短い夏を満喫（北海島まつり、子ども盆踊り大会）

第 2 回 定 例 会

議案審議
利尻富士町税賦課徴収条例の一部改正の承認を求
めることについて
利尻富士町国民健康保険税条例の一部改正
平成22年度利尻富士町一般会計補正予算など
…２〜３
行政報告
利尻空港の利用状況について
とくとく商品券の販売結果についてなど ………３
委員会報告
夕日ヶ丘展望台工事現況調査
姫沼園地電源供給工事現況調査など

平成22年

月

………４

148

NO

議案審議

第２回定例会

が狭く補修が必要とされる箇所

計補正予算︵第1号︶

齢者対策を考え早急な対策が施

それぞれ

億4千167万4千

円を追加し︑歳入歳出の総額を

すのか︑移設が可能なのか宗谷

3箇所ありますが︑1箇所増や

専決処分
通路もありますが整備する考え

円とする︒

市内の停留所は現在

せるのかどうか︒

があるのか伺います︒

総務課長

▽利尻富士町税賦課徴収条例の
産業建設課長 ぺシ岬そのもの

補正額2億6千167万4千

︹補正内容︺

一部改正の承認を求めることに

た︑現在通行止めになっている

もあり危険を感じています︒ま

ついて
は国立公園区域にはいっており

﹁扶養親族申告書﹂の提出を義

養親族に係る扶養控除の廃止と

個人住民税に係る

歳未満の扶

地方税法の一部改正により︑

ついては﹁きめ細かな事業﹂で

でありますが︑灯台山の部分に

ころを通行止めにしている現状

ついては︑非常に危険があると

規制がかかっています︒道路に

4億6千493万円とする︒

し︑歳入歳出の総額をそれぞれ

補正額106万2千円を追加

︹補正内容︺

号︶

ービス特別会計補正予算︵第1

▽平成

港まで歩いているのが現状です︒

般の駐車場ということから︑空

ろされるのが通常の道々又は一

に便乗しているようですが︑降

人観光客が島内一周の観光バス

に対処いたしたい︒

バスとも相談をしながら前向き

︹改正内容︺

務付ける改正︒町たばこ税の税

いては環境省にお願いしなけれ

はできませんので︑保護区につ

︹質疑内容︺
再質問 通路に雑草が繁茂して

バス停留所は市内ということで

併設施設ができたところですが︑

施設の鬼脇支所と歯科診療所の

入れは飛行機の離発着に合わせ

総務課長

考え方を伺います︒

が必要ではないかと考えますが

便宜上飛行場まで輸送する対策

からも︑乗客の意思を確認して

観光振興に結びつける意味合い

飛行機の利用率を高めること︑

飛行機を利用する個

率改正︒

ばならないと考えています︒町
俵谷議員

俵谷議員

▽利尻富士町国民健康保険税条

でできる軽微な補修程度につい

観光客からのクレームが出てい

自由に降りるのが対象外であり︑

鬼脇地区に防災拠点
ては考えてまいりたい︒

るようですが︒

停留所の移転変更ができないか

地方税法の改正に伴う条項及

産業建設課長 その都度草刈等

設特別会計補正予算︵第3号︶

▽平成 年度利尻富士町歯科施

︹補正内容︺
補正額 万円を減額し︑歳入

きめ細かな臨時交付

︹質疑内容︺
米谷議員

金事業で歩道橋の改修が計画さ
れていますが︑灯台山への通路

969万8千円とする︒

補正予算
▽平成 年度利尻富士町一般会

て陸運局の許可を得ていますの

い︒

▽北海道町村議会議員公務災害

規約の変更

かどうかもバス会社に確認した

方に便宜を図ることができない

ています︒航空券を持っている

かは交渉をしていきたいと考え

路線が空港に乗り入れできない

で︑島内をめぐっているバス全

という要望がありますので︑高

宗谷バス

︹改正内容︺
び附則の改正︒非自発的失業者

を実施したい︒

号︶の承認を

計補正予算︵第

求めることについて

補正額1億9万3千円を追加

歳出の総額をそれぞれ1億4千
億3千923万3千円とする︒

し︑歳入歳出の総額をそれぞれ

︹補正内容︺

の承認を求めることについて

年度利尻富士町一般会
21

バスの航空路線乗り

︵リストラ等︶への減額判定及

とについて

例の一部改正の承認を求めるこ

年度利尻富士町介護サ

45

22

び申告に関する条項の追加︒

16

10

▽平成

21

19

22

60

●会
期 6月18日
●出席議員 9名

平成22年第２回定例町議会が６月18日招集され、町民要望実現のため議論を交わしました。
その後、提案された議案を審議し、すべて原案のとおり可決しました。

2

議案審議・行政報告

補償等組合規約の変更について

確保するため︑暴力団員排除に
日施行︶

▽利尻富士町特定公共賃貸住宅

年6月

ついての改正︒

管理条例の一部改正について

︵平成

▽北海道市町村総合事務組合規
約の変更について
約の変更について

ております︒4月は往復で1千

の減で搭乗率は ・4％となっ

6人となり対前年度比516人

成

年度の合計は2万9千25

3月比284人の増となり︑平

3月は往復で989人︑昨年

◎利尻空港の利用状況について

ることになります︒

433万4千円を

金287万3千円がありますので

の黒字なりました︒前年度の繰越

7万4千円となり146万1千円

3万5千円︑営業費用で9千44

内容は︑営業収入合計で9千59

年度の決算を承認しました︒その

年度に繰越す

200人︑昨年4月比173人

の増で搭乗率は ％︒5月は往

◎平成

年度一般会計及び各特別

会計の決算見込みについて

利尻島振興公社の株主総会及

て

◎利尻島振興公社の決算につい

％となっています︒

復で2千617人︑昨年5月比

21

341人の増で搭乗率は ・3

22

▽北海道市町村備荒資金組合規
▽北海道市町村職員退職手当組
︹改正内容︺

日施行︶

確保するため︑暴力団員排除に

入居者の生活の安全と平穏を

合規約の変更について
北海道総合振興局及び振興局
年6月

34

21

び取締役会を6月 日開催し

万5千円がありますので︑実

昨年商工会が販売した ％割引

いて

◎とくとく商品券の販売結果につ

万3千円となっております︒

字となり実質収支では5千864

合計では3千302万2千円の黒

字となっています︒各特別会計の

質収支は2千562万1千円の黒

千

千円ですが翌年度に繰越す額が9

一般会計は1億1千579万6

21

︹変更内容︺

︵平成

ついての改正︒

年

32

の設置に関する条例の施行に伴

年度から平成

度までの5年間︶

そ の 他
▽宗谷広域圏振興協議会の廃止
について
︹内容︺
地方自治法の規定により︑宗

17

い組合規約を変更する︒

総合整備計画
▽鴛泊・鬼脇辺地に係る総合整

例
備計画の策定について

条
▽利尻富士町特別養護老人ホー

辺地に係る公共的施設の総合

ム設置条例の一部改正について
条に規

︹策定内容︺

介護保険法施行法第

︹改正内容︺

日施行︶

計画︒︵平成

整備のための財政上の特例措置

日施行︶

定の負担軽減措置が︑当分の間
年6月

に関する法律の規定による整備

︵平成

延長されたことによる改正︒

▽利尻富士町国民健康保険税
条例の一部改正について
基礎課税限度額の改正︒後期

︹改正内容︺

年6月

高齢者支援金等課税額限度額の
︵平成

26

19

11

28

28

谷広域圏振興協議会及び宗谷広

行 政 報 告
行政報告

22

22

22

域圏振興協議会規約を廃止する

のとくとく商品券は︑額面6千円

の商品券を5千セット3千万円分

工会会員が

事業所で

事業所で

・7％と

・3％︑

を販売しました︒その結果は︑商

会員以外が

なっております︒発券売上金が2

千500万円︑商工会負担金が1

63万2千円︑町の助成金が34

万1

万9千円の決算額と

1万6千円︑手数料収入で

なっています︒

千円で3千

15

改正︒

▽利尻富士町町営住宅管理条例
一部改正について

こと︒

20

35 64

13

28

28

入居者の生活の安全と平穏を

︹改正内容︺

3

10 63

19

22

22

第２回定例会において、町長より「利

尻空港の利用状況について」ほか３件に
ついて行政報告がありました。

夕日ヶ丘展望台工事現況調

◎総務民教産建常任委員会
1
査
建設工事の完成により利用者
にとって安全で優しい歩道とな
った︒

姫沼園地電源供給工事現況

特記事項なし︒
2
調査
長年の課題が解決され︑園地
を訪れる方々へのサービスの向
上が図られるものと思われる︒
特記事項なし︒
3 ヤムナイ・アフトロマナイ
沢現況調査
スリットダム工法は有効であ

ると判断されることからも砂防
状況が改善されるものと思われ
る︒また︑ダムに堆積する土砂

井 孝二郎

嶋 郁

議 会 日 誌
6月
日 鴛泊保育所運動会︵議長外各議員出席︶
︵利尻町︑事務局長出席︶

日 宗谷管内議会事務局協議会総会並びに研修会

7月
1日 北海道町村議会議員研修会︵札幌市︑正副議長

編 集 後 記
編 集 後

今年の北海道は記録的な猛暑︒利尻

島も例にもれず厳しい残暑︒海水浴を

楽しむ子ども達が毎日のように見かけ

られうらやましく思います︒

島まつりや盆踊り︑さわやかサイク

リングなど過疎化に悩む町とは思えな

い賑やかさに微笑ましさを感じます︒

子ども達は町の宝でありますし︑お年

広報委員会

寄りは町の功労者であります︒記録的

外各議員︑事務局長出席︶
日
第

な残暑のなか体調を崩していないか皆

回鬼脇地区北海島まつり︑海上交通安全並

日

びに大漁祈願祭︵議長外各議員出席︶

で気配りを忘れず︑いつまでも元気で

ような形で次世代にバトンタッチする

り︑前向きに物事を考え実行し︑どの

空便の問題もあります︑皆で知恵を絞

で問題は解決するのか？︒我が町は航

で対応しているようだが果たしてそれ

他島ではフェリー運賃の無料化など

原因がはっきりしないところです︒

フェリーの減船に伴うダイヤ変更など

観光の低迷は国内景気の低迷と円高︑

であります︒

の不振は痛いところ︑ヨレモクは深刻

ナマコとホッケは好調だがウニと昆布

さて︑浜の景気はどうでしょうか︒

ころです︒

そして長生きをして頂きたいと願うと

鳥取県議会農林水産商工常任委員会行政視察

日

8月
利尻富士町表彰者選考委員会︵議長出席︶

1日 議長杯パークゴルフ大会︵議長外各議員参加︶
日

利尻島一周ふれあいサイクリング2010交流
回利尻島鬼脇会︵札幌市︑議長出席︶
広報委員会

第

会︵議長出席︶

日

日

日

総務民教産建常任委員会

1日 利尻漁業協同組合購買店舗新築工事安全祈願祭
︵正副議長及び総務民教産建常任委員長参列︶

議会運営委員会

議長出席︶

3日 砕氷艦﹁しらせ﹂艦上レセプション︵稚内市︑
日

のかは私たちの責務だと思いますが︒

議会広報委員一同

4

境

の排出計画及び予算措置を関係

防災拠点施設︵鬼脇支所・

機関に要望すべきである︒
4
鬼脇歯科診療所︶及び周辺の環
境調査
施設前面の張り芝の種類の変
更及び路盤の再整備を行うべき

特別養護老人ホーム秀峰園

である︒
5
現況調査
介護施設における防災安全対
策からも初期消火に有効なスプ
リンクラー設備を設置すべきで

南浜湿原遊歩道工事現況調

ある︒
6
査

戸

光

日

ものとなった︒

9月

遊歩道は安心して利用できる
特記事項なし︒
委員長

藤

谷 芳

夫
副委員長

俵

員

修

委

村

田 芳 久

田

川 健 一

藤 信 勝
前

谷

伊
黒

篤

米

38
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