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新年の挨拶
議長

渡邉 正策

新春を迎え謹んで
新年のお慶びを申し上げます。
平成二十七年は未年で、未辛抱や、群れをなす羊は家族の安泰を
示す平和のシンボルとも言われております。昨年の円安・株高・物
価上昇・消費税の増税などで特に地方における景況感は感じられな
い状況でありましたが 、原油輸入価格の下落によりガソリン・灯油
などの価格引き下げで明るさが 見え、今年の未年は地方の景気回復
に希望と期待が持てるのではと感じております。
田上町の最大の課題は、引続き少子化対策で、この数年の出生数
は七十人前半を推移している状況であります。対策室を中心に多く
の施策を準備し、実施して参りましたが 確かな手ごたえを感ずるま
でには至っておりません。この事業は十年・二十年の継続事業で農
商工・事業者をはじめ町民全員が この問題を共有し、対策を講じて
いかなくてはならないと考えます。危機感をもって知恵とやる気の
勝負と期待しております。
国の地方創生施策を十分に理解し、地域の更なる活性化に向け
「輝かしいまち田上」を目指して全力投球して参ります。今後もい

元旦

ろいろ提言し、より監視機能を高め、町民のパイプ役に徹して参り
ますので、変らぬご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。
平成二十七年

新年あけましておめでとうございます
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田上町 議会だより 第104号 （2）

平成26年

月

日～
月
日

定例会の議案

8

12

・議会議員の議員報酬及び費

用弁償等に関する条例の一

部改正

・特別職の職員の給与に関す

る条例の一部改正

・田上町教育委員会教育長の

【専決処分】

衆議院議員総選挙に伴い一

給与及び勤務時間等に関す

年度補正予算】

・一般会計

【

一部改正

・田上町国民健康保険条例の

条例の一部改正

・田上町職員の給与に関する

る条例の一部改正

般会計に706万円を追加。
【条例制定】

地方分権推進により条例制
定の議案として
・田上町指定介護予防支援

・田上町地域包括支援センター
・田上町家庭的保育事業

・田上町特定教育・保育施設
及び特定地域型保育事業

・下水道事業特別会計

・国民健康保険特別会計

・田上町放課後児童健全育成
事業

・後期高齢者医療特別会計

の規約変更

新潟県市町村総合事務組合

【規約の変更】

・水道事業特別会計

・介護保険特別会計

・訪問看護事業特別会計

以上の５事業の運営規定・
基準を定める条例の制定

・田上町子どもたけの子基金
条例
【条例改正】

人事院勧告による報酬・給
与に関する条例

・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

（3） 田上町 議会だより 第104号

26

月
定
例
会

・生涯学習センター建設構想策定に予算
・子ども、子育て支援新制度スタートにより
家庭的保育事業等の条例制定

12
田上町の「今」と「これから」をお伝えします

12

15

専決処分
年度一般
会計補正予算（第 号 )

万円程度を目標に

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

が示されました。

積み立てていきたいとの考え

源に年間

ふるさと応援寄付金等を財

に設ける基金です。

担う子どもたちの育成のため

少子化対策として、次代を

子どもたけの子基金条
例の制定

が専決処分されました。

経費として、総額706万円

衆議院議員総選挙に要する

4

嘱託産業医の報酬を、年額

議員報酬及び費用弁償等
に関する条例、特別職の
職員の給与に関する条例
の一部改正、教育委員会
教育長の給与及び勤務時
間等に関する条例の一部
改正

月に支給）がそれ

人事院勧告に伴い、期末手
当（6、

ぞ れ 0. 1 5 カ 月 ア ッ プ さ れ
ることによる改正です。

年

与は若年層が重点的に引き上

されたものです。説明では給

手当（通勤、勤勉）等が改正

人事院勧告に伴い、給与、

ーター等を整理し、計画書は

説明では計画の基本となるデ

査会で質疑が交わされました。

８２万円が計上され、連合審

想、基本計画策定業務委託１

よるプロポーザル方式で行い

と建築の二つに分け、指名に

性が示され、委託業務は計画

げられ、勧告による改正の影
す。

2月中に策定したいとの方向

務費の中では道の駅等基本構

手当等の補正があった他、総

事院勧告に伴う報酬、給与、

歳出では、各課にわたり人

算金等です。

度分後期高齢者医療給付費精

減債基金繰入金の減額、

急確保事業の国・県補助金、

による交付金の減額、保育緊

負担金、舗装工事個所の変更

保険基盤安定のための国・県

額する補正で、主な歳入では

れぞれ２７５１万１千円を増

一般会計総額で歳入歳出そ

年度一般会計補正
予算（第 号 )
5

響額は810万円程となりま

職員の給与に関する条例
の一部改正

25

議論の中身

原ヶ崎交流センターは雨

そう言ったことも含めた

％補助の説明だけで

ありました。

含めた説明が必要との意見が

されておらず、今後それらも

地方債等の財源の考え方が示

討論

にしたい。

整理し、たたき台となるもの

委託業務であり、データーを

A

行しているのではないか。

安く上げるための財源論が先

築して再利用に値するのか。

漏りや耐震等問題は多く、改

Q

Check

40

26

たいとの説明がありました。

▲原ヶ崎交流センター

30

万円と改正するものです。
12

12

26

総務産経常任委員会付託案件審査

■主な議案内容
・子どもたけの子基金条例制定される
・人事院勧告に伴う議員、特別職、職員の給与、手当等改正される
・（仮）道の駅等基本構想、基本計画策定予算決まる

田上町 議会だより 第104号 （4）

総務産経常任委員会（財政、消防、選挙、道路、上下水道、商業、観光、農業、議会など）

少子化・定住対策費では、

新婚・子育て世帯向け住宅取

90

万円の補正があ

件の申し込みがあると

得利子補給

り、

の説明でした。

農林水産業費では、農地中

間管理機構への機構集積協力

金310万円は、7人の申し

出があるとの説明がありまし

た。

土木費では、中店・後藤1

号線の舗装補修工事が、

403号線バイパス工事の関

係で今年度は工事が出来ない

ので、本田上・横場線の工事

への組換えや、トラブルのあ

る「あじさいトンネル」に電

光表示板設置工事に434万

円の補正がありました。

消防費では、原子力防災の

マップ作製を行うとの説明が

ありました。

19

▲あじさいトンネル

町民の皆さんにわかりやすい議会をめざして、町政・町議会の情報を
迅速に発信していきます。町のホームページからも閲覧できるように
なりました。ぜひ、アクセスしてください。

http://www.facebook.com/tagamimachigikai
※議会のフェイスブックページは、アカウント登録がなくても見ることができます。

議会会議録をホームページに掲載します
今まで、役場議会事務局又は公民館でしか閲覧ができなかった議会会議録を、ホームページに公開していきます。本会議及び委員会
会議録を公開していく予定ですが、約３ヵ月後の公開となりますので、予めご了承願います。

議会を傍聴してみませんか？
次の定例会は3月2日
（月）からの予定です。
請願は2月23日（月）までに提出されたものを3月定例会で審議します。

（5） 田上町 議会だより 第104号

議論の中身

田上町議会フェイスブックのご案内

あじさいトンネルは信号

議 会か ら の お 知 ら せ

Q

公安委員会と協議したが

機の設置ができなかったのか。

A

交通量が少ない事などから無

理であった。

下水道事業特別会計
補正予算（第1号）
水道事業会計
補正予算（第1号）

人事院勧告に伴う、手当等

の補正のみでした。

正治

いずれも全会一致で原案承

熊倉

認、可決されました。

委員長

▲総務産経常任委員会

Check

■主な議案内容
・平成２７年４月から、子育て中の全ての家庭を総合的に支援する条例が制定される
・出産育児一時金支給が改正される

田上町指定介護予防支援等の
事業の人員及び運営に関する
基準等を定める条例の制定
田上町地域包括センターの職
員に係る基準及び当該職員の
員数に関する基準等を定める
条例制定
以上２条例制定は、介護保
険法の規定に基づき制定する
ものです。

田上町家庭的保育事業等の設
備及び運営に関する基準を定
める条例の制定
田上町特定教育・保育施設及
び特定地域型保育事業の運営
に関する基準を定める条例

年４月から本格スタートす

るもので、市町村が実施主体
になり、地域の実情に応じ
て、子育て中のすべての家庭
を総合的に支援することを定

待機児童の解消の問題

議論の中身

める条例です。

Q

で、幼児園の入園希望が増え
財政事情もあり、おおむ

たら定員を増やすのか。
A

ね５年ごとに計画を見直して
いきます。

田上町国民健康保険条例
の一部改正

万円を

万４千

改正の内容は、出産育児一
時金支給、

円とし、町長が必要と認める

ときは、３万円を上限として

年１月１日から施行す

加算するのを１万６千円に改
め、

るものです。

年度一般会計補正予算
（第５号）

Q

増、教育費は、人事院勧告に伴

精神障害者医療助成対象者の

ステム改修の補正、衛生費は、

改正の内容は、民生費のシ
が完全ではない。３歳未満児

う補正、両小学校、中学校の照

歳入歳出とも１億

万５千

国民健康保険特別会計補正
予算（第１号）

明器具の取替に伴う補正です。

の受入れ体制を強化しなけれ
ニーズ調査の結果、当面

よいです。

受入れ体制を拡充しなくても

の５年間は間に合っています。

A

ばならないのでは。

３歳未満時の受入れ体制

39

円を追加し、総額を

億５４

万８千円を

後期高齢者医療特別会計
補正予算（第１号）

歳入歳出とも

決しました。

委員長

万３千円を

億３８０

川﨑

昭夫

いずれも全会一致で原案可

万円としました。

円を追加し、総額

歳入歳出とも７０２万３千

介護保険特別会計補正予
算（第２号）

円としました。

追加し、総額３９５７万３千

歳入歳出とも

訪問介護事業特別会計補
正予算（第１号）

千円としました。

追加し、総額１億８０９万８

69

27

27

５０万円としました。

12

26

Check

40

14 95

田上町放課後児童健全育成事
業の設備及び運営に関する基
準を定める条例の制定
以上３条例制定は、平成

子育て関連３法」に基づき、

年８月に成立した、「子ども・

24

27

社会文教常任委員会付託案件審査
社会文教常任委員会（税、戸籍、国民健康保険、後期高齢者、介護保険、環境、福祉、教育、保育など）

田上町 議会だより 第104号 （6）

ＪＡ改革に関する陳情書

期日 平成

年

月

日

年度で調査委員

議論の中身

Q

予算規模はおおよそ

財政シミュレーションは

億

A

円。町の持出しは９億円。役

年に起債償還が終わる

場庁舎や温泉施設の償還が

、

ので、現在の財政状況を維持

Q

現在の施設は取り壊す。

公民館はどうなるのか

できる。

ないか。社会資本整備総合交

A

付金を活用し経費の

出するために、「道の駅・地

域交流館」を建設し、原ケ崎

交流センターに図書館機能を

中心とした改修を行い、残り

の生涯学習機能は地域交流館
～

に集積し、まちづくりを行い
たい。

年

Check

スケジュールで進めていく予

度で整備工事が行えるような

定とのことでした。

開催の後、年内に説明する予

対しては子ども・子育て会議

た。

ＹＯＵ・遊ランドの指定管
理者より羽生田野球場を一
括管理したいとの提案があ
りました

定であるとの説明がありまし

用料が変わります。保護者に

保育基準時間と短時間で利

定されるようになります。

保育料は町民税によって算

子ども・子育て支援制度の
利用料金来年度から変更

％を捻

源のため既存施設を活用でき

検討委員会では限られた財

生涯学習センター建設予
定地は、にぎわいを創出
するため「道の駅」整備
構想と一体的に検討しま
す

10

会の調査や検討を踏まえ

15

27

40

32

26
27

31

都市計画用途地域の変更が
今後一部の地区で行われま
す

（7） 田上町 議会だより 第104号

30

26

経営管理委員会
三条市興野3丁目10番7号
にいがた南蒲農業協同組合
会長 吉田 文彦

陳 情
第４号

情
陳

者

松原 良彦
小池真一郎

情
陳
名
件
号

趣旨採択

臣
官
臣
臣
）

採択

番

川口與志郎

閣 総 理 大
閣 官 房 長
林 水 産 大
閣 府 特 命 大
規制改革担当
内
内
農
内
（
ＪＡグループの自己
改革の実現に向けた
請願書

三条市興野2丁目16-29
三条民主商工会
婦人部
部長 飛田野 眞紀子

請 願
第７号

三条市興野3丁目10番7号
にいがた南蒲農業協同組合
経営管理委員会
会長 吉田 文彦

請 願
第８号

審査結果
所得税法第５６条廃止
の意見書を国に上げる
ことに関する請願（平
成２６年９月定例会で
の継続審査事件）

紹介議員

意見書等提出先
請願者の住所・氏名
名
件
請願番号

願
請

議員全員協議会

期日 平成

年

月

日

26

これから取り組む少子化
定住対策事業は

今年度はふるさと応援寄附

金などを想定した子どもたけ

期日 平成

年

月

日

もらい、同時に利用申込をし

間保育料は標準時間より約

段階の保育料を設定し、短時

未満児と以上児でそれぞれ２

間と短時間で差を設け、３歳

新保育料については標準時

てもらいます。

改修する旨の説明がありまし
た。

現在、田上中央処理区は事

％低くなります。また、国の

議論の中身

業が休止状態になっている

柱やブリッジを撤去して

Q

が、全体計画見直しにより３

預かり保育の料金につい

44

つの接続案が提案されました。

. 3％、以上児（標準） . 9
％（短時間） . ％軽減し

89

議論の中身

48

これから試算し年度内2

月ごろまでに説明する。

A

ては。

Q

ています。

47

専門家にアドバイスをも

らうために、補正予算を組ん
で対応したい。

年度まちづくり財政計
画について説明がありま
した

年までの事業計画が説明

され、一部見直しが行われま
した。

42

Check

26

30

A

構造上の問題は無いのか。

10

下水道事業計画について

度は乳幼児育児用品購入費助

利用のために認定を受けて

子ども・子育て支援制度
の利用料の変更について

15

狭い入口は外側ガンギを一
部撤去する。通路部分のブリ

年

12

成など様々な新規事業を計画

の子基金を創設します。

26

ッジも撤去。屋根の雨漏りも

原ケ崎交流センター改修
計画について現地視察し
ました

11

している旨説明がありました。

27

26

示した新基準より町は未満児
（標準） . 1％（短時間）

Check

田上町 議会だより 第104号 （8）

町長：自主防災組織連絡協議会などを通じて指導を行う
川﨑 昭夫 議員

町防災訓練
今後の計画は
日に町一斉の防災

実施されました。

ています。新しく造るには、

億円の工事費が必要です。加

当清掃センター規模だと約

介し、自主防災会の指導に当

茂市・田上町での財政では対

地区の実績等を各地区に紹
たるべきと考えますがいかが

位が上昇し、堤防決壊の危険
案しますがいかがですか。

町の防災の日とすることを提

どを確認し、訓練には自衛

町長 自 主 防 災 組 織 連 絡 協 議

防災の日を定めることは、

会を通じて、各地区の活動な

町を挙げての防災訓練は、

今後検討していきます。町は

隊、消防関係、町日赤奉仕団

初めての実施でしたが、内容

土砂災害の起きる場所が多く

どの紹介及び指導を行ってい

は最高のものであったと共に

指定されていますので、まず

問 加茂市・田上町清掃セン

と多くの機関が参加されおお

町の活性化の源になったと感

地区で適切な避難訓練が必要

ターは昭和

きます。

じます。今の時点では、ほぼ

と考えます。

年に業務開始、

全地区が自主防災会を結成

トンの処理能力をもつ
施設で、

一日
また、平成

士の育成を実施していきたい

年に１号炉と２

んでいきます。

検を早めに、又修繕に取り組

ごろこまめな施設の整備、点

ん。事故が起きないように日

ころ、どこも締結していませ

県や近隣の市に確認したと

緯があります。

務組合に処理をお願いした経

その時は近接の市及び一部事

可能になったことがあります。

号炉が同時に故障し、稼動不

町長 平 成

るのか尋ねます。

を結ぶ等対処策がとられてい

市にお願いできるよう、協定

ある新潟市（秋葉区）、三条

か、いざというとき隣接市で

のような対応をとられるの

稼動不可能となった場合ど

応出来ないと考えます。

20

でしょうか。町を挙げての訓
練の実績を活かして、来年か

月

訓練（避難訓練）が実施され

問

加茂市・田上町清掃
センターの維持管理
は

▲田上町防災訓練（本部）

年経過しました。

しておられると思います。参

各部品の摩耗による取替、オ

稼動ができなくなると言われ

故障が発生すれば、一週間

されています。

れ、毎年多額の修繕費が投入

ーバーホール等の修繕が行わ

と考えています。

対する応急処置、出血時の止

けでなく看護師による骨折に

回の訓練が実施され、避難だ

練を紹介します。これまで３

考までに本田上地区の防災訓

年度から防災

し、それぞれ避難訓練を実施

がかりの訓練でした。

避難や避難場所の設営対応な

性が高まった状態を想定し、

月の第３週の日曜日は、

ら

19

ました。信濃川、加茂川の水

10

血法の講習、AEDの講習等

（9） 田上町 議会だより 第104号

60

55

34

27

13

10

問
質
般
一
ここが
聞きたい

さらなる自主防災組織への関心を深めるべきでは

総合防災訓練の評価
と今後の予定は

ロコモ対策はどうな
っていますか

たいへん良かったと思います。
因には大きく分けて運動器自

候群のことです。ロコモの原

シンドロームの略で運動器症

の子育て経験のあるホームビ

る家庭に、研修を受けた地域

６歳未満の子供が一人でもい

問 「ホームスタート」とは

「ホームスタート」
に取り組んでみては
どうですか

この訓練の評価と今後の予定
体の疾患と運動器機能の不全
ジターと呼ばれるボランティ

ロコモとはロコモティブ

を尋ねます。また、土砂災害
などがあげられます。町でも
アさんが、週に１回２時間程

問

を想定した訓練も必要かと思
民間事業者とも連携してロコ
度訪問し、一緒に家事や育児

日町で総合防災訓

いますが、いかがですか。
モ対策を始めてみてはいかが
を行ったり、話をしながら過

月

また、町として共助に対し
ですか。私は何かテーマソン
ごす新しい家庭訪問型の子育

問

てどのような指導を行ってい
グを決めて、その曲が流れた
て支援で、利用料金はかかり

練が初めて開催されたことは

るか尋ねます。
ら誰でも歌ってエクササイズ
ません。現在は

以上の市区

ができるように提案します。

町長 初 め て の 防 災 訓 練 と い

近年のゲリラ豪雨に備えた防

との連絡が図れた訓練でした。

機関及び各地区の自主防災会

間制限がありましたが、関係

力いただき、半日の実施と時

施しています。レインボー健

しゃんしゃん教室を今年度実

予防のための運動教室、足腰

を兼ねて転倒予防教室、介護

る介護予防教室はロコモ対策

町長 現 在 、 町 で 実 施 し て い
なっています。

ームスタートの訪問支援を行

福祉法人などの民間団体がホ

町においてＮＰＯ法人や社会

災訓練は検討したいと思いま
康体操やけんこつ体操といっ

自主防災会の防災力向上のた
来年度に向けて色々な対策を

た体操を中心に行っています。

す。
めに防災士の育成と、各地区
していきたいと考えています。

でいることが挙げられると思

やすい町を目指して取り組ん

象にしているなど、子育てし

織・仕組み・商品開発のソフ

として、そこで販売する組

問 道の駅、直売所ができる

問題集等とする。火曜日の放

宿題、教科書の復習、予習、

質問する。③勉強する内容は

からないところを塾の先生に

ずから進んで勉強する。②わ

し、①自分で計画を立て、み

自性を持った道の駅を整備す

協議しながら、田上らしい独

て関係する団体等の皆さんと

間の中で具体的な内容につい

今後これら事業を進めていく

産品の販売などについては、

町長 道 の 駅 の 運 営 や 町 の 特

か。

看板商品は何になるでしょう

また、田上町の目玉商品・

に進めていきますか。

ません。その取組をどのよう

トづくりも進めなければなり

たけの子塾は、自学

課後に両小学校の図書室を借

ることになります。

たいと考えています。

この塾の充実、発展を優先し

りて実施しています。まずは

自習の学習習慣の確立を目指

教育長

を通したＰＲを行う予定です。

売却に関しては、不動産業者

町外者の若者向けの公有地

います。

医療費の助成は中学生まで対

いうことがあります。子ども

によって待機児童がいないと

うルーテル幼稚園があること

竹の友幼児園や幼児教育を行

歳児から預けることができる

にあった訓練をそれぞれ実施
したいと考えています。

少子化対策は田上町
の強みを前面にだし
てＰＲすべきでは
問 人口増加には子育て世代
の移住定住が欠かせません。
田上町に「呼び込む強み」は
何があるのかを質問します。
その強みを前面に出して不
動産会社等とタイアップして
田上の良さを宣伝することは
できないでしょうか。
子育て世代の人たちに聞く
と教育費がかかると言われま
す。たけの子塾を発展させて
町主導の学習教室を開催し
「学習塾に行かなくても学力
の高い町」にできないでしょ
うか。
町長 田 上 町 の 強 み は 、 新 潟
市中心部や長岡市まで１時間
以内の距離にありながら、地
価が安い、自然が豊かである
こと、国道403号線バイパ
スが新潟市と接続する予定に
なっているなどです。また、

道の駅・直売所の計
画は、組織・仕組み
・特産品開発のソフ
ト作りも同時に

年度は各地区における

うこともあり、関係機関に協

50

ホームスタートは子育て中の
親自身にじっくり寄り添う支
援、傾聴と協働で子育て家族
を勇気付けています。当町で
も新しい子育て支援の取り組
みの一つとして導入してみて
はいかがでしょうか。
町長 子 育 て に 関 す る 相 談 や
交流の場として子育て支援セ
ンターを活用していただきた
いと思います。家庭訪問型の
ニーズが町にどのくらいある
か把握していませんが、今後
子育て支援の取り組みの一つ
として研究していきます。

全町民参加型の総合
防災訓練は、一年に
一度行うべきです
問 今後も年に１回は行うべ
きと思いますが、今後の展
開、計画を尋ねます。
町長 初 め て の 防 災 訓 練 で し
たが、関係機関及び地区の自
主防災会との連携が図られた
年度については町全

訓練であったと思っています。
平成

体の防災訓練より、各地区に
ある自主防災会の防災力向上
策として防災士の育成などを
優先的に考えています。

田上町 議会だより 第104号 （10）
（11） 田上町 議会だより 第104号

▲会津坂下町で取り組まれている「ホームスタート」
▲特産品が多くある道の駅「鳥海ふらっと」（山形県）

19

子育て支援の面からは、ゼロ

27

10
27

有川 りえ子 議員

町長：当面は地区防災訓練に力を入れる
町長：交通の便の良さ、子育て環境、医療費の助成など
池井 豊 議員

総合防災訓練の今後の予定は
人口増加策として田上町の強みとは何か

問
質
般
一
ここが
聞きたい

敬老会式典を全町
で再開を
町長 平成
年頃出席率が２

割を切るような状況になって

問 地元の住民の方より、焼

山積み保管の焼却灰
は町長はどう見る

ブ、民生委員の代表者で敬老
却灰が山積みになって、埋め

いたので、区長、老人クラ
会のあり方を検討する委員会

年以降敬老会は各

地区で工夫をし、実施されて
の相談を受けて確認に行きま

立て処分の限界ではないかと

を開催しています。

町の発展に貢献されてきた
年度に敬老会の全

問題などを議論してきたとこ

者の年齢の引き上げ、運営の

行っており、一時保管は経費

現在、最終処分は山形県で

した。住民の方は管理方法に

先輩方でありますので、町全
ろ、平成

当初は、出席率低下、招待

体で敬意を表す意味で「敬老
体開催中止を検討会で決定し
してはどうですか。また、環

のムダです。直接山形へ運搬

不信感を抱いていました。

会の全体式典を復活する」べ
ました。

もらえないかとの声もあれ

運営が大変なので町でやって

備、特に、アトラクションの

主催者も高齢化し設営の準

会を開催してはどうですか。

会式典とは別に各地域で懇親

を作る事も大切なので、敬老

けですが、検討会メンバーの

うすぐ検討会が開催されるわ

大変の意見も出ています。も

近年の検討会の意見で設営が

者も喜んでいます。しかし、

割から８割と非常に高く関係

催していますが、出席率も４

すると言う意味で各地域で開

り、環境・防水は県の定期検

町消防衛生組合が管理者であ

町長 こ こ は 、 加 茂 市 ・ 田 上

見解を尋ねます。

恒久策の検討について町長の

サイクルを含めたゴミ処理の

市への移転の４点と、資源リ

飛散防止の防護壁設置・加茂

境に対する害・防水の改善・

ば、一方、現状の地区単位の
意見を聞き、良い方向で敬老

年より長寿をお祝い

開催を希望する地域もありま
査を受け、問題ないと報告さ

焼却場の維持管理や寿命の

分場移転は、難しい問題です。

は要りません。加茂市への処

れています。灰の飛散は心配

会を行っていきたいと考えま
中止の理由は財政再建でな
く、あくまで出席率の問題解
決の方法でした。

問題も含め指摘されました。
これは懸案事項ですので、十
分検討できるようにしていき
たいと思っています。

計段階に入っています。新加

師の配置でありますが、どこ

問題は産婦人科への常勤医

などとなっています。

画するようでありましたら、

茂病院の建物、形態などの情

の地区も産婦人科の医師が不

年度に決まり、設

手洗いやウェットティッシュ

報は町に入っていますか。

3年後の

を配布して行う事も可能であ

てはより実践に近い訓練を計

問
ると思っています。

重要だと思いますが、今回の

す。家族全員の確認が非常に

れた避難所に町民は集まりま
した。若干残りましたが再度

余らない様500食調理しま

また、炊き出しはなるべく

ている事は町長も百も承知の

開が大勢の人達から希望が出

て今一番欲しい産婦人科の再

また加茂市、田上町にとっ

いと思っています。

るごとに県に要請していきた

再開については、今後機会あ

師の確保や分娩できる産科の

足しています。開院までに医

町も定住促進、子育て支

事と思います。

食しました。

援、少子化対策など色々と策
を講じていますがなかなか光
が見えません。
新加茂病院の産婦人科開設
は、少子化の解決に繋がると
思います。そのためにも医師
の確保が一番の急務だと思い
ます。町長には県当局に強く

月に加茂

要望をすべきと思いますがい
かがですか。
町長 県 は 昨 年 の

病院整備基本計画を策定して
公表しています。
その主な内容は、施設面積
は1万3千㎡程度、病床数は
科

180床となっており、診療
科目は産婦人科を含んで

ついて。

・院外薬局ドライブスルーに

その他の質問

呼びかけに行うことにより完

また、炊き出し班の作って
くれた「おにぎり」はたいへ
ん美味しかった。炊き出しで
は衛生面からも、手洗いや、
ウェットティッシュを配布す
るなどして食べてもらう配慮
が、求められるのではないで
しょうか。
余った食べ物は、どう処理
したかも尋ねます。
町長 半 日 と 言 う 時 間 が 限 ら
れた中での訓練の為、事前に
自主防災会に参加者名簿を提
出してもらい、訓練当日、実
際に避難して来られた方から

問 加茂市、田上町にとって

新加茂病院の産婦
人科開設にわずか
に光が
き、照らし合わせて確認しま

大切な新加茂病院の開設が、

14

避難カードに記入していただ
した。炊き出しの対応につい

11

▲新しくなる加茂病院

受付体制はいかがでしたか。

町に大災害が想定された

時、避難指示が出され指定さ

防災訓練の検証は
いかに

えますか。

す。この敬老会の開催のあり

平成

16

す。

また、地域コミュニティー

きであると考えます。

ったと聞いています。

に各地区で実施するようにな

年に設立して毎年検討会

▲炊き出し班も多数参加

を

問 平成

13

います。町の財政再建のため

18

方について町長はどの様に考

18

田上町 議会だより 第104号 （12）
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29

▲加茂市・田上町消防衛生組合
一般廃棄物最終処分場（上野地内）

13

一春 議員
椿

町長：焼却場の維持管理の問題含め組合議会で十分検討をしたい
町長：事前の参加者名簿と当日の避難カードの照らし合わせで
松原 良彦 議員

焼却灰が山積み保管状態を町長はどう見ている
避難所に到着した人達の家族名簿の確認は

問
質
般
一
ここが
聞きたい

町長 （ 仮 称 ） 生 涯 学 習 セ ン
ターとして建設する場合は補

教育長

学校の中に掲示をす

るということは授業で直接取

町の財政支出あるいは負担

債などの対象にはなりません。
問 沖縄や離島を別の枠に区
はかなり判断に迷います。

るということは、校長先生方

り上げる、取り上げないに関

問 社会資本整備総合交付金
切って別の位置に描いてあ
学校で使用する地図帳は、

助金や交付税措置のある地方

を用いた、道の駅併設の生涯
を抑える一つの手段として国
る、そのように表示されてい
いつでも持ち運びができてす

道の駅建設に不安
や疑問の声が多数

学習センターの建設には、
の社会資本整備総合交付金を
る地図ではなく、また天気予

備の検討も合わせて今後の議

要な機能のみを有した施設整

現在の考え方とあわせて必

くの方より不安や疑問の声を

の大型公共施設整備には、多

億円規模

ない方が良いのでは』など、

設で十分、あまりお金をかけ

ティセンターを充実させた施

いのではないか』、『コミニ

の施設整備を進めるほうがよ

りも町民満足度を高めるため

るのか』、『交流人口拡大よ

的に採算がとれる運営ができ

を有する施設を検討していき

った生涯学習センターの機能

慮しながら、町の身の丈に合

な整備は、投資効果も十分考

産販売をメインとした大々的

村の道の駅のような観光や物

として捉えています。他市町

事業は財源確保の一つの手段

たもので、道の駅を活用した

ンターの建設構想から始まっ

くまでも基本は、生涯学習セ

場所として考えられます。あ

の拡大が図れる可能性がある

あることで、新たな交流人口

国道403号線バイパス脇に

建設予定場所が、役場前、

すが、いかがでしょうか。

掲示をしてはどうかと考えま

が所管する学校や教育施設に

体を表現している地図を、町

を把握しやすい日本の領土全

日本の位置や隣国との距離

ます。

組みを進めていくべきと考え

解を進める、そういった取り

地図を図形から見て正確な理

く、正しく表示をされている

関係を省略した地図ではな

報などで使われるような位置

いと考えています。

踏まえた上で対応していきた

ん。そういうこともきちっと

目が入ったわけではありませ

すんなりとこの第２条の５項

ければならないと思います。

ことも頭の中に入れておかな

も大変な議論があったという

教育基本法改定に当たって

考えます。

り、これで十分ではないかと

ぐ見られるという利便性もあ

いただいています。

現在検討している

論を進めるべきではないかと
ます。

ねます。

言われています。高レベル放

きたいと思います。

ません。しっかり主張してい

とした、従来の考えは変わり

原発再稼働はすべきでない

な支障はきたしていません。

働しなくても経済活動に大き

現状に於いては、原発が稼

ばならないと考えています。

民の安全・安心が先でなけれ

とが第一の使命、経済より住

の安全あるいは安心を守るこ

町長 自 治 体 の 首 長 は 、 住 民

す。

を含め、町長の見解を尋ねま

この間の議論の総括的意味

せん。

ない中での再稼働はあり得ま

町長 基 本 構 想 、 お よ び 基 本
を含めた外部検討委員会で検
討を深めていきます。
原ヶ崎交流センターの改修
には３億円程度と想定してい
ます。多くの町民が疑念を持
っているとの指摘ですが、そ
のことも考慮し最善策を検討
していきます。

事故以降、人類が

棄物の処理能力はあと３年と

柏崎刈羽原発の、放射線廃

働が容認されました。

対策が策定できない中で再稼

す。川内原発では有効な避難

私は原発再稼働には反対で

ます。

再稼働に踏み込もうとしてい

が、ここに来て政府は原発の

故を巡り議論してきました

コントロールできない原発事

問 ３・

射線廃棄物処理対策が解決し

▲国土地理院発行 日本全土地図

計画を策定するに当たり町民

未だ解決できない原
発事故、再稼働には
反対すべきです

考えますが、町長の見解を尋

わらず、公教育の場に掲示す

『現在町にある観光資源や農
活用する提案をしました。

正しい日本地図を学
校や教育施設に掲示
してはどうか

産物、加工品などだけで永続

現地視察②
▲原ヶ崎交流センター

原ヶ崎交流センター
の改築は将来に禍根
を残す
問 現在、都市再生整備計画
事業として進めている「（仮
称）地域交流会館建設構想」
を住民参加によって立案する
ならば、町を活性化するシン
ボルとして結実すると考えま
す。
そのような立場から
１点目、構想の立案には住
民参加の検討が必要です。
２点目、原ヶ崎交流センター
の改修は投資から見ても疑問
です。
３点目、構想は公民館の処
理および、用地活用と一体的
に進めるべきです。
４点目、道の駅併設には広
域連携が不可欠です。
５点目、施設の管理運営、
生産者組合の方向性を示し、
議論すべきです。
以上５点を提起し、町長の
見解を求めます。

11
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現地視察①
▲原ヶ崎交流センター

18

井 幸代 議員

町長：投資効果も十分考慮し検討を進める
町長：外部検討委員会を立ち上げる
関根 一義 議員

現在の考え方と合わせて必要な機能のみ有した施設整備案も検討に加えては
「地域交流会館建設」構想立案には住民参加を

問
質
般
一
ここが
聞きたい

施しています。他に、小林報

学教育資金利子補給事業を実

度として、教育委員会では大

金はありません。その代替制

ません。

する予定は、今のところあり

ます。町の奨学金として拡充

は、貴重な制度と考えており

用人数は少数ですが、町に

取り組んでいるという情報か

町長 他 の 社 会 福 祉 協 議 会 で

てはどうですか。

ックスを公共の場所に設置し

わないので実施は難しく、辞

ましたので、今後は体制等を

小林報徳会の奨学金募集が

る貸付資金の全額を肩がわり

の運営の一切と今後必要とす

長の見解を尋ねました。その

電リサイクル法についての町

問 昨年6月定例会で小型家

ます。

あわせて協議をしたいと思い

ていきたいとのことでした。

▲やすらぎ工房にある看板
「新潟県基板ネットワーク」

浅野 一志 議員

町長：利子補給制度事業、小林報徳会のみです

小林報徳会の拡充は
できないか
問 少子化・定住対策事業の
徳会奨学基金があり、優秀

月に人員的に体制が整

は2名が採用されています。

退したいとの回答がありまし

が、

きないかと協議をしました

ら、町の社会福祉協議会でで

一環として、町の奨学金を検

人が奨

で、向学心に燃え、諸事情で

学基金をいただき、償還中の

なお、これまで、

討してみてはいかがでしょう
就学が困難な子供達に援助の

年度

この先、採用人数が少数で
あれば、

なるという試算になっていま
す。

含め、やすらぎ工房とで協議

を行いながら実施可能かどう

か検討させていただく予定で

あります。その際に、回収ボ

広報「きずな」に掲載されて

して負担するとの申し出があ

ックスの設置につきましても

いましたが、これはどのよう

会奨学基金と改称して、現在

障がい者も社会に役立つこと

に、再資源化を行うことで、
現在は公募はしておらず、

を知り、就労支援にもつなげ
ませんでした。「きずな」2

例えば、小型家電の回収ボ

、

年には、応募者があり

に至っています。

かけられ、自分たちはすで

後、やすらぎ工房の方に声を

小型家電リサイクル
回収ボックス設置は
できないか

相談してみてはどうかと聞き

た。その際にやすらぎ工房に

名だそうです。

方は

篤志家の寄附により、昭和

道を開くという熱意を持った

73

年くらいは何とか

10

か。
８月に、町村議会の研修会
で、刈羽村の人口動態を調べ

その後、貸付申込者が増加

年４月に田上村奨学基金とし

いるが、何年か後には、その

し、当初拠出をされた方々に

た学生たちの発表があり、同

人口が元に戻っているとのこ

再度の寄附を要請しましたが

て発足しました。

とでした。同席の村議によれ

できず、運営存続の危機に立

村は各年代の人口は減少して

ば、奨学金によるものではな

たされました。そのとき奨学
基金発足以来の協力者で当町

いかと話していました。
町には奨学金制度はありま

26

年９月。小林報徳

出身の小林利雄氏がこの制度

10

り、昭和

すか。

10

43

な奨学金ですか。
この奨学金を町の奨学金と
して、町に戻ってきたら返還

46

月号に案内を載せました。採

25

免除というような、拡充はで
きないでしょうか。
町長 町 の 制 度 と し て の 奨 学

24

問
質
般
一
ここが
聞きたい

町に奨学金制度はあるか
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総務産経常任委員会
期日 平成 年 月 日～ 日

山形県高畠町

17

祝（3万円商品券）、すこや

100万円）、ときめき結婚

・総合交流プラザについ
て

か出産祝（第1子3万円・第

り組みは参考となりました。

年4月オープン、鉄

2子5万円商品券、第3子以

平成
骨二階建2060㎡、地区公

費5億8500万円）

万円）入学祝（小、中学

降

山形県飯豊町

米沢市と小国町に接し、面

民館、町民活動支援センタ

億

年度年間約4万人

ー、子どもセンターの3施設
が入居、
が利用、建設費総額約

置、面積180㎢、人口2万

5800万円（内、建設工事

4692人、世帯数7524、

・昭和縁結び通り商店街
について
数店舗が点在、役場

特産品（米・ラフランス・さ
通りに

町の中心高畠地区の1㎞の

牛肉・ワイン等）

校入学時1万円商品券）、

歳まで第3

「保育料の軽減、無料化の拡

大」同一世帯の

子以降は無料、保育園への複

数人の同時入所2人目3分の

1、幼稚園・児童センターへ

の同時入所2人目2分の1、

中学生まで医療費は全て無料

発祥の地であり、ぶどうのデ

宿泊施設も併設。ラ・フ ラ ン ス

高 畠 駅 は 「 温 泉 の あ る 駅」で

年度は120万人弱、ＪＲ

約169万人、震災の影響で

一角に当時の映画ポスター、

った商店街づくりは、店内の

り」で、昭和

り」や「昭和ミニ資料館づく

体にあわせ「花の散歩道づく

きく変化、平成4年の山形国

チェーン店の進出で環境が大

人、今年9月末現在7758

山菜等）

％減、「ふるさと定

沢牛・どぶろく・アスパラ・

数2392、特産品（米・米

％）、人口7818人、世帯

本で最も美しい村」連合に加

で「どぶろく」の製造や「日

「企業の森林育成活動」

暇活動を推進、「農家民宿」

農山村地域での滞在型の余

・グリーン・ツーリズム
の取り組み

ラウエアやワイン用の品種も

東京オリンピックの品々、ま

人、約

盟しての活動なども参考とな

積329㎢（林野面積

生産され高畠ワイナリーは有

んが本、生活用品等をテーマ

住いいですね条例」を制定し

るものでした。

等公共施設の移転や大型店、

名。観光誘客キャンペーンは

ごとに展示し自由に見学でき

定住を推進、住宅取得奨励

・観光施策について

ＪＲ仙台駅や東京銀座でのフ

る店づくりを展開、町・県等

（Ｉターン者100万円、Ｕ

山村の良さを生かした様々な

委員長

熊倉

正治

等、人口減少が続く中で、農

・定住促進、子育て支援
事業について

事業を展開、、構造改革特区
人口は平成

年8928

「農都交流プロジェクト」

ェア、横浜市や羽田空港での

の補助金を有効に活用し、商

万円、新規就農者

16

年代にこだわ

観光プロモーション事業等を

13

観光入込数は平成

17
ターン者

年度に

くらんぼ、りんご・ぶどう・

山形市と米沢市の間に位

10

19
30

18

26

店街の活性化を図っている取

50

30

25
実施しています。

（17） 田上町 議会だより 第104号

16

18

▲高畠町総合交流プラザ

84

10

25

常任委員会視察
研修レポート

総務産経常任委員会

社会文教常任委員会

社会文教常任委員会
期日 平成 年 月 日～ 日

り、多目的・多機能型コンベ

ール、学習室、和室等があ

して有効利用されているとと

クリート2次製品等の材料と

をうけ、管理運営は指定管理

業省、環境省の国県の補助金

方式です。

も に 、 1 日 当 た り 最 大 ３.

ｔの水蒸気を供給する能力が

子ども課

年から町より委託されたホ

独自の取り組みでは、平成

っています。

てに関する窓口の一本化を図

から子ども課を新設し、子育

会津坂下町は、平成

年度

ンション機能とあわせて質の
高い文化活動に利用できる施

あり、自家発電を行い、発電

拠点瀬整備事業は、平成

月２日に運営開始、事業

億９９７３万

７千円で農林水産省、経済産

万円、人の駅４億５６７０万

１千円、川の駅３億１９０５

費は、道の駅

年

道の駅、川の駅、人の駅
拠点整備事業

福島県会津坂下町

に当たります。

量 は 、 最 大 １ ０ ０ ㎾/ h で 、

設です。

38

三春町は、人口１万７千
人、面積
少、高齢化、商店の衰退等に
より、中心街の空洞化が著し
い傾向にあり、この傾向に歯
止めをかけるため、町民参加
による計画づくりを進め、市
街地活性化を進めている町で
す。

三春交流館まほら
田村西部環境センター
センターは、田村市、三春

交流館の建設事業は、町民
参加による「障害学習施設建

ｔのごみ

町の可燃ごみを焼却する施設
時間で

年かけて

設検討委員会」で

で、1日

を焼却することができ、投入

建設構想が進められ、平成

年度に自治省による「中心市

されたごみは、８５０℃の高

またこの施設には、焼却灰

の発生を抑制します。

街地再活性化特別対策事業」
年度に
年３月に完成。

融処理施設が併設されてい

を溶融し、スラグ化する灰溶
リート３階建て主要諸室は、

億円、鉄筋コンク

着手、平成

の認定を受け、平成

温で焼却し、ダイオキシン類

40

の中核的基盤整備事業として

24

て、これらのスラグは、コン

16

10

26

センター使用電力の３分の1

福島県三春町

▲三春交流館まほら

㎢で近年人口の減

22

11

10

26

21

12

川﨑

の説明がありました。

委員長

昭夫

とや、幼稚園保育料は無料等

料との差額を補助しているこ

保育所と認可外保育施設保育

済的負担を軽減するため、町

に入所する児童の保護者の経

また町内の認可外保育施設

する事業です。

けた訪問ボランティアが訪問

学児がいる家庭に、研修を受

援では対応できなかった未就

い家庭など、従来の子育て支

問事業では、十分ケアできな

こもりがちな家庭や既存の訪

ームスタート事業です。引き

24

10

まほらホール４０４席、小ホ

本体工事

15

▲田村西部環境センター中央制御室

26

72
21
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加茂市・田上町
消防衛生組合
加茂市・田上町消防衛生組合

処理対象物は可燃性一般廃棄
物、処理能力は２３０ｔ/日
でそのほかごみエネルギーを
活用した発電を行い、最大２
７ ０ ０ ㎾/ h の 電 力 を 発 電 し

三条・燕・西蒲・南蒲
広域養護老人ホーム施
設組合
第２回定例会

新潟県中越福祉事務
組合

第２回定例会

期日 平成 年 月 日

期日 平成 年 月 日～ 日

行政視察
るほか、ごみを溶融処理した

剰電力については売却してい

三条市・燕市・新潟市・田

は、収入済額4億5886万

しい最先端の技術を駆使した

議長

中山眞二

熊倉

なされました

イクルするなど

「リサイクル型のごみ処理」

副議長

施設です。

が決定しました

燕市議

三条市議

7218円。支出済額4億

視察地
宮城県石巻市「石巻地区広
域事務組合」ごみ焼却処理施
設
研修内容

以上が視察内容ですが、石
巻といえば、３年９ヶ月前の

名、監

査委員１名、事務局４名、副

7579円で、翌年度へ繰り

超して精算になります。

年度補正予算122万2

千円の説明では、職員の定期

検診が今迄1回だった検診が

は、歳入２億１１４７万１３

以上2議案は、採決の結果認

の修繕費用です。

2回となり、その他ケアホーム
０人、行方不明者６８８人の

７１円、歳出１億９８３９万

年度決算認定について
人的被害のあった地域です。

この施設は、平成９年１月

定、可決されました。

定されました。

組合議員

松原

良彦

原案通りすべて承認、同意決

査委員の選任など4議案とも

平委員会条例の一部改正、監

その他、職員の再任用や公

５８３５円、繰越１６３２万

一春

バスガイドさんの案内に耳を

椿

に厚生省で策定作成された

組合議員

５５３９円で、黒字収支の報

豊

傾け、車窓からその風景を眺

池井

昭夫

「ごみ処理に係るダイオキシ

川﨑

一志

告があり認定されました。

組合議員

浅野

幸代

め、より早い復興を祈ったと

町（現２市１町）の共同事業
として、高度な処理機能を有

月、
12

する大規模焼却施設への集約

14

化を図ったものです。
年

井

ン類発生防止ガイドライン」

た。

25

ころです。

管理者１名で

東日本大震災で、死者３１８

参加者は組合議員

21

名の参加でし

13

に基づき、石巻広域圏１市９

25

26

均

上町で首長・議員選挙により

年度一般会計決算

見附市まごころ学園

10

際に発生するスラグ（砂状の

平成

場所

10

2589万9639円。歳入

三条市役所

26

７名が改選され、議席指定や

場所

期日 平成 年 月 日

27

固形物）を路盤材としてリサ

施設内部の電力に使用し、余

11

歳出差引残額は3296万

5

議長の互選と副議長の指名が

4

世紀に相応

11

19

操業開始は平成

（19） 田上町 議会だより 第104号

26

26
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田上町

の元

国立音楽大学を卒業後、東京二
期会オペラ研修所で学び、東京で
声楽家として活動をしていまし
た。
歳という一つの節目を迎えた

指導も行っています。

敷居が高いと思われがちなクラ

編 集 後 記

皆様、健やかな新年をお迎

に、そして音楽を通じて何かを感

ております。今後も大きな事

が、早々から寒波に見舞われ

は暖冬との予想もありました

えのことと思います。この冬

境で毎日を過ごしながら、自分に

じてもらえたらいいなと思ってい

シック音楽をもっと身近なもの
とって何が本当に大切か気が付く

昨年は２年ぶりに師走に衆

るばかりです。

故などが起こらないように祈

ます。

るまでに時間はかかりましたが、
新潟に、田上に帰ってきて良かっ

アベノミクスが信任されたと

圧勝の結果に終わりました。

議院議員選挙が行われ、与党

大きなステージで感動を与える

のことですが、本当に地方の

たと心の底から思っています。
歌手よりも、聞いてくださる方の

現在は、様々な演奏会やイベン

グ ラ ン ド ピア ノ が あ り ま す し 、 子

ども達をはじめ、町民の皆さん

が、もっと音楽に触れる機会があ
るといいなと思います。

音楽発表の場や、絵画や書道、

写真などの作品を展示できるギャ

ラリーや図書室の充実など文化振
興に期待をしています。

今後建設される予定の生涯学習

センターがどのようになるのか楽
しみです。

井

幸代

委

委

委

員

員

員

員

椿

浅野

熊倉

川﨑

一春

一志

正治

昭夫

有川りえ子

委

副委員長

委 員 長

（有川 記）

ろしくお願いいたします。

いと思いますので、今年もよ

面作りに努力精進して参りた

町民の皆様に読みやすい紙

ます。

できるような経済対策を望み

すみずみまで景気回復が実感

これからの町政に望むこと

気持ちに寄り添う歌手を目指した

ものの傍で暮らしたいと思うよう

トに出演、参加しています。昨年

原ヶ崎交流センターには立派な

いと思い、大好きな田上の地で、
今まで学び得たものを伝え、また
今後も更に勉強を続けていきたい
です。

になりました。また、四季の移り

9月には田上町音楽指導者の会に

地域の皆さんの身近に音
楽を

変わりを感じることができる故郷

よるフレンドリーコンサートにも
一緒に楽しく歌いました。演奏活

に対する想い入れも強く、帰郷し
東京は良くも悪くも何でもあり

動をしながら、歌を習いたい方の

出演させていただき、子ども達と

すぎると思います。せわしない環

て活動することを決めました。

とき、自分の大切な人達や大切な

まで、そして気付いてから決断す

気人

ソプラノ歌手として活動する
小菅 文さん（上野）

歳を節目に故郷で活動
を決意、音楽で共感を
30

30

