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三月議会定例会

三月七日から十六日までの十日間の会期で開催されました。

町長から平成十九年度の施政方針として①空港を活用した産業の振興

②教育文化・福祉の推進③魅力ある都市環境づくりの推進④開かれた町

政と町民参画、効率的な行政運営の推進の四つの重点施策などが表明さ

れました。

町から提案された議案は、平成十九年度各会計予算案並びに平成十八

年度各会計補正予算案十二件、条例案十三件、ほか三件の合計二十八件

の議案が提出されました。

一般質問は、六名の議員が町の諸問題について見解を求めました。

十六日の最終日には、町長提案の議案二十八件は、原案どおり可決、

陳情一件は、採択となり閉会しました。

議案の概要

副町長の定数を一名とする条例

議案第２号

議会︵千葉県及び県内市町村で

の整備です︒

議案第１号

設置︶に参加し︑
﹁電子申請・

議案第３号

地方自治法の規定に基づき︑

届出システム﹂の利用を開始す

町長・副町長・教育長の給料

千葉県電子自治体共同運営協

るための条例制定︒
の削減︵４・９％︶を４月から

平成19年３月芝山町議会定例会提出議案
議案第１号
芝山町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定について

議案第14号
芝山町共同利用施設の指定管理者について

議案第２号
芝山町副町長の定数を定める条例の制定について

議案第15号
芝山町福祉作業所の指定管理者について

議案第３号
特別職の職員及び教育長の給料の特例に関する条例の制定について

議案第16号
千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増減及び千葉
県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議に
ついて

議案第４号
はにわ台団地給水施設及び汚水処理施設維持管理基金の設置、管理及び
処分に関する条例の制定について
議案第５号
はにわ台団地汚水処理施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例
の制定について
議案第６号
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する
条例の制定について
議案第７号
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を
改正する条例の制定について
議案第８号
職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第９号
一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第10号
芝山町共同利用施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
の制定について
議案第11号
芝山町福祉作業所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の
制定について
議案第12号
芝山町中小企業振興融資資金貸付条例の一部を改正する条例の制定について
議案第13号
芝山町下水道条例の一部を改正する条例の制定について

議案第17号
平成18年度芝山町一般会計補正予算について
議案第18号
平成18年度芝山町国民健康保険特別会計補正予算について
議案第19号
平成18年度芝山町老人保健特別会計補正予算について
議案第20号
平成18年度芝山町農業集落排水事業特別会計補正予算について
議案第21号
平成18年度芝山町公共下水道事業特別会計補正予算について
議案第22号
平成18年度芝山町介護保険特別会計補正予算について
議案第23号
平成19年度芝山町一般会計予算について
議案第24号
平成19年度芝山町国民健康保険特別会計予算について
議案第25号
平成19年度芝山町老人保健特別会計予算について
議案第26号
平成19年度芝山町農業集落排水事業特別会計予算について
議案第27号
平成19年度芝山町公共下水道事業特別会計予算について
議案第28号
平成19年度芝山町介護保険特別会計予算について



来年３月までの１年間実施する

内４町の報酬を参考に引き上げ
るものです︒
会長 月額 ３６︑７００円

ものです︒
議案第４号及び第５号

するに当り︑業務の範囲︑管理

の基準︑秘密保持義務を加えて︑
条例の整備を行うものです︒

議案第 号

芝山町福祉作業所の指定管理

者として︑芝山町社会福祉協議

会が選定されました︒

﹁保証人﹂条項の緩和を行い

議案第 号

また︑福祉センター所長を臨

町制度融資利用の利便を図ろう

と︑規約の変更をするため︑関

委員 月額 ３０︑４００円

時職員で行う場合は︑月額２８

とするものです︒

議案第 号

０︑０００円とするものです︒

係地方団体と協議するに当たり

事務組合への加入及び脱退

議会の議決を求めるものです︒
流域下水道に排除される下水の

芝山町議会の議員の定数を定

特定事業場から公共下水道︑

止するため︑所要の改正をする

亜鉛及びその化合物に関する水

議員発議案第１号

ものです︒

︵可決︶

﹁ 人﹂を﹁ 人﹂に減数する

次の一般選挙から︑現定数

の制定について

める条例の一部を改正する条例

開庁 午前８時 分

１ℓにつき﹁亜鉛︵５︶㎎ 以

です︒

質規制の基準の改正を行うもの

国・県に準じて休息時間を廃

議案第８号

議案第 号

はにわ台団地の公共施設は︑
全て３月末で県企業庁から町に
移管されました︒
給水及び汚水施設の維持管
理・運営等の財源として︑県企
業庁より負担金を受け基金を新
設するものです︒
議案第６号
４月から︑助役に代えて副町

閉庁 午後５時 分
議案第９号

下﹂を﹁亜鉛︵２︶㎎ 以下﹂
議案第 号

ものです︒

芝山町議会委員会の条例の一

︵可決︶

設の指定管理者として︑㈶芝山

て

部を改正する条例の制定につい

議員発議案第２号

14

長を︑収入役に代えて会計管理

15

16
町振興公社が選定されました︒

町内に７ヶ所ある共同利用施

16

者を置くことになりました︒

３人め以降の扶養親族の手当額

国・県に準じて配偶者以外の

と
﹁その他の職員﹂
の区分が廃止

公の施設の指定管理者を指定

議案第 号及び第 号

のです︒

を︑６︑０００円に改正するも

普通地方公共団体の﹁吏員﹂

12
13
14

30
30
11

されたことによる見直しです︒
議案第７号
特別職報酬等審議会の答申を
受け︑農業委員会委員報酬を郡
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地方自治法の改正に伴い︑閉

会中でも議長が常任委員を選任

できるようになりました︒

議員発議案第３号

芝山町議会会議規則の一部を

改正する規則の制定について

︵可決︶

委員会の議案提出にかかる手

第一回臨時議会

続き規定を設けたものです︒

議員発議案第４号

安全・安心の医療と看護の実

︵可決︶

現を求める意見書について

︹陳情第１号︺

︵採択︶

安全・安心の医療と看護の実

現を求める陳情書

◎議長発議案

芝山町農業委員会委員の議

平成十九年第一回臨時議会を二月二十二日に開催しました。

◎議案第１号

工事請負契約の変更契約の

会推薦について

農業委員会等に関する法律

締結について

目的 道路新設工事︵１工区︶

第 条第１項第２号の規定に

よる推薦をいたしました︒

芝山町小池１４４１番地

松 本 誠 一 氏

芝山町岩山２２５１番地１１

小 川 壽 芳 氏

町道３ＢＬ ０１６２号線

５３︑
７６０︑
０００円

宝馬地先

変更前

５８︑
４９２︑
３５０円

金額

変更後

相手方 萩原土建株式会社

12

平成18年度補正予算額一覧表（議案第17号～議案第22号）
会 計 名
一 般 会 計

補正後予算額

補正前予算額

補正予算額

特 別 会 計

5,468,352千円

5,208,867千円

259,485千円

国民健康保険（事業）

864,491千円

864,319千円

172千円

国民健康保険（直診）

45,596千円

45,243千円

353千円

640,427千円

593,118千円

47,309千円

81,377千円

85,.345千円

△3,968千円

公共下水道事業

369,871千円

377,294千円

△7,423千円

介護保険

389,193千円

458,602千円

△69,409千円

老人保健
農業集落排水事業

平成19年度当初予算額一覧表（議案第23号～議案第28号）
会 計 名
一 般 会 計

19年度当初予算額

18年度当初予算額

増減額

増減率

特 別 会 計

5,039,000千円

4,969,000千円

70,000千円

1.4％

国民健康保険（事業）

916,488千円

800,158千円

116,330千円

14.5％

国民健康保険（直診）

41,459千円

45,243千円

△3,784千円

△8.4％

599,219千円

572,252千円

26,967千円

4.7％

80,930千円

85,123千円

△4,193千円

△4.9％

公共下水道事業

434,610千円

371,714千円

62,896千円

16.9％

介護保険

424,092千円

438,004千円

△13,912千円

△3.2％

7,535,798千円

7,281,494千円

254,304千円

3.5％

老人保健
農業集落排水事業

合計



大木 三男

設の事前相談を受けて

議員

現在町内での開発
ますが、確実性に欠け

開発問題について
面積が１万平米以
るため公表に至らない。
進捗状況をお尋ね

風和里しばやまの

上の開発行為︑
また事前
協議の状況を伺いたい︒
︻町長︼

︻建設課長︼
年度、不動産鑑

定と用地に関する事務
を進めていき、これら
を整理して着手できれ
ばと思っています。

いただく方々の説明会

里しばやまに参画して

構造です。

う転落防止柵を設ける

歩行者が転落しないよ

安全対策としては、

を予定しております。

はにわ台団地の公

はにわ台団地
の移管問題

新井田・はにわ台

共施設移管後は芝

歩道整備に
ついて
団地間の歩道整備

現在、町の事前協議を

用地の取得につい

︻産業経済課長︼

用地測量の境界立

︻建設課長︼

尋ねします︒

ぐと聞くがその点をお

します︒

経て県に申請され、開

ては、若干時間をいた

ち会いをお願いしまし

の進捗状況を伺います︒ 山町振興公社が引き継

発許可１万平米以上の

だきたい。現在、風和

４件でございます。

行が ７件、施行中が、

現地立ち会いをお願い

っています。繰り返し

きない場所が数カ所残

たが、境界の確定がで

が、住民に不都合が生

町振興公社が管理する

上下水道の管理を芝山

新年度４月以降は

と思うが今後赤字の補

が︑現段階でも赤字だ

ないと聞いています

ては町の公共下水道に

ります。下水道につい

在の料金でと考えてお

件、許可済みで未施

空南工業団地に隣

で、下水道条例に基づ

将来接続の予定ですの

︻企画財政課長︼

く料金になるので理解

填はどうなるか︒

企業庁からの負担

をいただきたいと考え

工事着手の時期︑ スを行っていきたいと

金を維持管理費用等に

ております。

考えております。
当分︑上水・下水

考慮すれば、当面は現

また︑歩行者の安
全対策を十分考えた設

道料金の値上げは

じないよう行政サービ

開発の予定があるのか︒
︻町長︼
サテライト成田の

計なのか伺いたい︒

しております。

︻企画財政課長︼

件数は 件で、完了が

平成一九年二月末

19
接する山林など︑

26

開発計画と流通業務施
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な問題を抱えておりま
すが︑安心して暮らせ

総町の良くなった点と

された旧大栄町及び下

年になりますが︑編入

町で合併して一

成田市が一市二

画的にかつ全力で推進

り、新市の町作りを計

併一年という時期であ

の定例会で、現在は合

成田市長は、二月

︻町長︼

行政を進めていきま

き、地域が疲弊しない

有効活用していただ

集落は、環境整備費を

る移転により残された

航空機騒音によ

︻町長︼

する緊急通報システ

いは協力員の方に連絡

す。離れた身内、ある

るようにしておりま

提供して、敏速に動け

し、常設消防にも情報

災害弱者名簿を作成

議員

悪くなった点の結果が
していくので、さらな

す。治安については、 ム。ホームヘルパーや

川口 幸雄
るように︑行政として
対処しなければならな
問題が出ております︒ いと思いますが︒

出たと思うが︑調査し
る合併が必要かどうか

給食サービス、民生児

︻町長︼

ているか︒
については、市民や議

地域住民と警察・防犯

童委員の方々の協力を

町として︑どのように

︻町長︼
会とも十分検討した上

協会が連携して取り組

いただき、健康状態や

合併問題

現段階では調査
で判断したいと答弁し

んでまいります。

地区社協を通じて

しておりません。成田

ております。当町とし

考えているか︒

市も同様であると聞い

す。

安否確認をしておりま

ても合併できるように
要望していきます。

ております。
本町の合併です

高齢者の一人暮

一人暮らしの
家庭について

が︑今後成田市が

騒音移転集落

かがか︒

されておりますが︑い

いただき、実現の方法

と町でよく相談させて
航空機騒音によ

ですので、成田整備事

管理者が千葉県

策が出来るよう理想的

かしながら魅力的な施

思います。川の水を活

合併を考える時︑市民
感情を無視して合併を

り︑集落を離れた

草刈りだけでなく

務所に問い合わせてみ

な町づくりとして研究

を見つけていきたいと

進めることは到底考え

家庭・移転対象外で集

手を加えれば有効活用

たところ、事業化は難

させていただきます。

︻町長︼

られません︒財政力が

落にとどまっている家

出来ます︒今︑多くの

しいと言う事です。県

堤防を
遊歩道に

落ちるとしても最小限

庭・区の役員や︑環境

人々が運動不足と指摘

らし家庭は︑様々

にとどめると思われる

の整備・治安対策等の

高谷川の堤防は︑

が︒



的に分析する必要があ
ると考えます。

月に県が

昨年十二

になってまだ一年で、 の会計は実際のお金の

してまだ日が浅く新市

成田新市長が誕生

︻町長︼

︻企画財政課長︼

思うが︒

って明確にすべきだと

議員

枠組みを示し
出入りで、単純に歳入

バランスシートが

勝又 勇

どの行政サービス

てから何か指
進んだという結論には

と歳出に分ける手法を

主に﹁資産形成につな

にどのくらいの経

導があったの
なっていませんがそれ

とっていますがこれで

がる物﹂に対して、医

行政コスト計算書を作

の情報が把握できませ

や手数料など財源とな

ない﹂コスト等、税金

在、三百十八戸が公共

二月二十八日現

整備が進めば接続

︻都市計画課長︼

の総入金の予定額は︒

などより正確なコスト ﹁資産形成につながら

現在の地方自治体

費がかかっているのか︑

か︒
ぞれの首長同士話し合

は行政活動の積み重ね

療費の助成や福祉サー

が問題点は︒

︻企画財
いを進めていきたいと

としてどの程度の資産

︻企画財政課長︼

政課長︼
考えています。

ビスの係わる費用など

一月十八日に

や負債が残っているか

成田市に各市
町村合併課長

ん。県の市町村課から

る収入の状況を公表し

升を設置し接続は二百

使用料・一般会計から

資産や財産をわか

も作るよう指導があり

ている市町村は少ない

︻都市計画課長︼

る考え方について意見

りやすく町民に伝

ますので来年度以降に

後世代への
負担の把握

交換をしましたが、成

える為︑バランスシー

率は当然上昇するもの

を集めて、合併に関す

田市は市長選挙の前で

二戸、率にして約六十

と思います。維持管理

ですが今後の検討課題

三・五％になっていま

発表する方向で検討し

としていきます。

トの作成が必要と思う

ていきます。問題点と

あり二市四町での合併
協議会の立ち上げは難

予想使用料が約一千五

費に占める使用料の比
しては市町村ごとに特

万三千円、使用料が十

十五万一千円で一般会

す。維持管理費は十七

しく、事務レベルの勉

五・五％の二百六十五

率は約四十三・一％で
殊な財政事情があり、
バランスシートの指導
現在賦課対象区域

計から約一億五千九百

年度決算で一千七百八

強会を立ち上げる事で
担当課長の意見が一致

だけではなく起債制限

万四千円です。

公共下水道事
業の見返しは

しました。

の戸数と接続率及

五十六万九千円の繰入

比率・実質公債比率・

平成二十年の公共

になると考えます。

二市四町の首長の

び維持管理費の対比は︒

下水道の接続率・

経常収支比率・財政力
指数と財政指数を総合

間では話は進んで
いるのか︒



合併問題に進展は

萩原 弘幸
町長交際費について
平成十七年度決算

議員

は検討課題とさせてい
ただきます。

食育と町農業
の再生は
食の危機が一層深
刻化するなかで地
産地消︑食育推進の具
体策はあるのか︒
︻町長︼
全な食習慣を身につけ

で多額の不用額が
当性を欠くのではない

平成十九年度から

子供のころから健

生じているにもかかわ
か︒透明性も含め使途

るため、学校給食用へ

いるが︑特定の政党・ 農業問題に
個人に公金の支出は妥
ついて

らず︑同額の予算措置

スタートする﹁品

の活用など、学校や地

規定を作るべきと考え

目横断的経営安定化対

域家庭での取り組み、

を講じていることは行

策﹂においては全農家

るが︒
︻町長︼

財政改革の視点からど
のような認識にあるの

方がいます︒騒音下住

直売所等での消費者と

らはずすという事は︑ 地域住民の交流、農村

から、見にくいという

の九割を農政の対象か

地域の活性化にむけて

町民の皆さんに対
しての基本的な背信行

亡国農政という他あり

民の健康被害に対する

か︒
為は一切ないものと確

話もあり、空港会社に

︻企画財政課長︼
今までの芝山町に

取り組んでいきます。

調査を実施すべきと考

ません︒どのような認

調査を要望していると

えるがどうか︒

信しております。行政

ころです。町単独で補

︻町長︼

おける特殊需要からの

︻町長︼

助対策ができるのか検

騒音下に住んでい

要性については認識し

る住民の健康調査の必

討していきます。

識をもっているか︒

が、内容等十分精査さ

食料自給率の低下

二〇一一年からの

執行上の規定について

れ、交際費支出を最少

については、国の動向

テレビの地上波デ

予算づけでありました

限にとどめてきた結果

を見極めながら町の施

ジタル化による航空機

住民生活と空港
問題について

であると思います。

策を進めてまいりま

ており、調査結果をど

のように検討するかを

住民の健康調
査について

航空機騒音︑振動

含め関係機関と協議し

からの電波障害はない

などによる睡眠障

て進めていきたいと考

す。耕作放棄地の増加

害︑頭痛などの健康障

えます。

︻町長︼
既に地上波デジタ

害を訴えてられている

のかどうか︒
その対策は︒
町の田園環境を整備し

ルで受信されている方

に歯どめをかけ、芝山

自民党衆議院議員

ていきます。

交際費に使途
規定を
当選祝︑公明党賀
詞交歓会に支出されて



小嶋 秀樹
議員

とれた教育が大切で
す。英語教育の充実の

て︑次の７項目に

本町の将来像とし
が必要だと思います。

を尊重するような啓発

いに支え合う公の精神

などを実施します。

安全や防犯体制の整備

防災対策の充実、交通

道の整備、騒音対策と

な地下水の確保と下水

花いっぱい運動、安全

⑥芝山公園の再整備と

す。

などを続けていきま

実、中学生の海外研修

の配置、ＩＴ教育の充

児のための介護補助者

補助教師や要支援学級

書の奨励、複式学級の

教師、図書の購入と読

由は︒

しなければならない理

次の４点について合併

ばならない︒そこで︑

礎自治体とならなけれ

合併して適正規模の基

性化などのためには︑

の転換︑地域の活

地方分権型社会へ

③合併して大きな市に

あえて今問う、
合併の意味

と考えているか︒また︑ ②芝山町行財政改革大

ついて︑どうあるべき
綱に基づき、指定管理

⑦知・徳・体の調和の

ために各校一人の英語

それを実現するための
者制度の導入や委託

めざすべき
「町のかたち」
とは

具体的施策とは︒

町村範囲での特例区や

なれば専門職員の数が

︻町長︼

地域自治体の設定、議

①財政基盤の強化 ②

①現在、他の市町

員の在任特例、地方債

料・補助金の合理化を

千葉県後期高齢者医療

と比べれば良い方だ

①人口減少と少子高齢

の増加 ④地域経済の

広域連合を活用し、医

が、単独では無理です。 の特例措置などです。

増え、
今以上の行政サー

活性化 ⑤地域医療や

療費の抑制と財政の安

県の支援策は、支援

人口動向 ③自治体の

広域行政の充実 ⑥生

定を図ります。

成田市との合併が成れ

補助金の交付、振興資

実施します。

活環境の保全 ⑦教育

④経済の地域間格差の

ば、もっと基盤は強化

金の無利子貸付、合併

社会への対応 ②行財

の質的向上

是正は急務であり、新

されます。

協議会への県職員の派

ビスが可能になります。

︻町長︼

たな対策を行います。

②本町の人口は減少し

遣などです。成田地域

行政能力 ④新合併特

①少子化対策とし

⑤成東病院の医師確保

続けています。合併が

との協議では、これら

③治療から予防への転

ては、次世代育成支援

を急ぐとともに、長生

成れば、大きな枠組み

の支援策を活用すべき

政の効率化 ③社会保

計画の事業を実施しま

地域まで拡げた九十九

になるので、数の問題

と思います。

④国の支援策は、旧市

す。また、高齢社会へ

里地域医療センター計

は解決します。

例法による支援策

の対応では、自己本位

画に参画します。

障費︵医療・介護保険︶ 換が必要です。新設の

の考え方ではなく、互



菅井 允
人口増について

議員

工事についても心配な
いと伺っております。
︻産業経済課長︼
下水道等社会資本の整

ただけるようなイベン

は年間を通して来場い

二階部分について
備・インフラ整備が必

していますが︑昨年議

人口一万人を目指すと
果も期待出来一石二鳥

の確保・経済的波及効

の生徒確保・消防団員

な施策の充実により︑ てはいかがか︒菱田小

を示させて頂きます。

着手しますので方向性

が、先程の開発整備に

ある施策を聞きました

くの方々に来て頂くよ

会を開き、一人でも多

レンジメント等の講習

料理講習・フラワーア

す。体験学習室として、

要であると考えます。 ト 開 催 を 考 え て い ま

員研修をしました長野
と思いますが︒

業の就労者が多い千代

県下條村の人口を増や
︻町長︼

町長は三期目の公

すプロジェクトは参考
空港や周辺企業

十九年度内に開業

下條村に参り大変興味

になると思う︒周辺地
の就労者が多く存在す

するとしています

通学バスを運行し

田地区に一棟建ててみ

域の半額程度で入居出
る本町では千代田・小

が︑用地取得費が繰越

約の中で︑総合的

来る若者向定住型集合

池という商住地域の開

ているが︑他の生

︻町長︼

どうか︒新井田前塚方

ってフェンスにしては

いても検討課題とさせ

す。フェンスの件につ

形態を含め今後検討し

児童の安全面、又生活

住宅の張り付きもあり、

と通学路について

芝山小の安全対策

ます。

うなものを考えており

住宅建設により大きく

明許されました︒二名

徒は車の送迎が多く幅

くの出入口をなくし正

※

て頂きます。

風和里しばや
まについて

人口が増加しました︒ 発を進め、道路誘導・

の地権者と交渉中との

門一个所がいいと思

︻建設課長︼

特殊出生率も二・一二

があるがその対策は︒ があり、なるべく早い

事︒完成は出来るのか︒ 員が狭く事故の危険性

時期に着手できる方向

う。新井田前塚方面は

︻教育長︼

と国の一・二五を大き

又︑一部二階建てにな

又︑学校周辺の生垣が

で検討したいと思いま

見込みの人・消防団に

公拡法により進め

面からの道路整備はど

※

く上回っています︒入

っているがどの様に使

繁茂している︒取り払

入ること・二人以上の

て行きます。用地交渉

危険防止からも多

居条件は若者で子供の

うのか︒

保障人が必要とのこと

については順調であり、 うなっているか︒

ＰＴＡからも要望

いる人・将来結婚する

です︒成田空港周辺企

※公拡法⁝公共用地の拡大の推進に関する法律︒所得税法上の優遇措置

て行きたいと考えます。

※特殊出生率利⁝女性が一生のうち生む子供数
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副議長

川口 幸雄

委

平山

允

弘

大木 三男

菅井

出山 克正

萩原 弘幸

員 砂明利 優

副委員長 石田 謙一

委 員 長 内田 白民

産業建設常任委員会

八⻆ 憲章

芝山町議会人事

勇

総務常任委員会
委 員 長 勝又

清

員 大木 成男

副委員長 小嶋 秀樹
委
小菅

弘

文違 義雄
稲垣

八角 憲章
川口 幸雄

前からの道路の整備の推進、
少子高齢化に対処する諸施策
など議会が一致協力し、町民
の皆様が安心して生活ができ
るよう誠心誠意努力いたす覚
悟であります。何卒、町民各
位のご支援ご協力をお願い申
し上げまして、就任の挨拶と
いたします。

︱︱ 議長就任の挨拶 ︱︱
三月議会定例会におきまし
て、議員各位のご推挙をいた
だき、議長に就任することと
なりました。誠に身に余る光
栄であると同時に、責任の重
大さを痛感しております。
現在、芝山町では重要課題
が山積しております。はにわ
道二期路線の進捗、千代田駅

議会運営委員会視察研修

な意見交換がされました︒

直面する重要課題について有意義

議会運営面︑市町村合併の問題等

ようであり︑議員定数削減など︑

齢化の進展等で町の財政は厳しい

を基幹産業とする町です︒少子高

人の町で︑議員定数十二人の農業

静岡県芝川町は︑人口一万五千

二月二十六日〜二十七日

議会だより編集委員会視察研修
一月二十四日〜二十五日

静岡県南伊豆町の議会だより編
集委員会に依頼して研修を行いま
した︒観光と漁業の町で︑人口は
一万人強︑議員定数は十二名です︒
議会定例会はケーブルテレビで生
放映され︑
﹁議会だより﹂は町の
ホームページでも見られます︒こ
のような取組を参考にして︑本町
でも新年度から﹁議会だより﹂を
ホームページから見られるように
なります︒
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議 長

議会の主な動き
１月24日～25日 議会だより編集委員会
視察研修

３月２日 議会運営委員会 全員協議会
３月７日～16日 議会定例会

１月29日 開発委員会現地視察

３月19日 議会運営委員会

２月８日 議会運営委員会 全員協議会

３月27日 第３回千代田地区町づくり

２月15日 都市計画審議会

推進協議会

２月18日 千葉県市町村合併シンポジウム

３月28日 はにわ道開通式

２月22日 全員協議会 第１回臨時議会

４月３日 議会運営委員会

２月26日～27日 議会運営委員会視察研修

４月10日 「議会だより」編集委員会

２月28日 空港対策委員会

４月20日 全員協議会

重要なお知らせ
３月議会定例会において、議員定数が現在の16名から２名
減の14名になることが決議されました。次回平成20年２月
の議会議員選挙より適用されます。

６月議会定例会のお知らせ
期日

６月12日〜15日（予定）

多くの方々の傍聴をお待ちしています。
※日程等の詳細は議会事務局 TEL77－3922まで
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芝山中学校卒業式
三月十三日

はにわ道開通式
三月二十八日
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芝山鉄道小池まで早期延伸
芝山町議会

平成十九年三月九日

平成十九年度予算と議案審議の一環として、町長・収入

業経済課の事業では、小池地区の地域交流パーク建設予定地、建設課は、町道

平成十九年度の当初予算と提出議案審議に伴い、本常任委員会の所管する産

平成十九年三月九日

役・教育長・関係各課長出席のなか、提出議案にかかわる

の改良工事、維持工事、排水整備、等々十数ヶ所の現地を視察、都市計画課は、

産業建設常任委員会報告

現地視察を行いました。本年度は特に、学校問題に重点を

芝山公園お祭広場改修工事、公園排水整備工事を視察しました。

総務常任委員会報告

置き、よりよい教育現場の充実のために、中学校、三校の
小学校に時間を多く取り、先生方との設備、安全、学力、
いじめなどの問題について、意見交換を行いました。

新しい年度が始まりました。
本年度の芝山町一般会計予算
は約五十億三千万です。
限られた予算の中で、最高
の住民サービスを提供できる
ように、議会一丸となって頑
張ってまいります。
よろしくお願いします。
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