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12月 定 例 会
平成

年

月定例会を

予算総額

今回の定例会には︑平
年度の一般会計補正

条例改正など

議案と空

任命が提出された︒
議会ではこれらについ
て慎重に審議した結果︑い
ずれも原案どおり可決し︑
１月１日より教 育 長 に は
元 総 務 課 長影山久志氏の
就任が決まった︒
日の本会議では３名
の議員が一般質問に立ち︑

主な内容

一般会計

補正予算

億７︐
８０７万円に

一般会計１︐
５１０万円増額

成

開いた︒

日までの７日間と定めて

９日に召集し︑会期を

12

席となっていた教育長の

23

活発な議論を展開した︒

●農林水産業費
有害鳥獣駆除事業費
４５３万円増額
柿原地区のイノシシの
防護柵設置費用︒

●総務費
施設整備工事請負費
２９１万円増額
旧米沢小学校防災無線
等の移転工事費︒
商品発送作業委託料
１２４万円増額
ふるさと納税の寄付が
大幅に増加した為︑この
記念品発送の費用︒

俣野第２共同水道ボーリング作業

15

27

予算と特別会計補正予算︑

27
10

34
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機構集積協力金
５８８万円増額
地域が農地中間管理
機構を通して担い手に
農地を集積した場合︑
面積に応じて︑地域に

出る協力金
︵宮市地区他︶
●土木費
道路修繕工事
２８０万円増額

ふるさと応援基金のPRビデオ

水道の漏水修理費︵３
１０万円 ︒)
●神奈川財産区
３１０万円増額
中国電力の高圧線鉄
塔周辺︵俣野長﨏・洲
河崎後山︶の立木伐採
に伴う補償費︒

条例改正

▼教育長職務代行の報
酬規定が無かった為報
酬額を月額 万円と規
定した︒

▼マイナンバー制度に
伴う個人情報等の保
護・運用を定める為の
条例改正が行われた︒

そ の 他

▼教育長の任命
任期満了により欠員
となっていた教育長に
ついて全員一致で承認
した︒
新教育長 影山久志

任期 平成
日から平成
日迄︒

年１月１
年８月

31

▼江尾診療所レントゲ
ン画像管理システム購
入契約
１︐０４８万円
平成 年購入した現
在のシステムが老朽化
したため︑修理費がか
さみ又︑より高度の画
像診断ができるように
更新するもの︒

31 28

▼公民館等の指定管理
を︑再度行うため７件
それぞれ指定した︒

▼議員発議による規則
改定
・議会会議規則第２条
欠席の届け出
・議会傍聴規則第７条
傍聴に入ることができ
ない者の変更

17

洲河崎橋の照明を改
修するもの︒
●災害復旧費
農業用施設災害復旧費
２３３万円増額
柿原地区の水路改修
工事費︒
●諸支出金
ふるさと応援基金積立
３９９万円増額
ふるさと納税の寄付
金が増えた為基金積立
するもの︒

特別会計
主な内容
●介護保険事業
︵保険事業勘定︶
１︐８３４万円減額
今年︑春に行われた
国の診療報酬引き下げ
により︑歳入・歳出と
も減額となったもの︒
●簡易水道事業
６６５万円増額
第２共同水道︵俣野
地区︶の新しい水源の
為のボーリング費用
︵３５５万円︶と江尾
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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

農業公社の抜本
的改善について

総合的に検討
して効率的な
手法で

質問 農業委員会の視察
報告書︑および議会の行
政視察で参考になった︑
諸塚村の積極的な農業に
取り組む姿勢を江府町の
奥大山農業公社に活かし
て頂きたいが︑現状と今
後の対応について伺う︒
町長答弁
中山間における小規模
農家が多い為︑農業公社
が黒字転換という方向性
を模索しながら︑先進地
を参考にして︑協議する
必要があろうかと思いま
す︒経営的な部分も大切

答

ろの妊娠中︑子育てに関
する健康や悩み︑関係機
関の紹介や育児に関する
相談︑検診︑行政手続き
など総合的にサービスを
行う体制が整っていると
思っております︒

活性化に努める

事業展開について

協力隊の新たな

問

町長答弁
農業班については︑正
直言って厳しいところが
あるんではないかと思っ
ております︒農業法人や
チャレンジ農法に取り組
んでいただいております
が︑思いと食い違う部分
があり︑農業生産という
部分での収入をいかに増
やしていくか︑定着を目
指すために行政としての
支援を考えています︒

質問 協力隊のうち︑特
に農業関連に従事してい
る隊員についてひと工夫
が必要と考えるが伺う︒

農業部門について

答

活性化の
キーポイントは

問

英男
三輪

ですが︑当然︑農業委員
日｢本版ネウボラ ｣
会と連携し︑
又︑
地域振興
の設置について
㈱は︑定款の中に農作業
受託とか︑幅広い仕事が
福祉事務所の対
可能ですので︑農業振興
応で十分可能
に寄与することによって
経営的に安定を図りたい︒ 質問 ﹁ネウボラ﹂とは

フィンランド語で﹁アド
バイスの場所﹂を意味し
ます︒言い換えれば出会
いから子育てへの包括的
支援です︒
江府町では︑地域少子
化対策強化事業実施計画
の中で次のようにあげて
おります︒当町では子育
て支援の各施策を展開し
てきたが︑結婚・出産・
子育ての切れ目のない支
援︑特に結婚や子育て情
報や施策の広報が十分で
はなかったとうたってお
ります︒
このような状況で設置
について伺う︒

町長答弁
福祉保健課は保健︑医
療が一体となって業務を
行っております︒﹁日本
版ネウボラ﹂でいうとこ

議会による農業公社の調査

問
答

平成28年２月12日発行 （４）

町長の進退について

竹内町長の進
退を問う

時間をいた
だきたい

質問 竹内町長の３期
年の任期が︑７月に迫っ
ているが︑私は首長の
多選は︑問題があると思
っている︒そのことにつ
いて町長の考えを伺いた
い︒

だいて︑熟慮した上で︑
明らかにしなければなら
ないと︑今現在は思って
います︒
質問 任期があと数ヶ月
となったわけですから︑
住民に対してこの際に進
退を明確にすべきと思う
が伺う︒

さかやは１３０円／㎡で
すが︑私は︑さかやの金
額は市場価格と照らして
問題であると考えていま
す︒町長の見解を伺いま
す︒
町長答弁
自然環境の保全も町の
責務と考えたので︑契約
をしました︒
単価については︑大建
工業は︑固定資産税評価
額で評価基準に対し 倍
したものが税務署の査定
の評価額で大河原の山林
は 円／㎡となり︑約
を８１７万円で購入契
約を結んだ︒
さかやについては︑先
方より公共価格の定める
３１０円もしくは︑２０

2.4
70

幹根
竹茂
町長答弁
私は私の考えで竹内と

問

答

13

ha

町長答弁
竹茂議員は︑竹茂議員
の理論があると思います︒
ただ︑私はこれで問題な
いと考えています︒

町長答弁
購入するというのは︑市
見直すつもりはありま 場状況から破格の好条件
せん︒また︑福祉施設を であると考え︑さかやの
つくることではなく︑将 １３０円／㎡は︑住民の
来まで︑町の自然豊かな 理解が得られるか疑問で
環境を残すことが住民の あり︑町長の考えを伺う︒
福祉であると考えている︒

質問 町長の考えは解り
ました︒しかし私が主張
したいことは︑社会一般
としては︑町有林として
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して考えてまいりたい︒ ０円台でとの提案であっ
町長答弁
たが︑交渉の結果︑１３
多選については︑各々
０円／㎡で約７ で８１
の地域の有権者なり︑首
大
河
原
の
山
７万円の契約を結んだ︒
長︑
またその支持者によっ
林の買入れ
て考えが違うと思います︒
について
質問 市場価格により価
私自身の３期という回
議会の承認
格交渉をすべきと考える︒
数は︑一般に言うところ
を得ている
町長は︑さかやとの件
の多選には当たらないと
いう風に思っています︒ 質問 大河原の山林購入 について契約及び価格の
また進退についてはで について︑大建工業の金 見直しをする意志がある
きれば十分に時間をいた 額については︑ 円／㎡︑ か伺う︒

執務中の竹内町長

13

ha

答 問

職員に対する指導教育は

職員に対する
指導教育は

研修報告会
を実施した

晋也
ん︒職員が明るく元気で
生き生きと働く姿を是非
見たいものです︒町長の
所見を伺う︒

三好
町長答弁
質問 住民の声として︑
かねてからいろいろ指
以前から役場を訪れた際︑ 摘もありました︒住民の
職員の挨拶が出来ていな 皆さんに認められ︑喜ん
い態度が悪い等の苦情を でいただける役場職員の
よく耳にしていたが︑今 対応は当然です︒覆面調
年本町に覆面調査が入り 査については日野郡連携
その評価が悪いものだっ で日野郡の行政職員の講
たと議会において報告が 演会を開催した際︑講師
ありました︒
の先生が事前に各町の現
その後︑職場内でどの 状を見られてのことだっ
ような指導︑教育をされ たと思う︒町では早速６
改善策を講じてきたのか 月に研修を受けた職員に
伺いたい︒そして︑小さ より報告会を開催した︒
くても元気で明るい輝き そして︑お互いに認識し
のある町︑江府町とはま ながら改善に向けて努力
ず役場職員から︑もちろ してきております︒最近
ん議員も同様ですが率先 はおかげさまで窓口対応
垂範しなければなりませ がよくなったという声も

多数耳にすることがあり 上を図り︑定着化してい
くやりかたです︒また︑
喜んでいます︒
職員も今︑来客があれ 店頭において︑フロアマ
ば起立をして挨拶するよ ネージャーを置いて来店
うにしている︒まだ十分 客の誘導や説明等をする
ではないと思うが今後も 方法もある︒是非︑試し
指導しながら管理職も含 ていただきたい︒
めみんなで明るい職場︑
まずは︑その結果が住民 町長答弁
自身の経験なり提案を
の皆様へも明るく対応で
きるようにしていきたい︒
もしお気づきの点があ
れば普段からその担当の
ところへ行って︑﹁こう
だったぞ﹂﹁こんな意見
があったぞ﹂と注意して
頂ければありがたいと考
えています︒
質問 民間企業の店舗で
は接客応対技術の向上と
定着化を図るために︑近
年ミステリーショッパー
ということを行っている
会社があります︒接客応
対のやり方を他業種や他
店舗に実際客として出か
けた際︑この店の応対は
どうか︑挨拶の仕方はど
うか︑良し悪しを体験し︑
職場において定期的に報
告会を実施し︑横展開し
ながら接客応対技術の向

頂いた︒
いろいろな提案をして
頂ければ︑私どもも取り
入れるところはしっかり
取り入れながら住民の皆
さんに信頼し︑喜んでい
ただける行政マンになら
なくてはいけないと思う︒

江府町役場窓口風景

問
答
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長岡邦一氏

江府町
自治功労者表彰

月９日︑江府町議会議員と
して 年以上在籍し功労のあっ
た者として長岡邦一議員が受賞︒

江府町教育長に
影山久志氏

任期満了により欠員となって
いた江府町教育長に影山久志氏
が任命され全員一致で議会が同
意した︒

影山久志氏

22
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陳情の審査結果
提出のあった陳情は、12月定例会で審査した結果、次の様に決定した。
件

名

提出者

理 由

審議結果

戦後 70 年を経過して、日本近海の
集団的自衛権行使を具体化 憲法改悪反対鳥取県共 資源確保の激化はもとより、国際情
勢の激変により、自国を守る手段と
する「安全保障関連法案」 同センター
しての「安全保障関連法案」の必要
代表 田中
暁
に反対するよう求める陳情
性が高まったと判断したため。
外国人の扶養控除制度の見
福岡県行橋市
直しを求める意見書の採択
小坪 慎也
を求める陳情

国の制度の瑕疵により、担税力・生
活実態にそぐわない形で、課税の不
公平が生じており、厳格に課税され
る日本人のみの世帯との格差が大
きくなっている。

不採択

趣旨採択

ヘイトスピーチを行う団体が繁華
人種差別を扇動するヘイト 在日本大韓民国民団鳥 街等で拡声器を使って、憎悪を煽る
言動は日本の社会問題として、深刻
スピーチを禁止し処罰する 取県地方本部
そる
へんぷ
化している。
国際社会に於いても問
法律の制定に関する陳情
団長 薛 幸夫
題視されかねないと判断。
「名護市辺野古への新基地
反核・平和の火リレー
建設凍結と地方自治の尊重、
鳥取県実行委員会
国民的議論の推進を日本政
実行委員長
府に求める意見書」提出に
田中 修一
関する陳情

継続審査

年 月

27
11

日

30

第５回
日野病院議会定例会

平成

◎監査員選任
任期満了に伴い金田雅夫氏を再任
した︒
◎条例の一部改正・病院事業会計補
正予算・介護老人保健施設事業会計
補正予算等承認した︒

議員発議３件

◎江府町議会会議規則の一部改正
議員が出産のため出席できない
ときは︑日数を定めて︑あらかじ
め議長に欠席届を提出することが
出来る︒

◎江府町議会傍聴規則の一部改正
銃器︑棒その他人に危害を加え︑
又迷惑を及ぼすおそれのある物を
携帯している者は︑傍聴席に入る
ことが出来ない︒
︵杖については削除したもの︶

◎人種差別を扇動するヘイトス
ピーチを禁止し処罰する法律の制
定に関する意見書提出︒︵陳情採
択したことによる︶

（７） 平成28年２月12日発行

沖縄県民の心情を考慮しつつも、現
在「行政代執行」をめぐって国と沖
縄県が訴訟中でもあり、この推移を
見守っている。

採択

地方行政調査報告

平成27年10月13日〜15日

南小国町

30

90

熊本県

に入る手数料は１億８
は 億円となっている︒
千万円に達した︒
今後の課題は︑﹁地
又︑湯治場をイメー
域が引き継いでいくも
熱意を持つその仕組みが大切
ジし自分たちで毎年植
のを守り︑又そのため
樹を行う・共同看板の
の地域独自の人材育
の旅館の露店風呂を利
成﹂と伺った︒今まで
用する方式が生まれた︒ 設置・旅館の下駄の統
一・日曜朝市の開始・
は︑自主独立というス
初年度は６千枚を発行
ＣＭ開始・時代行列や
タンスであったが︑今
した︒一枚１２００円
色々なコンサートの開
後は行政と歩調を合わ
で４００円のシールが
催など多くの施策がな
せ︑地域づくりのため
３枚貼ってあり２５０
されている︒
の観光産業に取り組む
円は旅館の収入とし１
現在︑ 軒の旅館と
との事であった︒
５０円は組合の手数料
軒の商店があり４０
とした︒
考[察 ]
０人がそこで働いてい
この﹁入湯手形﹂は
⑴ 観光の取り組みについて
る︒外国の観光客も多
大当たりし平成 年に
黒川温泉旅館組合代
く︑年間の観光客は︑
は２４０万枚を販売し
表理事 北里有紀さん
万人を超え観光収入
た︒その年の旅館組合
は３００年続く﹁御客
屋﹂の７代目女将とし
て︑ 代の若さで黒川
温泉を引っ張っていく
その熱意を感じさせた︒
どうしたら生き残れ
るのか︑その中で﹁共
生﹂という考えが生ま
れが大きな力となって
黒川温泉を変貌させて
いる︒他の旅館もそう
大きなものはなく皆が
同じ視線で力を合わせ
る事が出来︑その中で
﹁入湯手形﹂という大
ヒットを生んだと思わ
56

概要 ]
[
南小国町は熊本市か
ら西に車で１時間半の
山あいに位置し︑面積
１１６㎢︑人口４︐３
００人余りの町である︒
全国的に知られた黒川
温泉をはじめとし︑小
国町を合わせると８か
所の温泉地があり︑多
くの観光客が訪れてい
る︒
観[光の取り組み ]
南小国町は︑江戸時
代から宿場町として栄
えていたが次第にさび
れ︑昭和 年当時は旅
館数 軒で︑宿泊客は
増えず停滞していた︒
昭和 年︑世代交代し
た若い後継者たちが生
き残りをかけ観光振興
を考え︑露天風呂を作
りこれが人気となった︒
その際︑露店風呂を持
たない２軒の旅館をど
うするか考え﹁共生﹂
の考え方を根本にし︑
﹁入湯手形﹂により他
14

61

23

29

黒川温泉を視察

30

80

れた︒
﹁入湯手形﹂はすべ
ての旅館に利益が回り︑
組合︑温泉通りにある
商店︑それを作る地域
の老人会など多くの住
民にメリットを与えそ
の結果︑また次の展開
をみんなで取り組む︑
まことにうまい仕組み
と感心させられた︒
高橋町長は︑ 歳で
今年の統一選で圧倒的
多数で当選した方で︑
元商工会青年部部長で
コンビニを経営されて
おり又︑議長は商店主
であり元商工会長で町
長の青年部時代の大先
輩という事でした︒
今回の視察から︑組
織が機能することの重
要さを強く感じた︒本
気で︑本音で切磋琢磨
出来る組織を作りそこ
で語り合えば︑その中
から何か出てくると感
じた︒北里理事長︑高
橋町長を見ると︑熱意
に勝る能力はないと思
うと同時に︑江府町で
もこの熱意を持つその
仕組みが必要と考える︒

42
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32

88

きな投資や助成・平地
がないため山を削り借
家を立て︑家賃１万５
千円で提供・点在する
集落のため３つの小学
校の維持と通学支援・
山仕事の端境期のため
の園芸ハウスの建設
︵約 億円︶等この町
に残る為ならあらゆる
方策をとるというよう
な姿勢を感じた︒その
際︑自治公民館組織を
使い村民の理解を得て
行うので︑同意が得や
すいとの事だった︒
今後︑町民参加で
作った﹁まち・ひと・
しごと創生戦略﹂に
沿って︑まちづくりを
進めるわけであるが︑
その際最も重要なのは︑
常に住民と接し住民の
ニーズを的確に把握し
施策に反映するかが重
要であり︑その為の仕
組みや組織をきちんと
確立すべきだと強く感
じた︒

10

諸塚村

齢者︑婦人︑青年など
が係わり地域づくりに
取り組んでいる︒村民
総参加による自治公民
館活動は︑﹁諸塚方
式﹂と呼ばれ︑図にあ
る全村をあげての組織
を作り︑毎月 日には
連絡協議会︑関係機関
が会合を持ち︑事業を
進めている︒
その成果は︑村税の
完納 年連続や選挙投
票率県下常に１・２位
などや︑村民による道
路の維持管理・文化・
スポーツ活動など行政
と村民が一体となった
自治の在り方として高
く評価されている︒
考[察 ]
⑵地域活性化の取り組
みについて
諸塚村は︑江府町の
年後２０４０年の推
計である人口１︐８０
０人に近い数字であり︑
その時の町の状況を肌
で感じることが出来た︒
村はここで暮らす人
の為に手厚い支援を
行っている︒例えば・
林業で生きるための大

（９） 平成28年２月12日発行

家庭

家庭

家庭

家庭

家庭

家庭
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合（83)

組

行

実

教養部

産業部

社会部

体育部

壮年部会

婦人部会

青年部会

関係機関

自治公民館連絡協議会

宮崎県

はわずかその１％とい
高齢化に直面している︒
活性化の取り組み ]
う厳しい環境にある︒
[
明治 年に村是を制
昭和 年代には︑人
仕組みや組織を確立すべき
口８︐０００人いたが︑ 定 し ﹁ 林 業 を 旨 と す
概要
る﹂ことを宣言し︑当
集 落 が 点 在 す る 村 で ︑ 昭和 年代には３︐０
[
]
諸塚村は︑九州山脈の 宮 崎 市 ま で 車 で １ 時 間
時から林業立村を目指
００人台となり平成
中に位置し︑１︐０００ 半 の 山 村 で あ る ︒ 面 積
年現在は１︐７３４人︑ し て き た ︒ 昭 和 年 ︑
ｍ級の山に囲まれた の は １ ８ ７ ㎢ ︑ 平 地 面 積
村は四大基幹産業とし
高齢化率は ％と過疎
て林業・しいたけ・お
茶・和牛を定め︑相互
商 工 会 等
運 営 審 議 会
に補完しながら生産に
県 出 先 機 関
励む家族型の複合経営
森 林 組 合
農林業を推進した︒
農
協
平成２年︑﹁村是で
教 育 委 員 会
ある林業を守り又︑地
役
場
元に残る山の職員に役
場職員並みの給与を与
えたい﹂という︑当時
教 養 部 長 会
の町長の強い思いから︑
社 会 部 長 会
体 育 部 長 会
諸塚村・諸塚村森林組
産 業 部 長 会
合・日向農協の３者に
公 民 館 長 会
より﹁ウッドピア諸
婦
協
会
塚﹂が設立され︑従業
青
協
会
員 名で平成 年度の
寿 会 連 合 会
総売上高は１億５千万
円となっている︒
諸塚村の行政の大き
な特徴は︑村民との密
中 央 公 民 館
接な結びつきである︒
寿
会
村内に点在する の集
運 営 審 議 会
落を の自治公民館に
こ ど も 会
組織し︑産業︑教育︑
福祉などの課題に︑高

「諸塚村自治公民館機構図」
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月

日

下蚊屋発電所︵小水力︶

下蚊屋ダムは︑自然の力を利用し
た︑クリーンなエネルギーで大山を
取り巻く江府町から大山町までの畑

約 万円 )

﹁概要﹂
施設管理者
大山山麓地区土地改良区連合
︵米子市 江･府町 伯･耆町 大･山町 )
最大出力 １９７ｋｗ
年間発電可能量
︵約４３０世帯相当︶
耐用年数
年
運用開始 平成 年７月
総事業費 約３億４３００万円
年間売電総金額 約５千万円
内︑積立金 約３千万円
配分金 約２千万円
27

江(府町への配分金

20

所管事務調査報告書

平成 年

総 務 経 済常任委員会
調査日

高齢化︑担い手不足等により営農
困難な農家の作業を受託し︑併せて
農地を集積することにより︑農地の
保全と効率的な農業経営を図るとと
もに︑自らが農地を借り受けて営農

奥大山農業公社

地域おこし協力隊員生田さんが農
園の運営管理をされることになりま
した︒自活に向けて関係機関等との︑
協調・認識の共有が大切であり︑本
人の一押しの有機農業・農法を実践
して行かれるためには︑地域・集落
等とのコミュニケーションが欠かせ
ないポイントと思われます︒

市民農園カサラファーム

12

し江府町の農地の保全につとめている︒

下蚊屋水力発電所

27

55

11
本年より新たに取り組まれる﹁果
樹・新甘泉﹂の収穫が早急に実現で
きるように鋭意努力されたい︒コン
ニャクの収穫は過去の経験を活かし
積極的に対応されたい︒コンバイン
等の農機具購入にあたっては必要に
応じて補助されたい︒

地灌漑が目的ですが︑ダムからの河
川維持放流水を利用して発電を行う
のが下蚊屋発電所です︒ 年度以降
発生する固定資産税の歳入分を町政
に活かされたい︒

﹁マルシェ館﹂
総売上
来客数
﹁みちくさ館﹂
総売上
来客数

１︐６１０万円
７１︐４００人

５︐３２０万円
１３１︐６００人

道の駅﹁奥大山﹂
７ヶ月経過の状況について

28

道の駅﹁奥大山﹂のオープンから
半年ほど経過した現状は︑当初の計
画に近い業績を上げておられ︑関係
者の努力による賜ものと思われます︒
特に︑みちくさ館におきましては︑
道の駅完成による相乗効果︑惣菜な
ど新商品の提供により︑前年同期と
の対比で約 ％の売上増につながっ
た︒
﹁今後の課題として﹂
◎監視カメラをはじめとしたセキュ
リティー対策を万全に行うこと︒
◎道の駅として︑食べるものでアピ
ール性の高いものを提供できること︒
◎冬季中のスキー客の為に案内看板
の充実を図られたい︒
◎来年オープンする日南町の道の駅
と協力体制を構築されたい︒

40

25

㈱サントリー

20

第２期増設事業計画は着工２０１
６年３月予定︑竣工２０１７年春の
予定︒投資額約 億円である︒
また︑生産可能商品は︑サントリ
ー奥大山の天然水・スパークリング
ウォーター・フレーバーウォーター
であり︑生産能力は年間１０００万
ケース︒
職員の募集状況については︑第一
次募集定員４名に対して︑現在 名
の応募があり︑最終的には 名の募
集が見込まれている︒
︵考察︶
市民農園カサラファームとのコラ
ボ︑又︑江府町に情報提供し︑江府
町に住んでいることによるお互いの
メリットを共有するほか︑サントリ
ー新聞の発行など広報活動をお願い
したい︒又︑今後とも今以上の職員
の地元採用を要望する︒
日本 通 運 の 職 員 募 集 に た い し て は ︑
労働︑職場環境を十分に説明されき
め細やかな︑情報提供をして頂きた
い︒
88
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所管事務調査報告書

平成 年

月５日

教 育 民 生 常任委員会
調査日
童数 名で園児数は平
成 年 月現在 名で
︵内︑広域入所３名︶
である︒
︵考察︶
年齢別発達過程にお
いてそれぞれ特徴を生
かしながら町内地域と
交流し︑人間関係︑食
育等きめ細やかな配慮
をされて生きる力を育
てられたい︒
施設が老朽化してい
るので早急に改修を検
討されたい︒保育園の
人的体制を整えられた
い︒

11

江府小学校

少傾向で平成 年は
社会福祉法人監査にお
社会福祉協議会
名と予想される︒
ける改善命令後︑尚仁
移転後の状況は町中
︵考察︶
福祉会と名称を変更し︑
サロンとして開放部分
プール施設が設置か
社会福祉法人としてあ
の認知度は上がってき
ら 年経過し︑老朽化
るべき姿に邁進しよう
ており利用者が増えて
が か な り 進 ん で い る ︒ と考えている︒介護保
きている︒ケアマネー
児童の安全確保の上か
険サービス事業につい
ジャー︑ヘルパーの尚
らも早急に対応を図ら
ては平成 年度か ら 介
仁福祉会への移行につ
れたい︒給食センター
護 老 人 保 健 施 設﹁あ
いて︑利用者から不安
移転後のスペースを多
やめ﹂の指定管理受託
の声が上がっている︒
目的教室として整備さ
運営を行う︒
︵考察︶
れたい︒
︵考察︶
ケアマネージャー︑
地域の福祉やまちづ
ヘルパーの尚仁福祉会
くりに関する集まりイ
社会福祉法人
への移行については︑
ベント等へ今後も積極
尚仁福祉会
利用者から予想以上の
的に参加されたい︒
不安や疑問が多数寄せ
平成 年度の鳥取県
られている︒町も利用
者に周知することが必
要と考える︒また︑事
故やトラブルにならな
いよう新旧の担当者の
訪問による引き継ぎも
検討されたい︒

介護老人福祉施設
あやめ

事業計画として︑利
用者の確保により安定
した経営基盤を確立す
る︒
サービスの質の向上︑

リハビリテーションの
充実などが計画されて
いる︒
︵考察︶
昨年度は５０００万
円の赤字決算となった
が︑新しい施設長を迎
え本来の老健施設の役
割を果たすべく施設で
の看取・要介護度の高
い方も積極的に受け入
れ︑経営も安定の方向
に向かっている︒今後
も新しい竹茂施設長の
もと︑一丸となって努
力されたい︒

江尾診療所

医科の診療報酬︑レ
セプト件数ともに減少
傾向にある︒
歯科は診療報酬︑レ
セプト件数ともに増加
傾向にある︒
︵考察︶
歯科口腔外科は 年
経過し設備も老朽化し
ているので検討された
い︒武地医師の負担軽
減と医師二人体制を早
急に確立されたい︒

（11） 平成28年２月12日発行

27

71

今後の児童数の予測
平成 年度児童数１
００名︑来年度入学予
定者 名︑全校児童数
名︑︵１月転入含
む︶ 年以降はやや減

12

27

11

27

江府中学校

31

今後の生徒数の推移
平成 年全生徒数は
名であるが平成 年
度から 名を割り込み
年後の平成 年度は
名と大幅な減少が予
測される︒
︵考察︶
学習補充の日を決め
ていることにより成果
が上がっているので継
続されたい︒
街灯の増設や登下校
時の歩道の除雪等安全
な通学路の確保をされ
たい︒部活については
生徒数も減っているの
で他校と一緒にするの
も一案である︒
37

子供の国保育園
27

90

19

29

27

60

今後の子供の数の予測
平成 年度は町内児

98

61

41 10

42

26

31

80

28

江府小学校にて

議

長

鳥取県町村議会議長行政調査報告
お

ながよ

ぢ

か

日

13

第 回

月

11

メルパルク

全国過疎地域自立促進連盟定期総会

27

年

15

岡山米子線
︵蒜山〜米子ＩＣ間

月 日

11

４車線化促進期成同盟会

平成 年

)

岡山〜蒜山間は平成 年に完
成している︒岡山県と鳥取県を
結ぶ重要幹線道蒜山米子間の４
車線化を計画的かつ着実に推進
するよう強く求めることを決議
する総決起大会がおこなわれた︒
23

27

59

平成

◎市町村負担金内訳・国県補助事業状況・入札随契状況・
財産・基金・物品の状況・地方債の状況について慎重
審議し平成26年度決算を承認する。
・予算現額68億4,400万円に対して決算額68億5,000万円
予算額に対して600万円増加となっている。
※主な要因：再生用有価物売払収入の実績増、火葬場使
用料及び危険物手数料の実績増によるものです。

第 回町村議会議長全国大会を衆参両院議員
をはじめ︑特別来賓として︑石破茂地方創生担
当大臣など迎え開催された︒

決算審査特別委員会（平成27年12月24日）

40

島根県知事 溝口善兵衛氏が会長を務める全
国過疎地域自立促進連盟定期総会を東京メルパ
ルクで開催し︑衆参両院議員を来賓に迎え︑過
疎対策関係政府予算︑施策について全員一致で
承認した︒

◎平成26年度一般会計の決算認定を監査委員の意見書
を付し、決算特別委員会で審議する事に決する。

第 回豪雪地帯町村議会議長全国大会

平成27年10月23日

2015．11．11／東京・NHKホール

豪雪地帯対策特別措置法の趣旨に沿って円滑
な産業活動や安全な生活実現に豪雪対策の展開
を宣言した︒

平成27年度
第４回鳥取県西部広域行政管理組合議会

第59回町村議会議長全国大会
◎東日本大震災被災町村に対する継続的な財政
支援︒
◎地方創生の実現に有効的な制度設計及び財政
措置︒
◎農村漁村が維持発展するための万全なＴＰＰ
対策︒
◎分権社会に対し得る議会権能の強化︒
◎我々町村議会も議会改革に努め住民の信託に
応えられる議会を構築していく決意を採択した︒

今年度初めて県下15町村議会議長が行政調査を行い
「県内の議会の取り組み」と課題について、意見交換
し信頼関係が築かれた。
調査期間：平成27年11月25日から27日（２泊３日）
◎長崎県長与町：長与町議会
○議会活性化の取り組みについて
・議会基本条例を具体化する各種要綱等の制定につ
いて。
・議会のネットによるライブ中継の状況
・現状の課題について意見交換を交え研修した。
◎長崎県小値賀町（五島列島の北部の町）
○議会活性化の取り組みについて
・通年議会・子供議会等、議会活性化の取り組み
・議会からの政策提案の取り組み
・現状における課題について意見交換のなかで、離
島という現状で緊急医療・物流の滞り等課題山積
である。

告
〜地方創生の実現を目指して〜

長崎県長与町議会・小値賀町議会

報
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平成27年度
第2回鳥取県後期高齢者医療広域連合議会
平成27年11月16日（湯梨浜町）
平成26年度一般会計を含め9議案上程され、すべて承認された。
・税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収は、滞納2,000円以
上で年14.6%の利率に変更された。
・一般会計収入済額：4,560万円
支出済額：4,250万円
差引残高： 310万円
平成28年２月12日発行 （12）

江府町の将来を
支えてくれる皆さんが
傍聴席にいっぱい

江府小学校の６年生が社会で役場
等の行政の取り組み︑議会の取り組
み︑税金といったことについて学習
している︒ 月議会が開催中であり
﹁百聞は一見に如かず﹂ということ
で議会の方へ傍聴依頼がありました︒
議長は快く依頼を受け議長の許可で︑
議場の様子等の写真撮影や傍聴定員
名の規定緩和をし︑傍聴していた
だいた︒議会の一般質問では議員と
町長のやり取りは小学生にとって︑
少し難しい内容かなと感じましたが︑
子どもたちは熱心にメモをとって︑
どういった質問をしているのかを聞
いておりました︒１時間ほどの短い
時間ではありましたが︑その姿は真
剣に学習されている様子がなんとも
微笑ましい感じでありました︒後日︑
担任の先生が学級通信の中で次のよ
うな感想を話しておられます︒また︑
子どもたちの議会見学をしての感想
も寄せられておりますので︑紹介い
たします︒

のみなさんも一生懸命考えておられ
る様子を肌で感じた傍聴でした︒
︹子どもたちより︺
◎今日︑社会科の見学として︑議会
の見学に行きました︒ぼくも将来
このような場に立ちたいと思いま
した︒中には知らない人達もいた
けど︑農業公社︑子育てセンター
などの話をされていて︑とても難
しかったです︒
◎今日︑議会見学に行きました︒入
った時︑裁判所かと思いました︒
初めて議場に行って︑女性の議員
がいてすごいなと思いました︒三
輪議員さんと町長さんの言い合い

がおもしろかったです︒
◎今日︑２時間目に議会を見学しま
した︒ぼくも︑その場に立って︑
江府町をよくしていこうと思いま
した︒
◎わたしは最初︑議会見学って何？
と思いました︒どこにあるかもわ
かりませんでした︒でも行ってみ
て︑すごく大人の人の会議だなと
思いました︒質問に意見を出し合
ってやっていてすごいなあと思い
ました︒
◎今日︑議会見学に行きました︒難
しそうな言葉を使っていて大変そ
うでした︒特例で全員見学できて
よかったです︒

（13） 平成28年２月12日発行
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︹担任の先生より︺
子どもたちにとっては︑初めての
体験であり新鮮に映ったようであり
ます︒また︑それぞれの質問も︑た
だ聞くだけでなく︑自分で調べてき
たことなども加えて質問されている
ことに驚いた子どもたちもいました︒
町長さんの答弁も含め︑江府町の
発展について議員のみなさんも行政

書道の授業風景（江府小6年生）
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さらに︑このまま人口が減
っていくと町がなくなること
にも気が付きました︒
最初は﹁みんな町がどうな
ろうが気にしてないだろ﹂と
思っていましたが︑いろんな
人と仲良くなるうちに︑みん
な町を変えたがっていること
がわかりました︒
変えるという行動はめちゃ
くちゃエネルギーが必要でし
んどい︒今より悪くなるかも
しれない︒
でもこのまま何もせず眺め
とくのはカッコ悪いなと思い︑
頼もしい仲間達と奮闘するこ
とにしました︒
今年２０１５年の 月から
は江府町観光協会の職員にな
りました︒町をＰＲするには
最高の職業です︒
職員になって変わったのは︑
みんながアイデアをくれるよ
うになったことです︒
﹁エンドーくん︑こんなんや
りたいんだけど︑できる？﹂
アイデアは金では買えない︒
ありがたいことです︒僕はそ
れを実行に移していきます︒
何が当たるかわからない世の
中ですからね︒やってみなき
ゃあ︒
僕ら若いもんが元気出して
なんぼでしょう︒若い連中の
ケツを叩いて仲間を増やした
い︒
自分の住む町だぞ︒楽しい
ほうがいいだろ︒と言いたい︒
さて︑﹁エンドーくんは何で
もやります！﹂をモットーに
して︑江府町を地元から盛り
上げていきたいと思います︒

江府町で
生まれ育って

吉田 優子
昨年３月から江尾郵便局に
勤務しています︒私が窓口に
座っていて︑少し間をおいて
から︑気づいてくださる方も
時々いらっしゃいます︒前職
を退職後︑職業訓練校に通い︑
その後就職活動中に良いご縁
があり働かせて頂くこととな
りました︒できるだけ自宅か
ら近いところで就職したいと
思っていた私にとってはとて
も嬉しく願ってもないお話で
した︒しかしながら︑初めて
の職種で覚えることも多く︑
はじめのうちは不安だらけで
した︒今でもまだまだ勉強中
ですが︑仕事にも慣れて︑お
客様とのやりとりを楽しく感
じながら働いています︒先月
職業訓練校時代の友達に会い
ました︒彼女も良い就職先が
みつかり︑私と同じように勉
強することがたくさんあると
話していました︒それを聞い
て改めて頑張ろうと思ってい
るところです︒
私は江府町で生まれ︑関東
の短大へ進学後︑実家に戻り︑
地元の民間企業に就職しまし
た︒当時︑江府町に戻りたい
と強く思っていたわけではな
く︑なんとなく故郷に帰るこ

とが当たり前のような気がし
ていたのですが︑今となって
はその選択が良かったのだと
思います︒ 年前に福岡県出
身の夫と結婚後︑約半年間米
子に住んでいましたが︑夫の
希望もあり江府町に戻ってき
ました︒現在は実家から徒歩
分の場所に住んでいます︒
職場も実家も近く︑とても良
い環境です︒江府町に住むこ
とを決めてくれた夫には本当
に感謝しています︒おかげで
未だに親離れができていませ
んが ︒
…
今の私達家族の楽しみはス
キーです︒小学１年生の娘は
保育園の年中からスキーをは
じめました︒私も娘と同じ頃
から父に教えてもらい︑中学
まで競技スキーをしていまし
た︒夫も楽しめる程度に滑る
ことができます︒奥大山ス
キー場はそんな私達にとって︑
最高の場所です︒残念ながら
今シーズンは雪に恵まれませ
んが︑滑走できる程の雪が早
く積もることを心待ちにして
います︒先日夫が娘にこんな
話をしていました︒﹁お父さ
んは︑小学校に入る前にぜん
そくになって︵工業地帯で空
気の悪い環境で育ったため︶︑
入院して入学式にも出られな
かった︒だからさやちゃん
︵娘︶の子供は空気のきれい
な江府町で育ててあげて︒﹂
と︒それを聞いてとても嬉し
い気持ちになりました︒江府
町は小さな町ですが︑自然の
豊かな素晴らしところです︒
こんな素敵な町を︑私の娘も
含めこれからの若い方々に
守って欲しいと思います︒

新しい年を迎え︑昨年を振

り返ると︑
江府町まち・ひと・

しごと創生総合戦略の策定︑

十七夜物語﹁天の蛍﹂発刊︑

地域おこし協力隊９名に増員︑

道の駅﹁奥大山﹂オープン等

これからの江府町の発展に大

いに寄与する事業︑話題があ

った一年だった︒今年も町民

の皆様が明るく元気で暮らせ

る様︑議会も頑張っていきた

いと思いますのでよろしくお

願い致します︒

三好晋也

議会広報調査特別委員会

委 員 長 上原 二郎

川上 富夫

三輪 英男

員 川端 雄勇

副委員長 三好 晋也

委

お知らせ

寒波のため延期した住民懇

談会は︑足元が良くなり︑新

年度予算を議決した後︑４月

に改めて実施します︒

FAX／0859−75−3411
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ひと言
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遠藤 真吾

まいどお世話になっとりま
す︒久連出身の 歳イノシシ
年・遠藤です︒
僕は約 年間︑大阪でロッ
クスターを目指して活動して
いましたが︑都会の生活に嫌
気がさし２０１３年にＵター
ンしました︒﹁これからは田
舎でのんびり音楽をしよう﹂
と思っていました︒
とりあえず就いた仕事は役
場の奥大山まちづくり推進課︒
同級生の大岩君をはじめ︑個
性的なメンバーと楽しく仕事
をしました︒そのおかげで︑
全く興味のなかった﹁まちづ
くり﹂という仕事が面白くな
ってきました︒自分の住む町
を自分で作る︒こんな面白い
ことはない︒
そして江府町という町は良
質な観光素材をたくさん持っ
ていることにも気が付きまし
た︒
10

｢さぁいこうぜ。
切り替えていこうぜ。」
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