７日（木）各小学校・金山中学校入学式

各学校

８日（金）新庄南高等学校金山校入学式

新庄南金山校

１５日（金）議会活性化特別委員会事務局会議

役場

新庄市

１３日（金）さわやかサロン総会、交通安全母の会総会

町内

山形市
役場

２５日（水）県町村議長会広報研修

山形市

２６日（木）金山町森林組総会、議会運営委員会、診療所経営委員会 町内
青少年健全育成町民会議総会

町内

東京都

６月 ６日（月） 山形県町村議長会監事会

山形市

７日（火）６月議会定例会本会議、議会全員協議会

役場

８日（水）山形県町村議長会理事・監事会

山形市

９日（木）各常任委員会、議会広報常任委員会

役場

６月議会定例会本会議、議会運営委員会

役場

１１日（木）めばえ新園舎地鎮祭、農協総会、柴田 勝英氏叙勲祝賀会 町内
１４日（火）議会活性化事務局会議

役場

２２日（水）総務・文教常任委員会協議会

町内

２７日（木）岩手県山田町議会視察対応

町内

２８日（火）議会活性化特別委員会研修 北海道栗山町

栗山町

２９日（水）議会活性化特別委員会研修 北海道余市町

余市町

12

議会全員協議会

４月議会臨時会及び６月

議会定例会会期中に︑議会

全員協議会を開催し︑執行

部から重要事項について説

明を受け︑柴田議長を座長

日開催協議事項

年度社会資本整備

として協議を行った︒

○４月

・平成

総合交付金︵道路局︶当

初予算内示ついて

○６月７日開催協議事項

・ＴＰＰ対策関連競争力強

化利子助成事業について

7.12 全国広報研修（東京都）

7.13 地域活性化センター佐藤事務局長から活性化事例

13

金山町議会だより 第１０６号

13

町民から読んでいただける議会広報づくりに取り組むため︑県及び全国
広報研修に発行責任者である柴田議長と議会広報常任委員５名が受講した︒

３０日（月）〜３１日（火）町村議会議長・副議長全国研修会

臨
議案番号

議

案

項

時

目

会

提

出

25

強風被害の状況は

有屋小学校

寒河江宏一議員 町の
体験住宅Ｂ棟の敷地内
の木塀が︑強風により
倒壊したが︑一般住宅︑
小屋などの被害は︒
武内町民税務課長 農
業施設等の被害はある
が︑住宅部分の被害の
報告はない︒

２９日（日） 有屋地域大運動会

１０

診療への悪影響は

町内

早坂憲明議員 診療所
の非常用発電機が︑稼
働しない場合の悪影響
は︒
柴田事務長 発電機が
稼働しないと︑診療に
関する検査機械が使え
なくなり︑通常の業務
が出来なくなる︒

２７日（金）支え合いで元気になる町づくり勉強会

28

日に

長野県小布施町議会視察対応

5.25 県議長会広報研修（山形市）

県広報研修を踏まえ︑さらにレベルアッ
プした全国町村議会広報研修に参加した︒
エディターである吉村潔氏が講師となり︑
紙面・写真の使い方を工夫し︑より読んで
いただけるような広報作成のポイントを学
んだ︒また︑翌日は︑地域活性化センター
で佐藤事務局長から地域活性化の視点と先
進事例についての講話と意見交換を行ない︑
ふるさと情報コーナー展示ブースを視察し
た︒地域活性化センターの人材育成と町の
創生について認識を深めた︒

２４日（火）知事との自治振興懇談会

者向け住宅に係る
税額の減税措置を
選んだ理由は︒
町長 機器を更新され
る場合︑軽減されて事
業者に貢献できる︒
サービス付き高齢者
向け住宅について︑現
在施設はないが︑今後
進出する企業支援に向
けた特例である︒

２３日（月） 新庄湯沢地域間高規格幹線道路建設促進同盟会役員会、総会 役場

２８ ２５

25

町内ほか

町長給与減額せずとも

２０日（金）もがみ北部商工会総代会、金山親交会

髙橋芳夫議員 町長の
給与カットは︑やらな
くても良いのでは︒
町長 今回削減率は
％少ないが︑突発的な
財政出動があれば︑基
金が主になる︒減額分
を財政運用基金に積立
てしており︑いざと言
う時に対応できる︒

１６日（月） 国道４７号新庄酒田地域高規格道路整備促進期成同盟会 新庄市

町議会臨時会が︑平成 年４月

１２日（木）新庄中核工業団地企業誘致促進協議会定時総会

開催された︒

役場

専決処分の承認５件︑条例の設定１件︑

５月１０日（火）金山町街並み環境セミナー

28

年度一般会計と国保会計直診勘定

町内

平成

２９日（金）春季消防演習

３０

補正予算２件が︑町長から提案され︑全

役場

員一致で可決された︒

２８日（木）議会活性化特別委員会、議会広報常任委員会

質疑のあらまし

２５日（月） 議会運営委員会、議会４月臨時会、議会広報常任委員会 役場

計画変更はなぜ

全国町村議員会館

須藤典夫議員 当初の
中央公民館建設は︑平
成 年度計画で進めら
れていたが︑計画変更
はなぜか︒
町長 財務省の出先機
関である山形財務事務
所から︑このまま中央
公民館建設を進めると
町が財政的に厳しくな
るという指摘を受けた
ので︑２年ほど改築時
期を遅らせたい︒

２２日（金）議員中央研修

中央公民館等の建設基金に
６０００万円積立
減税措置の理由は

東京都内

議会臨時会 ４月２５日

中村忠行議員 固定資
産税に係る﹁わがまち
特例措置﹂で︑ノンフ
ロン製品業務用冷凍機
器とサービス付き高齢

２１日（木）県内選出国会議員中央要望

見やすい議会だよりを目指して〜広報研修

めごたま園舎

○ クリニックを受ける〜県町村議長会広報研修︵５ / 山形市︶ ○全国町村議会広報研修と地域活性化の視点を学ぶ︵７/ 〜 東京都︶

４月 ６日（木）認定こども園めごたま入園式

グラフィックデザイナー 長岡
光弘氏を講師として︑当町の議会
だより１０４号を含む県内９町村
の議会だよりのクリニック︵見や
すくするための診断︶を受けた︒
それぞれの町村議会の広報紙の良
い所︑改善した方がよい所につい
てアドバイスをいただき写真の入
れ方︑レイアウトなど大変参考と
なり︑今回発行の議会だよりから
改善に努めている︒

議会の主な動き（４月〜６月まで）

議

改 築が待たれる中央公民館

案

議 案 の 主 な 内 容

補正額

（万円）

補正後
（万円）

39号

27年度一般会計補正（第13号）専決処分

児童措置費（健康福祉課）

16

47億7906

40号

27年度一般会計補正（第14号）専決処分

中央公民館等建設基金積立など

6750

48億4656

41号

金山町税条例等一部改正する 専決処分

地方税法等の一部改正に伴った改正

―

―

42号

都市計画税条例一部改正する 専決処分

地方税法等の一部改正に伴った改正

―

―

43号

固定資産評価審査委員会条例 一部改正

行政不服審査法の改正に伴う改正など

―

―

44号

町長等の給与の特例に関する条例の設定

町長、教育長の給与を特例的に減額

―

―

45号

28年度一般会計補正予算

（第１号）

4/17･18 強風発生被害等に関するもの

160

46億9260

46号

28年度国民健康特別会計補正（第１号）

診療所の非常用発電機蓄電池交換修繕

80

3億6661

金山町議会だより 第１０６号
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