新庄市
町内

１月１３日（水） 議会活性化特別委員会事務局会議

役場

金山小学校歌会始

金山小学校

１月１６日（月） 連合ＰＴＡ役員と議員の語る会

中央公民館

１月２３日（月） 議会広報常任委員会

役場

１月２６日（木） 議会広報常任委員会

役場

２月 １日（水） 議会活性化特別委員会、議会全員協議会

役場

小野寺賢一氏旭日双光章受章記念祝賀会
改善センター
２月 ３日（金） 老人クラブ連合会と語る会
２月 ９日（木） 議員と女性の語る会

改善センター
中央公民館

２月２１日（火） 最上地方町村議会議長・副議長合同会議

鮭川村

２月２６日（日） 白銀少年スキー選手権大会

町内

２月２８日（火） 予算内示会、議会全員協議会、議会運営委員会

（３/２７）

議会全員協議会
１２月議会定例会以降から３月議会定例会ま

診療所

で３回議会全員協議会を開催した。協議事項等

診療所経営委員会

役場

については、次のとおり。
３月 １日（水） 政策顧問皆川先生講演会

改善センター
役場

３月 ８日（水） 会本会議、議会活性化特別委員会、広報常任委員会
役場
３月１０日（月） 会本会議

役場

３月１３日（月） 予算特別委員会

役場

３月１４日（水） 予算特別委員会、本会議、議会運営委員会

役場

３月１６日（木） 金山中学校卒業式
３月１７日（金） 議会全員協議会、各常任委員会
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中学校
役場

３月１８日（土） 各小学校卒業式

各小学校

３月２５日（土） 認定こども園めごたま卒園式

めごたま

３月２６日（日） 金山育英会運営委員会

役場

３月２７日（月） 吉村知事、若松副知事表敬訪問

役場

金山町議会だより 第１０９号

・明安小学校中庭木タイル改修について
・平成29年度議会年間予定について
○２月２８日開催協議事項
・路線バス（金山・有屋線）運行の変更につ
いて
・県立農林大学校林業経営学科上台前山町有
林の使用について
・看護師育成最上地域修学資金制度について
○３月９日開催協議事項
・がん特異的揮発性バイオマーカー同定研究
事業について
・定住促進住宅について

２９

１７

１１

した政策提言を基に︑４
分野について活発な意見
交換を行った︒その中で
免許証返納後の交通手段
の確保について︑髙橋芳
夫議員が一般質問を行い︑
町として交通安全の推進
と交通手段の確保につい
て独自の支援を検討して
いくとのことである︒

役場

・訪問看護ステーションについて

化特別委員会を開催し︑
議員全員が共通した認識
に立ち継続して検証を行
い︑議会報告会で説明を
おこない︑皆さんからい
ただいたご意見を町政に
反映していく︒

３月 ９日（木） 議会全員協議会、各常任委員会

・新たな健診事業と農業振興について

女性と議員の語る会

３月 ７日（火） ３月議会定例会本会議

金 山 町 連 合 婦 人 会︵会
長 星 川 恵 子 さ ん︻ 春
木 ︼︶が 研 修 会 の 一 環 と
して毎年開催している
﹁女性と議員の語る会﹂
が中央公民館で開催され︑
議員全員が出席して女性
と意見交換を行った︒今
回 の テ ー マ は ︑ 昨年 月
日に議会が町長に提出

金山校

（2/3）

老人クラブ連合会役員との語る会（2.3）

ことにしている︒そのた
め３月議会定例会での質
疑や３月 日に常任委員
会を開催し︑提言した事
項について協議をおこな
った︒今後︑協議した事
項については︑議会活性

３月 ５日（日） 新庄南高等学校金山校卒業式

○２月１日開催協議事項

２９

（1/16）

厳しい状況にあるとの意
見が多く︑３月議会定例
会で須藤典夫議員が一般
質問を行い︑町からの補
助金や地区交付金の増額
について︑前向きに検討
するとの答弁があった︒

山形市

していくのか︑あるいは︑
年度当初予算に反映さ
れているかなど議会とし
て検証をおこない︑町民
の声を行政に反映させる

２月１６日（木） 県町村議会議長会定期総会

若松副知事を囲んで

連合PTA 役員との語る会（1.16）

老人クラブ連合会役員との語る会

役場

各地区の老人クラブで
組織する老人クラブ連合
会︵会長 天口慶一さ
ん︶役員と議員の語る会
を農村環境改善センター
で開催した︒各地区の老
人クラブから会員の減少
や︑それに伴う運営費が

１月２０日（金） 総務文教常任委員会

政策提言の実現に向けて

役場

１月に無投票で当
選し︑３期目を迎え
た吉村県知事と︑３
月に県議会の同意を
得て就任した若松副
知事に町長と議員全
員が表敬訪問をした︒
若松氏は︑県との人
事交流で２年間金山
町役場に勤務してい
る︒

１月１５日（金） 議会広報常任委員会

吉村県知事を囲んで

生徒の状況などソウト面
の課題や︑学校の現状を
お聞きし︑ご意見につい
ては︑教育委員会と協議
を行い後日文書で報告し
た︒

１月 ８日（日） りゅう馬スプリントスキーフェスタ2017

議会活性化特別委員会報告

１月 ７日（土） 新庄青年会議所賀詞交歓会

各団体と議員の語る会

改善センター

１月から２月にかけて３団体と議員の意見交換を
実施した︒その中で町としての対応を確認する事項
について︑担当課との協議や３月議会定例会で一般
質問をおこない︑町としての対応を確認した︒

新年祝賀会

連合ＰＴＡ役員との語る会

１月 ４日（水） もがみ北部商工会金山支部

町内

中 央 公 民 館 を 会 場 に連
合ＰＴＡ連絡協議会︵会
長 渡 部 昭 仁 さ ん ︶ 役員
名︑議員全員が出席し
て意見交換を行なった︒
連合ＰＴＡ役員から学校
施設のハード面と児童・

１月 ３日（月） 新庄最上建設総合組合金山支部総会

政策提言の主旨や提言
した内容については︑議
会だより１０７号と１０
８号に掲載したが︑町と
して今後どのように対応

吉村知事
若松副 知 事 表 敬 訪 問

議会の主な動き（１月〜３月まで）

１５

（2/9）

女性と議員の語る会（2.9）

金山町議会だより 第１０９号
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