約12億円のゴミ焼却施設

自転車振振興など4議員が一般質

⑤

補修費用など総額約2億6

00万円の補正予算

一般会計の補正予算は︑

質疑では予算の内容や最小

槽建設や︑農道橋の架換費
ないかと質されましたが︑
用 ︑ 東 中 中 学 校 の 屋 根 全 面 原案を可決しました︒

限の予算計上とすべきでは

千500万円が審議されました︒

駅前駐輪場の建設︑旧白銀
荘の取壊し費用︑保養セン
ターの水確保のための貯水

2億6千5

駅前駐輪場の建設予算を可決
6月定例会は6月19日に一般質問を行いました︒
20日に駅前駐輪場建設費などの補正予算や行政手続
条例など条例の制定改廃の審議を行い全議案︑原案
可決しました︒また︑著作物の再販制度維持の要望
意見など国の機関への意見書3件を可決しました︒

取壊しの内容は

算を質疑し可決しました︒

問

取壊しだったが︑昭和7年

商工観光隷長 当初は全体

自転車約460台を収容
駅前駐輪場は現在の場所

定しています︒費用は財団

文化的な価値を調査したい︒

標高も高い場所にあるので

研究や宮様が宿泊するなど

の建設部分は︑雪の結晶の

570㎡に約5千500万円の建設

法人自転車普及協会から2

問

費で︑本年9月の完成を予

千万円の補助を受け約460台

企画課長 国や道へ保存の

べきではないか︒

いので︑国の費用で維持す

古くて現状保存は難し
の自転車が駐輪できます︒
JRが所有しているため︑

用地費は約1千460万円で︑
町土地開発公社が先行取得

古いから壊すことで建

働きかけをしたい︒

保養センターが完成したこ

吹上温泉の旧白銀荘は︑

化的遺産としての保存を環

町長 基本的には壊す︒文

てたのではないのか︒

問

し︑後で町が買取ります︒
質疑では1階から屋上利
由などが質され︑答弁では

境庁が模索しているので調

用の2階建てへ変更した理
補助基準の変更や市街地整

とから︑その廃止条例と解

体 費 用 2 0 0 万 円 な ど の 補 正査
予
する︒

備の理由が説明されました︒

議案の審議

5件、延べ15人が質疑
議

案

の

名

称

〃
〃

行政手 続条例 （新）

日の出公園新設工事（
オートキャンプ場）
請負契約
議 員の 国外派遣 に関する決 議
著 作物 再販制度 維持 の要望 意見
北 海道 開発体制 に関する要 望意 見
郵政三 事業現 行体制 堅持 の要望 意見

〃
〃
議員
〃
〃
〃

0
0
1
0
1
0
0

前に︑あらかじめ提案者か
ら所管する各常任委員会で

ヌ ッカ タ シフ ラヌ イ
川
砂
防
工 事請負 契約
ゴミ処理施設及びリサイ
ク
ル センター建設工事請負契約

内容が協議されています︒
なお︑簡易採決とは反対

〃
〃

0
0

議案は18件を簡易採決︑

簡 易宿所 条例 （旧白銀荘 廃止 ）

0

〃
〃

表決方法です︒議案に対し
反対のときは︑質疑の後に

〃

反対︑賛成の討論を行い採
決します︒

町墓地 の設置 条例 （条文 改正）
重度
身
障 害者及び母子家庭の医療費助成
条
例
（
条
文 法律名改正）
乗合 自動 車条 例 （
里 仁線 改正）

5
0

審議議案は次の表ですが︑

〃
〃

また︑本会議で審議する

軽 費老 人 ホーム設 置条例 （新）

0
2

提案は19件

公共下水道特 別会計 〃
水 道事 業 （
企業
会 計） 〃

1件を起立採決し︑いずれ

国
同

0
0

6月定例会では19件の議

〃

も原案どおり可決しました︒ がないと予想される場合の

〃

案を28日に審議しました︒

老 人保 健特 別会 計

0

質疑は5件の議案に延べ15

同

0

町長提案の議案は15件︑議

〃
〃

人が行いました︒特に一般

〃
〃

会計補正予算と軽費老人ホ

国民健康 保険 特別会 計
簡易水 道特 別会計

員からの提案は4件でした︒

同
同

6 人

ーム設置条例の内容に質疑

町長

が集中しました︒

平成 9 年
度 一般 会計補 正予 算

提案者 質疑者

許認可の基準が公に

おもな
補正予算

福祉センター前

質疑では公民館の使用申

れます︒

らは申請の際の申請基準が

行のされる本年10月1日か

の西4線北29号を経由する 円の事業費で︑80メートル

しました︒経路は草分地区

の一部改正条例を原案可決

するための︑乗合バス条例

算4千万円と合わせ7千万

都市計画課長から︑当初予

質疑で工事内容が聞かれ︑

修工事のための費用として

福祉センター前通りの改

3千万円を追加

請に対する審査日数が質さ

の工事と用地買収補償など

〜行政手続条例を可決〜
行政手続条例は町が行う
処分︑行政指導及び届出に

れ︑関係課長から2日程度

とともに︑﹁平吹前﹂停留所

を行うと答弁説明しました︒

改修1千20万円

東中中学校の屋根を全面

改修するために︑新たに1

質疑で経過年数などが聞

千20万円を追加しました︒

かれ︑管理課長から20年が

施設内を使う︒

東中中の屋根

里 仁 線 の バ ス 経 路 を 変 更 3千万円を追加しました︒

関する手続きに関し︑共通
事項を定めたもので︑具体

で許可の判断がされると答

が新たに設置されました︒

軽費老人ホームの設置条
例を原案可決しました︒

いのか︒

問

経過し少しずつ雨漏りがし︑

再委託は違法にならな

助役 一部は再委託できる︒

ふらの﹂で︑親しみある愛
称名を募集することにして

農道橋の架換

と答弁説明しました︒

たために︑新規に追加した

本年3月に状態が悪くなっ

います︒施設の入居は本年

なのか︒

町民課長 資産に関係なく︑
問

助役 収入は国の基準に従

おかしいのではないか︒

問 収入だけでの算定では

れる︒

に4千570万円を追加しまし

架換することになり︑新規

道橋が河川の改修によって︑

江幌地区の白井地先の農

4千57 0万円

とはどのようなときか︒

う︒細部は委託先と協議す

た︒幅員は4メートル︒

収入によって料金が決定さ

助役

る︒

減免はあらかじめ想

のかどうか︒

また︑給食は委託となる

定していない︒

利用料を減免する場合

質疑の概要

名です︒

12月からで︑入居定員は30 て も 資 産 の あ る も の は ど う

入居条件で収入がなく

問

名称は﹁ケアハウスかみ

給食は委託するが調理は

入居条件に質疑が集中

具体的に定められ︑公にさ

的な事例や内容の質疑を行
い原案を可決しました︒
これまでは︑許認可など
弁しました︒

「ケアハウスかみふらの」

の処理過程が不明確との指
摘がありましたが︑条例施

軽費老人ホームの名称は

5000万円以上の工事は条例で議会の議決が必要となっています。

6月定例議会で3件の工事
請負契約を議決しました。

ゴミ処理施設・リサイクルセンター

議員の国外派遣を決議

調査団の一員として主に農

会の主催する海外地方行政

業や福祉などを研修します︒

を町費で負担します︒

員研修の費用は旅費の7割

8日までの柑日間です︒議

期間は8月27日から9月

へ研修派遣することを6月

定例議会で決議しました︒

イス・フランスなど4か国

議会では議員を欧州のス

2ヵ年12億円を投入
ゴミ処理施設とリサイクルセンタ

派遣者は佐藤政幸議員と

平田喜臣議長の2人です︒

ーは日新地区に完成している最終処

9トンを処理します︒

著作物の再版制度維持を
求める要望意見書を可決し

行政改革委員会委員長など

国の行政改革会議で検討

大臣︑北海道開発庁長官な
どへ送付しました︒

意見書を可決し︑内閣総理

郵政三事業の堅持

されている︑北海道開発体
制の充実強化に関する要望

北海道開発体制の充実

員会委員長︑総務庁長官︑
コテージに着手

へ送付しました︒

著作物の再販制維持

3件を国などへ送付

要望意見を可決

分施設の隣りに建設するもので︑工

5トンのゴミを

今回の視察は︑全道議長

オートキャンプ場

事期間は2か年です︒ゴミ処理施設
は1日8時間稼働で1
焼却します︒リサイクルセンターは

5時間稼働で4・
2億645万円

破砕設備と圧縮設備によって︑1日

∇契約金額1
∇契約会社日立金属㈱

実績や
ダイオキシンは？

問 契約会社は近くでの納入実績が
ないのでないか︒また︑機械の製造

内閣総理大臣︑公正取引萎
成1
2年度の完成を目指し︑本年度は

日の出公園に建設のオートキャン

場所やダイオキシンの規制問題など
が疑問なため︑入札に参加させた理
由を説明願いたい︒

コテージの基礎や電気︑排水工事な

∇契約会社㈱アラタ工業

∇契約金額6千657万円

どを行います︒

プ場の建設工事を可決しました︒平

入札の際に︑最低価格を設定しな
いのは問題があるのでないか︒
保健課長 道南の南茅部町に平成5
年度納入している︒機械の製作は埼

ヌックカクシ

演習場の障害防止工事として︑ヌ

行財政改革の議論の中で︑
郵政三事業の現行経営形態
の堅持に関する要望意見書

フラノ川を改修

ました︒延長は148メートル︑帯工︑

を可決し︑内聞総理大臣︑

玉県の熊谷工場で行っている︒入札
参加業者の選考は内部に機種選考委
員会を設置し︑ダイオキシンが厚生
省の基準5ナノ︵1ナノは10億分の

床固工など土砂災害を防止します︒

∇契約会社㈱アラタ工業

ッカクシフラノ川砂防工事を可決し

1グラム︶以下で︑国内で生産して
いる5社を選考した︒

∇契約金額2億2千428万円

大蔵大臣︑郵政大臣︑総務
庁長官などへ送付しました︒

総務課長 最低価格は各業者ごとに
機械が違い︑仕様書発注となるので
設けていない︒

検証
その2

近年︑国や市町村の財政状況が厳
しさを増しています︒
上川管内においても︑経常収支比
率︑公債費負担比率が高まり︑財政
状況の厳しい町村が増えているので︑
前号に引き続き︑町財政を管内町村
と比較してみます︒

悪化の経常収支比率

上のグラフは上川管内20町村の平成7年度決算

による経常収支比率と公債費負担比率との相関関

係を示すものです︒

当町の経常収支比率は︑80.3％と管内でも占冠村

に次いで高く︑平成5年度と比較すると6.9％も上

昇しています︒管内町村平均は72.9％︑全道町村平

経常収支比率は︑財政構造の弾力性を示す数値

均は75.9％となっています︒

で人件費︑扶助費︑公債費など容易に縮減するこ

とができない経費に対し︑町税︑地方譲与税︑地

方交付税を中心とする一般財源がどの程度充当さ

れているかをみるものです︒この比率が高いほど

政の弾力性を失いつつあるといわれています︒

余剰財源が少なく︑一般的には75％を超えると財

当町では経常一般財源の歳入総額が約44億1千

957万円であるのに対し︑歳出の経常経費充当一般

財源が約35億4千939万円となり︑差引き余剰金が

一般的には︑この金額が多いほど臨時的な財政

約8億7千18万円となっています︒

需要に対処することができます︒

全道的に厳しい
公 債 費 負 担 比 率

当町の公債費負担比率は︑16.3％で管内町村平均

の15.9％をやや上回っていますが︑全道の町村平均で

は17.4％となっています︒

公債費負担比率は︑一般財源の総額に占める公

の数値は15％を超えると警戒を要し︑20％を超え

債費に充当された一般財源の比率で︑一般的にこ

管内で15％を超えるのは12町村と6割を占めて

ると財政が硬直化し危険となります︒

おり︑占冠村は20.2％になっています︒

公債費は町が事業などを行う際に借入れし︑償

還するときの元金と利子の合計額です︒

梨澤議員

Q︑自転車によるイベントを

問 昨年5月︑日本自転車

のイベント要請について

日本自転車普及協会から

健康の増進と自然愛好を背

町長 自転車競技も最近サ
イクルスポーツとして体力

で町長の考えを聞きたい︒

賞品﹂の提供の要請があり︑

の配置及び﹁地元色豊かな

催者から﹁コース整理員﹂

ース設定がされており︑主

温泉を経由して美瑛町にコ

道々吹上上富良野線の吹上

では難しいが今後の検討課

で訪問はしていない︒現状

企業先は不明であり現在ま

町長出様者数は約5

長の考えを聞きたい︒

訪問をすることについて町

A︑条件を検討協議する︒
普及協会に上富良野駅前に

景として普及の傾向にある︒

0名︑

駐輪場建設の依頼をし︑そ

自転車競技﹁ヒルクライ

題としたい︒

の後の経過を見守ってきた

である︒町長の考えを聞き

へ至る町道が2本が未舗装

町道舗装を早急に

協力することとしている︒

問

たい︒

ム﹂の要請があった場合は

けない景勝の地︑町内外か

町長新町3丁目1番通り

ところ︑本年4月4日に北

普及協会旭川事務局長を訪

の未舗装区間60メートルは

問新町3丁目道々吹上道

問しお礼を申し上げた︒

ら百景を応募し自転車観光

道々吹止線の取付部として

景勝地巡りのコース

︵協会からの補助金2千万

明示し︑観光巡回コースを

ができるように標示標識を

土木現業所と協議を進める︒

設定を

円は6月定例議会補正予算

設定してはと思うが町長の

2番通りについては年次

コースその他の諸条件を十

収入の所で確認︶そこで事

考えを聞きたい︒

計画で検討する︒

分検討のうえ協議する︒

務局長と町おこしの話とな

町長 当町における景勝地

表彰を広範囲にせよ

海道でただ一つ上富良野町

り︑イベントとして﹁ヒル

巡りのコース設定︑案内標

に内定が下り︑早速自転車

クライム﹂をやって欲しい

識の必要性は十分認識して

問町を代表する道民スポ

上富良野はどこにも負

との要望が出された︒

ーツ大会への永年参加者及

内容は町内某地点から十

いるが︑各種の条件整備が

大会以上での優秀成績者は

必要であり今後の課題とし

表彰の対象外なのか︑教育

ツール・ド・北海道の

出稼先訪問を実施せよ

勝岳登山道入口駐車場まで

問 昨年長野県の泥流で北

長の考えを聞きたい︒

び体育協会未加入者の全道
北海道第5ステージ富良野

教育長推薦依頼書に規則

支援内容は

市〜上富良野町〜東神楽町

海道の人が亡くなり半年近

を自転車で競う競技のほか
等種々ある︒時期としては

く泥流に埋もれていたが悲

て内容の検討を行う︒
来年8月下旬から9月上旬

までの105㌔㍍の競技支援の

一 輪 車 ︑ マ ウ ン テ ン バ イ ク 問9月1 9日︑ツール・ド・

頃とのことである︒

要請があったと思うが支援

祭には新聞社8社︑テレビ

上富良野旭中富良野線から

町長本町の支援は︑道々

内容について聞きたい︒

激励訪問回数と今後の激励

町の出稼ぎの人数︑企業数︑

う改善に努めたい︒

範囲に推薦をいただけるよ

ちなみに豊富町の自転車
6社の報道が入っており︑

惨なことである︒昨年の当 等の趣旨を明記するなど広
町おこしには最適と思うの

小野忠議員

本的姿勢を伺いたい︒

べきと考えるが︑町長の基

るので積極的に取り入れる

になり︑若干であるが良い

ほど財源に余裕があること

年度︑0・242で︑1に近い

成7年度︑0・237︑平成8

本町の起債制限比率は︑12

の割合を算出したもので︑

た一般財源に占める公債費

算入された部分を差し引い

費から地方交付税に特別に

Q︑単独事業を実施せよ
A︑制度を活用し推進する
う場合︑補助制度のある事

町長 補助事業は︑一定の

方向に向いてきている︒

・8％︑平成8年度は13・

程度で財源の不足分につい

きる一般財源は全体の10％

町長 投資的事業に充当で

基本姿勢について伺いたい︒

町長の財政運営に取り組む

都が地方交付税に導入され

事業が創設されている︒こ

れることを目的とした起債

る町づくりの施策が進めら

情に即した個性的で魅力あ

ら75％が望ましいとされて

的には町村において70％か

て は 将 来 の 元 利 償 還 金 のか一
どうかを示す数値で一般

の制度は事業の種類によっ

いる︒本町の経常収支比率

町長財政に弾力性がある

改善策はないのか︒

予測されるので︑何らかの

財政運営が破綻することが

％を超え︑9 0％に近くなり

左右し︑自主的財政運営を
から国の補助を受けずに自
はないのか︒経常収支比率
阻 害 す る こ と は な か っ た か ︒ ら計画︑実行し︑地域の実
は年々増加しており将来80

し行政監査を進のたい︒

9年度中にはテーマを決定

十分に認識しており︑平成

監査委員 監査の必要性は

理由はなぜか︒

問

行政監査の実施は

要な課題と考えている︒

全財政を維持することが重

て厳しい財政状況にあり健

行政監査を実施しない

1％になる見込みで︑極め

ては補助金制度や有利な起

財政措置が図られる︒今後

本町は投資的事業を行

業を優先しているのが実態

規制や制約があり型にはま

問経常収支比率の改善策

財政運営の基本方針は

である︒従来の補助金依存

った事業の執行になること

債制度を最大限に活かすこ

もこの制度を活用するなど

問

行政が事業執行の優先度を

っている︒

とにより︑事業の推進を図

ばいに対して︑人件費︑公

税など一般財源が伸びず横

る見込みで町税︑地方交付

問

いない︒

は必ずしも必要と考えては

監査委員 現段階で常勤制

のように考えているのか︒

問

監査体制の整備は

問

債費などの義務的経費が増

る必要性は考えているか︒

は平成7年度は78・6％︑

3年前︑5年前と比較する

加し︑年々少しずつ上昇の

監査委員 一応の監査体制

して単独事業の推進を図っ

と年々悪化してきており︑

現状にある︒

は整備されていると考え︑

総合計画を基本とし補助

将来に不安はないのか︒

問高い起債制限比率で将

単独事業の推進をせよ

を図っていきたい︒
政府の方針として自主

財政指数は本町の場合

財政力指数は地方交

監査委員の常勤制はど

問

町長

来の財政運営に問題はない

ていきたいと考えている︒

的︑主体的な地域づくりの

付税の基準財政収入額を基

事業に偏ることのないよう

推進と生活者︑消費者の視

準財政需要額で除した数値

今後の動向など見据え必要

平成8年度は7 8・1％にな

点に立った社会資本整備を

のか︒

な対応をしたい︒

財政指数の改善を

図るため︑地方債を活用し

で財政上の能力を示すもの

町長公債費の元利償還経

バランスを保ち事業の執行

補助金依存でない単独事業

で本町の財政力指数は︑平

専任補助職員を配置す

の槙極的推進を提唱してい

米沢議員

いと聞いており︑今後検討

3歳未満児で最高3万4干

再質問 美瑛町の保育料は

して欲しいとの声があるの

富良野︑旭川間までに拡大

で︑対応してはどうか︒

したいが厳しい状況にある︒

Q︑ゴミの収集回数を増やせ
A︑現行回収の中で工夫したい︒
月一回の空きビン︑空

ゴミの収集回数の増を
問

利用対象区域を拡大

町長

き缶回収では︑家庭内に保
管する時間が多くなるので

する考えはない︒

回復と社会復帰を願って開

問 町内において︑病気の

の支援を

精神障害者共同住居へ

改善策として︑回収ボック
スの設置や収集回数を増や
町長 現行方式の回収の中

してはどうか︒
で︑回収日などの周知につ

設された︑精神障害者共同

に高いかが分かるが︑町長

円で︑当町の保育料がいか

創設を

住宅改造支援の制度

検討中である︒

町長 現在対応については

住居﹁ふれあい荘﹂がある

いて工夫したい︒

も高いと思わないか︒

問 高齢者︑障害者の方を

が︑運営においては多くの

保育料の引き下げを

町長認識しているが︑国

介護する家庭では︑少しで

入所できない乳幼児対策

問 町は︑国の徴収基準に

の基準の85％に設定したい︒

も快適に暮らして欲しいと

費用が必要であり︑町とし

いるのは︑児童福祉法の精

名の入所できない乳幼児が

の結果︑3歳未満児で最高

近づけるとしているが︑そ

再々質問町長も高いと認

の対応はどのように

神に反するものであり︑今

6万7千円︑3歳以上児で

めているのであれば︑引き

思うから︑住宅を改善する

ても財政的︑精神的支援が

後の対応はどうするのか︒

最高3万3千円にもなり︑

などしているが︑町独自の

問 保育所は︑母親が働き

町長 施設の収容能力の問

保育料が高すぎるという声

下げるべきではないか︒

必要と考えるがどうか︒

題もあり︑対応策を検討し

町長国の85％に設定した

続ける限り欠かすことの出

たい︒

があるのも当然であり︑保

住宅改善支援制度を創設し

来ない施設であり︑現在17

再質問

い︒

親が安心して預け
られる保育所の環境を整備

育料金の引下げをするべき
ではないか︒

備資金を活用してもらうよ

町長 町では︑道の住宅整

てはどうか︒

するのが行政の義務であり︑

問敬老パス制度は︑7

うにする︒

0歳

ことから国の動向を見て検

町長

以上の高齢者の方を対象と

敬老パスの増を

現状を放置することは許さ

しており︑その対象路線を

保育料は引き下げない︒

町の財政負担も多い
れないと考えるが︑対応は

討したい︒
民間でも受入れした

どうか︒
町長

Q︑町道北27号交差点の改良を′.

A︑JRと協議し早く対応する︒

行に支障をきたし︑非常に

員も狭く踏切内が鍵型で通

切とが重なり踏切部分の幅

道路の交差点は︑JRの踏

問 北27号西道路と西1線

て具体的に伺いたい︒

えたが︑経過と対策につい

計画を策定し取り組むと答

期実施︑プログラムの推進

充分認識し︑行政改革の早

町長は前回の質問で財政は

待を寄せている所であり︑

の手腕に住民は大いなる期

の社会環境を生みだす大き

弱化し心身をむしばみ現在

青少年を取り巻く地層が軟

であり︑その結果︑児童・

で社会に及ぼす影響は多大

問 少子化は︑すべての面

高齢化と少子化対策を

解願いたい︒

きたいと思っているので理

ような対応を充分考えて行

ている︒

かなければならないと思っ

も最大限の対応を図ってい

気を配している︒町として

心配しており︑種々の中で

町長

ないので︑明確な回答を願

らという手ぬるい状況では

でいる︒他の動向を見なが

は納得できない︒他市町村

危険である︒

町長行政改革大綱に沿っ

な一因をなしている︒

ーツの盛んな町であり︑全

では︑既に施行し取り組ん

について対策を伺いたい︒

て︑現在︑その具体的な改

高齢化と少子化は密接な

道・全国大会に優秀選手を

私なりのカラーが出てくる

町長 用地及び補償等の課

革指針となる実施計画案の

関係にあり︑そうした面か

輩出しているが︑スポーツ

年計画等々の推進の中で︑

題があり︑今後JR及び用

検討を進めているところで︑

ら高齢化対策の最も根本的

施設がまだ不足している︒

下にあり︑町財政の健全化︑

地関係者と実現に向け協議

行政改革推進本部部会で︑

対策は少子化防止であり︑

行政改革に対する新理事者

を行い︑1日も早く対応が

職員からの提案事項︑改善

行政が最も優先して取り組

町道北27号交差点の

できるように推進をしてい

策の効率性や実施の可能性

なければならない施策であ

改良を

きたい︒

について協議し︑できるだ

議員同様に私自身も

スキー場などの建設を

底の経済状況下︑政府は財

身動きも出来ない様などん

問 今日︑バブル崩壊後の

さと努力と実行を信念に行

満に感じるが︑町長は︑若

再質問内容的に非常に不

を策定する︒

必要と認識しているが︑全

対応し︑きめ細かい施策が

境を整え︑諸問題に的確に

町長

るのでその対策を伺いたい︒

町長の考えを伺いたい︒

から強い要望の声があるが

陸上競技場の建設は関係者

季はランニングコース︶・

ントリースキーコース︵夏

特にスキー場・クロスカ

当町は管内で最もスポ

政構造改革推進方策の最終

政に当たると言ったが︑尾

問

いたい︒

町財政の健全化と行政

け早い時期に︑実施計画案

報告を6月3日に決定︑そ

交差点改良及び踏切改良

改革の実施を

の内容は公共投資予算98年

岸カラーが出ていない︑最

失望に変わりつつあり︑指

握しながら︑対応策につい

道︑他市町村等の動向を把

図的な問題でもあり︑国や

題も含め︑今後総合的に検

住民のニーズ・財政的な問

及び施設を利用してもらい︑

町長 当面︑既設のコース

10％減︑一般歳出0.5％減
近︑
は住民の間では期待から
地方財政への影響は必至と

て検討を進めたい︒

討していく︒

針を明示されたい︒

前回と同じ答弁で
町長行政改革︑総合1

再質問

考えられる︒そうした中で

子供を産み育てる環

度7％削減︑政府開発援助

0カ

町財政は極めて厳しい状況

久保田英市議員は、東中で稲作
中心の農業を営み、現在は後継者
が立派に活躍しています。
昨年から東中土地改良区理事長
となり公職などに忙しい毎日です。

私の抱負 農業を取り巻く環境

久保田 和 子 夫人

夫人からのひとこと
議員となって、最初はとまどい
もあったようです。
60余年の人生経験を生かし、皆

会合の席が随分と増え、タバコや
お酒の飲みすぎによる健康が一番
の気がかりです。体に気をつけて
ください。

若い人、特に女性にとって魅力あ
る農業と、環境にやさしい豊かな
農村づくりに努力していきたい。
趣 味 旅行
好きな言葉
「信頼・協調・魅力」

議員の横顔

様のご意見を聞き、行政とのかけ
橋役となって、町の将来のため全
力で頑張ってほしいと願っていま
す。役職に就くようになってから、

は厳しさを増していますが「食料
の大切さ」に対し、都会の人たち
が理解を示しつつあることは一つ
の光明と考えます。これからは、

久保田 英 市（くぼた えいいち）
農業。昭和9年1月7日、
当町で生まれる。
議会では産業建設常任委員。
串内草地組合議員。

私の抱負

農業、商工業をはじ

めとする町の産業振興を図るとと
もに、所得を増やし町の発展に命
をかけて尽くしたい。
開基百年、21世紀の町づくりに
向け町民とともに頑張ります。

中川一男議員は、深山峠で食堂
を経営しています。町の商工青年
部長を5年経験し、今年5月に商
工会の会長に就任しました。

中 川 一 男 （なかがわ かずお】
会社員。昭和21年4月26日、
当町で生まれる。
議会では総務常任委員長。
議会運営委員。

41歳で議員に当選し、持ち前の
行動力を発揮し活動しています。
現在議員歴は3期。
趣 味 仕事一筋
特 技 演説
好きな言葉 「一所懸命」

中 川 文 子 夫人

夫人からのひとこと
亭主関白で、まずまず忙しい人
です。

この企画は毎号2人の議員を紹介します。

吉岡議員25年表彰
吉岡光明議員が北海道町村議会議長会
から議員25年の表彰を受けました︒

編集後記

6月定例会では旧白銀荘の宿泊に関

する条例が全面的に廃止︑一方︑軽費

老人ホーム設置条例が新設されました︒

また通学︑通勤者待望の駅前駐輪場

〃

仲島療之

西村昭教

議会の傍聴は自由です 当日、受付で名前などを書くだけです。

2日間勉強しました
7月3日と4日の2日間︑議員会の研修を行い
ました︒内容は地方分権などの時局の講演を札幌

（いずれも夜7時から）

吉岡議員は昭和34年に初当選し︑現在
まで7期活躍しています︒

〜議員定数検討委員会〜

市で聞くとともに石狩市と江別市の先進施設を視

7月3日に全道議員研修
会で﹁分権型社会を目指し

の建設も決定しました︒これを突破口

として駅前美化︑商店街活性化︑ひい

ては町の活性化にもつながればとも考

えるところです︒

7日3日に全道議員研修に参加しま

した︒行財政改革と地方分権について

の話でした︒改革︵規制緩和︶は国・

道のみにとどまらず︑わが町にも大き

な波となって押し寄せてくることでし

ょう︒今年9月は選挙から2年が経ち

委員会改選となります︒議会広報委員

として今期は本号をもって終わりとな

ります︒

﹁いしずえ百年夢元年﹂いまぞすす

青柳輝義

皆様良い開基百年を ︵梨澤 記︶

まん一世紀︵百年讃歌より︶

委員長

梨澤節三

〃

小野 忠

員 佐藤政幸

副委員長

委

〃

この広報紙は再生紙を利用しています。

て﹂と題し︑国の地方分権
推進委員で前鷹栖町長の小
林勝彦さんから地方分権の
内容などが講演されました︒

（緑町1丁目）

また︑﹁行財政改革と日
本の進路﹂と題し︑政治評
論家の三宅久之さんから世
界における日本の役割など
が講演されました︒

表彰を受けた吉岡議員

8月22日(金)社教センター

察し︑理解を深め研鑽に努めました︒

7月4日には当議会独自

（富町1丁目）

この度、次により全町民を
対象に懇談会を開催します。
参加していただき、皆さん
の意見を聞かせてください。

8月21日(目)公民館
議会では議員定数適正検討
特別委員会を設置し、議員定
数を審議しています。

で石狩市のホクレン野菜セ
ンターを視察しました︒い
もなどのパッケージやカッ
ト野菜の工場で年間約25億
円を扱い全道規模でした︒
また︑江別市のセラミッ
クアートセンターでは︑市
が焼き物とかかわりの深い
一歩として建設しました︒

ことから陶芸の里計画の第

あなたの意見を聞かせてください

