う な 水 路 に つ いて
年

テム︑住基ネットワ
度予算編成で検討して

るため︑町づくりフォ

すると水上がりが起き

答 町長 一斉に投雪

ていくのか︒

事業の対応はどうなっ

成にあたり流雪溝整備

ている︒来年度予算編

したと住民は受け取っ

期し流雪溝整備へ移行

れば︑電線地中化を延

したが︑住民にしてみ

生している︒前も質問

りは毎年水上がりが発

問 七日町と十日町通

ることがない流雪溝整

な水の流れが速く詰ま

内町の参道沿いのよう

ということではなく︑

路を作ってもらいたい

うことだが︑新しい水

量の確保が難しいとい

わせ投雪している︒水

客さんが来る時間に合

りは商店街であり︑お

問 七日町と十日町通

えている︒

の予算化は難しいと考

て い な い た め︑

根本の問題が解決され
たが助成拡大の決定は

審議会でも議論してき
定年も

か ︒ 年 金 支 給も

ることも必要ではない
歳であり︑

ている︒

助成金については︑

問 街並みづくり１０
されていない︒今後に
歳以上の方々が活躍で

答 丹産業課長 多く
の事業者から申請をい

●ダム崩壊の危険性と
災害への備えは

にお勤めになっている
規格幹線道路建設促進

問 新庄・湯沢地域高

新 庄・湯 沢 地 域 高 規
格道路整備の状況は
矢口 政一 委員

方が事業所からの要請
同盟会に負担金を支出

取得をする事例が多い︒ しているが︑道路整備

もあり車両関連の資格

ただいているが︑すで

その他の質問

年からスター

昭和
トした事業で︑その
住宅であったものは︑

時点ですでに金山型

●育英基金について
助成該当になってい
ないことを先ずはご
理解いただきたい︒
てはご意見をいただ

０年運動の功績は素晴
向けて検討していく︒
きる場を作っていただ

複数回の助成につい

複数回の景観助成
はできないか
くこともあり︑景観

らしいと考えている︒
その他の質問

歳︑

新築しても必ず一度は
きたい︒

委員

の状況は︒

代の方が

︑

多く︑

年齢は

問 資格取得支援事業
い傾向であると感じる︒

て は︑
﹁金 山 町 区 間﹂と

答 藤山環境整備課長

補助金について︑資格
毎年度資格取得支援事

歳前の方も多

取得者の年齢等の情報

﹁及位〜上院内﹂の２

ていただくよう︑全額

べく多くの生徒に受け

学力強化を考え︑なる

からの要望や金山中の

ている︒今後は保護者

級で３０００円となっ

で２５００円︑数学３

要があると考える︒ま

ンド化とＰＲを図る必

部助成など検討したい︒ 支援による金山杉ブラ

とはいかないまでも一

た︑森林ノミクスは今

材︑ＪＡＳの認定取得

森林認証の取得や認証

した︒そのためには︑

杉のＰＲと使用を要望

パラリンピックに金山

の東京オリンピック・

国会議員に２０２０年

た折に︑６名の県選出

の上で２０２０年の東

ていくことが肝要︒そ

るというものを形作っ

り安全安心で信用でき

も含めて︑金山杉がよ

ＧＩマークの取得など

将来的には地理的表示︑

ってくると考えている︒

備の際に前提条件にな

て︑今年度も要望会を

新庄湯沢道路につい

や資格取得後の状況は︒ 業の要綱を設定してお

つの未事業区間につい

年 度 か らは

で年齢引き上げを行っ

り

とし︑力と知恵を借り

山杉サミットも開催し

歳以上も対象

３つの検定があり︑英

ており︑秋田杉と匹敵

その他の質問

後も続くと思われ︑森

京オリンピックを意識

日に上京し

●聞こえやすい情報放

林を守ることが地方創

して金山杉の良さをア

〜

人とあ

高校の中高連携入試で

検定があるが︑旧金山

は英語︑漢字︑数学の

答 教育長 中学校で

きないか︒

生の検定でも助成をで

学力の向上のため中学

いことが要因であり︑

検定料が高くて受けな

まりの低さに驚いた︒

る生徒は

名いるが︑検定を受け

参考にするためのポイ

生にも大きく寄与する

問 木質資源利用拡大

委員

金山杉の
ブランド向上を

中でも森林認証の取得

利用拡大推進委員会の

進めており︑木質資源

Ｓ認定取得の手続きを

町の森林組合でもＪＡ

表監査委員の見解は

●不能欠損について代

その他の質問

りたい︒

的なＰＲに努めてまい

ページなど︑より効果

︵つや姫︶について

備しては

●学校にエアコンを整

送を

ント制を実施していた︒ ●ふるさと納税謝礼
そのポイント制の中に

推進委員会事業計画が

に向けた取り組みを支

●看護師養成機関設置

一された金山杉パンフ

今回出された︒その中

援する考えである︒認

について

答 丹産業課長 現在︑ レットの作成やホーム

には金山杉ブランド力

証材が大きなハード整

柴田 清正

向上事業もあるが︑金

しくお願いしたい︒

ピールするために︑統

金山杉

ものと考えるのでよろ

ても４月

めてほしい︒議会とし

は各自負担としている︒ するようブランドを広

語︑数学︑漢字の検定

また︑
歳ま

早坂 憲明

資格取得支援
事業の充実を

いて

●森の子ども図書につ

て

●河川美化運動につい

答 丹産業課長 景観

ないか︒

複数回の助成の考えは

あり︑１回だけでなく

塗装等の対処が必要で

髙橋 芳夫
委員

時の支援は

●就学援助・高校進学

その他の質問

いきたい︒

ークについて
●マイナンバーカード
について
●各種農業振興支援に
ついて

七日町通の流雪溝
整備の方向性は

ーラムなどでも地域の
備などの方向性も検討

委員

方へ一斉投雪抑制のお
するために予算化はで

６０

高橋 浩樹

願いをしている︒水利
きないのか︒

有料となっている︒中
学校は︑英語︑漢字︑
数学の検定が年３回ず

検定料は︑英検３級で

がると金額も高くなる︒ ２８００円︑漢検３級

つ９回あるが︑級が上

６５

６５

を行い︑雪処理をする

２９

現在︑中学生は１６４

４０

必要があると考える︒

組合にもお願いしてい

６１

６０

年度

るが︑水路の使い方に
なくても流れやすいよ

答 町長 水の量が少

を産業や観光振興に役
立てたいとの話があっ
年４月に

た︒町長の考えは︒

答 町長
新庄・金山間が新規事
業化となった︒道の駅
を３４４号との接点に
建設するとしても町も
財源を投じなければな
らない︒中央公民館改
築事業もあり︑街の駅
にできないかという話
も含め︑構想に入れな
がら考えていくが両方
への投資は厳しい︒
その他の質問
●農村環境改善センタ
ーの耐震診断結果は
●農と食による地域の
魅力創造事業につい
て

中学生の英語検定
委員

8
６５

６０ ３０

２１

ついて一定のルール化

開催し︑山形河川国道
事務所や東北地方整備
局等々中央要望会を含
め３回実施してきた︒
今後も秋田県南や酒田
新庄道路等の同盟会と
も連携を取りながら要
望を行なっていく︒

問 新庄市の一般質問
の中で︑道の駅につい
て質問が出ていた︒来
客数等の調査を始め︑
有識者の見解を聞き決

寒河江 宏一

定するとの答弁であり︑ などに助成は
最上郡域の中で議論が
必要であると考える︒

問 今年から小学５︑
日に町で負担して

６年生の算数検定を
月

無料で行うと聞いてい

３０

２９

るが︑中学校の場合は

七日町通り街並み
授業風景

２０

２７

２８

七日町通の水上がり

１１

また︑２月に開催され
た東北中央自動車道に
よる地域活性化につい
ての会でも︑真室川町
の担当者からも道の駅

１１

金山町議会だより 第１０７号
金山町議会だより 第１０７号
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