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〜ご挨拶〜
4月24日に実施された幸田町議会議員選挙で、
多くの皆さんから力強いご支援をいただき２度目の
議席をいただきました。2000人を超える方が投票場
に足を運んでいただき、投票用紙に「さこう弘康」と
書いていただいた事に責任の重さを感じ、与えられ
た役目をしっかりと果たしていかなければならないと
強く思っております。今後とも温かいご支援をよろしく
お願い申し上げます。
幸田町議会議員 酒向 弘康
＝東日本大震災に想う＝
＝東日本大震災に想う＝
発生から１００日以上が経過した東日本大震災。国内観測史上最大のM9.0の地震は、甚
発生から１００日以上が経過した東日本大震災。国内観測史上最大のM9.0の地震は、甚
大な被害となりました。被害にあわれた方々にお見舞いを申し上げ、一刻も早い復旧・復興
大な被害となりました。被害にあわれた方々にお見舞いを申し上げ、一刻も早い復旧・復興
を願います。今回の大震災を教訓として、一人ひとりが当事者意識を持ち、この地方も３０
を願います。今回の大震災を教訓として、一人ひとりが当事者意識を持ち、この地方も３０
年以内に
年以内に 87％の確立で発生すると言われている、東海地震と、連動が予想される東南海、
87％の確立で発生すると言われている、東海地震と、連動が予想される東南海、
南海地震への万全の備えを進め「1000年に一度」とか、
南海地震への万全の備えを進め「1000年に一度」とか、
「想定以上」という言葉で片付けることのないよう、本町も
「想定以上」という言葉で片付けることのないよう、本町も
最悪のシナリオを想定し「生命にかかわる安全対策」を根本
最悪のシナリオを想定し「生命にかかわる安全対策」を根本
から見直し「災害に強いまちづくり」に取り組む覚悟です。
から見直し「災害に強いまちづくり」に取り組む覚悟です。
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町議会選挙 改選後初の臨時会が開催され、議会人事、議会構成が決まりました。
私は、総務委員会委員長と議会広報特別委員会委員です。職務を全うするため誠心誠意努力します。
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平成23年6月定例会は6月7日に召集、23日までの17日間開催され、単行議案 4件、補
正予算関係 1件の議案が上程され、いずれも原案通り可決しました。また、議員提出議案の
防災対策特別委員会、総合開発特別委員会の設置を可決しました。
単行議案
補正予算関係

・職員の育児休業等に関する条例の一部改正について ・町税条例の一部改正について
・国民健康保険税条例の一部改正について ・工事の請負契約について など
・平成２３年度一般会計補正予算

＝議員提出議案＝「防災対策特別委員会設置」される
設置提案理由：自然災害 から町民の生命・財産を守り、万一災害が発生した場合に
被害を最小限にとどめ、速やかな救助・復旧活動が行なえるように調査研究をする。
そして、私は「防災対策特別委員会委員」に選任されました。

一般質問 （6月9日）
（6月9日）登壇しました。
しました。
急げ！ 他自治体との「災害 応援協定」締結を提案する。

Ｑ1：東日本と同じＭ9.0となった場合、被害想定と影響は？
Ｑ2：津波危険マップ・液状化マップ等の作成と今後の対応は？
Ｑ3：本町の「災害時要援護者制度」の取り組み状況と「共助」
の輪を広げる考えは？
Ｑ4：「姉妹都市 提携や災害時 応援協定を締結」していると、
すぐに動け、すぐに支援が出来、支援も受けられる、
「災害応援協定の締結の推進」を提案をする。
Ｑ5：節電や省エネルギー対策は？
中日新聞 2011.6.11朝刊 記事より
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（質問の要旨）：東日本大震災の教訓から学ぶことは、あらゆるリスクに対し、
「想定外の想定の対応」が必要で、自然災害を人の力で防止することは出来ないが、
行政の危機管理と地域が一体となった災害を減らす「減災」は可能です。

町長 答弁： 「前向きに、調査・研究し、検討する」
A1：Ｍ8.7のエネルギーの数倍となり現在の想定を確実に上回る。
A2：津波の心配は不要。液状化マップは平成１５年に、県が作成。
土砂・洪水ハザードマップは、平成２２年に作成。冠水道路
マップは、現在作成中。
A3：加入状況は３％に落ち込んだ。地域の互助の仕組みを考える。
A4：前向きに、調査・研究し、検討していく。
A5：不要照明の徹底消灯、室温管理など。家庭、事業所へも広める。

「事業仕分け」徹底公開を！

注目!!対象事業決まる ！

（質問の要旨）「事業仕分け」実施を一般質問で取り上げ
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「不交付団体の本町も他の自治体に先駆け、取り組みを」
と提案をしてきた、具体的な進め方考え方を問う。
Ｑ1：「幸田町版 事業仕分け」実施に向けて、
「目的と その決意」を再確認する。
Ｑ2：職員のモチベーション向上、意識改革が図れる
大きなチャンス、事前教育と研修の考えは？
Ｑ3：町政を徹底的に透明化して、対象事業の選定過程、
仕分け人、判定人の人選など、公開するのか？
Ｑ4：事業仕分けの結果は、「民意」として、次年度の予
算編成に反映されるような「仕組み」と、職員や他
事業も「事業仕分けの考え方」の横展開は？

町長 答弁：「事業の見える化」を徹底する
A1：目的の第１は、事業の見える化と第２は、事業の再見
直し、広く町民に、公開をしていく。
A2：ビデオ研修などで、住民目線での研修を実施中。
A3：人選などについても、公開をして、明らかにしていく。
A4：町民の目線がどのへんにあるのか職員で共有し、組織
内仕分けなどにより、次年度予算編成に反映させる。

「今後も生活者の目線で、行政に提言・提案をしてまいります！」
「今後も生活者の目線で、行政に提言・提案をしてまいります！」

企業の土日操業に伴う休日対応、
企業の土日操業に伴う休日対応、(平成23年7月から9月の3ケ月間)
(平成23年7月から9月の3ケ月間)

町も子どもの保育を支援します！
浜岡原発の全面停止により、夏の電力供給不足が懸念され、自動車関連企業が土、日曜操業を
決めたことを受け、日曜保育や放課後児童クラブなど、本町も子どもの保育を支援します。
保育園の休日保育等の実施について
＜休日保育＞土曜日正午以降の延長保育、日曜日の休日保育を実施。
＜対象＞
現に保育園の在園児である。土日操業等により、保育に欠ける児童。
＜実施園＞ 菱池・大草保育園の2園にて実施。
土曜日は延長保育希望のみ菱池・大草保育園に朝から集約。
その他の園児については、在籍する保育園にて通常通り保育する。
＜時間＞
各園児の平日の保育時間(早朝・延長の時間を含む)と同じ。
＜昼食＞
弁当持参 (おやつは、保育園で用意)
＜保育料＞ 無料。ただし日曜日に登園する場合は、金曜日はお休みとする。
各家庭で保育が可能な日には登園を控えてもらうよう、お願いをしていく。
放課後児童クラブ、放課後子ども教室の休日開設について
＜休日開設＞共同により、日曜日の休日を開設する。
土曜日は、中央小の児童クラブにて集約的に実施。
＜対象＞
現に登録されている児童で、土日操業等により保育に欠ける児童。
＜時間＞
中央児童クラブ、放課後子ども教室、時間は、8:00-18:00
＜昼食＞
弁当持参（おやつはクラブで用意）
＜料金＞
無料。各家庭で保育が可能な日には、利用を控えてもらうよう、お願いをしていく。

中部電力浜岡原発の全機運転停止に伴う電力供給のひっ迫に備え、自治体で節電対策が発表さ
れ、特に電力需要がピークを迎える７月下旬から８月末各家庭でも、ご協力をお願いします。

節電&クールビズ
幸田町も例年より一足早
く、職員も議員も、5月
16日からクールビズを実
施中。庁内の消灯の徹底
や冷房機器の使用を控え
たり、エレベーターの2
台のうち1台を停止し、
蛍光灯の間引きなど節電
を徹底しています。各家
庭にも、積極的に協力を
呼び掛けています。

役場も節電

挑戦しょう！緑のカーテン
ツル性植物で作る、自
然のカーテンづくりに
挑戦してみませんか。
夏の暑い日に、葉っぱ
の間をすり抜けてくる
涼しい風は天然のエア
コンのようです。私も、
ゴーヤのカーテン作り
に挑戦しています。毎
朝水をやり、順調に
わが家のグリーンカーテン
育っています。

情報 〜電動アシスト自転車購入費補助制度のお知らせ〜
地球温暖化防止及び渋滞緩和などの都市交通対策の一環として、町民の皆さ
んの電動アシスト自転車利用を積極的に支援することにより、人・まち・地球
を大切にする都市交通を実現するため、電動アシスト自転車を購入する方を対
象に補助金を交付します。補助金額：購入費の１/３以内・補助限度額 ２万円。
【申込み・問合せ先】企画政策課政策グループ
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交通安全：死亡事故「0」を継続中！
交通安全：死亡事故「0」を継続中！
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幸田町内では、平成２０年１０月２６日
を最後に「交通死亡事故」は発生していま
せん。連続1000日達成（7/23）も間近
です。多くの方の交通安全に対する意識と
日頃の啓発活動の成果だと思います。しか
し実際には、重傷事故が増えている状況で
す。今後とも、安全な生活を確保するため、
更に交通安全に努めましょう。

通学路の安全確保対策
今、町内では「スクールゾーンのカラー化」が
進められています。学校の通学路をグリーンベ
ルトにし通学時の安全を確保するものです。通
学路の整備もあわせて改善を推進中です。また、
不安全箇所があればお知らせください。
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《2010年 国勢調査速報》
人口増加率ベスト５ (2005年調査比較)
市町村名
増加率(％)
1
長久手町
12.7
7.1
2
日進市
3
常滑市
7.0
6.8
4
みよし市
6.6
5
幸田町

幸田町の人口は、増加率では県内
幸田町の人口は、増加率では県内
5番目で人口が増加しつづけていま
5番目で人口が増加しつづけていま
す。また本町の高齢化率（※）は、
す。また本町の高齢化率（※）は、
全国、県平均より低い方ですが、
全国、県平均より低い方ですが、
今後、少子高齢化の影響は例外で
今後、少子高齢化の影響は例外で
はありません。
はありません。
少子高齢化問題
2025年には
高齢者1人を1.8人
で支える時代に

2010年国勢調査によると県の人口
は、05年の前回調査より15万人増
加し408,499人。人口増加率では、
2.1%と過去最低となりました。

幸田町役場のロビーの表示板
（2011.07.01）

※高齢化率：65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合のことをいい 日本の高齢化率は、1935年の4.7％
が過去最低でした。その後、出生率、死亡率の低下、少子化等の要因より、高齢化率は上昇し続けています。
高齢化率比較（%）
（２０１１年1月1日現在）

「くらしの相談」

直接電話でもお気軽に！

地域での困りごと、町政に対する ご意見・ご要望等、お気軽
に 「さこう弘康 くらしの相談室」 をご利用ください。
連絡先（事務所）TEL：0564-56-7727 Fax：0564-56-7918
ホームページは「さこう弘康」で検索してください。

さこう弘康

検索

メールもご利用ください。

※お願い：町政レポート配布するにあたり、氏名や住所の間違い、変更がありましたら上記までご連絡ください。

