
No.No.No.No.    １１１１    

一一一一    般般般般    質質質質    問問問問    通通通通    告告告告    書書書書    
 

 

平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年    ３３３３月月月月    ９９９９日日日日    

 

       ４４４４番番番番        冨冨冨冨    田田田田    光光光光    昭昭昭昭    議議議議    員員員員        

項項項項            目目目目    要要要要                                旨旨旨旨    答答答答    弁弁弁弁    

添別添別添別添別ブナブナブナブナ林林林林のののの境界境界境界境界

についてについてについてについて    

・ 添別添別添別添別ブナブナブナブナ林林林林（（（（町有林町有林町有林町有林））））としてのとしてのとしてのとしての境界境界境界境界をはっきりをはっきりをはっきりをはっきり

すべきではすべきではすべきではすべきでは。。。。    

・ 織川氏織川氏織川氏織川氏からからからから買買買買いいいい入入入入れたれたれたれた山林山林山林山林もももも同同同同じくじくじくじく。。。。    

町町町町    長長長長    

おおおお出出出出かけかけかけかけサポートサポートサポートサポート

券券券券についてについてについてについて    

・・・・おおおお出出出出かけかけかけかけサポートサポートサポートサポート券券券券のののの利用方法利用方法利用方法利用方法についてについてについてについて、、、、現在月現在月現在月現在月

３３３３～～～～５５５５枚枚枚枚をををを年間年間年間年間３６３６３６３６～～～～６０６０６０６０枚枚枚枚としてとしてとしてとして自由自由自由自由にににに利用利用利用利用

できないかできないかできないかできないか。。。。またまたまたまた、、、、バイクバイクバイクバイクのののの免許免許免許免許をををを所持所持所持所持しているしているしているしている

方方方方にはにはにはには、、、、月月月月５５５５枚枚枚枚にすべきではないかにすべきではないかにすべきではないかにすべきではないか。。。。家族間家族間家族間家族間のののの利利利利

用用用用もももも自由自由自由自由にできないものにできないものにできないものにできないものかかかか。。。。    

町町町町    長長長長    

            

   

    

黒黒黒黒        松松松松        内内内内        町町町町        議議議議        会会会会    

    



No. No. No. No. ２２２２    

一一一一    般般般般    質質質質    問問問問    通通通通    告告告告    書書書書    
 

 

平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年    ３３３３月月月月    ９９９９日日日日    

 

       ２２２２番番番番        戸戸戸戸    澤澤澤澤    和和和和    幸幸幸幸    議議議議    員員員員        

項項項項            目目目目    要要要要                                旨旨旨旨    答答答答    弁弁弁弁    

協働協働協働協働づくりにおけづくりにおけづくりにおけづくりにおけ

るまちづくりのるまちづくりのるまちづくりのるまちづくりの推推推推

進進進進    

・ みんなでみんなでみんなでみんなで歩歩歩歩むまちづくりむまちづくりむまちづくりむまちづくり条例条例条例条例のののの基本理念基本理念基本理念基本理念であるであるであるである

協働協働協働協働づくりのづくりのづくりのづくりの進捗進捗進捗進捗とととと行政各分野行政各分野行政各分野行政各分野のののの具体的遂行試具体的遂行試具体的遂行試具体的遂行試

案案案案についてについてについてについて    

町町町町    長長長長    

給食未納問題給食未納問題給食未納問題給食未納問題とととと打打打打

開策開策開策開策    

・・・・本町本町本町本町においてのにおいてのにおいてのにおいての給食未納給食未納給食未納給食未納のののの現況現況現況現況とととと未納解決未納解決未納解決未納解決にににに向向向向けけけけ

たたたた具体的対応策具体的対応策具体的対応策具体的対応策。。。。    
教育長教育長教育長教育長    

            

   

    

黒黒黒黒        松松松松        内内内内        町町町町        議議議議        会会会会    

    



No. No. No. No. ３３３３    

一一一一    般般般般    質質質質    問問問問    通通通通    告告告告    書書書書    
 

 

平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年    ３３３３月月月月    ９９９９日日日日    

 

       ６６６６番番番番        菅菅菅菅            一一一一    議議議議    員員員員        

項項項項            目目目目    要要要要                                旨旨旨旨    答答答答    弁弁弁弁    

おおおお出出出出かけかけかけかけサポートサポートサポートサポート

券券券券のののの見直見直見直見直しについしについしについしについ

てててて    

・ １８１８１８１８年度年度年度年度からからからから免許保有者免許保有者免許保有者免許保有者はははは月月月月３３３３枚枚枚枚となっているとなっているとなっているとなっている

がががが共通券共通券共通券共通券５５５５枚交付枚交付枚交付枚交付すべきすべきすべきすべき。。。。    

・ 月月月月４４４４～～～～６６６６枚交付枚交付枚交付枚交付されているがされているがされているがされているが、、、、当月使用当月使用当月使用当月使用にににに限限限限らららら

れているがれているがれているがれているが年間年間年間年間でででで使用使用使用使用できるようにできるようにできるようにできるように拡充拡充拡充拡充してはしてはしてはしては

どうかどうかどうかどうか。。。。    

・ 共通券共通券共通券共通券ををををニセコバスニセコバスニセコバスニセコバス使用可能使用可能使用可能使用可能にににに拡充拡充拡充拡充のののの考考考考えはえはえはえは。。。。    

町町町町    長長長長    

三位一体改革三位一体改革三位一体改革三位一体改革によによによによ

るるるる黒松内黒松内黒松内黒松内のののの地域地域地域地域づづづづ

くりについてくりについてくりについてくりについて    

・ 地方交付税削減地方交付税削減地方交付税削減地方交付税削減のののの下下下下、、、、１７１７１７１７年度年度年度年度からからからから９７９７９７９７項目項目項目項目のののの

事務事業見事務事業見事務事業見事務事業見直直直直しをしをしをしを実施実施実施実施してきたがしてきたがしてきたがしてきたが中身中身中身中身をををを見見見見るとるとるとると

予想以上予想以上予想以上予想以上のののの痛痛痛痛みをみをみをみを町民町民町民町民にににに押押押押しししし付付付付けるけるけるける内容内容内容内容であであであであ

るるるる。。。。またまたまたまた、、、、今後今後今後今後もももも見直見直見直見直しはしはしはしは継続継続継続継続されるものであされるものであされるものであされるものであ

りりりり、、、、当面自立当面自立当面自立当面自立のためというのならばのためというのならばのためというのならばのためというのならば、、、、自治自治自治自治、、、、自自自自

立立立立のののの地域地域地域地域づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めていくにはめていくにはめていくにはめていくには町民町民町民町民とのとのとのとの協働協働協働協働

のののの力力力力がががが必要必要必要必要でありでありでありであり理解理解理解理解してもらうにはしてもらうにはしてもらうにはしてもらうには全町民全町民全町民全町民をををを

対象対象対象対象にしたにしたにしたにしたフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム的的的的なものをなものをなものをなものを開催開催開催開催すべきとすべきとすべきとすべきと

考考考考えるがえるがえるがえるが。。。。    

町町町町    長長長長    

            

   

    

黒黒黒黒        松松松松        内内内内        町町町町        議議議議        会会会会    

    



No. No. No. No. ４４４４    

一一一一    般般般般    質質質質    問問問問    通通通通    告告告告    書書書書    
 

 

平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年    ３３３３月月月月    ９９９９日日日日    

 

       ５５５５番番番番        岩岩岩岩    澤澤澤澤    史史史史    朗朗朗朗    議議議議    員員員員        

項項項項            目目目目    要要要要                                旨旨旨旨    答答答答    弁弁弁弁    

「「「「農地農地農地農地・・・・水水水水・・・・環境環境環境環境

保全向上対策保全向上対策保全向上対策保全向上対策」」」」のののの

内容内容内容内容についてについてについてについて    

・ 農地農地農地農地・・・・農業用水農業用水農業用水農業用水のののの資源保全資源保全資源保全資源保全やややや農村景観保全農村景観保全農村景観保全農村景観保全につにつにつにつ

いていていていて、、、、地域地域地域地域ぐるみでぐるみでぐるみでぐるみで行行行行うううう取取取取りりりり組組組組みとはどのようみとはどのようみとはどのようみとはどのよう

なものかなものかなものかなものか。。。。    

・ 農村景観農村景観農村景観農村景観とのとのとのとの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて。。。。    

町町町町    長長長長    

地産地消地産地消地産地消地産地消のののの推進推進推進推進にににに

ついてついてついてついて    

・ 今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの内容内容内容内容とととと、、、、商店街商店街商店街商店街とのとのとのとの連携連携連携連携やややや消消消消

費者拡大費者拡大費者拡大費者拡大についてについてについてについて。。。。    
町町町町    長長長長    

水辺水辺水辺水辺のののの森森森森づくりづくりづくりづくり植植植植

樹祭樹祭樹祭樹祭についてについてについてについて    
・・・・アオダモアオダモアオダモアオダモのののの植樹植樹植樹植樹にににに至至至至ったったったった経過経過経過経過。。。。    町町町町    長長長長    

健康健康健康健康づくりのためづくりのためづくりのためづくりのため

のののの温泉活用健康温泉活用健康温泉活用健康温泉活用健康づづづづ

くりくりくりくり教室教室教室教室についてについてについてについて    

・・・・内容内容内容内容とととと拡大拡大拡大拡大するするするする中身中身中身中身についてどのようなことをについてどのようなことをについてどのようなことをについてどのようなことを考考考考

えているのかえているのかえているのかえているのか。。。。    
町町町町    長長長長    

商店街商店街商店街商店街のにぎわいのにぎわいのにぎわいのにぎわい

づくりについづくりについづくりについづくりについてててて    
・・・・新新新新たなたなたなたな補助制度補助制度補助制度補助制度のののの内容内容内容内容とととと取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて。。。。    町町町町    長長長長    

元気元気元気元気キッズクラブキッズクラブキッズクラブキッズクラブ

運営委員会運営委員会運営委員会運営委員会についについについについ

てててて    

・・・・黒松内黒松内黒松内黒松内でででで取取取取りりりり組組組組むむむむ内容内容内容内容についてについてについてについて。。。。    教育長教育長教育長教育長    

    

黒黒黒黒        松松松松        内内内内        町町町町        議議議議        会会会会    



No. No. No. No. ５５５５    

一一一一    般般般般    質質質質    問問問問    通通通通    告告告告    書書書書    
 

 

平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年    ３３３３月月月月    ９９９９日日日日    

 

       １１１１番番番番        長谷川長谷川長谷川長谷川    実実実実        議議議議    員員員員        

項項項項            目目目目    要要要要                                旨旨旨旨    答答答答    弁弁弁弁    

国保病院国保病院国保病院国保病院のののの運営運営運営運営にににに

ついてついてついてついて    

・ 国保病院国保病院国保病院国保病院のののの経営経営経営経営をををを十分検討十分検討十分検討十分検討ししししているているているている状況状況状況状況であるであるであるである

とととと思思思思うがうがうがうが、、、、今後今後今後今後のののの対策対策対策対策ををををどのどのどのどの様様様様にしていくのかにしていくのかにしていくのかにしていくのか。。。。    

・ 白井川診療所白井川診療所白井川診療所白井川診療所をををを今後今後今後今後もももも継続継続継続継続するするするする必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思

うがうがうがうが。。。。    

町町町町    長長長長    

熱郛支所熱郛支所熱郛支所熱郛支所にににについてついてついてついて    ・・・・熱郛支所熱郛支所熱郛支所熱郛支所のののの廃止廃止廃止廃止をををを検討検討検討検討することについてすることについてすることについてすることについて。。。。    町町町町    長長長長    

介護保険介護保険介護保険介護保険についてについてについてについて    
・・・・介護保険料介護保険料介護保険料介護保険料はははは前年度前年度前年度前年度とととと比較比較比較比較してどのしてどのしてどのしてどの様様様様にににに変変変変わるのわるのわるのわるの

かかかか。。。。    
町町町町    長長長長    

交付税交付税交付税交付税についてについてについてについて    ・・・・新型交付税新型交付税新型交付税新型交付税のののの本町本町本町本町にににに及及及及ぼすぼすぼすぼす影響影響影響影響についてについてについてについて。。。。    町町町町    長長長長    

雇用雇用雇用雇用についてについてについてについて    ・・・・１９１９１９１９年度雇用年度雇用年度雇用年度雇用のののの状況状況状況状況についてについてについてについて。。。。    町町町町    長長長長    

    

黒黒黒黒        松松松松        内内内内        町町町町        議議議議        会会会会    



No. No. No. No. ６６６６    

一一一一    般般般般    質質質質    問問問問    通通通通    告告告告    書書書書    
 

 

平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年    ３３３３月月月月    ９９９９日日日日    

 

       ７７７７番番番番        上上上上    山山山山    忠忠忠忠    義義義義    議議議議    員員員員        

項項項項            目目目目    要要要要                                旨旨旨旨    答答答答    弁弁弁弁    

公共事業公共事業公共事業公共事業とととと財政運財政運財政運財政運

営営営営についてについてについてについて    

・ 第第第第２２２２次総合計画延長計画次総合計画延長計画次総合計画延長計画次総合計画延長計画のののの事事事事業実施業実施業実施業実施のののの考考考考ええええ方方方方。。。。    

・ 平成平成平成平成１８１８１８１８年度決算見込年度決算見込年度決算見込年度決算見込とととと長期長期長期長期のののの財政運営財政運営財政運営財政運営。。。。    

・ 地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税のののの見積見積見積見積もりについてもりについてもりについてもりについて（（（（特特特特にににに新型地方新型地方新型地方新型地方

交付税交付税交付税交付税）。）。）。）。    

町町町町    長長長長    

教育問題教育問題教育問題教育問題についてについてについてについて    

・ 「「「「ゆとりゆとりゆとりゆとり教育教育教育教育」」」」のののの評価評価評価評価とととと「「「「確確確確かなかなかなかな学力学力学力学力」」」」のののの推進推進推進推進

効果効果効果効果。。。。    

・ 「「「「いじめいじめいじめいじめ」」」」についてのについてのについてのについてのアンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果とととと対応対応対応対応。。。。    

教育長教育長教育長教育長    

            

   

    

黒黒黒黒        松松松松        内内内内        町町町町        議議議議        会会会会    

    

 


