
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１２１２１２１２月月月月１３１３１３１３日日日日    

 

   ４４４４    番番番番        藤藤藤藤    村村村村    賢賢賢賢    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    

町議会議員選挙町議会議員選挙町議会議員選挙町議会議員選挙にににに

ついてついてついてついて    

・ 投票日投票日投票日投票日のののの開票時間設定開票時間設定開票時間設定開票時間設定についてについてについてについて。。。。    

・ 入院患者等入院患者等入院患者等入院患者等のののの不在投票不在投票不在投票不在投票のののの方法方法方法方法についてについてについてについて。。。。    

・ 周知周知周知周知のののの方法方法方法方法についてについてについてについて。。。。    

選挙管理選挙管理選挙管理選挙管理    

委 員委 員委 員委 員 長長長長    

昨年昨年昨年昨年７７７７月月月月のののの朱太川朱太川朱太川朱太川

汚水流出汚水流出汚水流出汚水流出についてについてについてについて    

・ 浄化槽設置浄化槽設置浄化槽設置浄化槽設置、、、、又進捗状況又進捗状況又進捗状況又進捗状況はははは。。。。    

・ そのそのそのその後後後後のののの水質検査水質検査水質検査水質検査のののの結果結果結果結果はははは。。。。    

・ ＨＨＨＨ１８１８１８１８～～～～のののの朱太川観光客入朱太川観光客入朱太川観光客入朱太川観光客入りりりり込込込込みみみみ数数数数はははは。。。。    

・ 漁業補償漁業補償漁業補償漁業補償はあったのかはあったのかはあったのかはあったのか、、、、漁期漁期漁期漁期のののの影響影響影響影響はははは。。。。    

・ 公害防止協定書公害防止協定書公害防止協定書公害防止協定書についてについてについてについて。。。。    

町町町町        長長長長    

町民町民町民町民プールプールプールプールにつにつにつについいいい

てててて    

・・・・プールプールプールプールのののの底底底底がががが２５２５２５２５㎝㎝㎝㎝下下下下がっていたとのがっていたとのがっていたとのがっていたとの報道報道報道報道がありがありがありがあり

ましたがましたがましたがましたが、、、、町民町民町民町民プールプールプールプールはどうかはどうかはどうかはどうか。。。。    
教教教教    育育育育    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１２１２１２１２月月月月１３１３１３１３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    

町町町町づくりづくりづくりづくり懇談会懇談会懇談会懇談会にににに

ついてついてついてついて    

・ 最終日最終日最終日最終日にににに行行行行われたわれたわれたわれた町民町民町民町民センターセンターセンターセンターでのでのでのでの参加者参加者参加者参加者のののの意意意意

見等見等見等見等。。。。    

・ 今年度全体今年度全体今年度全体今年度全体ではどのではどのではどのではどの程度程度程度程度のののの参加者参加者参加者参加者になるのかになるのかになるのかになるのか。。。。    

町町町町        長長長長    

弁開凧次郎翁弁開凧次郎翁弁開凧次郎翁弁開凧次郎翁のののの終終終終

焉焉焉焉のののの地碑地碑地碑地碑についてについてについてについて    

・ 八雲町落部八雲町落部八雲町落部八雲町落部でのでのでのでの同様同様同様同様のののの碑碑碑碑がありがありがありがあり、、、、今年今年今年今年、、、、合併合併合併合併 50505050

周周周周年年年年にからめたにからめたにからめたにからめた記念行事記念行事記念行事記念行事がががが行行行行われたわれたわれたわれた。。。。本町本町本町本町におにおにおにお

いてはいてはいてはいては、、、、建立後建立後建立後建立後 20202020年年年年になるがになるがになるがになるが、、、、当地区当地区当地区当地区とのとのとのとの交流交流交流交流

をををを検討検討検討検討してはどうかしてはどうかしてはどうかしてはどうか。。。。    

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.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１２１２１２１２月月月月１３１３１３１３日日日日    

 

   ５５５５    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    

全国学力調査全国学力調査全国学力調査全国学力調査のののの結結結結

果果果果とゆとりとゆとりとゆとりとゆとり教育路教育路教育路教育路

線線線線のののの転換転換転換転換についてについてについてについて    

・ 学力調査学力調査学力調査学力調査のののの結果結果結果結果（（（（公表公表公表公表））））についてについてについてについて。。。。    

・ 学力向上学力向上学力向上学力向上のののの為為為為ののの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。。。。    

・ ゆとりゆとりゆとりゆとり教育路線教育路線教育路線教育路線のののの考考考考ええええ方方方方についてについてについてについて。。。。    

教教教教    育育育育    長長長長    

幼児幼児幼児幼児とととと児童児童児童児童のののの対対対対策策策策

についてについてについてについて    

・ ちびっちびっちびっちびっ子幼児園子幼児園子幼児園子幼児園のののの継続継続継続継続についてについてについてについて。。。。    

・ 児童児童児童児童クラブクラブクラブクラブ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１２１２１２１２月月月月１３１３１３１３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    

困困困困りりりり事相談窓口設事相談窓口設事相談窓口設事相談窓口設

置置置置についてについてについてについて    

・ 多重債務者等多重債務者等多重債務者等多重債務者等のののの相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口としてとしてとしてとして対応対応対応対応できるできるできるできる所所所所をををを

設置設置設置設置してはどうかしてはどうかしてはどうかしてはどうか。。。。    

・ 金銭金銭金銭金銭がががが絡絡絡絡んだんだんだんだ困困困困りりりり事事事事についてについてについてについて解決解決解決解決にににに向向向向けけけけ相談相談相談相談でででで

きるきるきるきる窓口対応窓口対応窓口対応窓口対応をすべきだとをすべきだとをすべきだとをすべきだと思思思思うがうがうがうが。。。。    

町町町町        長長長長    

農家支援事業農家支援事業農家支援事業農家支援事業につにつにつにつ

いていていていて    

・ 黒毛和牛貸付制度黒毛和牛貸付制度黒毛和牛貸付制度黒毛和牛貸付制度についてについてについてについてはははは大変良大変良大変良大変良いいいい施策施策施策施策であであであであ

るがるがるがるが、、、、受益者受益者受益者受益者がががが将来困将来困将来困将来困らないらないらないらない制度制度制度制度にににに改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき。。。。    

・ 新規事業参画者新規事業参画者新規事業参画者新規事業参画者はははは、、、、改良組合改良組合改良組合改良組合にににに加入加入加入加入がががが条件条件条件条件となとなとなとな

っているがっているがっているがっているが、、、、酪農酪農酪農酪農家家家家又又又又はははは耕種農家耕種農家耕種農家耕種農家もももも対象対象対象対象になるになるになるになる

のかのかのかのか。。。。    

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.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１２１２１２１２月月月月１３１３１３１３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    

危機的農業危機的農業危機的農業危機的農業のののの情勢情勢情勢情勢

のののの中中中中でででで本町本町本町本町のののの農業農業農業農業

振興振興振興振興のありのありのありのあり方方方方につにつにつにつ

いていていていて    

・ 天候不順天候不順天候不順天候不順によるによるによるによる状況下状況下状況下状況下でのでのでのでの農産物農産物農産物農産物のののの減収減収減収減収やややや品目品目品目品目

横断化横断化横断化横断化のののの導入導入導入導入によるによるによるによる収入減収入減収入減収入減となっていとなっていとなっていとなっているがるがるがるが、、、、本本本本

町町町町としてとしてとしてとして抜本的対策抜本的対策抜本的対策抜本的対策をををを講講講講ずるべきであるとずるべきであるとずるべきであるとずるべきであると思思思思うううう

がががが。。。。    

町町町町        長長長長    

町立国保病院町立国保病院町立国保病院町立国保病院のののの存存存存

続続続続をををを目指目指目指目指すすすす将来像将来像将来像将来像

についてについてについてについて    

・ 今回検討委員会今回検討委員会今回検討委員会今回検討委員会でででで示示示示されたされたされたされた報告報告報告報告とととと特別委員会特別委員会特別委員会特別委員会でででで

出出出出されたされたされたされた調査報告調査報告調査報告調査報告とのとのとのとの整合性整合性整合性整合性とととと根拠根拠根拠根拠。。。。    
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１２１２１２１２月月月月１３１３１３１３日日日日    

 

   ７７７７    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    

後期高齢者医療制後期高齢者医療制後期高齢者医療制後期高齢者医療制

度度度度についてについてについてについて    

・ 高齢者高齢者高齢者高齢者・・・・町民負担町民負担町民負担町民負担についてについてについてについて現在現在現在現在とどのようにとどのようにとどのようにとどのように違違違違

うのかうのかうのかうのか。。。。負担増負担増負担増負担増はどのはどのはどのはどの程度程度程度程度になるのかになるのかになるのかになるのか。。。。    

・ 保険料保険料保険料保険料のののの減免制度減免制度減免制度減免制度についてについてについてについて、、、、資格証明書資格証明書資格証明書資格証明書のののの発行発行発行発行

はあるのかはあるのかはあるのかはあるのか。。。。    

・ 医療保険制度医療保険制度医療保険制度医療保険制度・・・・診療報酬診療報酬診療報酬診療報酬についてどうなるのかについてどうなるのかについてどうなるのかについてどうなるのか。。。。    

・ 高額医療費高額医療費高額医療費高額医療費のののの自動償還制度自動償還制度自動償還制度自動償還制度がががが申請償還申請償還申請償還申請償還にににに切切切切りりりり替替替替

わるのかわるのかわるのかわるのか。。。。    

・ 町長町長町長町長はこのはこのはこのはこの制度制度制度制度をどのようにをどのようにをどのようにをどのように思思思思っているのかっているのかっているのかっているのか。。。。    

町町町町        長長長長    

特定診査特定診査特定診査特定診査・・・・特定保特定保特定保特定保

健指導実施健指導実施健指導実施健指導実施についについについについ

てててて    

・ 特定診査特定診査特定診査特定診査のののの流流流流れとれとれとれと概要概要概要概要についてについてについてについて。。。。    

・ 特定保健指導特定保健指導特定保健指導特定保健指導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。。。。    

・ 具体的具体的具体的具体的なななな来年度来年度来年度来年度からのからのからのからの対策対策対策対策とととと対応対応対応対応についてについてについてについて。。。。    

町町町町        長長長長    

除雪事業除雪事業除雪事業除雪事業についてについてについてについて    

・ 福祉除雪福祉除雪福祉除雪福祉除雪のののの拡大拡大拡大拡大についてについてについてについて（（（（独居独居独居独居・・・・１１１１人女性人女性人女性人女性などなどなどなど）。）。）。）。    

・ 年年年年齢齢齢齢のののの見直見直見直見直しししし、、、、玄関先玄関先玄関先玄関先までのまでのまでのまでの距離制限距離制限距離制限距離制限のののの見直見直見直見直しししし

についてについてについてについて。。。。    

・ ８８８８区区区区のののの歩道歩道歩道歩道のののの除雪除雪除雪除雪・・・・アカシアアカシアアカシアアカシア団地入団地入団地入団地入りりりり口口口口のののの除排除排除排除排

雪雪雪雪のののの充実充実充実充実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.７７７７        

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１２１２１２１２月月月月１３１３１３１３日日日日    

 

   ９９９９    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    

通学路通学路通学路通学路のののの安全対策安全対策安全対策安全対策

についてについてについてについて    

・ 除雪時間除雪時間除雪時間除雪時間をををを少少少少しししし早早早早めるようにめるようにめるようにめるように道道道道にににに申申申申しししし入入入入れできれできれできれでき

ないかないかないかないか（（（（旭野地区旭野地区旭野地区旭野地区のののの小学生小学生小学生小学生がががが通学時間通学時間通学時間通学時間にににに歩道歩道歩道歩道をををを

利用利用利用利用できないできないできないできない）。）。）。）。    

・ 交通安全上交通安全上交通安全上交通安全上、、、、スクールゾーンスクールゾーンスクールゾーンスクールゾーンのののの標識位置標識位置標識位置標識位置やややや数数数数をををを

考考考考えてもらえてもらえてもらえてもらうよううよううよううよう道道道道にににに申申申申しししし入入入入れできないかれできないかれできないかれできないか。。。。    

町町町町        長長長長    

教教教教    育育育育    長長長長    

環境環境環境環境についてについてについてについて    

・ 歌才歌才歌才歌才ブナブナブナブナ林林林林０８０８０８０８年年年年はははは、、、、天然記念物指定天然記念物指定天然記念物指定天然記念物指定８０８０８０８０年年年年だだだだ

がががが、、、、環境環境環境環境ををををテーマテーマテーマテーマにににに記念記念記念記念イベントイベントイベントイベントのののの予定予定予定予定はははは。。。。    

・ 歌才歌才歌才歌才ブナブナブナブナ林入林入林入林入りりりり口付近口付近口付近口付近のののの町有地町有地町有地町有地においてにおいてにおいてにおいてササササササササのののの

下刈下刈下刈下刈りがそのままになっているがりがそのままになっているがりがそのままになっているがりがそのままになっているが、、、、後始末後始末後始末後始末のののの予予予予

定定定定はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。    

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.８８８８    

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１２１２１２１２月月月月１３１３１３１３日日日日    

 

   ８８８８    番番番番        蛯蛯蛯蛯    沢沢沢沢    儀儀儀儀    弘弘弘弘        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今後今後今後今後にににに

ついてついてついてついて    

・ 計画検討委員計画検討委員計画検討委員計画検討委員会会会会でまとめたでまとめたでまとめたでまとめた報告報告報告報告とととと国保病院調査国保病院調査国保病院調査国保病院調査

特別委員会特別委員会特別委員会特別委員会のまとめたのまとめたのまとめたのまとめた結果結果結果結果とのとのとのとの違違違違いはどこにあいはどこにあいはどこにあいはどこにあ

るのかるのかるのかるのか。。。。    

・ 一般会計一般会計一般会計一般会計よりよりよりより繰入繰入繰入繰入れしていることにれしていることにれしていることにれしていることに町長町長町長町長はどのはどのはどのはどの

ようにようにようにように考考考考えるかえるかえるかえるか。。。。    

・ 病床利用率病床利用率病床利用率病床利用率がががが25%25%25%25%をををを割割割割っているのだからっているのだからっているのだからっているのだから40404040床床床床→→→→

30303030 床床床床→→→→20202020 床床床床にににに減減減減らすことがらすことがらすことがらすことが経営経営経営経営のののの効率化効率化効率化効率化につにつにつにつ

ながるとながるとながるとながると考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、どうかどうかどうかどうか。。。。    

・ 少少少少々々々々赤字額赤字額赤字額赤字額がががが多多多多くなってもくなってもくなってもくなっても必要必要必要必要ととと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    

町長町長町長町長のののの次期出馬次期出馬次期出馬次期出馬にににに

ついてついてついてついて    
・ 町民町民町民町民のののの関心事関心事関心事関心事でありでありでありであり、、、、知知知知りたいりたいりたいりたい所所所所であるであるであるである。。。。    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.９９９９    

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１２１２１２１２月月月月１３１３１３１３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    

行政改革行政改革行政改革行政改革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    

・ 平成平成平成平成２０２０２０２０年度事務事業見直年度事務事業見直年度事務事業見直年度事務事業見直しとしとしとしと財政運営財政運営財政運営財政運営についについについについ

てててて町長町長町長町長のののの見解見解見解見解をををを求求求求めますめますめますめます。。。。    
町町町町        長長長長    

校内暴力校内暴力校内暴力校内暴力・・・・いじめいじめいじめいじめ

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小中学校小中学校小中学校小中学校のののの実態実態実態実態についてについてについてについて説明願説明願説明願説明願いますいますいますいます。。。。    教教教教    育育育育    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    

    


