２３日（火） 議会広報常任委員会、議会全員協議会

役場

役場

役場
１２日（月） 予算特別委員会

３月 １日（木） 金山中スキー部・新庄南高スキー部の活躍をお祝いする会

改善センター

新庄南高金山校
５日（月） 新庄南高等学校金山校卒業式

特別委員会での聴き取り･協議

があるか検討したい︒
③土産品の開発︑製造
工場の新設
答 ブラックラズベリ
答
ーや落花生も新たな振
興作物として導入する
ので︑これらを活用し
た土産品開発への機運
が高まれば︑関係条例
や新規開発事業補助金
を活用して支援したい︒
④インバウンドのもて
なしメニューの充実
答 インバウンドは一
答
自治体での完結はなく︑
管内︵舟下り等︶や県
内外︵銀山温泉等︶も
含めて考える︒メニュ
ー充実やエージェント
への売込み等︑関係者
と連携して対応する︒

１６日（金） 金山中学校卒業式

金山中学校

町職員研修報告会

役場

１８日（日） 各小学校卒業式

各小学校

２２日（木） 町農業セミナー

改善センター

２４日（土） 認定こども園めごたま卒園式

認定こども園

役場

２６日（月） もがみ北部商工会金山支部全体会

町内

みすぎ荘での意見交換会（2/9）
２５日（日） 金山育英会運営員会・奨学生面接選考会

町議会初の政策提言の検証を行う中︑議会報告会
での意見を参考に︑２月 日に﹁検証に基づく新た
な視点による提案︵要望︶﹂を町長に提出︒３月７日
の活性化特別委員会での当局協議を経て回答を得た︒
難しい課題が多いが︑一歩前進した部分も見られた︒

写真データでほ場や農
道︑水路など将来の姿
を図面化する作業の支
援は可能である︒
②農業土木分野に精通
した専門職員の配置
答 機運が高まり環境
答
が整えば︑専門職員の
配置は大変有効である︒

９日（金） 本会議

提言
言2
２
提
人口減少の防止
提言
言4
４ 交流・観光の
提
拡大による賑わい創出

役場

①保育料︑通園費︑学
校等給食費の無償化
答 国動向を注視し効
答
果的支援を模索する︒
給食費無償化の例もあ
るが︑米飯１食あたり
補助金の引き上げや新
南高金山校への給食提
供も視野に検討する︒
無償化は財源問題もあ
り慎重に考えたい︒
①﹁金山らしさ﹂を明
確にし︑魅力活かして
大きな経済効果を
答 生活の快適さ︑満
答
足さを第一にした町づ
くりが魅力となり﹁自
慢できる町﹂になった︒
インバウンドも意識し︑
観光素材等の再整理︑
情報の発信など︑柔軟
に対応したい︒
②町観光協会の役割︑
機能︑スタッフの充実
答 管内でも観光協会
答
業務を法人へ委託して
いる例もある︒体験メ
ニューの充実や街並み
案内などへのより柔軟
な対応も見込まれるの
で︑どのような可能性

８日（木） 全員協議会 総務文教･産業厚生常任委員会

提言
言3
３
提
豊かな農村を次代に引
き継ぐ農業振興

２８日（水） 議会運営委員会 平成30年度当初予算内示会 役場

特に︑
介護に関
わる人材
不足は深
刻で︑若
い世代へ
のアプロ
ーチとと
もに介護
作業の負
担軽減の
ためのロ
ボットの活用についても意見交換し︑
実り多き会となった︒

役場
広報常任委員会

①ほ場整備のため農地
群︑農道︑水路の青写
真を
答 町は同意について
答
主導しないが︑総意に
対する支援は惜しまな
い︒地区と青写真を描
くこと︑例えば︑航空

町立診療所
２７日（火） 町立診療所経営委員会

開閉式グレーチング蓋
の増設やミゼロン塗装
塗布など︑可能な箇所
から進めたい︒
⑤地下水等を利用した
融雪のモデル事業化
答 十日町羽場線など
答
で散水消雪を実施した
が︑低水温︑周辺地域
の井戸水への影響など
もあり廃止した経緯が
ある︒地下水利用によ
る融雪は実現性を含め
て検討したい︒
⑥高齢者宅等の︵仮称︶
戸口排雪応援隊︵有償
ボラ︶の設置
答 戸口除排雪は︑地
答
域や関係部署と連携し︑
支援が必要な世帯と支
援が可能な方を調査し︑
必要な世帯に届くシス
テムに着手したい︒豪
雪対策本部設置時にお
ける除雪費助成の拡充
も検討したい︒

役場
２３日（金） 町街並み景観審議会

﹁新視点による
提案﹂に回答

役場

金山厚生会役職員との
意見交換会 ２月９日

現地他
１９日（火） 赤石沢岩石安全採取協議会

提言
言1
１ 安全・安心で
提
住みよい暮らし

１９日（金） 議会広報常任委員会

２８

役場
１３日（火） 水道事業運営委員会

１２
舟形町議会との｢議会基本条例｣に関する意見交換会 役場

２７

金山小学校
１２日（金） 金山小学校歌会始

特別養護老人ホームみすぎ荘を会
場に㈳金山厚生会役職員と議員との
意見交換を行った︒
施設側からは岸知己理事長の他四
名の理事と管理職二名の計七名が出
席し︑施設の現状と進展する超高齢
社会の課題を共有し︑今後の施策の
﹁見える化﹂の重要性を再確認する
とともに︑できたばかりの﹁みすぎ
荘 の 歌﹂と﹁み す ぎ 荘 音 頭 ﹂ も 披 露
頂いた︒
神室スキー場
２５日（日） 白銀少年スキー選手権大会

みすぎ荘
㈳金山厚生会役職員との意見交換会

①空き家意向調査によ
るデータ化︵空き家バ
ンクの創設含む︶
答
答 データ化は可能だ
が︑バンクは︑専門的
知識が豊富な宅建業協
会や行政書士等を構成
員とする組織による運
営が好ましい︒問合せ
にはこれまで同様に対
応していく︒
②町修景形成助成金

１１日（木） 町防犯協会長 大場征志氏 防犯栄誉金章を祝う会 町内

町民ホールでの情報交換会（1/12）

︵上限 万︶の増額によ
る効果等の検討
答 助成金増額は申請
答
件数とともに町の持ち
出しが増える︒社会資
本整備総合交付金活用
を県と協議し︑費用対
効果を含め︑財政的に
も検討したい︒
③危険空き家の終結策
︵行政代執行︶の検討
答
答 代執行には段階が
ある︒予算に１軒分計
上したが︑個人財産の
ため適正管理を依頼し︑
助成金で誘導する︒相
当危険で対応頂けない
場合は︑本事案を参考
に検討する︒
④流雪溝の整備拡充に
伴なう更なる水源確保
答 水利の効果的調整
答
は︑水利組合と住民理
解が必須で引き続き協
力要請したい︒水上が
り等の被害緩和のため︑

役場
９日（金） 議会活性化特別委員会

舟形町議会との議会基本

神室スキー場
３日（土） 学童スキー大会

日

２月 １日（木） 県議会総務常任委員会視察対応（貸工場）役場地

１月

７日（日） りゅう馬スプリントスキーフェスタ 神室スキー場

間議会の開催︑議会中継の検討など
の情報を提供頂いた一方︑金山町か
ら︑一昨年 月に初となる﹁政策提
言﹂の取組
みなどを紹
介し︑今後
とも町民の
声をしっか
り受け止め︑
存在感のあ
る議会につ
なげていく
ことを共に
確認した︒

役場
町教育懇談会

条例にかかる情報交換会

もがみ北部商工会金山支部新年祝賀会 改善センター

１１

前橋市議会会派｢創生前橋｣行政視察対応（ガン探知犬）役場

１２

役場
５日（金） 議会全員協議会

18
金山町議会だより 第１１３号
金山町議会だより 第１１３号

19

改善センター
３０日（火） 町老人クラブ連合会新年会

町内
１月 ３日（水） 新庄最上建設総合組合金山支部総会

役場
議会運営委員会
本会議
１３日（火） 予算特別委員会

議会活性化特別委員会
本会議
７日（水） 全員協議会

役場
本会議
６日（火） ３月町議会定例会

町内
２８日（日） 各小学校校内スキー大会

５０

２６

水路の現地調査

検証
議会の主な動き（１月〜３月まで）

舟形町議会︵八鍬太議長︶の要請
を受け︑１月 日に役場で議員全員
による情報交換会を行った︒
議会の最高規範となる﹁議会基本
条例﹂だが︑管内町村では︑平成
年４月施行の金山町と平成 年５月
施行の舟形町だけであり︑これまで
の活性化の取組みを中心に情報を交
換した︒
舟形町では︑委員会の見直しや夜
台湾等インバウンド・エージェントとの情報交換会 町内

議 会 活 性 化 特 別 委 員 会

