八峰町９月議会定例会

八峰町総合振興計画︑総合戦略
年度内の策定へ向け審議開始
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ツ森観光に大きな影響が出ました︒
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ったこともあり︑この間に予定されて
いた二ツ森登山ツアーなどが中止を余
％減となっ

儀なくされ︑７月にガイドを利用した
登山者数は︑前年に比べ
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％の増とな
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産白神山地を満喫していただくことが
できました︒
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河川が氾濫した７月豪雨
農業関係被害額２︐１２５万円
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よる災害の被害状況について説明しま
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９月議会定例会に
提出した主な議案
八峰町個人情報保護条例の一
部を改正する条例制定につい
て
八峰町手数料条例の一部を改
正する条例制定に つ い て
八峰町議会の議決に付すべき
事件に関する条例制定につい
て
八峰町と秋田県との間の行政
不服審査会の事務の委託につ
いて
八峰町過疎地域自立促進計画
の一部変更につい て
町道路線の変更に つ い て
土地の取得につい て
平成 年度八峰町一般会計補
正予算
４億２︐３５６万円を増額す
るもの
主な追加補正分
八峰町誕生 周年記念特別
番組制作委託料︑定住推進
用空き家改修工事費︑個人
番号制度に伴うネットワー
ク機器整備関係経費︑振興
作物生産取組支援事業費補
助金︑県単局所 防 災 事 業 費 ︑
町道維持管理経費︑農地農
業用施設及び林業施設の災
害復旧事業費︑公共土木施
設災害復旧事業費︑財政調
整基金積立金の 追 加 な ど
各特別会計補正予 算

人口減少対策セミナーでの意見交換の様子
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八峰町９月議会定例会が９日から18日までの会期で開かれ、町長の
行政報告や一般質問、補正予算の議案審議などが行われました。
町長の行政報告の中から主なものをお知らせします。

平成 年度八峰町一般会計歳
入歳出決算認定に つ い て
平成 年度各特別会計歳入歳
出決算認定につい て
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八峰中学校となる現在の峰浜中学校
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