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英男
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田中 幹啓

越峠惠美子
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晋也

森田

智

上原 二郎

竹茂 幹根

議会運営委員

⑴教育社会及び福祉保健に関する事務の調査並びに議案、請願、陳情
等の審査を掌る。

議会運営委員

晋也

副委員長
三輪 英男

議会運営委員

委員長
越峠惠美子

二郎

幹根

議長

総務経済
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雄勇

正･副議長、
各常任委員
及び 議会運営委員決まる

副委員長
三好 晋也

川端 雄勇

長岡 邦一

議会運営委員長

議会運営副委員長

川上 富夫

議員のうちから監査委員に長岡邦一議員が選任された。
代表監査委員の砂原和省さんと共に今後、活躍を期待します。
平成27年７月24日発行 （２）

6月定例会
一 般 会 計

平成

年６月定例会は︑６月

日に召集

日までの７日間と定めて開かれた︒
議案

15

が上程された︒これらについて慎重に審議

件︑補正予算が８件︑その他２件の

今回の定例会には︑条例の制定・改正が５

され

10
４００万円増

笠良ファームの屋根
修理および燃料費等
１９５万円

市民農園施設管理事業費

２９９万円

地域おこし支援事業費
笠良ファームの管理
運営を行う協力隊員１
名募集︒

歳 出

寄付金
ふるさと応援基金寄
付金

歳 入

主な補正内容

基礎賦課額

51万円

52万円

1万円増

後期高齢者支援金
等賦課額

16万円

17万円

1万円増

介護納付金賦課額

14万円

16万円

2万円増
・中間所得層に配慮した軽減措置に改正

６月臨時議会

６月 日臨時議会が
招集され条例改正２議
案が上程され︑原案ど
おり可決した︒

主な条例改正

金の内︑資産割を８．
８％から９％・均等割
・課室設置条例の一部
り１人当たり７６００
を改正する条例
円から８０００円に世
奥大山スキー場雪崩
帯割を４６００円から
５０００円にするもの︒

した結果︑いずれも原案どおり可決した︒

主な条例改正

差額

・国民健康保険税条例の
一部を改正する条例

改正後

・国民健康保険税条例の
一部を改正する条例
平成 年度の税率を医
療分と後期高齢者支援金
分は据え置き︑介護給付

・保険税の賦課限度額の改正

24

27
16

改正前
目
項

27

2,054万円増額
補 正 額

（総額32億2055万円）

事故の大方の対応が終
ったことにより︑奥大
山スキー場管理課を廃
止し︑また農林課を農
林産業課・企画財政課
を企画情報課とし︑住
民窓口を１ヶ所にする
よう︑それぞれ事務分
掌を整理した︒

笠良原ファーム

平成27年７月24日発行 （４）

町政ここを問う
一般質問

一般質問は３人の議員が行い、町長の方針をただした

教育施策の方向性について

ついていないと思います︒

で終わり︑しっかり身に

道徳教育が学校の中だけ

なくなってくる︒つまり

それがなかなか実践され

社会人になるにつれて︑

の希薄化︑基本的生活習

意識の希薄化︑生命尊重

下などから自制心や規範

変化︑それに教育力の低

社会全体や家庭や地域の

たちの現状を見たとき︑

道徳教育の面から子供

教育長答弁

質問 平成 年度から教

今後しっかり身につく道

慣の未確立︑人間関係形

われますが︑高校︑大学︑

育委員会制度が変わり︑

徳教育を実践するために

実践力を
育成する

教育委員長と教育長を一

成努力の弱体化などが言

長が直接教育長を任命す

総合教育会議の設置︑町

う︒

町長︑教育長の所見を伺

ることとなりました︒

に学校における道徳教育
は︑子供たちに道徳性を
養うために︑発達の段階

高なもの・集団や社会と

こと︑他の人・自然や崇

育は︑自分自身に関する

指導要領において道徳教

会議を開き︑意見のあっ

町の場合７月に総合教育

がスタートしました︒本

は本年度から新しい制度

教育行政につきまして

人間としてよりよいあり

家庭︑地域とも連携して

子供たちが生活している

また学校だけでなく︑

ることが重要です︒

して確実に身につけさせ

町長答弁

などがうたってあります︒ た内容等も含めしっかり

のかかわりに関すること

と議論をし計画を作って

に応じた指導や体験を通

この内容を見る限り︑江

方︑生き方が身につくよ
う道徳的実践力を育成す

いきたいと思っています︒

小学校︑中学校の学習

われています︒そのため

本化した新教育長の設置︑ は何をどう教えるべきか︑

身につく
道徳教育は

晋也
三好
府小学校︑江府中学校の
児童生徒に対し十分な道

る必要があります︒

（５） 平成27年７月24日発行
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徳教育ができていると思

江府小学校授業風景

答 問

江府町まち・ひと・しごと
総合戦略について
どこに軸足
を置いてい
るか

人口減少の
ストップ

質問 現在︑町総合戦略
策定会議の作業部会が進
行中だが現時点での町長
の将来ビジョンに向けて
の軸足は︒
また︑どのようなスタ
ンスで考えておられるか

県担当に訪ねれば十分と

に直接その担当者︑鳥取

また︑必要があれば国

はしなければいけないと

の皆さんとしっかり協議

た︒しかし︑旧明倫校区

話もし︑構想も話しまし

るとおり宅地分譲という

たが変更はしていません︒

ては限定的に書けなかっ

アンケートにつきまし

ます︒

いうことも申し上げてい

いただいています︒

思います︒
その他外部の有識者会
議も準備しており︑専門

し急激な減少は食い止め︑

事は至難の業です︒しか

くなかなか人口を増やす

みれば高齢化率は大変高

自分たちで計画を作るべ

募にたいしては応募せず

そういうことであえて公

伺う予定にしています︒

要な方に要請し︑意見を

的な知識は必要な時に必

地域の活性化を促進しな

きと判断しました︒

宅地分譲に
ついて

ければならないと考えて
います︒

地方創生人
材支援制度
について

地元としっか
り協議する
質問 先般︑実施された
住民アンケートに︑宅地

して配置してある︒地方

町総合戦略のかなめは︑ 町担当コンシェルジュと

合事務所の担当者が江府

質問 江府町には日野総

跡地利用の変更を検討さ

いては記述がなかった︒

倫小学校の校庭部分につ

ては記述があったが旧明

江府中学校の跡地につい

から検討されていた︑旧

分譲の候補地として従来

人口減少ストップ︑つま

創生人材支援制度の適用

江府町担当コンシェル

従前から申し上げてい

町長答弁

れたのか伺う︒

も検討されたか伺う︒

いというのが基本です︒

ジュには大変良くやって

町長答弁

り持続可能な町︑消滅自

自分たちで作
るべきと判断

答 問

治体であってはならない

伺う︒

英男
三輪
ただ︑江府町の実情を

と︑その施策を考えなさ

と︑だから人口を増やせ

町長答弁

問

答

問
答

旧江府中学校跡地
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児童の放課後の対応は

体育館の
使用料は

学校の管理下という場合
には︑学校が教育課程あ
るいは計画に基づく授業
をしたとか︑課外活動を
したとか︑休憩時間であ

等︑どのような位置づけ

は生活指導とか学習指導

クラブ活動とか︑あるい

地内のこのような指導は

います︒放課後の学校敷

の基礎を教えている方が

放課後の時間帯にテニス

質問 個人的に小学校の

は三つの条例があり社会

校施設を使用する場合に

使用料については︑学

の管理下にはなりません︒

が参加していても︑学校

実施する活動に幾ら子供

ます︒学校以外の団体が

どは学校の管理下となり

での通常の経路の通学な

減免と
なっている

なのか伺う︒又︑体育館

教育関係団体であって︑

るとか︑登校から下校ま

の利用料の請求について

しかも放課後の子供たち
使用料は減免率 分の

のための利用であるため︑

その根拠を伺う︒
教育長答弁

ないので︑全く別の団体

学校の教育活動には入ら

社会教育関係団体と同じ

電灯料については︑他の

もらっていません︒ただ︑

であり︑使用料としては

10
であり︑クラブ活動では

ソフトテニス教室は︑

10

く︑江府小学校の体育館

は︑１時間１２０円を基
本額として徴収していま
す︒

（７） 平成27年７月24日発行

幹根
竹茂
ありません︒あくまでも

江府小学校下校風景

答 問

江府町議会議長提出案件処理報告
江府町議会議員政治倫理に関する調査請求
１．平成27年２月26日江府町議会議員政治倫理に関する調査請求が連名で提出されたが、書類不備のため返却。
平成27年４月９日再提出受理
２．提出者氏名：竹茂幹根・安田利憲・仲田睦生・加藤周二
３．疑義があると認められた者
①江府町議会議員

田中幹啓

②江府町議会改革調査特別委員会委員長

上原二郎

４．疑義の内容
①田中議員の平成26年4月24日議会改革調査特別委員会での、発言に対して再調査請求。
②上原議員が前回倫理委員会の審理で田中議員の言動を有利に導く画策を行ったという疑いがあるため。
５．提出された調査請求に対して、平成27年5月28日江府町議会政治倫理審査会に調査を付託した。
６．調査報告書

江府町議会議長
川上富夫

平成27年６月29日
江府町議会議員政治倫理審査会
会長 佐々木 満

様

調

査

報

告

書

１．調査結果
平成27年５月28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27年６月８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が恫喝し（竹茂議員が）侮辱されたという件は前回の倫理審査会で審査し結果は報
告している。
２件目上原二郎議員は、田中幹啓議員の発言に注意する義務を怠ったことと会議録に署名し倫理委員会の
審理で田中議員を有利に導くための画策を行った疑いがあると江府町議会議員の政治倫理に関する規則３条
の規定により調査請求されたが、提出資料と会議録音テープを精査した結果、上原委員長は注意義務を怠っ
ておらず、また倫理委員会で田中議員の言動を有利に導くための画策は認められないと審査委員会は判断し
た。よって江府町議会議員政治倫理条例第３条１項に該当しない。
７．議会対応
江府町議会議員政治倫理審査会の報告書を江府町議会は真摯に受け止め、全員協議会で確認了承した。
今後このような議員同士の案件等については、倫理条例を改正し議会で処理することを明記し、対応すること
を確認した。

日野町江府町日南町衛生施設組合第２回臨時会
６月５日臨時議会に於いて役員改選が行われた。
◎議

長

中原

◎総務常任委員長

明（日野）

◎監査委員

森田

○副議長

智（江府）

荒木

博（日南)

○副委員長：足羽

覚（日南)

越峠惠美子（江府)

◇汚泥再処理センター建設請負について
国の循環型社会形成推進交付金を受けて、先般５月13日に一般競争入札を実施し、総合評価落札方式による
公平かつ専門的知見に基づいた審査を行い、最も総合評価の高い日立造船㈱を落札者と決定した。
落札金額：16億1784万円

工期：平成29年11月まで
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陳情の審査結果
提出のあった陳情は、6月定例議会で審査した結果、下記のとおり決定しました
件

名

提出者

理 由

治安維持法犠牲者国家
治安維持法犠牲者国家賠償 賠償要求同盟
鳥取県本部
法の制定を求める陳情
会長 保田睦美

本会議

戦後70年になるが国の調査
が進んでいない。適切に判 継続審査
断するため、調査に時間を （全員一致）
かけたく継続審査とする。

集団的自衛権関連法案を国
憲法改悪反対鳥取県
会に提出しないよう求める 共同センター
代表 田中
暁
陳情

すでに国会に法案が提出さ
れたため。

集団的自衛権行使を具体化

国会で審議中であり学者等
か ら 色 々 疑 義 が 出 て い る。 継続審査
審議の内容を精査する必要 （全員一致）
があるため。

憲法改悪反対鳥取県
する「安全保障関連法案」 共同センター
代表 田中
暁
に反対するよう求める陳情
自治労鳥取県本部
執行委員長 本川博孝
地方財政の充実・強化を求
江府町職員組合
める陳情
執行委員長 原田浩司

不採択
（全員一致）

地方自治体は、子育て支援、
医療、介護などの社会保障、
採 択
環境対策など安心安全な町
づくりのためには、地方財 （全員一致）
政の確立を目指す必要があ
るため。

日野病院組合議会臨時会
平成 年６月

役員改選の議案が提出され︑新議長が選出された︒

議 長 小谷 博徳︵日野町議長︶

副議長 中原 信男︵日野町副議長︶

本年度の全国町村議会

27

議長・副議長研修会が５

月 ・ 日に東京・中野

特に今年のシンポジウ

･

サンプラザで開催された︒

ムは日南町議会の村上議

長を始め︑全国５か町村

議会が︑パネリストとし

て発表され︑議会の先進

的な取り組みについて貴

重な意見が出された︒ま

た︑
鳥取県下の町村議長

副議長で情報交換会を実

施し︑各町村の問題点等

を議論し︑今後の議会改

革・運営に大いに役立つ

こととなった︒

26

委員長 佐々木 求︵日野町議会議員︶

〜これからの町村議会を考える〜

運営委員会

全国町村議会議長・副議長研修会

27

日

29

（９） 平成27年７月24日発行
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校生で 分間の試合時間中︑
中盤の選手で ㎞は走ると
言われています︒審判はプ
レーに近いところで笛を吹
かなければなりません︒そ
のために一定水準の体力が
求められています︒
蹉タ白髪年 さて︑ジョ
ギングの事です︒
私が走る町内のコースは
視・聴・触・嗅のすべてで四
季を感じることができます︒
﹁春は花﹂のとおり白黒
の世界が去り︑待ち焦がれ
た心ときめく中を走ります︒
旧明倫小学校の今年も花を
つけた老桜︒畦刈の草のに
おいを感じながら洲河崎野
をめぐる︒視界は時間とと
もに茶色から淡緑・濃緑と
移りゆく︒そして秋︑黄金
色に染まる中をコンバイン
が動き︑刈後にたたずむ人
々を見る︒遠景には大山の
南壁︒﹃落穂拾い﹄に匹敵
する光景です︒晩秋になる
と一旦の堰堤付近では瓜坊
が先導することもあります︒
総合運動公園の銀杏の葉が
散り始めた遊歩道ではパキ
パキと銀杏の実をふみ砕く
リズムを刻みます︒
再び白黒の世界︒冬｢雪さ
すず
えて冷しかりけり﹂新雪の
中にわが足跡をつける︒自
分が道をつけるという子供
時代に感じたとても高揚し
た気持で走ることができます︒
私はこのような故郷の明
瞭な四季がとてもいとおし
いものに思えてなりません︒
加持谷 智子

が多くいろいろな話をします︒

縁あって町内の図書館で
働いています︒主に小学校
の図書室で児童と本をつな
ぐサポートをしているので︑
子どもたちと交流する機会

子どもたちとの日々

日々の出来事に始まりピ
アノや手芸など趣味の話︑
お笑いの話や怖い話︑戦国
時代の話︑ダンスに手話 …
︒
…目を輝かせながら話し
てくれる︑そういう場面で
は︑子どもと大人の境界線
が緩むような不思議な感じ
になることがしばしばあり
ます︒
ある日の放課後︑三年生
のＨちゃんが友だちと宿題
をしていた時のことです︒
誰かが良くないことを言っ
たようで︑それに対して彼
女が大人のような口調でた
め息まじりに言いました︒
﹁口は幸いのもとだよ﹂

間違っています︒けれ
……
どある意味正しい︒確かに
口は幸いのもとでもあるの
です︒災いのもとだからと︑
言ってよいことまで口をつ
ぐんでしまってはもったい
ない︒プラスになることは
どんどん言うべきなのかも
しれない︒私にとっては目
から鱗が落ちるような一言
でした︒
私が感動している横で︑
宿題の終わった二年生のＲ
ちゃんはクールに﹁どっこ
いしょういち﹂と呟やきな
がら重たいランドセルを背
負い︑西日の差す中帰って
いきました︒なんだかすご
く記憶に残る時間でした︒
子どもたちから学ぶこと
はとてもたくさんあります︒
いちばんよく感じることは︑
彼らが一生懸命だというこ
とです︒
運動会をがんばっている
姿とか水泳練習をがんばっ
ている姿とか︑いろいろな
ことに取り組む姿を見て︑
自分が小学生だったころは
こんな風だっただろうか？
と︑軽い負い目や嫉妬すら
覚えます︒
一生懸命なのは児童だけ
でなく︑先生や家族︑地域
の方々︑子どもにかかわる
すべての人たちです︒その
姿に感化されています︒
もうすぐ夏休み︒きっと
子どもたちはいろいろな体
験をして︑また大きくなる
でしょう︒一回り成長した
彼︑彼女らが︑これからど
んなことを教えてくれるの
か楽しみでいっぱいです︒

▼田植えも終わりほっと一息

付き︑日に日に大きく育つ苗

が︑大山をバックに鮮やかな

緑のじゅうたんにとなる季節

となりました︒草刈︑水見を

し︑２ヶ月もしないうちに黄

金色に代わり収穫を迎えます︒

▼江府町議会も︑任期４年の

半分が終わり︑折り返しの時

期となりました︒其々議員の

役割も決まり︑気持ちも新た

に努めています︒

▼５人の力を合わせ︑議会が

何をしているのか出来るだけ

わかり易く伝え︑住民の皆様

に信頼して頂く一助となる様

上原

努力してまいります︒

議会広報調査特別委員会

委 員 長 上原 二郎

員 川端 雄勇

副委員長 三好 晋也

委

三輪 英男

川上 富夫

FAX／0859−75−3411
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ひと言

35

数年ぶり
宿昔青雲志
に帰郷しました︒玉ねぎの
皮を１枚１枚むくかのよう
に記憶の地層をさかのぼっ
ていくとき︑多くの風景は
その明瞭さを失い︑摩滅し
始めています︒その中で大
山の南壁と日野川の流れの
音は時空を超えて明瞭で心
を穏やかにしてくれます︒
ジョギングを始めて 年
になりますが︑きっかけの
一つにクーパー走 テ(スト )
がありました︒多くのサッ
カーチームでこのテストを
採用しています︒聞きなれ
ないテストですが﹁ 分間
にあなたは何メートル走る
ことができますか？﹂とい
うのがこの体力テストの内
容です︒私はサッカーの審
判研修会で数回受験しまし
たがハードなものです︒高

井上 裕吉
40

四季礼讃

80
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