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当 初 予 算
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行革プランの効果を
反映した 年度予算

平成 年度予算は、一

般会計 億５０７３万４

０００円、国民健康保険

事業特別会計２億３３２

０万１０００円、簡易水

道事業特別会計９億８８

平成24年度予算

名

６９万７０００円、後期

高齢者医療特別会計６１

１１万１０００円とする

予算が提案され、審議・

採決の結果、一般会計・

国民健康保険事業特別会

計・簡易水道事業特別会

計は、全員賛成で可決し

ました。

計

なお、後期高齢者医療

一

特別会計は、賛成７・反

会

対１で可決しました。

（ 年度予算関連の詳し

い内容は、６～ ページ

に掲載）
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24

前年度比

特
別 会

計

32億5073万4000円

33億7330万3000円

3.6% 減

国民健康保険事業

２億3320万1000円

２億478万1000円

13.9% 増

簡 易 水 道 事 業

９億8869万7000円

６億7326万円

46.9% 増

後 期 高 齢 者 医 療

6111万1000円

5882万4000円

3.9% 増

計

45億3374万3000円

43億1016万8000円

5.2% 増

般

会

計
合

45

億円でスタート

議会だより第 号の表紙を飾った
子どもたちが一年生になりました！

第１回定例会は、３月７日から22日の16日間の会期で開催し
19日に閉会しました。
町からは、平成24年度予算、平成23年度補正予算、条例改正
指定管理者、規約変更の協議、人事案件が上程され、すべての
議案を可決しました。
また、議員提出議案として意見書を提出し、すべて可決しま
した。
一般質問では、３名の議員が通学路の安全対策、農産物ブラ
ンド化の確立、町政執行方針から見えるまちづくりについて、
考えを問い質しました。

予算総額

平成24年
第１回定例会
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執行
方針
年度の町政執行方針において、『私は町政の執行を担わせ

暮らしの安全・安心を
支える取り組みを推進

●町政執行方針
三浦町長は、平成
ていただくとき、「町民主役の確かな町政」を目標に掲げ、以来、協働による町
づくりに取り組んできました。本年度は、私にとって町長就任３期目の集大成で

補 正 予 算
延 長 保 育 補 助 金、 基
準を満たせず減額
一般会計予算は、にき
保育園で行っている延長
保育事業が道の補助基準
に該当しなかったことや
執行残などによる減額補
正が提案され、審議・採
決の結果、全員賛成で可
決しました。

延長保育事業の

質疑あれこれ
上村

補助減額、にき保育園で
は延長保育を実施してい

延長保育は実

ないのか。
住民課長

施しているが、補助には
基準がある。補助は北海
道の全額補助で、 分以

平均児童数が１名を満た
さなければならない。
しかし、平均児童数が
人だったので、補助対
象とならなかった。

4億5857万4000円

741万4000円 減

2億2628万7000円

1644万2000円 増

34億6435万8000円

468万5000円 減

予算総額

補正額

5870万3000円

53万1000円 減

あるため、改めて初心に立ち返り、輝かしい本町の将来に向けて努力を重ね、第
５期総合計画に掲げる安心・学び・潤い・活力・協働の５分野に則り、基幹産業
である農業の振興と経済の活性化はもとより、防災対策を含む暮らしの安全・安
心を支える取り組みをしっかりと進めてまいります』と述べました。
●教育行政執行方針
原田教育長は、平成 年度の教育行政執行方針において、『すべての町民が果
実とやすらぎの里の主人公として、お互いに関わりながら心豊かに学び続ける生
涯学習環境の充実を図るとともに、未来を拓く子どもたちを学校・家庭・地域社
会がそれぞれの役割と責任を自覚し、連携・協力し、社会全体で育てていく「協

泊原発の更なる安全対策を要望
２月８日に開催された後志町村長会議において、泊原発に係る今

!!
上の延長保育を実施し、

30

後の取り組みについて協議しました。泊原発における更なる安全対
策強化の必要性から、後志町村会として、北海道電力株式会社、北
海道及び関係機関に対し、原子力発電所の安全対策と再生可能エネ
ルギーの積極的活用を要望することで確認しました。
また、２月 日には泊原発の事故を想定した道原子力防災訓練が
行われました。全国で初となる現地対策拠点のオフサイトセンター
の機能を代替施設の後志総合振興局に移転する訓練を行い、万が一
への対応を確認し、本町からも担当者を参観させました。
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働」による教育行政を進めてまいります』と述べました。

町長の行政報告

平成23年度会計 補正の結果

・一般会計（８回目の補正）

・国民健康保険事業特別会計（５回目の補正）

・簡易水道事業特別会計（４回目の補正）

・後期高齢者医療特別会計（４回目の補正）

指定管理者

７団体を管理者に指定
町内９施設の指定管
理者が決定
町内９施設の指定管理
者を指定する議案が提案
され、審議・採決の結果

31

質疑あれこれ

大野

譲渡するということだっ

然別生活館

然別町内会

大江生活改善センター

大江連合町内会

銀山生活改善センター及び銀山老人憩の家

銀山さわやか福祉ＮＰＯ

山村開発センター

東京美装北海道株式会社

農村公園フルーツパークにき

仁木町観光協会

観光農園等管理センター

仁木町観光協会

水道基本料金は値下げ↘

外出支援利用料は負担増↗

除雪サービス利用料
１回３００円に改正

主な改正点は、各種事

主な改正点は、家事用

外出支援サービスが片道

改定に合わせ改正され、

業の利用料が介護報酬の

の基本水量及び料金で、

２００円から３００円に

た。

㎥まで２４００円から

正されます。

８㎥まで２０００円に改

０円から３００円に改正

除雪サービスが１回２０

されます。

04
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年度をもって

銀山生活改善セ

たが、なぜ指定管理者制

観光管理センターは無償

ンターの使用料は、地域

度で運営するのか。

条 例 改 正

地域支援事業・生活支

援事業条例の一部改正が

体から「管理運営等は非

提案され、全員賛成で可

水道料の基本水量を
㎥→８㎥に改正

常に困難な状況が想定さ

簡易水道事業給水条例

銀山へき地保育所父母会

決されました。

れる」という回答のため

銀山へき地保育所

の一部改正が提案され、

大江へき地保育所父母会

当面は指定管理者制度で

大江へき地保育所

全員賛成で可決されまし

東京美装北海道株式会社

運営していく。

高齢者福祉施設いきいき88

していただく。

無償譲渡予定団

団体と地域以外の団体で

感じる。
農政課長

平成 年度か

町長

!!

らは、同一の料金で利用

24

料金が違うことに疑問を

横関

23

10

10

??
指定管理者
名
設
施

すべての議案を全員賛成
で可決しました。
なお、指定の期間は、
平成 年４月１日から平
年３月 日の３年間
です。

成

24

27

外出支援サービスで使用している車

書

郵政サービスの維持・確保を要望
見

ことは必至であることか

◆こころの健康を守り推

◆消費税増税に反対する

上村智恵子

提出議員

大野 雅義

上村智恵子

全員賛成で可決

全員賛成で可決

・税条例等の一部改正

改正

・職員給与条例等の一部

全員賛成で可決

の一部改正

・報酬及び費用弁償条例

その他の議案

賛成６・反対２で可決

賛成議員

求める意見書

◆政党助成制度の廃止を

賛成７・反対１で可決

提出議員

意見書

英子

英子

大野 雅義

進する基本法の制定を求

住吉

茂

住吉

茂

賛成議員

ら、福島第一原発事故の

英子

める意見書

住吉

検証抜きに、また、住民

提出議員

提出議員

嶋田

提出議員

嶋田

マッチ解消を求める意見書

◆ 若者雇用をめぐるミス

全員賛成で可決

賛成議員

を求める意見書

◆父子家庭支援策の充実

全員賛成で可決

の合意なしに再稼働を認

で、審議・採決の結果、

意
を利用者の視点から検証

住民の合意なしに再
稼働しないよう要望

全員賛成で可決し、関係

雅義

◆郵政サービスの維 持 ・
を行い、郵便局ネットワ
◆泊原子力発電所１・２

大野

確保を求める意見書
ークや郵便・貯金・保険

賛成議員

宮本 幹 夫

めないよう要望するもの

提出議員

機関に提出しました。

茂

号機の再稼働に関する意
見書
嶋田

の三事業のサービス水準
を維持・確保するよう要
提出議員

大野 雅義

その他の意見書

大野 雅 義

郵便局は地域社会 に お
望するもので、審議・採
賛成議員

賛成議員

いて、情報・安心・ 交 流
決の結果、全員賛成で可

◆基礎自治体への円滑な

の拠点としての役割 を 担

原発事故が発生した場

決し、関係機関に提出し

権限移譲に向けた支援策

っていることから、 地 域

合、住民の健康や基幹産

ました。

の充実を求める意見書
住吉 英子

業に深刻な打撃を受ける

提出議員

大野 雅義

賛成議員

（尾根内）

住民の生活や利便性 向 上
のため、民営化後の 状 況

賛成議員

賛成７・反対１で可決

全員賛成で可決

固定資産評価審査委員

固定資産評価審査委員に吉川さんを選任

改正

・プール設置条例の一部

全員賛成で可決

・北海道市町村総合事務

全員賛成で可決

組合の規約変更
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かわ

てる

みつ

する議案が提出され、全員賛成で同意しま
した。

吉 川 輝 光 さん

よし

事
人

特集／平成24年度予算

年度で終了し、

地方交付税
17億6000万円

32億5073万円

衛生費
3億6901万円

農林水産業費 1億6822万円
土木費
6億7419万円

％に

の

年度予算には、行財政構造

元しています。

日額基準報酬は、プラン前の率に復

街路灯設置費等補助金、各種委員の

また、各種団体への運営費補助金

ます。

図るため、基本料金を引き下げてい

道料金は高齢者世帯等の負担軽減を

費・管理費の縮減は継承しつつ、水

改革プランで実施した経常的な維持

平成

の救急車購入などによるものです。

Ｂ棟建設や北後志消防組合仁木支署

しています。これは、ぎんれい

歳出では、土木費と消防費が増加

●歳出（支出）

入れしています。

円は基金（貯金）を取り崩し、繰り

とどまり、歳入の不足分１２００万

億１２００万円と歳入全体の

一方、町税などの自主財源は、４

％を占めています。

億６０００万円を見込み、歳入の

は、前年度より２０００万円減の

歳入の大きな柱である地方交付税

●歳入（収入）

億５０００万円

年度から取り組んだ行財政構造改革プランは

町税
2億6071万円

54 17

平成

23

消防費 2億2122万円

13

多くの分野で効果が現れました。

返済金
5億243万円

民生費
6億176万円

歳出
教育費 2億1558万円

議会費 5832万円
総務費 4億326万円

プラン終了後も一部の縮減は継承しつつ、プランで取り組んだ効果を

32億5073万円

国庫支出金
3億6167万円

使用料及び手数料 7598万円
繰入金 1218万円
その他の収入 8202万円
地方譲与税 4220万円
地方消費税交付金 3118万円
その他の交付金 1287万円

36

32
労働費 3万円
商工費 2848万円
災害復旧費 7万円
諸支出金 616万円
予備費 200万円

反映した予算編成となっています。

道支出金 1億3182万円

歳入
借入金
4億8010万円

24

20

一般会計

反映した予算編成

新年度
予 算

06
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特集／平成24年度予算

行革プランの効果を
放射線測定器を２台購入
放射線に対する住民の不安解消のため、精密
型と簡易型をそれぞれ１台購入します。

ＪＡ野菜育苗ハウスに建設補助

これらの成果を踏まえ

なお、行財政構造改革

「財 政 運 営 で き る」 と 判 断
財政の健全化に向けて

プランの総括は、平成

年度決算終了後に、町民

年度までの財政シ

ミュレーションを行い、

の皆さんに報告するとの

平成

行財政構造改革プランに

「基金（貯金）の取り崩

ことです。

平成 年２月に策定した

基づき、行財政改革を推

しは伴うものの、財政運

3億1100万円 12億9600万円

進してきました。プラン

9億8500万円

ＪＡ新おたるの野菜育苗ハウス建設（１棟）

24年度当初予算

営はできる」と町は判断

13億200万円

に掲げた４年間の取り組

3億1100万円

に対し、補助します。

9億9100万円

しました。

見込み（23年度※２）

みは、平成 年度をもっ

3億800万円

て終了しました。

2億6400万円

今年は水稲と花卉に補助

27

一般会計基金（貯金） 備荒基金（貯金）超過分※１ 合計基金（貯金）残高

４年間で取り組んでき
た多くの分野（施策）で
その効果が現れ、実質単
年度収支は、各年度とも
黒字となり、平成 年度
も黒字が見込まれるなど
財政の健全化が図られた
結果となっています。
これは町民と行政が一
体となって、将来の仁木
町のために取り組んだ成
果であります。
行革プラン前の一般会
計の基金（貯金）残高は
０円（３億２９００万円
の資金不足）の見通しで
したが、平成 年３月の

基金残高の推計（行財政構造改革プラン）

水稲育苗・花卉のハウス資材購入に対し、３
分の１を補助します。

マメコバチの導入に補助
桜桃結実を促進するマメコバチの導入に対し

戸）と特定公

戸の住宅を建設

３分の１を補助します。

銀山地区に計

町営住宅ぎんれい のＢ棟（

共賃貸住宅ほたる４（４戸）の建設工事などを
実施します。

町道の路盤舗装工事を実施
漁別１号線の路盤工事と 銀嶺２号線の舗装
工事を実施します。

仁木消防の救急車を更新

4400万円

計画時（23年度）

23

基金残高は９億９１００

▲6500万円

０円

16

23

※２

道市町村備荒資金組合に災害対策資金として積立するお金以外に、積立
しているお金で、備荒基金は使い道が決まっているが、超過分は自由に
使える。
平成24年３月補正時点

※１

（仮称）

20

万円となる見込みです。
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2億6400万円

※3億2900万円の資金不足※

計画前（23年度）

20

36

平成 年度に購入した救急車を更新します。
12

23

24

ことしの新規事業

ぜひ議会傍聴へ！（３階 議場）

主なつかいみち

徹底
審
査

議会運営経費

5832万円

銀山線バス運行費補助金

1236万円

街路灯設置費補助金

322万円

職員住宅購入費

535万円

後志広域連合負担金

356万円

億円の基金が

のか。

町長

宮本

あれば、財政運営上支障

よっては、そうなる可能

過疎計画では、
人口を増やすような計画

がないと聞いているが、

性はある。施設等の上物

を建てれば、当然借金も

町の経営方針に
とは思えないが、どうな

どうなのか。

町の標準財政規

そのぐらいの基金があれ

営手腕を発揮しなければ

いように町長として、経

町長

増えていく。そうならな
いいということではない

ば、財政運営は可能であ

ならないと考える。

町長

億円であるため、

と考える。少子高齢化対

ると考える。

模が

策や産業振興など、トー

宮本

本町が赤字再建

タルで考えなければなら

団体になる可能性はある

は、単に住宅を増やせば

人口を増やすに

のか。

嶋田

過疎計画、人口を増やす計画なのか

税金のつかいみち
まちづくり

平成24年度予算は、議長を除く議員全
員による『平成24年度各会計予算特別委
員会（山下敏二委員長）』を設置し、延
べ４日間にわたり、審査を行いました。
予算は、町の１年間の収入と支出の見
積りであると同時に、町民に対してどれ
ほどの租税公課を義務づけ、また、どん
な行政サービスを行うかを約束するもの
です。
ここでは、委員会で行われた質疑を要
約して掲載します。

20
ない。

20

激論の４日間

特集／平成24年度予算
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上村
思えないが、具体的にど

ービスを利用できるとは

では、いろいろなサービ

と感じる。えんれいそう

るが、利用人数が少ない

外出支援サービスの利用対象者とは
スの利用要件の中に 「 一
のような方を対象にして

1785万円

介護保険係長

クリーンセンター管理経費

376万円

主なつかいみち

2038万円
にき保育園運営負担金

4857万円

老人デイサービス事業補助金

1600万円

後志広域連合負担金（介護分）

5596万円

デイサービスセンター えんれいそう（銀山）

子ども・福祉
トは読みやすいが、接種

町の接種ＰＲパンフレッ

ワクチンの予防接種、本

上村

になっていた。供給が安

ではワクチンの供給不足

先としていたため、道内

で被災された高齢者を優

保健係長

東日本大震災

人数を増やすため、より

定したら、積極的に呼び

かけをしていきたい。

一層の呼びかけをしてほ

高齢者肺炎球菌

肺炎球菌ワクチン接種の呼びかけを

放課後児童クラブ事業費

外出支援サ ー ビ

般交通機関等の利用 が 困
スをしているので、ＰＲ
をもっと行い、利用人数

いるのか。
病院内など
を増やしてほしいと考え

難な者」とあるが、 こ の

は自力で行動できるが、
るが、町の考えは。

介護保険係長

乗降するときや段差は介
ほけん課長

一般交通機関等は何 を 指

ＪＲ、 バ ス
助が必要な方を対象とし

うも努力して、利用人数

1758万円

しているのか。

タクシーのことを指 し て
ている。

えんれいそ

いる。

ゴミ収集事業経費

を増やしている状況では

289万円

えんれいそうで

乳幼児検診等事業経費

上村

451万円

タクシーの 利 用

健康診査経費

上村

各種予防接種事業経費

へき地保育所運営経費

しい。

議会だより にき 第９３号 平成２４年５月１７日発行
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1111万円

あるが、再度協議する。

主なつかいみち

デイサービスを行ってい

すくすく育ってね（乳幼児検診）

が困難な人が外出支 援 サ

保健・衛生

特集／平成24年度予算
※１

すべての人にとって使いやすく分かりやすい、安全・快適なもの・まち・サービスを目指す考え
※２

空気圧で物を飛ばす機械

400万円
桜桃結実促進事業補助金（マメコバチ）

100万円
地力増進対策事業補助金

400万円
さくらんぼフェスティバル補助金

135万円
うまいもんじゃ祭り補助金

120万円

時パトロールを行い、除

す時に使用するものと考

パークゴルフ

えるが、どうしても必要
なのか。
企画課長

場の利用者の便宜を図る
面や管理棟の清掃面で必

滞納者の補助申請、把握してるのか
上村

横関

補助申請者の税

安価で提供できる。

る。１戸あたり、少なく

升分の補助を予定してい

農政課長

施する考えである。

考え、５年間継続して実

今年は１２０

建設に補助をするが、赤

の納付状況をきちんと把

ても４升ぐらいは必要と

農政課長

中に税等の納付状況確認

農政課長

井川村のものになってし

握しているのか。

野菜育苗施設の

まうのか。

井川村であるが、管理運

に同意するという項目が

補助申請書の

営はＪＡ新おたるが行っ

あり、その同意に基づき

設置場所は赤

ているので、ＪＡに補助

調査している。

マメコバチ導入

事業の詳しい内容は。

林

をする。施設を集約する
ことにより、管理運営経
費も抑制でき、野菜苗を

建設・土木

水稲育苗・花卉ハウス導入事業補助金

パーク場にコンプレッサーは必要か
町営住宅や一般

建築係主任

雪しているが、一般住宅

ぎんれい36・Ａ棟

主なつかいみち
要と考えている。

7485万円
町道整備事業（改良舗装・排水整備）

上村

境の段差が２㎝以下 と い

はしていない。

360万円
町道舗装補修事業

ぎんれい は ユ

住宅の空家の除雪はして

横関
ニバーサルデザイン
いるか。

※１

を採用しているとの こ と

う基準があり、１階 は 玄

横関

町営住宅は常
建設課長

関と居住境の段差を な く

で購入予定のエアーコン
※２

について

パークゴルフ場

し、２階は基準内の ２ ㎝

プレッサー

玄関と 居 住

だが、詳しい内容は 。

36

の段差で建設してい る 。

122万円
ふれあい遊トピア公園パークゴルフ場管理経費

4億2752万円
ぎんれい36建設事業

5923万円
除雪対策経費

野菜育苗施設（ＪＡ新おたる）

靴などに付いた芝を落と

主なつかいみち

農政・商工

10
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柔道は指導体制が整って

宮本

給食の食材につ
いて、本町の農業者に野
菜をオーダーすることは

は

国が設置するモ

ト線量計は、貸し出しを

補地としている。ポケッ

町長

施する考えは。

にした一斉避難訓練を実

放射能観測器、どこに設置するのか
ニタリングポスト

する。

避難訓練は難しいと考え

上村

町内のどこに設置される

住吉

るが、避難訓練は実施す

※１

のか。

の保管場所について、仁

る方向で考えている。

全員参加の一斉

また、町で購入するポ

木地区以外の保管場所は

各避難施設へ

どう考えているのか。

災害用備蓄食料

ケット線量計は貸し出し
するのか。

企画課長

の配置などを含めて、今

町内２か所
に設置予定となっており

後検討していく。

企画調整係長

役場周辺の仁木地区１か

町民全員を対象

教育・文化

嶋田

学校給食センター

所と銀山地区１か所を候

3263万円

993万円
道職員派遣・防災無線デジタル化負担金

地場産食材の

できないのか。
教育次長

学校給食センター運営経費

17万円

活用について、学校栄養

564万円

災害用備蓄食料購入（乾パン・飲料水）

士とも協議しているが、

町民スキー場管理運営経費

57万円

献立を考える際に１か月

434万円

放射線量測定器・携帯型線量計購入

先の必要量を確保しなけ

町民センター管理運営経費

812万円
排水ポンプ施設保守点検委託料

ればならないことから、

4186万円

2億770万円
北後志消防組合負担金

引き続き協議していく。

学校管理費・教育振興費（中学校）

主なつかいみち

給食に地場産を活用できないのか
武道が必修となり、本町
では剣道を採用したが、

外国語指導 助 手

（ＡＬＴ）を導入し た 成

その理由は。

林

果は。

語暗唱大会において 優 秀

いないと大きなケガに繋

新聞報道等で

賞を受賞し、全道大 会 へ

がることや本町の剣道連

教育長

出場した生徒がいる こ と

盟の活動が活発なことも

後志管内 の 英

から、導入したこと に よ

あり、連盟に指導を快諾

教育長

る成果が上がってき て い

採用した。

いただいたので、剣道を
中学校の授 業 に

5526万円

環境の放射能数値を自動観測する設備

※１
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学校管理費・教育振興費（小学校）

放射線量測定器

ると考える。
上村

主なつかいみち

消防・防災

今後も安全確保に努める
町長

住 吉 議 員

や櫻ヶ丘学園、銀山中学

には、町営住宅

町道銀山中央線

の状況に応じて除雪拡幅

パトロールを行い、積雪

している。冬期間は道路

両運転手への注意喚起を

ーブあり）を設置し、車

警戒標識・学校あり・カ

ているとのこと

の維持管理をしていく。

通行ができるよう、道路

車両及び歩行者が安全な

導を行っている。今後も

ることになる。子どもた

童・生徒は車道を通行す

慮して、歩道を設置して

を加味し地域の特性を考

心して通行でき

ることは十分承知してい

の通行状況や道路の種類

ない。当該道路の歩行者

町の設置基準は設けてい

も即実施することは大変

算をしており、財政的に

は約４０００万円との試

また、歩道設置工事に

12
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なお、銀山小学校では

段切りで良好な視界の確

設置であるが、歩行者が

交通安全指導及び集団登

町道銀山中央線

通行できるように路側帯

下校を行い、銀山中学校

保をしている。

を設置している。また、

では交通安全教室を開催

には、歩道は未

歩行者の安全確保のため

し生徒に交通ルールの指

町長

規制標識（最高速度 ㎞

校が建ち並び、児童・生

や運搬排雪を行い、道路

だが、冬期間は積雪で路

路側帯を設置し

徒の通学や地域住民の生

幅員の確保と町道馬群別

住吉

活を支える重要な道路と

優先されなければならな

い。歩道を設置する際の

基準は何かあるのか。

また、歩道の設置は可

るが、銀山中央線に歩道

道に住宅が建ち並んでい

能なのか。

道路法の規定

るため、用地買収等をし

を設置するとなると、沿

により、基準

（幹線道路・生活道路）

厳しいと考える。

なければならない。

及び沿道の立地条件など

が定められているため、

建設課長

歩道があれば安

いる。

道路を一部改修したが、
冬期間は積雪のため道路
が狭くなり、銀山駅から
住宅地に沿ってのカーブ
や坂道は未だ見通しの悪
いところも多く、また、
歩道が設置されていない
ため、安全確保が難しい
道路だと考える。
銀山小学校・銀山中学
校に通う児童・生徒の通
学路の安全対策はどのよ

町立銀山小学校

21

うにしているのか。

町長

ちの安全確保は何よりも

通学路ですのでドライバーの方は
安全運転をお願いします！（銀山中央線）

側帯も見えなくなり、児

40

裏線交差点付近の積雪の

住 吉 英 子 議員
なっている。平成 年に

住吉

町政の そ こ が 聞 き た い

冬期間の道路は狭い！

通学路の安全確保を

安定した売上を確保！

仁木町ブランドの確立を
確立に向けた取り組みを推進する

した売上確保に繋がり、

町長

本町の農産 物 は
一方、消費者は安心感や

と販路拡大を目的に、道

だと考える。ブラン ド 化

確立していくことが 必 要

取り組みに対し補助をし

物のブランド化に向け、

業振興補助金の中で農産

産物の提供及び観光地で

球公式戦の副賞に本町農

Ｒ用資材の作成、プロ野

ポスター・のぼり等のＰ

品の販路拡大のための開

のための活動経費や加工

なるのが早いと考えるが

Ｒすれば、ブランド化に

にはできないと考え、今

意味ではなく、そう簡単

町農産物のＰＲ

事業内容は、本

高品質な物 が 多
信頼感が生まれる。本町

内外の市場視察・調査、

の狙いは、他商品と の 差

ているが、事業内容と効

の試食ＰＲ等で、消費者

町長

く、市場も高く評価 し て
では、平成 年度から農

別化、付加価値によ る 生

果、今後の取り組みをど

後、十分に調査・研究を

嶋田
おり、仁木町ブラン ド を

産者の競争力確保、 市 場

町長の考えは。

果樹や野菜を使

係者の協力を得ながら、

しかし、いろいろな関

嶋 田 議 員

模索していきたい。

して、実現可能かどうか

発経費等に対する助成を

一体となって、仁木町ブ

ったスイーツを

それなりのイベントを構

ると考える。

ツは非常にＰＲ効果があ

菜で作るスイー

本町の果樹や野

からは、安全で食味が良

また、トマトやサクラ

ランド確立に向けた取り

し、町・ＪＡ・生産者が

ンボは、道外市場への販

組みを推進していく。

いと大変好評である。

路拡大が進められている
が、桜桃産地としての認

作り、その原材料が本町

築することは、消極的な

知度は全国的に低い状況

続き、安全・安心で良質

の農産物であることをＰ

一 般 質 問

にあるため、今後も引き

な農産物の消費拡大宣伝

嶋田

町長

う考えているのか。

役場庁舎ふれあいホールにある特産品コーナー

での優位性、更には 安 定

町政の そ こ が 聞 き た い

議会だより にき 第９３号 平成２４年５月１７日発行
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13

茂 議員
嶋 田

設置 ･ 維持費に３分の２を補助
町長

ったバイオマス燃料など

や小水力発電、廃油を使

した枝を使用したチップ

が叫ばれている今、剪定

②エネルギーの地産地消

いないのか。

化推進には補助を考えて

るとのことだが、ＬＥＤ

革プラン前の率に復元す

し合いの場を設けてほし

からも町内各団体との話

れからの町づくりの視点

意を委ねた。町長にはこ

線沿線の各市町村長に同

来線を廃止とせず、在来

をした。国は自ら並行在

守っていくのか話し合い

今後どのように在来線を

線住民の会が開催され、

上 村 議 員

の自然エネルギーを国の

いと考えるが、町長の考

①泊原発から

業者と共に本町で生み出

上村

町管理の街路灯

をＬＥＤに更新

ギー資源活用の可能性を

構成する再生可能エネル

総合振興局の関係職員で

後志管内市町村及び後志

定であるが、私は在来線

の協議会が設立される予

していた。今後、在来線

担をしてでも残すと表明

ということで、応分の負

しかし、電気料の軽減

い。

ＥＤの街路灯は１基もな

する考えはあるのか。

検討する会議が設置され

を残すという方向で進ん

及び地球環境に優しいこ

で、更新時には前向きに

理しているＬ

現在、町が管

た。本町では、企画課長

でいるので、理解をお願

議を踏まえながら、可能

検討する。

総務課長

が構成員となっているの

とは十分認識しているの

性を検討していく。

14
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制度を活用しながら、町

備蓄はもちろんだが、原

す研究をすべきと考える

率復元と併せ、

①街路灯の補助

㎞圏域の本町は

発に頼らない電力や電力

が、町の考えは。

③私は、新幹線の同意を

ＬＥＤ灯へ更新する場合

もに補助（３分の２）を

したとしても、並行在来

③在来線の経営分離につ

不足に備えなければなら
ないと考える。平成 年

行う。

線は地域住民の足の確保

にも、設置費・維持費と

②平成 年９月 日に、

日に函館本

いて、２月

駅前の街路灯はサクランボをイメージ

木質バイオマスエネルギー熱供給施設（北海道下川町）

いしたい。

30

で、同会議での議論・協

23

上村
度は街路灯の補助率を行

11

24

町長

えは。

30

内の事業者や企業進出事

智恵子 議員
放射線量測定器や食料の

上村

町政の そ こ が 聞 き た い

街路灯の電気料抑制を！

ＬＥＤ化推進に補助を

過去５年の平均を上回る積

除雪委託料４１８万円増額

寡 婦 （寡 夫） 控 除 の
申告書は不要に

条 例 改 正

会計繰入金の減額補正が

国の地方税法改正に伴

補 正 予 算
観光振興を図るため
臨時職員を採用

提案され、審議・採決の

専 決 処 分
除雪委託料の設計変
更を行い増額

平成 年度一般会計予

簡水特別会計は、一般

平成 年度一般会計予

・簡易水道事業特別会計（５回目の補正）

たことや執行残などによ

（委託料の増額）を行っ

を超えたため、設計変更

業の実働時間が設計時間

算は、豪雪により除雪作

提案され、審議・採決の

金などによる増額補正が

者医療特別会計への繰出

光係）の採用や後期高齢

算は、臨時職員（商工観

正が提案され、審議・採

一般会計繰入金の増額補

後期高齢者特別会計は

ました。

結果、全員賛成で可決し

決しました。

決の結果、全員賛成で可

正が提案され、審議・採

化などの税条例の一部改

かかる申告書の提出不要

い、寡婦（寡夫）控除に

・後期高齢者医療特別会計（１回目の補正）

決の結果、全員賛成で可

・簡易水道事業特別会計（１回目の補正）

結果、全員賛成で可決し

・一般会計（１回目の補正）

る減額補正（専決処分）

平成24年度会計 補正の結果

決しました。

・後期高齢者医療特別会計（５回目の補正）

ました。

24

・一般会計（９回目の補正）

の結果、全員賛成で
承認しました。
また、平成 年度
の国保・簡水・後期
高齢者特別会計予算
は、執行残などによ
る減額補正（専決処

6209万6000円

98万5000円 増

9億8867万2000円

2万5000円 減

32億5447万円

373万6000円 増

分）が提案され、審
議・採決の結果、全

平成23年度会計 補正の結果

が提案され、審議・採決

23

員賛成で承認しまし
た。
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予算総額

補正額

5584万6000円

285万7000円 減

4億5054万6000円
802万8000円 減

2億2556万7000円
72万円 減

34億2193万9000円
4241万9000円 減

予算総額
補正額

23

・国民健康保険事業特別会計（６回目の補正）

平成24年
第１回臨時会
第１回臨時会は、５月１日に開催しました。
町から、平成23年度一般会計及び国保・簡水・後期高齢者特別会計補
正予算（専決処分）、平成24年度一般会計及び簡水・後期高齢者特別会
計補正予算、条例改正が上程され、すべての議案を可決しました。

議会活動Report

苦渋の決断

利活用は困難

３月 日、４月 日に
全員協議会を開催し、仁
木町公有財産利活用計画
についての説明を受けま
した。
議会として、様々な角
度から検討を行いました
が、仁木商業高校を活用
する方策を見いだすには
至らず、「利活用困難」
との町の判断を尊重する

た旧大江小学校の利活用

と昨年３月に閉校になっ

校になった仁木商業高校

計画とは、本年３月に閉

仁木町公有財産利活用

昨年 月に検討委員
会を設置

する施設、さらにはスポ

暮らせるサービスを提供

施設、高齢者が安心して

研修センター・集出荷等

産業である農業の担い手

木商業については、基幹

検討委員会では、「仁

検 討 委 員 会 は 「利 活
用 困 難」 と 町 に 報 告

の結論に至りました。

有効利用を図ること」と

造トラス

として、屋内体育館の木

歴史を残す手法のひとつ

財源の抑制や１１８年の

解体工事費における一般

建設が計画されており、

ことで決定しました。

についての計画で、昨年

ーツ振興のための施設な

長・津司康雄氏）を設置

産利活用検討委員会（会

員などで構成する公有財

者や学識経験者、公募委

決策が見いだせず、譲与

の課題に対する有効な解

主体、維持管理経費など

したが、施設規模や事業

どとしての利活用を検討

帯要望とともに報告書が

協議をすること」との附

舎跡地の譲与についての

対し、グラウンド及び校

ら「北海道教育委員会に

移管校

であることか

し、種々協議を行ってき

による施設の利活用は困

※２

たもので、検討が完了し

また、仁木商業は道立

※１

の構造体の

コミュニティセンターの

の 月に関係団体の代表

提出された公有財産利活用計画検討報告書

提出されました。

小については、解体後に

昭和４２年３月に町立から道立に移管された

18

難である。また、旧大江
がありました。

16

三角形を基本単位として、その集合体で構成する構造形式

※２
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※１

19

11

た３月、町に対して報告

11

議会活動Report

平成24年３月19日

平成24年４月18日

役場３階

町は検討委員会の報
告書を尊重

議会でも検討したが
最終的に困難と判断

残してしまう」との考え

町の将来に大きな負担を

（意見）を尊重したい」

は、「検討委員会の報告

討を行いましたが、これ

しても様々な角度から検

協議会を開催し、議会と

ことで決定しました。

を議会としても尊重する

はありますが、町の判断

も示され、非常に残念で

り壊し費用を考えると、

日に再度、全員

との説明がありました。

だけの大規模な施設を活

議会としては、この決

４月

仁木商業は、施設の規

用する方策（具体的な活

これを受けて、町から

模や利用形態によっては

断に基づき、「北海道教

結論を伝え、次の段階に

用方法）を見いだすには

また、町の説明の中で

入るべき」と町に対し、

様々な活用が期待できる

議会としても活用方法を

「年間の維持費に１００

申し入れをしました。

育委員会に対し、早急に

十分に検討する必要があ

０万円超、最終的に施設

至りませんでした。

ると判断し、４月中旬ま

が不用になったときの取

有益な施設であると考え

18

で他の方策の検討や町民
からの意見聴取を行い、

旧大江小学校は、解体後にコミュニティセンターの建設
が計画されています。

結論を出していくことと
なりました。
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委員会室

仁木商業

全員協議会

公有財産利活用問題

委員会活動Report

島牧村での研修視察を実施

平成24年３月９日

平成24年４月24日

役場３階

委員会室

平成24年４月11日

島牧村役場

年度から実施予定の合

任委員会を開催し、平成

３月９日に総務経済常

どについての調査・検討

訳、補助率や町民負担な

問題点の把握、財源の内

行い、それぞれの利点や

村が行っています。担当

付し、維持管理はすべて

利用者は使用料を村に納

人宅の浄化槽を設置し、

島牧村では、村が各個

討中で、議会としても今

法や補助率等は、現在検

本町の設置・管理の方

年度別の計画、収支見込

者から、全体事業概要や

に方向性を出していきた

考慮し、７月くらいまで

後の事業スケジュールを

した。

どの質問や確認を行いま

併処理浄化槽事業につい

を行いました。

みなどの説明を受けた後

いと考えています。

ました。

浄化槽事業を実施してい

使用料の算出根拠や村設

平成 年度から合併処理

員協議会において、今後

る島牧村を訪問し、研修

置・村管理とした理由な

２月１日に開催した全

の本町における生活排水

を行いました。
水道事業で行った場合、

23

浄化槽ってなあに？

全体事業費や町の実質の
負担額などを考慮し、非
効率であるとの判断から
仁木町全地区を合併処理
浄化槽事業で実施するこ
とで方向性を出していま
す。
所管事務調査では、合
併処理浄化槽の設置・維
持管理方法を検討し、町
設置・町管理と個人設置
・個人管理の比較検討を

浄化槽には、家庭から出る生活排水（し
尿と台所や風呂、洗濯等の雑排水を合わせ
たもの）のすべてを浄化できる合併処理浄
化槽と、し尿処理だけに対応した単独処理
浄化槽があります。
単独処理浄化槽は、台所、お風呂、洗濯
等の排水をそのまま河川に流してしまうた
め、現在では合併処理浄化槽のみが設置可
能となっています。
合併処理浄化槽は、下水処理場と同じよ
うに、微生物の助けを借りて汚水を浄化し
ます。
きれいになった水は河川などに放流し、
残った汚泥はバキューム車で収集した後、
し尿処理場で処理します。

11

26

処理の方法について、下

また、４月 日には、

て、所管事務調査を行い

合併処理浄化槽を調査

総務経済
常任委員会
所管事務調査

18
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委員会活動Report

道市町村振興協会会議室（札幌市）

日と２月６日に

25

「最近の地方議会におけ

勢籏事務局長を講師に、

北海道町村議会議長会の

また、２月 日には、

把握と分析をしました。

質疑・確認を行い、現状

の関係条例等について、

勉強会では、本町議会

ための勉強会を実施しま

議会のルールを熟知する

員として当選したのだか

第一歩である。また、議

いくことが、議会改革の

とする取り組みを行って

あり、町民に身近な議会

いくことが議員の役割で

それを町政に反映させて

催し、町民の意見を聴き

る。議会報告会などを開

との対話と情報交換であ

議会に必要なのは、町民

勢籏局長からは「今の

を進めます。

柄についての調査・研究

を進めるために必要な事

民に身近な議会へと改革

金町議会）を視察し、町

進議会（知内町議会・今

内で改革を行っている先

今後は、５月中旬に道

した。

再認識した研修となりま

や議員としての心構えを

いただき、改革の必要性

した。

る現状と課題」と題して

ら、新人だとかの甘えは
許されない」との講話を

の講話を拝聴してきまし

会条例と会議規則などの

と本町議会における委員

後のスケジュールの確認

開催した委員会では、今

１月

平成24年１月25日
平成24年２月６日
平成24年４月18日
平成24年５月１日
役場３階 委員会室
た。

改革の必要性を再認識

議会広報編集特別

茂）

を出していきたいと

顔絵で親しみやすさ

をなるべく控え、似

今後は、議員写真

至りました。

が必要という結論に

やすさを加えること

まずは紙面に親しみ

会で検討した結果、

ないかと考え、委員

メージがあるのでは

しい・固いなどのイ

の広報とは違い、難

議会だよりは、町

ことにしました。

似顔絵を取り入れる

組みの第二弾として

が、このたび、取り

前に発行しています

ぷち通信を議会開催

として、議会だより

取り組みの第一弾

り組んでいます。

議会広報づくりに取

皆さんに親しまれる

委員会では、町民の

親しまれる議会広報へ！第２弾は似顔絵！

思います。

（嶋田
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平成24年２月27日
27

議会改革
特別委員会
『今の議会に必要なのは町民との対話』

考え方ひとつで
変わるライフスタイル
さんご家族 （西町）

まちの
贈り続けて29年、手作りの鈴で安全祈願

坂 東 堅 一
町や議会に対して、望むこ
とはありますか。

編集
後記

定例会において、議会改革特別委員会を設

員

副委員長

委員長

上村智恵子

大野

嶋田

住吉

雅義

茂

英子

HP http://www.town.niki.hokkaido.jp

E-mail gikai02-niki@town.niki.hokkaido.jp

20

議会だより にき 第９３号 平成２４年５月１７日発行

長く厳しい冬もようや

く終わり、新緑の春を迎

えました。

役場には、４月から６名の新規採用職員

と１名の道派遣職員が入り、各課に配属さ

れました。本町の将来を担う職員ですから

活躍を大いに期待したいと思います。

４名の新人議員が当選し、新体制スタート

さて、議会でも昨年８月の改選において

から９か月が過ぎました。平成 年第４回

理事の皆さん

仁木町商工会女性部

入学式で新
一年生に贈ら
れるこの鈴を
見て、当時の
こした方もい

光景を思い起
るのではない
でしょうか。

水田

◆編集・発行責任者

議 長

委

員

◆議会広報編集特別委員会

委

正

〈上村智恵子〉

ご意見をぜひお寄せください。

変わろうとする議会に対し、忌憚のない

うとしています。

置するなど、少しずつですが議会は変わろ
りしているのは、仁木町商工会女性部

愛の鈴を手作

交通安全の

23

内の方にお
議員は、選挙区
とは、法律で
金や物を贈るこ
す。
禁止されていま
求めてもい
また、有権者が
けません。
します。
ご理解をお願い

寄附行為の禁止

ぜひ傍聴に来てください

の理事の皆さんです。
昭和 年頃から毎年贈り続けている
鈴は、仁木神社で祈祷した後、新一年
生へ届けているのです。
現在は、仁木小学校と銀山小学校の
２校になってしまいましたが、贈りは
じめた当時は、町内に７つの小学校が
ありました。
たくさんの鈴を作る苦労もあったこ
とと思いますが、
「新一年生も年々減少し、作る鈴の数

住吉英子・上村智恵子）

（６月下旬を予定）

西町在住の坂東堅一さ ん は
三世代家族！
２歳のお孫さんは家族 の ア
イドル。かわいい笑顔 が 素
敵です。

人
も少なくなってきているので、寂しい
気持ちもあります」との
声も。
一つひとつに祈りを込
めた愛の鈴、新一年生に
は大切にしてほしいと思
（取材

います。

６月定例会

町民インタビュー

新１年生へ 愛の贈り物

〒048-2492 北海道余市郡仁木町西町１丁目36番地１
℡．0135-32-3954 ＦＡＸ．0135-32-3963

次の議会は

「今、一番気になるのは、仁
木商業高校のゆくえかな。あ
と、議会傍聴してみたい気持
ちはあるけど、時間がね…。
ナイター議会があれば傍聴し
てみたいかな」
堅一さんの妻・淑子さんは
ポジディブな考えの持ち主。
『苦労は苦労と考えず
勉強と考える』
考え方ひとつで変わるライフ
スタイル。素敵なことばをあ
りがとうございました。
（取材・インタビュー 住吉英子）

第93号
平成24年５月17日発行

59

農作物は何を栽培している
んですか？

「サクランボ、プルーン、ト
マトを栽培しています。元々
はリンゴを栽培していました
が、トマトに転作しました。
リンゴは病気にかかりやすく
大変苦労しました」
仁木の子育て環境はどうで
すか？

「町事業のすくすく広場に生
後３か月から、交流の場とし
て利用していました。保健師
さんや栄養士さんが役場との
橋渡し役として、親身に対応
してくださり、感謝していま
す。とても良い事業なので、
活動内容を多くの方に知って
ほしいと思います」

～家族のつながり～

議会だより に き

絆

