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財政計画など8議員が一般質問に登だん ⑤〜⑫

各常任委員会先進地を調査 ⑭〜⑮

拉12月定例会は、20日・1開催され補正予算などの審議と一般質問を行いました

条例
改正

は考えていない︒

また︑議決前の町民周知

い︒

できる方法で周知を図りた

が今後においても十分理解

程度理解されていると思う

報等で周知しており︑ある

は水道事業の決算状況を広

町長 町民の周知について

しい方法ではなかったか︒

知の方が町民に︑よりやさ

条例が決まる前からの周

きなかったのか︒

例可決前に広報等で周知で

問 町民への周知だが︑条

の繰り出しは難しい︒

原則であり︑一般会計から

り︑企業会計は独立採算が

非常に厳しい財政状況であ

町長一般会計においては

担を少しでも減らせないか︒

計より繰出しして町民の負

共的な面があるので一般会

問 水運事業については公

議案に対する質疑

水道事業給水条例などを可決
4月より

平均21％引き上げ
﹁水道事業給水条例﹂及
び﹁簡易水道等施設給水条
例﹂の一部を改正する条例
を原案通り可決しました︒
改正理由として水道事業
において︑区域拡張や石綿
セメント管の布設替えなど
の設備投賢に伴う費用増大
により︑平成9年度におい
て赤字決算となり今後も赤
字決算が予想されることな
どから水道料金を平均21％
引き上げするものです︒
また︑簡易水道について
も町民の負担の公平性の観
点より同じく引き上げをす
るものです︒
なお︑引き上げは平成11
年4月1日からです︒
この改正により下の表の
とおり一般家庭で1ケ月に
10㎡使用する場合は316円水
ます︒

道料金が増えることとなり

議員発議により町議会の
議員の定数を減少する条例
の一部を改正する条例が提
出されました︒
提案理由として昨今︑全
道の市町村議会の動向を見
てみると定数削減が進んで
いること︑行政改革の先導
役として範を示すべきであ
ることなどから現在の条例
定数20名から2人減少して
18名とするものです︒

すでに昨年の議会におい
て論議し︑結論がでている
こと︑多くの階層の意見が
届きにくくなること︑また
削減より議会自らが活性化
ことが重要などの観点より

する論議を引き続き進める
反対する︒

討論内容
財政危機のための削減分
の議員報酬は貴重な財源で
あること︑他市町村で削減

平成9年度の病院事業と
水道事業の2企業会計の決
しました︒

算に審査意見を付け︑認定
決算状況は︑病院事業が
8千535万4千円の損失決算
で水道事業会計は160万1千

10億6 572 万0

の方向にある議会が増えて

B

質疑の後︑反対︑賛成の

用

認定あたっては︑議会に

費

円の損失決算となりました︒

総

おり︑行政改革に議会自ら

9 億 80 36 万 6 2 億 38 3 1万 5

立場でそれぞれ討論を行い

A

決算特別委員会を設置し︑

益

範を示すべきであること︑

利

採決の結果︑賛成少数で否
決しました︒

■ 病院事業会計

審査意見
11月9日に委員会を開催し

て内容審査等を行い︑次の

入れ︑介護保険とあわせて効

①抜本的改革を執行面に取り

果的な運営に努力されたい︒

てきており︑財政硬直化の要

③病院への繰出金が多額となっ

因でもあり︑一層の支出抑制

に努められたい︒

③医療機器の取り扱い等に対

2億 39 9 1万 6

総

昨年の住民アンケートの結
果などの観点より賛成する︒

審査意見を付けました︒

︹職員給与︺国に準じ0・76％アツプ
町職員の給与に関する条例の一部を改
正する条例を可決しました︒
これは国家公務員の給与改定が国会を

する技術の向上に一層努めら
れたい.﹂

④療養型︑診療所︑一般病床

型等の検討を早急にし︑その

指針を示されたい︒
現されたい︒

⑤院外処方の実施を早急に実

16 0 万 1

▲ 8 53 5 万4 ▲

差 引損 益 A − B

水道事業

病院事業

区 分

通過したことにより︑本町職員の給与を
国の引上げ率に準じて︑改定したもので
す︒
この改定で職員給与︵一般行政職︶は︑
平均0・76％月額2千785円引き上げるこ
とになります︒
改定は平成10年4月にさかのぼり適用
されます︒

決算の状況〔平成9年度） （千円）

対
反

成
賛

図られることになります︒

医療の総合的な相談対応が

北24号道路の舗装補修工

965万5千円

総 会 在 宅 ケ ア セ ン タ ー を 設 置 北24号道路舗装
総合在宅ケアセンターの

事の補正予算を可決しまし

護サービス計画作成の実施

までの間のうちの412mを施

旭中・富良野線から東4線

工事区間は道々上富良野・

た︒

機関として介護保険制度を

制度実施後の訪問調査︑介

また︑あわせて介護保険

4月1日よりの開設にむけ︑
それに伴う補正予算を可決
総合在宅ケアセンターと

支える中核的な機関として

しました︒
は保健・福祉の専門家が常

ビート移植機12台の購入

599万4千円

ピート移植機購入

成11年度で予定しています︒

残りの区間については平

駐し︑在宅介護に関する総

設置場所は現在の老人身

工するものです︒

機関との連携調整︑申請の

障者福祉センターを改修整

位置付けられます︒

代行などを実施する﹃在宅

に伴う予算は施設改修費︑

備し︑設置するものでそれ

合的な相談︑サービス実施

介護支援センター﹂と現在

に対しての補正予算を可決

活動している﹁訪問看護ス

しました︒

内閣総理・大蔵・建設・自
治各大臣・道開発庁長官

化するように要望しました︒
︻提出先︼

方に基づく道路特定財源を
堅持するとともに︑地方の
道路整備財源を一層充実強

的な整備を図るため︑受益
者負担︑原因者負担の考え

高い北海道においては道路
網の整備が重要です︒
ついては︑総合的・体系

自動車交通への依存度が

ものです︒

し各利用組合に貸付けする

協が事業主体となって購入

防衛庁の補助を受け︑農

福祉用具展示品︑パソコン

294万8千円です︒

額は事務経費等を合わせて

れ負担するもので町の助成

2％︑加盟店が2％それぞ

対して町が6％︑商工会が

助成金は10％上乗せ分に

するものです︒

する10％上乗せのプレミア
ム商品券事業に対して助成

対策事業実行委員会が発行

的に商工会小規模振興緊急

促進と消費者への還元を目

小規模商工業の購買力の

294万8千円助成

660万円です︒

等情報機器などであわせて

道路財源の確保を

テーション﹂︑﹁ヘルパース

国に対して提出しました

テーション﹂とあわせたも
のでこれらが有機的に連携
することにより保健・福祉・

12月定例会で補正予算を審議し、
原案のとおり可決しました。
一般会計では1億4794万7千円
追加補正され、予算総額102億7947
万7千円となりました。

補 正 額 補正後の総額
1億4794万7 102億7947万7
▲ 7137万8 10億2191万7
▲
315万9
6799万7
5億9715万2 −
▲ 3840万0
7132万3 委 4億7271万1
会
計
一
般
国民健康保険
簡 易 水 道
公 共 下水 道
水 道 事 業

（千円）
平成10年12月補正の状況

、一般質問は12月0日に行われ8人が質問しま た。

町の財政は心配ないか

見直し︑積極的な行政改革

努力は多とするが︑赤字は

骨粗しょう症検診等︑公衆

町職員︑教職員の健康診断︑

婦とのタイアップ︑各医療

衛生活動を推進し︑町保健

保健福祉の検討会を設置し︑

一向に減らないのが現状で

議会の改善特別委員会の

介護保険を合めて︑一層連

ある︒

町長への報告に対してその

議会をはじめ町民各位の
理解と協力をいただきたい︒

後の経過を伺いたい︒

どのように考えているか︒

については︑医療の取り巻

また︑将来的の病院経営

携強化を図りたい︒

総務課長 現在の公債費負

を行なわなければならない︒

異常である︒
財政危機がないか財政計
画について伺いたい︒

議会の審査意見の周知徹

また︑将来的病院経営を

兆円となり︑地方もたび重

町長 平成4年議会より︑

部で患者の立場にたった医

いわゆる療養型病床群への

から施設サービスへの整備︑

をさらに充実し︑一般病院

えており︑内部改善委員会

1 2 分 野 1 8 項 目 の 改 善 事 項く
が環境は大きな転換期を迎

底は

療の展開に努の︑医療従事

厚い配慮誘導を図りたい︒

問 自治法に基づく議会の

者による適切な説明と患者

再質問 現在︑自衛隊の地

示された︒その後︑病院内
町長 議会からの認定に関

本町も現在元利合計で104外で周知徹底されているか︒

の理解に基づく医療の提供

決算︑予算の意見書は部内

して︑執行責任者である町

する意見書は貴重な意見と

に努めている︒

のしかかってきた︒

長引く景気の低迷で税収

長として大変重く受けとめ︑
込みで危機的状況にあり財

医師の交流については旭

第5師団は遠隔地であり︑

区病院は札幌のみで︑第2

札幌の病院は飽和状態とき

川医科兼学第3内科と放射

く︒当町に誘致の可能性も

組織内部で慎重に協議の上︑

線科との交流を重視し︑現

選択肢の1つと思うが考え

行政運営に活かし︑庁内会
議で文書通知し︑各所属長

在毎週4名の医大医師が先

財政調整基金をはじめ︑
各種の特定日的基金の保有

端医療技術の提供を行なっ

職員定数の見直し︑各種業

ている︒人件費については

受け入れているときく︒貴

員のみでなく︑一般市民も

町長 札幌の地区病院は隊

を伺いたい︒

示を行なっている︒

務の省力化︑コンピューター

町立病院の運営について
問 国の医療費増嵩対策︑

化︑業務委託を行い抑制に

の保有残高は19億円と6億
円の減となり︑単年度の繰

薬価改正︑医薬分業等病院
合計画がスタートするので

においても時間外夜間診療

特に全国の公立病院の赤字

方策を講じている︒

ついては安価な効率的納入

努めている︒薬価の管理に

索してみたいと思う︒

重な意見として拝聴し︑模

今後︑夜間診療を継続し

数億は高く︑本町町立病院
等︑経営の改善に院長以下

厳しい財源の中で︑より効
ければならず︑事務事業の

率的に社会変化に対応しな

平成11年度より第4次総 を取り巻く環境は厳しい︒

入れ財源としている︒

円をピークに平成9年度末

残高も平成7年度未の25億 に適時適切に改善検討の指

政は硬直化になりつつある︒

億円の借金行政である︒
を始め︑地方交付税の落ち

地方債を多発し償還が重く

なる国の経済対策を受けて︑

町長 国の国債発行高が285 6％となっている︒

担比率は平成9年度未で16・

問 国︑地方の財政危機の

青柳議員

中で町の各種基金の支消が

A︑積極的に行政改革を推進

Q︑町の財政は心配ないか
.、

Q︑しろがね事業の農家負担は
A︑10％程度に負担軽減の見通し

が考えを伺いたい︒

11本で5億8千万円である︒ 町長

河川でエホロカンベツ川他

る上で国も大きな負担をし

1点目の総事業費は

町長

ていただいている︒現在使

てきた事業で︑平成11年で

農家負担率については当初

農家の負担軽減を図

第3回計画変更の見直しに

残工事については道路は2

実に30年になる長い大事業

6 本 の 2 億 9 千 3 0 0 万 円 でえ
ある法の範園で調整した結

であるが︑ようやく先の見

べ割高感があり︑従前より

5点目は今後の畑地利用

いきたい︒

期成会の中で対応を進めて

美瑛町でつくっている連合

策がないのか︑上富良野町︑
農家負担の軽減を要請して

だが︑現在︑営農推進協議

21世紀の基盤整備事業に比

そこで1点目だが総事業

きたが︑今回の第3回計画

推進していく計画である︒

予算はどのくらいになって

変更見直しにより10％程度 会を設立して︑その中で水

額はいくらか︒またそれに

負担額は当初より20億5千

いない︒これにより総農家

なりているが︑確定はして

02％は何％となり︑総負担 に 負 担 軽 減 を 行 う 見 通 し と

ての研修を進めていくこと

る農業経営の向上に向かっ

がねかん排の利用促進によ

利用︑あるいは今後のしろ

いたっている︒

現在まで見直しをし今日に

道路︑河川の事業だが︑

伺いたい︒
3点目は町の負担額はど
のようになるのか︒

円となった︒農家戸数につ

在までの投資状況また今後

連による道路︑橋梁等の現

万円に対して今回の見直し

据置きなしの15年償還であ
3点目の町の負担額は第
3 回 計 画 変 更 時 の 2 2 億 3 千 る︒

千 7 4 0 へ タ タ ー ル で あ る ︒ きの12年償還で区画整理は

い て は 1 8 3 戸 で 受 益 面 積 は払
2い は 農 地 造 成 が 3 年 据 置

の負担投資予想額はどのく

に よ り 2 7 億 5 千 5 0 0 万 円に
とな
なったことにより︑町の

農家負担率が10％

らいになるのか︒これにつ

り ︑ 5 億 2 千 5 0 0 万 円 の 増負額
担額が5億2千580万円増

6点目に農家負担金と町

他3路線で6億4千万円︑

は道路で上富良野幹線道路

橋梁等の総投資額について

ることも町のためだと思う

の投資についてダウンさせ

また︑今後の道路︑橋梁

衝過程を伺いたい︒

額したとおもわれるが︑折

再質問

いては見直しも必要と考え

となった︒

負担金の支払いはいつから

4点目についての道路︑

始まるのか伺いたい︒

畑地利用の計画構想は︒

5点目は総事業終了時の

るがその点も伺いたい︒

4点目はしろがね事業関

っ0
てい
︒
7 0 0 万 円 減 額 さ れ ︑ 1 1に
億な7
0る
万
6点目の農家負担金の支

伴う農家戸数と受益面積を

2点目は農家負担率26・

いるか︒

通しもついてきた︒

果がこのような対応となっ
2 6 ・ 0 2 ％ で あ っ た が ︑ 道る
営︒これらの事業について
は平成13年度の完了に向け た︒今度は道︑国等の支援

国営しろがね事業は昭

路線1億4千万円︑河川は

農業行政について
問

2点目のしろがね事業の

和44年から長い年月をかけ よ り 9 5 0 億 円 な っ た ︒

吉岡議員

Q︑美化条例の制定を
遠足の結果をまとめた壁新

ていただき︑現在の条例を

町長 十分研究︑調査させ

て答弁を伺いたい︒

であり︑地域活動の場とし

公民館は文化活動の拠点

A︑現条例の中で施策を展開
町の美化条例の制定につ

てほしい︒﹂などと書かれな

聞で﹁大人は中学生を見習っ

かえない場合がある︒

いて

進めるため︑各市町村でご

慢できるような町づくりを

ると報じられているが︑自

光客は毎年増加の傾向にあ

制定されていない状況であ

全国でも300自治体程度しか

町長 道内でも4市1町︑

を伺いたい︒

きと考えるが︑明確な答弁

いようにしっかり実行すべ

願いたい︒

進めていきたいのでご理解

運動﹂等の展開を十二分に

美化運動﹂﹁ごみの持ち帰り

もとにしながら︑﹁町の中の

えるべきと考えるが所信を

りやめて多くの利用者に応

るために月曜日の休館をと

便な状況を少しでも緩和す

ても必要とされている︒不

上富良野町を訪れる観

みポイ捨て禁止条例や美化

反省の余地があるので対応

いたかという点については︑

PR︑広報がいき届いて

んど埋っており︑満足につ

事予定表をみると現在ほと

休館となっているため︑行

問 公民館は毎週月曜日が

る関係で月曜日は館内の一

より利用していただいてい

常︑夜間までの使用許可に

教育長

開放日において通

住民の自発制による美化運

を図っていきたい︒

伺いたい︒

条例を制定し︑規制を設け

る︒

動の推進とともに条例を制

広報活動も必要でないかと

さないように看板等による

再質問

町民自らも町を汚

てまいりたいと考えている︒

た施策を展開していくこと
により︑意識の啓発を進め

する条例の中で連携のとれ

の廃棄物処理及び清掃に関

いうものでなく︑当面は町

環境の美化が実現できると

町長 条例の制定だけでは︑

決心のほどを伺いたい︒

すべきと考えるが︑町長の

くりを進め︑しっかり実行

めていくかをもう少し考え

えをわれわれがどう受けと

いかと思う︒子供たちの考

いことが大人の使命ではな

与えておかなければならな

に向けて子供たちに何かを

審議会で決まった︒21世紀

大地の創造﹂と町総合計画

彩の町上富良野︑ふれあい

のキャッチフレーズが﹁四季

再々質問 第4次総合計画

ていきたい︒

まえながら対応を促進させ

を精査し︑条文を十分わき

条例制定まで現在の条例

のでご理解願いたい︒

内部で協議している

楽につかえるように

地域の住民の方が気

だけ前向きに考え︑

設についてもできる

いきたい︒ほかの施

前向きに取り組んで

放するというように

4過のうち2週を開

の開放に向け︑図書
館を除き︑できれば

斉清掃など管理上か
ら休館としている現
状であるが︑月曜日

考える︒中学生がごみ拾い

きている︒当町においても

定し︑積極的に美しい町づ

公民館を月曜日も開放を

ているところが多くなって

問

小野忠議員

Q︑道民スポーツにパークゴルフを

る町の重要懸案事業である

ら早期実現を熱望されてい

トを渡してはいかがか︒

費で出張する方にパンフレッ

等にいっている︒そこで町

町長

を伺いたい︒

A︑平成12年度よりの開催で協議中
道民スポーツにパークゴ

ので︑早期実現に向かって

しているが︑この富良野管

はパークゴルフ大会を実施

ではすでに上川北部︑中部

問 道民スポーツ上川大会

会種目として実施するよう

住民会対抗スポーツ競技大

育協会また関係者と協議し

られたときには住民会︑体

努力したい︒また実現が図

再質問 町のPRについて

渡し町の宣伝に努めたい︒

においてもパンフレットを

町村で実施される研修会等

町長 今後必要に応じ他市

の支援をしていきたい︒

ア活動に対し︑環境づくり

える︒町としてはボランティ

9月の観光客数を見ると富

問

作成を

英文観光パンフレットの

取り組んでいきたい︒

所にいるのか気にしている︒

家族も我が子がどのような

縄まで帰省される︒また︑

休暇で北は礼文から南は沖

は駐屯地の若い隊員が年末

音楽行進等︑また忠魂碑前

ている各種スポーツ大会︑

た場合皆さんが楽しみにし

いたが本当か︒もしそうなっ

名称が変わるという話を聞

問

招魂祭の今後について

パークゴルフ振興のため︑
を取らないために関係図体

良野市124万人︑美瑛町114万 この方々にもパンフレット

において戦没者の霊を慰め

町長 一考を要する議題で

てきた駐屯地音楽隊につい

招魂祭について場所と

に話を進めるべきと考えるが︒
また︑町の住民会対抗町
民スポーツ大会の種目とし

人︑中富良野町80万人︑上 をお願いしてはいかがか︒
富良野町70万人とある︒

富良野市発表の4月〜

て実施し︑道スポヘの登竜
門︑町民の親睦の場として

在検討中である︒また音楽

7月1日は招魂祭

招魂祭については現

行進は別次元である︒

てはどのように考えるか︒

問 ﹁熟年パワー町づくり

再質問

町長

この中には外国からの観

事業﹂については私は役場︑

だから音楽行進等があると

熟年の生き甲斐対策は
共通語である英文の観光パ

自衛隊︑郵便局︑学校︑会

ある︒今後検討したい︒

はいかがか伺いたい︒
教育長 パークゴルフの道

ンフレットを作成してはい

町民大多数の方が受けとめ

光客も多数来ており︑世界

民スポーツ正規種目導入に
ついては︑コースの施設条

かがか伺いたい︒

て生き甲斐︑充実対策とし

社等の定年者に対象をしぼっ

英文のパンフレット

町長

ているがどうか︒

の中の発表の場であり招魂

町長

ての事業を考えてはいかが

いる︒町単独よりも富良野

か︒私が以前から言ってい

も今後必要なものと考えて

る﹁ヒルクライム﹂もその

整備に関しては︑議会での
一般質問︑また多くの町民︑

もって道内外に研修︑大会

たくさんの方が町の旅費を

問

我町から町長をはじめ

習になります︒町長の考え

づくり︑人づくりは生涯学

一つである︒町づくりは人

も協力をお顔いする︒

楽隊には場所等が変わって

祭には関係ない︒駐屯地音

音楽行進は学校教育

公費出張時に町のPRを

広域市町村の中で検討する︒

体育協会等を始め各団体か

現在のコースは公園広場と
しての併設であり︑施設の

から開催することで現在協
議を進めている︒
また町の大会については

件︑会場︑運営体制等の課
題もあり︑平成12年度大会

また上川北部︑中部に遅れ

内は今だ実施されていない︒

多くの方が社会活動

ルフを

に参加できる体制づくりを
進めなければならないと考

梨澤議員

Q︑町財政と重要施策との考え方は
A︑健全財政に配慮し積極的に取り組む

度事業の執行において︑財

うに配慮してまいりたい︒

行政と町民が共同して町づ
くりを進めようという意見
が付されている︒

基金などの支消を行うこと

第4次総合計画と町の重

べて行うことは財政的にも

町の抱える懸案事業は山
積みしており︑短期間にす

問 第4次総合計画の某本

て早期に実現しなければな
らない必要性︑緊急性の高
い事業については積極的に

また︑行政運営について
は健全な財政運営に配慮し

に行政改革の確実な実行と
あわせて進めていきたい︒

財政見通しのもとに︑新時
代を開く取組み︑またソフ
ト重視の教組みなどを重点

て お り 1 0 0 億 円 以 上 の 財 源到
が底無理であるが︑中長期

どこまで町民を納得させら

活きてくるか︒またそれが

再質問 健全財政の確保の

する意味合いからも特定目

るため︑また町民の方々に

執行において︑住民ニーズ

で財源手当をしており︑今
度においても堅持していき

等の対応に図り︑総合計画

内部にも政策調整システム

政調整基金︑公共施設整備

財政調査基金︑公共施設整

取組んでいかなければなら
ない︒重要施策の実施にお

れるか︒

の戦略プロジェクト等との

計画が提示されたが︑西小

基金に関してだが︑毎年

学校︑パークゴルフ場︑図

要施策の取組みについて

書館等の事業が山積みされ

備基金を取り崩しているが︑
大型事業については財政確

いては︑公債比率に図辞せ

こ 1 0 年 で や ら な け れ ば な ら調整を図り︑事業の取捨選

町長 基本計画により︑こ

う部分を明確にするため︑

さらに国営事業の償還が
始まり計画的な財政運営を
しなければその目的達成は
不可能である︒
町の財政と重要懸案事項
との考えを伺いたい︒
また︑毎年の予算編成を
見てみると財政の不足分を

か︒
町長 先日︑町総合計画審
議会から第4次総合計画の
最終答申を受けたところで
町づくりの基本方針を基調

あるがその中で基本計画は

財政的には非常に厳しく︑

ない事業投資額は非常に大

中で町長の施策がどこまで

てまいりたい︒

的基金の設置について考え

対して将来計画を明らかに

の高い主要な施策を実現す

基本計画に基づく施策の

たい︒

保︑政策の明確化のために

ず︑積極的な姿勢で取り組
むべきであり︑国及び道の
補助金を最大限に活用し︑

きな金額である︒

目的基金の設置を考えてい

必要である︒

も目的基金が必要ではない

あわせて地方債の借入れを
行っていく考えである︒起

どのように優先して必要な

かなければならない︒

はどう判断しているかとい

またその事業採択を行政

択を図っていきたい︒

債の借入れについては財政
状況を的確に把握し︑計画

いうことについては︑庁舎

に︑町が行うこと︑町民が
行うことを明らかにして︑

的な財政運営を進め︑将来
に過大な負担にならないよ

事業を取り組んでいくかと

中川議員

Q︑軽費老人ホーム入居促進は

町長 先に申し上げました

伺いする︒

介護保険が施行されたと

いように︑日常の生活が安

が生活の場として不安のな

たい︒

町長はどのように考えてい
るか︒

きの取扱いについての質問
ですが︑介護保険の対象と

不幸にも介助を必要とする

必要とする病気あるいは痴

入居者が不幸にも介助を

項目の質問ですが︑関連が
ありますので一括してお答
えしたい︒

うに︑施設内でサービスを
受けることが可能である︒
入所されている方々に︑

の認定を受けた方と同じよ

であるような運営に︑今後

場としての軽費老人ホーム

ように︑入居されました方々

町長 ケアハウスかみふら
のの入居促進についての4

A︑介護保険との連携を図りすすめる
軽費老人ホーム入居促進
は

問 軽費老人ホームの入居
促進について︑まず1点目

なるか否かの認定について

病気あるいは痴呆等の精神

生活の場として︑不安のな
等の精神的病気にかかった

要とする病気あるいは痴呆

2点目として︑介助を必

概に同一の扱いにならない
が︑基本的には在宅の保健
福祉サービスであるホーム

命と考えている︒
今後においても︑介護保

れているのは当然ですが︑

的病気にかかった場合どの

呆などの精神的な病気になっ
た場合の措置については︑

と思いますので︑御理解を
れば当然介護保険の認定を

ヘルプサービスや訪問看護

営に努めて参りますので御

場合︑介護保険が施行され
受けられるものと考えるが︑

サービスにより︑施設内で
の生活は可能である︒しか

は︑病院や特別養護老人ホ

しながら︑重い病気︑また
常時介護を必要とする場合

理解を賜りたい︒
再質問 病は気からとも言
われているが︑もとより軽

3点目として︑介護保険
区分に従って︑しかるべき

制度の施行に備えて︑認定
病院等に入院させるように

はありませんが︑病気になっ

るような体制となっており
ますので︑御安心いただき

いして︑相手の立場に立っ
て適切なアドバイスができ

の点を十分に考慮に入れて
今後進めていただきたくお

かと思う︒したがって︑こ

た場合は︑心のゆとり︑心
の安心感︑やはり心のケア
というものが大事ではない

費老人ホームは医療機関で
ーム等に入所していただく
ようになるかと思う︒この
4点目として︑関係者の

いたい︒
気配りによる﹁心のケア﹂
が入居者の﹁人間としての
尊厳を損なわず︑人生を全
うすることができる﹂もの
と考え︑心のケアについて

ような場合は︑本人や家族
などの意向を十二分にお伺

条例に明文化出来ないか伺

険との連携を図りながら運
どうなのか︒

いただきたい︒

もより一層努めて参りたい

ん方の十二分な生活安定の

含めながら︑入所者の皆さ

心してできるように︑そし
は︑介護認定の結果︑認定
対象者となると︑当然在宅
てまた︑心の安らぎを感じ
られるように︑心のケアを

ような措置がとられるのか︒

それぞれの状態により︑一

い安心して生活していただ
くことがもっとも大切な使

として︑入居基準が定めら

吉武議員

Q︑クリーン農業の展開を

問

してまいりたい︒

地域ぐるみで積極的に推進

協議し︑連携を図りながら

教育長 学校︑関係機関と

の中で検討を進めたい︒

議の中における実施計画等々

町長

応は︒

設置を何回か要求してきた

問 東1条通りの街路灯の

A︑堆肥づくりを促進する
全で良質な農産物を食べた

再質問 修学旅行の補助や
問

どの区分を検討し︑地域バ

クリーン農業の展開を

いという要求と一体のもの

進学する際の奨学金の貸付

にも後継者が意欲をもって

求められており︑そのため

商工業後継者支援対策を

るような管理をしたい︒

ンができてからという答弁

に終始しているが今後の対

町長

受け持つ分野を具体的に課

教育長 町︑高校︑父母が

町長 都市計画マスタープ

的に講ずるべきでは︒

事業ができる支援策を抜本

に街路灯を設置すべきでは︒

は現状は変わらない︒早急

再質問 前回と同じ答弁で

したい︒

ランスを考慮しながら検討

町が設置するものな

組みを一層推進することが

ランの中で商店街整備︑市

魅力ある商店づくりが

が︑都市計画マスタープラ

であり︑そのためには完熟

け制度などを検討すべきで

建設まで安全に対応でき

堆肥づくりの体制強化が必

は︒

重要であると認識している︒

題をだして︑今後審議を重

街地整備などの位置づけを

問

町長 築後︑48年の建物を

改築が必要では︒

問 東中保育所は老朽化が

東申保育所の改築を

できるとなると︑かなり先

と し て は 環 境 が 悪 く 早 急 な 再質問 マスタープランが

激しく︑幼児を保育する場

の話であるが︑当面の対策

合性を図り検討を重ねたい︒

計画しており︑その中で整

を

ダイオキシン濃度の公表

早急に対処したい︒

路線はどうなのか検討し︑

町長 町と地域が設置する

米を使用することで学校給

教育長

とにもつながるのでは︒

ていきたい︒

築するなどして整備を図っ

ながら︑必要な部分を増改

公共施設の有効活用を図り

使用している︒今後は既存

は行政の資金対応策も将来

町長

増改築等々について

などの後継者支援対策も必
要では︒

として無利息の融資や贈与

地を住民とともに緑の森と

では︒また東中ごみ埋立て

ン濃度の数値を公開すべき

ら稼動するが︑グイオキシ

問 ごみ焼却炉が新年度か

再質問 トイレからハエが

金等々の利用をいただきた

での間は︑中小企業振興資

必要と考えている︒それま

ごみ埋立て地を年次的に緑

町長 28年間利用してきた

して復元してはどうか︒

新年度から地元産

る︒
上富良野高校存続の対策

いるなど環境衛生状態もよ

出てくる︑基礎もゆがんで

目途にするのか︒

くないが︑改築は何年度を

い︒

化整備したい︒ダイオキシ

地元高校で学びたいと

を

願う生徒や父母の要求に応

平 成 1 1 年 度 の 予 算 審 置を

表する︒

ンの測定数値については公

えるためにも上富良野高校

町長

東1条通りに街路灯の設
存続の具体策が必要では︒

問

食関係者と協議を重ねてい

地元産米を使った学校

学校給食に地元産米を

まいりたい︒

の食文化を知ってもらうこ

給食の実施は子供たちに町

堆肥づくりの促進を図って

家間との連携を設けるなど

今後︑有畜農家︑耕種農

ねたい︒

クリーン農業の取り

土づくりは消費者が安

要では︒

米沢議員

Q︑町百年史の編算内容について

責任について︑どの様に考

政状況下の中で支出等々の

前回︑実施計画の中で早期

熱烈な票望があり理事者は

2 千 2 6 8 部 あ り ︑ 厳 し い 町よ
財り多くの住民の方々から

相談を申し上げたい︒

度等々について御提示︑御

費︑実施設計︑工事着工年

A︑指摘については今後に活かしたい
問 百年史発刊以来の経緯︑

に呼応してまいりたい︒

方々に購読いただけるよう

等を通じPRを行い多くの

については町報︑防災無線

様に所見されたか伺いたい︒

が多々あるが︑町長はどの

を図りながら販売促進をす

しており︑広報等々のPR

数が消化できるものと期待

記念史発刊までには相当部

については︑150年等の次期

係 機 関 贈 呈 5 3 2 部 ︑ 販 売 部い
数と考えている︒また在庫

町長 発刊部数3千部︑関

すめていく︒

を見計らい対応していきた

に深く反省している︒時期

部分については私自身十分

4次総合計画の第1次実施

町長

確に御提示いただきたい︒

年度を予定しているのか明

評価するが︑事業施行は何

もった答えについては高く

再質問 前向きなる決断を

ついて御相談申し上げたい︒

予算審議の中で実施計画に

い早期に施設の整備を図り
たいと考えており︑次年度

町長

明確なる答えを伺いたい︒

期について町長の決断ある

記録漏れ等の御指摘
すると考えたが︑実現の時

黒煙が上がっており︑有害

再質問 焼却炉から頻繁に

のと考えている︒

オキシン等の発生はないも

は紙類のみ焼却しておりグ

棄物に分別処理し焼却炉で

町長 医療廃棄物と一般廃

今後の処置を含め伺いたい︒

質︑及び科学的データー等

の問題はないのか︒焼却物

オキシン等の有害物質排出

問 使用中の焼却炉はダイ

町百年史発刊について
実態︑経費全般総計につい

町長

えているか伺いたい︒

の御指摘については謙虚に

ついては非常に重大な問題

再々質問 記述編れの点に

計画3カ年の中で設置につ

が心配される︒科学的に無

町立病院焼却炉について

て︑また編纂内容に編集漏

受けとめ教訓として今後の

である︒もう一度明確な答

いての位置付けを図り︑御

また︑編纂内容について

今後においてもダイオキ

シン等の問題はおきないよ

害が保証されるまで使用を
再々質問

禁止し︑調査を行うべきで
については私自身十分認識

ているが︑12年度事業施行 働する一般廃棄物焼却施設

に調査費計上を決断と伺っ

ただきたいと考えている︒

である︒

反省し︑真に申し訳なく遺

協議申し上げ調整させてい

再質問 名誉ある藍綬褒章︑

憾に思っている︒

ならないので︑指摘の部分

紫綬褒章︑紺綬褒章受賞者
ているが︑史実は忠実に後

問 公認パークゴルフ場建

パークゴルフ場について

町長

その点を明確に伺いたい︒

に踏み切るということか︒

について検討を加え解消に

等々への集積を図り︑対応

向かって努力していく︒
設について関係図体はもと

実施計画の中で調査

の対応処置は︒また在庫が

世に伝えるべきであり今後

平成11年度予算 ないか︒
町長 今後︑11年4月に稼

及び戦没者等の記述が欠け

千 7 0 0 万 円 ︑ 総 計 約 7 千 万訂
円正版を出すという事には

11年度から始まる第 うに処理していく︒

第4次総合計画に従

業務に活かしてまいりたい︒

えを伺いたい︒

における調査をしているか

企画課長 編纂に関わる総

町長 残念ではありますが

財政投資の責任等
2 0 0 部 ︑ 在 庫 2 千 2 6 8に
部お
︑け
販る売

万8千円︑報酬その他約1

体費用等は︑委託料5千314

実現が図れるように明確に

れ︑及び公平性と史実不備

清水議員

議員の横顔

私の抱負
町民の声をしっかり受け
とめ︑安心して暮らすこと
のできる町づくりに︑全力
を尽くしていきたいと思い
ます︒

私の抱負
人口の高齢化︑少子化が
進む今日︑わが町での独自
の福祉施策対応に努力した
町の開基百年も終わり︑

いと思います︒
21世紀をになう青少年の育
成に力を注ぎたい︒

小野

忠

議員

福祉対策に努力

昭和6年3月16日生まれ
現在1期目、町内錦町で飲食
店を経営
産業建設常任委員・議会広報
特別委員,消防議会諸員

昭和9年2月15日生まれ
現在5期目
町内島津にて農業を経営
副議長・教育民生常任委員

毎日︑忙しく働いています︒

張ってください︒お酒はほどほどに︒

これからも体に十分気をつけて頑

ます︒

しませんが︑何かと忙しく働いてい

した︒外の出来事は家ではあまり話

40代から議員として頑張ってきま

家族から

をしてほしいと思います︒

健康に気をつけて納得のいく仕事

光子夫人

祐子夫人

おの・ただし

かいえだ・ひろのぶ

各常任委員会が
先進地を調査
各常任委員会は所管事務調査のため、
それぞれ先進地を調査しました。

調査テーマ
産 業 建 設

・農業振興 （土づ くり）について

教

育 民 生

・介護保険制度の取 り組みについて
・総合福祉施設について

総

務

・基金の運営管理について
・行政事務のO A 化について

産業建設 10／26〜10／29

農業は健康な土づくりから
平成4年4月角田市西根地区の30〜

また、尿処理は活性汚泥処理と逆浸透
処理を組合わせ、農業用水路に放流し
ている。

40歳の専業農家4名が「農業は健康な
土づくりから」をモットーに設立。
平成10年からは、約700ヘクタールの水

岩手県大迫町堆肥供給センター

宮城県角田市角田健土農場

稲作地のうち作業受託を含め、100ヘク
タールの有機栽培米を、さらに付加価
値を高めようと、小規模乾燥調整施設
が、農林水産省より補助を受けて稼働
している。

このセンターは、㈱大迫町産業開発
公社が補助事業を受託して総合的に施
設・事業内容を管理運営している。
プラントの特徴は、通常の家畜糞尿
に生活生ゴミを加えた堆肥システムに
あり、有機物を資源として再利用し、
土に返すという循環利用を地域ぐるみ
で徹底し、自然生態系農業・自然循環
機能を活かした農業の可能性に向かっ
て努力している。

宮城県大河原町佐藤養豚場
養豚場の大規模経営を推進する中、
環境保全の施設整備、生産構造の改善
に努めている。地域連携確立農業構造
改善事業（地域資源循環型）により、
汚水浄化・高品質堆肥製造施設を造り、
有機農産物の生産振興に活用している。

まとめ
本町においても、完熟堆肥の製造と
有効活用が求められているが、有機米
においては、蛋白質含有率上昇により
食味に影響を与えるなどの課題もあり、
当町の土地にあった土づくりを検討し
ていく必要がある。

教育民生 10／14〜10／16

道内初の介護保険広域連合設立
算システムを導入し今後の介護保険制
度施行に向けて情報の効率的な活用が
期待されている。

今金町
総合福祉施設「としべつ」は7つの施設（老
人保健施設、訪問介護ステーション、在宅者

まとめ
介護保険の広域化については、各市
町村間のサービス基盤整備の水準など

奈井江町
近隣市町村を含めて平成12年度の介
護保険制度の円滑な施行に向けて、モ
デル事業等の実施を通じ、限られた財
源・資源の中でそれぞれが効率的、効
果的な事業が期待されることから、平
成10年7月全国で2カ所目、全道では
初めての介護保険事務の「空知中部広
域連合」として発足した。また、介護
保険の広域連携の促進、保健・医療・
福祉の関係スタッフによる情報の共有
化等が目的の高齢者介護サービスの電

総務

の課題がある。また、要介護認定につ
いては、審査会委員の人材確保、認定
の公平性など、広域に向けた取組みを
進める必要がある。

護支援センター、デイサービスセンター、給
食サービスステーション、ヘルパーステーショ
ン、保健センター）を兼ね備えている。施設の
利用については、町において策定した「高齢
者保健福祉計画」にのっとって高齢者の保健・
福祉・医療分野のサービス実施目標、推進を
総合的に図り効果的に運営されている。

まとめ
本町においての総合福祉施設建設に
あたっては、早期建設が必要と考える
が、多大な財政投資を要するため、財
政計画を考慮し、既存施設との整合性、
サービス提供の効率性を十分考慮して
検討していく必要がある。

11／10〜11／12

町活性化に独自の基金を設置
厚岸町
基金総数については、13基金を設置
し、総額16億7千7百万円が現有高で
ある。特徴的な基金として「地域づく
り推進基金」がある。自ら発想し実施
する事業に対し支援するもので、3億
6千2百万円積んでいる。その他、中
学生等の海外交流、地域産品販路拡大
等に対応している基金がある。
OA化については、住民情報の共有
化・財務会計のオンライン化等のシス

テムが稼働しており、係1台体制（端
末111台）になっている。整備費用は、
約4億円、毎年外部委託で支出した3
千8百万円が、1千6百万円に減少し
ている。

上士幌町
基金総数については、14基金を設置
し、概ね、30億2千9百万円が現有高
である。農地流動化促進として町営牧
場を有することから、農業全体への影

まとめ

響を待つようにした基金・公共施設整
備資金・海外研修基金・肉用牛振興基

の活性化に向け、特徴的な基金の設置
活用をしている。本町においては経済
不況が続く環境での町づくり、基金運
営は総合計画と相まった推進管理によ

金等がある。運用については計画的に
努めてはいるが、財政環境が厳しく、
基金充当も視野に入れ一定額の確保を
講じるよう努力している。
OA化については、電子計算機組織利
用基本計画にのっとり機器の導入を開
始。

各々、社会資本の整備や地域産業等

り安易な取崩しは謹む必要がある。
行政事務のOA化は新たな人員増を
最小限に留めることができる点、各種
情報の共有などの利点があり、計画的
な導入の方向づけが必要である。

∴世界に学ぶ

昨年9月2日から13日までの12日間、石川・
小野忠両議員が海外研修を行いました。
視察先はヨーロッパ4ヶ国でごみ処理施設や
農業・福祉の現状について視察してきました。

スイス
ダイオキシンはゼロで維持

したもので︑公園には故ルビヨー氏
の墓がまつられていた︒
登山電車でユングフラウヨッホへ
移動の際︑車窓から牧草地で牛が草
をはむ姿︑点在する山小屋風の家は
どれも美しく絵画のようで目をみは
るものがあった︒自然との調和を保
った山岳開発と景観保全に心打たれ
た︒

設けている︒次に見学した福祉セン

ターは︑在宅老人が訪れてくつろぐ

機所であり︑指導員がお年寄りの運

動や趣味を手助けし︑健康にも気配

最後に老人ホームを訪問した︒こ

りをされていた︒

こでは一般の老人のほかにアルツハ

スイスでは︑レ・シュヌビエール
ごみ処理場を視察した︒ここは︑一

イマーの重傷の患者の治療と研究に

唯々深い感銘を受けた︒

てられた歴史ある石造建築物には︑

井が続くアーケード街︑19世紀に立

その他ミラノ市内ガラス張りの天

打たれた︒

あたっており︑その看護の様子に心

般家庭ごみのほか工場廃棄物・産業

イタリア
在宅ケアが充実

廃棄物・特殊廃棄物などジュネーブ
州すべてのごみを処理していた︒一
日の処理は450トンにもおよび︑その
焼却熱を利用して発電が行われ4分

ガルバニエーテ・ミネラーゼ市の

の1は処理場で利用されて︑残りは
ジュネーブ市で使用している︒また︑

一番大切であるとの話があり︑幼児

福祉課最高責任者より︑健康問題が
から老人までの健康相談を受ける健

煙突からの煙も焼却で出来た砂も洗

康センターを視察した︒このセンター

浄され︑排水は2重3重に濾過され
ダイオキシンはほとんどゼロに維持

は︑福祉行政の拠点であり︑ここで
基本的な検査を行い医師の診察を受
け︑症状により専門医の紹介を受け

ジュネーブにおいては︑国際連合

されている︒

ることが出来る︒また︑老人の在宅

欧州本部を祝察した︒経済︑社会︑
人権など年間7千回を超える会議が

ケアのために看護婦が実際に老人の
家を訪ね注射をしたりしている︒そ

の広大な公園内にある︒もとはルビ
ヨー家の所有でしたが︑ジュネーブ

の他に小児科や婦人科の相談窓口を

行われており︑建物は25ヘクタール

市に譲渡され︑市が国際連盟に提供

∴フランス

教育費は幼稚園も無料
サンモール・デ・フォツセ市では
ジャン・ガプリエル・タロー市議会
議員が説明︒公立私立あわせて︑幼
稚園は21園︒小学校は18校︑中学校
は9校︑高校は10校づつで︑幼稚園・
小学校は市町村︑中学校は都道府県︑
高校は州︑大学は国の管轄となって
おり︑一学級の生徒数は35名で義務
教育である︒幼稚園児においても無
料である︒
施設の規模は大きくないが︑内容
はフランスの伝統と歴史を感じさせ
るものであり︑園児や児童生徒は多

オランダ

調和のとれた
農業と観光

ノールドワイク市では︑観光局広

報部長︑球根関係課長より説明を受

ける︒シーサイド・リゾート地区と

して︑観光と球根栽培に力を入れて

おり︑清らかな海辺の空気を求め︑

球根栽培に適していて︑数多くの球

静養される人も多く︑周辺の地区は

根栽培会社が生まれている︒世界的

に有名なチューリップ公園を訪れる

観光客は驚きの声を挙げていた︒

花・観葉植物等を栽培し︑規模は目

現地の温室農家を訪問︑球根・切
くの民族の集まりで国際色の豊かさ

をみはるほど大きく会社組織にかえ

運河の国オランダ︑アムステルダ

ていた︒

を感じた︒
パリ市内視察では︑新旧の統一さ
れた都市景観︑凱旋門︑エッフェル

ムの都市防災の観点から街並み作り

海外研修

議員の海外研修は︑町

昭和57年から実施されて

議会議員選拳の年を除き︑

ロッパについては︑旅費

を視察しました︒

塔︑ルーブル美術館等︑文化の高さ
と伝統の深さに感銘を受けた︒

派遣議員の決定は︑毎

います︒

年度2人が議会の議決に

まとめ

割は自己負担です︒

費用は基準を決め︑ヨー

よって行われています︒

この視察を振り返ってみて︑歴史
的文化遺産の多いことや自然を大切

て︑他の町の議員ととも

議長会が主催する海外地

今回の視察は︑北海道

の7割を町費で賄い︑3

に保存し︑観光振興との調和を図っ
ている姿に圧倒され︑多くのことを
学び︑深い感銘を受けた研修だった︒

方行政調査団の一員とし

に参加しました︒

意見交換しました

議員会が研修会を開催

日曜議会を開催
12月定例会は20日に日曜議
会を開催し︑一般質問など
日曜議会は今回で13回目

を行いました︒

同

編集後記

上富良野町議会広報が創刊されたの

の開催で︑平日は仕事など

広報の発刊が決議され︑議会広報特別

議員会主催の議員研修が
2月1日開催されました︒

でこられない人など30名が

委員会を設置︑議会の状況を町民に伝

平成5年9月定例会において︑議会

講師に北海道大学医学部附

傍聴され︑審議の状況に熱

えて満5年を迎えました︒

一つとして︑傍聴がありま

議会や町政を知る方法の

報︑広く読まれる広報を編纂して広報

議員活動の様子を伝え︑親しまれる広

の使命であることをもう二度考えて︑

かり易く︑適切に伝えることが広報紙

︵佐藤 記︶

政幸

洋次

西村 昭教

石川

委員長

佐藤

公開が原則となっています︒
傍聴の願は︑傍聴人受付
簿に氏名︑住所︑年齢を記

員

副委員長

委

敏彦

節三

入して入場してください︒

吉武

梨澤

忠

〃

小野

〃

〃

この広報紙の色は町花ラベンダーをイメージしたものです。

は平成6年2月10日です︒

属病院の前沢政次教授を迎

心に耳を傾けていました︒

5年前は全道的に見て町村議会単独

発行は上富良野町が1個番目であったが︑

現在の状況は153町村が発行︑全体の86％

となり︑その普及はすばらしいものが

あります︒

本町の議会だよりも回を重ねるごと

に充実され︑町民の広報に対する関心

す︒議会広報では伝えるこ

いることが伝わってきた︒
・﹁継続は力なり﹂更なる努
力を期待する︒

位︑理事者が真剣に考えて

傍聴の声から
・町の発展のため︑議員各

え﹁これだけは知っておき
たい介護保険制度﹂をテー
マに講演を受けました︒
平成12年からの介護保険
制度に向け︑今後の議員活
なお︑関係する職員など

動に大変参考になりました︒
も多数参加され︑大変有意
義な研修会となりました︒

とのできない議会や議員の

地方議会の議員活動を地域住民に分

も高まっています︒

産業建設常任委員は10月

担当者としての責任を果たすよう努力

役目があるとするならば︑

しなければと思う次第です︒

22日農協理事との懇談会を

は12月9日教育委員と懇談

議会や議員を監視するのは

局までご連絡ください︒

傍聴席は︑32席となって
いますので︑団体で傍聴さ
れる場合はあらかじめ事務

本会議は︑法律によって

なまの姿を見聞きできます︒

懇談会の中では本町の農
業の現状︑将来の在り方等
について意見交換がなされ
ました︒

会を実施し︑当面する教育

有権者である町民の皆さん

また︑教育民生常任委員

問題について意見交換がな

です︒

町議会が町政を監視する

実施しました︒

議会傍聴
されました︒

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。

介護保険のしくみは？

農協理事・教育委員と

