するものである︒
火災事故であり︑全て
町が負担することではな
く︑賃貸借上の責任もあ
るため︑解体経費の３分
の１を企業組合に負担し
ていただく考えもある︒
あくまでも地域活性化

日の予算委員会で修正動

体的な見通しも甘い︒明

来的な効果も見えず︑全

たのではと感じている︒

方々は調査費ぐらい付い

ないというが︑地区の

問 県道について情報が

常用労働者新規雇用
奨励金の見直しは
栗田 保則 委員

奨励金等の

年度雇用予

問 常用労働者新規雇用

町道認定については︑

したい︒

県に問い合わせをお願い

議を提出する︒

県道稲沢下野明線
の改修の見通しは
定人数が

名の根拠は︒

新年度も予定がないとい
方々の利便性を考慮して

うことだが︑住んでいる
いるが︑従業員不足が発

会社でも業務が増加して

昨今は景気が上向き︑

委員

問 県道稲沢下野明線に
いただきたい︒条件は整

須藤 典夫

ついては促進期成同盟会
生している状況で︑今後

しなければならない厳し

援事業の対象を一
部拡大していく︒
その他の質問

・学校統合につい
て

・学校給食共同調
理場は︑新南高
金山校へ対応出
来るか

い現状もあるが︑今後の

っており︑補正対応でも
雇用の増強を含めて︑高

で活動をしているが︑全

答 丹産業課長 予算要
卒者の進路を見てみると︑

の対策は︒
求の時期に︑町内の事業
進学等により庄内︑最上

いいのでお願いしたい︒
いただきたい︒
所へ聞き取りを行い︑予
地域では

︻用語解説︼
ＣＣＲＣ事業 健康
時に地方に移り住み︑
コミュニティを形成
しながら健康長寿を
目指す取り組み

安沢の部分改修について
その他の質問
算を積算している︒常用
外へ出て行く︒こうした

請願として趣旨採択と

っており︑稲沢︑田茂沢︑ 地区の思いを受け止めて
も要望が出されている︒
・全員協議会の運用等
労働者については８社
ことも踏まえ︑雇用奨励

問 介護者激励金の対象

なった小蝉地内の町道に

と連携して対応して

請が行われる予定︒ えないものか︒

矢口 政一
委員

ら雇用促進を進め

も情報提供しなが

場合もあり︑町で

も︑募集している

ていない事業所で

ーワークに届出し

町長

などの支援や資格取得支

年度からはＣＣＲＣ事業

の雇用している︒平成

た一方では研修生として

所を金山町に移して︑ま

れぞれ異なる︒片方は住

ているが︑雇用方法がそ

も数社が外国人を雇用し

答 町長 現在︑町内で

問 今後の空き家数の増

ては介護分野と障害分野

佐

答 正野健康福祉課長補

できないものか︒

方々に対し︑支援を拡充

しながら介護をしている

問 体調を崩され︑苦労

っている︒

在宅要介護者は

重度身体障害者は６名︑

たい︒

え︑県議長会でも空き家

加見込みから︑国庫補助

提示を

名とな

問 外国人を雇用

対策について︑雪国の問

った︒国の関係機関へ要

現在︑ハロ

介護者激励金の
拡充を

県の予算へどのように反
・災害備蓄品について
名︑新規学卒者は４社か
金の見直しを図る予定は
者の内訳は︒

ついての進展は︒

いただいた﹁みんな笑顔
いる︒

ように行っているのか︒

望をしながら︑町民の方

事業の活用も検討しなが

答 町民税務課長 積雪

が事故に巻き込まれない

題を含めて国に要望して

寒冷対策連絡協議会を中

ように︑事故防止のため

て行政が対応できるもの

％以上が地域

映されたのか︒
・神室放牧場について
名という結果であっ
ないのか︒もう少し町内

答 五十嵐健康福祉課長

の健康長寿推進条例﹂に

問 安沢地区の区長

心とした県や関連団体と

に︑放送やメールで周知

ら︑町の助成金の規制を

連携した対応を相対的に

していく︒事故対策には

いる︒町でも行政代執行

問 今冬は例年にない豪

行ってきた︒今後も︑環

事前にできる範囲で取り

ら
た︒弱電や建築土
の企業に手厚い支援を行

線改修の見直し年度にな

企業 支援で働きやすい職場へ

木等を中心に︑申

答 藤山環境整備課長

基づき︑支援をお願いし
から堆雪などによる

雪となり︑町民も難儀し

境整備課︑教学課と連携

組んでいく︒

関連団体と連携し︑交

ではない︒国道では流雪

％を上限に補助してい
るようだが︒

答 武内町民税務課長

でも対策が講じられるよ

答 町民税務課長 特に

上限額は１２０万円で社

％︑

もしたが︑対策がされな

所有者へ連絡を取ったり

民への危険性から空き家

今年は雪が多く︑周辺住

会資本整備総合交付金を

米沢市では補助率

える︒

整備総合交付金を活用し︑ うに進められるべきと考

米沢市では国の社会資本

へ踏み切る予定であるが︑ 緩やかにし︑来年度から

介護者激励金につい

６０

県道稲沢下野明線につ
いては︑情報が入り次第
提供させていただく︒ま
た豪雪に伴う損傷なども
注視し対応していく︒
小蝉の町道認定につい

たい︒
登下校の危険性があ

た︒夏場は様々な交通安

して対応していく︒

その他の質問

通安全専門指導員の活動

溝としての機能ではない

空き家対策に
国補助金の活用を
委員

視界が悪い交差点部の除雪

の取り組みであり︑そば
屋の営業利益の支援をす
るつもりはないが︑がっ
こそばの継続は町内外の
交流人口の増加に結び付
くと考えている︒
ては︑今のところ審査会
設置の予定はないが︑状
況を踏まえ継続して検討

その他の質問
り︑また金山小学校

させていただく︒

・水路整備実績が減少し
の通学では道路の左
右いずれも歩いてい
く見通しが悪い場所

全運動がなされるが︑冬

町長 道路への雪出しな

・水道事業について

と︑パトロールを中心と

水路としての位置づけて

柴田 清正

３０

第一段階しか説明して
いないが︑説明不足とは
考えていない︒
問 旧谷口分校再建の将
問

の激励金を２本立てで行
っており︑在宅において
６か月間を超えて介護し
ている方へ年間３万６千
円を支援している︒６ヵ
月未満の場合は月額３千
た要因は
・合併浄化槽設置事業に
・ハッピーライフカフェ
が通学路の一部とな

る状況で︑雪壁が高

を設けた移住対策は
っている︒冬期間の

ついて

・スポ少のサポートを

期間の児童生徒︑町民の

どを町民の方から考え直

総体的な対処はどの

方々に向けた交通安全の

していただくことも必要︒ ・ＡＥＤ設置状況は

した巡回指導を行ってい

いる箇所もあるため︑豪

寒河江 宏一 委員

具体的な対策は︒

る︒また堆雪により見通

雪時に流雪溝機能として

・新中央公民館の模型の
また︑水上がりなど︑全

冬期間の
交通安全対策は

２５

問 空き家は全国的に増

８０

円交付している︒

答 町長 これまで介護
保険事業から支出してい

３０

３５

答 武内町民税務課長

しが悪いなどの危険性が

対応しきれない事態もあ

著しい不良住宅を対象に

ないこと﹂などを条件に

充当し︑
﹁市税の滞納が

いきたい︒

を参考に今後につなげて

かったこともある︒提案

・役場駐車場の拡張を

活用について

・医療コンサルタントの

その他の質問
万円で実施し

策を進める︒

の利用も含め︑対

が︑国庫補助事業

柔軟性には欠ける

成助成金のような

る︒現在の修景形

リアすれば該当す

宅︑この要件をク

規定される不良住

住宅地区改良法に

策定が条件となり︑

き家等対策計画の

該当要件としては︑空

ている︒

は上限を

補助している︒山形市で

８０

たが︑県の指導もあり一
般会計からの支出へ変更
した︒
子育て支援として家庭
育児支援金として月５千
円を支給していることも
あり︑バランスを見なが
ら金額を設定したい︒
問 できれば家で過ごし
問
たいと願う高齢者も多く
いる︒先日︑素案を提示

狭く危険な県道稲沢下野明線

8
金山町議会だより 第１１３号
金山町議会だより 第１１３号

9

ある場合は︑環境整備課

年々危険度が 増 す 空 き 家

１０

６０

５０

フリマで賑わう旧朴山分校
研修会で在 宅 介 護 を 学 ぶ

