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対策実施隊を設置 6月会議
31

副隊長：年額１万7000円

疑

ては大崎市と同額です︒

また︑年額報酬につい

するつもりです︒

加入して頂くようお願い

の８名全員を実施隊員に

名が所属しています︒こ

色麻町では猟友会に８

髙橋産業振興課長

い望んでいるのか︒

いのか︒隊員は何名ぐら

と比較して高いのか︑安

また︑ほかの類似団体

拠は︒

実施隊の年額の算出根

山田議員

質

平成 年定例会６月会議が６月 日から 日までの２日間の日程で開催され報告４件︑承認２件︑
議案９件が審議されました︒
また︑議員提出の意見書１件も審議され︑全て原案のとおり可決されました︒
一般質問は議員８名が登壇し︑ 項目について町政を質しました︒
一般会計補正予算では１億１７４５万円を追加し︑総額を 億８１２３万円としました︒

鳥獣被害対策実施隊の報酬額

2

平成28年8月

14

11

15

色麻町特別職の職員で非常勤のものの報酬
及び費用弁償に関する条例の一部改正
本町ではイノシシ
による被害の現状を
踏まえ︑鳥獣による
農林水産業等に係る
被害防止のための特
別措置に関わる法律
第９条の規定に基づ
き︑色麻町鳥獣被害
対策実施隊を設置︒
隊員を色麻町特別職
で非常勤の職員に任
命するために報酬及
び費用弁償に関する
条例︵昭和 年色麻
町条例１９９条︶の
一部を改正するもの
です︒

図るものです。

員：年額１万4000円

隊

隊員の保障の充実を

長：年額２万円

隊

40

設置したイノシシのワナ

28

全会一致で可決

非常勤の特別職の職員に

今野議員

髙橋産業振興課長

昨年はツキノワグマの

規則の原案は７月１日

色麻町生活共同利用センター等設置条例の一部改正

平成 年度特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用し︑
上黒沢集会所として施設が完成したことで今回色麻町生活
共同利用センター等設置条例中の関係規定を改めるもので
す︒
なお名称を﹁上黒沢集会所﹂︑位置を﹁色麻町黒沢字新
土利壇 番地２﹂と改めるものです︒条例について は 年
７月１日から施行するものです︒
27

鳥獣被害対策実施隊の︑
駆除が３回︒他にイノシ

本来であれば設置条例

巡回・捕獲確認作業をや

運用に向けてできていま

内閣府令の公布による平成 年度の幼児教育の段階的無
償化に向けた取り組みに伴い︑色麻町立幼稚園保育料等徴
収条例の一部を改正する必要が生じ︑そのための関係規定
の改正を行うものです︒
改正後の幼稚園保育料等徴収条例の規定は平成 年４月
１日から適用するものです︒

色麻町立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正

全会一致で可決

28

今後のスケジュールはど
駆除もやっています︒
年間︑延べにして
くらいになります︒

日

のようになっているのか︒ シやカラス︑カルガモの

髙橋産業振興課長

今までは実施隊の前身
に有害鳥獣捕獲隊という
イノシシ・熊の駆除など

制定となるのだが︑今回

福田議員

を行っています︒今年度

提出されてないので規則

ことで任命し︑カラス・

新たに鳥獣被害対策実施

での運用となるのか︒
うするのか︒

また︑隊員の定数はど

隊を設け︑事業内容とし
ては捕獲隊同等の仕事内
容をお願いします︒特に
イノシシに対しては﹁わ

って頂きます︒そのため

す︒実施隊員の定数は

髙橋産業振興課長

隊員には色々と勉強会や

名で考えています︒

な﹂の設置や﹁わな﹂の

講習会などに積極的な参
加も促すことにしており
ます︒
工藤議員

猟友会の年間の出動回
数はどのくらいか︒
鳥獣被害対策実施隊と
いうことであれば熊の駆
除も対象になるか︒

今回の条例改正は東原共同墓地の永代使用料を改正する
もので︑これまで６万円だったものを 万円に改正するも
のです︒
施行期日は公布の日からとするものです︒

色麻町墓地設置及び管理に関する条例の一部改正

全会一致で可決

28

全会一致で可決

10

色麻町議会だより第57号

3

28

40
10

30

隊員は

色麻町鳥獣被害
条例の
一部改正

961

1,038,967

全会一致

後期高齢者医療特別会計 増

265

79,246

全会一致

介護保険特別会計 減

1,952

800,508

全会一致

水 道 事 業 会 計 増

996

185,144

全会一致

4
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消防費

国民健康保険特別会計 増

農林水産業費

当初予算で計上済みな

全会一致

疑
小型動力ポンプ付積載

福田議員

生産調整対策費でエゴ

車のポンプ更新は︑非常

山田議員

マ選別機を購入する予定

もと機械化酪農組合で

ので財源変更で特定財源

4,081,235

質

小川議員

計上されるのではないか︒

備消防費の備品購入費で

ているのか︒

曽根総務課長

だが︑設置場所は決定し

400万円を単年度で一
町長

企業立地促進奨励金

社に支払うのか︒
使用していた倉庫を予定

を組み替えた形にしまし

大原企画情報課長

しています︒

た︒

サンリット工業株式会

社に２カ年分の奨励金と
山田議員

台︑サポート
セット︑フェン
個です︒

台︑フェンス運搬車

ネット

卓球台

今野教育総務課長

るが何を購入するのか︒

200万円計上されてい

備品購入費として

西村議員

教育総務費

が自由に使用できるのか︒

エゴマ選別機は生産者

して支払います︒

佐々木議員

地域活性化対策費で

また︑管理はどこが行
うのか︒

カッパブギ色麻踊り保存

会補助金140万円の中

髙橋産業振興課長

作業は各農家が持ち

身は︒

大原企画情報課長

寄って︑自らがその機械
を使用します︒管理は農
協の予定です︒

ス

２台︑得点板

決

採

予算の総額

補正額

会計の種類

かっぱ踊りの衣装を

考委員

商工費
小川議員

観光費でしかまの冬の
イルミネーション250
万円は︑当初予算で計上
すべき事項ではないか︒

12

12

（単位：千円）

各種会計補正状況

総務費

一般会計
補正予算

着仕立てる費用です︒

福田議員

一般管理費で

会委員謝礼として︑一人
１回１０００円だが︑他
の審議会の謝礼と均衡を
欠かないのか︒
町長

ボランティア的なもの

髙橋産業振興課長

70

24

と思っている︑謝礼は食

計画書の提出が当初予

色麻のイルミネーション

50

事代程度と考えています︒

算まで間に合わなかった
ので補正としました︒

12

計 増 117,454

会

般

一

1億1,745万4,000円を追加
総額40億8,123万5,000円
平成28年度

意見書

19

提出者 福 田
賛成者 白 井
今野
工藤

弘
幸吉
公勇
昭憲

告

専 決 処 分

報

日交付︑４月１

色麻町税条例の一部改正
地方税に関する法律等が３月

す︒

質

疑
入湯税に係る特別徴収

小川議員

入湯税に関する経過措

義務者の経営の申告とい

正を行いました︒
報告したいと思っていま

また︑できるだけ早く
ている︒せめて４月中に

支援金の限度額を引き上げるものです︒

主な内容は国保税の課税限度額及び後期高齢者

色麻町国民健康税条例の一部改正

す︒

日に報告がなされ

報告から申告に文言の修

置で報告が申告に変わっ
日専決処

うことになっているので︑
また︑３月

ているがなぜか︒

佐々木税務課長

定に関する条例により専決処分したので報告しま

じたので地方自治法及び町長の専決処分事項の指

日施行されるに伴い︑本条例を改正する必要が生

31

報告すべきではないか︒

５月

分したにもかかわらず︑

31

色麻町固定資産評価審査委員会
条例等の一部改正

主な内容は固定資産台帳に登録された価格に関

認

する審査申し出に対する行政不服審査法の整備で
す︒

承

色麻町復興産業集積区域における固定
資産税の課税免税に関する条例の一部
改正

色麻町企業立地及び事業高度化を重点
的に促進すべき区域における固定資産
税の課税免税に関する条例の一部改正

※専決処分とは

議会の権限に属する事項について︑町村長が議会

に代わって意思決定を行うことである︒

議会はその慎重な運用を真剣に見守らなければな

らない︒

本町では︑地方自治法の規定により︑専決処分す

ることができる事項を定めている︒

色麻町議会だより第57号
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18

99

11

ＴＰＰ協定の国会批准を
しないことを求める意見書
ＴＰＰ︵環太平洋経済連携協定︶は︑重要５品
目の３割の関税を撤廃するほか︑米の輸入枠の拡
大︑牛・豚肉での関税引き下げなどの大幅な譲歩
を行うとしています︒くわえて︑その他農産品で
は ％の関税撤廃を合意しており︑本県の農業生
産にとって重大な影響が懸念されます︒
安倍政権は︑ＴＰＰの今国会での承認を見送ら
ざるを得なかったものの︑参議院選挙後の臨時国
会での早期承認を狙っています︒
今国会のわずかな審議の中からも︑①ＴＰＰ協
定には関税の撤廃・削減をしない﹁除外﹂規定が
一切存在しないこと︑②付属書で︑日本だけが農
産物輸入大国５カ国との間でさらなる関税撤廃に
向けた見直し協議を特別に義務付けられているこ
と︑③一切手を付けさせなかったという事実を︑
石原ＴＰＰ担当相と森山農相は︑認めざるを得ま
せんでした︒
これらの内容が﹁農林水産分野の重要５品目な
どの聖域の確保を最優先し︑それが確保できない
と判断した場合は︑脱退も辞さないものとするこ
と﹂︵２０１３年４月 日・ 日衆参農林水産委員
会︶とした国会決議に違反していることは明らか
です︒
よって︑国会決議に違反するＴＰＰ協定の批准
は行わないことを強く求めます︒
以上︑地方自治法第 条の規定により意見書を
提出します︒
98

「議会だより」に掲載する一般質問の内容は、
紙面の関係上、質問を要約し、掲載しています。
掲載されていない質問項目について知りたい
方は、議会事務局に会議録がありますので閲覧
下さい。

ここが聞きたい ８人の議員が登壇
①河野

諭議員

（１）議員定数に関する審議会について
（２）しかま広報について
（３）学生の表彰について

②佐々木伸子議員

（１）介護予防教室について
（２）生活習慣病予防事業について
（３）加美郡在宅医療介護連携推進協議会について

③工藤

昭憲議員

（１）結婚支援専門員について
（２）消防水利について

④小川

一男議員

（１）情報通信施設について
（２）色麻学園の防風、防砂ネットについて

⑤相原

和洋議員

⑥西村

義隆議員

⑦佐藤

文洋議員

⑧福田

弘議員

（１）学校給食費について

（１）色麻学園の校庭整備について

（１）情報通信基盤整備事業について
（色麻町WiMAXネットワーク）
（２）色麻町まち・ひと・しごと創生総合戦略について

（１）関東・東北豪雨災害による農業用施設及び公共
用土木施設の災害復旧状況について
（２）シルバー人材センターについて

平成28年8月

6

議員定数に関する審議会
28年７月に立ち上げ

河野

加美農高の情報を広報に

で︑情報を待つのではな

本町唯一の高校ですの

大原企画情報課長

情報収集に努めます
河野
しかま広報に保育所︑
幼稚園︑小学校︑中学校

牛の引き運動をする加美農高生

議員定数に関する審議
会について質問します︒
今回で４回目ですが︑
町長は︑今年の７月には
審議会を立ち上げたいと
言っていたが︒

町長

めて加美農高の紹介をし

の各行事が載っているが︑ く積極的に情報収集に努
本町にある唯一の県立加

ます︒

なんと言っても町民の
考えも大事だろうと思い

美農高が載っていないの

町の広報紙は行政運営

町長

はなぜか︒

ます︒
我が町は今後も単独で
町政運営をするのが基本
です︒
数についても厳しく皆さ

を町民の皆様に透明性を

私の基本的考えは︑定
んに判断を求めてほしい

示し︑知ってもらうと言
加美農高のことはこれ

うことです︒

と思います︒
考委員

行政報告でも申し上げ
ましたが︑現在

までも掲載しています︒
究内容︑韓国との国際交

食べられる花の開発研
会議は来月からスター

ます︒情報提供の依頼を

流事業や環境教育優秀賞
ます︒この答申を活性化

していますが︑余り来な

トして︑年内中に答申を

委員会に私からお願いす

いのが実態です︒

の受賞などを載せており

る形になると思います︒

お願いしたいと思ってい

んされています︒

会の委員が８割ほど推せ

50
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諭議員
河野

介護予防教室の現状は
23行政区で作成中

佐々木伸子議員

に花見会やお茶会をした
り︑子供会の参加に合わ
せるなど地区の特色を出
して実施しています︒

り組んで地域コミュニテ

で主体的に介護予防に取

介護予防教室は︑地域

という思いにならないよ

の皆様がさせられている

継続性を重視して︑地域

の構築につながるように

生活習慣病予防事業の内容は

化すべきではないか︒

加美病院との連携を強

佐々木

防講習会は単発ですが毎

なお︑生活習慣病の予

ます︒

らの支援は常に考えてい

事業内容を改善しながら実施
佐々木
生活習慣病予防事業の
内容は︒

年開催しています︒昨年

は佐々木胃腸科の及川先
毎年健診の結果︑疾病

く考えていないわけでは

加美病院との連携は全

ていますので講演会を予

した︒今年度も予算化し

先生に講演をお願いしま

生︑一昨年は加美病院の
の罹患状態から一般向け

ありません︒病院の先生

定しています︒

鶴谷保健福祉課長

のポピュレーションアプ

やメディカルの人たちか

町長

年度

ローチとして平成

時期は運動量が減って

8
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佐々木
介護予防教室の現状と
支援のあり方は︒
行政支援のあり方とし
ては︑介護予防の通いの

ィーの構築を図ることを

うに気をつけ︑自主的に

場と地域コミュニティー

目標に︑3年前から地域

主体的に取り組む後方支

町長

ケア会議で各行政区に情

援を考えています︒

年度の地域ケア

佐々木

報を提供してきました︒
平成
会議では︑行政区ごとに
年度の介護予防取

2地区はまだ計画書は

平成
り組み予定表を提出する

から開催しています︒

内容は︑健康運動の指
導士の運動指導と管理栄
養士による食事指導の2
本立ての5回コースとメ

できていない状況です︒

しまう冬期間にかけて実

を解消する内容のプログ

地区の中で︑現在いろ

施し︑毎年より実践的で

実施しないというわけで

2地区につきましては︑ タボリックシンドローム

鶴谷保健福祉課長

問題があるのか︒

提出していないが︑何か

の行政区から予

ようにお願いしました︒
現在

定表の提出がありますが︑
地区の現状に合わせて長
く継続していただくこと
を念頭に︑時期や回数は
その地区に一任していま
4月︑5月の2ヶ月で

いろ検討している最中で

具体的な内容になるよう

ラムを組んでいます︒
行政区が実施しました

すとの回答をいただいて

はなく具体的な計画書が

が︑参加者は8人から

す︒

人と地区によってばらつ

事業内容を改善しながら
進めています︒

います︒

36
また︑内容は運動の後

百笑ウォーキングで健康づくり

21

27

28

23

きがあります︒

18

結婚支援相談員

結婚の機会を支援

工藤
結婚支援相談員の成果
をどのように考えている
のか︒

町長
少子化対策の一環とし
て結婚支援相談員を配置

ことです︒

工藤
結婚支援相談員は特別
職の職員なのか︒また︑
服務規程が適用されるか︒

工藤

消火栓改善計画は

になります︒また︑消火

と︑約2億4570万円

長6300mを改修する

計画的に対応
工藤

水利施設は消防法や消

栓だけではなく防火水槽

消火栓の改善計画はど

のようになっているのか︒ 防水利の基準に違反して

関係もあり︑これは１基

山吹副町長
結婚支援相談員につい

いるので︑すぐ改善すべ

し︑結婚の機会に恵まれ

ては︑非常勤の特別職で

ない人たちのために行政

んので計画的に対応した

問題は財源です︒総延

るように考えています︒

指摘されたとおりです︒ 布設替えに併せて改修す

したがって︑水道管の

す︒

円位かかると推計されま

700万円から800万

あり原則的には地方公務

町長
ミリ管が現
基あります︒1回で

消火栓は
在

服務規程などの規定も受

現在︑改善計画書とし

町長

きではないか︒

として支援︑援助する趣

法の適用を全部受ける職
ではありません︒

旨です︒
この事業は人間関係に

地方公務法の適用を基

成果は求めないというこ

いと考えています︒

と同様な勤務体制の中︑

基に関しまし

ての書類はありません︒
消火栓

社会教育課長のもとで業

ということで社会教育員

通常であれば週4日以上

ただ︑この方の勤務は︑

けません︒

だろうと期待を込めてや
るわけです︒

工藤

務を行う関係上︑一般職

ては︑水道管布設替え工

万円の根拠はど

のようになっているのか︒ 員に準じた形の服務とい

考えています︒

事の際︑建設水道課と連

万円の根拠は特

うものが必要と考えて定

月額

曽根総務課長

とではなく︑成果は出る

あるものではありません︒ 本的に受けないことから︑ 改善することはできませ

属するものであり︑形の

50

20

携して検討し進めたいと

町長
月額

別ありません︒この金額
で頑張って欲しいという

改善が必要な50mm管の消火栓

20

めています︒

15

15
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昭憲議員
工藤

情報通信施設の進捗状況は

叱咤激励しながらやらせている

小川
昨年の４月１日開設か
ら︑一年以上経過したが
工事の進捗状況は︒

町長
システムの調整作業に
時間を要しており︑端末
機との連携や動作確認な

防風・防砂ネットの機能は

を張ると効果があると聞

砂飛散の対策として芝

教育総務課長

的な計画はあるか︒

策が必要と思うが︑具体

教育総務課長

した場合の経費は︒

るようだが︑全面芝生化

緊急の課題と捉えてい

小川

風を和らげ砂の飛散を緩和する効果ある
小川
色麻学園の防風・防砂
ネットの状況を︑詳細に
把握していると思うが︑
防砂ネットの機能と合わ
せて説明を求める︒

いたので︑試験的に芝を

効果が少ない時は︑校

部分などを除いて計算す

ク部分とか野球のベース

全面と言ってもトラッ

庭の全面芝生化も視野に

ると︑２８００万円位と

張り経過を見ます︒
風を和らげ砂の飛散を

総合的に検討します︒

町長
緩和する効果はあると思

見込んでいます︒

平成28年8月 10

やらせている︒

小川
資料に基づき聞くが計
画より１年以上遅れてい
る中︑今後の計画は︑業
者と連絡︑情報を共有し
て作成したか︒

遅くとも本年３月か４

企画情報課長

今後は︑有線放送がな

月に稼動するよう指示を

どの作業が遅れています︒
い世帯が多い行政区から

出している︒しかし調整

ていきます︒

がら︑順次端末機を配っ

電波の状況を確認しな

作業に手間どっています︒

設置します︒

小川
JTプランニングの社

う︑設置前と比較すれば

しかし︑近隣の住民か

長を招聘して説明を受け

あれでは業者の言いな

らは対策を講じてほしい

飛散する砂の量は３分の

りではないか︑他に情報

と要望があり︑緊急の課

たが︑あの説明で私は町

があると思うので︑分か

題と考えている︒

１位と聞いている︒

る説明をしてほしい︒

小川

民に説明出来ない︒

町長

可能と思うが︑東側には

完全に防止するのは不
無いので何とも言えない

学童施設もあり早急な対

業者を指導する知識は
が︑叱咤激励と言う形で

芝の効果をためしています

一男議員
小川

幼稚園にはなぜ助成しないのか
来年度以降考えていきます

だから助成の対象との答

町長

としては一貫性がない︒

弁だが︑町長の施政方針

教育委員会より﹁学校
学区外就学している子

町では︑就学助成はし

相原
給食費助成のお知らせ﹂
どももいる中で︑平等と

それを︑町長の言う子

なく︑それぞれの特色を

幼稚園は義務教育では

も達が︑兄や姉と同じに

る食べ物を︑年少の子ど

同じ給食センターで作

の園児に対して見える形

学援助をしていて︑町内

町外に通う園児には就

課題として考えていく︒

以降考えていく余地はあ

ると思っています︒

わたしたちにも助成して下さい

私の方針として今回は

年度学校給食費に

ていなかったが︑今年か

勘弁してほしい︒

相原
成すれば︑年１万１００

仮に幼稚園児に

％助

成を行うので︑給食費は

いる園児に対しても︑助

らほかの幼稚園に行って

考えていない︒

と﹁
公平性に欠けないか︒

園は今後の課題とします︒

子どもに助成をし︑幼稚

るが︑今年は義務教育の

そのような考え方もあ

町長

ついて﹂の書面が来てい
ます︒
％助成しているが︑

この中で︑小・中学校
は
幼稚園にはなぜ助成しな
いのか︒

町長
小・中学校については︑

％の助成によって︑

育て支援に回せば︑スク

０円の金額が浮きます︒
小学生や中学生の児童よ

ールバス代などに当てる

相原

り︑幼稚園児の方が高い

ことが出来ます︒

保護者の経済的負担を軽

来年以降はさらに考え

費用を負担している︒

考えて保護者は︑いろん

さらに︑今回の件は書

は︑父兄に対する優しさ

また︑スクールバスは

１人目︑２人目は来年

しました︒

３人目の子どもは無料に

に欠けるのではないか︒

町長

で助成すべきでないか︒
町外に通っている子ど

面２枚だけで︑何の説明
もは︑

幼保一元化も踏まえ今
後考えていきます︒

相原
小・中学校は義務教育

もない町長の公約として

人います︒

食べますか︒

した︒
ていきたいと思います︒

減したい思いで実施しま

25

25

な幼稚園にやれます︒

25

28

45
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和洋議員
相原

砂ぼこり対策に万全を！
検討中です

地元より︵宿地区︶対
果として子供たちの心が

また︑緑地化による効

講じてほしいとお願いさ

地元から飛散の対策を

町長

策についての要望が︑出
れています︒

いても自然に優しい点が

握していません︒

そのためには若干見栄

重に検討しているところ

判断を仰ぎたい︒現在慎

することを前提に︑委員

小中一貫校が

年に開校

６年前になりますが︑

生活をまず確保すること

り︑地域の方々の平穏な

こり対策をすることによ

で覆うことにより︑砂ぼ

校庭の東側道路に推積した砂

平成28年8月 12

日常的になることにより︑

されているということは︑ 落ちついてきたこと︒
飛んでいるということだ
色麻学園の校庭の問題

また︑芝生化について

防砂ネットなどで飛散

そこで学校の風下への
は︑やはりいかに砂ぼこ

は︑まず︑芝を張って効

あげられます︒

砂ぼこりの状況を把握し

りをなくすかに尽きると

あるいは︑その範囲はど

えは悪くとも︑雑草が生

です︒

対策の対応したい︒

ているのか︒

果を見たい︒結果により

のように認識しているの

えても構わないと思いま
す︒芝生化の対応をする

会として︑調査︑研究の

や児童生徒への影響と管
理などでの財政負担につ
いても考慮したうえでの
結論でした︒大学と提携
して児童生徒への影響を
調査している自治体を参
考にすると︑芝生を常に
はだしで走り回ることが

えますが︑いかがですか︒

に全力をそそぐべきと考

26

校庭芝生化による地域

告しました︒

結果︑校庭の緑地化を報

対応はなされているのか︒ べきです︒土の表面を緑

保証金などについての

か︒

迷惑をかけている戸数

考えられます︒

と思われます︒

また︑風水害などにつ

体力が向上すること︒

地元にも大分砂ぼこりが

西村

義隆議員

正確な戸数について把

西村

情報通信基盤整備事業について

そろそろ限度なのでは！
稼働できる状態にしていただく

理だとはっきり申されて

色麻町でワイマックス
そういった端末をこれか

してや取扱説明書もない︑

佐藤
を整備した︑そのもとも
らもなお町として︑その

地域おこし協力隊の取り組みは

との理由︑どんなことを
業者に開通までやれとい

います︒仕様書もないま

目標に整備事業が始まっ
うのはそろそろ限度があ
るが︒

るのではないかと思われ

町長

佐藤

こし協力隊の募集が始ま

県内８市町村で地域お

し協力隊をお願いすると

っています︒せっかく町

今のところ︑地域おこ
したのはまさに地域おこ

いう状況にはなっていま

私が以前︑議会で質問

佐藤

取り組んでいない︑検討する

たのか︒

大原企画情報課長
有線放送が老朽化し︑

し協力隊のことでしたが

で計画したのであれば︑

も送られる︒また災害ポ

電話などに緊急時の情報

スマートフォンとか携帯

持ちの端末機︑あるいは

もでき︑町民の方々がお

送のほかに緊急時の放送

線に変わるものとして放

に難しくなりました︒有

とにより維持管理が非常

つなごうかという話もあ

アンテナをつけて︑線で

方ですが︑外部のほうに

とも踏まえて︑対処の仕

す︒それで︑そういうこ

いと言うことは必ず出ま

けど︑我が家は聞こえな

ちでははっきりきこえた

条件ではないので隣のう

電波が全部同じような

ではないか︒

できる体制を整えるべき

早く計画を立てて︑募集

町長

せん︒

ータルサイトも構築でき

ります︒いずれにしても

部品の生産も終わったこ

現在の状況は︒

るシステムがあることな

稼働できる状態にしてい

に質問したところ︑もう
この端末は限度だと︑こ

いと考えています︒

うに︑検討し︑募集した

ら定住していただけるよ

人に来てもらうのですか

都会からせっかく若い

大原企画情報課長

どから整備するというこ

ただくことにかわりませ

れ以上よくすることは無

ん︒

とになりました︒

災害ポータルサイトシステム
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佐藤
文洋議員

先日説明会の時に業者

佐藤

作付不能面積は

入合堰・志津堰合せて33ヘクタール

に入ったようですが復旧

シルバー人材センターの進捗状況は

県は︑今後の増水した

アンケート調査を実施する予定

場合の対応に支障を来す

るものもあると思います︒

農作業関係も含めて︑あ

ちの状況です︒町長が道

意向があるかのアンケー

を対象に会員登録し働く

的に展開すれば見えてく

ニーズ関係については︑

平成28年8月 14

については︑決壊一歩手

昨年９月に台風の影響
状況と完成はいつか︒

福田
により関東︑東北地方に

町長

前の状況です︒復旧工事

豪雨をもたらし︑本町で

ことが懸念されることか

シルバー人材センター

本町に特化した組織の

も農業用施設及び公共用
土木施設に甚大な被害を

ら︑仮水路の掘削︑仮道

立ち上げに向け１８０万

るいは町の仕事の一部も

路と話しましたが︑県は

ト調査を合せて実施する

町長

被っています︒最終的に

日

立ち上げといいますか︒

本工事２件を現在発注済

予定で準備を進めていま

す︒農業への活用も積極

どのくらいの面積が耕作
路の仮設工事を６月

円の賃金を予算化してい

含めて結構あるのではと

ヘクタール

福田

不能になったのか︒

を工期として︑３月中に

町長は現時点でどのよう

入合堰で

髙橋産業振興課長

発注をしたとのことです︒ ます︒組織化に向けた業

見ています︒

務の進捗状況は︒

業務を担う方と勤務に

町長
防を指すのか︑それとも

ついて調整をしている最
中です︒また︑利用する
意向があるか一般世帯及
歳以上の方

みです︒仮工事１社︑本

す︒

び企業と︑

工事２工区ということで

仮工事は完了し検査待

松崎建設水道課長

工事用道路のことか︒

中に掘る︒道路とは︑堤

仮水路を既存の水路の

福田

に考えているか︒

ヘクター

ヘクタール

と志津堰では
ルで合せて
が作付できません︒

福田

30

工事に入るとのことです︒

福田
本町の農業は高齢化︑
担い手不足という状況で

必要になってくるシルバー人材

県が入合堰︑志津堰の
復旧工事を進めているが

年度末まで

復旧計画はどうなってい
るのか︒

町長
志津堰は

に完成予定となっていま
す︒入合堰については
年度までの予定です︒

福田
ます︒宿地区左岸の堤防

花川も被害を受けてい

29

60

22
11

33

28

弘議員
福田

常任委員会所管事務調査報告

町の重点課題に目を向けて
①防犯灯維持管理事業
防犯灯は夜間の安全安

などの発生事例もあるこ

物の生育障害や害虫被害
いかなければならない︒

待遇改善も含め検討して

の充足は不可欠であり︑

犯罪のない明るい町づ

③防犯対策事業

とから︑隣接する方と話
し合う必要がある︒

②交通安全推進事業

交通事故の防止を図り︑ くりを推進するため︑防

設置基準を満たしている

消火栓は127ヶ所︑内

町内に設置されている

を目的とした事業です︒

の生命︑財産を守ること

地域社会をつくり︑町民

小限に抑え安全︑安心な

災害発生時の被害を最

⑤災害対策事業

ミリ管が107ヶ

避難所として位置づけ

④消防施設整備事業

所︑基準を達していない

口径

ヶ所と

口径

ミリ管が

犯指導や啓蒙普及活動を

消防施設は町民の生命

蓄食の配備を望むもので

になった農業伝習館とも

安全安心な地域社会をつ

行い社会秩序の保持と犯

と財産を守る重要な施設

す︒

なっています︒

くっていくことを目的に

罪防止を目的とした事業

であり︑基準に則った消

協議し︑非常時に備え備

行う事業です︒

です︒

現在︑交通安全指導員
は定数

６名の欠員が生じていま

火栓の設置を望むもので

防止に努めることを目的

で︑４名の欠員となって

す︒早期に充足する必要

今回進めている事業は︑

防犯実働隊員が現在︑

として設置されている︒

います︒安全安心な地域

がある︒

ることになり︑移行に向

名に対して９名

防犯灯の新設やＬＥＤ

社会をつくる上で指導員

ニーズに応じた保育士の

年で用地

31

むものです︒

け交渉に当たることを望

スムーズな用地買収に向

至っていないことから︑

れています︒まだ契約に

27

す︒

に交換する場合は︑農作

事業です︒

平成

のです︒

加茂堂線は︑宿地区と

年ま

けて農業委員会条例の改

での５ヶ年計画で進めて

入所などの居住の場が町

農業委員会の委員の選
村長の任命制への変更な

下黒沢及び下高城地区を

④建設水道課

どを定めた︑農業協同組

結ぶ町道で︑町の主要な

任方法の公選制から市町

合法の一部が改正されま

年から平成

計画的な確保が必要と思

正が求められます︒改正

います︒平成

内には整備されておらず︑
近隣市町村の施設を利用
するしかない状況です︒
支援体制を図る必要があ
ると感じられた︒

②子育て支援室

く︑以前から整備要望が

加茂堂橋も老朽化が著し

道路であるが幅員が狭く︑
年７月

年７月

多く寄せられた路線です︒

28

グループホーム︑短期

われます︒

に当っては関係機関と綿

取得を計画し予算計上さ

①障害者福祉
全ての町民が共に支え

③農業委員会

密な検討︑協議を望むも

心を確保し︑犯罪などの

20

75

50
した︒本町の農業委員の

状態が続いてきましたが︑ 任期は︑平成

保育所待機児童ゼロの
い人も個性と人格を認め

今後ゼロ歳児に待機児童

19
日から新制度に移行す

29

合い︑障害のある人もな
合い︑笑顔で元気で暮ら

が生じる恐れがあるため︑

29
日であり︑平成
せるまちづくりを目指す

20

色麻町議会だより第57号

15

13

総務教育
常任委員会
産業民生
常任委員会

N o . 20

うとしています︒

か短いのか１年弱になろ

宅に越してきて︑早いの

きましたので愛宕山に行

ヤクの時期にいる事がで

ています︒今回はシャク

休暇の時は結構満喫し

り合いの方から野菜等を

ます︒よく親戚の方や知

がとても美味しいと思い

あと︑色麻町は農作物

いると思います︒医療費

編 集 後 記

議会活性化特別委員会
で箱根町と二宮町を訪問
し︑議会基本条例や災害
対策などの研修を行いま
した︒表紙はその時のも
ので報告は次号になりま
す▼神奈川県の町村は︑
基本条例の制定が進んで
いて︑北海道栗山町の次
に制定したのが︑あの湯
河原町︒舛添さんのお蔭
で有名になりましたが︑
その湯河原に負けじと各
町が制定したのだとか▼
箱根町は５年の歳月を掛
けて成立させ︑その後も
議会改革を推進︒災害時
の議員行動マニュアルな
ども策定している▼新人
議員が定数削減を提唱し
ているが︑当然これ以上
削れないところまでいっ
ている︒定数はどうある
べきか︑正解を見い出す
ことは難しいとの見解で
あった▼議会だより︑久
し振りにお盆に間に合い
そうで嬉んでいる︒願わ
くば︑団扇を必要とする
気候であってほしい︒
文責 今野公勇

議会広報常任委員会
議
長 佐藤 貞善
委 員 長 今野 公勇
副委員長 佐藤 文洋
委
員 相原 和洋
委
員 小松 栄喜
委
員 小川 一男
委
員 工藤 昭憲
委
員 天野 秀実
委
員 中山
哲
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私たちの「しかま議会だより」は環境に優しい大豆油インキと再生紙を使用しています。

私はのん きな 船 乗りさん

色麻町に住もうと思っ
ったり︑﹁近くの温泉﹂っ

よく頂くのですが︑みん

めですよ︒１歳半までな

たきっかけは︑家内が色

て事でかっぱのゆに行っ

な美味しいんですよね︒

昨年の８月にあたご住

麻町出身だった事と新し

たりしています︒かっぱ
帰ってきます︒あそこは

んですけどね︒

いアパートができるとい

子育て支援も充実して

とう …
︒

う情報があったからです︒ のゆでは毎回食事をして
自分は色麻には何回か

が

歳までというのが魅

何を頼んでも美味しいん

力だと思います︒

９月６日（火）からの予定です。

（手続き簡単・住所と名前を書くだけです）

しか来ておらず全く﹃未

で︑余計に頼んじゃうん

などは改善した方がいい

開の地﹄って感じだった

湯﹂っていう貸し切り風

とは思います︒

ただ保育園の入園条件

らの知り合いや友人に助

呂もあって︑小さいお子

んですけど︑家内の昔か
けられながら毎日楽しく

さんがいる人にはおすす

ですよねぇ …
︒﹁一歩の

過ごしています︒
毎日と言っても自分は
中々家には居ないんです
けどね︒なんせ仕事が船
舶なもんで２ヵ月くらい
は家にいません︒その間︑
２人の子供を家内が１人
で見ている状態で︑家内
の友達が遊びに来ながら
家の事を手伝ってくれて
るみたいでとても助かっ
ています︒本当にありが

次回の会議は

あなたの議会を
傍聴してみませんか
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ひ ろ

千 葉 真 洋さん

ま さ

向町地区

