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Ａ 「豊浦ＨＵＢ（ハブ）病院」とし

質 問 １

町民が望む
病院への改革
①病院経営として何を
目指すのか︑中身と内容︒

﹁検査機能の充実﹂など

きない現状でもある︒本

専門病院や総合保健福祉

院で対応できない部分は

⑤今後の病院経営を考

施設と連携を強化して対

の取り組み︒

えると﹁公設民営方式﹂

応したいと考えています︒

は︑０歳〜

％︶︑

歳〜

歳

歳が１５１

③年齢別カルテの枚数

も選択の一つと考える︒

答 弁︵ 町 長 ︶１

︵新しい時代に適応する

％︶︑

が２１０人︵

人︵

に各医療機関の役割を明

歳〜

①国は︑医療圏域ごと

②町民は国保病院に何

確化し推進しています︒

％︶︑

ことも含め︶
を求めていると考えてい

本院としては︑﹁豊浦Ｈ

歳︑ 介護・生活支援などのサ

歳が３４２人︵

るか︒︵治癒を目指すだ

人︵
歳〜

期病床への転換︒医療・

ＵＢ病院﹂として︑慢性
歳︑

③令和２年度における
０歳〜

45

歳以上が９７４

％︶となっていま

カッコ内の数字は
す︒ ※
年齢別人口による対比率

です︒
の合計枚数︒患者のニー

それぞれの年齢別カルテ

者を受け入れる後方支援

もに︑回復期・慢性期患

できる病院を目指すとと

ため︑相談や状況確認に

本院には専門医がいない

④﹁もの忘れ外来﹂は︑
ズがわかることにより︑

より専門病院への紹介︑
くる︒

予防医療﹂﹁オンライン

設﹂﹁生活習慣病などの

より︑人的配置や施設整

法に基づく施設基準等に

いますが︑他の医院への

院での再検査を指導して

は︑診断結果に基づき本

ることは理解しているが︑ 習慣病などの予防医療﹂

は対応しています︒﹁生活

診療﹂﹁入院患者とのラ

備の関係で十分に対応で

④﹁もの忘れ外来の創

インのビデオ通話機能﹂

②町民が求められてい

病院としての役割を担う

ービスを切れ目なく提供

65
今後の取り組みが見えて

歳以上︑

64

68

判定後においての投薬に

歳︑

45

考えでいます︒

歳〜

65 20

26 20

19

けなのか︶

A

64 19

34 46
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Q
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石澤 清司 議員
て、慢性期病床への転換を考え
ています。
村井 洋一 町長

村井町政 の 疑問 を
６名 の 議 員 が

Q＆A
問
質
一般

Q 町民が望む病院への改革

２

方もいます︒多くの方に
健康診断を行っていただ
き適切な予防医療に対応
していきたいと考えてい
ます︒﹁オンライン診療﹂
は︑国が示す対応基準内
容も確認しながら院内で
十分検討させていただき
たい︒﹁ビデオ通話﹂は︑
患者とご家族の面会に制
限を設けてタブレットに

豊浦ＨＵＢ病院につ
※
いては︑裏表紙の﹁国
保病院ＨＵＢ機能イメ
ージ図﹂をご参照くだ
さい︒

質 問 ２

組織の設立や住民生活を
サポートする仕組みなど︑
行政は支援や政策などを
講ずるべきと考えるが伺
います︒
答 弁︵ 町 長 ︶２

各地域自らが持続可能
なコミュニティーの形成
を目指すべきと考えてい
ます︒自助・共助・公助

⑤将来的な病院運営の

しています︒

は他への紹介により対応

す︒患者の状態によって

用し検査を実施していま

査機器等について十分活

いては︑現在保有する検

退など︑いろいろな課題

交通困難︑一次産業の衰

退︑健康不安︑買い物や

コミュニティー活動の衰

つある地域もあります︒

会の維持が困難となりつ

口の減少により︑地域社

高齢化社会︑生産年齢人

人口・世帯の減少や超

掲げたいと考えています︒

員会等の場で議題として

位置付けや施策を策定委

予定の総合計画改訂時に

・話し合い︑令和４年度

自治会︑関係機関と協議

治会の今後の在り方を︑

い方向と考えており︑自

に向けて取り組むのが良

の視点を持った問題解決

選択方法の一つと考えま

が複雑にして危うくして

大岸地区・礼文華地
区・北部地区が存続
するための方策

すが︑豊浦ＨＵＢ病院と

います︒生活︑福祉︑産

より実施しています︒

して町立での病院運営を

業︑防災などの活動を地

﹁検査機能の充実﹂につ

行っていきたいと考えて

洋一 町長

村井

質 問 １

われていない北部の小学

り移動させる︒また︑使

ところに備蓄品倉庫を作

津波が来ても水没しない

れている防災備蓄品を︑

てしまう避難所に保管さ

よる津波が来たら水没し

本海溝沿いの巨大地震に

移動について︑千島・日

ない場所へ防災備蓄品の

②津波が来ても水没し

正はできましたか︒

本町の地域防災計画の修

聞きましたが︑その後︑

別の計画の修正を行うと

計画に基づき市町村が個

体の計画を見直し︑その

考に︑北海道が北海道全

６月︑内閣府の想定を参

の見直しについて︑昨年

①豊浦町地域防災計画

本町の危機管理

Q

校を防災備蓄品の保管場

３

A
域一丸となって取り組む

Ａ 令和５年度以降にコンポスト等の

購入助成を考えています。

議員

大里 葉子

Q

います︒

豊浦町議会だより

Q 生ごみの焼却から消却へ

分ければ資源、混ぜればごみ

体制整備︒

害発生時の避難者に係る

③コロナを見据えた災

の６か所も津波以外に使

所は６か所あります︒こ

生時に使用できない避難

があり︑そのうち津波発

難所開設簡易マニュアル

３年１月にまとめた﹁避

の運用については︑令和

するようにします︒
これら

スペースへ誘導して対応

上の発熱のある方は専用

②病院・給食センター

してはいかがか︒

の減量化と資源化を推進

家庭から発生する生ごみ

︵費用の一部︶をして︑

生ごみ処理機の購入助成

ト・密閉容器等︶や電動

ただいています︒なお︑

収してリサイクルしてい

が１週間に４㎏程度を回

菜については︑地元業者

②野菜の切れ端等の残

考えています︒

対する助成を行いたいと

か所の避難所

・新型コロナウイルス
用することを想定してい

︵感染症対策版︶﹂とし

業務用の生ごみ処理機の

②現在

感染症が収束しない中に
ますが︑このうち防災備

への生ごみ処理機の導入

所にしてはいかがか︒

おける災害時の避難につ

て職員に配布済みです︒

かつ円滑な運営を行うこ

・避難所の安心・安全

運用が即時使用できるよ

各地域の自主防災組織の

うに備蓄品を備え置いて

難者に不便をかけないよ

所開設の際には︑極力避

館﹂の４か所です︒避難

みとして焼却すれば温室

ついて︑生ごみは可燃ご

ごみ処理機の購入助成に

①コンポスト・電動生

がか︒

ンターに業務用の生ごみ

ためにも︑病院・給食セ

ごみの減量化を推進する

クル法で義務化された生

ができます︒食品リサイ

分解して消滅させること

の導入により︑生ごみを

で業務用の生ごみ処理機

について︑微生物の働き

ます︒

分検討したいと考えてい

導入に向けては内部で十

等の状況もありますが︑

れの施設の厨房の大きさ

導入については︑それぞ

は﹁社会館﹂﹁ふるさと

とを目的として︑その手

うにしています︒現時点

₂を
効果ガスであるＣＯ
排出し環境にも負荷がか

・避難所における新型

順をまとめた避難所運営

での水没しない場所への

かります︒生ごみを堆肥

質 問 ２

マニュアルの整備状況︒

移動は考えていません︒

化して有効活用！

①今後の減量化に向け

ドーム﹂﹁大岸いきいき

①北海道が示した津波

③避難方法は変わって

の減量化に向けて︑生ご

た対策として︑令和５年

コロナウイルス感染症の

浸水想定図を基にしたハ

いません︒感染症の対応

みの堆肥化に取り組む町

度以降にコンポストや電

センター﹂﹁礼文華生活

ザードマップを作成中で︑

は︑受付時に手指消毒と

民への支援として︑生ご

動生ごみ処理機の購入に

対応︒

令和４年４月に全世帯に

マスクの着用︑体温測定

み堆肥化機材︵コンポス

ごみ

生ごみの焼却から消
却へ︒分ければ資源︑
混ぜればごみ︒

配布予定です︒ハザード

・５℃以

答 弁︵ 町 長 ︶２

処理機を導入してはいか

マップ作成後に防災計画

をお願いし︑

A

答 弁︵ 町 長 ︶１

の修正を行う予定です︒

A

37

Q

蓄品を備えている避難所

28

いて
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Q ごみ（漁業系一般廃棄物）処理の在り方
Ａ 異臭解消の環境整備対策は、排水

①漁業系一般廃棄物の

サイクルセンターの残渣

③漁業系一般廃棄物リ

より解消したい︒

伴う排水処理施設設置に

洗浄処理施設建て替えに

整備対策は︑ホタテカゴ

取り入れることが可能で

取り組みも︑本町として

なものであり︑先進的な

生活において必要不可欠

買い物環境の充実は町民

がいないのが現状です︒

しても運営可能な事業者

たが︑なければ無対策だ

す︒商工会より寄付され

て認識する必要がありま

社会問題や人権問題とし

は貧困問題だけではなく︑

られます︒﹁生理の貧困﹂

しい﹂なども要因にあげ

質 問 １

処理についての改善策︒

水投棄に至るまでの事実

ごみ
︵漁業系一般廃
棄物︶
処理の在り方

②礼文漁港周辺の異臭

ったのか︒ジェンダー平

答 弁︵ 町 長 ︶３

り組みを伺います︒

困﹂への本町の認識と取

等の観点から﹁生理の貧

あるものは参考にしてい

質 問 ３

生理の貧困への
取り組み

稼働させる︒２点目は余

る汚水が生じないように

要因としたまちづくりと

りや若者の住みやすさを

住誘致︑人口維持︑年寄

高齢者社会を迎え︑定

的偏見︑虐待やネグレク

活苦︑環境的理由︑社会

課題となっています︒生

康や尊厳に関わる重要な

在化しており︑女性の健

や不安を抱える女性に対

令和４年度に向けて困難

公民館に試験的に配備︒

レに配備しました︒中央

贈があり︑各学校のトイ

性部より生理用品等の寄

９月に豊浦町商工会女

剰汚水発生処理として︑

して︑スーパーは必要で

ト︵育児放棄︶︑生理へ

し︑女性職員が相談員と

﹁生理の貧困﹂問題が顕

貯留タンク等を設置・保

す︒土地︑建物は町で用

の無理解︑知識不足など

食品スーパー
施設の建設

質 問 ２

答弁は差し控えます︒

在捜査継続中であるため︑ きたい︒

関係につきましては︑現

解消の環境整備対策︒
③漁業系一般廃棄物リ
サイクルセンターの残渣
水について投棄に至るま
での事実関係︒
答 弁︵ 町 長 ︶１

管もしくは︑外部処理を

意すれば店舗出店を考え

なり︑相談支援を行う︒

①施設から残渣水によ

検討する︒３点目は︑ホ

る経営者が近隣にいます︒ 多くの深刻な問題があり

﹁自分で買うのが恥ずか

欲しいと言い出せない﹂

ます︒﹁保護者に買って
町が買い物施設を整備

答 弁︵ 町 長 ︶２

タテカゴ洗浄処理施設の
機能向上を実施する︒
②豊浦︑大岸︑礼文漁
港周辺の異臭解消の環境

５

A

Q

Q

A

洋一 町長
村井

議員

山田 秀人

Q

A

処理施設設置により解消したい

163号

Q 国保病院のインフルエンザ
ワクチン集団接種

Ａ 平日に接種する方法など、
洋一 町長
村井

質 問 １

④右記③に伴い接種費
用助成期限の延長や︑平
日に接種する方法を検討

質 問 ２

町道の安全確保

の砂箱や移動式の砂箱も

設置︑毎年状況を確認し

ながら増設しています︒

リップに悩まされていま

は歩行者の転倒や車のス

て︑急な坂のある地区で

③自動融雪散布機につ

としています︒

し︑早期に対応すること

融雪車輌との連携を密に

②パトロールを強化し︑

①コロナワクチン接種

す︒誰もが安心して暮ら

いては︑町道幅員が狭い

町道の凍結路面におい

により職員が大幅な業務

せる町として細やかな環

してはいかがか︒

の集団接種の４日間とさ

増となり︑現場職員の疲

境整備が必要と考えるが︑ ため︑道路以外の散布が

答 弁︵ 町 長 ︶１

れましたが︑その中で特

労等軽減を考え行いまし

クチン接種が土・日曜日

に定期的に通院している

による散布によって行っ

懸念されることから︑現

①所管では町道の急な

ていきたいと考えていま

場を確認しながら︑車輌

坂で滑るようなことで住

も聞こえてきましたので︑
どのような対応ができる

握・認識しているのか︒

す︒
③その場合︑医療機関

②それに対応する方法

民が困っていることを把
等へのワクチン供給は来

か検討します︒

す︒

次の３点について伺いま

されている話を聞き︑こ
れについて伺います︒
①他市町村で平日行っ
ている接種を当病院が接
②高齢者など住民が不

年１月以降も継続する可

か︒

とを確認しており︑常設

①約三十数か所あるこ

答 弁︵ 町 長 ︶２

装置を取り付けてはどう

③自動で融雪剤を撒く

は何か︒

安を感じ混乱しているこ

能性があります︒
延長は西部医師会の意向

④接種費用助成期限の
③国はインフルエンザ

を踏まえた上︑検討しま
す︒

月中旬以降

ワクチンが

通常の供給量が流通する
と伝えているが実態はど
うか︒

A

識しているか︒

とを町長や国保病院は認

種できない理由は何か︒

②困られているとの話

た︒

今回インフルエンザワ

Q

高齢者から混乱やご苦労

国保病院のインフ
ルエンザワクチン
集団接種

Q

A

12

勝木 嘉則 議員
次年度に向けて検討します。

６

豊浦町議会だより

Q リサイクル目的で回収のごみ処理

Ａ 資源ごみの種類に応じて回収し、

質 問 １

どのほか︑古着︑古布︑
天ぷら油︑小型家電につ

が︑その方法︑収集場所

ものを回収されています

ての考え方でいろいろな

量化︑さらには資源とし

豊浦町では︑ごみの減

て回収後︑西いぶり広域

所に設置する指定容器に

の場合は︑町内１９３か

空きびん︑ペットボトル

ますが︑例えば︑空き缶︑

どは種類によって異なり

のごみについて︑まず︑

リサイクル目的で回収

ごみを合計した処理量１

る生活系ごみと集団回収

年度の一般廃棄物におけ

効果については︑令和２

トンであ
・９％となってい

量は１７２・
り︑

ます︒

83

洋一 町長

村井

いても回収している状況

などについて伺います︒

連合のリサイクルプラザ

にあります︒回収方法な

また︑回収されたものは

に搬入し︑選別︑圧縮し

リサイクル 目 的 で
回収の ご み 処 理

どのような流れで処理さ

再度製品となり︑令和２

れているのか︑その効果︑ た後︑再生工場に運ばれ
成果︑結果等について伺

ト

年度の回収量は

・

います︒

回収している資源ごみの

１５５・３トンのうち︑

ンとなっています︒なお︑

13

種類としては︑空き缶︑

答 弁︵ 町 長 ︶１

67

空きびん︑ペットボトル︑ 資源ごみとして処理した
自治会や子ども会が集団
回収として回収する新聞
紙︑ダンボール︑雑誌な

質 問 １

ための組織の仕組みづく

②違法行為ストップの

ンプライアンス︑法律︶

等を実施したか否か︒︵コ

関係者に専門の教育訓練

同時に徹底した職員及び

①違法行為の再認識と

ます︒

ら次の２点について伺い

極めて重大であることか

場にあるのは町長であり︑

運搬業者等を管理する立

業︑措置命令違反︶収集

の︵不法投棄︑無許可営

昨今︒本来︑一般廃棄物

を受け︑混沌としている

反容疑で道警の強制捜査

が手を染め︑廃棄物法違

罪ともなる不法投棄に町

町有地等に無断で︑犯

不法投棄に係る職員
へのコンプライアン
スの取り組み

Q

りの取り組み︒

７

14

Ａ 違法行為をしない、させない

仕組みづくりに取り組みます。

渡辺 訓雄 議員

Q

A

洋一 町長
村井

リサイクルされています。

小川 晃司 議員

Q 不法投棄に係る職員への

コンプライアンスの取り組み

答 弁︵ 町 長 ︶３

が︑町民よりも迷惑だと

の声もあり︑今こそ検証

し︑思いやりに満ちたま

ちづくり条例を活かし前

年７月１日から

職員１名を一般社団法人

進すべきであるので答弁

平成

噴火湾とようら観光協会

を求めます︒

等をしてはならない﹂と

﹁何人も︑不当な差別

答 弁︵ 町 長 ︶４

へ派遣しており︑派遣期

日まででしたが︑観

間については令和３年３
月

光協会より再度派遣要請

を受け︑同職員の派遣期

ができるとされています

り５年まで派遣すること

９か月となり︑同法によ

員の派遣期間は延べ４年

で延長しています︒同職

ホームページを通じて速

からの各種情報を広報や

国や道︑その他関係機関

として定められており︑

第３条において町の責務

具体的な内容は︑本条例

いう理念を定めた条例で︑

が︑今後期間変更の場合

やかに町民へ周知するこ

日ま

は周知をしていきます︒

人権相談や弁護士無料法

質 問 ３

法人組織へ
町職員派遣の期間

数年前から町内あちこ

律相談の活用について助

豊浦町思いやりに満
ちたまちづくり条例
の実施

は札幌法務局室蘭支局の

じるほか︑内容によって

課が窓口となり相談に応

けた町民に対しては総務

とや︑不当な差別等を受

ちに不法設置とも思われ

質 問 ４

様々な目的などにより
観光協会へ町職員が派遣
され活躍し前進している
ようだが︑派遣をいつま
での期間規則に基づきで
きるのか︑明確に説明を
求めます︒

言を行うことを想定して

間を令和５年３月

A

る看板標識︵町長解職等

31

いるものです︒行政指導

農業協同組合がとりまと
めを行い交付申請されま
す︒現時点において申請
及び交付金の支払いは行
っていませんが︑散布終
了後にとりまとめを行い︑
申請に基づき交付する流
れとなります︒令和３年
度液肥状況は積雪の状況
にもよりますが︑ 月も
散布可能な箇所は散布す
る予定でいますので︑最
終確定後に条例に基づき
とりまとめ︑特別委員会
等でご報告します︒

30

A

31

他︶が立てられています

12

Q

Q

肥使用者に対して︑事業
主体であるとうや湖農業
協同組合を通じて交付金
が支払いされるが︑現状
実態等︑左記３点につい
て説明を求めます︒また︑
令和３年度の液肥収入額
の実態と内容等の状況に
ついて説明を求めます︒
①液肥使用者の申請者
戸数と使用面積の内容︒
②液肥使用者からの申
請を受理し︑町に交付金
支払いの要請があったか︒
③町は農協から申請を
受け交付金を支払ったか︒
支払ったとすればその金
額はいくらか︒
答 弁︵ 町 長 ︶２

18

本事業は現在進行中で
あるため申請者は現時点
でおりません︒ 月末ま
での散布量は約１万９千
トン︑散布面積は約５５
４ヘクタール︑戸数は
戸となっています︒本事
業の事業主体はとうや湖
10

答 弁︵ 町 長 ︶１

︵令和２年度補正予算︶

循環型土づくり交付
金事業の支払い等

質 問 ２

25

Q
歳入として国庫支出金
である新型コロナウイルス
感染症対応地方創生臨時
交付金の一部であり︑液

A

A

漁業系一般廃棄物リサ
イクルセンターの残渣汚
水の不法投棄について６
月 日に警察の強制捜査
を受け︑本来︑指導・監
督にあたるべき立場であ
りながら︑自らこのよう
な事態を招いたことに︑
改めて深くお詫び申し上
げます︒今後このような
ことがないよう︑関係機
関との連携や職員へのコ
ンプライアンス研修実施
等︑捜査に関係なく早急
に違法行為をしない︑さ
せない仕組みづくりに取
り組んでいきます︒

163号

８

や罰則規定を定めた条例
ではないため︑町が自ら
誹謗中傷行為等を取り締

月会議

しました︒

員会に付託
︵まかせること︶

を求め採決をせず︑特別委

案のため︑議会は慎重審議

議会の答申を無視した改正

したため︑４年間連続値上

行使により︑条例案へ賛成

え︑議長︵根津︶が裁決権

可否同数となり︑紛糾のす

勝木︑渡辺の各議員︶︑の

げとなります︒

条例の一部改正４件︑指定

る特別委員会に預けられま

大里葉子議員を委員長とす

が出され︑全会一致で可決︒

員会で慎重審議をする動議

者より約２倍の負担を強い

る︒国保税は社会保険加入

す苦しい状況に置かれてい

山田議員 …
コロナ禍におい
て住民の暮らしは︑ますま

反対討論

明日は我が身であるとも
管理者の指定２件︑令和３

した︒

で開催され︑一般質問︵６
時の流れと様々な変化
等で現状対象は少ないが︑ 名︶︑町長から提案された

考えます︒前回の答弁を

年度一般会計補正予算︑特

を︑廃棄物減量審議会に諮

２件の 件を審議しました︒ 棄物処理手数料の見直し︶
ごみ袋値上げとする廃棄物

％︑

４年間自動的に議決を経な

︵豊

国保税︑４年連続値上げ

条例案を議長可決

浦町国民健康保険条例の
一部改正︶

石澤議員 …
値上げ条例が︑
単年度ごとに議決を求める

のであれば賛成であったが︑

国保税の赤字解消計画に

と言わざるを得ない︒

いで値上げするもので暴挙

数以上占めている︒さらに

られている︒低所得者が半

振り返り︑創意工夫し前
ます︒
答 弁︵ 町 長 ︶５

問し︑答申が

額を令和４年４月から

ました︒答申は︑現行の金

月に行われ

の処理等の条例改正は付託
された以外は可決されまし
た︒

基づき国保税を令和４年︑

令和４年度から令和７年度

には反対である︒

５年︑
６年︑
７年まで毎年自

の各議員︶︑賛成３︵小川︑

反対３︵石澤︑大里︑山田

の２段階での改定です︒と

％値上げする条例
改正案を提出しました︒審

月から

動的に値上げする条例案が︑ までまとめて上げる条例案

％に値上げ

‼
ころが町長は︑令和４年４

令和５年には

25

本年度は︑担当者によ
り近隣自治体の共同墓の

10

50

視察及び事務処理等の確

ごみ袋値上げに係る条例案

▼条例の一部改正

の設置に向けた制度設計

令和４年度４月からごみ
袋を現行の金額から１・５

50

令和４年度以降に共同墓

14

ごみ袋の値上げ︵一般廃

別会計補正予算︑意見書案

条例案が提出され︑特別委

物の処理及び清掃に関する

倍に値上げする豊浦町廃棄

定例会

ごみ袋値上げに待った
条例改正案を
特別委員会で審議

日︵水︶から 日

‼

12

まる具体的な行動を起こ
すことはできないと考え
ていますが︑できること
令和３年定例会 月会議
月

12

︵金︶までの３日間の会期

が
17

は対応していきます︒
質 問 ５
15

進しているか答弁を求め

共同墓地の取り組み

12

を行いたいと考えていま

す︒

９

Q
A
認を実施し︑検証の結果︑

豊浦町議会だより

補正予算

ＥＤ化及び老朽化による

ホーム周辺の改修工事の

用し追加補正する︒今回

・子育て世帯への臨時特

５２万１千円︶の増額

金及び支払手数料︵２

10

いずれも全会一致で可決！

上程されました︒この採決
にあたっては︑採決前に石

︽歳 出︾

の補正により︑令和３年

ため︑小幌応援基金を活

判断がつかないとの理由か

・豊浦町商工業者感染症

度の小幌駅維持管理費は

︻一般会計︼

国保会計の赤字解 消 を ６
ら退席し︑残る山田・勝木

予防対策支援事業︵５

澤・小川・大里の各議員は

年間かけて図ること を 議 論
・渡辺の各議員の賛成によ

合計８２７万７千円とな

議長の裁決権行使によ
る可決理由

してきた︒重税感の な い 負

８６万円︶の追加

︽歳 出︾

︻特別会計︼

全会一致で可決！

らの繰入金による︒

り︑全額小幌応援基金か

り可決されました︒

月以降に︑

新型コロナウイルス感染

令和３年

や集客方針など具体的な管

症防止対策として備品︑

今後︑レストランの運営

理計画や指定管理料の詰め

設備︑消耗品等を導入し
万円を
限度として８割を補助す

たものに対して

が行われます︒
公募に際し︑町が運営の
不足分を補填する金額︵年

㈱虎杖が１９９９万円︑︵一

別給付金給付事業︵４

令和３年度に出産を予

・国民健康保険出産一時

社︶噴火湾とようら観光協

８８２万７千円︶の追

間指定管理料︶の提案額は︑ る︒

会が２７００万円でした︒

業振興公社に
令和４年度から８ 年 度 ま

定している被保険者の人
なお︑優先権第１位の㈱

加

での５年間︑天然豊 浦 温 泉

数が︑当初予定していた
虎杖との交渉が不成立の時

全会一致で可決！

人とする︒

込みのため６人分増額し

万円給付します︒ 人数︵６人︶を上回る見
社負担金︵小幌駅維持

・北海道旅客鉄道株式会

む︶に

子育て世帯︵高校生含

しおさいの指定管理 者 を 公

とようら観光協会との交渉

は︑２位の︵一社︶噴火湾

が㈱虎杖︿白老町虎 杖 浜

になります︒
また︑道の駅の年間指定

円︶の増額

管理費︶︵２９３万８千

火湾とようら観光協 会 と な

管理料の提案額は︑８００

渡辺議員、勝木議員

山田議員、賛成者

勝木議員、石澤議員

大里議員、賛成者

担を求めるための改 正 に よ
り可決とする︒

▼ 指定管理者の指定
しおさい温泉
指定管理の優先交渉
権は︑㈱虎杖に

20

り︑㈱虎杖が優先交 渉 権 第

「石炭火力による発電量をゼロとする目標年限を表明することを求める意見書」

提出者

10

小幌駅ホーム照明のＬ

ー１﹀︑２位が︵一 社 ︶ 噴

10
万円となっています︒

12

73

募したところ︑交渉 権 １ 位

道の駅は︑㈱豊浦産

‼

１位を獲得のため︑ 議 会 に

「地球温暖化、海水温上昇に伴う水産漁業被害の解明と支援策を求める意見書」

提出者

163号

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。

月会議

新型コロナウイルスワクチン
接種事業︵第２次︶にかかる
補正予算を可決
定例会

議が再開され︑新型 コ ロ ナ

・国民健康保険システム

︽歳 出︾

︻特別会計︼

ウイルスワクチン接 種 の ３

改修業務委託事業︵

日に定例会 月 会

回目の接種にかかる 補 正 予

の健康保険法等の一部を
令和４年度以降の国民健

︽歳 出 ︾
クチン接種︵第２次︶

れる改正内容に対応する

康保険税に対して適用さ

新型コロナウイルスワ

ため︑システム改修に伴
全会一致で可決！

クチン３回目の追加接種

な経費を追加補正︒

種を実施できるよう必要

う委託料を追加補正︒

︵９３２万円︶の追加

改正する法律﹂において︑

保険制度を構築するため

の﹁全世代対応型の社会

令和４年４月施行予定

99

・新型コロナウイルスワ

︻一般会計︼

補正予算

万円︶の追加

月

11

算が上程され審議し ま し た ︒

11

令和３年

月７日︵火︶

バイオガスプラント
整備事業調査特別委員会

調査事項１

液肥の活用と
土づくり事業の状況について

調査事項２

︻液肥散布︼
目標２万６千トンに対して約１万
９千トンの実績︒天候不順により散
布量が減少した︒年度末までには︑
多少の需要はあるものの目標には達
しない見込み︒
︻売電収入︼
燃費も多くかかり︑思うように売
電できていない︒
︻利用事業者︼
豚ふん尿２件︑牛ふん５件︵昨年
３件︶利用者増加︒

令和３年度の現状報告について

12

液肥活用農家への助成 …アール
当たり４５００円︒
農協が支払いとりまとめ窓口とし︑
散布申し込みは町が窓口︒

議 長裁決の判断基準

議長は、議員として表決に加わる権利を有しないとされ、可否同数の時は、議長が決すると
されている。（地方自治法第１１６条）。
議長の裁決権は、現状維持の原則により、否とすべきであるとの考えが示されている。これ
は、可とするということは現状を変更することであり、議長を除いて議会の意思が過半数に達
していないことにより再度検討する時間を設けることがよいというものである。
議長が現状維持の原則に基づき判断しようとする場合にも、否とすることが現状維持となる
のかどうか判断しがたい案件もある。
また、行政実例でも議長が可とすることを認めており、必ずしも否とするとはされていない。
議長裁決は、不偏不党、公平という議長の職責の観点、議会における慎重な審議の確保とい
うことから現状維持となる否とすべきであるという原則を重視しつつ、議長の政治的判断によ
り、可と裁決することも考えられる。
議長が裁決権の行使を拒否したり、判断を延期したりすることはできない。

会まめ知識

11

29
全会一致で 可 決 ！

10

11

体制の確保と速やかに接

豊浦町議会だより

議会だより

163号

念願の医師決まり
３人体制へ

議会の傍聴について

▼報告事項

つながり

・病院医師の招聘について
来年度より

高橋

誠先生が当町の

医師として勤務することになりました。
全員協議会

新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、
傍聴席の間隔を確保するため、傍聴席の一部を使
用不可としております。また、傍聴時にはマスク
を着用のうえご入室いただきますことをお願いし
ております。
皆様方にはご不便をおかけしておりますが、引
き続きご理解とご協力をお願いいたします。

令和３年11月16日
（火）

豊浦町国民健康保険病院改革プラン（素案）が提出される
▼協議事項

163
令 和 ４年

号

・豊浦町国民健康保険
病院改革プラン（素
案）について
国のガイドラインを踏
まえた地域医療構想（厚
労省）を基本に、国保病
院改革を提案。他市町の
病院と連携する構想を模

10

一般病床（地域一般入

月

２

日発行

索。
院）60床から療養病床60
床（慢性期入院）病院へ
転換。リハビリ治療患者

各議員からの主な意見
石澤議員
・国保病院の赤字体質から脱
却に向けては、職員の意識
改革が必要である。

勝木議員
・検討委員会は何回開催され、
どのような意見が出された
のか？

山田議員
・前回の改革プランの検証を
踏まえた内容で作成された
ものなのか？
・給食調理・清掃・医事の３
部門を外部委託にする計画
は、患者の病院離れのおそ
れがあり、雇用面からも地
域経済への影響もある。

渡辺議員
・院外薬局や診療所への検討
はしないのか？
・これまでの改革プランで掲
げた目標も、なかなか実現
していないのではないか。
・収支計画の実現可能性は難
しいものではないのか。

豊浦町立国保病院ＨＵＢ機能 イメージ図（案）
高度急性期・急性期病院

回復期病院

が増加するため、理学療
編

印

法士などの専門職を充実
させる。病院経営の専門

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

家を配置。医師の３名体

連携強化
やまびこ

制を実施。
給食調理・清掃・医事

老人保健施設（空床型短期入所）
地域包括支援センター
保健センター 保険福祉係
訪問介護事業所
老人デイサービスセンター

業務の３部門を令和５年
度から外部委託。
全員協議会

地域企業・団体等

疾病予防・
介護予防等

診療所等

豊浦町立国保病院
（豊浦HUB病院）

救急医療 軽症急性期医療 慢性期医療
訪問診療 訪問看護ステーション（みなし指定）

介護施設

在宅医療・訪問看護
介護サービス

在宅

令和３年12月16日
（木）
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表紙写真の説明

１月９日 第７４回豊浦町成人式

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
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