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収穫の秋(デントコーン刈り)

●第４回定例会

財産の無償貸付の決定
各会計補正予算
健全化判断比率報告など
〈一般質問〉
地域資源を管理づ舌用できる人材育成を
新規就震音への支援
6月定例会一般質問のその後は
避難道路新設等の防災対策は
二二ウキャンプ場水道整備と道道開通要望を

●議会の主なうごき

10月５日

問 小規模多機能型居宅介護
施設工事等の残土運搬料につ

︻一般会計︼

﹇贋−擬﹈

平成27年度補正予算

回は無料で︑紛失した場合は
再交付の手数料がかかりま
す︒

以降︑住民には個人番号が記
された通知カードが届きま
す︒平成28年１月１日から
は︑識別の機能を備えた力１
ドに移行しないと︑公的な
カードとして使用できませ
ん︒個人負担については︑初

〜

全化団体に区分されました。

いて︑本来であれば昨年度の
本工事の中で処理費を計上し
て完了すべきと思うが︑今年

一

平成27年第４回定例会は９月14日・15日の２日間開催さ
れ︑一般質問と村条例の一部改正や各会計補正予算などの
審議が行われ︑原案どおり可決しました︒

ついては︑近々定められますの

＊早期健全化基準を越えた場合は｢財政再生

第４回

定例
︵傍聴 14日２人 15日Ｏ人︶
加入団体の脱退と新規加入に
伴う変更です︒
・占冠村個人情報保護条例

個人情報の適正な取扱いの確

で︑それに沿って村も条例を生

の一部改正

合に︑簡易製材機・コンプレッ

保や個人情報の開示を実施する

占冠村木質バイオマス生産組

・財産の無償貸付

サーを無償で貸付けるもので

・占冠村手数料条例の一部

かしていきたいと思っていま

擬﹂

擬﹈
問 利用にあたって︑特定個人

番号の通知カードの再交付手数

﹇贋

ため条例の一部を改正するもの

灰
−

情報の場合はより厳しい条件が

問 貸付けの条件︑簡易製材機
の機能︑製材品の価格について

必要になるのか伺います︒︵木

改正

伺います︒︵長谷川議員︶

料﹂の追加を︑平成28年１月１

平成27年10月５日から﹁個人

蜃淵淋漓遡溜涙﹂ 無条件で

村議員︶

再交付手数料﹂の追加と﹁住民

日からは︑﹁個人番号カードの
が入ることによって︑従来の条

基本台帳カードの交付手数料﹂

特定個人情報

は直径７１万長さ５ｍ40四まで

及び﹁住民基本台帳カードの再

﹁母虚器貪圓﹂

の原木をひくことができます︒

例がより厳しいものになりまし

交付手数料﹂の削除を行うもの
です︒
擬﹂

問 この条例の導入時期・経緯

匯
くなって他の条項に影響がない

についてと変更によって住民負

一一
ものか伺います︒︵長谷川議

議員︶

担があるのか伺います︒︵山本

政令で定めるとありますが︑遅

ら４年を越えない範囲において

問 第２条の規定は公布の日か

た︒

考えております︒機能について

貸付け︑管理をお願いしたいと

−

す︒

｢モノサシ｣で各自治体の財政の

す︒

健全化判断比率により､全国共通の

です︒

員の審査を経て報告されました。

員︶
﹇囲冲澗長﹈この法律の施行日に

２−

平成26年度財政比率が監査委

価格については一般消費者と話
し合って決定していきます︒

・北海道市町村職員退職手
当組合規約の変更
・北海道市町村総合事務組
合の規約の変更
・北海道町村議会議員公務
災害補償等組合規約の変更

団体｣となります。

350.0％

25.0％

早期健全化
基準

5.8％
【−】

6.2％
【6.7％】

村の比率
【昨年】

将来負担
比率

実質公債費
比率

分

区

心
･i

奢
占冠杖本異哨ｵﾏｽ集慶緻良に
叢叢貸付

健全度を測るもので､村は財政健

１

薪ストーブ︑薪ボ

み重ねて来たところでありま

り︑所有者と粘り強く交渉を積

一般会計（第４号）630万円増
総額25億3440万円⇒
25億4070万円
･普通財産取得費の増など

国民健康保険（第２号）660万円増

総額１億5070万円⇒

１億5730万円

総額２億5000万円⇒

･第２トマム団地2号線道路改良工事に
伴う水道管移設工事の増など

２億5420万円

一

﹇珊東漸冊

集落対策アンケー

ト・住民懇談会においてガソリ

す︒︵山本議員︶

員︶

﹁服禾課鼎﹂

１
イラーの購入については︑価格

雁瀬満濃﹂ 村内学校間や協力

ンスタンドの再開を望む声が非

容について伺います︒︵木村議

が10万円以上で１／２以内上限

常に高く︑休業に至った経過等

度になった理由について伺い きたい︒
問 湯の沢温泉給湯ボイラー更

大学等のネットワークによる教

を整理したところ施設の取得は

問 野生鳥獣対策備品購入でド

す︒営業開始は次年度の施設整

冬季

中田福祉施設推進室長

育活動の充実を図るため調査・

ローンを購入するとのことだ

備・運営形態が整いましたら行

村が行うべきということに至

問 少子化・人口減少に対応し

が︑操縦者の技能講習や安全対

う予定です︒

ます︒︵五十嵐議員︶

以上で１／２以内上限30万円︑

研究を行っていきます︒

新工事について︑営業が度々中
断する状況にありますが内容に
薪の購入は１立方２千円を補助

ではなく︑夏場のシーズンピー
た活力ある学校教育推進事業の

策はどのように考えているかと

するものです︒

25万円︑設置費は費用が10万円

ついて伺います︒︵山本議員︶

問 民開賃賃共同住宅等賃借
クが終了したので︑着手出来な

内容について伺います︒︵木村

管理・保管の内容について伺い

圭機器故障
料の内容について伺います︒
かった部分を更新するもので︑
議員︶

︵五十嵐議員︶
今後も老朽化した機器は計画的
に修繕していきます︒

問 居宅介護サービスの給付費

1長﹈ 千歳地区
1
で建設中の消防職員住宅を村

﹇珊渾漱清次浪﹈ 文部科学省に

涵瀬庫長﹂ 操作技術の向上に

の増と施設介護サービス給付費

﹇澄淫蕩渾渾

おいて︑学校統合を行う場合の

向けての講習会等があれば積極

の誠について内容を伺います︒

ます︒︵木村議員︶

が一括借り上げるもので入居

教育環境の充実と小規楊枝を存

的に参加します︒管理・保管に

気庸 1長﹂ 小規模多機能型居
1
宅介護施設の経費で︑利用者が

︵木村議員︶

︻特別会計︼

予定の来年１月から３月分に
問 トマム地域カフェの修繕内

続させる場合の教育活動の高度

ついては産業建設課でします︒

･後期高齢者支援金の増など

ついて予算計上しました︒

化といった２つのテーマが示さ

問 普通財産取得費でトマム地

２５億３４４０万円

−３

容と補正が遅くなった理由につ

を存続するため︑これらの事業

区の休笑中となっているガソリ

総額2330万円⇒2350万円

いて伺います︒︵長谷川議員︶
流し台の修繕や配置と利用につ

を推進していきます︒

歯科診療所（第１号）20万円増

れており︑村としても小規楊枝

いて︑使い易くするため十分な

･湯の沢温泉給湯ボイラー更新工事費の増など

検討をした結果遅れました︒

総額２４億９９００万円⇒

を行うため施設を購入するとの 発生しました︒

一般会計（第３号）3540万円増

問 義務教育振興費のタブレッ

24億9900万円
･林業専用遺児峠支線開設工事の増など

ことですが経緯について伺いま

総額24億9320万円⇒

ト型パソコンリース料の活用内

〜第４回定例会〜

問 社会福祉総務費の扶助費に

平成2ﾜ年度補正予算(専決処分)

ついて増額理由について伺いま

･過年度清算金の増など

ぽ油圧︲17溜両辰﹂ トイレ・

問 地域村活用事業委託料の
内容について伺います︒︵山
本議員︶
〜村有林

す︒︵長谷川議員︶

総額１億1120万円⇒
１億1360万円

ンスタンドを村有化による営業 増えてきたことにより︑増減が

間伐事業で排出された空洞の
シナノ木を︑村内の工房に委
託してベンチ︑遊具を作成し
村有施設に配置するもので
す︒

電動車いすの更新中請によるも

弧逢瀬瀬屑濫展﹂ 袖装具の
問 野生鳥獣対策備品購入費

のです︒
問 木質バイオマスエネルギー

240万円増

介護保険（第２号）

420万円増

簡易水道（第１号）

の内容について伺います︒
︵山本議員︶

について伺います︒︵長谷川議

導入促進事業の補助制度の内容

の被害調査︑平ソシカ対策︑

員︶

︵ドローン︶を購入し農作物
橋梁点検等に有効活用してい

･歯科用×線診断装置修繕料の増など

工事になったことと︑残土の
有効利用を考慮したため今年
度に至りました︒
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580万円増
一般会計（第２号）
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﹇凪粟案唇 無線無人飛行機
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決算特別委員会を設置
平成26年度占冠村一般会計及
び各特別会計歳入歳出決算認定
については︑決算特別委員会

村長の行政報告
①北海道旅客鉄道
株式会社要請活動

れ平成27年度事業計画を協議
しました︒総事業費９４００
万円全額国費となっていま
す︒
⑤第５回国際野生動物
管理学術会議占冠村
エクスカーション

ムとともに会社訪問し︑要望活

６月24日に星野リゾートトマ

し︑検査権を付与して︑これに

動を行いました︒主な要望内容

でアジアで初めての国際野生

︵委員長・工藤國忠︶を設置
付託のうえ審査することに決定

はトイレの洋式化やホームのバ

７月26日から30日︑札幌市

しました︒

⑥高橋はるみ知事来村

８月６日に高橋はるみ知事が

コミュニティスクールを運営す

る占冠中央小学校を訪問されま

した︒﹁先進校として期待して

いる﹂との評価をいただきまし

た︒

⑦占冠村新規就農

支援協議会

中の方のトマムでの就農地につ

８月１１日に開催し︑現在研修

いての件と二二ウの方の新規就

ました︒本村もブースを開設

し︑展示と販売を行い︑村の

農者認定について審議を行いま

動物管理学術会議が開催され

して協議を継続していくことと

鹿対策について発表しまし

した︒

に担当者が来村し︑課題を整理
なりました︒

た︒８月１・２日にはエクス
②占冠村猟区管理運営
委員会
７月８日に開催され︑平成26
年度の実績報告と平成27年度運
営方針を提案しました︒
③平成27年度上川中南部
各期成会夏季要望
７月15日に３期成会︵旭川十
勝道整備促進期成会・石狩川上
流治水促進期成会等︶の国・道

ています︒

﹁体験型の見学会﹂を意味し

※﹁エクスカーション﹂とは

りました︒

人の外国人研究者の訪問があ

カーションの開催地として19

リアフリー化等です︒７月31日

人事案件

再任

○固定資産評価審査委員会委員
の選任同意
宇中央 鈴木祖士氏
○占冠村教育委員会教育長の
選任同意
地方教育行政の組織及び運営
に関する法律の改正以降︑新た

新任

に教育長の選任に同意しまし
た︒
字中央 藤本武氏
○占冠村教育委員会委員の
選任同意
字中央 森田智恵子氏 新任

に対する要望をおこなってきま
した︒
④﹁プライムロード
ひがし北・海・道﹂
推進協議会臨時総会
７月29日に臨時総会が開催さ

一斗−

第４回定例会

議員蕭散報告
］

言１．̲・ｒｌｊ ゛ふ
8月19日

7月7日

平成27年度北海道町村議会広報研修会がポールス

平成27年度北海道町村議会議員研修会が、札幌コ

ター札幌で行われ、広報委員４人が参加しました。

ンベンションセンターで開催され、議員７人が参加

グラフィックデザイナーの長岡光弘氏から、①「読

しました。

んで頂く」ための工夫、②視覚化の基礎知識「文字

中央大学名誉教授・今村都南雄氏の講演では「地

組」について、住民視点に立った紙面レイアウトを考

方議会を取り巻く最近の動向」と題し、住民との協

えることが大事であると述べられていました。

働において地方議会の果たす役割は重要で、力量が
問われていると述べていました。
テレビ朝日コメンテーター・川村晃司氏の講演は
「これからの政局・政治動向」と題し、いま安保法
制や憲法改正の議論があるが、全ての市町村の声を
国政に届けていかなければならないと述べられてい
ました。

圭
一

齢y
ttj

息急急皆脆鹿
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今村都南雄氏

村民の声を国政の場に
，

○日本国憲法･子どもの権利条約の理念尊重
した教科書採択を求める意見書

‐圖屁一瓢

ｅ

，

公立学校における教科用図書の採択において､教職員
や保護者･住民の声を採択に生かし､憲法と子どもの権
利条約に基づく教科書を採択する措置を講ずるように要

議会は､どなたでも気短に
傍聴する事が出来ます。

望しました。
○林業･木材産業の成長産業化に向けた施策の
充実･強化を求める意見書
国においては､①国際的な気候変動対策の枠組みの合

傍聴するのに特別な服装や準備は必要ありません｡途中

意ルールである森林経営による森林吸収量の算入上限値

入場や途中退場も自由です｡傍聴人は自由に写真やビデオ

3.5％分を最大限確保するため､安定的財源を確保するこ

を撮ったり､録音することができます｡議場は総合センター

と｡②公共事業である森林整備事業及び治山事業の財源

(役場庁舎)３階です｡お気軽においでください。

を十分かつ安定的に確保すること｡③川上から川下に至
．●

る総合的な施策を地域の実情に合わせて柔軟に展開する

￣

１２月定例会→12月17日(木)・18日(金)

ため、「森林整備加速化･林業再生対策」を恒久化し､財
源を確保すること､以上3つの次項について実現するよう

※いずれも午前10:00〜
※議事内容等により､日程が変更する場合がございます。

要望しました。

−５−

Ｊ罰rJ河弓
−
･゛
ﾌﾞｿ

●村内所管事務調査
︵６月25日調査︶
村長︑各担当者と現地を調査
し︑次のことについて意見・要
望しました︒

配慮すること︒
利用者と充分協議しながら使

○旧商店の跡地利用
い易い施設に整備すること︒
○最終処分場
将来に向け埋立てか焼却かの
方向性を決め︑早急に計画に着

●村外所管事務調査

︵７月６〜７日調査︶

人口減少対策の
取り組みについて
︽安平町︾

天気予報・
地球温暖化について
︽札幌管区気象台︾

天気予報・地球温暖化などの

スライドによる説明と気象台の

業務︵気象状況の監視・予測や

地震・火山の観測の実務状況︶

﹁安平町子ども・子育て支援

﹁地球温暖化﹂は︑自分たちの

﹁温室効果ガス﹂の増加による

特に人間活動が引き起こした

手すること︒

事業計画﹂に基づいて国や北海

を実際に見学しました︒

に着手すること︑新計画にあ

道と連携した環境整備や施策を

手でゼロにしなければならない

①子育て支援について

たっては福祉ソーンでの建設に

推進していますが︑地域住民と

と強く感じました︒

○占冠へき地保育所

考慮すること︒当面は窓まわり︑

協働し︑それぞれの役割を果た

老朽化のため早急に建設計画

を行うこと︒

町の特性が充分考慮された優れ

トイレスベース︑換気扇の修繕

三レー

た計画と感じました︒

札幌管区気象台

せる取組みは手作り感があり︑

○第２トマム団地１号線改良舗
装工事

住民の交通利便性の確保︑町

②デマンドバスについて

とのトラブルや手直し工事が発

工事が冬季に入ったため住民

生したので発注時期に考慮する

月事業開始から毎年１割ぐらい

の活性化をめざし︑平成25年４

内交通事業者の安定経営︑街中
トマム保育所

○上トマム地区ポンプ場築造工

利用者が増えている状況とのこ

こと︒

事

用者の増︑街中の賑わいが課題

とでした︒今後は財源確保と利
備に配慮すること︒

であるとの説明を受けました︒

工事終了後は緑化等の環境整

○上トマム地区取水施設築造工

た︒

建設助成事業を行っていまし

ない方向にあり︑民間アパート

政策として公営住宅は建設し

事業について

③民間賃貸共同住宅等建設促進

地域カフエ﹁ミナトマム﹂

事
工事終了後は緑化等の環境整
備に配慮すること︒
○トマムヘき地保育所
雨漏り︑蛍光灯については抜
本的な対策を講じること︒防護
柵出入口の施錠には安全対策に

−６−

地域資源を管理･活用
できる人材育成を

国地域の資源を管理し︒
活用できる人材の育成を

今後検討していきますが︑引き
続き現行体制を維持していきた

除の状況と猟区の進捗について

きると考えます︒現在の有害駆

れまでの取組みは非常に評価で

を建設して進めてきました︒こ

加工施設﹁ジビエエ房森の恵み﹂

め︑平成24年４月に野生獣処理

る駆除と資源の有効活用のた

ことも担っていく人材と認識し

あります︒専門員は︑こうした

ムも進めていきたいという声も

内の狩猟を中心としたツーリズ

などの教育的な側面︑そして国

ていると思いますが︑修学旅行

の有害駆除の対策に重きを置い

図猟区は︑エソシカやヒグマ

いと考えています︒

伺います︒

ていますが︑村長の考えを伺い

Ｉ有害駆除対策は︑狩猟によ

二伸贈淋長﹂ 村が管理する占冠

ます︒

平成23年度にエソシカ対策基本

﹇市制制鼎﹈ 平ソシカ対策は︑

村猟区は︑平成26年９月から10

管理された狩猟環境の実現に向

構想を策定し︑それに基づいて

年間の設定期間を設けて安全で

け︑取り組んでいます︒当面２

進めています︒
エゾシカを資源として捉えて

年程度を準備期間として︑地域
おこし協力隊制度を活用して２

色々な面で振興していきたいと

︱・−−−−ｒ−︱−ＩＩＩｒ−−！︱
ＩｒＪｉ一−
エソシカの保護管理を学ぶ修学旅行の受け入れ

興にもつながると考えていま 考えますと︑やはり山林を活用

人の専門スタッフを林業振興室

猟をしていただき︑エゾシカの

す︒

思っています︒それには安全に

個体数を管理していく方針で

に配置し︑取り組んでいます︒

図この２人の専門員ですが︑

す︒

図村内にはエソシカやヒグマ 副産物であるバイオマス不予ル

す︒基本的には山作り︑そして

した振興策が必要と考えていま

今年度で地域おこし協力隊の制
度は終了ということです︒次年

なっています︒ただ当初より年

の任期は︑平成28年６月末と

二伸漸漸長﹂ 地域おこし協力隊

のか伺います︒

考えますが伺います︒

ＰＯ化していくのが望ましいと

村の猟区管理などを参考に︑Ｎ

ていくためには︑例えば西興部

て︑先進的な仕事も含めて進め

二伸贈淋長﹂ 総面積の㈲％が山 で考えて何を優先していくの

が︑具体的に方向性を伺います︒ 材を育成するには︑長いスパン

成していきたいということです とが沢山あります︒専門的な人

す︒これらを管理する人材を育 全などやらなければならないこ

済価値も出てくると思われま 峡をはじめとした自然景観の保

あり︑長い目で見ると大きな経 ルシロップ︑さらには赤岩青巌

以外にも大変有効な資源が沢山 ギー︑山菜︑エソシカ︑メープ

度末の雇用期間としております

二伸贈淋長﹂ そういった人材を

林という我が村の今後の振興を か︑内部で検討していきます︒

Ｉ村内に定着していただい

ので︑平成29年３月末までの配

育成していくことは今後村の振

度以降は︑どういう体制になる

置で考えています︒任期以降は

−７‑−

繁一

ここが問･きたい!一般質問

国農業生産人口の増を

経営者としてやっていけるよう
な施策が必要と思いますが︑考

回村民誰もが認める

﹇申㈲㈲鼎﹈ 本村における表彰

につきましては︑占冠村表彰規

ております︒今後２人の方が農

人の新規就農者が農業に従事し

図村内では昨秋１人︑今春２

農業者にとって︑また新規就農

上︑補正予算等で対応します︒

きましては内容を十分精査した

ますが︑緊急を要するものにつ

﹇冲贈㈲長﹈ 現行制度で対応し

る思いがします︒村民誰もが認

この人たちの活動には頭が下が

取り組んでいる人がおります︒

会活動に永年にわたって黙々と

芸術︑ボランティア活動等の社

図村内にはスポーツや文化・

の見直しも含めて検討します︒

も必要となりますので︑現規定

り分かりやすく明確な基準など

論はありません︒表彰規定をよ

彰で報いるといったことには異

もが認める方の努力に対して表

をすることとしてきました︒誰

相当と判断した方に対して表彰

則を定めまして︑基準に照らし︑

家での研修を終えて︑農業生産

者にとってわかりやすい︑使い

める活動︑取組みをしている人

表彰制度を

につくことになっています︒ま

やすい制度に整理しており︑今

に村民の思いを受けて︑表彰す

えを再度伺います︒

た親の後を継いで農業を志す家

後は緊急を要するものも含めて

生かす農業施策を

族もいると関いています︒

整理していきます︒

る必要があると思いますが︑考

彰する制度に変えていくべきと

してほしいというような人を表

村をはじめとする関係団体・
機関の努力の成果であり︑歓迎

えを伺います︒

に生産活動を推進し︑住民とし

図住民誰もがこの人なら表彰

する動きです︒この方々が確実

て生活ができるよう︑村として

考えますが︑伺います︒

﹇冲肘㈲辰﹈ 表に出ないで影の

具体的施策を推進する必要があ
ると思いますが︑考えを伺いま

支援対策実施要綱︑占冠村農業

﹇冲肘匿辰﹈ 占冠村新規就農等

規則そのものもよく理解できな

ますので︑いまの制度は古くて︑

いる方も実際にはいらっしやい

存在で村の人たちを支援されて

振興事業補助規則において新規

いこともあり︑民意を反映でき

す︒

就農者や農業者に対して助成対

す︒

していきたいと考えておりま

る仕組みを検討し︑規則を改正

新規就愚者の定着への支援が求められる占冠の農業

策を行っています︒
この制度の内容を使いやす
い︑わかりやすい内容に整理︑
検討しており︑具体的施策につ
いては次年度の予算に反映して
まいりたいと考えています︒

図施策は一定の取組みの速さ
が求められています︒早く手を
打って農家・新規就農者に支援
活動を行いながら︑立派な農業

−８
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ここが聞きたい!一般質問

新規就農者への支･−

五回穏和

ここが聞きたい!一般質問

6月定例会
一般質問のその後は

国６月定例会

朽化もしていることから︑今後 す

の公営住宅だけですので︑１年

の設置と水洗トイレの水を冬期

解体後の土地利用について

でも早く比較計算をしながら進

水洗になっていないのは占冠

は︑更生橋の架け替え用地とし

めていきます︒

解体を計画しています︒

時期については本定例会に提

て考えております︒浄化槽設置

ます︒
案します補正予算を計上させて

については︑住宅棟ごとの設置

間不凍液にすることで考えてい

伺います︒

いただいており︑承認されれば

一般質問の進捗状況

二伸肘㈲長﹂ トマム地区に似た

ではなく︑住宅全戸に対応する

一工目て支援の調査について

事業があるとのことで保護者に

浄化槽を１基設置するよう検討

着手したいと考えております︒

中であり︑設置費用︑維持管理

お聞きしたところ︑お互いに
一双珠別川河川砂利除去の要

﹇沖淋淋辰﹈ 北海道への要望は

やっているので必要ないとのこ

まだ行っておりません︒相手方

の浄化槽設置を１

費用と慎重に検討したいと思い

ときの意向調査結果を踏まえ

の受け止めを含め︑効果が高い

基にするとのこと

望の結果を伺います︒

て︑現在子育てファミリーサ

とされている富良野圈城市町村

ですが︑大規模な

ということでした︒入居の見通

通しがあれば建設を検討したい

う話も聞いており

模の方が便利とい

持管理にも︑小規

老朽化のため解体が予定される占冠市街公営住宅

とでした︒全体的な計画を作る

ポートの設置の意向はございま

長による河川整備促進要望と

ます︒

せん︒

いった機会があり︑毎年１回で︑

浄化槽ですとかな

ます︒

厳しいと考えてい

予算の付け方等が

Ｉ住宅全戸対応

定しており︑具体的な施策とし

今年はＨ月に予定しており︑要

りな費用となり︑

占冠子育て支援事業計画を策

て︑

望書の作成を進めております︒

公営住宅の今後

回字占冠の

①地域における子どもの支援策
②妊婦︑乳幼児の健康の確保及
び増進
③子どもの健やかな成長に資す

しではなく︑入居できる状況に

ます︒

予算的にも・維

④子育てを支援する生活環境

していただければと考えます︒

二伸肘㈲長﹂ 行政

１３月定例会では︑入居の見

⑤要保護児童への対応等施策を

解体費用を修繕に回し︑水洗化

とより︑一括設置

側の試算では棟ご

る教育環境

行っていきます︒

にもなっていないので︑早急に

Ｉ占冠地域交流館の女子トイ

浄化槽を設置してはいかがかと

の方が有利である

レ及び炊事場の修繕について伺

考えますが伺います︒

います︒
﹇申㈲㈲㈲﹈ 炊事場につきまし

が︑再度調査した

と考えております
は現在16戸あります︒道道側の

いと思っておりま

﹇冲贈淋長﹈ 宇占冠の村営住宅
ないよう改善︑女子トイレにつ

住宅は昭和50年建設の住宅で老

ては︑逆流による水漏れが起き

いては電気工事を行い︑暖房機

一９−

で︑住民の生活︑またスキー場

小限にとどめ︑減災につながる

事前策を講じることが被害を最

と考え︑避難道路の必要性を伺

利用者には影響がないと考えて
います︒

図学校の防災体制は

Ｉ小中学校においても︑文部

科学省の原則的なひな形があっ

います︒

﹇ 冲刺刺長﹈ 現在ある砂利道は

て︑それに沿って総体的なマ

一定の成果が得られたと理解し

院側新ルートでの

は︑全校参観日︑あるいはＰＴ

ております︒

を定めて全教職員で確認を行っ

一

困農業振興対策

図黒毛和種の補助事業が今年

地すべりとか河川の管理上︑北

ニュアルが作られていると思い

回避難道路

海道との調整が取れない状況に

ます︒非常時に細部について対

度に終了するが︑本事業により

あります︒避難場所までの避難

ただきますが︑関係者からの要

開設が出来ないか︑

Ａ総会等の機会に説明してお

Ｉいつ︑どこで起きるかわか
らない集中豪雨に対して︑想定

応できない状況が出てこないか

経営の安定化と充実が図られ︑

ており︑本事業の継続延長につ

道路は中学校へ行く道路一か所

教育計画の中にも︑学校安全

す︒

し︑緊急時の対応に備えていま

に危機管理マニュアルを作成

国・北海道のマニュアルとは別

こ渾滓激凛凛﹂ 各学校において

伺います︒

外のこともあり得ると想定し︑

務調査で現地を見

一10月の所管事

であり︑道路の確
保については検討
を要するものと考
えています︒

いて伺います︒
二伸肘㈲長﹂ 里一毛和種経営安定
化事業は平成23年から27年度の
事業として実施し︑優良牛の導
入︑高齢牛の更新︑それに伴い
産出された素牛が高値になって
いることから一定の成果が出た
と思います︒

望や農協からの要請もあり︑新

住民の意見等をい

行政︑議会または

り︑教育委員会も事案の発生危

計画︑防災計画︑学校危機管理

しい事業の検討も行っておりま

ただきながら︑新

険のある場合は各学校と連絡調

ていただき︑整骨

す︒今後肢業者等と協議し︑形

しい提案をしてい

整を図っています︒

事業は本年度で終了させてい

を変えて畜産振興は継続してい

きたいと考えます

二伸肘㈲長﹂ 運動

また保護者への対応について

く考えです︒

が︑考えを伺いま
図橋梁の長寿命化修繕計画の

公両側はゲート

回宮下橋の補修は

中で工事が行われますが︑入札

ボール場︑駐車場

す︒

時期︑また通行止め等の規制が

等があり︑影響が

ないのか勘案しなが

行われないのか伺います︒
﹇申㈲㈲㈲﹈ 入札時期は10月下

ら検討していきたい
本年冬から下部工事がはじまる宮下橋 と考えています︒

旬かＨ月で工期は平成28年３月
末です︒今年の工事は下部工事
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ここが聞きたい!一般質問

避難道路新設等Iの

防災対策はI

座ﾖ但〕

トサイトも含めて

順位は高く︑オー

﹇ホ㈲㈲鼎﹈優先

ます︒対応について伺います︒

水の確保について検討が急がれ

検討したいと思い

Ｏ％ということです︒総体的な

二伸㈲淋長﹂ 水の供給に関し

ます︒

国ニニウキャンプ場の

図昨年の総務産業常任委員会

て︑早急に検討・対応をしてい

管理状況

所管事務調査報告後の対応につ

道道の整備﹂につ

図﹁福山へ行く

かねばならないと考えていま

まず﹁水道水の確保﹂につい

す︒

いてお伺いします︒

ておたずねします︒

いて伺います︒

が︑流水の検討も考えてはいか

Ｉ水利権の問題はあります

がですか︒

二伸肘淋長﹂ 一定の水量は確保
できたものの水質が悪く︑飲用

になりましたが︑

で順番を付けると

Ｉ緊急度の高さ

す︒

こなっていきま

度以降に繰り延べ

に不適で飲用水として処理する

二伸肘淋長﹂ 難しいと思います

北海道に要望をお

﹇仲村村長﹈ 次年

ための検討を行っている段階で

が調査はしたいと思います︒

一﹁バンガローの補修﹂につ
いて伺います︒
二伸漸漸長﹂ 指定管理者が対応
しています︒

どうなりますか︒

は水進水確保で︑

﹇ 冲肘㈲長﹈ １番

設︑３番目はトイレ関係と考え

補修がもとめられているバンガロー 次は駐車場の増
について伺います︒

りません︒働きかけは積極的に

の予算でやるということにはな

二伸刺刺長﹂ 道道ですので︑村

は︒

固福山方面の道道整備の考え

﹇冲肘㈲長﹈ 今年度は実施して ています︒
いません︒

一﹁トイレ蛇口の取替え﹂に
ついて伺います︒

﹇申順順冊﹈ 指定管理者が対応
しています︒

行いたいと思います︒

一一１１

す︒応急策として︑既存水源近

どうかと十分な量が確保されて

Ｉかなり古くなっていますの

﹇申順順冊﹈ 大規模な施設整備

で︑改修・新築した方が良いと

テニスコートのところの水源は

につきましては緊急度・優先順
位等を鑑みて︑指定管理者と協
議を重ねて進めていきます︒

ついて伺います︒

一﹁和式トイレの洋式化﹂に

﹇市制制冊﹈ 必要性は感じます
が︑今年度は実施していません︒

一﹁駐車場の増設﹂について
図今年も利用客が増え約１３ １﹁トイレの個室化と拡張﹂伺います︒

期に方向性は出していきます︒

﹇中洲洲鼎﹈ できるだけ早い時

はいつ頃でますか︒

きる状況ではありません︒結論

図不確定要素があり︑安心で

ます︒

好天が続きますと水不足が生じ

されますが︑鉄分が多く除去が

長ど
う
十か
分を
な伺
水い
量ま
はす
確 ゜
保

思いますが︒

回

可能かどうか検討しています︒

W岫

‑

ここが聞きたい!一般質問

ﾆｳｷｔンフ薯
水道整備と道道開通
要望を

議会の圭なうごき=

そうです︒

猛暑も去り秋風の吹く爽や

かな季節となりました︒今年

は６月に少々気象異変が見ら

れましたが少しずつ回復し︑

豊穣の秋を迎えることができ

しかし一方で地球環境が牙を剥いたため

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。〉〉

か︑関東・東北地方では記録的な豪雨に見舞

江忠聴俊

われ︑家屋や収穫目前の農作物の流失や︑浸

水で尊い人命を奪われ︑最悪の被害を被って

います︒まずもって被災された方々並びに亡

くなられた方々に心からお見舞いと︑お侮や

また近年︑異常気象による被害は世界各国

み申し上げます︒

で発生し︑貴重な財産や︑人命を奪う甚大な

被害を受けています︒これらの多くの要因は︑

人間活動による二酸化炭素が︑大気中に大量

に放出され﹁地球温暖化﹂をもたらした可能

私たちは安心・安全︑そして快適に暮らす

性が高いと言われています︒

〒079‑2201北海道勇払郡占冠村字中央TEL
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ために︑地球環境にやさしい生活に心がけな

谷藤川村

︵長谷川︶

0167‑56‑2191

ければならないと痛感しているところであり
ます︒

大工

︵前期︶

元國歌一
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且且

委員長木

長谷

FAX

委員長

委委副

