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町が観光遊覧船を購入
９月定例議会は９月８日に開会され、提案
された全議案を可決・承認し、９月 日閉会
した。しかし、平成

年度一般会計補正予算

には２名の議員が反対した。
主な議案は、地域の活性化や生活対策・公
共投資対策を中心とした４億７５００万円の
一般会計補正予算、条例改正、工事請負契約、
年度各会計決算認定などである。

物品購入契約締結、名誉町民の選定同意案件
のほか平成

中でも、町が観光振興を目的として購入す
る観光遊覧船は２隻で約９６３万円であるが、
管理運営体制も未定であることから、一部の
議員からは心配する声や反対する声もあった。
町執行部は、当初の目的を達成するよう、

などの道路側溝の改良や

町内にある消火栓格納
庫が壊れているため格納

地域活性化という交付金

庫を整備する。

西郷・五箇・布施地区

の性格から、町内の木材

人乗りで料金は大
月まで運行の予定。
なお、運行委託先は検討

から

人一人１５００円、３月

ｍ、

遊覧船は、長さ９・６

尾川めぐりの遊覧事業を。

史物語の多い西郷港・八

観光客増大を目的に、歴

展開し、満足度アップと

魅力ある島後の観光を

９６３万円

◆観光遊覧船購入に

１０００万円。

れる。全体の調査費は約

億円の補助金が見込ま

岐病院建設のために、約

の基準を満たせば、新隠

施する。この事業は一定

合に負担をして調査を実

調査するため隠岐広域連

旧隠岐病院の耐震度を

２８０万円

◆隠岐病院の耐震調査に

経済危機対策
公共投資交付金を
活用するもの

２ 隻で９６３ 万円

保育所の遊具を整備する。

港町児童公園や旧加茂

５５０万円

◆児童公園の遊具整備に

運行事業者とは綿密な連携を図り、事業を推

◆道路施設改良事業に

生活対策交付金を
活用するもの

主な歳 出

備のため借入れる。

橋の整備や防災無線整

５８５０万円増額

■町債 借(金 を)

進することが求められる。

主な歳 入
■地方交付税が
５７６０万円増額
億２４００万円が

今年の地方交付税は、
総額
交付決定になり、増額補
正する。

■国県の負担金・補助金
地域活性化や生活対策

６６０万円

２億８９４０万円増額
の臨時交付金、子育て応
漁港改良、企業の農業参

舗装・交通安全設備を整

那久路地区や油井地区

入、福祉対策、教育環境

備する。

従来は、ＦＲＰ製の格

援特別手当、道路改良や

の整備等の補助金など。

◆堆積土砂の取除きに

納庫を整備していたが、

◆消火栓格納庫整備に

■繰越金や基金からの繰

３１０万円

４１０万円

入金を６８６０万円増額

の農林道が災害等により

前年度の決算が確定し
たことによる繰越金や、

を利用して木製の格納庫

中である。

号 平成

年度隠岐の島町一

是 津 輝 和 議員

反 対 討 論
私は、議第

21

観光の目玉となるか八尾川遊覧！
観光の目玉となるか八尾川遊

して 戸余りの住宅の白

町営住宅の環境整備と

２２６０万円

◆町営住宅改良に

する。

アリ防除と防音対策をす
る。西郷地区の朝日が丘
団地、五箇地区の西見団
地、田部谷団地、都万地
区の仁万団地が対象。

◆学校教育環境整備に
６８７０万円
学校の教員用パソコン
購入、デジタルテレビ購
入、暖房器具の更新、学
校名の銘板の取替え、図
書・教材の購入、学校再
編によるスクールバス停
留所整備などの環境整備
をする。

「 隠岐の島町立 」に名称変更を

整備する。

と、蛸木漁港の物揚場を

箕浦集落道の舗装工事

３７００万円

◆漁港漁業集落整備に

助金を交付する。

備するもので２業者に補

や牛舎監視システムを整

シイタケ生産施設の改良

交付する。内容は、原木

を支援するため補助金を

企業の農業参入・連携

１７５０万円

◆農業活性化事業に

する。

い、熱源機器の取替えを

施設の老朽化にともな

３５００万円

◆温水プール施設整備に

器具や調理器具を購入。

毒菌の殺菌をするための

給食調理における食中

整備に７５０万円

◆学校給食センター施設

以上

光遊覧船事業の再考を求めて補正予算に反対

るわけにはいかない。よって私は、八尾川観

とは言語道断であり、今回の補正予算は認め

更に、「管理運営体制はこれから考える。
」

甘えの構造が定着し決して人材は育たない。

今回のような「公設民営」を行っていたら

材育成は喫緊の課題の一つである。

る隠岐の島町にとって、観光産業に関わる人

「観光を基軸としたまちづくり」を唱えてい

いくのが行政の責務と考える。

資金を助成して、やる気のある人を支援して

を、安易に「公設民営」で行うのではなく、

る気はあるが初期投資は難しい人等への対応

に計上して提案すべきだと考える。また、や

の実施体制も含めた計画を策定し、当初予算

な事業であれば、充分に調査研究の上、事業

私は、隠岐の島町の振興にとって真に必要

は未定とのこと。

だったが、議会での副町長の説明では委託先

行管理は島後観光㈱を予定しているとのこと

し、事業の委託先は隠岐の島町観光協会、運

常任委員会での説明では隠岐の島町が購入

反対の理由は次のとおり。

般会計補正予算（第３号）に反対をする。

71

2
隠岐の島町議会だより
９月定例会 補正予算など

28

土砂が堆積したため、こ

を整備する。

70

21

の土砂を取除く。

13

11

20

生活対策臨時交付金積立
分からの増額。

11

９月定例会 補正予算など
隠岐の島町議会だより

3

遊具が足りない児童公園

９月定例会
71

◆高齢者福祉対策に
１０００万円
民間企業が認知症対応
◆町道の橋梁改良に

月か

年３月までの間

年

□国民健康保険税条例の
改正は、平成
ら平成
の出産に対して、出産育
万円」を「

校」を設置するもの。

止して新たなに「北小学

中村小と布施小学校を廃

施中学校を廃止し、更に、

田小・那久小・中村中布

年４月１日に大久小・飯

学校再編により、平成

万円」に引き上げるもの。

児一時金「

年

年４月

年４月１

選挙執行費用の
時間外手当は？

廃止の小学校

新型インフルエンザ
予防接種対策費 は？

９０ 万円
町議選挙開票

平田議員
が、立会人、選挙管理委

平田議員
従事者か。
員は関係ないか。

事務職員残業手当とある

総務課長 新型、季節型
総務課長 立会人、管理

平田議員

れたことの総括をしたか。

平田議員 開 票 事 務 の 遅

者には支払っていない。

ルエンザの対策費が計上

に依頼する費用だ。

に関係なく集団的に医師

インフルエンザ医療関係

接種するのは

９ 万円

（この事業は中止です。）

３７５人（３３９世帯）
。

隠岐の島町の対象者数は

６０００円が支給される。

５歳）
児童で一人当たり３

日までに生まれた
（３歳 ～

２日から平成

の児童で、平成

度において小学校就学前

対象児童は、平成

特別手当を給付するもの。

国が子育て支援のため

１４４０万円

◆子育て応援特別手当に

装工事をするもの。

隠岐国分寺駐車場の舗

４２０万円

◆観光施設整備に

ーを建設するため、建設

県が行う西郷大橋保全

２９５０万円

◆西郷大橋整備に

する。

受信機１０００台を購入

操作機器の更新と、戸別

都万支所の防災無線の

２４８０万円

◆防災行政無線の更新に

□学校設置条例の改正は

型のデイサービスセンタ

10

浜那久の浜橋改良のた
費用６０００万円のうち
１０００万円を補助する。 め、基礎杭工事が必要と
なり追加するもの。

２０００万円追加

21

隠岐のインフ

まずは補正予

集計業務に時間を費やし
たことや集計システムに
問題があった。

町有地にある

企画財政課長 今回の整

施設はどうするか。

うだが他の児童公園的な

施設の遊具を整備するよ

髙宮議員

５４９ 万円

児童公園施設の
遊具整備は？

がある。

総務課長 調査する必要

町費の無駄遣

平田議員

月

ルエンザのピークは

いではないか。

る。
平田議員

ある。

総務課長 一定の備蓄は

大丈夫か。

リレンザ」の町内備蓄は

ザの予防薬「タミフル・

インフルエン

ば流用や予備費で対応す

算で対応し、必要があれ

総務課長

応出来るか。

下旬と言われているが対

平田議員

会の予算で対応する。

総務課長 先般の臨時議

されていないが大丈夫か。 総務課長 一番の原因は

今回、インフ

39

22

□隠岐島石油類備蓄施設
の設置管理条例の制定
町が整備を進めている
油タンクの設置及び管理
の方法を定めたもの。
具体的な運営は、「㈱あ
いらんど」を指定管理者
として指定する方針。

■島後清掃センターの
クレーン更新工事
請負業者

７３５０万円

兵庫県尼崎市
㈱タクマ
請負金額

■隠岐油槽所
タンクローリー購入
契約業者
隠岐の島町

４８７３万円

一畑隠岐工場

㈱カーテックス
契約金額

隠岐の島町

名誉町民が決定

合併５周年を記念し、隠岐の島町名誉町民選考
審議会に次の７名を諮問して同意の答申を得たの
で議会で承認した。砂原秀遍氏を除く６名は合併
前の町村で選定・顕彰された方々です。
○故永海佐一郎氏 隠岐の島町中町 旧西郷町
旧西郷町

榮一氏 隠岐の島町西村 旧西郷町

通照氏 隠岐の島町原田

旧五箇村

○故若林
○ 筧
八束氏 隠岐の島町郡
旧西郷町

旧西郷町

○故村上
治男氏 隠岐の島町平

○故中川 秀恭氏 東京都多摩市

○故横地
隠岐の島町

しゅうへん

○ 砂原 秀遍氏 京都市南区
すなはら

年、隠岐の島町中村に生まれ、

砂 原 秀 遍 氏 の 事 績
砂原氏は、大正
昭和 年に隠岐国分寺の住職に就任し本堂再建に
尽力した。故郷「隠岐」に対する愛郷心が強く京都
島根県人会名誉会長、関西隠岐人会顧問等を歴任、

■人権養護委員の推薦

隠岐島の観光振興に大きく寄与された。

■固定資産評価審査

する考えはないか。

ものは条例化をして整備

髙宮議員 児童公園的な

更新する。

どを協議し必要であれば

地元の方々と利用状況な

髙宮議員

増大が見込まれる。

満足度アップ、観光客の

り入れた商品」として、

「体 験 ・ 学 び の 要 素 を 取

「気軽に観光できる商品」

けの観光商品が少ない。

バスが廃止になり個人向

将来、イカ釣

なかった。

３年前に公

客数の割合を考えて運航

観光客数の動向や利用

はないか。

運航試算は机上の空論で

て利用客数を出しており

画を立て、それに合わせ

先に運航計

と競合するので対応でき

化し、既存の運航遊覧船

からローソク島遊覧に変

お客のニーズが白島遊覧

年々減ってきたことと、

観光商工課長 観光客が

のか。

った。なぜ、そうなった

れたが厳しい運営状況だ

島遊覧船事業が取り組ま

設民営で白島・ローソク

斎藤 幸議員

千春

（敬称略）

企画財政課長 児童公園

運営事業費の

加茂 野津

委員会委員の選任
猛

（敬称略）
東町 脇田
山田

購入物品
石油タンクローリー
都万 西山哲男

という場所が他にもある

用者の見込み数は。

田中井敏勝

３台

ので、今後、関係課で協

観光商工課長 初年度は

る。
髙宮議員

髙宮議員

の目玉としたい。

とも協力して隠岐の観光

慎重に選定し、観光協会

観光商工課長 委託先は

どのように考えているか。 斎藤 幸議員

して余りにもお粗末だ。

購入するのは行政手法と

まってないのに遊覧船を

運営方法が決

を４７０万円見込んでい

２０００万円で経常利益

益は７０万円、５年後は

約１０００万円で経常利

観光商工課長 初年度は

概算は。

髙宮議員

を見込んでいる。

００人（１日平均 人）

人 ）、５ 年 後 は １ 万 ３ ６

７３５０人（１日平均

将来展望・利

議し対応する。

八尾川観光遊覧船
購入事業は？

運営方法が決

９６３ 万円
髙宮議員

まってないとのことだが
事業の目的と効果をどの
ように考えているか。

り舟とならないように。

4
隠岐の島町議会だより
９月定例会 補正予算など

35

備は町有地にある施設の

観光商工課長 定期観光

40

総括質疑
隠岐の島町議会だより

5

14

65

15

18

22

23

遊具を整備するもので、

もっと整備
もっと整備を！
子どもの遊び場

化粧直しの西郷大橋

のための塗装改良工事に

平田文夫・髙宮陽一
福田 晃・小野昌士
是津輝和・斎藤幸広
池田信博

21

10

町が負担するもの。

予算・条例等に対する
質 問 者

環境整備も急がれる八尾川遊覧

計画を立てるべきだ。
観光商工課長 利用人数
は月々の見込み数を積み
万５０００人の観

上げたものではないが、
年間
光客の中で７０００人程
度の利用を見込んでいる。

企業の農業参入
連携支援事業は？

１７５５ 万円
髙宮議員 それぞれの事
業の具体的な内容は。
農林水産課長 しいたけ
の加工品開発と販売促進
を図るもので、安定供給
するため施設を拡大する
もの。もう一つの事業は
子牛生産を 頭に増やし
安定経営を図り、同時に
牛舎の監視システムを整
備して管理の適正化を図
るもの。

西郷南中の
バリアフリー化事業
は？ ２３０ 万円
池田議員 西郷南中に階
段昇降機を１基追加する
計画は、なぜ当初から計
画しなかったのか。
教委総務学校課長 当初
保護者・学校など関係者
と協議検討したが、その

西郷大橋
改修事業は？

２９５３ 万円

条件不利森林公的
整備特別事業は？

てとし、山林の肥料とす
る。

防災行政無線
整備事業は？

２４８０ 万円

地方財政法で

そのような収支が続くと
考える。
小野議員
は、公共下水道は公営企
業と規定しており、基本
は経営収支（下水道料金）

決した都万地区の個別受

福田議員

いるか。

水道に何世帯が接続して

た、稼動している公共下

何年頃にそうなるか。ま

で賄うことになっている。

信機の整備事業であるが

３月議会で議

早急に購入して取り替え
下水道課長 平成

年頃

るべきだ。
親局の操作卓整備を加え

総務課長 当初計画に、
は 現 在 世帯である。

と考えている。接続世帯

をかけており早急に整備

たため遅れている。迷惑
られている漁業集落関係

ることになれば収支が図

小野議員 料金を改正す

容説明を。

福田議員
いるが、切捨ては豪雨時

出と切捨てに区分けして

福田議員 間伐事業を搬

出金頼みになると考えら

費等は一般会計からの繰

稼動したが、当面、運営

小野議員 公共下水道が

を聞いて対応したい。

下水道課長 色々と意見

るのか。

の下水道も含めて改正す

する。

下水道特別会計

一般会計繰入金は？

農林水産課長
の土砂災害の原因となる
れる。何年ぐらい繰出金

９４ 万円

も行ったが、橋の再塗装
恐れもあるので搬出すべ
が必要か。

８８８ 万円

とボルト・ナットの点検
きではないか。
下水道課長 平成

改修事業の内

などの補修工事である。
農林水産課長 地形が悪
は人件費等を含め１億９

年前に

総事業費は、１億５００
く搬出するために多額の
０００万円であり、当面、

長から新しい病院の整備

院事務部長、病院整備課

共交通会議の検討状況の

いて、隠岐の島町地域公

生活交通網の整備につ

③ 生活交通網整備促進

② 隠岐航路整備促進

① 隠岐空港利用促進

した。

査・研究することを確認

目指し、次の３項目を調

利用者の利便性の確保を

委員会では、それぞれ

斎 藤 昭 一

行やコミュニティバス運

廃止バス路線の代替運

乗客数は減少、一方、車

７月までの前年比較では

乗船状況は、４月から

利便性が改善される。

れることになり利用者の

伴い、切符売場が整備さ

てきたが、上屋の改築に

総合交通対策特別委員会

年度

０万円で、町負担は総額
費用がかかる場所は切捨

３９００万円。

すことにした。

を精査した上で見解を示

対し、結果に至った事由

委員会ではこの報告に

医療対策特別委員会
吉 田 政 司
特別委員会では、昨年
月議会で提言していた

「各歯科診療所（都万歯
科・五箇歯科診療所各１
名）の医師２名体制を１
名にすること。」と、併せ
て「産婦人科医師の招聘」

方針、目指す病院像、病

報告を受け、島根県内の

６ 月 日には、隠岐病

院の現状と課題について

新交通システム運行状況

行は、利用者との意見調

両は増であった。旅客運

めていくことを確認した。

通体制の調査・検討を進

に支障のないような新交

方、日常の通院や買い物

者の高齢者や免許のない

の事例を参考に、交通弱

説明を受け、７月６日に
は、町の保健福祉課長か
ら町内各地域で行われて
いる健康教室など保健活
動の実情について説明を
受けた。
いずれも現状・実態を
詳細に把握するためのも

整を行い弱者の足を確保

に、燃料費の値下がりに

する取組みが急務である。 賃・車両運賃の増収、更
西郷港メガフロートに

より経常利益の増につな

水道を使用

３７ 万円

町営要木住宅
環境対策事業は？

斎藤 幸議員
した時の騒音が隣接の住
宅に影響を与えるとのこ
とだが、原因は設計上の
問題か、それとも施工上
の問題か。
建 設 課 長 壁は二重張り
で騒音対策はされている。
調査の結果、水道管の振
動が流しの鉄板に伝わり
共鳴して騒音となってお
り、当初は予測できなか
った。

がった。今後、油槽タン
ク施設が稼働しタンクロ
ーリーの航送がなくなれ
ば車両航送料の大幅減が
予想されるため、一般車
両増の対策と利用客の増
に取り組む必要がある。
隠岐空港の利用状況は
７月 日から８月 日ま
でのジェット便利用率は
上下便合計で ・９％と
なり目標の

％に達しな
かった。しかし、８月
日から 日までの 日間
に

人乗りが就航し、１
０００人の乗客があった
ため、総合的な需要は充
分として、日本航空には
高評価が得られ、次年度
の運航にもよい手ごえが
あった。
課題として、各種団体
や役所の方々の利用を募
らなくても実績が安定維
持できるような施策が望
まれる。また、個人客が
団体客の数値を上回った
ことは大いに意味がある。
次年度に向けて旅客動向
を精査し、町内の観光施
設・宿泊施設・イベント・
交通体制などの整備が必
要である。

6
隠岐の島町議会だより
総括質疑

42

整備が進む町営住宅

10

53

切符売場の設置を要望し

30

11

時点では不要であるとの
を掲げ、その実現に向け
て取り組むことを決めた。

結論だった。その後、先
生や生徒に迷惑がかかる
９月９日の委員会では
町執行部から委員会提言

との申し出があり、再度
検討した結果、設置する
に対する検討状況の中間

のである。

診療を任せる。
」というも

診療所は他の医療機関に

医師で診療し、中村歯科

五箇歯科診療所を１名の

は、「都 万 歯 科 診 療 所 、

報告があった。その内容

こととした。

学校ＩＣＴ環境
整備事業は？

３４２８ 万円
池田議員 学校ＩＣＴ環
境整備事業で教員用パソ
コン１３４台を購入する

続して調査研究し、こう

のであり、これからも継
※用語の説明

した活動によって何が大

計画だが、これで整備は
完了するのか。

「ＩＣＴ」とは？

切かをはっきりさせ目標
の具現化に努める。

76

80

動き始めた西郷浄化センター
メガフロートにも切符売り場が！
メガフロートにも切符売り場

塗装工事が進む大橋

教委総務学校課長 今回

Ｉは情報、Ｃは通信、
Ｔは技術の略称。

20

20

10

50

の整備で全教員に配置で
きる。

17

74

総括質疑・特別委員会
隠岐の島町議会だより

7

26

12

13

質問した議員
（順不同）

広域連合への
農業公社と農地保全体制は

公共交通体系の整備促進は

国の叙勲受賞者への顕彰は
ししている好条件の水田

困難である。将来の農地

しない限り、合意形成は

討課題６項目を町が解決

が、答申の条件である検

見直しを公社に要請した

会の答申通りでの組織の

た農業公社組織検討委員

もう限界だ。生産法人と

認定農家も「家族経営は

なければ困ると回答し、

状のまま継続してもらわ

の諮問調査では ％が現

と作業受託契約５００件

助けている。利用権設定

は

議員 町は、町が設置し

保全体制をどうするべき
競争では認定農家はひと

で認定農家をよく

か、強権発動ではなく、
たまりもないから止めて

、五箇３

耕作放棄地は西郷

くれ。」と言う。

公社と直接良く話し合っ
てはどうか。
公社が認定農家に又貸
、都万５

で、公社の存在効果が良
くわかる。縮小ではなく、
西郷地区に作業拠点を設
ける必要がある。交通関
係や「㈱あいらんど」へ

は町の組織検討委員会の
答申通りで決定されたと
聞き、来年度実施に向け
て検討を進めている。
議員 社会機能が西郷へ
一極集中し、西郷へ行け
るバスを 時と３時にも
一便欲しいと周辺地区で
強い要望を聞いている。
多額の補助金を出す割に
は運行に地域ムラがあり
西郷から遠い周辺集落は
整備されていない。交通
弱者を救済する体制はど
うするか。
月末に

町長 隠岐の島町地域公
共交通会議から
議員 町役場から推薦を

提案をもらう予定である。
受け、皇居まで自費で行
き、叙勲を受けたが役場
からは何の祝辞もなく、
町の広報にも掲載されず
淋しい思いをした。これ
からの方のためにも指摘
をして欲しいとの受賞者

ば農地保全景観保持にも

ず、顕彰はどうしている

とは感慨もひとしおのは

の声だ。叙勲を受けるこ

援助すべきだ。まずは現
か。

の巨額な出資と比較すれ

状組織のままで町と公社

町長 本人に対してお詫
する。

びをしたい。今後、検討

が協調して経営改善すべ
きだ。
公社の理事会から

などにあたる。

町長

解消に取組む。

作放棄地の調査と対策は

議員 今回の対策に含ま
うなっているか。

どうするか。

議員 この対策の中で、

町長 農業公社は、地域

町長 将来、必要であれ

れていない水田・畑の耕

耕作放棄地対策協議会の

議員 農家、新規就農者

ば他の農地も対象とする。

農業公社の位置づけはど

構成員であり、町と協同

が希望の持てるような町

して農家の意向調査、解
消作業、担い手への貸付

独自の農業政策が必要で
はないか。例えば本土か
ら億単位の金額で入って
くる野菜の島内生産、自
給率向上を目指した新規
就農者育成、企業参入へ
の取組みには、町の財政
の立案が必要ではないか。

出動も視野に入れた政策
耕作放棄地解消事業では
町が全額出資している農
業公社が一構成員にとど
まらず、中心的な実施主
公共事業が激減す

体となるべきではないか。
町長

る中で、農林水産業が島
の基幹産業だと考えてお
り、この振興が今後の大
きな課題である。
農業公社は、公社本来
の仕事が出来るように、
また、放棄地対策にも取
組めるような体制を整え
る。

8
隠岐の島町議会だより

導入により、施設の管理
運営に問題が生じている
と町長・教育長は答弁し
ていた。公民館の管理主
体を行政機関にもどし、
その中に教育文化振興財
団の事務を委託する条例
の改正及び財団の事務所
移設問題、西郷公民館を
中央公民館とする問題等

っており中央公民館制度

て自給率の向上を図る。

査をした。今年度から３

10

問題点の解決は
議員 知的障害者援護施
設に対する構成町村の運
営費負担金の問題だけで
どうする考えか。
教育長 コミュニティ活
動の拠点施設である公民
館としての機能を発揮し、
より良い住民サービスを
提供することが望ましい。
文化会館は、指定期間が
終了する来年度から教育
委員会が管理し、直営に
よる業務委託の方向で財
団と協議する。
教育文化振興財団の事
務所移転は、総合体育館
図書館の管理の関係もあ
るので協議の上、最善の
方法を模索する。
公民館組織は、住民周
知を図りながら理解を求

町長
が来年度から実施できる

ていると考えている。

議員 いま取組んでいる

計画の段階から町民の意

年間、国の補助金を利用

99

なく、行政機関の諸問題

に対する取組む姿勢の問

題でもある。民間委託の

問題等、
「仁万の里」の事

業は今後どのようにすべ

きか、隠岐の島町の考え

を提言すべきだ。

町 長 正副連合長会議で

当町の考え方を示した。

将来的な重要課題だと受

け止めているが、民間委

託は今すぐには困難だ。
今年度は広域計画策定

の年であり、指定管理者

制度の導入や法人化など

民間が実施する事業にな

らないか等、積極的に働

きかける。

議員 隠岐の島町の考え
めると共に、公民館運営
方を速やかに示すべきだ。 審議会でも慎重審議を行
会議に出して議論する。
よう取り組む。

次回の正副連合長

議員 指定管理者制度の

われている。将来を見越

議員 保護者会、区長会

耕作放棄地対策と今後の

見を反映するのが民意の

ｈａ

10

20
ｈａ

行財政改革の提言は
指定管理者制度における

池田信博・前田芳樹
是津輝和・斎藤幸広

した農地確保対策、農業

議員 年々、基盤整備さ

教育長

約したことにはならない。 べきだ。

政策の基本方針をどう考

るのに、何故条例に基づ

町民主体のまちづくりを
地区教育懇談会で耐震診

えているか。

れた水田でも耕作放棄地

議員 五箇小学校舎は築
定めた隠岐の島町まちづ
断をして大規模改修をす

町 長 食糧危機に備えた

いて町民の意見を聞かな

後 余年が経ち、老朽化
くり基本条例でも「町は
る予定との説明をし、ま

対策は国の政策として取

が増えてきた。一方で、

が激しく、大変危険だ。
まちづくりに関する計画

ちづくり懇談会でも説明

組むべきであるが、離島

いのか。また、１００ｍ

現在、耐震診断を実施中
を策定するときは広く町

してきたので合意は出来

独自の取組みも必要であ

世界的な人口爆発、中国

で補強が可能との診断結
民の参加を得ておこない

ていると思っている。ま

り、自立に向けた対応を

走直線が取れないのは五

果が出た時は補強改修す
まちづくりに関する重要

た、町内学童の体力は国

すべく国にも働きかけ、

・インドなど人口大国の

るとのことだが、五箇村
な事項を決定する時は、

県平均よりも上回ってい

地産地消の取組みを通し

箇小だけだ。校庭も重要

時代には、『五箇小学校舎
事前に提言を受け、町民

るので、五箇小校庭も現

学校整備は
民意の反映を

建設委員会』を設置して
の意見を十分に反映しな

経済成長によって将来食

民意を集約し、木造で新

ければならない。
」とある。 状で十分に機能を果たし

な教育施設であり整備す

築との結論であったのに

教育懇談会、まちづくり

計画はどうか。

糧危機に見舞われると言

この度は民意が反映され
五箇小の整備は重要であ

懇談会での説明で民意合

町長

月の五箇

農地保全に全力を！
農地保全に全力

農用地の
維持管理は

の耕作放棄地の

して

理由にはならない。

校庭が狭くても良いとの

いるからといって五箇小

値が全国平均を上回って

集約だ。町内学童の平均

るが認識不足も甚だしい。 経費を算出するための調

昨年、実態調査と

意は出来ていると云われ

昨年

てないのは何故か。また
校庭が大変狭く、１００
ｍ走の直線コースも取れ
ないがどう改善するか。
教育長 ３月に保護者会
及び、区長会で耐震補強
が可能であれば現校舎を
補強・改修する旨を説明
し理解を得られたと判断
している。校庭は拡張の
計画は無いが、１００ｍ
走等は五箇町民運動場を
利用してほしい。

（以下、同様の答弁を繰

ｈａ 55
耕作放棄地の解消
耕作放棄地の解消を！

前田芳樹議員
斎藤幸広議員

一般質問

４人の議員が町政をただす！
議員 保護者会や区長会

り返す。
）

31
ｈａ

一般質問
隠岐の島町議会だより

9

11

ｈａ

池田信博議員
是津輝和議員
での説明では、民意を集

狭い運動場の解消は！
狭い運動場の解消

50

年度決算におけ

あったが、賛成多数で「可

収するよう指摘した。

滞納についても全力で徴

うよう指摘し、料金等の
いる。

いるものは８件となって

た、融資制度を利用して
指摘した。

路整備等充実を図るよう

に、学校再編による通学

に更なる努力を図ると共

徒の学力向上と健全育成

◇教育委員会は、児童生

した。

いて万全を図るよう要望

対する危機管理体制につ

◇新型インフルエンザに

□補正予算関係

教育民生常任委員会
◆委員長報告
安 部 和 子

年度会計決算で
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険事業の構成団体負担金
の見直し、②消防職員の
特地勤務手当の復元、③
新病院の基本設計は医療
関係従事者の意見を取り
入れるよう質問した。
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里の施設及び課題に対す
る改善に向けての取り組
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講演を聴く町村議会議員

20

平成 年第３回定例会
が９月 日開催され提案
された議案を全て承認し
たので、その概要を報告
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農業共済事業運営協議
会委員の欠員は、隠岐の
島町議会から選出された
松森豊議員と遠藤義光議
員を選任した。
平成 年度の各会計歳
入歳出決算が提案された
が、決算審査は決算審査
特別委員会を設置して後
日審査する。
隠岐病院事業会計補正
予算の専決処分は、国の
経済危機対策により本年
６月に創設された「医療
施設耐震化特例交付金制
度」の補助申請をするた
め病院建物の耐震診断を
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消防事業会計の補正予
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ザ対策のため、救急隊員
が安全・迅速に患者輸送
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