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８日に招集され︑会期を
日までの５日間と定め

今回の定例会には︑平
成 年度の一般会計補正
予算と特別会計補正予算︑
条例改正など 議案が提

町政について活発な議論

の議員が一般質問に立ち︑

９日の本会議では３名

しました︒

いずれも原案どおり可決

て慎重に審議した結果︑

議会ではこれらについ

出されました︒

13

を展開しました︒

充てたもの︒

りやめてこれらの財源に

により︑基金積立金を取

１５８９万円の減額など

いため補助対象とならず

壊し補助金が︑建替でな

り︑旧中学校体育館取り

が１５８８万円減額とな

除雪経費の国の交付金

４０００万円減額

財政調整基金積立金

●諸支出金

主な内容

一般会計

補正予算

億４７６２万円に

旧江府中学校解体

予算総額

一般会計２９１２万円減額

12

平成 年 月定例会は
26

て開かれました︒

12
26
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12月 定 例 会

39

日

不採択

我が国の安全を守るため
に必要な法律であり、その
運用についても十分配慮
していると考える。

趣旨採択

外傷性脳損傷の診断や法
律の改正を行い患者を救
済する方向性が出て来た
為。

第８回臨時会
月

する条例の一部改正︑議

提出のあった陳情は、12月定例会で審査した結果、以下のとおりとなった。

練等給付費が増

条例改正

新築工事請負契約の締結

条例の一部改正
給与に関する条例の一部

◎人事院勧告による職員
日までとする︒

改正︑常勤特別職および
荒田川の砂防堰堤工事

員報酬・費用弁償に関す

教育長の給与・旅費に関
に伴い︑土地約１６００

る条例の一部改正ほか

分について

０㎡︑立木１１４４本を

議案を承認・可決した︒

陳情の審査結果

●総務費
６３５万円減額
条例制定

４４３万円増額
▼江府町国民健康保険条

児童館改修取りやめに
よる︒

若者定住等総合対策補
助金として深山口と宮市

千円に増額するものであ

◎学校給食センター新築
工事３件
◎道の駅新築工事１件
補正予算
◎任期付職員人件費等
以上６議案を可決した︒

専決処分 補正予算

月１日

第９回臨時会

◎衆議員議員選挙費

日から平成 年３月

５０８万円

が整備された︒この施設

定期間は︑平成 年 月

てもらうものである︒指

を御机集落に指定管理し

として︑トイレや炊事場

る画家や写真家の休憩所

道や春から秋にかけ訪れ

旧御机分校は︑大山古

者について

▼旧御机分校の指定管理

そ の 他

行︒

る︒平成 年１月１日施

採用等に関する条例制定

◎一般職の任期付職員の

この条例は出産育児一

例の一部改正について

４９７万円増額

持ち出し取りやめによる︒

俣野福谷奥カゲの間伐

５９５万円減額

助金増額による︒

時金を 万円から 万４

●農林水産業費

●民生費
８７４万円増額
生活保護扶助費は医療
費増による︒
２２３万円増額

奥大山農業公社振興補

集落へ助成するもの︒

27

売買するもので価格は土
地約５００万円・立木約

理 由

軽度外傷性脳損傷の周知 軽度外傷性脳損傷
及び労災認定基準の改正 仲間の会
代表 藤本久美子
などを求める陳情

10
12

審議結果

「特定秘密の保護に関す 憲法改悪反対鳥取県
る法律」の廃止を求める 共同センター
代表 田中
暁
陳情

39

▼神奈川財産区の財産処

31

12

提出者

40

26

32

障害者居宅サービスの
増により介護給付費・訓

旧御机分校

27

３５０万円である︒

11

名

件

22
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月 日︑東京ＮＨＫ

ホールに於いて約１７０
０名の町村関係者の出席
で開催された︒来賓とし
て︑石破大臣をはじめ衆
参両議院の各議員の参列
をいただきました︒
大会議長に日野町の佐
々木議長が選出され︑
① 東北被災地の復興を
加速させる︒
② 町村が安定的な行財
政運営を行う為の税財源
を確保すること︒
③ ﹁地方創生﹂を進め

委託︑平成 年度から平

っている︒本年度は設計

ンター﹂への建替が決ま
た施設であった︒

気対策など環境に配慮し

最新の施設であり︑臭

成 年度にかけて建設の

方法で新設し︑本年から

そのため今回同じ処理

予定である︒

清化園は︑し尿処理施

第３回定例会

日野町江府町
日南町衛生
施設組合
議会報告
設としてスタートしたが
稼働している四万十町汚

◎職員の再任用に関する

日野病院組合
議会報告

下水道汚泥が増えたこと
泥再処理施設﹁若井グリ

全国過疎地域
自立促進連盟
第 回総会

月 日東京芝のメル

パルクで総会が開催され
た︒

過疎地域自立促進特別

措置法が本年から６年間

と老朽化により︑総事業

延長の改正がされ︑国の

ーンセンター﹂を 月

条例の制定︵ 歳定年職

費約 億円を見込んで新

である︒今回の改正で建

には大変ありがたい政策

予算として︑昨年より５

５０億円増の３︐６００

日〜

日に視察研修した︒ 員 )
・任期の末日は年齢 歳

億円となった︒過疎地域
３月 日以前

物の解体など利用でき︑

平成 年度歳入歳出決算

億７千万円を認定した︒

主な決算項目
衛生費

億円

億９千万円

火(葬場費等１億３千万円 )
可(燃ゴミ費等 億９千万円 )
消防費

公債費

詳しくは議会事務局へ 電話番号75−3307

27

に達する日以後の最初の

◎勤務時間︑休暇等に関

月 日

西部広域
行政管理組合

する条例の一部改正︒
に係る勤務時間について︒
◎職員の給与に関する条
例の一部改正︒
・ 歳を超える職員に係
る昇級抑制措置︵人事院
勧告に基づく︶
上程された議案はすべ
て可決した
第４回臨時会
◎職員の給与に関する条
例の一部改正︒
可決
◎日野病院事業会計補正
予算︒

億９千万円

あなたも議会を傍聴してみませんか

29

しい施設﹁汚泥再処理セ

16

45

当町の事業に活用したい︒

60

・再任用短時間勤務職員

65
可決

21

地方の意見に耳を傾ける
こと︒
④ 残された分権改革を
進め︑道州制の導入反対︒
⑤ 全国の豪雪地帯の振
興発展︒
以上の議案を満場一致
で承認・可決した︒

19

35

５

12

14

25 19

26

四万十町若井グリーンセンター視察

第58回町村
議会議長会
全国大会
11

11

11

65

31

55
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11

町政ここを問う
一般質問

町消防団全国
大会参加応援
のあり方は
町民を代表して議
員の皆さんに応援
をお願いした

質問 先般東京での全国
操法大会で準優勝の栄︑
誠におめでとうございま
す︒しかし︑議員全員の
応援予算を立てた事につ
いて︑明確に説明できる
よう伺う︒
町長答弁
先般の全国操法大会で
準優勝︑過去２回優勝の

給食センター
移転の理由は

組ませていただき︑費用
的にも 万円を切る出張
公費の支出です︒このあ
たりについては︑多くの
町民の皆さんのご理解が
得られると思います︒

給食センター
移転の理由は
Ｏ１５７発生以
降安全安心なド
ライ施設へ
質問 町長は老朽化のた
めと言われるが︑給食セ
ンター新築移転の見解を
伺う︒

小学校での放
課後活動と管
理体制は

放課後子供教
室で学習・交
流活動を

問

の皆さんに応援に出かけ

町民の代表である議員

と位置づけながら︑建物

は総合計画の中できちん

学校給食センター移転

あります︒

提供していくと云う事で

り替え︑安心安全な食を

湿式からドライ方式に切

いよう極限努力します︒

いて︑一般財源を使わな

疎債など使わせていただ

円は︑元気な交付金︑過

り届けています︒

防災情報センターまで送

下校時はバス乗り場の

流活動をしています︒
ていただいて︑町民総ぐ

の老朽化ではなく︑Ｏ１

費用の２億７千５百万

るみの応援姿勢を示すた

ども教室として学習や交

の指導のもと︑放課後子

委員︑コーディネーター

管理運営をし︑安全管理

し︑学校とは切り離した

象にランチルームを解放

うに︑希望する児童を対

で帰ります︒ご存じのよ

低学年は概ね３時のバス

職員が指導しています︒

陸上練習︑音楽練習等教

の一環として︑水泳練習︑

していません︒学校教育

小学校はクラブ活動は

教育長答弁

理体制について伺う︒

で行われているか︑又管

クラブ活動はどういう形

質問 小学校の放課後の

答

５７発生当初から施設を

町長答弁

みちくさとの交流給食会

江府小学校ランチルーム

幹根
竹茂
50

めに︑９月に補正予算を

歴史もあります︒

問

答

問
答
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一般質問は３人の議員が行い、町長の方針をただした

育や学術文化の振興に寄
与することを目的として
昭和 年に建設された︒

かボランティアガイドな

専門の職員を雇用すると

にして開館できる見込み

て︑資料館の開館を優先

討したいと考えています︒

が立った上で︑計画を検

どの育成を検討しなけれ
ばならないと考えていま
す︒

江美城跡の
公園整備は
民俗資料館
の開館後検
討したい

の一環としてこの民俗資

の生徒を対象に校外学習

えます︒又︑江府小学校

に観ていただくべきと考

境を整え広く町内外の人

図り︑常時公開できる環

ます︒展示内容の充実を

は︑現在閉館になってい

なった江府町民俗資料館

質問 昭和 年に開館に

ことはできますが収蔵物

いては︑館内を見学する

がか教育長の見解を伺う︒ 習による資料館利用につ

料館を見学させてはいか

や展示物について解説で

ろです︒小学校の校外学

けて再検討を始めたとこ

り︑昨年度から開館に向

い合わせや入館依頼があ

ら︑収蔵物についての問

すばらしさから県内外か

しかし︑休館後も外観の

現在は休館としています︒

がいないということから︑

る専門知識を持った職員

者の低迷と収蔵物に関す

行ってきましたが︑来館

外の希望者に随時開館を

平成 年度までは︑町内

の確保や案内看板の整備

やすいように駐車場用地

は︑町民や観光客が寄り

城跡を公園化するために

重要でありますが︑江美

公園化することは非常に

江美城跡を中心として

ますが町長の見解を伺う︒

致につなげるべきと考え

して整備し︑観光客の誘

資料館とあわせて公園と

または買い上げて︑民俗

が︑その一帯を借り上げ

もあると聞いております

現在江美城跡には私有地

整備について伺います︒

質問 江美城跡の公園化

民俗資料館の
開館は

民俗資料館は郷土を中

きる者がいない︒現状で

などの周辺整備が必要に

町長答弁

心とする文化財などを収

は学習の一環とはなりに

教育長答弁

蔵し︑この一部を公開展

開館に向けて
再検討

問

答

晋也
三好

なってきます︒従いまし

17 54

くいと考えます︒まず︑

答 問
示することで︑町民の教

江美城

54
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民俗資料館の開館と
江美城跡の公園化について

工業団地の
現状とゆくえ
ＪＡの育苗センタ
ーや公共事業の残

町長答弁
下蚊屋ダムは国営事業
で建設され︑大山の裾野
にある１市３町に灌がい
このダムには︑笠良台

用水を供給しています︒
地の雨水を集める本谷川
と細谷川が流れ込んでい
ます︒問題となっている
黒ぼくが雨によって流失

水質汚濁は︑笠良台地の

くことが重要と考えてい

しダムにたまり︑長期間

性の働く場が広がってい
ます︒ただ︑現実は厳し

下流域に流れ出てくると
いうものであります︒

いのが実情です︒
町では現在公共施設の

の中の黒ぼくを含んだ水

現在︑国の責任でダム

クトを設け検討しており︑

の状況調査を行っていま

在り方についてプロジェ
工業団地をどうするのか

す︒

土置き場に貸出し

質問 小江尾工業団地は

は︑用途変更も含めてそ

策は現在︑県と町のプロ

黒ぼくの流失を防ぐ対

企業誘致を目的に造成さ

たい︒

の中で方向を決めていき

の環境も悪化

れたが現在まで企業進出
がなく

農業公社の
経営状況は

して責任を感じています︒

自助努力が基本と考えて

いますが︑米価の下落等

厳しい状況です︒

農家の高齢化が進み︑

の請負希

協力させ試験ほ場を作り︑

す︒そこで岡野農場にも

はそれでも流失していま

と言われますが︑実際に

を３％以下にすればよい

ます︒ほ場整備して勾配

った構造改革が必要と考

存続して行く為に思い切

れている︒今後︑公社が

町の支援で何とか運営さ

しかし︑近年赤字が続き

方達に何とかお願いでき

の面積が

町内 名近くおられ︑そ

上受託しておられる方が

とって必要なものである︒ 社の経営を考え︑５ａ以

質問 農業公社は農家に

ないか指示しています︒

現時点で︑
下蚊屋ダムの

ある程度広い芝生の畦畔

えるが町長の考えを伺う︒ また︑地域おこし協力隊

財政支援も
限度

水質汚濁について

で食い止められないか試

などの制度を利用し︑経

ジェクトで取り組んでい

質問 下蚊屋ダムの水質

験しています︒いずれに

現在は︑ＪＡの育苗セ
ンター及び公共事業関連
の残土置き場に貸し出し
ています︒企業誘致は時

ェクトを組み調
査している

です︒この

望があります︒しかし公

代背景も変わり難しい時

汚濁によるとみられる︑

しても︑農家の声を聴き

農業公社の運営につい

たい︒

営改善に取り組んで行き

20

町長答弁

代になり︑町村の規模か

下流集落の水質汚濁が発

対応していきたい︒

て財政投資を含め︑町と

61
ha

県と町でプロジ

ら鳥取県西部地区で誘致

生したことへの因果関係

町長答弁
を考えるようになってい

答

後の対策について伺う︒

小江尾工業団地

について町長の見解を伺う︒

11
ha

英男
三輪
ます︒今後︑町内には女

問

問

答

問
答
して来ている︒現状と今

2.8
ha
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小江尾工業団地の現状とゆくえ

栽培してきた︒
平成 年に﹁誇りと意

極町認定農業者協議会が

ること﹂を目的とし︑京

︑平均売上高６

重要な課題となっている︒

２９人となり人口問題は︑

が︑平成 年には３︐２

口は６５００人であった

昭和 年合併当時の人

の事業所も雇用の場にな

オーターや京極製氷など

した︑北海道ミネラルウ

水を産業資源として活用

また︑京極ふきだし湧

して︑産業の育成・魅力

近隣にニセコや支笏湖が

観光・商業おいては︑

っている︒

ある教育・住宅政策を行

あり町営のふきだし公園

京極町では人口対策と

っている︒

には︑年間 万人が訪れ
ている︒

70

︿魅力ある教育﹀

京極町には小学校２校︑

京極町では︑平成 年

︿住宅政策﹀

の目標となっている︒

充実した学びが町づくり

ガンに住みやすさと共に

欲にこたえる﹂をスロー

﹁一人一人の学びたい意

の支援を行っている︒

て無料にするなど教育費

校・中学校の副教材を全

を作っている︒また小学

不便を感じさせない環境

高校が無いことに対して

徒に通学費の助成を行い︑

接する高校へ通学する生

ている︒高校は無いが隣

め細やかな送迎を実現し

ルバスの運行によってき

学校への通学は︑スクー

中学校１校があり古くか

概[要 ]
京極町は札幌市の南西

欲をもって経営の改善発

約 キロに位置し︑羊蹄
設置された︒農家戸数１

ら教育熱心な土地柄で︑

山のすそ野に広がる面積
００戸のうち︑ 戸が認

展に取り組むプロの経営

２３１㎢︑標高２３０ｍ
定農業者会員となってお

きょうごく

人口減対策・農業
の取り組み・道の
駅について

の町である︒日本百名山

り一戸当たりの平均耕作

町では独自の奨学金制度

の一つ羊蹄山からは︑名
面積

者としての自覚を高め京

水百選に選ばれた豊富な

千万円と大規模であり地

京極町

湧水があり町営の﹁ふき

域の重要な基幹産業とな

北海道

だし公園﹂など︑多くの

っている︒

を設けている︒また小中

観光客が訪れている︒

40

︿産業の育成﹀
京極町は︑羊蹄山のす
そ野にあり丘陵地となっ
ていることから︑水稲に
は不適であるが畑作には
適している︒その為︑開
拓当初から馬鈴薯︑小麦︑

京極町視察研修

道の駅名水の郷きょうごく

極町農業の発展に寄与す

14

23
ha

77

砂糖大根︑ニンジン等を

町民も対象となっている︒

する人が対象で移住者と

前提に町内で住宅を新築

度は５年以内に︑永住を

助を始めた︒この補助制

戸当たり１００万円の補

て定住する人を対象に１

から町内に住宅を新築し

25

37

26
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価格とし安く提供してい

スタートし１坪１万円の

また︑町の宅地分譲も
ルートとなっている︒

の玄関とした道南の観光

地があり︑千歳空港を空

人口減対策・
議会改革の取り組み
しらおい

白老町

︿人口減対策﹀

白老町の平成 年の出

生数は 人︑死亡者数は

３１６人で２３２人の自

人口減対策の一つであ

北海道
概[要 ]
白老町は︑苫小牧市と

る観光では︑現在年間約

物販施設の﹁名水プラ

が条件で︑これも移住者︑ ネラルウォーターやコー
室蘭市のほぼ中間に位置

る︒土地の購入から３年

ヒー︑コーヒーゼリー︑

然減となっている︒

町民共に対象となってい

１００万人が訪れている

館開設に向け︑近隣地域

ポロトコタンの国立博物

５㎢で東西に細長くのび

し︑人口約１万８千人の

宅地面積は約１１５坪
ギスカンなどを販売して

町である︒面積は約４２

となっており１００万円
ている︒町の面積の約

め平成 年度分譲８戸は︑

地が購入できる︒このた

には︑ほとんど無償で土

いった人気商品が目につ

品を見たが︑特にこれと

いう事である︒実際に商

円で︑収支はトントンと

年間売り上げは約１億

くない︒数々の名馬を輩

しく冬の積雪もあまり多

気候は穏やかで夏は涼

にあふれた街です︒

海︑川︑山と様々な自然

︿道の駅﹀
平成 年︑道の駅とし

もともと︑ふきだし公園

はあげいもやソフトクリ

人が訪れている︒ここで

あり最大の産業となって

また日本製紙の工場が

持ち︑世帯主が 歳以下

象は高校生以下の子供を

を補助するものです︒対

譲宅地の購入費用の全額

援事業﹂がある︒町の分

﹁子育て世代住宅建築応

特徴的な事業として

とのネットワークの形成

いる︒

完売となり︑平成 年度
かず︑途中立ち寄った道

出した有名な白老ファー

を目指している︒

は６戸を予定している︒
の駅
﹁望羊中山﹂
との差を

ている︒畜産が盛んで白

ムがあることでも知られ

て 名水の郷きょうごく
感じた︒ちなみに︑﹁望
｢
｣
羊中山﹂は︑中山峠の好
が登録され︑年間約 万

老牛のブランドで全国に

として古くから整備され

ームが人気商品となって

牛肉を出荷している︒

ていたが︑平成３年に物

観光では︑２０２０年

いる︒
に国立博物館開設が決定

いた︒

ザ﹂がオープンし指定管

したアイヌ民族博物館ポ

販施設として﹁名水プラ
として運営されている︒

ロトコタンが有名である︒

周辺には︑公園や展望
台︑遊戯施設︑温泉︑キ
ャンプ場︑パークゴルフ
場等多くの施設がある︒
近隣にニセコや洞爺湖︑

平成 年には 戸︑平

なる︒

移住者・町民とも対象と

用することが条件であり︑

あたっては町内業者を利

すること︑住宅の建設に

で２年以内に住宅を建築

45

成 年は 戸の予定とな

10

75

人の観光客が訪れている︒ 立地にあり年間４００万

パーセントを森林が占め︑

の補助を使えば︑実質的

﹁京極酒﹂などの特産品

ザ﹂は︑名水を使ったミ

25

やラーメン︑そば︑ジン

ポロトコタン（大きい湖の集落）

る︒

以内に住宅を建てること

80

25

内 万円は地元商工会の

っている︒土地購入費の

20

26

70

登別温泉など有名な観光

26

金となっている︒

商品券で支給し︑後は現

50

25

19
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財政赤字を抱えた為︑平

白老町は夕張市に次ぐ
を設置し取り組みが始ま

に関する検討小委員会﹂

年︑議会は﹁議会改革等

直し﹂が提起され平成９

成８年︑民間委員 名に
った︒

︿議会改革﹀

よる﹁白老町行政改革委

・第１次議会改革︵平成

のホームページ開設︒
各委員会で傍聴者との
懇談会を開催︒

ついて町内７か所におい

催︒

︵８人︶で町内８か所開

して 名から 名に削減

は二分していたが議会と

するため︑今までの常任

究し︑政策提言を可能に

町の問題を深く調査研

５．政策研究会の設置

て町民報告会を開催し町

することとした︒その際︑

委員会とは別に︑議員全

民の意見を聞いた︒意見

﹁町民・議会・行政の

議会機能の低下を招かな

３．白老町自治基本条

各常任委員会が所管事務

それぞれが策定部会を組

員で組織する政策研究会

経て︑最終的に一本の条

し︑町民への中間報告を

て条例の骨子素案を策定

団体との懇談実施など︑

開催︑分科会による各種

会報告会・懇談会の定期

任委員会﹂を設置し︑議

その１つが﹁広報広聴常

ここで行っている︒

に重要事項については︑

ついて扱う会であり︑特

会全体に諮るべき事項に

を設置した︒これは︑議

例の制定

議会改革に関する町民
調査として取り上げると

いよう︑仕組みを整えた︒

例とする︒﹂とした町の

策形成過程の段階から︑

意見懇談会を行いながら︑

織し︑役割と責任におい

協議を要請する︒

方針が出された︒

各常任委員会が地域に

議会

２．町民に親しまれる

出向き︑要望や調査を行

常任委員会の活動として

い終了後︑懇談会を実施

]

様々な議会広聴を行うこ

し議会を身近に感じても

⑴人口減対策について

にとっては︑存続のかか

ており︑特に地方の町村

人口減対策は︑今や国

革から︑常任委員会の不

った重い課題である︒昨

２．通年議会の導入

断の所管事務調査が重要

年の若者定住に続き︑今

共有の原則﹂と﹁住民参
議会はこれを受け議員

として取り組んでおり︑

年度は︑この課題につい

３．倫理条例の制定

全員による特別委員会を

その為に各委員会がいつ

を挙げての大問題となっ

設置し︑ 回の議論を経

でも開け︑また公式の会

白老町議会は第１次改

おいて﹁白老町自治基本

加の推進﹂であった︒
頼を回復するため平成
年倫理条例を制定︒

・第２次議会改革︵平成

て︑平成 年 月議会に

議員のモラル向上と信

らう︒

考[察

基本条例の原則は︑協｢
働の町づくり﹂であり︑

ととした︒

16

その為の二本柱は﹁情報

20

年〜平成 年︶

議となる様︑通年議会を

て北海道の２町を視察し

ては︑両町とも住宅取得

助である︒この政策に対

における宅地に対する補

年１回９月に３班編成

ど︑総合的な施策がある

就労の場や︑教育環境な

いる︒ただその根底には︑

の応募があり効果が出て

しては︑すぐに予定以上

年１回５月に２班編成

開催

４．議会報告会の定期

催︒

︵５人︶で町内９か所開

開催

た︒特徴のある施策とし

条例﹂を制定した︒この

年〜現在︶

３．議会懇談会の定期

１．議会機能の充実と

め議会運営のあるべき姿

﹁不断の議会改革﹂を定
また︑一般質問の１回目

を示した︒
ることとした︒
２．町民に開かれた議
会づくり

１．議員定数の削減
平成 年︑議員定数に
19

本会議のインターネッ
ト中継の開始︒議会単独

19

・第３次議会改革︵平成

の答弁書を議員に配布す

議場にパソコンを導入︒

導入した︒

18 19

中で︑議会の責務として

12

11
議員の政策論議の活発化

18

員会﹂が設置された︒
この答申において﹁議
ともに︑町にも議会との

町の計画︑構想など政

１．政策能力向上

年〜平成 年︶
14

現在も改革を続けている︒

白老町視察研修

会運営全般にわたって見

10

10
14
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ら一つずつ実行していく

めなおし︑出来る施策か

対策に関し総合的に見つ

今後︑江府町の人口減

魅力で観光客を呼び込ん

地として整備し︑総合的

蹄山と湧水を︑町が観光

の郷きょうごく﹂は︑羊

ある︒もう一つの﹁名水

条件に恵まれた道の駅で

る道路沿いにあり︑立地

いても観光客がここを通

政策提言を行うことと思

意見聴取・議会としての

行政の監視機能・町民の

員会活動を行う事により︑

とと︑１年を通しての委

を映像で情報提供するこ

して︑大きな課題は議会

江府町議会の現状と比較

頼を得ることであった︒

現すべく計画が進められ

いエネルギッシュで熱い

その中で必要なものは議

やるべき課題は多いが︑

平成26年10月３日議長から政治倫理審査会に調査請求のあった案件について、平成26年10月14日江府町
議会議員政治倫理審査会を開催し調査した。調査の結果は、田中議員の野次により侮辱を受けたとして江府
町議会議員の政治倫理に関する規則第３条の規定により調査請求されたが、状況報告と会議録音テープを精
査した結果、審査委員会は侮辱に当たらないと判断した。よって江府町議会議員政治倫理条例第３条第１項
（１）に該当しない。
また、これは議会活動の一部であり議員のやり取りの中で起こったことであるので、見識ある江府町議会
の中で納めることを要望します。

ためと考えられる︒

ことが必要である︒

でいる︒

京極町の農業は︑規模

⑵ 農業の取り組みについて
われる︒

る︒この通行客をいかに

ており︑早い実現を期待

江府町の道の駅は︑道

呼び込むか︑中山峠の
したい︒

が大きく後継者も育って

議会の映像での提供は︑

いたがあまりにも規模が
﹁あげいも﹂のような︑

現在１年に１度 月に町

路沿いに整備され︑通行

違うのと︑畑作中心であ
江府町の道の駅と言えば︑

内事務調査を行っている

おり町の基幹産業となっ

り︑直接参考にはならな
すぐにこれと思い浮かぶ

光ボックスを利用して実

かった︒ただ︑若手農家
﹁人気商品﹂の開発が必

客を中心に計画されてい

が一つの組織になって協

が︑これを通年で行い︑

ている︒レポートにも書

力しているのは︑成功の
要と思われる︒

江府町の委員会活動は︑

理由の一つと思われる︒
江府町では︑米が中心で

会全体として政策提言で

議会改革で有名な白老

⑷議会改革について

業を持続させるには︑農

町の中心人物である︑議

あり規模も小さいが︑農
家の担い手が︑一つの組

運委員長 大渕紀夫氏か

一つずつ取り組んで行く

きるような仕組みが必要

織を作りみんなで知恵を

ら直接話を聞くことがで

ことが重要である︒

⑶道の駅の取り組みにつ

語り口に︑議会にかける
白老町における現在の

と考える︒

出し合っていくことが一

きた︒当選 期のベテラ

いて
れたが︑それぞれに特徴

課題は︑政策提言能力を

強い思いが伝わった︒

があった︒中山峠の﹁望

強化することと住民の信

今回２つの道の駅を訪

羊中山﹂は︑ほおってお

江府町議会議員政治倫理審査会
会長 佐々木 満

調査報告書

平成26年10月31日

11

つの道かと考えられる︒

ン議員で 歳とは思えな

10

76
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「江府町議会議員の政治倫理審査会」の経緯と結果報告

4月28日：４月24日の特別委員会の中で竹茂議員の発言中、田中議員から｢冷静になれ、のぼせるな｣との発言に
より侮辱されたとして、133条の処分の申し入れがあった。
5月12日：正副議長、事務局長が当事者両人から状況を聞き、今後の議会の在り方を協議することとした。
6月11日：定例会の会期中に全員協議会を開き協議した。その結果は侮辱には当たらないが、議会運営をスムー
スに行うため、野次は飛ばさない・発言者も簡潔に発言するよう確認した。（竹茂議員は急遽葬儀の
ため欠席）
7月31日：竹茂議員から議会運営委員長に「申入書」が提出された。
8月19日：議会運営委員会を開催し、この件に関し再度全員で協議することとした。
8月20日：竹茂議員より議長宛に政治倫理審査請求書が提出された。
8月22日：議運の委員長から竹茂議員の｢申入書｣に対し、侮辱には当たらないが議会運営について協議すると回答。
9月17日：議員全員の事務協議会を開き、侮辱には当たらないが今後議員が良識を以て議会活動するよう確認。
10月14日：江府町議会議員政治倫理審査会開催。
11月 ５ 日：竹茂議員に調査報告書を提出。
12月10日：全員協議会を開き、調査報告書に対し議論し議会として真摯に受諾する事とした。

所管事務調査

３ガロンボトル︑バッグ

﹁奥大山のおいしい水﹂

⑹㈱サンエス

今後も今まで以上の派遣

ー場に派遣していたが︑

対応として︑奥大山スキ

なると︑冬場の閑散期の

ペットボトル ℓを生産︑

でなく農業・畜産関係で

となるか︑また冬場だけ

建設事業費については︑

売上高は前年比︵２０１

派遣出来るかどうかが今

内厨房増築面積
︵ロ︶工事の概要

インボックス ℓ︑ ℓ︑

った︒引き続き努力され

厨房増築 改修及び遊戯

３／ 〜２０１４／ ︶

後の課題である︒町とし

・ ㎡

中学校建設︑町民プール

室床改修 空調改修

たい︒

の移転新築等で 億２４
﹇考 察﹈

厨房器具の一部は以前

１２１％と順調に売り上

ても協力できることがあ

総 務 経 済常任委員会
００万円の増加であるが︑
快適な教育環境が整い︑

から使用しているものも

げを伸ばしているが︑当

日
今後の生徒の学習能力の

あり︑度々改修が望まれ

月

購入等で４０００万円の
向上や健全な身心の向上

ったので広い厨房となり︑

⑻㈱サントリー

れば︑検討されたい︒

の負担等で増加︑その反
⑵災害による復旧工事の

新設井戸のうち︑９号

号井戸についても今年

井戸は来年から使用開始︑

業以来９年目を迎え大き

中に試掘︑本堀も終わり︑

２０１５年以降には使用

できる見通し︒

町︶のたたら場跡が工事

ついては︑近藤家︵日野

有効活用についてはしっ

いのに驚いたが︑今後の

跡地は思った以上に広

ップ︒本年の推定生産重

備導入を行い︑業績をア

プ氷を製造するための設

ある︒

ップする体制が出来つつ

量が減っても生産量はア

プすることにより︑揚水

また︑生産効率をアッ

個所内にあるため︑文化

量は︑過去最高だった︑
拡幅工事等︑平成 年度
内の完成を目指す︒

７名で操業︒これは全て

従業員６名︑営業１名の

︵イ︶工事の進捗状況は︑ 名いた従業員も現在工場

工事の進捗状況

地元の社員とのこと︒

高める計画である︒

ダクツの正社員の比率を

減らし︑サントリープロ

ルディングからの出向を
⑶子供の国保育園厨房増

成深度１５１m

11

18

完成予定︒

月 日現在約 ％︑完
揚水量毎分３５０〜７５

設工事の進捗状況
︵イ︶工事の規模
延面積
１１００・ ㎡

27

卒を２名内定済みである

と聞く︒更に増員すると

に期待したい︒

今後の地元採用の増大

園舎ＲＣ造 平屋建

また来年︑町内出身の高

一番の課題は︑かつて

かり検討していきたい︒

ウンターコーヒー用カッ

コンビニ等で人気のカ

至る︒

なトラブルもなく今日に

２００６年４月１日操

⑺㈱グリーンステージ

面︑従業員５名体制で増

一般会計性質別歳出の
面︑公債費は６０００万

り喜びたい︒

ていた︒また︑食材搬入

うち︑前年に比して人件
円強の減額になった︒そ

状況︵久連・川平 )
︵イ︶保育園上側の急斜

年

⑴財政改革の状況と現在
増加︑扶助費も増加︑維
が期待される︒

費は微減︑補助費につい
の分積立金は３５００万

面崩壊の箇所は工事完成
⑷旧江府中学校校舎の解

員の予定はないとの事︒

10

口も狭く︑かつ不便であ

ては３０００万円の減額
円増額となり︑財政健全

︵ロ︶川平の復旧治山事

体工事の進捗状況

調査日 平成

行っている主な事業の状
持補修費が県道の維持費

20

況︵平成 年度数値︶

10

12

財団の調査終了を待って

園児の食育︑安全等何よ

となった︒
化がさらに進むこととな

業 小規模砂防事業の平

︵イ︶工事はほぼ完了し

物件費は中学校の備品

成 年度事業は終わって

18

14

０ℓ︑平成 年３月末の

68

11

ている︒

10

26

40

２００８年に匹敵する３
雇用状況は︑現在 名
８８８ｔの見込みとの事︒ で操業︒サントリーホー

26

⑸奥大山新水源取水施設

25

11

13

26

49

90

17

25

いる︒平成 年度事業に

奥大山新水源取水施設（エバーランド奥大山）
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所管事務調査

調査日 平成

年

月

日

配置︑安全面から通学路

の充実を願い専任職員の
ものである︒

育園の一層の充実を願う

る︒一つの契機として保

社会福祉協議会は江尾

社会福祉協議会

の街灯の増設などを検討
されたい︒

江府小学校

とのふれあいに 力 を入

の中心に移転をし︑住民

平成 年度児童数１１

れている︒はやく移転が

今後児童数の推移予測
５名︒来年度は入学予定

周知され成果が出ること

の平成 年には大幅な減
者 名で児童数 名にな

を期待する︒

４月から新しい学校と

︵考察︶

少が予測される︒
る︒以後 名から 名の

︵考察︶

10

入学が予定される︒

36

名を割り込み︑ 年後

13

教 育 民 生常任委員会
調査内容

江府中学校
生徒数の予測

11

してすばらしい環境の中︑

地域福祉の拠点として︑

しているが︑ニーズを的

福祉分野の仕事も多様化

今後の活動が注目される︒

経過し︑老朽化が進んで

確にとらえ︑人材確保の

平成 年 月に開業し

いこいの広場
﹁らんちゅう﹂

い︒

ための予算を検討された

いる︒安全面からも早急

今後の子供の数の予測
平成 年度は町内乳幼
児数 名である︒園児数
は平成 年 月現在︑

ある︒

一層の充実を望むもので

頼りがいある施設として

利用者に対応されている︒

︵考察︶

は高いと思える︒

じめスタッフ一同の評価

やかな対応など医師をは

医療機器の新たな導入

などは︑町民の健康面で
一年が経過した︒当初の

町民の信頼の中︑江尾

医師をはじめ看護師の

管理者︑職員一同が一

になっているが︑きめ細

と比較して横ばいの状態

われる︒

も大きな効果をだすと思

名である︒平成 年は若

厳しい現実から︑少しず

診療所は推移してきた︒

体制は長年の懸案事項で

江尾診療所
干の上昇傾向がうかがえ

つ利用者がふえてきてい

医科９月のレセプト８
︵考察︶

る︒

る︒愛される広場として

あるが︑早急に解決に向
衛生面からも安心安全に

生懸命︑日々︑高齢者・

︵考察︶
向けて前進があると思え

房の全面改修が行われ︑

長年の要望であった厨

27

いこいの広場らんちゅう

８０件︑歯科レセプトは

61

定着も近いと感じた︒

11

け努力されたい︒

10

26

26

３８４件であった︒前年

25

子供の国保育園

に対応を図られたい︒

プール設置から 年も

10

26

26

︵考察︶

99

18

41

10

87

今後の生徒数の推移
60

60

スタートした︒学校図書

子供の国保育園

平成 年全校数 名で
26

あるが︑平成 年からは
31

第168号

江府町議会だより
（13）平成27年１月23日発行

ひと言

私の地域おこし

江府町地域おこし協力隊
清水 祐花

昨年の４月より地域おこし
協力隊で働いてます清水祐花
︵しみずゆうか︶です︒鳥取
県米子市出身で日野川と大山︑
そして日本海に囲まれて育っ
てきました︒工場から出る煙
を見ては泣き︑川に流れてく
るゴミを拾っては持ち帰るよ
うな子どもだった私の夢は幼
いころから野生動植物救護・
自然環境保全でした︒夢をか
なえるため必死に働き東京の
環境専門学校に入学し二年間
様々なことを学びました︒し
かし絶滅に瀕している多くの
動植物は人間の意識・行動が
変わらなければ戦場へ何度も
送り出すのと変わらない現状︑
自分の無力さ︑そして環境問
題の深さ多くの壁に戸惑いを
感じていました︒人と生き物
が共生していく持続可能な環

境作りとは何なのか︒そんな
時ある動物研究団体の出会い
に少し道が開けました︒どの
自然環境もその地域に暮らし
生活をされている住民の方の
持続的な支援と協力︑理解が
なければ成り立たない︒その
為には地域の方たちとの信頼
関係が大切︒地域の方たちは
地域の自然を一番に知ってい
らっしゃり︑頼り頼られ生活
されています︒専門家や行政
がどんなに一時的な保全活動
を行っても︑その地域の自然
環境を永続的に守っていくの
は難しいと私は考えています︒
﹁地域おこし﹂と言っても
様々な形があります︒起業に
向けた活動︑就農︑移住定住
促進など︒私は江府町の自然
環境を町民の方とともに継続
した保全活動の基盤を一つで
も作りたいと考えています︒
そして江府町の自然の魅力を
もっと多くの方に様々な形で
伝えていきたいと思い活動し
ています︒昨年は住民の方主
体のイベントを行ったり協力
隊で設立したＮＰＯ法人の活
動︑江府町の食材を使ったス
ムージー作り︑保育園での自
然教室︑町外の方向けのクー
ポン券作成など様々なことを
行わせていただきました︒活
動していく中で地域の方々か
ら教わることは多くあります︒
江府町の豊かな自然の魅力を
次世代までつなげていきたい
と考えています︒今後とも宜
しくお願いいたします︒

江府町で
本気のあそび

江府町地域おこし協力隊
長田
啓
こんにちは︒江府町
地域おこし協力隊の農
業支援班の長田啓︵な
がたひらく︶です︒大
学では哲学を学び︑前
職は保育園での総務事
務をしていました︒子
ども達に囲まれていた
前職も︑とても幸せな
ものだったのですが︑
もう少し自分の手で
﹁ナニカ﹂を生み出せ
ることがしたい！と思
い農業を中心とした江
府町の協力隊 農業支
援班 の活動に志願し
ました︒
そんな思いを胸に︑
昨年︑協力隊の面接試
験を江府町で受けてか
ら約１年近くが経とう
としています︒初めて

江府町に足を踏み入れ
たあの日も雪が深く︑
自家用車にチェーンを
巻いて下蚊屋あたりま
で散策しました︒しん
しんと降る雪の中で車
のエンジンを切り︑自
分の足で立ってみると
﹁なんて静かなんだろ
う︒好きだな︒﹂と感
じたのを思い出します︒
雪の中でしか見えない
もの︑雪が降ったから
こそ見えるもの︒何か
面白いものがありそう
だなと直感しています︒
ご存知だったらこっそ
り教えてくださいね！
もうすぐ奥大山高原
みその仕込み作業が始
まります︒美用で何十
年もお味噌を仕込んで
こられた先生たちに︑
秘伝のコツを教えても
らう約束をしています︒
３年目に納得できる形
を目標に楽しく あそ
び たいと思います︒

▼ゆく年︑そして︑くる年を

迎えて︑健康でいられたナ︒

今年はどんな事をしようかナ

と︑そんな意欲や希望が湧い

て来るのも一年の節目だから

でしょうか︒

よわい

▼ただ︑過ぎに過ぐるもの︑

帆かけたる船︑人の齢︑春︑

夏︑秋︑冬

▼あっと言う間に過ぎ去って

しまうものとして︑清少納言

は︑﹁枕草子﹂の中で帆掛け

船︑年齢︑そして四季を挙げ

ている︒時の流れの速さと︑

無情を憂う述懐は千年の時を

経てもしみじみと心にしみる︒

▼年齢を重ねるごとにときの

流れが加速していく錯覚に陥

るが一日一日を大切にしたい

ものだ︒

越峠恵美子
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