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年頭のあいさつ
壽 重

■地方交付税を

■負担金・使用料
諸収入など
５２２万円増額
保育料、ごみ処理手数
料、スポーツ振興くじ助
成金などが増額。

■町債 借(金 を)

２７００万円増額

主な歳 出
◆障がい者福祉事業に
２２４０万円増額
障がい者支援のための
国の単価改正とサービス
利用者の増加による増額。

◆私立保育所運営費に
１４６６万円増額
私立保育所への入所児
童数の増加などによる増
額。

◆生活保護扶助費など

◆感染症予防事業に
８６０万円追加
新型インフルエンザ予
防接種の優先接種対象者
約１４００名を見込み、
経費の全額を助成するた
めの増額。
※(優先接種対象者とは、医

)

療従事者・妊婦・小中学生・
高齢者など

◆観光施設管理事業に
７２５万円増額
あいらんどパークテニ
スコート人工芝張替えの
ための増額。

◆災害対策事業に
生活保護世帯の増加や

た時に、国が国民に情報

国に緊急事態が発生し

６８５万円増額
医療費扶助が増加したた

提供するため、役場にシ

８２８万円追加

め増額。

ステムを整備するための
は、直接、役場の受信機

増額。尚、国からの情報
◆隠岐病院医療機器購入

を通して戸別受信機で町
民に情報提供される。

2
隠岐の島町議会だより
議長年頭のあいさつ

隠岐の島町議会
議長 米 澤
新年明けましておめでとうございます。
町民の皆様方におかれましては清々しい新年を
お迎えのことと心からお慶び申し上げます。
昨年８月の総選挙では歴史的ともいえる政権交代が行われ、民主党を
中心とした連立政権がスタートいたしました。このように国政が転機を
迎える中、隠岐の島町では今日までに様々な社会資本の整備が行われて
きたものの現状は依然として厳しく、あらゆる分野において本土との格
差は著しくなってきており、その対応に苦慮しているところであります。
また、隠岐航路・空路の維持対策や医師不足対策、少子高齢化による
過疎化などの深刻な課題も抱えております。更には、一昨年のアメリカ
の金融危機に端を発した世界同時不況により、我が国の経済にも大きな
影響を及ぼし、離島・中山間地を中心に雇用や経済状況はますます低迷
し厳しさを増してきています。
このような状況の中で、外洋離島である本町は、国土・海洋の保全を
はじめ、海洋資源の確保など、国家的役割を自覚しなければなりません。
今こそ、島のもつ重要性を認識しながら地場産業の振興や新たな産業
創出に力を注ぎ、雇用の場を確保し、自立した経済の基盤づくりに最大
限の努力を尽くす必要があります。
議会においても、新しい時代にふさわしい開かれた活力ある議会を目
指し、更なる活性化を図ってまいります。その上で、町民の皆様方のご
期待に沿うよう執行機関との連携を強化しながら、決意も新たに全力を
尽くす所存でございます。
町民の皆様方の御多幸をお祈りするとともに、本年も相変わらぬ御支
援と御協力をお願い申し上げ新年のごあいさつといたします。

議
議会
会最
最終
終日
日ま
まで
で混
混乱
乱！
！

な議案は、
７９００万円余の補正予算のほか、条
例改正、物品購入契約、工事請負変更契約、財
産処分、指定管理者の指定及び隠岐の島町教育
委員会委員の任命同意案件等であった。一般会

３４００万円増額
今年の地方交付税は、
総額

億５２６

億２４００万円が

遊覧船購入の物品購入契約に２名、隠岐島油槽

交付決定。今回の補正で
予算計上分は

隠岐病院の医療機器整
備や、あいらんどパーク
テニスコート整備のため
増額。

今年もよろし
今年
ろしくお願い
くお願い申し
申し上げます
のための負担金を

を購入のため、隠岐広域

１７８１万円増額
補助金が増額する一方で

隠岐病院の医療用機器

財団間でも調整に手間取った。いずれにしても、

国の事業見直しで中止と
当などが減額。

連合負担金を増額。

握して議案を提案すべきである。

なった子育て応援特別手

対策臨時交付金や各事業

地域活性化や経済危機

１２５６万円増額

■国県の負担金・補助金

している。

００万円余を手元に保留

０万円となり約１億７０

69

71

議案を提案する町執行部はしっかりと実態を把

管理に関して教育委員会部局と町教育文化振興

常任委員会でも、隠岐の島町総合体育館の指定

わず議会最終日まで混乱した。また、教育民生

約に関して執行部と常任委員会間で議論が噛合

（油タンク）の石油タンクローリー購入変更契

総務産業建設常任委員会では、隠岐島油槽所

契約にも１名が反対した。

所（油タンク）の石油タンクローリー購入変更

計補正予算には２名の議員が反対し八尾川観光

主な歳 入

補
補正
正予
予算
算の
の概
概要
要

月 日に開会され、提案さ

―反省しない町執行部 ―

月定例議会は

11

れた全議案を可決・承認し、 日閉会した。主

12

１２月定例会
隠岐の島町議会だより

3

21

12月定例会
12

正は、五箇地区の重栖団

□公営住宅管理条例の改
・変更理由

院前）

■道路改良工事（隠岐病

１２００万円増額。

・変更金額

する。

工事をして年度内で完了

確保が出来たため、追加

う予定だったが、予算の

２ヵ年で行

地の住宅が老朽化したた
め廃止するもの。
□隠岐広域連合規約の一
部変更は、現在、隠岐広
域連合が処理している農
業災害補償法に基づく農
業共済事業に関する事務
を、経営基盤の強化を図
■油井漁港防波堤工事

ることを目的として、島
根県東部農業共済組合と
・変更理由
個の製作据付を追

７３３万円増額。

・変更金額

加する。

ック

了させるため、消波ブロ

単年度で完

事業を統合するもの。
□学校給食センター設置
及び管理条例の改正は、
学校再編により、平成
年４月１日から都万学校
給食センターと布施学校
給食センターを廃止する

単年度で完

■蛸木漁港沖防波堤工事
・変更理由
個の製作据付を追

了させるため、被覆ブロ
ック
加する。

■公共下水道管路布設
（下西地内）工事
・変更理由 一部工事の
取り止めと工事期間を延
長する必要が生じたため
契約金額の変更と工期の
変更をする。
・変更金額
３３２万円減額。
・竣工を３月 日から３
月 日に変更。
■公共下水道（下西ポン
プ場電気・機械設備）
工事
・変更理由 ポンプ場へ
の送水設備は、汚水量の
増加に合わせて増設する
予定だったが、今回設置
する必要が生じたため１
台分増設する。
・変更金額

建 設 課 長 道路の危険ヵ

が考えは。

極的に対応すべきと思う

など）に直結しており積

療・防災・交通安全対策

ある。
道路は住民生活（医

補修をすべき道路は沢山

髙 宮 議 員 町内には改良

総務課長 町内には７７

べきと思うがどうか。

出来るよう対策を講じる

火栓の機能が十分に発揮

の際、全体を調査して消

べきではなかったか。こ

があった時にこそ整備す

今回のような臨時交付金

って魂入れず」である。

■隠岐島油槽所油槽設備
建設工事
・変更理由 タンクロー
リー積込み作業時の安全
対策や監視所の設置、オ
イルフェンス設備を追加
する。
・変更金額
７８１万円増額。

◆スクールバス購入
・契約業者 松江市
三菱ふそうトラック・
バス㈱中国ふそう松江
支店
スクール

・契約金額１６９７万円
・契約物品
人乗）１台

・バス（ 人乗）１台
（

借金返済のための保留で

特に決め

はないとは思うが、その
使途はどうか。
企画財政課長

ていない。当初予算で基
金を取り崩しているので
めたい。しかし、政府の

出来れば基金の確保に努
第２次補正予算で追加経
済対策が盛り込まれる予
定であり、この事業の財

◇町総合体育館
・団体名

｣

町教育文化振興財団
◇町斎場 愁｢霊苑
・団体名
隠岐農業協同組合

◆八尾川観光遊覧船購入
・契約業者
都万 和田鉄工所
・契約金額 ７８５万円
・契約物品 船外機付
船体（２隻）
◆学校石油暖房機器購入

◇町牧野施設
・団体名 町牧野管理
組合

いずれも平成
年３月 日

年４月１

※各施設の指定期間は、
日から平成
までです。

◇処分する財産
８８６９㎡

・蛸木地内の山林
・３筆
◇売却の相手方
・蛸木生産森林組合
理事長 石田茂春

隠岐の島町教育委員会

・委員名 秋庭ゆみ子氏

の変更契約
・変更理由 屋外排気用

月 日ま

年１月１

（原田）
・任期 平成

の穴あけ工事が不要とな
ったことにより減額。

日～平成

での４年間。

年

・変更金額
万２０００円減額。

スクールバス停留所

学校統廃合に

整備事業費は？
石田議員
留所を

より、スクールバスの停
要と考えている。

画だったが、説明では６

全化も安定した行政運営
を行う上で大切と考えて
いる。厳しい町内の経済
状況も理解出来るので国
県の施策等も含めて総合
町に元気がな

的に使い方を検討する。
小野議員

くなっている。町営で「元
気塾」をつくり若者を元
気にする等、町独自の財
源をもっと使うよう希望
する。

ヵ所整備する計
小野議員 交付税は標準

ヵ所を取り止め４ヵ所整

使うべきと思うが。

や人材育成等に交付税を

な時期である。雇用対策

作るためにも今一番大切

えれば、持続可能な町を

しい町内の経済状況を考

い方は好ましくない。厳

等に積み上げるような使

財源として残し、積立金

するものだ。例年、留保

うに国がその財源を保障

的な行政事務が出来るよ

新しく導入したスクールバス

めの対応をすべきである。 企画財政課長 財政の健

対策や住民生活向上のた

行政として積極的に経済

である。こういう時こそ

住民の財布の中身は大変

めっきり冷え込み、地域

いが、一方で地域経済は

とは喜ばしいかも知れな

して役場の財布が潤うこ

に、財政を担当する者と

たしい思いがした。確か

価しているが、私は腹立

り喜ばしいことだ。
」と評

０００万円保留出来てお

付税が現時点で約１億７

の補正予算の説明で「交

髙宮議員 副町長は今回

地方交付税 の使途 は？

保留している

進む下水道工事

源の一部とすることも必

22

12 22

備するとのことだが、な
ぜ、そうなったのか。
教 委 総務学校教育課長
保護者及び関係者と現
地視察をして設置場所等
を変更した。現在、利用
出来る停留所は利用し、
４ヵ所整備する。

4
隠岐の島町議会だより
１２月定例会

31

31

・変更金額
５６７万円増額。

いくら格納庫

万３０００円増額。

髙宮議員
を補修しても、中に入っ
ている消防ホースが破れ

所は相当あるが予算確保

０ヵ所の消火栓があるが

て使えなくては「仏つく

が難しい。地元からの要

地区間のバランスを考慮

道路の維持管理
事業費は？

望には、県や警察など関

する必要がある。

消防設備の充実を

係機関で現地調査し、緊
急度の高い箇所から整備
している。

消防施設の維持管理

交付金で消火

事業費は？
髙宮議員

栓格納庫の保全・改修が
行われた。破れたり使え
なくなった消防ホースの
整備や管理はどのような
考えか。
総務課長 消火栓の新設
時に２本配置し、その後
は各地区にお願いしてい
る。

29 23
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25
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総括質疑
隠岐の島町議会だより

5
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45
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廃止施設の有効利用は

・髙宮陽一 ・石田茂春
・安部和子 ・是津輝和
・小野昌士 ・前田芳樹
・斎藤幸広

予算や条例などに対する質問

もの。

質問した議員

スクールバスも利用するバス停

いか。
私立の正規職員は

０人であり、職員数は、

私立３２９人、公立２３

教 委 生涯学習課長 公
臨時職員は 人、公立の

事業展開をすべきではな

民館活動や広報、ホーム
正規職員は 人、臨時職

塩の浜健康広場の

ページ等で広く町民に啓
員は

塩の浜のト

人、

是津議員 隠岐地区が日
発する。学校との連携を

ジオパーク推進
事業費は？

安部和議員
本ジオパークへ登録され

トイレ維持管理費 は？

イレ維持管理費が計上さ

環境課長 全て町の負担

考えは。

の浄化槽連結費用負担の

安部和議員 公衆トイレ

理されている。

観光商工課長 適切に管

育委員会の今後の活動と

パーク推進協議会及び教

用されてない。隠岐ジオ

源の一つだが十分には活

福浦トンネルも重要な資

重要だ。例えば、五箇の

保全及び積極的な活用が
極力減らすべきで、保育

用である臨時職員雇用は

充実し、庁内プロジェク
前田議員 民営化一辺倒
トの立ち上げは検討する。 ではいけない。不安定雇

人となっている。

とする。
取り組みは。

前田議員

補正後の保育

所費７億１６８２万円が
私立と公立の区分で幾ら
か。全保育所の個別配分

体制整備が必要だ。小中

と理解を深め、協力する

是津議員 全町民が認識

立保育所分は３億３４４

は３億８２４２万円、公

福 祉 課 長 私立保育所分

の区別で職員数は。

士資格者は多数いるが、

安部和議員 福浦のバス
教委 生涯学習課長 ２
の登録を目指して、①資

停のトイレは浄化槽につ
観光商工課長 設置場所
料作成、情報の収集整理

年後の世界ジオパークへ

が県有地であり現行では
広報、受け入れ態勢の整
備
（ホームページ作成、
ガ
イド養成、
看板、マップ作
製等）、④「隠岐エコツー
リズムガイド協会」の設
立、⑤小中学校や公民館

学校での取組み強化やプ
０万円である。児童数は

額・児童数・正規と臨時

ロジェクトチームによる

で学習会等に取り組む。

保育所費の内訳は？

ながれてないが。

れているが全町の状況は。 たが、今後はジオ資源の

41 54

正規職員になれず困って

いる。自治体は安定雇用

機会の創出に努め、私立

保育所に対して正規職員

を雇用する等、指導が必

要ではないか。

福祉課長 非常に困難な
ことだが、話はしていき
たい。

◎学校教育は
議員 新しい学習指導要
領は、児童生徒が基礎・
基本を確実に身につけ、
それを基に豊かな人間性
『生きる力』の育成を図
ることであり、明日を拓
く児童・生徒の根幹をな
すものであると考えるが
教育長の考えはどうか。
教育長 新学習指導要領
の目的は、『生きる力』
をはぐくむという要領の
理念を実現する観点から
改訂されている。
市

議員 今年の島根県学力
調査の参加市町村は

町村だ。隠岐の島町の結
果は低位だったと聞いて
いる。町の教育は児童か
ら生徒へと発達の階段を
昇ると、基礎・基本の学
力がなぜ低下するのか。
子供に夢を託している保
護者、関係者の皆さんに

八尾川観光遊覧船
事業費は？
斉藤幸議員 事業の委託
先は町観光協会を考えて
いるとのことだったが、
観光協会が直営で運営す

地元負担している地域が

は防犯灯の設置管理費を

斉藤幸議員 西郷地区に

託するかは十分協議した

営にするか、一部を再委

難ではないと思うが、直

が直営で運営するのは困

観光商工課長 観光協会

防犯灯設置管理費は？

多くある。合併時からの
い。

るのか、再委託するのか。

懸案事項である抜本的見
町長 若い方々からの提

斉藤幸議員 どういう基
準で見直し地区を選んだ
か。遅れている要因は。
企画財政課長 負 担 の 大
きい地区から見直したが
遅れている要因は把握出
来ていない。
副町長 私のチェックが
足りなかった。もう一度
しっかり基準を定め、前

観光振興に繋がるよう慎
重に取り組みたい。観光
協会も自立できるよう自
ら運営出来るようになら
なければならないと考え

教育長 学力調査の結果

議員 町長は、ことある

◎まちと教育の関わりは

ている。

は全教科すべて最下位で

ごとに『子供は島の宝、

のない存在であることを
強調している。子どもの

教育長は教育の
「プロ」か。

教育の意義や目的

あった。住民の皆さんに

査の結果は散々の結果で

議員 今年の県の学力調

いる。

財産だと今でも確信して

子どもは、まちの貴重な

は仰せのとおりである。

町長

考えは。

ことだと思うが、町長の

幸せに生きる基礎を培う

能性を開花させ、人生を

教育は個性を伸ばし、可

を全うする。

の中で教育委員会の責任

あるが、今後も学校教育

教育長 色々な捉え方が

ると思うがどうか。

ずと結果責任が求められ

議員 「プロ」には、おの

はならないと思う。

教育長 「プロ」でなくて

議員

低位であることは間違い
町の宝』であり、町の未
なく重く受け止めている。 来を築いていくかけがえ

はないが、仰せのとおり

倒ししてでも取り組む。

案があってここまできた。

直し・不公平感の解消は
年度に

いつ出来るか。
企画財政課長

年度から取り組む。

的な基準をつくり、平成

が、新年度にもっと具体

基本的な考え方を定めた

18

信頼されない町は、町の
繁栄につながらない。速
やかに教育委員会の組織
改革に取り組むべきと思
うがどうか。
町長 学力調査の結果を
真摯に受け止め、これを
契機に教育委員会はもと
より、わたし自ら先頭に
立ち、学校・地域が一体
となって教育の振興に取
り組む。

6
隠岐の島町議会だより
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世界ジオパーク登録をめざして

どう説明するのか。

◎学校教育は

学校教育の充実を！

②研修会、住民啓発、③

９人の議員が松田町政をただす

一般質問
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専門職の充実を！

◎まちと教育の
関わりは

平田文夫議員

公衆トイレの維持管理は？

・平田文夫 ・安部和子
・安部大助 ・髙宮陽一
・斎藤昭一 ・斎藤幸広
・是津輝和 ・前田芳樹
・福田 晃

23

12

49

21

難しい。

質問した議員

観光の目玉となるか

◎ 町づくりの推進は

町長 地域に雇用の場を
確保し、島を活性化に導

観光資源として活用され

民俗文化である。近年は

によって伝承されてきた

などの神事と関わること

のほか、地区の祭りごと

は壇鏡神社・一夜嶽神社

議員 隠岐の牛突き習俗

願いするものではなく、

教育長

が町長の考えは。

シップを取るべきと思う

るよう行政がリーダー

文化財として指定を受け

習俗を国の重要無形民俗

じめとする隠岐の牛突き

の「牛の角突き習俗」が
有るか無いか。

積極的に取り組む考えが

議員 隠岐の島町は、今
設ケアから在宅ケアへ移

護の負担軽減であり、施

共通しているのは身体介

う、例えば、教育委員会
後、高齢者が増加する傾
行することが必要だと思

◎介護福祉対策は

機能は五箇地域へ、布施
向にある。高齢者を支え
うがどうか。

議員

最近は、若者たち

が自分のやりたいことを
実現できる地域を求める
動きが見られる。そのた
め、多くの自治体では独
自のＵＩターン者の受入
れ態勢づくりを進めてい

町長 本年度は、学生等
移住プロジェクト事業を
行い、島外の学生達に自
然や文化に触れてもらい
この活動が隠岐のＰＲな

ネットワークが更に若者
を呼び込み、定住に繋が
ればと期待している。ま
た、島外の大学と包括連
携に関する協定を進めて

な支援をすべきと思うが

牛の購入・飼育に全面的
動などで、県・中国・全

議員 スポーツや文化活

暖かい応援を！

教育長

必要と思うが。

制度のシステムづくりが

会や町は補助制度・報奨

うことからも、教育委員

が開け、山や島や海が調

れている。突然に目の前

だとの苦情が多いといわ

えるのは雑木の山ばかり

島されるのに、車から見

美しい景色を見たくて来

いく。

どうか。

国大会と島内の子供たち

はないが、積極的に検討

◎ＵＩターン若者の
受入れ対策は

関係者の熱意と協力で成

町長 本町の牛突きは、

が懸命に挑戦し、それな

する。

議員 「検討する」と言う

する。

広報にはコメントと写真

の「おほめの言葉」、町の

績をあげた子には教育長

額縁に囲まれた「絵画」の

感動に包まれるはずだ。

飛び込んできたら驚きと

のは当てにならない。具

っては一生の輝かしい記

議員

◎景観スポットの設定を

保存されている。隠岐の

条例及び規則の対

議員 隠岐島は日本ジオ

◎世界ジオパーク
登録に向けて

討する。

応につき早急に審議・検

町長

て強化せよ。

に景観自然美づくりとし

町の環境保全条例を基

観光業が続くと思われる。

ければ何時までも貧租な

たらと考える。そうしな

ー・スポット」として整え

景観のポイント「ビュ

ようで島の誇れる一つだ。

体的にどのようなことを
目指すのか。
ランニングコスト

町長

などを贈呈してその功績

録として大きな誇りを持

景観条例で規制され管理
地を得た。このような

島は市街地ではなく、自
スパルタ教育でなく「子
供は褒めて育てよ。
」とい

◎ 世界ジオパーク登録は

◎ 景観スポットの設定を

◎学童・少年へ
暖かい応援を

登録申請には
策定を認識している。

中・長期的な活動計画の

教育長

対応を考えているか。

々しないが、どのような

準備期間はわずか１年少

し、活用できる事は町に
パークに認定された。世
とって大きな財産である。 界ジオ認定に向け、その

への対応をどうするのか。 然美がある。これを保存

個々に活動している児童

松江城下町は市の
ち、将来に羽ばたける素

優勝など、この子らにと

が相撲中国ブロックでの

チームが活躍、西小児童

また、五箇の少年野球

（運転費用）か、
イニシャ

意見交換して検討する。

と課題もあり、関係者と

お金をかけるのか、色々

ルコート（初期費用）に

を称えたらと考える。

強も頑張れるよう学用品

を掲載、更に、町長は勉

報奨・奨励制度

り立っていることは議員

このような大会で好成

りの結果を出している。

和よく並べられた自然が

仰せのとおりであり検討

く視点から考えても突き

あたたか味を感じる地域づくりを

8
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町村が賑わいをもてるよ

には高齢者がゆったり集
ていく上で、町としては

在宅ケアの充実を

う機能のまちづくりなど、

しており、今後も対策を

町長 施設の数も限度が

検討していく。

特段の対策を考えている
要介護者数の増加が見込

各地域が元気で生活でき
議員 町長仰せのように
まれる中、一人暮らしの

あるため在宅ケアを重視

もある。
「すぐやる・今やる・わ
お年寄りや老々介護をさ

か。また、高齢化が進み

行財政改革に取組んでき
議員
しがやる」まさしくその
れている方、施設の待機

る環境を望んでいる。

たが、どれほどの決意と
あまり魅力ある地域づく
気持が人づくりの基本だ。
者に対して現在どう対処

年から

対応策ができているか。
りを忘れてはならない。
その想いを職場全体の想
し今後どう取り組んでい

議員 町は平成

公債残高は次代の子や孫
広域連合事務局が都万地
いとして欲しい。
くか。
えていく。老々介護をさ

事業確保にも取組む考え

に負担を課さないか不安
域へ移転され活気が生ま
町長
町長
れている方々には精神的

財政運営見直しの

だ。「まるい輪のなか心い
れている、布施・中村・
議員もこれを「隠岐人づ
体で取組むことを促進し
な負担軽減のため介護交
後は老々介護の現状把握

るが、本町は、今後どう

齢者の生活の安定に必要
に努める。最後に待機者

機能が西郷に集中

◎ＵＩターン者の受入れ

き交うやすらぎのまち」
五箇地域についてはどう
くり」のキーワードとし
要介護者数の発生率や重
流会を開催しており、今

活できるような対策を考

の実現に向けて取組んで
考えているか。
ていきたい。その資源を
度化を抑制するなど、高
な援助及び支援を行って
への対処は、他の施設を

町執行部も町民も

きたが、合併５周年を迎
町長
支えるのは「教育」だ。

いく。独居老人に対して
利用したり短期入所を利

介護予防に地域全

え住民の期待は大きい。
するのではなく、旧四ヶ

が過ぎたが、残された任

は、民生児童委員等と連
用しながら空床を待って

松田町長は再任一ヵ年
期の中でどこまで「まち

携して環境整備に努め、
おり、施設整備の必要性

ど、様々な効果をもたら

ているが、突き牛を飼育
それに値する文化財とし

国指定となっているが、

教育長 積極的に取組む。

取組んでいくか。

づくり」を推し進めてい

生活面でも、健康教室や
を認識している。

く覚悟か。

介護予防教室などへの参

くという強い思いがある。

している関係者の方々は
て評価を受ける必要があ

隠岐の牛突き習俗は、記
議員

◎高齢者の介護
福祉対策は

した。今後、若者たちの

突き牛の確保や飼育、そ
り国の判断基準による。

録作成等の措置を講ずべ

き牛が飼育されているが、

◎学童・少年へ

議員 要介護者の方々に

国の文化財指定へ

加を促し、元気老人で生

観光を前面に押し出し、
地元産物を活用した「食」
の提供や特産品のブラン
ド化など産業と連携し、
若者が働く環境づくりを
と考える。また、現下の
経済状況を勘案し、公共

◎ 隠岐の「牛突き」に
支援を

して後継者の育成など大
議員 国が云々ではない。
まず地方が動いて、国県

申請のようにお

変苦慮をしており、その
存続が危ぶまれる。

き無形民俗文化財として

昔のように農耕用ではな

を動かすことではないか。

選択されているものの年

く牛突き用として飼育し

昭和 年５月に新潟県

代を特定出来る資料が無

ており、隠岐の牛突きは

隠岐の牛突き習俗を観

成り立っている。

そして経済的犠牲の上に

関係者の熱意や理解協力、

現在、約 頭の突

かったことから国指定に
回全国闘牛サ

は至っていない。平成
年には第

ミットが隠岐の島町で開
催されるが、これを契機

光資源として活用してい

羽ばたけ 隠岐の子どもたち

一般質問
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に、壇鏡神社八朔祭をは

70
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安部和子議員
髙宮陽一議員
22

安部大助議員
斎藤昭一議員

53

13

◎ 早急に肝炎対策を

地域に出かけ、住民に語

た。③肝炎ウイルスに感

査出来る体制を取ってき

し物が中止されてきた。

ザ対策として秋以降の催

議員 新型インフルエン

◎島の経済活性化対策を

経済は大きな打撃を受け

これらの中止により島の

策で十分ではなかったか。

あり、学校閉鎖などの対

００㎡、体育館９００㎡

校改築が「校舎建築２３

計画書」には、五箇小学

れた「新町建設計画事業

議員 合併の際に策定さ

商工会が商品券を

経済活性化に繋げたい。
議員
発行し、来年度はより大
規模なものを考えている
町の追加経済対策

ようだが、町の対応は。
町長
という観点から実施する
方向で協議している。

職員一人ひとりの

まちの活性化対策を

町長
希望を聞いて対応する。
議員 民間ならいざ知ら
ず、仮にも行政が職員達
の労働基本権を無視して

議員 島全域の耕作放棄

◎農業公社と農地保全は
青写真が出来ているか。

と公社に伝えているが、

議員
くが、これは本当か。

を持たせるという話を聞

いらんどに農業生産法人

保が必要だと返答をして

で、現在の職員の雇用確

れば放棄地対策は不可能

性のある生産法人でなけ

農業公社理事会が公益

は一体どうしたことか。

公言しているのに、解雇

り、町をあげて取組むと

近の大きな政治課題であ

と。雇用機会の創出が最

の７人は解雇するとのこ

と校舎解体」、
つまり新築
校改築は、五箇地区の喫

の計画である。五箇小学
緊の重要課題であり、木
造新築の結論が出ていた。
当時、村長であった教育
長は、そのことを承知の
はず、五箇地区民の合意
を無視して何故、改修に

議員 その廊下を残した

考慮して決定した。

話も出たが、財政状況も

教育懇談会で移転改築の

た。

たい思いから改修を考え

る貴重な木造校舎を残し

教育長

年度に五箇地区の

説明や意見調整と合意を

意を覆すことには丁寧な

っても五箇地区民との合

たのだから、立場は変わ

い。貴方は五箇村長だっ

整備を変更すべきではな

理由で大変大事な学校

の大計」だ。そんな軽い

備をどうするかは「百年

うがどうか。

懸念せざるを得ないと思

ップとしての力量を大変

たならば、教育行政のト

それに押し切られたとし

財政からの圧力があり、

ら大規模改修への背景に

っている。また、新築か

私は「けしからん」と言

それを行ってないから、

ｍ の廊下のあ

いだけでは、到底、納得
得る努力が必要であり、

変更したのか。

出来る訳がない。子供た

議員 なぜ文化財でも無

明し、理解を得た。

会・五箇地域協議会で説

教育長 保護者会・区長

するべきではないか。

区住民全体の総意で決定

なぜ事業変更か。五箇地

議員 五箇小学校改築は、

◎五箇小学校の整備は

町 長 募金活動は、６月

と活動の方法は。

方法は、④町民への周知

のか、③出郷者への周知

こか、②目標額は掲げる

か。①担当する部署はど

えないが、どうする考え

も募金活動の具体案が見

病院開設２年前になって

ていると言われていたが

力強い応援の言葉を頂い

出郷者の方々をはじめ、

は当然必要である。教育
行政をあずかる者として
五箇小学校建設について
は町長部局との協議もし
てきた結果であり、ご理
解いただきたい。

議員 隠岐島消防本部は

◎消防本部の整備は
定である。

年が経過し、老朽

築後

◎ 消防本部の整備は

◎新築病院の
募金活動は

工事が進む 進入路

を利用して周知を図る。

④広域連合や町の広報誌

力依頼を考えている。

③各地の隠岐人会等に協

広域連合で検討する。

情勢下で如何かと思うが

経済が疲弊している社会

合とする。②目標額は、

①担当部署は隠岐広域連

広く協力をお願いする予

教育環境の整備

民意に諮る必要があるが

いのに耐震化で４億円以

ごろの設計内容が確定し

◎ 五箇小学校の整備は

ちの教育のための学校整

上もの巨費を賭けるのか。

た時点で趣意書等を整え
を下支えしたり凋落する
島内経済の建て直しを視
野に入れて検討し直すべ
きではないか。
教育長 リニューアルで
島内産木材を使う。

大規模改修予定の五箇小学校

教育長

◎新築病院の募金活動は
議員 町村合併協議会で
隠岐病院新築を新町建設
計画の第一に掲げた。
隠岐広域連合では平成
年６月には実施設計を完
了して工事に着工し平成
年春には開設予定であ

る。

町長は、出郷者の会合
等で、県・町の財政事情
の厳しさを訴えながら寄

改築 億円と聞くが、悲

付のお願いをし、温かい

鳴を上げている木材業界

を使うことは一切ない。

グランド整備４７００㎡

たが、その対策は。
駄だったとは考えていな

◎島の経済
活性化対策を
いようにしなければなら
い。それが

イベント中止が無

ない。地域での健康教育
態に繋がった。経済対策

町長

議員 平成
の場の利用、事業所・医

◎早急に肝炎対策を
年間、基本健診の中で肝

ことは。
りかけることも大切では

染していることを知らな

月の小康状

炎ウイルス検査を行った

療機関への働きかけなど
は、国の第二次補正予算、
によって啓発を強化する。 既存の事業を利用し島内
数％としか考えられな

年度から５

が、受診者数は６９１人
議員

受診率９％弱）だった。
い。町民に分かりやすく

実際の受診者数は

（対象者数７８９６人、
①この事業をどう評価し
たか。② 年度以降、何
情報を提供することが出
らかの対策がなされたか。 来ていなかったのではな

町長 ①町の健診時の検
ないか。

いか。地域担当保健師が

査及び事業所での検診な
町長

③町として取り組むべき

どを総合的に推進する事
が大事だということを、

よる受診者を除いたもの
啓発活動に取り組む方向

検査を受けること

は事業所での検査などに

業だった。この受診者数
地域に出て保健師などが

であり実際にはもっと多
で早急に内部調整する必

いと思う。②未受診者に

いままに慢性肝炎が進行
資料によると、この流行

要がある。

し、肝硬変・肝がんへ移
は保育所・学校が中心で

は医療機関・保健所で検

行し命を落とすことがな

◎農業公社と

農地保全体制は
◎ 五箇小学校の整備は

、その

はいけない。最近、㈱あ

地面積は１１１

議員 町が言う組織改編

いる。都万五箇地区の水
放棄地解消・農地保全管

ていない。㈱あいらんど

町長 労働不当行為はし

、五箇３

で今後も増

ろは出来ていない。

町 長 青写真は今のとこ

来年４月１日から

11

内、圃場整備水田は西郷
、都万５

、合計

田所有者の多くが現状の

理と表裏一体の解雇は慎

では残す公社の２人以外

形態での農業公社の存続

むべきではないか。

大する。

を望んでいるのに、一部
特定の者だけで密室の中
で強引に解体してしまお
うとするのは行政の驕り
であり、施政の方向性と
しては間違いだ。青写真
を示して地区民への説明
会を開くべきではないか。
町長 農業関係者への説
明機会は設ける。現在、

60

化も進み、更に手狭とな
って使い勝手も悪くなり
早急な対応が必要である。
広域連合を組織する県や
隠岐４町村も厳しい財政
状況であるのは理解でき
るものの、隠岐の島町と
して移転新築等を踏まえ、

年度からの

広域連合に提案する考え
はあるか。
町長 平成

広域計画を策定するため
の前段として、消防体制
検討会を立ち上げ検討し
ている。安心・安全の町
づくりを進める上で、消
防体制の充実は重要であ
り、事業の必要性は認識
しているが、消防本部庁
億円を超え

舎整備と無線デジタル化
の事業費は

る多額の費用が見込まれ
るため、構成町村の厳し
い財政状況を考え、中長
期の財政分析を行い財政
破綻をまねかない範囲で
決断する。

10
隠岐の島町議会だより
一般質問
一般質問
隠岐の島町議会だより

11

36

19

斎藤幸広議員
前田芳樹議員
公社の特定理事が検討を
行っている最中だ。

農地保全はいかに

22

13

ｈａ

ｈａ

24

10

15

20

63
ｈａ

是津輝和議員
22

晃議員

福田

12

ｈａ 55
ｈａ

石 田 茂 春

総務産業建設常任委員会
審査の状況

議論が白熱！
可決した。

もあったが、賛成多数で

タンクローリー購入契約変更
◆議案関係の審査
補正予算と物品購入の
変更契約に一部の委員か
ら反対もあったが、賛成
多数で「可決すべし」と
した。
・隠岐島油槽所整備関連
のタンクローリー購入契
約の変更は、タンクロー
リーの航送料が不要とな
ったための減額である。
物品価格と航送料が一
体となっていた契約であ
り、物品購入契約と航送

込みによる補正予算であ
１団体の応募しかなく、

の指定管理者の指定は、

ら配送が可能になったこ

西郷学校給食センターか

都万学校給食センターは

の閉校によるもの、また

例改正は、布施小中学校

さんや関係機関に多大な

乱、今日まで関係者の皆

化振興財団との協議が混

制度に端を発し、教育文

検討している中央公民館

しかし、教育委員会が

平成

年￥月２日～４日

◇調査研究事項◇
行政視察研修
・各種税料金の滞納対策

のため徴税吏員を対象と
した研修会を実施してい

10

じる必要がある。

・隠岐の島町教育委員会

熱心な行政視察

■鳥取県八頭町

■島根県大田市

■島根県大田市

しての公民館の果たす役
町村合併によって地域の

月以来、 割は重要であり、まして

と起こらないよう関係機

年

公民館のあり方を整理出

場の課長職が公民館長と

ことの発端は、現在、役

最も大切である。

充実・強化を図ることは

ている中で公民館活動の

来ないままとなっている。 活力低下や疲弊が叫ばれ

して配置されているが、

中央公民館体制が町民に

常任委員会では、この
この公民館長を減員する

とって良いことなのか、

町が行財政改革によって
ために中央公民館体制に

悪いことなのか、未だに
結論を出していないが、

移行しようとしたもので
ある。

年中には一定の方
向づけをしたいと考えて

平成
単位にある公民館の館長

いる。

その考え方は、旧町村
を役場に引き揚げ、西郷
公民館長がそれぞれの公
民館長を兼務する方法で

にしたため、関係業者が

な運行を考慮し４輪駆動

冬季の雪道で、より安全

スクールバスの購入で、

西郷南中学校への通学用

約は、北小学校、並びに

・スクールバスの購入契

と追いとなっている。

の公民館のあり方は、あ

答弁であり、町民のため

「今後、検討する。
」との

その考えは明確でなく、

の公民館は何をするのか、

り」が先行し、それぞれ

員会の説明は、「体制づく

ある。今日までの教育委

１社となったが、安全運

安全運行を

執行に当たること。

では、平成

ゆれる公民館体制

◇調査研究事項◇

月 日の大雨により、

■八百杉の大枝が
落下！

落下した大枝！

るが、平日とか勤務時間
大田市観光協会で、観
町民からの問題として
光振興の課題と対策を視
■鳥取県八頭町
帯などの関係で参加者は
察。
①相談窓口など、課がど
極めて少なかったと報告
八頭町は、平成 年３
世界遺産の石見銀山遺
こにあるか分からない。
があった。
月に郡家町、船岡町、八
跡は観光客が減少してい
②各部署に関連する用事
今後は、勤務時間帯な
東町の３町が合併して役
るため、課題を明確にし
ども考慮し、多くの徴税
がある場合は不便である。
ながら対応を検討してい
場の体制を庁舎方式から
吏員が研修を受け、高額
③目的の部署が遠距離で
る
。
総合支所方式に変更した
滞納者への徴収体制を強
不便である。
課題は、①受け入れ体
経緯を視察した。
化するよう指摘した。
制や遺産の適切な保存・
今
後
は
、
部
署
の
配
置
、
新町の本庁舎を郡家町
管理、②関連する文化財
（※全滞納者に占める高
業
務
内
容
、
役
割
な
ど
を
検
役場とし、船岡町、八東
の収集・展示、③宿泊・
額滞納者の割合は ％、
討会、課長会などで検討
町役場は住民サービスが
飲食のもてなし④交通ア
金額は１億９９００万円
することにしている。
ク
セスなどがある。
低下することがないよう
となっている。
）
更には、今までに多数
総合支所とした。役場の
・事務事業の評価は外部
の観光客を受け入れた経
収容能力等を勘案し、議
験に乏しく、地域住民と
からも評価委員を入れる
会、教育委員会、農業委
の共生、防犯上の課題、
よう指摘し、行財政改革
員会などの機関を分散し
廃屋の対策などである。
大綱の策定は、事前に議
また、新たな建物をつ
ている。
会にも説明するよう要望
くれないため、古民家を
役場としての問題点は
した。
改修して店舗を増やした
①各庁舎によってサービ
・農業公社は、公社組織
り、見て・触れて・感じ
ス、対応に違いが生じる
てもらう回遊ルートや施
の再編に全力で取り組む
こと。②職員の移動に時
設
を
整備していく。
よう指摘した。
今後は、観光客が宿泊
間と経費がかかる。③意
・定住奨励資金は、現在
してもらう工夫・仕組み
思統一が出来ない。また
が必要で、付加価値の高
名が申し込んでいるが、 情報などの共有が難しい。
い宿泊施設や地元の新鮮
④事務分掌が不明確であ
新年度からは多くの方が
な食材を使った地域性の
り、責任の所在もあいま
受けられるよう対策を講
ある食事を提供する必要
がある。
いである。

21

関と十分に協議し、事業

後このような事態が二度

経過等も十分考慮し、今

過去の議案取り下げの

すべきである。

る町長もしっかりと反省

21

玉若酢神社の八百杉の大
枝が腐朽に加え当日の雨
粒の重みに耐えられず落
下し、その際、５ｍほど
の枝も破損し落下した。
教育委員会は、さっそ
く文化庁に報告するとと
もに、今後、樹木医と協
議するとのこと。

12
隠岐の島町議会だより
常任委員会報告

料は分けるべきとの意見
もあり、議論が白熱した。
今後、しっかりとした物
品購入の基準をつくるよ
う指摘をし、一部の反対

安 部 和 子

教育民生常任委員会
審査の状況
教育委員会と教育文化振興財団

決すべし」とした。

るもので、全会一致で「可

信頼関係の再構築を！
◆議案関係の審査
補正予算関係は、それ

り、特に指摘事項もなく
当該団体の適正な管理が

・隠岐の島町総合体育館

全会一致で「可決すべし」

見込まれることから、全

ぞれの事業実績や事業見

とした。

会一致で「可決すべし」

と、及び施設設備の老朽

る迷惑や不安を与えたこ

とした。

化に伴い衛生管理の徹底

とは誠に遺憾であり、当

17

12

生涯学習・交流の場と

11

22

11

行を考慮したもの。

12

・学校給食センターの条

が困難となったことから

事者である教育長は勿論
のこと、議案提案者であ

社会教育体制の充実を

20

常任委員会報告
隠岐の島町議会だより

13

年４月１日より、

平成

それぞれの施設を廃止す

22

これで安 油の供給
これで安心

特別委員会報告

一度見直すことを求め見
解とした。
月 日には、隠岐病
院の武田院長を講師にお
願いし、地域医療のあり
方、病院の目指す方向に
ついて勉強会を開催した。
食の大切さ、予防医療の
実践、経営健全化の取組
みと必要性、医師招聘の
対応、患者の視点からの
病院整備等、具体的に伺

対し、９月に執行部から

と」を提言した。これに

２名体制を１名にするこ

で「 年度から歯科医師

委員会では、３月議会

判断している。しかし、

境の悪化にもならないと

えないし、医師の勤務環

ら見て１名で無理だと言

動向、健診業務の実状か

委員会では、患者数の

になった。委員会として

え方は全く相反すること

で十分だとする院長の考

いる委員会と、今の人員

名増員する方向を出して

のあり方について医師１

意見交換では、診療所

確認した。

取り組むことを委員会で

かりと確保しなければな
らないと考え、積極的に

病院に通う利用者が一番

考え方の基本は、隠岐
ければ運休する。

の予約制とし、予約がな

路線まで運行する。前日

線バスの発着点とする。
路線バスは現在の９路線
を４路線とする考えであ
る。
間を利用し、都万、五箇

スクールバスの空き時

◇診療所巡回バス関係

多いため、隠岐病院を路

◇路線バス関係

総合交通対策特別委員会
委員長

斎 藤 昭 一
生活交通整備促進に
関する事項
現行の路線バス、乗合
タクシー、町営バス、ス
クールバスを効率よく組

医師１・２名体制にする
住民の医療に関わること
は、一人暮らしの高齢者

み合わせ、交通網整備を

旨の報告があった。１・
であり、慎重な対応が必
や高齢者夫婦世帯が益々

った。

２名体制とは、都万歯科
要なことから、来年の実
増える今後を見据える中
で、地域住民の健康づく
中村、布施地区の運行を

１回他の診療機関で対応
隠岐高校、隠岐水産高

検討する。今後のスケジ

りや訪問看護、終末医療
校、西郷港経由路線、役

ュールとしては利用者へ

指定タクシー業者やス
クールバスにより、幹線

ったための減、院外薬局
開局が１カ月遅れたため
の薬品費の増、エアコン
修繕費の増などである。
隠岐病院会計では、新

利用者増による給食費の

は、給食材料費の高騰、

知的障害者施設事業で

清算による減額。

出張所のポンプ車更新の

格救急車の寄贈及び知夫

消防事業会計では、高規

り等を実施し、３月には
結論を出したいとの説明
を受けた。

増額、新型インフルエン
ザ対策消耗品費の増及び
障害者自立支援法改正に
伴う報酬５％引き上げに
伴う構成団体負担金の減
額などである。
陳情案件は、㈱あいら
んど代表取締役 斎藤博
氏からの「レインボープ

常任委員会に付託された。

であり、所管の総務医療

離発注に関する陳情書」

おける電気設備工事の分

司氏からの「公共工事に

事事業協会会長 荒木恭

ラザ（妊産婦長期滞在用
年６月まで伸びることに
よる債務負担行為の補正、 部屋）支援に関する要望
書」並びに島根県電気工

病院の実施設計が平成

意見交換、経費の見積も

場本庁への路線も考慮に

ためには医師４名体制と

隠岐広域連合臨時会が
月 日開催され、陳情

以外の議案については全
会一致で可決した。
平成年 度各会計の決
算は、決算審査特別委員
長から、「介護保険料滞納
金、隠岐病院・島前病院
の医療費未集金、仁万の
里の未集金の徴収及び防
止対策に一層の努力を求
めた上で各決算は認定す
る。
」との報告があった。
条例改正は、住宅手当
の廃止や期末勤勉手当を
カ月、月例給を０
年度補正予算の

・２％引き下げるもの。

０・

平成

主なものは、給与カット
率を２％引き下げる変更
に伴う人件費の増、レイ
ンボープラザの空調修理
及びインターネット配線
島前病院会計では、隠

工事費の増などである。
岐病院からの精神科医師
派遣負担金の減、薬剤師
や看護師が採用出来なか

◇デマンドバス関係

のアンケート、地元との

生産者を中心とした観
光振興に取り組んでおり
これらにかかわる人材と
して「若者・馬鹿者・よ
そ者が島おこしの原動力
である」との言葉は印象
的だった。
町観光協会の運営の基
本方針は、①窓口重視、
②受け皿の拡大として取
り組み、「利益の循環を目
指すこと」「新しい取り組
みへの挑戦」とのことで
ある。

是 津 輝 和

入れるよう進言。

を含む在宅医療の推進の

生活バス路線に一役

すべきとした委員会の提

変わる交通体制

22

言を改めて確認した。

するものである。
報告によると、現状の
患者数の推計上からは１
名で可能としながらも、

確立し、弱者の足をしっ

と五箇歯科を１名で診療
績で職員体制を含め、今

熱心に意見交換

医療対策特別委員会
委員長

吉 田 政 司

21

し、中村歯科診療所は週

歯科診療体制の見解を示す

10

開している。

今後の診療体制は

14
隠岐の島町議会だより
特別委員会報告

踏み切れない要因として
①１人で３箇所診ること
②健診等の業務、③医師
の負担増などの問題点を
挙げている。

ャモニャセンター」に設

課を、町の玄関の「キンニ

商課」
「産業創出課」の３

る「交流促進課」
「地産地

りを行い、実行部隊とな

主義」に徹した体制づく

そのために、「現場第一

期戦略をたてた。

生き残るための攻めの長

まえの体質からの脱却と

択して以来、行政へのあ

海士町は単独町制を選

◇海士町の産業振興
と観光協会視察

た。

振興を視察することとし

海士町の観光協会と産業

体化して取り組んでいる

更に、産業と観光を一

受け理解を深めた。

や決算の状況など説明を

現状について、事業内容

ことから、町観光協会の

会の役割りが重要である

行財政改革特別委員会
委員長

平 田 文 夫
委員会の取組み方針は
補助金・負担金の検証に
重点を置き、その投資効
果について検討すること
とした。

◇行財政改革関係
執行部から第２次行財
政改革大綱の策定状況の
報告を受けた。その概要
名の行財政改革推進

は、公募委員２名を含め
た
審議会を設置し、６月
年

日に審議会に諮問したと
のこと。また、平成
度の事務事業評価の実施
結果についての中間報告
を受けた。

◇隠岐の島町観光協
会の補助金関係
観光を基軸とした町づ

置し、ニーズを肌で感じ
る場として各種事業を展

20

特別委員会報告

15

くりを進めている隠岐の
島町にとっては、観光協

寄贈された高規格救急車

27
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10

隠岐の島町の施策課題に対応するための決議

隠岐の島町の重要施策を推進するため次の４項目を議員提案し、全会一致で決議した。

１．納税意識の高揚を図るとともに滞納徴収業務を強化すること

２．地場産業及び観光産業の振興と雇用創出策の推進を図ること
３．保健・医療・福祉の連携、充実強化を図ること
４．学力向上、教育行政の充実強化を図ること

皆さんの

請願・陳情など

■公共工事における電気

全施行等を求める意見

■改正貸金業法の早期完

趣旨採択

設備工事の分離発注と

書を政府等に提出を求

継続審査

当協会会員及び県内業

める件

大野俊之氏

存続が危ぶまれる温泉施設

会長

島根県弁護士会

・提出者 松江市

者に受注の機会をお願
いする陳情
・提出者 松江市
社団法人島根県電気工
事業協会
会長 荒木恭司氏
■県の福祉医療費助成制
度の定率
（応益）
負担を
廃止・撤回し定額負担
に戻すことを求める意
見書採択の陳情
・提出者 松江市
島根県社会保障推進協
議会会長 池淵栄助氏
■隠岐温泉ＧＯＫＡ運営
存続に関する陳情書
・提出者 五箇地区
区長会会長
田中井敏勝氏外４名

心行き交う、やすらぎのまち

～みんなの手による新しいまちづくり～

れた気がする。まだ沈
静化はしていないが気
をつけ、健康であんき
に暮らしたい。
心も新たに、「議会だ
より」の編集に頑張り
たいと思う。今年も
よろしくお願いします。

まるい輪の中

昨年は、町村合併五
周年記念として各種行
事が計画されたが、新
型インフルエンザの感
染拡大防止に振り回さ

16

隠岐の島町議会だより

編集後記

隠岐の島町の将来像

