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本年もよろしく
お願い申し上げます

議会報告
議会報告 12月定例会
12月定例会 主な議案
主な議案

皆様には日頃より格別の
ご支援・ご協力を賜り︑
心より感謝申し上げます︒

政権交代も実現し︑自己決定・
自己責任の﹁地方主権﹂時代が
本格化してくるものと思います︒
これに伴い地域住民を代表する
地方議会の役割は今まで以上に
高まるものと考えています︒
﹁さらに住みよい魅力ある幸田
の町づくり﹂に向け︑一層の努
力をして参ります︒
幸田町議会議員 酒向弘康

「DECOウォーク幸田」 10月31日 幸田中央公園

単行議案9件、補正予算関係2件の計11件が
上程され、原案どおり可決されました。

●障害者地域活動支援センター設置および管理に関する条例の一部改正について
●障害者地域活動支援センター設置および管理に関する条例の一部改正について
○身体障害者福祉センターつどいの家、福祉授産所つどいの家に現在建設中の授産施設
○身体障害者福祉センターつどいの家、福祉授産所つどいの家に現在建設中の授産施設
を合わせ、障害者自立支援法に規定する事業を行う施設として位置付ける。
を合わせ、障害者自立支援法に規定する事業を行う施設として位置付ける。
【新施設は、作業所での作業と温室での花苗の育成を計画し、能力向上と就労支援を積極的に進める。】
【新施設は、作業所での作業と温室での花苗の育成を計画し、能力向上と就労支援を積極的に進める。】

●幸田町安全・安心なまちづくり条例の制定について
●幸田町安全・安心なまちづくり条例の制定について
○目的：安全・安心なまちづくりの推進について、町、町民および事業者の責務を明ら
○目的：安全・安心なまちづくりの推進について、町、町民および事業者の責務を明ら
かにし、犯罪防止と町民の意識を高め、安全に安心して生活することのできる地域社
かにし、犯罪防止と町民の意識を高め、安全に安心して生活することのできる地域社
会の実現に資すること。県内61市町村で47市町村が制定済み。
会の実現に資すること。県内61市町村で47市町村が制定済み。
【幸田町を取り巻く治安状況】
【幸田町を取り巻く治安状況】
・平成21年度における刑法犯の認知件数は全国的に減少傾向の中、愛知県では
・平成21年度における刑法犯の認知件数は全国的に減少傾向の中、愛知県では
増加しており、中でも西三河の増加が著しい。
増加しており、中でも西三河の増加が著しい。
・町内では自動車、部品狙いの窃盗、平成21年に入って空き巣の被害も増加。
・町内では自動車、部品狙いの窃盗、平成21年に入って空き巣の被害も増加。
・町内外でも凶悪事件が発生している。
・町内外でも凶悪事件が発生している。

●土地の取得について
●土地の取得について
○新駅駐車場および町道相見１号線用地を取得する。
○新駅駐車場および町道相見１号線用地を取得する。
面積：2万2,420平方メートル、取得予定価格：２億6,904万4,320円
面積：2万2,420平方メートル、取得予定価格：２億6,904万4,320円
【新駅予定地の西側の500台分の駐車場用地と駅ロータリーにつながる道路にあてる。
【新駅予定地の西側の500台分の駐車場用地と駅ロータリーにつながる道路にあてる。 】】
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平成21年度幸田町一般会計補正予算
平成21年度幸田町一般会計補正予算
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4億6,262万9,000円を追加し、本年度予算の総額を
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4億6,262万9,000円を追加し、本年度予算の総額を
132億5,422万7,000円とする予算案を、原案どおり可決しました。
132億5,422万7,000円とする予算案を、原案どおり可決しました。

一般会計補正予算
一般会計補正予算 主な内容
主な内容
中央小学校体育館改築工事・・・4億9000万円

中央小学校レイアウト

中央小学校体育館 完成予定図
●学校建設費 中央小学校整備事業
中央小学校体育館改築： 4億9,000万円

中央小学校体育館 完成予想図

J-ＡＬＥＲＴ

●総務管理費 安全対策一般事業
全国瞬時警報システム工事費： 220万円（県補助金）
全国瞬時警報システム・・・通称J-ALERT。緊急地震速報・
津波警報・弾道ミサイル等の有事情報を人工衛星を用いて
国から市町村等に瞬時に伝達するシステム。
今回は役場の総務防災課にその情報を受信するもの。
「地震がきます身構えてください」
今後は防災受信機や同報無線につないでいくことが課題。
（電波がデジタル波のため、現状のアナログ波設備の更新が必要）

●保険衛生費 予防接種事業
新型インフルエンザ予防接種費用助成金： 2,200万円
接種費用 １回目：3,600円 2回目：2,550円
（ワクチンは順次生産されるため、接種の優先順位が決められている）

●災害復旧費 道路橋梁災害復旧事業
道路災害復旧工事： 200万円

●農業費 農業振興一般事業
農業用廃ビニール適正処理補助金： 100万円
台風により被害のあったビニールハウスのビニールを廃棄する際の費用補助

●民生費 拡充子育て応援特別手当支給事業・・・廃止
前政権が打ち出した「子育て応援手当て」支給廃止に伴う経費5,151万円等を減額補正。

皆さんの納めた税金の使い方をしっかりチェックします。
− 2−

臨時会報告
臨時会報告−
−11月24日に会期1日の臨時の議会が開催されました。
11月24日に会期1日の臨時の議会が開催されました。
●幸田町の議員、特別職、職員の期末手当等の一部改正について
●幸田町の議員、特別職、職員の期末手当等の一部改正について
人事院勧告を受け、議員、特別職の期末手当、幸田町職員の期末・勤勉手当等の減額の議案が上程
人事院勧告を受け、議員、特別職の期末手当、幸田町職員の期末・勤勉手当等の減額の議案が上程
され、原案どおり可決しました。職員の期末・勤勉手当は12月が0.15ヵ月、来年6月が0.2ヵ月削
され、原案どおり可決しました。職員の期末・勤勉手当は12月が0.15ヵ月、来年6月が0.2ヵ月削
減されます。影響額を平均で見ると、41歳で配偶者と子ども2名の場合、年間16万2,000円の減額
減されます。影響額を平均で見ると、41歳で配偶者と子ども2名の場合、年間16万2,000円の減額
となります。
となります。

期末手当および勤勉手当削減額
6月期

職名

12月期

計

期末手当削減額 勤勉手当削減額 期末手当削減額 勤勉手当削減額 期末手当削減額 勤勉手当削減額

議員(16名)

1,089,675円

-

726,450円

-

1,816,125円

-

町長

163,125円

-

108,750円

-

271,875円

-

副町長

134,850円

-

89,900円

-

224,750円

-

教育長

104,400円

34,800円

69,600円

34,800円

174,000円

69,600円

職員

17,770,281円

5,864,863円 11,813,682円

5,911,386円

29,583,963円

11,776,249円

計

19,262,331円

5,899,663円 12,808,382円

5,946,186円

32,070,713円

11,845,849円

削減総額
削減総額
4,391万6,562円
4,391万6,562円

幸
幸田
田町
町長
長へ
へ要
要望
望書
書を
を提
提出
出((1100月
月2266日
日))
10月26日、幸田町役場において連合中地協※の直塚代表から近藤町長へ要望書が提出されました。私も組織内
議員として同席をさせていただきました。代表は「組合員はもとより、広く勤労者や町民全体の生活向上と地域
の発展に向けた町政の推進、および平成22年度の行政予算へ反映してくださるよう要望申し上げます」とご挨拶
され、要望事項の説明と意見交換会が行われました。

＝要望書の主な内容＝
１．中小企業政策
(1)雇用の安定と創出
(2)労働環境基盤整備

3 ．仕事と生活両立支援策

4 ．まちづくり政策
(1)安全で安心して暮らせるまちづくり
2 ．環境・エネルギー政策 (2)防災機能強化と災害に強いまちづくり
(1)低炭素社会の推進
(3)安心できる地域医療の充実
(2)循環型社会の確立
(4)人に安全でやさしい交通体系整備

直塚代表から近藤町長へ

「核兵器廃絶1000万署名」街頭活動に参加(11月11日)
「核兵器廃絶1000万署名」街頭活動に参加(11月11日)
東岡崎駅前で連合中地協※の催す「核兵器廃絶1000万署名」の統一行動に参加しました。
未だ世界中に約2万1,000発もの核兵器が存在しており、人類の脅威となっています。核兵
器廃絶は地球市民の願いであり、核兵器のない平和な世界を築くために国際世論を盛り上げ
ていかなければなりません。
連合は、その最大の活動として核兵器廃絶を求めて、2010年2月末までに1000万署名活
動を全国的に展開。署名は4月に日本政府に提出し、5月には核拡散防止条約（NPT）再検討
会議開催時に国連に提出します。 帰宅を急ぐ時間にも関わらず、多くの通勤者や高校生にも
署名をしていただきました。

東岡崎駅前にて

※連合中地協：連合愛知三河中地域協議会の略。幸田町、岡崎市、西尾市、幡豆三町の労組で組織する協議会
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「DECOウォーク幸田」開催(10月31日)
「DECOウォーク幸田」開催(10月31日)
平成21年10月31日９時から幸田中央公園にて、㈱デンソー幸田製作所主催、幸田町教育委員会後援の
「クリーン＆グリーン」をテーマに、今年も「DECOウォーク幸田」が開催されました。荻谷小学校と中央小
学校の2コースに分かれ、ゴミを拾いながらの「ウォーク」と各小学校の校庭で花の苗を植え、花壇づくりを
行いました。（平成20年は、深溝小学校・豊坂小学校の2校で実施されました。）
「参加者全員、集合！」

←「ゴミ拾い
ウォーク」

「花の苗植栽」
花壇づくり →

「参加者全員、集合！」

今回は「あいち森と緑づくり事業」※の一環の行事となり、10月末にも関わらず、汗ばむほどの秋晴れの中、
新鮮な空気を吸いながら、気持ちの良い汗を流すことができました。皆さん、お疲れ様でした。
※あいち森と緑づくり事業：平成21年4月より導入した「あいち森と緑づくり税」で森林や里山林、都市の
緑を整備・保全する等、様々な取り組みとする県事業。

新型インフルエンザワクチンについて
新型インフルエンザワクチンについて

新春駅伝・ファミリージョギング大会
新春駅伝・ファミリージョギング大会

町内の児童生徒の新型インフルエンザの感染状況
12月22日現在：1,265名/3,560名（35.5%）
年末になり、沈静化の兆しが見え始めました。
新型インフルエンザワクチン接種も始まっています。
重症化予防、死亡数減少を主な目的として接種さ
れており、優先的に接種する対象者を決め、優先順
に接種をします。（集団接種は行わない）
・1歳〜小学校3年生 ・・・12月7日から
・小学校4年生〜6年生・・・12月24日から
・中学生以上
・・・1月から
※お問合せ 健康課健康グループへ

「くらしの相談」

日時：平成22年1月24日（日）
※小雨決行、順延なし
開会式：午前9時30分から
受付時間：午前7時30分から
場所：幸田中央公園
●ジョギングの部（午前10時〜）2.4km
●駅伝の部（午前10時30分〜）
1チーム8人編成（合計10.89km）
参加資格：町内在住又は在勤者
（駅伝・区対抗の部は在区）
※お問合せ･お申込み 教育部生涯学習課へ

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。

町政レポート配布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いただけましたら幸いです。
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