斜里町

議会だより

Shari Town
Assembly

令和２年４月
からの議場改修が
終わりました。
パーテーションが設置され
コロナ感染対応は
続きます。

No.191

令和３年・2021年5月1日

令和３年度予算総額１４６億６３２２万円可決

令和３年度予算の概要

（※万円未満切捨て）

億３５０万円

（新）は新規事業
（継）は継続事業

分野別の主な事業

□一般会計

◦議事録作成音声記録支援システ
ム導入事業 （新）１０５万円
ＡＩ音声認識ソフトの導入

◦地域公共交通活性化事業
（継）１３８２万円
公共交通の確保のため交通体系
の確立を図る

（継）１５００万円
知床ブランドイメージの獲得と
浸透の強化を図る

◦ 知床観光ブランディング強化事業

◦テレワーク推進事業
（継）６８５万円
企業・テレワーカー受け入れ体
制確保、定着に向けた取り組み

【総務】
〇まち・ひと・しごと
創生総合戦略
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ちょうど１年前の３月定例会議からコロナ感染対策を行
いながら会議を開催してきました。議場の改修工事も終
わり、議席も間隔をとり対応しています。
令和２年度の補正予算、町政執行方針、教育行政執行方
針、６名の議員による一般質問、令和３年度予算質疑な
どが行われ、予備日を１日残して終了しました。

会議日程
３月２日～１２日

町は変わるのか？

過疎指定を受けて

３月定例会議
令和２年斜里町議会定例会

◦町営住宅維持管理 事 業
（新 ） ２ ３ ７ 万 円
新望岳団地バリアフリー化改修等
◦個人版ふるさと納 税 推 進 事 業
（新） ３ ０ ０ ０ 万 円
ポータルサイトで の 寄 付 金 募 集

23

【民生】

◦三井橋改良事業
（新）５０３４万円
老朽化による改良工事
◦中斜里６号道路整備事業
（新）２５０２万円
産業用道路の拡幅整備
◦中斜里農村公園改修事業
（新）４００万円

【土木】

◦埋蔵文化財センター移転事業
（新）２８３万円
◦健康増進センター活用事業
（新）２７８万円
防球ネットを設置
◦Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館改修
事業
（新）５８４９万円
◦ 地 域 お こ し 協 力 隊 事 業（ Ｂ ＆ Ｇ
海洋センター分）（新）
４６９万円
インストラクター１名を配置
◦地域おこし協力隊事業（学校巡
回司書分） （新）４６８万円
学校図書運営等に１名を配置

【教育】

◦はしご車整備事業
（新）２３０万円
一部部品の交換
◦消防車両購入事業
（新）７４９０万円
大型水槽車の購入

【消防】

公園遊具の改
修・更新

◦基幹相談支援センター運営事業
（新）３３１万円
障がい者相談支援のため、斜網
地域で共同設置
◦ 地域おこし協力隊事業（特別養護
老人ホーム分）
（新）
９３２万円
介護支援を行う２名の配置
◦地域おこし協力隊事業（子育て
支援分） （新）１３９４万円
保育・子育てへの３名を配置

【衛生】
◦一般廃棄物広域処理事業
（新）３５５万円
燃えないごみの一部を大空町の
焼却施設で処理
◦ごみ運搬車購入事業
（新）７７５万円
◦小型家電処理事業
（新）２４７万円
運搬処理経費の負担

【農林水産業】
◦斜里町みどり豊かな森林環境
整備促進事業（新）９９８万円
民有林の整備促進を図る

【商工】
◦観光施設修繕事業
（継）５２１万円
夕陽台・スキー場渡り廊下等
◦地域おこし協力隊事業
（商工分）
（継）１３９７万円
一般社団法人知床しゃりに３名
を派遣

議

決

議

案

◦辺地に係る公共的施設の総合
整備計画の変更について
遠音別、三井、富士越川辺地に
新たな計画が加わりました。

例

改

正

＊ 前 号 で の 町 内 辺 地 は「 ６ カ 所 」 で
は な く「 ５ カ 所 」 で し た。 訂 正
してお詫びいたします。

条

◦国民健康保険条例等の改正
保険料の独自減免制度の廃止や
新型コロナウイルス感染症の定
義変更などによる改正

事

案

件

◦介護保険条例の改正
令和３年度から令和５年度まで
の保険料率の変更に伴う改正

人

見

書

選任の同意（敬称略）
・ 斜里町監査委員 宮山 貢
（新任）

意

◦高レベル放射性廃棄物の最終処

分場にしないことを求める意見書

提出者 若木 雅美
全会一致で可決され、関係機関
に送付しました。
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◦地域おこし協力隊事業（総務分）
（新 ） ４ ６ ３ 万 円
情報発信を行う１ 名 を 配 置

令和３年度予算で各部署に必要な人員を募った結
果、11名の募集になりました。議会では、その採用内
容、本来の目的に沿った任用になるのかなど質疑が交
わされました。町の業務に関わる人、派遣の形で法人
で業務を行う人など条件はいろいろです。人件費の半
額は国からの支給です。

◦ 貸与用チャイルドシート購入事業
（新） 万円
一時貸与分９台購 入
◦個人番号カード交 付 推 進 事 業
（新 ） ２ ５ ０ 万 円
マイナンバーカード交付体制拡充

地域おこし協力隊の募集と採用

総

括 質

疑

◦櫻井議員 地域おこし協
力隊をはじめとして、人材
の受け入れ体制の庁舎内の
考え方は？
副町長 庁内全体で人材を
育む環境を構築していきた
いと思っています。
同時に、メディア活用プ
ロジェクトチームも設置し
て取り組むつもりです。
◦木村議員 斜里高校の総
合学科への受験者の減は危
機的ではないか？
教育長 数字だけ追いかけ
て入学してくれれば良いと
は思っていない。高校その
ものの魅力と質のアップに
務めたい。
町長 そのためにも町全体
で考えていきたい。

◦海道議員 産業への支援、
下支えなど、新しい経済対
策が必要では？
定住自立圏構想含めてお
考えを聞かせてください。
町長 今後、人の動きの改
善を見て対応していくしか
ないと思っています。同時
に広域で連携を視野に入れ
て、自立圏構想を活用して
取り組みを進めたいと思っ
ています。

◦佐々木議員 町内経済状
況認識は？
コロナ影響の対策は重要
だと思うが、いかがか？
副町長 思った以上の長期
戦となっていると認識。コ
ロナの先を見極め、効果的
な事業継続のために配分対
応を考えています。

◦今井議員 今後の大型事
業はなんでしょうか？
温浴施設などを検討する
予定はありませんか？
副町長 医療と一般廃棄物
と捉え広域連携で実施した
いと考えています。
町長 温浴施設は今後の経
済状況を見ての対応となり
ます。

新年度予算個々に関する質疑終了後に、全体予算、町の事業推進
などに関する、予算案全体に関わる質疑が行われました。

◦若木議員 地域おこし協 ◦櫻井議員 コロナの被害
力隊による人材不足の課題 が大きい観光基盤に力を入
解決にテレワークを活用し れることが必要、と町長も
ては？
答えています。
町民 も 巻 き 込 み ア ピ ー ル
しかし、今回の予算編成
するこ と が 必 要 で は ？
には、その言葉の具現性が
総務部 長 テ レ ワ ー ク の 中 見 え ま せ ん 。
ではま だ 、 成 果 は 期 待 で き
今、取り組まずにいつ取
ません 。
り組むのでしょうか？
今後はＨＰなど積極的に 町長 これまでも同様の指
活用して対応していきます。 摘や声を受け、その課題に
取り組むと言いながら２年
以上経ています。
観光振興計画に沿って、
４月から具体的に観光の
方々と協議の場を作ってい
きたいと思います。
◦宮内 議 員 地 域 お こ し プ
ロジェ ク ト マ ネ ー ジ ャ ー を
配置す べ き で は ？
町を ア ピ ー ル す る 力 を 強
化すべ き で は な い で し ょ う
か？
総務部 長 プ ロ ジ ェ ク ト マ
ネージ ャ ー は い く つ か の 条
件が必 要 で 、 ま だ 取 り 組 む
状況で は な い と 思 っ て い ま
す。
今後 は 地 域 お こ し の 公 募
など各 分 野 で 積 極 的 に 取 り
組みた い と 考 え ま す 。
◦久保議員 厳しい町財政
の中、アクションプラン作
成時に人件費の削減は議論
されましたか？
また、北海道はコロナ感
染症の影響を考え総合計画
を見直しますが町は検討し
ないのですか？
町長 職員のやる気も考え
全体的な議論の中で対応し
てきました。道の見直しも
視野に入れて第７次総合計
画に取り組んでいきたいと
考えています。

□特別会計・企業会計

令和３年度各会計予算

【国民健康保険特別会計】
億５６３１万円
【森林保全特別会計】
４１３１万円
【公共下水道特別会計】
７億３７０３万円
【介護保険特別会計】
億７８３５万円
【後期高齢者医療特別会計】
１億９２４７万円
【病院事業会計】
億２３３８万円
【水道事業会計】
６億１６４２万円

願

特別会計、企業会計予算は全
会一致で可決されました。

□請

請願第１号

「斜里福祉会への支援に関する
請願について」

会議２日目、産業厚生常任委
員会へ調査付託されました。
委員会調査を経て、報告書が
議長へ提出されます。
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17

12

16

コロナによって見通せない
経済不安・生活は変わる？

●一般会 計 補 正 予 算
第( 回、

回 )

総額１１７億６１３万円

10

1

◦学校保健特別対策備品等整備事業
４４０万円
学校での感染対策備品等の確保
◦事業持続緊急支援給付金分
３０００万円
事業継続の下支えと資金繰り
不安解消のための緊急支援
◦朝日小学校体育館空調設備改修
１０６９万円
避難所利用時の感染リスクを軽減
◦国保病院病棟トイレ環境整備分
６８５万円
病院患者用トイレの洋式化

◦コロナウイルス感染症対策事業

主な補正予算は次のとおりです。

３月定例会議では 年間の事業
実施における追加、更生などがさ
れました。

9

◦病院事業会計繰り出し事業費、補
正追加分
１０２０万円
◦病院運営支援貸付事業費
事業会計貸付金
６０００万円
◦新型コロナウイルスワクチン接種
体制確保事業費補助金追加分
３０７４万円

質疑
◦学校のコロナ対策について 小学
校の仲良しクラブ教室は対象ではな
いのですか？
施設全体で取り組まなければ効果
はないのでは？
小暮・櫻井議員
教育
カ所の学級対象です。仲良
しクラブにはパーテーションなどの
対応を考えていますが、今後施設全
体を視野に検討いたします。

◦朝日小学校でのスキー授業実施開
始予定は？ウナベツスキー場リフト
の整備などは？
久保議員
教育 令和３年度から実施を予定。
リフトなど運営事業者で、まだ計
画などは作られていません。対応し
ていきます。

◦事業持続支援金の前回特定事業者
支援の支援件数は？今後の給付の考
え方は？
櫻井議員
商工 特定事業支援は１１８社。今
回は全体的なセーフティネットと考
えています。

◦ワクチン接種で、町内の人が町外
で接種希望は可能ですか？
若木議員
福祉 状況により可能です。町内在
住の方は、町内接種が原則です。

54

以上、令和２年度一般会計・特別会
計・企業会計の補正予算、条例などの
議案は全会一致で可決されました。

こ れ ま で の コ ロ ナ 対 策 予 算 の 取 り 組 み と、

第( 回

)

今回新たに実施する事業などについて審議

されました。

●一般会計補正予算

◦コロナウイルス感染症対策事業

◦生活路線バス維持確保対策事業助成金追加
１７０万円
知床線の利用減による一往復分（ 日分）
の支援
◦地域公共交通支援事業
万円
女満別空港線の１／２便分の運航経費支援

8

59

質問 ６月以降の関連した対策になります
が、申請、支給の迅速な体制は確保されて
いますか？
櫻井議員
観光 前回提出されたものを参考に、短期
集中で実施し支給いたします。

◦特定事業者緊急経営支援給付金追加
３０００万円
コロナにより甚大な影響を受けている飲食
サービス、宿泊、観光関連サービス事業者
支援

質問 新規路線拡大で網走、北見は宿泊助
成を実施。斜里町も取り組むべきでは？
若木議員
観光 各事業者は独自で実施されていま
す。まだ、就航も不安定なことから推移を
見て検討します。

91
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一般会計総額は113億8291万円

臨時会議
１月28日

６億１３１万円

（限度額）

令和２年度、コロナ対策関係分として
国から交付の総額は

補正予算議案・質疑
３月定例会議・令和２年度

コロナ禍で大きなダメ
ージを受けた観光事業の
持続再生を目指し、観光
振興計画の推進・課題に積
極的に取り組むべきです。

観光価値の
多様性を再構築！

・知床観光拠点ウトロ実現も

やはり観光協会は
ウトロでは？

多様な観光の場所、取り
組み、再整備が今こそ必
要な時です。

問 施設充実、景観を含
めた整備など自然景観を
楽しみ、遊び、地域の風
土を楽しむ。多様な観光
の再整備が必要ではない
でしょうか？
イベントに頼る集客か
ら揺るぎない魅力の構築
を考えるべきでは？
町長 議員同様に観光地、
観光施設の再整備は必要
です。
宿泊税も活用し、取り
組みを深めます。観光振
興計画に沿って、行政と
観光関連団体、事業者そ
れぞれの役割で向上に努
めていきます。
再質問 振興計画の実施
を含めて、十分な協議の
場の設置が必要では？
町長 今後、そのような
場の設定を検討していき
ます。

・カムイワッカの利用拡大も

問 こんな時だからこそ、
観光拠点をウトロ地区に
移すべきでは？
町長 コロナ前に比べ、
事務所位置の重要性は低
いと感じています。町と
しては観光協会の決定を
受けていく考えです。
再質問 今後、事務機能
の移転など具体的な動き
になる場合は町の指導、
支援を期待します。
一般社団法人知床しゃ
りとの役割分担は？
町長 前に進みにくい状
況と認識しています。し
かし、ＤＭＯはどうある
べきかという成果は持っ
ていますのでキャッチボ
ールを行っていくことが
必要と認識しています。
商工会を含めて時間の
ない中で詰めていく必要
があると思っています。

人学級の次は
人学級へ
35

問 国は小学校だけ 人
学級を実施しますが、今
後も町独自の 人学級を
中学校では推進されます
か？
町独自で 人学級を検
討しては？
教育長 今後も、中学校
では独自で 人学級を実
施します。
これからの児童生徒数
の推移では、 人以下学
級の導入をせずとも、教
育環境は十分に確保でき
ると考えています。
学習環境の向上には今
後も務めて行きます。

35

図書館に
デジタル書籍を！

問 コロナ禍にあって時
間や曜日にとらわれるこ
となく利用できるデジタ
ル書籍のニーズが大きく
なっています。
町内の通信回線整備も
進むことから斜里町にも
導入を検討すべきでは？
今後は、必要になるアイ
テムだと思います。
教育長 デジタル書籍の
様々なメリットは認識し
ています。
いくつかの課題はあり
ますが、今後、社会的ニ
ーズは高くなると思って
います。今後、導入の可
能性について調査研究を
行なっていきます。
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35

30

櫻井あけみ議員
録画映像を動画でチェック▶

宿泊税の
推進と課題
問 自主財源を基盤整備
などに活用との声を受け
て取り組みを進める一方、
一律の課税については不
安の声が出ています。
事業規模の違いなど、
考慮検討が必要ではない
でしょうか？
町長 コロナ後を見据え、
条例の制定を進めたいと
思っています。一方で定
額課税への懸念の声も承
知していますが、現場で
の混乱も懸念もありま
す。ご理解をいただける
ように努めていきます。
再質問 混乱というデメ
リットを解消するシステ
ム対応も、検討して進め
るべきでは？
町長 混乱が起きないよ
う知恵を出し、取り組み
ます。
また、宿泊税の徴集に
より、観光で来られる方
に恩恵が享受されるよう
に務めて行きます。

普及は進むと思います

義務教育の、子ど
もたちの学びの環
境をしっかり作る
こと。それが行政
の役割だと思いま
す。
斜里らしい取り組
みと成果を期待し
ます。

30

30

35

３月定例会議

一 般 質 問
町政を問う!

知床観光の課題解決
今こそ取り組む時！

問 最近、海洋性漂着ご
みの大量発生が世界的な
問題となっており、約
年後には地球上の海洋生
物以上にこの物質の重量
が上回る現状であるとの
見解です。
知床も例外ではありま
せん。斜里町の前浜地区
では漁業者が中心となっ
て、自主的に大掛かりな
清掃を年に２、３回行っ
ており、ルシャ地域にお
いても住民と環境を考え
る企業が共同し海岸美化
活動をしています。
公式行事としては自治
会連合会が主催する前浜
清掃が年１回行われてい
ますが、このような住民
の活動に合わせて『世界
にごみ問題を考え発信す
る日』を設定してはどう
でしょうか。
世界に先駆けてこの問
題に取り組むことによっ
て、愛町精神が生まれる
のではないかと思います。
考えをお聞かせ下さい。
町長 「アースデイ」や
「海洋ごみゼロウィーク」
などが環境省等で制定さ
れています。
独自に制定することは

考えておりませんが、活
動の広がりを図っていく
考えはあります。
再質問 全漁業者に町長
から「やろうや」と言う
呼びかけはできないので
しょうか？
町長 漁港内の清掃等は
自主的にやっています。
再質問 増え続けるごみ
に対して撤去費用など、
どう考えてますか？
町長 令和２年は三井化
学などの協力を得たこと
もあり、粗大廃棄物の処
理等に関しては、環境意
識の高い企業に呼びかけ

ていきます。
再質問 海洋性廃
棄物の再資源化等
をしている自治体
もありますが、ど
う考えますか？
町長 次期、ごみ
処理場の取り組み
で考えていきたい。

町民全員に
給付金を！

問 現在さまざま
なコロナ禍の感染
対策事業が行われ
ておりますが「ま
んぷ食うポンプラ
ス」のような提案
型と町民全員に対
する給付型があると思い
ます。
前者はやっと町民の間
に使われ方が分かり定着
した感じがあります。後
者は斜里町では行われて
おりませんが、小清水町
では３回ほど行われてお
り、このような全員給付
は無いのですかという声
は少なくありません。町
長はどうお考えですか？
町長 コロナに対する経
済の影響を常に考えてや
ってきました。
いくらでも予算があれ

ばできますが、財源が限
られる中で町内経済の状
況を踏まえると売り上げ
が低迷した業種に絞った
宿泊、飲食券の方が政策
効果が高いと判断してい
るところです。
再質問 提案型など民間
主体で企画するものも出
てきておりますが、もっ
と予算を増やすべきで
は？
町長 何が必要なのか見
定めて、臨機応変にやっ
ていきたいと思います。
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久野 聖一 議員

３月定例会議

一 般 質 問
町政を問う!

コロナ渦でもやっておく事。
町を愛する取り組み、『漂着物清掃』

30

自主的に前浜清掃を行っている漁業者の方々

斜里町でも出してほしい

小暮 千秋 議員
録画映像を動画でチェック▶

問 ３月８日は「国際女
性デー」です。ＳＤＧｓ
の目標の一つでもある
「ジェンダー平等」は、
男女問わず生きやすい社
会、多様性を認め合う社
会の実現に不可欠である
と考えます。
しかし、女性のまちづ
くりへの直接的な参画は
非常に少なく、以前から
の課題でした。
現在、町の各審議会等
委員における女性の比率
はどうなっていますか。
町長 現在 審議会のう
ち女性委員がいる団体は
団体です。人数は２３
８名のうち女性は 名で

あり、比率は ．３％と
なっています。
再質問 「無作為抽出の
公募委員登録制度」導入
後、女性委員は増えまし
たか。
町長 全体の女性比率は
導入前後に関わらず ％
ほどですが、公募委員に
ついては平成 年度の導
入後４年間で、延べ 名
の委員のうち女性は 名
の登用で比率は ．１％
となり、女性の積極的な
任用を図ってきたところ
です。
再質問 第６次総合計画
策定時には、 名の町民
委員のうち女性は６名で
した。
女性も年代や職業、環
境などで経験や考えは様
々ですから、なるべく多
くの女性の参画が必要で
す。
次期総合計画策定時に
は女性の比率を高めるよ
う、数値目標の設定や各
種審議会等を公開するな
ど、今から町民の参加意
識の醸成を図ってはどう
ですか。
町長 性別や年代を問わ
ず、幅広く町民の声を町
政に反映させるための
「無作為抽出の公募委員
登録制度」をこれからも
活用しながら、次期計画
策定時には女性の意見も
しっかりと反映させるた
め、町民参加の方法を早
めに考えていきます。

積極的な人材育成を検討
してはどうですか。
町長 結婚・出産に伴う
離職・休職も多く難しい
状況ですが、安定した保
育環境の確保のため更な
る取り組みが必要と感じ
ています。
地域のマンパワーの発
掘・育成について検討を
進める考えでおります。
再質問 子育て支援員に
ついても資格取得支援を
考えてはどうですか。
町長 可能な限り積極的
に検討を進めます。
再質問 当面の待機児童
対策としてもファミリー

保育士資格は自宅で学んで受験し取得することもできます。
人材育成のための支援制度をぜひ！

・サポート・センター事
業をもっと使いやすくし
てはどうですか。
町長 現状では料金設定
など使いやすさに課題が
あると認識しています。
制度としてできること
を確認しながら、考えて
いきます。
再質問 この４月から困
る家庭を支えるため、ス
ピード感を持って進める
べきと思いますがどうで
すか。
町長 待機児童は大きな
課題ととらえています。
できることは精力的に
取り組んでいきます。
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困った保育士不足
待機児童対策は？
問 ３歳未満児の保育ニ
ーズの増加により、令和
３年度は待機児童が９
名、潜在的待機児童を含
めると 名になるとの見
込みです。
理由は保育士不足によ
るとのことですが、保育
士資格取得支援事業など
13

20

24 59

まだまだ女性の比率は低いのが現状です。
女性も積極的に参加してみませんか。

19

29

40

37

３月定例会議

一 般 質 問
町政を問う!

ジェンダー平等の実現に向けて「無作為
抽出の公募委員登録制度」の効果は？
23

28

46

問 高齢者のワクチン接
種を実施する時には、接
種会場までの交通支援を
行うべきと考えます。
車を運転できない方を
対象にハイヤー券の配布
を行い、予約日時どおり
に接種を終えられるよう
にすべきではないでしょ
うか。
町長 市街地にお住まい
の 方 に つ い て は、
「しゃ
りぐる」
の停留所として、
新たにゆめホール知床を
追加し、接種の際にご利
用できるように協議を進
めています。
郡部地域とウトロ地域
にお住まいの方について
は、ハイヤーをワクチン
接種の専用送迎車両とし
て委託可能か検討してい
ます。

再質問 ハイヤーの専用
送迎車両委託が、国の補
助対象ならば、町内全域
で実施すべきではないで
しょうか？
町長 ハイヤー台数など
の物理的条件や１日の接
種人数予定数から、全て
ハイヤーでの送迎とはな
らないと考えます。
再質問 接種は時間予約
しますし、自家用車でい
らっしゃる方もいます。
デマンド方式のような実
施は可能ではないかと考
えます。
細やかな検討をしては
どうでしょうか。
町長 今後、シミュレー
ションと予約の状況のな
かで可能な分は柔軟な対
応が出来るかと考えます
が、今の段階では必ず出
来るとは判断
できません。
再質問 しゃ
りぐるの停留
所を臨時的に
増やすことも
必要ではない
でしょうか。
町長 今の段
階では考えて
いません。
再質問 ワク

チン接種のためにしゃり
ぐるを利用する場合は無
料としてはどうでしょう
か。
町長 ゆめホールで乗降
する場合は、無料とする
考えです。

日本語習得支援
を検討しては？
問 外国人技能実習生制
度は、２０１９年の法改
正により新たな在留資格
が設けられ、資格を得ら
れると日本で働く事が可
能となりました。
町内の実習生の皆さん
が、資格を得て、引き続
き町内で働いてもらえる
ことは、労働力や有資格
者不足の解消につながる
と考えます。
引き続き斜里町で働き
たいと考えてもらうため
には、さまざまな交流に
よる町民とのつながりも
必要です。
より多くの町民との交
流が可能となるために、
実習生の皆さんの日本語
習得支援が必要です。
地域おこし協力隊制度
の活用や、指導にあたる
日本語講師の確保、日本
語教室の設置により、支

援すべきでは
ないでしょう
か。
町長 斜里町
で暮らす外国
人の皆さんが
実際にどのよ
うなことで困
られているか、
何を必要とさ
れているか把
握します。
そのうえで、
町として出来ることは何
なのか精査し、具体的な
施策に反映出来ればと考
えています。
再質問 今回の制度変更
をどう捉えていますか。
町長 今後、人材不足の
部分を外国人の方に頼ら
なければならないと考え
ています。
縁があって斜里町で実
習を積まれている方が、
引き続き斜里町に住んで
もらえることは喜ばしい
ことだと考えています。
再質問 言葉の問題も課
題の一つと想像され、日
本語を教える人材は不足
していると認識されてい
るならば、積極的に人材
確保に取り組むべきでは
ないでしょうか。

町長 先に、日本語習得
が課題となっているのか
の実態を把握することが
必要と考えます。
再質問 介護分野では、
サービスを受ける方との
コミュニケーションをと
るうえで、日本語習得が
より必要になるのではな
いでしょうか。
町長 介護分野の実習に
あたっては日本語習得は
一定程度クリアすること
となっております。
より日本語を理解して
もらえたら、サービスを
受ける人の安心にもつな
がると考えますが、教え
る人材確保できるのか見
極めていかなければなり
ません。
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若木 雅美 議員

３月定例会議

一 般 質 問
町政を問う!

ワクチン接種実施時に
高齢者の交通支援を

予定どおりの接種にもつながるのでは

日本語講師を地域おこし協力隊で確保しては

問 斜里町も自治基本条
例の理念、精神に基づき
町民の参加機会の充実に
努め第６次総合計画が策
定され、７カ年の町政推
進がなされてきました。
今回その中で令和３年
度予算と構成、それに係
る基本方針が示されまし
た。町民の願いに応える
ためにも財政の健全化は
喫緊の課題だと考えるが
町長の所見を伺います。
地方税を確保するため
今後どのような産業振興
策を考えているのか伺い
ます。
町長 イメージ戦略を中
核とし産業連携を深め、
新たな付加価値の創造と
テレワークなど町内外企
業との連携による新たな

斜里町とし
て、定住自立
圏構想に向け
た考え方は？
町長 この圏
域形成協定に
参加すること
は良い面はあ
っても悪い面
は無いと考え
ています。緊
急医療体制整
備や一般廃棄
物処理、社会
教育施設の相
互利用など、
課題別に１市
４町間での広域連携を今
後とも積極的に進めてい
く考えです。
再質問 財政確保の観点
からも推進すべきでは？
町長 圏域形成における
特別交付税の措置など財
政面の効果を確認しつ
つ、複数自治体連携によ
るスケールメリットの効
果など、より有益な事業
展開を目指し取り組んで
行きます。

地域担当職員制度
の活用は？

地域住民の命と暮らしを守るため他市町村との連携は重要‼

問 斜里町では、平成
年より住民参加と協働に

よる行政運営を目指す取
り組みの一つとして、地
域担当制度を実施してい
ます。
地域とのつながり、町
民の主体的なコミュニテ
ィ活動と参加をさらに推
進するためにも、制度の
運用を今以上に積極的に
進めるべきと考えますが、
町長の所見を伺います。
地域担当職員制度の現
状は？
町長 制度開始から 年
経過していますが、現在、
単位自治会 のうち 自
治会において自治会長の
意向を受けて配置してい
ます。
再質問 職員の地域活動
への参加推進は？
町長 従来から町職員は
自治会に加入することと
しており、さらに職員に
は自主的な自治会活動へ
の参加も促しています。
また、多くの職員が各
自治会の役員を担ってお
り、今後も住民と行政を
つなぐ役割として自治会
の活動に生じる相談等に
も積極的にこの制度を生
かしていただきたいと考
えています。

14

21

徹 議員
海道
録画映像を動画でチェック▶
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定住自立圏構想
の考えは？
問 人口減少・高齢社会、
経済活動の低迷など社会
経済状況や市町村財政の
疲弊などから、各自治体
はフルセットでの生活機
能を確保することは困難
になっている現状があり
ます。
斜里町も人口減少・高
齢化が進む中で、圏域全
体の実態を直視し同じ問
題を抱える中心市と周辺
町村との一体的振興策を
推進すべきと考えますが
町長の所見を伺います。

19

事業展開の構築を目指し
ていきます。
再質問 財政健全化を目
指す上で新たな方策を伺
います。
町長 アクションプラン
に基づき高齢者施策の見
直し、国保病院の経営改
善、ガバメントクラウド
ファンディングの導入な
ど当初予算に反映をして
います。
再質問 将来を見据えた
まちづくり、町長として
の展望を伺います。
町長 少子高齢、人口減
少に加え大きく変容する
社会環境への対応が必要
だと認識しています。今
後は、創生総合戦略を確
実に実行して基本目標の
実現を目指します。

一般財源確保のための産業振興は重要‼

３月定例会議

一 般 質 問
町政を問う!

新年度予算構成と町政運営は？

37

問 馬場町政 年間の成
果について第６次総合計
画の達成状況を踏まえた
自己評価と、計画の最終
年までに達成すべき考え
ている政策について伺い
ます。
想定外のコロナ禍とな
り、国はグリーン成長戦
略など打ち出しています
が、コロナ収束後、新た
な雇用創出や産業誘致な
ど、町はどのように考え
ているか伺います。
町長 町民参加による自
治基本条例の制定、その
理念に基づく「第６次総
合計画」の策定、施策の
実行、効果検証と協働の
まちづくりとして拘って
進めてきたと自負してい
ます。その中で、多くの
分野で幅広く持続可能な
地域社会の再構築に取り
組んで参りましたが、空
き家対策や移住・定住対
策など未達成や取り組み
途中の事案もあります。
今後、期間内にスピード
感をもって取り組み、中
長期的課題は、次期総合
計画の策定も見据え課題
を精査し進めて参ります。
コロナ禍は、生活様式
の変化を加速させまし
た。ワークライフバラン
スの多様化は地方にとっ
て追い風になる動きでも
あります。雇用や新たな
産業の創出に繋がる機会
を逃さぬよう今後の動向
に注視して参ります。
再質問 「斜里町環境基
本 計 画 」 は、「 グ リ ー ン
成長戦略」を先取りした
計画だと思います。
コロナ収束後、この計
画をベースに斜里町らし
い成長戦略として新たな
産業誘致や雇用の創出に
繋げてはと考えますが、
町長の見解は？
町長 「斜里町環境基本
計画」は、項目によって
達成・未達成の濃淡があ
ります。社会環境の変化
も踏まえ計画が達成出来
るよう努力して参ります。

３月18日㈭ 18:00～

議会モニター懇談会

１月29日㈮ 14:00～

武藤俊雄先生とWEB研修

北海道大学公共政策大学院

◦町民は議会や各議員と話したいと思う。現在も実施されて
いる道の駅等で対話する機会があれば、 町民は行くと思
う。

◦対話や懇談は、町民とのギャップを埋める。

◦モニター同士の話合いの場があった方が良い。
たくさんの意見や提
言がありました。
参加いただきありが
とうございました。
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成長戦略
わがまちの

録画映像を動画でチェック▶

山内 浩彰 議員

３月定例会議

一 般 質 問
町政を問う!

馬場町政10年、総合計画を含めた
評価と目標達成方策は？

10

⃝議会モニター懇談会を開催しました。

分科会と全体会の２部構成で実施し、議会モニターと意見
交換を行い、今年度初めて対話の場となりました。

◦議会に女性や若者を増やす取り組み協議はされているか？
◦町民が町政に関心を持つように育てていく事が大切だ。

テーマ 「政策評価の仕組みと理論」
目 的 政策評価に関する議員としての実務能力の向上を図る

議会に求められている政策評価は、どう
あるべきか？どんな視点で分析を行うか？
などについて講義を受けました。

議会貸与のタブレットを利用し、議場に
集まりモニターで。コロナ禍でも、研修を
実施することができました。

全員協議会

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。 この会議は、一般に町政に
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。３月定例会議では４件でした。

第８期斜里町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（中間報告続き）
◦計画期間を令和３年４月～令和６年３月とする内容について説明を受けました。
１

高齢化率は令和２年10月末で33.88％、令和７年度は約35.38％と見込み、また、要介護認定実績（令和２
年度）は615名であり今後も介護サービスのニーズが高まるとして686名（令和７年度）と想定しています。

２

介護保険給付費の財源は、50％を公費、50％を保険料で構成しているが、第７期計画での保険料の負担比
率見直し後（第1号被保険者23％、第２号被保険者27％）の現況で負担とします。

３

令和２年度に整備予定していた小規模多機能型居宅介護29人分は利用ニーズ調査果を踏まえ、見送りとし
ました。

４

本計画では保険収納率を99.0％と見込み、基金取り崩し５千万円を行うことにより標準保険料月額5,750円
（第７期計画：5,670円）と設定しました。

国保病院の経営改善に向けた緊急的取り組み
◦町からの「繰入金」に益々大きく依存する「病院経営」について、さらなる費用削減
を検討しながら「経営改善」に努める取り組みの説明を受けました。
１

病棟再編計画では、病床総数111床を95床（一般病棟55，療養病棟40）とします。

２

業務効率化で令和３年４月１日より「院外処方せん」（医薬分業）へと変更します。

下水道使用料金の改定
◦事業開始から40年を経過し「経営状況の改善」「施設の老朽化」が課題です。令和11年度までの収益的収支の
改善、町の一般会計繰入金の抑制に向け段階的な料金改定を目指したいとの説明を受けました。
１

斜里下水処理場（昭和62年供用）の設備更新を行います。

２

収支試算と改定率を検討した結果、引き上げ率を基本料金・超過料金20％とし改定実施１回目を令和４年
４月と予定し、２回目以降の改定は今後協議を継続します。

令和３年度地方税制改正の概要
◦国の税制改正に伴い特例処置等、関係条例を改正するものです。
１

固定資産税等の見直し（不動産取得税の特例延長）

２

車体課税の見直し（軽減対象車の割合と激変緩和処置）

３

個人住民税の見直し（住宅ローン控除の特例延長等）

４

納税環境の見直し
＊その他、詳細は総務部税務課にお問い合わせ下さい。

お世話になりました！
茂木(前)事務局長

議会事務局長が変わります

コロナ禍という特殊な状況、また庁舎改
修工事とも重なり、環境整備に明け暮れた
かのような日々を過ごしました。
昨年、この議会だよりで「物事を見る目
線が変わり戸惑っている」と書きましたが、
職員としてこの経験は大変貴重なものでし
た。わずか1年という短い期間でしたが、
本当にありがとうございました。
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よろしくお願いします！
平田(新)事務局長

前任の茂木局長から事務を引き継ぎ、議
会事務局の一員に加わりました。
13年ぶりに２度目の勤務となります。当
時とは議員数も違い、議会を取り巻く環境
も変わっています。その頃とは違う目線に
立ち、町民の皆さまが、よりよい生活をお
くるために活動する議会のためにお役にた
つ仕事をしていきたいと思います。
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委員会活動報告

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。それぞれの委員会では、
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。

◦２月２５日 第７回委員会
３月定例会議案件の説明と質疑
道外所管調査報告書の協議
管内所管調査の意見交換等
商工会の要望書回答について
政策提言について
＊前号 １９０ 号での道外視察研
修には海道議員は参加され
ておりませんでした。
訂正いたします。

◦２月24日 第14回委員会
３月定例会議案件の説明と質疑
◦３月３日 第１５回委員会 ～
４月１２日 第２１回委員会まで
社会福祉法人斜里福祉会提出の請願審査
３月３日の定例会議において請願は当委
員会に付託されました。第16回委員会より
調査審議に取り組んでいます。
福祉会から町への財政的支援の要請に町
は回答（３月10日）しています。
◦福祉会からの聞き取り調査
◦行政からの聞き取り調査
◦調査内容と聞き取り調査
◦調査、協議
◦調査、まとめ

３月１６日
３月２２日
３月３１日
４月７日
４月１２日

４月12日に請願審査報告を、意見を付し議
長へ提出しました。

◦１月臨時会議・３月定例会議の議事日程
の協議

◦３月12日・191号編集委員会開催

◦議場での傍聴等の再開を協議 議場での
傍聴のほか、町政報告や町政執行方針等
の読上げを再開

◦３月24日・原稿締め切り提出
◦４月16日・191号編集作業
その後、校正・確認を経て発行は5月1
日になります。
発行までにはずいぶん日数を要しますが、
町の広報と同時配布のために、このスケジ
ュールで行っています。

◦議会広報についてのご意見など、お気軽
に議会事務局までお寄せください。よろ
しくお願いします。

◦「陳情・要望等の取扱い」
取扱いをより明確に且つ、より迅速に
対応可能となるよう見直します。
◦「モニター懇談会」の企画・立案
３月18日に実施した懇談会について協
議しました。
※実施内容についてはＰ11に掲載。

議会運営委員会

議会広報常任委員会

◦３月２日・議会広報191号編集
委員会開催

今回号から一般質問のページにＱＲコー
ドを付けました。質問議員の録画映像がご
覧いただけます。
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◦12月24日 第13回委員会
商工会の要望書に関する調査

産業厚生常任委員会

総務文教常任委員会

◦１月２７日
管内所管調査 大空町、津別町
学力向上対策として、公設塾等を実施
している両町教育委員会を、委員全員と
教育委員会２名、事務局員２名で視察し
ました。

◦３月定例会議より、議場での傍聴を再開
しましたが、発熱がある場合、傍聴をご
遠慮いただきます。引き続きご協力をお
願いします。
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ま ち の 声

町民の声が反映される議会を！
◦議会広報は読みますか？
議会というものをあまり理解
できていないので読んだことは
ありません。これからは議会の
ことに関心を持っていきたいで
す。

◦ネット配信・
フェイスブックは？

ひら

が

平 賀

まさ

き

聖 基

さん

地元高校卒業後、家業の
農業後継者として現在ま
で活躍されています。
31歳

峰浜在住

ネット環境が整えば、ぜひ議
員がどんな発言をしているのか
議会中継を観てみたいです。

◦議会へのイメージ・
今の議会に求めるものは？
今は遠い存在に感じています
が、もし議会のイメージを変え
るなら、若い人たちが議会に対

追跡! あの質問・その後は？
平成25年(2013年)６月議会で

地域おこし協力隊の実施導入を
検討しては？

令和３年度は11名の公募！
予算質疑でも多くの質問が交わされていまし
た。多くの人材が来てくれるといいですね！

して興味が持てるような取り組
みをしてほしいです。
また町民との意見交換ができ
る仕組みを積極的に展開してほ
しいと望みます。

◦斜里町に住んで
感じていることは？
とても住みやすいと感じてい
ます。でも、人口減少がとても
心配です。観光も基幹産業の一
つですから、観光の考え方から
の人口増と、定住者を増やす仕
組みを作って
今回から
ほしいと思
議会広報
います。
読んでください〜
よろしく！

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？

平成21年より総務省で実施を
始め、
令和元年度では5,000名を
超え1,079自治体が活用してい
る事業です。
斜里町では、３年前よりこの
事業で人材活用を始め、今年度
は11名の募集を始めました。交
流人口、関係人口の拡大も期待
でき、町に定住してもらえる人
の活躍を期待します。

議会ホームページが新しくなりました！
◦議会独自のデザインへ変更し、掲載内容を充実
◦議会の予定が一目でわかる議会カレンダーを設置
◦スマートデバイス（スマートフォンやタブレット）への対応
◦議会へのお問い合わせフォームの開設
※これまでどおり、議会インターネット中継や録画配信、
会議録、広報もご覧いただけます。

斜里町議会
Facebook

発行：斜里町議会

で検索

ホームページ

〒099ー4192 斜里町本町12番地
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