「地元住民・保育所園児、さらには福祉課職員による歌や踊りで大盛り上がり！
！」
〜第15回チャリティー演芸会〜
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議案審議

第３回定例会

また︑利用料については2円
銭で現在と同額ですが︑指定管

び管理に関する条例の一部改正

▽利尻島灯油備蓄施設の設置及
の議決を受けてから︑運営委員

今後︑指定管理者を選定し議会

協議して定めることになります︒

条例改正

について

会も含めて上限の範囲内で利用

理者が指定されましたら町長と

︹改正内容︺
料金を決定したい︒

計補正予算︵第3号︶

▽平成 年度利尻富士町一般会

補正予算

・灯油備蓄施設に係る管理を︑
指定管理者の指定により維持管
理業務を行うことができる旨の
一部改正︒
︹質疑内容︺
藤井議員

︹補正内容︺

指定管理者制度によ

り灯油備蓄施設の管理をするこ
とに切り替わりますが︑灯油発
注業務はどのように行うのか︒
銭を上限として指定

また︑利用料については1ℓ当
たり2円

管理者が町長の承認を得て定め

・補正額359万5千円を減額

とを現地説明しております︒現

の安心安全を考えれば橋の改良

る状況にありますが︑地域住民

利用者がつまずき状態になり危

段差の違いが影響しているのか

ハウスの出入口階段について︑

藤井議員

ります︒

着手することになると聞いてお

で︑用地が確定次第︑本工事に

手続きを行っているようですの

在︑架け替えすべく用地確定の

万7千円とする︒

し︑歳入歳出の総額をそれぞれ
億6千

8月の集中豪雨で国

︹質疑内容︺
藤井議員

を含めて早急に改修すべきであ

険な状況にありますので︑安心

して施設を利用できるように改

オタドマリ湖レスト

ります︒計画の推移について説

勢橋周辺の護岸が相当傷んでい

明願います︒
産業建設課長

修できないか伺います︒

土現では地区の

要望に基づいて︑国勢橋・旭浜

産業建設課長

レストハウスは

橋の架け替えを計画しているこ

669
5,000
4,914
683
△ 102,930
71,400
46,295
413
△ 33,000
945
1,000
730

土地購入費
総合交流促進施設備品購入費
国保税連携システム購入費
小規模治山工事
水産業振興構造改善事業補助金
農林水産業費
漁業振興施設整備事業補助金
漁業施設再編対策事業補助金
商 工 費 観光費
土 木 費 ロータリー除雪車購入費
教 育 費 中学校体育大会出場費補助金
財政調整基金積立金
諸支出金
ふるさと利尻富士応援基金積立金

る額となっていますが︑上限額
を徴収するのかどうか伺います︒
副町長 現行の備蓄施設の発注
業務につきましては利用者が5
者ありますが︑漁協鴛泊本所に
管理委託している関係で鴛泊本
所が業者からの必要量を取りま
とめ一括発注しています︒指定
管理者とは現在の形態を変えな

■平成22年度利尻富士町一般会計補正予算（第３号）

45
道支出金

いように協定を結びますし︑町
長との協議もなされます︒協議
会・運営委員会も存続していき

債

町

費

務

総

ますので︑現在の形態と同様に
していきたいと考えております︒

国庫支出金

22

81

金
金
金
付
入
越

（単位：千円）

主な歳出

71

5,633
△ 5,963
6,045
△ 20,600
△ 3,674
3,669
71,400
△ 103,350
1,810
46,800
2,428
3,500
△ 11,800
地方交付税

普通地方交付税
児童手当負担金
子ども手当負担金
ロータリー除雪車購入費国庫補助金
児童手当負担金
子ども手当負担金
漁業振興施設整備事業道補助金
水産業振興構造改善事業道補助金
寄付金
公共投資臨時特例基金繰入金
前年度繰越金
総合交流促進施設整備事業債
建設機械整備事業債
寄
繰
繰

（単位：千円）

主な歳入

71

9月16日
8名
●会
期
●出席議員

平成22年第３回定例町議会が９月16日招集されました。
平成22年度利尻富士町一般会計補正予算を含む３件の議案が提案され、審議の結果、すべて
原案のとおり可決しました。

2

議案審議

年度利尻富士町老人保
債費比率 ．5％︵基準 ．0

︹補正内容︺

健特別会計補正予算︵第1号︶
ります︒

︵基準350．0︶となってお

％︶将来負担比率140．8％

73人︑千歳〜利尻間が2千3

6月の利尻〜千歳間は2千2

◎利尻空港の利用状況について

公園保護区に入っていることか
・補正額231万2千円を追加

▽平成

ら改修には環境省の協議が必要
し︑歳入歳出の総額をそれぞれ

町で整備した施設ですが︑国立

でありますので︑早急に調査を

搭乗率は ．9％︒7月は利尻

03人の合計で4千576人︑

行い早い段階で改修できるよう
297万2千円とする︒

康保険施設特別会計予算︵第1

▽平成

はいずれも﹁なし﹂となってお

計の資金不足比率︵基準 ％︶

事業特別会計︑温泉事業特別会

下水道事業特別会計︑港湾整備

で4千208人︑搭乗率は ．

〜利尻間が2千238人の合計

〜千歳間が1千970人︑千歳

千

人︑千歳〜利尻間が2千

2％︒8月は利尻〜千歳間が2

64

．8％となっております︒

の6市町村観光協会が協賛しな

町・稚内市・猿払村・中標津町

会・利尻富士町・利尻町・礼文

すが︑北宗谷広域観光推進協議

ブツーリズムが実施したもので

で行いまして︑募集集客はクラ

ー便の企画は全日空︵ＡＮＡ︶

名となっております︒チャータ

町は638名︑利尻町が370

の宿泊となっており︑利尻富士

0名︑うち1千8名が利尻島で

に参加して頂いた方は1千53

となっておりますが︑この企画

利用しながら観光客の受け入れ

れは︑各空港とあわせて陸路も

を結んで就航いたしました︒こ

新千歳空港︑そして中標津空港

日から6日まで︑利尻空港から

今年のチャーター便は9月1

について

◎利尻空港チャーター便の運航

率は

人の合計で4千142人︑搭乗

64

54

20

ました。

年度利尻富士町国民健

号︶

用状況について」ほか１件について行政報告があり

鴛泊中学校のトイレ

について︑建設時とは生活環境
︹補正内容︺

7千363万円とする︒

告

第３回定例会において、町長より「利尻空港の利

戸嶋議員
が大きく変わり一般住宅も洋式
・補正額115万3千円を追加

きめ細かな臨

報

年度利尻富士町一般会

ります︒

化されつつあり︑災害時には避
し︑歳入歳出の総額をそれぞれ

64

難場所になる施設でもあります

また︑簡易水道事業特別会計︑

取り組んでいきたい︒

25

ので早急に洋式化されたい︒
教育委員会次長
時交付金事業の中で計画してお
り︑他の事業との関係もありま
すが︑早急に実施できるよう考
▽平成

計及び特別会計健全化判断比率
及び資金不足比率について
︹報告内容︺
・地方公共団体の財政の健全化
年度利尻富士町一般会計

に関する法律の規定に基づき︑
平成

及び特別会計の決算に係る健全
化判断比率及び資金不足比率が︑
監査委員の審査の意見が付され
て町長より議会に報告されまし
た︒なお︑各比率は次のとおり
です︒
実質赤字比率は﹁なし﹂
︵基準
．0％︶連結実質赤字比率は
．0％︶実質公

がら︑本町の歓迎セレモニーと

しては︑記念品の配布︑振る舞

い鍋であるウニ汁を提供するな

どのおもてなしを実施しました︒

利尻島観光が落ち込んでいる時

期に︑本町の観光の活性化のた

めにも繋がったものではないか

と喜んでいるところであります

し︑この企画は︑これからの広

域観光として観光客の受け入れ

に対する企画・立案にも一石を

投じて頂いたものと考えており

まして︑関係者の皆様に感謝し

ているところであります︒

3

15

行 政 報 告

78

22

22

21

21

﹁なし﹂
︵基準

20

15

えています︒

洋式化が検討されている鴛中トイレ

一般質問

質

問

町長 経過から申し上げますと︑

町長の所信を伺います︒

続︑運航に関わる展開について

いますが︑今後の航空路線の存

べき対応を考えておられると思

も大変な危機感を持ってしかる

ているところであります︒町長

とまり 月からプロペラ機︵

とで︑道と全日空との交渉がま

そういう道筋がついたというこ

決ということ︵赤字補填をする︶

で議決を頂きながら諸問題の解

検討しながら︑本町は6月議会

道・町村の補助金の予算措置を

うにするかということで︑国・

しい財政状況の中でこれまで以

けました︒北海道としては︑厳

応して頂いているとの感触を受

路線の維持・運航に積極的に対

等を含めて海上航路や離島航空

国においても離島振興法の改正

検討しているという説明もあり︑

ンスカイとかになって一民間企

再質問

まいりたい︒

深めながら問題解決にあたって

でありますので︑道庁と連携を

理を委託されているということ

り︑利尻富士町は北海道から管

道庁内でこのままの協調補助や

され︑これからの問題として︑

尻町との赤字補填の結果が報告

の協調補助や道・利尻富士・利

算は確保されていることと︑航

れ︑国土交通省から今年度の予

道離島航空路線協議会が開催さ

の通年運航については︑8月に

います︒次年度以降の航空路線

航空路線は確保されたとなって

線は観光を含む地域経済活動に

道庁幹部にも︑利尻島の航空路

説明存続を要望してきたほか︑

も道庁と協議して道議会に状況

次年度以降に通年運航について

を抱きながら今年度の継続運航︑

うことから︑本町としても懸念

その対応を強く求められるとい

れば︑財政当局の予算査定でも

上の財政負担が増えるようであ

ことでよろしいか︒

りしたことは分からないという

かというのは現時点でははっき

的に来年4月からはどうなるの

いう説明もありましたが︑具体

も離島住民の足を確保したいと

と思っていますが︑国土交通省

う気概を持って頂きたいものだ

く離島住民の足を確保するとい

とは思いますが︑企業でも力強

業に北海道も言える状況にない

で︑北海道から

人乗り︶に変更になるものの︑

赤字補填を続けることは現段階

空を取り巻く状況は厳しい面が

極めて重要な交通手段で︑特に

町長

航空の自由化︑オープ

今年2月に行われた道北離島航

では難しいので︑今年度も含め

あるけれど︑離島住民のライフ

医療面での本道への移動・通院

空路線協議会での冒頭挨拶の中

て次年度以降のあり方を検討願

ラインは確保しなければならず︑

年3月までの利尻・千歳線の

いたいというような話題提供が

補助の見直しや公租公課も含め

年度の国と道

ありました︒次年度以降の問題

て今後のあり方について省内で

表がありました︒島民の大多数

〜8月の季節運航にするとの発

度より利尻・千歳線の運航を6

通院・入院を考えても通年運航

活路線︑地域経済や医療面での

がら︑離島住民の航空路線は生

て北海道としての考えを聞きな

行うとともに︑通年運航につい

尻空港は北海道の管理空港であ

進めている段階であります︒利

も北海道と協調して要望活動を

充︑地方負担の問題等について

空港のあり方や補助金の制度拡

けていることはもちろん︑離島

に生活する住民の切なる声を届

題を取り上げ︑中央省庁に離島

国の離島振興協議会でもこの問

また︑北海道ばかりでなく︑全

く要望したところであります︒

年運航に向けた支援や継続に強

可欠であるとの要望を行い︑通

この路線の維持・運航は必要不

等において多大な影響があり︑

補填してくれれば守りますと言

いという気持ちがあり︑赤字を

ども空港の路線は守ってあげた

で済むわけですが︑離島といえ

では赤字ですから切りますだけ

会社の状況から他の空港の関係

長に訴えました︒全日空では︑

らうことを国土交通省北海道局

いは協調補助について考えても

空路線の確保︑赤字補填分ある

の要望にも同行をして︑離島航

思いますが︑北海道空港協会で

のかと考えなければならないと

経営上ある程度はやむを得ない

況になっている段階では︑会社

航空会社がこのような状

については︑通常の議案審議終

74

了後に全日空とも同席の中で季
節運航の話が出され︑全日空か
ら6〜8月までの3ヶ月運航に
したいとの説明がありました︒
私の方から︑昨年の実績をもと
に6〜9月までの4ヶ月運航に

がこの発表に不満と不安を抱く

は必要であると申し上げてあり

してもらいたいという申し出を

とともに︑通年運航から季節運

23

航となり将来的には運航廃止に

年

10

般

目
項

ます︒昨年の赤字補填をどのよ

23

現在運航中のDHC8-Q400

21

4
人

利尻・千歳線の航空路線の運航に
ついて

先般︑全日空が平成

一
3

なるのではとの危機感を募らせ

質問

米 谷 議 員

4

一般質問

件程あると聞いて

だけは見せて頂きたいというこ

か︑路線を必ず守るという姿勢

は︑北海道がどう考えているの

う判断していくかということで

中で多くの不安を抱えているの

幅事業における家屋の対象者の

ってあげて頂きたい︒また︑拡

すが︑真伨に耳を傾け相談に乗

が寄せられていることと思いま

くり事業には色々な計画や要望

勢を整えることができると思っ

しながら積極的に対応できる態

った場合は相談相手の心情を察

ることであり︑町民の相談があ

副町長も同席しながら聞いてい

伝えており︑このことは職員や

ことは今回の鴛泊市街地の道々

っているのが原則であり︑この

だけは再構築に対する補償を行

どうかは別として︑移転補償地

補償金額だけで再構築できるか

は当然あると思っていますが︑

によって補償金額が異なること

ており︑その住宅の建築年次等

はないかと思いますので︑財政

いということも問題になるので

望者がいる時にも住宅が足りな

島外からの定住したいという希

に受入れることは分かりますが︑

ます︒移転補償の人達を優先的

住宅もあることも理解しており

おりますし︑老朽化されている

込み件数が

とで道議会・道庁に要望しお話
は高齢者であります︒移転しよ

補償費を算出されることになっ

をしておりますので︑道庁も全
うにも住むところがない︑引っ

的に大きな負担になるというこ

接相談できる態勢にすることを

日空のほうに動き始めており︑

拡幅のみならず︑これまで各所

ております︒拡幅事業︑まちづ

お互いの努力姿勢は存続のため
越ししようにもどうしたらよい

とも理解できますが︑民間企業

っているわけです︒その中でど

に気運が高まってきたというこ

の力を借りての借上げ公営住宅

と考えますが︒

における道々拡幅時の移転補償

町長

か分からないなどの実態が出て

ます︒町内の公営住宅の状況で

震化が図られていない公営住宅

とは言えると思っています︒

は︑現在保有している公営住宅

がありますので︑リフォームや

という手法も活用してはどうか

は特公賃も含めて308戸を有

にでも同様の取り扱いをしてい

しており︑町内の世帯数1千3

耐震化等に向け入居者の聞き取

ないのは当然の義務だと思って

切・丁寧に対応しなければなら

すけれど︑これは行政として親

傾けて相談ということでありま

中で︑質問にもある真伨に耳を

聞いたところであります︒その

それぞれ地元の皆様から意見を

項目に亘っての要望があって︑

地区の公営住宅の建設という4

町地区空き地の利活用︑④本町

の設置︑②町並み景観等︑③本

大きく区分すれば構内再築︑構

よって異なる場合もありますが︑

の根拠は︑基本的にその状況に

し上げなければなりません︒そ

ける移転補償費の算出根拠を申

鴛泊市街地の道々拡幅事業にお

建設できない場合ですが︑この

必要なことだと思っています︒

るための配慮は行政として当然

合は公営住宅を優先して確保す

やむなく住宅を建設できない場

設すべきとの提案でありますが︑

ています︒次に︑公営住宅を建

ます︒

ることを優先すべきと考えてい

心して生活ができる環境を整え

しながら︑住民生活の向上や安

宅の耐震化やリフォームを実施

して︑現在保有している公営住

これからの公営住宅のあり方と

があるものと思っておりますし︑

公営住宅を建設することは無理

これ以上新たな団地を造成して

いるということも言えますので︑

3分の1が公営の住宅に入って

宅︑職員住宅も含めれば町内の

ことになっております︒教員住

いながらやっていかなければな

では町の人達とも知恵を出し合

もありますので︑民間という面

ていけるのかと疑問を持つこと

る中で町民の負担なくしてやっ

ことは︑人口減になってきてい

有した場合に全部埋まっていく

8戸保有しており︑これ以上保

ればならない︒公営住宅は30

い理解を得て推進していかなけ

ますが︑それは十分な説明を行

更は払えないということもあり

ムや耐震化を図った後の料金変

者には高齢の方もおりリフォー

老朽化した︑あるいは耐

84世帯から割り返すと住民の

るものであることをご理解願い

ーズに進めるために︑当町に住
み続けていただくためにも家屋
の移転対策として町営住宅を建
設することを提案いたしますが
移転対象者の住居の確保

町長の所信を伺います︒
町長

り調査を行っていますが︑入居

おりまして︑自治会の皆様が来

という問題でありますが︑先般︑

て頂いた時にも担当職員が不親

現在︑鴛泊市街地道々拡

らないと思っています︒

質問

我が町では住宅の申し

幅事業では漁業協同組合施設の

本町自治会から①地域住民窓口

％が公営住宅に入居している

います︒家屋の移転対策をスム

30

再質問
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外再築︑引き家︑切り取り等で

現在進行中の道々拡幅工事

切に対応した場合は副町長が直

鴛泊市街地道々拡幅事業に係る
家屋の移転対策について

解体が始まり事業が本格化され

5

戸 嶋 議 員

一般質問

実態についてご説明を頂きたい︒

その後のタイムスケジュールと

終了しているとのことですが︑

話では︑昨年末は一定の作業が

ありました︒期成会関係者のお

しなければならないとの答弁が

がら︑その作業が終了後に検討

街地の空き地状況をも考慮しな

建て替え予定地については︑市

の整備計画に関する質問にも︑

また︑同僚議員の消防支署庁舎

であるとの答弁がありました︒

ま町が動く訳にはいかない現状

どの程度できるか分からないま

になるのか︑全体的な空き地が

その段階ではまだどこが空き地

について質問させて頂きました︒

ュールについて︑その進捗状況

ンの実現に向けたタイムスケジ

づくり総合計画﹂マスタープラ

くりのチャンスであり﹁新まち

工事は鴛泊市街地最後のまちづ

い施設も変わりますので︑道々

て公共が整備しなければならな

ては商店街の形成や整備によっ

すが︑市街地に係る部分につい

ら整備する計画を立てておりま

9つのゾーニングに区分しなが

備計画マスタープランを作成し︑

択して頂くために鴛泊市街地整

ております︒道々拡幅事業を採

なければならないとのお話をし

めに提案・セットし段取りをし

このことは期成会の方々にも早

限界があると思っておりますし︑

もらえるようにしなければ私の

悩み等を町の方々が直接聞いて

題や問題︑あるいは希望・要望

元で解決しなければならない課

不可欠であると思っており︑地

成会が精力的に活動することが

成には︑鴛泊市街地整備促進期

したいと考えています︒早期完

縮しながら完成できるよう努力

るとともに︑事業を1年でも短

も計画通りの進捗を期待してい

ます︒1回目の集約ができてい

いかないのではとの思いもあり

すから町全体のことまで及んで

の移転補償交渉は大変な作業で

の中では︑期成会の人達は自分

ーツだと思います︒そのパーツ

幅は大変重要なまちづくりのパ

ているとのことです︒道々の拡

をするの色分けが期成会で出来

える︑移転をする︑更には転出

が終わっていて︑現状で建て替

階で昨年末に1回目の集約作業

ンケートになっていて︑この段

という実質的な補償に関するア

継者がいないので出て行くのか

じ場所に建つのか︑それとも後

段階になると町に残るのか︑同

います︒その後︑実際に補償の

でお願いした経緯があったと思

町から出て行かないという前提

色々なアンケートを取った時は︑

再質問

いと思っています︒

作業が終了したとは考えられな

すが︑現状では全体的な一定の

かという基本的な考えを持って

ですから譲りあえるのではない

地という問題があり仲間なわけ

作っていくのか︑そうすると土

うするのか︑どういう商店街を

本は︑皆で集まってこの町をど

かと危惧感を持っています︒基

な話になってしまうのではない

達はただ店を建てるだけみたい

め方をしていかなければ︑自分

町が入ってくる︒そのような進

場の何が必要なのか︑その中に

していくのか︑そのためには役

自分たちの商店街をどのように

れああすれという問題ではなく

町長

いますが︒

る必要があるのではないかと思

って出して頂き︑たたき台にす

イニシアティブ︵主導権︶を取

りの︑ある程度の具体案を町が

の拡幅を通した全体のまちづく

の懸念も理解できますが︑道々

並みについて︵歯抜けの状態︶

惧します︒町長の発言された街

街並みが新しい市街地として生

今後も順調に工事が進み︑今の

めて最終的に完成するのは今の

考えていますが道路の拡幅も含

ています︒若干の変更はあると

本町の商店街に入ることになっ

と考えております︒昨年末一定

着実に実行しなければならない

の課題・問題をクリアしながら

考えておりますし︑一つひとつ

画を計画しなければならないと

いく必要があると思いますし︑

地を利用した一定の提案をして

いうデーターを使いながら空き

けておかないで︑空き地等そう

るのであれば︑期成会だけに預

い︑これは町でやってもらわな

で動いてもらわなければならな

ました︒期成会の中でこれは町

回はやるという動きになってき

います︒期成会は最低1月に1

当時道々整備のために

町長

拡幅事業と連動した施設整備計

まれ変わるのを楽しみにしてい

年度というスケジュー

基本的には︑町がこうす

質問①

は順調に推移していると考えて

る一人でありますが︑多くの町

ところ

昨年から道々拡幅の第

一工区の関係する移転が始まり︑

おり︑ 年度の予定としては︑

民も新しいまちづくりに期待す

23

道々拡幅に伴う移転補償

いよいよ新しいまちづくりがス

①道々拡幅に伴うまちづくりについて現
状の進捗状況と今後の見通しについて
②旧研修センター跡地の利活用について

タートしたという感じを強くし︑

黒 川 議 員
ると同時にその推移に強い関心

ルの中で︑宗谷総合振興局では

いては︑どのようなことが解決

の作業が終了したとのことにつ

まちづくりのただのパーツに終

見えていかない段階では新しい

まちづくりの重要なポイントが

でいかないのではないかと思っ

携がなければまちづくりは進ん

ければならないというような連

ています︒

したのか情報がありませんので

わってしまうのではないかと危

精力的に予算を獲得しながら完

再質問によって答弁をいたしま

成年次に向けて取り組んで頂い
ているということで︑町として

月の第4回

27

を持って見守っているところだ
と思います︒昨年

定例会において︑この道々拡幅

12

6

一般質問・委員会レポート

期成会に背負わせることは︑期

々な案がこれを実現するために

します︒まちづくりプランの色

ンになるという部分は理解いた

係者ということで期成会がメイ

再々質問 期成会が商店街の関

います︒

いかなければならないと思って

中で課題解決・問題解決をして

では︑議会の皆さんや期成会の

ても決定する計画を立てる段階

えておりますし︑何をやるにし

していかなければならないと考

分担を図っていくような連携を
っています︒

問題解決まで時間を要すると思

められたい︒

ついては関係者の協議により進

4

ペシ岬遊歩道等の現況調査

り︑特記事項なし︒

整備工事は順調に進捗してお

況調査

鴛泊港鬼脇工区整備工事現

成会自体は自分のことが大変重

3

荷となっていることもあり現状

︵主導権︶を取って頂きたい︒

の提案等を町がイニシァテイブ

ら期成会と相談し︑公的な施設

すので︑空き地状況を考えなが

りの最後のチャンスだと思いま

況が伝わってきます︒まちづく

地域の皆様に活用して頂ければ

ては︑できれば道々拡幅に伴う

町長 跡地の利活用につきまし

のかを伺います︒

のように生かしていくお考えな

用しているのか︒また︑今後ど

建物取り壊し後︑どのように活

質問②

移転交渉が始まりますので︑仮

再質問 来年から本町商店街の

施設整備工事の進捗状況は工

現況調査

感のある整備を進めることでは︑

して位置づけし周辺環境と一体

の話を聞いてもかなり大変な状

特に公共防災の消防庁舎は︑訓
と考えておりましたが︑職員住

店舗・仮倉庫などの利用に応え

事工程表どおり順調とのことで

遊歩道の一部に︑治山事業に

練スペース・機動スペースもあ

宅の建設用地︑本町のロードヒ

られる一時的な代替地というこ

旧研修センター跡地は

り街並みの基本配置まで期成会

ーティングの敷地用地として町

とでの開放をお願いしたい︒ま

分的に見られることから歩道路

盤の補修を行うべきである︒ま

た︑現存している通路︑広場等

の管理について︑事故を未然に

防ぐことからも管理責任の範囲

を調査の上管理方法を検討すべ

町長 期成会の関係は何もかも

ればと思います︒

このため︑これから新たな町有

ていることが判明いたしました︒

地と交換を条件に契約を締結し

して頂きたい︒

障にないような形でも有効利用

題も出ていますので︑交通に支

た︑冬になると道路駐車等の問

いては︑利用者の利活用を勘案

施設整備に伴う備品の整備につ

一部が使用可能との事であるが︑

ある︒平成 年1月より施設の

な整備計画を立案すべきものと

関係機関との協議の中で将来的

きと思われる︒観光スポットと

期成会でやった後に町でやりま

地が発生するという予測が難し

空くところは空くという見込が

自分たちの責任で行って頂き︑

あると考えて︑その相手方にこ

の問題を解決することが先決で

いという判断から︑この際︑こ

はありませんが︑交換条件の問

町長

されたい︒

し機能的なものとなるよう配慮

なっていける︑またそういうふ

段階であります︒これが解決で

ことができないか相談している

いと思っています︒

んに意見を聞かなければならな

ので︑これから一つひとつ皆さ

ては︑施設が適切に利用される

﹁道路・用地・物揚場﹂につい

改良工事により整備される

具体化になっているもの

立てば︑町が入っていきながら

題解決はまず先に行います︒候

うにしていかなければならない

きれば︑残地はなるべく道々拡

鴛泊港整備工事現況調査
補地としてあげてあるわけです

と思っています︒自分達のほう

幅に伴う関係者が利用すること

2

れらの土地と交換して解決する

のものが解決していきながら︑

周辺環境の美化に関わる案件に

とともに︑植栽︵花壇︶による

街並み形成のための提案があれ

が望ましいと考えていますので︑

鴛泊保育所現況調査

鬼脇保育所現況調査

事項なし︒

維持管理は良好であり︑特記

6

理は良好であり︑特記事項なし︒

工管理に努められたい︒維持管

園児等の安全に十分配慮した施

今年度実施される改修事業は︑

5

思われる︒

すということではありません︒

総合交流促進施設整備工事

よる支柱やワイヤーの露出が部

はできない状況ではないかと思

民の方から町が港町付近の町有

1

いますので︑再度ご検討を頂け

総務民教産建常任委員会

8月31日

提案し希望を聞きながら一体と

23

ばそれを検討し︑行政と地域の

7

今後の利活用が問題となってい
旧研修センター跡地

臨 時 会

第2回臨時会
9月7日

出席議員9名

利尻島灯油備蓄施設建設工事請負契約についてなど

計段階での検証の結果︑まだ何
十年も大丈夫であろうという見
解を頂いての結果でありますの
でご理解願います︒

事

第3回臨時会
人

に食い止めるように考えており

・補正額2千273万8千円を

︹補正内容︺

計補正予算︵第2号︶

次の方々の選任・任命に同意し

▽平成 年度利尻富士町一般会

ます︒タンクの解体については︑

ました︒

ませんが︑通行の支障を最小限

古いタンクを1基解体し新しい

追加し︑歳入歳出の総額をそれ

工事請負契約
▽利尻島灯油備蓄施設建設工事
タンクを作り︑新しいタンクに

町長より同意案が提出され︑

請負契約について
ぞれ
する︒

て
鴛泊字栄町

尾形

仁將

▽公平委員会委員の選任につい

余っている灯油を移し︑その後

億6千441万2千円と

◎契約方法
タンクを解体し新しいタンクを

︹質疑内容︺

▽固定資産評価審査委員会委員

作るという流れで考えておりま
藤井議員 新築する教員住宅に

宏道

ーミナルの前方左側に受入ピッ

産業建設課長

ます︒

タンクの解体について説明願い

や工事期間中の車両の通行止め︑

工事にあたり︑岸壁からの配管

藤井議員

のまま使い同じところに建てる

00キロタンクの基礎自体はそ

のものをそのまま使うこと︑8

ておりますので︑防油提は既存

十分耐えうるという数値を頂い

産業建設課長補佐

れますが︒

防護壁を作る必要があると思わ

俵谷議員 タンクの設置構造上︑

いては︑坪6万4千円程度です︒

考えです︒解体工事の単価につ

ペースは砕石で整地するという

とは可能ですので空いているス

いますので︑そこに駐車するこ

アプローチ自体は舗装を考えて

形での舗装は考えておりません︒

教育委員会次長 駐車場という

ます︒

て
昭和

鴛泊字野塚 山本

▽教育委員会委員の任命につい

現在フェリータ

備蓄タンク

年4月

挙

日生

▽選挙管理委員会及び同補充員
の選挙について

選挙管理委員及び補充員の任

期満了に伴い︑議会において選

挙された結果︑次の方々が当選
されました︒

月

日
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年7月

平田

日生

茂

出席議員9名

鴛泊字本町

昭和

鬼脇字鬼脇

昭和

昭和

鬼脇字鬼脇

第1順位

昭和

鬼脇字鬼脇

第2順位

鴛泊字栄町

昭和

第3順位

鴛泊字栄町

昭和

第4位順位

鴛泊字栄町

昭和

秀春

日生

信吾

年5月

山田

信一

年5月9日生

中西

年7月2日生

神田

工藤

昭

日生

敏夫

年1月

日生

弘子

年5月2日生

信司

年3月5日生

高坂

年3月

今

◎選挙管理委員補充員

昭和

佐野

◎選挙管理委員

10

鴛泊字栄町

21

指名競争入札

付属した駐車用地の舗装工事も

の選任について

◎契約金額

含まれているのか︒また︑解体

日生

再質問 タンクの解体費用は︒

す︒
解体に関わる費

廣澤

年1月

産業建設課長

鴛泊字栄町

昭和

用は工事費に含まれております︒

1億9千950万円
株式会社 太平洋製作所

◎契約の相手方
代表取締役 河原田 雄一

工事費の単価について説明願い

トがありますが︑フェリー埠頭

ことを考えております︒

年8月2日生

の改修等港湾整備計画もありま

再質問 構築物には耐用年数が

昭和

すのでＲＯＲＯ岸壁側に受入ピ

ありますので新しいタンクを設

新しいタンクの設置

ットを新設することから︑管を

置して使う場合︑耐久性に不安

︹質疑内容︺

敷設して埋め戻すことでは2箇

を感じるが︒

構造計算上

所の道路横断ということになり

産業建設課長補佐

洋子

ますので一時的な通行止めの措

自体の基礎︑防油提の基礎は設

選

置を取らざるを得ないかも知れ

25

15

24

19

15

12

26

17

31

29

16

32

32

24

38

27

22

45

8

意 見 書

意見書提出 ︵要約︶
を考慮し︑総合的な事業評価手

地域にもたらされる多様な効果

保を図るとともに︑森林整備に

現場事業の担い手などの育成確

施業の集約化を担う人材︑及び

立に向けて︑森林計画の作成や

なく児童生徒を教職員定数算定

ること︒同時に︑学級数だけで

〇人﹂から﹁三〇人﹂に改善す

1

平成二十三
年 元旦

皆様のご多幸
をお祈り申
し上げます
本年もよろ
しくお願い申
し上げます

新春のお慶び
を申し上げま
す

年賀の挨拶状を失礼します。

学級編成基準を現行の﹁四

法となるよう検討すること︒

方式へ反映させること︒

◎道路の整備に関する意見書
要する経費の定額助成を実施す

地方の財政負担の軽減に資

6
ること︒

高規格幹線道路ネットワー

1
する地方道路整備臨時貸付制度

複式学級編成基準を改善す

クの早期形成を図るため︑整備

2

ること︒特に︑小学校低学年︑

及び中学校の複式学級を解消す

5 国民共有の財産である国有

の維持・拡充を図ること︒
林については︑公益的機能の一

4

されている定数の定数化を図る

公職選挙法によって、当該選挙区内の方に対し、答礼のため
自筆によるものを除き、年賀状などのあいさつ状は禁止されて
おりますので、ご理解いただきますようお知らせいたします。

中区間の早期供用を図るととも
◎森林・林業政策の早急かつ確

に︑抜本的見直し区間の未着手
区間や基本計画区間について早

ること︒
3

層の維持増進を図るとともに︑
森林・林業政策の推進に貢献す

実な推進に関する意見書

るため︑国による一体的な管

期事業化を図ること︒
1

配置とすること︒

確実に実施すること︒同時に︑

養護教諭と事務職員を全校

策を推進するため安定的な財源

理運営体制を確立すること︒
◎Ｂ型肝炎問題の早期全面解決

地球温暖化︑森林吸収源対

2
措置の確保︑及び森林所有者の
植林意欲を高めるための負担軽

を求める意見書

基礎定数の充実︑及び現在配置
入れ︑Ｂ型肝炎訴訟を全面的に

こと︒

同

一

員

議

高度成長期に整備された老

朽化した道路施設の町寿命化に
係る費用に対する支援の拡充を
減措置等による森林経営対策を

1 国は早期に和解勧告を受け
解決する方向に姿勢を転換し︑

新たな定数改善計画を定め

図ること︒
推進すること︒
2

一日でも早く和解を実現させる

冬期交通における安全性の

確保︑交通事故対策︑自然災害

する公益的機能の重要性を踏ま

3
時の交通機能の確保など︑地域

水源のかん養など森林の有

の暮らしを支える道路の整備及

義務教育費国庫負担を1／
こと︒

た︒

決し︑関係行政庁へ送付しまし

※この意見書は原案のとおり可

の1／3負担を維持すること︒

2負担とすること︒最低︑現在

5

え︑森林の取り扱いに関する所

2 肝炎患者にとって経済的負

有者の責務を明確化するととも

担の心配のない医療費助成制度

び維持に必要な予算額を確保す

に確実に植林する仕組みを構築

に︑大面積皆跋の抑制や伐採後

平成 年度から段階的に実

の整備をすすめること︒

すること︒

ること︒
4
施するとされている一括交付金
3

公共建築物における木材の

の制度設計の際には︑重労整備

見をなくすため正しい知識の啓

3 肝炎患者に対する差別・偏
発活動をすすめること︒

利用の促進に関する法律の制定
を踏まえ︑低酸素社会の実現に

に関する地域の様々な課題に対
応できるよう制度を充実すると

着目した公共建築物や住宅建設

◎すべての子ども達の成長と発
条件の確立を求める意見書

達を保障する教育を支える教育
持続可能な森林・林業の確

び木質バイオマス利用など国産

4

材の利用を拡大すること︒

等における木材利用の促進︑及

ともに必要な予算額を確保する

事業評価に当たっては︑地

こと︒
5

域からの提案を反映させるなど︑
救急医療︑観光︑災害対策など︑

9

23

4．その他不明な点については、議会事務局にお問い合

（電話 82−2512番）

w

殿

○ ○ ○ ○

（陳情の場合は「請願」を「陳情」に読みかえてください。）

月日が経つのも早いもので間もなく師走

も半ばを過ぎ年末を迎えます︒

人が奇

チで大地震と︑その後のコレラ騒動未だに

収まらず︒メキシコ湾での原油流出事故で

が行われ﹁名古屋議定書﹂が採

最悪の海洋汚染となる︒一方で︑名古屋市

でＣＯＰ

択される︒この夏︑日本は暑い日が続き︑

野菜高騰をもたらし︑ゲリラ豪雨が多発し

島も天候不順の夏が続き︑昆布採取に影

災害が出た︒

響が出た︒いまもって日本海側の海水温が

高いところが台風の進路・爆弾低気圧の発

生で︑島も安心していられない︒更に朝鮮

半島の動きが気になる今日この頃だ︒

員

員

副委員長

委 員 長

黒川

前田

戸嶋

藤井孝二郎

議会広報委員会

来年は良き年になるよう祈念するばかり

だ︒

委

健一

芳久

郁夫

委

10

境

編 集 後 記
編 集 後

昨年の政権交代から一年も過ぎ︑事業仕

分けしても借金大国に変わりなし︒リーマ

ンショック後︑欧米のギリシャ︑アイルラ

ンドの財政危機は続いている︒日本は円高︑

デフレと苦しみ大卒の就職率も氷河期を迎

えている︒一方︑隣の中国は経済発展を続

け︑日本を抜いて世界第2位とか︑その中

国が日本国領の劣閣諸島沖での中国漁船の

衝突事件とビデオ流出含め大問題に︒レア

アース輸出規制へと資源獲得時代になる︒

日間閉じ込められた

その中で︑チリ高山の落盤事故で地下70

0メートル

33

今年も天変地異の多い年だ︒南米のハイ

跡の救出で感動する︒

69

10

印刷／株式会社 国

編集／利尻富士町議会広報委員会

発行／利尻富士町議会

日
月
年
平成

議 会 日 誌

員として署名または記名押印を受けて下さい。

9月

3．請願・陳情はいつでも受付けております。

日 鴛泊保育所お遊戯会︵議長外各議員出席︶
日 故川村猛喜元議員叙位叙勲伝達式︵議長出席︶
〃
鴛泊地区敬老会︵議長外各議員出席︶
日 利尻富士町開町130年・町名変更 周年記念式典及び
記念祝賀会︵正副議長外各議員出席︶

2．請願書には、町議会議員の中から 1 名以上、紹介議

月

て下さい。

3日
5日
7日

1．請願書（陳情書）は下記の様式に準じ邦文で作成し

日
〃
日
日

利尻富士町議会議長

紹介議員
（署名または記名押印）

〃
日
日
〃
日
日
日
日
〃

鬼脇保育所・利尻小学校学芸会︵副議長外各議員出席︶
鬼脇地区敬老会︵正副議長外各議員出席︶
利尻漁業協同組合冷凍冷蔵施設工事安全祈願祭︵正副議
長及び総務民教産建常任委員長出席︶
鴛泊・鬼脇中学校学校祭︵正副議長外各議員出席︶
鬼脇金毘羅神社例大祭︵正副議長外各議員出席︶
北海道町村議会事務研究会︵札幌市︑局長出席︶
利尻島国民健康保険病院組合議会臨時会及び利尻礼文消
防事務組合議会臨時会︵関係議員出席︶
平成 年度利尻富士町生活安全大会︵議長出席︶
鴛泊小・本泊小学校学芸会︵議長外各議員出席︶
全国離島振興市町村議会議長会理事会︵議長出席︶
鴛泊地区高齢者スポーツ大会︵副議長出席︶
鬼脇地区高齢者スポーツ大会︵議長出席︶
第 回利尻富士町小中文化交流会︵議長出席︶
よしだ正人政経セミナー︵稚内市︑議長出席︶
第3回臨時町議会
議員会役員会・総会︑森林・林業・林産業活性化推進利
尻富士議連総会

請願書の内容
請願書（代表）
住所
氏名

月

（裏）
（表）

あなたの声を
議会だよりに!
議会に請願（陳情）
される方に

20

日 第 回離島振興市町村議会議長会全国大会︵東京都︑議
長出席・局長帯同︶
日 第 回町村議会議長全国大会︵東京都︑議長出席・局長
帯同︶
利尻山神社新嘗祭︵正副議長出席︶
第4回臨時町議会
議会運営委員会
総務民教産建常任委員会
広報委員会
29

日
日
日
日
〃

54

■宛先■
〒097−0101
利尻富士町鴛泊字富士野6番地
利尻富士町議会事務局
TEL（0163）82−2512
FAX（0163）82−1253
E-mail
gikai@town.rishirifuji.hokkaido.jp
○○○○○
に関する請願
書
願
請

16

議会・広報委員会ではみなさんの
お声をお待ちしております。
わせ下さい。

22

21

24 18

30

10

10

15 14

18 17

29 23 22 19

11

17

30 29 26 23

