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再生紙を使用しています

９月13日の本会議初日に堂下清孝議長、野村輝久副議長が辞職したこ
旺氏が選ばれました。
に渡辺

外茂男氏、副議長
とに伴い、全会一致の指名推選により新議長に八田

定例議会

13日〜22日

信条 若者が根付く町づくり︒

鶴ヶ丘在住︒

総務・文教福祉の各常任委員
長︑決算特別委員長等を歴任︒
３期︒

渡辺 旺 副議長

信条 有言実行︒

緑台在住︒

副議長︑総務・文教福祉の各
常任委員長︑中学校問題等対
策特別委員長等を歴任︒４期︒

八田 外茂男 議長

プロフィール

月
9

２
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年度の一般会計・各特

！

委

委

委

委

委

員 夷藤

員 水口

員 渡辺

員 中川

員 中居

員 田中

副委員長 中村

委 員 長 能村

満

裕子

旺

達

治

祥次

哲彦

憲治

でお知らせします︒

次回の議会だより︵第

月議
会で経過と結果を報告します︒

審議内容については︑

委員会を設置しました︒

め︑８人の委員による決算特別

別会計９件の決算を審議するた

平成

1
7

委

号︶

総務常任委員会

清水文雄委員長の辞任に伴い︑

重原義之氏を委員長に選任︒

開発特別委員会

水口裕子副委員長の辞任に伴

い︑中村哲彦氏を副委員長に選
任︒

満

旺正・副

中学校問題等対策
特別委員会

八田外茂男︑渡辺

委員長の辞任に伴い︑夷藤

氏を委員長に︑堂下清孝氏を副

委員長に選任︒

教育委員

教育委員の任命に同意︒

教育委員会において︑委員長

に選任︒
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３

満氏

夷藤

清孝氏

堂下

進氏

中村

1
2

8
8

義之氏

重原

哲彦氏

中村

税金は
有効に使われたか

特別委員会を設置

町が提案した料金

可決した委員会修正案

70歳以上
無
料
（回数制限なし）
65歳以上
70歳未満

1・2級の
身体障害
者、療育
Ａ・Ｂ

※

１００円
（回数制限なし）

無
料
（回数制限なし）

６５歳以上は一律
１００円（50回まで）
３７０円（51回以降）

無 料
(５０回まで)

料金の見直しは、平成１９年４月１日から。

１００円
（回数制限なし）

２００円
（回数制限なし）

無
料
（回数制限なし）

時から

11

時に変更する部

10

町長から提案された福祉センター入館︵入浴︶料の見直し案に対し︑文教福祉常任委員会より

従来の料金

修正案が提出され︑本会議最終日に採決を行なった結果︑修正案が賛成多数で可決されました︒

分

なお︑年始の休業日を１月１日のみとし︑入館︵入浴︶時間を午前

区

分は原案のとおり可決となりました︒

原案と修正案の違い

福祉センター「ほのぼの湯」

うちなだ議会だより
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４

反対だ
高齢者いじめだ

討
夷藤

満議員

営業時間を少し早めることに賛成するが、高
齢者の生きがいを奪う行為となる料金改正は納
得がいかない。
温泉に入ることで健康を保ち病院へ行く回数
が減ったという話も聞いているし、高齢者にと
っては心も体も温まる癒しの場となっている。
福祉の充実でなく、やろうとしていることは
高齢者いじめとしか言えないのでないか。
料金を上げる前に、いろいろな角度から財政
やこれからの町づくりを考える必要がある。

憩いの場である

堂下清孝議員

福祉センターは、高齢者の憩いの場として設
置されたものであり、高齢者に負担を求める施
設ではない。
文教福祉常任委員会で審議された修正案は評
価できるが、それでも施設の設置基準からすれ
ば賛成することはできず、原案は何をか言わん
やの感がある。

補助がなくなっていく

北川

進議員

７０歳以上の方がどれだけの年金を貰ってい
るかを考えると、国民年金の受給者は多分少な
い金額でないかと思う。
介護保険料が平均で4,900円に上がり、いろい
ろな点で高齢者に対する町の補助的なことがな
くなっている。高齢者の癒しの場となっている
ものは変えるべきでない。

反
夷藤
田中
５

対(５名)

満、北川
祥次、堂下

うちなだ議会だより

進、中村
清孝

第87号

哲彦

賛成だ

論

財政状況からやむを得ない

野村輝久議員

文教福祉常任委員会で慎重に審議し、検討に
検討を重ねやむを得ないという形で料金改定の
修正案を提出している。
他町の料金と比較し慎重に検討したとき、60
歳から65歳までの料金、65歳以上の料金で100円、
200円は決して高くないと思う。
高齢者福祉のための無料は、理想であるが現
状の財政状況等々を考えた場合、やむを得ない
措置だと思う。

議論を重ねての結論だ

小谷一也議員

昨今の社会情勢は、少子・高齢化が進んでおり、
お年寄りの方に多少の負担をしてもらうことは
仕方ないと考える。
文教福祉常任委員会において３月の定例会か
らずっと議論を重ね、やっとこの結論に達した。

全体的に考えるべき

清水文雄議員

高齢化社会を迎えた一方で財政難のなか、子
育て支援策、高齢者の方を支え、住みよいまち
づくりをしていくか大変難しい状況にあり、一
部の高齢者の方は負担してもいいから子供たち
の方へ回してやってくれという意見も聞かれる。
高齢者の方を無料とし金銭面を重視するので
なく、高齢者全体が住みよい町にするにはどの
ようなシステムをつくり、若い人や子供たちを
どう育てていくか全体的なことを考え、これか
らの町政を運営していくべきでないか。

修正案に
小谷
渡辺
黒田

賛
一也、能村
旺、野村
泰三、中居

成(12名)
憲治、清水
輝久、中川
治、米田

文雄、水口
達、南
満、重原

裕子
守雄
義之

企業誘致の推進

配食サービス費を
増額

35

﹁マイ保育園モデ
ル事業﹂スタート

17

調理が困難な高齢者等を
対象とした配食サービス費
の増額に 万円︒

34

不妊治療の
助成増額

企業誘致の推進を図るた
め︑企業視察に係る特別旅
費等に 万円︒

国民健康保険の出産育児
一時金を現行 万円から
万円に引上げ費用に 万円︒

出産育児一時金
１万円の増額

85

コミュニティバス
継続

130

10300

11

☆８頁に関連記事

559

蓮湖渚公園
整備費追加

1
0

26

80

☆ 頁に関連記事

153

15

蓮湖渚公園のグラウンド
ゴルフ場などスポーツ・レ
クリエーション施設の張り
芝植栽工事︑自然を活かし
たビオトープ施設の建設費
等に１億８千 万円︒
また︑町道補修︑駅前道
路の拡幅事業等に１千 万
円︒

コミュニティバス「おーしゃんループ」

屋外で遊ぶ園児（向陽台保育園）

身近な保育園を﹁マイ保
育園﹂として登録し︑妊娠
時から相談相手となり安心
感を提供する﹁マイ保育園
登録事業﹂が４月よりスタ
ートしています︒
さらに充実を図る目的で
県が 月より私立保育園を
対象にモデル的に試行する
マ
｢イ保育園モデル事業 実
｣
施費用に 万円︒
10

35

将来に向けた交通体系の
不妊治療の助成として︑
理念︑方向性等を定めるた
新たにタイミング療法等の
めの 公
｢共交通活性化計画 ｣ 助成に県・町で年間５万円︑
策定費に 万円︒
通算２年間を限度に助成す
また︑ 月末で試行運行
る費用に 万円︒
また︑対外受精・顕微授
が満了となるコミュニティ
精の助成として︑国・町で
バスの 月以降の継続運行
年間 万円︑通算５年間を
を支援する運営費補助金に
万円︒
限度に助成する費用に 万
円︒
300

６
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継続審査となってい
た陳情２件は審査の結果︑
引き続き審査していく
ことになりました︒
●防災・生活関連を中心と
した﹁公共事業﹂への転換
と公共業務の民間化に反対
旨

公共事業に国民の

する陳情書
要
意見を反映させ︑生活関連
と環境保全︑防災等に転換
する︒
陳情者
石川県支部

国土交通省全建設労働組合
北陸地方本部

１．高規格幹線道路や地域
高規格道路及び国道・県道
から市町村道に至る体系的
な道路網の整備並びに快適
な道路環境づくりを推進す
ること︒
前調査のため︑インドへ派

■職員２名を企業誘致の事
２．道路特定財源は︑国民・

遣する旅費等に

慶一

県民が期待する道路整備に

三浦

●﹁公共サービスの安易な

充てること︒

要

クの構築を進めるとともに︑

頼性の高い道路ネットワー

３．災害に対して安全で信

負契約の締結︒

■宮坂公民館建設工事の請

︵全員賛成︶

万円︒

民間開放は行わず︑充実を

間開放は安易に行わず︑公

橋梁の耐震補強等の対策を

る陳情

務員の必要な人員を確保す

推進すること︒

万円のうち︑宮坂
算で約１千

万円︵

４．地方の道路整備の財源

％相当︶となります︒

・５

区の協力金は︑現時点の試

億１千

公民館の総建設工事費１

︵全員賛成︶

る︒

旨

58
確保と充実に努めること︒

10

公共サービスの民

求める意見書﹂提出に関す

支部長

「道路整備促進に関する意見書」
を提出

陳情者

士郎

159

日本国家公務員労働組合連
合会中央執行委員長
堀口

38
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７

政府にもの申す

直線化する能登有料道路

議長からの報告

平成17年１月の町長選挙期間中、後援会から町内に配布された事実と異なるチラシにより、個

人の名誉を傷つけられたとする訴訟が提起され、平成18年３月２日に４名に対し損害賠償を認め

る判決があり、そのなかに２名の議員が含まれていました。

名誉を傷つけられた方より、６月13日に議会として当該議員に道義的な責任等を求めていただ

きたいとする申し出があり、これを受けた議会では、慎重に協議した結果、対応を議長と議会運

営委員長に一任することにしました。

両者は協議を重ねたうえで、議長より７月14日に両議員に対し口頭で、議会人として十分慎重

に行動するよう申し入れをしました。

両議員は、町民や議会に対し迷惑をかけたと反省するとともに、自発的に議会の役職を辞任し

けじめをつけたいとして、９月13日に役職を辞任（理由は一身上の都合）しました。

各議員もさらに襟を正し、町民の模範となる姿勢を示していくことを確認し、議会の対応とし

ては、これを区切りとしたことを報告します。

上

以

審議内容の一例を紹介します

総務常任委員会

コミュニティバス
３月まで延長
公共交通活性化計画で策定
する業務の内容は︒
公共交通︑町有バスを含め
た町全域の公共体系のあり方

公務員の飲酒運転による事

故が多発しているが︑町の対

応は︒

人事院が定める指針に基づ

き対応しているが︑さらに厳

渉を働きかけていきたい︒

地として先行取得し︑用地交

駅前を整備するための代替

る目的は︒

の空き店舗を取得しようとす

競売物件となっている駅前

ら適用したい︒

罰化を検討しており︑ 月か

1
1

８
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Q

A

Q

を今年と来年の２か年で総合
的に検討する予定︒

ロジェクトや定住促進の施策

き入れるような子育て支援プ

町外の住民を引きつけ︑導

としている︒

年間の町づくりのなかで目標

約３千人の人口増を今後

成出来るのか︒

人口が伸び悩んでいるなか達

人口は３万人となっているが︑

基本構想に平成 年の目標

2
7

を展開していきたい︒

1
0

A

Q

A
Q
A

落札出来なかった駅前空き店舗(開札日は９月27日)

文教福祉常任委員会

駅前道路の拡幅

広場の整備は︑どのように
考えているのか︒

広場は多目的な利用を考え
ており︑維持管理も含め芝生
を考えている︒
グラウンドゴルフコースも
芝生とする予定︒

車道が拡幅されても歩道が60㎝でよいか検討が必要な道路

急な値上げに反対

駅前道路の改良にあたり︑
最小幅員が センチの歩道で
よいのか︒
警察やコンサルタントとも
協議し︑歩道の幅員を出来る
だけ広くとれるよう道路用地
の確保に向け︑地権者と再度
交渉していく︒

蓮湖渚公園に設置するトイ
レは１箇所で大丈夫なのか︒
また︑水飲み場は何箇所ある
のか︒
トイレは公園の中央に設置
する計画で︑イベント時は仮
設トイレを考えている︒
水飲み場は︑どれだけ必要
か検討したい︒
公園利用者の駐車場は︑何
台の車を収容できるのか︒

現在の幅員１ｍ50㎝

身体障害者介助用自動車改
造費と身体障害者自動車改造
費の違いは何か︒

介助用は隣に同乗する人の
ための改造費であり︑障害者
自身が運転するための改造費
とは違う︒

宮坂地区で︑白帆台の保育
園へ通う園児を送迎すると説
明したが︑広報で送迎しない
となっているのは︒

広報は全ての保育所につい
て説明したもので︑宮坂地区
は︑約束どおり送迎すること
を事業者は了承している︒

貴重な海浜植物の調査は︑
河北潟ボランティア等の協力
を得られないか︒
専門的知識を要するため︑
現段階では難しいが︑今後︑
ボランティアを募り一緒に進
める必要もあると思う︒

150
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９

6
0

193

駐車場は 台分あり︑調整
池にある駐車場 台と併せて
台収容できる︒
343

Q

A

Q
A

Q

A

Q

A

福祉センター入館︵入浴︶
料の改正は３月議会で否決さ
れている︒全く違う料金体系
で今回提案したのはなぜか︒

高齢者の入浴料助成制度に
ついて近隣市町の状況を調査
検討した結果︑ 枚の利用券
が妥当と判断した︒
5
0

Q
A
Q
A
Q

A

Q
A

建築が進む私立保育園（白帆台）

産業建設常任委員会

河北潟環境対策特別委員会

集中豪雨の対策は
８月１２日午前１０時から１１時にかけて、１時間に５７ミリを
記録する集中豪雨がありました。
地盤の低い大根布地区の一部を中心に、雨水が玄関先まで押し寄
せ、１４件の床下浸水の被害をもたらしました。
近年は、局地的に集中豪雨になる傾向があるため、早急な対策が
望まれています。
《大根布バイパス管整備事業》
平成１８・１９年度の２カ年事業で、
バイパス管・排水樋門の建設、側溝の布
設替・雨水管の改修工事等を行なう予定
です。

概算事業費
１億9,500万円

玄関先まで押し寄せた雨水（大根布）

開 発 特 別 委 員 会

どうなる蓮湖渚公園の整備
内 ポンプ場
宇ノ気線
県道松任

灘万さん

平成

丁目
大根布5

年４月オープン

20
蓮湖渚公園取付道路

計画
都市

路線 トイレ
放水
崎
向粟

グラウンド
ゴルフ場

道路 芝生広場

駐車場

河北潟

芝生広場
調整地

せせらぎ水路

親水池

概算事業費

平成12年〜17年度
平成18年〜19年度
計

３億8,800万円
２億3,800万円
６億2,600万円

うちなだ議会だより

第87号

10

中学校問題等対策特別委員会

建て替えする中学校

夷藤委員長、堂下副委員長、八田議長が中学校を訪問、生徒会役員12名と意見交換。

夷藤委員長 今日は皆さ
んの思いを教えてくださ
い︒聞きたいことや意見
があれば何でも言ってく
ださい︒
男子生徒 図面のＥＬＶ
とは何ですか︒
八田議長 エレベーター
で人も乗れるものです︒

教育次長 夜間電力を利
用した蓄熱式暖房機で︑
登校した時はすでに暖か
くなっています︒

女子生徒 中庭に木や池
があり︑池には亀が住ん
でいます︒新しく作るの
ですか︒

教育次長 卒業記念で植
えた木は移植し︑ポプラ
など大きな木は工事の関
係で切らないと︒

委員長 トイレは洋式と
和式どちらがいいですか︒ 堂下副委員長 怪我をし 委員長談話
ている時は︑和式だと大
変だとおもいます︒両方
女子生徒 和式︒
生徒の皆さんの率直な
あれば良いのでは︒
意見を聞くことができ︑
有意義な時間となりまし
男子生徒 和式は体力が
必要になるので洋式︒
委員長 短時間でしたが た︒
色々な意見を聞けました︒ 貴重な意見は︑学校づ
教育次長 男子と女子で 他にも何か思い浮かんだ くりの参考として︑設計
ニーズが違うが︑反映で ら議会の方に伝えてくだ に取り入れたいと思いま
さい︒貴重な時間をあり す︒
きるようにしたいと︒
がとうございました︒

11 うちなだ議会だより 第87号

議長 中学校の校舎で思 委員長 池を作るのと亀
い出に残っているのはど を飼うのは別問題ですが︑
んな所ですか︒
やはり池はあった方がい
いのでは︒
男子生徒 教室︒黒板を
もっと大きくしてほしい︒ 女子生徒 木はどうする
のですか︒

男子生徒 外で活動する
部活は雨の時︑校舎の階
段を利用して練習します
が︑まともな練習が出来
ないので室内練習場があ
れば︒

委員長 障害者の方や車 委員長 机の大きさも国
椅子の方も利用できます︒ の規格が変わるので大き
くなると思います︒
女子生徒 校舎を壊した
場合︑今の１・２年生は 女子生徒 吹奏学部の練
どこで授業をするのです 習場を広くしてほしい︒
か︒
男子生徒 野球場はどう
委員長 夏休みに取壊し︑ なるのか︒出来れば芝生
別の校舎で勉強をします︒ にしてほしい︒
夏は暑く冬は寒いプレハ
ブの仮設校舎より︑今の
環境で勉強した方が狭い
けど良いという考え方で
す︒
女子生徒 新校舎の暖房
はどうなるのですか︒

中学生と意見交換

質 問

夷藤 町の顔である駅前
の歩道が センチの幅員︑
どこの町にある︒

アカシア向粟崎 駅前道路 歩(道 )
２号線の整備
の改修

夷藤 降雨時は水があふ
れ歩けない︑宮坂南線の
工事で出る砂を土盛に利
用せよ︒
夷藤 あと１件となって
都市整備部長 向粟崎区 いる用地交渉はどうなっ
を中心に街なみ環境整備 たのか︒
事業が進められており︑
相談しながら検討したい︒ 都市整備部長 相手方の
理解を得られない状況だ
が︑早期解決に向け粘り
強く努力していきたい︒
夷藤 プレジャーボート
等の係留場は︑内 に間
違いなくできるのか︒

夷藤 道路整備を県に強
く働きかけた結果はどう
だったのか︒

都市整備部長 歩道が狭
いと歩行者の安全性が損
なわれるが︑町としてや
むを得ない︒

夷藤 町が先行取得して︑
使われていない土地はど
れだけあるのか︒

都市整備部長 県央土木 浅田助役 取得面積は︑
総合事務所の行政連絡会 ２ 万 ９ 千 ・ ㎡ 約
(８
に︑要望事項として提出︒ 千 坪 で)
ある︒

9
8

夷藤 大野川緑のアメニ
ティの駐車場は︑夏休み
は子供たちのラジオ体操
の場に利用されている︒
広くて地域の中心でも
あり︑人が集まるには絶
好の場所だが︑危険と背
中合わせとなっている︒
それは川と駐車場の境
にフェンスなどがないた
めで︑地域から心配の声
があがっているので早急
に設置せよ︒
都市整備部長 駐車場に 八十出町長 大野川貯木
フェンスを設置すること 場の向と清湖大橋から上
は︑緑のアメニティ自体 流側の２カ所が候補地︒
が河川敷であることから︑
町での設置は難しい︒
夷藤 保管場所が出来る
河川管理者である石川 とすれば︑いつごろ完成
県に申し入れをしたいと するのか︒
考えている︒
町長 整備の開始は︑来
夷藤 アメニティにトイ 年２月頃になると聞いて
レと手洗い場を設置せよ︒ いる︒
都市整備部長 利用者の
実態調査を行い︑河川管
理者の県と相談したい︒

8
2
7

都市整備部長

管理者である県に申し入れ

満議員
夷藤

転落防止のフェンスを設置せよ

5
9

3
4
8

夷藤 この道路の完成年 夷藤 時価相場に直すと
度をいつに定めているか︒ どれぐらいの金額になる
のか︒
都市整備部長 完成年度
は明確でない︒用地交渉 助役 土地開発公社は９
が解決すれば事業化に向 億８千万円︑町は駅前︑
け各方面に働きかけたい︒ 中学校前のテニスコート
を含め５千 万円の土地
を先行取得している︒

8
7
8

満 議員
夷藤
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いっぱん
野村 輝久 議員

曲がった危険な道路

町長 町はこれまで県に
対し︑町道部分の県道の
昇格︑拡幅整備を要望し
てきたが︑現在のところ
なかなか進展が見られな
い︒
今後は︑白帆台地区へ
の定住促進︑北部地区全
体の開発に欠くことので
きない根幹的施設として
の町道の県道昇格に向け︑
県に強く働きかけたい︒

県道昇格に努力
野村 北部開発の大動脈
である町道幹８号線︵福
祉センター前︶は︑サン
セットブリッジ内 を越
えてしばらく進み︑白帆
台地区を過ぎると狭く曲
がりくねった道となって
いる︒
白帆台住宅団地への定
住促進のためにも︑町長
は地元県議と一体となっ
て︑県道移管に向けてど
のように具体的な取り組
みをしていくのか︒

野村 輝久議員

八十出町長

関 連 質 問

中川達議員 県道の昇格
を県当局にどのような要
望活動をしたのか︒

町長 一日も早く昇格す
るよう力いっぱい頑張っ
ていきたい︒

中居 治議員 一刻も早
く地権者と話をしないと
進まない︑町長の考えは︒

町長 まず県道昇格に向
け︑県と町が協力して拡
幅の事業をやっていきた
い︒
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大橋からかほく市へ向かう道路

内

清水 文雄 議員

清水 文雄議員

「おーしゃんループ」の課題

まちづくり政策部長

必要性は一層高まる

八十出町長 午後５時以
降の開催や月曜日以外の
曜日の開催も含め検討し
たい︒

都市整備部長 安全管理
の体制づくりを検討し︑
公園の安全確保に努めた
い︒

清水 公園遊具の安全管
理体制の強化にどのよう
な考えを持っているか︒

清水 目標の採算ベース 清水 町にふさわしい独
に届かず︑継続は厳しい 自のコミュニティバスの
ようだが︒
運行の検討が必要では︒
不便地域の運行︑高齢
者や障害者の交通手段の まちづくり政策部長 内
確保︑環境負荷の軽減な
町公共交通等検討委員
ど︑成果があったと思う︒ 会を設置して検討する︒
運行コース地域からは便
利だと聞かれ︑運行され 清水 まちづくり町長談
ていない地域の人からは 話室を月に１回ぐらい夜
走ってほしいと聞かれる︒ も開催しては︒
成果と課題について総
括されているのか︒
まちづくり政策部長 住
民生活に密着したコミュ
ニティバスは社会全体の
高齢化の進展に伴い︑そ
の必要性は一層高まると
考えている︒
乗車率向上のための運
行ルートの検討や住民へ
の周知︑運営費に係る財
政的支援も含め︑継続運
行に向け事業者に働きか
けていきたい︒

14
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休日︑ナイター議会を開催せよ

議会の決定に対応する

清水 議会の傍聴は︑勤 浅田助役 町民に議会の
労者の多い当町では仕事 活動状況を知らせること
で行けないという声を聞 は︑今後のまちづくりに
く︒
欠かせないと認識してい
３月議会の一般質問を る︒
休日議会としてはどうか︒ 平成 年６月定例会よ
議会を住民に近づけ︑ り︑町ホームページで議
身近なものにし︑多くの 会の様子を公開している︒
人に議員への道を開くこ
議会において休日︑ナ
とにつながる手段の一つ イター議会の開催が決定
として︑休日︑ナイター されれば︑その対応に努
議会の開催についての町 めたい︒
長の所見は︒

1
8

平成17年11月１日の「おーしゃんループ」発車式

水口 裕子 議員

水口 裕子議員

町の借金と今後の見通しは

町民１人当り約 万円の借金

定価より10円上乗せした料金を設定し、紙コップなどで
ジュースを飲んだ後、自販機の横に設置した回収器の中に
紙コップなどを戻すと上乗せされた１０円が戻されるやり
方がデポジット制です。

中学生に子育て体験を
八十出町長

9
7

水口 町の財政状況は︑ 水口 町関係の庁舎や施
一時借入金︑それ以外の 設から自販機を減らすた
借入金の状況はどうなっ め︑デポジット制自販機
の導入を︒
水口 町の男性職員の育 ているのか︒
児休暇の取得を促進し︑
一般会計︑特別会計︑
広報で育児報告をさせよ︒ 一部事務組合事業のごみ 総務部長 デポジット制︑
処理経費など︑町が直接 マイカップ式自販機の効
的︑間接的に今後支払う 果などを研究のうえ検討︒
必要があるものの借金の
残高と返済額はいくらか︒
町長 休暇を取得しやす
い環境にするため︑職員
組合と協議し環境整備を
進めたい︒

水口 意欲的な人材を得
るには正規職員の採用を
考えよ︒
町長 子育て支援センタ
ーの人材は︑できる限り
正規職員と考えている︒

まちづくり政策部長 一
般会計約 億円︑公共下
水道事業特別会計約 億
円︑ごみ処理施設等の建
設負担金約 億６千万円
等で借入金の総額は︑約
億円となる︒
中学校の耐震化事業の
改築に約 億円近くの借
り入れが必要で︑西荒屋
小学校の耐震化事業も残
っており︑巨額の借り入
れは避けて通れない︒
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デポジット制とは

説

解

語

用
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中学校と協議
水口 中学生が何らかの 水口 男性の育児参加を
形で子育てを体験する場 進めるため︑フォーラム
として︑子育て支援セン を開催せよ︒
ターを活用できたら内
の中学生は変わると思う︒ 町長 男性の育児参加へ
家族間の思いやりが薄 の意識改革を図りたい︒
れ︑悲しい事件が多い現
代で︑大きな効果が期待 水口 子育て支援センタ
できるのでないか︒
ーは︑土・日曜日も開所
学校と連携してぜひ実 できないか︒
現せよ︒
町長 より多く利用して
町長 次代の親となる若 もらうため︑日曜日など
者たちが親性の準備のた の開所を検討したい︒
めに乳幼児と触れ合うこ
とや︑地域社会全体で子 水口 土・日曜日は︑保
育てに取り組むことは大 育を学ぶ学生の採用︑ボ
変重要だと思っている︒ ランティアも考えたらど
多くの中学生が子育て うか︒
支援センターを訪れ︑乳
幼児と触れ合う機会を図 町長 社会福祉協議会と
れるよう中学校とも協議 連携し︑ボランティアを
しながら考えていきたい︒ 育成する講座を積極的に
実施したい︒

210

将来は専任の理事長

能村 憲治議員

八十出町長

町長 中長期的に指定管
理者制度に移行︑また直
営に分けることを検討︒

町民福祉部長 窓口相談
から始まる﹁地区担当制﹂
で行い︑今後保健師等の
専門職員の増員を図る︒

能村 地域包括支援セン
ターの仕組みと運営につ
いて問う︒

能村 管理公社の理事長 町長 もちろん将来的に 能村 公社の管理状況を
に助役が就いている他に︑ は専任の理事長を置くべ 定期的にチェックするた
体育振興事業団︑土地開 きと考えている︒
め外部評価を受けよ︒
発公社︑シルバー人材セ
新制度への移行期間で
ンターの理事長︑マリン あることや管理公社設立 町長 組織改革を進め︑
パーク内 の取締役社長︑ の趣旨を踏まえ︑行政を 外部評価に耐え得る力を
夕陽ケ丘苑の理事など多 熟知している助役が適任 つけたい︒
くの役職を兼務している︒ とのことで︑激務を承知
管理者を町が指定し︑ のうえでお願いしている︒ 能村 施設や公園など直
指定される側も助役で大
営の公の施設の今後の見
変不自然であり︑重大な
通しを問う︒
責務に兼任で職責を果た
せるのか︒

機械除雪に頼るアカシア地区

アカシア地区に
消雪を

16
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能村 機械による除雪︑
排雪の対応は︒

都市整備部長 気象情報
能村 団地内の道路は非 を的確に把握し︑初動体
常に狭く︑アカシア地区 制の強化を図り︑狭い道
は高齢化率が ・５％と 路は極力排雪したい︒
３人に１人が 歳以上で︑
町内で群を抜いている︒ 能村 雪で山積された歩
高齢者にとって道路除 道の確保はどうするのか︒
雪は大変な負担であり︑
事故の危険も伴う︒
都市整備部長 やむなく
福祉サービスの面から 歩道に積むケースもあり︑
も早急に消雪対策を図れ︒ 道路除雪の終了後︑確保
に努める︒

都市整備部長 委託業者
に除雪区域を確認させ︑
経験豊富なオペレーター
を申し入れる︒

能村 雪の捨て場と置き
場は︒
都市整備部長 主要な幹
線道路︑勾配の強い道路︑ 都市整備部長 医科大病
学校や保育所の周辺︑お 院下の放水路と内 海水
よび機械除雪が困難な狭 浴場を指定場所と考えて
い道路等を整備︒
いる︒
アカシア地区は︑約４
メートルと狭い道路だが︑ 能村 重機オペレーター
幅員に応じた機械除雪を の経験の度合いを把握せ
している︒
よ︒
高齢者については︑町
会や近所の支援で対応︒

町会の
支援を願う

8
6
52

助役が兼任で良いのか

能村 憲治 議員

小谷 一也 議員

第三者による評価制度を

小谷 側溝改修の年次計
画を立て︑計画的に改修
監督業務の適正化に努める
を行っているのか︒
小谷 中学校の改築は︑ 八十出町長 耐震偽装事
都市整備部長 要望箇所 新耐震基準に適合した設 件後︑国は︑建築確認検
の現場を確認し︑順次改 計であり︑安全性に問題 査の厳格化や建築士など
はないと思う︒
の業務の適正化︑罰則の
良を行っている︒
構造計算の偽装︑設計 強化を図っている︒
小谷 地下水は地盤沈下 書の審査︑手抜き工事が
建築物の構造計算は︑
の観点から大事だが︑融 行われないよう建築主が 専門機関の検査強化︑中
雪の整備を再度検討せよ︒ しっかりしないと安全な 間検査が実施され︑町独
建物は望めない︒
自の審査委員会を設置す
都市整備部長 融雪装置
大学教授や設計士など る必要はない︒
の設置は︑優先度が高い の第三者で構成するチー
中学校を初め公共施設
箇所から考えている︒
ムをつくり︑安心して過 の設計︑建築工事の管理
ごせる中学校の改築に力 執行は︑監督業務に遺漏
を注ぐべきだ︒
のないよう適切に努める︒
小谷 今年度の除雪は排
雪を基本とし︑歩行者の
安全を確保せよ︒

都市整備部長 安全確保
を図るため道路除雪が終
了後に排雪に取り組む︒
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小谷 町内には信号機の
設置が必要とされる危険
な箇所が幾つもある︒
通園路となる誠美幼稚
園下の県道︑西部承水路
の水門付近の県道は特に
必要である︒
次世代を担う子供たち
の安全・安心なくして子
育ては成立しないが︑町
と県公安委員会はどう考
えているのか︒

総務部長 信号機は︑
箇所の新設と４箇所の改
良を津幡警察署を通じて
県公安委員会へ要望して
いる︒
交通事故防止のため地
域の要望も十分踏まえ︑
津幡警察署と連携し︑地
域住民が安全で安心に暮
らせるよう早急な整備促
進を働きかけており︑今
後も努力していきたい︒

小谷 公民館は町会を元
気にする拠点︑災害の時
にも安心できる施設にせ
よ︒
浜田教育長 地域づくり
の拠点として︑適切な維
持補修に努めたい︒

交通量が多い危険な道路（誠美幼稚園下の県道）

総務部長

整備促進に努力する

小谷 一也議員

子供の安全確保に信号機を

1
9

堂下 清孝 議員
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機具橋の耐震強度は

2
0

大野川を渡る機具橋（写真右）

行政連絡会の課題に

堂下 １︑介護ベッド︑ 町民福祉部長 １︑負担
堂下 清孝議員
車
いすやホームヘルパー が増えないよう指導の世
の取り上げをやめること︒ 話をしていきたい︒
２︑保険料値上げを抑え ２︑地域包括支援センタ
八十出町長
減免制度を充実させるこ ーを核に介護予防に努め
と︒
保険料抑制につなげる︒
堂下 機具橋は地震の震 堂下 浅電の横断陸橋の 堂下 定年制条例を無視 ３︑介護が必要と認定さ ３︑要支援︑要介護の方
度いくつまで耐えられる 消雪装置が昨年度作動し した管理職員の 歳勧奨 れても介護保険が利用で についてもケアプランの
のか︑地震が来なくても なかったが︑今年は点検 退職制度は見直すべき︒ きない事態をなくすこと︒ 作成が行える体制となっ
自然に落下する危険をは し完全なものにすべき︒
４︑介護施設の利用料負 ている︒
らんでいないか︒
浅田助役 現制度を基本 担を抑え︑施設の不足を ４︑町の第３期の介護保
険事業計画で︑施設不足
金沢市と行政連絡会を 都市整備部長 今年はこ としたうえで︑退職職員 解消すること︒
の解消を考えている︒
何回も開いているが︑意 のようなことがないよう の再任用制度の整備を図
りたい︒
見交換をしているか︒
県に強く申し入れる︒
町にとって必要不可欠
堂下 夕陽ケ丘苑の増設 堂下 介護保険料が５段
な橋であり︑金沢市や県 堂下 交差点や通学路に 堂下 １子・２子が小・ をどのように考えている 階から６段階に見直しさ
との打ち合わせは進んで 除雪した雪を積まずに︑ 中学生でも︑３子の保育 のか︒
れたが︑以前とどこが違
いるのか︒
うのか︒
排雪計画を立て実施すべ 料を半額︑無料にせよ︒
き︒
町長 来年春に内示があ
町長 機具橋は昭和 年
町民福祉部長 国︑県の り︑ 床を 年から 年 町民福祉部長 生活保護
に架設され︑平成９年に 都市整備部長 危険な箇 動向︑近隣市町の状況も にかけて建設する考え︒ あるいは老齢福祉年金の
補修をしているが︑この 所は速やかに排雪し︑安 踏まえ調査︑検討したい︒
受給者︑町民税非課税の
間︑耐震調査はしていな 全確保に万全を期したい︒
方と課税所得が合計で
い︒
万円以下の方が２つあわ
せて１階層だったものを
行政連絡会の協定前の 堂下 第２農免道路︵霊
２階層に分けた︒
昨年６月︑金沢市と内
園前︶は砕石を敷いたの
町の担当部局で機具橋に なら︑簡易舗装すべきだ︒
関する協議を行っている︒
行政連絡会の課題に取 都市整備部長 道路整備
り上げ︑互いに協議︑検 の財源確保等も含め︑今
討していきたい︒
後の研究課題と考える︒
2
9
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定例会での一般質問のゆくえ
３０人学級を導入せよ
町長は、各地区のタウンミーティン
グで３０人学級の実施に強い意欲で臨
むと語っている。子どもたちは１年１
年で待ったなしであり、来年度から実
施に取り組むべき課題でないか。
（１７年９月定例議会）

答

弁

全学年で実施するとなると教室不足
等の問題も出てくるため、まずは小学
校低学年からと考えている。

その後

大根布小学校１年１組（２３名）

平成１８年１月に「ゆとりの中で未来
を拓く教育推進会議」からの答申にも盛
り込まれており、４月より小学校１・２
年生で３０人学級が実施された。
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財源確保に広告収入を
全国の自治体のなかには、財源確保
のため独自でユニークな取り組みを行
っている所がある。内 町においても、
新たな財源確保の一つとして、広告を
取り入れてはどうか。
（１８年３月定例議会）

答

弁

町が自立可能な財政基盤の確立を目指
すため、新たな財源の可能性を検討する
ことは課題の一つと認識している。
町の広報やホームページ等、既に部内
で検討を始めているが、その他の媒体も
含め導入に向け速やかに対応したい。

その後

有料広告が掲載された町広報９月号

広報うちなだ７月号より有料広告募集
の記事を掲載し、広報は９月号、町ホー
ムページは９月１日から有料広告が掲載
されている。

レガッタ準優勝
第１９回つばた町民レガッタ大会が８月２０日津幡町の漕艇競
技場で行なわれました。
津幡町、金沢市、かほく市、内 町、小矢部市の８クルーが参
加した議会対抗の部では熱戦を繰り広げた結果、内 町議会「白
帆」は決勝レースに進出し見事準優勝となる活躍を見せました。

グ ラ ウ ン ドゴ ル フ

ダブル優勝

河北郡市議長会が主催するグラウンドゴルフ大会が８月１日開催
されました。
かほく市、津幡町、内 町の各議員が参加し、内 町議会は上位
５人で争われる団体戦において優勝、また、個人戦においても重原
議員１位、中川議員３位、中村議員５位となる成績をおさめました。

議会中継のお知らせ
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。
ＤＶＤの貸出しも行っています。
内

町議会事務局

TEL286−6715
FAX286−6711

◆編集後記◆

皆さん︑こんにちは︒

ご愛読いただき誠にあ

町内各地で威勢のよい

りがとうございます︒

かけ声を響かせていた秋

祭りも終わりを告げ︑秋

なりました︒

の深まりを感じる季節と

さて︑安倍内閣が誕生

して早や１カ月が過ぎま

鮮による核実験が新聞や

した︒国際問題では北朝

テレビを賑わしていますが︑

国民が安心して暮らせる

また︑国内に目を向け

よう願っています︒

ると地方切捨ての政策が

行われていますが︑都会

なく︑地方にも目配りや

ばかりを優先するのでは

気配りを忘れないで頂き

たいと思います︒国民一

る日はいつになったら訪

人一人が幸せを実感でき

れるのでしょうか︒

皆さんに読んで貰える

ご意見ご感想をお待ちし

広 報 を 目 指 し 頑 張 り ま す︒

ております︒
夷(
藤 )
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