人口問題と在町外国人との交流は 鳴海町政の総括と二期目に向けた取組は
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受入事業者の協力を得て、交流拡大に 全力を尽くし、
二期目に新たな挑戦
【平沼昌平議員】
町長就任後、公約に掲げた
課題解決策を事業化し、第５
次総合計画前期実施計画に全
力で取り組み、任期４年間を
見事に有言実行されたと感じ
るが、計画を立案・実行して、
それで完結するものではなく、
町民にどのように評価され、
改善するか、ＰＤＣＡサイク
ルの道半ばであると考える。
一期目４年間を総括し、総
合計画後期計画に結び付けて
いくのが鳴海町政の責務と考
えるが、町長の取り組み姿勢
を伺う。

【鳴海清春町長】
選挙時に町民の皆様に掲げ
た選挙公約は、概ね手がける
ことができたと考えるが、町
長の仕事は自ら評価すべきで
なく、町民が判断すべきもの
であり、４年に一度の町長選
挙において、その判断が下さ
れると思う。
現在取り組んでいる、食べ
る昆布、蝦夷アワビの陸上養
殖・岩部海岸クルージングの
事業化推進、若者定住促進住
宅 の 建 設、 新 た な 道 の 駅 構
想、第２青函トンネル構想の
実現、第５次総合計画後期実
施計画の取りまとめなど新た
な課題も山積している。
与えられた任期を全力で尽
くし、課題・目標を把握のう
え、町民・関係者等の声を聞
き、２期目に向けた新たな挑
戦をしたい。

令和元年６月１日発行 －

－ 第122号

【川村明雄議員】
現在日本で暮らす在留外国
人は２６４万人、東京都をは
じめ全国に在留しているが、
当町の技能実習生の国別男女
別実態は？
実習生は、あらゆる職種に
広がり、介護分野の需要も大
きいが当町の将来の姿は？
当 町 の 将 来 を 見 据 え、 文
化・観光・行事など各種パン
フレットやホームページへの
外国語併記を図ってはどう
か？
各種対策について、町長・
教育長のお考えを伺う。
【鳴海清春町長】
平成 年３月現在、ベトナ
ム 国 籍 人（ 女 性 ）・ イ ン ド
ネシア国籍２人（男性）で、
水産加工業・縫製業・漁業が
受け入れ。当町の介護事業所
では外国人技能実習生活用の
動きはないが、将来的には検
討の余地がある。
外国語表記については、横
綱・青函トンネル両記念館訪
問の外国人観光客対応として
少しずつ整備しており、今後
も対応したいが、外国人技能
実習生向けは現段階で考えて
いない。町民との交流につい
ては、新年交礼会や福島大神
宮例大祭等で相互の文化に触
れられる機会となっており、
受入事業者の協力を得なが
ら、拡大に努める。
【前田勝広教育長】
議員と同認識であり、今後、
課題として整理してまいりた
い。

福島町議会だより
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昌平 議員

平沼

明雄 議員
川村

５名の議員から５問の一般質問がありました。質問・答弁を抜粋・要
約して掲載しました。

一般質問

37

【熊野茂夫議員】
次年度が第５次総合計画前
期実施計画の最終年になる
が、前期は積極的に各種施策
を講じ、この間、平成 年度
と平成 年度では、交付税収
入が２億円減少し、今後も減
少傾向が続くと考える。また、
財政調整基金も平成 年度末
では 億円となり、財源の減
少を心配する。
この１年で後期実施計画を
まとめ上げることになるが、
大型事業や継続事業など、実
施計画策定に向けて財政運営
をどのようにお考えか、基本
的姿勢を伺う。
29

15

27

29

【鳴海清春町長】
私は、就任以来、人口減少
を少しでも緩やかにする政策
的事業に重点的に一般財源を
投入し、様々な施策を実施し、
それぞれ成果につながったと
思慮する。
後期実施計画に向けては、
計画精度の向上を図り、継続
事業の再検証と各種事業の優
先度や実施時期を見極めるこ
とが重要と考える。
毎年の公債費償還元金を基
本ベースとし、起債借入額を
それ以内に抑え、地方債残高
の抑制を図り、政策的事業の
見直しや予算を縮小し一般財
源を圧縮、財政収支バランス
重視の政策に徐々に方向転換
していく。今後実施する事業
の財源については、有利な起
債の活用などにより健全財政
運営に努める。

令和元年６月１日発行 －

－ 第122号

教育２０２０年問題対策は
財政運営の基本的な考えは
現状を踏まえ、各種対策に取組む 収支バランス重視の政策へ徐々に転換

【木村隆議員】
２０２０年度からの次期学
習指導要領の対策を伺う。
①２年
 の移行期間だが、今年
度の外国語授業時間数は？
②外国
 語授業時間数は、どの
ように確保するのか？
③ＡＬ
 Ｔの外国語授業指導体
制はどうなっているか？
④小学
 １・２年の英語に親し
む時間をどう作っている
か？
の 対 策・ 方 針
⑤ All English
は？
⑥プロ
 グラミング教育移行期
間の取り組みは？
【前田勝広教育長】
①１・２年生６時間、３・４
年生 時間、５・６年生
時間を確保。
②水曜日は、朝の自習、掃除、
委員会活動をやめ、全体の
授業時間数を短縮し、確保。
③ＡＬＴは事前に担任と話し
合い、担任の指示の下、児
童に指導。
④英語の歌やゲーム、言葉遊
びなどを通した外国語活動
となっている。
⑤実績をベースに、新年度も
同 様 に 取 り 組 む 予 定 で、
への取り組みは
All English
考えていない。
⑥ＩＣ Ｔ 教 育 支 援 員 を 活 用
し、小学校では算数と理科
の時間、中学校は技術の時
間に実施。教員対象の講習
会を実施しており、新年度
も授業力の向上に取り組み
たい。

茂夫 議員

熊野

隆 議員
木村

一般質問
詳しい質問内容については、議会ホームページをご覧ください。
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福祉センターの耐震化改修を
後期実施計画で方向性を
【鳴海清春町長】
福祉センターの耐震化・町
民要望のあるエレベーターの
設置については、多額の費用
が見込まれ、早期に実施する
考えはない。
福祉センターのあり方につ
いては、大規模改修や再整備
等も視野に入れながら検討が
必要であり、後期実施計画の
中で方向性をまとめたい。

令和元年６月１日発行 －

－ 第122号

○議会メールアドレス

gikai@town.fukushima.hokkaido.jp

～精一杯がんばります～

ライブ中継・過去の会議映像が視聴できます！

http://www.gikai-fukushima-hokkaido.jp/
４/１付人事異動がありましたので
紹介いたします。

議会ホームページから
議会事務局新職員
の紹介

お願いいたします。

中島 主査

福井 係長

【佐藤孝男議員】
平成 年度に福祉センター
は耐震基準に満たない施設と
診断された。
今回の教育執行方針では、
総合計画後期実施計画で施設
の改修等の基本方針を整理す
るとのことだが、１年でも早
く改修をするべきと思うが如
何か。
高齢者などが２階に行く際
に階段の利用が大変だとの声
があり、エレベーターの設置
が望まれているが、この点に
ついても伺う。
【前田勝広教育長】
総合計画後期実施計画の策
定作業がスタートする、教育
委 員 会 と し て は、 福 祉 セ ン
ターも含めた建物の長寿命化
計画に向けた調査委託事業に
より、計画書を取りまとめて
行く段階で、今後の大規模改
修や再整備等の基本方針を整
理したい。

福島町議会だより
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孝男 議員
佐藤

詳しい質問内容については、議会ホームページをご覧ください。

一般質問
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議会ホームページより議会のライブ中継や

過去の会議映像が視聴できます。

上記の URL からアクセスし、ご覧ください。

ホームページをご覧になり、ご感想、ご意

見がございましたら下記のメールアドレスに

