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町長室だより
１２月１２日から１６日まで開かれた１２

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。

所 信 表 明
町民の立場に立った町政
月 日に就任以来、緊張
と責任の重さ を痛感し ながら
公務に追われ ています 。時間
を見つけ町づ くりの具 体策を
練り上げて参 りたいと 思いま
す。
金山町は 行政区の活力
と一人ひとり の町民の 上に成
り立っており 、それぞ れの立
場に立った町 政を心が けるこ
とを、全職員 に周知徹 底を図
っているところであります。
町政は、前 任者から 引き継
いだ政策をさ らに前進 させ、
発展させるこ とこそ与 えられ
た使命であろうと思います。
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我が町の 少子率 は極め て低
く、高齢化率 は極めて 高い数
字であり、さ らに人口 減少に
よる過疎の進 行に歯止 めがか

少子高齢化と交流人口の拡大
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かりません。 これらの 問題は
町の活力を完 全に低下 させて
おり、この失 われた活 力をど
う回復させる かが大き な課題
です。
若者が定着 しない理 由は働
く場所がない からで、 雇用の
場の創出を急 がなけれ ばなり
ません。しか し、企業 誘致も
民間活力も期 待できな い状況
下にあり、町 直営の事 業所を
立ち上げるな ど、雇用 の受け
皿を作る対策 も視野に 入れる
必要があります。
高齢者対策も喫緊の課題
で、明るく豊 かな高齢 化社会
を構築し、膨 張する医 療費を
軽減するため には、健 康寿命
の延伸を図る ことに重 点を置
いた政策を心 がけて参 りたい
と思っています。
さらに、失 われた活 力を取
り戻す方法は 交流人口 の拡大
に向けた取組 を具体化 するこ
とであります。

安全・安心に暮らせる町

災害に対す るハザー ドマッ
プの作成や福 島県から 示され
た只見川流域 の「河川 整備計
画」の精査など、住民の安全・
安心を最優先 に考えて いきま
す。
只見線の全 線復旧に 向けた
運動もしっか りと訴え 続けて
いかなければなりません。
福島県では 唯一、沼 沢湖に
しか生息しな いヒメマ スは町
にとって貴重なブランドで
す。東京電力 （株）に は、種
の保存を図ることとあわせ
て、雇用の場 の創出な どを考
えて交渉を続けていきます。
失われた活 力や時間 を取り
戻すことは容 易なこと ではな
く、多くの方 の協力が 必要で
す。事業を推 進して行 くには
限りある予算 を、うま く活用
していかなければなりませ
ん。
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年度補正予算

出産一時金 について 、総額
は変更せず、 内訳の額 を変更
しました。

平成
一般会計補 正予算は 歳入歳
出それぞれ八 三八万一 千円を
増額するもの です。今 回は事
業の執行状況 に応じた 予算の
過不足の整理 と、給与 条例の
改正に伴う給 与の増額 が主な
内容です。
▼歳入の主な内容
・町税
個人町民税 と固定資 産税の
滞納繰越分を徴収実績に応
じ、増額しました。
・県支出金
多面的機能 支払推進 交付金
や観光力づく り支援事 業補助
金などを計上しました。
・財産収入
土地売払収 入として 本名地
区の災害復旧 事業にと もなっ
て町で買収し た用地の 一部を
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専決処分に関する承認
衆議院議員 総選挙を 執行す
るための予算 について 、専決
処分により予 算措置し たもの
が承認されました。

条例の制定・一部改正
金山町定住促 進住宅条 例の制
定
町営住宅に ついて、 従来の
条例を統合し 、定期借 家契約
の規定を盛り 込んだ新 たな条
例を制定しました。
職員の給与に 関する条 例の一
部改正
福島県人事 委員会勧 告に基
づき、月例給の平均０． ％
引き上げ等の 改正を行 いまし
た。
金山町税条例の一部改正
住民税の全 納報奨金 を廃止
する改正を行いました。
金山町国民健 康保険条 例の一
部改正
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関係者に売却 する収入 を計上
しました。
▼歳出の主な内容
・総務費
副町長の空 席による 給与手
当の減額や光 ケーブル 施設の
移設に係る工 事費の増 額、金
山町長選挙と 金山町議 会議員
補欠選挙の不 用額の減 額を行
いました
・民生費
後期高齢者 医療に係 る前年
度の療養給付 負担金の 精算に
よる追加分を増額しました。
・農林水産業費
多面的機能 支払い推 進交付
金事業に伴う 増額と、 森林環
境交付金事業 の増額を 計上し
ました。
・商工費
県補助金を財源に観光
等を行う予算 や、大塩 炭酸泉
付近に建設予 定のトイ レに係
る設計委託料 の変更増 等を計
上しました。
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・消防費

総務省から 救助資機 材搭載
多機能車１台 が無償で 貸与と
なるため、そ の登録に 係る諸
経費を計上しました。
・教育費
若桐寮周 辺の除 雪方法 と範
囲の変更によ り委託料 を増額
しました。
▼特別会計補正予算
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、介護 保険特
別会計、特定 地域生活 排水処
理事業特別会 計及び、 特定環
境保全公共下 水道事業 特別会
計について補 正予算を 計上し
ました。

固定資産 評価委 員会委 員の 選任

任期満了 となる 委員の 後任
委員の選任に ついて栗 城富士
男さん（川口 ）を再任 し、適
任であると同意を得ました。
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