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世帯数／1,127世帯
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江府小学校新１年生

一般会計

前年対比１４３・

年度３月定例会は３ 月

日から

日までの

日間の

億１４００万円

平成
日程で開催された︒
本年度の一般会計及び特別会計予算・条例の制定・改正 等

％

議案が上程され︑慎重審議の結果︑原案通り可決された︒

一般質問は３名の議員が質問し︑文化の力を町政に・句碑の
建設について・江美砕石場の安全対策について・雪崩事故か
らの教訓・防犯カメラの設置・少子化対策で保育料の軽減と
億２千万円・プ

小中の教育環境整備等について︑活発な論議がされた︒
特に中学校の建設に過疎債等ふくめ︑ 約
ール移転に約１億６千万円の大型予算が組み込まれ︑庁舎等
調査特別委員会でも論議が交わされた︒
農業集落排水事業は︑杉谷地区が今年から事業が進み︑公
共的下水等インフラ整備ができあがっている︒
特に厳しい財政状況をふまえ︑議員報酬を削減して﹁少子
日全国植樹祭が開催され︑エコツーリズム国際

化対策・子育て支援﹂に充てて頂くよう決議した︒
今年５月
年を迎える節目の年でもあり︑地域

歳入

32

大会も秋に計画されるなど︑元気が出る取り組みも行われる︒
そして︑江府町発 足
振興券︵プレミアム商品券＋ ％︶発行も計画している︒

主な歳入は

歳出

国庫支出金
9.3％
県支出金
6.8％
億９４９０万円

７５８５万円

２億８４５５万円

２３１９万円

３億５９０５万円

３億０４０６万円

５億８１７３万円

５億３０２９万円

土木費
6.6％

行財政改革を進めると共に︑中電等企業の固定資産税の税
収・交付税を中心に増額の歳入予算を組み込んでいます︒
◎町税
８億１１４６万円
固定資産税 ６億７６３４万円内 中国電力５億６００万円 )
(
億６５００万円
◎地方交付税
◎国庫支出金
４億０００８万円
◎県支出金
２億９１０３万円
◎繰入金 ︵基金繰入金︶
１億１６０６万円
億０８２０万円
◎町債

主な歳出は
財 政 健 全 化 を 図 り︑ 年 以 上 経 過 し た 中 学 校 建 設 に 大 型 予
算を組み︑少子化対策・住民福祉の充実・地域振興券の発行
等元気が出る予算組です︒

◇総務費
◇民生費
◇衛生費
◇農林水産業費
◇商工費
◇土木費
◇消防費
◇教育費
◇公債費
◇議会費

繰入金
2.7％
農林
水産業費
8.3％
６６０９万円

５億７８７４万円

14

22
11

平成25年３月末現在人口 3,353人
町民１人当たり180万８千円
世帯数：1,127戸
１世帯当たり：約538万円
町予算が使われる予定です。
町税
18.8％
衛生費
7.1％
教育費
34.7％
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一般会計＋特別会計
＝60億6,347万円
町債
28.0％

民生費
13.5％
公債費
13.4％
消防費
1.8％
商工費
0.5％

15

地方交付税
29.3％

分担金及び
負担金
0.5％
総務費
12.3％

60
50

12

12

10

その他
0.3％

12
98

議会費 1.5％

11

43
40
億８３０５万円
◎中学校校舎建設費
◎プール移転費
１億５９６４万円
◎特産品振興事業︵道の駅を整備する︶
３００万円
◎公債費償還金
５億７８７４万円
◎町道洲河崎下安井線改良
１億３００９万円
◎地域おこし支援事業
︵都市からの協力隊募集派遣︶５７３万円
１５０万円
◎地域振興事業︵ ％上乗せ商品券︶
◎３町衛生施設組合負担金
８８７４万円
◎がんばる地域プラン支援事業補助金
５５４万円
◎国民健康保険特別会計繰出
４１１８万円
万円
◎町政 周年記念事業︵記念式典︶
◎県道維持連携共同事業
６５７９万円
15

諸収入 1.4％
その他 3.2％

25
60

学舎中学校建設
教育の町未来へ!!
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2271万円

江府町 6525万円

2201万円

○在宅介護支援事業会計

日南町

2927万円

・利用者収入30％上積みで予算作成。

1931万円

『平成25年度主な事業』

○診療所事業会計

○老朽化した焼却場｢くぬぎの森｣･し尿処理場｢清化園｣

・黒坂二部診療所患者数の減少対応が必要。

両施設整備に重点を置き、各町の負担の軽減を図っ

4億1566万円

・「老健 あやめ」入所者の増員見込む。

１５７万円

6913万円

日野町 6645万円

▽住宅新築資金等貸付事業特別会計

・外来入院患者数の減少対策をする

４億５６０万円

平成25年度各町負担金

▽国民健康保険特別会計︵事業勘定︶

５億３６７５万円

２６７万円
５０９６万円
５１１１万円
７６１４万円

○病院事業会計

１月に県下市町村国民健康保険広域化支援方針が改定されて︑平成
たい︒
２億４０６２万円

年修繕の必要が出ていますが︑看護師確

▽国民健康保険特別会計︵施設勘定︶
江尾診療所が移転開設して

図る︒
▽介護保険事業特別会計︵サービス事業勘定︶
▽介護老人保健施設特別会計︵あやめ返済︶
▽後期高齢者医療特別会計
▽索道事業特別会計

１億９０４７万円

９７７６万円

３年前の雪崩事故の教訓を活かし引き続き安全・安心なスキー場を目指す

▽簡易水道事業特別会計
▽農業集落排水事業特別会計

５５４万円
８０９２万円

▽林業集落排水事業特別会計
▽特定環境保全公共下水道特別会計

９３５８万円

14億9560万円

○歳入歳出総額 5億77万円（対前年263.8％）

年度には制度改革が行われます︒国民健康保険運営協議会で議論をされ

27

地域包括支援センターが中心で︑施設・在宅介護等各事業所の連携を

▽介護保険事業特別会計︵保険事業勘定︶

保の必要性に迫られています︒診療所の運営体制を含め検討されたい︒

13

▽江尾・神奈川・米沢財産区特別会計

・磁気共鳴診断装置（ＭＲＩ）更新 1億円

☆くぬぎの森《ごみ処理》☆清化園《し尿処理》

日野病院組合議会H25年度予算
日野町江府町日南町衛生施設組合H25予算

○介護老人保険施設事業会計

た予算組となっています。

(15会計)

特別会計
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総額17億4,938万円
（対前年比 2,586万円増額）

年３月
日までの

日から

監査委員再任
平成
年３月

議会改革調査特別委員会
平成 年３月 日

・敷地内山側に防災壁

)

庁舎等調査特別委員会 ︵中学校建設︶
平成 年３月 日

前回委員会以降の進捗

・太陽光発電 (ｋｗ
・全教室冷暖房完備

︻施設について︼

校
※舎と町体育館の１階
からの渡り廊下でつなぐ︒

状況について調査した︒

費節減対策を講じる必要があり︑平成 年４月から５

１階には２００人収容の

議員報酬について議論を重ね︑行財政改革による経
％削減を決めた︒削減した報酬は﹁子育て支援﹂に充

町費

億７１０万円

︻財源について︼

てる事を決めた︒

ついて︑１月 日・２月 日に審査会を開催し調査し

ン教室が整備される予定︒ 過疎債

多目的ホール・音楽室

20

国費 ２億２８７８万円

町議会議員として永年

た︒調査の結果︑平成 年４月 日明徳学園入園式で

陳情の審査結果

平成
４年任期です︒

25

３階には図書室・パソコ

議会政治倫理審査会報告

にわたり︑地域の振興発

の日野尾優議長の発言は江府町議会政治倫理条例第１
よる影響力を不正に行使して︑自己の利益を図ること
がないように﹂という文言には抵触しないと判断する︒
また︑﹁署名妨害ともとれる発言﹂に対しては選挙管
理委員会での判断とし︑当審査会では審査は行わない
事とする︒なお︑今後今回のような事案は議会内での
審査をいただきたい︒
継続審査

生活保護基準の引き下げをしない事の 鳥取県生活と健康
趣旨採択
意見書提出を国に求める陳情
を守る会連合会

新課名

◇企画政策課 企画財政課

旧課名

江府町課室
設置条例一部改正

４３５５万円

10

趣旨採択

生活保護費の基準引き下げをしないよ 鳥取県社会保障
推進協議会
う国に求める意見書提出の陳情

調査結果
平成 年１月 日議長より調査請求があった案件に

展及び住民福祉の向上に

条﹁人格と倫理の向上に努め︑いやしくもその地位に

全国議長会
自治功労表彰
︵在職 年︶

15

趣旨採択
安倍内閣にTPPへの参加断念を求める 農民運動
意見書提出を求める陳情
鳥取県連合会

25

尽力され︑功績を讃え表
彰されました︒

26

審査会の結果報告を受け︑議会改革特別委員会で継
続して︑調査する事を決めた︒

◇社会教育室 社会教育課

︵教育委員会︶

推進課

◇産業振興課 奥大山まちづくり

◇町民生活課 住民課

← ← ←

支援﹂に充てる︒

議員報酬の５％削減を﹁子育て

め︑５％削減を決めた︒

行財政改革による経費削減のた

条例

償に関する条例の一部を改正する

江府町議会の議員報酬及び費用弁

議員提出議案

←

25

25

25

29

19

18

15

15

18

30

不採択
全国年金者組合
鳥取県本部
年金2.5％削減中止を求める陳情

15

24

審議結果
提出者
名
件

砂原 和省氏
越峠恵美子氏
上原 二郎氏
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昨年まであったに
こにこ事業は︒

各課で総括され︑
継続する事業﹁ホ

金﹂他４件７５万円が予

ットサロン地域支援補助
今年度から始まる

めて武庫地域を福祉地域
老人センターは指定管

に考えています︒
理へ検討中です︒

今年度の主な固定

町民生活課

算化されている︒

事業は︒
町内に移住してい

都市部から江府

地域おこし協力隊

一般会計
企画政策課
江府中学校の建設
予定が発表になっ

ているが建設工事はいく
をする事業で︑１年更新

ただき︑農業のお手伝い

中学校建設は 億
の最長３年計画です︒

らかかるか︒
５０００万円︑プ

てきているが対応
緊急通報設置世帯
は現在何件か︒
軒で設置︒

生活保護受給者に
ついて︒

資産税は︒

総額６億７６３４
万円で主な事業所

の予定額は︑
中国電力㈱
５億６００万円
㈱グリーンステージ
４９７万円
サントリープロダクツ㈱
４５００万円です︒

農 林 課
奥大山ブランドに
ついて︒

今年度から﹁奥大
山米﹂を含め︑町

定数の削減に向け

については︒

農業委員会の定数

農業委員会

い︒

て検討して行きた

昨年の遊休農地調

新しく道の駅の建

産業振興課

るが︒

設が予定されてい

県の事業として平
成 年度完成に向

け︑﹁みちくさ﹂との調
整も図りながら進めてい

南大山展望台の観

査の結果と対策は︒ きます︒
解消されたが
あり

岡野農園の遊休農地の利

全体では

ド化に力を入れていきま
用に期待もあります︒

が農産物を中心にブラン
す︒

がん予防対策につ
いて︒

住民健診を図り︑
早期発見に努めま

す︒武地医師と検討をす
すめたい︒

奥大山スキー場管理課

安全︑安心のスキ
ー場についてどう
安心︑安全は最大

考えるか︒
の課題であり雪崩

教育委員会
教育委員会として
の今年度の方針を
中学校建設に向か

改めて伺う︒
って本格的に取り

26

ール移設費１億５０００
万円を考えている︒

買い物弱者が増え

福祉保健課

は︒
訪問移動販売車に
運行費等 補助を

だしている︒県と町でも
体制づくりを検討してい
きます︒
社会福祉協議会の
移転は︒

33
ha

みちくさ
光案内板の設置は
どうするのか︒
早急に検討し実現
したい︒

組んでいきたい︒

周年記念として開催し

術展を米子美術館で本町

秋にはサントリーの美

リレー植樹「恵の森」

5.1
ha

Q
現在 名程度︒

防護柵︑監視カメラ︑パ
トロール具のチェック︑
研修などを行っています︒
スキー客も増え︑新しい
人にも来場いただき明る
い兆しも見えてきました︒

建 設 課
植樹祭会場の﹁恵
の森﹂へ通じる道
路の舗装修繕は︒
県に相談し︑早急
に対処したい︒

Q
A

Q
A
Q

Q
A
Q
A
Q
A
Q

現江府中学校
移動販売車

Q

A

たいと考えている︒

60

旧明倫小を考えて
いる︒あやめを含

15

A
Q

A

71

1/3

A

11

A
Q
A
Q
A

Q

A

Q

A

Q
A
Q
A
Q
A

審議
予算の
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地域へ健康調査の結果は
調査した地域の報告し︑
生活環境などの改善に役

病気の予防の為に食事や

住宅新築資金の滞

住宅新築資金の
滞納額は
納額は現在どの位

介護保険は
高齢化率が ％を
超えてきたが介護

者の状況はどうなってい
るか︒

医師２名体制に対

れている方が 名︑特別

５８人です︒施設入所さ

常に意識を高めていきた
い︒

第１リフトの現状

下水道の状況は

杉谷地区の農業集

れば︑今後は個別合併浄

落排水事業が終わ

化槽の設置が残るが現在

は︒

詳細に点検した結

ルを行えば当分は今のリ

する取り組みは︒

養護施設グループホーム

個別合併浄化槽に

の状況は︒

果︑オーバーホー

現在︑当町の 歳

フトを使えると判断して

現在︑鳥大医学部

に入所の方が 名︑在宅

修繕料の１２００

行っています︒費用は︑

区に説明し希望があれば

ついては︑対象地

万円の中身は︒

います︒

以上の人数は１３

より医師を派遣し

診療所の状況は

立てています︒

あり︑又その対応は︒
最終償還は平成
年であり総額１６

６０万円の内約９６０万
円が滞納金です︒徴収に
は直接滞納者のところへ
出かけ少しずつでも収め

リフトのモーター

主なものは︑第２

ただ個人負担は公平を期

５人槽１００万円位です︒

て頂き︑患者数の増加に

おり合計で介護認定者は

の方が１６９名となって

す為︑ 万円としていま

施設入所者が増加してお

５０万円です︒

のオーバーホール７００

対応しています︒今後は︑

す︒
５億１５５０万円で昨年

今年度の保険給付費は

２９２名となっています︒ 万円︑圧雪車の修理費４

大医学部の体制もあり平

度より３６６０万円増加
今年度に１４００

り今後もこの傾向が続く

雪崩等事故に対す

索道事業は

と考えています︒

万円の医療機器の
購入が計上されているが
その具体的な中身は︒
主なものは血液分
析装置４９３万円︑
心電計４３０万円︑心臓

る体制は︒
雪崩対策として︑
雪崩防止柵︑監視
カメラ︑パトロール員の
チェックなど行い︑万全
の態勢を取っています︒
今後も︑研修などを積み

27

てもらよう納税に努めて
います︒

Q

常勤医師の２名体制が必

成 年ぐらいに実現した

しています︒この要因は

要と考えていますが︑鳥

国民健康保険の基

いと考えています︒

国民健康保険は
金はどうなってい

るのか︒
現在約１億円あり
ますが平成 年度

に約７３００万円取り崩
す予定です︒平成 年度
に広域連合になると予想
され︑その時点で基金は

その他︑小さなものを合

除細動器１５７万円です︒
昨年行った地域の

わせて予算化しています︒

なくなります︒
健康調査の結果は
どのように活用している
か︒
鳥大医学部保健学
科により行われた

Q

A

40

65

Q

A

Q
A

Q

A

奥大山スキー場

27

Q

A

25

27

A

77

16

Q
A

31

Q
A
Q
A
Q

A
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特別会計

実施されたい︒
町内外に速やかに情

報の提供をはかるため

ホームページ︑防災無
線を十分に活用された
い︒
企画政策課
地域おこし支援事業
として︑都市地域から
町内に移住し農林業︑
環境保全活動に従事す
る協力隊員募集︒３年
を限度に支援する新規
事業により農林業の高
齢化︑後継者不足に明
るい兆しが見えるよう
期待したいものです︒

現行の町営バスは︑

町民生活課
町民の生活の利便性に
役だっているし︑利用

者も増えている︒栗尾︑
美女石地区にも交通の
利便性を検討されたい︒
特に︑通学児童がいる
ので︑早急に対応され
たい︒

も生活困窮者の実態を

傾向にあります︒今後

住民健診率１００％

把握し︑自立促進に︑

福祉保健課

を目指して︑住民の健

農業従事者の高齢化

農林課

より一層努められたい︒

南大山基幹農道開通式（柿原地内）

康と予防に努められた

江府町でも年々微増の

国的にも増えており︑

生活保護世帯は︑全

い︒

(1)

(2)

予算特別委員会

(2)
アンケート結果により

地籍調査は各集落の

参 考 意 見
平成 年度江府町一般
会計予算は︑ 億１４０
０万円で︑平成 年度予
算額より１４３．３％増︑
金額にして 億４００万
円増となっている︒新規
事業の大きなものとして︑
中学校校舎建設︑町民プ
ール移転があげられてい
る︒
秋には︑町制 周年記
念行事も計画され︑また︑
全国植樹祭の開催等︑町
あげて取り組む大きな行
事︑事業もあり︑各事業
の実施に一層の努力をお
願いいたします︒
総務課
町制 周年を記念し︑
秋には記念式典やまた︑
されているようですが︑

それに伴う事業も計画
町内外のＰＲを努力さ
れたい︒

により︑農地を守るこ

とが困難な農家が増え

ている実態から農業公

社の強化︑がんばる地

域プラン等︑新規就農

者の確保︑集落営農の

組織づくりに一層努力

されたい︒

山腹水路の災害を防

ぐ適正な管理ができる

よう︑水路改修に努力

されたい︒

有害鳥獣駆除事業︑

経営所得安定対策事業

等︑農業︑農村を守る

事業が予算化されてい

るのが目立ちます︒よ

り効果的な事業となる

よう一層努力されたい︒

平成４年から 年か

皆に愛される道路とな

予定ですが︑事故なく

４月供用開始される

いに完成︒

︵宮市〜根雨原︶がつ

かった南大山基幹農道

20

13

(1)

(2)

(3)

43

24

60

(3)

25

60

(1)

(1)

(1)
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一般会計

スイカ︑奥大山コシヒ
域おこしの新しい拠点

うだが︑商工観光と地

特別会計

いる環境に対応するた

児童・生徒の置かれて

費の抑制に努められたい︒

康調査結果を生かし医療

より行われた︑地域の健

鳥大医学部保健学科に

国民健康保健
︵事業勘定︶

めの支援を行うスクー

不登校︑いじめなど

教育委員会

い︒

となるよう努力された

カリ等︑奥大山ブラン
ド開発に努力されたい︒
産業振興課
特産物直売所みちく

さの隣接地に︑平成

年度完成予定で︑県が
道の駅を整備されるよ
ルソーシャルワーカー
を今年度も引き続き配

本物に触れる良い機会

介護認定者の内︑在宅介

で約 ％となっている︒

入所者は 名︑グループ

る︒その内︑滞納分が約

１６６０万円となってい

９６０万円あり引き続き

ホーム入所者が 名とな

っている︒

回収に努められたい︒

索 道 事 業

今シーズンは︑前年に

比較し約８００万円増の

７２００万円の収入が見

込まれる︒来シーズンの

予算収入は約７６００万

ーネットのホームページ

円となっており︑インタ

平成 年が最終年度で

等により︑新規の来場者

願いします︒

き取り事業を行うようお

われる︒住民の要望を聞

は合併浄化槽の設置が行

排水事業は完了し︑今後

杉谷地区の事業で集落

農業集落排水事業

全の態勢をお願いしたい︒

を高め︑安全に対する万

るスタッフの意識や技能

又︑雪崩等事故に対す

れたい︒

を掘り起こすよう努力さ

ある償還金の残高は︑約

住宅新築資金等
貸付事業

努められたい︒

による在宅介護の充実に

医療や︑ホームヘルパー

診療所を中心にした在宅

増加すると予想されるが︑

今後とも施設入所者が

16

ることを願います︒
全国植樹祭︵５月

されたい︒

必要があるので︑検討

が悪く︑舗装・修繕の

典会場までの道路事情

周辺整備と併せて︑式

日開催︶の事業による

26

こんにゃく芋︑大山

26

ひなまつりコレクション見学

77

31

置され︑実態を早く改
善されたい︒

国民健康保健
︵施設勘定︶

であり︑多くの人に出

護者数は１６９名︑施設

共同で開催される予定︒ 内介護認定者は２９２名

40

かけていただきたい︒

21

老人福祉センター

小学校の教室に空調

診療報酬は前年より２

前より検討課題である医

設備を設置し︑よりよ

師２名体制を実現するた

４０万円減の１億７５７

中学校校舎建設と町

い環境づくりに敬意を

民プール移転事業が︑

めに︑鳥大医学部と協議

０万円となっている︒以

いよいよ始まります︒

を続けられたい︒

表します︒

教育環境整備と児童・
生徒のためにもよりよ
い学舎となるよう期待
したいものです︒

当町の高齢者数は１３

)
の一つとして︑秋には

５８人で高齢化率は ％

介護保険事業
保(険事業勘定
サントリー美術館所蔵

を超えている︒又︑その

町制 周年記念行事

の美術展が︑米子市と

60

(1)

(4)
(5)

(1)
(2)
(3)

(4)
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町政ここを問う
一般質問

文化についてど
う考えておられ
るか伺う

山秘書﹂もあり﹁たたら

文化﹂がひとつの記録と

して残っている︒文化を

テーマにして呼びかけて

みたい︒

同時に日野郡の機運を

たかめていただくことに

協力もお願いしたい︒

会では文化については話

今日まで日野郡の協議

化を句碑にしてはどうか︒

の誇りである︒十七夜文

十七夜はふるさと江府町

質問 ５００年の伝統の
文化の香る江府町をめ

し合われてこなかった︒

短歌︑俳句︑川柳を募集

者が訪れるようになって

ど日本固有の文化を含め

ざしながら︑﹁江府町で

話を聞き文化というもの

して︑一つの文化︑スポ

の生きがいづくりのため

た︑様々な文化に目を向

暮らして良かった﹂と町

を提案したいと考える︒

ット︑ゾーンを築いては

います︒

けて︑学習の機会づくり

民に感じていただけるよ

たたら文化などでは自主

に︑短歌︑俳句︑川柳な

と交流の場づくりに努め

う取り組んで行きます︒

どうか伺う︒

期政策で文化的思想︑文

政について︑同時に中長

今年度の予算では文化行

向けてみる必要を感じる︒

人国有の日本文化に目を

る︒こんな時こそ︑日本

が漂っていると表現でき

質問 今や日本は閉塞感

町の指定文化財が ヶ所

ます︒また町内には国県

与していると感謝してい

町の文化振興に大きく寄

りコレクション﹂は江府

ご尽力による﹁ひなまつ

文化協会のみなさんの

表し成果を上げている︒

座開講し︑文化祭等で発

ため︑日野郡によびかけ︑

日野郡で永く伝承する

出ている︒

しい文化人が日野郡から

堂︑大江賢治などすばら

亀鑑︑生田長江︑伊藤宜

感じる︒人物的にも池田

化をまとめて見る必要を

されているが旧日野郡文

ら製鉄の文化が掘り起こ

質問 今日野郡ではたた

べきか一つの方法として

七夜をどうＰＲしていく

いう話もありましたが十

す︒短歌︑俳句︑川柳と

しても大切な伝統行事で

十七夜は本町の文化と

奥大山古道保存協議会

共同会議の発言をのぞみ
たい︒

め努力したいと思います︒

みのある祭にしていくた

会等を通じ︑さらなる重

れるこの祭を︑実行委員

した︒多くの写真家も訪

は認識させていただきま

町長答弁

化力をどう活かす考えか

あります︒文化財保護審

本町から発信してはどう
豊かに潤して地域活性化

も古道の復活をしていた

か︒元気日野郡をめざし

法を検討︒運営していた

の原動力になってきたと

だき秋には数多くの参加

だいております︒

考える︒これからも町民

文化が町民の生活を心

町長答弁

議会で保存を始め活用方

本町でも下原重伴の﹁鉄

的に組織されてきたが︑

てまいりたい︒

町長答弁

文化行政について

幹啓
伺う︒

文化は町を地域
を豊かに潤し活
性化にも必要と
考えている

問
答

田中
公民館講座を年間 講

15
22

渓流探索
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交付税削減
影響は

雇用の場は

諸制度を利用して

雇用確保に努める

質問 地域の活性化の基

盤である商工業の安定的

産管財人は財産処分を行

て町長に所見を伺う︒

喫緊の課題で対策につい

成長と従業員の確保は︑

いその中から安全対策費

交換し取り進める

県︑関係者と情報

推移を見ながら︑県と町

になると思います︒その

順位を︑進めていくこと

Ｒ・大鉄と協議の上優先

フェア﹂に参加︒また︑

思いの中で︑﹁企業立地

は︑﹁西部は一つ﹂との

県西部地域の市町村で

砕石現場の安
心・安全は

江府町財政について
廃業施設の対応について
雇用の受け皿について

ながら利用したい︒ラス
パイレス指数は︑国家公
務員の給与削減に伴い︑

質問 江美砕石工業の現

の役割を考えていきたい

﹁鳥取県西部地域企業立

ます︒また︑国の経済対

については引き続き行い

の継続的に行うべき事業

フラ整備や医療福祉関係

上下水道等の社会イン

能な範囲の基金等の調整

出や変更がない限り︑可

すが︑よほどの大きな支

高は一時増える見込みで

しております︒起債の残

予算等で過疎債等を予定

学校建築や経済対策補正

について︑新年度で︑中

してまいります︒地方債

ルを行い︑注意喚起のた

安全確保のためパトロー

土地地権者の同意を得て︑

おります︒破産管財人や

落の方々と協議を行って

者の大鉄工業等と地元集

鳥取県を中心に一部地権

人﹂が選任され︑その後︑

昨年７月に﹁破産管財

てまいります︒

雇用確保に全力で推進し

業者安定的成長と町内の

しました︒今後も︑商工

た﹁地域振興券﹂を発行

ため︑プレミアムが付い

活性化と商工業者支援の

新年度事業として地域

整いました︒

村が支援していく体制が

出した企業も西部の市町

設し︑どこの市町村に進

地促進補助金﹂制度を創

町長答弁

措置がされることになり

況から安心・安全の確保

と思います︒

を捻出して︑県・町・Ｊ

質問 国の方針である交

ますが︑町は独自の給与

に対しどのような対策が

国から地方公務員給与の

付税削減要請に伴う影響

削減を国に先駆けて実施

考えられるか町長に伺う︒

過疎債等を利用

は︑臨時財政対策債の必

していることから︑引き

策事業も過疎債等を利用

め看板設置し︑地元集落

それに伴う交付税の減額

要と活用︑ラスパイレス

し効果的な事業進捗を目

で財政運営できると見込

町長答弁

指します︒臨時財政対策

には情報提供を行ってい
ます︒今後の動向は︑破

んでおります︒
バランスや調整を考慮し

債は︑様々な条件もあり︑

町長答弁

続き情報収集に努め︑必

減額が求められており︑

答 問

要に応じて対応して対応

して取組む

江美砕石跡地

指数との関連︑地方債の

答 問

英男
三輪
将来展望について伺う︒

答 問

奥大山スキー場管理課の充実を

防犯等監視・ビデオカメラの設置を

をしていく上で︑先生へ

の期待は大きく︑更なる

スキルアップをお願いし

たい︒町長・教育長の所

見を伺う︒

町長答弁

増えています︒来場者２

スノーボードのお客様も

つきましては︑
スキー客・

明等事故︑事件の解決が

町内でも盗難︑行方不

ずいぶん役立っています︒

の設置も多くて︑防犯に

教育環境整備を

保育料は国の基準額に

比べて低額となって︑４

万人︑７千万円以上の収

難しい状況です︒警察等

８０万円支援をしていま

益があり︑上向きに転じ

との連携を図って︑防犯

の図書費の補正も必要に

保育料の軽減化
は検討・教育の
まちづくりに取
り組む

化また幼児教育充実は必

が︑子育ての環境整備を

しっかりと論議をして︑

軽減化に対応したいと考

えています︒図書につい

ては︑学校・町立図書館

１月に鳥取市で放射性

いるが︑江府町が先駆け

高校まで無償化が進んで

親しみを持つ様に﹁英語

面から︑英語と外国人に

保育園の幼児教育的側

教育長答弁
廃棄物の不法投棄対策と

て無償化まで踏み込んで

で遊ぼう﹂を月１回２︐

要と考える︒小学校から

す︒無償化は宜しくない

ています︒これから広域

カメラ・ビデオカメラの

質問 少子化対策として

応じ︑対応していきます︒

保育料の軽減化と

連携を図る中︑奥大山古

設置は必要と思います︒

保育児童の保育料軽減

教育環境整備を

質問 雪崩事故から３年

道トレッキング等思考が

町長の所見を伺う︒

スキー場管理
課の充実を

が経過し︑スキー場管理

増えています︒職員体制

人定充実を
図る

課を設置して２シーズン

についても︑前向きに対

して県下市町村に 台が

はいかがか？図書館・図

物の不法投棄に対して︑

質問 県下で放射性廃棄

は申し上げられませんが︑

に︑いつ︑何台という事

の犯罪防止を含め︑どこ

ラ等数台です︒子供たち

国道の通行車輌確認カメ

っかりと連携の必要があ

は︑
小学校・中学校へとし

語を取り入れた保育学習

てですが︑保育園での英

･ 書費について検討された
い︒教育環境整備につい

かったと感じる教育環境

江府町で育ち︑学んでよ

教育に活かしていきます︒

しっかりと進め︑江府町

先生のスキルアップは︑

した︒
町内ではローソン

作り等︑人的増員をする

平井知事は予備費から支

ります︒中学校建設によ

お客様に来て頂く仕組み

携を以て進めていきます︒

時期ではないか︒町長の

総合的に黒坂署等と連携

整備またオフの時から︑

所見を伺う︒

出しても監視カメラの設
置を︑発表されました︒

います︒

づくりに力を入れていき
町長答弁
本年のスキー場運営に

特に都会では監視カメラ

り︑施設整備は出来てき

３時間行っています︒連

設置されることになりま

町長答弁
応したいと思います︒

％以上の伸びが︑みこ

設置について

答
をとってまいりたいと思

防犯等総合堤
に検討する

15

まれている︒奥大山を中
心に観光事業が広域化し︑
今１人では課の役割は果

ビデオカメラの

今シーズンは昨年より

問

富夫
川上

ます︒

答

ました︒保・小・中の連携

たせません︒スキー場の

問

を終えようとしている︒

問
答
10
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ひと言

例年にもまして創意工夫
を懲らして本事業に取り
組みますので︑事業協力
宜しくお願いします︒
)

年と聞いておりますので︑

本年は︑町政施行 周

ております︒

る事を目標に毎年販売し

んで頂き祭りを盛り上げ

りに関わる全ての人に楽

貫して女性部で行い︑祭

イン選定から販売まで一

から取組を開始し︑デザ

す︒本事業は︑平成６年

シャツ販売事業がありま

夜﹂協賛︑十七夜ティー

伝統ある夏祭﹁江尾十七

業と言えば︑５００年の

商工会女性部の看板事

地域と共に
楽しく活動
また︑
江府町︵奥大山

を町内外に積極的にＰＲ

献まちづくりを通じて地
域と共に自社事業を発展
させることが商工会青年
部である︒
この部会は︑在籍出来
るのは 歳まで︒日々忙
しく過ごし︑気づけば︑
残り２年で卒部である︒
これらの活動を通し︑
自らの成長と青年部の重
要さを感じる今日この頃︒
今では︑部員をまとめる
立場となり︑みなの先頭
に立って歩んで行くこと
の難しさを勉強中だ︒
活動は町内にとどまら
ず︑県全域そして日本全
国にわたる︒さまざまな
業種の人々と出会いふれ
あい︑仲間となり人脈が
広がることで︑一社会人
としてあるべき知識を学
び︑又経営者としての資
質の向上にもつながる︒
地元に根付いた事業を
行う上で必要な︑大切な
ことを教えてもらった青
年部に感謝すると共に︑
自らの経験で得たものを
これからの江府町を担う
部員へと繋いで行くこと
が私の務めであると思い
ます︒
40

する為の横断的機構改革
があったと聞きますので︑
官民連携とっての町造り
に︑女性ながらの観点で
町を盛り上げたいと考え
ておりますので︑女性部
事業に今後とも引き続き
御協力宜しくお願いしま
す︒

青年部活動を
通して

江府町商工会青年部
部長 安部秀樹

若き事業家として︑何
人にも侵されない自立し
た経営を確立し︑地域の
商工業を躍動させ︑地域
の一員としてその責任を
自覚すると共に先人の教
えに学びつつ未来に向け
た活力ある社会を創出す
る︒そして︑創造力と行
動力を生かし︑地域発展
の先駆者となり︑新しい
まちづくりの原動力とな
る︒
私がこの商工会青年部
の理念に賛同し︑入部し
て︑早十五年余り︒主な
事業は︑経営勉強会︑主
張発表大会︑町内事業な
どの活動だ︒これらの活
動を行うと共に︑地域貢

▼３月の平均気温が平年よ

り２度近く上回り︑観測史

上で一番早く﹁さくらの開

花宣言﹂がありました︒上

ノ段広場の桜も満開となり︑

いよいよ春本番です︒

▼デフレ脱却︑経済の再生

を推し進めるアベノミクス

で日本全体に春がやってき

たような感じがします︒し

かし大企業︑都市部だけが

潤うのではなく︑中小零細

企業︑地方国民全体が潤っ

てほしいと願うものです︒

▼我々議員の任期も３ヶ月

余りとなりました︒残され

た任期︑住民の皆様が安心︑

安全で暮らせる町づくりに

全力投球する覚悟でありま

す︒

川端雄勇
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