
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１２１２１２１２月月月月１５１５１５１５日日日日    

 

   ３３３３    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    

老朽化老朽化老朽化老朽化したしたしたした役場本役場本役場本役場本

庁舎庁舎庁舎庁舎にににに防災無線親防災無線親防災無線親防災無線親

局局局局をををを設置設置設置設置してあるしてあるしてあるしてある

がががが、、、、今後今後今後今後のののの計画計画計画計画はははは    

・・・・老朽化老朽化老朽化老朽化がががが進進進進むむむむ役場役場役場役場本庁舎内本庁舎内本庁舎内本庁舎内にににに防災無線防災無線防災無線防災無線親局親局親局親局をををを設置設置設置設置

してあるがしてあるがしてあるがしてあるが、、、、直下型地震直下型地震直下型地震直下型地震などがなどがなどがなどが発生発生発生発生したしたしたした場合場合場合場合、、、、倒倒倒倒

壊壊壊壊のおそれがあるためのおそれがあるためのおそれがあるためのおそれがあるため、、、、防災対策上問題防災対策上問題防災対策上問題防災対策上問題があるとがあるとがあるとがあると

思思思思われるがわれるがわれるがわれるが、、、、どのようにどのようにどのように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    

朱太川水系朱太川水系朱太川水系朱太川水系ののののアユアユアユアユ

資源資源資源資源のののの保全保全保全保全についについについについ

てててて    

・・・・天然天然天然天然アユアユアユアユがががが 8888 割割割割をををを占占占占めているめているめているめている現状現状現状現状とととと、、、、放流事業放流事業放流事業放流事業のののの

今後今後今後今後のののの対応対応対応対応はははは。。。。    

・・・・河川改修工事等河川改修工事等河川改修工事等河川改修工事等にににに関関関関わるわるわるわる対策対策対策対策はどのようにすすめはどのようにすすめはどのようにすすめはどのようにすすめ

られるかられるかられるかられるか。。。。    

・・・・天然天然天然天然アユアユアユアユをををを活用活用活用活用したしたしたした地域地域地域地域づくりづくりづくりづくり、、、、組織組織組織組織づくりづくりづくりづくり等等等等のののの

提言提言提言提言をををを受受受受けましたがけましたがけましたがけましたが今後今後今後今後のののの計画計画計画計画はははは。。。。    

・・・・今後今後今後今後もももも今回今回今回今回のようなのようなのようなのような生息状況調査生息状況調査生息状況調査生息状況調査のののの予定予定予定予定はあるはあるはあるはあるのののの

かかかか。。。。    

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１２１２１２１２月月月月１５１５１５１５日日日日    

 

  ７７７７    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    

雇用対策雇用対策雇用対策雇用対策としてのとしてのとしてのとしての

人材派遣制度人材派遣制度人材派遣制度人材派遣制度につにつにつにつ

いていていていて    

・・・・各農家各農家各農家各農家ではではではでは、、、、農作業農作業農作業農作業をするをするをするをする中中中中でででで、、、、人手不足人手不足人手不足人手不足がががが深刻深刻深刻深刻

なななな問題問題問題問題であるがであるがであるがであるが、、、、組織化組織化組織化組織化などになどになどになどにしたしたしたした人材派遣人材派遣人材派遣人材派遣なななな

どもどもどもども含含含含めためためためた支援対策支援対策支援対策支援対策についてのについてのについてのについての考考考考ええええ方方方方はははは。。。。    

・・・・高齢化高齢化高齢化高齢化によりによりによりにより老人世帯老人世帯老人世帯老人世帯がますますがますますがますますがますます増増増増えるえるえるえる状況状況状況状況にあにあにあにあ

りりりり、、、、現行現行現行現行のののの福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービスではではではでは対応対応対応対応しきれなくなしきれなくなしきれなくなしきれなくな

るとるとるとると思思思思うがうがうがうが、、、、冬場冬場冬場冬場のののの雇用対策雇用対策雇用対策雇用対策としてもとしてもとしてもとしても除雪除雪除雪除雪へのへのへのへの

人材派遣人材派遣人材派遣人材派遣としてもとしてもとしてもとしても活用活用活用活用していけるとしていけるとしていけるとしていけると思思思思うがうがうがうが、、、、町町町町

長長長長のののの考考考考えはえはえはえは。。。。    

町町町町    長長長長    

農業振興対策農業振興対策農業振興対策農業振興対策につにつにつにつ

いていていていて    

・・・・高齢化高齢化高齢化高齢化によるによるによるによる離農離農離農離農などなどなどなど本町農業本町農業本町農業本町農業のののの衰退衰退衰退衰退、、、、離農跡地離農跡地離農跡地離農跡地

のののの荒廃荒廃荒廃荒廃がががが考考考考えられるがえられるがえられるがえられるが、、、、農業農業農業農業をををを守守守守るためにもるためにもるためにもるためにも法法法法

人化人化人化人化などによるなどによるなどによるなどによる農業経営農業経営農業経営農業経営がががが必要必要必要必要になるとになるとになるとになると思思思思われわれわれわれ

るがるがるがるが、、、、町長町長町長町長のののの考考考考えはえはえはえは。。。。    

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.     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１２１２１２１２月月月月１５１５１５１５日日日日    

 

  １１１１    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    

新幹線問題新幹線問題新幹線問題新幹線問題についについについについ

てててて    

・・・・町長町長町長町長はははは、、、、町民町民町民町民のののの同意同意同意同意もなくもなくもなくもなく並行在来線経営分離並行在来線経営分離並行在来線経営分離並行在来線経営分離のののの

同意同意同意同意をををを決決決決めたがめたがめたがめたが、、、、町民町民町民町民にににに対対対対するするするする説明会説明会説明会説明会をををを開催開催開催開催するするするする

予定予定予定予定はははは。。。。    

・・・・トンネルトンネルトンネルトンネル掘削残土掘削残土掘削残土掘削残土のののの捨捨捨捨てててて場場場場のののの見通見通見通見通しはしはしはしは。。。。    

町町町町    長長長長    

原発問題原発問題原発問題原発問題についてについてについてについて    

・・・・ＵＰＺＵＰＺＵＰＺＵＰＺのののの対象対象対象対象はははは１３１３１３１３町村町村町村町村でありでありでありであり、、、、本町本町本町本町はははは対象外対象外対象外対象外とととと

なったがなったがなったがなったが、、、、今後今後今後今後のののの対応対応対応対応とととと町防災計画町防災計画町防災計画町防災計画のののの見通見通見通見通しにつしにつしにつしにつ

いていていていて町長町長町長町長のののの考考考考えはえはえはえは。。。。    

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    

・・・・原発原発原発原発とととと放射線教育放射線教育放射線教育放射線教育がががが来春来春来春来春からからからから中学理科中学理科中学理科中学理科でででで始始始始まるまるまるまる

がががが、、、、本町本町本町本町としてのとしてのとしてのとしての取取取取りりりり組組組組みはどのみはどのみはどのみはどの様様様様になっているになっているになっているになっている

のかのかのかのか、、、、教育長教育長教育長教育長のののの考考考考えはえはえはえは。。。。    

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.     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１２１２１２１２月月月月１５１５１５１５日日日日    

 

  ２２２２    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    

買買買買いいいい物支援物支援物支援物支援についについについについ

てててて    

・・・・高齢者高齢者高齢者高齢者からからからから衣類衣類衣類衣類をををを町外町外町外町外でででで買買買買いたいがいたいがいたいがいたいが、、、、出出出出かけるかけるかけるかける時時時時

にににに一緒一緒一緒一緒にににに連連連連れてれてれてれて行行行行ってほしいとのってほしいとのってほしいとのってほしいとの話話話話がありがありがありがあり、、、、町町町町でででで

のののの、、、、買買買買いいいい物支援物支援物支援物支援のののの状況状況状況状況はははは。。。。    

町町町町    長長長長    

国保病院国保病院国保病院国保病院のののの経営状経営状経営状経営状

況況況況についてについてについてについて    

・・・・赤字幅赤字幅赤字幅赤字幅がががが増大増大増大増大したしたしたした原因原因原因原因はははは。。。。    

・・・・改善改善改善改善のののの見込見込見込見込みはみはみはみは。。。。    

・・・・今後今後今後今後のののの対対対対策策策策はははは。。。。    

・・・・抜本的抜本的抜本的抜本的にににに体制体制体制体制をををを変変変変えるえるえるえる時期時期時期時期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    



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１２１２１２１２月月月月１５１５１５１５日日日日    

 

  ５５５５    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    

本町本町本町本町でのでのでのでの節電対策節電対策節電対策節電対策

についてについてについてについて    

・・・・公共施設公共施設公共施設公共施設のののの節電対策節電対策節電対策節電対策としてとしてとしてとしてＬＥＤＬＥＤＬＥＤＬＥＤ化化化化をををを考考考考えてはえてはえてはえては。。。。    

・・・・町内会町内会町内会町内会でのでのでのでの防犯灯防犯灯防犯灯防犯灯、、、、街灯街灯街灯街灯もももも、、、、町町町町のののの予算予算予算予算ででででＬＥＤＬＥＤＬＥＤＬＥＤにににに

取取取取りりりり替替替替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.     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１２１２１２１２月月月月１５１５１５１５日日日日    

 

  ８８８８    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    

ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ対策対策対策対策のののの一助一助一助一助

としてとしてとしてとして足腰足腰足腰足腰のののの強強強強いいいい

農業振興策農業振興策農業振興策農業振興策をををを    

・・・・小規模土地改良補助事業小規模土地改良補助事業小規模土地改良補助事業小規模土地改良補助事業をををを継続継続継続継続してはどうかしてはどうかしてはどうかしてはどうか。。。。まままま

たたたた、、、、受益者負担受益者負担受益者負担受益者負担をををを緩和緩和緩和緩和してはどうかしてはどうかしてはどうかしてはどうか。。。。    

・・・・モチモチモチモチ米米米米ややややビートビートビートビート、、、、大根大根大根大根などのなどのなどのなどの各各各各生産生産生産生産組合組合組合組合のののの支援支援支援支援強強強強

化化化化やややや、、、、機械機械機械機械のののの利用利用利用利用組合組合組合組合のののの支援支援支援支援強化強化強化強化でででで、、、、農家農家農家農家ののののコスコスコスコス

トトトト低減策低減策低減策低減策をはかるべきをはかるべきをはかるべきをはかるべきではではではでは。。。。    

・・・・期間的労働力期間的労働力期間的労働力期間的労働力のののの不足不足不足不足をををを補補補補うううう、、、、総合総合総合総合ヘルパーヘルパーヘルパーヘルパー制度制度制度制度なななな

どのどのどのどの支援策支援策支援策支援策のののの検討状況検討状況検討状況検討状況はははは。。。。    

町町町町    長長長長    

在宅介護支援在宅介護支援在宅介護支援在宅介護支援につにつにつにつ

いていていていて    

・・・・在宅介護在宅介護在宅介護在宅介護するするするする家族家族家族家族へのへのへのへの負担軽負担軽負担軽負担軽減減減減としてとしてとしてとして、、、、ファミリファミリファミリファミリ

ーサポートーサポートーサポートーサポートやややや施設施設施設施設へのへのへのへの優先入居優先入居優先入居優先入居をををを図図図図るべきるべきるべきるべきではではではでは。。。。    

・・・・介護者介護者介護者介護者がががが留守中留守中留守中留守中のののの緊急緊急緊急緊急対応対応対応対応へのへのへのへの考考考考ええええ方方方方はははは。。。。    

・・・・老老介護者老老介護者老老介護者老老介護者やややや独居老人独居老人独居老人独居老人へのへのへのへの見守見守見守見守りりりり隊隊隊隊とととと民生委員民生委員民生委員民生委員のののの

増員増員増員増員。。。。    

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１２１２１２１２月月月月１５１５１５１５日日日日    

 

   ６６６６    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    

赤井川赤井川赤井川赤井川食農食農食農食農教育教育教育教育フフフフ

ァームァームァームァーム構想構想構想構想についについについについ

てててて    

・・・・赤井川地域赤井川地域赤井川地域赤井川地域のののの今後今後今後今後のののの展開展開展開展開についてについてについてについて。。。。    

・・・・オーガニックオーガニックオーガニックオーガニック農業農業農業農業などなどなどなど具体的具体的具体的具体的なななな展望展望展望展望とととと促進事業促進事業促進事業促進事業なななな

どどどど検討検討検討検討ししししているのかているのかているのかているのか。。。。    

・・・・担担担担いいいい手手手手づくりのづくりのづくりのづくりの手立手立手立手立てについててについててについててについて。。。。    

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のののの改改改改

修事業修事業修事業修事業のののの進捗進捗進捗進捗につにつにつにつ

いていていていて    

・・・・着工着工着工着工についてのについてのについてのについての進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況についてについてについてについて。。。。耐震性耐震性耐震性耐震性にににに問題問題問題問題

があるのでがあるのでがあるのでがあるので、、、、早期早期早期早期にににに着工着工着工着工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、、、、補助補助補助補助

金等金等金等金等のめどはどのようにのめどはどのようにのめどはどのようにのめどはどのように進進進進んでいるのかんでいるのかんでいるのかんでいるのか。。。。    

教育教育教育教育長長長長    

北海道新幹線札幌北海道新幹線札幌北海道新幹線札幌北海道新幹線札幌

延伸延伸延伸延伸とととと並行並行並行並行在来線在来線在来線在来線

についてのについてのについてのについての考考考考ええええ方方方方

はははは    

・・・・新幹線札幌延伸新幹線札幌延伸新幹線札幌延伸新幹線札幌延伸によるによるによるによる並行在来線並行在来線並行在来線並行在来線へのへのへのへの影響影響影響影響にににに対対対対すすすす

るるるる町長町長町長町長のののの考考考考ええええ等等等等についてについてについてについて。。。。    

・・・・着工着工着工着工５５５５条件条件条件条件（（（（同意同意同意同意））））についてについてについてについて、、、、町長判断町長判断町長判断町長判断だけでだけでだけでだけで道道道道

にににに同意同意同意同意するとしたがするとしたがするとしたがするとしたが、、、、議会議会議会議会とととと町民不在町民不在町民不在町民不在のののの判断判断判断判断ではではではでは

ないかないかないかないか。。。。そのそのそのその理由理由理由理由についてについてについてについて。。。。    

・・・・トンネルトンネルトンネルトンネル残土残土残土残土のののの捨場捨場捨場捨場をををを町外町外町外町外にするこにするこにするこにすることについてとについてとについてとについて。。。。    

・・・・そもそもそもそもそもそもそもそも、、、、新幹線延伸新幹線延伸新幹線延伸新幹線延伸によるによるによるによる経済効果経済効果経済効果経済効果はははは見込見込見込見込まれまれまれまれ

るのかるのかるのかるのか。。。。延伸延伸延伸延伸によるによるによるによる空港空港空港空港などへのなどへのなどへのなどへの影響影響影響影響はははは無無無無いのいのいのいの

かかかか。。。。    

・・・・３３３３．．．．１１１１１１１１のののの震災復興財源震災復興財源震災復興財源震災復興財源もももも厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況のののの中中中中でででで町長町長町長町長

自自自自らららら、、、、延伸延伸延伸延伸のののの延期延期延期延期をををを道道道道にににに提言提言提言提言すべきではないのすべきではないのすべきではないのすべきではないの

かかかか。。。。    

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    


