３月 ６日 か ら１ ２ 日ま で 開
かれ た３ 月定 例議 会 で の町 長
の提 案理 由説 明な ど を 要約 し
てお知らせします。

ついては、ま ずは将来 の金山
町のあるべき 姿を見据 えた振
興計画をしっ かりと定 め、あ
わせて金山町 版総合戦 略を策
定して有効に 実践して いかな
くてはなりま せん。今 定例会
に平成 年度の補正予算と
して計上した 「地方創 生」関
連予算は５， ３００万 円あま
りでこれは全 額を繰り 越して
平成 年度当初予算と一体
的に執行して いくもの です。
産業の振興を 図るもの 、若者
の出会いの場 づくりに よる定
住促進を図る もの、ま た、イ
ンターネット 等を利用 した情
報発信により 交流人口 を増や
し、最終的に は転入人 口の増
加等を目指すものなどです。
少子化対策と高齢者対策事業
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平成 年 月に制定され
た金山町少子 化対策推 進条例
に基づく少子 化対策事 業と金
山町が長く重 点施策と して位
置付けてきた 高齢者対 策事業
12

災害からの復旧・復興
東日本大震 災や原子 力発電
所の事故から 丸４年を 迎えま
した。また、 新潟・福 島豪雨
災害からも３ 年と７カ 月が経
過します。復 旧事業及 び被災
者支援事業は 概ね終了 しまし
たが、沼沢湖 のヒメマ ス問題
やＪＲ只見線 の全線開 通に向
けては、今後 とも全力 を傾注
していきます 。また、 只見川
圏域河川整備 計画の概 要が示
されましたの で該当地 域との
具体的な調整 に入って いきま
す。
地方創生と繰越予算
国が進める 「地方創 生」に

26
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町長室だより

についてはこ れまでの 事業を
踏襲し、充実 させると ともに
継続して実施していきます。

条例の制定・一部改正

金山町只見線にみんなで手を
ふろう条例の制定
只見線の 全線復 旧に向 け、
町を挙げて応 援してい く姿勢
を示すもので 、只見線 に手を
ふるよう努め る旨を規 定した
条例を制定しました。
地方教育行政の組織及び運営
に関する法律の一部を改正す
る法律の施行に伴う関係条例
の整備等に関する条例の制定
教育委員会 制度の変 更に伴
い、教育長の 職の位置 付けそ
の他所要の整 備を行う ため関
係条例の改正を行いました。
職員の給与に 関する条 例の一
部改正
福島県人事 委員会の 勧告と
それに基づく県の改正に準
じ、職員の給 料表を引 き下げ
る等の改正を行いました。
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また、職員 の通勤手 当の上
限額を下げる 改正が議 員提案
で提出され、可決されました。
在宅福祉手数 料条例の 一部改
正
配食サービ ス事業の 配食の
内容を増やし サービス を充実
させる等の変 更により 料金を
改正しました。
介護保険条例の一部改正
来年度から ３カ年の 保険料
率の改正と経 過措置の 変更等
の改正を行いました。

副町長の選任
空席となっ ていた副 町長の
選任について山内建史さん
（福島市）を 選任し同 意され
ました。

教育長の選任と
監査委員の任命
任期満了 となる 教育長 の後
任の選任と監 査委員の 後任の
任命について 同意され ません

円、ラジオ中継局建設工事５，
６５０万円等 がありま す。こ
のほか地区か らの要望 事項で

について当初 予算を計 上しま
した。

※予算の詳細 は４月発 行の広
報をご覧ください。

年度補正予算
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でした。

年度当初予算

ある町道等の 修繕事業 等の予
算も確保しました。

平成

一般会計に ついて歳 入歳出
それぞれ６， ３２６万 ３千円
を増額してい ます。社 会福祉
協議会が行っ ている高 齢者世
帯の除雪対策 補助金に 係る補
助金１５０万 円を計上 しまし
た。農業振興 費には、 米価下
落の影響を緩 和するた めの緊
急の交付金と して４０ ５万円
を計上しました。
また、地方創生関連予算５，
３１９万円を はじめ、 ラジオ
難聴解消支援 事業など 総額２
億１，１６３ 万５千円 の繰越
明許補正を計上しました。
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・少子化対策
保育所、 小・中 学校か ら川
口高校まで、 継続的に 支援を
行う予算を計上しています。
・ソフト事業
周年記念事業

地域おこ し協力 隊事業 、金
山町の合併

国民健康保 険特別会 計、簡
易水道事業特 別会計、 町営バ
ス事業特別会 計、農業 集落排
水事業特別会 計、介護 保険特
別会計、特定 地域生活 排水処
理事業特別会 計、後期 高齢者
医療特別会計 及び、特 定環境
保全公共下水 道事業特 別会計

▼特別会計当初予算

しています。

討していくた めの予算 を計上

歴史民俗資料 館の設置 等を検

のほか、川口 駅前等の 整備や

60

平成
一般会計当 初予算は 歳入歳
出それぞれ 億４，３７５万
３千円となり 、前年度 と比較
して４億１， ８３７万 ９千円
の減額となりました。
▼歳入の主な内容
・町税
大規模償却 資産に係 る固定
資産税につい て、発電 施設等
に係る分を増額しました。
・繰入金
只見川豪 雨災害 復興基 金充
当事業の減少 により総 額で３
億２千万円ほ ど減少し ていま
す。財政調整 基金等の 財源補
てん的な基金 の取り崩 しは約
２億２千万円 で、おお むね昨
年と同程度となっています。

営住宅建設事業１億１千万

ー改築工事２ 億８千万 円、町

主な事業 として 保養セ ンタ

▼歳出の主な内容
・普通建設事業費
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