額
●２次補正配分額
合計
314万円
・避難所感染防止対策

３月定例会議終了後から町はコロナ感染対策事
業を実施してきました。

コロナ感染対策事業関係

７月臨時会議一般会計補正（第３回） 108億8,730万円
主 な 質 疑 内 容

6
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９月２4日・補正予算

天井も空いた状態
で、改修工事も佳境
です。３月定例会議
には本会議場へ！

○庁舎等の感染拡大防止資材の購入等
庁舎内テレワーク継続通信費 ３３万円

◦慰労金給付事業 介護、医
療従事者へのコロナ慰労金が
非課税となっていることを
しっかり伝えていただきた
い。
若木議員
民生 支給時にこれまでの感
謝も含め伝えてまいります。
◦プライムクーポン 事業者
への応援事業です。完売し十
分に効果をあげるために、積
極的な販売広報に力を入れる
べきではないでしょうか？
若木議員
観光 東日本大震災の宿泊
クーポンよりもスタート時の
手応えはよく、今後の利用に
期待しています。
◦前回のクーポンとは利用期
間が違います。延長されない
状況で需要は伸びますか？
櫻井議員
観光 商工会、観光協会と連
携して状況を見ていきます。
また、各団体が呼びかけ・広
報を行うべきものとなってい
ます。
◦集客対策は、町外にも広げ
るべきではないですか？
若木議員
観光 町外からの集客は国や
道の取り組みに期待していま
す。今後、回復が見られない
時は再検討すると思いますが、
現時点では考えていません。
◦庁舎内テレワーク 現在も
継続されてますか？どんな業
務を行っていますか？
櫻井議員

総務 現在、実施はしていま
せん。具体的な業務内容など
詳しくは協議していません。
通信料は契約している部分に
なります。
◦女満別空港利用促進事業
知床までのアクセス対応を
考えるべきでは？現状でも十
分ではない中で、取り組むべ
きでは？
若木・櫻井議員
総務・観光 新規就航などが
実現すれば、検討を考えます。
アクセスに関しては課題とし
て認識しています。事業者と
意見交換はしますが、その後
は事業者の対応になります。
・「おとふけ割」などの集客
プランは、地域全体の集客を
意識した取り組みです。こう
した対応は考えていないので
しょうか？ 若木・櫻井議員
観光 国や道の対応を期待し
ます。
◦高度無線環境整備推進事業
知床五湖、岩尾別地区など
は除外されています。特に知
床五湖ではキャッシュレスの
利用、安全管理など、整備が
必要とされる地域です。今後
の整備はどう考えていますか
？
櫻井議員
総務 必要性は理解していま
すが、町単独では無理なため、
国などに
期待する
しかない
と思って
います。
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机に手製のコロナ感染対策のシールドが作られました。

○新型コロナウイルス感染症対応従事者慰
労金給付事業
医療機関等に勤務し患者と接する医療従
事者や職員に対して慰労金を給付する
１５３人×５万円 総額 ７６５万円

した。
各コロナ事業に対しての質疑が各議員より行わ
れました。

○庁内デジタル化推進事業
エリア全体のデジタル化の促進と自治体
ネットワークの見直しへの対応
４,５７４万円

３月定例会議・５月招集会議・６月定例会議・
７月臨時会議での事業の精算、更正も行われま
○高度無線環境整備促進事業
民設民営方式による情報通信基盤の整備
総事業費 ５億８,６５７万円
（内補正額）３億３,３８３万円

組んできたコロナ対策事業の精算や不用額など
の整理も行われました。新たな事業費も組み込
まれ、交付金充当予定額は３億５,３６８万円
となりました。

○女満別空港整備・利用促進協議会
オホーツク圏域の経済及び観光産業の活
性化を図る
２７２万円

コロナ関係の９月補正予算では、これまで取り

斜里町が行う主なコロナ対策事業

国の取り組み ➡ 町が実施

主 な 質 疑 内 容

コロナ関連以外の
主な補正
【衛生】
◦網走厚生病院脳神経外科運営支
援事業
４００万円
収支差額で損失の費用負担で
す。令和２年１月から３月まで、
２１８８万円のうち、斜里町分

質疑
補正予算・その他

◦網走厚生病院脳神経外科運営支援
差額損失の改善は見込めないので
しょうか？現実の利用実数などはど
のような状況でしょうか？
櫻井議員
民生 支援は続くと思います。実績
は、当初予定のベッド数よりも多く
なっています。
◦地域医療計画での網走脳神経外科
どのような位置付けですか？
宮内議員
民生 網走脳神経外科救急の休止か
ら網走厚生病院で担い、救急はウト
ロ地域からの搬送を考えています。
◦国保病院 空調設備は設置された
のでしょうか？
櫻井議員
病院 計画変更などで、設置工事の
発注が行われていません。

・介護現場に人材不足の状況が見ら
れた。町民サービスや保険料にも
影響することから、早急に強固な
手立てが必要と考える。
・事業執行にあたり、金額の大小に
かかわらず、予算不足によって計
画された町民サービスが提供され
ない状況とならないよう、予算を
効果的に配分し、事業が計画的に
実施されるよう求める。
・人件費や扶助費など、経常経費の
増加に伴い、経常収支比率が上昇
している。この先の中・長期的な
財政の弾力性が失われていくこと

見

書

が懸念されるので、効率的な行財
政運営を強く求める。

意

６件の意見書を全会一致で可決し、
関係機関に送付しました。

◦教育委員会委員
西原 重雄（再任）
門田眞由美（新任）

◦固定資産評価審査委員会委員
佐藤 正悟（再任）

人事案件 （敬称略）

◦道教委「これからの高校づくりに
９月８日
関する指針」を抜本的に見直しす
令和元年度決算認定は、６月定例
べての子供どもに豊かな学びを保
会議で設置された特別委員会に付託
障する高校教育を求める意見書
斜里町一般会計、五つの特別会計、
提出者 山内 浩彰
二つの企業会計の決算および付属調 ◦種苗法改正案の慎重な審議を求め
書などに監査委員の意見を付して提
る要望意見書
出されました。
提出者 若木 雅美
◦新型コロナウイルス感染症の影響
９月 日
に伴う地方財政の急激な悪化に対
決算審査調査特別委員会報告
し地方税財源の確保を求める意見
一般会計歳入歳出決算認定から水
書
提出者 久野 聖一
道事業会計までの８件は認定とされ ◦軽油引取税の課税免除措置の継続
ました。
を求める意見書
提出者 久野 聖一
付帯意見は次のとおりです。
◦国土強靭化に資する道路の整備等
に関する意見書
提出者 櫻井あけみ
◦子どもの医療費助成制度の拡充を
求める意見書
提出者 小暮 千秋

決算認定

令和元年度
決算審査を実施
しました
25

【農業】
◦病害虫まん延防止対策支援事業
１０９９万円
農業協同組合が行う事業に町が
一部を助成します。
【教育】
◦知床ウトロ学校教職員住宅建設
工事費更正
△５６００万円
来年度に繰り延べ。
【企画】
◦企業版ふるさと納税推進事業
万円
パンフレット作成委託料。

■財産の処分
学校分収造林 本数 １１４４５本
売払収入見込み １１２８万円
国が実施する公売による

議 案

■工事請負契約
知床自然センター外構改修工事
９９５５万円
土橋・丸七高橋経常建設共同企業体

■設備整備に関する契約の締結
高度無線環境整備推進事業を活用し
た光ファイバ等電気通信設備
３億３３８４万円
東日本電信電話株式会社

議 決

■財産の取得
児童生徒一人一台端末整備
４４７０万円
大丸株式会社北見出張所
ＧＩＧＡスクール構想の機材整備

20
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コロナ対応関連以外の補正・議案・質疑
９月定例会議

一般会計予算は補正額を追加・９月総額１０６億７３５４万円

問 コロナによる観光産
業の現状を、どのように
捉えていますか？
そして事業者への調査
は実施されていますか？
町長 大変厳しい状況で
あった一方、回復基調が
読み取れる結果と思って
います。
事業者への調査は４月、
６月以降は実施していま
せんが、会議などで情報
交換をしている状況です。
問 ３カ月の上下水道料
無 償 化 事 業 は、
「大変助
かった。
ありがたかった」
という声が多くありまし
た。
この事業の検証につい
ては、どのように捉えて
いらっしゃいますか？
対応であり土地は含まれ
ていません。土地の減免
対策を、国の減免対策同
様に町が独自に行うべき
ではないでしょうか？
コロナ対応の交付金も
充当された中、町の対応
として伺います。
町長 土地に対する減免
措置については町は実施
する予定は考えていませ
ん。
現在行っている、さま
ざまな支援策の実施を継
続しながら、事業継続の
下支えを行っていく考え
です。
今後のコロナ感染状況
と経済の回復を総合的に
勘案しながら、適切な対
応をしていくつもりです。

生ごみ処理方法を
考えませんか？

問 処理運搬に多額の経
費がかかる生ごみ堆肥化
処理を、これから検討が
始まる基本計画策定を視
野に、焼却処理の検討を
してはどうでしょう？
町長 堆肥化自体は順調
に行われていますので、
焼却方式に変更は考えて
いません。生ごみの処理
方式として焼却も可能で

あることは認識しています。

はいかがでしょうか？

問 生ごみ自体の搬出量
を抑えていくことが重要
だと思います。自家処理
でのエコ対応の促進を進
めるために、処理機など
へ の 公 費 助 成 を 実 施 して

町長 生ごみの減量化に
つながる取り組みは重要
であると考えています。
家庭や事業所で取り組

生ごみに限らず、ゴミを
出さないために、減らす
ためにどうしたら良いの
かを考えるべき！
それが、事業費の削減・
持続可能な取り組みのは
ずです！

める手法は積極的に広報
啓蒙を進めたいと思って
います。しかし、公費助
成については財政ひっ迫
の中で優先順位を見なが
ら判断していきます。
問 斜里町のごみ処理経
費は、示された資料から、
他自治体に比べて非常に
高額です。
多額なごみ処理経費の
削減、生ごみなど搬出の
ストレスも考え、ごみ処
理方法の全体的な見直し
に今から取り組むべきと
思っています。持続可能
でエコロジーを意識した
町としての検討をしてい
ただきたいと思いますし、
町民もそれを望んでいま
す。
町長 斜里町らしい取り
組みを意識しながら処理
経費削減も視野に入れて
取り組んでまいります。
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町長 市街地に比べ、ウ
トロ地区の使用量落ち込
みは予想以上に大きくな
った結果でした。
観光事業への落ち込み
が大きいと認識していま
す。
問 観光産業事業者の事
業継続を支えなければ、
今後の町の観光事業は大
きく後退します。
今後も町の支援が必要
です。上下水道料無償化
の継続実施はできません
か？
町長 現段階で、継続な
どの実施予定はありませ
ん。
問 国が行う令和３年度
の固定資産税等の減免は、
事業用家屋と償却資産に

観光事業者自ら、StayHomeを訴え
て自粛休業を続けてきた３カ月。
日本中の観光の方々の動きは止まり
ました。
これからの不安を抱えての現在。
先は、不安でいっぱいです！

９月定例会議

一 般 質 問
町政を問う!

業績悪化の事業者へ町の支援をさらに！

櫻井あけみ議員

問 新型コロナの蔓延は、
地球環境の破壊と異常気
象、
「核問題」
、格差の拡
大による貧困層の増大、
多数者の意見が尊重され、
個人が尊重される未来社
会を実現させる自由と民
主主義の問題などが変革
しなければならない課題
として、多くの人々の共
通認識となっています。
「新自由主義」のイデ
オロギーによる「自己責
任」
「 金 だ け、 今 だ け、
自分だけ」といった考え
は、福祉切り捨てと医療
破壊として 年間進めら
れてきました。
しかしこのような福祉
や医療切り捨ては、安心
と希望ある未来へとつな
がるものでしょうか。そ
こで伺います。
斜里町は「斜里町自治
基本条例」に基づいてま
ちづくりの最上位計画と
して総合計画を決め、こ
れを指針として行政運営
がされています。
議会の議決を経た第６
次斜里町総合計画の「基
本テーマ」＝「幸せを実
感できる住みよいまちづ
くり」は、総合計画の基
本テーマとなっているこ
とについて町長の所見を
伺います。
令和２年２月に示され
た高齢者施策の見直しは、
諸計画との不整合が明ら
かです。見直しの根拠は
何ですか。
「介護保険低所得者利
用負担金の助成の引き下
げ 」「 低 所 得 者 へ の 訪 問
介護利用者減免の引き下
げ 」「 在 宅 サ ー ビ ス 利 用
者減免の引き下げ」など
は、地域包括ケアシステ
ムの構築に向けた在宅支
援サービスの充実に反し
ますが答弁を求めます。
町長 「幸せを実感でき
る住みよいまちづくり」
は、基本目標の考え方を
示したものです。
「諸計画との不整合」
の指摘は、財政的な裏付
けなどにより順応して対
応してきたもので、必要
な見直しです。
「介護保険サービス」
は近隣自治体に劣らない
サービスを展開していて
充実に反するとの指摘は
当たりません。財政面を
捉えながら信念をもって
地域包括ケアシステム構
築を進めます。

シロシストを克服し
持続可能な農業を
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町長 町内５地
区が緊急防除地
区に指定され、
対抗植物の作付
けなど行ってき
ました。
発生確認地区
の拡大は、国が
発生確認のため
検査を進めてい
ます。
情報開示は国
が主体となって行います。
関係機関と連携し、必
要な情報開示と蔓延防止
の強化に当たります。

日本・斜里町農業の
育苗生産を守ろう

問 農業競争力支援法で
種苗の知見を民間企業に
提供することが義務付け
られ、種子法の廃止で種
子生産の公的保証がなく
なりました。
北海道農業の発展は官
民一体の品種改良、種苗
の安定生産の努力が大き
く、種子法、種苗法は大
きな役割を果たしてきま
した。
種苗の海外流出を防ぐ
ためには、国も海外での
品種登録を進めることが
最も重要としてきました。

人類史の農耕の歴史で
種苗は代々引き継がれ、
命を守り、儲けの対象で
ない公益性の高いもので
す。
今日遺伝子組み換えな
ど世界の種子の７割が少
数の多国籍企業に独占さ
れています。
種苗法「改定」で種苗
の独占化がさらに進むこ
とや自家増殖を許諾制と
するなど斜里町農業にお
ける種子馬鈴薯や小麦種
子生産における生産者負
担の増大が懸念されてい
ますが？
町長 種苗法の改定に当
たっては、生産者が将来
にわたって安心が確保さ
れるよう、丁寧で慎重な
議論が必要と考えます。
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問 ジャガイモシロシス
ト線虫の蔓延は、ジャガ
イモの栽培に大きな影響
を与えかねません。私は
蔓延を防止し、斜里町農
業の持続的な発展を期す
る観点から質問します。
平成 年に網走市で最
初のジャガイモシロシス
ト線虫の発生が確認され
て以降の対策とその進捗
状況について伺います。
令和元年８月に町内１
地区で発生が確認され、
令和２年４月１日の発表
では５地区へと拡大しま
したが蔓延防止の観点か
らの情報の開示と蔓延防
止に対する所見を伺いま
す。

安心安全な国産野菜

９月定例会議

一 般 質 問
町政を問う!

福祉施策の見直しについて

宮内 知英 議員

40

国産資源の活用で強い経済を

町政を問う!

一 般 質 問

９月定例会議

ペットボトルや空きビン、空き缶の
若木 雅美 議員

回収方法を見直ししては？
問 町民はすでに、資源
ごみなど 品目の分別を
実践しています。
ごみの減量をさらに進
めるために、町民に対し
て、これまで何を求め、
これから何を求めていき
ますか。
町長 これまで、日常生
活の中でいわゆる３Ｒ
（減らす・再利用・再資
源化）の徹底をお願いし
て参りました。
今後の取り組みとして、
さらに分別の品目を増や
すことは、高齢化が進む
世帯が多い現状では、慎
重に対応する必要がある
と認識しています。
ただし、国におけるプ
ラスチック製品の回収シ
ステムが構築された際に
は、導入を検討したいと
考えています。
17

再質問 再利用や再資源
化するものも「減らす」
と捉えていますか。
町長 当然そうしたもの
も、「出さない」という
考えです。
再質問 ペットボトルの
使用抑制を図るために、
マイボトル使用の推奨を
行うことが必要では？
町長 色々な機会を通じ
て、働きかけしていくこ
とは、大事な事だと考え
ます。
再質問 ペットボトルや
カン、ビンの収集は、ご
みステーションに専用か
ごを設置してはいかがで
しょうか。
家庭から排出する時に
「袋」を必要としない方
法で実施し、ごみの減量
に取り組むべきではない
でしょうか。
町長 収集で使
用された袋は、
資源物として処
理を行ってお
り、ごみが増加
するという認識
ではありません。
現行での対応
で問題ないと考
えています。
この袋は減らす必要ない？

全 員
協議会

1．斜里町財政健全化アクションプラン
新型コロナウイルスは、町の財政にも大きな影響を与え、令和３年度には
一段と厳しい状況になります。第６次行政改革実施計画の中、財政健全化を
目的にアクションプランを作成しました。

②下水道会計への繰出金も3.2億円となっており、令和４年度以降20％の利
用料金の値上げを前提として試算されています。
③自主財源となる「ふるさと納税」
「宿泊税」については、投資事業の財源として一定額を充当した形で
計画に含めました。
（宿泊税導入実施は令和４年度予定）

２．企業版・プロジェクト型ふるさと納税

３．斜里町第８期高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画
庁内検討プロジェクトチームの再設置後より検討

を経て「斜里町ふるさと納税応援寄附条例」を制定
し、実施して行くことになりました。
企業版、プロジェクト型の取り組みが順次開始さ
れます。返礼品取り扱いのふるさと納税は、既存の
大手ふるさと納税サイト事業者に委託。
取り扱い返礼品については（一社）知床しゃりが
業務を担う形でスタートします。
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３項目の基本目標を定め、６項目の重点事項を設
定して、計画策定を行っています。
介護施設の受け入れ休止などの現状解決を含めた
「高齢者施策の見直し」・施設利用状況などについ
ては12月までに検討することとなっています。第８
期計画は令和３年４月から３年間の計画となります。
斜里町議会だよりNo.189

町政全般にかかわる事項や、議会の運営に関する事項な
ど を 協 議 す る た め、 全 議 員 で 行 う 会 議 で す。 町 政 に 関
する重要な事件や町議会内部の事項について報告・協議
するため、必要に応じて開かれます。

①病院事業会計 令和２年度に６億円を上回る繰入金が必要であり、そのた
め5．5億円の繰出しに加え、今年度中に２億円を財政調整基金から繰入、
10年間の貸付金とし、
６年目以降５年間で返済を求めることとしています。

令和２年・2020年11月号

② 知床自然センター外構改修工事

令和元年度に続き駐車場や正面入口の仕上げ改修工事が計画されてい
て利用客の利便性を図ります。

③ 越川地区のエコクリーンセンター

長年の課題である大量保管されていた粉状有価物の処理が進み、令和
３年度には少量となる見込みです。最終処分場も水の滞留は見られず埋
め立て計画の約60％となっています。

④ 斜里高等学校

入学者の状況や地元中学からの将来見込み等の厳しい状況が報告さ
れ、生徒確保に向けた取り組みや外部講師を活用した特色あるゼミの紹
介もありました。また、本町出身の片山コーディネーターからは本校で
1年間過ごす「高校生対流促進事業」のオンライン募集状況と受け入れ
体制の協力依頼がありました。

政
第２回

策

会

議

７月2２日
９月25日

◦選挙公営の改正について 情報共有
◦男女一人二票制の意見書について（協議継続）
◦議長立候補制について（繰り延べ）

＊政策会議とは、政策立案を目標に具体的な調査・
研究を通して町政に対する政策提言や議会内部の事
項について全議員で構成され協議をする会議です。
必要に応じて開催されます。

斜里郡３町議会連絡会議

し、広域行政に関する課題や情報交換、調査研究を
進めること。そして３町が総合的に発展することを
目的として、令和２年より新たにスタートした会議

斜里町議会からの
出席者

◦金盛議長
◦須田副議長

コロナ対策では、
各町の取り組みなど
について多くの質問
や意見がありま
した。

６月定例会議で設置された特別委員会は、第２回・
第３回の委員会を経て
◦第４回 ８月２８日 事業評価の提出
◦９月１日から９月４日までの４日間で各会計の予
備調査を実施しました。
◦９月定例会議の初日（９月８日）に令和元年度決
算認定が付託され、慎重審議のもと審査を実施し
ました。
◦第１０回 ９月２３日 審査結果を「認定」と決定
◦９月定例会議の最終日（９月２５日）に審査結果報
告を行い「認定」としました。
◦第１１回 ９月２５日 政策形成サイクルの反映につ
いて、引き続き調査を継続します。

（清里・斜里・小清水）10月２日清里町で開催

この連絡会議は、３町議会間の親睦、連携を維持

です。
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決算審査調査特別委員会

◦政策会議運営のルールについて

第３回

町内所管調査 ９月 日

原生林への施業計画に基づき、密集し成長したアカエゾマツを中心に
間伐が行われ、1,300本余り堆積されていました。今後は森の憲法「持
ち出さない」を原則に区域内での有効利用を検討します。

総務 文 教 常 任 委 員 会

① しれとこ100㎡運動地

清里町田中議長の司会進行により、３町から共通

する課題を出し合い、その内容について活発な意見
交換や議論、情報共有などが行われました。
◦選挙公営の改定
◦３町でのコロナ対策と特別交付金の活用
◦敬老会などのあり方

◦久野総務文教常任委員会委員長
◦櫻井産業厚生常任委員会副委員長
（宮内委員長欠席のため）
斜里町議会だよりNo.189

令和２年・2020年11月号

＜8＞

委員会活動

総務文教常任委員会・産業厚生常任委員会
議 会 運 営 委 員 会・議会広報常任委員会

斜里町議会では、常設の四つの委員会のほか、特定の事件を審査するための特別委員会を
設置し、各々の役割を持って活動しています。委員会では、どのようなことを行っている
のか、その様子や内容をお伝えします。
９月１6日

◦９月定例会議案件について説明と質疑
新型コロナウイルス感染症対応事業
第６次斜里町行政改革実施計画
アクションプランなど
◦町内所管事務調査
（９月30日）
の事前説明
環境課 教育委員会から
◦道外所管事務調査・日程と調査地の調整
◦提言した公設民営塾、政策会議にかける
ための対応
◦北海道町村議会議長会からの意見書につ
いての対応など

◦定例会議の内容でレイアウトを考えます。
◦一般質問の人数によってページ数が決ま
ります。
（今回は３名、年間のページ数
は決まっています）
◦そこから、委員全員で原稿を手分けして
担当執筆。
◦全体の配置やレイアウトが出来上がった
後、
タブレット端末でそれぞれチェック。
◦最終編集会議（10月15日）で再確認。
◦印刷入稿するまで作業が続きます。
印刷されてみなさんのお手元に届けられ
てホッとする委員会です。
どうぞ、ご感想をお寄せください。
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◦第６回 ８月１３日
◦ふるさと納税調査

行政から進捗説明

◦第７回 ９月8日
◦要望書などについての取り扱い
◦第８回 ９月１5日
◦９月定例会議案件について説明と質疑
◦第９回 ９月24日
◦町営温泉入浴施設の再開について調査
◦返礼品付ふるさと納税の早期推進調査
◦ふるさと納税調査報告の提出

◦７月臨時会議、９月定例会議の議事日程
の協議をはじめ、本会議における新型コ
ロナウイルス対応として、引き続き「提
案内容の読み上げ減量化」や「一部読み
上げを省略し書面配布」等の対応をとり
ました。
◦「議会人事の立候補制」等について協議・
検討してきました。「議会人事の立候補
制」は「議会の見える化」の一つとして
協議・検討しているものです。

議会運営委員会

議会広報常任委員会

〜 広報ができるまで 〜

◦第５回 ７月14日
◦令和元年度 委員会活動総括
◦ふるさと納税調査方法について協議

産業厚生常任委員会

総務文教常任委員会

◦第３回

◦９月定例会議もこれまでと同様に新型コ
ロナウイルス対応として、別室に設置し
たモニターにて傍聴していただく形をと
りました。ご協力いただきありがとうご
ざいました。

斜里町議会だよりNo.189
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＊＊ ま ち の 声 ＊＊

初めてインターネット中継を見ました

議会広報はどうですか

議会だよりはこれまで
読んだことがありません。

じました。
議員さんの思いや町民
の意見があるからいい町
ができるんだなと思いま
した。
町を知る良い機会です
ので、たくさんの方に見
てもらえるといいですね。
機会があれば傍聴にも
行ってみたいです！

議会へのイメージは

ファミリーサポートセ
ンター事業など、子育て
支援が充実していて驚い
ています。
ファミサポもそうです
が、公園もたくさんある
のにあまり利用されてい
ないのでは？もったいな
いですね。

仕事をしていて
感じることは？

追跡! あの質問・その後は？
平成25年 3 月
平成27年 6 月

広報と一緒に届くのですね。

新聞を定期購読してい
ないため、いつ定例会議
があるのか、一般質問の
内容なども知りませんで
した。
ＳＮＳなどで発信して
くれた方が情報を受け取
りやすいかもしれません。

町のみなさんフォローを
よろしく
お願いします！

町を良くするために議
論をしているイメージ。
男性が多いイメージで
す。

Facebook

障がいのあるお子さん
を対象とした放課後等デ
イサービスに勤めています。
教育や障がい、福祉は
周囲の理解も大切です。
情報発信に努めながら、
地域に溶け込めるよう頑
張ります。
これからも斜里町の福
祉施策の充実を望んでい
ます。

斜里町議会の

斜里町に移住して
みてどうですか？

光陽町在住
標津町より結婚のため
斜里町へ。２歳男児を
育てる２０代の若きママ。

親身に接してくれ、親
切な人が多い印象です。

さん

議会を傍聴したこと
はありますか？

今回初めてインターネ
ット中継を見ました。
一般質問では水道料金
の助成など身近なテーマ
で、他人事ではないと感

高山 繭香

一般質問・答弁の「検討します」は
その後どうなったのでしょう？

ウトロ 環状道路の改良を
ウトロ 香川道路通学路の安全対策を

ウトロ環状道路（香川道路）は、地形から、そ
の勾配はとても急で、十分な広さを確保できな
い状況が続いてきました。冬季は車道を歩く事
もありました。
観光客も多く利用し、通学道路でもあるために、
その安全対策は地域からも求められてきました。

令和元年度に調査設計が行われ、令和２年度から歩道などの拡
張工事が始まりました。完成までには、まだ工事が続きますが、
安全な歩道確保になり、道路段差も解消されます。

平成27年
６月現在

電柱も移設
幅も広く
なっています

令和２年
10月現在

◦Facebookで議会の情報を発信中!
Facebook

ホームページ

発行：斜里町議会

〒099ー4192 斜里町本町12番地
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◦ホームページでは、議会インターネ
ット中継、録画配信・会議録、広報
も見ることができます。
http://www.town.shari.hokkaido.jp/50gikai/

☎（0152）26 − 8392［直通］ 編集：議会広報常任委員会
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