
行政報告の主な内容（６課 10 項目） 

 

(1)総務課 

町表彰式及び栄典について 

基地対策及び自衛隊関係について 

(2)企画商工観光課 

定住・移住、企業訪問等について 

日本ジオパークネットワークへの新規加盟申請

について 

(3)保健福祉課 新型コロナウイルスワクチン接種について 

(4)農業振興課 農業関係のイベント実施状況について 

(5)建設水道課 
北海道治水砂防海岸事業促進同盟及び北海道防

災協会関係について 

(6)教育振興課 総合文化祭について 

(7)総務課 

新型コロナウイルス感染症にともなう対応につ

いて 

建設工事の発注状況について 
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行 政 報 告 

（令和３年 12 月定例町議会） 

 

議員各位におかれましては、公私共に何かとご多用のところ、第

４回定例町議会にご出席いただき､誠にありがとうございます。 

それでは、去る９月定例町議会以降における町政執行の概要につ

いて報告させていただきます。 

 

（総務課行政報告【総務班関係】） 

はじめに、令和３年度の町表彰式についてでありますが、ご来賓

のご臨席を関係する団体・機関等の代表者のみにさせていただくな

ど、感染予防対策を徹底したなかで、11 月３日社会教育総合センタ

ーを会場に挙行したところであります。 

町の関係では、永年にわたり地方自治の振興発展に貢献された３

名に自治功労表彰を、また、消防業務の向上に功績を残された１名

に社会貢献賞を授与したところであります。 

 教育委員会関係では、文化功労賞に１名、スポーツ功労賞に２名、

また、文化奨励賞に 10 名、スポーツ奨励賞に９名を表彰させていた

だいたところであります。 

 国の栄典関係では、11 月３日発令の秋の叙勲におきまして、地方

自治功労として旭日双光章を１名、消防功労として瑞宝単光章を１

名が受章され、また、同日発令の危険業務従事者叙勲では、防衛功

労として２名が瑞宝双光章を受章されました。 

改めて受章されました皆様のご功績に対し、心より敬意を表しま

すとともに、ますますのご活躍とご健勝をお祈り申し上げる次第で

あります。 
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（総務課行政報告【基地調整・危機管理室関係】） 

次に、基地対策関係及び自衛隊関係についてでありますが、北海

道基地対策協議会による令和 4 年度の「防衛施設周辺整備対策に関

する要望」として、11 月 25 日に新型コロナウイルス感染拡大防止

等の観点から、協議会副会長以上の５市町村長により、防衛省に対

し要望を行ったところであります。 

また、記念行事等につきましては、10 月 11 日上富良野駐屯地記

念行事として、桜の植樹会に参加し、11 月 27 日に令和３年度北海

道殉職隊員追悼式に出席いたしました。 

 

（企画商工観光課行政報告） 

次に、定住・移住、企業訪問等についてでありますが、11 月 14

日に東京都で開催された「本気の移住相談会」に定住・移住推進協

議会のメンバーや移住経験者とともに参加し、本町への移住に興味

のある方々に、ＰＲ活動を行ってきたところであります。 

 また、11 月 16 日から 18 日の 3 日間、町内に事業所等を有する

企業など９社へ訪問し、引き続き本町での事業の継続・拡大、雇用

などについて依頼してきたところであります。 

 翌 19 日には、ロケツーリズム協議会に参加し、映像制作者やロケ

ツーリズムに取り組む民間企業、自治体の皆様と意見交換を行った

ほか、制作者と地域のマッチング会にも参加してまいりました。 

 今後とも、町のトップセールスとして、機会を見ながら町のＰＲ

活動や町内企業の活動に対しフォローアップを実施してまいります。 

 

 次に、日本ジオパークネットワークへの新規加盟申請についてで

ありますが、10 月 30 日から 11 月１日の３日間、３名の調査員を

お迎えして現地調査を行ったところであります。この中で、ジオサ
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イトや拠点施設などの現地調査はもとより、正副会長・協議会部会

長・ジオガイド・ジオくらぶなど、十勝岳ジオパーク構想の活動を

実際に行っている多くの方々との意見交換が行われました。最終日

の調査員講評ではおおむね良好な感触を得ることができましたので、

来年１月末に開催予定の日本ジオパーク委員会の審査会において、

認定されることを期待しているところであります。 

 

（保健福祉課行政報告［健康推進班関係］） 

次に、新型コロナウイルスワクチン接種の実施状況についてであ

りますが、接種日において 12 歳に到達された方、13 歳以上でワク

チン接種を希望された方に対しまして、12 月 2 日現在で、8 千 640

人 接種率 91.01%の方に 2 回目の接種を終えたところであります。 

なお、未接種者に対しましては、ワクチン提供の調整により、町

立病院とワクチン数に余裕のある美瑛町立病院、中富良野町立病院、

富良野協会病院での接種を取り進めているところであります。 

また、12 歳に到達される方に対しましては、富良野圏域連携にお

いて、富良野協会病院で接種できるよう対応してまいります。 

3 回目接種等への対応につきましては、医療機関と連携し、国・

道からの指示も含めまして接種体制につきまして検討・協議を重ね

調整してまいります。 

 

（農業振興課行政報告［農業振興班関係］） 

次に、農業関係のイベント実施状況についてでありますが、町内

産業団体で構成する「かみふらの産業賑わい協議会」主催により、

「かみふらのｍｉｎｉ収穫祭」として、上富良野産の新米予約販売

を行い、10 月 16 日、17 日に役場車庫及びＪＡふらの上富良野事務

所駐車場にて引き換えを実施したところです。 
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57 名から申し込みを頂き、1 千 265ｋｇの新米の販売を行い、コ

メの消費拡大及び地産地消の推進が図られ地元産米への理解を深め

ていただく機会となったところであります。 

 

（建設水道課行政報告［土木建設班関係］） 

次に、北海道治水砂防海岸事業促進同盟及び北海道防災協会関係

についてでありますが、11 月 11 日から 12 日にかけて東京都で開

催された全国大会及び中央要望へ参加したところであります。 

また、11 月 18 日に東京都で開催された全国治水砂防促進大会に

参加及び要請活動を行うとともに、11 月 26 日に東京都で開催され

た、北海道「命のみち」づくりを求める東京大会及び国土交通省と

の道路行政に関する意見交換会に出席し、併せて道内選出国会議員

に対しまして地域産業の活性化や安全・安心な暮らしを支える道路

整備の要請活動を行ってきたところであります。 

今後におきましても、道内の河川砂防整備の促進はもとより、当

町の河川砂防施設の整備がより進捗するよう取り組んでまいります。 

 

（教育振興課行政報告［社会教育班関係］） 

次に、第 58 回総合文化祭についてでありますが、10 月 30 日か

ら 11 月３日までの５日間、感染症予防対策を考慮し、社会教育総合

センター及び公民館に会場を分散し開催したところであります。 

５日間で延べ 2 千 517 名の方々にご来場いただき、作品展示や町

民コンサート、小さな音楽会、芸能発表、郷土館特別展示、書道体

験のほか上富良野高校の生徒による小説「泥流地帯」を題材にした

朗読劇などの各事業を実施し、盛会のうちに終了することができま

した。 
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（総務課行政報告［新型コロナウイルス感染症関係］） 

次に、新型コロナウイルス感染症にともなう対応についてであり

ますが、まず、生活等の支援策関係では、認定こども園等の登園自

粛による児童の保育料につきまして、８月 27 日から９月 30 日まで

の減免額として、４園 46 名に対しまして 43 万 1 千 380 円を決定

し各園、保護者の方に通知させていただきました。なお保育料の精

算等の事務手続きにつきましては、各園にお願い申し上げたところ

であります。 

また、介護保険料については、11 月末日現在で、３件、10 万 7 千

800 円の減免を実施したところであります。 

次に、町税・国民健康保険等の関係では、町税を対象とした徴収

猶予については、11 月末現在、申請はありません。 

また、国民健康保険税の減免については、21 件、290 万６千 800

円の減免を実施したところであります。 

 

次に、町独自の新生児特別定額給付金事業については、12 月８日

現在で 42 人分の支給を完了しているところであります。 

 

次に、緊急経済対策の関係では、来年３月まで融資取扱期間を延

長しております町独自のつなぎ融資については、今年度貸付実施分

として 11 月末現在、総件数 14 件、融資総額で３千 350 万円とな

っており、引き続きコロナ禍における事業資金の確保に対しまして

支援を行ってまいります。 

 

次に、町内中小企業の新たな取組みを支援する中小企業再構築支

援事業についてでありますが、10 月１日に認定申請の期限を迎え、

この間 26 事業者の事業計画の認定を行ってまいりました。 
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新たなサービスの開始や既に行っているサービスの拡充などを主

に事業費の総額は 8 千 196 万円となり、今後はそれぞれ事業完了に

合わせ助成金の交付を予定しており、総額４千 328 万円の交付を予

定しているところであります。 

 

次に、感染症の長期化及び緊急事態宣言解除後においてもなお厳

しい経営状況が続いている町内中小企業に対する経営継続奨励助成

事業第３期については、10 月 18 日に申請受付を開始し、11 月末日

時点で申請件数 120 件、助成金の交付総額は３千 810 万円となっ

ております。 

今週末をもって申請期限を迎えますが、引き続き速やかな交付手

続きを進めてまいります。 

 

なお、感染症による影響を受けた子育て世帯を支援するために行

う「子育て世帯への臨時特別給付」に係る５万円の現金給付につい

ては、速やかに準備作業を開始するため12月１日付けで補正予算

を専決処分したところであり、プッシュ方式による支給について

は、今月２４日に指定口座に振り込む予定で、現在事務を進めてい

るところであります。 

 

（総務課行政報告［財政管理班関係］） 

最後に、建設工事の発注状況についてでありますが、９月定例町

議会で報告以降に入札執行した建設工事は、11 月 25 日現在、件数

で７件、事業費総額５億１千 462 万 4 千円で、本年度累計で 39 件、

事業費総額 9 億 3 千 605 万 9 千 300 円となっております。 

なお、お手元に「令和 3 年度建設工事発注状況」を配布しており

ますので、後程ご高覧いただきたく存じます。 


