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第１回定例会

令和４年第１回定例会が３月２日から１８日まで行われました。
令和４年度予算案については修正議案を可決。
その他補正予算、条例の改正等の議案審議を行い、全て原案可決となりました。
審議された議案のあらましについては以下のとおりです。

令和４年度予算
令和 4 年度予算
85億643万5千円

令和 3 年度予算
82億3,440万9千円

前
年
比
2億7,202万6千円

12億6,522万5千円

12億9,069万8千円

△ 2,547万3千円

療

1億7,068万7千円

1億6,389万2千円

679万5千円

業

10億8,995万8千円

10億5,087万4千円

3,908万4千円

介 護 サ ー ビ ス 事 業

6,998万9千円

6,048万9千円

950万円

3億2,563万4千円

3億811万7千円

△ 5,547万3千円

一

般

会

計

特

国 民 健 康 保 険 事 業
後

別

介

会

簡

期
護
易

高

齢

保

者
険

水

医
事

道

事

業

営 農 用 水 道 等 事 業
計

1,569万7千円

1,903万7千円

△ 334万円

業

3億8,509万2千円

3億9,141万5千円

△ 632万3千円

漁 業 集 落 排 水 事 業

3,678万6千円

2,205万2千円

1,473万4千円

風

4,629万6千円

4,134万円

495万6千円

12億3,241万9千円

12億4,470万6千円

△ 1,228万7千円

839万7千円

2,078万5千円

△ 1,238万8千円

1,693万3千円

4,095万5千円

△ 2,402万2千円

131億6,954万8千円

128億8,876万9千円

2億778万9千円

公

共
力

下
発

水

道
電

事
事

業

病院事業会計（収益的収入及び支出）
（収入）
病院事業会計
（資本的収入及び支出） （支出）
合

計

社会福祉協議会運営事業補助金を全額、
減額修正案を全会一致で可決。

３１００万円

◎町道照明改良事業

予算額

道路照明灯具をＬＥＤ化す

ることで消灯対策、省電力化、

長寿命化を図るものです。

◎太田地区避難所設置工事

除く原案については賛成多数により
可決されました。

主な新規事業

７２４万７千円

◎ビニールハウスＩＣＴ実証

試験事業

予算額

スマート農業の普及に向け、

センタービニールハウスにお

２２５万５千円

太田地区の避難場所を旧保

予算額

ニタリング並びに温度調節、

健福祉会館跡地へ変更するこ

いて、温度・日照など環境モ

潅水などの自動化・遠隔操作

とにより、より近くの避難場

所ができることで町民の災害

時における安心、安全のため

の整備を図るものです。

◎学校施設整備事業

の実証試験を行うものです。

◎秋サケ資源増大対策事業施

１０００万円

設整備補助金

予算額

ひやま漁業協同組合が運営

１８９万３千円

北檜山小学校の遊具（ブラ

予算額

採卵室の整備やサケ稚魚の安

ンコ）の老朽化による更新を

する檜山サケふ化施設に係る

定的な生産・放流を行うため

の施設改修に資するものです。 行うものです。
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令和３年度補正予算
一

般

会

計 （ 第 11 号 ）

300万円

92億1,051万円

国 民 健 康 保 険 事 業（ 第 ２ 号 ）

△ 2,440万7千円

12億6,143万8千円

国 民 健 康 保 険 事 業（ 第 ３ 号 ）

137万5千円

12億6,281万3千円

後 期 高 齢 者 医 療（ 第 ２ 号 ）

△ 38万6千円

1億5,873万9千円

介 護 保 険 事 業（ 第 ４ 号 ）

2,619万6千円

10億9,620万2千円

介 護 サ ー ビ ス 事 業（ 第 ３ 号 ）

△ 99万円

6,027万9千円

簡 易 水 道 事 業（ 第 ２ 号 ）

△ 948万6千円

3億601万3千円

簡 易 水 道 事 業（ 第 ３ 号 ）

224万9千円

3億826万2千円

営 農 用 水 道 事 業（ 第 ３ 号 ）

△ 161万5千円

2,324万1千円

公 共 下 水 道 事 業（ 第 ２ 号 ）

△ 926万6千円

3億8,419万8千円

漁 業 集 落 排 水 事 業（ 第 １ 号 ）

△ 130万円

2,075万2千円

風 力 発 電 事 業（ 第 ３ 号 ）

1,000万4千円

6,660万3千円

病 院 事 業 会 計（ 収 益 的 収 入 及 び 支 出 ）

△ 867万3千円

12億5,889万2千円

（ 収 入 ）

127万7千円

2,206万2千円

（ 支 出 ）

△ 73万1千円

4,222万4千円

計

計 （ 第 10 号 ）

会

会

別

般

特

一

回 補 正 額
2億2,155万5千円

病 院 事 業 会 計
（資本的収入及び支出）

補正の主な内容
◎一般会計補正予算
（第 号）
公共施設整備基金、生活交
通確保対策基金への積立金や

正予算（第２号）

◎公共下水道事業特別会計補

予算（第４号）

各種改修工事等の執行残や

◎介護保険事業特別会計補正

居宅介護サービス給付費負

◎漁業集落排水事業特別会計

です。

担金の追加などによる増です。 各種事務事業の執行による減

◎介護サービス事業特別会計
補正予算（第３号）

デマンドバス運行事業補助金
などによる増のほか、各種事

補正予算（第１号）

各種事務事業の執行による

減です。

◎風力発電事業特別会計補正

予算（第３号）

による増です。

風力発電事業基金への積立
る減です。

（第３号）

◎病院事業会計補正予算
予算（第３号）

・収益的収入及び支出

不採算地区病院運営費負担

金や国民健康保険直営診療施

増です。

設運営事業補助金などによる
補正予算（第３号）

る減です。

医療機器購入の執行残によ

・資本的収入及び支出
減です。

各種事務事業の執行による

◎営農用水道等事業特別会計

加による増です。

消費税及び地方消費税の追

◎簡易水道事業特別会計補正

残や各種事務事業の執行によ

水道メーター器購入の執行

予算（第２号）

◎簡易水道事業特別会計補正

減です。

各種事務事業の執行による

号）

務事業の執行による減です。

◎一般会計補正予算
（第

大雪に伴い、町道等の排雪
車両借上料の増です。

◎国民健康保険事業特別会計
補正予算（第２号）
療養給付費の精査や各種事
務事業執行による減です。

◎国民健康保険事業特別会計
補正予算（第３号）
国保病院事業会計操出金の
追加による増です。

◎後期高齢者医療特別会計補
正予算（第２号）
各種事務事業の執行による
減です。
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補 正 後 の 予 算 額
92億751万円
今
名
計
会

条

例

正しました。

◎せたな町職員の給与に関す
る条例の一部を改正する条

◎せたな町犯罪被害者等支援
条例について
例について

称及び所在地

新函館農業協同組合

◎せたな町大成野営場条例を

廃止する条例について

い手に対し、幅広く支援を行
うため、本条例の一部を改正

他

令和５年３月 日まで

令和４年４月１日から

・指定の期間

北斗市本町１丁目１番 号

の

◎人権擁護委員候補者の推薦

管理及び運営を効果的かつ

推薦することについて議会と

任期満了に伴い、次の方を

について

効率的に行わせるため、次の

しての意見を求められ適任と

ひさよ

久代

さん（

さん（

歳）

２施設について指定管理者を

さん（

して答申しました。

ほんま

よしあき

・井上 義章

いのうえ

・北檜山区豊岡

・本間

・北檜山区若松

・本田 孝行

たかゆき

指定しました。

二、せたな町営牧場

・指定管理者となる団体の名

ほんだ

・北檜山区丹羽

令和７年３月 日まで

令和４年４月１日から

・指定の期間

瀬棚区本町４５６番地

ンせたな

有限会社 ケアステーショ

称及び所在地

・指定管理者となる団体の名

ムあさなぎ

一、瀬棚高齢者グループホー

◎指定管理者の指定について

そ

条例を廃止しました。

より施設を廃止するため、本

施設の安全面及び老朽化に

20

しました。

◎せたな町営住宅管理条例の

歳に引き下げられた

浜会館を廃止するため、本条

31

犯罪被害者等が必要とする

て

一部を改正する条例につい

務員の給与改定に準じて、せ

民法の一部を改正する法律

人事院勧告に基づく国家公

被害者等が受けた被害の早期
たな町職員の期末手当を改正

施策を総合的に推進し、犯罪

回復又は軽減を図るため、本

ました。

ため、本条例の一部を改正し

歳から

の施行に伴い、成年年齢が

するため。本条例の一部を改

◎せたな町国民健康保険税条

正しました。

条例を制定しました。

◎せたな町職員の育児休業等
に関する条例の一部を改正

健康保険法等の一部を改正

いて

例の一部を改正する条例に

の両立支援のために講じる措

する法律の施行に伴う関係政

未利用施設となっている貝

する条例について

◎せたな町ことぶきの家条例

置として、育児休業等の取得

令の整備等に関する政令の施

取澗ことぶきの家を廃止する

ついて

要件の緩和及び勤務環境の整

行に伴い、未就学児の被保険

ため、本条例の一部を改正し

妊娠・出産・育児等と仕事

備を図るため、本条例の一部

者均等割額の減額措置を講ず

の一部を改正する条例につ

を改正しました。

ました。
しました。

止する条例について

◎せたな町平浜会館条例を廃

るため、本条例の一部を改正
◎せたな町長等の給与等に関
する条例の一部を改正する
◎せたな町産業担い手育成条

21

歳）

70

歳）

70

61

条例について

ついて

例を廃止しました。

未利用施設となっている平

務員の給与改定に準じて、せ

新たに産業を営み又は新た

例の一部を改正する条例に

たな町長等の期末手当を改正

に産業に就業しようとする担

人事院勧告に基づく国家公

するため、本条例の一部を改

31

18
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一 般 質 問

４人の議員から一般質問があり、町長に答弁を求めました。

「水田活用の直接支払交付金」の
見直しが町の農業に与える影響と
その対策について

交付金減額の激変緩和措置と

地交付金全道枠において牧草

水田活用の直接支払交付金

して、令和４年度限定ですが

町長

見直しについては、昨年末に

アール当たり５千円以内の

答弁

農林水産省から突然示されま

した。当交付金は生産者の経

助成が検討されており、少し

議員

ですが影響は緩和されるもの

康

営安定に重要な財源であり、

と考えます。

一

現場では今後の経営への影響

山

を抱えた我が町の農業に与え

が不安視されていると認識し

横

る影響は計り知れず、交付金

②今後、制度の見直しが町の
ています。

える影響を整理し、農家や関

町として制度の見直しが与

れます。

金等、数多くの影響が考えら

合、交付単価が アール当た

ては牧草の収穫のみを行う場

らすぐに影響が出るものとし

る影響ですが、令和４年度か

①制度の見直しが農家に与え

減少やブロックローテーショ

そのことにより受取交付金の

対象とはならない予定です。

い水田は令和９年度から交付

後５年のうちに水張りをしな

農業に与える影響ですが、今

質問

係団体とともに対策を講じる

金が支払われる制度でこの度、 に与える影響を伺います。

などの作物を作付けした場合、 の点について伺います。

は水田に牧草や大豆、飼料米

作付けしている生産者に大き

円の減額となるので、牧草を

クタールであり、総額９千万

る牧草作付実績は 戸、 ヘ

度の当交付金対象農地におけ

引き下げられます。令和３年

り２万５千円減額の１万円に

り、経営者はもちろん各関係

を諦め畑地化をすることによ

が考えられます。また水張り

付け増加に伴う米価への影響

が出てきた場合の主食用米作

生産の目安を守らない生産者

備などの生産コストの増加、

ンを取り入れるための施設整

ます。ただし当町をはじめ道

ることとなり離農や担い手不

機関などへの影響も生じてく

万５千円の交付

内各市町村からの意見、現況

２万円から

アール当たり

大幅な見直しが国から示され
②今後制度の見直しが町の農

な影響があるものと考えてい

作物に応じて

ました。しかし唐突な政策の

業に与える影響を伺います。

③現時点での町の対応を伺い

①新年度制度の見直しが農家

見直しは、現場に大きな不安

この制度の見直しは、水田の

足、耕作放棄地の増加など本

町農業振興に影響が出てくる

を北海道で汲み取って頂き、

北海道農業再生協議会では産

ます。

と混乱を招く恐れがあります。

必要があると考えます。以下

水田活用の直接支払交付金

や賃借料、土地改良区の賦課

の減額の他、農地の売買価格

10

転作率が高く、高齢化や後継

111

10

者不足、米価の下落等の課題
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ことを危惧しています。
次に中長期的な視点。賃借

下がることへの対応です。

再生協議会を中心に、令和４
料や農地の売買価格の問題が

付け調整を行うせたな町農業

年度中に当交付金対象生産者

策にあたる予定はあるか。

約を進めることになると思い

ます。いずれにしましても影

田を借りて牧草を作付けして

が高くなると思います。休耕

今後、表面に出てくる可能性

において激変緩和措置が検討

おり、北海道農業再生協議会

先ほど答弁差し上げましたと

①まず町としての対応ですが

③議員からワーキンググルー

していきたいと考えています。

っかりとそうした動きを注視

られますので、町としてもし

響が大きいということが考え

連携を密にしながら情報交換

交付金見直しが示されて以来、 た生産者並びに各関係機関と

についてですが、昨年末に当

や地域課題の洗い出しを進め、 いる方々から「新年度の賃借

されているので、それを活用

プという提案もございました。

町長

的確な情報収集に努めてきま

料どうしたらいいか」という

するとともに、実情に合わせ

再答弁

したが、ある程度国の方向性
国や北海道に当交付金見直し

相談が農協や農業委員会に寄

これらにつきましても各関係

③最後に現時点での町の対応

も見えたことから、本年２月
における当町の課題をしっか

せられていると聞いています。 て当町農業再生協議会におい

に聞き取り調査を実施し、ま

２日に農協、土地改良区、農
りと伝えていきたいと考えて

て、しかるべき対応をさせて

業委員会などの関係機関と情

で、牧草への支援を調整でき

いただきたいと考えています

機関と相談をさせていただい

業である農業に大きな不安や

るようお願いしていきたいと

ので、ご理解をいただきたい

ても定める産地交付金地域枠

また現在町では令和５年度

混乱を招きかねないと思いま

考えています。

適切な対処をしないと基幹産

町、各関係機関に与える影響
から始まる第２期農業振興ビ

すので、しっかり対応してい

います。

や課題などを整理し、今後も
ジョン策定作業を進めていま

報交換の場を持ち、生産者や

協議を重ねていくことを確認

ただきたいと思います。３点

短期的な視点です。転作田
③関係団体と連携したワーキ

尊重させていただきながら契

おり農業委員会の許可内容を

と思います。

しました。また２月 日には、 すので、当交付金見直しに関
わる影響も考慮しながら、そ

いますが、現在、転作田とし

②農地の価格あるいは賃借料

北海道農政事務所函館地域拠

のビジョンの中で町として進
①道の再生協は牧草への激変

て借り受け、牧草を生産して

伺います。

点の職員を招き、町内生産者

むべき農業方針を示したいと

緩和措置を講ずると打ち出し

いる生産者からの賃借料が負

への影響も出てくると思って

や各関係機関へ水田活用の直

思います。

ました。町としてさらなる対
再質問

の賃借料情報の範囲内で、賃

担となるといったような声が

者が参加するなか情報提供を

この問題は短期的な視点、
②賃借料や売買価格に対する

策をする考えがあるか。

行い、今後の営農に向けて活

中長期的な視点で考えるべき

貸者、賃借者間の相対で契約

間の内に、該当転作田での水

で牧草を作付けしている方は

ンググループを立ち上げ、対

上がっています。農業委員会

発な意見交換をしています。

町長の考え方を伺います。

張りが可能なのか個々に調べ

３万５０００円から１万円に

していますので、これまでど

る必要があります。そこで作

今後は令和４年度以降５年

だと思います。

説明会を開催し、多数の生産

接支払交付金見直しに関する

22
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から町としても見直しを検討
する時期に来ていると考えて

ただきたいと思います。

ができるのかどうか、あるい

は増やせないとしたら少ない

というようなこと。そういっ

中でどういった対応が可能か

町長から掻き手不足という

たことも含めて、いただいた

再質問

いて、過去からの経緯や課題

ことが最大の課題だとお聞き

おり、サービス調整会議にお

これからも高齢者の方々が
などを現在、整理している段

ご意見も踏まえ、利用者、地

高齢化進む中、今後の除雪サービス
事業のあり方について
住み慣れた地域で安心して暮

して、そこは私の認識と一致

質問
せたな町総合計画ではいつ
階です。

域の方々、あるいは除雪をさ

らすために除雪サービス事業

しています。また、解決に向

までも健康に暮らせるまちを

また最近では、利用者から

れている方のご意見を聞きな

をどうお考えになるのか伺い

けた取り組みも、利用者、掻

がら、どのような解決方法が

基本目標の一つに掲げ、高齢

「掻き手が見つからない」と

き手、町内会等々と意見交換

あるのか検討をしていき考え

ます。

の相談が増えており、担当課

をやっていくということでし

ています。

者が住み慣れた地域で安心し

では掻き手の確保に相当苦慮

たので、その方向性で進めて

ていきいきと暮らせるまちづ
くりを福祉政策の基本理念と

していることから、今後の掻

①除雪サービス事業の実績と

して施策が展開されています。 課題を伺います。

頂きたいと思います。

しかし、ここまで高齢化率

き手の確保が最大の課題であ
ると認識しています。

除雪に関しては、自力で除雪
②課題解決に向けた取り組み

行政が音頭をとり、全国の先

が困難な高齢者の方々に除雪

②課題解決に向けた取り組み

行事例調査や町内の現状と課

が高まった我が町においては、

ですが、先ほども申し上げま

題を早急に把握し、来るべき

を伺います。

したとおりサービス調整会議

冬に備える必要があると考え

町長

①除雪サービスの実績は本年

で過去からの経緯や課題など

答弁

件、

ますが、町長の考え方を再度

大成区

件、瀬棚区

度、現時点で北檜山区

を現在整理している段階です

伺います。

費用の一部を助成し、在宅の
高齢者が安心して生活できる
よう支援しています。
しかし、近年サービスを提
供する方々の不足や高齢化、
助成の方法など様々な課題も

が、今後の掻き手の確保のた

件の合

しをかけニーズに合った形で

ため数年に一度、事業の見直

が、毎年

利用件数がやや減少傾向です

施しております。近年では、

る 掻 き 手 の 方 々、 町 内 会 の

現在、利用者と契約されてい

役割を果たすことができるか、

め、また町としてどのような

ば解決しないものと考えてい

公助がしっかり連携しなけれ

この問題は、自助、共助、

万円の助成を実

事業展開をしていますが、前

ービスを必要とされる方がお

方々、それから利用されてい

ます。掻き手の問題につきま

町長

回の事業見直しから相当な時

られると認識しております。

る方と現状や課題など意見交

200

再答弁

間が経ち高齢化率の上昇、人

議員おっしゃるとおり高齢化

件以上もの除雪サ

口構造の変化等から見直し時

計 件、約

112

しては、掻き手を増やすこと

出てきています。事業充実の

46

換させて頂き、検討させてい

500

66

期が来ているものと考えます。 率の上昇、人口構造等の変化
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澤

等

議員

町高齢者等安心見守りネット

た緊急時の対応につい

す。

も、設置希望の取りまとめや

ます。対象外の町民であって

置が安全・安心に有効と思い

した際には、緊急通報機器設

されます。不測の事態に遭遇

利用している例もあります。

者には定額で民間サービスを

他町では、緊急通報装置希望

からの希望はありませんが、

いまのところ、対象の町民

されていると聞いています。

町として、どこまで対応で

ついて検討します。安心して

きるか、さらに何が可能かに

現在、町では自立した生活

せたな町に暮らしていただけ

町長

をされている方への対応はし

るよう配慮して参ります。

有料サービスも低価格で実施

うな状況です。また、民間の

のような要望が増えているよ

ていません。しかし、昨今そ

再答弁

推進をするべきではないか。

になる場合も多々想定

各々の仕事などで単独

数 の 場 合 で あ っ て も、

町民で同居家族が複

できますが、対象外の

応措置はある程度理解

高齢者を対象とした対

おおむね

歳以上の

助対応が重要と思いま

じく、自助、共助、公

ては、災害の場合と同
386

ワーク事業実施要綱により、
町内に登録ある事業所など
団体、道新檜山会、コープさ

により高齢者等安心見守りネ

平
等に対応された緊急通報装置

ットワークが既に構築されて

っぽろ、町内郵便局との協定

が設置されておりますが、今
います。

どに、緊急通報機器の設置と

日常生活に支障のある世帯な

き、健康状態や心身状態から

利用の方もおり、町は引き続

また、民間の有料サービス

後の対応・対策について３点
伺います。

①現在の設置使用状況は

②これからの対応策は

ークを利用してまいりたいと

高齢者等安心見守りネットワ
③設置要件に該当しない設置

歳以上で援護を要する高

③機器の設置要件は、おおむ

考えています。

町長

希望者への対応は

答弁

ね

齢者世帯や、重度心身障がい
者世帯、日常生活に支障のあ

台、
台の計 台設置して

台、大成区

①緊急通報機器の設置台数は
北檜山区
瀬棚区

再質問
健康や心身に異常が発生し

65

独居高齢者世帯等の緊急時の
対応について

質問
先般の国勢調査のまとめに

，

歳以上

よると、せたな町の居住人口
は７３９８人、うち
が３４８３人（人口比は
１％）となっており、単独世
帯は 世帯と報告がありまし
た。
昭和の団塊世代がこぞって

る世帯等対象範囲を広く定め
います。在庫は

台保有して

後期高齢者を迎える現状の中

おり、その対応年数は

10

年制定されたせたな

必要性を判定しております。

ており、サービス検討会議で

で、各々の健康管理について

単価は７万円程度で毎年度計

②平成

65
年で

14

不測の事態に対処できる生活

えます。
現在、本町において高齢者

28

画的に更新しています。

12 50

26

47

65

環境を整えることが肝要と考

10
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経常収支比率は ，５ポイ

中にやるべきだったと思いま

ためには、ある程度の蓄えが

安定した自治体運営をする

ければならない。

ントで依然として財政の硬直

す。延びた理由を伺います。

必要です。身の丈に合った行

の取り組む姿勢を令和３年度

化が高いことがわかり、行政

これから改革に取り組むに

財政運営については、肝に銘

改革に取り組みます。

あたっては、スクラップアン

じているところです。

議員
基金運用状況は、令和３年

ドビルドではなくてビルドア

勉
度の対比で、計画では 億６

ンドスクラップという発想の

高

経常収支比率、財政計画との

２００万円に対して、決算見

転換の中で取り組む必要があ

道

基金運用状況、今年度におけ

億４０００万円と

るのではないかと提言します。

何が起こるかわからない情

勢の中で、令和４年度中には

なり、財政計画より上振りし

錦の旗の大綱をきちんと策定

財政調整基金の考え方とし

て、標準財政規模の１割では

するということで町長の強い

た基金残高を維持できる見込

なくて１割５分か２割位の貯

②令和３年度に策定するとし

目玉政策は、継続事業の推

申していません。３年度以降

財政計画も令和３年３月に

計画を策定したい。

今後、令和４年度に新たな

いて継続実施しています。

綱に基づいた行財政改革につ

現在、既存の行財政改革大

町長

決意を確認したい。

改革推進プランは、行政改

に取り組むという答弁を過去

再々答弁

金が必要ではないかと思いま

行財政改革大綱は、令和３

再答弁

す。

進と各分野の必要予算を精査

したところです。

②現在、今後の行政改革を見
越し、令和４年度に策定する

町長

すがその辺の考え方を伺いま

みです。

町長

推進プランの進捗状況につい
て。

答弁

億９８４８

①令和４年度の経常経費につ
いては、総額で

万９０００円であり、昨年度

減で人件費では約６５００万

革大綱完成後の策定となりま

準備を進めているところです。 年度に取り組むということは

響下の中で持続可能な財政運

円の減、物件費は普通旅費等

万６０００円の

営を進めていくためにもしっ

経常経費も他の合併町と比

保されるように、これからも

て持続可能な行財政運営が確

策定しており、これに基づい

較して決して劣っている数値

緊張感を持って、しっかり取

にしました。

ではありません。コストの削

り組んでいきたいと考えてい

す。

基本的に行財政改革大綱は

減ばかりではなく、歳入を増

０万円の減、一方で各施設の

費などの補助費が大きく増加

旗印です。町としてのプラン

再質問

しており全体として減少にな

①令和４年度予算編成におけ

ます。

っていません。

やす取り組みも考えていかな

することが不可欠であると考

％減、公債費は約３５０

で

と比較して

し、バランス良く予算措置を

た町行財政改革大綱及び改革

41

ニングをきちんと示して、町

維持補修費や地域交通関連経

再々質問

込みでは

87

る町長の目玉政策について。

令和４年度予算編成における
行財政改革取組みについて

質問
令和４年度の予算編成は、

回目の予算編成

高橋町政５期目の初年度であ
り、通算で
方針と思います。
未だに終息の見通しがつか

46

かりとした行財政改革を推進

ない新型コロナウイルスの影

61

え、２点について伺います。

9.2

る経常経費などの節減状況、
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54

17

自治体ＤＸ推進計画の取組状況に
ついて

本当に今の組織化でいいの

かということも全体的なこと

町長

町は行政手続きの抜本的な

を考えながら取り組んでいた

再答弁

ついては、ガイドラインを踏

オンライン化やワンスットプ

セキュリティ対策の徹底に

まえて、せたな町行政情報セ

化、手続きの簡略化、対面主

再々答弁

だきたい。

キュリティポリシーを策定し

町長

義からの脱却、オープンデー

答弁
ており、セキュリティ対策を

ター化の推進などを今、実現

当然、ＤＸ推進チームとい

質問
①国の示す自治体ＤＸ推進計
講じています。

しようという取り組みです。

うようなものを作りながらし

月に自治体の情
画に基づき、マイナンバーカ

今後においては、デジタル

町民の皆さんにそういった

令和２年
報システムの標準化、共通化
ードを用いてオンライン手続

人材の育成や確保に努め、業

っかり対応していかなければ

Ｘ推進チームを作りながらし

していただくために、広報活

また、町民の皆さんに利用

っかり対応していきます。

町長

などデジタル社会構築に向け
きを令和４年度末までに可能

件など国が町に求めている全
再質問

また、町民の皆さんに利用

動もしてまいります。
ジタル化をどう進めていくか

していただくために広報活動

ならないと思っています。

というのは大きな行政課題の

しっかりと対応していきます。

再々質問

もつながるが、デジタル弱者

レスが急速に進み経費削減に

デジタル化によりペーパー

こういったものがあるんだと

「業務の改革」この業務が

ないとならないと思います。

ちんと策定して議論していか

せたな版のＤＸ計画は、き

への対応策についてもしっか

見える化した中でデジタル化

変だと思っています。

をどうするか、その作業は大

りととっていただきたい。

するという考えがあるかどう

他町に遅れをとることなく、

や必要な人材の確保を進めて

な町版のＤＸ推進計画を策定

年度末の４年間におけるせた

基本的に令和４年度から７

一つであると思います。

我が町として地域全体のデ

サービスを提供するため、Ｄ

たデジタル・ガバメント実行

体が令和６年度末までに自治
手続き 件についてオンライ

そこで次の点について具体

末まで遅延なく取り組みを進

的に伺います。

①本町におけるこれまでの取

めているところです。

自治体のＡＩ・ＲＰＡの利

ライン化は、令和４年度内の

育成などや重点取り組み事項

用促進は、業務の効率化、業

②推進体制として組織体制の

として６項目が掲げられてい

務プロセスの見直しなどを進

サービス開始に向けています。 か伺います。

ますが、取り組み目標時期や

整備をしました。

においては令和２年度に環境

テレワークの推進は、当町

めていきます。

どについて

組織体制の整備・業務改革な

整備、デジタル人材の確保、

自治体の行政手続きのオン

り組み状況について

化等については、令和７年度

②自治体の情報システム標準

組んで行くこととしています。 ン化を進めているところです。

27

務改革を進めます。

とするように、子育て関係
15

計画が閣議決定され、全自治

体ＤＸ推進計画を着実に取り

12

議会だより | 10

るとなかなか言いづらいし、

苦痛を受けている職員からす
す。

るように取り組んでまいりま

管理担当者はセミナー等を受
あるとすれば、本当に痛まし

職員がそういった環境にもし

い。研修・相談はやっている

パワハラはあってはならな

耐えることしかないと思う。

講し、知識の取得と共有を図
いことだし、避けなければな

ということですが、実態はど

町職員のパワーハラスメント
防止対応について
令和元年５月に労働施策総
り対策を講じているところで

らない。深刻にならない時点

再々質問

合推進法が改正され、職場に
す。

うなのか。できれば令和４年

質問

おけるパワーハラスメント防

の中で抱えている職員につい

度中に一回何らかの取り組み

止対策が事業主に義務付けら

て、しっかり取り組むべきで

町長

パワハラの実態について、

再々答弁

だければと思います。

②せたな町職員のハラスメン

正職員ばかりではなく、任

れました。この点を踏まえて

き、総務課にハラスメントの

用・臨時職員に対してもパワ

はないかと提言申し上げたい。 を町長の考えで検討していた

苦情相談窓口を設置している

ハラを受けることがないよう

ト防止等に関する要綱に基づ

①本町職員に対するパワハラ
ほか、直属の上司や所属長に

次の３点を伺います。

防止対策としての具体的取り

に対応策が必要でないか。

できるだけ早く把握を進めて

自分の力を発揮して仕事が出

職員が良い環境で、しっかり
パワハラはなかなか外部か

来るような環境整備に取り組

町長

対しても苦情相談をできる体
制を取っています。
アンケートの実施について

ら発見しづらい、周りが気が

んでいきます。

再答弁

組みについて

②職員個々へのパワハラに関

つかないという状況も多いと

今後、検討していきます。

③せたな町職員懲戒処分審査

聞いています。

するアンケート実施の有無に

委員会規定に則り運用してお

ついて

③パワハラに関わる懲戒処分

りますが、それらに対応した

どの事案に対して内面的に苦

現在、職員が悩みや病気な

基準の明確化について

規程に改正していきます。

は解決出来る体制を整えてい

しんでいる方に、相談あるい
再質問

るところです。

町長

①職員の資質向上とハラスメ

やはり弱い職員の立場から
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答弁

ントの知識取得を目的に、平

すると、パワハラは上司から

部下のほうにというものです。 いてより効果的な対応ができ

これから勉強させていただ

年９月に講師を招へいし

成

て研修を開催した他に、衛生

30

原

義

幸

議員

ろ未定です。

す。時期については今のとこ

進めていきたいと考えていま

無料にする制度を全町に導入

す。これを、通院者の場合、

迫られるという問題がありま

してはどうかという提案をし

ているのです。今の流れは、

逆行しているように思います

て通院バスを廃止する場合は、 て、町内交通事業者の支援を

①デマンドバスの導入に伴っ

地方創生臨時交付金を活用し

②本事業は、コロナウイルス

ナの経済対策として試験運行

べきではありませんか。コロ

であれば、試験運行を継続す

②制度設計が必要だというの

ので検討を求めます。

ますが、漏水を未然に防ぐた

第一の目的としながら、町の

をしたという町長答弁ですが、

通院用バス代の無料化と、北檜山区の
まちなかバスの試験運行について

め日常の監視の徹底や、老朽

通院用バス代金の無料化を全

経済活性化も狙って実施しま

高齢者の福祉政策として行っ

質問

化した配水管の更新を計画的

町的に導入することを求めま

した。好評もいただきました

をかけることも多くなってい

に進めています。

す。

今後の計画については、水

たものではありませんか。

道事業の公営事業会計への移

町長

答弁

通空白地域等の対応を検討し

たいと考えており、その後交

成間のデマンド化に取り組み

令和４年度からは北檜山大

と思います。

めており、これを先行したい

軽減を図る事を目的にして進

て路線バス運賃の大幅な負担

①デマンドバスの運行によっ

再答弁

が、不評な声もいただいてお

水・断水が生じ、皆様に迷惑

菅

瀬棚区における営農用水道及び、
簡易水道に関する今後の対応策と
事業計画について

質問

り、しっかりした制度設計等

な施設整備など課題を整理し、 のまちなかバスの試験運行を、 が必要だったと分析していま

②昨年度好評を得た北檜山区

引き続き実施すべきではあり

行にあたり、耐震化や効率的

と簡易水道の経年劣化による

施設更新計画を策定すること

ませんか。

瀬棚区における営農用水道

事故が毎年連続的に発生して

にしています。

再質問

①町内には公共交通空白地域

たいと考えています。

無料化については、そのあ

通院バスの廃止によって、デ

①デマンドバスの導入に伴う

再質問

ています。

考えなければならないと思っ

ドバスの目処が付いてから、

町長
計画作成の年度はいつ頃で

がまだ多く、できるだけ早く

とに検討したいと思っていま

マンドバスでの料金支払いを

と言っておりません。デマン

す。

と思います。

無料化についてもやらない
すか。急ぐようにしてもらい

デマンド化を進めていきたい

町長

将来の財政状況を考えながら

公営企業移行後、計画的に

再答弁

たいと思います。

す。

おり、現状での維持管理は限
度に近づいています。今後の

町長

対応策と事業計画を伺います。

答弁

令和７年度から道営農村整
備事業により、瀬棚区営農用
水道の更新整備を予定してい
ます。
経年劣化による配水管の漏
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②まちなかバスは、コロナ対
策の交付金を使っていること
をご理解いただきたいと思い

町長は、この公約を反故に

えていくことは常に考えなけ

める２５００人の署名を無視

の議決を得ており、貝取澗温

あわび山荘についても議会

ればなりません。

令和元年 月末に用途廃止し、 し国民宿舎を廃止しました。

泉公社とも充分話し合い合意

して、あわび山荘の継続を求

温泉ホテルきたひやまの長寿

しました。これについて今の

あわび山荘と、温泉ホテルきたひやま
の公平な扱いについて
普通財産として民間事業者に

命化を図るのであれば、あわ

段階で申し上げるものはあり

②コロナ対策の予算でやった

再々質問
る町の一般会計からの持ち出

温泉ホテルきたひやまにつ

いる施設ですので、きたひや

質問
①合併以降のあわび山荘と、
無償で貸し付けており、町の

び山荘も同じ扱い方をすべき

ません。

し全額に関するデータについ

いては、今後も町が管理する
再答弁

ま温泉ホテルと比べることに

ます。

温泉ホテルきたひやまに対す
運営ではありません。

です。

ことを理由にして試験運行を
て、指定管理料、用地買収、

重要な施設なので、支障のな

②スクラップ・アンド・ビル

はなりません。

②第１回総務厚生常任委員会

ではありません。

施設を比較できるというもの

②両施設とも旧町時代に設置

がないようにと言う町民の声

い、行政サービスで地域格差

現在は民間の経営で行って

止めてしまわずに、違う財源
リフォーム、その他に大別し

いように長寿命化事業によっ

ドと言うことにもつながりま

と言うよりも、高齢者の足の

に、温泉ホテルきたひやまの

大きな目的です。料金の負担

された温浴宿泊施設であり、

に、高橋貞光しっかりと対応

町長

で継続すべきです。
た年度別の資料の提出を求め

て施設の維持に努めなければ

すが、町の形をいい方向に変

まちなかバスは、経済対策
ます。

なりません。現時点では、両

試験運行は、回数を重ねる

長寿命化事業に関する提案が
再質問

利便という福祉が大事な問題

ことによって、よりよい体系

ありました。あわび山荘との

②あわび山荘は、町条例を廃

です。

を作り上げるところに意義が

整合性を伺います。

止したから施設改修の対象に

あるのであって、中断する必
要はないと思います。

しないという答弁です。最初
の町長選挙時の高橋貞光後援

町長
①只今配付した資料をご覧下

会だよりには、町の全ての機

答弁
再々答弁

さい。

町長

①デマンドバスについては持

軽減と公共交通網の維持を両

建設された年代も違う施設で

しますと掲載されています。

能を中心地に集めないで欲し

にらみして検討したいと思い

す。国民宿舎あわび山荘は、

続可能な公共交通網の整備が

ます。
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10

再々質問
②貝取澗温泉公社と町は、全
く意見が一致しませんでした。

度重なる専決処分
について

マスクで十分対応できるとす

円です。新年度に、新規の支

日の専決処分は、 あるのでいくらでも集めれば

②検査キットは、使用期限が

運営する施設と、せたな町障

やすみれなど、ＮＰＯ法人が

②新規開設のグループホーム

る町長見解の訂正を求めます。 援を行う考えはありませんか。

いいというものではないとし

害者グループホームのぞみ・

質問

違法行為です。地方自治法で

た特別委員会での町長発言の

瀬棚高齢者グループホームあ

公社は町の十分な支援なしに

は、議会を招集する時間的余

取り消しを求めます。

見が対立しており、山荘の廃

月

①前定例会で町長は、１億２

裕がないことが明らかである

昨年

止で意見が一致したという町
５００万円の債務負担行為の

と認めるとき、または議会に

③ワクチン３回目接種の早期

せたな雅荘の早期
再開に向けた町と
しての責任ある取
り組みについて

長答弁が虚偽であることは、
契約は雄心会・恵福会の合併

おいて議決すべき事件を議決

完了、無料ＰＣＲ検査の継続、 祉政策の整合性を問います。

経営できないとして町長と意

過去の議会質疑でもとりでも
認可後としていましたが、契

しないときは専決処分するこ

この規定には該当しません。

質問

明らかになっています。発言
約は終了しましたか。

②令和４年度の助成金は、入

町長の動向報告では、

日に交付金を支

日に議会招集が可能で
月

法な専決処分を今後も継続す
るのか伺います。

意、パルスオキシメーターの

手厚い配備、ＣＯ２濃度計の
購入を求めます。

高齢者・障がい者
に対するせたな町
の整合性ある福祉
政策について
質問

かざみどり等に対する町の福

政府の「水田活用
の直接支払い交付
金の見直し」関す
る町長の見解と、
対応策について

質問

政府の「水田活用の直接支

払い交付金の見直し」に関す

る町長の見解と、対応策につ

いて伺います。

政府が今進めている水田活

①近くオープンするＮＰＯ法

人ふれんどが運営する軽度障

用の直接支払い交付金の見直

新型コロナウイル
ス感染症防止対策
について

害者グループホームの建設費

しは、中止すべきです。交付

質問

①コロナウイルス感染防止は、 補助金は、３３００万円の事

金をカットするのであれば、
３密対策・うがい・手洗い・

業費に対してわずか２００万

17

とが出来るとされていますが、 全世帯規模の検査キットの用

所者ゼロの前提で３６００万

日と

①合併新法人が発足するのは

12
給することが出来ました。違

あった場合の扱いを伺います。 あり、

若い人方に負担を残すことに

令和４年４月１日で、それ以

月

再々答弁

円としていますが、入所者が

いくらでも出せるというもの
ではありません。旧町からの

はならないので、断腸の思い

前の債務負担行為契約は無理

再質問

で決断をさせていただきまし

です。

流れについては、将来を担う

た。

②入所者の有無に拘わらず、
全額を交付することには賛成
できません。

24

20

さなぎ・瀬棚生活支援ハウス

を取り消して下さい。公約違
反は、大変残念です。

15

②合併町であるせたな町は、

町長

12

12
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・せたな町障がい者地域活動

営状況及び指定管理料の追

・温泉ホテルきたひやまの経

所得補償制度の復活など減収

支援センター利用に係る今

加について調査しました。

委員会レポート

金町負担金について調査し

分を補う政策を導入すべきで
す。歯止めのない輸入自由化

ついて調査しました。

素対策及び長寿命化事業に

・温泉ホテルきたひやまのヒ

ました。

・指定管理者の指定（瀬棚高

齢者グループホームあさな

・瀬棚生活支援ハウスかざみ

一、調査年月日

ぎ）について調査しました。 第２回

等について調査しました。

二、調査項目及び結果

令和４年４月 日
調査しました。

どりエアコン設置について

条例（案）の制定について

・せたな町犯罪被害者等支援

・人事院勧告に伴う給与改定

総務課所管

定について調査しました。

と大規模化による家族経営の
切り捨てを止めて、持続可能

総務厚生常 任 委 員 会
第１回

な農政に転換することを国に
要求することを町長に求めま
一、調査年月日
令和４年２月 日
二、調査項目及び結果

保健福祉課所管

・特定空家等解体工事事業に

ついて調査しました。

・空家等対策計画の更新につ
いて調査しました。

・友好交流都市交流事業につ

第１回

産業教育常任委員会

について調査しました。

福祉法人の合併手続等経過

・せたな雅荘再開に係る社会

した。

する支援について調査しま

・障がい者福祉施設整備に対

まちづくり推進課所管

・地方公共交通について調査

調査しました。
・ウィズコロナ下における環

町民児童課所管
・児童福祉施設におけるエア

しました。

・テレビ共同受信施設維持管
保健福祉課所管

・介護従事者確保・定住対策

ました。

た。

境整備について調査しまし

ました。
大成支所所管

福祉法人の合併手続等スケ

・せたな雅荘再開に係る社会

について調査しました。

ジュールについて調査しま

について調査しました。

事業助成金交付実施要綱の

した。

・大成町民センター長寿命化

一、調査年月日

・地域間幹線系統維持バス導

二、調査項目及び結果

いて調査しました。
・高齢者・障がい者に対する

入事業について調査しまし

改正について調査しました。
ランドトイレ改修工事、太

入浴料金助成事業について

令和４年１月 日
田地区避難所設置工事につ

おける委員会での今後の取

・町道山麓通線未処理用地に

建設水道課所管

ついて調査しました。

・地域エネルギービジョンに

た。

いて調査しました。
財政課所管

した。

・敬老事業について調査しま

調査しました。

改修工事、道の駅てっくい

取澗ことぶきの家」の廃止

・ 福 祉 施 設「 平 浜 会 館 」「 貝

・せたな町大成野営場の閉鎖

理補助事業について調査し

コンの設置について調査し

(6)

す。

※菅原議員の４、５、６、
７、８項目の一般質問につ
いては、議会広報発行要領
により、３問目以降２００
字以内に要約して掲載する
こととなっており、質問項
目は本人が決定しておりま
す。

14

・令和３年度普通交付税再算
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(4)

(5)

15

28

(1)

(2)

(3)

・捕獲罠遠隔監視装置購入事
業について調査しました。
・トラウトサーモン海面養殖
試験事業について調査しま
した。
・港湾施設詳細定期点検診断

・農業センタービニールハウ
スＩＣＴ実証試験事業につ
いて調査しました。
建設水道課所管
・町道排水改修事業について
調査しました。
・町道付属物改修事業ついて
調査しました。
・町道照明改良事業について
調査しました。
・町道支障木対策事業につい
て調査しました。
・公用車購入事業について調
査しました。

た。

渫事業について調査しまし

・普通河川、準用河川維持浚

調査しました。

・町道舗装補修事業について

ついて調査しました。

業務について調査しました。 ・町道橋長寿命化修繕事業に
農務課所管
・農業振興ビジョン策定業務
について調査しました。
・ドローン購入事業について
調査しました。
・産業担い手育成条例の一部

査しました。

新実施設計業務について調

・北檜山下水処理場外改築更

調査しました。

改正について調査しました。 ・普通河川改修事業について
・指定管理者の指定（せたな
町営牧場）について調査し
ました。
・濁川生活改善センター解体

工事について調査しました。
教育委員会事務局所管

行費補助について調査しま

『新型コロナウイルス

回

第

調査しました。

回

一、調査年月日

令和４年２月 日

二、調査項目及び結果

・新型コロナウイルス感染症

への対応について調査しま

回

した。

第

一、調査年月日

令和４年４月 日

関する新型コロナウイルス

ルス感染症対応地方創生臨

・令和４年度新型コロナウイ

二、調査項目及び結果

感染症対応地方創生臨時交

時交付金事業（案）につい

調査しました。

に係る当町の状況について

・新型コロナウイルス感染症

ました。

ン接種状況について調査し

・せたな町新型コロナワクチ

て調査しました。

付金について調査しました。

回

に係る今後の対応について

・新型コロナウイルス感染症

調査しました。

に係る当町の状況について

・新型コロナウイルス感染症

二、調査項目及び結果

令和４年１月 日

一、調査年月日

第

・令和３年度国の補正予算に

調査しました。

る臨時特別給付金について

・住民税非課税世帯等に関す

二、調査項目及び結果

令和４年１月 日

一、調査年月日

第

員会』

感染症対策調査特別委

しました。

答の取り扱いについて調査

・町議会への要望に対する回

しました。

・議会広報 号のゲラ編集を

二、調査項目及び結果

令和４年１月 日

一、調査年月日

第１回

議会広報発行常任委員会

について調査しました。

・学校給食センター整備事業

した。

・せたな町高度へき地修学旅

(4)

り扱いについて調査しまし
た。

第２回
一、調査年月日

水産林務課所管

二、調査項目及び結果

令和４年２月 日
18

工事について調査しました。 ・太櫓地区排水処理施設更新

28

15

(3)

15

16

17

28

27

13
14

66

(1)

(2)
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『医療体制・新病院建

委員長に道高勉委員が互選

方の方にすると、これとんで

賛成討論

国の政策である子育て世帯

等議員

議長と相談したと、議長の方

への臨時特別給付金給付事業

平澤

にも責任丸投げです。町長と

それからとどのつまりは、

もない話です。

第２回

◆ 第１回 ◆

されました。

第８回
一、調査年月日

設調査特別委員会』

一、調査年月日

補助金であります。

月 日

しての責任も主体性もない。

二、調査項目及び結果

◎専決処分の承認ついて

体は誠に評価されるべきこと

対象である子育て世帯の年末

令和４年１月 日開会

二、調査項目及び結果

・一般会計補正予算（第８号）

であり妥当と理解します。

・社会福祉協議会運営事業補

って地方自治法 条１項にい

・新せたな町立国保病院改革

の影響が長期化する中、子育

う議会を招集する時間的余裕

を招集する時間的余裕がなか

の需要に即応するための措置

て世帯への臨時特別給付金に

がないことが明らかであると

地方自治法 条１項の議会

要する経費の増について専決

でありますが、そのことをも

第３回

執行の際は、諸般の状況十分

今後においても、専決処分

専決処分を行うということは、 あります。

これは認められないというこ

とを申し上げておきたい。

町長の答弁は誠意を持って

して正確な政治的議論、法律

全部自分の都合よく法律解釈

◎一般会計補正予算 第(９号

町長に最後、指摘しますが、 に勘案した上で慎重なる判断

答弁したものではないと考え

的な議論になりません。これ

住民非課税世帯等に対する

義幸議員

ます。私の質問に対して、政

は改めていただきたいと思い

の増です。

臨時特別給付金に要する経費

を求めます。

治判断の内容を伺ったのに、

ます。

菅原

反対討論

処分を行いました。

ったことは理解できるものが

新型コロナウイルス感染症

第９回
一、調査年月日

二、調査項目及び結果

認めるとき、に違反するのに

助金の使途について調査し

一、調査年月日

二、調査項目及び結果

・社会福祉協議会運営事業補

令和４年３月 日

・令和４年４月以降の診療体

助金の使途について調査し

令和４年２月 日

制について調査しました。

第４回

ました。

議会運営事業補助金に

一、調査年月日

『せたな町社会福祉協
関する調査特別委員会』

179

179

悪意はないというレベルのす
り替え答弁であります。それ

令和４年４月 日
二、調査項目及び結果

から事務方の申し入れに従っ

第１回

・社会福祉協議会運営事業補

たということで、議決をうる

一、調査年月日

助金の使途について調査し

令和４年３月 日
二、調査項目及び結果

可能性について厳密に詰めた
ました。

ことに対する責任回避を事務

)

給付実行に向けた専決処分は、

24

プラン実施状況について調

令和４年３月 日

日に町民に届けること自

12

ました。

18

査しました。

24

令和４年２月８日
28

29
13

・正副委員長の互選を行い、
委員長に桝田道廣委員、副

17 | 議会だより

28

18

意

見

書
の減少、地域の崩壊に繋がり

より、離農が増加し農家戸数

地は交付対象外とする。②収

５年間に水張りができない農

万５０００円の交付金を今後

けることを強く求めます。

たっては、現場の声に耳を傾

◆ 第３回 ◆

令和４年４月 日開会

◎一般会計補正予算 第(２号

最後に、歯止めのない輸入

かねません。

自由化と大規模化による家族

◎令和４年度の米政策に関す
穫のみ行う牧草の単価につい

令和４年度新型コロナウイ

また、交付金の対象となら

経営の切り捨てを止めて、持

る意見書
アール３万５００

ルス感染症対応地方創生臨時

て、現行

続可能な米生産と命、食料、

交付金事業費の追加による増

ない水田が発生することによ
り、今後の農地集積が進まず、 ０円を１万円にする。③飼料

農業を大事にする政治の実現

政府においては、現在、令
和４年度農林水産予算編成に

用米など アール１万２００
０円の複数契約加算を廃止す

臣宛送付しています。

※意見書については関係各大

義幸議員

これらは我が町の現状に照

がございます。

症対策交付金の主旨から疑問

円分の商品券配布事業は感染

に対する一人あたり５０００

マイナンバーカード取得者

菅原

賛成討論

です。

耕作放棄地の増大に繋がり、
安定的な食料供給をも脅かし

度契約分は６０００万円に減

付金を含む米政策の見直しを

よって、今後の水田活用の

額するという方向で進められ

る。ただし令和２年度と３年

北海道の各地域は昭和４０
直接支払交付金の詳細なルー

ています。

かねません。

年代から主食用米の生産調整
ルの設定にあたっては、生産

これに対し農業者からは、

行っております。

に自ら取り組み、その地域の
現場の意見にも配慮し十分か

◎せたな町社会福祉協議会運

特色や気候に合った作物を選

◆ 第２回 ◆
係から容易にできるものでは

営事業補助金に関する調査

来年度の営農計画が立てられ

議員

ない。交付金が縮小されれば

特別委員会中間報告

つ慎重な検討を行うよう要望

等

議員

離農者が増え、農業が崩壊し

択し作付転換を行い、主食用

提出者 平 澤

浩

議員

日開会

本多

一夫

令和４年３月

安定、地域の農業生産基盤の
賛成者

橋本

ない。田畑輪換は水はけの関

強化に努めてまいりました。
〃

する。

今般の水田活用の直接支払

ました。

助金の追加による増です。

し賛成討論とします。

あります。以上の２点を指摘

援策に配分することが必要で

撃を受けている町内事業者支

) べきであります。②同様に打

直接的な感染症対策に用いる

)

らしてみれば、①ＰＣＲ無料

せたな町社会福祉協議会運

ト削減政策の推進に加え、コ

◎一般会計補正予算 第(１号

検査や検査キット調達、パル

ロナ禍の中で農業者の自己責

営事業補助金に関する調査特

かけないなど深刻な声が出て
おります。

菅原

任による転作を強制するなど

長期に渡る規模拡大とコス

影響を及ぼし、営農計画や地

現在、政府が進めている水

の自民党政権の農業政策を批

スオキシメーターの確保など、

横山 一 康 議 員

米の需給安定と生産者の経営

を願って賛成討論とします。

伴い、水田活用の直接支払交

22

別委員会より中間報告があり

〃

食用米の需給のみならず、飼
料用米や小麦、大豆、牧草等

域農業振興計画の大きな変更

田活用の直接支払交付金の見

判するとともに、水田活用の

といった転換作物の需給にも

も迫られるなど、水田・酪畜

直し作業の内容は、①麦、大

直接支払交付金の見直しにあ

社会福祉協議会運営事業補

経営へ及ぼす影響は計り知れ

豆、飼料用作物、 アール３

義幸議員

賛成討論

交付金の急激な見直しは、主

31

10

10

ないだけでなく、このことに

10
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政務活動費執行状況

交 付 額

1, 080, 00 0 円

執 行 額

212, 09 4 円

執 行 率

19. 6 4 ％

政務活動費とは、議員の調査研究に役立てるため必要な経費の一部として交付されており、
本町議会議員には、一人当たり年額１２万円が交付されています。
各議員は収支報告書に１円から領収書を添付し、議長に報告しています。また、議長は各議
員からの収支報告書のチェックを行い、透明性の確保に努めています。
残額が出た場合は、町に返還しています。
令和３年度は９名分、計１０８万円を交付し、６名の執行で２１２，０９４円、執行率
１９．
６４％でした。
（橋本一夫議員、大湯圓郷議員、平澤等議員は未執行でした。）
※吉田実議員、石原広務議員、真柄克紀議員は政務活動費の交付申請をしませんでした。

桝田道廣 本多

浩 熊野主税 道高

勉 横山一康 菅原義幸

未執行者
（３名）

合

計

交付額

政務活動費
120,000 円 120,000 円 120,000 円 120,000 円 120,000 円 120,000 円 360,000 円 1,080,000 円
（年額）

0円

調査研究費
研

修

21,356 円

費

21,356 円

執
広報・広聴費

2,490 円

117,030 円

119,520 円

行

議員活動費

0円

会

0円

議

費

額

資料購入費
事

務

合

15,400 円

4,070 円

46,068 円

2,970 円

71,218 円
0円

費
計

収支差引差額

19 | 議会だより

2,710 円

5,200 円

15,400 円

4,070 円

46,068 円

21,356 円 120,000 円

0円

212,094 円

114,800 円 104,600 円 115,930 円

73,932 円

98,644 円

0 円 360,000 円

867,906 円

議会だより

議

会

の

動

き

◆ １ 月 ◆
17日

2022. 5

18日
27日
28日

第13回新型コロナウイルス感染症対策
調査特別委員会
第１回議会運営委員会
第１回臨時会
第１回広報発行常任委員会
第１回産業教育常任委員会
第14回新型コロナウイルス感染症対策
調査特別委員会

No.67

◆ ２ 月 ◆
8日
14日
18日
25日
28日

■発行 せたな町議会 ■編集 議会広報発行常任委員会
〒 049 － 4592 久遠郡せたな町北檜山区徳島 63 番地 1
☎ 0137 － 84 － 5111

第１回全員協議会
第８回医療体制・新病院建設調査特別委員会
第１回総務厚生常任委員会
第２回産業教育常任委員会
第２回議会運営委員会
第９回医療体制・新病院建設調査特別委員会
第15回新型コロナウイルス感染症対策
調査特別委員会
第１回北部桧山衛生センター組合議会定例会

◆ ３ 月 ◆
2日
11日
14日
15日
16日
17日

18日

22日
28日
29日
31日

第１回定例会（1日目）
予算審査特別委員会（1日目）
第１回定例会（2日目）
予算審査特別委員会（2日目）
第３回議会運営委員会
予算審査特別委員会（3日目）
予算審査特別委員会（4日目）
予算審査特別委員会（5日目）
第４回議会運営委員会
第１回定例会（3日目）
予算審査特別委員会（6日目）
第１回定例会（4日目）
第１回社会福祉協議会運営事業補助金
に関する調査特別委員会
第１回檜山広域行政組合議会定例会
第２回社会福祉協議会運営事業補助金
に関する調査特別委員会
第３回社会福祉協議会運営事業補助金
に関する調査特別委員会
第２回臨時会

第２回定例会は
６月に開催予定と
なっております

議会議長宛の案内・
請願・陳情等は、
議会事務局へ提出
願います。
編 集 後 記

テレビや新聞で毎日のよう
に報道されている新型コロナ
ウイルスやウクライナ戦争の
ニュース。どちらも終わりが
見えず不安な毎日を過ごして
いますが、その中にも改めて
平和のありがたさと健康で過
ごすことが出来ることに感謝
と喜びを感じます。
また、例年以上に雪が多か
った冬も終わり毎日の雪かき
から解放され、今年も農家は
豊作を願い、漁師も今年こそ
イカなど魚介類の大漁を、町
民全てが景気の回復を願って
毎日の作業に励んでいること
と思います。
私たちも町民の生活に寄り
添った提案が出来る議会であ
りたいと願い、日々努力して
まいります。

（桝田）

議会広報発行常任委員会

委 員 長 桝 田 道 廣
副委員長 横 山 一 康
委
員 本 多
浩
橋 本 一 夫
大 湯 圓 郷
石 原 広 務
〃
〃
〃
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