蟹江中学校屋内運動場
（体 育館 ）は、昭 和 年 に
建 設され 、建築 後 年 を経
過して 老朽化 が著し く、平
成 年に耐力 度調 査を実 施
し たとこ ろ、危険 建物 と認
定 され 、増改築 が 年 度内
に行われる事になりまし
た。 建築後 は避難 場所と し
て も利用 可能に なりま す。
総工費は約７億６千万
円。こ の予算 は国の 方針 に
より 、 年 度予算 に繰り 入
れ られて います 。なお 、建
設資金 は国の 補助金 （約９
千３ 百万）を 引いた 全額 が
町債 で賄 われてい ます。
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１８

３月定 例議会 は、町 長の
所信表 明、そ れに対 する各
派の代 表質問 が行わ れ、議
会は の議 案を可 決、決 定
し ま し た。 主 な議 案は ①
年 度の 補正予 算、 年 度予
算の審議。②蟹江町安全な
まち づくり 条例の 制定。
③蟹江町議会委員会条例の
一部改正。等でありました。
年 度の 一般会計 予算 は
億９千 万円で 、前年 度予
算 より８ ％減と なって いま
すが、 これは 蟹中屋 外運動
場の 予算を 、 年度 に前 倒
しを した 結果で す。
又、公 債費 （地方債 の元
利償還 費）は 約５億 ６千万
円で、歳出総
額 の ７％ と な
って います 。
この公債費
は年々増加し
ていく事が予
想され、一層
の行財政改革
が必要となっ
ています。
その他、８
つの特別会計
を含め、１５
４億円余の予
算が組まれて
い ます。

その 他、可 決さ れた議案
と して
☆蟹江 町乳 幼児医 療費支給
条例 が一 部改正 され、 小学
校６年 まで、入院費一部負
担金の助成が拡大されま
す 。（ 町 長 の 公 約 か ら 、 先
ず入 院だけ を助成 し、 年
度 には通 院費を 含めた 拡大
を 検討 ）

髙阪 康彦

漸 く、春ら しい気 候に な
り、 桜の便 りも聞 かれる 頃
となり ました 。日頃 は応援
を戴 き有難 うござ います 。
さて、春 は出 会い、 別れ
の シーズン でも ありま す。
議会 終了毎 に、発 行して い
る「 まるい 通信」 も 号 と
な り、早 くも４ 年の 月日が
流 れよう として います 。
そ れは、 議員任 期の終 了
年 となり、 皆様 から、 成績
表 を戴く 年とな りまし た。
まだ まだ経 験不足 で戸惑
う事も多 々あ ります が、少
し は自信が 出来て 来た よう
に思いま す。 この間 の一番
の 出来事 は同じ 会派の 横江
氏が 、町長に 就任し た事 で
有ります。直系会派として、
い ろいろな 意見 を具申 しつ
つ 、町長 を支え て行か なけ
ればな りませ ん。そ の為に
は、 成績表 が良く ないと 進
級 出来ませ んの で、尚 一層
の応援 を、伏 してお 願い申
し上げ たいと 思いま す。
裏面に「髙阪康彦事務所」
の開設の案内をしていま
す。お立 ち寄り 戴け れば、
幸甚 に存じ上 げます 。
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２０

代表質 問は、 ６会 派６氏
が質問 し、 私は清 新ク ラブ
を代表 して、 町長 の所信表
明より、①町債に対する考
え方は。②「かにえ活き生
きプラ ン 」 から その具体
的施 策は。 長寿会 送迎 バス
について配慮を。③本町児
童 館が移 転し たとき 、現児
童館 の利用 として 学童保 育
の場所に出来ないか。④ゴ
ミ減 量の啓 蒙活 動やそ の為
の施 策は 。資源 ゴミの 回収
回数を増やせないか。⑤団
塊の世 代を町 の臨 時職員と
して 、雇用 出来な いか 。等
を 質問し ました 。
詳 しく は後援 会のホ ームペ
ージ にアク セス。 一般 質問
のコ ーナー をご 覧下さ い。
質 問の原 稿を読 む事 が出来
ます。
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伊東市役所にて

服部康 彦
議会事務局長 松岡英男
（ 敬称略 ）

主(な異動は次の通り )
加賀 松年
会計管理者
水道部次長 大河内幹夫
上 田正治
消防長
総務部収納課長

４月１ 日付け で職員 の人
事異 動があり まし た。

「健 康、観 光、改 革」の
３ つのＫ をキー ワード に
国から地 方への ３兆 円
市 政運営 に取 り組み、 市
全員協 議会で は、主 に、
規模 の税源移 譲に伴 い、
民の 健康増 進、市の 観光
①全国都市再生モデル調査
個人 住民税 の所得 割の税
振興 、行 財政改革 を推 進
に つ い て 。（ 蟹 江 高 校 活 用
率 を一律 ％（ 県民税 ４
し、早 くも大 きな成 果を
に関す るア ンケー ト調査の
％、町民 税６ ％）の 税率
上げ ていま す。当町 も昨
の集計結果報告）②金属類
に 改 正 さ れ ま す 。。 平 成
年 月 に 、「 足 湯 か に え
が 積み 上げら れた家 屋に係
年 ４月１日 から適 用。
の郷 」
をオープンする等、 る経過について。③機構改
（一般的に所得税（国税） 温泉の町蟹江をアピール
革につ いて（ これは 民生部
は下が ります が、そ の分
して 、観光 に力を 入れて
を５ 課から ６課 に改変 。健
個人 住民税 は高く なりま
いま す。 市の観光 担当 の
康 保険法 の改正 によ り事務
す 。トータ ルで は同じ 税
方 から、 温泉 に関した 様
量が増加するため）④町立
額 となり ます。 表参 照）
々な情 報、苦 労話を お聞
西保 育所増 築工事 につい て
※所得 税は、 １月よ り徴
きし ながら 、当町 の現状
⑤蟹江町国民保護計画の報
収さ れます が、住 民税は
を 話し、 有意義 な意見 交
告について。⑥町税、介護
６ 月から 、徴収 が始ま り
換 が出 来まし た。伊東 市
保険料 、水道 料金 の不納欠
ます 。
徴収時 期の違 いで 、 の改革 がその まま当 町に
損処分 につ いて、 等が話し
重税 感を感じ ますが 、合
は当 てはま りませ んが、
合 われま した。
算す ると前 年と同 じにな
そ の考え 方は、 将来、 観
☆ 議会 同意事 項
ります。（定率減税を無視） 光行政の参考になると思
工藤 健三教 育委員 が辞職
います 。
する ため、 石垣武 雄氏（ 前
学戸 小学校 長）が 教育 委員
に 任命さ れまし た。
１９

去 る、２ 月 日 、清新
クラブ と フ ォーラ ム合
同で 、観光 事業の 勉強の
為 、静岡県 伊東 市（人 口
７万５千 人）を 、視 察研
修し ました。
伊東 市は、 国際観 光、保
養 都市と して発 展して き
ましたが 、団 体から 個人
へと 観光スタ イル が転換
する 中、来 遊観光 客が 激
減 しまし た。そ のため 、
１３
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陽 春の候、 後援会 の皆 様
には益々 ご健 勝のこ とと存
じ 上げま す。
さ て、左 記の通 り、 後援
会 事務所を 開設 致しま すの
で、お 気軽に お立ち 寄り下
さ います よう、 ご案内 申し
上げ ます。
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表１． 税源移譲後の個人住民税

表２． 所得税・住民税の合算税率表

