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再生紙を使用しています

補 正 予 算

年度各会計補正予算７件︑条例３件︑高齢者医療広域連合の設立など３件

を審議し︑すべて原案のとおり可決︒

宮坂南線の道路改良

また︑固定資産評価員︑固定資産評価審査委員︑人権擁護委員の選任に同意
しました︒

鶴ヶ丘小学校校舎の大規

歳以上を対象に
新たな保険制度

定例議会

町道の補修費用︑白帆台
平成 年度から 歳以上 と宮坂区を結ぶ宮坂南線の
の高齢者を独立させた新し 道路新設改良工事費等に３
い 後 期 高 齢 者 医 療 制 度 が 千 万円︒
｢
｣
また︑内 湊大橋橋梁整

7
5

模改造工事費等に２億８千

7
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内全市町が加入する広域連

て 万円を計上︒

備事業の
万円を計上︒

この制度の運営は︑保険

料徴収など窓口事務は市町

子育て支援センター
年４月に移転

府県単位で全市町村が加入

や医療費の給付等は︑都道

設する子育て支援センター

４月に向陽台で新たに開

育クラブの遊具および管理

と移転新築する清湖学童保
て行われます︒

する広域連合が主体となっ

が行い︑保険料の賦課決定

年度負担金とし

合設立準備会の運営負担金

創設されることに伴い︑県

2
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万円を計上︒
工事内容は︑バリアフリ

ー対策として教室と廊下︑
手洗所と廊下等の段差を解

月に完成する
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450

604

消するほか︑不審者対策と
して各教室にインターホン
を設置︑身障者用トイレや
洋式便器の設置︑給食の運
搬等に対応するエレベータ
ーを設置するなどの改修を
行います︒
なお︑工事は春休みから
始め︑授業に支障がないよ
年

築36年経過した鶴ヶ丘小学校

12月

6日〜14日

用備品購入費に 万円を計上︒
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う土・日を利用して行いな
がら︑

予定です︒
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長期継続契約が
できる条例

県後期高齢者医療
広域連合の設立

貸借契約︑施設の清掃・警
な医療制度を創設し︑財政

の高齢者を対象とした新た
市町で構成す

町長︑職員等の
倫理条例

1
6

歳以上

備に関する委託契約等に関
運営を県内

年度から

し︑３年ないし５年以内の
る﹁石川県後期高齢者医療

平成

長期の継続契約を締結する
広域連合﹂で実施︒

事務用機器・車両等の賃

ことができる契約を定めた
条例を制定︒

反対討論

道路線の認定

芝生広場

反対討論

最終日に追加提案され
た人事案件３件に同意︒

蓮湖渚公園と県道を連結する道路(現況は盛土)

︵再任・鶴ヶ丘 )

町長︑助役︑教育長およ
県道松任宇ノ気線と蓮湖
固定資産評価員
び一般職員を対象に︑職務
渚公園を結ぶ﹁大根布 号
の倫理を保持し︑職務執行
線﹂を町道に認定︒
河村 久二男さん
の公正さに対する町民の疑
賛(
成 人 反
対１人 )
︵新任・鶴ヶ丘 )
)(
惑︑不信等を招く行為の防
固定資産評価審査委員
止を図ることにより︑公務
に対する町民の信頼を確保
砂山
則さん
することを目的とした倫理
︵新任・向粟崎 )
条例を制定︒
人権擁護委員
賛成 人 反対１人
(
)
(
)
林腰 紀男さん

駐車場

1
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河北潟

調整地

小谷一也議員

107

せせらぎ水路

親水池

灘万さん
線
任宇ノ気

グラウンド
ゴルフ場

路線 トイレ
放水
粟崎
向
道路
計画
芝生広場
都市

大根布107号線
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県道松

丁目
大根布5
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賛(
成 人 反
対１人 )
)(

内 ポンプ場

2
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堂下清孝議員
石川県後期高齢者医療広
域連合の設立に反対の討論
を行なう︒
後期高齢者医療制度は︑
歳以上の高齢者が加入す
る国民健康保険や組合保険
などを脱退させ︑高齢者だ
けの独立した保険制度を創
設するもので︑法律で市区
町村に広域連合加盟を義務
づけたもの︒
当初は安く保険料が設定
されても︑高齢者の増加や
医療費の増大に応じ自動的
に値上げされるのは火を見
るより明らかだ︒
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内 町長期継続契約を締
結することができる契約を
定める条例に反対の討論を
する︒
長期契約の適用想定事業
一覧の中に︑必要でないと
思われる下水道設備運転管
理の委託業務がある︒
行財政改革が必要な中︑
高額な委託業務を安易に長
期契約するのはおかしいこ
とであり︑このやり方は随
意契約を維持するため長期
継続契約を利用し無理やり
正当性を持たせるものでな
いか︒

賛(
成 人 反
対５人 )
)(
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審議内容の一部を紹介します

総務常任委員会

消防指令業務の
共同運用

金沢市︑かほく市︑津幡町︑

内 町の２市２町で計画して
いる消防指令業務共同運用の
今後の流れはどうなるのか︒
年１月上旬に推進委員会

配置を検討していく︒

が︑来年度からは職員の適正

税務課は臨時職員で対応する

務に支障が出るため補充した︒

っており︑１人が欠けると業

会計課は３人で職務を行な

をすべきでないか︒

ことであり︑適正に人員管理

産休は前もって分かっている

補充はどうなっているのか︒

動となったが︑税務課職員の

務課の嘱託職員が会計課に異

会計課職員が産休に入り税

ている︒

用の開始は 年４月を予定し

2
0

得たいと思っている︒共同運

式︑３月議会で規約の議決を

の設置︑中旬に合意書の調印
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コミュニティ助成事業補助

金で購入する和太鼓の保管場

所︑管理︑貸出しはどのよう

になるのか︒

町の備品として所有し︑鶴

ヶ丘西公民館︑大根布５丁目

の集会所で保管する︒管理は

和太鼓協会にお願いし︑貸出

しは希望する人にスケジュー

ルが合えば貸出しを行なう︒

長期継続契約を締結するこ

との１番のメリットは何か︒

見積りから契約に至る契約

行為が︑３年に１回︑５年に

１回で済む︒
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金沢市消防局の高機能消防指令センター

文教福祉常任委員会

保育所民営化検討委員会か
ら報告書が提出されたが︑町
の方針はどうなのか︒

月１日に報告書の提出が
あり︑それに基づいて町の方
針を決定したい︒

鶴ヶ丘小学校の大規模改修
工事は︑授業に支障はないの
か︒

県住駐車場の有料化

県営住宅の駐車場が４月か
ら有料になると聞いたが︑鶴
ヶ丘４・５丁目の県営住宅駐
車場の一部は町有地であるが︑
今後どうなるのか︒
県では全ての県営住宅の駐
車場を４月から有料化にする
予定︒鶴ヶ丘４・５丁目の入
居者が駐車している場所は町
有地であり︑町は車庫証明書
を出しているが使用料は貰っ
ていない︒町有財産使用の公
平性を確保するため︑県に一
括して有償で町有地を貸す方
向で協議している︒

町が発注する工事等の指名
競争入札参加者はどのように
して決めているのか︒

浅電の横断陸橋の融雪装置
が昨年は故障により作動せず
危険だったが︑今冬は大丈夫
なのか︒

今年度は階段部分と踊り場
に融雪マットを敷き︑橋部分
の修繕は平成 年度になる︒

大野川緑のアメニティ広場
の西側遊歩道を１メートルほ
ど盛土することが出来ないか︒

浅電の線路を横断する陸橋

浴場の衛生管理体制は
福祉センター浴場の衛生管
理体制はどうなっているのか︒

浴槽水の検査は︑国の基準
を超える回数を実施しており︑
浴槽水の交換も気泡とジェッ
ト浴槽は毎日︑大浴場は毎日
３分の２︑月に１度はすべて
入れ換えている︒大腸菌やレ
ジオネラ菌は検出されておら
ず︑今後も衛生管理を徹底し
ていきたい︒
平成 年度の予算に計上し
たが︑翌年度も継続して工事
を実施する︒ 年度の予算化
で工期が十分とれ︑授業に支
障がないよう工事を進めるこ
とができる︒

国民健康保険税の滞納者へ
の資格証明書の交付はあるの
か︒
昨年度はあったが︑現時点
で資格証明書の交付者はいな
い︒できる限り滞納者と接触
し納税相談を行なった上で短
期の保険証を交付するように
している︒
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!

町建設工事指名競争入札参
加者等選定要綱に基づきラン
ク付けした請負業者有資格者
名簿の中から︑工事種別︑発
注予定金額および実績等によ
り町の指名審査委員会が選定
している︒

河川の管理者である県と協
議する必要がある︒
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福祉センター「ほのぼの湯」

産業建設常任委員会

轄が拡大することに伴う地理

共同運用は︑指令業務の管

静 岡 県 の 沼 津 市 と 清 水 町 は︑ の調査を行なっています︒
静岡県の東部︑伊豆半島の付
け根に位置します︒
情報の習得が必要となりますが︑
平常時の消防・救急︑大規模

万

などの大きなメリットがある
と認識しました︒

消防指令の共同運用を研修（静岡県沼津市）

沼津市と清水町は︑平成
年４月から消防通信指令施設

平方キロ︑人口

な 消 防 指 令 を 展 開 し て い ま す︒
火災等の被害を最小限に抑
えるには早期に火災等を覚知し︑
消防機関が素早く現場に到着
するとともに情報の収集や指
揮命令の伝達を迅速︑的確に
行なうことが求められます︒
このことから消防通信施設
の果たす役割は大きいと言わ
れており︑金沢市近隣におい
ても金沢市消防局が保有する
最新鋭のコンピュータシステ
ムを駆使した高機能消防指令
センターに河北郡市の１市２

備に要する経費が節減される

災害等の活動の向上︑施設整

1
1

の共同運用を開始しており︑
年４月には近隣の三島市・
・

裾野市・長泉町が加わり︑面
積

4
5

人の区域をカバーする広域的

9
7

町︵かほく市・津幡町・内 町︶

文教福祉常任委員会

手賀沼の水質浄化を視察

1
5
を含めた共同運用の検討課題

千葉県北西部の我孫子市に
位置する手賀沼は︑平成

年

度まで水質汚濁全国ワースト

質浄化の勉強会や催しが行われ︑

住民の散歩や憩いの場所とし

て利用されていました︒

が澄み底まで透き通って見え

河北潟同様に︑かつては水

県に強く協力を働きかけてい

町だけでは限界があり︑国・

河北潟の復活は︑流域２市２

蓮湖と呼ばれていた美しい

た沼も︑干拓により面積が半

く必要を痛感しました︒

１でした︒

分となり自浄能力が低下した

こ と や 流 域 の ８ 市 町 ︵ 松 戸 市︑

柏市︑印南市等︶の急激な都

市化・人口増による生活雑排

水の流入等により汚濁が進ん
だそうです︒

美しく恵み豊な手賀沼の再

生を目指し︑流域では下水道

整備やヘドロの除去を始めと

する様々な浄化対策の取り組
みを開始し︑特に︑平成

年

度から本格稼動した利根川か

ら江戸川への北千葉導水路事

業により︑河川水︵浄化用水︶

を注入した結果︑水質改善の

効 果 が 得 ら れ た と の こ と で す︒

手賀沼のほとりに﹁親水広場﹂

と﹁水の館﹂が設置され︑県

立の施設として環境保全・水

手賀沼親水広場で行っている環境教室

422

1
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1
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総務常任委員会

沼津市の消防指令センターを視察

６

第88号

うちなだ議会だより

愛知県犬山市は︑愛知県の
いるそうです︒

発を抑制した街づくりを進め

丘陵地の自然を残すため開
活動に必要な保険の加入︑ア

要なゴミ袋等の用具の支給︑

して行政の支援は︑清掃に必

里親︵ボランティア︶に対

ており︑北の木曽川を隔てた
ダプトサイン︵看板︶の設置

最北端に位置します︒

岐阜市と対照的な都市形態・
等です︒
住民と行政が一体となった

広報対策特別委員会

先進地で大いに学ぶ

景観を形成するとともに︑南
キロの通勤
協働のまちづくりを推進する

の名古屋市から
圏内のため住宅・観光都市と

うえで︑興味ある施策である

年度から

と認識しました︒

して発展しています︒
今回の視察目的の１つであ
る﹁アダプトプログラム﹂の﹁ア
ダプト﹂とは︑アメリカで生
まれた新しいまちの美化手法
で﹁○○を養子にする﹂とい
う意味で︑道路・公園・河川
等を﹁自分たちのまちを自分
たちできれいにする﹂の精神
から市民ボランティア活動を
基盤に市民と行政が一体とな
って活動する取り組みです︒
犬山市は︑平成

制度を導入しており︑各種団
体や法人等に説明会を開き勧

議会広報の全国コンクール

で毎年優秀な成績を収めてい

る静岡県新居町︑愛知県大口

体に人物を入れる等の工夫が

見受けられました︒

住民の方に親しみをもって

は全国共通であり︑研修を通

読んでいただける紙面づくり

新居町の議会だよりは︑昭

して得られた成果を大切にして︑

町を訪問しました︒

和 年に創刊号を発行しており︑

容を住民に広く周知すること

編集方針は︑﹁議会の活動内

えています︒

今後に役立てていきたいと考

により︑町政に対する認識を

深めてもらい︑議会活動の向

上を図る︒ こ｣
とを第一に︑委

員会等で審議した内容の中か

ら重点課題や住民に関係の深

い事項を重点的に記事として
掲載していました︒

特に︑住民が登場する﹁ま

ちの声﹂を顔写真とともに紹

介する記事や﹁夢いんたびゅう﹂

という特集記事を設け︑町内

で活躍する各種団体︑個人の

活動内容や抱負を紹介するコ

ー ナ ー は ︑ 参 考 と な り ま し た︒

また︑レイアウトは出来る

だけ余白を多くとるよう心がけ︑

見出しや写真の縦横のバラン

静岡県新居町で町長を交えての研修

2
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4
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スを考えた配置︑写真の被写
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名の協力が得られて

738

誘活動を行なった結果︑現在
団体

2
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産業建設常任委員会

市民と行政が一体となったまちづくりを視察

城下町犬山市のアダプトプログラム

田中 祥次 議員

田中 パート︑嘱託職員
が８年もの長期採用の実
態を明らかにせよ︒

福祉センター浴
場の衛生管理は

衛生管理の徹底
に努めている

助役 保健所が定める消
毒で耐え得ると考えてい
る︒

田中 お湯の中に有害な
細菌が繁殖する︑それを
どう対処するのか︒

助役 玄関︑廊下︑ホー
ルなどトラブルに対処す
るための設備︒

田中 宴会場の姿が︑カ
メラ映像となっているが︑
許しがたい問題でないか︒

助役 施設の改修も含め︑ 理事のなかから選ばれ︑現
今後の課題として議会と 在は助役が兼務しています︒
相談していきたい︒

ている管理公社の理事長は︑

※福祉センター等を管理し

田中 理事長として細菌 田中 助役は公共施設等
の種類がどれくらいある 管理公社の理事長として︑
か把握しているのか︒
福祉センター条例をどの
ように認識しているのか︒
助役 おふろの中にどの
また︑公共施設等管理
ような細菌があるかは︑ 公社事業計画の管理運営
確認していない︒
についても︑どのような
考えを持っているのか︒
田中 来年４月から 円
もらって幾ら町に収入が 助役 センター条例の目
あって︑幾ら町が潤うか︒ 的は︑地方自治法の条文
に基づき︑本町住民の生
活の維持向上とその福祉
を図ることを目的として
いる︒
住民の利用に供するた
め必要な条項を条例で定
めている︒

1
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助役
年度予算の編成
助役 センター浴場水の 中で︑収入の部分の予算
衛生管理は︑基準に基づ を３月に発表したい︒
いた衛生管理の徹底を図
っている︒
田中 大京が 年には大
ジェット風呂の清掃を きな浴場を開設するが︑
毎日︑大浴槽の清掃を週 センターの浴場に入る人
１回︑塩素消毒も週１回︑ が皆無にならないか︒
入浴者の安全面︑衛生面
に気を配っている︒
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助役 公社に規定はない 田中 福祉センターの浴
が︑今年度中に雇用に関 場等の問題に対しては︑
する基準を定めるよう指 多くの不特定多数の人た
示した︒
ちの生命の安全と安心を
第一に︑常に衛生面に最
田中 勤務評定を誰が裁 大の配慮をしながら運営
定しているのか︑また︑ をしなければならない︒
その責任者を明確にせよ︒ 最近︑センターのふろ
は︑汚くなっていると聞
くが︑理事長は現実のも
のと受けとめる必要があ
るのではないか︒
助役 所属の所長︑館長
が判断し︑再雇用の辞令
を理事長の名前で出して
いる︒

田中 採用に合格したの
に︑６ヶ月待機させられ
て失職した人がいるが︑
これでいいのか︒
助役 半年も待たせた事
例はないと聞いている︒
田中 職員の接客マナー
が最低という︑うわさを
どう思うか︒
助役 お客様には笑顔で
対応︑感謝の気持ちとい
う研修をしている︒
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浅田助役

今年度中に雇用基準を定める

田中 祥次議員

職員の長期採用の実態は

８

第88号

うちなだ議会だより

進議員
北川

行革を予算にどう取入れるか

1
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町長 歳出の増加に加え︑ 町長 限られた財源で町
三位一体改革の影響によ 民の福祉向上に直結する
る歳入不足は依然として 事業の推進を図りたい︒
続いている︒
平成 年度の予算編成
には︑今年度よりも一層
厳しい姿勢で︑歳出削減
と収入確保に取り組んで
いきたい︒

北川 健康なまちづくり
事業を何よりも優先すべ
きでないか︒

北川 町長は︑町民の福 北川 平成 年度の目玉
祉の充実を実現するため︑ となる新規事業はあるの
行政内部経費の徹底した か︒
削減︑機構も含めた行政
のスリム化も視野に入れ 町長 中学校を耐震化す
た改革が必要としている︒ る改築︑鶴ヶ丘小学校の
具体的な取り組み︑課 大規模改修などがある︒
題を実施計画に盛り込ん
だ行財政改革大綱に基づ
き平成 年度予算にどの
ように取り入れるのか︒
1
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平成20年５月31日までに設置が義務づけられた
住宅用火災警報器

総務部長 全家庭への助
成は︑多額な財政負担に
なるため難しい︒
障害者の家庭には︑障
害者自立支援制度のなか
で３％の自己負担︑限度
額１万５千 円の助成を
実施している︒
また︑高齢者家庭へは︑
現在 歳以上のみの世帯
が約１千 世帯あり︑財
政的な検討も必要で︑来
年度の予算で検討したい︒
6
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火災警報器に 全家庭への
補助せよ 助成は難しい
北川 火災警報器の設置
が義務付けられる住宅に
ついて︑９月議会で町と
して全家庭に対して補助
する考えがあるのか質問
をしている︒
その後︑調査研究の結
果はどうなったか︒
財政的に無理ならば︑
身障者やひとり親︑高齢
者の家庭に限定した補助
を来年度予算に取り入れ
る考えはあるか︒
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進 議員
北川

八十出町長

歳出削減と収入確保に取組む

堂下 清孝 議員

乳児︑児童の医
療費助成拡大を

堂下 県の制度は︑所得
制限つきで通院は３歳ま
で︑入院で６歳︑小学校
就学前までと大変お粗末
な状況︒
県に拡充を求めていく
と同時に︑町独自に小学
生以上にかかっている自
己負担分の撤廃と中学校
卒業までの助成を引き上
げるべきでないか︒

自己負担の
廃止は難しい

八十出町長 ４月より入
院の助成年齢を引き上げ
たところであり︑現在の
ところ財源事情からも難
しい︒
しかし︑県に対する要
望︑近隣の市町の動向を
踏まえながらさらに検討
していきたい︒
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堂下 清孝議員

浜田教育長

町民福祉部長 認定後に
身体の状況が変わった場
合は︑再度認定審査を行
う︒

堂下 介護や障害者に対
する認定基準が大変厳し
いと聞くが︑信頼される
認定をしているのか︒

町民福祉部長 第４期の
介護保険事業計画で検討
したい︒

堂下 介護保険料の減額
や利用料の減免について
見直しをすべき︒

堂下 西荒屋の旧道入り 堂下 車いす︑介護ベッ
口から室境の県道の未改 ド︑ヘルパー等は︑貸し
修側溝の今後の計画は︒ はがしや貸し渋りが増加
していると聞くが現況は
都市整備部長 今年度も どうか︒
来年の３月まで引き続き
側溝改修を実施予定︒
町民福祉部長 安い中古
の福祉用具購入など出来
堂下 カーブミラーが傾 る限り負担とならないよ
いて役に立たない所があ うに努める︒
る︒総点検し早急に直せ︒
都市整備部長 町職員で
総点検を実施し︑汚れや
傾き等に対処したい︒

役場職員のボランティア清掃作業

人学級の拡大を図れ

3
0

少人数授業を推進
堂下 当町は今年度から 教育長 当面は３年生以
小学校１︑２年生のクラ 上では︑６年生も含めて
スを 人学級としている︒ 少人数授業を行い学力の
仮に転入生があって３ 向上を図っている︒
年生が１クラス 人以上
中学校１年生の 人以
になったとしても︑せっ 下学級の導入は︑今後の
かく２年生で 人以下の 課題として検討していき
学級で学んできたから︑ たい︒
引き続き３年生になって
も 人以下のクラスにす
べきでないか︒
3
0

3
0
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能村 憲治 議員
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県農林部局も
調査

八十出町長 現在︑団地
内での町道及び側溝等の
調査を実施している︒
県の農林部局も気にか
けており︑干拓事業当時
の資料や道路の冠水状況
についても調査を行って
いる︒
測量調査の結果で側溝
等の改修が必要な場合に
は県に対して費用の助成
を強く働きかけていきた
い︒

能村 行財政改革の一つ
として︑土地開発公社の
廃止を視野に入れて考え
よ︒

助役 事業を円滑に進め
るため町から依頼を受け
用地を先行取得するもの︒

能村 土地開発公社が用
地を取得する目的は何か︒

助役 駐車場等として一
部を貸している︒未利用
地の活用を多目的に進め
たい︒

200
500

助役 将来的には廃止も
検討せざるを得ないと考
えている︒
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能村
年９月に大量発 都市整備部長 防除の方
能村 土地開発公社がこ
酪農団地の
生したアメシロに触れた 法は︑幼虫が白い網のよ
れまでに取得した土地の
り飛び散った体毛を吸い うな巣網をつくる頃の捕 地盤沈下対策は
現状はどうなっているの
込めば︑のどの痛み︑皮 殺防除が最も効果的︒
か︒
膚炎を起こし︑特に幼児
異常発生した場合に限 能村 酪農団地周辺の地
や皮膚の弱い人は大変な り︑人体への影響を考慮 盤沈下が顕著に見られる︒ 浅田助役 保有地は︑約
被害を受けた︒
し︑必要最小限の薬剤散
周辺の排水路の水はけ ３万９千 平米︑簿価で
が悪く︑道路は水につか 約６億６千 万円︒
林帯や公園に近い家は︑ 布を行っている︒
窓が開けられないなどの
今後の対策として︑毎 っている状況であり︑特
大変な迷惑をこうむって 年６月と８月の年２回の に︑雨上がりの日には大 能村 取得したが目的が
いる︒
パトロールを強化し︑早 変悪い状態となっている︒ 達成されていない土地の
異常発生する前に駆除 期発見に努め︑捕殺を中
水浸しの道路や排水路 利用方法は何か︒
することが大切︑町はこ 心に効果的な防除を実施 の不良に対して早急に改
の事実を把握し︑被害を したい︒
善せよ︒
なくすための対策をどの
ように講じたのか︒

昨年９月頃に大量発生したアメリカシロヒトリの幼虫

都市整備部長

効果的な防除を実施する

能村 憲治議員

アメシロ(
毛虫)
対策を万全にせよ

水口 裕子 議員

スクールソーシャルワーカーとは、
学校の内外で困っている子どもまた
はその家族の相談に乗り、支援を行
う人です。

水口 １．団塊の世代が 町長 １．団塊の世代︵昭
水口 小学校３年生まで
町に何人くらいいて︑そ 和 〜 年生まれ︶の方 スクールソーシャル
となっている学童保育の
の方たちをどのようにと は１千 名を超える︒
ワーカー導入 学年の拡大を求めたい︒
らえているか︒
退職等に伴い︑ボラン
２．集いの場の実現に向 ティアに参加し︑まちづ 水口 安心して子育ての 町長 ４月から試験的に
けてどのように動いたの くりに携わってもらいた できる内 ︑決めの細か １カ所︑小学校４年生ま
い︒
か︒
い支援をしてくれる内 ︑ でを対象にする︒
３．ボランティアの集え ２．保健センターで部屋 そんな内 町の一つの顔
る場所の実現はどうなる の設置を要望しているが︑ としてスクールソーシャ 水口 道路を本当のバリ
のか︒
保健事業の拡充を図るた ルワーカーの導入を進め アフリーにしていくため
たらどうか︒
に予算を計上せよ︒
チャレンジド喫茶︑障 めにスペースがない︒
害者のための雇用の場は︒ ３．文化会館内でチャレ
ンジド喫茶とあわせて来 先進地の調査
都市整備部長 厳しい予
年度から開設したい︒
算の中ではあるが︑対策
浜田教育長 スクールソ に取り組んでいく︒
ーシャルワーカーの配置
は︑この職種がまだ制度 水口 使われていない鶴
として確定していないの ケ丘の水道用の井戸を融
で︑先進地の状況などを 雪に利用できないのか︒
調査していきたい︒
現在の教育センターの 企業局長 町の財政状況
機能を強化指導し︑相談 が厳しい中︑現時点で目
体制の充実を図っていく︒ 的以外の転用は難しい︒

水口 男性職員の育児休
暇として５日間の休暇を
定めよ︒

文化会館１階のロビー

総務部長 子育て支援対
策として今年度より設け
たが︑対象外は有給で︒

説

解

語

用

八十出町長

文化会館内で開設

水口 裕子議員

ボランティアの集える場所

2
2

5002
4
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公園にオルゴール時計の設置を
チャイム時間の延長で対処
夷藤 毎日５時または６ 都市整備部長 防災行政
時に防災行政無線から音 無線の設置は︑海岸や公
楽がなるが︑地域によっ 園等を含めて人がたくさ
ては季節や風向きで全然 ん集まる区域をカバーで
聞こえないところもある︒ きるよう設置している︒
鳴っていても時間が短
安心・安全を願う質問
く耳に入らないし︑子供 の趣旨は十分理解できる
達は遊びに夢中で時間を が今までどおり音楽等で
忘れてしまう︒
時間を知らせ︑現在の時
幼児や児童に関する犯 計の設置︑変更は考えて
罪が増加する中︑決めら いない︒
れた時間に家に帰る習慣
を身につけるということ 八十出町長
秒の曲を
からも公園にある時計を
秒に近づける等の工夫
音で知らせる時計に換え をする︒
ることが出来ないか︒
4
0

2
3

夷藤 満議員

都市整備部長

ボランティアも
表彰せよ

夷藤 今の町の表彰条例
には︑ボランティア活動
をしている方々を表彰す
る規定がない︒
﹁奉仕の心︑感謝の心
を大切にする優しい町︑
内 ﹂を目指す意味から
も対象をボランティア団
体やその個人に広げる条
例改正をしたらどうか︒

活動に感謝し
方策を検討

町長 ボランティア団体
と行政の連携がまちづく
りの方向性に深くかかわ
っている︒
表彰の対象を組織︑団
体とするのか︑個々人ま
で広げるのか︑また町広
報などで紹介したりする
ことも含め︑ボランティ
アにかかわる皆様を顕彰
する方策を検討したい︒
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満 議員
夷藤

総合公園に設置されている海賊船

清水 文雄 議員

八十出町長

もう少し議論を重ねたい

清水 町の実質公債費比
率は︑ ・１％となって
いるが︑今後どう推移し
ていくのか︒

まちづくり政策部長 向
こう３年間上昇を続け︑
％前後に至るが︑その
後は徐々に減少すると想
定︒

清水 町が策定する短期
実施計画に伴う財政計画
を広く住民に公表する考
えはあるか︒

まちづくり政策部長 町
民に広報等を通じて財政
状況を知らせ︑理解と協
力を求めたい︒
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実質公債費比率とは、通常の行政サ
ービスに必要な財源に占める借金の返
済金の割合です。この比率が18％以上
になると県知事に公債費負担適正化計
画の提出が必要となり、25％以上では
単独事業の起債（借金）が制限されます。

清水 内 中学を県内一
のマンモス校から適正規 正規職員の配置は適正か
模化︑中学の２校化を実
保育所民営化に向けて抑制
現して︑安全・安心︑ゆ
とりの教育環境を早急に
整えることが非常に重要 清水 保育所においては︑ 総務部長
保育士の配
だと考える︒
今年度︑正規職員は 人 置は︑保育所の民営化等
若い人たちが住みたく で︑比率は ・ ％︒嘱 を念頭に正規職員の採用
なるまちづくりのために 託パート職員は 人で過 を抑制してきた一方で延
も︑中学校を２校化して︑ 半数を超えて ・ ％と 長保育︑乳幼児保育とい
った町民ニーズや少子化
学校施設の充実を目指さ なっている︒
なければならないが︑町
正規職員の責任や負担 対策への対応を図ってき
として今後の中学校２校 がふえ︑住民サービスに た︒
化に向けての考えは︒
影響が出るおそれはない
少子化への対応や︑保
のか︑子供を保育する職 育所民営化への進捗状況
場として職員の適正配置 に注視しながら︑必要最
が必要と思うが︑町の考 小限の補充を図っていき
えは︒
たい︒
町長 中学校の２校化推
進は私の基本方針である
が︑教育推進会議やＰＴ
Ａなどでも２校化に対し
て慎重な意見も聞かれ︑
もう少し議論に時間が必
要だと思っている︒

解

用

清水 実践経験のある嘱
託職員を正規職員に採用
する制度を導入する考え
はないか︒

総務部長 地方公務員法
に︑任用は受験成績や競
争試験などとなっており︑
貴重な人材だが制度化は
難しい︒

2
0

説

語

清水 緊縮財政のなか西
荒屋小学校の耐震大規模
改修工事に影響はないか︒
まちづくり政策部長 義
務教育施設の耐震化事業
の推進に影響はない︒

大根布保育所

清水 文雄議員

町長の公約・中学２校化の考えを示せ

4
8
5
1
8
3
02
7
2
2
8

決算を認める
決算特別委員会
平成17年度一般会計、各特別会計、水道事業会計について、５日間にわたり審議した結果、
16項目におよぶ指摘・要望事項を今後の行財運営に反映させることを付して、歳出総額149
億５千795万５千688円の決算すべてを認定しました。

《指摘・要望した主なもの》
１．

秀鈺苑（役場から海側にある公園）
にある国際交流の記念植樹の標柱の字
が読み取れなくなっている。中国呉江
市との姉妹都市の友好を記念した大切
な記録であり、早急に修復するととも
に適正な管理に努めること。

２．

ゴミの不法投棄の取り締まりは、時
間帯や２人で巡回する体制等を考え、
夜間の監視も可能か検討すること。
犬の糞の後始末等でマナーの良くな
い飼い主が見受けられる。環境美化条
例の罰則を広報等で大々的にＰＲして、
飼主のマナー向上を図ること。

ハマナス２丁目の中国庭園(秀鈺苑)

３．

４．

都市計画税は目的税として課税され、
都市計画事業に充当したとなっている。
市街化調整区域においても公園、下水
道整備等の都市計画事業の進捗が図ら
れている現状を勘案し、都市計画税の
課税を検討する必要があるのでないか。

５．

他町では１年を通して役場敷地内で
日中にリサイクル収集を行なっている
ところもある。当町も実施に向け検討
すること。

６．

研修、先進地視察等に職員を派遣し
て得られた情報は、コミュニケーショ
ンを通して職員全体の共有財産となる
よう努めること。

７．

子ども凧遊び大会の補助金は年々増
えているのに参加者が減っている。募
集方法等の対策を講じ大会を盛り上げ
る努力をすること。

８．

今年の町民体育祭は、種目の減少や
終了時間を早めて昼食時間を無くす等、
例年とプログラムを変更したため町民
の方から不満の声があった。関係者と
充分協議をして参加者が納得のいく運
営に努めること。

昨年６月４日に開催された内

15 うちなだ議会だより 第88号

町民体育祭

―堂下議員35年表彰―
昨年 月 日に︑東京都内において︑堂下清孝
議員が総務大臣より議員在職 年と地方自治の功
績により︑感謝状を受けられました︒
昭和 年の初当選以来︑議長︑副議長をはじめ︑
常任委員長等の要職を歴任し︑本町の発展に大き
く寄与されました︒

本会議の録画中継を内 町ホームペー
ジで公開しています。便利なサービス
から議会録画中継を選択してください。

議会中継のお知らせ

町内会の集会や
旅行などの
催物への寸志や
飲食物の差入

お中元やお歳暮

TEL286−6715
FAX286−6711

町議会事務局

内

贈らない！
求めない！
受け取らない！
地域の運動会や
スポーツ大会への
飲食物の差入

ＤＶＤの貸出しも行っています。

◆編集後記◆

新年あけましておめで

とうございます︒

昨年を振り返りますと

国外では︑北朝鮮の核実

験やイラク問題などが大

きく新聞やテレビで報道

また国内では︑官製談

されました︒

合や飲酒事故︑学校での

いじめによる自殺など起

多くあった年だったとお

きてはならない出来事が

もいます︒

明るい話題と言えば︑

生のニュースは国民にと

秋篠宮殿下に悠仁親王誕

って大変喜ばしいことで

ありました︒

新しい年を迎え︑町に

とっても町民の皆様にと

っても良い年であります

ようお祈り申し上げるも

我々編集委員一同︑皆

のであります︒

さんに読んで貰える紙面

づくりを目指し︑気持ち

皆さんのご意見ご感想

も新たに頑張ります︒

をお待ちしております︒

北(
川 )

16

第88号

うちなだ議会だより
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46

19

35

寄附の禁止

政治家の寄附は禁止。有権者が求めることも禁止。
お祭りへの寄附や差入

秘書等が代理で
出席する場合の
葬式の香典

