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除雪車
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る︒増台した
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耕

ており︑いち

ことにより︑
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設置に要する費

朝の除雪が早

時代背景において﹁幼児
教育に英語教育を﹂議論検
討する必要はないか
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関する意識調査﹂の︑

官民協働除排雪

は︒
町長 以前金山町でも
そういった事が必要で
はないかと検討した経
緯があるが︑用地の問
題もあり実現には至ら
なかった︒一般的には
社会福祉法人の方で取
組んで頂いている内用
にかなり近いだろうと
いう事から︑町が取り
組む範疇から外れるの
ではないかとそんな気
もする︒あのエリアに
指摘された施設が必要
かどうかは基本的なプ
ランニングを立てて行
く上で検討していく︒

!!

教育を導入している私
﹁求められる英語力﹂
立幼稚園は既に半数以
英語教育を取り入れ
上が実施しているとい
る私立幼稚園が半数
うデーターがあり︑平
を超える
成 年度には ％とい
う現状である︒英語教
育の低年齢化はますま
す進んで行くものと思
われ︑どの段階からど
の様に取組んで行くべ
きなのか町の教育に関
わる先生方と意見交換
の場で英語教育の在り
方につき相談し対応し
ていきたい︒
町長 ドイツ研修に幼
児教育の公式訪問を盛
り込めないかとの事で
あるが︑研修先のドイ
ツは幼児教育発祥の地
でもあり︑世界各国の
幼児教育に影響を与え
ていると伺う︒ドイツ
をせっかく訪れて幼児
教育先進国というふう
なことでもあるので︑
来年度以降前向きに検
討していきたい︒
高橋議員 現在国でも
英語教育を重要視し︑
国の施策としても英語
教育に力を入れている︒
さらに英語教育を導入
する私立幼稚園は増加
傾向にある事から︑幼
保一元化となった金山
町でも議論す
る必要がある
のでは︒議論
するためにも
ドイツ研修に
幼児教育施設
の公式訪問を
盛り込み視察
研修すること
で方向性を考
えてみては︒
教育長 ご指
摘のように全
国的な調査に
よると︑英語
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ては︑世代も変
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金山木材跡地に整備 今後建築される住宅等
される定住促進住宅 の中で基本計画に合致
の進め方について
する形でのコンペティ
高橋浩樹議員 街なか ションも視野に入れ若
公営住宅・定住促進住 い設計士やプランナー
宅 等 の 事 業 で 今後 年 の 参 加 の 機 会 に つ い て
にわたる﹁街並み景観 も検討していきたいと
づくり 年運動﹂これ 思っている︒
を支える時代を担う設 高橋議員 現在随意契
計士を発掘し育成する 約されている設計士の
方と一緒に仕事をする
必要があるのでは︒
町長 全体の基本構想︑ 機会があれば木造住宅
基本計画を立案する際︑ を手掛ける上で勉強に
これまで進めてきた町 なるので今後機会があ
づくりを理解し具現化 れば︑そうなる様にし
出来る人材が必要であ てもらいたい︒
ると考えている︒全体 町長 住宅設計業務の
的なエリアの構想や基 部分で言うと︑いわゆ
本計画において連続性 る指名願いを出されて
や継続性を重要と考え︑ いる方でないと町では
これまでの町づくりの 発注出来ないといった
コンセプトを踏襲して 事もあるのでご理解い
いきたいと考えるが︑ ただきたい︒
高橋議員 定住促進を
考えた時︑つい若い世
代だけを思慮してしま
うが︑高齢者において
も金山町に住み続けら
れる居住施設が必要で
は︒若者と高齢者を分
けない町作りを企画出
来る住宅用地として期
待しているが町の意向

定 住 促 進 住 宅 予 定 地 （ 旧 金 山 木 材）

地元に住みたくない理
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他町村では

雪などにより車両交通

暴風雪時に

保の考えは︒

冬期間の
交通機能確保

議員

中村忠行
議員

高橋浩樹

「地方創生に関連するこれからの
町の貢献度」を検討する中で考えたい
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定住促進住宅に高齢者向け
シェアハウス整備の検討を!!

