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H20年7月吉日 幸田町議会議員 酒向弘康

こんにちは。「さこう弘康」です。日ごろのご指導、
ご支援に感謝申し上げます。議員として１年と３ヶ月
が経過し、一層の精進をしていくとともに、皆様との
信頼の絆を大切にしながら、生活者の声を議会の場に
届け、住みよいまちづりくを目指していきたいと思い
ます。今後ともご支援をよろしくお願いします。
「さこう弘康」のホームページ リニューアル！
もっと幸田町と私の活動を知ってもらいたい！
の思いからＨＰをリニューアルしました。
さこう弘康

と 検 索 して下さい。

http://www.hiro-sakou.com/index.html

更に見やすく親しまれるＨＰに改善をしていきます。ご意見をお寄せください。
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平成20年6月定例会は、6月4日に召集され17日まで開催されました。報告２件、単行
議案 6件、議員提出議案2件が上程され、いずれも原案通り可決されました。
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・幸田町税条例の一部改正について

「地方税法等の一部を改正する法律施行にともなう条例改正。」
・幸田町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について

「非常勤消防団員等に係わる基準を定める政令が一部改正にともなう条例改正。」
・幸田町国民健康保険税条例の一部改正について

「健康保険法と地方税法が税条例の一部改正にともなう条例改正。」
・幸田町営住宅条例の一部改正について

「町営住宅への暴力団の入居を制限するための条例の一部改正。 」

「安全安心、環境対策特別委員会」での発言（Ｑ＆Ａ）
「安全安心、環境対策特別委員会」での発言（Ｑ＆Ａ）
町町

さ こ う の 意 見
さ こ う の 意 見
Ｑ1：交通安全意識の高揚のための幸田町のホーム
ページでの事故発生状況のアップをどのよう
な形で進めるのか？

のの

答答

弁弁

A1：岡崎警察の情報を町のホームページに載せてい
く。町独自の数の集計は特に考えていない。
今後もできる限りの情報を掲載していきたい。

また、「事故多発地帯」の周知と安全運転啓
発を促進するページも開設を。
Ｑ2：不審者対応訓練は、今年は3校のみだが、全
校で開催をするべきでは？

A2：学校からの要望は、今年は深溝・荻谷・豊坂
小学校のみのため、この3小学校について実施
をする。

Ｑ3：青色防犯灯の設置された地区の反応と今後の
計画は？

A3：当初は、色に関しての問い合わせがあったが、
区長さんの説明等で理解してもらった。
今後は、対応していきたい。

町は、設置前に住民説明をすべきではなかったか?
Ｑ4：あいち地域安全緊急3ヵ年戦略
(H18〜H20)3N(ない)運動は、
今年最終年を迎えるが、これ
までの経過と成果、締めくく
りの年の活動計画は?

A4： 3N(ない)運動とは、｢犯罪にあわない｣｢犯罪を起
こさせない｣｢犯罪を見逃さない｣のこと。
刑法犯認知件数を毎年1万件以上減少｣を目的と
し、H18年は、4,155件、H19年は3,433件
と成果を上げた。今年も県民活動を計画し実
施していく。

議案質疑「幸田町営住宅条例の一部改正について
議案質疑「幸田町営住宅条例の一部改正について」の発言（Ｑ＆Ａ）
」の発言（Ｑ＆Ａ）
昨年の4月に東京都町田市で起きた暴力団員の銃の発砲・立てこもり事件を
契機に暴力団の入居制限をするための条例改正。「安全安心のまちづくり」
を推進するために大変有効であり、その観点に立ち質疑をしました。

「さこう弘康の質疑内容」

「町の答弁内容」

Ｑ1.「現状の入居状況と入居の審査方法の問題点は？」
Ｑ1.「現状の入居状況と入居の審査方法の問題点は？」

Ａ1.「現状、特に問題はない。」
Ａ1.「現状、特に問題はない。」

Ｑ2.「過去に暴力団員を含めたトラブルがあったのか？
Ｑ2.「過去に暴力団員を含めたトラブルがあったのか？ 」
」

Ａ2.「過去にトラブル事例はない。
Ａ2.「過去にトラブル事例はない。 」
」

Ｑ3.「施行後は入居申請者を、もれなく調べるのか？」
Ｑ3.「施行後は入居申請者を、もれなく調べるのか？」

Ａ3.「申請者をもれなく調べる。」
Ａ3.「申請者をもれなく調べる。」

Ｑ4.「現入居者についても調査をするのか？」
Ｑ4.「現入居者についても調査をするのか？」

Ａ4.「現入居者は、調べない。」
Ａ4.「現入居者は、調べない。」

Ｑ5.「契約書に暴力団員という文面を明記するのか？」
Ｑ5.「契約書に暴力団員という文面を明記するのか？」

Ａ5.「契約書に明記する。」
Ａ5.「契約書に明記する。」

Ｑ6.「暴力団組織を正確に確定することに問題ないか？」
Ｑ6.「暴力団組織を正確に確定することに問題ないか？」

Ａ6.「県警の協力を得て進める。」
Ａ6.「県警の協力を得て進める。」

Ｑ7.「憲法14条
Ｑ7.「憲法14条 平等原則等、問題事例も参考に推進を」
平等原則等、問題事例も参考に推進を」

Ａ7.「事例も参考に推進する。」
Ａ7.「事例も参考に推進する。」

働く仲間の代弁者･･･しっかりと耳を傾け、その声を代弁します。
働く仲間の代弁者･･･しっかりと耳を傾け、その声を代弁します。

今回から一般質問が、一問一答方式に変更になりました。
今回から一般質問が、一問一答方式に変更になりました。
今議会から一般質問は、新しく「一問一答方式」が
導入され、従来の「一括方式」との選択制となりまし
た。これは、従来の一括質問・一括答弁の形式から、
対面形式で何度でも再質問ができます。このことは自
分の考え方を深く掘り下げ、当局と意見を交わすこと
ができ、議論を深める良い機会となります。
また、途中からの傍聴でも内容が良くわかります。

政務調査費について

幸田町議会議場（傍聴席から）

(幸田町：月５千円→６万円/年間)

※政務調査費とは・・・
※政務調査費とは・・・
地方議会の議員が、行政全般にわたる政策や事務事業に関し調査したり、その結果につい
地方議会の議員が、行政全般にわたる政策や事務事業に関し調査したり、その結果につい
て住民へ報告などを行う経費として支払われている補助金です。
て住民へ報告などを行う経費として支払われている補助金です。
昨今、政務調査費の取り扱いについて、ニュースなどで取りざたされています。幸田町議
会議員にも「政務に関する調査研究のための費用」があります。そして全面公開が申し合わ
されています。
「さこう弘康」のＨ19年の政務調査費
「さこう弘康」のＨ19年の政務調査費
の収支報告は、報告書に、図書購入費
の収支報告は、報告書に、図書購入費
の領収書を添付し、議長宛に提出しま
の領収書を添付し、議長宛に提出しま
した。（2回/月発行の自治体情報誌を
した。（2回/月発行の自治体情報誌を

領収書

購入して、先進自治体の取り組みを勉
購入して、先進自治体の取り組みを勉
強しています。）
強しています。）

町民の税金を頂いている以上、
・いつ、何に、いくら使ったのか具体的に公開する。
・原則領収書の添付を義務付ける。
こんなことは、当たり前のことであると考えています。

＜一般質問（H19年9月議会）で、引き出した答弁が、実現！＞
深溝運動公園に
深溝運動公園にﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの「健康ﾍﾞﾝﾁ」が、設置されました。
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの「健康ﾍﾞﾝﾁ」が、設置されました。
【質問内容】Q･･･公園の健康遊具の設
置状況と子供、障害者、高齢者を考慮
したユニバーサルデザインの公園づく
りと、健康遊具の設置計画を当局に問
いました。

背伸ばしベンチ2基

【答弁内容】Ａ･･･今後の設置・整備は、
検討していく。
腹筋ベンチ2基
今年3月にオープンした深溝運動公園（愛称：つばきのさと公園グランド）にお越しください。
国土交通省の調査によるとは健康遊具は32.9％と遊具の中では、トップの増加率を示して
国土交通省の調査によるとは健康遊具は32.9％と遊具の中では、トップの増加率を示して
います。障害者、高齢者、子供までを考慮した、人にやさしく、おもいやりを感じてもらえ
います。障害者、高齢者、子供までを考慮した、人にやさしく、おもいやりを感じてもらえ
る、ユニバーサルデザインの公園づくりが、必要であると考え今後も拡大を訴えていきます。
る、ユニバーサルデザインの公園づくりが、必要であると考え今後も拡大を訴えていきます。
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坂崎小=1
坂崎小=1
幸田小=2
6月より携帯電話等へ電子メールによる緊急情報配信サービスが開始されました。 幸田小=2
中央小=3
中央小=3
配信の内容は、
荻谷小=4
①不審者情報や子どもに係わる情報。
荻谷小=4
②暴風警報発令などによる緊急下校。
深溝小=5
深溝小=5
③その他学校が必要と判断した緊急情報。
豊坂小=6
豊坂小=6
配信の手続きは、まずは、空メールを送り、
幸田中=7
幸田中=7
その後、返信されたメールにチェック、入力し
南部中=8
南部中=8
送信すれば登録完了です。
北部中=9
北部中=9
登録アドレス・・・kota○@mamail.jpです。
○に学校ごとの数字を入れてください。 （詳細は、各学校までお問い合わせください）

直接電話でもお気軽に！

「くらしの相談」

地域での困りごと、町政に対する ご意見・ご要望など、
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
(自 宅) Ｔｅｌ ：0564-62-6950
さこう弘康のホームページから、メールでもご利用ください。

さこう弘康

検索

