
金ケ崎民報  発行 日本共産党金ケ崎町委員会 ２０１６年１０月             議会報告への感想・意見・要望を電話・ＦＡＸ又はメールで寄せてください 

日本共産党の活動を紹介します。連絡先 電話・ＦＡＸ０１９７－４２－３６０５（阿部）、４２－３４４０（永山）、メールアドレス ryuiti@ams.odn.ne.jp 

  No．１９ 

 

 

 

 

 

問 「町子ども・子育て支援事業計画」

では２０１８年度に金小の学童保育所を

１箇所増設し３箇所にすることになって

いる。そのためには、来年度中に施設を

整備する必要がある。 

町長 ２０１８年度開設を目指し建設場

所、規模など関係者と検討し準備をすす

める。 

 

問 増築される北部学童保育所にエアコ

ンを整備すべきである。 

町長 体調不良児童用として静養室に一

台設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 遊び場として借用していた場所に大

きな「テントハウス」が設置された。外

の遊び場は必要である。どうするのか。 

町長 上平沢公民館東側の遊び場を活用 

する。 

 

問 在籍数が昨年度の２２人から今年度

は３２人に増えた。永岡地区センター敷

地内に新築併設すべきである。 

町長 地区センターの協力で図書室と会

議室を併用し運営に支障のないようにす

る。新たな施設は経過を見ながら検討す

る。 

 

問 今年度も国の基準単価を補助する方

針に変更はないか。 

町長 今後も国基準額に沿って補助する。 

 

〔学童保育所の在籍児童数 ５月１日現在〕 

学童保育所 今年 昨年 増減 

金ケ崎１ ５８ ６３  －５ 

金ケ崎２ ５９ ５８ ＋１ 

三ケ尻 ３２ ３１ ＋１ 

北 部 ４０ ４０ ０ 

西 ２９ １７ ＋１２ 

永 岡 ３２ ２２ ＋１０ 

合 計 ２５０ ２３１ ＋１９ 

 

〔小学校毎の今年度学童保育所在籍率〕 

学童保育所は小学生のすこやかな成長 

に大きな役割を果たしている。 

問 待機児童ゼロを実現するための町の

明確な具体方針はあるのか。 

町長 9月１日現在、0歳児９人、1歳児

１人、町外希望 2人の合計１２人が待機。

町内保育園の協力で、3 人は 10月から入

園可能になった。打開のため町内保育園

と協議を重ねている。 

子育て支援課長 具体方針は副町長を座

長にした「施策推進調整会議」で検討を

すすめる。 

 

問 待機児童ゼロにするための幼稚園の

認定子ども園化などの方策をどのような

体制で検討を進めているか。 

教育長 「施策推進調整会議」で検討し

ている。これと並行して教育委員会は、

今後の幼稚園のあり方を検討している。 

 

 

〔9月 10日金ケ崎保育園運動会〕 

 

問 県内には基金０の自治体もある。本

町は約１億６０００万円（１世帯当たり

約８万円）あるので、１７年度から１世

帯当たり１万円引き下げても、１８年度

からの県一元化に充分対応できる。 

町長 県一元化の方針は明確になってい

ない。国保税引き下げのため基金を取り

崩すべきでないという国の指導もあり引

き下げは困難である。県の方針が明確に

なってから検討する。 

 

 

15年度国保税決算書から 

 

 一世帯当たり平均国保税額 

2014年度 １５２，４４７円 

2015年度 １３３，０７９円 

 前年比 －１９，３６８円 

 １４年度の農業所得減少と１５年度からの

国保税引き下げ（所得割１％、平等割 3000

円）が約２万円減の大きな要因である。 

  

（一般質問は裏面に続く） 

小学校 在籍総数 学保在籍率 

金ケ崎 ４１０ ２８．５ 

三ケ尻 １１１ ２８．８ 

第一 １４５ ２７．６ 

西 ７６ ３８．２ 

永岡 ９２ ３４．８ 

合計 ８３４ ３０．０ 

2016年９月議会 

 

 

 北部学童保育所（上の写真）は入札請負額

１２１５万円（国・県から３分の２補助）で

12月末までにホール、静養室、物置等が整

備される。 

 阿部隆一議員が２０１２年９月議会で「北

部学童保育所は増築すべき」と一般質問して

から４年目の実現である。 
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問 ６月議会で、町長は「ＥＭ活性液を

増やすことと脱臭装置の設置を早急に対

応することを指導する」と答弁した。指

導した結果はどうなったか。 

町長 ＥＭ活性液散布量は前年比 2.5 倍

にした。脱臭装置は 29年度設置を予定し

ている。 

 

問 ７月に和光地区住民から、「堆肥セン

ターから騒音が２４時間出ている。夜間

だけでも止めてほしい」という要望があ

り、農林課に調査を依頼した。その結果

はどうなったか。 

町長 ７月に２回現地確認し指導した。

脱臭棟の送風器のモーターを修繕し、防

音壁を設置する予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７月 10日投開票で実施された参議院選

挙岩手選挙区は、野党４党と市民団体の

統一候補の木戸口英司氏が当選した。 

 

〔写真は７月９日町内ビックハウス前〕 

町内の得票結果 

候補者名 得票数 得票率％ 

木戸口英司 ４,６７４ 57.23 

田中真一 ２,９３３ 35.91 

石川みき子 ５６０ 6.86 

 

 共産党は、全国で比例５人と東京選挙

区 1人の合計６人当選した。 

 比例で福島市在住の岩渕

友さん（写真３９歳）が初当

選した。 

〔日本共産党の町内での比例得票推移〕 

 得票数 得票率％ 

16年参議院比例 ８２０ 10.46 

14年衆議院比例 ７１７ 9.35 

13年参議院比例 ５９７ 7.72 

 ８２０票は、日本共産党の町内での比

例得票として過去最高である。 

 

 

 

 

 

 〔内訳〕  

畜ふん処理委託料＝１４０４万円 

 生ゴミ処理委託料＝ １２９万円 

 

〔内訳〕 

 畜ふん処理委託料＝１８００万円 

 生ゴミ処理委託料＝ １２０万円 

 

〔内訳〕 畜ふん ＝２０２４トン 

     町生ゴミ＝  ８２トン 

  産業廃棄物残渣＝１０８２トン 

  一般廃棄物残渣＝１３８９トン 

 

 

 

 

 ９月１４日夜、東町公民館で３回目の住民説

明会が開かれた。 

 阿部隆一議員は「悪臭を何とかしてほしい」

という住民の声を昨年９月定例議会一般質問

で取り上げた。その後、昨年９月末と１２月中

旬に住民説明会が開催された。 

 １２月の住民説明会で、森厚樹社長は「新た

な施設を整備し対策を強化する」と約束してい

た。森社長は、６月１日から「総額 8000万円

の新浄化槽と脱臭装置」を稼働させ、データの

測定をしてきたことを説明した。 

 住民から「会社の努力は認める。しかし工場

の換気口から臭気が出ている」との声が出た。 

 森社長は「すでに会社として認識し、高い煙

突をつけ様子をみることにしていた」と説明し

た。また、その結果を回覧などで住民に知らせ

ることも約束した。 

 森社長は説明の中で「地域住民との共存共栄

という社の姿勢に変わりない。今後も真摯に対

応する」と話した。 

東町自治会の横倉均会長が「今後も施設の維

持管理の徹底など企業努力をお願いしたい」と

要望し、説明会を終了した。 

 

 

 

 

 

〔内容〕 

  ① 千田美津子県議の県政報告 

  ② 阿部隆一町議の町政報告 

  ③ 党創立９４周年ビデオ上映 

  ④ 懇談（意見交換） 

   

 

 

 

９月２１日、本会議は阿部隆一議員が、梅田

敏雄議員、千葉正幸議員、千葉良作議員の賛同

を得て提出した「ＴＰＰ撤回・廃案を国に求め

る意見書」を賛成多数で採択した。 

 採決前に、梅田議員と千葉良作議員が賛成討

論した。反対討論はなかった。 

意見書は、「ＴＰＰは、金ケ崎町の基幹産業で

ある農業の発展を阻害することが明らかで あ

る。国会決議に違反した協定は国会の責任で批

准を拒否し、関連法案を廃案にすべきである」

と述べている。 

賛成議員は下記の通り。（順不同） 

千田 力議員、千葉正男議員、佐藤千幸議員 

山路正悟議員、梅田敏雄議員、千葉正幸議員 

阿部隆一議員、千葉良作議員、青木俊悦議員 

  

 

 

新浄化槽と脱臭装置 


