
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２０２０２０２０年年年年    ３３３３月月月月    ６６６６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    

老人医療助成事業老人医療助成事業老人医療助成事業老人医療助成事業

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    

・・・・町老町老町老町老はははは７７７７月月月月までまでまでまで２２２２割助成割助成割助成割助成、、、、８８８８月月月月からからからから１１１１割助成割助成割助成割助成となとなとなとな

っているがっているがっているがっているが、、、、８８８８月以降月以降月以降月以降もももも２２２２割助成割助成割助成割助成とすべきであるとすべきであるとすべきであるとすべきである

とととと思思思思うがうがうがうが。。。。    

町町町町    長長長長    

国際国際国際国際ブナフォーラブナフォーラブナフォーラブナフォーラ

ムムムムについてについてについてについて    

・・・・    取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの全容全容全容全容についてについてについてについて。。。。    

・ 町民参加町民参加町民参加町民参加のののの取取取取りりりり組組組組みなどについてみなどについてみなどについてみなどについて。。。。    

・ 添別添別添別添別・・・・白井川白井川白井川白井川ブナブナブナブナ林林林林のののの扱扱扱扱いについていについていについていについて。。。。    

教育長教育長教育長教育長    

町町町町    長長長長    

歌才歌才歌才歌才ブナブナブナブナ林林林林ササササササササ刈刈刈刈

りについてりについてりについてりについて    

・ 自然保護自然保護自然保護自然保護のののの視点視点視点視点からもからもからもからもササササササササ刈刈刈刈りはりはりはりは中止中止中止中止をしたほをしたほをしたほをしたほ

うがうがうがうが良良良良いのではないかいのではないかいのではないかいのではないか。。。。    

・ 環境環境環境環境にににに対対対対するするするする影響影響影響影響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    

町町町町    長長長長    

黒松内町健康黒松内町健康黒松内町健康黒松内町健康カレカレカレカレ

ンダーンダーンダーンダーのののの廃止廃止廃止廃止につにつにつにつ

いていていていて    

・ 町民町民町民町民にににに親親親親しまれているしまれているしまれているしまれているカレンダーカレンダーカレンダーカレンダーのののの廃止廃止廃止廃止をををを撤回撤回撤回撤回    

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. ２２２２－－－－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２０２０２０２０年年年年    ３３３３月月月月    ６６６６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ありのありのありのあり方方方方

についてについてについてについて    

・ 住民住民住民住民のののの利用利用利用利用しやすいしやすいしやすいしやすい病院病院病院病院づくりはづくりはづくりはづくりは進進進進んでいますんでいますんでいますんでいます

かかかか。。。。    

・ （（（（町政執行方針町政執行方針町政執行方針町政執行方針でででで））））病院職員病院職員病院職員病院職員のののの意識改革意識改革意識改革意識改革がががが重要重要重要重要

とととと言言言言っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、最最最最もももも大事大事大事大事なのはなのはなのはなのは先生先生先生先生のののの患者患者患者患者

にににに掛掛掛掛けるけるけるける一言一言一言一言だとだとだとだと思思思思うがうがうがうが町長町長町長町長のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いまいまいまいま

すすすす。。。。    

町町町町    長長長長    

清流朱太川清流朱太川清流朱太川清流朱太川についについについについ

てててて    

・ 朱太川朱太川朱太川朱太川のののの汚汚汚汚れがれがれがれが気気気気になるとのになるとのになるとのになるとの話話話話がががが聞聞聞聞こえてきまこえてきまこえてきまこえてきま

すがすがすがすが、、、、子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが川川川川のののの中中中中にににに顔顔顔顔をををを入入入入れてれてれてれて、、、、のぞのぞのぞのぞ

きききき、、、、遊遊遊遊ぶことのできるぶことのできるぶことのできるぶことのできる状況状況状況状況にあるのでしょうかにあるのでしょうかにあるのでしょうかにあるのでしょうか。。。。    

町町町町    長長長長    

第三第三第三第三セクターセクターセクターセクターのののの経経経経

営営営営についてについてについてについて    

・ 自然自然自然自然のののの家家家家、、、、温泉温泉温泉温泉、、、、道道道道のののの駅等駅等駅等駅等のののの経営状況経営状況経営状況経営状況はどうなはどうなはどうなはどうな

のですのですのですのですかかかか。。。。    

・ 今後今後今後今後のののの支援支援支援支援についてについてについてについて教教教教えてほしいえてほしいえてほしいえてほしい。。。。    

町町町町    長長長長    

廃屋廃屋廃屋廃屋のののの件件件件    

・ 廃屋対策廃屋対策廃屋対策廃屋対策をををを今後今後今後今後どのようにどのようにどのようにどのように展開展開展開展開しようとするのしようとするのしようとするのしようとするの

かかかか。。。。    

１１１１．．．．    廃屋廃屋廃屋廃屋のののの数数数数はいくらあるのかはいくらあるのかはいくらあるのかはいくらあるのか。。。。    

２２２２．．．．    撤去費撤去費撤去費撤去費をなぜをなぜをなぜをなぜ改定改定改定改定したのかしたのかしたのかしたのか、、、、理由理由理由理由とそのとそのとそのとその

効果効果効果効果についについについについてててて。。。。    

３３３３．．．．    一律一律一律一律のののの額額額額でいいのかでいいのかでいいのかでいいのか。。。。    

４４４４．．．．    手続手続手続手続きについてきについてきについてきについて。。。。    

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. ２２２２－－－－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２０２０２０２０年年年年    ３３３３月月月月    ６６６６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    

学校職員評価制度学校職員評価制度学校職員評価制度学校職員評価制度

についてについてについてについて    

・ ２１２１２１２１年度年度年度年度よりよりよりより本格実施本格実施本格実施本格実施されるこのされるこのされるこのされるこの制度制度制度制度のののの問題点問題点問題点問題点

についてについてについてについて。。。。    

・ 私私私私もももも職員職員職員職員とととと校長等校長等校長等校長等のののの相互理解相互理解相互理解相互理解がががが前提前提前提前提になるとになるとになるとになると考考考考

えていますがえていますがえていますがえていますが、、、、黒松内町黒松内町黒松内町黒松内町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教教教教えてえてえてえて

欲欲欲欲しいしいしいしい。。。。    

教育長教育長教育長教育長    

健康健康健康健康カレンダーカレンダーカレンダーカレンダーにににに

ついてついてついてついて（（（（事務事業事務事業事務事業事務事業

見直見直見直見直しについてしについてしについてしについて））））    

・ 健康健康健康健康カレンダーカレンダーカレンダーカレンダーはははは、、、、我我我我がががが家家家家にとってにとってにとってにとって生活習慣病生活習慣病生活習慣病生活習慣病

予防予防予防予防にににに大大大大いにいにいにいに役立役立役立役立っているがっているがっているがっているが、、、、継続配布継続配布継続配布継続配布はははは出来出来出来出来

ないものかないものかないものかないものか。。。。    

町町町町    長長長長    

財政財政財政財政についてについてについてについて    

・ 町民町民町民町民はははは、、、、水道水道水道水道・・・・下水道料金下水道料金下水道料金下水道料金やややや手数料改正等住民手数料改正等住民手数料改正等住民手数料改正等住民

負担増負担増負担増負担増にどうなるのかにどうなるのかにどうなるのかにどうなるのか心配心配心配心配とととと不安不安不安不安をいだいていをいだいていをいだいていをいだいてい

ますますますます。。。。町町町町のののの債務状況債務状況債務状況債務状況とととと返済返済返済返済のののの予定予定予定予定についてについてについてについて教教教教ええええ

ていただきたいていただきたいていただきたいていただきたい。。。。    

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２０２０２０２０年年年年    ３３３３月月月月    ６６６６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    

国民健康保険制度国民健康保険制度国民健康保険制度国民健康保険制度

についてについてについてについて    

・ 今今今今までのまでのまでのまでの老人保健制度老人保健制度老人保健制度老人保健制度がががが廃止廃止廃止廃止されされされされ、、、、後期高齢者後期高齢者後期高齢者後期高齢者

医療制度医療制度医療制度医療制度のののの施行施行施行施行についてについてについてについて残残残残されたされたされたされた国保被保険者国保被保険者国保被保険者国保被保険者

のののの軽減措置軽減措置軽減措置軽減措置をををを図図図図るとなっておりますがるとなっておりますがるとなっておりますがるとなっておりますが、、、、このこのこのこの問問問問

題題題題についてについてについてについて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。。。。    

１１１１．．．．    限度額限度額限度額限度額についてについてについてについて。。。。    

２２２２．．．．    被保険者被保険者被保険者被保険者のののの税負担税負担税負担税負担はどうなるのかはどうなるのかはどうなるのかはどうなるのか。。。。    

町町町町    長長長長    

交通体系交通体系交通体系交通体系のののの充実充実充実充実にににに

ついてついてついてついて    

・ 北海道横断自動車道黒松内北海道横断自動車道黒松内北海道横断自動車道黒松内北海道横断自動車道黒松内・・・・小樽間小樽間小樽間小樽間についておについておについておについてお

尋尋尋尋ねしますねしますねしますねします。。。。執行方針執行方針執行方針執行方針によるとによるとによるとによると官民一体官民一体官民一体官民一体のののの取組取組取組取組

をするとしているがをするとしているがをするとしているがをするとしているが、、、、具体的具体的具体的具体的にどのようなにどのようなにどのようなにどのような形形形形にににに

なっていくのかなっていくのかなっていくのかなっていくのか。。。。    

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. 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２０２０２０２０年年年年    ３３３３月月月月    ６６６６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    

・ 今年度今年度今年度今年度からからからから温泉券温泉券温泉券温泉券３３３３枚枚枚枚のののの年間通用券年間通用券年間通用券年間通用券としてのとしてのとしてのとしての使使使使

用用用用はははは可能可能可能可能かかかか。。。。    

・ 自家用車保有者自家用車保有者自家用車保有者自家用車保有者にににに対対対対してはしてはしてはしては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

うだがうだがうだがうだが、、、、今年度途中今年度途中今年度途中今年度途中でもでもでもでも見直見直見直見直しするしするしするしする考考考考えはえはえはえは。。。。    

・ 共通券交付場所共通券交付場所共通券交付場所共通券交付場所はぶなのはぶなのはぶなのはぶなの森温泉森温泉森温泉森温泉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、、、、役場庁舎等役場庁舎等役場庁舎等役場庁舎等でもでもでもでも良良良良いのではいのではいのではいのでは。。。。    

・ 関連関連関連関連でででで２０２０２０２０年度予算年度予算年度予算年度予算ではではではでは、、、、公衆浴場運営補助金公衆浴場運営補助金公衆浴場運営補助金公衆浴場運営補助金

をををを減額減額減額減額しているがしているがしているがしているが、、、、なぜなのかなぜなのかなぜなのかなぜなのか。。。。    

町町町町    長長長長    

各種検診事業各種検診事業各種検診事業各種検診事業につにつにつにつ

いていていていて    

・・・・    １９１９１９１９年度実施年度実施年度実施年度実施されたがんされたがんされたがんされたがん等各種検診受診者等各種検診受診者等各種検診受診者等各種検診受診者のののの人人人人

数数数数・・・・年代別年代別年代別年代別のののの状状状状況況況況はははは。。。。    

・ 医療費医療費医療費医療費がががが高高高高いのはいのはいのはいのは、、、、若若若若いいいい世代世代世代世代のののの重症率重症率重症率重症率がががが原因原因原因原因でででで

はないのかはないのかはないのかはないのか（（（（高額医療費高額医療費高額医療費高額医療費）。）。）。）。    

・ 検診検診検診検診をををを２２２２割負担割負担割負担割負担にしたのもにしたのもにしたのもにしたのも、、、、医療費医療費医療費医療費がががが上上上上がったがったがったがった

一因一因一因一因ではないのかではないのかではないのかではないのか。。。。    

・ 今年度今年度今年度今年度のののの予算予算予算予算ではではではでは基本健診委託料基本健診委託料基本健診委託料基本健診委託料がないががないががないががないが、、、、どどどど

うするのかうするのかうするのかうするのか。。。。    

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２０２０２０２０年年年年    ３３３３月月月月    ６６６６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    

平成平成平成平成２０２０２０２０年度予算年度予算年度予算年度予算

のののの執行執行執行執行とととと雇用対策雇用対策雇用対策雇用対策

についてについてについてについて    

・ 総合計画総合計画総合計画総合計画のののの繰上繰上繰上繰上げげげげ実施実施実施実施やややや町単独事業町単独事業町単独事業町単独事業のののの追加補正追加補正追加補正追加補正

ををををするべするべするべするべきだときだときだときだと思思思思うがうがうがうが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たいめたいめたいめたい。。。。    
町町町町    長長長長    

新学習指導要領新学習指導要領新学習指導要領新学習指導要領にににに

ついてついてついてついて    
・ 本町本町本町本町にににに於於於於けるけるけるける実施年度等実施年度等実施年度等実施年度等をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。    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    

    

    


