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平成

年第４回定例会は

月

日から

日ま

での７日間の会期で開催した。今回の定例会には
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議案９件が提案され、慎重審議の結果、原案のと
おり可決した。

一般会計補正予算
既 定 の 予 算 額 に ２ ６ ３ ４ 万 ７ 千 円 を 追 加 し、 総 額

—

問 野菜花き産地強化事
業補助金の説明を。
産業建設参事 ハウス施
設の中に加温機がある。
その加温機の重油消費
量を最大 ％軽減できる
エコフィンという機械が
開発され、この機械の補
助金である。
内訳は農家戸数 戸、
設置台数 台である。

問 中学校管理費の中で
光熱水費、修繕費の詳細
を。
教育課長 光熱水費はす
べて漏水による水道代で
ある。
修繕費は、４カ所の漏
水修繕費である。

条例改正

職員の給与に関する条例の
一部を改正する条例

漏水箇所を修繕

反対討論
度重なる人件費削減政
策は、職員に不安を与え、
意欲を削ぐことにもなり
かねない。
デフレ不況からの脱却
をはかり、雇用の安定、
給与の引き上げが求めら
れている時期に、その逆
の対応は民間労働者や地
域経済にも悪影響を与え
ることから反対する。
西岡 佳奈子 議員

歳を超える職員の昇給抑制策として、標準の勤務
成績の場合、昇給を停止するもの。
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億７７７０万５千円とする。

—主な増額の内容

万円
４０２万４千円
万円
１１５万円
６３１万３千円

問 昇級抑制が目的とい
うことだが、具体的には
どうなるか。
総務政策課長 ５段階あ
る勤務評価のうち、上位
２段階のみ昇級するもの
であり、昇級幅も半分以
下に抑制される。
条例改正により、一般
会計では、今年度当初予
算に比べ、対象者 名で
８万７千円減額となって
いる。
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12

新規就農・経営継承総合支援事業補助金
野菜花き産地強化事業補助金
県営災害緊急砂防事業負担金

—

中学校光熱水費・校舎修繕費
農業用施設災害復旧費

—主な減額の内容

万５千円

燃費向上に一役

25

人事院勧告、勤務評価等による人件費

75

30

40

30

56
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平成 年度以降に定年
退職する職員が退職共済
年金の報酬比例部分の支
給開始年齢に達するまで
の間、再任用を希望する
物については原則、再任
用するものとするとの方
針が、平成 年３月 日
に閣議決定された。
この閣議決定を受け総
務副大臣から県知事宛に
通達があり、本町でも定
年退職した職員の無収入
期間が発生しないよう雇
用と年金の接続を図る為。
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26

31 15

本条例は、定年退職した職員の無収入期間が発生
しないよう雇用と年金の接続をはかるために提案さ
れた条例である。
しかし、公務員においては60歳まで保障された
安定した職場であり、退職時には相当額の退職金も
受け取る。
その後も再任用による雇用の確保が図られること
に、住民理解を得ることは困難であると思われる。
よって、再任用にあっては短時間勤務による雇用に
すべきであることを強く求める。
以上付帯決議する。

員で仮に週３日の勤務で 勤務実績等に基づいて選
あれば５分の３を乗じて 考する。
除外される職員は１つ
万１４８０円となる。
目として、公務員として
問 町民の理解、指示は
の退職日以前１年前にお
得られるのか。
いて、分限処分を受けた
町長 国・県からの指導
者、２つ目として退職日
でもあり、是非可決して 以前２年間において、懲
頂きたい。
戒処分を受けた者、３つ
目として公務員としての
問 再任用するについて、 退職日以前２年間におい
これまでの勤務評定・今 て欠勤がある者。
までの賞罰等は判断材料
こういう職員について
となるのか。
は除外する。
町長 再任用するに当た
り能力の実証は、従前の

月 日阿尾漁港内で
第１回目のトラック市が
開催された。
時間前から多くの方々

11

議案第42号、職員の再任用に関する条例の制定
に対する付帯決議

が来場され予想以上の盛
況ぶりに次回開催への期
待がもてた。

売り切れたサババーガー

大盛況のトラック市

25

25

日高町の考え方として
は、短時間勤務の任用を
考えている。
勤務時間は休憩を除き、
４週間を超えない期間に
つき１週間当たり 時間
分（２日）から 時間
（４日）までの範囲で任
命権者が定める。
週に５日勤務した場合
の再任用職員の給料は１
級の月 万５８００円で
あるが、短時間勤務の職
30
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月

1
平成 26 年

3

茂美

議員

問 町の防災力を高める
ために、地区別ワークシ
ョップの開催は考えてい
るのか。

問 前もって状況の違っ
た地域同士で、災害時の
応援協定を結べばどうか。
町長 現時点では考えて
いない。

町長 今年度中に、津波
問 通学路の危険箇所の
浸水想定区域となった内
点検は、日頃から時間を 陸部６地区を対象に開催
か け て 子 ど も 達 や 保 護 する予定である。
者、地域住民との話し合
問 山間部では大地震に
いが必要ではないか。
教育長 各学校の育友会
よる崩土とか、ため池決
では、十分に話し合われ 壊の危険性があり、山間
部でのワークショップも
の返事もお願いしたい。 ていると思う。
町長 投函された本人の
また地域からや学校か 大事ではないか。
町長 山間部では自主防
意向を十分尊重した中で、 らも危険箇所の要望はあ
取り組んでいきたい。
り、子ども達への交通安 災組織を立ち上げたりし
全指導も行われている。 て、各々関係地区で取り
問 回答掲示板は小さい
組んでいただいている。
問 危険箇所の車の最高
ので、今後ご意見が増え
問 日高町は土地柄、沿
ていけば、「ご意見箱」 時速を キロに規制する
の傍に回答書ファイルを 「ゾーン 」や、歩行者 岸部・平野部・山間部に
通 路 を 緑 色 で 区 別 す る 分かれているので、災害
設置すればどうか。
町長 町ホームページで
「グリーンベルト」の導 時は被害の少ない地域が、
の公開と、温泉館と役場 入をしてはどうか。
被害地域を後方支援する
町長 教育委員会と協議
ロビーの掲示板での掲示
体制作りはできないか。
町長 各地域の代表者や
という方法を継続してい しながら、県はじめ関係
機関に要望していきたい。 リーダーは、その旨の心
きたい。
を持って対応していただ
いている。
問 昨年、県教
育委員会に報告
した通学路の危
険箇所は。
教育長 内原小
学校区３カ所、
志賀小学校区１
カ所、比井小学
校区４カ所の計
８カ所報告した。

30

30

栄

問 ご意見箱の回答は、
掲示板に張り出していく
べきではないか。
町長 毎月ご意見箱の回
収を行い、町ホームペー
ジに掲載している。
先般からは温泉館と役
場ロビー
に、専用
の回答掲
示板を設
置した。
役場ロビーの回答掲示板

問 今ま
で 件も
の貴重な
ご意見を
頂いてい
るが、町
ホームペ
ージで回
答してい
るのは僅
か 件で
あり、残
り 件へ

84
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4
月

1
平成 26 年

問 ４月には消費税が８
％に引き上げられようと
している。
町の予算、住民生活に
大きく影響するが、来年
度予算についてどのよう
に試算されているか。
町長 歳入面では、地方
消費税分として３５００
万円程度の増収が見込ま
れるが、地方交付税減額

問 日高町の水道料金は
近隣の市、町に比べても
非常に高い。
消費税増税の影響はす
べての分野に及んでくる。
町が住民の負担を少し
でも軽減するための努力
をすべきではないか。
値上げ回避を。
町長 平成 年度以降は
原水費で約１１００万円
支出増となっているため、
料金改正しない場合は、
４００〜５００万円程度

問 水道、下水道の増税
分の転嫁はどう考えてい
るか。
町長 経営面から考え料
金等の改正が必要と考え
ている。

の要素となるため、実質 増税分を転嫁されるか。
町長 ３月議会に向けて
的には８７５万円程度の
条例改正案を出したい。
増収と試算している。
歳出面では、２５００万
問 一般会計上で徴収し
円程度の負担増と見込ん
た消費税は納税の必要が
でいる。
ない。
問 農改センターや保健
住民の負担感も充分考
福祉センター、通園バス、 慮した上で、検討してい
公民館などの使用料が条 ただきたい。
町長 十分勉強して取り
例で定められているが、
組んでいきたい。

日高川から取水（日高川町和佐地内）
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議員
佳奈子
西岡

月

1
平成 26 年

5

問 来年度の学校支援員
雇用についての考えは。
教育長 就学時検診、就
学指導委員会において新
入児童および在籍児童生
徒の状況を十分に把握・
検討する中で、現時点で
は、内原小学校３名、志
賀小・比井小・日高中に
各２名、合計９名の配置
が必要と考えている。

問 水道事業会計全体の
見直しを。
日高川からの受水費と
して年間４千万円以上必
要だが、引き下げられな
いか。
町長 川辺周辺土地改良
区の理事としても発言し

問 町長は、教育委員会
の考え方に応えていただ
けるか。
町長 学校支援員の配置
は子ども達が安心してよ
り充実した学校生活が送
れる学習環境の充実を図
るためには不可欠である
と考える。
教育委員会の意見を十
分尊重し、検討したい。

問 受水費の引き下げが
難しければ、町独自の支
援措置の検討を。
町長 消費税引き上げに
ともなう条例改正を３月
議会に提案する予定であ
る。

の赤字になると思われる。 てきたが、受水費の引き
下げは無理である。

問 学校現場の要望も十
分に把握した上での人数
か。
教育長 学校の状況につ
いて十分聞いた中で、判
断した。

問 これまで、教育委員
会で十分検討された内容
には積極的に応えてきて
いただいたと思うが、今
回も積極的な対応を。
町長 十分、期待してい
ただきたい。

6
月

1
平成 26 年

ている上富
良野町であ
るが、保健
師としてや
るべき仕事
は保健指導
であるとい
うことに集
中してい
て、「絶対
に予防が一
番大切であ
る」「介護
の期間をなるべく短くし
よう」と努力しがんばっ
ていると言っておられた。
健康推進班主幹は女性
であったが、堂々の説明、
熱心な取り組み、ぶれな
い考え方、は非常に感銘
した。
日高町も今後何か思い
切った施策で、町民に病
気予防に関心を持っても
らい、とりあえずは国の
目標値である ％を目指
し、しいては医療給付金
の削減につながっていけ
たらと思いながら上富良
野町を後にした。
翌日は千歳市防災学習
交流センター「そなえー
る」を訪れ施設長から詳
しく説明を受けた。    

21

千歳市は海岸から 数
㎞離れており、市民の津
波・災害への関心はあま
り深くないこともあり、
「そなえーる」は災害を
「学ぶ」「体験する」
「備える」をテーマに、
総事業費 億円で国の補
助事業として建設したも
のであり、市民、自主防
災組織、ボランティア、
防災関連機関が単独又は
相互に連携し防災学習や
防災訓練等を実施するこ
とで、それぞれの防災力
を高めることを目的とし
ており、災害時には、災
害対策の拠点として使用
する施設でもある。
施設には震度１から７
までの揺れを体験できる

震度７を体験（千歳市）
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委員会 レ ポ ー ト

両委員会は、去る 月
日、北海道上富良野町
及び千歳市を訪問し視察
研修を実施した。
10

最初に訪問した上富良
野町では、特定健診受診
率について担当者より状
況説明を受けた。

の為、健診データを、町
民が読みとる力、をしっ
かりもち、予防が大切、
生活習慣をきちんとして
いく事が大切だ、という
活動を 数年続けており、
現在保健師８名が主に健
康推進の方に専門的にが
同町は、特定健診受診 んばっているとの事であ
率がここ数年 ～ ％、 る。
と全国トップクラスにな
受診率が高い事からど
っており、日高町の特定 のような健診を行ってい
健診受診率 ％から比べ るのかお聞きすると人口
て倍以上の高い受診率に は１万１５００人、面積
なっていることから、今 的には日高町の４倍程度
注目されている町である。 の広い町であるが、年に
お話を伺うと、特に特 １回役場隣接の保健福祉
定健診の受診率を高めよ センターで１週間程度開
催し大体 ％の方が受診
してくれるそうである。
後は未受診者の為１日
設定するそうだが、日高
町の ヶ所 日間の開催
でも ％の受診状況から
見ると、上富良野町の受
診率は極めて高く、将来
の高齢化時代に備え、と
にかく健康寿命を延ばし
たいを町の大きな目標と
掲げて、 年以上活動を
続けてきた成果が今出て
いると感じた。
受診率の高まりととも
に医療費にも反映して来
10

71

うとい
うこと
が主な
目的で
はなく、
町民の
皆様に
健康な
生活を
送って
いただ
こうと
いうこ
とが基
本であ
り、そ

30 10

地震体験コーナーや火災
で発生する煙をリアルに
再現し、避難行動を体験
する煙避難体験コーナー
等、色々な体験コーナー
があり各議員もそれぞれ
のコーナーで貴重な体験
をし、防災学習を実施し
てきた。

編集後記

新年あけましておめ
でとうございます。皆
様方におかれましては、
健やかに新春を迎えら
れたこととお喜び申し
上げます。昨年を振り
返りますと、アベノミ
クス効果・オリンピッ

ク招致他明るい話題が

あり、これからに期待
している所です。議会

も更なる住民福祉の向

上に向けて活動した１
年でした。本年も皆様

昭仁

方にとって良い年にな
りますようご祈念申し
上げますと共に、多く
のご意見をお待ちして
います。

金﨑

この広報紙は再生紙を使用しています。
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健診受診率について研修（上富良野町）
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