９月定例会
る︒どんな剤なのか︒

の影響などが心配され
良質米生産のための食

をしていただくのと︑

金山へのツアーの募集
ていただきたく今回の

除雪管理を地区にやっ

ていただき︑冬期間の

髙橋産業課長
矢口議員

発酵剤

補正予算・人事案件等全員賛成で可決
に鑑賞鯉拡大として１
未登記解消として測量

寒河江議員
るが︑現状はどうなっ

町道敷地の

補正とした︒

特に心配されないと考
００尾ほどの放流を考
設計費が計上されてい

による水質への影響は︑ 味測定器の導入︑さら

中央公民館等改築基金へ積立金の増額
えている︒使用する場
えている︒

る︒具体的には測定器
所は︑堆肥舎であるの

年から開始された当牧
で︑その汚れが流れる
ているのか︒

﹁ふるさ

の購入助成としての補
と寄附﹂での米の謝礼

場での臭気対策につい

議案質疑
ということはないと思
現

正である︒

ては︑実証期間３ヶ月

髙橋芳夫議員

ふるさ

月まで金山町に

年１月

と 寄 附 は 平成
から
多くの方からふるさと
寄附をいただき金山町
の貴重な財源として活
用しているが︑その件
数と金額及び寄附に対
する謝礼等の経費はど
うなっているのか︒ま
た︑ふるさと寄附は町
の財源となるとともに

いる︒また︑ワーコム

の効果はあると聞いて

過もあり︑堆肥として

飼育者でも使用した経

髙橋産業課長

ういうことも検討はし

わけだが︑農協等とそ

農地に利用されている

ワーコム使用の堆肥が

線の管理として地方交

告知システムの防災無

髙橋︵芳︶議員

に設置する︒

るようにと考えて役場

どをしている方も使え

方︑或いは産直販売な

るが︑農協出荷以外の

農協には設置されてい

である︒測定器は現在

町長

入と関係するのか︒

柴田診療所事務長

きないものか︒

などは診療所で摘出で

が例えば大腸ポリープ

病院に行くことが多い

け︑結果によって他の

栗田議員

解消に努めていきたい︒

登記による将来の不安

の道路改良である︒未

農村総合モデル事業で

多くは昭和５０年代の

ＩＰ

ドックを受

佐藤総務課長

他の医療機関に紹介し

備の更新もしていなく︑

以

ネットの取り付け変更

ての対応としている︒

にある︒国においても

１％となっている状況

かと考える︒そのため

影響があるのではない

とは町の存続に大きな

して最上広域

体が協力しま

町村と民間団

から管内８市

町長

か伺う︒

活用を考えていないの

超越した女性の年配の

髙橋議員

らで進めようとすると︑

無理をしてこち

行政組織を

婚活実行員会

２２

大商金山牧

中村議員
中村議員に
西田環境整備課長

早坂議員
でクレームがあると聞

で︑発酵促進剤︵ワー
っている︒

場への堆肥臭気対策に

研究所と山大との連携
付金の増額がされてい

前は担当医が内視鏡で

在２５０筆ほどが未登

もあり︑有効なものと
るが︑キャビネットの

追加での質問となるが︑ 須藤議員 関連するが︑ くが︑食味測定器の購

して使用を進めたい︒

たのか︒

地方創生先

切除︑除去していた経

記となっている︒その

沼澤議員
高さを上げることも必

緯があるが︑現在は設

クレームは１件

行型交付金の具体策は
要では︒

ができるかは相談させ

を設定してまいりたい

町内牛

どういうものか︒
町長

える︒結婚対

と考えている︒今後町

キャビ

ンバーを町ＰＲ特使と

策に町として

内の民間レベルの婚活

東京金山会のメ

して配置し︑冬期間の

はどういう推

イベントや結婚支援活

を組織して婚活イベン

進策をしてい

もある︒そちらの動向

トなどを実施している︒ かえって構わないでほ

動の動きなどがありま

金山町のふるさ

しいと思われると困る

るか伺う︒

町長

を注視していくととも

町としても社会教育事

ので︑結婚したくなる

したら支援していきた

謝礼として送付してい

と寄附の中では金山産

に︑その制度が導入さ

業の中で若年層を対象

佐藤総務課長

る品物については生産

のお米がたいへん要望

れることとなった場合

ような教育が必要な時
充分に応えられるよう

地方創生の施策として

にはまず結婚をさせる

い︒

者︑加工業者そして︑

が多い︒これから刈り

とした家庭を持つこと

していると思われる︒

にしていきたい︒

地域内に子

企業版ふるさと納税制

ことが重要であると考

平成 年度

それに関わる町の活性

取りが始まるわけだが︑ には︑企業などからも

今後なお一層の寄附を

佐藤総務課長

ふるさ

受けるため︑どのよう

な方策を考えているか︒ と寄附の件数は５８７
５件︑寄付額は６４５
０万円となっている︒

髙橋議員

度を検討している動き

付 額 に 対 し て 約 ５ ５ ． どもがいないというこ

それに対してお礼の寄

少子化対策を今後
どう考えているのか

化について大きく寄与

Ｘ線骨密度測定装置を８５３万２千円で
東北医療機器株と契約することを承認

期ではないかと思って

Ｘ線骨密度測定装置の
取得について

の意義︑素晴らしさ︑

５９号

ふるさと寄付を受けら

平成２７年９月３０日で任期満了となる
阿部由里子氏を引き続き任命

いる︒

教育委員の任命について

そういう視点で学んで

５８号

れる体制づくりも行っ

町道の路線認定について

いただく機会の場など

町道の路線廃止について
５７号

ついて︑その具体策は︒ コム︶を使用しての実
発酵剤の効用や水質へ

定住促進住宅の建設事業に伴い、十日町地内の
「裏町線」の起点と終点を変更するもの
５６号

証実験を行うものであ

容
内
の
案
議
名
件
案

ていきたい︒

3. 人事案件、その他議案
議案番号

平成

気中開閉器の更新
５５号

ふるさと寄附パンフレット

1. 条例関係

8
金山町議会だより 第１０３号
金山町議会だより 第１０３号

9

2. 各会計補正予算

２６

議員

髙橋産業課長

一般質問

婚 活 パ ン フレ ッ ト

公共水道事業特別会計

1億4701

医師人件費の減額、
医療機器整備など

60

介護保険特別会計

4億39
国民健康保険特別会計（直診） 診療所医療機械など
５４号

7億1185

５３号

49

一般会計

100

５２号

名
計

容
内
の

46億4420
2億2690
・財政運営基金等への積立
・ふるさと寄附の増加
・地方創生先行型交付金事業
・大商金山牧場への
堆肥臭気対策事業補助金
・中央公民館等改築基金へ
の積立

会

髙橋芳夫

使用料及び手数料条例の
一部改正

補正額（万円） 補正後（万円）
補正の主な内容
議案番号

１２

５１号

２０

個人情報保護条例の一部
改正

案
議
名
件
案
議案番号

マイナンバー法施行に伴い関係条例を
改正するもの
５０号

回答 企業からも受けられる検討を進める

９月議会定例会提出議案

今後のふるさと
寄附のあり方は

