人件費、施設管理費等の減
額

▲910

3億7865
介護保険特別会計補正
予算（4号）

介護保険給付基金積立、各
給付費等

4303

7億5511
１０号 後期高齢者医療特別会
計補正予算（1号）

人件費、広域連合負担金の
減額

▲16

5997
１１号 公共下水道事業特別会
計補正予算（3号）

修繕料の増及び施設建設費
の減額など

6

1億4699
１２号 水道事業会計（2号）

受託工事費の減及び受水費
の増など

▲ 43

2億0544
３８号 一般会計補正予算
（12号） 追加提案

ふるさと寄附、担い手確保
経営強化支援

2610 47億7890

補正後
補正額

ついては医師と協議中
である︒
早坂憲明議員 住宅費
の街なか公営住宅整備
事業の繰越明許費の主
な内容は︒
環境整備課長 平成
年度の用地購入費と今
年度建設した住宅の外
構整備に係る費用であ
る︒

高橋浩樹議員 地域自
殺対策緊急強化事業補
助の内容は︒
健康福祉課長 保健衛
生的な事業で自殺防止
のため講演会や学校巡
回などを行う事業であ
る︒
寒河江宏一議員 育英
基金の運用状況と返還
の現状は︒

９号

総務文教常任委員会ー

中央公民館 建設予定の状況は

ー
して実費を頂いている︒隊の
話を聞いて検討したい︒
新庄南金山校の町外進学
者へ︑定期バス半額助成が
今年からあるが︒
バス代は︑３年間で 万
円ほどかかり︑鉄道と比べ
てバス代が高いのが障害とな
る︒
教育委員会としても︑新庄
南金山校の存続の話しをして
いるが︑今回の補助に期待し
ている︒
無線を活用して︑チャイ
ムで昼時の知らせを︒
音色関係を含めて︑検討
したい︒

要望状況は︑どのよう
になっているか︒
産業課長 この事業は︑
三枝３号揚水機の整備
及び工事費で事業費が
減額分の減となる︒ほ
かの地区からの要望と
しては︑板橋︑朴山地
区の深井戸調査がある︒

畜舎への﹁カルミナ﹂資
材の散布効果が認められて
いる︒豚糞への発酵資材につ
いては︑発酵状態も良いとの
報告をうけている︒ただ︑豚
の体臭からの臭いもあるので︑
最終的な結果はまだ出ていな
い︒
医師用住宅に一般の方が
入居しているがどういうこ
とか︒
公営︑町営住宅に入居で
きる状況でなかったのでや
むを得ず去年の春から貸して
いる︒新しく住むところが見
つかるまでとなる︒

正予算交付の中の臨時
福祉給付金の支払いは
いつ頃になるのか︒
健康福祉課長 低所得
者の高齢者へ３万円を
支給する事業であるが︑
６月中には支給を終え
たいと考えている︒
髙橋芳夫議員 農業基
盤促進事業費分担金の
減額の内容と本事業の

河川の管理状況だが︑川
の中に雑木が増えている︒
防災︑景観上問題がある︒県
の関係機関に働きかけを︒
国とは新庄河川事務所と
年一回事業調整会議を行い︑
現場を見ながら要望しており︑
引き続きお願いしていく︒
新 規 事 業 と な る︑
﹁金 山
住宅推進 ミ ニ 削 ろ う 会﹂︑
支援事業の概要を伺う︒
削ろう会という全国規模
の団体が︑全国持ち回りで
開 催 す る 大 会 で︑ 数 回 の 歴
史がある︒名工︑小川三夫棟梁
との出会いがきっかけとなり︑
新潟長岡大会への参加を経て金
山大会を開催したいという機運
が高まった︒街並み景観づくり
を根幹に金山大工技術向上・伝
承を柱に︑新たな賑い元気の創
出をテーマに開催したいと考え
ている︒
大商金山牧場の臭気対策
の効果は認められたか︒

今回はまちなか公営住宅建築
現場と除雪センターの施設設備
の研修をした︒

委 員 会 の 活 動 報 告

２８

１２
２７

１１

議案と補正の内容

中央公民館建設の進捗状
況は︒
現段階の素案では︑将来
負担にならないように︑維
持管理やコストを考えて︑限
定の部屋でなく多面的に使え
るようにしたい︒
財源は︑８億円を上回る仮
試算をしている︒位置は︑現
在地かその周辺を基本に考え
ている︒
危険家屋だけしか解体助
成金が該当しない施策は︑
空き家を無くすのとは違う気
がする︒交付要綱を改正し︑
空き家を無くしては︒
町内にいて︑別の場所に
建てた場合︑前の家が空き
家になっても該当しない︒
同じ敷地内に新築されて︑
前の家を物置に使用している
方が多く︑定義が難しい︒
自衛消防隊の法被が︑古
くなっている︒配ってはど
うか︒
自衛消防隊の法被は︑消
防団を通して︑役場で注文

３０

問

答

問

答

問

質疑のあらまし

国民健康保険特別会計
補正予算（直診勘定）

教学課長 平成 年度
の新対象者は 名とな
っている︒返済状況に
ついては︑平成 年１
月段階では 名の方が
滞納状態であり︑その
金額は７００万円を上
回るものとなっている︒
督促を含め作業を進め
ている︒
矢口政一議員 国の補

1億3019

ー産業厚生常任委員会ー

３月議会提出補正予算については、年度末の補正予算であることから早期執
行のため、３月７日の本会議で審議し、各会計補正予算を全員賛成で可決した。

須藤典夫議員 医師の
緊急時対応手当の支給
とあるが︑緊急時とは︒
診療所事務長 主に入
院患者の急変時や︑﹁み
すぎ荘﹂入所者の急変
の場合などと考えてい
て︑オンコール体制に

3571

２８

8
金山町議会だより 第１０５号
金山町議会だより 第１０５号

9

国民健康保険給付基金積立
など

９０

外構工事が2 8 年度へ繰越（街なか 公 営 住 宅）
産業厚生常任委員会現地視察（除雪ステーション）

国民健康保険特別会計
補正予算（事業勘定）

ミニ削ろう会の開催は

答

８号

問
答
答 問

問

答

一般会計補正予算
（11号）

・給与改正による人件費の増額
・マイナンバー制度による情報
セキュリティ対策
・各特別会計への繰出金等の増
額及び減額
・年金生活者等支援臨時福祉交
付金
・中央公民館等改築基金への積立
など

（万円）

（万円）

補正の主な内容
名
計
会
議案
番号

5520 47億5280
７号

改築が予定されている中央公民館

３月議会定例会提出補正予算
全員賛成で可決
答 問
問
答
問
答

