議会だより 12.2.10 №25

㊤農業被害交付金の補正予算を可決②

● 市 町 村 合 併 な ど 1 1 議 員 が

◎戦後の上富良野村議会・町議会の歩み№1 ⑰

農業被害に対する

分になります︒

行年間5・25カ月分が4・95カ月

については勤勉手当も含む︒︶が現

これにより期末手当︵一般職員

ぞれ0.3月分削減するものです︒

別職︑議会議員の期末手当をそれ

の改正に合わせ町の一般職員︑特

これは︑人事院勧告に基づく国

部を改正する条例を可決しました︒

び費用弁償等に関する条例﹄の一

﹃上富良野町議会の議員の報酬及

関する条例﹄と︑議員発議による

る条例﹄︑﹃特別職の職員の給与に

﹃上富良野町職員の給与に関す

交付金の補正予算を可決
交付金

こ円
んな質疑が
5 千 3 9 1 万 1 千
を補正

町としても

する余地はあるのか︒

れた場合︑行政として対応

新たに被害の救済を求めら

議員 今回この農業被害に
平成11年11月26日開催さ
対して申告をしていないが︑

れた第5回臨時会で異常気

象に伴う農業被害に対する
交付金5千391万1千円の補
正予算を可決しました︒

再三申請手続きをされるよ

農業振興課長

う配慮しており︑申請がな
い方については被害がない
機械的に申請がなか

ものと判断している︒
議員

ったというだけでこのよう
な判断にたってよいのか︒
町長 再三再四にわたり︑
申告の催告をしながら被害
の支援策にのろうと意欲の

状況の掌握をしてきた︒こ
ある農家であれば申告に来

期末手当を0.3カ月分削減

これは長雨と猛暑により
農作物が約20億円︑33・2％
と過去最悪の被害を受けた
ことに伴い︑翌年度の営農
に伴う種苗・生産資材の一
部を助成するため︑被害農
家に対して交付するもので
す︒
対象は町内に居住する農
業者で10％以上の被害を受
けた2ha以上の耕作者で411
戸︑交付額は被害率により

ていただけたものと︑来て

10a当たり800円︑1千円︑

とは被害がなかったものと

いただけなかったというこ

1千200円で総額5千391万1

千円の予定です︒

判断させていただいた︒

町職員・特別職・議会議員の

いては今後の検討課題となりました︒

なお︑テレビカメラの位置等につ

ビモニターにより傍聴されました︒

ず︑多数の方が別室の会議室でテレ

人以上にのぼり︑傍聴席に入りきれ

平成10年度

決算を認定

平成10年度の水道事業︑

病院事業会計の決算を審査

意見をつけて認定しました︒

認定にあたっては︑特別

委員会を設置して11月11日

委員会を開催し︑書類審査︑

質疑討論などを行いました︒

決算状況は水道事業会計

2 漏水調査について努力

められたい︒

に行い︑未収金の解消に努

1 水道料の徴収は︑厳正

水道事業会計

2 法定保守点検以外の各

に強化されたい︒

営に対する支出の抑制は更

善を図るとともに︑日常運

1 抜本的な運営形態の改

病院事業会計

審査意見

し︑有収率の向上に努めら

種点検および委託業務につ

患者負担金の未収に関

には最大努力をされたい︒

当件数があるが︑収納督励

しては︑昭和56年度より相

3

められたい︒

必要最小限に留めるよう努

な精査︑比較検討を行い︑

いては︑その必要性等厳正

れたい︒

R

万9千円となりました︒

り累積欠損金は6億5千962

9千323万円の損失決算とな

また︑病院事業会計は︑

傍聴者は19日・20日とあわせて150 は ︑ 6 8 万 5 千 円 の 損 失 決 算 ︑

に真剣に耳を傾けていました︒

どで傾聴できない方が一般質問など

議会として開催され︑平日に仕事な

19日は平成9年の第3回定例会よ
りはじまって︑今年で4回目の日曜

の2日間︑開催されました︒

第4回定例会は︑12月19日︑20日

150人を超える傍聴

2日間で

第4回定例会は12月19日(日)・20日(月)の2日間開催され、補正予算・
条例などの審議と一般質問を行いました。

96億5 .293万3
10億4 ,213万1 ニ
4億2 ,435万6
14億4 ,022万7
8億
56 万8
2億6 ,119万0
11億9 ,220万7

12月補正予算の状況

デイサービスセンター

送迎用ワゴン車を購入
デイサービスセンターの
利用者の送迎用のワゴン車
購入等のための経費535万円
の補正予算を可決しました︒
これは︑サテライトデイ
サービス実施に伴うもので︑
道の補助金を受けてワゴン
車︵6人乗り＋車椅子2人︶
とその車庫を購入するもの
です︒

中学校のテレビ・
ビデオを更新

経費400万円の補正予算を可

上富良野中学校の教育機
除排雪経費に
器の整備を図るため︑その
476万円を補正

ための経費を補正しました︒

ゴミの減量化︑資源化の

ゴミ減量化・
資源化に向けて

です︒

ビデオ12台を更新するもの

内容は各教室のテレビ︑

しました︒
町 道 の 除 排 雪 経 費 に 4 7 6決
万

円の補正予算を可決しまし
た︒
内容は西側地区の除排雪
について現行町の直営で行
っていましたが︑それを民
間に委託することにより︑
町全体の除排雪時間の短縮
等を図ろうとするものです︒

内容は平成12年度から予
の分別収集に向けての準備

定されているペットボトル
のための経費と農村部のゴ
ミの収集開始に伴う経費で
す︒

地方分権に伴う
財源確保のために

社会に対応するためには地

厳しい状況にあり︑分権型

今日の地方財政は極めて

届く学級運営が望まれる︒

するためにも十分目が行き

は︑深刻な事態が進んでお
り︑ゆとりある教育を推進

義務教育を取りl巻く環境

30人以下学級の
実現を

方財政基盤の安定強化が不

また︑学校事務職員・栄

可欠であり︑次の事項を要

養職員にかかる費用を国庫

請する︒

負担の対象から適用除外す

消費税の国と地方の配

層圧迫し︑義務教育の円滑

1

な推進に大きな影響を与え

分の見直しなどによる税源
2

るものであり︑次の事項を

ることは地方自治財政を一

を行うこと︒

要請する︒

委譲を行うこと︒

3 交付税率の引き上げと︑

1

国においてその財源確保を︒

税制度の抜本的見直し

算定方式について地域の実

2

30人以下学敵の実現と

情の的確な反映を図ること︒
4

文部︑自治各大臣

送付先 内閣総理︑大蔵︑

3 教科書無償制度の継続︒

義務教育国庫負担法を

拡充を図ること︒

堅持すること︒

公債費負担軽減措置の

送付先 内聞総理︑大蔵︑

自治各大臣

任期は4年間です︒

☆プロフィール☆
町の監査委員に十川薫氏
十川 薫︵とがわ・かおる︶
を選任することに同意しま
昭和24年 和寒中学校卒業
した︒
昭和30年 郵政職員に採用
選任は平塚武代表監査委
昭和55年 上富良野特定郵
便局長
員が平成12年1月11日で任
平成10年 退職
期が満了となることによる
和寒町出身
ものです︒
昭和8年10月30日生まれ
富町2T同在住

十川 薫きんの選任を同意

監査委員に

2件の意見書を国に送付しました

」
補正後
の
額
補 正 額
会 計 名
一
般 1億9 ,080万8
.国民健康保険
4 ,895万9
簡 易 水 道 ▲ 5 ,192万1
老 人 保 健 2億3 ,250万0
公 共下水道
2 ,527万8
水 道 事 業 6
0万
2
病 院 事 業 ▲ 1 ,228万5

Q︑市町村合併の取り組みは
A︑大きな課題と認識している

センターの議長と連合上富
良野の会長は同一人物であ

隊は非常によい関係にある︒

再々質間

成のための助成策として対

町としては勤労者育

るので︑一心同体と理解す
る︒平和運動センターの方

連合という集団には愛町愛

町長

ム一杯に駐屯地に向かって
﹁日米合同演習反対﹂﹁米軍

針を要約すると護憲︑反米︑

年度の方針は先の道議選で
は︑﹁矢野某﹂を当選させた︒

連合上富良野の2000

治活動をしたときにはどの

ある役場︑学校教職員が政

郷精神はないのか疑問であ

町の方々と自衛

また今は撤去されたが︑
旭町官舎下の交差点通学路

次の衆議院選では名寄の﹁桜

町長 法規に基づき的確に

加えられてもいる︒そこで︑

衛隊員の絵がはいっていた

が並立していた︒国旗︑国
歌法制化反対の看板には自
法律では厳しい罰則条項が
市町村合併への取組みにつ

防衛補助金と防衛交付

いないが載せられないのか︒

問

予算書を分かりやすく

対応する︒

ように考えるか伺いたい︒

る︒そこで全体の奉仕者で

に﹁国旗︑国歌法制化反対﹂

教育長 違法があれば厳正

いてお聞きしたい︒
現段階では具体的な

が︑これがイジメ︑差別に
つながることを考えないの
町長

か疑問に思う︒そこでこの
静かな町の秩序を乱す連合

則が一部変えられた︒
本議会2日目の最終発議

やすいよう検討したい︒

場職員約280名︑学校教職員
約180名︑郵便局等の公務員

動センターであり実態は役

町長 今後十分協議して対

祝金制度はやめて町史に御

叙されたが自治功労以外は

叙勲祝金制はやめては

町長 歳入の内訳が分かり

金が収入のところに載って

合併は地域実情に応じて関

という集団はなんの集団か︒

はその兆候であると考えら
れる︒連合イコール平和運

その兆候としては︑議会運
営委員会の陳情︑要望の規
係市町村や住民の意志が尊

正規の政治団体か︒また中
学校にバスを止めていたが

で構成され︑かつ上富良野
町労働者団体の名で町の血

応に努める︒

んでいかなければならない

税から補助金が出ている︒
この団体に対する補助は適

問

日米合同演習反対勢力

について︑11月7日(日)
参午
加組
後織
︑は労働団体である︒
教育長 校庭使用の文書申
余りに南町方向が騒がしい
請はなかったが︑口頭で許
のでいってみると﹁連合﹂﹁平

名前を載せてはいかがか︒

祝金はでない︒この差別的

問 秋の叙勲で2名の方が

正か否かお聞きしたい︒

大きな課題と認識している︒

可している︒

海道平和運動センターで︑

和運動センター﹂の看板を

再質問 上富良野平和運動

秩序を乱す反演習勢力

掲げたボンゴ車がポリユー

申請はしているのか︒
町長 演習反対の団体は北

重され一丸となって取り組

考え方は持っていないが︑

応している︒

は帰れ﹂﹁防衛費の削減﹂を
連呼し︑これに自治労の役

反自衛隊︑反安保である︒

問 道から︑これからの市
町村合併について解説した
本が出された︒これによる

場職員︑北教組の学校職員︑
全逓の郵便局員すなわち連

進︑三︑少子高齢化の進展︑
四︑国・地方を通じた財政
の著しい悪化等によるとあ
る︒その合併の時期は平成

庭某﹂を推すとある︒また︑
8月の町議選で連合支持と

な措置をする︒

と﹁30人以下学級﹂の看板
17年3月31日とあり︑更に︑

の考えを実現するとある︒

して当選した町議会議員と
政治︑政策協議を進め連合

合が連呼していた︒

と︑一︑住民の日常生活圏
の拡大︑二︑地方分権の推

市町村合併の取組みは

梨澤議員

Q︑特認地域である本町の取り組みについて

山間地域等直接支払制度で

の交付は評価出来るが︑中

制度の取組みについて

中山間地等︑直接支払い

象となるため︑町が独自に

の融資︑規模拡大などの対

制上の特例措置︑制度資金

5 千 3 2 6 万 円 の 再 生 産 支 援農
金用地利用集積の支援︑税

問 農業被害対策として︑

条件を緩和することは困難

認定しており︑それにより

作成し︑意欲ある農業者を

方針に基づき︑基本構想を

解を賜りたい︒

向かって努力するのでご理

終了するまでには︑完了に

遅くとも埋立地閉鎖工事が

の中で優先的に取り進め︑

町長 特殊性を考慮し計画

路整備の実現を︒

強い要望であり︑早急な道

いうことだが︑地元住民の

上富良野町22名︑中富良野

再質問 つばさ会は現在︑

する︒

れており︑実現に向け努力

ムや作業所の建設が計画さ

促進のためのグループホー

るよう願うものである︒

立の考え︑行動力を継続す

A︑ガイドライン確定の段階で判断したい

特認地域の本町の取組みは︒

と考える︒

かったときの対応策は︒

請を行つても適用にならな

いない本町の場合︑特認申

再質問 過疎指定を受けて

判断をいたしたい︒

町として具体化する考えは︒

提出のあったところであり︑

12月関係地域より要望書の

者十数戸があり︑平成8年

東方面に住宅及び耕作農業

られ︑本町においても平成
9年8月︑心身障害児の自

るような福祉の充実が求め

たちが一緒に生活をおくれ

活地域の町道北21号道路は︑ 問 健常者と障害を持つ人

問

立︑自活の実現のため︑つ

会について

障害者福祉行政︑つばさ

動が鈍いような気も私自身

較しグループホーム等の活

町長

設の願いに立って再度町長

安心して生活を営む施設建

また高齢者も含めた人達が

動している︒心身障害者︵児︶︑

町4名︑賛助会員260名で活

第4次総合計画にも自立

町長 本町は地域振興立法

町長 町が対象からはずれ

ばさ会が発足︑地道な活動

町道21号道路整備を

た場合︑今後の農業振興策

町長 東中ゴミ埋立地は︑

東中ゴミ埋立地周辺生

の中で︑農協と十二分な調

限の対策を講じる︒

ーケットの開催︑将来の目

再々査問 会は︑フリーマ

しており︑行政として最大

我町は他の町村と比

の考えを︒

整を図り︑対応を取り進め

昭和46年から平成11年3月を続けている︒つばさ会運
まで28年間︑町のゴミを処 営に町として助成金を出す

また︑町の第4次総合計

考えは︒

的積立て金︑財源確保の資

の協力にお礼を申し上げる︒

源回収を行っている︒保管

理してきており︑周辺住民

取組みで︑対策はどのよう

北21号町道整備は周辺地 画に示されている障害児の

施設等の早急な改善を求め

和について

域との処分場閉鎖打合せ時

に進められているのか︒
町長 つばさ会は運営資金

町長
再質問

団体であり︑今の自主・自

く運営し︑他の模範となる

行政対応を促進していく︒

との話合いの中で︑充分な

問 いろんな補助事業を受
ける場合︑認定農業者でな

に要望されたところであり︑

など行政に依存することな
に21号町道の整備を行うと

る︒

ければ該当出来ないという

了までに取り進めたい︒

東中ゴミ埋立地閉鎖工事完

るがいかがか︒

担当所管とつばさ会

要件があり︑広く認定農業

町長 この制度は道の基本

埋立工事完了まで

者の認定条件の緩和を求め

特認農業者認定条件の緩

てまいりたい︒

ドライン確定の段階で町の

の指定外であり︑国のガイ

岩崎議員

Q︑行政改革の推進状況は
A︑政策調整会議を設置し協議している
点からは現在実施の直前に

と公債費の適正化団体とな

保健福祉の活動拠点となる

でも高齢化社会を見据えた

る︒これが15％以上になる 町長

限比率は10％前後が望まし 重要な政策課題はどう進め
ていくのか伺いたい︒
い数値の範囲といわれてい

計画に位置付けられた町の

ある介護保険制度への対応

り地方債の借入れが制限さ

限に係る指標である起債制

問

が求められ︑新たな増員要

か伺いたい︒

職員で組織した行政改革推

素が生じている大きな変化

行政改革の実施計画はど

進本部の手によって平成9

ですが︑現在10年度では12 に推進してまいりたい︒ま

れる︒本町の10年度の数値 総合福祉施設の整備を第一

平成8年度計画策時

年に策定され︑現在どのよ

が伴っているが︑臨時職員

町長

うに推進しているのか︒

について本庁舎では採用を

行政改革実施計画の

入れ基本項目を9分野とす

い︒

員の適正化を図っていきた

含め投資的事業に充てる経

で継続費︑また新規事業も

いても中長期の財政状況を

り︑文化会館︑図書館につ

る︒更に69項目の細目を定 しており事務内容により人
めて実施計画書をまとめあ

問 9分野69項目にわたる 費として31億円程度見込ん

見極め︑鋭意実現に向けて
以来︑新たに助役を責任者

の政策課題である平成12年 定に向けて今︑鋭意検討を

の会議を開催する中で当面

4月発足以来現在まで8回

進めているところであり︑

政策調整会議を設け論議を

に7人の課長職で構成する

の12月議会までには情報公

して私としては平成12年度

町長

を伺いたい︒

応しなければならない課題

施の段階で平成12年中に対

行政改革の推進を図り︑実

くりの基本は農業︑商工観

んだ基本姿勢として︑町づ

現については私が選挙に臨

町長

うに考えているか︒

長は選挙時の公約をどのよ

問

年度予算で調査費をつけた

周辺整備につきましても12

していきたい︒また︑駅前

年予算の中に調査費を計上

設につきましては︑平成12

町長 総合福祉センター建

長の公約ではないか︒

民の期待に応えることが町

総合福祉センター建設︑町

町民の期待に対し︑町

町長選挙の公約の実

再質問 町民の懸案である

度の事業計画を検討協議を

開条例の制定に向かって取

のもとに7項目の施策の具

光︑自衛隊の3本柱の調和

推進していきたい︒

重ねているところである︒

り進めたい︒

町長の公約について

問

問 当町の財政は十分なの

情報公開条例等の制

時職員について伺いたい︒

い︒

問

第4次総合計画の事業

向け鋭意努力してきた︒

現化を公約にあげ︑町民の

地方債の許可制

負託に応えるぺく︑実現に

総務課長

平 成 1 3 年 ま で 職 員 数 2 6 8か
名︒
の起債制限枠までの公債

がどのようになっていくの

定員を17名減らし251名とす 比率がどのくらい残ってい
るのか伺いたい︒
ると計画を策定されている

職員適正化の計画と臨
行政改革案に平成8年から

でいるところである︒

げている︒この組織は発足

第4次総合計画の中

町長

行政改革実施計画は町

進捗状況は町民の声を取り

・5％となっているところ
た︑商店街の整備について
見合わせるなど削減を図っ
も町の活性化を図る上にお
ている︒現在は16名を配置 である︒
平成12年度資金計画の中 いても重要な政策課題であ

の程度進んでいるか

小野議員

Q︑福祉バスを町内循環バスに！

町長

りますのでご理解賜りたい︒

げ︑実施の方向で考えてお
最善を尽くし万全な

A︑現行の利用実績から運行は難しい
福祉バスの利用について

体制で対処する︒

解賜りたい︒

狭い︒第4次総合計画の後

望んでいるが︑今の場所は

冊︑町民はまだまだ増書を

富良野市は一人当り貸

図書室から図書館へ

問 上富良野町の町民の半

期の位置付け︑1日も早く

問

問 福祉バスを町内を循環

の進出は目覚ましく女性は

数は女性で占められ︑女性

ならないかどうか︒

出し4・7冊︑上富良野町は2.7

家庭を守り︑男性は外で働

教育長 町の財政との関連

審議会︑委員会に女性の

くという慣習は古めかしく︑

もある︒整備計画具現化に

登用を

男女共同参画の時代︒調べ

住民検診内容の充実をは

た限りでは︑審議会が23︑

かってはどうか

の健康への関心が一層高ま

になるのに伴い︑町民自身

日を除くと約70％以上の利 4月から施行される介護保
険の内容が少しづつ明らか

町長 平成10年度m日︑土

っている︒住民検診率も80

委 員 会 が 5 ︑ 全 員 で 2 9 7 名取
中り組む︒

するバスに利用する考えは

績から福祉バスの循環バス

・9％といい傾向にあるが︑

えている︒

り︑国民健康保険の圧迫に

ア︑先日のヘルパー養成講

ル活動︑研修︑ボランティ

な る と 月 1 5 0 万 医 療 費 が か満
かたない︒自主的なサーク

せる生活環境道路の整備を

者︑老人等が安心して過ご

問

予防医療の観点からも

としての運行は難しいと考

高血圧︑心臓︑糖尿病等多

女性は22名︒委員会は32名 道路行政について

もなりかねない︒血管を守

座の申込みも125名もあり大 様なことがなされていない

問

高齢者や身障者の通院︑

中2名︑いずれも1割にも

用率があり︑現況の利用実

買物の足の確保は課題であ

こと︒一人こうゆう状態に

く︑今まで別名もいるとの

る︑インシュリンも守る検

半が女性と思われる︒

コ ン ピ ュ ー タ ー 2 0 0 0

年問題について町としてどの

2回春と秋に検診を実施す

査項目を増やすことと︑年

終えている︒
再質問 独居老人や身障者

自宅待機︑また既にプログ
ラムの変更など必要な措置
を講じ︑模擬テストなどを

の体制強化の対応は各課長

推進連絡体制を整え︑万一

討すべき検査項目と位置付

につきましては︑町でも検

考える︒御意見の検査項目

やすい時期にしていくよう

者の受診時期を配慮し受け

は考えていないが︑未受診

町長 今すぐ年2回の実施

考えておられるか︒

ることについて︑どの様に

協議を行っているので御理

制を導入する等︑種々研究

意欲のある女性の方を公募

映させることが重要なので︑

限り︑幅広い町民の声を反

の策定の過程の中で出来る

町長 町の施策決定や計画

性登用について伺いたい︒

審議会︑委員会に多くの女

行政の担い手である各種

るので御理解を賜りたい︒

て土木現業所と協議を進め

分に取り入れ︑実現に向け

て︑地域関係者の意向を充

導用ブロックの設置につい

度に合わせ︑視覚障害者誘

町長 道々吹上線の改良年

置等の考えはないか︒

いて︑点字用ブロックの設

道々吹上線の歩道設置につ

が︑今︑道が実施している

の方を調査し︑素早い対応
をお願いしたいがいかがか︒

コ ン ピ ュ ー タ ー 2 0 0 0

年問題について

ような対策を考えているか︒

問

上富良野町コンピュ

するとあるが︑今までその

ーター2000年問題情報

町長

町長の公約の中に身障

ると認識する︒

ないか︒

村上議員

Q︑上富良野高校の今後については

題点について

上富良野富枝の今後の問

に余裕がなく︑なんとか町

あるが︑現在商店も経済的

基等は押せば倒れる状況に

査の結果では3基ないし4

にコスト意識を持ち︑財政

にして企業的経営感覚︑特

町長

と思うがどうか︒

ぜひ検討をする必要がある

財政分析がなされる方法を

ながら︑バランスシートの

ても会計の別扱いに対応し

ビス等々の部分につきまし

ショートステイ︑デイサー

人ホームラベンダーハイツ︑

こまれている︑特別養護老

A︑支援策等を提案していきたい
問

の第4次総合計画の中で1

入に向け前向きに検討した

分析方法の一つとして︑導

問題点を整理し︑街灯照明

各種街灯について現状と

トが必要か︒それはバラン

問

に取り進めてまいりたい︒

取り込んでいく手法を早急

は現在一般会計の中に繰り

下水道特別会計︑あるい

い︒

公会計の中でも当然

員割れを心配しており︑教

年でも早く実施する考えは

上高については毎年定

育長も大変苦労しておりま

ないか︒

上富良野高校は昭

現在町において設置

すが︑今後どう特色のある
教育長

ますが︑年々少子化等の影

っている︒

響から生徒数は減少傾向に

整備管理要綱などを定める
十分検討して推進を図って

べく︑作業を行っており︑
高等学校適正配置計画の中

早急な対応につきまして財

現状を十分認識した上で

参りたいと思っている︒
高も該当になっている状況

政措置を図って参りたいと
思っている︒
の定例議会には支援策等を

いまなぜバランスシー
御提案申し上げたいと思っ

スシートを導入すると︑財
務諸表︑一般行政コスト表︑
べてわかってくる訳である︒

資金収支計画書︑これがす
街灯については昭和43

問

なかなか難しい点もある
から40年がたっており︑調 が︑町の財政の厳しい折︑

したとなっている︒築30年

年に一度補修しながら新設

商店街の街灯について

ている︒

を 十 分 調 整 し た 中 で ︑ 3 月 バランスシートについて

今後︑町の財政との関連

下にある︒

検討協議に入っており︑上

で統廃合を含めた具体的な

現在道教育委員会で公立

ある︒

りの歴史を持つ高校であり

和23年に創立し︑50年あま者それぞれが維持管理を行

町長

学校になさるのか︒

仲島議員

Q︑図書館の建設を早急に

活字離れが指摘され11年8

問 最近子供の読書離れ︑

図書館建設を早急に

るが︑第4次総会計画の中

図書館建設を公約としてい

残念に思う︒町長の政策で

行されなかったことは誠に

を学び感性を磨き︑表現力

と触れあうことにより言葉

しい世紀を担う子供達が本

書への愛好の高さから︑新

いる︒本町の子供たちの読

ている状況は十分認識して

については地先と良く意見

北26号と国道交差点の改良

場中の択交差点改良︑町道

ある︒そこで︑新井十人牧

めに関係機関に要請すると

整備︑これら目的達成のた

A︑重要な課題であるので実現に向け努力する

月衆参両院で︑子供読書年

では事業名だけでいつの年

め階段がつらく身障者にも

た︑年老いた人は2階のた

見ている姿である︒更にま

達は暗い階段に座って本を

人が着席していたら︑子供

人用の閲覧席があるが︑大

わいそうに思えたことは6

ると感じた︒また︑1番か

落ちたら事故責任が問われ

て本を選択している︒もし︑

くし︑子供達は脚立を使っ

るから本棚は上へ上へと高

で︑又床面積が決まってい

立っていれば通れない状況

暗く狭い上に通路に大人が

ると聞いたが︑部屋の中は

は︑蔵書が約3万5千冊あ

読書活動を応援するよう国

認識している︒子供たちの

持つはかり知れない価値を

できないものであり読書の

していくために欠くことの

り味わい深い豊かなものと

く生きる力を育み人生をよ

とともに︑人としてよりよ

表現力︑想像力を啓発する

子供達の言葉︑感性︑情緒︑

教育長 図書館での読書は

きないか伺いたい︒

めにも︑胃も早い展開がで

また子供の感性を高めるた

れる︒子供の夢と希望を︑

当麻町︑和寒町︑東川町︑
来年度は比布町でも建設さ

管内では美瑛町︑東神楽町︑

行されることを期待する︒

長は良好な交通環境を確保

問

りますのでご理解賜りたい︒

けて関係機関に要望して参

で推進されるよう移管に向

町長 道路整備が昇格の中

る意志があるか伺いたい︒

道々に昇格に向け要望され

鑑み︑ぜひ町長の政治力で

できない実態にあることを

員も狭く︑大型車輌が通行

号橋が架設され︑老朽化幅

えはないか︒また︑町道26

上線まで道々に昇格する考

号道路を経由して︑道々吹

野中富良野線を西山道路26

問

本条例の第5条では町

町交通安全条例について

るのでご理解いただきたい︒

あるので実現に向け努力す

を高めるには重要な課題で

る機会を通じ早期実現に努

望してきているが︑あらゆ

号機と横断歩道の設置を要

富良野警察署長に対し︑信

に基づき対策協議会を開き

が出され私としても本条例

父兄から信号機の設置要望

信号機の設置は︑住民会︑

りますのでご理解賜りたい︒

と協議を進めて実行して参

と十分打合せを行い︑土現

の不安解消のため︑関係者

差点の事故防止のため地域

町長 安全な道路づくり交

ついて伺いたい︒

していただいている経過に

望も高いことから鋭意配慮

設置について地域住民の要

あるのか︒また︑ダイイチ

ために︑改良される考えは

を聞いて事故の未然防止の

2000年が子供読書度
年に公約を実行するかわか
らないので︑早い年度に実

優しくないという意見を聞

からも要望されているとこ
不便の中利用していただい

するために交通安全施設の

力するのでご理解賜りたい︒

紅花十字街道々上富良

画書の上で予算計上して執

スーパー前交差点の信号機

くことがある︒当該施設の

ろである︒利用者が大変ご

町道の移管について

の最終期で調査費を実施計

建設のため第3次総合計画

制定された︒本町の図書室

に関する決議が採択され︑

福塚議員

Q︑景観条例の早期制定は

問 上富良野の素晴らしい

上富良野の景観について

て検討したい︒

財政の中で今後の課題とし

PRしていますが︑厳しい

ければならないと考えている︒

大限の整備を進めていかな

政の中ではありますが︑最

討し︑十分な資料確保がで

料収集と保存についても検

イドの協力を得ながらの資

楠の住民会を含めた民間サ

A︑条例の制定に向かって検討する
自然景観について第4次総

いただくよう努める︒

きる体制を取り進めさせて

再質問

今後も山岳救助警備隊や

の整備を進める︒

力をいただきながら登山道

ボランティアの皆様の御協

る・創る・保全する・整備

3千冊ですが︑現在の在庫

問 他の市町村にない上富

する・育てる﹂を基本とし

状況は︒

良野町の景観について﹁護

人々に紹介するとしたら何

上富良野町の歴史資料の

トで﹁あなたが他の地域の
を町の魅力としますか﹂の

た﹁景観条例の制定﹂を具

と田園風景15％︑十勝岳温

の百年史が大幅な遅れと内

開基百年に発刊される予定

問 平成9年の上富良野町

体と関係団体等への寄贈が

企画調整課長

本とした景観づくりについ

・育てる﹂ということを基

している︒凌雲閣前の十勝

登山者が四季を通じて急増

観に魅せられて︑観光客・

問 十勝岳の雄大な自然景

十勝岳登山道の整備を

資料の不足︑団体機関等の

町長 議員指摘の通り行政

措置されているか伺いたい︒

の反省に立って現在はどう

かったのが実情で︑それら

職員に1〜2冊の販売努力

全庁的に取組み︑たとえば

円︶の早期解消については

2千221冊︵売価約1千100万

のは承知しているが︑在庫

については努力されている

再々質問

計779冊で全体の35％が出て︑

て町長の所信を伺いたい︒

岳登山口から安政火口まで

をお願いする方法もあると

現在は2千221冊が在庫とし

町長 十勝岳連峰をはじめ

反省に立って行政文書・古

の 1 . 5 ㎞ の 登 山 道 は 観 光資客
料が
不足である︒これらの

考えるが︒

の要因は各分野での関係資

雄大な自然環境を将来に引

軽装で行かれますので︑抜

文書等の整理保存のための

町長

容に不備があり︑その最大

き継いでいくためにも︑森

本的な整備と毎年補修的な

いる︒

体制づくりが課題となって

めますが︑議員質問にあり

十分検討できると認識して

林︑道路︑河川等の開発整

整備とに分けて登山道の整

ますような種々の方法を講

を上げている︒この上富良

備の際には︑適正な土地利

備を早急に取り組んでは︒

じながら︑在庫数を減らす

て残っている︒

用を誘導して行きたい︒

努力をして参りたい︒

料が十分に保存されていな

問 十勝岳観光協会が設定

に検討する必要があると痛

1 千 6 0 0 人 の 登 山 者 が あ り続
登しての体制づくりに早急

町長

感している︒併せて議員指

いる︒

した﹁八景と五大名所﹂の

山者の利便と安全確保︑事

創る・保全する・整備する

環境整備についての考え方

故防止を目的に限られた財

今後も販売促進に努

在庫の販売促進

を伺いたい︒

平 成 1 0 年 度 で は 1 万 行政文書の整理保管を継

町長 観光の町上富良野を

野町独特の景観を﹁護る・

540冊︑一般販売が239冊︑合

地方公共団

泉郷14％︑深山峠や千望峠 町長 町の理念として景観

百年史の発刊数は

問いに﹁十勝岳連峰22％︑

保存について

9％﹂と回答の81％が景観 保全条例の制定に向かって︑

が町長の所信を伺いたい︒

ラベンダー21％︑自然環境 体的に進めるべきと考える

合計画策定の町民アンケー

中村議員

Q︑PFI法を活用し民間活力の導入を

A︑制度を十分研究したい
活性化や雇用促進には不可

会資本の整備は地域経済の

ふれあい通りは違

にその対応を図るように進

狭隘道路の一つであ

のですがお答えを願いたい︒

理責任問題にならないよう

再質問

に限りますので︑定期的な

町道の除雪が行われない日

民間活力の導入について

欠なものであることから︑

検討させていただきたいと
思う︒大いに民間活力の導

問 今︑地方公共団体の財

公共サービスの分野に民間

排雪は難しい状況である︒

政は著しく緊迫している︒

入を図る上からもこれらの
対応につきましては前向き

我町においても同じように

う環境にありますので︑管

の有する資金︑ノウハウな

に対処していきたいという
ふうに思っている︒

財政難になっている︒それ

に整備をしていただきたい

れた本法案は地方自治体や

どを導入してより効率的で

町長

り組んでいきたい︒

めたいと思っている︒

町民プールの使用状況は

町道の除排雪について
問 狭隘道路︑通称二間道

かと思うが町長の考えをお

は活用すべき法案ではない

ある︒財政難の町において

う新しい社会整備の方法で

用し企画建設︑運営まで行

民間の資金やノウハウを活

共サービスの提供について

てきた社会資本の整備︑公

これをしたいという事業者

げられておりますが︑もし

使用︑無利子貸付け等はあ

債務負担行為︑財政の無償

地方公共図体の支援として

再質問 このPFI法は国︑

ご理解を賜りたい︒

て参りたいと思いますので

ては︑本制度を十分研究し

御質問の導入につきまし

マイナスになる︒町長の考
えをお伺いしたい︒

差し支え︑商業の発展にも

店が軒を並べて営業してい
る︒この道路の整備が悪い
と緊急時の迅速な対応もで
きなくなり︑また営業にも

千138人が利用している︒他

の設備をし︑本年度2万1

いるところである︒

伺いしたい︒

が出た場合は︑町としては

町民プールの使用状況

町長 いわゆるPFI法推

取り組む意志があるかない

して有効であると思慮して

問

進法につきましては︑国も

かをお伺いしたい︒

平成8年度に利用

ることから︑狭隘道路など

線については幹線道路およ
び通学道路などが優先され

町長 市街地の狭隘道路の
排雪ですが︑町道の除雪路

ろである︒

に利用いただいているとこ

ンランドの意図からも町内

施設利用につきましてはプ

外者といった色分けをせず

ルーシー・アンド・グリー

望が出た場合︑町としては

地元からそう言う要

が求められている中で︑社

町村の利用者は1千600人で

ただけるようにと温水上昇

期間を少しでも長く利用い

教育長

と他町村からの利用者の経
この道路は90件からの飲食 費負担は考えられないか︒

自治体も極めて深刻な財政

町長

はいかがか︒これは従来国

路の除排雪の徹底を︑また
その中でもふれあい通り︑

公共事業の抜本的な見直し

難に直面していることから︑

や地方公共団体が自ら行っ

活用し早期に実践に移して
効果がもたらされるものと

町としては民間活力の導

質の高い公共サービスを提

巨額の財政投資をしてお
ります公営住宅の建設︑教

る︑ふれあい通りは優先的

でも行政は住民の要望に応

職員住宅の建設は︑担当所
管に指示をし調整を図りつ

えなければならない施策が

民間企業にとりましては地

供するという趣旨で施行さ

入を図ってはいかがか︒10

域 活 性 化 の 大 き な 起 爆 剤 的つ︑町としては前向きに取

山積みしている︒

月に施行されたPFI法を

の排雪は雪の降らない日︑

長谷川議員

Q︑コンクリート破砕施設の対応は

があるかお答え願います︒

自身出向いて努力された事

児童館に遊具︑社会教育総

公共施設は︑東児童館︑西

預かり保育の環境整備等︑

高田幼稚園は園庭の遊具︑

に点滅信号機設置等の安全

問

A︑早期の協定書の締結に向け努力する
コンクリート・リサイク

町長 今後︑農閑期を利用

対策を行政として早急に行

まいる考えである︒

ル施設について

して十分その対応を図って

合センター内プレールーム

危険と思われる交差点

交通安全対策について

問

いく︒私自ら出向いた事は

9月の定例議会で町長

は今後一日も早く公害防止

いての所信を伺いたい︒

うべきと考えるが対応につ

町長

言葉の教室に教材の整備︑

議会に図り︑富良野警察署

遊具の整備︑ひよこ学級と

再々質問 町長自ら出向い

行っております保育所運営︑

今後の対策として従来から

保︑住民の不安解消に努め
たいと答えたが話し合いが

て解決に向けて努力すべき

長宛てに信号機︑横断歩道

の実のある誠意を持った所

町長 私自ら出向いていっ

御回答願います︒

の点もう一度誠意を持って

る︒

努めて参りたいと考えてい

い︑更に内容の充実強化に

保健医療事業等の継続を行

また子育て支援事業︑母子

ており︑危険と思われる交

再質問 死亡事故が多発し

ところである︒

9カ所の要望を行っている

等の設置4カ所︑一時停止

町の交通安全対策協

一向に進展していない︒今

幼稚園経営に対する援助︑

信を示して頂きたい︒

て解決出来る状況なのかい

その考えは無いのか︑そ

である︒

町長

なか︑充分勘案しながら対

点に信号機の設置が必要で

及び自衛隊東門前新設交差

今後︑町として少子化対策

い︒

あり︑対応を考えて頂きた

差点に点滅信号機等の設置︑

として奨励策等の独自の施

再質問 既に他町村では独

問 少子化対策臨時特例交

策を講じる考えはないか伺

町長

応を図ってまいりたい︒

付金の使途経過および少子

いたい︒

策施設の整備等々を含めて

沈砂池施設及び環境整備を
に施設が充分にその機能を

化防止対策の今後における

従前以上の要望を重ねて対

自の施策を講じているが︑
果たしているのか確認を行

施策についての所信を伺い

町長 児童手当の対応等々

少子化対策について

わせ問題が無いと認識して

も含めて町として子育て環

ふうに思っておりますので

応を図って行きたいという

今後も各交通安全対
している︒

町長 少子化対策臨時特例

交付金は︑わかば愛育園750境の整備充実に今後も継続

て頂けるのか︑十分検討を

町は地域住民の不安解消

施設重点に施行し︑事業内

ご理解を頂きたいと思う︒

容はわかば愛育園は厨房整

を加え施策として展開して

万 ︑ 高 田 幼 稚 園 7 5 0 万 ︑ 公し
共て力注いでいく︒
ますのでご理解賜りたい︒

備や段差解消等の施設整備︑

する為の立会人としての対

再質問 地域住民が要望し

応を図るということであり

た重要課題である︒町長ご

施 設 整 備 1 7 5 万 8 千 円 と 民 間奨励金を出すことによっ
て果たして子供を生み育て

に向け最善の努力をする︒

一日も早く協定書の締結

たい︒

要望︑完成確認と降雨の折

周辺住民が一番に懸
粉塵の河川流入を防ぐため︑

念している降雨時における

か住民が納得できる︑町長

後どの様に対応解決するの

一度も御座いません︒

協定を締結しその実効を確

清水議員

Q︑商店は街の宝︑商工振興条例の制定を︒

設けて商工振興を図ること

にも︑仮称商工振興条例を

問 商工業者の育成のため

商工振興条例の設置を

表していくためには入札制

町長

は︒

ど透明性の確保をすべきで

については指名から外すな

ついては入札の延期︑業者

方とも協議し対応したい︒

町長 介護保険策定委員の

が︒

十分とはいえないと考える

再質問

なども継続したい︒

がないように給食サービス

再質問

り組んでいきたい︒

協力をいただき今後とも取

ど民間の保育所や幼稚園の

町長

が今後の対応は︒

育等の要望が出されている

問

A︑起業家・商工業等の支援策について協議したい

が必要では︒

度そのものの改革と検討が

介護保険料・利用料の軽

障害児保育︑乳幼児保

町長 町内起業家育成︑商

必要と考えている︒入札の

の保育をしなければならな

狭い施設で乳幼児

況で推移するので︑新旧の

町長 各財政支出が上昇状

先の公共投資の見直しを︒

問

を

生活に密着した公共投資

の出た業者の対応は︒

めどはいつか︒談合の疑惑

再質問 入札価格の公表の

る︒

取り止めの対応も考えてい

を開催し︑入札執行の延期︑

入手した場合は指名委員会

を図って検討を図りたい︒

策については十分な見極め

としており︑町独自の軽減

減については国も対応する

町長

を︒

ないことを基本に軽減措置

は保険料・利用料は徴収し

問

ありますが︑早い時期に実

教育長

施設の無料開放を︒

問

町長 15年をめどに子育て

らない課題があるが︒

いなど︑解決しなければな

事業等についても再評価を

いては︑指名競争入札のか

町長 予定価格の公表につ

再質問

施努力したい︒

住民税非課税世帯から

障害者︑一時保育な

工業等の経営改善に向けた

減措置を

町の支援対策では

支援策については協議した

執行を妨げるような情報を

行い政策決定をしたい︒

らみもあるので抜本的に考

で保険料などを支払うのは

保護基準にも満たない状況

無理であり︑町長は現状を

老夫婦二人で生活

見ていないのでは︒

問

安心して授業がうけら

30人学級の実施を

施設管理の問題も

小中学校を対象に公共

放を

子供たちに施設の無料開

支援を強化したい︒

計画を策定し︑町の子育て

再質問 財政の弾力性がな

える必要がある︒うわさが
信憑性を調査した上で対応

れるためにも30人学級の意

町長 オートキャンプ場に

町長

向を︒

子育て支援の計画を明確

るようにしたい︒

きかけ︑早期実現が図られ

国も3年間の特例措

置を図るとしているので今

自立判定者に支援を

後 状 況 を 踏 ま え て 是 正 を 図 教育長

を厳正に図ってまいりたい︒
問

円近くの削減をするなど財

された方にも要支援者並の

に

かすためにも国︑道にも働

個性︑創造性を活

政投資額の見直しと再評価

自立判定者に対して
は︑要介護状況に陥ること

町長

介護保険で自立と判定

をして進めている︒

りたい︒

問 入札予定価格の公表と︑
談合のうわさが出た工事に

入札制鹿の改革を

支援が必要では︒

ついても当初計画から2億

住民の暮らし︑福祉優

い中で公共事業については︑

立っている業者については︑

保険料∵利用料の軽

の転換を図るべきでは︒

当面凍結などしながら財政

予定価格を事前に公

い︒

米沢議員

Q︑学童保育所の設置を！

来年度はぜひとも実施で

ところだが︑同年東児童館

学級を設置し運営してきた

たのか︒

はなぜ早期に検討しなかっ

57年度までは留守家庭児童 るべきと考える︒
また︑時間延長について

も含めて︑各種施設を今後

町長 今参考に出された件

どういう具合に考えるのか︒

きるものと考えるが町長は

が目覚ましく︑また働く機

を開設し︑平成3年に西児

通う子供の家庭も対象にす

会も増えており︑受け入れ

いない児童のために︑昭和

A︑既存の施設利用促進を図りながら対処する
学童保育所の設置を

る側の体制も非常に柔軟に

また︑低学年のお母さん

不在である︒

が終わり家へ帰っても親が

ぎが増え︑子供たちが学校

学童保育は大きな効果が上

育成の観点からも放課後の

が非行の防止︑児童の健全

ための居場所を増やすこと

庭が増加し︑安心して働く

ますます夫婦共働きの家

ほか︑保育所︑学校の余裕

場所についても児童館の

受入れができるものである︒

育成を図るものが配置され

として︑放課後児童の健全

実施にあたっては遊びを主

全育成事業実施要項中に︑

に出された放諌後児童の健

度の調査費用を計上させて

進について︑来年度ある程

学校の空き教室の利用促

えていきたい︒

な調整を図りつつ検討を加

園の対応等も含め︑全体的

りながら︑また民間の幼稚

児童館の利用の促進を図

いのですが︑平成10年4月 ればならないと思っている︒

検討して対処していかなけ
童館を開設し対応してきた

もう1点参考にして欲し

なり︑いろいろな形で女性

ところである︒

方においては働きたいが働

がるものと認識している︒
換を行ってきたが︑保護者

校長会や教頭会と意見交

会資源を活用して実施する

教室︑団地の集会室など社

教室をいかに利用するかと

いただきながら︑この空き

お願いしている︒

しいという希望がある訳で

また︑児童の保護者︑児

いうことで教育委員会にも

童委員︑民間の健全育成ボ

こと︒

ったところだが︑保護者な

やPTAから差し迫った要
町は児童館を設置して対

どに対し今後アンケート調

望は寄せられていないと承
不十分である︒

ランティア等の協力を得て

この事業実施にあたって

支援にあたるとある︒

査を実施し意向把握に努め
当面は開設時問の延長も

たいと考えている︒

国は経費の2分の1をみま

全育成のためにもなると考

すとうたっている︒

なぜ今までこれらのもの

るよう考えている︒

を含めて検討した中でもっ

検討し効果的な運営を進め
再質問 アンケート調査は

と住民の要望に応えようと

えるが︑学童保育所の設置︑
ための環境整備の面から︑

対象もこれから学校へ進

しなかったのか︒

ぜひ実施していただきたい︒
弁を求める︒
町長 保護者が昼間家庭に

学する幼稚園生︑保育所に

どのように考えているか答

あるいは働くお母さん方の

る場が必要であり児童の健

やはり安心して預け入れ

応しているが今の体制では

ある︒

安心して預けいれる場が欲

きにでられない︑子供達を

り︑それに伴い︑夫婦共稼

が働く機会が増えてきてお

問 最近は女性の社会進出

西村議員

教育民生常任委員会視察調査
教育民生常任委員会では、所管事務調査のため、
平成11年11月15日から19日まで高知県伊野町、吾川村、徳島県山城町、
香川県多度津町の保健福祉、ゴミ処理についての状況を視察しました。

全国初の広域介護公社設立
より広域処理されている。
分別収集体制は、ゴミ減量化、再

高知県吾川村
◎「介護公社」の取組みについて
吾川村、池川町、仁淀相の3町村
で全国で初めて（財）広域介護公社
「西仁淀介護公社」が平成6年に設
立された。この地域は過疎化、高齢
化が進み、今後において高齢者より
介護の担い手率が低くなってきてい
る状況に対応するため、3町村が協
力して住民ニーズにあったきめ細や
かなサービス提供をしている。
また、ここは山間地のため1戸1
戸の家が離れているため、ホームヘ
ルパーは電子手帳を全員が携帯し、
移動時間等を利用しデータを入力し、
集計業務等の省力化を図り、訪問回
数の増など効果を上げていた。

高知県伊野町
◎保健、福祉、医療の連携について
平成10年に完成した「すこやかセ
ンター伊野」は、総合保健福祉セン
ターと特別養護老人ホームを一体化
した施設で、施設内には社会福祉協
議会、吾川郡医師会、在宅介護支援
センター、デイサービスセンター等
が配置され、保健、福祉、医療の各

資源化を図るため『捨てればゴミ、
活かせば資源』を合言葉に住民参加
により実施してきており、平成9年
には分別収集に併せてゴミの有料化
も図られた。有料化により減量化意
サービスが1カ所に整備統合されて
いる。保健や福祉という境界がなく、
各種専門職種が一体的に活動できる
地域ケアシステムとなっている。
特徴的な施策として、元気な高齢
者が仲間の高齢者の相談や介護の手
伝いなどを行う「シルバー介護士」
や、閉じこもりがちな老人を地域の
老人仲間が支えあう「地域ミニデイ
サービス」などが実施され、地域住

識が高まり、可燃ゴミについては約
20％の減量となっている。
社会福祉施設「町民健康センター」
は在宅の寝たきり老人等の支援事業
の拠点、また健常な老人の憩いの場
として特別養護老人ホームの隣接地
に建設。保健センター、老人健康施
設等が入っており、効率的な連携体
制が取れていた。

民のふれあい、支えあいが強く感じ
られた。

徳島県山城町
◎「福祉の里」について
全国的にも珍しい町営住宅との合
併による特別養護老人ホームやデイ
サービスセンター、住宅介護支援セ
ンター、ケアハウス等を同一敷地内
に建設し「福祉の里」が完成した。
特徴的なのは、「福祉の里」に小学
校、幼稚園が隣接していることや、
特別養護老人ホームと町営住宅を合
築したことにより、児童や地区自治
会との交流などが図られ、地域に密
着した施設運営がされていた。

香川県多度津町

ま

と

め

本町においても介護保険制度に対
応すべく人的要素の獲得、施設機能
の質的転換、広域機能の整備につい
て、地域特性を捉えながらも地域内
施設や人的資源の活用を積極的に進
め、住民が共に支えあう地域福祉の
創造に意を注ぐことが肝要である。

◎町民健康センターについて
ゴミ処理については、1市3町に

ゴミ処理については、有料化や減
量化意識の高揚など多くの検討課題
はあるが、一般廃棄物処理施設の延
命対策、処理費用軽減など町民の意
識の高揚に負うことが大きいことか

よる瀬戸内中讃環境保全組合と2市
7町による中讃広域行政事務組合に

ら、徹底した周知啓発活動を基本と
した施策の展開が望まれる。

◎ゴミ処理について

！
有 権 音 数

6 ,109人

82 .3％

議 員 定 数

26 人

新人21名が

当選
新憲法と地方自治法施行
による男女同権による初め
ての村議会議員選華が昭和
22年4月30日に行われた︒

その結果︑前村議は四釜
卯兵衛︑小林八百蔵︑福家
敏美︑海江田武信︑床鍋正
則氏の5名のみで︑新人が
21人当選し戦後の世代交代
と体制刷新を印象づける村
議会であった︒
議長に朝倉一泰氏︑副議
長に海江田武信氏が就任︒

（昭和22年10月国勢調査〕

戦後の上富良野
12 ,587人

村議会・町議会の歩み
西暦2001年は昭和26年8月1日︵1951年︶に上富

良野町の町政施行がはじまって50周年になります︒
﹁議会だより﹂の特別企画として︑戦後の女性参政権を

口
人

含めた地方自治制度改革等による村議会︑町議会50年の歩

率
票
投

昭和22年

昭和23年

昭和24年

昭和25年

2 .093戸

昭和22年
〜昭和26年
数
帯
世

みを︑選挙年度を区切りとして上富良野の動きと共に歴史
の1コマを連載します︒

昭和22年の村議選結果

選 挙 年 月 日 昭和 2年4月30日

4月

第13回道議会議員選挙

︵上富良野村から石川清一氏当

選︶

村長︑村議会議員選挙

︵3代村長に田中勝次郎氏︑初

代議長に朝倉一泰氏就任︶

5月 日本国憲法施行

上富良野中学校・上富良野中学

2月

上富良野十勝岳観光協会設立

初代村長︑吉田貞次郎氏逝去

上富良野農業協同組合を設立

校東中分校が開校

7月

北海道立富良野高等学校上富良

8月

10月

野分校開校

東中でラベンダーの栽培はじまる︒

め︶

︵富良野地方でラベンダー栽培のはじ

創成小学校開校50周年記念式典

村立保育所開所

町内8町内で大火災発生

挙行

6月

4月

9月

就任︵朝倉議長辞任による︶

4月 村議会2代議長に海江田武信氏

︵石川清一氏当選︶

6月 第2回参議院議員選挙

村議会補欠選挙

︵無投票により︑松原照吾・稲

垣万吉・荻野幸次郎・南米次郎

・久保宝石各氏が当選︶
10月 上富良野中学校江幌分校開校

上富良野中学校日新分校開校

議会の窓

中富良野町議会と交流研修会開催
議員会主催による中富良
野町議会との交流研修会が
1月29日出に開催されまし
た︒
内容は本町のクリーンセ
ンターを視察した後︑4つ
のグループにわかれて︑ご
み処理・し尿処理,消防・
その他広域的な課題や現在
両町が抱える共通する課題
などについて意見交換を行
いました︒

議会運営委員会先進地調査
読会運営委員会は︑1月
18日・19日の2日間︑先進

地行政調査を実施しました︒
18日は北海道町村議会議
長会で議会運営について講
話を受け︑翌19日は南幌町
議会で一般質問の取り扱い
や意見書提出等の取り扱い
についてなどスムーズな議
会運営の在り方について︑
活発に意見交換し︑大変有
意義な研修でした︒

産業建設常任委員会

議会運営委員会

廟

編集後記

コンピューター2000年問題 ︵Y

2K︶で心配だったミレニアム200

0年の幕開けも︑何事もなく迎えるこ

とができて本当によかったと思う︒反

面︑改めてコンピューター依存率と我々

の日常生活の中での密着率の高さを考

えさせられた︒

今年は改革のうねりの年︑新しいこ

とが次々とはじまる︒地方分権の時代︑

475本の法律が改正され4月から施行さ

れる︒それに向けて地方自治体は大変

議会活動も活性化が要求される︒9

な作業が待ち受けている︒

月定例議会は10人の方の一般質問︑ま

た12月定例議会は︑サンデー議会︑傍

聴の方も多く11名の一般質問が行われ

ました︒地域の皆さんの声を町政に反

に応えなければと賛任の重大さを感じ

映し︑議員自らを改革し︑町民の負託

議会だよりでは︑少しでも皆様に気

ております︒

持ちをお届けしたいと取り組んでおり

ます︒ご意見をお聞かせください︒

︵村上記︶

委員長
福塚 賢一
副委員長 村上 和子
委
員 中村 有秀
岩崎
治男
長谷川 徳行
向山
富夫

〃
〃
〃

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。

議会の動き
︻10月︼

総務常任委員会
議会運営委員会

7日 町内行政調査
議会広報特別委員会
8日 教育民生常任委員会
15日 富良野沿線議員研修
︵南富良野町︶
18日
21日

︻11月︼

1日 教育民生常任委員会
9日 教育民生常任委員と
教育委員との懇談会
11日 企業会計決算特別委
員会
15日〜19日 教育民生常任
委員会先進地行政調
査 ︵高知県︑徳島県︑
香川県︶
19日 産業建設常任委員会
22日 総務常任委員全
議員協議会
26日 第5回臨時会
29日 数育民生常任委員金
串内草地組合議会

2日

教育民生常任委員会

︻12月︼

員会と教育委員との懇談会

7日

議会広報特別委員会
第4回定例会

議会運営委員会

第4回定例会

総務常任委員会
議員協議会
17日
19日

14日
15日

9日

懇談会では︑上富良野高
等学校の振興対策や教育関
連施設整備計画などについ
て意見交換がなされました︒

20日

16日

が実施されました︒

11月19日教育民生常任委

教育民生常任委員と
教育委員の
懇談会を実施

南幌町の議会運営は

交流研修しました

