く︒

も連携しながら考えてい
通園バス利用助成金は

答 五十嵐健康福祉課長

助成は︒
ト購入助成金は︑１人単

る︒またチャイルドシー

額も拡充したところであ

育児支援金については︑

成する事業となる︒家庭

おり︑それらの半額を助

月額１５００円となって

月額２５００円︑片道が

助する︒現在往復利用で

おり︑利用料の半額を補

議会の政策提言にあると

ンタル事業についての提

ドシートについては︑レ

答 町長 当初チャイル

か︒

の場合はどう対応するの

入補助については︑年子

問 チャイルドシート購

計上している︒

価 １ 万 円 として

その他の質問

対象者と金額の両方を拡
案もあったが︑衛生面か

・﹁人農地プラン﹂アンケ
ートについて
・認定農業者支援事業に
ついて

ぞれの賛同する店舗の前

間において︑７日にそれ

月までの５カ月

業計画を行ったもの︒６

運が高まり︑その結果事

の方と協議を持つ中で機

め︑スタンプ会や商店会

店街の賑わいの創出のた

市などをイメージし︑商

の付く日に行われた七日

り︑今後詳細をつめ︑商

ついてはそのとおりであ

答 丹産業課長 指摘に

べきである︒

とも繋ぎ合わせ︑考える

部からの視察など︑集客

がないのではないか︒外

商店街単独開催では魅力

などして取り組むべき︒

品券などと組み合わせる

タンプ会︑プレミアム商

産直にしても︑観光やス

・大学環ネットについて

に︑木材ベンチを設置し
店街に行かなくなった町

人分を

充した︒対象者は︑３歳
らも購入費として︑第１

・町の広報や議会広報を

チャイルドシート
未満児を就園前までに拡
子にのみ平均２万円の商

公共施設に設置

購入助成の対象者は
矢口 政一 委員
充し︑年齢に応じて支給

たり︑共通ボードを設置
民へのアプローチに併せ︑ 第１子も対

ら喜ばれる
と思う︒新
規事業とし
て通園バス
利用助成は
象となるの
か︒また家
庭育児支援
金の拡充は︑
チャイルド

ている︒また月市・楽市
月を予定しているた

開催事業の期間は６月か
ら

め︑金山らしい灯りとと
もに賑わいの一助になる
よう連携しながら取り組
んでいきたい︒
その他の質問
・がん特異的揮発性バイ
オマーカーの同定研究
事業について
・ライブカメラの設置・
運用について
・長屋門の再構築につい
て
・観光ＰＲのあり方

委員

政策顧問会議の
実施計画は
柴田 清正

問 先日の皆川先生の講
演は︑地域弱体や人口減
少による我々の不安を︑
地方だからこそできるこ
とがあるという元気と勇
気に変えていただいた講
演であった︒ぜひ岸宏一
先生からもお出でいただ
きたいと考えているが今

ブラックラズベリー
の里づくり事業とは
髙橋 芳夫 委員
問 ブラックラズベリー
の里づくり事業について︑

やったら解決できるのか
も含め
収入の試算や支援内容は︒

年度に検討し︑

補正での対応も視野に入

答 丹産業課長 ブラッ
クラズベリーの里づくり

れ検討していきたい︒
その他の質問
事業については︑健康づ
くり事業と併せ︑抗酸化
物質等で注目されている
ていくことを目的として

ベリー類全般を根付かせ

・ほ場整備事業について

いる︒まずは︑日本では
少なくほぼ流通していな

多くの人

いブラックラズベリーの

治活動をされ

室川雄勝道路の難所部分

答 町長 議会の理解を

だくことでお話をした︒

生方と懇談をさせていた

も都内での研修の際は先

の課題である︒我々議員

世代へつなぐことが最大

について︑夢を持って次

町の人口減少︑将来展望

の作成など避難所設置

・防災訓練︑防災マップ

その他の質問

るよう考えている︒

らお話をお聞きいただけ

くが︑多くの町民の方か

先生の日程も調整してい

尽力のおかげである︒岸

るが︑まさに岸先生のご

い た だ き ︑昨 年の

ら３年間政策顧問を配置
できた︒中央の最新の情
報をお持ちの先生方なの
で︑多くの町
民の方からお
聴きいただき
たい︒大石先
生が自治医科
大学の理事長
に就任された
こともあり

年度の具体的

な予定は決定
していないが︑
４月早々に都
内で打合せを
行いたい︒ま
た岸先生は︑
長きに渡り政

報道について

・金山町の景気に対する

月か

てご意見をいただきたい︒ の事業化が予定されてい

県︑最上地域などについ

からは︑東京から見た町︑ 脈がある︒新庄湯沢間真

後 の 予 定 は ︒ 特 に岸 先 生

備事業について

・合併処理浄化槽設置整

について

・産地パワーアップ事業

援奨励金について

・仕事と子育ての両立支

２９

さんたちか

品と考え︑その半額を助

したりするなど︑商店街
外部からの集客に合わせ

問 出産お

へ足を運ぶ機会を作りた
ての開催︑プレミアム付

成することで事業を検討

い︒この試みが商店街主
商品券の発行に合わせた

めでとうメ

体で継続されることも目
取り組みについても考え

している︒年子の場合な

的のひとつである︒
ていきたい︒商工会やス

月中下旬ま

ッセージカ

問
問 新庄市の１００円市

月から

魅力的なこと
シート購入

年度に試験的に灯りの実
証を行った︒景観審議会
年度に

の住吉先生のご縁からの
取 組 み で ある︒

でのライトアップを考え

ども想定されるが︑どう

のような
タンプ会︑町観光協会と

し て お り︑

キックオフイベントでの子育て応援宣言

ードもお母

が な い と ︑ マ ル コの 蔵 の

苗木を希望生産者の協力
で試験的に栽培すること
になる︒ブルーベリーに

月に開催

今年も始まった街なかライトアップ

本格的な取組みを開始し︑
年度からは大堰付近か
年度は個人宅や店

ら街なかへ実施範囲を広
げ︑

舗の協力をいただき実施
した︒参加いただいた方
年度は拡充させ

からは好評をいただいて
いる︒

ていただき︑十日町︑七
日町︑内町へ範囲を広げ
ていきたい︒ゴールデン

１０

近い栽培方法となるが︑
春に植え秋に実がなって
も一度落し︑翌年度に再
度実がなってから収穫す
ることになる︒生産者の
組織化︑ジュースやジャ
ムなどの開発品も視野に
新規お土産品とできれば

村 さ ん は 昨年
された新人照明デザイナ
ー発掘オーディションに
おいて︑町のライトアッ
プ事業を発表し最優秀賞

ップや

１０

３０
１０

と思う︒農業技術普及課
や農林大学校等の指導も
受けながら進めていく︒
その他の質問
・かねやま大楽校につい
て
・プレミアム付商品券に
ついて
・観光対策補助事業につ
いて

ン内容でライトアップに

をいただいたとのこと︒

大堰周辺ライトア
ップの事業計画は

合ったしっとりとしたイ

２月

はどうなっているのか︒

２６

ウィーク前に設置を予定

２９

映像と歌も交えたプレゼ

委員

新たに開催予定の月市・

寒河江 宏一
問 大堰周辺のライトア
問

楽市開催事業とのタイア

メージのものであった︒
ップが大変好評である︒
の講習会が開催された︒

答 丹産業課長 東京都

年度の事業計画

この事業に携わった東京

市大学の小林研究室が

日に照明の作り方

都市大学の学生である上

２８

２９

ブラックラズベリーへの期待が高まる
政策顧問 皆 川 芳 嗣 氏 に よ る 講 演 （３.１）

「七日市」 の会場となる七日町通り

２５
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２９

２７

１
１

１０

１８

