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……………………………
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定例会9月会議

定例会9月会議は
定例会9月会議は、9月29日、30日の2日間開催されました。
9月29日 30日の2日間開催さ
本会議では、町長から条例の一部改正、一般会計ほか４特別会計の補正予算などが提案され、
慎重な審議の結果、原案どおり可決しました。
また、平成25年度各会計歳入歳出決算の認定が提案され、議長及び議会選出監査委員を除く
議員全員による決算審査特別委員会（飯田睦穂委員長）を設置し審査しました。

組合長

田岡亮介
原案可決

補 正 予 算

疑

▽平成 年度一般会計補正予
算︵第2号︶
︹補正内容︺
補正額6406万9千円を
追加し︑歳入歳出の総額をそ
れぞれ 億5544万8千円
とする︒

質

伊藤議員 鴛泊のパーク
ゴルフ場がカラスの被害で大
変な状況にあります︒ 月で
使用期間が終わるが︑来年春
から利用するための対策を考
えているか︒
教育委員会次長 カラス
の食害対策の件ですが︑カラ
スに芝を掘り起こされるとい
う大きな被害が発生しており
ます︒原因については︑芝生
の害虫であるコガネムシ科の
幼虫が大量発生したというこ
とですが︑芝の根の先端あた
りに幼虫が生息していて︑そ
の根を食い荒らしたことが原
因で︑芝が剥がれやすくなっ
たということだと考えます︒
委員会としましても追い払い
対策や飛行妨害対策等を試み
10

条 例 改 正
▽利尻富士町保育所条例の一
部改正について
▽利尻富士町重度心身障害者
及びひとり親家庭等の医療費
の助成に関する条例の一部改
正について
︹改正点︺
父子家庭に対する支援の拡
充を図るため︑法律の題名を
母子及び父子並びに寡婦福祉
法に改めたことによる関係条
文の改正︒
原案可決

規約の変更
▽北海道市町村職員退職手当
組合規約の変更について
︹変更内容︺
団体の加入により規約の一
部を変更する︒
原案可決

財産の取得
▽戸籍総合システムの取得に
ついて
取得金額 1620万円
譲渡を受ける相手方 札幌市
中央区北4条西6丁目
北海道市町村備荒資金組合

ましたが︑効果は一向に現れ
なかったわけであります︒こ
れから他課とも連携を図り︑
専門業者にも相談しながら来
年度に向けて色々な事を講じ
ていきたい︒
再質疑 パークゴルフ場
は住民の健康増進を図る目的
を持っており︑また︑使用者
は料金を払いながら使ってい
るわけですから︑不便をかけ
ないよう開設に向けての施策
を実施していただきたい︒

米谷議員 修景池の災害
復旧工事の関係で工法と工事
の実施時期は︒
産業建設課長補佐 公園
内ということで︑バックホー

等は入りません︒そこで︑吸
引車というものを使って土砂
を吸い取るという工法になり
ます︒実施時期は議決をいた
だけましたら早急に発注した
いと考えております︒

飯田議員 地域おこし協
力隊事業についての具体的な
内容は︒
総務課長 この事業につ
きましては︑本町で初めて行
う事業です︒この趣旨につい
ては︑総務省が地域力の創造
と地方の再生を目指した制度
ということで︑協力隊が人口
減や高齢化等の進行が著しい
地方で︑地域外の人材を積極
的に誘致し︑定住・定着を図
るため都市住民のニーズに応
えながら地域の推進・強化を
図ることが目的であります︒
当町では︑外部からの目線に
よる移住・定住︑高齢者支援
対策︑少子化対策など様々な
施策の基礎となるプランニン
グを取り込んでいただくとい
うことで︑具体的にはこれか
ら詰めていきたいと考えてい
ます︒期間は 月1日から年
度ごと3月 日までとしてお
り︑最長3年間契約できる制
度となっています︒

10

31

カラスによって芝を掘り起こされたパークゴルフ場

26

40

2

再質疑 町内色々な角度
から見てもらう︑検討しても
らうということだが︑プラン
ニングの結果をある程度まと
まった段階で議会側にも報告
等があるのか︒
総務課長 議会への報告
については︑問題や課題︑方
向性が纏まった段階ではもち
ろんですし︑ホームページ等
の広報手段を用いて公表した
いと考えています︒
戸嶋議員 先程の修景池
の災害復旧工事に関連しまし
て︑神社通りに水が溢れると
いうことを︑泥を取り除くこ
とで解決するのかという疑問
を持ちます︒登山道路の側溝
から水が溢れて流れ出た水が
修景池に溜まり溢れ出たよう
に思われ︑抜本的に泥を取り
除いただけでは全てが解決す
るようには思えないが︒
産業建設課長 確かに登
山道路からも水が来ています
し︑全体の排水が間に合わず
に溢れている状況と考えてい
ます︒泥を取っただけでも解
決しないだろうとも思ってい
ます︒その対策については︑
排水口を大きくすれば良いの
でしょうけど下流側との関係
もありますので慎重に対応し
なければならないと思ってい
ます︒現在考えているのは︑
雨量が増した場合は早めに消
防に依頼し︑修景池の水を抜
き︑ある程度水量を減らしな
がら︑それを一つのクッショ
ンとして対応したいと考えて
います︒

戸嶋議員 同僚議員の質
疑に関連して︑先程のパーク
ゴルフ場のカラス食害対策の
件であるが︑来年5月にパー
クゴルフ場がオープンするこ
とを考えると︑今対策予算を
補正しなければ間にあわない
のでは︒
教育委員会次長 害虫駆
除の関係はこれからの検討課
題になりますが︑被害箇所へ
芝の種の散布︑肥料の散布︑
土の補充などできる限りのこ
とは現計予算で対応したいと
思っています︒
原案可決

▽平成 年度簡易水道事業特
別会計補正予算︵第1号︶
︹補正内容︺
補正額430万円を追加し︑
歳入歳出の総額をそれぞれ7
691万8千円とする︒
原案可決

見

書

◎ウイルス性肝炎患者に対す
る医療費助成の拡充を求め
る意見書

◎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

※次の意見書は︑定例会9月
会議で原案のとおり可決し︑
関係行政庁へ送付しました︒

意

▽平成 年度下水道事業特別
会計補正予算︵第1号︶
報
告
︹補正内容︺
補正額356万円を追加し︑ ▽平成 年度利尻富士町一般
会計及び特別会計決算に基づ
歳入歳出の総額をそれぞれ1
く健全化判断比率及び資金不
億9844万7千円とする︒
足比率が町長から報告されま
原案可決
した︒

▽平成 年度後期高齢者医療
特別会計補正予算︵第1号︶
︹補正内容︺
補正額 万円を追加し︑歳
入歳出の総額をそれぞれ49
98万7千円とする︒
原案可決

▽平成 年度介護保険事業特
別会計補正予算︵第1号︶
︹補正内容︺
補正額526万5千円を追
加し︑歳入歳出の総額をそれ
ぞれ3億370万5千円とす
る︒

原案可決

25

◎漁業用燃油にかかる軽油引
取税の免税措置の堅持に関
する意見書

3
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26
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8月24日の大雨時
修景池から神社通りへ溢れ出る雨水

一般質問
定例会9月会議

9月29日開催の定例会9月会議において、町行政に対する一般質問がありましたので、
要旨をお知らせします。

長
全国で空き家問題

が政策課題として取り上げら
れるようになってきています︒
放置された空き家はそれに伴
って老朽や災害で倒壊する危
険があるばかりでなく︑防犯︑
生活環境の悪化︑景観の悪化
など様々な問題が生ずるとい
う地元自治体の悩みの種であ
り︑個人財産に関わる問題な
ので︑自治体はどのように関
わったらよいのか戸惑いがあ
り︑どこの自治体においても
取り組むべき喫緊の課題にな
ってきています︒空き家問題
は︑元々基本は所有者の自己
責任の問題であることから︑
行政が安易に介入することは
せずに私的に解決することが
基本であると思いますが︑法
律の枠に留まっていても現実
に空き家は増えていますので︑
新たな手法を考えていく必要
に迫られていると思います︒
質問にあります町独自の対策
条例を制定とのことでありま
すが︑条例を制定する場合の
内容として考えられるのは︑
管理不全な空家の所有者に対
し︑助言︑指導︑勧告︑命令
と段階を踏んでの対策になろ

町

空き家等の対策について

町内には老朽

化したまま放置されている空
家等の建物が数多くみられる
ようになっています︒これが
暴風などで倒壊や散乱する危
険性があると住民から対応策
を求められた場合︑所有者が
在住していれば危険対策等の
協議や相談を行うことが可能
であると思いますが︑所有者
が不在︑所在不明等の場合︑
行政としても直ちにその対応
策をとることが困難になるこ
とが予想されます︒このよう
な場合の措置として︑住民の
安全性確保と観光地としての
環境美化を図る上でも︑我が
町独自の空き家等の対策条例
を制定し︑あらかじめ法的手
段を講じておく必要にあると
思いますが︑町長の所信をお
尋ねします︒

安楽議員

安 楽 昌 弘 議員

町内つぶさに見て

うかと思います︒しかし︑所
有者がこれを履行しない時︑
著しく公益に反すると認めら
れるときは行政代執行法によ
っての措置を行うことになる
かと思いますが︑行政代執行
は簡単に実施できないもので
あり法的手段の一定の限界も
あります︒現実に空き家もあ
りますし︑今後も増えていく
ことも予想されますので︑既
に実態調査をすべく複数の担
当課に指示もしてあります︒
空き家によっては利活用でき
る物件もあるかもしれません
し︑移住・定住等に利用する
政策も考えてみたいとも思っ
ております︒今後︑国の対策
法案の動向を注視しながら︑
実態調査の結果を待って町独
自の条例制定に向けての調査
研究︑現在制度化されている
国の財政支援の内容などの把
握を急ぎますのでご理解を賜
りたいと思います︒

再質問

回ったわけではありませんか
ら実態はわかりませんが︑大
磯地区の道道沿いに相当老朽
化して︑強風によってあおら
れるような状況になっている
建物があります︒車の通りも
多いということから何らかの

長

個人の財産権とい

対策をとらなければならない
と思われるが再答弁を︒

町

う問題があり︑行政が代執行
しながら処理するということ
にはならず法律的な限界があ
るとも思っております︒大磯
地区の建物については所有者
に対し倒壊の恐れがあるなど
の助言等は行っておりません︒
現在担当課の方に実態調査を
行わせており現状写真や様々
なデータ等を作成整理しなが
ら進めたいと思っており︑私
の考えでは︑早ければ平成
年度中にでも空き家対策等の
条例を制定したいと︑今のと
ころは考えております︒札幌
鴛泊会や鬼脇会の会員には夏
の間だけでも利尻に行きたい
という方々も多くいるようで
す︒公営住宅には限度があり
ますので︑このような事も考
慮し︑これから空き家等も増
えると予想し︑住民と協力し
ながら何とか利活用できるよ
うな制度も条例の中に入れて
制定したいと思っております
のでご理解いただきたい︒
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5446万円
簡 易 水 道 事 業

7890万円

7840万円

50万円
下 水 道 事 業

1億9810万円

1億9755万円

54万円
港 湾 整 備 事 業

5億5153万円

5億5119万円

33万円
業

7401万円

7391万円

10万円
国民健康保険事業

4億5728万円

4億5595万円

133万円
後期高齢者医療

4557万円

4523万円

34万円
介 護 保 険 事 業

3億2255万円

3億1918万円

336万円
介 護 サ ー ビ ス
（秀峰園、老健、デイサービス）

4億6297万円

4億4710万円

1586万円
歯 科 施 設
（鬼脇歯科診療所）

6156万円

5839万円

316万円
国民健康保険施設
（鴛泊診療所）

7884万円

7746万円

137万円

69億4539万円

68億6399万円

8139万円
計
合

る一定の金額を超えて寄付を

物を贈っているようだが︑あ

の報償は同じような内容の品

また︑多額の寄付者に対して

費について︑件数は何件か︒

ふるさと応援寄付金報償

ません︒

りますので対応の必要はあり

ウインドウズ7等になってお

ており︑その他は全てＯＳが

ＸＰ対応したのは 台となっ

しています︒その中で︑昨年

いただいた方に感謝状を贈呈

清掃費のし尿処理業務負

感 謝 状については︑今まで贈 呈

く贈呈している状況ですが︑

ては︑普通よりも特産品を多

集落で 事業の実施となって

鴛泊集落で 事業︑鬼脇

4678万4千円の内容は︒

離島漁業再生支援交付金

となっています︒

半ということで︑半々の負担

利尻町と管理運営費を折

担金についての負担割合は︒

件数については925件

る考えはないか︒

するなど特別なはからいをす

29

はしていませんが︑今 後 相 談し

費です︒多額の寄付者に対し

で439万1556円の報償

決算審査特別委員会での質疑

ただきたい︒

数・金額がわかれば教えてい

入金額と

年度今現在での件

年度のふるさと納税収

事業等を実施しており︑鬼脇

ナマコの移殖事業︑害敵駆除

アワビの人工種苗放流事業︑

はウニの人工種苗移殖事業︑

ながら検討したいと思います︒ いますが︑主な事業は鴛泊で

11

纏めておりますが︑285件

年度は8月末で

年度は1157万59

魚をつくる植樹事業︑ヨレモ

業︑ノナの移殖放流事業︑お

ではナマコの人工種苗購入事

26

0円です︒

ート期間が終わったが︑

年

ウインドウズＸＰのサポ

また今後の計画はどうなって
いるか︒

で1件で

万円です︒

置のための補助金ということ

旭浜地区の合併浄化槽設

等補助金の内容は︒

下水道費の水洗便所改造

ります︒

で289万円となっています︒ ク対策事業などを実施してお

26

度でどの程度の更新を行い︑

25

事
泉

25

約 台のパソコンを保有

5

45億5958万円

温

引
差
出
歳
入
歳
会 計 名

−平成25年度−
各会計の状況

12

16

46億1405万円
会
般
一

25

90

計

平成 年度決算 決算審査特別委員会
平成25年度各会計決算審査特別委員会は9月29日に開催し、付託された全11会計の決算
を審査しました。
一般会計、特別会計合わせて68億6399万円となり、審査の結果、原案のとおり認定し
ました。

225

68億6399万円を認定

金額の単位は「万円」で切り捨てていますので、差引・合計が合致しない場合があります。

用はどのようになっているか︒ 様々な面から検討して参りま

いて︑温泉プール自体の総費

都市計画公園管理費につ
なども検討しており︑今後も

いうことではクレジット納付

し合って収入確保に向けて取

思われるが︑職員で知恵を出

入を上げるかが大きな課題と

らいかに利用者増を図って収

納になってしまったというこ

ていましたが︑最終的には未

ことであったため納付を待っ

末には纏めて支払するという

費ですが︑需用費︑役務費︑
では︑やはり利尻は昆布とか

魅力ある商品ということ
入湯税について温泉と北

少しずつでも納めていただき︑

くくなってしまうと思うので︑

す︒

とでございます︒

委託料合わせまして1895
ウニというブランド力があり

のしまーを除いた収入はどう

温泉プール湯泳館の総経
り組んでいただきたい︒

万6267円が総費用となっ
ますので︑そのブランド力を

これ以上未納額を残さないた

めにも︑これから取り組んで

金額が溜まるほど払いに

ております︒
なっているか︒

総額については1346

贈呈する特産品の内容は︑ 泊業者からの収入は838万

と話し合いし︑ 年度で納付

1名の大口の未納の家族

ほしいと思うが︒

2150円となっています︒

するように分割の納付計画を

万400円ですが︑その内宿

業者によって多少異なります

宿泊業者からの徴収方法

す︒

供していただきたいと思いま

利用し寄付いただいた方に提
年度は現段階で28

ふるさと応援寄付金につ
いて︑
きましたが︑
がウニの一夜漬けは必ず入れ

年度は925

件で1100万円以上ありま
るようにしておりますし︑昆
り昆布とかトロロ昆布︑場合

のは色々な話題になっており︑ 布が欲しいという方には花折

基づきまして︑大人150円

各宿泊業者からの申告に

注視しながら完納に向けて注

りますし︑今後も納付状況を

増えているが︑この理由は︒

ますし︑まだ検討段階ではあ

負担になっています︒これか

温泉プールは大幅な財源

ついて協議しましたが︑年度

て未納の状況︑納付の方法に

73

りますが︑納めやすい仕方と

付が終わっております︒

当町は先進的に早い取り組み

が113万円程あり︑その中

介護サービス収入の未収

の入湯税を徴収しております︒ 意して行きます︒また残り2

ますので︑大変喜ばれている

によってはカニも入れたりし

魅力ある商品を贈呈するなど

と思っております︒
温泉プールで18︐00

で自己負担収入が112万円

ばならないと思うが如何か︒

3名分の未納となってい

います︒この方につきまして

0千円以上の経費が掛かって

温泉プール使用料︑温泉

は︑6月分から未納となり︑

ふるさと応援寄付の件で

プール貸付販売収入合わせま

それが3月まで未納となりま

ますが︑その内1名の未納が

月までまだありますので︑こ

万5450円が収入と

いるとの答弁があったが収入

れからの寄付に期待をしてお

して

したが︑家族の方と話し合っ

すが︑今年度8月末の件数と

ります︒魅力ある報償の仕方

なっています︒

はどのくらいになっているか︒ 103万2984円となって

をこれから検討したいと思い

金額を申し上げましたが︑3

してもらえる形を作らなけれ

知恵を出してもう少し寄付を

を行ってきたわけですが︑金

作成し︑現在納付が進んでお

26

名の未納分については既に納

25

額が減っている状況を見ると︑ 利尻島特産の物を入れており

はどうなっているか︒

した︒今ふるさと納税という

5件︑289万円と先ほど聞

26

質疑・質問は要約されています

議会だよりではスペースの都合上、審議した議案や質疑・質問と答弁の内容を要約
して載せています。
会議の内容は、会議録に詳細に記録されており、ご覧になりたい
方は議会事務局にお問い合わせ下さい。

6

決算審査特別委員会報告書（抜粋）
委 員 長 飯 田 睦 穂
副委員長 安 楽 昌 弘
歳出においては、厳しい財政事情の中、町民福祉向上に直結する適切、効果的な事務・
事業を執行し、特に国の補正予算等による補助交付金等を有効活用し、一般会計・特別会
計を併せ1,571,491千円の普通建設事業費をもって、町内景気浮揚を図ったことは、継続
的な行財政改革の推進に加え、効果的で効率的行財政運営によるものであり、町理事者の
強力な指導力と牽引力が効を奏しているものと思います。
歳入は、税収入や各種使用料収入等の徴収に向けて事務担当者が連携してその対策にあ
たっている努力は認めたいが、町税、国保税、各種使用料等の新たな収入未済額の発生防
止に努めるとともに、滞納額については、厳しい経済情勢ではあるが負担の公平性を欠か
ないためにも、滞納の実態に応じた収納方法を十分検討し、収入確保の実績が向上するよ
うさらに努力していただきたい。
他方、国内政情に目を向けると、政府は国家政策の矛先を「地方創生」へと向けつつあ
り「元気で豊かな地方の創世」を成長戦略の柱に据えました。去る９月３日の第２次安倍
改造内閣の発足に合わせ「まち・ひと・しごと創世本部」を設置し、人口急減・超高齢化
という我が国が直面する大きな課題に対し、各地域がそれぞれの特徴を活かした施策推進
を実行しようとしています。当町においても国の政策等を慎重に見据え、これまで以上に
持続可能で安定した財政基盤を確立し、自主・自立を目指した行財政運営の下で、より一
層の健全化と適正化が図られることを期待するものであります。
結びに、決算認定制度の意義として次年度の予算編成と財政運営に審議過程での各種検
証事項や改善事項等を活かすことが求められます。これらを真伨に受け止めていただき、
より一層町民満足度の高い次年度予算となることを望み審査意見といたします。
◎利尻空港の利用状況につい

定例会９月会議において、町長より「利尻
空港の利用状況について」ほか４件について
行政報告がありました。
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10

に任意接種で自己負担金3千

90

月

歳︑

85

円で実施していますが︑

歳︑

80

から予防接種法の改正により︑

75

歳︑

歳︑100歳となる人

95

定期予防接種として実施され

70

ることになります︒原則

歳︑ 歳︑

歳︑

歳

66

まで2100円で接種するこ

ととし︑この年齢以外の

以上の方の任意接種は250

年度普通交付税額の

26

0円で実施します︒

◎平成

20

行政報告
確定について

億1318万5千円で前

年度より1315万4千円少

おります︒なお︑全道町村平

て

6月は往復1211人で搭乗

均は4．7％の減︒宗谷管内

68

利尻・丘珠間︵ＨＡＣ︶は︑ なく︑0．6％減で決定して

．1％︒7月は往復144

町村平均は5．0％減であり

56

64

． ます︒

日に高橋北海道知事

．6％︒8月

1人で搭乗率

は往復1524人で搭乗率

3％となりました︒

ついて

8月

が武部代議士︑吉田道議︑三

日の大雨

利尻・千歳間︵ＡＮＡ︶は︑ ◎高橋知事の災害状況視察に

．3％︒8

好道議と共に8月

警報及び土砂災害警戒情報発

表による災害状況視察のため

来町されました︒

私からは︑住民の避難勧告

に対しての状況︑特に本町は

26

6月は往復4233人で搭乗

．6％︒7月は往復61

64

78

24

率

15人で搭乗率

月は往復5111人で搭乗率

．9％となりました︒

歳以上を対象

7

◎高齢者肺炎球菌ワクチン接

種について

9月現在は
70

69

排土を実施していただきまし

ナイ沢川︑オチウシナイ川の

含め要望した結果︑早速ヤム

地調査で排土が必要な河川を

的支援等を説明し︑その後現

・河川の調査に対しての技術

土石流が心配なため急傾斜地

も同内容を要望してまいりま

道議会自由民主党道民会議に

望してまいりました︒同日︑

現状維持に万全を期すよう要

れ︑普及組織の体制について

係町長が道庁水産林務部を訪

海道離島振興協議会として関

係があるため︑9月

日に北

た︒9月4日に私も道庁に出
した︒

月

日︼

定例会 月会議
︻

人 事 案 件
町長より同意案が提出され︑
次の方々の選任・任命に同意
しました︒

鬼脇字鰊泊

工藤弘子氏

鴛泊字栄町

川村正博氏

鬼脇字鬼脇

神田信司氏

鴛泊字栄町

◎選挙管理委員補充員
第1順位
第2順位
第3順位
第4順位

渡辺つづ子氏

月

日︼

定例会 月
第2回会議
︻

条 例 改 正

▽職員の給与に関する条例の
一部改正について
︹改正点︺

年4

平成 年人事院勧告に基づ

給与改定の内容

く改正︒
◎Ｈ

給料表の改定︵平成

月1日〜若年層を中心に平

鴛泊字本町

佐野秀春氏

平田

げ︒

勤勉手当を0．

ら3500円の幅で引上げ︒

◎Ｈ

給与改定の内容

給緩和

特定職員︵ 歳を超える6

げ
︵3年間の現給保障あり︶
︶
︒

月1日〜平均2．0％引下

給料表の改定︵平成

年4

管理職員特別勤務手当の支

27

級以上の職員︶の給料月額

の減額支給期間を定める︒

段階的実施に必要な原資確

保のため︑平成 年1月1

平成 年人事院勧告により︑

︹改正点︺

て

関する条例の一部改正につい

▽利尻富士町長等の給与等に

原案可決

日の昇給を1号俸抑制︒

27

向き︑今後の大雨に対する対
策等を要望してきました︒

▽固定資産評価審査委員会委
工藤明夫氏

員の選任について
鴛泊字栄町

挙

山本洋子氏

▽教育委員会委員の任命につ
いて
鴛泊字野塚

選

▽選挙管理委員及び同補充員
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︒

均0．3％引上げ︶
︒

鬼脇字鬼脇

山田信吾氏

通勤手当を月額100円か

鬼脇字鬼脇

中西信一氏

月分引上
鴛泊字栄町

55

11

25

議会活動にふれる最も身近な方法です。皆さんの選んだ
議員の活動や町政の方針などをぜひご自身でご確認下さい。
会議当日の受付で傍聴できます。
役場３階の傍聴入口までお越しください。

11

◎選挙管理委員

11

11

◎水産技術普及指導所につい
て
8月1日に道庁水産林務部
水産振興課長が来町し︑平成
年3月に策定した北海道に
年

おける水産業改良普及事業見
直しの基本方向と︑平成
3月に改定された北海道職員
適正化計画を踏まえ︑本町に

傍聴は、

27

一般職の勤勉手当が引上げら

月分

れたことにより︑町長等の期

末手当についても0・

引上げる︒

原案可決

15

ある水産技術普及指導所を支
所化し︑稚内を本所として職
員3名を2名体制に︑平成
年度から実施するとの申し入
れがありました︒私からは︑
水産業が地域経済を牽引する
基幹産業であり︑資源管理︑
漁場環境保全のため技術普及

議 会 に 行 こう

4

茂氏

26

26

25

15

や指導が必要であるとし反対
を申し上げておりました︒こ
の問題は本町ばかりでなく︑
利尻町︑礼文町︑奥尻町も関

26

26

21
27

18

8

だきたい︒

づくりも積極的に行っていた

必要なものを自ら備える意識

だけで終わることなく︑各自

減災意識を高めながら︑公助

後より一層住民自らの防災・

であると考えられるため︑今

復させ人口減少に歯止めをか

支援策を講じても出生率を回

々な事業を展開しているが︑

員会︑社会福祉協議会等で様

されており︑福祉課︑教育委

議においても度々質疑︑質問

ている所である︒当議会本会

①議会だより利尻富士№16

◎広報・広聴常任委員会

営に努めていただきたい︒

策にも意を呈し円滑な会計運

また︑税・保険料の未収金対

改正等の動きを捉えながら︑

くい環境にあることは理解し

4の編集についての調査及び

地域福祉︑高齢者福祉は急

ているが︑国・道の動向も注

けることは難しい状況になっ

激な高齢化の進展に伴い︑日

視し︑将来を見据えて持続可

協議

常生活の生活支援や介護のあ

能な対策を各課連携しながら

ている︒少子化及び子育て支

り方の見直しが喫緊の課題に

今後も実施していただき︑若

②高齢者等見守りファイル活

なってきている︒こうした中

い世代が少子化及び子育て支

援の有効な対応策は生まれに

◎総務民教産建常任委員会

で︑関係機関との連携強化や

援を実感できる対策が図られ

となっている︒予期できない

る配布率は約半数の

．6％

ったが︑8月7日現在におけ

会を開催しながら配布にあた

袋﹂を各地域訪問の上︑説明

災害時及び緊急時等にも積極

元管理し︑平常時はもとより

障がい者等の様々な情報を一

あったと思われる︒高齢者や

したことは適時適切な対応で

高齢者見守りファイルを整備

の説明を受け︑予算編成等を

事業の制度内容及び給付状況

国保・後期高齢者・介護各

険事業の状況

高齢者医療制度並びに介護保

④国民健康保険事業及び後期

度重なる国の制度改正等によ
少子化問題は全国的な課題

と介護は福祉行政の根幹にな

を増すと予想されるが︑医療

年賀の挨拶状を失礼します。

新春のお慶び
を申し上げま
す

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。

平成二十七
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

同

一

員

議

用状況

①災害対策用備品の内容及び

情報の共有に努めながら地域

配布状況

災害に対応するためにも早期

的に活用し︑身近な見守り体

含めた事業運営の難しさを目

の見守り体制を強化するため︑ るよう期待する︒

に全世帯配布が完了するよう

制を構築していただきたい︒

避難時に必要な﹁非常持出

望みます︒また︑非常持出袋

③少子化及び子育て支援対策

り安定した会計運営は厳しさ

の当たりにした︒3事業とも

るものとして避難の際必要な

の実施状況

の中身については︑公助によ
非常用品を一部装備した内容

関係機関の情報提供等の下に︑ となっており︑国においても

るものと思われ︑今後も制度

になっているが︑避難は行政

実効性ある対応策が検討され

自助・共助によるものが基本

9

8月27日 総務民教産建常任委員会
9月22日 広 報 ・ 広 聴 常 任 委 員 会
52

議

会

日

10月
１日
２日
５日
８日
11日
12日
14日
15日
17日
19日

21日
24日
26日

誌

11月
敬老会（鬼脇地区）
敬老会（鴛泊地区）
鬼脇保育所・利尻小学校合同学芸会
表彰者選考委員会
金刀昆羅神社例大祭
鴛泊小学校学芸会
鬼脇中学校学校祭
道有施設要望活動
（稚内市、正副議長・米谷委員長）
利尻島国民健康保険病院組合議会臨時会
道有施設要望活動
（札幌市、正副議長・米谷委員長）
自由民主党北海道第十二区選挙支部 平成26
年度宗谷管内ブロック協議会定例大会並びに
自民党政経セミナー（稚内市、議長）
利尻礼文消防事務組合議会臨時会
総務民教産建常任委員会
鴛泊保育所お遊戯会

２日 自由民主党移動政調会（稚内市、議長）
３日 利尻富士町功労者表彰式
４日 定例会11月会議
10日 北海道離島振興町村議会議長会優良市町村視
察（東京都八丈町、議長）
11日 離島振興市町村議会議長全国大会
（東京都、議長）
衆議院議員 武部新先生との意見交換会
（東京都、議長）
12日 町村議会議長全国大会（東京都、議長）
23日 利尻島新嘗感謝祭
25日 定例会11月第２回会議
議員会総会
林活利尻富士議連総会

12月
５日 議会運営委員会
７日 歳末チャリティー演芸会
12日 定例会12月会議
広報・広聴常任委員会
16日 利尻礼文消防事務組合議会
利尻島国民健康保険病院組合議会
17日 利尻郡清掃施設組合議会
利尻郡学校給食組合議会

議会の予定
２月

総務民教産建常任委員会
広報・広聴常任委員会
３月 定例会３月会議

平成26年11月11日、東京都で開催された
「第33回離島振興市町村議会議長全国大会」
において、全国離島振興市町村議会議長会理
事である前田議長が決議案を壇上から提案し、
満場をもって賛同を得ました。

編 集後記
編寒集
さ厳し後
い師走となり︑何かとあわ

ただしい毎日を送られている事と思い

ます︒

日に衆議院議員総選挙

14

色々と本年の出来事を思い起こして

12

も一つ一つ書くスペースはありません

が︑先日 月

編集／利尻富士町議会広報・広聴常任委員会

が行われ各政党の悲喜こもごもの光景

70

を目にした訳ですが︑何はともあれ迎

える新年は戦後 年という節目の年で

あります︒戦前から戦中・戦後と長い

間過ごされてきた大先輩達と共に現代

を生きながら︑幸せを実感出来る年に

なってほしいものだと希っています︒

今年も残り一週間余りとなりました︒

2014年歳末にあたり町民皆様方

におかれましては︑どうか健康に留意

され元気に新しい年を迎えられますこ

とをお祈りいたします︒

利尻富士町議会

広報・広聴常任委員会一同
発行／利尻富士町議会

※議会の予定は変更になる場合があります。議会
事務局にご確認下さい。
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