うすい孝彦
議 員
庁内で取
り組み案を検討中である︒
案がまとまり次第︑町関係
組織の代表に委員をお願いし︑
推進委員会を立ち上げ︑今
年は実行する︒

相馬総務課長

うすい
昨年度︑美しい
村連合加盟にふさわしい取り
組みを町民参加のワークショ
ップで検討したが︑具体的な
対策を決めるまでは至らなか
った︒
美しい町づくりの取り組み
は︑池田町の活性化︵花とハ
ーブ︑空き店舗の活用による
街中の整備︑産業振興など︶
も視野にいれた重要な活動と
考える︒
町民参加の推進組織を立ち
上げ︑実行に移す取り組みを︒

美しい村連合加盟に
ふさわしい取り組みを
町民参加で

桑沢福祉課長 Ａ３版両面
で国・県・町で受けられる
福祉と申請先を紹介するこ
とを検討している︒

なサービスを受けられるの
かを知らなければ申請もで
きず︑サービスを受けられ
ない︒
福祉内容を分りやすい一
覧表で︑各戸配布して知ら
せる取り組みが必要では︒

うすい 東日本大震災は
未曾有の被害をもたらし
た︒池田町は民間団体を
含め︑今までも活発な支
援活動をしてきた︒

東日本大震災へ
町として
積極的な支援を

池田町・松川村・生坂
村で構成する﹁県道上生坂・
信濃松川停車場線整備期
成同盟会﹂で県へ要望し
ていく︒

山崎建設水道課長

村の主要幹線道路である
県道﹁上生坂・信濃松川
停車場線﹂は大雨のたび
に土砂崩落し︑通行止め
になる︒
県道の東山部分の﹁道
路拡幅と防護壁の設置﹂
を県に働きかけを︒

初めての一般質問で緊張しました︒町議選挙で
訴えた震災対策︑情報公開に基づく﹁町民参加の
町づくり﹂をテーマに質問しました︒
町民福祉の充実を

うすい 東 日 本 大 震 災
の復興財源からみで地方交
付税や負担金の削減などが
予想される︒
町民の福祉を守り︑自治
体の役割を果たすため︑町
長の町政運営の基本的な考
えは︒

勝山町長
基礎自治体
のあるべき方向は住民福祉
の向上である︒
東日本大震災の復興財源
からみで地方の財政需要基
準額を減らすことは︑福祉・
景気の後退︑雇用の不安定
をもたらすので避けなけれ
ばと考える︒

池田町と生坂

県 道 ﹁上 生 坂 ・信 濃 松
川 停 車 場 線 ﹂の東 山 部
分の改善を
うすい

町の仕事の内容を
分 りやす く知 ら せる
取り組みを

うすい 町民参加の町づ
くりを進めるには︑町の
情報を公開して︑町民と
行政の情報の共有化が必
要である︒その第一歩と
して町の仕事をわかり易
く町民に知らせる取り組
みを︒

相馬総務課長 かねてか
ら町の事業内容が分らな
いとの声があるので︑４
月当初から分り易い予算
説明書の作成に取り組み︑
冊子を作成した︒
今年は自治会長︑議員︑
町の施設などに配布し︑
来年は各戸配布の予定で
ある︒︵今年は希望者に
無料で配布する︒︶

町 民 の受 けら れ る 福
祉 内 容 を 分 りやす く
知らせる取り組みを

うすい 町民の受けられる

福祉は本人の申請により受
けられるシステムになって
いる︒従って︑町民がどん

救援ボラ

今後も町として救援ボラン
ティアの組織化など積極的な
支援が必要と考えるが︒
また︑他議員の質問と同様︑
町長も被災地に行って欲しい︒

相馬総務課長
ンティアの派遣は町民に
知らせる︒町民みんなで
支援して行きたい︒

勝山町長
被災地支援
は自治体の責務と考える︒
被災地に行くことは前向
きに検討する︒

池田町で想定され

﹁池 田 町 地 域 防 災 計 画 ﹂
の見直しを
うすい

防災計画

る糸魚川静岡構造線北部活断
層にともなう地震に対しての
震災対策として︑﹁池田町地
域防災計画﹂がある︒
これに︑第１次避難地︑避
難路などを明記するなどの見
直しが必要ではないか︒
また︑第１次避難地に集ま
り︑避難施設に移動するなど
の防災訓練が必要と思うが︒
更に︑防災会議の専門委員
に専門家の委嘱を︒

相馬総務課長
避難地・避難路などの明文

町民啓発を図るため講演
会を計画している︒
この委員会では︑環境・
産業振興・特産品開発など
の重要項目も併せ検討して
いく︒
うすい 北安で︑ＮＨＫ
連続ドラマ﹁おひさま﹂の
ロケ地バスツアーの取り組
みを︒

平林振興課長
近隣と協議していく︒

新 保 育 園 の設 計 を 町 民 参
加のワークショップ方式で
町の業者に発注を

うすい 保育園の設計は
保育士︑保護者︑一般町民︑
町の設計士︑専門家などで
構成するワークショップ方
式で検討を︒また︑他議員
の質問と同様︑町の業者に
発注を︒

藤沢保育課長
保護者から新保育園の要
望は聞いている︒保育士の
意向を重視して設計を進める︒

勝山町長
町の業者は
検討する︒

化を含めて見直しを検討する︒
防災訓練の内容は検討し
て︑実施する︒
防災会議の専門委員に専
門家の委嘱を検討する︒

高 瀬 川 ダ ムの安 全 性
を検討する﹁調査検討
委員会﹂の立ち上げの
提案を
うすい 大町・池田・松
川の多くの住民が︑高瀬
ダム︑七倉ダム︑大町ダ
ムの安全性及びダム決壊
について心配している︒
ダムの安全性及びダム
決壊にともなう被害予測
を検討するため︑関連自
治体での﹁調査検討委員
会﹂の立ちあげを提案し
て欲しい︒

相馬総務課長 万が一に

備え︑ 大町ダム管理事務
所の洪水対応演習打合会︵大
町市︑池田町︑松川村など
で構成︶で提案する︒

浜岡原発は廃炉とし
自然エネルギーの
推進を
うすい 浜岡原発は東海
地震の予想震源域にある︒

︻陳情の採決結果︼
○池田町議会の議員定数是
正に関する陳情
陳情者 池田町自治会協議
会会長 丸山 修
採決結果 趣旨採択
共産党▼反対
︵反対理由︶議員定数を削
減すると町民の声が議会に
届きにくくなる︒また︑行
政のチェックもできにくく
なり︑町民に不利益をもた
らす︒
採決は賛成多数で趣旨採
択︒
︻請願の採決結果︼
○公契約条例制定について
の請願
請願者 大北建設労働組合
太田 隆己
長
採決結果 継続審議
共産党▼賛成
︵賛成理由︶町の仕事から
労働賃金を保障することは
意義がある︒
他市村の状況をみたいと
の意見が多く︑継続審議︒
○住宅の新築・リフォーム
に対する助成制度創設につ
いての請願
請願者 大北建設労働組合
太田 隆己
長

東海地震の地震発生確率
は極めて高く︑マグニチュ
ード９級の地震になると言
われている︒
福島原発の惨禍をくりか
えさないためにも︑浜岡原
発は一時停止ではなく廃炉
とし︑原発依存のエネルギ
ー政策から自然エネルギー
重視の政策転換が求められ
ていると考える︒町長の考
えは︒

勝山町長 原子力発電は
供給電力の約３割を占めて
いる︒原発エネルギーは︑
安全性の確保ができれば利
用すべきと考える︒太陽光
発電は今後も推進する︒
うすい 原発技術は未完成
の技術であり︑使用後に出
る大量な灰の処理も問題と
なっている︒今こそ︑自然
エネルギーへの政策転換が
必要と考える︒

放射能対策の備えを
うすい 放射能から町民を
守るマニュアル配布を︒
他議員の質問と同様︑放
射能測定器の購入を︒

勝山町長・片瀬住民課長
マニュアルは広報で知ら
せる︒放射能測定機は購入
し︑測定結果は公表する︒

○郵政改革法案の速やかな
成立を求める陳情
陳情者 池田郵便局長
湯尾 秀光
会染郵便局長
細川 龍太郎
採決結果 不採択
共産党▼反対
︵反対理由︶内容は郵政事
業を２社の民営化で行うも
のであり︑もうからない郵
便事業を維持できるか疑問
である︒国民のための郵政
サービス事業を考えるなら
以前の公社に戻すべき︒

採決結果 採択
共産党▼賛成
︵賛成理由︶同制度は町の
業者と町民に利益をもたら
し︑町経済の活性化にも役
立つ︒
○請願﹁義務教育費国庫負
担制度﹂の堅持を求める請
願
○ 人学級の早期実現︑教
職員定数増を求める意見書
提出に関する請願
請願者 長野県教員組合池
浅川 毅
田単組
採決結果 両方とも採択
共産党▼賛成
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