
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    ６６６６月月月月１６１６１６１６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    

東日本大震災支援東日本大震災支援東日本大震災支援東日本大震災支援

のののの取取取取りりりり組組組組みについみについみについみについ

てててて    

・・・・４４４４月下旬以降月下旬以降月下旬以降月下旬以降におけるにおけるにおけるにおける本町本町本町本町にににに対対対対するするするする要請等要請等要請等要請等はどのはどのはどのはどの

ようなものがあるのかようなものがあるのかようなものがあるのかようなものがあるのか、、、、またまたまたまた黒松内町独自黒松内町独自黒松内町独自黒松内町独自のののの支援支援支援支援

はははは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進進進進めていくのかめていくのかめていくのかめていくのか。。。。    

・・・・被災住民被災住民被災住民被災住民へのへのへのへの受受受受けけけけ入入入入れれれれ施設施設施設施設のののの利用状況利用状況利用状況利用状況はどのようはどのようはどのようはどのよう

になっているのかになっているのかになっているのかになっているのか。。。。    

・・・・震災震災震災震災によるによるによるによる物資不足物資不足物資不足物資不足などなどなどなど、、、、本町本町本町本町のののの土木建築業等土木建築業等土木建築業等土木建築業等へへへへ

のののの影響影響影響影響はどのようになっているのかはどのようになっているのかはどのようになっているのかはどのようになっているのか。。。。    

町町町町    長長長長    

狩猟者狩猟者狩猟者狩猟者のののの確保策確保策確保策確保策にににに

ついてついてついてついて    

・・・・エゾシカエゾシカエゾシカエゾシカをををを適適適適正頭数正頭数正頭数正頭数にににに管理管理管理管理するためするためするためするため、、、、本町本町本町本町ののののハンハンハンハン

ターターターターのののの育成育成育成育成がががが急務急務急務急務とととと思思思思われるがわれるがわれるがわれるが、、、、そのためのそのためのそのためのそのための増員増員増員増員

策策策策はははは。。。。    

・・・・狩猟者狩猟者狩猟者狩猟者にににに対対対対するするするする支援及支援及支援及支援及びびびび駆除等駆除等駆除等駆除等にににに要要要要するするするする費用費用費用費用のののの財財財財

政的支援政的支援政的支援政的支援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るのかえるのかえるのかえるのか。。。。    

・・・・エゾシカエゾシカエゾシカエゾシカはははは森森森森のののの幸幸幸幸といわれているがといわれているがといわれているがといわれているが、、、、人人人人・・・・森森森森・・・・シシシシ

カカカカのののの共生共生共生共生をををを考考考考えたえたえたえた時時時時、、、、捕獲捕獲捕獲捕獲したしたしたしたシカシカシカシカのののの肉等肉等肉等肉等のののの有効有効有効有効

活用活用活用活用はははは出来出来出来出来ないかないかないかないか。。。。    

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    

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    ６６６６月月月月１６１６１６１６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    

黒松内町移住黒松内町移住黒松内町移住黒松内町移住促進促進促進促進

事業事業事業事業についてについてについてについて    

・・・・新規就農者新規就農者新規就農者新規就農者もももも含含含含むむむむ町内移住促進事業町内移住促進事業町内移住促進事業町内移住促進事業のののの今後今後今後今後のののの取取取取りりりり

組組組組みについてどのようにみについてどのようにみについてどのようにみについてどのように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    

            

            

   

    

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    ６６６６月月月月１６１６１６１６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    

町営住宅町営住宅町営住宅町営住宅にににに入居入居入居入居すすすす

るるるる要件要件要件要件のののの中中中中でででで収入収入収入収入

超過者超過者超過者超過者にににに対対対対するするするする町町町町

のののの対応対応対応対応はははは    

・・・・現在現在現在現在、、、、町営住宅町営住宅町営住宅町営住宅にににに入居入居入居入居したいがしたいがしたいがしたいが（（（（特特特特にににに転勤族転勤族転勤族転勤族））））収収収収

入要件入要件入要件入要件のののの中中中中でででで高額所得者高額所得者高額所得者高額所得者はははは入居入居入居入居できずできずできずできず、、、、またまたまたまた、、、、現現現現

にににに入居入居入居入居しているしているしているしている方方方方についてもについてもについてもについても明明明明けけけけ渡渡渡渡しししし請求請求請求請求がさがさがさがさ

れるがれるがれるがれるが、、、、町町町町はどうはどうはどうはどう対応対応対応対応するのかするのかするのかするのか。。。。    

町町町町    長長長長    

トワトワトワトワ・・・・ヴェールヴェールヴェールヴェールⅡⅡⅡⅡ

をををを利用利用利用利用するするするする障害者障害者障害者障害者

がががが安心安心安心安心してしてしてして利用利用利用利用でででで

きるきるきるきる様改善様改善様改善様改善すべきすべきすべきすべき

ではではではでは    

・・・・トワトワトワトワ・・・・ヴェールヴェールヴェールヴェールⅡⅡⅡⅡをををを利用利用利用利用するするするする方方方方のののの中中中中にはにはにはには多多多多くのくのくのくの障障障障

害者害者害者害者のののの方方方方もおりますがもおりますがもおりますがもおりますが、、、、駐車場駐車場駐車場駐車場のののの専用専用専用専用スペーススペーススペーススペースのののの

幅幅幅幅がせまくがせまくがせまくがせまく利用利用利用利用しづらいしづらいしづらいしづらい。。。。中中中中にににに入入入入ったらったらったらったら、、、、混雑混雑混雑混雑しししし

ているているているている時時時時はははは車車車車イスイスイスイスがががが通通通通りづらくりづらくりづらくりづらく、、、、またまたまたまた、、、、軽食軽食軽食軽食コーコーコーコー

ナーナーナーナーもももも丸丸丸丸テーブルテーブルテーブルテーブルのためのためのためのため車車車車イスイスイスイスのののの方方方方がががが利用利用利用利用できできできでき

ないのでないのでないのでないので改善改善改善改善してほしいしてほしいしてほしいしてほしい等等等等のののの要望要望要望要望がががが町内外町内外町内外町内外のののの利利利利

用者用者用者用者からあるがからあるがからあるがからあるが改善改善改善改善できないものかできないものかできないものかできないものか。。。。    

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２３２３２３２３年年年年    ６６６６月月月月１６１６１６１６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    

災害対策災害対策災害対策災害対策についてについてについてについて    

・・・・今回防災備品購入予算今回防災備品購入予算今回防災備品購入予算今回防災備品購入予算がががが計上計上計上計上されたがされたがされたがされたが、、、、今今今今までのまでのまでのまでの

備蓄備蓄備蓄備蓄のののの状況状況状況状況とととと、、、、災害災害災害災害にににに対対対対するするするする備蓄備蓄備蓄備蓄をををを増増増増やすやすやすやす必要必要必要必要がががが

あるとあるとあるとある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購入計画購入計画購入計画購入計画についてについてについてについて    

町町町町    長長長長    

就学援助制度就学援助制度就学援助制度就学援助制度につにつにつにつ

いていていていて    

・・・・申請方法申請方法申請方法申請方法とととと、、、、制度制度制度制度のののの周知周知周知周知はどのようにされているはどのようにされているはどのようにされているはどのようにされている

のかのかのかのか。。。。    

・・・・適用基準適用基準適用基準適用基準とととと、、、、近年近年近年近年のののの実績実績実績実績のののの推移推移推移推移についてについてについてについて    

・・・・支給項目支給項目支給項目支給項目ににににＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ会費会費会費会費、、、、クラブクラブクラブクラブ会費会費会費会費、、、、生徒会費生徒会費生徒会費生徒会費をををを

加加加加えることがえることがえることがえることが認認認認められているかめられているかめられているかめられているか。。。。またまたまたまた、、、、実施実施実施実施につにつにつにつ

いてはどうかいてはどうかいてはどうかいてはどうか。。。。    

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２３２３２３２３年年年年    ６６６６月月月月１６１６１６１６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    

廃屋廃屋廃屋廃屋のののの処理処理処理処理についについについについ

てててて    

・・・・ボランティアボランティアボランティアボランティアのののの協力協力協力協力をををを募募募募ってってってって処理処理処理処理をををを速速速速めてはどうめてはどうめてはどうめてはどう

かかかか。。。。    
町町町町    長長長長    

町町町町のののの財政財政財政財政についてについてについてについて    ・・・・地方債地方債地方債地方債をををを減減減減らすらすらすらす町政町政町政町政へへへへ転換転換転換転換をををを（（（（基金基金基金基金をををを増増増増すことすことすことすこと）。）。）。）。    
町町町町    長長長長    

    

公害防止協定公害防止協定公害防止協定公害防止協定につにつにつにつ

いていていていて    

・・・・５５５５年前年前年前年前とととと内容内容内容内容のののの改善改善改善改善があったのかがあったのかがあったのかがあったのか。。。。    

・・・・今後今後今後今後はどのようになるのかはどのようになるのかはどのようになるのかはどのようになるのか。。。。    
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. 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    ６６６６月月月月１６１６１６１６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    

住宅住宅住宅住宅リフォームリフォームリフォームリフォーム助助助助

成事業成事業成事業成事業についてについてについてについて    

・・・・個人住宅個人住宅個人住宅個人住宅のののの修繕修繕修繕修繕・・・・内装改修内装改修内装改修内装改修などをなどをなどをなどを町内業者町内業者町内業者町内業者をををを中心中心中心中心

としてとしてとしてとしてリフォームリフォームリフォームリフォームすることによりまちのすることによりまちのすることによりまちのすることによりまちの活性化活性化活性化活性化

をはかるをはかるをはかるをはかる事業事業事業事業のののの創設創設創設創設についてについてについてについて    

町町町町    長長長長    

黒松内小学校黒松内小学校黒松内小学校黒松内小学校グラグラグラグラ

ンドンドンドンドののののトイレトイレトイレトイレ改修改修改修改修

についてについてについてについて    

・・・・運動会運動会運動会運動会などでなどでなどでなどで利用利用利用利用するにあたりするにあたりするにあたりするにあたり、、、、汚汚汚汚いいいい、、、、壊壊壊壊れていれていれていれてい

るなどるなどるなどるなど苦情苦情苦情苦情がががが寄寄寄寄せられていますせられていますせられていますせられています。。。。改修計画改修計画改修計画改修計画はあるはあるはあるはある

のかのかのかのか。。。。    

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    


