月定例会に
提出した主な議案

✍八峰町印鑑登録条例の一部を改正
する条例制定について
✍八峰町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制定
について

秋の行政協力員会議
町長と語る会のお願い
棟の空家を解体し

年度に﹁空家等対策計画﹂を策定したい

メインであるご当地グルメは出店しま

しての開催となりました︒

ポンポコ山公園パークセンター前には

期間を延長して３日間行われました︒

差しながらラーメンを注文するお客様で

６軒のラーメン店が並び︑雨の中︑傘を

したお菓子や峰浜小の児童が手作りした

結果となりましたが︑本イベントの企画

ています︒幹線道路はもとより交差点付

ク搭載型を１台更新し除雪体制を強化し

も園建築工事﹂については︑６月から土

本店と契約締結した﹁峰浜地区統合子ど

います︒
した﹁同機械設備工事﹂については︑現
月末日の工事進捗率は５・５％となっ
保坂電気工事株式会社と契約締結した

ています︒

月末日の工事

﹁同電気設備工事﹂については︑現在配
線工事を実施しており︑

進捗率は３％となっています︒
これから冬期間の工事となりますが︑
安全対策に十分配慮し︑事故の無いよう
業者を指導しながら︑統合子ども園の建
設工事を進めていきたいと考えています︒
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の調査での空家棟数は４０９棟であり︑
また昨年度末までに
せんでしたが︑昨年もたいへん好評だっ

と考えています︒

北海道・東北スイーツセレクションは︑

た特別企画のラーメンフェスは２日間︑

この後︑所有者の皆様に今後の利活用

ていますので︑空家等はこの４年間で１

に関するアンケート調査を行いながら物

６３棟も増えたことになります︒

力員会議を開催し︑各自治会から出され
件ごとの対策と課題等を取りまとめ︑来

日︑峰栄館において秋の行政協

た側溝の改良や危険木の撤去︑電柱の移

月

設などの要望 件について︑それぞれ町
の考え方を示し︑意見交換を行いました︒
行列ができていました︒また︑パークセ
ンター内では︑北海道や東北各地の有名
店のお菓子が販売されたほか︑八峰中３

ラベンダーのグッズなども販売され︑館

年生による地元食材を活用して商品開発

今年度は︑初養老を迎えた方が１６６
内には﹁いらっしゃいませ︑おいしいお

令和元年度敬老式
４５７名が対象

住民の皆様が快適に暮らせるよう︑すぐ
実施できるものは早急に改善することと
し︑その他の要望についても︑実施可能
なものはその実施時期などを地元自治会
と協議しながら取り組んでいきたいと考
えています︒
組い
菓子はいかがですか﹂と元気な声が響き

名︑米寿の方が 名と

名︑傘寿の方が
なっています︒また︑金婚夫婦も

また︑各自治会との﹁町長と語る会﹂
につきましては︑今後も自治会総会や各
ました︒

・運営に携わった実行委員会を始め︑ボ

２年連続で台風の影響を受ける残念な

和やかな雰囲気のなかで行われました︒
ランティア︑関係者の皆様に︑感謝申し

わたり︑イベントを盛り上げていました︒

式典終了後のアトラクションでは︑茂浦
上げます︒

９月７日︑﹁ファガス﹂において開催

民謡同好会の皆さんによる踊りが披露さ

いずれも人生の節目を迎えられた方々

回はっぽう んめもの まつりは︑
号

接近に伴う安全面を考慮し︑大幅に縮小

ついての基準を見直し︑平均で ％の値
上げを実施しました︒

６月 日に高田住宅工業株式会社峰浜

峰浜地区統合子ども園建設工事
順調に進捗中

れ︑楽しい時間を過ごしていただいたと

され︑対象者のうち１５０名が出席し︑

種会合等の際にお声掛けをいただき︑継
続したい旨をお伝えしました︒

日に株式会社ゼンリン秋田営業

空家等調査業務の進捗状況
４年間で１６３棟増加
６月

であり︑あらためてお祝いを申し上げま

ころです︒

物について︑地域事情に詳しい自治会長

所と契約を締結し︑空家と思われる建築
等の協力をいただきながら︑業者調査員
すとともに今後一層のご長寿をご祈念申
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回はっぽう んめもの まつり
台風の影響で大幅に縮小開催

し上げます︒

に町職員も同行し︑９月から 月末まで
の約２か月間にわたり︑現地実態調査を
実施しました︒調査は︑国土交通省の空
家判断基準をもとに作成した現地調査票
をもとに行い︑今後は︑その結果をデー
第
ポンポコ山公園を会場に

今回の現地調査の結果︑空家と思われ

タべース化することとしています︒

の２日間で企画されましたが︑台風

月 日・ 日

る住宅や小屋などは︑八森地区で３０７
年度

棟︑峰浜地区で２１７棟の合計５２４棟
ありました︒平成 年度から平成

令和２年度米の生産目安
県全体で﹁ 万５千トン﹂
に決定

町所有の除雪機械については︑老朽化

量を踏まえて県産米全体の﹁生産の目

地造成工事が始まり８月からは基礎工事

した﹁凍結抑制剤散布機﹂２トントラッ

安﹂を設定︑提示し︑各市町村は市町村

近や狭隘な生活路線なども適宜に除排雪

県は平成 年産米から需給動向や在庫

段階の﹁生産の目安﹂の提示を行ってき

月末の工事進捗率は ・３％となって

を開始︑現在は建築工事を実施しており︑

確保していきます︒

在床下の給排水配管工事を実施しており︑

歳以下の子ども３人
件に
件です︒
・９％の増

日をもって申請受付を終了し

また︑同じく株式会社協立と契約締結

八峰町住まいづくり応援事業
当初予算の上限に達する

がら︑冬期間における道路交通の安全を

作業を行い︑きめ細やかな対応に努めな

県では引き続き県産米の価格の安定を

ました︒
図るため︑令和２年産米においても県段
階の﹁生産の目安﹂を提示することとし︑
月５日︑秋田県農業再生協議会臨時総

会を開催︑県全体の生産の目安を﹁ 万

５千トン﹂とすることを決定し公表した

これまでの申請状況は︑子育て世帯向

件︑うち

け新築支援事業が５件︑支え合い世帯向

月

えています︒

来年度においても継続していきたいと考

化や人口減少対策に大きく寄与しており︑

この事業については︑地域経済の活性

ました︒

から

２００万円に達する見込みとなったこと

であり︑補助金内示額が当初予算の３︐

６８３万円余りで前年度比

これに対する補助対象経費は３億１︐

加え︑下水道新規加入が

購入等支援事業が１件︑合わせて

以上と同居する多子世帯が１件︑空き家

事業が

これを受け︑八峰町農業再生協議会で

ところです︒
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け新築支援事業が２件︑リフォーム支援

日に再生協議会臨時総会を開催し︑

としている区分を 路線に分割すること

11

11

✍八峰町特別職の職員で常勤のもの
の給与及び旅費に関する条例の一
部を改正する条例制定について

48

は︑町としての目安の算定作業を進め︑
１月

生産の目安を決定していただき︑方針作
成者へ提示する予定です︒

日に開催した八峰町除雪会議に

冬期間の除雪業務
道路交通の安全確保に努める
７月

おいて︑除雪体制や実施基準︑その他注
意事項の確認を行うとともに︑事故防止
に最善を尽くすよう委託業者へ依頼しま
今年度は除雪体制の充実を目的に︑峰

した︒
浜地区の除雪対象路線のうち除雪作業に
時間を要する区間を再編し︑現在 路線
で作業時間の効率化を図っています︒ま
た︑除雪における委託業者の経費負担を

84

✍八峰町教育長の給与︑勤務時間そ
の他の勤務条件に関する条例の一
部を改正する条例制定について

99
18

✍八峰町議会の議員の議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を
改正する条例制定について

10
12

20

✍八峰町会計年度任用職員の給与及
び費用弁償に関する条例制定につ
いて

37 78

19 13

10

考慮して︑除排雪作業の機械運転単価に

31

✍地方公務員法及び地方自治法の一
部を改正する法律の施行に伴う関
係条例の整備等に関する条例制定
について
✍秋田県市町村総合事務組合規約の
一部変更について
✍令和元年度一般会計補正予算
３︐５９１万１千円を増額
追加した主な歳出

13
13
76

八峰町議会１２月定例会が１１日から１３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。

生活バス路線及びマイタウンバ
ス維持費補助金︑住まいづくり
応援事業補助金︑安全安心なま
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支出金返納金︑人件費の追加
等

12

13

27
40
19

10

30

広報はっぽう

28
12

21
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