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平成 年度決算審査

問 災害に対する取り組み
は︑特に住宅の耐震への補助

う︒

な見直しをし一部委託を行

続と経費削減のため︑全般的

答 課題は石綿管の布設の継

は︒

革プランの中で検討していき

問院運営の今後は︒
病
答 厳しい状況だが︑経営改

積極的にＰＲしていく︒

は︑改修費用の問題もあるが

行われている︒耐震について

答 国や県の事業は重点的に

事業の進め方は︒

答 住民サービス低下になら

政構造への転換は︒

問 新たな産業の創造と地場

門哉 議員

ないよう︑集中改革プランを
産業の振興は︒

の招聘は︒
人材の育成を図りながら支援

答 地域で一生懸命取り組む
今野

たい︒

に︑地震災害訓練

必要である︒南三陸町を中心
ひとづくり﹂事業の今後の支
援は︒

量をもって︑積極的に取り組

答 町民の声に耳を傾ける度

入は︒

きる基盤づくりをつくること

陸町の中でしっかり生活がで

答 １万８千余の町民が南三

業は︒

答 利用者には大変好評であ

今後の導入予定は︒

問 指定管理者制度の成果と

鈴木

問 月１回の移動町長室には

及川

に形をかえて支援したい︒

雄紀 議員

答 東北大第二外科に要請し
問 ﹁小さくともキラリと光
日と

るまちづくり﹂の主要施策事

月

問 事務事業の評価制度の導

したい︒

みたい︒
である︒
を予定し︑

答 今年が最終年度となる

答 今後︑経営改善を積み重

解消は︒

大瀧りう子 議員

問 災害時の自衛隊の協力体

山内

が多い︑地域をまわって要望

月１日に行う予定である︒

ねながら解消していきたい︒

問 福祉と教育に力点をお
を予定している︒

を聞くこともある︒

年度は平成の森

年度はスポーツ交流村

に要望する︒

答 議場の整備も含め執行部

いか︒

答 民生委員や区長等の訪問

要望︑要請があるのか︒

徹 議員

が︑今後は意欲のあるところ

問 一般会計から病院への繰
く︑町政方針は︒
制はどうなるか︒

問 ﹁ふるさとまちづくり︑

春光 議員

答 一定程度の支援は必要で

入金は︒

答 町の財政状況は厳しい
答 災害時には自衛隊の力が

昇一 議員

致に至らず︑今後も交渉に努

佐藤

及川

総務費

鈴木

問 町営バス乗車料金に１円

問 各款全般に不用額がある

雅昭 議員

問 特別土地保有税８千６百

単位の端数がでるのはなぜ

答 予算執行で目的達成に向

が意識的に生み出すのか︒

本吉町分の負担金である︒

万円回収見込みは︒

答 高齢者が硬貨を誤り投入

か︒

春光 議員

及川

答 最近の動きでは︑債権回

け節約の結果である︒

均 議員

問 不納欠損額が前年度比で

収会社が競売の実施を検討し

均 議員

答 地方税法に基づいた滞納

ており︑税の回収は難しい︒

辰雄 議員

問 自主防災事業補助金に不

菅原

雄紀 議員

問 平成の森テニスコート使

用額がでたのはなぜか︒

今野

用料は町内外で区分している

答 予定より少なかったの

清人 議員
保はどうなっているか︒

のか︒

問 企業誘致︑雇用の場の確
答 県の企業立地振興課に依

で︑周知を図り積極的に進め
今野

ていく︒

問 町長交際費の不用額を︑

答 現行料金を見直しの上︑
及川

企業誘致等に活用すべきで

再整理したい︒

問 長期滞在型施設利用者の

門哉 議員

佐藤

防災訓練は十分であるか︒

る︒

雄紀 議員

問 高額滞納の内容は︒
答 １千万円を超える固定資

は︒

星

徹 議員
産税対象者が１件︒

答 火災訓練は毎年実施して

答 企業誘致にも使用してい
問 南三陸斎苑の町外利用者

山内

問 選挙開票時間短縮への取
答 迅速正確さが第一で︑作

喜美男 議員
はどれくらいあったか︒

り組みは︒

孝樹 議員

問 保育料滞納の理由と町営

星

答 気仙沼市１件︑登米市

喜美男 議員
住宅及び駐車場の納入状況

件︑外１件︑計

業工程の効率化を図ってい
る︒

佐藤

行う方向で協議中である︒

答 事務事業見直しで職員で

応できないか︒

件の利用︒

答 ある面︑義務の意識のう

出

春光 議員

問 議会中継は映像が不鮮明

問 庁舎清掃作業は職員で対

鈴木
をするのか︒

だが︑カメラの交換はできな

議会費

すれも挙げられる︒住宅等の
歳
栄 議員

答 税法とは違い強制徴収は

門哉 議員
できないが︑徴収に努める︒

問 保育料滞納者の強制徴収

佐藤

滞納は改善された︒

は︒

使用料・負担金

いる︒

頼し情報を収集している︒

三浦

処分措置による結果である︒
雄紀 議員

問 入湯税徴収に向けてどの

今野

するケースが理由︒

倍額となったのはなぜか︒

めたい︒

る︒

３億円前後の繰出しになる︒
が︑可能な部分については積

山内

件︑生活保護世

義申 議員

問 水道事業の課題と問題点

答 協議してきたが意見の一

名で

帯︑所在不明者などが理由︒

ような取り組みをしたか︒

入

決算審査特別委員会

答

件数とその理由は︒

問 町税における不納欠損の

大瀧りう子 議員

町税

歳

問 田束山負担金の内容は︒
答 ツツジの手入れにかかる

問 病院の欠損金 億円余の

んでいない︒

ているが︑まだ具体的には進

問 基金に過度に頼らない財

問 病院事業について︑院長

含め歳出削減に努力する︒

佐藤

極的に取り組みたい︒

平成 年度の主要施策事業等の取り組みや成果についての決算を審査しました︒
本会議における総括的な質疑と決算審査特別委員会での詳細にわたる審査が行わ
れましたので︑その内容をお知らせします︒
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答 想定したルールはない︒

は可能か︒

シーに盲導犬やペットの乗車

問 気仙沼地方衛生組合広域

担の少ない施設延命を計る︒

負担が大きい為︑今後財政負

答 気仙沼地方衛生組合財政

徹 議員

問 行政区の整理統合は︒
答 行政区統合には時間が必
盲導犬は理解できるがペット

及川

要︑区長会議で話していく︒

今野

雄紀 議員

答 基本的に広域で進める︒

化の進捗状況は︒

民生費

は無理だ︒

議員

問 職員の健康診断ではメン

大瀧りう子
タル面も必要では︒
山内

答 生ゴミ処理機は補助をし

ンポスト補助の検討は︒

る︒

ており︑コンポストは検討す

問 生ゴミ処理機の普及とコ

問 知的障害者グループホー
答 最初であり利用者が少な
大瀧りう子 議員

孝樹 議員

答 メンタルヘルス講座も受
ムステイの不用額は︒
かった︒今後の活用を働きか

雅昭 議員

講させている︒

問 産業功労者表彰に船舶関
ける︒

佐藤

答 漁協等の推薦で業績が顕

係者は可能か︒

答 生活習慣病改善対策の指

ぜか︒

問 検診項目が減ったのはな

問 敬老会への参加が少な
導を重点とした制度に変わっ

雅昭 議員

い︑持ち方を考えるべきで

佐藤

は︒

著な人が対象である︒

問 職員退職組合負担金の今
た︒

清人 議員

後は︒

答 参加者へのアンケートも
山内

三浦

答 来年度から負担率の改定
実施︒いろいろ考えていく︒
今後の方向は︒

問 日曜歯科医の利用状況と

義申 議員

で３０００万円程増額の見込
みである︒

衛生費
歯科医が当番しているが利用

昇一 議員
及川
者数は不明︒今後については

山内

問 草木沢の粗大ごみの焼却
答 耐用年数は 年である︒
問 公立志津川病院の国保の
問 町内の水質汚濁︑悪臭の

菅原

答 第１と第３日曜日に町内

問 防犯実働隊に省エネ車輌
炉の耐用年数は︒

おり︑町の計画はない︒
割合は︒
苦情件数は︒

徹 議員

答 寄贈された車を配置して

の導入は︒

問 宿直業務等に︑地元業者
答 公立志津川病院 ・９％
答 水質汚濁が１件︑悪臭２

辰雄 議員

医師と相談する︒

も参入できるよう育成を図る
で︑ 億１２８８万８千円︒

答 過去に当町は利用者が居

営費の負担は必要か︒

問 漁港や水門工事による水

及川

増えている︒

土交通省に検討をはかる︒

答 水質に問題が出れば︑国

族への影響は︒

均 議員

り︑今後も予算措置は必要︒

農林水産業費
栄 議員

弘 議員

佐々木

佐藤

問 指定管理者制度移行後の

雅昭 議員

問 海草群落再生事業の経過

件︑その他９件︒
効果は︒

と改善策は︒

で︑過度な競争や序列化を防
ぐため公表しない︒

佐藤

問 現在当町から看護学校へ
答 委託料は減り︑利用者も

門哉 議員

べきでは︒

問 気仙沼地方衛生処理組合

佐藤

の通学人員は︒看護学校の運

問 地域による道路整備の要

三浦

佐藤

答 資格要件等制度上の問題

料拡大も促進したい︒

門哉 議員

もあるが育成も検討する︒
費用は︒

大瀧りう子 議員

大瀧りう子 議員

億円︑当座の

答 具体的使用計画は無く︑

望に︑どれだけ応えている

問 はまゆり教室の現状は︒
答 不登校児の利用者は現在

の施設更新に

問 町民バスや乗合いタク

協議し有効活用を図る︒

答 交付金補助では︑ある程

か︒

雄紀 議員

答 ３年間実施し︑有効性が
問 飼料米の生産は︒
答 生産調整の中で推奨して

喜美男 議員
いる︒

いない︒

今野

確認された︒成果を生かし区
星

問 アワビ稚貝放流事業補助

度応えている︒要望が多く︑

清人 議員

域拡大に取り組む︒
は志津川支所にも出すべきで
三浦

山内

門哉 議員

問 海浜センターに設置の東

佐藤
は︒

財政的な問題もあり︑最大の

問 入谷中統合への準備は順

清人 議員

北大研究室の使用状況は︒

問 ヒラメとホシガレイの水

努力をしている︒
年度は

問 道路維持補修費で側溝な

小山

いる︒

それぞれ協議︑交流を図って

答 生徒︑教職員︑ＰＴＡが

調か︒

昇一 議員

答 県内１漁協であり︑協定

答 平成

揚量は︒
ン︑１７８７万円︒

答 可能である︒地元の協力

雄紀 議員

どの補修も可能か︒

今野

支援策は︒

問 果樹︑花等の鳥獣駆除の

鈴木

問 折立松原公園を駐車場に

る︒

他は状況で要望し対処してい

答 県が年１回行っている︒

は︒

が予算の範囲内で行ってい

答 二級河川は県で︑他は町

堆積物の撤去はどこが行う︒

問 防潮水門付近の土砂等︑

及川

西城

均 議員

善昭 議員

る︒

６１点で︑今後も充実を図

問 図書館に映像資料等の充

答 鳥獣駆除隊に補助してい

変更は︒

る︒

消防費

があれば原材料の支給も行う︒

幸七 議員

事項なので今後補助金のあり
昇一 議員

商工費

・７ト

方を見直す︒
山内

問 農業廃プラの集荷回数を

今野

増やせないか︒

答 年２回だが協議会で検討

問 国道３９８号線の草刈り

る︒ハクビシン対策として箱

答 設置条例があり検討が必

菅原

雄紀 議員

し善処する︒

罠を貸出している︒

要︒

佐藤

対応や県の協力を得て滞納解
喜美男 議員

消に努める︒

れば︑随時修繕している︒

栄 議員

国民健康保険
特別会計

特別会計

答 視聴覚資料は 年度末３

実を︒

山内

大瀧りう子 議員

問 手動式水門の開閉困難な

問 滞納者に対する対処は︒
答 督促︑催告︑処分停止の

春光 議員

問 アワビの放流効果は︒
答 放流アワビが 〜 ％と

問 融資保証の利用が増加し

答 防災訓練時に不都合があ

箇所の把握は︒

義申 議員

言われている︒

答 評価が高く拡大してき

ている︒枠の拡大は︒

辰雄 議員

た︒返済により枠が広がるの

辰雄 議員

問 払川地区未改修部分の整

菅原

備は︒

で︑その範囲内で対応する︒

教育費

問 保険証が無い子供の対応

星

は︒

徹 議員

答 国︑県︑市町村の動向を

及川

問 全国学力学習調査の公表

見極め対応する︒

土木費

答 県と協議している︒
治継 議員

及川

答 正確な学力の把握が目的

は︒

問 飼料高騰による畜産農家

西城

への支援策は︒

問 石泉線の進捗状況は
答
年度末で ％である︒

徹 議員

答 低金利融資制度の導入を
図り︑町有地の牧場で自給飼
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議案
審議
ふるさとまちづくり基金条例の
制定など

今回は、職員定数条例・職員の派遣等に関する条例などについて審議され、
原案のとおり可決されました。

大瀧りう子 議員

答 １人で 件を担当すると
取替え工事を早めては︒

産業振興のためにも石綿管の

いきたい︒

答 財政状況を考え対応して

現在間に合っている︒

市場事業特別会計

問 当町の資格証明書の実態
と︑後期高齢者への説明は︒

答 資格証明書２９２名︑説
議員

病院事業会計

今野
大瀧りう子 議員

雄紀

明は対象者に知らせる︒
げは︒

問 小児の救急入院は可能

問 魚市場へのタコ類の水揚

居宅介護支援事業
特別会計
答 タコ３２０トンで１億６

討

論

大瀧りう子 議員

一般会計
反対
斎場建設︑入谷小学校建設の整備は評価する︒し

か︒
かし社会保障費が削減され︑障害者や高齢者など社

トンで１

答 夜間・休日の救急の小児
会的弱者にしわ寄せが来て︑二極化が進み町民の生

６００万円︑イカ
は︑内科の医師が対応してい

大瀧りう子 議員

る︒

５９０万円︒

及川

問 ケアマネージャーの人数
問 魚市場に水揚げを増やす

清人 議員

方策と水揚げの流失︑流入は︒

問 非常勤医師体制を今後も

三浦

答 買受人の誘致は漁協と協
継続するのか︒

星

喜美男 議員

各種政策の緊急性︑効率性を考慮し︑原油高騰に対

厳しい財政運営の中︑総合計画基本構想に基づき

賛成

を要望し反対する︒

活に厳しさが見られる︒弱者に温かい町独自の支援

力していく︒当町以外への流

答 自治体病院の使命として

徹 議員

失はイカが約２億円︒流入は
今後も継続する︒

門哉 議員
し福祉灯油の助成など福祉サービスに配慮した町政
運営が図られた︒財政町政基金の取り崩しはやむを

訪問看護ステー
ション事業会計
大瀧りう子 議員

山内

昇一 議員

なので︑利用者との連携や気
喜美男 議員

配りは当然必要だ︒
星

災害時の避難施設になっ
ているが支障はないか ︒
業者側との協議で︑指定

賛成討論
佐藤

成する︒

効率化を図るという面で賛

ず︑民間の活力を利用し︑

設置の目的は何ら変わら

門哉 議員

時期尚早であり反対する︒

し︑町民の利便性を考え︑

興︑文化活動の向上を目指

本来の目的︑スポーツ振

大瀧りう子 議員

反対討論

み︑さらに財政健全効率化施行を求め賛成する︒

い︒町民福祉のサービス低下にならないことを望

改革や交付金減額等で町財政は厳しいが赤字ではな

がある中で︑灯油券の支給措置を講じた︒三位一体

燃油高騰などで町民生活︑産業全般に大きな影響

賛成

得ないものとし︑今後基金に過度に頼らない町政運

答 公的資金の繰上償還の対
営を望み賛成する︒

門哉 議員
なぜ基金条例にしたの

け皿として基金にした︒使途

明確な経理をしていく受

は︒

か︒使途の間口を広げすぎで

佐藤

公共下水道事業
特別会計

介護保険特別会計

老人保健特別会計

利用促進に努力している︒

象にはならない︒

門哉 議員

門哉 議員

喜美男 議員
振込み手数料の負担は誰

については︑広く募集するの
で︑広い範囲で選択できるよ
うにした︒
雄紀 議員
寄付者に対して使途を報

今野

告できるよう︑明確に使うべ

議員

万計上している理由

だ形での報告も考えている︒

定しており寄付者の意を汲ん

ホームページや広報で予

きでは︒

月１日実施で︑補正予

上した︒

条例化に合わせて予算計

は︒

算で

大瀧りう子

おり︑町が負担する︒

ゆうちょ銀行を予定して

か︒

星

南三陸町ふるさと
まちづくり基金条
例の制定について

問 安心安全な水の提供と︑

佐藤

水道事業会計

答 平成 年︒

はいつか︒

問 公債費の最終支払い時期

佐藤

漁業集落排水事業
特別会計

問 歌津地区の利用状況は︒
答 各開業医の協力を得て︑

千万円の借り換えは︒

問 金利の高い公債費１億８

佐藤

サケが約４億円︒

は︑町・民間とも十分か︒

南三陸町職員定数
条例及び南三陸町
公益法人等への職
員の派遣等に関す
る条例の一部を改
正する条例制定に
ついて
大瀧りう子 議員
﹁公益的法人等へ﹂の
﹁的﹂には︑どのような意味
があるのか︒
今後５年かけて見直され
る財団法人等の関連だと思わ
れる︒

義申 議員

南三陸町スポーツ
交流村設置及び管
理条例制定につい
て
山内

指定期間５年は︑長すぎ
るのではないか︒

避難場所としての活用が最優
先される︒

費用対効果︑参入業者の
考え方を含め︑経済的な部分

わらない︒

文化団体の利用は何ら変

用︑考え方は︒

文化交流の場としての利

大瀧りう子 議員
均 議員

で５年間とした︒
及川

地域の施設を︑指定管理
に移行すると︑愛着とか協力
体制を失い︑行政が遠のくの
基本的には町の管理施設

では ︒
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一般質問

船あげ場改良工事での︑

清人 議員

平成 年度
南三陸町一般会計
補正予算
三浦
受益者負担分は︒
基準以外は受益者負担で
栄福 議員

ある︒
西條
コンビニ収納実施後の手
町の負担となる︒

ないのでは︒
の選任について
ついて

●工事請負変更契約の締結に

姿勢を示し︑漁協を支援し︑
●工事請負契約の締結につい

自治体の直接助成という
国からさらに大きな対策を引
て
●町有樹木の売払について

き出すのが目的である︒

改正する条例制定について

休暇等に関する条例の一部を

●南三陸町職員の勤務時間︑

業特別会計補正予算

●平成

落排水事業特別会計補正予算

●平成

康保険特別会計補正予算

年度南三陸町国民健

●南三陸町職員の自己啓発等
●南三陸町議会会議規則の一

●平成

に関する条例の一部を改正す

その他の審議

る条例制定について
部を改正する規則制定につい

年度南三陸町水道事

年度南三陸町漁業集

●教育委員会委員の任命につ
て

﹁集落支援員制度﹂を自治体

域活性化策などを助言する︑

深刻な農村や集落を巡回し地

取り組みを通じ︑制度の有効

働が活発なまちづくり﹂への

現 在 進 め て い る ︑﹁ 参 加 と 協

改革プランの重点事項として

集落対策は総合計画や集中

改めて検討したい︒

本制度が具体化したら︑

行政に反映すべきある︒

もっと綿密に調査し︑是非︑

いえども︑集落支援員制度を

人が必要である︒中間報告と

に把握し行政支援につなげる

でいる︒こうした状況を的確

害︑病害虫被害対策等で悩ん

地が増大その結果︑鳥獣の被

ろん高齢化の進行で耕作放棄

の一途をたどっている︒もち

減し︑米価の下落もあり衰退

養蚕︑葉たばこの耕作者も激

例えば︑地域によっては

く︒

のため体制づくりを図ってい

る︒今年度協働の指針づくり

を進める上で地域の拠点にな

いないが︑今後の地域づくり

なかなか有効に機能して

が︑成果はどうか︒

設置の趣旨はわかった

取り組むため設置をした︒

地域の諸問題に積極的に

成果について伺う︒

長を配置しているが︑機能と

長と併任で地域振興センター

戸倉︑入谷︑歌津公民館

上記の陳情は、民生教育常任委員会に付託されました。

均 議員

12名登壇

いて

光 議員

に導入するため︑支援員を雇

性について︑当町の実態と合

町長

用する市町村に特別交付税を

わせ調査︑研究し︑支援員制

本制度は中間報告であり

効ではないか︒

映させるためにも本制度は有

を幅広く吸い上げ︑施策に反

十分とは言えない︒住民の声

集落への目配りが︑必ずしも

昨今︑市町村行政による

だ︒

決定ではなく中間報告の段階

初めてわかったが︑本制度は

一般質問の通告により︑

か︒

本制度を知ったのはいつ

していきたい︒

度の導入も含め︑改めて検討

配分することを決めている︒

国では人口減少や高齢化が

保険でよい歯科医療の実現を求める意見書採択に関する陳情書

制度の内容がわからないので
具体的に答えられない︒

多くの国民は、歯科医療について保険の利く範囲の拡大と自己負担の軽減を強く望
んでいます。歯周病治療や義歯治療が保険では十分にできず、「保険の利く範囲の拡
大を」という国民の要望に応えられない状況におかれています。制度の改正について
意見書を国に対し提出することを陳情いたします。 「保険で歯周病の治療・管理が
【陳情項目】十分にできるとともに、保険でより良く噛める入れ歯が提供できるなど、保険でよい
歯科医療の実現を求める」 宮城県保険医協会理事長 郷家 智道
【陳 情 者】
【陳情趣旨】

数料負担は︒
及川
燃油１リットル１円の補
●固定資産評価審査委員会員

春

今定例会には、「保険でよい歯科医療の実現を求める意見書採択に関する陳情書」が出されまし
た。その内容についてお知らせします。

本制度導入の考えは︒

▲ 地域の活性化を

助は︑一般養殖漁民に該当し

集落支援員制度の導入は
木

請願・陳情・意見書
請願・陳情・意見書

制度を調査研究し︑導入も含め検討する

鈴

12月８日（月）に定例議会が予定されています。
●議会を傍聴する方は議会事務局で、住所、氏名
を傍聴受付簿に記入するだけです。
●日程等詳しいことは議会事務局にお問合わせ下
さい。
議会事務局
46−1375
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浦

清

人 議員

円と決めたようだが︑今後ど
の様な形で国︑県に働きかけ
ていくのか︒
全国町村会会長が要望に

より﹁漁業用燃油の価格高騰

７月︑議会に対し漁業団体

を行う者に対して︑所属団体

は使用する漁船を用いて漁業

め検討を重ね自らが所有︑又

燃油以外の対象油の需要も含

育てる漁業は安定している︒

す必要があると思う︒つくり

きているシステムを一回見直

イドの都合で魚価が決まって

れないということは︑流通サ

燃油高騰対策は
三
出かけた︒私は今回の燃油高
騰で一番大事なことが提起さ
れたと思っている︒基本的に

対策に関する要望書﹂が提出
を通じて使用実績により１

１リットル１円を助成

され︑８月臨時議会にて採択

魚価に︑生産コストが反映さ

された︒既に気仙沼市︑女川
今は売る漁業に徹しいかに高
ばと思う︒

リットルあたり１円︑漁業者
５０万円を補助する補正予算

町はいち早くこの問題に取り

を計上した︒

く売るかを考えていかなけれ

の考えを伺う︒

約１２００人を対象に総額３

町長
沿岸市町の首長達と話し

のか︒町長の所信を伺う︒

町はどう関わろうとしている

り﹂をめぐる新しい流れに当

いる︒こうした﹁ものづく

模な製造業の進出が相次いで

や東京エレクトロン等︑大規

ＰＲし︑食品関連産業の集積

援されるので︑当町の特性を

等の農林水産関連業種﹂も支

が 改 正 さ れ ︑﹁ 食 料 品 製 造 業

いる︒今般︑企業立地促進法

ヤー誘致の可能性を検討して

で第二次︑第三次サプライ

県や地域企業立地推進部会

になっているがこれを

町長

か︒

％〜

％に引き上げる考えはない

件でトップ︒内容

ると大半を地元業者が落札し
ているし地元業者の従業員は
町民である︒発注者すなわち
町が有益になれば受注者の町
民はどうなのか︑町さえ良け
ればというような回答ではな
当町の平均落札率は平成

いのか︒

は販売不振︑累積赤字︑仕事
り︑結果的に発注者にとって

くなるほど競争の範囲は狭ま

最低制限価格の設定率が高

い︒

ているので御理解いただきた

％︑

・

が少なく価格は安く︑仕事を
高価な契約をすることにな

年

しても利益がない︒その悪循
り︑経済的な観点からも有益

・ ％︑

環が倒産の要因である︒採算
でなく﹁競争の原理﹂を損な

年は

の取れない仕事はとらなけれ
うことになるので︑現在の適

％で推移し

ばいいのにという考えは一般

・

社会を知らない公務員の発想
用範囲をもって運用を図る︒

入し︑全職員に研修会を実施

人材育成のため制度を導

予定だった︒なぜおくれてい

⑷職員提案制度導入は昨年の

役場の目的は﹁住民福祉

⑸人材育成

する︒

成等でおくれたが今年度導入

組織改編︑福祉灯油の助

るのか︒

これまでの考え方︑やり

のか︒

役場はどうすれば変わる

した︒

かりと進めていきたい︒

年は

である︒当町で行われている
％〜

これまでの入札結果を見

最低価格の設定は

割である︒南三陸町の次代を
担う子供達が︑夢や希望に向
かって粘り強く挑戦できる力
二次︑三次サプライヤー

を育てて行きたい︒
誘致で具体的な話はあるの
か︒町長
具体的な話はない︒水産関
連団体が水産加工施設の立地
を検討しており︑早期の実現
自動車産業のすそ野は広

に向け働きかけていきたい︒
い︒当町で関われる仕事はワ
イヤーハーネスで︑大手自動
車メーカーの町内企業視察の
話もある︒行政として常に網
を張り情報を取る必要がある︒
工場や勤め先がある事は
若者定住の大きな要件であ

⑵人事評価制度

％

建設業が

件数が１９５件で業種別では

の負債を抱えて倒産した企業

昨年県内で︑１千万円以上

競争原理を適用する

入札における最低価格の引き上げを

町にも漁業団体から要望書

哉 議員

合いの中で１リットル当り１

門

が提出された︒庁内で漁業用

藤

﹁ものづくり立町﹂をめざせ
佐

食品関連産業の集積を目指す

﹁ものづくり﹂は﹁ひとづく

を目指したい︒

町長

り﹂と言われる︒たゆまぬ人

教育長

本県ではセントラル自動車

材育成が肝要だが︑教育長の

る︒一生懸命取り組んでい
く︒

方をもう一度見直す必要があ
る︒

る︒

為に町職員の育成が重要であ

の向上﹂である︒目的達成の
と国を下回り給与水準は

し︑地域づくりに取り組む︒

ず︑職員の健康管理に留意

ありがとうの心を忘れ

いか︒

やすい職場づくりも大事でな

職員の病欠が多い︒働き

本町のラスパイレス指数

⑶給与制度の運用の適正化
は

本町の経常収支比率は昨

適正と考える︒
年より悪化している︒その中

名
削減を目標としたが︑今年度

で︑給与水準は適正といえる

りであり︑行財政改革をしっ

財政の硬直化は指摘の通

のか︒

美里町︑涌谷町に比べ多

する︒

削減を目標に計画を作成

い︒削減方向で見直すのか︒

末に新たな計画を策定する︒

計画は５年間で職員数

町長

更に職員数の削減に努める
地方自治体は行財政改革の
ス ピ ー ド 化 が 求 め ら れ ︑﹁ 最
少の経費で︑最大の効果﹂を
発揮することが迫られてい
る︒当町も集中改革プランに
取り組んでいるが︑次の５項
目について進捗状況を伺う︒
⑴定員適正化

▲ 最低価格の設定は
▲ 住民福祉の向上を

組み対策を講じている︒当町

▲ 漁業用燃油の助成を

スリム化時代の自治体は

会教育に課せられた大きな役

人材の育成は学校教育や社

所信を伺う︒

▲町内のハーネス工場
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介護ヘルパーの待遇改善を
大

滝

りう子 議員

今︑介護の現場では︑人材
保されているのか︒町独自の

護ヘルパーの人数は十分に確
介護ヘルパーの人数は︑現状

る︒町独自の支援は難しい︒

療問題に悪影響となってい

町独自の支援は難しい

不足が深刻で介護職員の離職
支援策は︒

・３％に

率は全国の調査で
の業務量から充足していると
考える︒

町長
国の社会保障費が年間２２

なっている︒これは年間５人
に１人の離職者が出ているこ
問

ヶ所であっ

⑴家庭介護手当支給の考

００億円づつ減額されてい

農・漁集落排水

年度に見直

実態調査をし対応した
討する︒国では経済弱者に対
する支援を来年度から実施す
るため検討している︒費用負

のアナログ放送から地上デジ
⑶難視聴地域世帯への対策と

助成は︒

⑵高齢世帯や障害者に対する

備は一定の経費が見込まれ

補助となる︒共同受信施設整

る部分の経費は国が１／２の

となる︒３５０００円を超え

担は一世帯当り３５０００円

タル放送へと完全に移行とな
費用負担は︒

２０１１年７月には︑現在

る︒地上デジタル放送を受信

かけて支援のあり方を検討し

る︒町としても国に強く働き

当町では難視聴地域は約

たい︒町民には広報紙などを

町長
世帯から１１０世帯になって

替えるかチューナーが必要で
ある︒今後の問題として次の

問

乗車人員による車輌の配

通じて周知する︒

いる︒

月を目途に調査を

点を伺う︒
し︑難視聴地域には対策を検

接続率の可能性と財政状

現在の設置基数は１１０

助成金の増額はできない
増額は難しい︒

朝の通学や通院の時間帯

車を工夫すべきでは︒
答

津線で米広︑大上坊への延長

望もある︒例えば志津川︑歌

を得ているが︑その一方で要

町民バス運行は町民の好評

旧道に設置できないか︒

と藤浜のバス停は高台にある︒

問

志津川・神割線で水戸辺

窓口にも調査表を配置する︒

るので︑車輌︑病院︑役場の

が反映される町民バスにして

行を視野に入れ︑利用者の声

きないか︒町民に喜ばれる運

自由乗車区間の設定はで

的だが︑今後の経過も見たい︒

空になる︒現行の配車が効率

は利用者が多く︑帰りの便は

や荒島から大森地区にバス停

答

ほしい︒
答

国道はバス停以外の乗り
降りはできない︒乗客者の安

ＪＲや宮交バスと接続す

全性を保つためにも難しい︒

アンケートをとり改善す

を設置できないか︒

べきは改善していきたい︒
るため︑時間変更が必要では︒

問

一番利用者が多い時間帯

月

中心にダイヤ編成している︒

た︒意見や要望もあり︑

にアンケート調査を実施す

運行開始から２年経過し

町長

アンケートを実施し︑利便性の向上を図る

町民バスの運行の見直しは

答

か︒

問

３である︒

町の助成は補助基準額の１／

２基︑４４８０人が利用し︑

答

⑶浄化槽設置への支援は︒

したい︒

況も含め︑今後の計画を策定

答

である︒

る ︒﹂ で は ︑ 余 り に も お 粗 末

査し︑整備のあり方を検討す

⑴町民への周知徹底は︒

するには新しいテレビを買い

移行時に混乱しないよう取り組む

地上デジタル放送の取り組みは

い︒

答

る人員配置の考えは︒

ら︑利用者の受け入れを行え

⑵通院介護時に病院の玄関か

とになる︒この実態をどの様

昭 議員

えは︒

雅

る︒これが基本的に介護や医

▲ 介護現場の環境向上を

に考えるか︒また︑当町の介

下水道事業の取り組みは
藤

た︒その後平成

荒町地区の処理方法は︒

月末で水洗化率は

る︒結果を見て利便性の向上

問

土曜日の運行はできない

を図る︒

か︒

アンケート調査の実施方

問

用の面から運行は難しい︒

宮交バスの利用実績と費

答
利用者や住民の意見もあ

法は︒
答

▲ デジタル放送への移行対策は
▲ 利用者の利便を図れ

佐

下水道整備計画の見直しが必要
⑴農・漁集落排水等の集合処
理は︒

町民の生活環境︑公衆衛生
の保全と向上︑また︑生産の

正な処理を進める事が重要で

した結果︑荒町地区のみとなっ

平成５年度の整備計画では︑

町長

ある︒次の事項の取り組み状

問

合併浄化槽か町管理型の

昨年

％に達したが︑少子高齢化

％で次期工事で
な か っ た の か ︒﹁ こ れ か ら 調

加入率

備のあり方を改めて検討する︒

況が大きく変わっている︒整

や空き家増加など計画時と状

答

⑵志津川地区第二期工事は︒

合併浄化槽を考えている︒

答

進めたい︒

整備も含め地区と協議の上︑

いる︒今後は︑浄化槽や他の

での整備は難しい旨説明して

業費が割高となり︑集合処理

検討したが︑当初計画より事

た︒平成 年度に荒町地区を

況と今後の進め方を伺う︒

全のために︑生活雑排水の適

場である河川︑海域の環境保

▲ 生活排水の適正な処理を
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新型インフルエンザ対策は
今

野

雄

紀 議員

危機意識を持ち情報収集に努める

している︒
国の動きに対して︑現に
動き始めている自治体もあ
る︒たとえば︑佐賀の鳥栖市
では︑２００万補正して︑
ゴーグル︑マスク︑予防衣な
どの感染防止用品を購入︒埼

平成

月に︑各関係省庁

国・県の動向としては︑
る浦安市でも対策に１６００

作成︒ディズニーランドのあ

マニュアルと町の行動計画を

玉の宮代町では︑家庭用対策

対策会議が設置され︑新型イ
万を予算化した︑という動き

年

行が懸念されている︒当町に
ンフルエンザ対策行動計画が

新型インフルエンザの大流
おいては何らかの対策や情報
策定されている︒平成

に︑社会情勢の情報収集に努

国・県の動向を注視すると共

危機意識を強く持ち︑
便性︑コストなど考慮し︑バ

計にあたっては︑安全性︑利

なコスト高が予想される︒設
検討したい︒

ランスの良い施設になるよう

は︒

の中で︑今後当町での考え

収集及び認識がなされている

国に関しては読んでいな

握は︒

されているがそれら情報の把

月までに︑３回見直し︑改定

年

か︒
町長
大流行に対する準備を進め
ることは︑自然災害と同様︑
住民の生命を守るという点
いが︑県の概要版には眼を通

全中学校へ学級文庫を設置せよ

で︑重要課題のひとつとして

学校とよく協議し検討する

めていきたい︒

認識している︒ 国・県の指

戸小の屋体は３年以内に建つのか

示指導のもとに対応してい
く︒
６月の新聞報道で︑３年以
安全確保の為に︑できるだけ

な為明言はできない︒児童の

助選択に持ち込む調整が必要

民館へも行っている︒一回の

中︑入谷中と戸倉及び入谷公

４月からの配本で︑戸倉

教育長

法・利活用状況は︒

図書館があり十分対応でき︑

志中については︑地元に

全中学校への配本を検討でき

予定であり︑それに伴い町内

来年度から入谷中が統合

内に建設予定という記事が
早期に対応という考えは変

入谷中︑戸倉中への配本方

載ったが︑屋体の建設予定
わっていない︒

国庫補助採択の調整を急ぎ︑早期に対応

は︒

伝 達 事 項 で ︑﹁ ３ 年 以 内 に 耐

４月の文科省からの耐震の
での設計建設は可能か︒

階部分を駐車場とする高床式

津波等の対策として︑一

に任せており︑朝読書や休み

ている︒具体的な活用は学校

冊で︑年間３００冊を予定し

配本冊数は︑一校あたり約

対処できる︒来年度にむけて

があり︑近くの公民館で十分

津中についても︑かなり蔵書

学校独自の蔵書数もある︒歌

ないか︒

町長

震化を行う必要がある﹂とい
ないが︑耐震︑接続通路︑エ

技術的には可能かも知れ
時間が主な利用時間になって

ニーズ︑要望があれば検討し

う発言を︑新築予定と報道さ
れたものと思われる︒屋体の

たい︒

いてこれらを活用しながら︑

おける警戒︑避難対策等につ

各消防団に配布し土砂災害に

備されており︑旧志津川では

険箇所区域図が写真で図示整

いる︒

七 議員

レベーターの設置など︑相当

幸

建設時期については︑国庫補

山

豪雨時の土砂崩れや救命対策は
小

そのような場所の見回り︑点
検等定期的な監視活動の防災

今後の対策をどのように考え

いか︒又豪雨で崩れる場所の

していなければその考えはな

度がスタートした︒その名簿

て昨年度︑災害時要援護者制

高齢者世帯や障害者等につい

援護者と言われる独居老人︑

対策を講じている︒災害時要

ているか伺う︒

参加による支援体制︑普段か

を関係機関に配布し地域住民

大雨の時︑崩れそうな場所

らお互いに助け合えるよう︑

度に道路が遮断され生活に不

見舞われ多くの住民が︑その

策は︑豪雨の度に土砂崩れに

長雨による土砂崩れの対

の出る道路を補強整備する考

い︒南三陸町の経済波及効果

客誘致をしており交通量も多

たヒマワリ︑コスモスで観光

る︒また︑遊休農地を利用し

加工場︑民宿業の施設があ

用地関係者等から協力をして

てる際には︑地域の方々と︑

所有地であり︑今後計画を立

したが︑崖崩れの場所が個人

地調査を行い施行方法等協議

町道と考えている︒以前︑現
し︑安全を確保したい︒

便を感じている︒近くには第

く︒

いただき︑早急に対応してい
地域においては︑重要な

えはないか伺う︒
産漁獲物の水揚げをはじめ︑

二種漁港をひかえており︑水

等︑総合的な観点から判断

範囲や緊急性整備による効果

いては︑現地調査を行い影響

崩れが度々発生する場所につ

た︑整備作成をしたい︒土砂

しており災害の種類に応じ

対応する上で必要な物と認識

ては︑その様な資料は災害に

ている︒又福祉マップについ

地域での環境づくりを推進し

のマップ作成は︑土砂災害危

町長

協力を得ながら対応していく
８月の長雨では複数箇所で
土砂崩れがおきている︒大雨
で崩れそうな場所を印したハ
ザードマップ︑独居老人や障
害者の居住を明確にした︑福
祉マップのような物を作成し
関係部署に伝達しているか︑

▲ 危険箇所の把握を

▲ 学級文庫の活用を
▲ 土砂崩れ対策は

▲ 早期の建設を
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雇用と住環境の整備を急げ
星

喜美男 議員

総合的環境整備を検討

る︒公営住宅ストック活用計
画の見直しなど︑総合的な住
環境整備を検討する︒
⑷６月議会で述べたが︑３歳
未満を４歳未満に引き上げた
場合や就学前の通院費を対象
にした場合など検討中であ

い雇用と住環境では︑若者の

く︒当町のように若者に厳し

多くの若者が町を離れてい

⑶若者定住促進町営住宅の整

できないか︒

⑵企業立地支援策を更に充実

⑴今後の企業誘致計画は︒

あり︑次の点を伺う︒

定住促進対策を講じる必要が

致が困難なら︑若者が就労を

きでは︒また︑外部からの誘

情報交換の機会を多くもつべ

生の情報を得るよう︑企業と

頼っても期待は薄い︒業界の

作業を進めている︒

入も含め早期事業実施に向け

る︒更に︑電算システムの導

流出に歯止めがかからない︒
備建設を行う考えは︒
望む地元企業を支援して︑雇

毎年︑春の卒業と同時に︑

そこで︑小さな自治体の特性
⑷医療費助成対象年齢の引き

進部会で研修会や情報収集な

る︒また︑広域の企業立地推

積区域に参画を要望してい

正され︑県の食品関連産業集

⑴先般︑企業立地促進法が改

り対応し︑地元企業の育成に

どでの意見︑要望に可能な限

高くしている︒工業懇談会な

トワークなど常にアンテナを

るわけではなく︑私的なネッ

県の情報だけに頼ってい

を︑事業主などに積極的ＰＲ
しやすい﹂ということで︑１

実に﹁住みやすい︑子育てを

重要なのは住環境である︒現

若者の定住の条件で最も

村でも︑医療︑教育︑インフ

大手企業進出に沸く大衡

り組む必要があるのでは︒

当町でも優先順位を上げて取

無料化などの効果だという︒

備︑充実や中学生まで医療費

努力する︒

地域としてアピールするなど

ションや食材などに恵まれた

合︑素晴らしい自然とロケー

しいものがある︒当町の場

件整備が必要で︑郡部には厳

多いそうである︒総合的な条

努めている︒雇用奨励金はそ

を行っている︒
年間に約２００人の若年人口
ラ整備や交通網などの理由か

ている︒

⑶三陸道の延伸により︑都市
人に

の最たるものである︒

との時間︑距離が短縮される
が増加し︑出生率２・
ら︑社員は村外居住の希望が

辰

雄 議員

や地域雇用促進特別奨励金

のに伴い︑職と住の機能分担
なった村もある︒住宅の整

原

進の上でも景観条例が必要で
はないか︒
区域を定め良好な景観形成

町長
をして行く景観法があり区域
内では新築増改築︑色彩︑開

で感動する︒ホッとする︒癒

である︒当面個別に指導誘導

ので住民の理解と協力が必要

発行為も対象で縛りがかかる
されると笑顔で語る︒ところ

しながら景観保全に務めてい
アンテナが立ち携帯電話

く︒

われた所もあり︑開発での構

利用面では便利になった︑景

が近年町内各地に携帯電話等

造物建設等には景観に配慮が

観での場所・高さ・色彩の制
限や指導ができるのか︒

必要である︒自然と調和した

の鉄塔が建設され景観が損な

当面個別指導で

環境づくりや南三陸型観光推

を意識した施策が必要にな

⑵新規学卒者雇用促進奨励金

ど︑企業ニーズの把握に努め

行政機関の情報だけに

を活かした︑思い切った若者
上げは︒
用拡大を図れないか︒

▲ 日本の原風景を守れ

町長

景観条例の制定は
菅

自然景観や環境の良さは町
民の誇りであり大きな財産で
もある︒今それを活用した
﹁体験観光﹂を推進しており
訪れた人々は海岸線の景観と
共に内陸部の里山の風景を
﹁日本の原風景﹂と見ただけ

る面もある︒公共物なら対応

行う︒

た︒町では︑財政の範囲内で

町づくりとしての活動は︒

らないのでは︒美しい環境の

利便性と景観では相反す
可能だが民間の場合は土地所

県でも実施してきたが今

条例﹂としてきたので﹁ポイ

あり目的も同じ故﹁環境美化

条 例 ﹂﹁ 環 境 美 化 ﹂ の 条 例 が

旧両町に﹁ポイ捨て禁止
後は財政的に厳しく難しい︒

雑草の刈り払いは︒
個人の土地で何もできな

町では地区の河川愛護会が年

有者の判断となる︒

条例は縛りが出る等問題

捨て﹂としては周知が不足し
た面もある︒環境基本計画を
策定する中で実行性等︑整合
性を合わせ組み込んでいく︒

刈らない地区はどうす
地域に協力を依頼し︑き

リアスクリーン作戦やさわや

る︒

２回実施している︒

いから条例が必要なのでは︒
も多く検討していく︒
河川の多くが堆積物等で
られる︒樹木や雑草が生茂る

れいな環境づくりをしてい

流れが狭まり河床の低下が見
等見映えも悪く川の氾濫を誘

かサポートプログラムなどの

例﹂も新町に引き継いだが旧

歌津町の﹁ポイ捨て禁止条

境の町づくりをしていく︒

輪を広げゴミのない美しい環

く︒
河川には県管理と町管理

志津川町民の多くが条例を知

美しい町づくりとして旧

因させる等機能面からも不安

があり県では︑八幡川と新井

であるが対応策は︒

田川の堆積物処理は終了し

▲ 若者の就労支援を図れ
▲ 美しい環境の町づくりを

▲ 子育てしやすい環境を
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花の町構想の考えは
千

葉

教

行 議員

基金を活用来年度より取り組む

ての魅力が倍増される︒観光
推進の目玉として︑花の町構
想に取り組む考えを伺う︒
町長
花の町構想は︑大いに賛成
である︒住民の主体的な活動
が基本なので︑機運をさらに

きっかけとし︑観光の推進を

ネーションキャンペーンを

り︑成果が期待できる︒本町

に広めて行けば大きな力とな

な機運を大切に育成し︑町内

を楽しませている︒このよう

で花を育て︑町内外の見る人

スの景観が楽しめる場所を各

の花︑秋はヒマワリやコスモ

魅力として︑春は青い海に菜

南三陸町にふさわしい新たな

波及するように啓蒙したい︒

高めながら︑町全体に活動が

行ってきたが︑その一策とし
地につくり花めぐりコースを

月からのデスティ

て︑年間を通し︑花を楽しめ
はロケーションに恵まれてお

本町は

る町づくりを考えてはどう

宮城県北部︑岩手県南部地
想される震源の位置は︒

でも予想﹂と述べた︒その予

質問したが︑町長は﹁あくま

調査したが︑この輪を町内に

町内の花づくりの現況を

興に生かしたい︒

源を有機的に結びつけ観光振

でも意義がある︒町内の花資

か︒

を各地に広める考えはない

られている︒このような活動

の集積がマスコミに取り上げ

地活用のヒマワリや山つつじ

もある︒歌津地区では遊休農

の植栽を進めているグループ

立ち上げ︑仕掛けづくりは行

考えたい︒早速検討委員会を

振興や遊休農地対策面からも

体的には花︑花木も含め観光

りに取り組んでいきたい︒具

新年度からでも花のまちづく

万円位ある︒これを活用して

３台ずつ設置し︑今後は戸倉

年度の予算執行で

が町民にわかりやすいと思

距離と同じくらいと言った方

り︑大きな違いがある︒町長

潮堤に水門が接続されてお

る危険がある︒他の水門は防

来襲した場合︑津波が侵入す

形で取り組んでいきたい︒

政でやり︑主体は地域住民の

いかに広げていくかが︑大切
﹁緑豊かで活力のあるふ

分を破壊

れ陽の道﹂周辺のヤマボウシ

㎞幅

るさと創造基金﹂が２０３０

分︑東経１４２度

分︑
分を破壊開始

度

東経１４２度

分東経１４

㎞の区

㎞幅
度

分を破壊開始点とする
㎞の３つの

中︑伊里前小︑歌津中︑名足

う︒平成

んだ延長線︑南側線は観洋と

点に北側線は観洋と泊崎を結

震源の位置は︑観洋を起

両サイドが船揚げ場になって

感じるのは︑長清水の水門は

と理解する︒１点だけ疑問を

は︑地区民に高い評価を得た

浦・荒砥漁港の水門の整備

と認識している︒

頭におき進めていかなければ

含め検討し︑安全・安心を念

ついては︑今後︑その部分も

ご指摘のとおり長清水に

台

災害対策費︑津波危機管理対

の公衆電話の設置台数は

波伝谷の活用センターを結ん

おり︑３・３ｍ以上の津波が

の認識を伺う︒

だ延長線であり︑震源との距

である︒

離は南三陸町から仙台までの

策緊急事業として寄木・細

小に設置の予定である︒当町

交流村︑平成の森の避難所へ

所︑志津川小学校︑スポーツ

る特設公衆電話を志津川保育

優先電話として指定されてい

る︒当町では今年度に災害時

箇所について半日程度かか

架設電話の設置については１

派遣となり町の要請に基づき

旧はＮＴＴ気仙沼支店からの

ブルの被害を受けた場合︑復

⑶地震による電話柱電話ケー

区域が想定される︒

長さ１３３㎞幅

３度

域と︑北緯

点とする長さ

合の震源域に北緯

の場合の震源域は︑単独の場

の区域と想定している︒連動

㎞

開始点とする長さ

の里や水仙ロード計画と花木

である︒入谷地区での﹁木も

ながら景観づくりを進める上

農地活用で農地の荒廃を防ぎ

来訪者に開放している︒遊休

ワリを咲かせて観光客などの

地区で海を望む景勝地にヒマ

施設への植栽から最近は歌津

いる︒道路沿いの花壇や公共

で花の町づくりに取り組んで

の団体や個人がボランティア

検討中である︒町内では多く

弘 議員

り︑花が加われば観光地とし

▲ 花を楽しめる町づくりを

か︒今︑町内には個人や地域

宮城県沖地震による津波対策は
佐々木

安心・安全を念頭に進める

震さらに岩手県北部地震と連

⑶地震発生と同時に住宅倒壊
使用不能の場合︑架設電話の

続して地震が発生している︒

設置に要する時間は︒また︑

県沖地震の発生確率も高まり
⑴

町内に公衆電話の設置箇所は

により一般家庭電話や携帯が

に対する支出内容は︒

年度の予算執行での災害

⑵６月の議会で震源の位置を

何箇所か︒
について伺う︒
町長
⑴ハード面は津波危機管理対
策事業として町管理漁港の水
門と陸こう改修の整備工事を
計画的に行っている︒ソフト
面は自主防災組織の設立と資
機材購入への助成及び地震防
災マップの作成事業や木造住
宅を対象に耐震診断助成事業
と木造住宅耐震改修助成事業
を行い住宅の耐震化推進に努
めている︒
⑵単独と連動した場合︑２つ
度

の地震が想定される︒単独の
場合の震源域は北緯

▲ 花の町構想に取り組め
▲ 住民の安全を守れ

が予想される中で︑

▲ 十分な地震津波対策を
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林業施策の期待と問題点は
西

條

栄

福 議員

伐採後跡地対策として期待する

が︑不透明な所もあり︑気仙
沼振興事務所で︑プロジェク
トチームを立ち上げており︑
町としても検討している︒
南三陸材は和風建築家達
より高い評価を得ている︒こ
の二つの制度をセットで考え

ナ効果への期待と問題点につ

る企業の植林支援によるメセ

⑴分収林伐採後跡地等におけ

するかが問題である︒

り町の示す場所と条件が一致

り︑景観が良い所を求めてお

レーションの場と考えてお

る︒企業側としては森林レク

う︒

援のしどきと思うがどうか伺

いに生かされる︒今が育成支

まり眠っている森林資源が大

企業の植林は町の財政負
業の植林支援もいたしかたな

林業の現状を見た場合企
か︑不透明だ︒しかしこの制

は木価にも反映するかどう

り︑費用もかかる︒その割に

日︑北

月より依頼する︒

員が︑以前成果を上げてお
り︑再度
差押えなどについては十分相

収確保対策三ヶ年計画をもと
おり︑町も積極的に参画す

を来年度発足する準備をして

同で滞納整理を行う専門機関

境の向上︑推進を図る施策︑

は︑税の広報の強化︑納税環

税の収納で最も大切なの

受身の姿勢に危機感を持ち︑
法人化に向けた検討委員会が

年５月

日歌津学校

なイメージがある︒町として

押え︑タイヤロックなど強行

組みたい︒

の意欲を喚起する施策に取り

広報等により︑自主納税

戸倉小学校新体育館建

民生教育常任委員会

農業振興について

産業建設常任委員会

て

主要事業と財政につい

総務常任委員会

項

議会の運営に関する事

議会運営委員会

今後の
委員会活動

の考えは︒
税の収納緊急対策担当職

すべきと考える︒

効果的な施設統合に向け検討

民生教育常任委員会における調査
平成

給食共同調理場︑志津川学校

設に関する請願書につい

七飯町では︑給食試食会な
どを通じ保護者への望ましい

日〜

給食センター︑６月

日常の食生活などの資料提供

年に全国に

設置され︑平成

日北海道七飯町︑青森県弘前

て

市において教育行政について

や助言を実施︒弘前市では特

年９月１日﹁ニセコリゾー

調査した︒

産のりんごをＪＡから仕入

先駆けて法人化が決定︒平成
ト観光協会﹂がスタートし

◯調査の目的
児童・生徒の食育推進及び

ごの日﹂と定め︑生食や

れ︑毎月５日を条例で﹁りん

議会広報に関する特別委

ついて

後期高齢者医療制度に

た︒現在︑職員９名︵正社員

学校給食における地産地消の

２名︶の体制で運営︒主な業
務は物販︑旅行業︑ＪＲから

員会

年︑ 年経過し︑

町内給食施設は︑建築から

実を図るなど先進事例を積極

とのコミュニケーションの充

革に関する調査

議会における行財政改

特別委員会

議会行財政改革に関する

促進に関する調査

三陸縦貫自動車道建設

進に関する特別委員会

三陸縦貫自動車道建設促

する調査

議会広報及び公聴に関

ジュースとして給食してい

学校及び地域での取り組みが

児童・生徒に対する家庭︑

る︒

現状と課題について調査︒

七飯町における食育・地産

設の運営状況︒

弘前市における学校給食施

発券業務の委託を受け観光案
内と同時に行っている︒
本町では︑観光協会の法人
化に向け調査︑研究をしてい

それぞれ

的に取り入れ︑地産地消の充

重要であることを認識し︑給

老朽化が著しい︒現在︑安

実と食育の推進に鋭意努力さ

地消の現状と課題︒

保ちながら︑法人経営を行う

全・安心は一定程度保たれて

れることを望む︒

るが︑法人化の必要性︑目的

ことは︑安定した収入源が必

いるが︑児童・生徒数の減少

食試食会の実施や地域生産者

要不可欠である︒法人化にあ

による運営効率の向上と人件

◯調査の結果

たり︑十分な精査と関係各位

費等のコストダウンに努め︑

を明確にし︑共通認識をもつ

が共通理解をもって前進する

ことが大切である︒公共性を

ことを望む︒

▲ 収納対策には十分な相談を

ることにより︑更に価値が高

いて伺う︒

担︑林業従事者の雇用など伐
度をセットで考えることでの

い︒

期待は大きい︒関係者と積極

林︑自然林︑持続可能な森林

いのだろうか︒長い年月を経

い︒場所の良い所へ積極的に

〜

談しながら進める︒

に︑収入未済額の縮減を目指

年策定の県税

ト﹂の森︑アオダモの植林を

県では平成

計画している︒

など自主納税への意識を高め

業の森とする︒来年は﹁バッ

林し︑その他は天然更新︑企

生育状況の良い所は再造

できないものか伺う︒

循環型里山文化を自分達で︑

的に相談しながら取り組みた

誘致するというが︑それでい

年７月

産業建設常任委員会における調査
平成
海道ニセコ町において観光振
興についての先進地調査を行
いました︒
◯調査の目的
近年︑本町の観光客数は年
間１００万人を数え︑今後も
観光客をはじめとする交流人
口を拡大させ︑地域経済を活
性化することが重要となる︒
観光協会等の関係団体との連
携強化︑観光戦略を機動的に
展開できる体制づくりが課題
である︒観光の先進地である
ニセコ町︑その現状と取り組
みについて調査︒
◯調査の結果
ニセコ町は人口約４７００
人︒冬のスキー客を中心に多
くの観光客が訪れている︒平
成９年頃スキーブームの下火
と︑観光協会の行政依存型の

ることではないか︒

る︒

みは︒

⑵南三陸ブランド材確立
に向けた森林認証者制度︑森
町長
携を深め︑滞納整理の実務を

県はこれまで以上に町と連

林流通認証者制度への育成支
この制度はブランド材を
支援する︒現在︑市町村と共

援について伺う︒
確立する上での一つの手段だ

収納対策として︑県は差

すとしているが︑町の取り組

十分相談し自主納税を進める

町税等の収納対策は

て育てた森林である︒人工

採後跡地対策として期待す

この制度は難しい所があ

町長

▲ 植林支援のメセナ効果は

よりよいまちづくりを

委員会調査報告

における議員の定数は︑在任

した︒

選挙を行うことを決定し︑自

名計
名を適用
ています︒

は︑議会運営委員会で対応し

中で︑議会の活性化について

数に関しては︑特別委員会の

議会の行財政改革︑議員定

数を決定する﹂旨を決定した
治法の上限である
●議会の改革

名︑歌津

ことに伴い︑住民の意見をお
させ︑選挙を行いました︒今

特例︵旧志津川

聞 き す る た め に ︑﹁ 住 民 懇 談
後の議員定数のあり方につい

月までに議員定

会﹂を町内４地区の公民館

名︶を適用せず︑本則

︵志津川・戸倉・入谷・歌
ては︑現在の議会で決定する
員提案により費用弁償を２分

これまでの成果として︑議

津︶において開催いたします
こととしています︒
い財政状況のなか︑自治体が

から１０００円に減額しまし

成

年 月から︑２０００円

自立した経営体として機能す
た︒

の１にすることを決定し︑平

いただいたご意見は︑今後
ることが求められ︑議会も同

今︑地方分権が進み︑厳し

の議会運営並びに議会改革を
様の課題が課せられていま

また︑議員定数を減数する

行う上での参考にさせていた

特別委員会﹂は︑町の﹁集中

﹁議会行財政改革に関する

定することとし︑平成

平成

ことの決定を行い︑改選時に

議員定数については︑今後の
改革プラン﹂と並行して︑議

す︒

議会だよりでお知らせしま

通常選挙時から適用すること

おける議員定数については︑

す︒
会としても独自の立場で検討

年の

年 月定例会までに決

●経過

としております︒

合併協議会において︑新町

議員定
月定例会ま
県外の
山形県

住民懇

議員定数に関する住民懇談会を開催します

することを目的に設置されま

なお︑住民懇談会の内容と

だきます

お願いいたします︒

ので︑町民皆様方のご出席を

今 般 ︑﹁

●住民懇談会の開催

南三陸町議会では︑﹁議会行財政改革に関する特別委員会﹂を設置し︑議会の
改革に取り組んできました︒これまでの取り組みと成果についてその内容をお知
らせします︒

議員定数削減を決定

これまでの経過

日

年

て情報交換を実施
日 第９回特別委員会

回特別委員会

て調査
第

談会の開催を決定
回特別委員会

住民懇談会の開催

定

談会の開催内容について決

第

住民懇

定数︑議会の活性化につい

庄内町の議会における議員

山形県

数︑議会の活性化等につい

県北７町における議員定

査

会運営規程の内容を事前調

庄内町の議会基本条例︑議

第８回特別委員会

調査地について検討

第７回特別委員会

でに決定

数を平成

第６回特別委員会

年︼︵２００８︶

●議会における行財政改革に関する取り組みの経過をお知らせします︒
︻平成
３月

日

12

議会行財政改革に関する検

６月

日

８月８日

８月

・

20

年︼︵２００６︶

日
討委員会を設置
県内の

日 議会運営委員会において︑

別委員会を設置

議会行財政改革に関する特

実態を調査

第２回検討委員会

年︼︵２００７︶

日

日

・

議員定

利府町と加美町を調査
第２回特別委員会

８月

日

29

︻平成
月

︻平成
１月
３月
３月
日

数のあり方︑議会における
財政改革の取り組みについ
議員の

９月

日

日

●日 時
11月17日（月） 午後７時から午後９時
●場 所
志津川地区／志津川公民館
戸 倉 地 区／戸 倉 公 民 館
入 谷 地 区／入 谷 公 民 館
歌 津 地 区／歌 津 公 民 館
※問い合わせ 議会事務局 TEL 46−1375
南三陸町議会では、12月までに議員
定数を決定することとしております。
それにともない、住民皆さんの意見を
お聞きするため、「住民懇談会」を町内
４地区において開催しますので、多数の
ご出席をお願いします。

てを決定
第３回特別委員会

議員の

旅費︑費用弁償の見直しを
検討
第４回特別委員会

月

月

17

費用弁償の額を２分の１に
減額することを決定
９月定例会において︑費用
月１日から日額２
17

６月

日

日

弁償を

０００円から１０００円に
議員定

減額することを議決
第５回特別委員会

数を減数することを決定
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星

幸

子

でしょうか︒
人口流出が激しいこの
町では︑若者を中心とし
て︑様々なテーマに基づ
いて人々が集まり︑情
報︑知恵の交流と情報を
共有する機会をつくるな
ど︑若者が定住する町づ
くりを考えてほしいと思
います︒
今後︑取り組んでほしい
こと
新たな防災意識が必
要！近く発生するといわ
れている宮城県沖地震は
南三陸町にも︑いつ来て
もおかしくない状況で
す︒もちろん私たち一人
一人の心構えも大切です
が︑災害時に町として︑
どのような対処を考えて
いるのか︑もう一度確認
をしてほしいと思いま
す︒町の復興の助け合い
や︑互いに勇気付け合え
る︑すばらしい町づくり
を望んでいます︒

太田

私たちの町のために
戸倉

町や議会に期待すること
志津川町と歌津町が合
併をして３年が過ぎまし
た︒長引く不況が続く
中︑南三陸町においても
厳しい経済状況におかれ
ています︒地場産品を活
かした活力ある産業の振
興︑町民が安心して暮ら
せるような医療など︑住
民の意見︑要望︑提言を
もっと聞き入れた︑より
良い町づくりを期待して
います︒
町づくりへの提言
過疎化の現状に触れ︑
行政が集落の維持︑方向
性を見通していくことは
難しい時代のような気が
します︒ 地域住民が主
体となる町づくりが必要
ではない

仲間と共に
入谷

地域の学校が廃校となり
過疎化が進む虚しい現状の
中で︑指定管理者制度導入
の一つとなったひころの里
を﹁シンボルとして残した
い︒先人が築き上げた歴
史・文化・伝統等を伝承し
ていきたい﹂と︑指定管理
者になり二年になりまし
た︒
ひころの里を南三陸町の
観光スポットとしてお客様
をおもてなすにはと思い︑
勉強会や講習会等に︑仲間
と共に︑参加しました︒受
講したグリーン・ツーリズ
ムインストラクター資格取
得講習会は︑自然環境の素
晴しさや︑ふる里の良さ
を︑改めて教わりました︒
ＤＣに向けてのふる里観
光講座︑地域ガイド講座
は︑南三陸町の事を勉強さ
せて頂きました︒
お蔭様で偉大なる先人が

桜沢

佐

藤

きみ子

築いた歴史︑文化︑伝統
等︑自然が育んできた宝を
肌で感じ︑多く語り合える
ようになりました︒
色々な会に参加し︑人の
出会いが生み出す人脈の素
晴しさ︒一人が二人にな
り︑二人が四人になる人
脈︒この人脈が︑協働の町
づくりに繋がると思いま
す︒
仲間と共にお客様に南三
陸町の事を知って貰い︑来
てよかったと喜んで貰える
様おもてなしの心を大切に
講座で学んだ事をひころの
里で生かし︑グリーン
ウェーブと共に協働の町づ
くりに取り組んで行きたい
と思います︒
ひころの里は入谷グリー
ンウェーブ構想委員会とい
う地域住民組織が主体で協
働の町づくりをしている拠
点施設︒苦労しながらひこ
ろの里をバックアップして
おります︒
地域が少しでも良くなる
ように行政としても頑張っ
てください︒

編集後記

今定例議会では︑
年度決算︑スポーツ交
流村指定管理者制度の
導入︑ふるさと納税制
度の運用などが慎重審
議されました︒また議
会行財政改革特別委員
会による住民懇談会開
催が決定され︑将来の
町づくりに向け活発な
議論がありました︒広
報委員会ではこうした
情報を︑より読みやす
く︑より解りやすく︑
お知らせできるよう議
論を交わし編集にあ
たっています︒どうか
最後まで︑ご精読くだ
さいますようお願いい
たします︒
委 員 星 喜美男

⑰?

