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米から野菜へ

きびしい農業情勢の中、転作田にネギを植える手にも力がこもる。
（町内西日の出内田信幸さん宅のハウス内の作業から）
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●西小学校改築問題（佐藤政幸議員）町政執行の姿勢●駅改築問題（吉岡光明議員）…7〜9P
★一般質問

●児童館、老人福祉計画（倉本チヨ議員）●行革、学校数育（平田喜臣議員）……10〜13P
●年金証明無料化、パート労働者退職金制度創設（米沢義英議員…………13〜15P
●図書館、広域事務処理〔青柳輝義議員）●キャンプ場進入道路問題〔石川洋次議員）15〜17P

六年度予算など可決
一般会計予算は九十三億四千三百万円
平成6年第1回定例町議会は︑3月7日から22日
までの会期の中で4日間本会議が開かれました︒

今定例会に提出された案件は︑条例の改廃8件︑
平成5年度各会計補正予算6件︑平成6年度
予算7件︑決算認定の件1件︑人事案件2件︑そ
の他18件のあわせて42件でした︒その主な内容に
ついてお知らせします︒

国・道の政治腐敗構造が問

るが︑今後も納税者との相互

理解を図り︑町税確保に努め

られたい︒

四 入札執行について

建設工事の入札においては︑

何よりも透明性︑公平性の確

保のため︑厳正な入札執行を

図られたい︒

五 需用費の節減について

消耗品等需用費の執行に当っ

ては︑財政状況がますます厳

しくなることが予想されるの

で︑予算の集中管理等節減を

図られるよう努められたい︒

六 物品購入については︑地元

業者育成の面からも町内で調

︵原案可決︶

歳入歳出決算認定両件

平成4年度上富良野町各会計

平成5年度第4回定例会付託

定可決することとし︑本定例会

道会計1項目の意見を付して認

果︑一般会計8項目︑公共下水

会議を開き︑慎重に審査した結

月11日2
1日の2日間にわたって

体して︑今後は町のシンボル

二 ふるさと創生資金の活用に

るなど改善に努められたい︒

るが︑﹁専用コーナー﹂を設け

各担当デスク上で行われてい

へのサービス低下を招くこと

面からも好ましくなく︑住民

られたい︒

し︑より効果的な助成に努め

その使途につき十分追跡調査

達するよう努められたい．

平成5年第4回定例会で︑議

において特別委員長より審査結

となるような﹁夢のある事業﹂

のないよう適正配置の見直し

題になっている今日︑本町に

長と議員から選任された監査委

果報告が行われ︑認定可決され

の施策に充当すべきである︒

七 補助金・負担金については︑

員を除く18名の議員で構成する

ました︒

おいても業者との打合せには

決算特別委員会︵委員長︑海江

●付された意見

平成4年度会計決算

田副議長に︑閉会中の継続審

︵一般会計︶

ふるさと創生資金の主旨を

三 町税について

収納率は前年度に比して向

上し︑担当職員の努力を認め

︵公共下水道会計︶

一層の努力を図られたい︒

を図り︑効率ある業務遂行に

にあるが．職員の健康管理の

年々時間外勤務が増加傾向

八 職員の時間外勤務について

査として審査を付託されていま

一執務姿勢について

ついて

したが︑決算特別委員会は︑1

一未収金について
受益者負担金及び使用料の
未収金が前年度比2・4倍と
増加傾向にある︒
健全財政を図り︑公平公正
の原則を旨として一層の努力
をされたい︒
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平成5年度

各会計補正予算

十分な審議を要するとして︑議

長を除く1 9名の議員で構成する

7百6万8千円を減額し︑歳

入歳出予算の総額を5億6千3

予算特別委員会︵委員長・海江

田副議長︶を設置し︑会期中の

百18万9千円としました︒
水道事業会計︵5号︺

中1
0地区団体営農道整備事業ほ

次補正予算による関連事業で東

補正の主な理由は︑国の第3

千9百17万1千円としました︒

歳入歳出予算の総額を百5億5

3千6百58万4千円を減額し︑

74万9千円としました︒

入歳出予算の総額を11億8千百

4千4百87万円を増額し︑歳

︵原案可決︶

老人保健特別会計︵2号︶

千円としました︒

出予算の総額を3千5百22万4

6百73万円を減額し︑歳入歳

︵原案可決︶

し支出予定額の総額を1億3千

出予定額から9百80万円を減額

を9千6百64万7千円とし︑支

円を減額し︑収入予定額の総額

収入予定額から4百62万2千

︵資本的収入及び支出︶

9千円としました伊

入歳出予算の総額2億1百99万

3百97万7千円を減額し︑歳

︵収益的収入及び支出︶

●付された意見

について原案可決されました︒

査結果が報告され︑各会計全部

おいて︑予算特別委員長から審

べきものと決定し︑本定例会に

項目の意見を付して原案可決す

別会計1項目︑病院事業会計3

般会計9項目︑国民健康保険特

議を開き慎重に審議の結果︑一

17日までの4日間にわたって会

特別委員会では︑3月14日から

継続審査として付託され︑予算

か2件の事業︑町百年史発刊事

補正の理由は︑療養費の増に

2百67万6千円として︑不足す

︵一般会計︶

︵原案可決︶

業︑天災資金利子補給事業など

よるものです︒

る額3干6百2万9千円は過年

一般会計︵11号︶

が計上され︑また︑各事業の完

公共下水道事業特別会計︵4

一財政状況の悪化が見込まれ

︵原案可決︶

了による予算の精査を行って︑

度分損益勘定留保資金を充当す

る中︑行政サービスの多様化︑

号︶

ることとしました︒

複雑化の傾向はますます顕著

である︒生活環境基盤整備︑

産業振興施策など事業の緊急

性や長期的なものを区分し︑

順序付けを明確にして︑事業

計画︑財政運用に一層の努力

⑦病院事菓会計 ︵原轟可決︶

⑥水道事業会計 ︵原案可決︶

︵原案可決︶

ては︑事業実績等を十分考慮

が︑補助の予算執行に当たっ

や事業補助が増加傾向にある

二各種団体に対する運営補助

を図られたい︒

以上の各会計予算については︑

⑤公共下水道事業特別会計

︵原案可決︶

7予算が原案可決される

各 会 計 予 算

平成6年度

︵原案可決︶

剰余金を公共施設整備基金に備
えることとしました︒
国民健康保険特別会計︵3号︶
︹原案可決︶
6千4百51万8千円を減額し︑
歳入歳出予算の総額を9億5千
9百36万6千円としました︒

①一般会計

︵原案可決︶
補正の主な理由は︑歳入では︑

②国民健康保険特別会計

④老人保健特別会計

︵原案可決︶

③簡易水道事業特別会計

︵原案可決︶

農作物の冷害による保険税の減
免︑被保険者の移動等による保
険税収の減と︑歳出では︑保険
給付金の減によるものです︒
簡易水道事業特別会計へ4号︶

し補助効果が上がるよう配慮
すべきである︒
三 平成6年度の公共事業に対

られたい︒

公平性が確保されるよう努め

当たっては︑さらに透明性︑

四 工事︑物資等の入札業務に

のうえ︑土づくり施策を講ず

物奨励事業の実績等内容精査

も重要と考えるので︑緑肥作

未 土づくりは︑農業振興上最

五 農産物試験場の運営︑農産

七 十勝岳地域総合開発整備事

する国の予算内示が遅れるこ
とが予想されるが︑町の地域

物加工実習施設︑先進的農業

業については︑巌しい財政状

るよう検討されたい︒

経済活性化の視点に立ち工事

生産総合推進対策等︑農業振

健

特
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の連携などに対応できる体制

と考えるので︑近隣自治体と

軽減されるよう努められたい︒

進等諸施策を講じ︑税負担が

いるので︑保健予防事業の推

に一層努力すべきである︒

に精通した医師との人事交流

ところが大である︒近代医療

一町立病院の運営については

一層の推進を図られたい︒

なる連携による︑予防医療の

三 医師︑看護婦︑保健婦が密
九 職員の人事管理については︑

極めて巌しいものがあり︑改

各会計予算の予算額は︑表で

︵病院事業会計︶

適材適所を旨として︑業務の

善計画の執行に当たっては︑

示しました︒

効率化に一層の努力が望まれ

医療技術と町民の信頼による

二 町立病院の経営は︑医師の

れたい︒

行について最善の努力を図ら

病院長以下の特段の熱意と実

保健者に重税感が強くなって

康保健税の負担が大きく︑被

一医療費の増加に伴い国民健

︵国民健康保健特別会計︺

る︒

れたい︒

を整えるよう前向きに検討さ

域行政に取り組むことが必要

の視点に立ち︑事務組合等広

で︑今後の効率的行財政運営

案の諸事案が山積している中

几 ごみ処理場︑火葬場など懸

全確保に留意されたい︒

いて︑利用者の事故防止︑安

なお︑既設の露天風呂につ

の早期発注については︑特段

病 院 事 業 会 計

況︑国内の観光産業の下降現

51 ．6

興に当たっては︑これらの事

78 6 ，14 8

の努力をされたい︒

公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計

象等を十分考慮し︑長期展望

6 ・9

業実施後の指導体制を明確に
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特に︑冬期間や年度末押し

計

に立って取り組まれたい︒

△ 8 ．5

して︑投資効果が上がるよう

85 3 ，12 1

迫つての工事発注は︑極力避

計

配慮すべきである︒
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仁単位．千円）
平成6年度各会計予算

条例の制定・改正・廃止等

条例

︵原案可決︶

この条例は︑水田農業確立の
円滑な推進と地域農業の再編に

カミホロ荘公社へ売却

交付金を受けて基金条例を設置

廃止する条例 ︵原案可決︶

上富良野町立国民宿舎条例を

勝岳観光開発公社に譲渡するた

十勝岳観光開発公社の株券を十

カミホロ荘の建物と湯源施設︑

〜売却に伴う3議案可決成立〜

したもので︑この基金による事

本年4月1日をもって︑国民

めの収入で︑この収入は︑十勝

資するため︑平成元年に国から

業として︑平成5年度に集団営

宿舎カミホロ荘を民営主導の経

新たに営農改善資金の
融資条例が制定される︒
上富良野町会立学校の施設設

農機械導入事業と野菜等苗生産

上富良野町立病院往診手当等

備使用料徴収条例の一部を改

岳地区観光開発事業基金積立て

支給条例の一部を改正する条

営に移行するため十勝岳観光開

正する条例 ︵原案可決︶

︵原案可決︶

平成5年度一般会計補正予算
︵12号︶

建物・﹁国民宿舎カミホロ荘﹂

を6百51万4千円二カミホロ荘

あわせて1千1百51万4千円で

に係る湯源施設等﹂を5百万円

歳入歳出予算の総額を百5億8

ることにしました︒

㈱十勝岳観光開発公社に売却す

補正の主な理由は︑国民宿舎

千4百54万5千円としました︒

2干5百37万4千円を増額し︑

財産処分の件 ︵原案可決︶

施設設置事業を行い基金を全部

例︹原案可決︶

清富小学校の改築により︑ア

を支援するため︑営農改善資金

し本条例を廃止としました︒

金に充当されます︒

病院事業の職員諸手当ての見

リーナ面積が拡大されたため基

発公社に運営を移行することと

直しを図り︑往診手当︑手術手

上富良野町都市公園条例の一

本使用料を改正しました︒

ととしたものです︒

部を改正する条例︵原案可決︶

当︑ギプス手当等を減額するこ

上富良野町職員定数条例の一

公園の所在地域名と公園名が

に改正しました︒

不一致な公園の名称を次のよう

部を改正する条例
︵原案可決︶
町長部局の職員定数を1人減

﹁もとまち公園﹂をrみやま
支消したことにより︑本条例を

員して百60人とし︑議会事務局

ち公園﹂に︑﹁ときわ公園﹂を﹁お

上富良野町営農改善費金融資

の職員定数を1人増員して4人

﹁にしまち公園﹂に︒

条例

廃止することとしました︒

上富良野町乗合自動車の設置

平成6年度から始まる第3次

おまち公国﹂に︑﹁住吉公園﹂を

及び管理に関する条例の一部

町農業振興計画に基づき︑農業

としました︒

を改正する条例 ︵原案可決︶

奨励策を積極的に実践するもの

更し︑﹁白銀荘﹂と﹁吹上いこい

の融資を行ない︑町農業の振興

︵原案可決︶

町営パス十勝岳線の路線を変

の広場﹂を経由することになり

融資条件等について規定した本

を図ることを目的に融資対象や

上富良野町水田農業確立特別

条例が制定されました︒

ました︒

対策事業基金条例を廃止する

により︑上富良野町税条例の一
部を改正することを町長におい
て専決処分することができるも
のとして指定したものです︒

の選任の件

固定資産評価審査委員会委員

当するため︑1億7千万円を支

固定資産評価審査委員会委員

︵選任同意︶

消することとしました︒

必要とする特別な建設財源に充

その他審議された案件
富町団地公営住宅新案工事
︵建築主体工事︶その1請負
契約締結の件 ∧原案可決︺

臨時町議会

事と豪雪による除排雪の費用︒

平成5年度水道事業会計補正

予算︵4号︶ ︵原案可決︶

︵資本的収入及び支出︶

6百50万円を増額し︑収入予

定額を1億百28万9千円とし︑

支出の予定額を1億4千2百47

第一回臨時会

第一回町議会臨時会は︑1月

の増額です︒

島津地区拡張工事に伴う経費

万6千円としました︒
した︒

21日︵会期一日間︶に開かれま

中町2丁目・再選任︶を選任す

財産取得の件︵原案可決︶

上 富 良 野 町 道 路 線 認 定 の 件 ︵ 原として︑大道俊造さん︵69歳︑
案可決︶

ることに同意しました︒

指名競争入札により契約金額
5千98万5千円で株式会社佐川

東4線広域道路など8路線総

人権擁護委員候補者の推薦の

権者から︑6千2百97万千3百

一般廃棄物処理施設用地とし

延長1万2千3百・3メートル

て新井牧場内の山林などl

8万4

件

佐々木幸子さん︵51歳︑富町1

60円で取得することにしました︒

︵推薦同意︶

が町道路線に認定されました︒

千百25平方メートルを4人の地

案可決︶

丁目・新任︶を推薦することに

上富良野町道路線廃止の件︵原

人権擁護委員の候補者として︑

建設と請負契約を締結すること
を議決しました︒
工期は︑契約の日から平成6
年9月20日まで︒
富町団地公営住宅新築エ事

旭日道路など3路線総延長4

︵建築主体工事︶その2請負

治水事業の促進に関する要望

線2百25メートルの町道路線が

しました︒

要望意見書を関係大臣宛送付

意見の件︵原案可決︶

同意しました︒

契約締綾の件 ︵原案可決︶

︵原案可決︶

要望意見書を議決

上富良野町公共下水道上富良

次の要望意見書を議決し︑関

廃止されましたヰ

額5千26万4千円で有限会社木

野浄化センターの建設工事委

指名兢争入札により︑契約金

津建設と請負契約を締結するこ

第二回町議会臨時会は︑2月

第二回臨時会

改善を求める要望意見書

①季節労働者援護制度の延長・

託 に 関 す る 基 本 協 定 締 結 の 件係大臣宛送付しました︒
︵原案可決︶

とを議決しました︒
工期は︑契約の日から平成6

浄化センターの建設工事︵水

した︒

年9月20日まで︒

処理施設︶を︑平成6年度にお

業対策の確率に関する要望意

7日︵会期一日間︶に開かれま

上富良野町公共施設整備基金

いて随意契約により6億9千2

②国際環境の変化に対応した農

の一部支消の件 ︵原案可決︶

平成5年度一般会計補正予算
︵10号︶︵原案可決︶

見書
③アイヌ民族に関する法律制定

百万円で東京の日本下水事業団
に委託契約することとしました︒

平成6年度の公共施設の整備
財源に充当するため︑2億6千

5百75万5千円としました︒

9千2百82万円を増額し︑歳

の早期実現を求める要望意見

④病院給食の現行医療給付制度

主なものは︑公営住宅建設工

入歳出予算の総額を百5億9千

の存続を求める要望意見書

書

完成期限は︑平成8年3月31日︒

平成6年度の地方税法の改正

︵原案可決︶

町長の専決事項指定の件

万円を支消することとしました︒

︵原案可決︶

上富良野町財政調整基金の一
部支消の件

平成6年度で︑多額の経費を

3月定例会での一般質問は︑

にも姿を見せていないのが現実

である︒これら文化施設は︑町

の真の豊かさ︑生きがいと活力

ある地域社会を築くことを求め

るならば︑絶対に欠くことので

きない重要な施設であり︑行政

の課題であると思われるので︑

これらの展望と見通しについて

具体的に答弁を願いたい︒

整備について

館の建設︑情報処理施設等の

文化会館の建設促進及び図書

整備計画の諸問題

等情報施設の設置︑西小学校

文化会館の整備計画︑図書館

ことであるが︑文化的環境整備

されることになり誠に喜ばしい

スポーツ関連の施設は一応完備

の整備も完了する見通しがつき

継続整備した総合運動公園広場

道館︑及び4年の歳月をかけて

たプール．本年度計画実施の武

会教育総合センターを中心とし

町の総合計画に基づいた︑社

る要望書も提出されている︒

要請による文化会館建設に関す

の調整を図りながらできるだけ

政上の関連もあり︑他の事業と

相当の事業費を要しますので財

ております︒文化会館建設には︑

しての場の必要性は十分認識し

経緯もあり︑文化活動の拠点と

理事者及び町議会に提出された

館建設促進に関する要望書も町

の場が求められており︑文化会

が盛んになっており︑その活動

活かし︑教養を高める文化活動

ある生活を求め︑自らの趣味を

化に伴い︑心の豊かさや潤いの

暇時間の拡大や︑社会環範の変

ますが︑週休2日制等による余

の文化会館整備の見通しであり

的環境整備の長期計画について

る校舎でしたが近年の老朽化が

モデル校舎として道内でも誇れ

合新校舎として建設︑当時は︑

問 酉小学校は︑昭和42年︑統

酉小学校の改案計画について

ながら計画を進めて参ります︒

設に向けて財政との調整を図り

備が望まれるところであり︑建

施設では︑狭隘であり︑その整

蔵書も増加したことから現有の

町も年々図書室利用も増加し︑

る施設の整備が必要とされ︑本

クでの情報収集及び提供もでき

ターシステムによるネットワー

情報化時代を迎え︑コンピュー

も目的としており︑更に近年の

資料を収集し一般に供すること

ばかりではなく︑記録や︑各種

教育長 生涯教育における文化

問 文化会館︑図書館の整備促

関係については︑本年度の町政︑

早期実現に努力して参ります︒

はげしく︑改築を急がねばなら

第3日目の3月11日に︑7人の議員が

進については︑平成4年3月定

教育行政執行方針のいずれにも

図書館建設計画であるが︑図

ないと思うが︑これらの整備計

8項目について行いました︒

例会において質問したところで

全く見られないところであり︑

書館は単に図書の閲覧︑貸出し

1

もあり︑また︑平成4年9月に

3ヶ年の長期総合実施計画の中

お知らせします︒

質問と答弁の内容を要約し

は上富良野町文化連盟51団体の

佐藤議員

降実施設計︑工事実施と年次計

を行い︑採択を受け︑明年度以

実施するため︑本年度概算要求

して防衛施設庁の補助金を受け

改造を計画し︑騒音防止対策と

る現状にありますので︑大規模

装外装に著しい老朽化が出てい

すが︑建設後27年を経過し︑内

教育長 西小学校の整備計画で

画について伺いたい︒

難しく︑緊急度を見極めたうえ

必要とすることから早期実現は

の建設には10億を超える財源を

いるところであるが︑文化会館

促進については︑十分認識して

町長 文化会館︑図書館の建設

たい︒

教育委員会の考えを再度確認し

いるが︑改造か︑全面改築かの

面改築の方向であると認識して

上富良野小学校の改造の結果

大改造の方向で進めます︒

構造的には欠陥がないことから︑

小学校は60年の耐用年限があり︑

てはどうかとの質問ですが︑西

問題ですが︑改築の方向で進め

教育長西小学校の改善整備の

い︒

は︑教育委員会の方針に従いた

西小学校の改善計画について

に向けて考えたい︒

きな目玉事業は感じられず︑ま

ました︒しかし︑これという大

作に見舞われて平成6年を迎え

も期待の事業がない︑この点に

第2には．農業政策について

考えているか伺いたい︒

はいかがと思うが︑町長はどう

を設け︑柱となる計画を練って

識経験者による総合計画委員会

を高めることが最も重要な施策

業所得の向上と︑土地の生産力

昨年は100年に1度と言われる凶 魅力ある農業経営を目ざし︑農

ついてもどう考えるか︒

と考えている︒

難な課題が山積しておりますが︑

継者の確保︑育成をはじめ︑困

日の農業を取りまく環境は．後

農業振興政策については︑今

行きます︒

急性の度合いによって判断して

現状であり︑事業の選択は︑緊

農業振興方策としては︑町の

で実現に向けて進みます︒

た何軒かの離農が取りざたされ

第3次農業振興計画を基本とし

画で整備いたします︒

から見ても︑新築に等しい改造

ていると聞くとき︑この時こそ︑

て︑農協等関係機関との連携の

図書館の必要性は認めるとこ

が実施できるものと考えるので

農民は︑菅野町長に期待を抱い

再質問 文化会館の建設構想︑
ろであり．他町村の整備も進ん

もと︑ソフト︑ハード両面から

図書館及び情報処理施設等の必

ていると思われるので︑明るい

の着実な推進に努め︑自立し得

理解いただきたい︒

分認識していられると思うが︑

希望の持てる事業を政策に盛り

る農業経営の実現に向け︑積極

でいるところであり︑近い将来

これらの諸問題は︑大きな財政

農村振興の一助とならないか︑

要性学校改築等については充

的処置を伴うとともに︑行政と

成はいつか改良事業計画の年度

的に取り組む所存であります︒

後年度に延ばすなどの決断も必

社会に対応する環境づくり一

別状況と実施状況について伺い

町長の努力を期待するがどうか︒

要と思うがどうか︒

般廃棄物処理施設︑公共下水道

たい︒

してはさけて連れない町民の最

菅野町政誕生以来1年余︑町

などの生活環境の基盤整備︑米

第2に十勝岳総合整備事業に

観光行政について

民や︑庁舎内の管理職の中から

をはじめとする農畜産物の市場

中茶屋よりの町道︵旧道々︶の

町長 町政執行の基本姿勢につ

もカラーが見えないとの声が出

開放など楽観を許さない農業情

改修年次計画を取り入れてはど

問第1に十勝岳横断道路の完

はじめている︒和田︑酒匂両町

勢を踏まえた振興策︑自然が与

うか︒

いては︑近づきつつある高齢化

長もそれぞれ独自の政策をつく

も熱望している施設の整備であ
るので特に町長の考えを伺いた
い︒
次に酉小学校の整備計画につ
いて教育長に再度伺いたい︒
西小学校の整備は︑校舎改造︑
特別教室の増築︑プールの改修

町政執行の姿勢について

ついては︑この道路の延長は5・5

を実施する計画であることと確

問 町長の町政執行について︑

ど︑まだまだ解決しなければな

kmで︑昭和63年度着工︑平成5

町長道々十勝岳温泉美瑛線に

認されたが︑多少の年月の遅れ

第1に予算に新政策事業の盛り

え懸案事業も山積している時︑

らない課題が山積しているのが

えてくれた雄峰十勝岳を中心と

があっても︑将来を見通し︑全

こみが少ないように見えるが︑

これらに向けて町民各層より学

り目玉を出してきました︒

面改築の方向で取り組めないも

漸新性を出し︑事業によっては

本町も開基100年を3年後に控 した観光業の振興︑商工振興な

のか︑現場や︑地域の要望も全

吉岡議員

年度までに3
6．
kmが改良舗装され︑
次に中茶屋よりの町道十勝岳

で道からの情報を受けている︒

は検討して参りたい︒

推測されるが︑可能性について

庁の認可は極めて難しいものと

架換事業が実施されることにな

江花通り街路事業︑上富良野橋

業は道が事業主体となり︑道々

調査を実施しています︒この事

か︒

目玉として出せるものがない

ら現路線での改良が難しい状況

間は︑急勾配箇所もあることか

しかし︑町界から望岳台に至る

で完成する計画となっている︒

の1
9．
kmについては︑平成7年度

幹線道路として︑その役割を担っ

も進み︑十勝岳地域に至る重要

道々吹上上富良野線の改良整備

年町道に降格となり︑降格後︑

のご意見でありますが︑昭和4 6

公園設置まで進み︑その後の進

ントラルプラザ建設︑石づくり

金の投入により︑用地取得︑セ

はどうなのか︑ふるさと創生資

問 第1に駅前整備計画の動き

参りたい︒

業の進行状況を見ながら進めて

ら駅前周辺については︑この事

の同時街路事業は難しいことか

りますが一町村において2ヶ所

し上げるので︑ご協力をいただ

漸次取り組み︑今後ご相談を申

ますが︑継続性の必要性もあり︑

性が足りないとのご指摘であり

町長 予算編成に当たって独創

きたい︒

をどう考えているか︒

にあり︑新ルートの調査検討中
ていることから︑降格後の改良

展は見られない状況にあるが︑

③ふるさと創生資金の有効活用

美瑛町の境界に至る未改良部分
吹上線の改修計画を進めてはと

商工振興について

であり︑望岳台までの完成は︑
整備は極めて困難であり︑環境

内容を伺いたい︒

問題も伴うのでその後の動きと

計画推進には住宅の立退き等の

しては︑町の公共施設との合築

協議をして参りますが︑JRと

場整備計画の中でJRとも充分

設計画の考えですが︑この駅広

ります︒農業経営は所得の確保

織を通して取り組みを強めて参

の関連もあり︑要請運動等︑組

いとのご意見ですが︑国︑道と

第2点の新駅舎に物産館の併

なお︑相当の年数を要すること

第2は︑新駅舎兼物産館の実

による複合施設を希望しており

が必要であり︑限りある農地の

農業政策についても目玉がな

施計画をたててはどうかという

ますので︑駅舎及び駅東側との

るところであり︑第三次農業振興

提案であります︒

として計画して参りたい︒その

計画を基本にして進めたい︒

活用を進め︑高所得作物︑野菜を

れている時︑町が︑活性化を進

中で物産館︑その他の公共施設

連携を考慮し︑また︑商店街活

める中心点として新駅舎構想を

でどのような施設が良いか検討

材の活用についても今後配慮し

商店街の店舗近代化事業も︑大

進め︑物産館の併設︑また︑観

して進めて参りたい︒

て参りたい︒

中心にした経常の確立が急がれ

光協会事務局の常駐等による︑

再賞聞

性化との整合性をもった橋上駅
きな資金が伴うだけに実現も遅

相乗効果を考えた新駅舎建設構

①新予算編成の取り組みについ

町長 駅前周辺整備計画につい

町長の方針を伺いたい︒

るが︑理事者として斬新性に

し切っていないように思われ

て菅野町長独自のカラーを出

有効活用を囲りたい︒

いても︑皆さんと協議をしながら

ふるさと創生資金の活用につ

賢人会議の開催や︑シルバー人

想をもってはどうかと考えるが︑

ては︑第1次整備計画を完了し

欠けていると思うがどうか︒

得意の分野であると思うが︑

②農業政策については︑町長の

た次第であり︑第2次計画の駅
前道路の街路指定による都市計
画決定に向けて委託事業で基礎

日制の完全実施や多様化する地

更に今後に予測される学校週5

運営の実態について伺いたい︒

況とその対応等︑児童館の管理︑

あると考えるが︑現在の利用状

童館は重要な役割をもつ施設で

が取りぎたされている昨今︑児

られているが︑少年非行問題等

育成や福祉関係団体の利用が図

童保護を始め︑子供会等の児童

館︑西児童館は︑留守家庭の児

をもって設置されている東児童

問 児童の健全育成を図る目的

児童館の管理・運営について

い︒

る児童館事業を推進して参りた

ど︑健全で︑地域から親しまれ

いても有資格者の採用を図るな

状況も研修し︑児童厚生員につ

していく︒また他市町村の運営

いても状況を把握しながら対応

事業を行っているが︑今後につ

と連携をとった中で︑年3回の

上げ午前9時とし︑教育委員会

しては︑開設時刻を1時間繰り

現在の学校週5日制の対応と

施設としても利用されている︒

福祉サークル・地域住民の集会

名であり︑母親クラブ・子供会

9834名︑酉児童館8819

成4年度の利用実績は東児童館

成を目的に開設しているが︑平

生以下の留守家庭児童の健全育

に開放し︑幼児及び小学校3年

児童館に属し︑18歳未満の児童

く事業推進の見通しについて

駅前周辺整備基本計画に基づ

制の確立を図って参りたい︒

逐次増員を回りながら︑推進体

婦・ホームヘルパーについては

近い時点で整備を進める︒保健

トステイ専用ペットについては

緊急度の高いケアハウス・ショー

していきたい︒特に要望が多く

次計画に盛り込み︑着美に推進

の高い事業を総合的に判断し年

計画において︑緊急度︑重要性

施設整備は︑町総合計画の実施

いては︑ハード事業と言われる

町長︑計画した事業の推進につ

年次計画について伺いたい︒

り込まれているが︑事業推進の

ターなどの︑施設整備事業が盛

ベッド・高齢者住宅︑保健セン

アハウス︑ショートステイ専用

ムヘルパーや保健婦の増員︑ケ

サービス事業を3本柱に︑ホー

ショートステイ・ホームヘルプ

福祉を重点としたデイサービス・

福祉に係る事業が示され︑在宅

いるが︑今後どのように進めよ

推進を望む町民の声もきかれて

状況にあり︑本町の計画の早期

の多くの駅舎整備が進んでいる

そうした中において︑近隣町村

度以降に実施予定としている︒

としての構想を示し︑平成4年

等の施設と一体化した複合施設

施設との合築を旨とし︑物産館

JRが希望している︑町の公共

から︑どのような施設がよいの

としての合蕪を望んでいること

では町の公共施設との複合施設

駅舎の改築については︑JR

る周辺区域の整備は町が行う︒

主体となり︑その区域から外れ

街路と駅前広場は北海道が事業

と町の実施分野に分かれる︒道々

町長 駅前周辺整備事業は︑道

うとされるのか伺いたい︒

児童館・老人保健福祉計画
駅前周辺整備事業の諸問題

域住民のニーズ等を踏まえた中

問 ①JR上富良野駅舎の改築

町長 児童館には大型児童館・

める考えであるか︒

人保健福祉計画において︑平成

問平成5年度に策定された老

いて

改築期にあることから︑町では︑

築されたもので︑老朽化が進み

と︑現在の駅舎は昭和8年に建

老人保健福祉計画の推進につ

児童センター・小型児童館の3

11年度までの上富良野町の老人

駅前周辺整備基本計画による

種類あるが︑本町の施設は小型

での児童館事業をどのように進

倉本議員

けでの委託調査を行っている︒

町長 本年度都市計画決定に向

の見通しについて伺いたい︒

況にあるが︑認可申請手続き等

関連もあるとして先き送りの状

定されているが︑他の事業との

事業については平成4年度と予

定がまず必要であり︑その認可

と街路については︑都市計画決

認可申請

問 ③都市計画決定に向けての

事業採択が先決かと考えている︒

なお広場との関連もあり︑道の

か今後十分検討して参りたい︒

問 ④商店街再開発構想との関

参りたい︒

と協力が得られるよう努力して

明確になった時点で再度︑理解

実施していただき︑事業年度が

家の増改築や水洗化等は自由に

度がはっきりしていないので︑

施されているが︑この事業の年

野川改修工事﹂等大型事業が実

て﹁江花通りの改良工事﹂﹁富良

者がいるが︑現在道の事業とし

町長 予定地内には5名の地権

のように対処しているのか︒

こともきかれるが︑町としてど

慮している状況があると言った

地権者の中には︑その対応に苦

再質問 緊急度︑重要性の高い

考えている︒

を先行して推進して参りたいと

面町の役割分担についての計画

現時点では困難であるので︑当

だけに︑計画性を持つことは︑

いては︑活性化事業が不透明な

駅前周辺事業との関連性につ

い︒

面的な指導と協力をして参りた

願い︑町としても従来どおり側

早期に目的が達成されることを

要するものと思うが︑当事業が

実施計画の策定にはまだ時間を

進状況については︑残念ながら

町長 商店街の活性化事業の推

今後の対応について伺いたい︒

分程度の負担が可能であれば前

もあり︑少なくとも事業費の半

ついてはJRでも費用の問題等

認識をしている︑駅舎の改築に

に向けて開発すべき点では同じ

町づくりのポイントとして将来

早い時点にとのことであるが︑

ある駅前周辺整備をできるだけ

したい︒

が見えて来た中で︑改めて相談

が何であるかは︑或る程度の形

話を進めて行きたい︒その施設

ことなので︑JRの方とも充分

書館併設についても相手がある

きれないのが実態のようだ︒図

に進むと思うが︑それまで踏み

駅前周辺整備事業に係る広場

道においても︑本年度より実施
連

従って新規投資的事業に向け

化は否めない事実であります︒

前年比約6・5％と財政の硬直

の伸びに対し︑経常一般財源は

行政改革への姿勢
学校教育の問題・

する﹁道々江花上富良野橋架換

る財源の殆んどを起債に頼らざ

れている︑平成4年度以降の事

周辺整備事業の第2次計画とさ

定時におけるアンケートの中で︑

整備事業は︑町の第三次計画策

は充分理解するが︑駅前周辺の

国内外の情勢は大変厳しいもの

問

行政需要は益々多様化︑複雑化

事業から推進することについて

の協議の中でも︑街路2カ所の

業については︑商店街再開発構

町民の要望が最も高かったこと

があり︑国︑道︑札幌市等にお

の傾向にあり︑緊急を要する事

さきの3項目を含めて︑駅前

同時事業は難しいとの答えがあ

想と連動した中で︑整合性をも

から計画されたものであり︑こ

いては︑既に大巾な人員削減計

業︑投資的︑年次的に取組むべ

事業﹂が大事業であり︑土現と

り︑江花通りの進行状況を踏ま

ちながら推進して行く方針を示

の点を重要視していただきたい︒

画︑或いは民間委託の方向での

るを得ない︑財政上極めて巌し

えた中で︑採択に向けて道に要

し︑平成3年度中にはその構想

更に．図書館の建設について

この間には下水道事業の進捗に

れてから5年を経過しているが︑

駅前周辺整備事業計画が示さ

先き送りが懸念されるところで

いない状況にあり︑町の計画の

においてもなお策定には至って

町長 町民の長年の要望事項で

か︒

図書館の併設を検討してはどう

との複合公共施設の一つとして

入の一般財源は前年比約2・3％

成6年度予算案を見るとき︑歳

菅野町政も二年目に入り︑平

等で報道されております︒

方針を打出していることが新聞

いか︑私は決して安価な行政を

町の行政はどうあらねばならな

このような状況のもと︑我が

き事業等︑事業は山積しており

待することは不可能である一方︑

今後は税収の大幅な伸びを期

い状況と言わざるを得ません︒

望していく︒

が策定される見通しであるとし

町長は意欲を示されたが︑駅舎

行政改革について

間 ③予定区域内の地権者への

ていたが︑2年を経過した現在

より︑トイレの水洗化など︑生

あるが︑現状を踏まえた中での

ます︒

活環境整備が図られているが︑

今日の日本経済を取り巻く

対応

平田議員

務の見直しや民間委託について

行政執行上の廃止︑縮小︑事

実されましたが問題はソフト面

あります︒ハード面は確かに充

の予算を計上しているところで

され︑本年度もそれぞれに相当

るので定員になる﹂また﹁中学

不合格者が二次募集で入って来

教育長は﹁管内の他の高校の

私ばかりではないと思います︒

寂しい数字であると思ったのは

ております︒

革推進本部を設置し︑四つの部

も﹁行政改革大綱﹂に基づき行

であります︒学校で学ぶ子供達

校での進路指導が行われなかっ

発想を転換し︑総点検してみ

町長 本町における行政改革に

会を設け課題をしぼった中で社

政サービスの低下を招かないよ

が︑教育長の執行方針で述べて

た﹂からこのような結果になっ

期待するものではありません︒

に見直し︑廃止︑縮小︑或いは

会経済情勢︑財政事情等時代の

う配慮しながらOA機器の導入

おられる﹁調和ある人格形成﹂︑

ついては昭和6D年7月に行政改

民間委託の出来るものはないの

変化に即した行政を進めるため

や町有施設を民営化するなどの

現在行っている行政を抜本的

か？

の改革に取組んでおります︒

ては︑と考えます︒

ナミックな変貌を遂げている今
を策定し具体的改革事項や引続

措置事項として︑﹁行政改革大綱﹂

全般のあるべき姿を根本的に見

化︑高度化しており︑行政運営

す︒地域住民の行政需要も多様

学校へ行くことを躊躇する子供

風聞では未だ不祥事が続発し︑

て機能していると思われますか︑

﹁心豊かな人間育成﹂の場とし

でしょうか︒わが町の高校であ

張って学校へ通うことができる

ような状況で果して生徒は胸を

たとの発言がありました︒この

昭和61年1月31日には当面の 行政改革を進めているところで

日︑町長はこの行政改革に真剣
き検討する事項を明らかにし︑

政治︑社会︑経済情勢のダイ

に取り組もうとするご意志があ

り︑わが町の中学校の大半がこ

の高校へ進学希望する高校にす

もいると聞いております︒この

ような教育現場の状況を教育長

るために教育長として何か道︑

直して行くことが重要と考えま
す︒事務事業の見直しやOA化

はどの様に認識されているか︑

或いは高校へ要望されているこ

行政改革の推進に努め現在に至っ

の充実により町職員の増員を抑

まずお尋ねしたい︒

るか伺いたい︒

え︑町有施設の管理などには民

いと考えますので御理解︑御協

とに行政改革を推進して参りた

を目指し︑町議会との連携のも

域社会の実現と町民福祉の向上

を迎えている中で︑活力ある地

行財政環境が一段と厳しい局面

革を今後も検討して参ります︒

間活力を広く取入れるなどの改

ておられるのかお尋ねいたしま

な姿勢で人事権の行使をなされ

頃︑上川教育局とは︑どのよう

想の教育を実現するために︑日

りません﹂教育長の意図する理

教職員が悪いということではあ

し添えておきますが決して今の

あります︒﹁誤解のないように申

次に教職員の人事についてで

れながら生徒一人一人が学習意

たて自然体験や社会体験を取入

はその趣旨に添って教育目標を

指導要領が改訂され︑各学校で

ことを基本的狙いとして︑学習

できる心豊かな人間育成を図る

に向けて社会の変化に自ら対応

教育長 学校教育では︑21世紀

とがあるか伺いたい︒

力を願いたい︒

るとともに基礎的なものを身に

欲をもち判断力︑表現力を育て

最後に上富良野高校について

す︒

学校教育について
問 学校教育について教育長の

新聞報道によりますと︑今年

を目指し教育の実践に努めてい

くましく生きる児童生徒の育成

つけさせ︑個性の伸長を図りた

私が小︑中︑高校生だった頃

の応募状況は百二〇名定員に対

るものと考えておりますが︑し

お尋ねしたい︒

を想い出して考えるとき︑現在

し応募者六十数名という極めて

ご見解をお聞きしたい︒

は校舎を始め教材等も整備充実

ころであるが︑地域や︑家庭と

ついて教育委員会の考え方を

差︑学校格差︑生徒の非行等を

④︑学校における非行の状況に

かし一部には規範意識由低下︑

風聞し敬遠され︑また特色ある

伺いたい︒

自律心︑忍耐の欠如等から暴力

学校活動がなく魅力がない等が

少を教育委員会として︑どう

の連携を強め︑教職員一丸となっ

行為や非行もみられますので︑

大きな要因と考えます︒特色あ

とらえているか︒

が︑管理職の交替時期でもあり︑

の理念のもとで実施する︒

私共教育委員会にありますが︑

すが︑教職員由人事の内申権は

応じた人事配置を行っておりま

がそれぞれの学校規模や実態に

年度以降も中卒者の減少が進む

話し合いたく思います︒また明

運営がなされるよう︑関係者と

よ町民の方々に理解される学校

憾に思っております︒何れにせ

教育長 学校教育の施行は︑学

は庁内会議を中心に進めている︒

執務上の職員との意志の疎通

けて町長の考えを伺いたい︒

②︑四月の人事移動の時期に向

については誠に遣憾に思われる

決定は任命権者である北海道教

ことから一段と巌しいものがあ

習指導要領に基づいて実施され

③︑上富良野高校の間口維持に

は今のところ考えていない︒

構成メンバーに民間人の登用

育委員会が行うものであります︒

りますが︑中学校との連携を密

るもので︑その実践に当たって

⑤︑上富良野高校の志願者の減

ついて伺いたい︒

生徒一人一人に躾などの基本的

る学校作りについてはカナダと

町長 町長を推進本部長として

今後において話し合いを持ち学

教育長 高校間口維持について

四月人事については適材適所

論議して行きたい︒

町長 都制の実施への提言につ

生活習慣を身につけさせるとと

交流訪問︑アンサンブル創設等

管理職をもって構成し︑行政改

校自からが努力して︑地元から

は︑学区毎の適正配置計画で実

で指導の徹底を期して行きたい︒

もに生徒︑教師が信頼関係をもっ

の部活動へ振興会を通じ町の財

革大綱に基づいて︑組織の見な

親しまれ︑喜ばれる学校づくり

施しており︑45人学級から40人

いては︑庁内行革推進本部内で

て学習生活が楽しく充実したも

政援助を行っておりますが︑そ

おし︑週休2日の完全実施によ

に努力したい︒

学級への移行もあり三学級が維

上富良野高校の志願者の減少

のとなるよう指導して参りたい︒

の趣旨も十分生かされず誠に遺

再々質問

持されてきたが︑平成7年度に

毎年異動時期には︑個人の意

にし︑進路に当っての父母の理

は教職員の資質によるところが

次に教職員の人事であります

る定員問題等に取り組んでいる︒

①︑庁内行政改革にあたって︑

思及び校長の意見を聴き中学校

解を得ながら生徒の確保が図ら

極めて大きいことから︑初任者

の暮らしを保障すると言う︑社

言うまでもなく年金は︑老後

年金を受けています︒

問 現在すべてのお年寄りが︑

無料化について

公的年金現況届証明手数料の

商工︑農業︑福祉行政の諸問題

財政の健全化と施設の整備

年金証明手数料の無料化

しなければならない︒

られ将来は減になることも考慮

おいて︑上富良野︑富良野高校

においては免許教科や年齢構成

れるよう努めて参りますP

研修︑経験者研修等︑あらゆる

部制を取り入れる考えはない

等を考慮しながら内申を行い︑

再質問

機会をとらえて研鑽に努め︑資
質の向上と教育現場での実践に

普通科が対象となることが考え

上川教育局との協議のうえ決定

①︑庁舎内の行政改革推進本部
の構成メンバーについて伺い

努めるよう努力する︒

か︒

しているのが現状であります︒

たい︒また︑メンバーの中に

最後に上富良野高校の応募状
況についてでありますが︑執行

民間の人材を登用する意志は

スキー場休憩場荒らしなどが報

暴行事件︑公共物︑器物破損︑

学校からの報告の事実があり︑

学校における非行については

方針でも申上げたとおり︑第一

ないか︒

をどのような方法で実施して

対処し︑速やかに処置をしたと

は︑それぞれの役割分担の中で

告されている︒これらについて

の基本理念について伺いたい︒

③︑教育行政執行方針の実践上

いるか︑伺いたい︒

②︑町長の執務上の意志の疎通

次応募では百20名定員に63名の
応募で52・5％と極めて低く誠
に残念に思っております︒
その原因ですが上富良野高校
の入学率は数年前から減少の傾
向にあり︑その要因として学力

米沢議員

問 細川内閣は︑国民や地方自

きたい︒

状況等を見ながら︑検討して行

になります︒今後他市町村等の

手数料も納入していただくこと

年金現況届の証明を行う場合は︑

る証明手数料であることから︑

純然たる個人の年金受給に関す

にご負担願うという見地から︑

益負担の原則に基づいて︑公平

ついては︑手数料そのものが応

町長 年金現況届証明手数料に

を伺いたい︒

検討すべきではないか考えかた

金現況届証明手数料の無料化を

しているが︑町においても︑年

況届証明手数料の無料化を実施

隣市町村ではすでに︑年金の現

会保障の性格を持っており︑近

の確保と国︑道の財政措置の中

りますが︑基本的には一般財源

度の高いものから実施してまい

ては住民の生活に密著した緊急

ものがあり︑事業執行に当たっ

今後の財政運営は誠に厳しい

が制限されることになっている︒

率は20％を超えると一部の起債

と見込んでいます︒起債制限比

度15・1％︑平成8年度17・2％

平成5年度14・7％︑平成6年

については︑公債費負担比率は︑

町長 第一点目の財政の健全化

今後の計画について伺いたい．

建設を住民は切望しているが︑

か︑また︑文化会館や図書館の

した事業を行なうべきではない

住民の切望する要求を最優先に

い︑財政の健全化のためにも︑

岳の開発は︑事業の見直しを行

おいては︑事業費が増える十勝

共済団体を設立しております︒

国税庁の承認を得て特定退職金

主眼に商工会が事業主体となり

の特殊性から従業員確保対策を

内的には上川町において温泉地

極わずかと聞いております︒管

でこれに加入している事業者は

しておりますが︑当町の事業者

トタイマー特例を設けて実施を

中小企業退職金共済事業団がパー

町長 退職金制度については︑

い︒

ではないか対応について伺いた

金助成制度の創設を検討すべき

働条件も調査され︑パート退職

所における︑パート労働者の労

の定着を図るためにも︑各事業

元企業の雇用の促進と︑労働力

業を決めたが︑町においでも地

職金制度への加入を促進する事

問 道では︑パート労働者の退

資金の回収︑不良債務等の問題

ては︑町の預託資金枠の拡大︑

無利子の融資の創設につきまし

ているところであり︑無担保・

経営安定のために融資を実施し

融資条例により︑中小企業者の

町長 本町においても中小企業

後の対応について伺いたい︒

を創設すべきだと考えるが︑今

で︑無担保・無利子の融資制度

して︑現行の融資制度とは別枠

下がっている業者の救済対策と

町としても︑不況で売上げが

が厳しいとの声もあります︒

審査基準が厳しく︑借りること

てはありますが︑融資における

運営資金などの融資制度を設け

町においては︑業者に対して

かれる大変な状況にあります︒

売上げが下がったなどの声も聞

ている︒例えば︑客数が減って

に期待するものであります︒

今後の営農集団を通じた改善策

ることが本制度の主旨であり︑

団による共同作業体系を推進す

と常農作業の効率化を目指し集

増大するため︑過大投資の解消

不足から機械化へと設備投資が

収益作物の導入によって労働力

更に進み︑多種目作物栽培︑高

高齢化と︑農業労働力の減少が

ついては︑農業就業者の減少︑

町長 集団営農機械導入施策に

ついて伺いたい︒

るが︑改めて補助制度の主旨に

脱しているのでほと言う声もあ

本来の補助制度の目的から逸

し等を見極めて事業を実施して

発を進めながら︑商工会と強調

態等の把握や事業主に対する啓

所におけるパートタイマーの実

従いまして︑今後町内各事業

時点では現在の方法を引き続き

考慮に入れなければならず︑現

等の制度と調和のとれた運用を

ことが予憩され︑また農業関連

が生じ困難な問題を町で抱える

ている︒
例えば︑補助金の削減や地方交

問 いま中小業者は︑不況の打

軽減を計るための営農集団︑機

問 町においては︑営農経営の

槻購入補助制度があります︒

治体への負担と犠牲の押しつけ

での有利性︑後年度負担の見通

まいります︒

しながら︑具体化の必要な時点

踏襲したい︒

財政の健全化︑施設整備

を行っています︒

どの整備計画については︑今後

で検討したい︒

町にも財政への影響が出始め

付税の抑制は︑結局住民の負担

の財政見通しをにらみ︑教育委

二点目の文化会館や図書館な

となる︑建設地方債の増は町の

員会と十分協議の上対処して参

撃を受けて経営が不安定になっ

集団営農機械導入について

借金が増えることになり︑自治

ります︒
パート労働者の退職金制度

無担保・無利子の融資

体にも深刻な影響を与えている︒
よって︑今後町の事業実施に

高齢者︑障害者家庭に対する

あること等が条件になります︒
らないと思うのでできるだけ︑

るとすれば手をつけなければな

えられないので︑現状の姿の中

子融資については今のところ考

利用状況等でありますが︑図書

教育長現在の図書室の規模︑

農業機械導入補助については

冊の蔵書と月刊誌14種類を備え︑

町においては老人や障害者等
の居室改善資金の創設について
文化活動の重要性や︑町民の

それぞれの条件が整えば進めて

祝日と月曜日を除く︑年間2百

住宅改善資金の創設について
問 国や︑町において求められ

は︑今のところ考えておりませ
要望は充分認識しているが︑早

参りたい︒

約165㎡の面確で2月未で3万777

室は書架スペース閲覧嘉を含め

ているのは︑福祉の充実であり︑

ん︒

急に手をつけれないのが実態で

パート労働者の退職金制度の

は検討しなければならない課題

金の創設については︑将来的に

3万4千334冊︑一日平均で131冊

貸出し状況は2月末の集計で

9
0日を開館しています︒

部分の町村が実施に踏み切っ

創設は時間がかかると思うが︑

高齢者︑障害者の住宅改善資

で行政配慮をしたい︒

年金の支給年齢の支給延長では

再質問

あるので理解されたい︒

前向きに検討する︒

ありません︒

①︑証明手数料の無料化は︑大

て暮らせる生存の権利を保障す

ている現状で︑町長が認めれ

よって︑国民や町民が安心し

るのが︑国や自治体の使命です︒

となっています︒

移動図書館の概要と成果であ

であろうと考えている︒

中小企業者への無担保・無利

問 図書館の充実については︑

でしょうか︑誠に残念でなりま

非行防止に役立ったのではない

少しでも勉学成長に︑あるいは

にも︑充実した図書館があれば

者の減という︑誠に残念な次第

発生︑上富高校の5 0％入学希望

最近の上富中学の種々の問題

に尽きるのではないでしょうか︒

議員がおりましたが︑この一言

なったことから︑とりあえず︑

整備目標数が︑従来の約1．5倍に

整備新五ヶ年計画により︑蔵書

特に昨年策定された学校図害館

増加を図ることが第一であり︑

書館の整備については蔵書数の

るところであり︑今後の学校図

し︑児童生徒の閲覧に供してい

模校では多目的ホール等を活用

れぞれ図害室を有し︑また小規

各学校の図書室の実態は︑そ

に︑本年度のべ6千211冊の配本

2校と︑東︑西児童館の4ヶ所

りますが︑現在︑東中︑清富の

をしたところであります︒

内部検討を進めたい︒

がどうか︒
②︑文化会館︑図書館の必要を
認めながら︑町民の切実な要
望にこたえられないのはどう
してか︒
③︑パート労働者の退職金制度

図書館の充実
広域事務処理の問題

ば実現することであると思う

町には︑障害者の方︑寝たき
り︑ひとり暮らしの方も生活し
ており︑車イスでも歩ける町づ
くりが求められています︒
町の中でも︑在宅の高齢者︑
障害者のための家屋改造に対す
る補助制度があればと言う︑切

と聞くが︑目的から逸脱して

前二人の同僚議員より同趣旨の

せん︒

小規模校は︑最低標準値である

の創設を将来検討すると答え

いないか再度伺いたい︒

質問で一応了としますが︑過日

幸いなことに︑教育委員会で

2千4
00冊の整備︑大規模校にお

実な声もあり︑町として今後老

⑥︑高齢者︑障害者の住宅改善

の所管委員会で︑ある来町者に

移動図書館が昨年より活動して

いては80〜85％の充実を図るよ

たが間違いないか︒

資金の創設について将来はど

こんな大きな町で図書館が無い

いると聞きましたので︑概要︑

う計画的に進めてまいります︒

人保健福祉計画の推進において︑

めの居室を増改築や浴槽及びト

う考えるか︑確認したい︒

んですかと聞かれ︑誠に恥ずか

成果等を教育長より伺いたい︒

新設する考えがあるか伺いたい︒

利子の融資は実施すべきと考

活かされていない実情がある

⑤︑農業機械導入補助の主旨が

えるが再度伺いたい︒

居しようとする方が高齢者のた

齢者と同居している方︑また同

この制度は︑六〇歳以上の高

資金貸付制度があります︒

としては︑北海道老人居室整備

町長 老人の居室等の改善資金

④︑中小企業者への無担保・無

イレの改善をする場合に限り︑

町長 証明手数料の無料化は︑

しい思いをしたと述懐していた

家屋改善設備資金の助成制度を

貸付制度額2百30万円以内︑申

他市町村の大かたが実施してい

図書館の充実について

請者の年収が8百50万円以下で

青柳議員

本的考え方と隣接自治体との共

広域事務処理について

工夫してまいります︒

増加を図り︑現有施設の活用を

と考えており︑その間蔵書数の

政上早急の建設はできないもの

ているところでありますが︑財

ては︑その必要性は深く認識し

次に図書館の整備計画につい

価値があるのではないか︑町長

式が︑行政上︑財政上︑考慮の

本町においても︑広域処理方

大きな効果を挙げております︒

たろうとするもので現在全国で

民サービスと行政の効率化に当

ないし共同の仕組みを築いて住

消防︑ごみ処理︑病院などの協力︑

画を策定するなど︑行政事務︑

し協議体を結成し圏域の総合計

町村が集って︑事務組合︑ない

野町においては葬斎場を話題に

進めたいと考えており︑中富良

共同処理ができないか︑検討を

設について隣町中富良野町との

将来当町としては︑ゴミ焼却施

同処理され︑成果を挙げており︑

合︑家畜診療︑隔離病舎事務が共

では︑消防︑森林組合︑農業共済組

りますが︑現在︑わが町におい

園で処理することが良い面もあ

ビスが行き届く︑むしろ狭い範

ある面と︑住民の身近な日常サー

の豊富さが図書館の生命である

図書館のような静寂さ︑蔵書数

結構ですが︑私は江別市の道立

また︑駅舎に併設する図書館も

という答弁には納得できません︒

室でなんとか︑がまんしてなど

教育長の答弁では︑現在の図書

誠に厳しいときではありますが︑

たと理解し︑ゴミ処理で財政が

致します︒

問 図書館充実について再質問

再質問

えております︒

高い町づくりに努力したいと考

い町として︑豊かで文化水準の

私は︑読書に親しむ町民の多

書館の建設が最優先と考えてお

今後はソフト面の充実した図

一廻りしたと考えます︒

本年度の武道館の建設をもって

町長 我が町は︑ご指摘のとお

き︑町長の所見を伺いたい︒

と思うのでよく検討していただ

りません︒

ります︒

り︑スポーツ施設については︑

同処理の構想について伺いたい︒

のご意見と︑基本的な考えを伺

しているところであります︒

恵に浴しております︒

観光シーズンは地域住民の交通

にも支障を来たしており︑これ

ら道路網の整備は急務と考えら

れるが︑道路整備の実現につい

て︑町長はどうように考えてい

の出公園及びキャンプ場に進入

実現すれば︑道々吹上線より日

の段階となり︑これらの施設が

トキャンプ場の建設計画も実施

地の購入を図り︑平成8年度に

平成6年から7年度において用

となる用地費が採択されたので︑

については︑本年度︑事業の基盤

町長 オートキャンプ場の整備

るか︑伺いたい︒

する利用客は倍増され︑シーズ

おいて実施計画を予定しており︑

東2線道路についても交通安全︑

ン中の混雑は極めて多くなるこ

また︑東1線及び東2線道路

また環境整備について関係当局

これに添って︑計画ルートである

の渋滞は免れず︑中間道路もあ

とと思われる︒

・歩道整備に伴う諸問題

進入路の整備︑吹上線

日の出公園︑キャンプ場への

スポーツ施設はほぼ満ち足り

1969年︵昭和44年︶以来︑

いたい︒

問広域事務処理についての基

広域市町村圏施策の一環として︑

理する一部事務組合が自治省の

そこで︑歴史的にも︑環境的に

我が町も串内︑上川南部と恩

指導の下に全国で数多く組織さ

も︑距離的にも兄弟町村的感じ

地方公共団体間の事務を共同処

れ活用されました︑2〜1 0の市

の強い隣接中富良野町を含めて
の共同処理の方策が必要と思わ
れるが︑構想等をお示しいただ
きたい︒
町長 広域事務処理については︑
学校︑伝染病隔離病舎︑葬斎場︑
診療所︑上︑下水道︑山林経営︑
農業共済事務︑と畜場︑学校給
食︑ゴミ︑し尿処理施設︑消防︑

日の出公園︑キャンプ場周辺

水防等種々あるわけであります
が︑これ等についてはできるだ

問 日の出公園に隣接して︑オー

道路の整備について

な範画で実施した方が便宜的で

け行財政能力を統合して︑大き

石川議員

問 十勝岳観光道路として最重

境保護について

道路整備に伴う古木などの環

するため現地調査を行います︒

ルート確保については検討を要

に住宅が密集していることから

中間道路計画については︑既

に整備の要望を進めます︒

支障の有無を考慮し︑地域にお

この区域の実施設計に当たって︑

度の事業予定区域にありますが︑

町長 ご質問の樹木は平成7年

を伺いたい︒

慮を希望しますので町長の判断

政として意を払うよう特段の配

然木などの環境保護について行

れらの歴史的遺産ともいえる自

局に町として要請していただけ

の施工を実施するよう︑関係当

保つため広葉樹の植栽を行う等

敷として確保した上で︑美観を

合︑地権者の協力を得て︑河川

河川と道路間の民有地が残る場

富良野川と併行する路線部分で

修工事施工に際し︑ヌッカクシ

再質問 道々吹上上富良野線改

議会は公開です。あなたも議会を傍聴
してみませんか。

要な道々吹上線についてはこの

◎6月定例会は6月中旬開会予定

ないか︒

千 葉 瑠美子さん

いて親しまれ︑歴史を感じる大

をご覧になられたら良いのでは、と感じました。

度︑改良整備される計画が整い︑

また沢山の町民の皆さんが傍聴され、議会の様子

町長 道路用地等の測量もこれ

りました。

木でありますので︑可能な眠り

も、より発展をめざし順調に動いていることがわか

実現の運びとなり︑誠によろこ

私は3回目の傍聴になりますが、在宅福祉・教育
問題・ごみ問題等、町が計画を進めている関係事業

から実施されることから︑用地

高 槻 智 子さん

存置することが適当と思うので︑

たと思いました。

ばしいことでありますが︑これ

るのがよくわかり、議会を傍聴できて、大変良かっ

についても未確定であるが︑道

また、日夜、より良い町づくりにご努力されてい

事業施工者の道に対し︑存置す

ない私でも良く理解できました。

ら改修の実施に当たって︑本町

特に日常の除雪、福祉に関しては、あまり知識の

路整備にあたり︑景観づくりに

れて聞き入ることができました。

ることについて協議して参りま

で少し緊張しました。でもその熱気で外の寒さを忘

取り組んで参ります︒

この日は、朝から寒さが厳しく、はじめての傍聴

の歴史を刻む古木や︑史跡もあ

大 高 正 子さん

す︒

動等、奥の深い審議内容に感銘を深くしました。

ちこちに残されていますのでこ

今回も前回に引き続き、学習の一環として議会を

傍聴された女性学級の方々のご意見をお聞きしまし
た。

昨年12月定例町議会を傍聴し、一般質問の状況を

見せていただきました。仕事柄、老人の福祉対策に

関する質問事項には特に関心がありました。

今後、高齢化社会を迎えるにあたり、施設ケアの

みならず、在宅ケアの取組み、ホームヘルパーの活

議会の動き
一般廃棄物処理対策
特別委員会
清水町ほか視察

清掃センター﹂と︑広尾町にあ

いわれます︒

とからつけられた名であると

花が咲き始める月︑と言うこ

April︒大地がやわらかくなり︑

る︑広尾町︑大樹町︑忠類村の

◎﹁今年は･･﹂﹁今年こそ･･﹂諸々

視察地は︑清水町の﹁清水町

2町1村で構成する南十勝3町

の願いと期待のうちに︑正に

大地やわらぐ春4月を迎え︑

新年度のスタートに当たって︑

おりますが︑審議にあたっての

ることから︑調査審議を続けて

理施設の設置が急務となってい

別委員会では︑新たな廃棄物処

組みがなされており︑本町での

に分別して収集するなどの取り

でおり︑ゴミも可燃物︑不燃物

施設︑埋立施設を備えて稼勤し

採用しており︑焼却施設︑破砕

だきたいと思います︒

心も新たに︑平成6年の第1

資料とするため︑2月1日から

取り組みについて審議するうえ

◎広報特別委員会では去る2旦

事務局次長

たいものと思います︒

の委員会活動に生かして行き

ていただきましたので︑今後

懇談の中から︑多くを学ばせ

た広報特別委員会の方々との

おり︑その紙面を通して︑ま

︵9 2号︶と言う歴史を誇って

幕別町の議会だよりは23年

研修をして参りました︒

十勝管内の幕別町議会を訪ね

広報活動の先進地と言われる︑

で︑その模様などごらんいた

だより・かみふらの〃第2号

本日お届けしました︒〝議会

日にわたって開かれました︒

回定例会が︑3月7日から22

2日にかけて︑先進町を視察し

で︑大変参考になりました︒

した近代的施設で︑焼却方式を

成4年度から平成5年度に竣工

浄化センター﹂で︑いずれも平

村環境衛生施設組合の﹁南十勝

稔

てきました︒

町議会一般廃棄物処理対策特

●総務常任委員会

事務局人事
●産業建設常任委員会

︵企画課長補佐︶

2月25日

1月14日

庶務係長 野 崎 孝 信

好

2月21・24日

︵総務課庶務係長︶

三

●教育民生常任委員会

町長部局へ

企画諌主幹 佐 藤 憲 治

1月20日
2月23日・3月17日

︵事務局主幹兼庶務係長︶
9日・28日

季節と言うことから︑こう呼

卯の花︵ウツギの花︶が咲く

◎4月は︑ 旧暦で卯月といい︑

︵副委員長倉本チヨ記︶

力して参りたいと思います︒

なることを願い︑いっそう努

れ︑みなさまとのかけはしと

◎この議会だよりがより親しま

ばれたそうですが︑英語では

編集後記

●広報特別委員会
1月1
4月8・15・18日
●一般廃棄物処理対策特別委員
会
1月21日
2月17日

