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一般質問

議員

ますが︑町長の所見を伺いま
す︒
町長 医療技術者等修学資金
貸付条例の目的は医師︑歯科
医師︑保健師︑看護師︑歯科
衛生士︑歯科技工士︑医学療
法士︑作業療法士︑介護福祉
士または本町において必要な
医療技術者等に対し︑修学に
必要な資金を貸付け︑もって
本町の医療技術者等の充足を
図る事を目的としており︑3
年以上本町において︑業務に
従事しようとする者に対し︑
修学資金を貸付けるものであ
ります︒昭和 年に制度を制
定後︑職種を追加し︑運用さ
れてきましたが︑現在貸付中
の方も含め︑ 名が利用して
おります︒内訳は︑医師5名︑
歯科医師1名︑歯科技工士1
名︑歯科衛生士2名︑理学療
法士1名︑保健師8名︑看護
師 名であり︑この内現在貸
付中の6名を除く 名の者で︑
本町において業務に従事され
貸付金を全額免除︑あるいは
一部免除された方は 名であ
り︑ 名は本町に従事されて
おりません︒
さて︑質問にありますプリ
セプター制度なども考慮して
の返還︑債務の当然免除規定︑
31
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45

37

〜医療技術者等修学資金
貸付制度の見直しについて〜
戸嶋議員 現在我が町には様
々な奨学金︑修学資金制度が
あり︑これまで多くの子供達
が利用しているところだと思
われます︒そのような中︑昭
和 年に条例化された医療技
術者等修学資金貸付制度は︑
将来を見通し創設当時として
は子供達の自立の夢をかなえ
る希望的な条例であったかと
思います︒し か し ︑ 施 行 後
数年が経ち︑制度内容と実情
との差が生じるなど︑十分に
活用されていない状況かと思
われます︒地元利尻島に帰っ
てきたいと思う学生と︑将来
の医療技術者不足を補うため
の制度であるならば︑現在多
くの医療現場で行われている
プリセプター制度︑いわいる
新人教育制度と現場での実習
期間も考慮し︑条例で謳われ
ている卒業後1年以内という
条文の解釈等については︑今
後柔軟な対応と返還の猶予期
間を設けるなど︑活用できる
制度の見直しが必要と思われ
19

19

戸嶋郁夫

町政の今後の方針を問う（9月会議）

45

40

また返還規定について柔軟な
対応など制度の見直しが必要
とありますが︑先程本町にお
いて業務に従事したものが
名と申しましたが︑保健師を
除けば本町に従事した者は5
名という実態も含め︑現下の
医療技術者の修学環境を把握
し︑実態に即した制度改正は
必要だと考えている所であり
ます︒本町で医療技術者が勤
務している部署では︑医療技
術者確保に大変苦慮している
状況であり︑保健師など採用
に向け本年7月から8月にか
け福祉課保健センターの職員
が の大学︑専門学校を訪問
するなどしておりますが︑目
途が立っておりません︒修学
のための貸付金も大事であり
ますが︑本町に就職してもら
うための制度も充実しなけれ
ばならないと思っております︒
現在医療技術者に勤務いただ
いている担当部署には︑どう
いった修学資金︑あるいは本
町に従事してもらうための制
度が必要なのか︑検討させて
おりますが︑町の税金を原資
としている制度でありますの
で︑慎重に検討して参ります
のでご理解を賜りたいと思い
ます︒
10

12

議員 実際資格を持たなけれ
ばならない職員等々について
は︑やはり我が町においては
地元でという意向が強くあろ
うかと思います︒そういう部
分で︑採用についても柔軟な
対応をして頂き︑時期にとら
われずに町のホームページな
どで随時募集をし続ける必要
はあろうかと思いますが︑も
う一度答弁をお願い致します︒
町長 支援資金を借りながら
修学をし︑卒業をして︑本町
で就職したいとういう希望の
方々が多数おられるのかなと
いう風には感じている中で︑
先程答弁しましたように︑
名中 名の方々が本町に従事
されていないという実態もあ
りますので︑今後貸付すると
きに3年以上本町に従事しよ
うとする者に対し︑修学資金
を貸付けるという規定もあり
ますけど︑その辺の事も申請
者とよく話をしながら本町で
の就職希望等を把握しながら
厳格に貸付をしていきたいと
思っておりますし︑採用につ
いては︑限られた部署での採
用になりますけど︑今現在で
も看護師あるいはその他医療
技術者等が退職あるいは本人
の都合によりという事で︑足

19

31

2
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りないという状況が続いてお
り︑町のホームページでも随
時募集をかけながらやってお
ります︒採用の時期について
も︑即採用という声があれば
即採用するようにという事は︑
担当課にも申してありますの
で︑できればこの制度を使い
ながら本町の医療技術者とし
て働いて頂けることを期待し
ながら︑先程も申したとおり
どのようにすれば就職がしや
すいのかという制度も含めて
見直したいと思っております
ので︑ご理解賜りといと思い
ます︒
︵以上︶

一般会計及び全特別会計
歳入総額 63億1,973万円
歳出総額 62億3,640万円

■決算審査特別委員会
委員長
佐々木 勝
副委員長 長岡 俊裕

﹁決算審査特別委員会﹂
主な質疑

Ｑ 飯田委員
●庁舎内の省電力化について
庁舎内の省電力化工事という
事で予算計上されていた︑その
後の電気料についてどのような

で産業遺産利活用調査研究委託

ーでの実習を札幌市で研修する

本年度も似たような内容の事業

医療福祉支援協会に委託し︑実

の企画運営調整等をNPO法人

料という事で計上されているが︑ 内容となっております︒これら

であるが︑調査研究の目指して

施実績は子育て講演会 名︑子
Ａ総務課長補佐

いるものは何なのか︒

育てセミナー 名参加︑ニーズ

決算額になっているが︑料金の

と比較して 万1千円の増額の

決算額には電気料金の軽減とい

工事が年明けになってしまい︑

Ｄ化し︑工事内容の精査などで

援員研修を3日間の日程で9名

家庭的保育研修︑地域子育て支

地域子育て支援員養成として︑

集計︑統計を実施しております︒

調査は5歳以下の子どものいる

関係もあると思うがどのように

うのは反映されていないような

が終了しております︒今年度に

名のアンケート調査と

要因を分析しているのか︑また

状況となっております︒工事の

おいては昨年度研修等を受講で

委託料について︑この研修業務

事業﹂の家庭内保育と研修業務

﹁子ども子育て地域人材育成

●地方創生事業について

のか︒

で蛍光灯のコスト経費は逆転し

ると考えております︒7年程度

対応︑相応の効果が見込めてい

年劣化による安定機などの故障

なった方は今後各地の町内の研

それを終了し︑子育て支援員と

援員研修を予定しております︒

習の項目を拾うための子育て支

きなかった方や︑参加者で未実

際のお子さんの一時預かりを希

修会︑イベント等に参加される

ていく計算をしております︒

家庭的保育と研修業務委託料

望される時に︑預かりの実践を

一時預かりのニーズの需要と供

﹁外国人観光客誘致対策事業﹂ の業務内容としましては︑島で

給の調整がありますので︑運営

行う予定としております︒将来

いて実施しました︒子育てに興

が安定するまでは福祉課にて対

の子育て環境を充実する基盤と

味のある方を対象に必要な知識

について︑誘致対策モニターツ

また外国人観光客にどのような

の習得︑学習機会を提供するも

支援員の雇用にも繋がるファミ

アプローチが今後必要になって

応し︑将来はサポートセンター

しまして︑地域での子育て︑女

くるのか︑具体的なものがあれ

ので︑地域子育て支援員を養成

とのコーディネートを構想とし

アーの内容︑そこから得たもの

ば︑教えて頂きたい︒

する研修会を開催し︑受講済み

ています︒

リーサポートセンターを設立し︑

﹁産業遺産利活用モニターツ

方のうち数名にリーダー養成を

実施し︑現地子育て支援センタ

モニターツアーの具体的な内容︑ 目的としたスキルアップ研修を

アー開催事業﹂について︑この

をどのように分析しているのか︒ 性の仕事支援︑一時預かりにつ

のようにしようとしているのか︒

の内容と研修実績を伺いたい︒

84
Ａ福祉課長

保護者

これらを庁舎の省電力化の工事

成果としましては︑電気料金の

台をＬＥ

24

低減︑蛍光灯の管の購入費︑経

昨年各事務所の計

16

の成果をどのように捉えている

内容になっているのか︒前年度

51

この研修結果を踏まえて今後ど

57

今年度予算にも似たような項目

3

平成27年度の各会計の決算を認定

9月会議において︑平成 年度の決算審査を決算審
査特別委員会を 設 置 し て 行 な わ れ ︑ 全 会 計 を 認 定 し ま
した︒
27
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ピーターの方が多いと︑香港の

3回以上北海道を旅しているリ

湾では︑利尻・礼文に行く方は

れセミナーを開催しました︒台

湾のお客様を対象にした受け入

と情報発信による誘致対策︑台

ールスコールやプロモーション

果がでるものについては︑役場

●
﹁省電力化について﹂ 当然効

Ｑ飯田委員︵再質疑︶

等計画し︑実施しています︒

遺産の観光活用組織の立ち上げ

プログラムの開発︑提供︑地域

軸にした活用方法の検討︑観光

源発掘の整理︑それから観光基

予算を計上し︑活用のための資

用型観光開発事業ということで

年からの

﹁外国人観光客誘致対策事業﹂ して︑そこに観光プログラムの

ていきたいと考えております︒

Ａ総務課長補佐

るのか︒

等についてどのように考えてい

協議しながら整備も含めて調整

会側︑受入れ側との協力体制を

すから︑それらを含めて観光協

応問題点が出されているわけで

た提案︑提言なりがなされて一

めだろうと思われる︒こういっ

然あわせての事業でなければだ

た関係では整備︑体制強化を当

いて宿泊の面︑待遇の面といっ

ります︒

でも進めていければと思ってお

すので︑協力しながら一歩ずつ

わかってきている部分もありま

てきたかという事も今だんだん

を見てきたかと︑利尻で何を見

っております︒外国人の方が何

ケートなども彼らに作ってもら

英語堪能であるという事でアン

今︑地域おこし協力隊の2名が

がらやっていきたいと思います︒

ど協会の方々の需要を踏まえな

円︑下水道料が2万5︐578

Ａ総務課長

なっております︒

00円というような分析結果と

等で3パーセントで 万7︐5

で

9千円︑飲食業が6パーセント

421万3千円︑サービス業そ

円︑卸小売業が パーセントで

ーセントで460万1︐500

万7千円500円と

方でも日本に訪れる観光客の8
以外の関係する役場の施設等々

また他の施設につきましても検

●プレミアム商品券とプレミア

円となっています︒

セントで

割以上はリピーターという捉え
も含め︑検討されると思うが︑

討しながら順次LED化を進め

ム観光商品券がどのような業種

Ｑ長岡委員︵再質疑︶

力しながら町内における英語な

方をしているという情報があり
実際7年くらいでないと効果が

て行ければと考えております︒

の方々に何パーセントその券が

パーセント使われているか︑加

受入れる側の体制につ

ます︒外国人旅行者の誘客を図

顕著に現れないという点から取

Ａ福祉課長

ＥＤなど省エネ設計となってい

入していない所はにどのくらい

ついて

るために地域が推進する取組み

り入れていけるものであれば︑

るが水道料及び電気料がいくら

になっているのか︒

などの様々な地域遺産を明確に

をパッケージで支援する︑そし

当然取り入れていって頂きたい︒

なのか︑その内訳を教えていた

Ａ町長

Ａ産業振興課長

て海外に強力に発信する取組み

●
﹁地域人材育成について﹂ 例

契約については︑過去にも保

だきたい︒

の誘致と︑島内の宿泊を促進す
るため旅行会社と約 社へのセ

おります︒
﹁産業遺産利活用モニターツ

継続として 年度は地域資源活

アー﹂開催業務委託については︑ 責任の関係と具体的に支援員の

運営方法等につきましては︑
今現在は検討中です︒

観光商品券は︑宿泊業が パ

いう内訳であります︒

を進めていく事になっており︑

健師の募集等々で育成事業の件

Ａ産業振興課長

展開を図っていき︑

町内の宿泊施設の利用のアプロ

えば何かのイベントの時に預か

能という内容でしたので︑今回

合︑怪我などの問題考えられる︒ を相談した際に︑講師派遣が可

りますという様な事があった場

の法人と委託契約しました︒

の他が パーセントで206万

39

万8千円︑公共施設︑温泉

りぷらの光熱費の内訳ですが︑

電気料が374万9︐205円︑

商工会に加入している所に何

﹁プレミアム商品券について﹂

それと水道料が5万6︐840

使われたのか︒

ように構築化していくかという

でありましたので︑それをどの

その経緯について具体的に教え

り︑今回の契約に至ったのか︑

が必要であり︑何社が対象とな

度新しい事務局次長が就任し︑

光協会との連携についてはこの

実情としてあると思います︒観

事は︑確かに遅れていることは

円︑公共施設︑温泉等は2パー

業が3パーセントで80万7千

セントで222万8千円︑飲食

円︑サービス業その他で7パー

パーセントの2︐639万6千

っていません︒

頃から6対4という割合は変わ

れはプレミアム商品券を始めた

で4割がその他の商店です︒こ

字ですが︑6割が商工会加盟店

補助申請が終わった段階の数

●総合交流促進施設りぷらはＬ

商工会で行っておりますプレ

事で︑漁業と産業遺産利活用調

ていただきたい︒

経験がありますので︑一緒に協

ミアム商品券で卸小売業で約

査研究委託としてこれを実施し

●外国人観光客誘致対策事業に

受入れ側の整備を進めていく

35

については︑台湾・香港観光客

ーチも必要ではないかと考えて

計画についてもう少し詳しくわ

Ａ産業振興課長

88

27

委託の場合でも当然見積もり

効果を検討しながら順次進め

利尻富士町の遺産が価値を物語

かれば教えて頂きたい︒

Ｑ 長岡委員

るストーリーと共に有効に活用

54

17

28

ております︒自然や歴史︑文化

されるであろうという様な見解

29

76

42
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■9月会議で審議された議件

【認定】平成27年度各会計歳入歳出決算
【条例改正】職員の給与に関する条例の一部改正
一般会計補正予算（第2号） など

例

報

告

な説明だったが︑具体的にど
こに研修の講師を頼んだのか
一般会計ほか補正予算審議
詳しく教えて頂きたい︒
老健施設長 介護及び介護に
■平成 年一般会計補正予算
携わる職員が業務を遂行する
︵第2号︶
歳入歳出700万円を追加し︑ 上で︑知識技術とそれを実践
する際の考え方のプロセスを
総額を 億1︐960万5千
身につけ︑運営に関する基準
円と定める
の遵守︑虐待に対する理解な
ど知識の向上をはかる目的を
質
疑
考えております︒研修方法は︑
講義及び現地指導︑指導者研
︻次ページ以降に要約して掲
修︑レポート提出を3回9日
載しています︼
間行います︒現地研修並びに
指導者研修につきましては︑
2回延べ4日間行います︒
飯田議員 講師は誰に頼んで
どこから来るのか︒
老健施設長 ㈱ジャパンケア
サービス北海道に委託します︒
︻原案可決︼
■平成 年度国民健康保険事
業特別会計補正予算︵第1号︶
歳入歳出172万8千円を追
加し︑総額を4億9︐883
万7千円と定める
︻原案可決︼

28

700万円を追加補正

一般会計補正予算（第2号）の主な内容

条

疑

□職員の給与に関する条例の
一部改正
課長補佐等の職務に教育委員
会次長補佐を追加する一部改
正
︻原案可決︼
︻その他︼
□定住自立圏の形成に関する
協定書の一部 変 更 に つ い て
宗谷定住自立圏共生ビジョン
の新たな5カ年計画とする第
2期の協定に 関 す る も の

質

伊藤議員 自治体の首長と稚
内市の首長の 締 結 は い つ
町長 それぞれの議会が9月
中に議決頂き︑ 月中旬以降
締結する予定
︻原案可決︼

■平成 年度介護サービス特
別会計補正予算︵第1号︶
歳入歳出585万6千円を追
加し︑総額を4億4︐803
万3千円と定める

疑

意 見 書

質

平成 年度一般会計及び特別
会計決算に基づく健全化判断
比率及び資金不足比率の報告
について
地方公共団体の財政の健全化
に関する法律の規定により議
会に報告されるもの

5

飯田議員 介護施設職員の研
修業務委託でこの業務の研修
の内容︑対象は老健ばかりで
なく秀峰園職員もというよう

27

28

42
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□意見書案第2号 林業・木
材産業の成長産業化に向けた
施策の充実・強化を求める意
見書
︻原案の通り可決し︑関係省
庁へ送付︼

自治会館等整備事業補助金 59万5千円
総合交流促進施設修繕料 110万2千円
▽土木費
姫沼1号橋補修工事 310万円
▽教育費
マクドナルド奨学基金支援の会補助金 20万6千円
体育大会出場費補助金 29万4千円
スポーツ少年団育成補助金 49万1千円
〈歳入〉国庫補助金（42万7千円）
、繰越金（572万3千円）、町債（80万円）ほか

〈歳出〉▽総務費

10

議会だより

一般会計補正予算
︵第2号︶審議 ︵要約︶

ている人もいれば年寄りの人も大変な気苦労もあると

たい︒緊急時に実際車両が通れるような強度の橋がで

てきたとか︑薬がなくなるとか普段の日常生活の中で

きています︑トラックも通っています︑作った時から

思いますので︑色んな面で町長も宗谷振興局︑そして

その中でも自転車道路︑これは過去から十数年来通

の要望はたくさん聞きまして︑出張所の方には伝えな

行止めあった中でその都度要望しておりましたけど︑

確認していますけれども︑長期間にわたり申し入れを

また道議会の先生︑国会議員の先生方と会う機会があ

目的外使用︑あるいは普通の道路と違う道路の構造の

し︑もし1回でも通る既成事実を作っていただければ︑

がら︑柔軟的に対応しますという事で︑対応はしても

強度の問題等があって中々通行させるという事は言え

これから住民の人が安心すると思うので︑気の長い話

ると思いますので︑災害をこれで終わらせないで頂き

ませんということから︑そうであれば安心安全が基本

かもわかりませんが︑長期にわたって常々機会あるご

らった部分はありました︒

ですが︑特に緊急車両︑救急車等についてはなんとか

とに町の方からそういう要望して頂きたい︒

災害時における自転車道の
利用の要望を

なりませんかと︑今回も申し上げましたけども︑頑と

今回︵9月︶の大雨で想定外による湾内

各機関等に強く要請

Ｑ長岡議員

して受付けてくれなかった状況で︑時間はかかります

る以外︑その間漁師の人は鴛泊に係留している船にも

鴛泊の東地区の人達は避難勧告した避難所に行ってい

ましたが︑昨年 月の強風で自転車道路等の倒木があ

行くというのが︑一番最短で行ける状態はとっておき

救急がでた場合にあちらから迎えに来てこっちからも

いう非常な事態となりました︒湾内︑野塚︑雄忠志内︑ けれども利尻町の消防と当町の消防で連携しながら︑

行けない︑鴛泊の事業所に通っている人も鬼脇︑仙法

てもらえないものなか︑町が建設管理部に対してどの

っぱいじゃなくても天候の良い状況の時だけでも通し

てこういう時こそ︑裏のサイクリングロードを1日い

いう大変なご労苦があった︒その中で地元の要望とし

い︑観光の人にすれば島を周ってまた同じ道を戻ると

そして高齢者は病院にも行けない︑買い物にも行けな

なと思っております︒

はしていますので今後早めに良い方向で進めばいいか

の先生と議会議員の先生また関係部署にはそういう話

関係機関も視察に来ていますのでその都度︑国会議員

ろであります︒違う角度からの要望をし︑それぞれの

そこだけはなんとかというように申し上げているとこ

ンプ等も入っているので色々な事象を取り上げながら︑

お聞きします︒

もまずその通行︑交通を確保するということが第一義

的な申し入れをし︑早期に片側通行で時間差があって

覆道の件について︑通行止めの解除というのを第一義

Ａ町 長

こるという事を想定する時︑1〜2日の避難でしたら

じゃなくて2年に1度にこういう様な事態が頻繁に起

当時の土現の説明を記憶しているが︑もう 年に1度

一刻も争うような事態になります︒緊急車両は通すと

し火災が起きて消防車を呼ぶような状況になった時に︑

高齢者が多く︑もし救急を呼んだ時︑も

的なことなので復旧等について万全な体制でお願いし

ある程度住民の方も我慢するのであるでしょうけども︑

私も2回ほど沓形の出張所に出向いて湾内

ますという事は申し上げておりまして︑その中で住民

こうやって土砂が流出して1週間となれば仕事を持っ

Ｑ長岡議員

ような1週間︑要望を行っていたのかその町の対応を

志︑そして沓形周りで7時前に家を出て仕事場に就く︑ って維持補修するのに車両も入ってくるだろうし︑ダ

10

の方から時化も近くなっているので船をそのままにし

大雨により土砂に埋もれた湾内覆道

覆道が土砂の流出で決壊し︑通行止めが1週間続くと

災害対策
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精神的にも︑我々も住民の方々も大変安心感があると

緊急的なものについては通行可能という一言があれば

使用は相手のあることですから︑中々できませんが︑

事は常に申し上げております︒サイクリングロードの

う事で対応していかないと対応しきれなくなるという

えて防災の意識を変えていかないと防災施設もそうい

いう言葉よりもそういう大雨等が常態化していると捉

Ａ町

かフラストレーションが溜まっていると思われます︒

ますが︑こうした長い間避難で町民もストレスという

部も時間外にやっていましたので︑大変だったと考え

現場や避難所で一夜過ごし︑夜も見廻ったり︑対策本

そういう上と下の意思系統というのは︑職員も雨の中

たらしいです︒高齢者は︑交通手段が無くて病院に行

いてません︒誰が言ったんですかという様な対応だっ

して︑早めに検証して次に備えておくという事を指示

等の関係︑あるいは各関係機関に対する要請等を検証

いう善良な意味で副町長も言ったと思いますけれども︑ 防災担当の係長等に今回の大雨等についての避難指示

くのも︑薬も2〜3日分なければ心配だろうし︑そう

しておりますので︑ご理解賜りたいと思います︒

ばまだまだという部分があったかもしれませんので︑

をしたつもりではありますが︑住民の方々にしてみれ

れながらできる限りの事は今回の災害でも色々な対応

長 防災等の会議ではもう想定外とか想定内と

思いますので︑これから色々なところに要請︑要望活

マクドナルド奨学基金
支援の会の内容は

災害対策における町の意思系統はどうであったのか︒
宗谷バスが折り返し運行期間中︑利尻高

の生徒が通学に支障をきたした事から宗谷バスの利尻

Ｑ安楽議員

高校生2名の留学

営業所長に申し入れまして︑問い合わせをしました︒

して206千円計上しているが︑その趣旨︑内容的な

マクドナルド奨学基金支援の会補助金と

バス会社では逆周りで回す場所が無い︑運行の定時の

校生の野塚と湾内の生徒が3名おりまして︑この3名

Ａ総務課長

動に行って強く訴えていきたいと思います︒

路線バスの運行と
高齢者への対応等について

早期の検証で次に備える

ものを具体的に説明いただきたい︒
スが折り返しできる場所はあるとのことでしたが︑2

月2日に帰ってくる

日の日程

今年度も高校生2名︑引率の先生と3名が

日に出発して

Ａ教育長

時間に支障があるという回答で︑野塚にも湾内にもバ

Ｑ長岡議員

日間は朝の通学バスに旭浜までバス会社の方で湾内か

宗谷バスも雨の中︑全島通行止めのため

に運休をしていましたが︑ある程度通れるようになっ

月

で留学する事になっております︒予算については経費

ら野塚︑旭浜までバスに乗せて対応︑帰りについては
親御さんの方で対応してもらえたという状況になって

てから︑1便が旭浜まで運行︑2便以降は野塚から戻
って沓形方面に引き返しの運行とされ︑なぜ湾内まで

に︑﹁もし病院に行くんでしたらいつでも声かけてく

また3回目の避難の時ですが︑副町長が︑お年寄り

てなぜ宗谷バスに要望しなかったのか伺います︒

ンする状況ではなかったのかどうか︑それを町側とし

補助をしている現状で︑湾内まで来てそこでユーター

いう風に乗れば良いのか町が宗谷バスに対して高額な

買い物に行きたい人もいます︒野塚から高齢者がどう

いう対応だったのであればこの場を借りて深く陳謝し

果的にそういうような電話があって聞いてなかったと

でということで副町長には申し上げていましたが︑結

いう話は聞いていましたので︑それはそのような対応

中に病院等に行く方がいれば車で対応してやりたいと

中まで発表されていましたので月曜日︑火曜日の午前

たような状態ですが︑確かに通行止めが火曜日の午前

Ａ町 長 病院までの車両関係は︑私も今初めて聞い

負担するという事で︑取り決めを行っております︒

残りの ％を利尻富士町と利尻町両町で4分の1ずつ

ます︒これが収入の内訳ですけれど︑支援の会で ％︑

くるという事で︑合計127万1千円の予算でござい

道開発国際交流基金からの助成金が

でございます︒それから今年度に限り︑公営信託北海

尻町合わせまして

の会補助金

ついては自己負担分としてマクドナルド奨学基金支援

ださい ︑ 車 出 し ま す か ら ﹂ と い う こ と で ︑ あ る お 年

たいと思います︒今回の災害等につきましても指揮命

50
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万6千円入って

万2千円1町20万6千円の補助

万3千円︑補助金として利尻富士町と利

寄 り が﹁自分1人だったら悪いから何人か誘って病院

令系統は私が責任者でございますので︑随時情報を入

校生もいます︒お年寄りが病院に行きたい人もいます︒

合計が127万1千円の支出を予定しており︑収入に

13
います︒

11

来ないのかという疑問がありました︒湾内地区には高

21

に行きたい︑薬も無くなるし﹂と役場に電話したら︑聞

7

育

教
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災害対策
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月

Ｑ安楽議員
Ａ教育長
からが

アメリカ留学の内容を説明願いたい︒
Ａ教育長

小中併置校建設にあたって︑鬼脇地区小中
年ですけれども︑ワークショップを開

学校だというように考えております︒こういうことか

れども︑今後またグランド等の設計もしておりますの

併置校建設検討委員会というのを立ち上げております︒ ら今のところ校名を考えるということでは無いですけ
その中で平成

でそれがあがってきた時点で建設検討委員会を開いて

日に利尻空港から出発し︑成田空港

意見を聞く機会もありますので︑その時またさらに今

月

日でシアトルのタコマ空港に到着します︒ 催いたしましてその中で校舎の建設位置やどういう校

後について意見を聞いて見たいと思います︒

その後また飛行機でスポケイン空港に飛び立ち︑その
日にコロビル高校の訪問交流という事が予定され

日は市内見学でその後マクドナルド関係者の訪問︑
月
ております︒この間生徒はホームステイをして引率の
先生はホテルで泊まります︒その後アストリア高校と
日の日

いうところも訪問交流するということも予定されてお
ります︒その後ポートランド市内の見学など
程で留学を行うというような内容でございます︒

鬼脇地区併置校の校名について

検討委員会の中で
はっきりとしていきたい

日の新

新聞報道で建設中の小中併置校の工事の

内容︑進捗状況などが載っていました︒8月

聞だと思いますがその最後の方で︑この併置校の校名
についても触れていました︒今までの利尻小︑鬼脇中
そのまま残す考えでいるという様な記事内容であった
かと思います︒この併置校の名称につきましては地域
の関係機関等と協議をしながら校名は決めていくとい
うように伺っておりました︒それがその前にこういっ
た形で︑ただ記事とは言いながらニュース性があるわ
けです︒これはどういった経緯なのかという様な事も
含めて関係機関等との協議︑名称について︑これにつ
いて実際どのようになされているのか︑現状はどうな

その後校名についてその検討委員会の中でも具体的な

無くさないで欲しいという様な意見もございました︒

伝統ある利尻小学校という事で︑利尻小学校の名前も

を聞くという事で終わっております︒また︑一方では

う訳ではなくてこれからも意見を聞き地域の人の意見

報道されればいいのですけれども︑報道に先行される

と言う風に固まった形で︑これが記事になりマスコミ

議をして2校は二つの名前でいく︑これでいいですね

とした検討委員会なり学校のあり方とか議題として協

ただ例えば校名をどうしましょうかという形できちん

置校として前例もあるという教育長の話ですけれども︑

Ｑ飯田議員

からといって必ずしも校名は一つでなければいけない

るという風に申し上げております︒小中併置校にした

も考えると︑そういう時にはまた変える事も可能であ

れからの小中併置校ができた後の学校運営ということ

した︒それで地域の意見︑要望を聞きながらさらにこ

いということでは︑その時点までは申し上げておりま

ありましたので︑私の方からは変えるという考えはな

室が1つなので学校名はどうするというようなことも

がら色々と検討をしてもらいました︒質問の中で職員

の設計図の平面図もできましたので︑その図面を見な

私は思っていたわけです︒たまたま工事の内容が出て

いく機会があっていいのでは︑協議しているものだと

歌があるわけですから︒細かく言ったら色々協議して

してもそうです︒利尻小学校の校歌・鬼脇中学校の校

で構わないですが︑それはみんなが納得して︑校歌に

思っていたものですから︑両校の名前を残すならそれ

ます︒色々な所からの意見を聞いて私はやるものだと

いますが︑鬼脇地区の活性化の町づくり協議会もあり

かわかりませんが︑鬼脇地区で支所長が窓口になって

とが懸念されませんか︒この検討委員会に入っている

という様な形で考えている人達が誘導されるというこ

両校名を残しても構わない︑そういう併

年の 月に検討委員会に小中併置校の校舎

という事ではありませんので︑道教委にも確認はして

いて最後に少しだけ両校の名前はそのまま残すような

いておりますので︑建物は一つでその中に小学校と中

実際にはそういう様な小中併置校も道内にはあると聞

の所は懸念されませんか︒

で記事が出たというのであればわかりますが︑その辺

分ですけれども︑きちんと皆が納得して︑こういう形

校中学校と2人置けると︑そして職員室も一つという

すが︑私の考えとしては2校の名前でもいいという事

Ａ教育長

らか兼務という事になりますけれど︑教頭先生は小学
事になりますので︑その中で小中併置校も機能をもつ

確かに結論になって記事になれば良いので

学校が入るんだという認識で校長は1人︑これはどち

名が二つあっても小中併置校では構わないという事で︑ 考えでいるんだというような事でしたから︑小さな部

おりますけれども︑別に何々小学校︑何々中学校と校

昨年平成

意見交換や検討はなされていなかったですけれども︑

個候補が出ておりましたけれども︑それでしぼるとい

舎にしたいですとか︑またその中で校名について色々

21

と意見を出し合ってもらいました︒その中では2〜3

22 10

のか︑どのように進めようとしているのか︒

10

10

Ｑ飯田議員
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30

27

24

育
教
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議会だより

で考えてはいますけども︑検討委員会の中で確かには
っきりとそれでいくという決定はされておりませんの
で︑これ から開催される検討委員会の中ではっきりとし
ていきたいなという風に思います︒その中では鬼脇地区

定例会
月

月会議
︵

日︶

りぷら非常用予備電源整備工事

□一般会計補正予算︵第3号︶
493万6千円 追加

の町づくり協議会でメンバーに入っておりますのでそち
らの方の意見も聞けるようになるというように考えてお

消防庁舎建設基本設計業務委託
1︐400万円 追加

りますので︑これから早いうちにまた検討委員会を開い
て結論付けたいなと考えております︒

べきだと思いますので︑是非その辺についてはせっかく

の人達も納得してというような︑そういった学校である

の学校を卒業するという事で︑やはり皆が納得して地域

るのは保育園児︑小学校︑中学校でいえば低学年がここ

Ｑ飯田議員

あたり︑消防支署長には団長と幹

町長 基本設計を予算計上するに

てよろしいか︒

を建設地にするという事で理解し

るが︑スクールバスの車庫の裏側

候補地として別な候補地の話もあ

庁舎を建てる

の会議があるわけですから協議をしていって良い形で校

部の職員に最終確認をし︑結果的

︻質疑︼長岡議員

名を決めていっていただければと思います︒そのまま残

には土地のくい打ちで適地の可否

皆が納得して地域の人︑例えば今対象にな

すことはそれで全然問題ないと思いますが︑納得した形

が判明しますが︑関係者の確認で
了解を得てこの場所での基本設計
の予算計上をしたところです︒
公共土木災害復旧費
2︐668万7千円 追加
226万6千円 追加

農林水産業施設災害復旧費

種谷

正邦 氏

□監査委員の選任について
鬼脇

廣澤

宏道 氏

信宏 氏

議会だより利尻富士No.172の編集について

18日

広報・広聴常任委員会（8月16日）

30

□固定資産評価審査委員会委員の
鴛泊

選任について

氏

□教育長の任命について
石川 武弘
寺島

9

鴛泊
鬼脇

富士岬避難路整備工事現況調査
・富士岬避難路整備工事現況調査
冬期間の除雪は施工した路盤の問題
冬期間の除雪は施工した路盤の問題などで実施しないとのこと
８日
であるが、新規の施設として整備した災害対策施設であるので、
９日
今後の管理方法も考慮し検討して頂きたい。また、施設の入口
16日
看板や標高表示、車輛駐車可能台数などの表示看板の設置も検
10月11日
討いただきたい。

10

□教育委員会委員の任命について

保育所改修工事現況調査
既設棟の床暖工事は、園児
既設棟の床暖工事は、園児のいる保育時間の工事の進捗が懸念
されるが、利用に配慮した安全な施工監理にも注意願いたい。

９月２日
９日
９月15日
21日
29日
10月２日
６日
７日

広報・広聴常任委員会（議会だより）
利尻島鬼脇会（札幌市）
利尻島一周ふれあいサイクリング
総務民教産建常任委員会
議会運営委員会
定例会９月会議（〜16日）
総務民教産建常任委員会（災害調査）
全国離島振興協議会理事会来町
鬼脇保育所・利尻小学校合同学芸会
鴛泊地区敬老会
鬼脇地区敬老会
故惣万利尻町議会議員葬儀
金毘羅神社例大祭
鴛泊小学校学芸会
鴛泊・鬼脇中学校学校祭
大雨災害関係機関要望
（稚内・札幌市）
全国離島議長会理事会（東京都）

船揚場整備事業現況調査
地区の船揚場も利用者に配
地区の船揚場も利用者に配慮した改良や補修が施されており、
整備状況は良好であると思われる。本泊に関しては、現地にお
いて斜路脇のブロックの嵩上げの要望がされていたので、荒天
時の時化の際に現状確認をされるなど状況の把握に努めて頂き
たい。

８月16日
27日

総務民教産建常任委員会（9月2日）

議会日誌
常任委員会レポート
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というのを望みます︒

工事が進む鬼脇地区小中併置校

議会だより

編集後記

事務局通信「ふるさとを考える」

50年に一度といわれる大雨は、町内各
所での被害と住民生活の不安・支障を与
える災害でありました。９月会議でもし
っかりと今後の対策について議論もさせ
ていただいたところです。一方、明るい
話題としては、北海道日本ハムファイタ
ーズが日本シリーズを制覇し、当町の応
援大使である増井・石川選手の活躍も見
られ、多くの皆さんがテレビの前で歓声
をあげ、その歓喜がまちの元気の一助に
もなったと思っております。さらに優勝
パレード直後に訪れてくれた両選手を目
の前に子供達も喜びと感動を味わった楽
しいひと時でした。
早いもので、平成28年も終わろうとし
ています。ご自愛され、皆様にとって新
しい年も明るい一年でありますことをご
祈念いたします。
広報・広聴常任委員会一同

議会に行こう！
議会傍聴は議会活動に触れるもっと
も身近な方法です。皆さんの選んだ議員
の活動や町政の方針などを是非ご覧くだ
さい。会議当日の受付で傍聴できますの
で、役場３階傍聴席入口までお越しくだ
さい。

広報・広聴常任委員会
委 員 長／安楽 昌弘
副委員長／飯田 睦穂
委
員／長岡 俊裕
伊藤 信勝
戸嶋 郁夫

米谷
佐々木

篤
勝

議会の詳しい情報は利尻富士町ホームペ
ージへ
http://www.town.rishirifuji.hokkaido.jp

9月会議を中学生15名（3年生）が傍聴に訪れてくれました！
鬼脇中学校から６名、鴛泊中学校からは９名の生徒が９月会議を
傍聴。終始緊張の面持ちでしたが、自分たちの住む利尻富士町の政
治を身近に感じ、興味関心と18歳の選挙権が与えられる筋目に向け
ての体験でした。冒頭では議長や町長からも激励の言葉をもらい、
初めて見る議会に真剣なまなざしでした。生徒たちの感想を要約し
て紹介します。
〈感想と印象について〉
なかなか見る機会がない議会を見れて良かった。
難しいことも話していたけど、身近なこともあって楽しかったし、
思っていたよりしっかりと論議されていたのでびっくりしました。
最初は分からない言葉ばかりで話が理解できませんでした。です
が、途中から大雨についての対策などの話が出てきたので、集中
して聞くことが出来ました。こうやって、私たちが暮らしやすい
ように会議されていることを知って、議会って大事なんだなと思
いました。
初めて議会見学をして、すごく難しい話をしていて凄いなと思い
ました。採決をとるとき、鬼脇中では拍手をしていますが、議会
では起立していたのに驚きました。今回の議会見学はとても勉強
になりました。
議会室
（？）
みたいな場所に入った瞬間から、空気感がちょっと恐
かったです。何か裁判所みたいだなと思いました。
サッカー部の遠征に町から費用が出ていること、そして町で負担
するときにこのような感じで決められていること。
マクドナルド研修や全道大会に出場する費用など町から出ている
こと。
通行止めの時のサイクリングロードの使い方やバスの場所などみ
んなで真剣に話し合って決めていること。
いろいろなケースを踏まえて、緊急事態を考えていること。部活
や少年団等の補助金の金額にびっくりしました。町全体でとても
大きな資金が動いていることにびっくりしました。
大雨の影響など自分たちにとって身近なことが話されていること
や、住んでいる人のため様々な話し合いがされていることを知っ
てよかった。
質疑応答がとても深くてすごいなあと思いました。とても緊張し
ました。
〈先生からのひと言〉
「ふるさとの利尻富士町のことを考える力をつける大事さ」や
「選挙をすることの意味」など議会経験がこども達の胸にとても
響く経験になりました。
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