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新規就農で始められためん羊飼育

●第３回定例会

専決処分
平成26年度各会計補正予算・条例改正など
平成27年度各会計補正予算・財産の無償譲渡など
〈一般質問〉
がん対策の推進を/林業振興対策の充実を
子育てファミリーサポートの設置は
トマム地区の振興を
黒毛和種経営安定化事業の継続を
外国人への窓口対応は
民間賃貸住宅の落雪防止対策を

̲ﾐiz
＿
＼･

平成27年第３回定例会は︑６月18日・19日の２日間開催されました︒条例の一部改正や
各会計補正予算︑財産の減額譲渡などの審議が行われました︒最終日には４件の追加議案

70万円
後期高齢者（第４号）繰越明許費

一般会計（第11号）
6860万円減
総額28億5380万円⇒2ワ億8520万円

︵傍聴 18日Ｉ人 19日Ｏ人︶

国民健康保険（第６号）
440万円増
総額１億5200万円⇒１億5640万円
・占冠村税条例の一部改正
軽自動車税の税率特例の
適用に伴うものです︒

条例の一部改正等

介護保険(第４号)繰越明許費

・占冠村国民健康保検税条
例の一部改正
課税限度額の引き上げ及

480万円減
0 1 0万円

簡易水道（第４号）
92万円増
総額２億1680万円⇒２億1ﾜﾜ2万円

50万円減

170万円減

後期高齢者（第５号）
総額16ﾜ○万円⇒1620万円
歯科診療所（第１号）
総額2290万円⇒2120万円

﹁乳がん検診﹂を無料で受

・占冠村保健事業検診受診
料徴収条例の一部改正
﹁子宮順がん検診﹂及び

条例の一部改正等

び軽減措置の変更に伴うも
のです︒

介護保険（第５号）
総額１億1490万円⇒１億1

129万９千円

が提出され︑すべて原案どおり可決しました︒一般質問では７議員が政策論議を展開しま

歳入・歳出の確定による
補正予算や地域活性化・地
域住民生活等緊急支援交付
金等にかかる繰越明許費の

平成26年度補正予算

︿専決処分の承認﹀

ら｀゜[E]￣1･e

確定によるものです︒

診できるクーポン券発行対

象年齢を追加するもので

す︒

﹇贋
擬﹈
−
問 子宮顕がん・乳がん・大腸

がん検診のクーポン発行総数と

未受診者の数は︒︵木村議員︶

ま子宮顕が

受診者は72人︑クーポン発行数

が40校で利用者は１校︑乳がん

受診者は78人︑クーポン発行数

が51校で利用者は５校︑大腸が

ん受診者は１２２人︑クーポン

発行数が84校で利用者は12校で

す︒

遊休施設として所有していた

産業振興住宅︵上トマム・旧上

空︶を減額譲渡するものです︒

石狩市︵有︶雅

従業員宿舎

︵株︶アイデアワークス

譲渡先 東京都羽村市

・Ｃ棟︑Ｄ棟

目 的

譲渡先

従業員宿舎

・Ｅ棟

目 的

﹇贋 擬﹈
−
問 この住宅周辺の現況と譲渡

先について︒︵山本議員︶

−２−

550万円減
村立診療所（第２号）
総額9300万円⇒8ﾜ50万円

100万円
国民健康保険(第５号)繰越明許費

した︒

1218万8千円
164万8千円
134万8千円
336万円
1234万8千円
・総務費
・民生費
・衛生費
・農林業費
・商工費

3088万７千円
一般会計(第10号)繰越明許費
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第３回定例会

柿良ﾘｿ;‑ト艦誹
民事霞停串立て

﹁母李灘募課㈲﹂ 村が所有して

ト施設︵土地・建物等︶を買い

に基づき︑相手方に村有リゾー

してから改修を進めるための委

ものに対して耐力度調査を実施

問 介護保険特別会計でライセ

ンス使用の内容は︒︵木村議

︻特別会計︼

内容は︒︵木村議員︶

問 村営住宅耐力度調査委託の

いている施設は事故等がない

著浴課長﹂村営住宅長寿分化計

民一男眼停−の申立﹁て

よう管理し︑星野リゾートが

員︶

るよう要請しています︒譲渡

取ることの調停を中し立てるも

平成20年に締結された合意書

先の会社概要は不動産売買︑

所有している施設は︑売却す

賃貸︑管理︑労働者派遺業を

樹液採取事業の内容は︒︵山本

のです︒

議員︶

取した樹液をメープルシロップ

﹇囲淵凛凛﹈イタヤカエデから採

申立人 占冠村長 中村 博

問 イタヤカエデ資源調査及び

託業務です︒

しており︑トマムリゾートの
フォーレスタ・モールで営業
しています︒

トマム

相手方 ︵株︶星野リゾート︒

代表取締役星野往路

す︒

取り込むための使用許可費で

﹇座席 1長﹈介護保険システムの
1
介護給付費における単位数表を

画に伴い︑耐用年数を経過した

一

国民健康保険（第１号）380万円増
総額１億4690万円⇒１億50ﾜO万円
・一般管理費の増など
村立診療所（第１号） ３３０万円増
総額9000万円⇒9330万円
・一般管理費の増など
公共下水道（第１号） １５０万円増
総額１億1280万円⇒１億1430万円
・下水道計画認可変更委託業務の増など
介護保険（第１号）
10万円増
総額１億1110万円⇒１億1120万円
・負担金の増など

１．

としてブランド化をするため︑

教育委員会から引き継ぎ︑今後

・簡易製材機購入費の増など

．︲＝ ＝ Ξ

擬﹈

３年間事業を継続し雇用の剔出

﹇贋

問 村が求めている情報開示の

にも取り組みます︒

−３−

−
内容は︒︵木村議員︶
﹇冲贈㈲長﹈星野リゾート・トマ
ムの決算が分かる資料と開発計
画等です︒

平成27年度補正予算
回回
︻一般会計︼
問 簡易製材機の購大目的と維
持管理について︒︵木村議員︶
１薪だけで
なく製材も供給できるようにす
るためで︑購人後は無償貸与を

総額24億ﾜ１００万円⇒24億９３２０万円

●平成27年度上トマム地区
ポンプ場築造工事
金 額 ７１２８万円
契約先 橋本川島・川端経常
建設共同企業体
●占冠村簡易水道配水管
布設工事
金 額 ６５８８万円
契約先 後田設備工材株式会
社
﹇匿にＩ擬﹈
問 この工事の内容は︒︵山
本議員︶
〜 高速道路
占冠パーキングエリアヘ給水
するためで工事延長は２０７
７ｍです︒

考えています︒

２２２０万円増
一般会計（第１号）

［E］￣1･芒
?1

万
，::
:
i
;l

第３回定例会

ﾄﾏﾑ地区活性化
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村長の行政報告
①第４回トマム地区
活性化推進協議会

１階は来訪者がくつろげるよう

は今までどおり使用しますが︑

物全館は引き続き開館し︑２階

24拝の計55人︑75拝の応募があ

で︑道内42人︑51拝︑道外13人︑

を使ったオリジナル料理レシピ

催しました︒募集内容は︑山菜

頭の合計10頭でした︒

あり︑満足のいくものではあり

な利用を今後検討していきま

りました︒

捕獲上限数26頭に対し38％で

ませんでしたが︑事故や不測の

す︒

審査の結果最優秀賞は三笠高

校３年生の万寿理真さんで︑﹁和

６月１日に︵株︶占冠山村産

メニューとして期間限定で提供

ゾート・トマム内のレストラン

すね〜︒﹂のレシピは︑星野リ

風山菜リソット〜もうすぐ春で

業振興公社 三浦社長が来庁さ

されることが発表されました︒

産業振興公社

⑤株式会社占冠山村

アクシデントもなく概ね好評を

今後も持続的に満足度の高い

得ることができました︒

狩猟ができるように猟区の運営

３月25日にトマムコミュニ
ティセンターにおいて︑住民代
に努力していきます︒

れ︑山菜加工場の運営体制等に

多くの応募があった山菜料理コンクール

ついて説明がありました︒

代理を配置し︑今年度はフキー

懸案であった工場長・工場長

海・道﹂推進協議会が５月１５日

７０ｔから１８０ｔの原料を確

﹁プライムロードひがし北・

北・海・道推進協議会

③プライムロードひがし

表︑星野リゾート・トマム︑占

化推進協議会が開催され︑今後

冠村で構成するトマム地区活性

の集落対策方針が決定されまし
た︒
本対策の推進管理期間は︑村

に設立されました︒
本協議会は︑道東・道北圈の

こは自社の山で生産

総合計画の終了年度の平成30年
度までとし︑それ以降は︑新た

潜在力を生かし︑﹁広域観光周

保する予定です︒なめ

な総合計画の内容やトマム地区

し︑平成27年度︑ いづに心皿
から２００㎏の

成28年度では１

遊ルート形成計画﹂に係る事業
に取り組み︑本道の国際観光ブ

の状況を踏まえて進めていくも

ランドを高めることにより︑来

造を行い︑平成28年Ｊ

︒

本年度の早期に取り組む事業

道外国人旅行者の滞在型観光を

のです︒

として住民︑行政ともに買い物

ルーベリー︑ラズベ

はｌｔくらいになる予

リー︑シーベリー︑ぶ

促進し︑地域活性化に資するこ

トマムが広域観光拠点地区に

支援を決定しており︑地域カ

位置付けられていることから︑

どうといった小果樹類

定です︒社有地でブ

地域高規格道路旭川十勝道路の

を植栽して果樹観光も

とを目的としています︒

富良野市から占冠村間につい

菜料理コンクールを開

６月６日に第１回山

コンクール

⑥第１回山菜料理

進めていきます︒

業する意向を告げられました︒

１階の店主より５月30日で廃

④占冠村物産館

て強く要請していきます︒

て︑早期の調査区間指定に向け

フェ運営の中で検討をしていた
だくよう進めていきます︒
②平成26年度
占冠村猟区事業
平成26年Ｈ月１日から平成27
年３月31日の１５１日開聞猟し
て︑８人の狩猟者がのべ13日間
入猟しました︒
内訳は選内３人︑選外５人で︑
捕獲頭数は︑オス４頭︑メス６

−４−

ここが問･きたい!一般質問

がん対策の推進を

困石組削
についておたずねいたします︒

方々の人数の推移と国籍の分布

図住民登録している外国人の

村のＰＲ・占冠和牛

は自主財源の増加・

ます︒ふるさと納税

の復活振興に期待し

品として︑占冠和牛

した︒利用する返礼

たと報道されていま

す︒

ると思いますが︑考えを伺いま

取板場の設置・整備が必要にな

用するために化製場や死亡獣畜

国外国人への対応と対策

二伸刺刺長﹂ ５月末では76人︑

の復活とまさに三方

高く︑国も北海道もがん診療連

で北海道のがん死亡率はひと際

携拠点・指定病院を中心にがん

図がんは国民の死因の第１位

﹇仲村村長﹈ 村内の

対策を推進しようとしていま

います︒

肉牛農家は繁殖経営

す︒

て格差があると思います︒いま

冠村ではがん治療の受診に関し

これらの病院が近隣にない占

を主としています︒

す︒

難しいと考えていま

肥育経営への転換は

す︒村長の考えを伺

国村のがん対策

する考えはありません︒

﹇東邦邦冊﹈ 現在は施設を建設

６・35％の割合です︒プラスマ

良しの政策と考えま

ふるさと納税︑一番人気のメロン

イナス25人程度の変動がありま
す︒国籍はネパール・台湾・韓国・
中国・アメリカ・インドネシア・
ベトナムです︒

１行政窓口での対策や職員の
対応・研修に対する考えについ
て︑また行政区への指導につい

回めん羊飼育の状況

ん︒

外国語での周知はしていませ

増え︑仕事で稼がなければ︑活

と減少を続けています︒人口が

は平成２１年度の１億円からずっ

図村の財政を考えると村民税

りました︒現在村で飼育されて

可理却について厳しい報道があ

羊については先ごろ他町の無許

り︑期待するところです︒めん

向上を図り︑生活習慣の改善・

が可能と考えています︒受診率

を受けることで早期発見・治療

﹇申順順鼎﹈ 定期的にがん検診

やがん対策の体制・計圃づくり

﹁認定がん専門相談員﹂の養成

また特別な相談窓口も設けて

気が出ません︒村の財政状況に

いるめん羊の総数と死んだめん

啓発を行っていきます︒

ふるさと納税の拡大と
肉牛振興

いませんが︑各行政区でもこれ

ついて認識をおたずねします︒

羊の対応を伺います︒

ます︒相談員の育成については

談業務に当たりたいと考えてい

また保健師が窓口になって相

死亡家畜等は︑新得町の死亡獣

勉強させていただきます︒

‑

−５

てお伺いします︒
﹇冲肘㈲辰﹈ 行政手続きやコ
ミュニケーションに不便はない

まで特に要望を受けていない状

二伸肘㈲長﹂ 税は貴重な財源

ん羊が飼育されています︒また

二伸漸漸長﹂ 村内では18頭のめ

が求められると思いますが︑村

況です︒行政の届出等は︑日本

で︑その確保は村の大きな課題

Ｉめん羊牧場をめざす方がお

語でしかありませんが︑各言語

であります︒

長の考えを伺います︒

での様式は可能と考えていま
と考えています︒

畜取板場で処理しています︒

市は９１００万円の寄附があっ 図めん羊を資源として有効利

上士幌町は９億８千万円︑夕張

図ふるさと納税では︑昨年︑

す︒改善に向けて取り組みたい

と認識しています︒行政情報は

177●211?………｀7'･111饗:｢

回

ここが聞きたい!一般質問

林業振興対策の
充実を

匿浪浪些

国来年度の医者確保
ような基準で医師を選考してい

図住民の声を反映して︑どの

れらを基準に医師の確保を目指

るまでに長い期間がかかりま

てきました︒林業は成果が上が

す︒

します︒

くのか伺います︒

24時間対応していただけるこ

していただけること︑２点目は

した医療・訪問診療を進め︑住

職員︑診療所スタッフ等と連携

活動︑村の保健師や﹁とま〜る﹂

す︒

えますが村長の考えを伺いま

を継続していく必要があると考

村の現状を考えると現行体制

期満了となります︒医者の確保

と︑３点目は訪問診療をしてい

Ｉ住民・患者に依拠した医療

について取組みを伺います︒

民との信頼関係を保てる医師の

﹇冲旧暦凛﹈ １点目は村に居住

二伸漸漸長﹂ 一定程度︑定着が
ただけること︑４点目は訪問看

確保が大切と思いますが考えを

図現診療所所長は今年度で任

可能な医師の確保に向けて鋭意

護等と連携が図られること︑こ

かった村有林管理がされていま

査︑保残本調査を行っています︒

﹇申㈲㈲鼎﹈ 現在は森林現況調

努力しています︒

﹇冲刺刺長﹈ 現状を考えると医

す︒事業体への施業方法の指導

これまでの体制では実現できな

師と患者の信頼関係やコミュニ

も行っており︑村内事業体育成

伺います︒

ケーションを保てる医者が適任

に大きな成果があります︒今後

す︒

に現行体制を継続してまいりま

も人材確保︑育成に努めるとも

と考えます︒

回農業後継者対策の
充実を
Ｉ村内には就農経験のない後

Ｉ村内には林業事業体が３社

ありますが︑１社は森林組合に

継者が出てきております︒この

産業の振興を図っていくために

方々に対して︑独白の支援策が

は︑事業体３社の力が大切と考

関わる事業に参加しておりませ

﹇申順順冊﹈ 新規就農者等の対

えますが村長の考えを伺いま

必要と思いますが村長の考えを

策策定時に想定していなかった

ん︒村が進める森林・林業・林

事案も出てきており︑現行制度

す︒

伺います︒

の内容を整理検討して後継者対

二伸肘㈲長﹂ 数少ない村内の事

組んでまいります︒

協力していくよう村として取り

意見をいただく場を設け︑連携・

業体であり︑再度関係者からご

策を行ってまいります︒

回林業振興対策の充実を

図林業振興室を設置して︑森

林・林業・林産業の振興を積極
住民との信頼関係が求められる医療体制の整備 的に進めて︑徐々に成果を上げ
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ここが聞きたい!一般質問

子育てﾌァミリｰ
サポーﾄの設置は

リーサポートを設置する考えが

行えませんが︑今年の冬期間ま

れてくる状況です︒この改修に

図調理場の排水も︑水があふ

回双珠別川の土砂除去

図上双珠別か

らの土砂の堆積

が見られ︑川全

双

議会は､どなたでも気軽に傍聴する事が出来ます。

回占冠地域交流館の

二伸淋淋長﹂ 調理場排水の構造

ついて伺います︒
図特に女子トイレが冬期間︑

的な問題がありますが︑排水構

修理・改修

凍結がひどく使用ができませ

造の変更など改修工事を行い対

サポートについては︑現在のと

でに対応するよう取り進めてい

応していきます︒

ん︒このことについて伺います︒

ころ村としては設置する考えは
きます︒

﹇市制㈲鼎﹈ 大きな改修工事は

持っていません︒ただ︑今後村
としても子育てファミリーにど
ういった支援策ができるか︑何
かできるか考えていきます︒

体が浅くなって

おります︒大雨

等による災害が

心配です︒土砂

の除去を実施す

る考えはありま
すか︒

﹇ 冲贈㈲長﹈

珠別川は一級河

川で︑河川管理

は旭川建設管理

部富良野出張所

になります︒現

地の状況を確認

要望をしていき

し︑土砂除去の

ます︒

一一７一一

図子育て中の家庭に︑成長に
応じたチャイルドシートの貸し
出しをする考えがありますか︒
二伸肘淋長﹂ チャイルドシート
の貸し出しですが︑時代の進展
とともに保護者のニーズの変
化︑商品の種類︑機能の高度化
等により︑自ら購入を希望する
家庭が増加してきました︒村と

う考えは持っていません︒

しては現時点では貸し出しを行

図子育て中の家庭に関わら
ず︑祖父母の家庭にも必要とさ
れる部分もあります︒貸出がで
きれば利便性があると思うので
伺います︒

議場は総合センター(役場庁舎)３階です｡お気軽においでください。

ツ

二伸贈㈲長﹂ どれくらいのニしズ
冬期対策が求められる占冠地域交流館のトイレ

自由です｡傍聴入は自由に写真やビデオを撮ったり､録音することができます。

ケ

があるか調べたいと思います︒

傍聴するのに特別な服装や準備は必要ありません｡途中入場や途中退場も

Wﾃ

ここが聞きたい!一般質問

ﾄﾏﾑ地区･･の振興を

〔亘鮑坐〕

回トマム地区の集落対策回トマム地心四四四四四回地方創生計画策定

生意識調査を予定しています︒

それらのニーズを踏まえ︑計画

策定を進めます︒完成時期は地

す︒

方人ロビジョン︑総合戦略とも

﹇申順順鼎﹈ 村の総合計画︑集

一地方創生計画策定につい

が運営するとのことですが︑ト

落対策方針︑富良野地区定住自

Ｉ建物は村が購入して町内会

イレについても水洗化か必要と

図住民アンケートを見ます
と︑住民が一番不安を持ってい

思いますが︑今日までの取組み

に平成28年３月を予定していま

るのは︑食料品や日用品の購入

て︑基本的な考え方を伺います︒

についてです︒どのような対策

図自主財源確保

幅広く関係者の意見が反映さ

立圈共生ビジョンなどを踏まえ

﹇ホ㈲㈲鼎﹈ トマム町内会に建

れることが重要と示されている

積極的な自主財源の確保に取り

の状況を伺います︒

物管理・運営に関する専門部会

ことから︑占冠村総合戦略検討

を考えていますか︒
﹇冲肘淋辰﹈ トマム町内会と協

が設置され︑６月24日のオープ

て策定していく予定です︒

た支援について︑現在︑地域お

力して︑地域カフェを拠点とし

ンを目指して活動しています︒

Ｉ何を柱に当計画を考えてい

に加え︑商工会の商品券などの

ン︑野菜︑木工品などの特産品

﹇市制制鼎﹈ 現在は鹿肉︑メロ

の方々からの納税をお願いし︑

國広く全国発信をして︑多く

こし協力隊も交えて協議してい

組まれるべきと思いますが︑村

の検討を行い︑必要なものは村

委員会を設置し取組みを進めま

ます︒方向性がまとまりました

が支援を行いたいと考えていま

内装修繕・トイレの位置など

ら︑商工会や村内商店などと連

す︒

長の考えを伺います︒

携しながら対策を考えていきま

す︒

す︒

るのか具体的な方針を伺いま

の宿泊には利用できないので︑

商品券は星野リゾート・トマム

９品目に増やしました︒しかし

﹇冲贈淋長﹈ 今後平成27年から

す︒
ルの要望に応えて活動に一部を

今後とも定期的に協議していき

Ｉ教育委員会より陶芸サーク

使わせてほしい旨︑申入れされ

の方向性︑具体的な施策をまと

平成31年の５ヵ年の目標や政策

図﹁住み続けたくても住宅が

がない﹂との声が聞かれます︒

ない﹂﹁家を建てたくても土地

ていると思います︒早急な取組

ます︒

落対策方針で示す方向性を基本

占冠村総合計画の重点策と集

１６３件１９５万円の申し込み

の寄附︑今年度は６月15日現在

昨年度は２１４件２６１万円

村は土地のあっせんを行い︑宅

めるものとされています︒

とし︑村の人口減少対策を考え︑

状況となっています︒

みが求められますが︑考えを伺

活動につきましては︑文化祭で

仕事︑雇用の剔出が基本になる

地の造成販売など取り進めては

も数多くの作品が出品されてい

と考えています︒

います︒

﹇仲村村長﹈ トマム地区では︒

ます︒現在︑公民館︑町内会が

と思いますが︑村長の考えを伺

一般の不動産売買に適する用地

協力して活動の開始に向けて連

﹇冲淋淋辰﹈ トマム地区の陶芸

を村が保有していない状況で

携していますし︑村としても活

います︒

す︒民有地の購入は︑何人かの

﹇市制駅馬﹈ 現在︑一般社団法

期を伺います︒
月に創設した占冠村空き家バン

人北海道総合調査研究会へ委託

ます︒

討しながら進めたいと考えてい

また札幌・関東圈でのＰＲも検

るさと納税サイトの広告掲載︑

今後も新たな特典づくりやふ

地権者と協議を行いましたが︑

動に対する支援を行います︒

Ｉ計国づくりの手順と完成時
難しい状況ですので︑当面は２

クの活用を進めていきます︒

し︑７月に結婚等意識調査と学

８−

‑

ここが聞きたい!一般質問

黒毛和種経営安定化
事業の継続を

年果
間が
継期

宍

続待
しで
てき
はま
いす

トが買う合意書に基づく履行が

年９月30日までに㈱星野リソー

図トマムの村有施設は平成24

トマムリソート
村有施設の売却

めます︒

就農協議会の意見を伺い取り進

考えています︒関係機関や新規

﹇申㈲㈲㈲﹈ トマムの村有地を

すか︒

どのような形で入植させるので

図肉牛経営の場合︑どこへ︑

人が体験実習中です︒

４月より畑作経営をめざし︑１

１人が実習中であり︑また本年

﹇市制㈲冊﹈ 肉牛経営を目指し

ます︒

図新規就農対策の状況を伺い

す︒

年度以降の施策を検討いたしま

が図られるべく︑意見を伺い次

あ定
とに
５成

なされていません︒損害賠償を

笈

ろではないかと考えています︒

いうのか︑議論の分かれるとこ

二伸贈淋長﹂ 何をもって損害と

求める考えはありますか︒

の説明を示す資料の提示が果た

ていますが︑経営の推移・内容

二伸肘㈲長﹂ 契約の変更を進め

すか︒

良好な関係を保ちたいので︑賃

二伸肘淋長﹂ 星野リゾートとは

すか︒

固賃料の変更は考えないので

の方に検討いただき︑賄えない

等を見ています︒さらに町内会

﹇仲村村長﹈ 当初予算で補助金

くのですか︒

Ｉ村はどのように関与してい

その後

回トマム地域カフェの

す︒

いとわからないと思っていま

﹇仲村村長﹈ ふたを開けてみな

すか︒

の対応はどのように考えていま

Ｉ民事調停が合意しない場合

料変更は考えていません︒

手段です︒

﹇冲肘㈲長﹈ 民事調停は最後の

いですか︒

問題は解決するという理解でい

Ｉ民事調停に基づいて︑この

立ても考えています︒

されていません︒民事調停の申
Ｉ約２年半も対応できなかっ
た理由とその責任はどのように
考えますか︒
﹇冲贈淋長﹈ 契約は延びていま
すが︑相手とは良好な関係を保
つべきと考えて︑信頼関係を構
築してきております︒フォーレ

國星野社長からの回答書では

スタモール取壊し後の温浴施設
オープンに向けての事務処理に

平成32年までの延長が求められ

めていきます︒

﹇冲肘㈲辰﹈ 議会と相談して決

か︒

ましたが︑どのように考えます

期間を要しました︒
Ｉ財務関係書類の提示を最近
になって求めていますが︑より
早い対応が必要ではなかったの

部分を村で支援したいと考えて

ではないですか︒
二伸贈淋長﹂ 平成25年１２月３日

います︒

説明に足りないということで︑

助成についての事業報告を伺い

図平成26年における70万円の

ます︒

回履行を平成29年まで延長し

処理しました︒

確定と40万５００９円の返還で

し︑29万円４９９１円の補助金

﹇冲肘㈲長﹈ 実績報告を審査

た合意書で再契約を進めようと

待っている状況です︒

こちら側の要求している資料を

データの一部が来ました︒まだ

に資料の提示を要求し︑決算の

トマムリソート

していますが︑その場合︑前の
合意での不履行により生じる遅
延損害賠償の請求はできず︑村
は不利益を受けるのではないで
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の経
で営
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ここが聞きたい!一般質問

外国人への窓口対応･ば

年にはいっぱいになるという状

態です︒廃棄物の量を減らすた

図トマムリソートの集客は好

を導入できないでしょうか︒

ユースする﹁くるくるショップ﹂

困トマム地区の定住対策

調ですが︑同時にアルバイトの

ティアを募ってまだ使える不要

二伸漸漸長﹂ 年一回︑ボラン

めにも︑まだ使える不要品をリ

を求められています︒現状の認

品を集めて村民の方にリサイク

ルするといった検討は必要だと

考えています︒

回外国人住民への対応は

図リゾート勤務の外国人も

民対応窓口の必要性が高まって

年々増加傾向にあり︑外国人住
図現代日本におけるコンビニ

いると感じていますが︑現状と︑

か伺います︒

に対する研修制度などがあるの

村のイングリッシュスピーカー

す︒公共料金の収受︑各種支払︑

﹇中洲㈲鼎﹈ コンビニは社会に

同じです︒今後はリソートの力

コンビニは必要だという認識は

﹇市制制鼎﹈ 村もトマム地区に

スタンドがないのは異常な状態

に入るリゾート地に店や︑石油

二伸漸漸長﹂ 北海道で３本の指

はないでしょうか︒伺います︒

や議会で考えていくべき事項で

者には対応していきたいと考え

などを利用しながら外国人登録

全て日本語ですが︑翻訳アプリ

せん︒例えば行政の届出様式は

りますが特別な訓練はしていま

英語のできる職員を配置してお

﹇冲肘淋長﹈ 現在役場窓口には

おける大きな﹁インフラ﹂のＩ

も借りながら出店要請を進めて

と思っており︑解消して行かな

ています︒

公共性が非常に強くなっていま

住民票発行︑防災時の協定など

﹁インフラ﹂となりつつありま

エンスストアは︑社会における

ています︒

の住宅問題は大きな課題と考え

を要請しています︒トマム地区

いて意見交換をし︑職員の定住

議でも︑従業員の定住対策につ

﹇冲肘淋辰﹈ ５月26日の定期協

識を伺います︒

寮確保のため︑社員が寮の退去

か︒

つという認識を持っています︒

行く考えですので︑調査事業を

ければならないと考えていま

すが︑村長の認識を伺います︒

図トマム住民による地域カ

行う考えはありません︒

していただくには﹁インフラ﹂

一般廃棄物理立場は平成34

導入は

回﹁くるくるショップ﹂

す︒

フェは重要ですが︑町内会がこ
の﹁インフラ﹂を担うのは難し
インターの利用客も含め︑コン

としてのコンビニがないと難し

Ｉ新しい住民にトマムに定住

ビニ導入の調査︑コンサルティ

い︒これは政治判断として村長 図

いと思います︒リゾートや高速

ングをすべきではないでしょう
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ここが聞きたい!一般質問

事業ができるのか︑たとえば︑

今の事業のほかにどのような

す︒

肢のＩつとして考えておりま

にその牛を使っていくかも選択

と考えますが︑伺います︒

ビスが適しているのではないか

体への負担を考えると移送サー

調回復には相当な時間を要し︑

います︒透析処置後︑患者の体

係で２使に乗れない状況が出て

業者と調整中です︒

ス制度の活用に向け︑すでに事

業条例に規定する︑移送サービ

のために︑占冠在宅福祉推進事

２使での帰村が困難になる方

国畜産農家の経営安定化

が今年度で終了する中で︑本事

優秀な精液を農家に提供するな

科と重なるケースもあり︑家族

図畜産農家の経営安定化事業

業で経営安定が図られてきたと

ど︑複数検討し︑農協も含め農

落雪対策が求められる民間賃貸住宅

考えています︒

負担の軽減を図っていきたいと

当該患者の通院支援︑身体的

理解しています︒繁殖中の育成・

家と制度を作っていきたいと

が送迎で対応しています︒

図宮下地区に建設された賃貸

﹇申㈲㈲冊﹈ 定期受診日が他の

肥育を一貫してやられた事業

思っています︒

営を奨励した経過がありました

住宅では︑屋根からせり出した

落雪防止

回民間賃貸住宅の

が︑以前あったと聞いています
が伺います︒
二伸肘淋長﹂ 近代化計画の中

が︑本村では肥育が定着できず︑

雪庇等が村道側に一気に落ちて

で︑繁殖から肥育までの一貫経

現在は繁殖経営農家のみです︒

います︒

安全に配慮した落雪防止策の

した︒

まで飛んだという事象もありま

砕けて︑飛散した氷が個人住宅

りますし︑落ちた雪庇が舗装で

村道では地域住民や車両が通

村では繁殖素牛の増頭︑優良牛
を確保する方向で肉牛振興を
図っていきます︒

図繁殖牛の雌牛が減る中︑自
ら育成し︑優良となる牛を生産
する︑そして素牛として出荷す

要望についてお伺いします︒

４ｍ40心あり︑当初想定してお

﹇冲淋淋辰﹈ 道路までの境界が
ればならないこともあり︑一定

りませんでした︒所有者と対応

ることも必要と思います︒より

程度の助成についての考えを伺

を協議し︑雪止め金具を付けた

良い飼料︑環境の中で育てなけ

います︒

いと考えています︒
回透析患者の移送

対応してきたが︑院内処置の関

ーバスの運行時間を改正して

サービス

二伸肘㈲長﹂ 現在の黒毛和種繁
殖経営安定化事業を︑そのまま
移行し続けてほしいという要望
があります︒これまで増頭・老
飴牛の更新を行ってきたので︑
今後は良い牛を残し︑次の世代
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民間賃貸住宅の
落雪防止対策を

村民の声を
国政の場に
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02015年度北海道最低賃金改正等に関する意見書

北海道労働局及び最低賃金審議会は、「雇用戦略対話」に基づき最低賃金800円を早期に確保し､2020年までに
全国平均1000円に到達できるよう大幅に引き上げること。また､中小企業に対する支援の充実と安定経営を可能と
する実効ある対策を国に要請すること。

○

度堅持･負担率1/2への復元､｢30人以下学級｣の実現をめざす教職員定
数改善､就学保障充実など2016年度国家予算編成における教育予算確保･拡充に向けた意見書

○道教委『新たな高校教育に閣する指針』の見直しと地域や子どもの実態に応じた高校づくりの実
現を求める意見書
○地方財政の充実･強化を求める意見書
○憲法解釈変更による集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回と関連法｢改正｣反対を求める意見書
民主主義を揺るがす憲法解釈変更による集団的自衛権行使の閣議決定の撤回を求めるとともに歴代内閣の見
解を堅持し、｢閣議決定｣を根拠とした関連法の｢改正｣を行わないよう強く求める。
○日本政府に核兵器全面禁止のための決断と行動を求める意見書
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今年はいつになく寒冷前線が頑

くく議会広報や議事録全文は村ホームページでご覧になれます。〉〉

張り︑いまだ朝晩はストーブの

お世話になっています︒異常気

象なのでしょう︒桜はあんなに

早く咲いたのに︑夏はまだまだ

のようです︒

さて︑６月定例会も終了して︑

新しい体制の広報特別委員会が

編成されました︒みなさまにわ

かりやすい広報を提供できます

ように努めたいと思います︒み
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