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Ａ 育成試験を実施するなど、できる

ところから対策をしていきたい。

質 問 １

質 問 ２

質 問 ３

﹁たまりば﹂

海水浴場の安全対
策・管理状況

①﹁たまりば﹂は︑障

①後継者不足の対策と

いましたが︑現状につい

ども食堂も行うと聞いて

がい者の活動のほか︑子

して機械化が求められて

②利用状況について︒

て︒

により収入が減少する中

制にしてはどうか︒

答 弁︵ 町 長 ︶３

監視・救難業務につい

で雇用した２名を配置し

所の所員２名と観光協会

救助講習を受講した救難

ては︑海上保安部による

①たまりば食堂は︑現

ています︒海水浴場を開

で町の対策︒

在休業中ですが︑人材が

設する際は関係機関と協

答 弁︵ 町 長 ︶２

確保でき次第再開したい

A

す︒どのような補助が必

化が必要と認識していま

ほぼない状況です︒児童

いますが︑児童の利用は

の方を含め広く開放して

②児童だけでなく一般

考えています︒

講じた上で開設したいと

議して感染症防止対策を

の方たちを含む利用者が

要か︑組合と相談し検討
②令和３年度より︑他

１日平均５名ほどとなっ

以外では︑ボランティア
地域で生産しているホタ

ています︒

きたい︒

ところから対策をしてい

を実施するなど︑できる

テの稚貝を町で育成試験

していきます︒

大型化しているので機械

高くなっており︑漁船も

答 弁︵ 町 長 ︶１

①漁業者の平均年齢も

と聞いています︒

②ホタテのへい死対策︒

有資格者による管理体

Q

います︒ホタテのへい死

漁業者への後継者
対策及びホタテ業
のへい死対策

Q

A

Q
A

勝木 嘉則 議員
洋一 町長
村井

漁業者への後継者対策
及びホタテ業のへい死対策

Q

村井町政 の 疑問 を
５名 の 議 員 が

Q＆A
問
質
一般

２

豊浦町議会だより

Q コロナワクチン接種準備計画と

医師・看護師の確保や職員の配置

Ａ１日当たりの接種人数は６０人程度を
大里 葉子 議員

質 問 １

齢者に向けて発送してい

度の状態観察が必要とさ

接種会場の感染防止対

れています︒

書﹂を返送することによ

策は︑３密の回避︑導線

る﹁意向調査兼予約申込
り行います︒接種を希望

確保などの対策を検討し︑

シミュレーションしてお

された方には︑接種日時
歳

り︑必要な人員を配置し

を個別通知します︒

以下は︑国の指示があっ

ます︒

コロナワクチン接種
準備計画と医師・看
護師の確保や職員の
配置
コロナワクチン接種に

た場合において︑速やか

質 問 ２

コロナ禍で深刻化す
る﹁孤独﹂や﹁孤立﹂
高齢者の閉じこもり
問題

コロナ禍の長期化によ

り浮き彫りになった︑女

性の自殺問題も含めて︑

ついて︑各自治体で準備

ワクチン相談窓口は︑

高齢者や未婚の一人暮ら

に発送できるよう準備を

やまびこ保健センターに

し︑高齢者の閉じこもり

能の心理的問題︒経済的

専用ダイヤルを設置対応

医師看護師の確保︑職

困窮などを生み出す社会

による︑身体的・認知機
に薬事承認されたファイ

員の配置については︑病

問題︒﹁孤独﹂や﹁孤

します︒

が本格化︑医療従事者向

１日当たりの接種人数

けの接種が始まりました︒ 進めます︒
未経験の一大事業です︒

人程度を見込み︑既

る混乱を招かぬよう︑コ

ザー社のワクチンを取扱

院医療職員・事務職員並

は

ロナワクチン接種の準備

度対応の
国保病院において管理し

ディープフリーザーで︑

ます︒

は︑全庁横断的に対応し

ていますが︑不足の場合

びにやまびこ職員で考え

それを受けて︑本町では

当相が指名されました︒

臣に︑坂本１億総活躍担

立﹂の問題を担当する大

75

対応します︒４月中旬に

来診療を休診して接種に

月・水・木曜日午後の外

国保病院での個別接種で︑

りません︒接種後の体調

時点で国からの指示はあ

により対応しますが︑現

用については︑国の指示

ロスワクチンの有効活

うな対応をするのか︒

どの課が担当し︑どのよ

65

に大部分が︑総合保健福

答 弁︵ 町 長 ︶２

歳以上の高齢者へ接種

当町においては内容的
分程
15

券を郵送の予定です︒予
歳以上の高

場にて少なくとも

管理については︑接種会

コロナワクチン接種は︑ ます︒

答 弁︵ 町 長 ︶１

い︑マイナス

町民にノウハウ不足によ

Q

計画について︒

60

A
約方法は︑

３

64

Q
A
65

洋一 町長
村井

見込み、職員が不足する場合は全庁横
断的に対応します。

祉施設やまびこが所管す

るものと推定しますが︑

答 弁︵ 町 長 ︶３

通信技術︶の進展に取り

高齢者がＩＣＴ︵情報

策内容に応じ︑担当課を
残されないよう︑豊浦町
においては︑地域におけ
る﹁デジタル支援員﹂と
なり得る人材等の検討や

が創設されます︒高齢化

９月１日︑デジタル庁
国の施策と照らし合わせ

への講座開設については︑

があるものの︑高齢者等

問題点などを考える必要

社会の日本は︑先進国の
て検討します︒

デジタル化の効果 を
シニア︵高齢者︶にも

質 問 ３

適宜選定していきます︒

国が示す方針や個別の施

A

中で最もデジタル化が遅
れています︒デジタルに
弱いシニア・高齢者の間
に広がる﹁置いてきぼり
不安感﹂を払拭するため
に︑講習会等の実施でデ
ジタル技術の活用を促し
ていく必要があると思い
ます︒スマホやオンライ
ン行政手続きの使い方を
教える
﹁デジタル支援員﹂
事業を活用することも必
要かと考えます︒

Ａ 職場の女性活躍に向けた

取組みを推進していきます。

質 問 １

質 問 ２

地域振興

効性︑副反応などのリス

ワクチンの安全性・有

で停電した時には役に立

としているが︑自然災害

はデジタル化を進めよう

という人格権の侵害や社

会経済的損失の可能性が

場などは︑広報誌やホー

て対応し︑接種通知︑会

国のホームページを通じ

ついて︒

題がある︒対策と展望に

が言われる点に大きな問

されないまま︑推進だけ

答 弁︵ 町 長 ︶２

極めて︑豊浦町に最適な

機導入は︑感染の恐れが

ません︒ワクチン接種に

方向性を出したいと考え

デジタル庁の方針を見

伴う医療体制等の確保に

ています︒

国の動向を見据え︑地域

今後のあり方として︑

看護師の病院医療職員で

社会の持続可能な発展を

目指すべきと考えます︒

対応します︒

療従事者は︑現在の医師︑

ついては︑接種に係る医

あるため導入は考えてい

り組みます︒ＰＣＲ検査

ムページで情報公開に取

ワクチンの安全性等は︑ あるのに︑安全性が確認

答 弁︵ 町 長 ︶１

接種の医療体制について︒ たない︒個人情報漏えい

クと情報公開やワクチン

コロナ禍の下︑総務省

新型コロナウイルス
ワクチン接種

Q

A

Q

Q
A

山田 秀人 議員
洋一 町長
村井

ジェンダー平等

Q

160号

４

質 問 ３

道路網整備を活用 し
た地域連携
道道豊浦ニセコ線の未
整備区間の推進と道路整
備推進期成会の設置や雇
用交流などの﹁はしっこ
同盟﹂との連携︒

部駅開業時の交通網や観
に向けて関係条例の一部

令和４年度からの実施

部署及び担当職員の数と

職の登用︒また推進する

施設︶に対する女性管理

町の役場職員︵すべての

躍に向けた取組みを推進

置といった職場の女性活

促進や適材適所の人員配

ョンを図る研修への参加

こととしています︒

光・産業等の連携を目指
改正などを予定していま

来の北海道新幹線︑長万

すこととしています︒

していきます︒

部署は総務課であり︑

答 弁︵ 町 長 ︶５

男女の内訳︒

ついては︑今後の社会情
勢や財政状況を踏まえ判
断したいと考えています︒

男性４名が所属していま

進め︑多様な職務機会を

会医療保険部会で︑国保

社会的男女間格差は︑

革検討会議﹂で検討して

員で構成する﹁働き方改

今後も︑策定中の特定

12

ます︒

った男女の性別を言い

家で家事をする﹂とい

働き︑妻︵女︶だから

﹁夫︵男︶だから外で

を指します︒例えば︑

つくられる性別のこと

て︑社会的・文化的に

ジェンダーとは …
※
生物学的な性別に対し

すが︑対象の範囲拡大に

質 問 ４

国保税軽減
子どもの均等割軽減と
減免の実現について︒

子育て世代への福祉政

得られる取組みを行うこ

す︒

毎年２月に胆振総合振
策︵未就学児対象の範囲

ととした第２期特定事業

答 弁︵ 町 長 ︶４

興局に︑道道豊浦ニセコ

拡大︶としての均等割の

主行動計画を策定する必

答 弁︵ 町 長 ︶３

線の未整備区間に係る整

減免実施への展望につい

名︑

や﹁大岸礼文華線﹂を整

保険税︵料︶
の均等割部分

森元首相の発言に象徴さ

います︒

ずつ推薦された男性

要があり︑各課から１名

女性職員の職域拡大を

備推進の要望をしていま

ては︑厚労省は令和２年
日の社会保障審議

備中であり︑優先順位の

について︑未就学児を対

れ︑国際的にも問題とな

月

観点から︑現時点では難

象に５割軽減する制度を

っています︒日本はいま

事業主行動計画に基づき︑

道整備である﹁本町通り﹂

しいが︑地域からの要望

令和４年度から導入する

だ男尊女卑の価値観が強

名の職

を今後とも持ち続けてい

方針とし︑子育て支援策

女性２名の合計

きます︒﹁はしっこ同盟﹂

女性職員のキャリアビジ

10
く残っている国です︒本

23

の一環で︑法改正を行う

ジェンダー平等

すが︑豊浦町内には︑道

質 問 ５

A

A
12

との連携については︑将

５

Q

Q

Q
A
豊浦町議会だより
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Ａ 今後拡充を図っていきたいと
考えています。

質 問 １

施策や事業について客観

早急に対応策を講じると

的な評価を実施し︑拡充︑ きと考えます︒

答 弁︵ 町 長 ︶２

し︑各種施策や事業のス

人は加齢により徐々に

維持︑縮小︑廃止を決定
クラップアンドビルドを

財政見通しと
今後の対応策
村井町長の就任以来︑

画できる効果的な機会を

えます︒町民の皆様が参

や支援が必要になると考

いまでも何らかの手助け

が減る等︑病気にならな

体力が衰え︑外出の機会

推進していく予定です︒

に置き換えるといった

のを壊して新しいもの

ス
※クラップアンド

一般会計の借金は６億４
億７５００万円の

５００万円の増加︑積立
金は
減少︒歳出科目では︑需
用費・備品購入費・人件
費・委託料・負担金補助

いかに創出できるかが課

題であると認識していま

ことを指します︒

しました︒この先どうな

す︒介護予防と地域貢献

を両立する取組みとして︑

質 問 ２

今後拡充を図っていきた

税の確保が最重要と考え

の独自財源の確保と交付

のかについては︑町税等

か︑歳出をどうおさえる

って要介護に進まず︑健

は︑生活の改善などによ

落ちていきます︒これら

通の悩みです︒自立度が

衰え︑物忘れは高齢者共

いと考えています︒

フレイル予防の施策

ています︒歳出について

足腰の衰え︑記憶力の

Q

康に戻ることが可能です︒

財源をどう確保するの

答 弁︵ 町 長 ︶１

対応策を伺います︒

るやら心配です︒今後の

及び交付金で大きく増加

ビルドとは …
老朽化し
たりして古くなったも

A

16

は事業評価により︑各種

フレイルとは …
加
※
齢により心身が衰えた

状態のことで︑健康な

状態から要介護状態に

移行する中間の段階と

言われています︒栗山

町では︑高齢や病気の

家族らを介護している

﹁ケアラー﹂
︵介護者︶

を地域社会で支えるた

め︑全国市町村で初と

なる﹁ケアラー支援条

例﹂が制定されました︒

質 問 ３

できる団体の協力が成功

ウハウやマネジメントが

弱ではないか︒経営のノ

して行うには︑組織が脆

ヌ文化の伝承活動を自立

収益事業を含めてアイ

アイヌ伝統的儀礼
施設建設の見直し

Q

Q
A

石澤 清司 議員
洋一 町長
村井

フレイル予防の施策

Q

６

に不可欠の条件︒また︑
礼文華地域の振興も相ま

洋一 町長
村井

って行うことが相乗効果
をもたらすと考えます︒
アイヌ文化を子孫に伝え
る﹁継承﹂と情報発信の
場所としては︑礼文華生
活館つづきの場所へ︑儀
式は聖地へ︑いま一度見
直すべきと考えます︒
答 弁︵ 町 長 ︶３

質 問 １

質 問 ２

質 問 ３

新富〜大岸主要道道

た取組む姿勢等について︒

②関係者と創意工夫し

について取り組む姿勢︒

どの様に対応等され結果

①その後︑いつ︑誰が

りましたが︑

当時︑様々な答弁があ

ペペシレト岬の実態

保安林として機能を損

答 弁︵ 町 長 ︶２

仕方と姿勢︒

状とさらなる取組み方の

等の取組みをしたが︑現

当初発信時に︑散策道

旧大岸中学校
貸与の活用の実態
①事業内容の実態は順
調か︒
②ルール通りに運営さ
れているか︒
③検証された結果と認
識等について︒

間となっており︑実態は

日︶の契約期

日から５年間︵令和

年８

旧大岸中学校施設無償

規模な整備を行うことは

実施したところです︒大

見学のモニターツアーも

っており︑ペペシレト岬

近くまで行けるようにな

を行い︑歩いて岬の先端

せんが︑現状は笹刈り等

の舗装補修を要望してい

側の酪農家までの約１㎞

ているが︑先行して新富

に難しい﹂との回答を得

﹁地形的︑費用対効果的

で︑北海道からの回答は︑

て要望をしているところ

豊浦町内道道整備とし

答 弁︵ 町 長 ︶３

施できていない状況です︒ できませんが町内におい

ます︒なお︑整備要望は

なうような整備はできま

今後は事業計画を見直し︑ ても有数な風光明媚であ

﹁バジル栽培事業﹂が実

ることは承知しています

令和３年度要望を令和２

答 弁︵ 町 長 ︶１

事業運営を継続したいと

ので︑新たな森林整備と

年２月

５年３月

月

貸与契約は︑平成

考えていることを事業者

保健保安林事業等に取り

要望を令和３年２月

30

豊浦アイヌ協会は︑地
域振興︑産業振興︑観光

から確認していますが町

組み推進したい︒
見極めたい︒

日

日︑令和４年度
施設の財産でもあるので

15

振興を含めた事業展開を

Q

A

A
31

考え︑検討協議を行って
きました︒礼文華地域を
始めとした本町の活性化
に結びつく︑施設を活か
したアイヌ文化の継承・
発信などの事業展開につ
こととなります︒施設は︑

Q

に担当課長が対応してお

25

希望でもある礼文華海浜

公園に整備したいと考え

ています︒

7

Q
A

12

事業等に取り組み推進したい。

渡辺 訓雄 議員

A
いて︑継続協議していく

豊浦町議会だより

Q ペペシレト岬の実態

Ａ 新たな森林整備と保健保安林

り︑今後は雪解け後酪農

家までの約１㎞舗装補修

年度にも

策とし︑交差点付近の砂
箱の他に平成

質 問 ５

検結果︑委員会での評価

ンザ等の予防接種であり︑ ら遅れています︒自己点

前年度実績等を精査勘案

②病院に対する交付税

応した計画の推進と次期

ナ禍での状況の変化に対

した予算計上しています︒ により︑また現在のコロ

①令和３年度会計予算

収入を基本として︑法定

計画の策定に努めていき

国保病院運営等

書の医療収入は︑最近の

内での支出となっていま

ますが︑病院運営赤字分

う１ヶ所急勾配になって

予算書及び決算書から検

す︒給料においては︑応

の補填等の繰入れも留保

の実施に向け北海道へ要

②過去に要望がありま

査しても現状過大な見込

援看護師１名の減︑再任

います︒
したが改良が難しいこと

みではないか根拠を伺い

額です︒手当については

から︑砂箱設置︑冬期間

②不採算病院の法定外

人事院勧告に伴う勤勉手

資金支出から検証したい︒

支出額と給与費削減等の

用職員１名の増による減

保をしています︒
③急勾配の解消には拡

退職手当組合負担金の増

し対応したことがあるか︒

③改革プランは随時実

によるものが増減の理由

当の減及び夜間看護手当︑
施されているか︑分析等

です︒

幅等の改修では難しく改
④砂箱の増設︑パトロ

結果はどう認識され創意

②関係者より改良等の
③未だに道路改良でき

ールによる塩カル散布で

良予定はありません︒

ないのは何故︑難儀して

工夫し実行するのか︒

診や各企業職員健診︑教

まびこが助成する各種健

主治医意見書作成料︑や

益︑外来収益︑文書料︑

①医業収益は︑入院収

ルスの関係で検討委員会

公表は︑新型コロナウイ

点検は終了していますが︑

年度の実施内容は︑自己

となっています︒令和元

ムページで公表すること

討委員会で評価し町ホー

るが認識しているか︒

を寄付したいとの声もあ

自己点検し︑病院運営検

③前年度の実施内容を

冬期間の安全確保を今後
も実施していきますが舗

育委員会が行う児童生徒

の開催ができない状況か

質 問 ６

の各種健診やインフルエ

A

④利用度のあるなしは

め検証したい︒

別にして季節等によるが︑ 装面にみぞほりなども含
冬期間等町道として安全
走行に向け創意工夫する
取組みはあるか︒
答 弁︵ 町 長 ︶４

①Ｓ字カーブと急勾配
により冬期間の安全確保

答 弁︵ 町 長 ︶５

いるのか︒

根拠︒

ます︒

いる個所に新規設置して

質 問 ４

Q

の塩カル散布等で安全確

望していきます︒

29

要望は今までにあるか︒

る町道の実態を創意工夫

①下り坂︑急勾配であ

新山梨線より大岸
方面の町道実態

Q
A

①町へ個人等の不動産

土地等の寄付
行為の基準等

Q

160号

8

譲渡︵寄付行為︶は町の

②個人等から不動産︑
しています︒３つの基準

あることを考慮して決定

能性を検討できる土地で

も多く電柵補助を活用し

②山梨地区︑畑作面積

把握しているか︒

のことであるが︑状況を

事業を拡充し２分の１の

ています︒令和３年度同

②液肥散布は︑いつ︑

り認識と姿勢等について︒

実施したいが︑負担金が

広く活用していただきた

すので山梨地区を含め︑

万円に拡充していま

等の寄付行為があったか︑ 定資産税の減収や管理の

重いので軽減に向けた取

を

問題から寄付を受けるこ

答 弁︵ 町 長 ︶８

証は確約されているか︒

あかし

③利用者と合意され︑

どこに散布するか︒

ルール等規定はあるか︒
を満たさない場合には固

補助で１戸当たり上限額

③近年個人より不動産
あったとしたら何故受け

①当初計画と乖離する

ていますが︑本施設を維

部分はあることも認識し

③その他対策の工夫等︒ 捕獲や︑鹿捕獲用くくり

持していくには収支も重

施しております鹿の一斉

罠の購入貸与︑鹿駆除に

要であることは十分理解

のか︒

③例年１回から２回実

い︒

筆の不動産の寄付が

し予算に反映されている

り組みは対策を創意工夫
件の

とはできません︒

件

相談があり︑そのうち８

③令和元年度は

たかその理由︒

件程

答 弁︵ 町 長 ︶６

件から
ありました︒内訳は宅地

①年間
度の寄付に関する相談が

対する交付金︑猟銃購入

答 弁︵ 町 長 ︶７

していますし︑収支均衡

林が１筆です︒令和２年

は︑水稲︑小豆︑てん菜︑ 続的に駆除対策に努めて

筆︑原野が４筆︑山

への補助などを実施し継

道内や本州の方からも様

度は４件の相談がありま

馬鈴薯︑人参︑デントコ

防護ネットの設置に２分

実施した事業は当初損益
20

係者と協議を進めていま

新たな散布実施に向け関

け昨年の散布箇所に加え

②４月以降の散布に向

いきます︒

管理運営に今後も務めて

と思っており︑安定した

していくことが望ましい

を図り安定して施設運営

①令和元年度において

々な事情で町に寄付の申

したが現在のところお断

質 問 ８

いきます︒

し出があり実際に拝聴し

ーン︑小麦︑いちご︑あ

っています︒

万２千円の被害状況にな

被害金額にして１２７９

ヘクタール︑

りしています︒寄付を受

認識しています︒

質 問 ７

る土地であったためです︒ て︑９・

さつきで︑耕作面積にし

②現状として特に明文
化した条例や規則等はあ
りません︒取り扱いとし
て︑寄付の申し出を受け
る基準は︑︵１︶立地条件

バイオガスプラント
収支実態の差異等
①農作物が鹿等により

の１の補助を︑１戸当た

と実態は大きな乖離があ

②令和２年度電牧柵や
収穫前に食われ多大な被

万円で補助し

散布時期や散布量など安

③利用いただける方と

①様々な目的で取組み︑ す︒

︵２︶原則︑更地である

り上限額

鹿駆除の現状と
負担金の軽減等

Q
害にあい苦慮していると

い土地ではないこと

13

けたのは基準をクリアす

11

Q

A

50

A

12

が

16

あります︒町内の方や︑

20

こと︵３︶有効活用の可

９

10

A
として非常に管理が難し

豊浦町議会だより

定運営のためにも条例ど

おり利用料を理解いただ

き利用者らの申請に基づ

き進めていきます︒
追 跡 質 問

総括質疑

③例年３千万円程度を

にも事業評価を令和３年

⑪債務超過となりかね

剰余金として決算してお

がある財政運営と認識し

ないので︑リーダーとし

り︑このうち２分の１ず

度より推進します︒

ているか︑また︑予算計

ての対策等の取り組み︒

ているか︒

上に欠落はないか︒

令和３年度
予算審査特別委員会

渡 辺 訓 雄 議員

り基金へ積立しており︑

令和２年度の積立金は出

億円︑

億円︑令和

年が

つを財調基金とまちづく
年は

納整理期間も含め５月ま

年スパ

町長時代と比較し基金額
施設は︑当初損益及び変
の減少の認識等について︒ 更した収支状況等と見込

⑦バイオガスプラント

計からの繰出金として予

入と法定外繰入を一般会

があるものと定めのない
となりかねないので︑財
政も含め姿勢を伺います︒ もの︑いわゆる法定内繰

み違いは町民の負の遺産

を実施していけば７年︑

算計上しています︒今後
⑨借金は身の丈を超え
ていると認識しているか︑ 毎年５億円の基金繰入れ

政需要額の明細内容︒

年で残高は

予算計上し︑法律に定め

営のための必要な経費を

は各特別会計の適切な運

②令和３年度も繰出金

より使いやすい形の要綱

補助メニューに沿った︑

います︒補助要綱は国の

やアパート建設に対する

住宅購入に対する補助金

⑤持ち家の建設や中古

ています︒

次予算計上することとし

すが︑優先順位を付け順

査して予算計上していま

④各所管課において精

見込んでいます︒

りも決算剰余金の減少を

見込みは難しいが例年よ

で収支が変動し︑詳細な

億円
となっており︑

３年度見込み額は

平成

①平成

答弁
︵町長︶

住等の先行投資は︑そろ

⑤人口減少︑移住︑定
質問１

いか︒
⑥各事業で投資してき

そろ見直しする時ではな

基金経年と財政収支
経年の全般と実態等
基金状況と財政状況は

億円少々の取り崩

しを行ってきた形となっ

ンで

循環し前進する施設︵事

ています︒

た施設で︑この先︑順調に

思うが︑改めて姿勢を伺

業︶はあるか︑ないか︒

また︑類似自治体との比

３億円では

を整備し︑国費の導入も

答 弁︵ 町 長 ︶

20

自治体の共同墓の視察︑

②令和３年度中に近隣

置を計画中です︒

他に１箇所の自治体が設

額はいくらか︒

剰余金︵積立金︶見込み

③令和２年度収支では

つ基金は底をつくか︒

①北海道内では 箇所
崩し︑繰り出し等の根拠
の自治体が共同墓を設置︑ と認識等についてと︑い

A

組みし反映しているか︒

④令和３年度予算基金

較になる分析表︒

０円となる計算となりま

視野に入れて見直しを検

②令和３年度基金取り

事務処理等の確認を行い

取り崩し︑繰出し補助金

⑩令和３年度の公債費

すが︑そうならないため

⑧交付税ほか︑基準財

ます︒時代の流れや状況

負担率は︑この先︑余裕

11

補助金を奨励し推進して

等の支出は住民サービス
の変化もあり︑確認結果
を基に判断していきます︒ 等に充分配慮し反映され

①歴代︵武藤︑工藤︶

います︒

理事者も認識していると

57

31

10

共同墓地設置の
取り組み
①類似自治体等で取り
組みしているか検証等確
認したのか︒
②同時に創意工夫し︑

10

44

Q
いつ誰がどのように取り

20

10

160号

10

討していきます︒
⑥事業評価を令和３年
度より将来的評価をする
ために︑業務の継続的改
善手法等を取り入れ施設
︵事業︶の継続的な発展
を目指します︒
⑦ＣＯ ２の削減と再生
可能エネルギーによる地
域内循環で︑収支も重要
であることは十分理解し
ます︒収支均衡を図り安
定した施設運営が望まし
いと思っています︒その
ためには安定した原料の
確保と発酵及び発電が必
須ですので管理運営と収
支均衡に今後も務めます︒
⑧ 億６７４２万円が
令和２年度の基準財政需
要額の合計額となります︒
⑨健全な財政運営を行
っていると認識していま
すが︑今後の人口減少等
による交付税や地方税︑
各種料金収入の減少が見
込まれると共に︑社会情
勢の変化に伴う新たな需

豊浦町議会だより

26

要等にも備える必要があ
ることから︑地方債の借
入額の上限設定や償還額
の推移を見定めた上︑持
続可能な予算編成を行い
ます︒本町は︑ ・５％
であり︑全国１５１の類
似団体のうち本町は 番
目です︒
⑩公債費支出額は令和
５年度でピークとなり︑
今後益々財政状況は厳し
さを増すことが予想され
ることから︑見直すべき
事業を精査し︑必要な事
業に財源措置の有利な地
方債を計画的活用により
地方債残高の縮減に努め
ます︒
⑪歳入の確保は各種料
金等の見直しやふるさと
納税の増収対策に取り組
むと共に︑歳出の抑制は
公共施設の長寿命化計画
の策定や事業評価等の取
り組みにより︑限られた
財源の中で収支バランス
を取りながら町民サービ
18

92

スの維持向上と持続可能
な町を目指した財源運営
に努めます︒

山 田 秀 人 議員
質問１

新型コロナウイルス
対策
新型コロナウイルスは︑
人類が経験したことのな
い大災害であり︑迅速か
つ慎重に対処する知見と
情報の収集が求められ︑
町民は行動の制限や経済
的なダメージにさらされ
ている︒この難局のもと︑
これらへの対策や自治体
として町民へのメッセー
ジが︑この方針からは伝
わってこない︒どのよう
な認識を持っているのか︑
また︑コロナ感染予防対
策︑ワクチン接種︑体制︑
住民への周知︑情報提供
など︑具体的な施策をど
のように展開するのか︒

信することを言います︒

何かを生み出すこと︑発

アウトプットとは …
※

あります︒

答弁
︵町長︶
自ら学んだことを自由に
アウトプットできる空間
町民の方々への感染防
も 必 要 で す ︒ ﹁ 人 材 ﹂と
止を第一として︑広報と
いう言葉は︑教育が求め
ようらや防災行政無線等
ている言 葉にふさわしい
で情報をお伝えし︑注意
言葉なのか︒
喚起してきました︒国の
教育長︵答弁︶
交付金を活用し︑病院や
避難所のコロナ対応の改
一つは︑これからの学
修を行い︑各学校施設・
校教育の推進について︑
公共施設等への感染予防
文部科学省では︑﹁令和
機器や備品等を設置する
の日本型学校教育﹂を目
とともに︑町民の方々へ
指すこととしており︑こ
の公共料金の負担軽減や
のためには︑それを担う
給付事業︑産業に関わる
教師の人材確保や資質の
補助事業等を行いました︒ 向上が必要であるという
ワクチン接種に向けて準
こと︒
備を進めます︒
もう一つについては︑
豊かな人生を切り拓き持
質問２
続可能な社会の創り手と
時代が求める
なるよう︑また新しい時
人材とは何か
代を築いていく才能・素
養を児童生徒に育むとい
うことを意図したも ので

教 育 の 目 的 は﹁ 人 格 の
完 成 ﹂で あ っ て ︑ 子 ど も
たちは次代を担う大切な
存在です︒﹁人材﹂ではあ
りません︒主権者として
の力量をつけていくには︑
豊かな教育環境と学び︑

11

160号

全道10位の高水準 全道平均月額5693円
介護保険料6600円
（標準月額）
300円増額

委員長に選出し︑土・日を

会に付託し︑大里葉子氏を

の活動支援︑図書室の充実

容の増加と充実︑女性団体

育の課題︑公民館事業の内

▼計画の改定

３月９日から 日までの
日程で本会議︑予算審査特
日㈭まで

日㈮から

除く
の５日間をもって審査し︑

と少数意見の報告が行われ︑ 算の執行は︑令和３年度に

なお︑令和２年度補正予

育行政執行方針を述べまし

︵やまと光星園︶︑バイオ

全会一致で可決！

施行に伴い改正する︒

会計年度任用職員制度の

・職員の服務の宣誓に関
する条例

▼条例の一部改正

適切な住宅施策を実施する

︵令和２年度︶

全会一致で可決！

繰越され事業が行われます︒ ために改正する︒

採決の結果︑賛成多数をも

介護保険料アップのほか︑

追加提案︶
して︑ 日から
日のまでの２日間５名の議

アイヌ施設事業の運営費確

一般会計や特別会計
︵７本︶

ガスプラント事業の赤字解

員が追跡質問を行いました︒ 保︑障がい者施設建設補助

員が一般質問を︑１名の議

主な事業への審査内容は︑

た︒令和２年度の補正予算

日の本会議で委員長報告

などです︒

別委員会が開かれました︒
会議は︑９日に町長による

18

って可決されました︒

町政執行方針︑教育長が教

12

を質疑・議決︵９日・ 日

19

の新年度︵令和３年度︶予

追加補正予算

・１万円のコロナ応援券を町民へ

万円を農林漁業者に

追加補正予算を審議可決

ト事業の収支状況を黒字に

させるため︑農業者を介し

料補助はバイオガスプラン

採決の結果︑農業者への肥

り︑その財源を他に振向け

還流することは不適切であ

度補正予算が追加提案され︑ て国の補助金を町の歳入に

６３万円に上る︑令和２年

３月 日に総額１億４２

・

20

19

19

11

消︑社会教育での高齢者教

第８期

町内の住宅事情を勘案し︑

・﹁豊浦町住生活基本計
画及び豊浦町公営住宅
等長寿命化計画﹂

19

10

1,639
980
0
400
800
1,286
300
500
1,127
0
600
300
500
1,500
60
300

地域 市町村名 保険料額 増減率
7,875 26.28
空知 夕張市
7,230 15.68
檜山 江差町
0.00
6,980
上川 愛別町
6.13
6,920
森町
渡島
6,800 13.33
檜山 厚沢部町
6,800 23.32
日高 えりも町
4.69
6,700
上川 鷹栖町
8.13
6,650
檜山 上ノ国町
6,622 20.51
日高 浦河町
0.00
6,600
渡島 北斗市
6,600 10.00
宗谷 猿払村
4.76
6,600
胆振 豊浦町
8.20
6,600
胆振 壮瞥町
6,500 30.00
空知 北竜町
0.96
6,320
渡島 函館市
5.00
6,300
檜山 今金町

増減額

算案は︑予算審査特別委員
単位：円％

定例会３月会議
新年度（令和３年度）予算を審議可決
道内市町村の介護保険料順位表

12

るべきとの反対意見 は あ っ
たものの︑賛成多数 を も っ
て可決されました︒
主な︑国の新型コ ロ ナ 交

ての押印・対面規制
２４０万円
なお補正予算の執行は︑
令和３年度に繰越され事業
が行われます︒
︵木村︑小川︑勝木︑大里︑

採決の結果︑賛成５名

高校生以下の世帯 １ 人 ５

出︾

刷・郵送︑予防接種台帳シ
ステムの改修等の増額︒
全会一致で可決！

出︾

︻介護保険事業特別会計︼

︽歳

・介護サービス等諸費
︵２０３８万５千円︶の
増額
各サービス給付費の見込

賛成議員

夜間看護手
当増額

反対議員 改正の内容

新年度︵令和３年度︶予算を審査

条例改正議案

全員

∇条例改正議案採決結果
職員の特殊勤務手
当に関する条例
介護保険条例

山田

反対議員

保険料の値
上げ

小川︑大里︑
保険料の値
勝木︑木村︑ 石澤︑
山田
上げ
渡辺

高齢者保健福祉計 小川︑大里︑
画・第８期介護保 勝木︑木村︑
険事業計画の策定 渡辺︑石澤

国民健康保険

後期高齢者保健
介護保険

全員

国保病院

総合保健福祉

全員

全員

大里︑小川︑勝木︑
石澤︑山田
木村︑渡辺

山田

大里︑小川︑勝木︑
石澤︑山田
木村︑渡辺

賛成議員

∇令和３年度各会計議案採決結果
各会計議案

計

全員

般 会
簡易水道

全員

一
給付費が増加し︑増額する︒

公共下水道

みの結果︑事業全体の合計

付金事業︵１５６４万

・特定入所者介護サービ
ス等費︵ 万３千円︶の
増額

ふるさと応援寄付金の増
に伴う返礼品関連事業費を

の給付費増に伴い増額する︒
全会一致で可決！

大里︑小川︑勝木︑
木村︑渡辺︑石澤

円︶の増額

・豊浦町ふるさと応援寄

︽歳

︻一般会計︼

︵令和２年度︶

補正予算

可決！

︵山田︑渡辺の各議員︶で

石澤の各議員︶︑反対２名
４１０ ０ 万 円

農林漁業者へ応 援 金 支
万円を事業者に

液購入分 ︶ ５ ０
２２０ ０ 万 円
１１９ ５ 万 円

観光協会へ 補 助

とようら観光Ｐ Ｒ 動 画

所に設置

冷暖房設備を大 岸 保 育

０㌶

オ消化

料補助︵海の恵み ︑ バ イ

農業者への土づ く り 肥

２９２ ０ 万 円

︵１４６事業者に ︶

給

千円を加算

全町民へ利用券 １ 万 円 ︑

付金を財源とする事 業
⑴

⑵

⑶

⑷
⑸
制作

・新型コロナワクチン接

特定入所者介護サービス

コロナウイルス ワ ク チ

種事業︵第２次︶︵１８

増額︒

ン接種事業事務費 ︵ ３ 次

０５万２千円︶の増額

４４ ０ 万 円

３１ ０ 万 円

分︶

接種費用・接種案内の印

計
会
別

特

88

20
コロナまん延防 止 と し

13

⑹

⑺

豊浦町議会だより

一般会計予算が前年比

その他

※外円

10％（5.1億）

繰
※入金〜基金の取崩し︒

3％
（1.2億）
9％
7％ （4.3億） 5％
（2億）
（3.3億）

繰入金※

４％（1.9億）

11％
（5.2億）

９％（4.4億）

国・道支出金

譲与税・各
交付金

町税

８％（４億）

令和２年度

収入
12％
（5.5億） （歳入）
４％
（1.9億）

13％
（6.8億）

※内円

49％
（22.4億）

地方交付税

49％
（24.8億）

分担金及び負担金
使用料及び手数料

収入
（歳入）
予算
科

町税

目

予 算 額

対前年比
▲4.9％

1億8900万円

▲6.4％

24億8000万円

10.6％

分担金及び負担金、使用料及び手数料

2億1400万円

12.0％

国・道支出金

6億7900万円

22.3％

繰入金

4億3700万円

▲16.1％

5億700万円

52.7％

1億3100万円

11.0％

譲与税・各交付金

（国税・道税からの配分金）

地方交付税

（国からの地方自治体に対する交付金）
（施設使用料など）

（国、北海道からの補助金など）
（町の基金《貯金など》からの繰入金）

町債

（借入金）

その他

（諸収入、財産収入など）

令和3年度 予算総額80億7,800万円（前年度比
各会計予算総額

会
１ 一

計
般

名

比
較
３年度 ２年度
当初予算 当初予算 増 減 伸び率（％）

計

5,043

4,588

455

9.9

２ 簡易水道事業特別会計

344

365

▲21

▲5.8

３ 公共下水道事業特別会計

239

237

2

0.6

４ 国民健康保険事業特別会計

684

734

▲50

▲6.8

５ 後期高齢者保健事業特別会計

135

129

6

4.8

６ 介護保険事業特別会計

616

577

39

6.8

７ 総合保健福祉施設事業特別会計

307

287

20

7.0

８ 国民健康保険病院事業会計

710

704

6

0.8

8,078

7,621

457

6.0

合

会

（単位：百万円）

計

18

80

9.9％

増

令和３年度

6.0％増）

12

億７８００万円に︒

4億600万円

（町民の方から納付いただく税金）

予算総額は

令和3年度 50億4300万円
令和2年度 45億8800万円

４％
（2.1億）

町長より令和３年度の執行方針とともに予算案が提案され︑３月 日から 日までの間の５日間で予算審査特別委員会を
開催し︑皆様から納めていただく税金の使い道を審査しました︒
その結果︑すべての予算案が提案どおり可決され︑令和３年度の税金の使い道が決まりました︒

町債
（借金）

令和３年度

３％
（1.3億）

令和３年度予算を議会がチェック！

160号

！
14

豊浦町議会だより

主 な 事 業
総

務

課

公共施設等総合管理計画（個別
施設計画）策定業務

地方創生推進室
事業評価推進事業、防災ガイド
ブック作成事業、避難所備蓄品

議会費

給与費

令和３年度

1％
（0.5億）

公債費
（借金返済）

7％
13％
（5.8億） （3.3億）

教育費

4％
（2.2億）

課

4％
（1.9億）

（2.3億）

8％
（4.1億）

産業観光課

地域循環型持続的営農支援事業、
畜産担い手総合整備事業、牛舎
環境改善整備事業

令和3年度 50億4300万円
令和2年度 45億8800万円

4％
（1.9億）

令和３年度予算一般会計の内訳
支出
（歳出）予算
科

目

予 算 額

議会費

設

課

公営住宅等ストック総合改善事
業、除雪機械購入事業

生涯学習課
豊浦小・中学校放送室音声調整

5600万円

3.7％

（まちおこし、広報、地域交通、公害対策など）

3億7900万円

13.5％

（国保、介護、高齢者、障がい児、児童福祉対策など）

9億7500万円

19.6％

（ごみ処理、各種予防接種など）

7億7900万円

10.2％

（農業・水産・林業など）

5億5900万円

43.3％

（しおさい運営費、小幌駅維持費、商工会補助金など）

1億8500万円

▲18.5％

（道路、河川、公営住宅など）

4億1300万円

▲0.5％

（西胆振行政事務組合への負担金）

1億9400万円

0.0％

（学校教育、社会教育、
公民館、学校給食など）

2億2000万円

4.3％

（借金返済金）

7億1100万円

7.6％

（正規職員の給料、手当など）

5億7000万円

▲1.4％

総務費
民生費

商工費
土木費
消防費
教育費
公債費

給食センタードア修繕工事

給与費

高齢者コミュニティセンター改
修工事、障がい者入所施設建設
費用補助金、福祉灯油、各種予
防接種、不妊治療費助成

15

農林水産業費

卓修繕事業、放課後子ども教室、

やまびこ

対前年比

（議会の運営費、議員報酬、議事録作成など）

衛生費

建

16％（7.8億）

11％
（5.6億）

商工費

バイオガスプラント運営事業、
ホタテアイヌブランド化事業、

※内円

農林水産業費

アイヌ伝統的儀礼施設維持管理
事業、公園遊具施設整備工事

令和２年度

15％
4％
（7.1億）
（1.9億）
9％
9％
（3.9億）5％ （4.1億）
衛生費

消防費

アイヌ伝統的儀礼施設建設工事、

19％
（9.8億）

支出
5％
（歳出）
（2.1億）

土木費

民

民生費

18％
（8.2億）

14％
14％
（7.1億） （6.6億）

更新

町

総務費

11％
（5.7億） 8％
（3.8億）

※外円

1％
（0.6億）

令和３年度末の基金（預金）と町債
（借金）の状況
項

目

３ 年 度

２ 年 度

基金
（預金）残高

25億9456万円

29億6476万円

町債
（借金）残高

92億6318万円

95億3263万円

予算審査特別委員会

⑧国保病院・やまびこ及
び関係施設の検証や改革を

∇少数意見報告

５年間少しずつ増税しよう

としており︑加入者の理解

関との効果的な接続を求め

民の要望に沿った他交通機
らも︑メリハリのある基金

に関する指摘があることか

⑨全体を通して財政運営

一般会計からの繰出しは︑

伴い国保税の増税による︑

国民健康保険税率改定に

会計予算について

北海道に納付する︑国保

課税が︑温存されている︒

多いほど増額になる均等割

さらに加入者が︑多ければ

らかけ離れた行為である︒

委員会報告

る︒

の繰出しや将来を見据えた

行っているものの︑住民
︵加

はもとより関係者の願いか

③バイオガスプラント事

事業投資など︑確実な検証

事業納金が昨年より減額

⑴ 令和３年度豊浦町一般

日間にわたり︑詳細 か つ 慎
業の収支予定は︑今回液肥

入者︶負担軽減措置におい

︵２６１７万円︶されたが︑

確実に行うこと︒

重に審査を行った結 果 ︑ 各

散布手数料が見込まれるが︑ をしながら執行すること︒

て︑子育て支援が不十分な

り決しましたが︑審 査 の 過
など着実な事業展開の検証

赤字解消に向けた液肥使用

外︑法定内金額については︑

からの繰入額における法定

議案の審査について は ︑ ５

当委員会に付託さ れ た 各

議案については︑原 案 ど お

⑩特別会計での一般会計

程で出された主な意 見 ・ 要
が必要となる︒

額され︑矛盾を生じている︒

国保税は１４１万６千円増

望等については次の と お り

附表をもって表すこと︒

保険事業特別会計予算に

④起業化促進雇用創出事

以上︑提案された予算・

算について

です︒
業を商工会に委託したが︑

事業については︑各委員か

ついて

⑤公園・豊浦温泉・地域

が５件もあることから︑反

原案に﹁異議あり﹂の議案

したまま︑国保税の負担を

保会計への抜本的課題を残

赤字解消計画は︑政府の国

が︑依然として全国的にも

６６００円の提案がされた

第８期介護標準月額は︑

⑶ 令和３年度豊浦町介護

①アイヌ伝統的事 業 に お
効果的な運用とメリハリの

本町における国保会計の

交流センター・道の駅への

対意見についても真摯に受

健康保険事業特別会計予

ける施設建設につい て ︑ 建

ある事業執行が要求される︒ らの活発な質疑応答があり︑

人材の強化︑レセプ シ ョ ン

委託業務や指定管理の適切

％から ％

他の医療保障制度に比べて

これを見据えた抜本的解決

に引き下げたことにあり︑

賛成者 渡辺 訓雄

提出者 山田 秀人

著しく不公平で︑中小零細

は国庫負担を

設置場所の変更など 問 題 提

予算審査特別委員会

く求め委員長報告とします︒ ようとしている︒国保税が

高い水準にある︒高い要因

⑥交通安全対策では︑学

加入者︵住民︶に押しつけ

②事業評価推進事 業 を 通

校周辺のスピード規制対策

な予算措置と執行を求める︒ け止めて取り組むことを強

じて︑地球温暖化対 策 実 行

について強化すべきである︒

起された︒

計画推進事業︑移住 対 策 事

倍弱の負担になっている︒

の認識を求める︒

25

企業の労働者が加入する協
化の推進︑社会教育におけ

採決の結果︑賛成５名
︵木村︑小川︑勝木︑大里︑

さらに問題なのは︑北海道

葉子

る高齢者大学等を含む様々

渡辺の各議員︶︑反対２名

の方針に従った負担の平準

大里

﹁広報とようら﹂の カ ラ ー

な事業展開を求めるなど︑

︵山田︑石澤の各議員︶で

化方針は︑激変緩和と称し

委員長

化︑役場庁舎内での フ リ ー

一部おざなりな対策が指摘

可決！

⑦学校教育でのデジタル

敷設︑コミュニティ
Wi‐Fi
バスが大岸・礼文華 方 面 へ

された︒

会けんぽ︵社会保険︶の２

拡大運行されたが︑ 地 域 住

業の確実な事業評価 の 執 行 ︑

50

や運営主体の自主性 が 希 薄 ︑

設後の運営コストの 明 確 化

⑵ 令和３年度豊浦町国民

ため対策を講ずること︒

∇ 委員長報告

160号

16

豊浦町議会だより

国及び政府へ意見書の提出

地方自治法第99条の規定により、
次のとおり意見書を提出する。
「米の需給改善と米価下落の歯止め策を求める意見書」

「高齢者施設と医療機関の職員や入所・入院者全員を全額国費で
一斉・定期的検査を求める意見書」
「高齢者施設と医療機関への減収補填、介護・医療従事者に慰労
金支給を求める意見書」

いずれも全会一致で可決！

応地方創生臨時交付金を使

定例会１月会議

コロナ事業と
除雪費用を増額補正
町内東雲地区において簡

事業︵１３２万円︶の

増額

スチームコンベクション

オーブン更新を行うが︑財

源は︑テラス改修工事等の

入札執行残２８８万円の減

専決処分として工事が行わ

とによる３００万円の減額

対策補助事業が完了したこ

５９万４千円︶の追加

繕・備品購入事業︵１

・道の駅とようら施設修

額分とするもの︒

れました︒また︑新型コロ

分とするもの︒

易水道の漏水工事が行われ︑ 用した豊浦商工業振興緊急

ナ感染対策として補正予算

・新型コロナワクチン接

時間トイレの修繕︑施

が計上されたほか︑大雪に
よる除雪費用の増額が審議

種事業︵１３１９万７千

め︒

設の防犯カメラの更新のた

・町道除雪事業︵１０９

円︶の追加

人的体制の整備︑予防接

６万３千円︶の増額

月の大雪で除雪時間が

大幅に増加したため︒

全会一致で可決！

〜その他の事業〜

談体制の確保のため︒

施体制の調整・確保及び相

種券の印刷・郵送︑接種実

種台帳のシステム改修︑接

されました︒

補正予算
出︾

︻一般会計︼
︽歳

・道の駅とようら新型コ

・公用車購入事業︵２５

業補正額︵１７０万円︶

〜コロナ事業〜
ロナ感染症対策改修工

９万３千円︶の追加

の増額

▼専決処分の報告
事︵１０１万２千円︶

林業業務用公用車の購入

ける配水管等の修繕のため︒

東雲地区の水道漏水にお

・令和２年度簡易水道事
の追加

め︒

にかかわる備品購入費のた
工事を行うが︑財源は︑新

・しおさい設備備品購入

感染予防のため施設改修
型コロナウイルス感染症対
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山田議員、勝木議員、大里議員

渡辺議員、賛成者
提出者

渡辺議員、勝木議員、山田議員

大里議員、賛成者

提出者

渡辺議員、勝木議員、大里議員

山田議員、賛成者

提出者

議会だより
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地域産業連携拠点施設
（いちご分校）
の所管事務調査
産業建設常任委員会
調査事項

つながり
160
令 和３年

号

月

５

日発行
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葉子

るため、地域農業委員が担当し、農地を貸す、あ
るいは売っても良いというような情報があっても、
話を詰めていくと、条件が合わなかったり、地権
者の気持ちが変わったりなどで難航している。
【課題解決のための今後の対策や方針】
今後は、農業委員を中心として、各地域での話
し合いを行い、就農候補地のリスト化を進めてい
く計画です。
リストには売買価格や条件の他にも、農地の状
況なども記載し、研修生と共有することで、自ら
の就農イメージを具体的に考えることができるよ
うになります。
また、専任親方と研修生の意見交換会を実施し、
お互いの考えを話し合うことによって、常に改善
を行える体制づくりを進めていきます。

いちご分校（旧
大岸鉱山分校）の
現状と成果および
進捗状況について
産業観光課より聞
き取り調査を行っ
た。
【現状】
施設は、廃校になった旧大岸鉱山分校を改修し
た施設。「農業研修施設」「加工販売施設」「交
流施設」で構成され、新規就農者育成により農業
担い手の確保し、６次産業化の推進による異なる
産業を連携させ地域コミュニティを活性化させ、
移住定住者の増加を図ることを目的に平成２７年
度より事業着手し、令和元年度より開設。施設の
愛称は「いちご分校」。
【施設利用状況】
表１のとおり
【新規就農研修スケジュールと就農までの流れ】
表２のとおり
【新規就農者受け入れにあたっての課題】
新規就農をするにあたって、就農地や住宅を決
める必要がありますが、確保している就農候補地
が少ないことが課題となっています。
就農地探しについては、農業委員会の管轄とな
表２

委員長 大里

地域産業連携拠点施設の使用状況

表１

＊令和３年１月８日現在

施

設

名

事務室
フリースペース
加工室
研修室
宿泊室
冷凍庫
冷蔵庫
合 計

令和元年度
延べ使用人数 使用回数等
288
−
920
9か月
30
10件
151
19件
32
16泊
−
2件
−
0件
1,421

令和２年度
延べ使用人数 使用回数等
768
−
35
3件
96
31件
210
26件
6
2泊
−
3件
−
2件
1,115

地域産業連携拠点施設における新規就農研修スケジュール及び就農までの流れ

＊令和３年１月８日現在
夫婦１組予定

開始前

夫婦２組

夫婦１組

１年目

２年目

10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

３年目

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

４年目以降

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

2 3

編

印

企業組合豊浦農業親方ネットワーク

集／北海道虻田郡豊浦町字船見町
議会広報・広聴常任委員会
刷／㈲ 村 上 印 刷

分校研修

専任親方研修

分校研修

（専任親方のもとで
技術・経営を学ぶ）

（親方指導のもと、分校ハウスや露地畑を
任せて実践研修を行う）

就農計画
作成

農業大学
校研修①

分校での外部
講師研修等

農業大学
校研修②

分校での外部
講師研修等

農業大学
校研修③

分校での外部
講師研修等

就農後５年間は
フォローアップ
期間として技術
指導や経営指導
を実施

就農準備

新規就農候補地の探索、交渉など⇒就農地確定

（随時）
町内、他イチゴ
（等）研修

（随時）
他産地視察

座学研修（オンライン）
（必要と感じる所を自分で。質問がある場合などは、集中講座の要望を出す）

※外部講師例：普及員、JA、資機材会社等
豊浦町
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表紙写真の説明

大岸保育所 入所・進級園児さん

パソコンから動画で議会のようすが見られます。

豊浦町のホームページ
豊浦町議会→議会中継 にお進みください
18

