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謹んで新年の
お慶びを申し上げます

～新ひだか町議会議員一同～

「農業高校温室のシクラメン」

今月号の主な内容です
◦12月定例議会

◦ここを聞きたい・問いたい…

◦全員協議会

◦臨時議会 ～11月12日㈫～
・補正予算（災害復旧関連）
・専決処分の報告など

～平成24年度決算認定される
235億円余の予算はこのように使われました～
・みんなでまちをきれいにする条例可決される

～12月19日㈭～

・新ひだか町議会政治倫理規程承認される

編集
発行

～一般質問８人、16項目が～
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235億3,163万円、このように使われました
～平成24年度決算認定される～
12月定例議会が終了

平成

年度福祉灯油受付状況

25

出決算額１６６億６８９万 取り組み、予算執行の効率
～平成 年度決算、 円となり、歳入、歳出とも 化を図っていただきたい。
前年度を上回りました。
⑴毎年決算審査特別委員会
 認定される～
歳入については、特に地 において意見として述べて
平成 年度、一般・特別 方交付税、繰越金、諸収入 いる税・税外収入の収入未
会計の決算審査は、進藤委 等の増加がありましたが、 済額については、検討・改
員長以下６人の委員で、慎 町税は対前年度比０・８％ 善に取り組み、収納率向上
重審議され、多くの審査意 の減となっており、いまだ に努力されていることは認
見を付して認定されました。 地域の経済状況は停滞気味 めるが、さらに所管課とし
にあると思われ、前述のと て取り組める事項について
おり地方交付税等を柱とす 積極的な検討を行い、関係
る厳しい財政運営と判断せ 各課の連携を強化するなど、
収納の向上に努力されたい。
ざるを得ません。
歳出は、地方交付税等の ⑵道路、歩道、看板、公園
増加による投資的経費の伸 等、身近な環境整備につい
びはあるものの、経常経費 ては、地域の方々と連携を
比率は ・２％となってお 図るなど、早期発見、早期
改修ができる体制整備に努
り、引き続き理想（ ～
％）に向けた努力が求めら 力されたい。
二、下水道普及率の向上に
れます。
以上のことから、より予 ついて
三石地区の下水道整備に
算執行上効果的な事業や改
善すべき事項などを検討し、 ついては、歌笛地区までの
次の諸点を指摘し、審査意 事業が計画され、 年度に
は本桐地区の供用が開始さ
見といたします。
れました。地域の方々への
積極的な啓蒙を図り、下水
道利用率を高めるための方
策に努力をされたい。
三、ライディングヒルズ利
用者の拡大
年度の決算審査特別委
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一、部・課間の連携強化
庁議、課長会議の開催等、
情報の共有化を検討されて
いますが、情報化社会の今
日、国・道・地域における
様々な情報を町全体として
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（審査意見）
平成 年度予算は合併後
８年が経過し合併町として
歩みを進め財政的にも一時
期の危機的状況から脱却し
つつあり、財政健全化も進
んでいますが、収支未済額
（現年度、過年度繰越）は
約 億円と年々増加にあり、
町財政の執行計画に支障を
きたすものとなります。
また、予算編成に明るい
兆しが見えたと思えますが、
依然として３割自治の財政
運営であることに変わりな
く、収入未済は地域住民の
税に対する公平、公正の原
則からも早急に対策を講じ
なければなりません。
平成 年度の一般会計の
決算規模は、歳入決算額１
６９億６千７６４万円、歳
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員会での指摘事項に対する
取り組みについては、評価
をするものの、いまだ特定
の利用者に留まる傾向にあ
り、来場者の増加に結びつ
いていない状況である。設
置目的の趣旨からも、多く
の町民の方々が気軽に利用
できるような方策を検討さ
れたい 。

企業会計決算も
認定され る

決算認定」及び「平成 年
度各会計歳入歳出決算認
定」について各審査委員会
の審査報告（両決算共に認
定、詳細については前述の
とおり）の後、８人の議員
の一般質問に引き続き、
「一般会計補正予算」など
議案について提案説明を
受け、全件承認されました。
その後、議会案「議会委員
会条例の一部を改正する条
例制定」他１件について、
全件承認されました。
その後、７件の意見書
（その内１件は事件の撤回
請求）については、６件可
決、１件は委員会付託。
補正予算の主なものは、
次のとおりです。
○福祉灯油助成事業（灯油
購入費扶助）として
１，
５００万円


24

議決された議案等

13

○職員の給与に関する条例
の一部を改正する条例制
定
※人事院勧告に基づく国家
公務員給与改定に準じて
○職員等の旅費に関する条
例等の一部を改正する条

会

案

例制定
※日当や宿泊料等の見直し
○税外諸収入金の徴収に関
する条例等の一部を改正
する条例制定
※地方税法の改正により
○町立生活館条例の一部を
改正する条例制定
※川上生活館廃止により
○集会施設条例の一部を改
正する条例制定
※川上会館設置により
○みんなでまちをきれいに
する条例制定
※環境美化の推進に向けて
○公有水面埋立てに係る意
見
※北海道開発局が実施する
三石漁港埋立てに対して
○町道の路線認定
※歌笛神社２号線

議

○議会委員会条例の一部を
改正する条例制定
※常任委員会の委員定数の
改正
○議会会議規則の一部を改
正する規則の制定
※会派代表者会議を正規議
会活動として明確化

書

猛

行 政 報 告

・低気圧による被害状況
（平成 年 月７日～８
日）
・北海道アイヌ生活向上関
連施策予算の確保に関す
る要望活動
・高規格幹線道路「日高自
動車道」の整備促進に関
する要望活動
・地方交付税制度の見直し
における合併市町村の財
政需要に関する要望活動
・ショッピングプラザ「ピ
ュア」について
・枝肉共励会における出品
牛の入賞
・工事に係る入札の執行
（ 月 日～ 月 日、
６件）
・委託業務に係る入札等の
執行（ 月７日～ 月
日、４件）

本定例議会終了後、全員
協議会が開催されて、かね
てより検討を積み重ねてま
いりました「議会議員政治
倫理規程」が承認されまし
た。

全員協議会開催
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見
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意
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・森林・林業・木材産業施
策の積極的な展開に関す
る意見書
提出者 日向寺敏彦
・利用者本位の持続可能な
介護保険制度の確立を求
める意見書
提出者 進藤
猛
・２０１４年度地方財政の
確立を求める意見書
提出者 進藤
猛
・過疎対策の積極的推進を
求める意見書
提出者 池田 一也
・介護保険制度における新
たな地域支援事業の導入
に係る意見書
提出者 建部 和代
・民主主義の根幹を揺るが
す「特定秘密保護法」に
対する意見書
提出者 川合
清
（総務常任委員会付託）
○事件の撤回請求（平成
年 月 日、総務常任委
員会付託事件）
・泊原発１・２号機の再稼
働の断念などを求める意
見書
12

提出者 進藤
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築紫委員長のもと審査し
ておりました水道事業会計
（ ６ 億 ４ ，１ ２ ５ 万 円 ） 、
病 院 事 業 会 計 （ 億 ９ ，３
１２万円）の決算もあわせ
て、認定されました。

補正予算可決、
一般会計で２億
３千９３万円の
追加補正
～福祉灯油助成事業として
１，５００万円～
月定例議会は 月 日
から 日までの３日間開催
され、町長の行政報告を皮
切りに、「平成 年度水道
事業会計及び病院事業会計
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ここを聞きたい、問いたい…
～一般質問８人、 項目～

細川勝弥 議員

10

①（仮称）スポーツ推進町
宣言②新会社田舎力の支援
策、ピュア空スペース具体
策、駐車場対策③教育行政
改革答申案～について

防災力向上へ取り組むべき
積極的に取り組んでまいりたい

指摘の提言等も当然課題と
して検討を深め考えます。
（総務課長答弁）防災マス
ター認定講習会開催、制度
の周知に協力していきたい。
（その他の質問）

Ｑ
Ａ

思っている。私は、これを
導入すべきと考えている。
導入するときは一斉の方が
良いだろうと考えている。
質問 防災力向上への取り
組みをされているのか。改
正された災害対策基本法の
対応はしているのか。
（総務課長答弁）防災行政
無線は、コミュニティＦＭ
導入を断念したのでデジタ
ルへの移行を早めに行いた
い。衛星携帯電話は２台配
置している。防災行政無線
のデジタル化の検討の中で、
衛星携帯電話も含め、情報

池田一也 議員

Ｑ 町長の町政公約２０１０と政治姿勢・ピュア再
生計画・防災意識を高める対策について

提案の、公住家賃の納入の
督励も職務の住宅管理員に
ついては条例で定められて
おり、速やかに任命し、収
納に効果を期待したい。
（商工労働観光課長答弁）
㈱田舎力との賃貸借契約締
結後の早い時期に当該事業
者・商工会・町民の方々・
町・さらに専門的な立場か
らもピュア再生計画の業務
委託コンサルタントなどに
よる「検討組織」を新たに
設け、中心市街地の拠点施
設として求められる施設づ
くりに努めていきたい。
（町長答弁）一日も早いピ
ュア再開の実現に向け、ご

質問 コンビニを活用し、
証明書などの交付や税金な
どの納付のサービスを導入
すべきではないか。
（生活環境課長答弁）交付
サービスに必要な住基カー
ドは６４７枚発行している。
初期投資やランニングコス
トなどを踏まえ、総合的に
判断する。
（税務課長答弁）コンビニ
納付は今後慎重に検討して
いきたい。
（町長答弁）コンビニが行
政を補完する役割を果たし
ている時代であると、私も

公明党クラブ
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清創会
ップレベルにあり、全国の
教育関係者が視察に相当伺
っていると聞いてます。
本年、町内の中学校の先生
方が、秋田県大館市の学校
を訪問し、研修をされたと
聞いており、今後、家庭、
教育委員会、学校長、教員
と連携を密にし推進したい。
（税務課長答弁）税・税外
の収入未済額が約 億円で
推移している状況で、今後
収納対策推進会議（仮称）
の設置を検討し、収納率向
上につなげたいと考えます。
債権管理条例の制定が必要
かを含め今後検討したい。
（建設課長答弁）議員より

片田教授）
津波防災講演会（群馬大学

Ａ

82

民間による特養建設は取下、変更・ピュア再開は
町や関係機関で検討委員会設置し協議したい

質問 町長公約の達成、学
力アップ、税・税外収納体
制強化、ピュア再生計画、
防災意識を高める対策につ
いての取組み状況と対応策
についてお伺いします。
（町長答弁）新規事業 ％
継続事業 ％の達成率、入
居料の安い民間による老人
ホームはグループホームと
福祉施設の建設に改めた。
学力の向上については、都
市部と郡部では教育に対す
る考え方も違うが、議員か
ら指摘のありました秋田県
の都市部といっても、ほと
んどが町村であると思いま
すが、全国学力テストでト
90
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建部和代 議員

慮し国が特定したリサイク
ルすべき品目として 品目
を回収する予定です。具体
的な品目として携帯電話、
ラジオ、ビデオカメラ、電
子辞書、電子血圧計等です。
質問 回収ボックスの設置
場所が２カ所とのことです
が、少ないと考えますが、
もっと公共施設などに設置
すべきと考えますが。
（生活環境課長答弁）今回
16

通信に最適な機種を検討し 発電機を４台購入し、常備 回収事業のスタート時点で
している。今後増やしてい 職員の目が届く場所のロビ
導入してまいりたい。
福祉避難所は２箇所ある き主要な避難所等に配備す ーに設置したいと考えてい
が、高齢者施設や障害者施 る方向で検討していきたい。 ます。それは、対象物以外
設に協力していただき、追 （町長答弁）安全イコール の物が混入されるのを防止
安心だと思っている。新し し個人情報などを含む機器
加確保に向け務める。
改正された災害対策基本 い計画にのっとった町の取 の盗難を防止、また利用者
法で、避難行動要支援者名 り組み、整備、いろいろな に対して職員が直接対応で
対応について、積極的に取 きること、これらの事から
簿の作成を進めている。
まずスタート時は庁舎のロ
避難所での機能確保のた り組んでまいりたい。
ビーの２カ所の設置で、状
め、ガスボンベを利用した
況を見ながら増設の検討を
Ｑ 小型家電リサイクルの実施について
考えていきます。     
Ａ 明年度４月から回収するよう決定
質問 イベント会場の回収
ボックスの設置の考えは。
（生活環境課長答弁）イベ
ント回収も状況を見ながら
検討をして行きたいと考え
ています。
質問 小型家電リサイクル
の回収方法と回収品目につ
いてお伺いいたします。
（生活環境課長答弁）回収
方法はボックス回収でスタ
ートをします。静内庁舎と
三石庁舎に回収用のボック
スを設置し小型家電を投入
していただきます。回収品
目については、効率的な収
集運搬が可能であり、消費
者のわかりやすさなども考

質問 町民への周知徹底の
取り組みについて
（生活環境課長答弁）周知
については、２月発行の広
報と３月発行の広報に４月
からの小型家電リサイクル
の回収する予告を掲載する
予定です。さらに啓発用の
パンフレットを配布し住民
周知を図る予定です。

Ｑ

Ａ

（その他の質問）    
がん教育について
・小中学校でのがん教育の
現状について
・子供の頃からのがん教育
の重要性が指摘されており
ますが、町長のがん教育に
ついての見解は。
・小中学校でのがん教育の
実施について

業における費用対効果を考
慮し、実効性のある予算で
あると考えるが町長の見解
をお伺いしたい。
（町長答弁）合併後８年を
振り返ったとき、思い起こ
すのは、徹底した行財政改
革に取り組み、町民の皆様
へも負担をお願いし、また

町民連合

新年度予算は骨格予算だと答弁されていますが、
様々な事業における費用対効果を考慮し、効
果的かつ実効性のある予算であるべき
来年は改選期であり、農林漁業の振興、交流人
口の拡大などアピール性の高い街づくりを念
頭に！

質問 合併前の財政危機か
ら各種財政指標は好転して
いると感じられるが、３割
自治といわれる予算で投資
的事業は地方交付税に裏打
ちされた事業が大半であり、
町単費の独自事業は町債に
頼らざるを得ない状況であ
る。新年度予算は様々な事

猛 議員

進藤

公明党クラブ

小型リサイクル対象家電
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職員にも人件費削減など、
非常に心苦しく、私たちも
断腸の思いで実施した施策
でした。今現在、財政指標
的には好転してきておりま
すが、財政はまだまだ厳し
い状況であると認識をして
います 。
来年は改選期であり、骨
格予算となりますが、私が
考えております取り組みの
方針は、３年、５年で変わ
るものではありません。や
はり農林漁業の振興、交流
人口の拡大、六次産業化、
あるいは、特に台湾、タイ、
東南アジア方面の観光客の
来道などという流れも大き
な課題だと思っています。
それに加え、安全イコール
安心という郷土づくり、ま
た、医療介護や教育・文
化・スポーツとなりますが、
強く訴えていくアピール性
の高いまちづくりを念頭に
置いているところです。
質問 情報の共有化を図り、
きめ細かな情報交換を行う
必要性があるのでは。
（総務企画部長答弁）情報
共有ということで、ここ
年、 年の間で叫ばれ、職
15

10

員の認識もそういうふうに
なっているという過信もあ
るが、指摘を受けそのよう
に思っており、今後消費税
の関係や住民の方々にどん
なものに直接影響が出てく
るのかという相談業務など
更に全体の情報共有化につ
いて、再度認識を新たにし
て取り組んでまいりたい。

文化団体に対する町の経済的な応援の内容は

南川州弘 議員
ぞれの団体が、地域で活動
して何十年にもなるのです
が、町として経済的な応援
が少なすぎるのでは。
（教育長答弁）町としては
予算の中で、各団体に助成
するということです。実際
に活動がどういう状況なの
かを踏まえた中で各団体に
配分していくという形であ
る。
質問 最近、少年団でバレ
ーボールやサッカーで全国
大会に出場することがある
が、これらの派遣費等につ
いてどのように考えている
のですか。

の改修に伴って、公認基準
が土のグランドでは、公認
を受けるにはかなり高額な
費用がかかるということで、
実は学校体育のことを考え
れば、支障が出てくるため、
そういう改修は行わないと
いう判断をし、このたび三
中のグランドは公認から外
れたというのが経過でござ
います。

清水丘団地・花園・柏台の上下水道敷設
等の進捗状況について
下水道事業は接続していただくことが地
域の住環境改善等に繋がり、清水丘地
区に限定せずＰＲを進める

（体育振興課長答弁）全国
大会は非常に経費がかかる
ということで見直しをしま
した。今回のサッカー大会
につきましては、だいたい
万円程度の助成になるか
と思っています。
質問 三中のグランドは陸
上の公認であったのに現在
は検定をどうしてとらない
のか。
（教育部長）三中グランド

Ａ

Ｑ

64

質問 清水丘上下水道の本
管の終点。（その先の予定
は）団地内民間住宅で本管
からの引込取付していない
所は何件で、理由は何か。
（解消方法協議は）団地の
排水管が「真沼津川」土手
から突き出した状況にあり
改善すべき。清水丘浄水場

への町道が降雨の度土砂が
深くえぐれ蛇行流出、坂の
登口に砂利が堆積し、一部
団地坂下方向へも小砂利が
流出しており早急に改善さ
れたい。今後花園地区の住
宅が新築されることに伴っ
て上下水道の整備計画の予
定は。静内霊園の区画割も

井上節子 議員

町民連合

団体の活動内容を踏まえて配分する

80

29

町民連合

Ｑ
Ａ

質問 新ひだか町になり８
年目になりますが、旧静内
町、旧三石町の時代から、
生涯学習のこと。文化のこ
と。スポーツのこと。どの
ように進んできたかお聞き
したいと思います。
（社会教育課長答弁）生涯
学習団体は現在、５団体が
あります。団体数は以前か
ら変わっておりません。文
化団体は 年度は 団体と
なっております。スポーツ
団体は合併時には 団体と
なっております。
質問 文化団体の数はもの
すごくあるのですが、それ
25
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増えている。水汲み場の整
備計画は。柏台公営住宅の
建替に伴い上の方の住宅の
水道使用水量の使用時間帯
の不便差は解消されたので
しょう か 。
（上下水道課長答弁）清水
丘団地付近の上下水道管は
現町道部分は整備済み、今
後町道認定の追加等住宅建
築の状況により都度対応す
る。下水道本管は団地付近
一角を認定区域とし取込み、
北側・町駐車場地先交差点
を終点とする整備は終了し、
その奥町道清水丘５号線沿
い線の住宅等は整備済み区
域に隣接するが計画区外で
あり下水道本管の整備はし
てない。団地４軒が下水道
に未接続です。花園地区の
上水道本管は水圧不足対応
の要望により 年度清水丘
本管より町苗畑を横断し改
善済み。住宅新築改造等公
共下水道の利用はできない
状況ですが都度検討はして
行くこ と に な る 。
（建設課長答弁）道が真沼
津川河川改修の中で排水管
も改修されるし、ヘドロは
清掃等で処理する。原条山
21

の外部に設置した便所は二
人用です。下水道区域の指
定されていない、火葬場は
水洗だが実際は汲み取り式
であり現在水洗の検討はし
ていません。

22

清創会

福嶋尚人 議員

10

やったが大詰めに来て、ど
うしても、これはというこ
とで断念した。責任の示し
方としては、トライアル社
とダメになったから責任を
示すというよりは、町民の
皆さん方の視点に立てば、
地元事業者との契約締結後
に責任を示すタイミングの
ほうがメリハリがつくと考
えている。
質問 入札について
①平成 年度から建築工事
は、ＡとＢの２つのクラス
19

必要とするものがあること
から最低制限価格での入札
は容易か、セキュリティ確
保が必要ではないか。
（契約管財課長答弁）①、
②と③について研究し検討
対応していきたい。
（建設課長答弁）④の積算
ソフトについては建築は使
用しておらず建築関係の積
算はすべて手入力をしてい
る。
（副町長答弁）セキュリテ
ィの問題、最低制限価格の
あり方について入札制度検
討委員会等で議論したい。

どう経済に影響するのか注視する

消費税増税、あらゆる場面でくらしを圧迫

としていることについてと
区分け設定金額及び主観点
評価の是非の再検討につい
て②同一工事の工区入札は、
より多くの企業の受注機会
の確保のためだが、現実に
は同一企業が重複落札をし
ている場合があるので改善
をすることについて③現場
代理人設置要件の緩和につ
いて④最低制限価格又はそ
の付近での落札について積
算ソフトや積算単価算出で
入札できると答弁してきた
が土木以外の積算ソフトの
有無、積算単価も見積りを

Ｑ
Ａ

質問 町議会は消費税増税
に反対する意見書などを採
択し、国に送付してきた。
しかしながら、政府は４月
から３パーセント増税の実
施強行を決定した。消費税
増税は、住民生活のあらゆ

清 議員

る場面でくらしを圧迫し、
日本経済と財政を深刻な事
態に陥らせると考えられま
す。
消費税の３パーセント増
税に対する町長の所見をま
ず伺いたい。２つ目に、増

川合

線舗装の損傷個所は年内修
繕する。静内霊園水汲み場
は９箇所増設予定、柏台新
築は位置を下げ水道使用時
の不便さの解消を図る。
（生活環境課長答弁）霊園

25

Ｑ ピュア事業協同組合の経営危機に関し約９，０００万円
の税金を支出した平成 年 月の臨時議会でピュアが
万が一、破たんをしたらその時点で責任を表明すると
町長は答弁されたが、その所信を伺いたい
Ａ 地元事業者とのピュア再開の契約締結後に私の責任を明
らかにしたいと考えている

質問 平成 年６月議会で
町長はピュアの後継店が決
まって関連議案を提出する
時に責任を示すと答弁され
たが、その当時に交渉して
いたトライアル社との協議
が 月に失敗したのである
から、その時点で責任の表
明をされるのが普通ではな
いのか。
（町長答弁）トライアル社
とは、本当にピュア１階の
全てを埋めるような形にし
たいとかなり精力を注いで
11
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税によって地方消費税交付
金の増収も見込まれるが、
かなりの支出増が予想され
るが、どの程度と試算して
いるのか。３つ目は、町の
財政事情から増収分につい
て機械的に転嫁反対と言う
つもりはないが、日々の町
民のくらしに直接影響を与
えるものについては、一部
転嫁せずに町民生活を守る
努力が必要だと思うが、町
長のお考えを伺いたい。
（町長答弁）アベノミクス
効果として、物価の値上が
りということで、日々生活
される方々を圧迫している
状況がある中で、こういっ
たことがどう経済に影響す
るのかというところを関心
を持って見ていかなければ
ならないと思っているとこ
ろです 。
（総務課長答弁）消費税の
引き上げは、電気料や燃料
費などの施設等の維持管理
経費も増加することから課
税対象の使用料、各種料金
等に消費税増税分を転嫁す
る方針で庁議等で検討し次
の町議会に提案する考えで
います。また、地域や団体

日開催）

度新ひだか町各会計歳入歳
出決算認定について、決算
審査特別委員会にて審査す
ることに決定。
（専決処分の報告につい
て）損害賠償請求事件の和
解及び損害賠償の額の決定
について、２件の報告があ
りました。

新ひだか町軽種馬産業活性化議員連盟視察
（ホッカイドウ競馬応援ツアー）
12日 第７回臨時会
13日～15日 全国町村議会議長大会
12月17日～19日 第８回定例会
19日 全員協議会
27日 日高中部消防組合議会定例会
日高中部広域連合議会定例会
日高中部衛生施設組合議会臨時会
11月５日

補正予算（第３号）
河 川 災 害 復 旧 事 業 、 ４ ，０
４６万６千円、道路災害復
旧 事 業 、 ２ ，２ ３ １ 万 ７ 千
円など歳入歳出それぞれ
９ ，５ ０ ６ 万 ３ 千 円 を 追 加
し、総額をそれぞれ１７０
億 ８ ，４ ７ ５ 万 ６ 千 円 と す
ることに決定。
（その他の議案）平成 年

◎決算審査特別委員会
11月18、19、20、21、22、25日

24
◎議会運営委員会
11月８日
25日
12月３日
13日
18日
◎議会広報特別委員会
12月19日
１月14日
16日

◎文教厚生常任委員会
11月６日
12日
12月２日
10日

４年間のご愛読をいただきありがとうございました。
議会広報特別委員会
委員長 井上 節子
副委員長 渡辺 保夫
委 員 畑端
薫
志田
力
細川 勝弥
建部 和代
遠藤 敏弘

議会のうごき

などコミュニティの活性化
を目的としているものや経
費のほとんどが人件費であ
るものは転嫁しない方向で
検討しているところでござ
います。
予算編成作業ですべて確
認が終わっていませんが、
超概算の算出で２億円程度
の影響と考えています。

月

11

◎経済常任委員会
11月７日
12月３日
９日

平成 年度
軽種馬議連講演会
月 日（金）に北海道
市場セールリンクを会場に
日本中央競馬会日高育成牧
場 場長 山野辺 啓氏を
講師に招いて「今後の軽種
馬産業について」を演題に
Ⅰ．ＪＲＡの現状と今後の
方向性について
Ⅱ．生産育成の現状と方向
性について
などの現状や状況の説明を
受けた後、質疑応答なども
あり、有意義な講演会でし
た。

（

第７回臨時会は、 月
日に開催され、一般会計

12

◎総務常任委員会
11月５日
12月６日

25

25

11

臨時議会

10

12
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新年あけましておめで
とうございます。穏やか
に迎えたお正月、年賀状
を見ながら友の顔を懐か
しく思い浮かべ、心豊か
に一年の新たなスタート
を開始。
・今年の経済界ではアベ
ノミクスで経済はよくな
る、よくしなければなら
ないと話をしていました
が、早く私達庶民が実感
ができるように経済界の
力を見せてほしい。しか
し今後増税等が待ってい
る。
・２月７日には、ソチ冬
季五輪が開幕します。道
内選手も多く出場されま
す。自分の力を出し切っ
て満足のできる結果を残
してほしい、期待のかか
る女子ジャンプ、男女の
フィギュアが楽しみで
す。選手団がんばれ、が
んばれ
・いよいよ今回で私達の
議会広報も、最後となり
ました。今まで読んで頂
き、心から感謝いたしま
す。 本当に有り難うご
ざいました。

