
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１１１１９９９９年年年年    ６６６６月月月月１２１２１２１２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    

町道町道町道町道、、、、農道農道農道農道のののの管理管理管理管理

についてについてについてについて    

・ 町道町道町道町道、、、、農道農道農道農道のののの側溝側溝側溝側溝のののの管理管理管理管理はははは最近最近最近最近あまりあまりあまりあまり行行行行われてわれてわれてわれて

おりませんおりませんおりませんおりません。。。。今後今後今後今後、、、、年次計画年次計画年次計画年次計画でででで実施実施実施実施すべきではすべきではすべきではすべきでは。。。。    

・ 上中上中上中上中ノノノノ川川川川のののの農道農道農道農道    小島氏宅前小島氏宅前小島氏宅前小島氏宅前からからからから中中中中ノノノノ川簡易水川簡易水川簡易水川簡易水

道施設道施設道施設道施設までまでまでまで約約約約７００７００７００７００ｍｍｍｍのののの間間間間はははは除雪作業除雪作業除雪作業除雪作業によるによるによるによる砂砂砂砂

利利利利がががが農地農地農地農地にににに散乱散乱散乱散乱しているしているしているしている状況状況状況状況にあるにあるにあるにある。。。。道路道路道路道路のののの維維維維

持管理上持管理上持管理上持管理上からもからもからもからも舗装施工舗装施工舗装施工舗装施工をををを検討検討検討検討できないかできないかできないかできないか。。。。    

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    

    



NNNNo. o. o. o. 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    ６６６６月月月月１２１２１２１２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    

黒松内町商店街黒松内町商店街黒松内町商店街黒松内町商店街にににに

ぎわいづくりぎわいづくりぎわいづくりぎわいづくり条例条例条例条例

のののの制定制定制定制定についてについてについてについて    

・ ＪＲＪＲＪＲＪＲ駅駅駅駅とのとのとのとの話話話話しししし合合合合いはどこまでいはどこまでいはどこまでいはどこまで進進進進んでいるのんでいるのんでいるのんでいるの

かかかか。。。。今後今後今後今後のののの計画計画計画計画。。。。    

・ 補助対象産業補助対象産業補助対象産業補助対象産業にばらつきがあるがそのにばらつきがあるがそのにばらつきがあるがそのにばらつきがあるがその理由理由理由理由。。。。    

・ このこのこのこの事業計画事業計画事業計画事業計画をををを審査審査審査審査するのはどのようなするのはどのようなするのはどのようなするのはどのような過程過程過程過程でででで

行行行行うのかうのかうのかうのか。。。。    

・ 条例条例条例条例のののの期限期限期限期限をををを平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年３３３３月月月月までにすることまでにすることまでにすることまでにすること。。。。    

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. 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    ６６６６月月月月１２１２１２１２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    

各学校各学校各学校各学校・・・・公共施設公共施設公共施設公共施設

ににににＡＥＤ（ＡＥＤ（ＡＥＤ（ＡＥＤ（自動対自動対自動対自動対

外式除細動器外式除細動器外式除細動器外式除細動器））））のののの

整備整備整備整備のののの考考考考えはえはえはえは    

・ 各小中学校各小中学校各小中学校各小中学校ににににＡＥＤＡＥＤＡＥＤＡＥＤをををを早急早急早急早急にににに整備整備整備整備すべきとすべきとすべきとすべきと考考考考ええええ

るがるがるがるが。。。。    

・ 町民町民町民町民プールプールプールプール、、、、体育館等体育館等体育館等体育館等にににに整備整備整備整備すべきですべきですべきですべきでははははないかないかないかないか。。。。    

教育長教育長教育長教育長    

町町町町    長長長長    

ゴミゴミゴミゴミ有料化有料化有料化有料化にににに伴伴伴伴うううう

ゴミゴミゴミゴミ袋袋袋袋のののの取扱取扱取扱取扱いにいにいにいに

ついてついてついてついて    

・ ゴミゴミゴミゴミ袋販売店数袋販売店数袋販売店数袋販売店数についてについてについてについて。。。。    

・ ゴミゴミゴミゴミ袋袋袋袋のののの仕入方法仕入方法仕入方法仕入方法についてについてについてについて。。。。    

・ 本町本町本町本町のののの年間販売額年間販売額年間販売額年間販売額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. 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    ６６６６月月月月１２１２１２１２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    

洞爺湖洞爺湖洞爺湖洞爺湖サミットサミットサミットサミットへへへへ

のののの提案提案提案提案についてについてについてについて    

・ 夫人夫人夫人夫人プログラムプログラムプログラムプログラムのののの誘致要請誘致要請誘致要請誘致要請のののの他他他他にににに天然記念物天然記念物天然記念物天然記念物ブブブブ

ナナナナ林林林林ののののＰＲＰＲＰＲＰＲをををを。。。。    

・ 歓迎対策歓迎対策歓迎対策歓迎対策とととと治安治安治安治安についてについてについてについて。。。。    

町町町町    長長長長    

ごみごみごみごみ減量化事業減量化事業減量化事業減量化事業のののの

推進推進推進推進についてについてについてについて    

・ 有価物集団回収有価物集団回収有価物集団回収有価物集団回収ボックスボックスボックスボックスのののの設置状況設置状況設置状況設置状況（（（（設置設置設置設置のののの奨奨奨奨

励励励励））））についてについてについてについて。。。。    

・ 有価物集団回収奨励金有価物集団回収奨励金有価物集団回収奨励金有価物集団回収奨励金のののの交付状況交付状況交付状況交付状況（（（（組織数組織数組織数組織数とととと実実実実

績績績績））））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. 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    ６６６６月月月月１２１２１２１２日日日日    

 

       ３３３３番番番番        武武武武    田田田田        仁仁仁仁    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    

窓口窓口窓口窓口のののの来客来客来客来客にににに対対対対すすすす

るるるる対応対応対応対応についてについてについてについて    

・ 町長町長町長町長はははは、、、、役場役場役場役場にににに出向出向出向出向いたいたいたいた来客者来客者来客者来客者のののの件件件件のののの対応対応対応対応につにつにつにつ

いていていていて「「「「誠誠誠誠にににに遺憾遺憾遺憾遺憾でありでありでありであり、、、、今後一層住民今後一層住民今後一層住民今後一層住民のののの目線目線目線目線でででで、、、、

誠意誠意誠意誠意あるあるあるある接遇接遇接遇接遇にににに努努努努めるめるめるめる」」」」とととと広報広報広報広報をををを通通通通じてじてじてじて回答回答回答回答しししし

ているているているている。。。。しかししかししかししかし、、、、そのそのそのその後後後後もももも改善改善改善改善されていないよされていないよされていないよされていないよ

うなうなうなうな声声声声をををを聞聞聞聞きますきますきますきます。。。。私私私私はははは本腰本腰本腰本腰をををを入入入入れてれてれてれて改善改善改善改善しなしなしなしな

ければそのようなければそのようなければそのようなければそのような問題問題問題問題はははは解消解消解消解消されないとされないとされないとされないと思思思思うううう。。。。

町長町長町長町長はどうはどうはどうはどう対応対応対応対応されるのかされるのかされるのかされるのか、、、、そのそのそのその所信所信所信所信をうかがをうかがをうかがをうかが

うものであるうものであるうものであるうものである。。。。    

町町町町    長長長長    

ブナブナブナブナ里交流町内里交流町内里交流町内里交流町内ネネネネ

ットワークットワークットワークットワークついてついてついてついて    

・ １８１８１８１８年中年中年中年中のののの設立設立設立設立だとだとだとだと聞聞聞聞いていいていいていいているがるがるがるが、、、、現況現況現況現況ははははどうどうどうどう

なっているのかなっているのかなっているのかなっているのか。。。。    

・ 「「「「黒松内黒松内黒松内黒松内町町町町商店街商店街商店街商店街にぎわいづくりにぎわいづくりにぎわいづくりにぎわいづくり条例条例条例条例」」」」とととと「「「「黒黒黒黒

松内松内松内松内町町町町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」」」」とのとのとのとの整合整合整合整合

性性性性についてについてについてについて。。。。    

町町町町    長長長長    

マナヴェールマナヴェールマナヴェールマナヴェールのののの閉閉閉閉

館日館日館日館日についてについてについてについて    

・・・・先日来訪先日来訪先日来訪先日来訪したらしたらしたらしたら、、、、閉館閉館閉館閉館でありましたでありましたでありましたでありました。。。。以前以前以前以前にもにもにもにも述述述述

べたがべたがべたがべたが、、、、町内外町内外町内外町内外のののの人人人人にはにはにはには閉館閉館閉館閉館ということがということがということがということが分分分分かりづかりづかりづかりづ

らいとらいとらいとらいと思思思思うううう。。。。入入入入りりりり口口口口にににに閉館日閉館日閉館日閉館日とととと記記記記すすすす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、、、、どのようなどのようなどのようなどのような対応対応対応対応をするのかおをするのかおをするのかおをするのかお伺伺伺伺いいたしまいいたしまいいたしまいいたしま

すすすす。。。。    

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. 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    ６６６６月月月月１２１２１２１２日日日日    

 

   １１１１１１１１番番番番        畑畑畑畑    井井井井    信信信信    男男男男    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    

日直制日直制日直制日直制についてについてについてについて    
・ 町民町民町民町民へのへのへのへの事前周知事前周知事前周知事前周知についてについてについてについて。。。。    

・ 事務処理件数事務処理件数事務処理件数事務処理件数はははは。。。。    
町町町町    長長長長    

次世代育成支援地次世代育成支援地次世代育成支援地次世代育成支援地

域行動計画域行動計画域行動計画域行動計画についについについについ

てててて    

・ 計画計画計画計画ではではではでは、、、、事業主事業主事業主事業主へのへのへのへの役割役割役割役割がががが明記明記明記明記されているがされているがされているがされているが

役場役場役場役場ではではではでは、、、、どのどのどのどの様様様様なななな取取取取りりりり組組組組みをしているのかみをしているのかみをしているのかみをしているのか。。。。    
町町町町    長長長長    

洞爺湖洞爺湖洞爺湖洞爺湖サミットエサミットエサミットエサミットエ

クスカーションクスカーションクスカーションクスカーションにににに

ついてついてついてついて    

・・・・決定時決定時決定時決定時にはにはにはには、、、、対策室対策室対策室対策室がががが必要必要必要必要ではではではでは。。。。    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    

    


