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12月会議

障害児通所サービスをさらに充実
クローズアップ

２P

マイナンバー制度に伴うシステム機器を購入 ４P

委員会審議 特定教育・保育給付費負担金が増加 ５P
平成26年度決算を認定 
８P
いっぱん質問

災害への危機管理は万全かなど ８人が登壇

13P

力をこめてよいしょ!
（中条南保育園）

発行／石川県津幡町議会 編集／広報調査特別委員会

題字：勝崎

渉さん（22ｐ参照）

12月会議

月会議を平成

年

月４日から

日までの会議期間で開催した。

10

件が

議案は、各常任委員会審議を経て全議案を可決、請願１件を採択、１件を不採択、２件を

提出され、引き続き町政全般について８人が一般質問を行った。

初日に一般会計・特別会計・事業会計補正予算、条例の制定・改正などを含む議案

12

年４月から放課後等デイサービ

継続審査とした。また、人権擁護委員の推薦について同意した。

平成

開設され、町内では３か所となった。
施設数が少なかった以前は、利用日数

も制限され、町外の施設も利用せざるを

得ない状況で保護者にとっては不便であ
った。
現在は施設の増加により１人当たりの
利用日数が増え、未就学児も利用できる
など、障害児発達支援サービスの利便性
が向上した。
福祉サービス利用者は町内、町外在住

再任

（中橋）

悟氏

推薦された委員

田

人権擁護委員





松夫 氏

（上河合）

再任

（全員賛成

)
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13

スの事業所が新たに東荒屋地内に１か所

27

を問わず、より手厚く適切なサービスが

大澤

⺿

27

通所サービスを
さらに充実
2225 万円計上

図られることとなった。







之

12

人事

▲充実した設備

１億3538万円を可決

（賛成13人・反対２人）

一般会計総額133億3847万円に

補正予算、
条例の制定・改正を
めぐり討論



マイナンバー制度施行に伴い、事務

費やシステム機器備品購入費など合わ

せて３１３万円を増額補正する。

また、特定個人情報に関する必要な

事項を条例で定め、税条例、介護保険

条例の一部を改正する。

反対

この制度は番号の不正利用、
個人情報の流出による被害や
国民情報を共通番号で結びつ
ける方向をさらに広げる危険
性が大きいので認められない。
塩谷 道子 議員
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討 論

人・反対２人）

制度導入により手続きなど
の簡素化が図れ、人的ミスが
軽減できる。個人情報を保護
するためにはシステムを構築
していかなければならない。
森川
章 議員



（賛成
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賛成



13

障害児
一般会計補正予算

▲新たに開所「ここち」

マイナンバー制度

こんなことに使われます

年

月末現在で２４０頭のイノシシ

５７２万円

イノシシ捕獲奨励金

平成

見込まれるため、増額補正する。

年度までの

６７０万円

当初見込んでいた

よりも胃がん内視鏡

検診、乳がん・子宮

頸がん検診などの受

診者が増加したため

増額補正する。

平成28年１月１日発行
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マイナンバー制度に伴う

 システム機器を購入
１４０万円

年度末までにさらに捕獲が

Ｑ １頭当たりの捕獲奨励金は。

が捕獲された。

記載されている住所などに変更があった場

Ａ 親、子ともに２万円である。

しんがん

合、正確な変更情報の裏書き処理が必要と

りの数は。
基あり、平成
定である。

小規模多機能型

年度から

居
 宅介護事業所
 開設に補助
３７５９万円
平成

第６期介護保険事業計画の中で、
公募により選考する１事業所の
開設に係る補助金。
なお、補助金は全額県から交
付される。

がん検診費

年度はさらに増やす予

Ｑ 現在町内に設置されているイノシシお

また、個人番号カードの窓口交付時に本
人であるか疑問がある場合にのみ確認を行
うための顔認証システム用機器もあわせて
購入する。

Ｑ 顔認証システムの使用目的は。
Ａ 個人番号カードに貼付された顔写真と
窓口に来られた本人の顔を照合するた

28

29

めの機器である。窓口で撮った写真は

Ａ

なることから、真贋判定機能付裏書き用機

個人番号通知カード、個人番号カードに

10

器を購入するため、増額補正する。

27

27

78

27

照合以外には利用せず、記録には残ら
ない。

▲申請は町民課で

クローズアップ
12月補正予算で新たに行われる事業など、
一部を紹介します。

▲被害を減らすために

環境整備基金積立金
平成 年度の内訳は

Ｑ 監理委託料減額の理由 Ｑ 整備工事費が予算の２
は。
割強の減額になった理
Ａ 業者に委託予定として
由は。
いた業務の一部に資格 Ａ 落 札 価 格 の 差 異 や コ ス
を持つ町職員が携わっ
ト縮減の取り組みによ
たため、費用が発生せ
って減額となった。
ず減額となった。

 事業費確定による減額

あがた公園

産業建設

Ｑ 基金の内訳は。
Ａ ミニボートピア津幡の
売上金の１％が施行者
の群 馬 県 み どり 市から
環境整備協力費として
納入される。

30 10

総務

文教福祉

-企画財政課-

Ｑ この１年での納入金額
は。
Ａ 平成 年 月１日から
年９月 日の１年分
で５３５４万円である。
26

◀対象となる認定こども園

27

井上新太郎 多賀吉一
（◎委員長 ○副委員長）

章

森川

-都市建設課-

Ｑ 工事内容は適正か。
Ａ 当初計画どおりの施設
整備を行い、平成 年
度中の完成を予定して
いる。

平成28年１月１日発行

特定教育・保育給付費
負担金が増加

Ｑ 対象の保育園は。
Ａ 町内すべての私立の保
育園と認定こども園が
対象となる。
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5

産業建設（土木・農林・労働・商工・上下水道）
◎森山時夫○谷口正一

洲崎正昭
酒井義光
竹内竜也
◎八十嶋孝司○道下政博

河上孝夫
正則
向
塩谷道子
稔
西村
克○角井外喜雄
◎荒井

27

-健康こども課-

Ｑ ５６００万円の増額理 Ｑ 見直しの理由は。
由は。
Ａ 国は金沢市などの複数
Ａ 平成 年度、地域手当
の地域手当支給地域に
の支給割合・支給地域
隣接している当町を生
の見直しが行われ、民
活水準の高い地域とし
間保育園などへの教育
て見直したため。
・保育給付費負担金が
増額となった。
27

務（総務・財政・税務・議会・監査・消防など）
総

文教福祉（民生・衛生・保険年金・福祉・教育・病院）

委員会
審 議

▲完成が待たれるあがた公園

27

町議会では３部門の常任委員会に分かれ審議しています。

みなさまからの

横浜へ
横浜へ

番
番１

地先
地先

紹介議員

芳明
政博

竹本
勇
荒井
克
（全員賛成）

町道認定編入方請願について

起点
終点

◎請願者 横浜区長 



申請道路

主

旨 申請道路は地区住民の利用
頻度が高く、主要道路との
連絡路である。
地区住民の住みやすい環境
と交通の円滑化に寄与する
道路管理を望む。

継続審査となった請願

高谷
道下

複数税率による軽減税率の導入実現を求める
夜間中学の整備と拡充を求める

紹介議員

家族経営の多くは、事業主と配偶者、その家族
の働きによって地域社会をも支えている。家族労
働を正当に評価しない税制は、家族経営を守り、
地域経済の振興を図るためにも廃止すべきである。
塩谷 道子 議員



所得税法第 条は、原則として個人単位課税制
度を採用するわが国の所得税法において、例外的
に事業経営者を中心とする家族単位課税制度をと
し い
る規定と位置づけられている。家族間で恣意的に
所得を分散し、不当に累進課税を逃れるという租
税回避行為防止のために設けられた規定であり、
合理的根拠がある。
荒井
克 議員
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不採択となった請願

条廃止の意見書採択を求める

14

石川県商工団体連合会婦人部協議会
代表者
長谷川典子
紹介議員 塩谷 道子
（賛成１人・反対 人）

所得税法





◎請願者

主

56

旨 所得税法第 条では、自家労賃は必要経費とならない。
家族従業者の人権保障の基礎をつくるためにも 条を廃
止して、その働き分を必要経費と認めよ。

賛成

反対

56

12

公明党津幡支部津幡地区委員 

◎以上２件の請願者



討 論

56

56 52

（以上２件の請願は、要旨について、さらに調査・検討が必要な
ため継続審査とした。）

56

採択

請願4件を審査

▲現地を視察

10月会議

（全員賛成）

現在、議員の調査研究
やその他の活動に資する
ために必要な経費の一部
として、議員１人に対し
月額２万５０００円の政
務活動費を交付している。
しかし、現下の社会情
勢なども勘案し、政務活
動費の交付によって議員
個々が自己責任において
自由に行うべきである議
員活動に制限が及ぶこと
のないよう、政務活動費
の交付に関する条例を廃
止することとした。
平成 年４月から施行
される。



27

10

政務活動費を廃止

５９２万円を可決
（全員賛成）


○能瀬 号線
（能
 瀬ウ１７６番１地
先から能瀬ウ１８１番
５地先まで）
延長― ・２ｍ
幅員―６・０から
・３ｍ

町道路線の認定



表彰授与の対象とし
て社会経済分野を削除
し、新規として学術、
産業経済、社会福祉の
各分野を追加する。
（全員賛成）

表彰条例の改正

一
 般会計総額１３２億３０９万円に

64

○全国大会等派遣費
万円

津幡南中学校生徒が
ジュニアオリンピック
に、男子バスケットボ
ールチームが全国青年
大会に出場するための
派遣費。

平成28年１月１日発行

26

28

なお、この条例の廃止
により、県内で政務活動
費を支給している町はな
くなる。

○能瀬 号線
（能瀬ウ１６７番３地
先から能瀬ウ１８５番
５地先まで）
延長― ・８ｍ
幅員―６・０から
・２ｍ
（全員賛成）



12

一般会計
補正予算

○県単土地改良事業費
４５５万円

漏水が著しい市谷地
内のため池を早急に改
修する工事請負費。
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10

52

87

53

37

議会を傍聴しましょう

◎町政一般質問は、年４回（３月､ ６月､ 9月､ 12月）行われます。

議会の会議録は
町議会ホームページで
みることができます。

▲未来のアスリート

平成 年 月 日に 月会議を開催し、一般会計補正予算、
条例改正、町道認定の議案３件が上程された。
議案は各常任委員会の審議を経て可決、平成 年度決算を認
定した。また、政務活動費の交付を廃止する条例を議員発議で
提出し、可決した。

平成28年４月から

20

10

お問い合わせは、議会事務局（℡288-6410）

認
定

厳しくチェック!!
１1 3 4 億2152 万円を
万円
依存財源
59.4%

収入

分担金・負担金
4億3206万円
諸収入
2億7814万円
繰越金
1億8942万円

地方交付税
37億926万円

136億838万円

農林水産業費
5億773万円

財産収入など
1億2万円

消防費 5億3757万円
商工費
6億9858万円

総務費
12億9861万円

支出

酒井 義光
荒井
克
八十嶋孝司
森山 時夫
角井外喜雄
多賀 吉一
洲崎 正昭

公債費
（借入返済）
衛生費
19億2166万円
土木費
（ごみ処理や
15億3695万円 各種健診など）
17億549万円

134億2152万円

◦特別会計◦
会

計

名

国民健康保険
直営診療所事業（河合谷診療所）
後期高齢者医療
介護保険

◦事業会計◦
会

計

河北中央病院
水道

名

収

入

（全員賛成）

簡易水道事業

支

公共下水道事業

出

27

決算審査特別委員会

教育費
11億5511万円

26

委 員 長
副委員長
委
員

民生費
（高齢者や児童福祉、
保育園の運営など）
36億9403万円

10

年

災害復旧費 1億7772万円
議会費 1億5000万円
労働費 3801万円

10

９月会議で設置した決算審査特別委員会を平成

自主財源
40.6%

月５日にかけて開催し、平成

国庫支出金
15億1786万円

繰入金
4億8971万円

17

日から

町税
40億3800万円

町債（借入金）
11億8625万円

年９月

県支出金
10億5612万円

特別会計、２事業会計の決算を審査

月会議で審査結果を報告し、認定した。

10

度一般会計と

地方消費税交付金など
6億1148万円

した。

●一般会計決算●（賛成14人・反対１人）

（全員賛成）
収

入

支

出

34億6406万円

33億8763万円

313万円

313万円

3億1157万円

3億517万円

24億8841万円

23億9478万円

354万円

280万円

21億3226万円

21億1740万円

収益的収支

9億8819万円

11億1563万円

農業集落排水事業

1億8979万円

1億7903万円

資本的収支

3億2654万円

3億9173万円

バス事業

1億1375万円

1億742万円

収益的収支

9億1371万円

7億2868万円

ケーブルテレビ事業

6750万円

6750万円

資本的収支

8044万円

2億3559万円

河合谷財産区

46万円

46万円

つばた議会だより
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決算審査

決算の主な指摘事項

教育部関係
まちなか科学館の利用者数に目標

町道庄能瀬は不要不急の道
路工事であり、関連の費用を
認めるわけにはいかない。
憲法を踏みにじり、立憲主
義、民主主義を否定する政権
のもとで自衛官募集にかかわ
ることになり認定できない。
塩谷 道子 議員



13

反対

賛成

歳入は町税が２年連続で過
去最大を更新しており、歳出
には町民の安全、安心な生活
の実現を目指す姿勢が十分に
反映されている。実質公債費
比率も ・２％から ・６％
と、平成 年度より大きな改
善が見受けられる。
八十嶋孝司 議員



※実質公債費比率

15

25

▲まちなか科学館に来てね

借入金の返済額などの大きさから資金繰りの
危険度を指標化した数値。

平成28年１月１日発行

討 論

を設けて企画を運営するなど、利用
税・使用料について
拡大に向けた取り組みを検討せよ。
町税や国民健康保険税、公共下水
旧河合谷小学校の建物は一部で人
道などの使用料の収入未済額は、依
の出入りがあるが、老朽化し耐震性
然として多額になっている。引き続
にも問題があるため、できるだけ早
き収納率の向上に努めるとともに、
い時期に処分を検討せよ。
悪質な滞納者に対しては法的手段を
徹底するなど、強い姿勢で対処せよ。 河北中央病院関係
受付、診察、会計に至るまでの待
総務部関係
ち時間の短縮といった患者へのサー
産業振興、教育振興、社会福祉の
ビス向上につながるよう、事務処理
各分野で提言・助言を得るために産
の見直しを検討せよ。
学界などの有識者を町政策アドバイ
ザーとして委嘱しているが、十分に
活用されていない分野がある。今後、総 括
積極的な施策の実現や事業推進にア
当町の財政状況は毎年改善されてき
ドバイザー制度の活用を図れ。
ているが、長期的には税収の大幅な増
町民福祉部関係
額は見込めず厳しい財政状況が続いて
学童保育は財政上厳しい運営をし
いる。
ている施設が多い。それぞれの施設
こうした中、地方創生に向けた施策
から要望を聞き取るなど実態把握を
の取り組みが重要となっており、各種
続け、実情に応じた補助金の在り方
事業を着実に実施するための財源を確
を検討せよ。
保し、最少の経費で最大の効果を挙げ
環境水道部関係
ることができるよう、引き続き財政健
公共下水道、農業集落排水は依然
全化に向けた計画的かつ効率的な行財
として接続率の低い地域があり、衛
政運用に努めるとともに、行政の質の
生環境に影響が出ている。これらの
向上により一層積極的に取り組まれる
解消に向けた重点的な戸別訪問を強
化するなど、接続率の向上に努めよ。 よう要望する。
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事業実績や効果を
平成26年度

一般会計支出総額

（滋賀県大津市）

学ぶ

78

買い物、リフレッシュ広
【視察の目的】
場などを併設し、長時間
当町と同様の整備構想 滞在できる園内でなけれ
をもつ体験交流型農業公 ば誘客は望めないなど、
園を視察研修し、今後の 設計、管理運営の重要性
施策の参考とする。
を強く感じた。
また、少子高齢化の進
・
飯
盛
霊
園
組
合
行や社会情勢の変化によ
（四条畷市）

り今後予想される住民ニ
合葬墓には焼骨を一同
ーズに応えるため、合葬 に安置する焼骨室と個別
式墓地の先進地の事例を 安置室があり、遺族の意
学ぶ。
向により納骨ができる。
核家族化、少子化が進み、
管理の継承が難しくなる
【研修内容】
ため、社会の変化に対応
・アグリパーク竜王
する新しい時代の埋葬施
（竜王町） 設である。

畑地
を有する１市
当町でも家族意識や社
３町の農業生産者が１つ 会の変化を察知し、町民
の 農 業 法 人 を 立 ち 上 げ、 のニーズに対応する墓地
生産主体とした。
公園計画を喫緊の課題と
町、ＪＡが出資する第 して取り組むべきである。
３セクターが農産物の流
通販売や観光客誘致活動
など管理運営を展開して
いる。
園内には動物ふれあい
広場やグラウンドゴルフ
コースなどがあり、老若
男女の誘客を図っている。
当町で計画中の体験型
観光交流公園の参考にな
る点が多く、地形を最大
限に生かし、見学、収穫、

平成28年１月１日発行
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防災と議員の役割を学ぶ


【研修内容】

幸田町
◦

東京都
◦

・全国市町村国際文化研
【研修の目的】
修所（大津市）
近年、地震や集中豪雨、 全国の市町村から 名
大型台風などによる災害 が参加し、地域防災の向
が各地で発生している。 上や執行機関の災害対応
平時・発生時・災害後に についての講義を受け、
議会や議員ができること 宮城県東松島市議会議員
を考え、地方議員の果た から東日本大震災での事
例を聞いた。また、災害
すべき役割を学ぶ。
時の議員の役割を参加者
同士で意見交換した。

◦
◦

（滋賀県竜王町）
（大阪府四条畷市）

10/26～27

災害時の議員の対応は、
地域に不足しているもの
や一番必要としているも
のなど状況把握に努める
こと、行政が設置する災
害対策本部には議員個人
が直接関与するのではな
く、議長を中心に議会と
して要望することである。
東松島市議会の事例で
は、被害防止・被害軽減
策を議論する特別委員会
の設置、犠牲的精神の発
揮、応援団的役割、行政
との連携強化が重要との
ことである。
今後、当町でも議員全
員の認識を共有し、災害
時の行動マニュアルの作
成などを検討していきた
い。

須坂市

10/15～16

体験交流型農業公園と
合葬式墓地を学ぶ

50
ha

▲ニーズが高まる合葬墓

災害時の対応と
その後の防災体制を学ぶ

【視察の目的】
集中豪雨により甚大な
被害を受けた市町の対応
とその後の防災体制を視
察研修することにより、
当町での防災・減災に対
する取り組みや課題を模
索、検討する。

【研修内容】

可児市

22

大津市
竜王町

◦

▲今後に生かす（可児市）

四条畷市

【研修内容】

（東京都）
（長野県須坂市）

いじめ対策と全国学力テスト、
生涯学習の組織を学ぶ



▲文部科学省の説明に聞き入る

・文部科学省（東京都）
【視察の目的】
いじめ防止・早期発見
文部科学省において教 対処のための対策として
国が実施すべきこと、学
育課題と対策を学ぶ。
また、公民館業務の管 校が実施すべきことの概
轄を再編した先進地を視 要を学んだ。
全国学力テストの評価
察する。
では、教育効果の高い学
校の事例、家庭環境と学
力の関係などそれぞれ比
較し、説明を受けた。
教育課題についての認
識を新たにした。
・須坂市役所
行政内で混在していた
社会教育、生涯学習、地
域づくりなど、公民館と
同様な業務を連携、発展、
推進するために教育委員
会から市部局内に中央公
民館として移管した。
業務の一元化について
検討の余地があると強く
感じた。

11/10～11

◦
◦

・可児市役所
平成 年に起きた災害
では、落雷、豪雨などで
地域別の避難勧告は難し
く、全世帯に勧告した。
その後、情報の一元化や
非常時の電話取り扱いを
システム化し、職員間の
情報伝達の共有化が図ら
れた。
当町でも常に危機意識
を持つとともに、地域の
課題にあった防災訓練を
行う必要を感じた。

平成28年１月１日発行

委員会視察レポート

・幸田町役場
平成 年に起きた豪雨
災害では、予想外の雨量
によりマニュアルどおり
の対応はできず、被害が
拡大した。その後、情報
配信手段や各地区での防
災訓練、要支援者の把握
の充実が図られた。
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先進地に
20

（愛知県幸田町・岐阜県可児市）

10/29～30

町区長会
日 時
平成 年 月 日
午後６時 分～
名
出席者

11

30 16

年 月
午前
名

町民生児童委員協議会
日 時
平成
日
時～
出席者

11

10 28

【アンケート調査】
議会報告会の評価は？

安否確認のため、年中
ラジオ体操を実施して
はどうか。

議員の日常活動は。

民生委員のなり手が不
足している。見直しが
必要ではないか。

屋内温水プールの早期
実現を。

町議会全部のケーブル
テレビでの放映を希望
する。

今回の開催を終えて…

たくさんご意見をいた
だきありがとうございま
した。議会には執行権が
ないためすべてに応える
ことはできませんが、町
への要望も含め、町民の
皆さまと連携・協力して
まいります。
議会改革検討特別委員長
酒井 義光

平成28年１月１日発行
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91 人）

報告会での主な質問・意見
少子高齢化の現状と対
策は。
イノシシの駆除は。
空き家を介護施設やシ
ェアハウスとして再利
用できないか。
議会全員協議会とは。
当町における新幹線効
果は。

歳未満の医療費を全
額公費負担に。
18

27

36

27

57

報告会では議会改革検
討特別委員会から議会改
革の取り組みを、３常任
委員会から６月、９月会
議での審議内容を、決算
審査特別委員会から平成
年度の決算審査結果を
それぞれ説明し、その後
意見交換を行った。
26

（回答者

区長、民生児童委員を対象に

▲パワーポイントを使って説明

議会報告会を開催
町議会では、議案の審議の内容や議会改革の取
り組みなどの活動状況を知ってもらい、また議会
運営や議員活動に対する意見を伺い今後の議会運
営に反映することを目的として、平成 年度から
試行で議会報告会を開催している。
25

いっぱん質問
13

つばた議会だより
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１

荒井

克

議員…………………………………14

・町観光大使を任命せよ
・豪雨災害への危機管理は万全か

２

八十嶋孝司

議員…………………………………15

・防災ハンドブックを見直せ
・マイナンバーの取り扱いに万全を期せ
ほか１問

３

塩谷

道子

議員…………………………………16

・小学校の汚れた外壁を修繕せよ
・小規模介護施設（デイサービス）に配慮せよ
ほか２問

４

道下

政博

議員…………………………………17

・広報紙を閲覧できる情報アプリを採用せよ
・子育て応援アプリで情報提供を


ほか３問

５

竹内

竜也

議員…………………………………18

・中学生に労働法制の学習機会を
・町職員のメンタルヘルス対策を

６

森川

章

議員…………………………………19

・教職員の定数・配置を問う
・不登校に対する教育委員会の取り組みは

一般質問とは、議員が町政全般について町長など執行機関に考えや方針を

人が一般質問

８

問うものです。制限時間は１人 分以内で、一問一答で行われます。

町政を問う

リ
バ
ズ

ほか１問

７

井上新太郎

議員…………………………………20

・分野別番号制度によりリスクの分散を図れ
・倶利伽羅駅を整備せよ

８

西村

稔

議員…………………………………21

・中山間地域での屋外広場設置に助成を
・水道管の布設を先行投資せよ


ほか１問

議員の寄附行為は公職選挙法で禁止されています
○香典や結婚披露宴における祝儀
（本人出席の上、通常一般の社交の範囲であるときを除く）
○議員や後援会がお中元やお歳暮を贈ること
○町民や団体が議員に寄附などを求めること
このほか、議員活動に対して法律上の制限があります。
各種会合への出席依頼には参加費を必ず明記してください。

皆さまのご理解とご協力をお願いいたします

町観光 大 使 を
任命せよ




矢田 町長

制定に向けて検討したい

荒井 議員

荒井 議員

近年多発する局地的集
中豪雨が、各地で甚大な
被害を及ぼしている。
このような状況を踏ま
えれば、危機管理体制を
検討し、整備することが
重要だ。
河川氾濫などが発生し
た場合の迅速な避難に必
要な情報について、住民
への周知徹底を図れ。

長 総務部長

▲昭和39年7月豪雨（加賀爪地内）

初動体制や応急業務実
施体制、情報伝達体制な
ど、速やかな対応が取れ
るよう進めると同時に、
防災訓練の充実、防災士
の育成なども進めていく。
住民の避難については、
町が発信する気象情報と
あわせて、平成 年６月
からメール配信を開始し
た県河川総合情報システ
ムによる雨量や河川水位
情報、Ｌアラートなどか
ら発する避難情報も参考
にしてほしい。

27

豪雨災害

危機管理は万全か

克 議員
荒井

町の魅力発信
交流人口の拡大や観光
振興を図るためには、地
域ブランド、スポーツ、
文化や歴史などをＰＲす
る必要がある。
当町にゆかりのある著
名人を観光大使として任
命し、町の魅力や情報を
積極的に全国発信せよ。

情報伝達体制など
速やかな対応を進める


観光大使の制定は、町
の魅力や情報を、積極的
かつ多くの方に発信でき
る有効な施策であると認
識している。
現在、当町にゆかりの
ある知名度の高い芸術文
化、スポーツ関係者など
をリストアップしている
ところである。
今後、観光大使のネー
ミングなども含め、先進
事例を詳細に調査研究し、
制定に向けて検討したい。

▲町のＰＲを

いっぱん質問

ん 質問

平成28年１月１日発行
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いっぱん質問

防

災

好評をいただき
 防災意識も向上している

八十嶋 議員

矢田 町長

▲コンパクトで分かりやすいハンドブックを
町防災ハンドブック２

取り扱いに万全を期せ
適切に対応する

八十嶋 議員

岡田 町民福祉部長

11

マイナンバー

個人番号通知カードの しているが、職員の不注
発送が順次進んでいるが、 意によるものが多い。個
当町における進捗状況は 人情報の取り扱いには間
違いがあってはならず、
どうか。
また、県内でも個人番 通知カードの管理体制に
号の取り扱いミスが発生 万全を期せ。

当町では平成 年 月
中旬から１万３４９６通
を簡易書留で送付した。
月末現在１９０通が差
し戻されており、この分
については住所等を再確
認・調査した上で再送付
の手続きを行う。
マイナンバーの交付等
に当たっては、正規職員
の事前研修に加え、専任
の嘱託職員の増員により、
通知カード、個人番号カ
ードが適切に普及できる
よう対応する。

平成28年１月１日発行
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その他の質問
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15

11

Ｑ 公共施設の維持管理
等の基本計画を示せ。
Ａ 先進自治体の例を参
考 にし なが ら 、平 成
年度 末ま でに 策定
し、公表する。

28

ハンドブックを見直せ
東京都が都民を対象に ０１３には多くの防災情
無料で配布した防災ブッ 報が掲載されており、町
クは、コンパクトで無駄 民からも好評をいただき、
防災意識の向上につなが
がなく分かりやすい。
当町で全世帯に無料配 ったと認識している。
改定の際には、他の自
布した町防災ハンドブッ
ク２０１３は、分かりに 治体の取り組みも参考に、
くく、また町民に浸透し より分かりやすいハンド
ブックの作成に努めたい。
ているとは言い難い。
なお、広域的な防災に
誰もが手に取り、危機
意識を高めるためにも、 ついては、県が主体とな
内容を検証し見直しせよ。 るべきと考えている。

▲もう届きましたか？

いっぱ
リ
バ
ズ
問う
を
町政
八十嶋孝司 議員

いっぱん質問

ん 質問

塩 谷 道 子 議員

老朽化対策とともに
検討する

汚れた 外 壁 を
修繕せよ



早川 教育長

▲早くキレイにしてね

デイサービス

適切なサービス提供に

努める

塩谷 議員
町内には、外壁に著し
学校など避難所となっ
い汚れが認められる小学 ている施設の、非構造部
校が複数存在している。 材も含めた耐震化を最優
黒く汚れた壁が、児童 先として整備改修を進め
の心理に及ぼす負の影響 ている。
は看過できず、教育環境
外壁補修は大規模な改
としてもふさわしくない。 修工事を伴うため、老朽
良好な学習環境を整備 化対策とともに他の事業
すべく、計画的に外壁な とあわせて進めることが
どを修繕せよ。
できないか検討を続けて
いる。

小規模施設に配慮せよ

小 学 校

塩谷 議員

小規模介護施設（デイ
サービス）は介護保険法
改正によって事業所数も
含め、どのように変わる
のか。
また、町はデイサービ
ス施設と協力して事業に
取り組み、今後縮小され
ることがないように配慮
せよ。

▲安心できる場所の存続を

平成28年１月１日発行
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小倉 長寿介護課長

平成 年４月から町内
にある３か所の小規模デ
イサービス事業所が地域
密着型サービスに移行さ
れる予定である。介護保
険事業計画では、サービ
スの見込み量とそれを確
保すべき方策を定めるこ
ととなっているが、事業
所数まで管理するわけで
はない。
デイサービスに限らず、
要支援者などに適切なサ
ービスを提供できるよう
各方面との連携強化など
に努めていきたい。

Ｑ 防災訓練を見直せ。
Ａ 現状の訓練内容を基
に 、見 直し や 改良 を
加えている。
Ｑ 一般会計からの繰り
入 れに より 、 国保 税
を引き下げよ。
Ａ 現段階では法定外繰
り 入れ は考 え てい な
い。

その他の質問

28

いっぱん質問

導入を検討している

広 報 紙

◀手軽に情報を

応援アプリで

矢田 町長

含め判断したい

情報提供を

 広域的運用の可能性も


道下 議員

※連携中枢都市圏構想

地域において、相当の規
模と中核性を備える圏域の
中心都市が近隣の市町村と
連携し、人口減少・少子高
齢社会においても活力ある
社会経済を維持するための
拠点を形成することを目的
とし、金沢市、白山市、か
ほく市、野々市市、内灘町

平成28年１月１日発行

平成 年８月に開設し
と当町の４市２町で形成を
た町公式フェイスブック
目指している。
も活用し、子育てに関す
る情報発信に努めている。
子育て応援アプリの導
入は、連携中枢都市圏構
その他の質問
想の中での広域的運用の
可能性も含め、判断した
い。
27

子育て支援
核家族化や地域のつな
がりの希薄化によって、
子育てに不安を抱える親
が増えている。
親の不安や負担の軽減
を図るためにも子育て応
援アプリを採用し、関連
情報を提供せよ。
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矢田 町長

Ｑ 成人用肺炎球菌ワク
チ ン接 種対 象 者に 積
極的な接種勧奨を。
Ａ 医療機関の協力を得
て 、さ らに 勧 奨を 行
う。
Ｑ 認知症初期集中支援
チームの設置は。
Ａ 平成 年度の設置を
予定している。
Ｑ 中高年の健康づくり
費用に助成せよ。
Ａ 民間や町外施設の利
用 者へ の助 成 は考 え
ていない。

28

道下 議員

▲アプリで子育ても安心

閲覧できる
情報アプリを採用せよ
スマートフォンなどの
情報端末アプリを使い、
自治体広報紙を簡単に閲
覧できるサービスが広が
っている。
読者層を若者世代に拡
大するためにも、情報ア
プリを採用せよ。

広報つばたの電子化は
平成 年から実施してお
り、発刊日から町ホーム
ページで閲覧可能となっ
ている。
情報端末アプリを使っ
て広報紙を閲覧できる仕
組みは、より積極的な情
報提供を図る上で有効な
手段であり、導入を検討
している。
24

いっぱ
リ
バ
ズ
問う
を
町政
道 下 政 博 議員

いっぱん質問

ん 質問

竹 内 竜 也 議員

労働法 制 の
学習機会を


社会科の授業で
行っている

石庫 総務課長

24

竹内 議員

メンタル不調に起因す
る疾病により、長期休職
や退職に追い込まれる方
々が増えている。
労働安全衛生法の一部
改正により、一定の職場
にはストレスチェックが
義務づけられた。結果に
よっては職場環境の改善
が求められるが、対応は
万全か。
また、メンタル不調に
よる長期休職中の職員に
対し、職場復帰とキャリ
ア続行のために、どのよ
うな支援をするのか。

▲研修中の町職員

当町では、平成 年度
からメンタルヘルスの職
員研修を取り入れている。
ストレスチェック制度は、
平成 年度の実施に向け
準備中である。
職員自らがストレスに
気づくことやメンタル不
調者を出さない職場環境
づくりを推進していく。
メンタル不調による長
期休職者には、プライバ
シー保護に配慮しながら、
県が実施している職場復
帰プログラム「試し出勤 」
を試行的に取り入れて実
施している。

28



ストレス

わく・ワーク体験活動と
あわせて、働く人の尊厳
を守るための労働法制や、
生活が困難に陥ったとき
の備えである社会保障制
度を学習する機会を設け
てはどうか。

職場環境づくりなどを
推進していく

竹内 議員

▲アンケート結果（日本労働組合総連合会）

社会参加や働くことの
意義を理解させ、生きる
力を育てるキャリア教育
の推進に期待が高まって
いる。
中学２年生を対象に行
われている職場体験事業

吉田 学校教育課長
わく・ワーク体験活動
は、中学校におけるキャ
リア教育活動の中心的な
活動である。
労働法制や社会保障制
度の学習は、現在は社会
科の授業で行っている。
わく・ワーク体験とあわ
せて学ぶことで相乗的な
効果が得られ、よい方策
だと思う。

町職員のメンタル
ヘルス対策を

キャリア教育

平成28年１月１日発行
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いっぱん質問



必要度を踏まえ
配置している

教 職 員

26

50

◀学校の職員室

早川 教育長



教育委員会の
取り組みは

不 登 校


早川 教育長

関係者の連携、
町は、教室に入れない
専門員の配置を行っている 児童生徒の居場所を教員
と児童生徒のお互いの気
持ちが遠のかないよう、
森川 議員
学校の中に設けている。
当町では、教室に入れ しいケースもあるようだ。 学校外の居場所設置は
フリースクールなどと 国の動向を注視していき
ない子どもたちには相談
室などで対応し、教室に も連携をとりながら、適 たい。
戻れるよう支援している 応指導教室の設置、専門
また、町教育センター
と聞くが、学校内だけで 職員の配置、育成をする では学校サポート指導員
は対応しきれず、大変難 べきではないか。
を配置し、家庭や学校と
連絡を取り合い、状況の
改善につなげている。な
お、指導員は相談や学習
支援も行うなど出張型適
応指導教室の役割も果た
している。

その他の質問

Ｑ 部活動の移動手段と
し て町 のバ ス を利 用
できないか。
Ａ バス利用はできない
が 、各 種の 補 助金 交
付を行っている。

平成28年１月１日発行

森川 議員

教職員配置は県の定数
配置基準により決まる。
習熟度別少人数授業や複
式学級解消のための教員
など各校の必要度を踏ま
え、教員加配も活用して
いる。
町では独自に、特別支
援教育支援員、図書館司
書、外国語指導助手（Ａ
ＬＴ）や国際交流員（Ｃ
Ｉ Ｒ ）、 学 校 給 食 管 理 指
導員などを配置している。
研修は県主催、町主催
のほかに、各校、個人で
も進められている。

▲登校する生徒たち

各校の定数・配置を

問う
県内では、 歳以上の
教員が約半数を占めてい
る。新規の採用倍率も平
成 年度には３倍と低下
が進み、今後は若手や中
堅といった経験の浅い教
員が大勢となる見込みで
ある。
当 町の教 職 員 の 定 数 、
配置状況と研修の取り組
みを示せ。
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章 議員
森川

いっぱ
リ
バ
ズ
問う
を
町政

いっぱん質問

ん 質問

井上新太郎 議員

共通番号
井上 議員

矢田 町長

▲個人情報の取り扱いは慎重に
個人情報の取り扱いを
徹底し、プライバシー情
報の確実な保護に努める。
マイナンバーに利用さ
れる個人情報は、これま
で どおり 分 散 管 理さ れ 、
必要なときにだけやり取
りする仕組みを採用して
おり、個人情報がまとめ
て漏れることはないと考
える。
現在のところ社会保障
と税、災害対策分野の３
分野が利用範囲とされて
おり、その拡大は国の動
向を見守りたい。

矢田 町長

平成28年１月１日発行
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倶利伽羅駅を整備せよ

化や案内板、火牛像の設
置などの整備が必要では
ないか。また、駅東側の
空き地に八重桜などを植
えて公園スペースとして
利用できないか。

関係機関とも連携・協議する

井上 議員

地域活性化
倶利伽羅駅のある地区
は、「義仲と巴」大河ド
ラマ誘致を推進している
ゆかりの地である。
今後、駅の利用者増加
を見込み、トイレの洋式

駅の利便性向上を図る
ためにも、トイレの洋式
化や複数設置に向けた増
改築をＩＲいしかわ鉄道
に要望したい。
案内板や火牛像の設置
の予定はないが、階段ア
ートは検討している。平
成 年３月には駅を基点
としたウォーキングイベ
ントも計画している。駅
東側の空き地はＩＲの管
理地なので協議したい。
今後も地区振興会や地
域の方と連携・協力し、
地域の活性化を図りたい。

28

個人情報はまとめて
漏れることはない

マイナンバー制度は情
報流出のリスクが高く、
諸外国では、なりすまし
や住民登録番号の流出事
故が発生している。
こうした事故を未然に
防ぎ、個人情報が悪用さ
れないよう共通番号を使
わず分野別番号制度へ移
行する国が増えている。
世界の動向を注視すべき
と考えるが、当町の見解
を求める。

▲利用増が待たれる倶利伽羅駅

リスクの分散を図れ

いっぱん質問

屋外広場設置に
助成を


考えていない

矢田 町長

具体的な計画があれば

開発協議する

西村 議員

地域活性化

水道管の布設を

先行投資せよ

中山間地域
長年住み慣れた地域の
人たちは、助け合いや語
り合いにより団結心も強
い。
高齢者がいつまでも元
気でいられるよう空き地
を活用した屋外広場をつ
くり、軽スポーツなどが
できるよう町として助成
制度を創設せよ。

西村 議員

矢田 町長

新たな開発における水
道施設の設置は、町水道
使用条例および町開発指
導要綱などにより、費用
はあくまで開発者負担と
なっている。
先行投資的な水道管の
新規布設や配水池の設置
などは、水道料金に直接
反映されることになる。
今後、優良な民間開発
や企業進出などのより具
体的な計画があれば、開
発協議させていただく。

その他の質問

Ｑ 財政に強く負担が少
な いま ちづ く りを 求
める。
Ａ 限られた財源を重点
的・効果的に配分し、
健 全な 財政 運 営を 図
る。

平成28年１月１日発行

▲住宅団地の増設を

当町の利便性を高め、
地域を活性化させるため
には、国道８号とＩＲい
しかわ鉄道の沿線地域は
もとより、おおむね車で
５分以内の地域に住宅団
地や工場をつくる必要が
ある。
上水道がないと民間活
力による開発工事ができ
ないため、先行して水道
管を布設できないか。

№136
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当町には、運動公園を
含め都市公園、地域公園、
農村公園があり、公園施
設は充実している。
また、公民館や小学校
体育館、集会所など屋内
施設の利活用を工夫すれ
ば、運動する場所は不足
していないと認識してお
り、屋外広場設置の助成
制度は考えていない。

▲気軽に運動を

稔 議員
西村

いっぱ
リ
バ
ズ
問う
を
町政

津幡町HP携帯版

平成28年１月１日発行

代表

あ だち

安達

えつ こ

悦子

この羽根を追い続けて
数年がたちました。生
涯スポーツと言われては
いますが、若い人たちと
の力の差は歴然です。か
つては大きな大会にも出
場したことはありますが、
今はメンバー 人で週２
回、大きな声で笑い合い、
しゃべり合いながらいい
汗を流しています。みん
な年齢よりも若く見られ
るようで、これが若さの
秘訣かもしれません。
インディアカというス
これからもけがをしな
ポーツ、ご存じない方も いように、できる限り続
いらっしゃるかもしれま けていこうと思っていま
せん。
す。
白く丸いスポンジに赤
い４枚の羽根。手のひら ☆総合体育館
で受けて打ちます。いか
毎週木・土曜日
にして床に落とさず拾い
午後７時 分
～９時 分
上げてラリーを続けるか。 
生まれはドイツです。４ ◆連絡先
☎２８８ ３６５６
人制で、ルールはバレー
（安達）
ボールとほぼ同じです。

世界大会もあるんです。

136

－

30

30

つばた⑭
～八幡神社のイヌシデ（小熊）～

小熊区にイヌシデの巨木で有名な八幡神社がありま

す。津幡町にはイヌシデの巨樹が非常に多く、中でも

同神社には高さ20ｍ、幹周り3.7ｍを誇る県内第１位

のものをはじめ、９位、10位にランクされているも

のを含めると３本あります。
かつざき

わたる

あ

と

が

き

新メンバーで正月号の発刊

平成

年は、町村議会広報

となりました。

クリニック、議会広報視察の

受け入れなど、意見交換の中

で学ぶことが多くありました。

今後も町民の皆さまに分かり

（森山）

やすく、読みやすい紙面を目

克

道子



塩谷

指します。

荒井

森山

平成28年１月１日発行
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TEL 076（288）6410
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時夫

八十嶋孝司

井上新太郎

竜也

 編集委員長
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〒929-0393 石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ３番地
http://www.town.tsubata.ishikawa.jp／
eメール gikaijimukyoku@town.tsubata.lg.jp

渉 さんの作品です。

津幡町には、マ
コモなどのおいし
い食べ物がたくさ
んあります。ぼく
は、こんな津幡町
が大好きです。

勝崎

萩野台小学校６年
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