
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２４２４２４２４年年年年    ２２２２月月月月２７２７２７２７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    

国保病院国保病院国保病院国保病院のののの診療診療診療診療

体制体制体制体制についてについてについてについて    

・・・・医師医師医師医師３３３３名体制名体制名体制名体制になることによるになることによるになることによるになることによる４４４４月以降月以降月以降月以降のののの経営改経営改経営改経営改

善善善善のののの見込見込見込見込みをどのようにみをどのようにみをどのようにみを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。。。。    

・・・・国保病院国保病院国保病院国保病院にににに対対対対するするするする町民町民町民町民のののの求求求求めているめているめているめている病院像病院像病院像病院像についについについについ

てててて、、、、意識調査意識調査意識調査意識調査をするをするをするをする必要必要必要必要があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか。。。。    

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.     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２４２４２４２４年年年年    ３３３３月月月月    ８８８８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    

町内町内町内町内にににに点在点在点在点在するするするする廃廃廃廃

屋屋屋屋のののの撤去撤去撤去撤去についてについてについてについて    

・・・・廃屋撤去廃屋撤去廃屋撤去廃屋撤去がなかなかがなかなかがなかなかがなかなか進進進進んでいないんでいないんでいないんでいない状況状況状況状況にあるとにあるとにあるとにあると思思思思

うがうがうがうが、、、、思思思思いいいい切切切切ったったったった助成制度助成制度助成制度助成制度をををを創設創設創設創設すべきではないすべきではないすべきではないすべきではない

かかかか。。。。    

・・・・このこのこのこの冬冬冬冬におけるにおけるにおけるにおける豪雪豪雪豪雪豪雪などによりなどによりなどによりなどにより倒壊倒壊倒壊倒壊してしまったしてしまったしてしまったしてしまった

建物建物建物建物がががが町内町内町内町内にににに多多多多くくくく見見見見られるがられるがられるがられるが、、、、これらのこれらのこれらのこれらの建物建物建物建物につにつにつにつ

いていていていて景観政策上景観政策上景観政策上景観政策上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    

赤井川食農教育赤井川食農教育赤井川食農教育赤井川食農教育フフフフ

ァームァームァームァーム構想構想構想構想におけにおけにおけにおけ

るるるる放牧酪農放牧酪農放牧酪農放牧酪農についについについについ

てててて    

・・・・放牧酪農実習農場整備計画放牧酪農実習農場整備計画放牧酪農実習農場整備計画放牧酪農実習農場整備計画にににに基基基基づくづくづくづく取取取取りりりり組組組組みにつみにつみにつみにつ

いていていていて    

・・・・既存農家既存農家既存農家既存農家とのとのとのとの関係関係関係関係をどのようにをどのようにをどのようにを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２４２４２４２４年年年年    ３３３３月月月月    ８８８８日日日日    

 

  ４４４４     番番番番            忠忠忠忠    鉢鉢鉢鉢    廣廣廣廣    喜喜喜喜        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    

スポーツセンタースポーツセンタースポーツセンタースポーツセンター

（（（（体育館体育館体育館体育館・・・・武道館武道館武道館武道館））））

のののの今後今後今後今後のありのありのありのあり方方方方にににに

ついてついてついてついて    

現在現在現在現在、、、、本町本町本町本町ののののスポーツセンタースポーツセンタースポーツセンタースポーツセンター（（（（体育館体育館体育館体育館３６３６３６３６年経年経年経年経

過過過過・・・・武道館武道館武道館武道館２６２６２６２６年経過年経過年経過年経過））））はははは、、、、老朽化老朽化老朽化老朽化にににに伴伴伴伴いいいい、、、、今後修今後修今後修今後修

繕等繕等繕等繕等にかなりにかなりにかなりにかなり経費経費経費経費がががが費費費費やされるとやされるとやされるとやされると推測推測推測推測されますされますされますされます。。。。まままま

たたたた、、、、人口人口人口人口のののの減減減減によりによりによりにより利用者利用者利用者利用者のののの減少等減少等減少等減少等がががが考考考考えられるえられるえられるえられる中中中中

でででで、、、、どのようなどのようなどのようなどのようなスポーツセンタースポーツセンタースポーツセンタースポーツセンター建設建設建設建設をををを予定予定予定予定していしていしていしてい

るのかるのかるのかるのか。。。。    

    教育長教育長教育長教育長    

有害鳥獣有害鳥獣有害鳥獣有害鳥獣のののの有効活有効活有効活有効活

用用用用についてについてについてについて    

執行方針執行方針執行方針執行方針でででで、、、、有害鳥獣処理施設有害鳥獣処理施設有害鳥獣処理施設有害鳥獣処理施設をををを今年度取得予定今年度取得予定今年度取得予定今年度取得予定のののの

小樽開発建設部小樽開発建設部小樽開発建設部小樽開発建設部のののの宿舎宿舎宿舎宿舎にににに付随付随付随付随するするするする倉庫倉庫倉庫倉庫をををを改修改修改修改修しししし、、、、鳥鳥鳥鳥

獣処理施設獣処理施設獣処理施設獣処理施設としてとしてとしてとして活用活用活用活用するとあるがするとあるがするとあるがするとあるが、、、、肉等肉等肉等肉等をををを有効活有効活有効活有効活

用出来用出来用出来用出来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.     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２４２４２４２４年年年年    ２２２２月月月月２７２７２７２７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    

赤井川食農教育赤井川食農教育赤井川食農教育赤井川食農教育フフフフ

ァームァームァームァーム構想構想構想構想のののの進捗進捗進捗進捗

にににに対対対対するするするする取取取取りりりり組組組組みみみみ

とととと諸対策諸対策諸対策諸対策についてについてについてについて    

・ 地域住民地域住民地域住民地域住民やややや町民町民町民町民へのへのへのへの説明会説明会説明会説明会はははは充分充分充分充分であるかであるかであるかであるか。。。。    

・ 事業推進事業推進事業推進事業推進にあたりにあたりにあたりにあたり実践協力者実践協力者実践協力者実践協力者はははは万全万全万全万全であるかであるかであるかであるか。。。。    

・ 他農業地帯他農業地帯他農業地帯他農業地帯へのへのへのへの波及効果波及効果波及効果波及効果のののの見通見通見通見通しはしはしはしは。。。。    

・ 事業構想実施事業構想実施事業構想実施事業構想実施のののの財源財源財源財源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    

            

    
    

    
    

   

    

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２４２４２４２４年年年年    ３３３３月月月月    ８８８８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    

第第第第５５５５期介護保険料期介護保険料期介護保険料期介護保険料

とととと介護保険事業介護保険事業介護保険事業介護保険事業のののの

見込見込見込見込みについてみについてみについてみについて    

・・・・介護保険料介護保険料介護保険料介護保険料のののの引引引引きききき上上上上げをげをげをげを行行行行なわないためのなわないためのなわないためのなわないための手立手立手立手立てにてにてにてに

ついてついてついてついて    

・・・・事業全体事業全体事業全体事業全体のののの計画計画計画計画についてについてについてについて（（（（２４２４２４２４年度年度年度年度からからからから２６２６２６２６年度年度年度年度））））    

    町町町町    長長長長    

防災防災防災防災センターセンターセンターセンター整備整備整備整備

事業事業事業事業のののの概要概要概要概要についについについについ

てててて    

・・・・緊急時緊急時緊急時緊急時のののの連携連携連携連携などからなどからなどからなどから、、、、場所場所場所場所をどこにするのをどこにするのをどこにするのをどこにするの

かかかか。。。。    

・・・・役場役場役場役場、、、、消防消防消防消防、、、、病院病院病院病院などとのなどとのなどとのなどとの連携連携連携連携についてについてについてについて。。。。    

・・・・防災防災防災防災センターセンターセンターセンターのののの概要概要概要概要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.     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２４２４２４２４年年年年    ３３３３月月月月    ８８８８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    

南北海道生物多様南北海道生物多様南北海道生物多様南北海道生物多様

性性性性センターセンターセンターセンター設置設置設置設置にににに

あたりあたりあたりあたり    

・・・・ブナセンターブナセンターブナセンターブナセンターにににに併設併設併設併設することがすることがすることがすることが理想理想理想理想とととと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、

なぜなぜなぜなぜ、、、、開発宿舎開発宿舎開発宿舎開発宿舎となとなとなとなったのかったのかったのかったのか。。。。    
    町町町町    長長長長    

国保病院経営国保病院経営国保病院経営国保病院経営にあにあにあにあ

たりたりたりたり    

・ 経営赤字経営赤字経営赤字経営赤字がががが２２２２億円以上続億円以上続億円以上続億円以上続いているがいているがいているがいているが、、、、赤字幅赤字幅赤字幅赤字幅をををを

縮小縮小縮小縮小してしてしてして１１１１億円以内億円以内億円以内億円以内へへへへ改善可能改善可能改善可能改善可能かかかか、、、、またまたまたまた、、、、いついついついつ

になるのかになるのかになるのかになるのか。。。。    

・ １０１０１０１０年間年間年間年間ののののシミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーションをををを作成作成作成作成しししし、、、、責任感責任感責任感責任感

あるあるあるある経営経営経営経営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    

赤井川食農赤井川食農赤井川食農赤井川食農ファーファーファーファー

ムムムム構想構想構想構想ののの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    

・ 放牧酪農放牧酪農放牧酪農放牧酪農のののの経営主体経営主体経営主体経営主体はははは誰誰誰誰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、、、、まままま

たたたた進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況はどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのか。。。。    

・ ワインワインワインワイン用用用用ブドウブドウブドウブドウ栽培栽培栽培栽培についてについてについてについて、、、、気候面気候面気候面気候面でででで不適地不適地不適地不適地

とととと考考考考えるがえるがえるがえるが。。。。    

・ 赤井川地区農業者赤井川地区農業者赤井川地区農業者赤井川地区農業者はははは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法農法農法農法にににに賛同賛同賛同賛同しししし

たのかたのかたのかたのか。。。。    

・ ファームレストランファームレストランファームレストランファームレストランのののの支援支援支援支援はははは多額多額多額多額すぎないかすぎないかすぎないかすぎないか。。。。    

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    


