
    

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２３２３２３２３年年年年    ３３３３月月月月１０１０１０１０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    

森林整備計画森林整備計画森林整備計画森林整備計画につにつにつにつ

いていていていて    

・・・・国際森林年国際森林年国際森林年国際森林年にあたりにあたりにあたりにあたり、、、、森林森林森林森林ののののマスタープランマスタープランマスタープランマスタープランとなとなとなとな

るるるる市町村森林整備計画市町村森林整備計画市町村森林整備計画市町村森林整備計画のののの策定予定策定予定策定予定策定予定はははは。。。。    
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    

    

    

    

    

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２３２３２３２３年年年年    ３３３３月月月月１０１０１０１０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    

農用地利用計農用地利用計農用地利用計農用地利用計画画画画にににに

ついてついてついてついて    

・・・・農用地利用計画農用地利用計画農用地利用計画農用地利用計画などはなどはなどはなどは昭和昭和昭和昭和４７４７４７４７年策定年策定年策定年策定のためのためのためのため時代時代時代時代

にににに合合合合わなくなっているわなくなっているわなくなっているわなくなっている。。。。今今今今新新新新たにたにたにたに策定策定策定策定中中中中のののの利用計利用計利用計利用計

画画画画のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況はははは。。。。    

・・・・海外資本海外資本海外資本海外資本のののの農地取得農地取得農地取得農地取得についてについてについてについて問題問題問題問題になっているになっているになっているになっている

がががが、、、、町長町長町長町長はどのようにはどのようにはどのようにはどのように考考考考えているかえているかえているかえているか。。。。    

町町町町    長長長長    

水田有害鳥獣対策水田有害鳥獣対策水田有害鳥獣対策水田有害鳥獣対策

事業事業事業事業についてについてについてについて    

・・・・事業実施事業実施事業実施事業実施からからからから３３３３年目年目年目年目をををを迎迎迎迎えるがえるがえるがえるが、、、、対策内容対策内容対策内容対策内容とととと成果成果成果成果

はははは。。。。またまたまたまた、、、、今後今後今後今後のののの事業継続事業継続事業継続事業継続のののの見通見通見通見通しについてしについてしについてしについてどのどのどのどの

ようにようにようにように考考考考えているかえているかえているかえているか。。。。    

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２３２３２３２３年年年年    ３３３３月月月月１０１０１０１０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    

本町農業本町農業本町農業本町農業のののの今後今後今後今後のののの

位置位置位置位置づけについてづけについてづけについてづけについて    

・・・・将来将来将来将来のののの経営形態経営形態経営形態経営形態についてどのようにについてどのようにについてどのようにについてどのように考考考考えているのえているのえているのえているの

かかかか。。。。    

・・・・既存農業既存農業既存農業既存農業へのへのへのへの諸施策諸施策諸施策諸施策としてとしてとしてとして土地基盤整備土地基盤整備土地基盤整備土地基盤整備やややや、、、、機械機械機械機械

化化化化のののの費用等費用等費用等費用等にににに対対対対するするするする補助策補助策補助策補助策をををを考考考考えるべきではえるべきではえるべきではえるべきでは。。。。    

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    

    

    

    

    

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２３２３２３２３年年年年    ３３３３月月月月１０１０１０１０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    

農業人口農業人口農業人口農業人口にににについてついてついてついて    

・・・・町内町内町内町内のののの農業人口農業人口農業人口農業人口がががが減少減少減少減少しておりしておりしておりしており、、、、高齢化高齢化高齢化高齢化やややや後継者後継者後継者後継者

不足不足不足不足がががが深刻化深刻化深刻化深刻化しているしているしているしている。。。。本町本町本町本町のののの農業農業農業農業をををを守守守守るためるためるためるため、、、、

町町町町としてとしてとしてとして対策対策対策対策をををを講講講講じなければならないじなければならないじなければならないじなければならない時期時期時期時期にさにさにさにさ

しかかっているしかかっているしかかっているしかかっているとととと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、町町町町のののの今後今後今後今後のののの対策対策対策対策はははは。。。。    

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    

    

    

    



    

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２３２３２３２３年年年年    ３３３３月月月月１０１０１０１０日日日日    

    

            ５５５５    番番番番        嶋嶋嶋嶋    田田田田        サツキサツキサツキサツキ        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    

寺寺寺寺のののの沢川沢川沢川沢川のののの水辺環水辺環水辺環水辺環

境境境境についてについてについてについて    

・・・・寺寺寺寺のののの沢川沢川沢川沢川のののの環境整備環境整備環境整備環境整備についてについてについてについて、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの経過経過経過経過とととと

町町町町としてのとしてのとしてのとしての評価評価評価評価はははは。。。。    

・・・・環境保全環境保全環境保全環境保全やややや景観景観景観景観からからからから見見見見たたたた今後今後今後今後のののの対策対策対策対策についてについてについてについて、、、、どどどど

のようにのようにのようにのように考考考考えているかえているかえているかえているか。。。。    

町町町町    長長長長    

猫猫猫猫・・・・犬犬犬犬によるによるによるによる被害被害被害被害

についてについてについてについて    

・・・・猫猫猫猫やややや犬犬犬犬のののの糞糞糞糞やややや鳴鳴鳴鳴きききき声声声声などによるなどによるなどによるなどによる、、、、町民町民町民町民へのへのへのへの被害被害被害被害のののの

実態実態実態実態はははは。。。。    

・・・・これまでのこれまでのこれまでのこれまでの行政行政行政行政としてとしてとしてとしてのののの対応対応対応対応とととと、、、、今後今後今後今後のののの対策対策対策対策につにつにつにつ

いていていていて。。。。    

町町町町    長長長長    

町立病院町立病院町立病院町立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    

・・・・町立病院町立病院町立病院町立病院のののの理念理念理念理念についてについてについてについて。。。。    

・・・・町民町民町民町民のののの苦情苦情苦情苦情としてどのようなものがありとしてどのようなものがありとしてどのようなものがありとしてどのようなものがあり、、、、どうどうどうどう処処処処

理理理理しているのかしているのかしているのかしているのか、、、、またまたまたまた、、、、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対応対応対応対応してしてしてして

いくのかいくのかいくのかいくのか。。。。    

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.     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２３２３２３２３年年年年    ３３３３月月月月１０１０１０１０日日日日    

    

            ３３３３    番番番番        福福福福    本本本本        誠誠誠誠    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    

農家農家農家農家へのへのへのへの支援施策支援施策支援施策支援施策

についてについてについてについて    

・・・・畜酪農家畜酪農家畜酪農家畜酪農家におけるにおけるにおけるにおける乳用牛乳用牛乳用牛乳用牛・・・・肉用牛肉用牛肉用牛肉用牛のののの個体保有個体保有個体保有個体保有のののの視視視視

点点点点からからからから乳用牛乳用牛乳用牛乳用牛及及及及びびびび肉用牛貸付事業肉用牛貸付事業肉用牛貸付事業肉用牛貸付事業のののの継続継続継続継続についについについについ

てどのようにてどのようにてどのようにてどのように考考考考えているかえているかえているかえているか。。。。    

町町町町    長長長長    

景観対策景観対策景観対策景観対策についてについてについてについて    

・・・・景観修景事業景観修景事業景観修景事業景観修景事業にににに係係係係わるわるわるわる廃屋撤去廃屋撤去廃屋撤去廃屋撤去のののの補助制度補助制度補助制度補助制度のののの拡充拡充拡充拡充

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。。。。    

・・・・農地農地農地農地・・・・水水水水・・・・環境保全向上対策事業環境保全向上対策事業環境保全向上対策事業環境保全向上対策事業についてについてについてについて平成平成平成平成２２２２

３３３３年年年年度度度度がががが最終年最終年最終年最終年となるとなるとなるとなるがががが、、、、今後今後今後今後のののの町行政町行政町行政町行政としてのとしてのとしてのとしての

考考考考ええええはははは。。。。    

町町町町    長長長長    

企業誘致企業誘致企業誘致企業誘致のののの町町町町のののの取取取取

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    

・・・・新新新新しいしいしいしい雇用雇用雇用雇用のののの場場場場をををを確保確保確保確保するするするする意意意意味味味味でででで、、、、企業誘致企業誘致企業誘致企業誘致がががが急急急急

務務務務とととと思思思思われますがわれますがわれますがわれますが、、、、用地確保等用地確保等用地確保等用地確保等についてについてについてについて考考考考えていえていえていえてい

るのかるのかるのかるのか。。。。    

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.     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２３２３２３２３年年年年    ３３３３月月月月１０１０１０１０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    

朱太公住入居者朱太公住入居者朱太公住入居者朱太公住入居者へへへへ

のののの安全対策安全対策安全対策安全対策はははは    

・・・・朱太団地朱太団地朱太団地朱太団地建建建建替替替替ええええ事業事業事業事業にあたりにあたりにあたりにあたり１１１１棟棟棟棟がががが完成完成完成完成しししし、、、、すですですですで

にににに入居入居入居入居しているがしているがしているがしているが、、、、火災時火災時火災時火災時のののの避難経路避難経路避難経路避難経路がががが限限限限られてられてられてられて

おりおりおりおり心配心配心配心配のののの声声声声がががが聞聞聞聞かれているためかれているためかれているためかれているため、、、、改善改善改善改善するべきするべきするべきするべき

ではないかではないかではないかではないか。。。。    

・・・・ユニバーサルデザインユニバーサルデザインユニバーサルデザインユニバーサルデザインによりによりによりにより設計設計設計設計されされされされているがているがているがているが、、、、

日本文化日本文化日本文化日本文化をををを大切大切大切大切にしたにしたにしたにした取組取組取組取組みもみもみもみも必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか。。。。

せめてせめてせめてせめて２２２２LDKLDKLDKLDKにはにはにはには畳畳畳畳のののの部屋部屋部屋部屋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。。。。    

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２３２３２３２３年年年年    ３３３３月月月月１０１０１０１０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    

ＴＰＰ（ＴＰＰ（ＴＰＰ（ＴＰＰ（環太平洋連環太平洋連環太平洋連環太平洋連

携協定携協定携協定携協定））））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    

    

・・・・各地各地各地各地ででででＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰについてのについてのについてのについての学習会学習会学習会学習会をはじめをはじめをはじめをはじめＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ反対反対反対反対

集会集会集会集会などおこなわれているなどおこなわれているなどおこなわれているなどおこなわれている。。。。黒松内町黒松内町黒松内町黒松内町においてもにおいてもにおいてもにおいても検検検検

討討討討できないかできないかできないかできないか。。。。    

・・・・黒松内町黒松内町黒松内町黒松内町におけにおけにおけにおけるるる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、（、（、（、（農業農業農業農業････酪農酪農酪農酪農をはじをはじをはじをはじ

めとするめとするめとするめと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））））    

町町町町    長長長長    

外国資本外国資本外国資本外国資本のののの土地土地土地土地････水水水水

資源買占資源買占資源買占資源買占めをめをめをめを防防防防ぐぐぐぐ

対策対策対策対策をををを    

・・・・近年後志管内近年後志管内近年後志管内近年後志管内においてもにおいてもにおいてもにおいてもオーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア・・・・中国中国中国中国なななな

どどどど外国資本外国資本外国資本外国資本によるによるによるによる土地土地土地土地・・・・水資源水資源水資源水資源などなどなどなど買買買買いいいい占占占占めめめめがおがおがおがお

こなわれているがこなわれているがこなわれているがこなわれているが、、、、本町本町本町本町におけるにおけるにおけるにおける対策対策対策対策をををを早急早急早急早急にににに検検検検

討討討討すべきとすべきとすべきとすべきと考考考考えるえるえるえる。。。。町町町町としてのとしてのとしてのとしての条例条例条例条例のののの作成作成作成作成をはじをはじをはじをはじ

めめめめ土地所有者土地所有者土地所有者土地所有者にににに対対対対するするするする説明説明説明説明などなどなどなど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

ないかないかないかないか。。。。    

町町町町    長長長長    

防災無線防災無線防災無線防災無線のののの放送放送放送放送にににに

ついてついてついてついて、、、、一定一定一定一定ののののルールールールー

ルルルルをををを作作作作るるるることにつことにつことにつことにつ

いていていていて    

・・・・防災無線防災無線防災無線防災無線のののの普及普及普及普及によりによりによりにより、、、、災害時災害時災害時災害時はもとよりはもとよりはもとよりはもとより町町町町のののの広報広報広報広報

活動活動活動活動もももも前進前進前進前進しているしているしているしている。。。。反面反面反面反面、、、、何何何何がががが放送放送放送放送されるされるされるされるのかそのかそのかそのかそ

のののの基準基準基準基準がががが不透不透不透不透明明明明ではないのではいかではないのではいかではないのではいかではないのではいか、、、、一定一定一定一定ののののルールルールルールルール

をつくるべきをつくるべきをつくるべきをつくるべきではないかではないかではないかではないか。。。。    

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    

    

    

    


