る機会が多

は窓を開け
い て 説 明 い た だ い た︒

いないという状況につ
●診療所経営改革につ

その他の質問
広げる必要

に発揮し︑

話があった一方で︑上

少したとの

は苦情が減

明地区から

課長

下野

答 丹産業
答

て伺う︒

対策につい

果と今後の

段階での成

れない︒現

窓を開けら

レベルだと

いが︑異臭

イオマスガス発電の実

それ以降も継続し︑バ

刺激臭は残り︑軽減は

減少されたが︑一方で

の結果︑アンモニアは

ータを求めてきた︒そ

実施し︑数値化したデ

ミナを使用した実験を

臭気を減少させるカル

り組みを始め︑豚糞の

携により臭気対策へ取

年度からは産官学連

くとなっている︑高校

中学校卒業生が９割近

になったわけではない︒ た︒入学生のうち金山

されてきたもののゼロ

の存続条件となる入学

したが途中で再編され

成

問 中高一貫教育が平

山中が約

なっている︒現在の金

委員

式な組織化
による存続

運動は行っ

ていないが︑

引き続き要

望を継続し

ていきたい︒

その他の質

問
●町税︑た
ばこ税に
ついて

ながらさら

査と連携し

よる分析調

佐賀大学に

命館大学や

いるが︑立

は上がって

対策の効果

いなく臭気

ある︒間違

いる状況で

を模索して

年生 名が金山中出身︑ の評価もいただいてい

見通しについては︑１

答 教育長 入学生の

はないか︒

届ける取組みが必要で

声を県の教育委員会へ

要であると思う︒町の

そそういった運動が必

くなったようだ︒今こ

する会があったが︑な

以前は金山高校を存続

また中高一貫校として

機関とも連携し存続に

いう結果もあり︑関連

が町に戻る率が高いと

くる︒金山校の出身者

名維持が厳しくなって

の見込みから定員の

るが︒小学生の生徒数

という報告となってい

なっており︑金山校へ

ている︒仙台発着便が

しインバウンドを進め

県としては台湾を意識

向け努力していきたい︒ 答 丹産業課長

で満たせる予定なのか︒ の入学は

生確保の条件はいつま

る金山校の︑魅力を外

の積み残しもあり多額

を伺う︒

であると考えるが対策

は県と協調し動く時期

でも観光対策について

を進めているが︑当町

らのインバウンド事業

観光対策補助事
業について

に対策を講
６名が他中学校からと

●防犯灯について

になっている︒この問

る と ︑ 県 全 体 では

受益と負担の原則︑

感じている︒

り方では限界があると

題の解決には︑今のや

山形

問 県としても海外か

委員

じていく︒

年度の成人式はどのよ

●町債︑過疎債につい

残した︒

栗田 保則

％
うに開催するのか︒

％の

名を目指す

の減少となるが︑最上

答 町長 今回の騒動

年度からスタート

須藤 典夫

新庄南高金山校
について

て

●観光交流対策につい

その他の質問
施を始め︑有効な手段

キレスエアロンにつ
地区広域連合では９万

により成人式に汚点を

万 ０ １ ３ ３ 円と

国保料の滞納
について

問 平成 年度から最
の数値を用いて実施す

から示される来年１月

年度に向けた試算は国

問題であり︑大人とし

今回の件は思慮分別の

めの言葉もいただいた︒

皆川先生からの︑お褒

では高い方にある︒国

は︑最上地区広域連合

問 我が町の滞納状況

滞納者の滞納理由︑担

へ特化した収納をし︑

で雇用し︑滞納繰越分

収納専門員を期限付き

式典では立派であり︑

当町からも参加する予
上地区広域連合を設立
ることになる︒

てスタートする式とし

保料総額について減少

減少となっている︒

て

９７８８円に対し︑９

人１学年と

台地区では改善されて

間について

委員

産業振興︑臭気
対策について
早坂 憲明

問 東風により季節を
問わず上台地区へ臭い
が流れてくる︒８月１︑
３︑４の３日間は異臭
と言える臭いが流れた︒
夕方６時過ぎ︑夜の８

多いことや親日の国で
いて

時半頃がひどく︑夏場

あることの流れを受け︑
知事が先頭を切りトッ

健康保険特別会
計について

プセールスを行ってき
た︒今年度新庄市が復

矢口 政一

定がある︒また︑最上
したが︑来年度から運
その他の質問

て︑来年度も思慮分別

公平と公正を確認する

川船下りとシェーネス
営方法が変わることに

●有害鳥獣駆除負担金

委員

ハイム金山の連携した
なる︒保険料は真室川

柴田 清正

ツアーの提案もあり︑
町が増︑戸沢村と当町

●農業集落排水につい
て

金山町成人式
について

一人当たり

開催され︑

営協議会が

日に県の運

酒について掲載されて

聞では︑未成年者の飲

った︒しかし翌日の新

き︑すばらしい式であ

先生よりご講演いただ

おいて政策顧問の皆川

問 今年度の成人式に

成

その他の質問

開催としたい︒

関しては例年どおりの

へ重きをおき︑式典に

たことによるものも一

険加入が義務づけられ

は︑建設会社で社会保

傾向にあるということ

って実施することも必

し︑不納欠損を思い切

結果として法令と照ら

税力の洗い出しを行い︑

答 松坂代

で あ る ︒ 収 納 率が

の違いの要因のひとつ
％

表監査委員

差も他団体との収納率

要である︒不納欠損の
消策は︒

因かと思うが︑滞納解
て

●学力向上対策につい

ことができ実行する︒

今後つめていきたいと
は現状維持というアン

について

考えている︒

営について伺う︒

見込まれるが今後の運

ケート結果が出ていた︒

●第一貸し工場山形ア

の保険料に

おり︑大変驚いた︒今

寒河江 宏一 委員

ついて︑平

回の件で来年度成人を

ねいている

は手をこま

あり︑行政

納繰越分で

問題は滞

ず︑探究心を持ち︑取

あっては税務職に限ら

であると思う︒職員に

学ぶなどの学習も大切

の自治体のノウハウを

１００

答 五十嵐
答

年度の

迎える親御さんも心配

１１

健康福祉課

実績と平成

長

年の試算

している方がいる︒来

時効の中断

その他の質問

について

●公共工事等の平準化

ついて

●交流推進ＰＲ活動に

の政権から

いる︒従来

ら対応して

をかけなが

わけでなく︑ り組んでほしい︒

成人式で決意も新たに

９月

結果から見

２８

２９

行事業について

その他の質問

２０

２０

被保険者は今後減少が

委員

興債を活用し実施する

２３

●中学校教師の就業時

●町税について

２７

●プレミアム商品券発

台湾プロモーションヘ

がある︒正
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５０

１３

新 庄 南 高 金 山校の存続を

いて

金山町議会だより 第１１１号
金山町議会だより 第１１１号

9

９.７

６１
.

３０

米の娘ファームのバイオ施設

稲 刈 り 前の田園風景

１９

冬 の金山に台湾から

