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実態把握に
町民の声を

の時点で住民アンケー

陽性判定された率は
環境や費用面などでき

できないのか︒

人︶という状況である︒ 方策を講じる必要があ
のが相応しいという考

成人を迎える年に行う

町の成人式は︑

教育長

年度

る と 考 え ︑ 平成
えに変わりはなく︑金

についても大きな負担

体の面はもちろん費用

課題としては心や身
予算に予定している︒

トの実施も考えている︒ ％︵ ９ ２ ５ 人 の 内

ガン探知犬は
期待に応えたか
須藤議員
となるというご意見を
統文化の一つとして行

山町では︑年内の集ま

による検診研究事業の
伺っている︒研究事業
須藤議員
なってきている︒

間だけでも転出者が５

転入の推移はこの３年

のふるさと回帰﹂を目

び戻す﹁現役活躍世代

ている人口を地方に呼

これは︑都市に集中し

ないが今後も経過観察

ガンと特定はされてい

れた方は一人︒９人は

現段階でガンと確定さ

に検体の提供を受けた︒
が︑
﹁祝う

されている
もあったので︑その開

は︑昨年未成年の飲酒

﹁祝う会﹂について

て行うものであり︑町

会 ﹂も 含 め

催の有無も含め︑今年

日で行うと

て今年成人

の成人式実行委員会と

が言っているように

を迎えるか

協議を行う︒もし開催

いう見解が

方々︑その

することになっても︑

﹁祝う会﹂とは別のこ

親御さんか

アルコールは出さない

町と教育委

らの意見を

約束で行いたいと考え

とと考えている︒

聞く機会を

ている︒

札率は低いものではな
いと認識しているが︑
今後は詳細︑内容を精
査し︑県の状況を加味
しながら町の方向性に
繋げたい︒

介護人材不足について
高橋議員 みすぎ荘役
員との意見交換会の中
では︑慢性的な介護人
材不足により︑２０２
５年にはどうなるのか
懸念していた︒
介護ロボットを導入
し︑作業負担の軽減に
取り組まなければ︑介
護職員の確保は難しい︒
町サイドから介護ロボ
ットの研修を提案し︑
介護ロボットの導入を
検討しては︒

五十嵐健康福祉課長
みすぎ荘で職員研修
として計画している︑
﹁国際福祉機器展﹂は︑
自助具から最先端技術
を活用した介護ロボッ
ト・福祉車両まで世界
の福祉機器を一堂に集
めたアジア最大規模の
国際展示会である︒
町も︑それらの情報
を共有し︑研修の提
案・計画等を支援した
い︒また︑重点機器部
分の技術が確立され︑
導入を検討できるよう
なら︑情報をみすぎ荘
と共有し︑国︑県の制
度を活用しながら人材
不足への対応を検討し
たい︒

持つことは

員会から示

成人式は︑式典とし

どを考慮し︑日本の伝

りやすい時期や服装な

成果と課題は︒
には今後も多くの皆さ
の持ち方については式

成人式を町民目線で
話し合っては

五十嵐健康福祉課長
んからご協力いただく
典は従来どおり８月

４ ８ 人 と 転 入 者 を はる
指すもので︑内閣官房
する必要がある︒残り

町の成人式

研究事業の対象であ
必要があるので︑検査

ガン探知犬

るだけ負担を軽減する

回答 マ ン パ ワ ー ︵ 人 的 資 源 ︶ に 活 路

過疎化施策の棚卸が必要では

平成

ゼロになると仮定して
いるが大丈夫か︒
川崎政策財政監
年には差がゼロにな

るという目標は︑現実

町の人

口減少に歯止めがかか
として厳しい目標にな

３０

歳以上の受診者は

る
％︶

全 部 で １６ １ ４ 人 ︑ そ
の 内 ９ ２ ５ 人︵

かに上回る数になって
まち・ひと・しごと創
の８人についてはこれ

１４

須藤典夫議員
らない状況にあるが︑
ってきている︒
現在取り組んでいる
事業として﹁金山ＣＣ

１８１.９

でも︑建設工事の労務
単価等は︑地域性や工
種等を考慮した県公共
工事積算単価に準拠し
ている︒また︑委託料
の業者賃金単価を明確
にし︑適正な工事価格
・業務価格にすること
で契約相手方の労務者
の賃金水準の確保に努
めている︒
高橋議員 平成 年度
発注の街なか公営住宅
入札は︑通常より低価
格で落札されたと聞い
た︒予定価格は︑引上
げされた県の設計労務
単価が反映されている
のか︒最低価格制限制
度を採り入れないと適
正な価格での公共工事
の発注が出来ないので
は︒
政策財政監 積算労務
単価は︑県に準拠して
いる︒最低制限価格に
ついては︑土木工事１
億円を超える工事︑建
築工事は５千万円を超
える工事しか対象とな
っていない︒
詳細を精査してみな
ければ解らないが︑落
２９

特 に 注 視し な け れ ば な
らないのが︑
﹁転出﹂
﹁転入﹂の動向ではな

いる︒
年版金山町
生本部や︑東京金山会
から精密検査を受ける

いかと思われる︒転出︑ ＲＣ構想事業﹂がある︒ の皆さんから研究事業

人口ビジョン﹂では雇
の方々と意見交換を交

﹁平 成
用の創出︑転出してい
本研究事業で何らか

わしながら進めている︒ 予定になっている︒
総合戦略の評価が必
のガンの疑いがあると

要 と な る 平成
年度末

た町民のUターンなど
で転出超過は縮小し︑
年には﹁差﹂は

公契約条例について

定している︒今後︑当
町と類似規模の自治体
の動向を注視し︑県が
定める﹁山形県公共調
達基本条例﹂なども参
考にしながら︑その必
要性や上位法との整合
性などを研究したい︒

入札制度について
高橋議員 県は公共調
達基本条例を制定し︑
採算を無視した過度な
低入札を防ぐとともに︑
品質及び価格の適正を
確保する取り組みを進
めており︑県と整合性
を図るべきでは︒
政策財政監 町の公契
約事務は︑県が制定し
た公共調達基本条例を
参考にしている︒工事
契約約款や業務委託契
約約款も県に準拠し︑
﹁前払い金・中間払い
金制度﹂の導入や﹁予
定価格設定の際の根拠
のない一律の歩切﹂を
行わない等︑契約の相
手方が雇用する労働者
の環境改善につながる
よう対応している︒
平成 年度当初予算
３０

２７
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議員

須藤典夫
３１

議員

高橋浩樹

｢祝う会」で再会を喜ぶ

４０

４２

高橋浩樹議員 企業と
雇用関係にない大工・
職人として働く方は労
働法の対象とならず︑
労働環境が不安定と言
われており議論の枠外
に取り残されている︒
県では人手不足対策︑
人材確保支援策を講じ
ているが︑対象となる
若手職人はいない︒町
が賃金条項を盛り込ん
だ公契約条例を制定す
る事で少しでも安定し
た職業に近づけて行く
事が出来るのでは︒
川崎政策財政監 賃金
条項を盛り込んだ公契
約条例は︑昨年２月現
在︑全国で人口規模の
大きい 団体ほどが制
２０

平成
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回答 県関連条例を研究し､今後に繋げる

４２

公契約条例の制定と
町入札制度の改革を

