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回収率は64％でした。

各年代から回答が
寄せられました

今回の調査は︑本年6月に町内の有権者300
回収率は64％でした︒回答は各年代ごとに

人を任意に抽出して実施しました︒
それぞれ寄せられました︒

が92人と半数でした︒

ところだけ読むと答えたの

ました︒また︑興味のある

32％が全部読むと答えてい

んでいますかとの問では︑

議会だよりをどの程度読

読む

32％が全部

です︒

においての検討課題

めているので︑今後

人と約4分の1を占

な い ・ 読 ま な い が6
2・

また︑あまり読ま

も読まれていました︒

64人を占め女性より

この中で︑男性が

した︒

せると︑100人54％となりま

む・ほぼ毎号読むとを合わ

いますかとの問で︑必ず読

﹁議会だよりLを読んで

男性M人と女性別人 読まれている
議会だより

アンケ一幅行いました。

（20代女性）

議会に対する住民の声を多く載せてほ
しい。

（30代男性）

議会の活動が分かり、良いです。
（30代女性1
議員の丑約を載せてはどうか。
（40代男性）
以前、議員定数を減らす問場があった
が、成立せず残念に思う。（40代女性）
理事者の方針に対して議会かどのよう

一般質問が一番

ートを取り入れては。

機会だよりの記事で何に興味があるのかとの問で

のでは、分かりやすく、クイズやアンケ

は一般質問が1番多く︑32％でしたゥ

難しすぎてあまり目を通す人はいない

予算決算・委員会活動が続いて興味がもたれてい

と町民との接点が広がる。（20代男性）

ます︒ただし︑複数回答3つまでとしています︒

表紙の写鼻に記事説明があると、もっ

なチェック機能を果たしたのか。
（50代男性）
議会がガラス張りで良いことです。
また、アンケートも良いことです。
議会広報を家で読めるのでうれしいで
す。年に一度ナイター議会もどうですか。
（50代女性）
町政の重要案件は詳細な情報化を望む。
質問者が限られている。次の発行が待た
れる内容がほしい。

（6代男性）

議会が身近に感じられるような「議会
だより」を望みます。 （60代女性）

約27％（51人）が読みやすい

議会議員の質問がなきすぎる。
（70代男性）

まあまあ読みやすいとを含めると88％、163人から支
持されて読まれています。

記事の興味度は

初めて選挙権をもつ若者にこの町をど
のようにしたら良いかとの質問アンケー
トをすると関心を持つと思う。

森整備事業の一環として︑

勝岳吹上地区自然と憩いの

昨年度から進めている十

第3回臨時会

開基100年の2条例
健康保養センター
新築工事を可決
を可決する
基金条例と委員会条例
念事業を実施する財源とし

者によって構成されていま

会や町の公共的関体の代表

委員は1 2名で︑100人委員

契約を議決しました︒

を建設するための工事請負

ターしの浴堤棟︵2階建てV

本年度二吹上健康保養セン

て積み立てる基金条例を可

平 成 9 年 に 開 基 1 0 0 年置の
く記
条例も可決しました︒

決しました︒

平成7 年6 月29日から
平成8 年3 月29日まで

す︒任期は町の諮問から答
申するまでの間です︒

設 ㈱

郭 電

また︑記念事業の計画策
定を審議する推進委員会を

Ⅴ面積 椚㎡

主な部屋等
∇1階 浴場・ホール

脱衣室・サウナ
機械室︐トイレ

風除窒
▽2階 ホール・休憩室

トイレ

なお．契約業者と契約金

平成 7 年 6 月29日から
平成 8 年 3 月29日まで

期

工

額︑工期などは下図のとお
り︑です︒

㈲大久保電気工業社

平成 8 年3 月29日まで

東

所

平成 7 年6 月29 日から

備

契約葉音 ㈱ 竹 中 工 務 店 ㈱ 飯 塚 設
（霊薬畏）
㈲ 岡 崎 建 設 ．㈱ 有 数 工業

1．
277万2千 円

8．
5 28 万4 千円

2億5 。08 万5千円

契約金額

補正予算
財源と使い道
』平成7年度6月補正予算の状況
．■■■望■■■l
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9億4 ，592万5

簡

易

水

道

570万 5

5 ，439万8

・壱

人

保

健
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11億 7，404万6
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1．
426万 2
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■一般会計補正予算のあらまし
日 南正閏（千円）

歳 入 （財源）の 内 訳

l 補正 寄
郡 千 円〕

開基 100年事 業基金積 立 ・推進 委員 毒経費

1、
030万0

保育 所綬 章 （
臨時 保 母、調理 員、 備品 等）

510万1

転 作推進 緊急対策費

279万4

農業 廃棄 物処理 対策協 議会補 助

140万0

新規就農者誘致等対策事業の概要
対
新

新規 就農 者誘致 等対 策事業 補助
西 小学校 プ ール 改築 費 （
追 加費 用〕
予備 費

農業の荷い手育成を図る

歳 出 往 な使 い道） の 内 訳

ため︑新たな農業経営によっ

1 億679万7

■■闇

て自立しようとする新規就

841万8

農者又は農業後継者︵新学

その他の収入

卒者︑Uターン者︶などに対

52万0

して奨励金を交付するため

寄付金 〔
町民や団体から寄付されたお金）

の費用です︒

凱020万6

また︑新規就農者の実習

繰越金 〔
前年度の会計から繰越したお金）

受入農家に対し営農指導費

1．
765万3
を1
0万円以内で助成します︒

国や逼からの負担金、補助金、委託金

80万0

規

448万0

就

5．
367万2

農

象

農業経験 の な い
自立しよ うとする
22歳以 上
45歳未 満

屋根付きプールに改築

西小学校のプールが25年

を経過し︑老朽化したこと
から︑本年度全面改築する

ための費用を補正計上した

ものです︒
改築の内容は︑新たに上

屋を設置し︑管理棟︑更衣
垂︑トイレ︑機械室などを

全面改築するものです︒工
事は8月中旬頃から着工し︑

来年度から使用できます︒
事業費は︑4千100万円︒

U
タ
】
ンr
者

励

一世帯 、 1 年間
月 10万 円以 内
農 用地賃 貸 料
5 年分の 1 ′
／2
制 度資 金利 子補給

者
新
学
卒
者

奨

（5 年 を限度）
中学 校以上 の 卒
業者 でそ の年 に
農業従 事 又は 自

一世帯 、 1 回 駆 り
10万 円

立す る者
農業に従 事す る
45歳 束活

一世 帯、 1 年 間
月10万 円以 内

金

1 調査の経過

本委員会は︑平成6年

10月7日に委員会を開き︑

調査事件を協議した後︑

市景観づくりを目指し

街路整備に取り組むべ

きである︒

︵3︶街路樹の選定

街路樹の樹木の選定

に当たっては︑都市計

平成6年に2回︑平成7

年に5回の委員会を開き︑

画全体の中で調和のと

︵5︶標識の整備

修をされたい︒

られるので︑早期に改

しているものが見受け

る縁石が相当部分損傷

車道や歩道を区別す

︵4︶維持管理

べきである︒

れた樹種の選定を行う

調査検討を進めてきた︒

また︑1月24日下川町

6月5日委員会を開き︑

の流雪溝事業を視察した︒

意見を集約した︒

2 調査の結果

都市計画道路は15路線
である︒

整備状況は︑総延長22・

1キロメートルのうち9

整備率は︑41％となって

識の大きさや形が数種

道路名を表示する標
しての意見

千50メートルが整備済で︑
1調査の経過

もできるだけ統一を図

類もあり︑景観上から
まとめ

いる︒
3

ア ﹁広報かみふらの﹂
住民からの声を聞く

るべきである︒

本委員会は︑平成6年
1 2月7日に委員会を開き︑

街路事業を進めるに当

市街地内の主要道路

ためには︑広徳が生か

留意され積極的な事業の

の雪を克服するために

住民参加のあり方とこれ

取組みを展開されたい︒

︵6︶流雪溝設置
町長への手紙以外に

︵1︶街路整備計画

たって︑当面︑次の点に

も住民からの声を取り

されるべきである︒

上げるべきである︒

らに対する町広報の現状

とを協議した︒

を主な調査内容とするこ

平成7年に3回の委員

化や照明灯など町のイ

歩道のカラーブロック

きである︒

に十分に調査研究すべ

町村の実態などを参考

流雪溝の設置を先進市

未整備区間の計画的

また︑現在の都市計

各種行事の周知方法
は﹁広報かみふらの﹂に

画街路の路線延長と街

会を開き︑6月13日の委
員会で意見を集約した︒

集約すべきである︒

路計画の見直しを検討
されたい︒

整備を図られたい︒
2調査の結果

による行政だより

イ ﹁町防災行政無線﹂
︵1︶町の広報・広聴に対

十勝岳の噴火が薄れ

︵2︶街路整備事業

を確保しつつ︑行政無

街路整備事業の中で︑

がちになっているので

線としてもその運用に

メージにふさわしい都

本来の防災対策の機能

努められたい︒

者に偏らず︑幅広い意見

用方法など各職域の代表

で総人口の18・9％になる

歳以上の人口は2千136人

また︑平成11年には65

期に実現し活用を図ら

アハウス︶の建設を早

3 軽費老人ホーム︵ケ

を集約する組織となるよ

れたい︒

町は︑平成5年度を始期

設置に取り組まれたい︒

し︑ショートステイの

4 専用のベッドを確保

として平成11年度を目標

分とれるような組織体

こうしたことから．本

と推計されている︒

行政主導の政策形成過程

年次とする7か年の﹁老

制の確立を図られたい︒

まとめ

うに心がけられたい︒

における住民参加の施策

人保健福祉計画﹂を樹立

3

として次の方策が考えら

し︑逐次密備を進めてき

5 組織機構の連携が充

れる︒

制として保健センター

6 在宅要介護の支援体

まとめ

を設置し関係諸機関が

ているところである︒

︵1︶行政モニター制度の
設置

当面︑老人等福祉対策

の実現に当たられたい︒

連携のとれた福祉対策

3

に対する本委員会の意見

︵2︶CATV︵ケーブル
︵3︶PRビデオの活用

を次のとおり集約した︒

の考えや意見を吸い上げ

テレビジョン︶の導入
︵4︶手紙やファクシミリ

ンの設置は︑﹁社団法人

7 訪問看護ステーショ

法として︑町内会等から
る点で現状は不十分であ

り一層充実し︑引き続

1 現在の継続事業をよ

︵5︶地区懇談会等の積極
的な開催
︵6︶情報公開制度の導入

的な取組みをし実現を

るよう検討されたい︒

共同利用型の運営とす

業団﹂に委託するなど

図られたい︒

2 老人福祉計画の積極

北海道在宅医療ケア事

を使った直接提案制度

う中堅や若者層の意見を
審議会等の組織活用

聴く方策が必要である︒
エ

町の審議会委員への登

教育民生委員会
の人口は︑昭和55年には

高齢者福祉の現況と施策
管内士幌町の軽費老人ホー

05％であったものが︑平

1千163人で︑総人口の8・
察した︒6月1

成6年では1千835人で総

1 調査の経過
本委員会は︑平成5年
18月29日以来︑16回の委

を開き︑委員相互の意見

2日委員会

員会を開催し︑高齢者福

を交換し集約した︒

4ポイントも増加してい

ム﹁しほろ愛風苑﹂を視

祉の現況と対策について︑

2調査の機具

る︒

人口の13・68％を占め58・

調査を進めてきた︒

本町における65歳以上

また︑4月7日︑十勝

き推進に当たられたい︒

る8特に︑これからを担

よらず住民の声を聞く方

に当たって︑上意下達に

町の施策の計画や実施

ウ﹁住民懇談会﹂の開催

住民参加

一般質問は6月22日に行われ5人の議員が質問を行いました

倉本議員

Q︑軽費老人ホームの構想は

ができない程度の身体機能

町長︵1 ︶入居対象者−自炊

たい︒

費老人ホームの構想を伺い

として計画されている︑軽

問高齢者福祉施策の一つ

ウス︶の構想は

軽費老人ホーム︵ケアハ

福祉対策について

細部については︑今後の段

楽・集会室を計画したい︒

共同利用の食堂・談話・娯

簡易調理設備を設けるほか︑

便所・風呂・収納スペース■

の入居で︑各室毎に洗面所・

二人部屋が4室の合計30人

︵6︶設備−一人部屋が22室

の町有地を予定している︒

境等を配慮し︑大町2丁目

︵5︸位置−交通の利便︑環

これからの超高齢化社会

れている︒

の個人で総数736名が登録さ

ており︑現在7団体と1 0人

は社会福祉協議会に置かれ

町長ボランティアセンター

実が必要ではないか︒

の整備など︑センターの充

の講習や研修といった体制

資料の整備︑活動に際して

る側のニーズや意識調査︑

即して︑保健︐医療・福祉
の連携など︑体制強化をど
う進めるのか︒

本町の在宅療養者の実態に

A︑場所は大町2丁目・平成9年に完成

の低下や︑高齢のため独立

を支えていくためには︑家

人のみの世帯︒

一人暮らしの老人︑叉は老

考えている︒

ていかなければならないと

きの中で︑お年寄りを支え

それぞれの有機的な結びつ

も適したサービスを総合的

機構体制の整備を行い︑連
携をより一層密にすると共
に︑要介護者のニーズに最

分担をして支援している︒
今後も必要に応じた組織

ニーズの把握とその援助を
行っており︑各機関が役割

社会福祉協議会・病院・民
生委員・デイサービスなど
の連携のもとに︑対象者の

町長 在宅要介護者は178名
で．現在︑保健課・町民課

しての生活に不安があり︑

階で変更もあり得る︒

︵2︸利用料−生活費・事務

町としては活発なボラン

族・行政・地域の三者が︑

家族による援助を受けるこ

費れ入居者本人の所得に応

ティア活動が行われるため

とが困難な概ね65歳以上の

じ助成を受けることができ

当たって︑ボランティアを

ているが︑その受け入れに

介護は重要課題であるが︑

問高齢者の医療・看護・

在宅療養者の援助対策は

に提供できるよう努めて参
りたい︒
る︶管理費等︑一人一カ月

ティアセンターの機能を充

の条件整備を行い︑ボラン

ボランティアセンターの

当たりの負担額は約6万円〜
12万円位を想定している︒

福祉協議会と十分な連携を

実すべく︑運営主体の社会

問

回り︑ボランティアの意識

充実を
来る事で社会に役立ちたい

甲帯揚︑PRを行い︑活動

︵3︶建設年度−平成8・9
年度の2カ年を予定してい

の強化に努めていく︒
日照︑採光︑換気等︑保健

必要とする側︑しようとす

自分の余暇を自分の出
る︒

ティアを希望する人がふえ

との考えから︑個人ボラン
︵規
︶
4模−鉄筋コンクリー

衛生や防災にも十分配慮し

ト4階建てで概ね2千㎡︑

たい︒

松井議員

Q︑大型スーパーの町内進出対策は

A︑商工会の検討推移を見て対応する

進は︑地元中小企業者の育

ご指摘の活性化事業の推

後継者問題など厳しい問題

広域化︑基幹産業の停滞︑

化︑商業集積間の競争激化︑

維持︑拡充し︑本町自衛隊

衛隊と密接な関係を持ち︑

む者として︑今後いかに自

ているが︑本町の発展を望

すると報道され︑実施され

り︑地域住民の生活基盤で
あることから︑魅力ある商
店街の整備を一体化した公

とれた建設は
問 商店街は︑街の顔であ

協議しながらその対策に万
全を期して参りたい︒
公共施設の地域間均衡の

とり組みたい︒

を見て︑これを起爆剤とし

とのことだが今だに会って

ましくない状況を説明した

問 地域間の均衡のとれた

て改めて行政として対策に

活性化については︑動向

いない︒

が︑改めて社長が来町する

た際には︑本町としては好

共施設の整備が望まれるが︑
文化会館等公共施設の建設

公共施設の建設について︑

いるのか︑答えて欲しい︒

文化会館等具体的に考えて

町長 バランスのとれた設

置は考えている︑今のとこ

ろ図書館の設置について強

現在の公民館も老朽化し

い意識を持っている︒

を教育文化の地域として考
えてもよいと思うが︑今後

ていることから︑この地域

口動態等の課題を検討し︑
バランスのある公共施設の
設置を検討していく︒

考えて行きたい︒

町民の意見も踏まえた上で

再質問
問 大規模小売店舗進出と

今後︑商店街活性化︑都
市形態︑土地利用計画︑人

めているが︑将来構想によ
る公共施設等の設置は︑現
時点では明確化していない︒

内の用途地域の設定につい
ては︑一応の行政指針を定

について伺いたい︒
町長 本町の都市計画区域

り︑進出企業専務が来町し

町長 法的にはこれを止め

政として対応が何もないよ

商店街活性化について︑行

と認識している︒

イイチスーパー﹂が連出し

成︑経営指導の強化等︑ハー

の対応がせまられるが︑今

員の増員︑増強を進めるか

うに思われるがどうか︒

活にもつながるので危機感
の対策として商工会の街づ

を持ち憂慮しているが︑そ
くり委員会が中心となって

てくることは︑既存小売店

ド︑ソフトの両面にわたり

後の本町商店街活性化をど

町長の意向を伺いたい︒

るべき手段もない事情にあ

大規模小売店舗の町内進
問 大店法の規制緩和︑価

に与える影響は図り知れな

検討し︑行政の協力出来る

うするか︑伺いたい︒

町長 当町は︑自衛隊駐屯

ぼすので︑今後︑情報を的
確に把握し︑議会とも十分

出と商店街の活性化は
格破顔の進展︑低価格指向

検討がされているので︑そ

隊員の減は︑町の財政や︑
地域経済に大きな影響を及

の高まり等︑極めて厳しい

の推移を見ながら行政の具

い︒小売店にとっては死活

ものについては必要な措置

体的対応を考えて行く︒

問題となることは必死であ

を講じて行く︒

本町に大規模小売店の﹁ダ

状況下におかれている︒

り︑また購買力の流出を意

防衛計画大綱の見直しに

味し︑本町小売店の20％が
廃業になるといわれる状況

よる本町の影響は

町長 ﹁ダイイチスーパー﹂

問 駐屯地の再編が本格化

の進出のみならず︑既設の

地という特殊事情もあり︑

これに伴う消費動向の変

である︒

﹁ふじスーパー﹂の拡張計

をかける大きな要素である

きく︑過疎化減少の歯止め

画もあることを聞いている︒ 地域経済に及ぼす影響は大
これらの問題は︑中小商
店に大きな影響を与え︑死

佐藤議員

Q︑農業後継者の不足問題は

を伺いたい︒

が見られるが︑流動の実態

が進まず︑農地の遊休傾向

者不足による農地の流動化

問離農や︑高令化︑後継

の見透しはどうか

農地流動化の実態と今後

支援策を関係機関と連携し︑

置として︑これらに対する

本町においても︑単独措

問題である︒

営の中ではさけで通れない

問題は︑これからの農業経

問新規就農︑後継者不足

条例化は考えていないか

新規就農︑後継者対策の

ないので︑今後︑法人の育

専門指導機関等が当町には

町長 担い手養成のための

志はどうか︒

べきと考えるが︑町長の意

らの指導と支援策を実施す

務であると考えるのでこれ

る指導や︑環境づくりが急

に対して︑専門教育を受け

踏まえて︑これらの担い手

以上になっている︒現状を

と行政による専門教育等を

について︑農協等関係機関

問

導と推進に努めて参りたい︒

の導入などにより︑その指

公社事業の経営転換タイプ

分合︑ガット対策︑新しい

の効率を高めるため︑交換

農業委員会としても流動化

況の変化も見られる中で︑

に対する意欲の変化等︑状

A︑新たな特別対策要綱を制定する︒

農業委員会々長近年の農

条例化をもって強化整備す

化促進特別事業でより多く

い状況であり農地保有合理

は売り手が多く買い手が少

今後の見通しは︑現状で

よるものとなっているl

動化し︑残りは賃貸契約に

約47％が斡旋で売買され流

過去3ヶ年全体で見ると

買成立となっている︒

43件のうち1

成立︑平成6年度は257㌶︑

度166㌶に対して30％の売買

26％の売買成立︑平成5年

興計画書の中に︑農家子弟

に向けた上富良野町農業振

問平成6年度から1

導援助を考慮されないか

に︑専門教育を受ける指

担い手養成と支援のため

解願いたい︒

を進めることにしたので理

要綱を制定して後継者対策

新規就農者誘致等特別対策

学卒者︑Uターン者を含め︑

に対する奨励策として︑新

新規就農に加え︑既存農家

対する誘致条例を考えたが︑

町長当初︑新規就農者に

て野菜や︑施設園芸の奨励

れ や ︑ 経 営 形 態 の 変 化 に よ っ取 り 組 む か と い う 実 務 段 階

を強力に進めてはどうか︒
農業委員会々長 時代の流

経営転換タイプの公社事業

した農地保有合理化事業︑

に取り上げ新しくスタート

農業委員会としても積極的

問 農地流動化の促進は︑

再質問

て行くので理解されたいや

農業︑農村地域の活性を図っ

その他︑本町農業振興と

アップをめざして行きたい︒

等の開催︑担い手のパワー

議の上︑営農指導︑研究会

成等も含めて関係機関と協

政関係機関︑経営者がどう

町農村地域の活性化を図る

てもその体制を確立し︑本

けでなく︑関係機関におい

い経営であれば後継者は育

の選択は自由で︑効率の高

業を職業として捉え︑職業

強かったが︑現在の姿は農

だが︑農業は昔は世襲制が

町長

ないか伺いたい︒

とり入れた対策は考えられ

再度担い手育成強化策

地斡旋状況は次の通りであ

る考えはないか︒

の農業者が︑認定農家制度

はいるが︑将来農業後継者

等により︑土地の規模拡大

平成4年度243㌶に対し︑

る︒

を活用し︑低利な資金の利

になるかどうか分らないと

で町の支援も考えていきた

べくその方向に向けて︑行

これらについては︑町だ

つものと思っている︒

考え方は議員と同じ

用により関係機関との連携

する者が︑農家戸数の52％

17㌶︑48％の売

をとりながら流動化を推進

0年度

する︒

米沢議員

Q︑国保税の引き下げを A︑据置く

費の急激な増嵩と︑予防活

者や関係機関に働きかける

で敷いていることが確認さ

ついても町の許可なく無断

Q︑サイクリングロード設置はA︑今後検討
国民健康保険税の引き下

れたので︑原形復帰するよ

うに指導したい︒

べきであり︑町長の見解に

町長 進出に対して︑商工

ついて伺いたい︒

会・まちづくり委員会が中

動事業財源とする指導があ

したい︒国保税は据置く︒

心となりその対策を協議し

り︑その趣旨に沿って運用

問 国民健康保険は︑全国

商工振興について

げ

で自営業者を始めとして︑

問いま政府の規制緩和策

続き努力して参りたい︒

水の確保については引き

ていている︒

4千万人以上の人が加入し

た︑国保加入者の多くは︑

の町民が加入している︒ま

出し︑地元の小売店の経営

スーパーが︑近郊の町へ進

悪により︑大︑中規模店の

いる︒大規模小売店舗法改

されているが︑町がこの事

一部業者によって無断使用

間 深山峠展望台用地が︑

策について

町有地の無断使用と水対

クリングロードの建設は財

町長

か︒

ロードの設置をしてはどう

民が楽しめるサイタリング

問

サイクリングロード設置

景気に左右されやすい職種・

を圧迫し始めている︒

を知りながら容認している

の考えは

業種の方々であり︑国保財

当町においても︑帯広に

としたら問題だと考えるが︑ 政負担も多く今後の課題で

ており︑町も地元業者育成

政の基盤も弱いとの理由で︑

本店を置く︑ダイイチスー

また︑直ちに町有地の一部

のために努力したい︒

国保法第1条で﹁社会保障し

パーが︑明年4月開店︑年

町 に お い て も ︑ 4 千 9 8 2が
人いたる所で波紋を広げて

の制度として位置づけてい

間売上も︑15億円を目標と

を曖昧にしてきた結果︑保

していることが明らかになっ

に布設されている枕木など

も会わせて検討したい︒

づつみモデル事業の認定と

あるが︑富良野川両岸の桜

専用道路によるサイ

河川敷等を利用して住

ころが︑国や町もそのこと

るのもそのためである︒と

険税が引き上げられ︑加入

糞尿水の影響があると聞く

問 旭野地区の一部水田に

公害対策について

た︒

を撤去し︑現況に戻すべき
ではないか︒更に︑深山峠

区域の営業水や生活水の不

が事実はどうか︒

消費者側からは︑商品選
択の幅が広がる︒雇用も生

足が指摘されているが︑町

町長 過去において雪解け

者の負担が増える原因となっ

れるとの声もあるが︑しか

いたい︒

長の今後の対応について伺

た︒
町は︑国保税の据置きで

し︑小売店にとっては売上

水による流出があったよう

の減少︑中には︑閉店せざ

に聞くが︑平成6年度から

はなく︑国保会計に基金と

町長

としてため込んだ︑1億5

水対策についてであるが︑

継続中の畜産環境整備特別

徹底する︒

町有地の無断使用と
れることが予想されるが︑

美術館への階段について現

尿だめを建設し未然防止を

千200万円のお金を取り崩
るせ
を得ないという実態も生
ば1世帯2万円引き下げる

今後町においては︑地元小

地調査したところ︑施設の
一部が町有地にくい込み︑
て︑売場面積の縮小︑営業

展望台の下に敷いた枕木に

対策事業によって堆肥舎︑

ことができるが︑町長の見

売店の要望をしっかり聞い

町長

時間の見直しなど︑出店業

国保財政基金の取崩

解について伺いたい︒
しについては︑今後の医療

青柳議員

Q︑補助金の合理化は A︑厳しい措置も必要

Q︑吹上地区の露天風呂使用はA︑平成9年春
問近年予算編成にのぞみ

で検討していきたい︒

う︒

しない町政に相通ずると思

えれば町民の税金を無駄に

無駄にしない都政︒﹂言い換

優遇措置を行いたい︒

減免︑無料優待券の配布等

者への配慮と町民研修等の

行政改革の推進について
問 二十一世紀は地方の時

改革︑リストラ︑膨張を続

湯温は現在年々安定した
ける人件費の増嵩にどのよ

の大英断が不可欠で抜本的

問 行革の実行にはトップ

している︒

要課題になると考察し注目

ると思う︒将来行政の最重

ズに合致した仕事が行われ

が可能になり又住民のニー

管され広範な裁量権の行使

している︒権限と財源が移

責任を伴う課題と深く認識

住民にとっても厳しい自己

手である地方公共団体又は

る地方分権は︑分権の担い

町長 私は今求められてい

益上必要がある場合に限ら

を占めている︒補助金は公

予算対比率でも実に7・8％

2億円の増に及ぶ︒又︑総

成7年度で7億5千万円で

成3年で5億7千万円︑平

に︑45団体に対し推計で平

問予算書の中で町から実

解願いたい︒

と低い位置にあることを理

体が29・2％本町は27・1％

める人件費の比率は類似団

ている︒経常収支比率に占

5
9年より6名減の268名となっ

在職員定数は︑ピーク時の

く最大の要因と考える︒現

代について︑国︑道の働き
町長人件費の著しい増加
を踏まえての考えと理念は︒ は︑財政構造の硬直化を招

元︑あるいはメリットにつ

あるが完成後の町民への還

の町税が投入され工事中で

吹上地区開発に1 0億円近く

問十勝岳総合開発による

観光開発について

措置が必要と認識している︒

よっては廃止も含め厳しい

努めなければならず場合に

とでもあるが︑整理合理化に

そのものに関わってくるこ

については︑その団体の存在

町長補助金の整理合理化

を伺いたい︒

運営費の支出について見解

るのが当然と思うが恒常的

原則として構成員が負担す

多くは任意団体で運営費は

れない︒更に︑各種団体の

一般町民の学識経験者を

す︒

とも協議しながら対処しま

になり管理職を交えて議会

は︑私あるいは助役が中心

オープンしたい︒

で再来年の春に完全な姿で

の段階で脱衣坂が必要なの

が温泉法︑公衆浴場の認可

町長 露天風呂は完成した

はどうか︒

識者を入れて成果を上げて

者だけでなく一般町民の有

又︑行革の推進には町管理

でも利用させてはどうか︒

ているのだから︑町民のみ

再質問

処する︒

温が低下した場合︑ボイラー
による熱交換器の併用で対

地方分権・道州制・分県

代と呼ばれて久しい︒

人事異動と事務改善がなけ

れ︑自分の財力に余裕があ

いて伺いたい︒又︑湯温に

入れての機関設置は考えて
いない︒

湯量が確保されている︒湯

れば単に組織の肥大化を招

る場合︑その事集に助成し︑

問題はないか︒あるとすれ

我が町は財政が非常に厳

く結果となり町民の負担を
増やすばかりではないか︒

自分の公益を増進させると

ばその対応を伺いたい︒

うに対処し成果を上げたか︒

町長 行革の必要性と認識

の行政判例があるが︑これ

論等︑地方市町村強化の時

については︑十分理解し避

は当然のことで︑新青島東

町長70才以上の社会的弱

しく︑余裕があるとは思わ

けて通れない重要問題なの

京都知事は﹁都民の税金を

行政改革の推進について

露天風呂は完成し

で引き続き︑行革推進本部

もっと多くの
傍聴を
小学校で見学以来︑始めて町の議
6月22日は一般質問を傍聴させて

場に足を踏み入れました︒
いただきましたが思いの他︑傍聴者
が少なく思いました︒
質問では福祉対策︑農業関係︑そ
して大型店出店に対する町の対応な
どが質問され︑知らないことや︑噂
でしか聞いたことがないことが現実
のものとして議題に挙げられている
のを目の当たりにしました︒
全ての議員さんの質問を傍聴でき
なく残念でしたが︑議員さんたちの
熱意が伝わってきました︒
一つお願いですが︑もっとたくさ

町民の生の声
を議会に
議会傍聴の機会があり︑参加しま
した︒議場の独特な風囲気の中︑真
摯で審議されている姿には感心させ
られました︒

議員の貢献部面
が聞こえない

突然電話で議会傍聴に誘われた︒

世の中は︑随分変わった︒議員さ

私が議席を去って早や約30年になる︒

しかし︑旧式な人間には幾らか物

ん方の考え方も変わった︒

足りなさを感じた︒それは︑質問事

項に対する議会人として︑自らの貢

献の部面が私には聞こえなかった︒

例えば︑﹁行政改革﹂に対して議会改

革は？︵議席削減等︶﹁大型店舗進出

阻止﹂に対して地元商店の具体的対

署名運動が始まった様だ︶

策は？︵近日になってようやく阻止

町長さんのご答弁は又一層淋しかっ

た︒約20年前農協役員として顔を会

わせていた頃の楽観的感覚そのまま
もった一人ですが︑もう少しつっ込

を拝聴し︑質疑応答の中で︑好感を

くやら︒渡の立つことや︑嵐の日に

の丸﹂これから先︑安泰な航行が続

であった︒

工夫をしてみてはどんなものでしょ

んだ本音の審議がされても良かった

今回︑自分自身の身近な問題審議

う︒例えば日曜議会とか︑夜に議会

と感じました︒それと町民の生の声

んの町民にも議会を傍聴できる何か

をやってみるとか︑防災無線で議会

出合う事もあるだろう︒

1万3千の町民を乗せた﹁上ふら

の様子を流してみるだとかご検討願

が反映されてない気がしました︒
各分野の第一線で頑張っている人

います︒

達との話し合いや懇談会の場をもっ
と設けて︑町民の生の声を︑議会に
反映させてほしいと思った一人です︒
傍聴人の少なさ︑行政に対する無
関心さ︑自分も含めて︑もうそうい
う時代ではなく︑これからは︑もっ
ている一人です︒これからの町の発

と行政に対して目を開こうと︑思っ
展のために頑張って下さることを町
民の一人として期待します︒

■9月定例会は9月下旬開会予定 議会は公開です。あなたも議会を傍聴してみませんか。

廃棄物処理特別委員会報告

全道議員研修
参加報告

全道町村議会議員研修会

が︑7月4日函館市で開催

創刊から二年間の編集活

動をふりかえる

議会だより﹁かみふらの﹂

るよう積極的に努力され
たい︒

る等広域の事業展開を図

共同設置や美瑛町ほか2
町清掃事業組合に参画す

するので︑中富良野町と

ため︑住民に身近な行政は

ちた地域社会の実現を図る

高め︑個性豊かで活力に満

し︑地方分権では︑地方公

評論家の小浜維人氏が講演

学教授坂田期雄氏と﹁国内

議会・議員﹂と題し東洋大

の議員が参加しました︒

た︒

と責任の重大さを感じまし

たが︑皆様の期待の大きさ

ンケート結果を掲載しまし

出来ました︒

様子も肌で感じ取ることも

の発刊を決定して︑私たち

までの間︑使用できるよ

また︑広域処理に諸問

住民に身近な地方において

これからも︑議会活動の

回の委員会を開き︑理事者

跡地整備︑井戸︑浄化施

また︑使用終了後は︑

は︑平成5年6月以来︑1

側からの説明と先進町の廃

設等の整備を行ない︑以
後︑東中ゴミ埋め立て地

講じられたい︒
② ゴミ減量化対策につい

に起因する影響を生じさ
せないよう万全の対策を

棄物焼却施設を視察するな
どして︑調査を進め6月定
例町議会に報告されました．
概要は次のとおりです︒
一ゴミ処理対策
①東中ゴミ埋め立て地は︑
残余容量もわずかなので．

の政治情勢﹂と題し︑政治

共団体の自主性・自立性を

も資することを念じながら︒

豊かな街づくりに少しで

頑張りたいと思います︒

様にお届けし続けるように

みのもてる広報観として皆

この度︑議会広報融のア

するするどい目や︑期待の

町民各位の議会活動に対

編集活動を続けてきました︒

特別委員一同は手さぐりで

一般廃棄物処理対策特別

題もあることから︑他の
方策についても引き続き
検討されたい︒

処理することが望ましい等︑

状況を分かりやすく︑親し

一般廃棄物処理施設完成

めるべきである︒
二 し尿処理対策

委員長

︵議会広報特別委員会︶

ンター︶は︑老朽化し更
新時期にある︒更新には︑

副委員長 倉本 チヨ

青柳

山崎

輝義

稔

佐藤 政幸

多大の財源を要し︑また︑

谷本 和一

員

員

委 員

委

委

施設の維持管理も相当増
額が見込まれており︑富

岡和田 繋

良野市ほか3町村衛生処
理組合への加入を︑積極
的に進められたい︒

委 員

し尿処理施設︵衛生セ

研修会では︑﹁分権時代の

委員会︵海江田博信委員長︑

う積極的なゴミの減量対
策を講じ︑延命策を図ら
れたい︒

一般廃棄物処理施設で

地方分確の推進にあたって

議長を除く全議員で構成︶

の処理開始に備えて︑今
から町民にゴミ分別収集

市町村と議会・議員の役割

ては︑ゴミ排出者の減量
意識を高めるほか︑ゴミ
として排出される前に減
量化︑資源化に努め官民
一体となった減量策を具
体化すべきである︒
また︑ゴミ処理の有料
化についても︑慎重に検
討されたい︒
③ 一般廃棄物処理施設に
ついては︑焼却施設︑破
砕施設︑リサイクル施設
等の中間処理施設が必要
であるが︑これらのうち
焼却施設︑破砕施設につ
いては︑多大の財源を要

④ ゴミの分別収集

について︑できる種類の

5名

記

が述べられました︒

され︑本町議会からも1

後

ものから実施し減量化︑
資源化の意識の高揚に努

2

編
集

