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１４６，
３６０千円

◆蛸木牧野整備事業

１ 億７４０ 万円追加
蛸木地内に牧野を整備
するため、当初予算に５
０００万円が計上されて
いたが、追加割り当てが
あり、総額１億５７４０
万円で整備する。
事業の概要は、管理用
道路の整備や草地造成な
どである。

◆生活対策臨時交付金
積立基金の事業

９４００ 万円
◆旧空港ターミナル改修
事業 ３０４５万円
企業立地支援を目的に
旧空港ターミナルを改修
し、民間企業がコールセ
ンターを設置するため、
使用させる。
◆公共施設地デジ対応
テレビの整備
３２７５万円
保育所・小中学校・観
光施設などの公共施設に

主な歳 入
１億２５９４万円増額
生活対策臨時交付金積

３３８万円減額

■基金からの繰入金を

隠岐島町油槽所整備の
立分から９４０５万円取

■国の補助金が

ための補助金や災害復旧
り崩し、町債返還のため
もどす。

の基金に９７４３万円を

のための補助金。
■県の負担金・補助金が
１億１８７６万円増額
■町債
（借金）
を
１億３９３０万円増額
油槽所整備、蛸木牧野
整備、災害復旧事業を実
施するため借入れる。

◆ＡＥＤ設置事業
４５０万円
保育所・小中学校など
にＡＥＤを設置する。

◆島根県の緊急雇用
創出対策の事業等

５７００ 万円
◆町道等環境整備事業
１５００万円
町道・農林道附近の支
障木除去や側溝清掃を行
うもので、約６ヶ月間で

もので、約６ヶ月間で５
人程度の雇用対策を図る。
（森林組合に委託）

◆循環型社会形成事業

人程度の雇用対策を図

７３２万円
振興対策の生ゴミ堆肥化

五箇地区における地域

る。
◆町有林管理事業
布施地区町有林の林層

間で４人程度の雇用対策

を行うもので、約 ヶ月

や地域ブランド商品開発
を調査し台帳整備を行う

を図る。

９００万円

もので、約６ヶ月間で９

４５０万円

◆景観保全事業

人程度の雇用対策を図る。 （さちの島に委託）
（ふせの里に委託）
◆松くい虫被害危険木

浄土が浦など景勝地の
行うもので、約６ヶ月間

処理事業
松くい虫被害による危

で６人程度の雇用対策を

歩道整備や除草・除伐を
険木（約１４００本）
の伐

図る。（ふせの里に委託）

１０００万円

倒作業などの処理を行う

2
隠岐の島町議会だより
６月定例議会 補正予算など

緊急雇用創出のための
ものや強い農業づくり、
妊婦健診などの補助金。
■コミユニテイ助成事業
補助金１５０万円増額
自主消防防災組織育成
のための補助金。

地デジ対応テレビを整備
する。
◆小中学校環境改善事業
１４３３万円
有木小（コンクリート
落下防止）、中村中（屋体
防水対策・通学路舗装）、
西郷中（敷地内道路舗装）
、
都万中（自転車小屋設置）
など、各学校の補修整備
をする。

９００万円

◆観光施設イメージアッ
プ事業

都万地区の屋那の船小
屋の屋根が老朽化したた
め、杉皮の吹替え等を行
う。

10

本年度予算総額は１３８ 億３２１０ 万円に

１３２，
１１１千円
◇財産購入(土地・油タンクなど)

10

町執行部は議案提案を慎重に！

油タンクの整備で安定供給を！

６月定例議会は６月 日に開会され、提案された議案と、
議員から提出した３件の議案をすべて全会一致で可決・承認
し、７月３日閉会した。
主な議案は、緊急雇用対策を中心とした３億８０００万円
の一般会計補正予算のほか、条例改正、
工事請負契約の締結、
報告案件、特別委員会（行財政改革・公共交通対策）の設置
などである。
今議会で補正予算として提案された事業の内、２つの工事
が議会の議決を経ないまま発注されたことが、副町長の予算
の詳細説明で判明した。議案の付託を受けた２つの常任委員
会では、町の一連の対応に反省と早急な改善を求めた上で、
いずれも緊急性が高かったことから、一般会計補正予算は可
決することとした。
町執行部は、最近、議案の撤回なども続いており、議案の
提案に当たっては慎重な対応が求められる。

３，
３４６千円

主な歳 出

◇事務費等

◆油槽所整備工事

９，
１５３千円

２ 億９５６ 万円追加

◇備品購入費(機器・事務所備品等)

油槽所の整備のため、

１２，
９００千円
◇防災資材等購入費

３月議会で６億３３９

１，
３００千円
◇海上出荷設備設計監理費

万円の補正予算を決定

１９，
１００千円

していたが、今年度新

◇測量・設計等委託費

たに２億９５６万円が

４６，
０００千円

追加され総額約８億１

◇施設整備費(事務所・倉庫・舗装・海上出荷設備等)

26

◇タンクローリー購入費

２９５万円で整備する。

４４２，
６８３千円

概要は別表のとおり。

◇工事費(廃油・建物等撤去・配管・電気・消火設備等)

６月定例議会 補正予算など
隠岐の島町議会だより

3

８億１２，
９５３千円
計
合

よりよい教育環境の整備を

６月補正予算
油槽所整備の概要

急がれる危険木対策

◆観光宣伝紹介事業
３０９万円
体験型の観光商品の造
成や観光ガイドの養成を
行うもので、年間で１人

)

の臨時職員を雇用する。
町(観光協会に委託
◆小中学校再編事業
８２２万円
学校統廃合による複式

□診療所の条例改正は、
国内で新型インフルエン
ザの発生が確認された時
に、発熱外来診療所の設
置とその場所を決めるた
めの改正。
□健康診査手数料条例改
正 は、肺がんの早期発見

■中財産区管理会
委員の選任同意
中財産区管理会員が、６
月 日で任期満了となるた
年６月

め、次のとおり委員を選任
する。（任期は平成

公共事業に係る発注体制について
地元企業の受注機会をより多くするよう求める決議
公共事業等の減少により、地域経済はますます低迷しており、地元
況となっている。町民の就業の場と雇用の安定を図り、安心して暮ら

企業の経営状況は極めて悪化し、存続そのものが危ぶまれる危機的状
秀

していくため、今後、隠岐の島町が発注する公共工事及び物品購入に

日までの５年間）
佐々木
見

雅

藤 野 正

ついては、地元企業の受注機会をより多くするよう求める。

５９，
３２５千円

性は。
観光商工課長

有償ガイ

空港の利用促進、航路

■総合交通対策

持続的な行財政基盤の

一

整備、生活交通網整備促

藤 昭

確立と町民福祉向上のた

委員長 斎

和

進のため調査研究する。
文 夫
輝

め調査研究する。
田
副

委員長 平
一

是 津

陽

〃

髙 宮

茂 春

〃

博

副
石 田

信

広

〃

池 田

司

藤 幸

芳 樹
〃

政

委 員 斎

田
光

吉 田

助

前
藤 義
〃

大

〃
遠
昌 士

福

安 部

〃
小 野

〃

委 員

〃
豊

晃

松 森

安 部 和 子

田

〃

〃

公民館であり、職員が協
力して従来どおりの活動
が出来るように頑張って

職員賃金が一般財源から

是津議員 小学校の臨時

来の公民館運営とはいえ

長勤務は異常であり、本

週１日、西郷は３日の館

是津議員 都万、五箇は

●教育費の
財源組替えは？

緊急雇用創出補助金に組

ず問題ではないか。公民

いる。

高宮議員

み替えられているが、こ

館職員は臨職といえども

行う。
成を行うなら、知識・資

の補助金は新たな雇用を
特別な資

ガイド等の養

格等何らかの要件が必要
か。
観光商工課長

教育長 採用試験を行っ

旧空港ターミ

● 旧空港ターミナル
改修事業費
３０４５万円は？

是津議員 公民館長兼務

●公民館
運営管理費
２３４万円は？

格は考えてない。

は４月１日から雇用して

ており問題はない。
なるための事務量の増加
に対して、６カ月分を補

高宮議員

により２名の臨職採用で

助金で対応する。

ナルを使用する場合は事

館長の人的不足の穴埋め
どおり公民館活動が出来

が出来るか。また、従来
根拠は。

るのか。

っていた。町が改修する
定住対策課長 町が譲り

生涯学習課長 館長の勤

業者が負担するものと思

受け、ＩＴ産業のオフィ

務は、月・水・金が西郷、
火曜が五箇、木曜が都万

スとして活用することと
していたので改修する。

松くい虫危

も含め対処する。

農林課長 他の公共施設

に含まれているか。

育園横の松が今回の処理

険木処理について五箇保

安部和議員

１０００万円は？

●松 くい虫危険木
処理事業費

いるが、今年度で閉校と

企画財政課長 臨時職員

専門的能力を求められて
雇用されている人に何故
この補助金が使えるのか。 おり、そのことを考慮さ
れての採用か？

創出するものだ。現在、

ドの養成や組織化、パン

隠岐の島町議会

司

年７月３日

㈲旭電機

フレットの作成等を主に

■行財政改革

弘
亮

平成

■公共下水道下西ポンプ場電気機械設備工事

井 上
田 中
秀 人

■公共下水道下西ポンプ場建設工事 ㈱金田建設

に有効な胸部ＣＴ検診を
新たに加える。検診料金
佐々木

１億１６，
５５０千円

臨時職員を雇用する必要

㈱渡辺工務店

学級解消のため、講師及
び事務職員を配置するも
は一人２０００円。

置するＡＥＤ（心臓救命

平田議員 民間団体が設
のための機器）と公共施
設設置ＡＥＤとでは価格
が異なるのは。
総務課長 執行にあたっ
安価ではなく

ては安価購入に努める。
平田議員

機能で求めるべきである。
設置状況は。
町設置 箇所、寄付設置

総務課長 今回を含め、
個所６か所である。

４月に町職員

● 体験型観光定着化
促進事業費
３０９万円は？
高宮議員

を派遣したが、その上、

21

５６，
７００千円

□畜産センターを廃止す
る条例は、昭和 年に建
設された施設で老朽化が
著しく、このたび条例を
廃止し、施設はＪＡ隠岐
に譲渡する。

１億５２，
０４０千円

●ＡＥＤ設置費
４５１万円は？

６０，
１６５千円

ので、年間で３人の雇用
対策を図る。

◆消防車庫移転工事
１２８万円
町有地売却により、栄
町から西郷中学校裏の町

25

徳畑建設㈱
■油井漁港防波堤工事

徳畑建設㈱
■蛸木漁港沖防波堤工事

有地に消防車庫を移転す

施設の有効利用を

職員の対応マ

● 新型インフル
エンザ対策費
５１８万円は？
平田議員
ニュアル策定があまりに
も、時間がかかり過ぎで
はないか。
総務課長 早急に、策定
する。
平田議員 国・県は対応
マニュアルを策定し対応
している。隠岐の島町は
対応が遅い。策定時の住
民周知はどうするか。
総務課長 詳細は公表し
ないが、概要については
広報、おしらせ便、ＨＰ
相当量の物資

等を使って周知する。
高宮議員

を保管することになるが
その保管場所は。
総務課長 本庁や各支所
備蓄食糧の有

で保管する予定だ。
高宮議員

効期間が５年となってい
るが、更新の考え方は。
総務課長 適正な管理を

30

30

主な工事請負契約の締結

4
隠岐の島町議会だより
６月定例議会 補正予算など

る。
◆新型インフルエンザ
対策事業
５１８万円
新型インフルエンザ発
生に対応するため、防護

是津輝和・安部和子

服や備蓄食糧などを購入

平田文夫・髙宮陽一

42

行って更新する。

■公共下水道管路敷設工事(３号幹線その２)
いざという時のために！

総括質疑
隠岐の島町議会だより

5

17

し保管する。

予算等に対する
質 問 者

質問した議員

て新型インフルエンザ感

議員 ５月に国内で初め
に考えているか。

子学園解体後、どのよう

議員 発熱外来は、杉の

新型インフル
エンザの対応は

染者が確認され、その後
プレハブで建設し、発熱

数日で感染者が急増した。 町長 隠岐病院敷地内に

幸い隠岐の島町では町民
外来に対応をする。

で公民館を中心とした活

の統廃合を進めていく中

計画書でも、
「今後、学校

部局の人事と連携して協

教育長 職員人事は町長

長兼務の理由は。

の推薦、任命の経緯と館

◎新しい学校給食
年度の学校

センターの建設は
議員 平成
給食方針が示され、基本
目標と重点施策が明記さ
れたことにより、給食内
容の充実が図られること
は好ましい。都万の学校
給食センターは、平成７
年に開設され、老朽化が
顕著なため、行革による
西郷給食センターへの統
廃合が来年度に計画され

の学校給食センターを新

な規模で食材貯蔵庫完備

なった。思い切って適切

の管理基準がより厳しく

上、

年４月から文科省

いため限界がある。その

るが、最適な貯蔵庫がな

地消の推進も図られてい

る。地元産物による地産

立で老朽化はすすんでい

食センターも平成

貯蔵庫の整備は、野菜類

えていない。また、食材

給食センターの新築は考

いので、現段階での学校

年次計画をたて対応した

ない。耐用年数等考慮し

設備の老朽化は避けられ

に努めているが、施設・

安全で安心な給食の提供

での指導を仰ぎながら、

町長 隠岐保健所に現場

か。

ている。しかし、西郷給

築し、地元産物 ％の食
等は一回で使い切る量を

年設

育推進を図る考えはない

１．学校給食センターの
建設は
２．町独自の
交通網整備を

１．若者達に安定した雇用機会を

２．下水道整備は地域間公平性を
３．竹島の復権運動の展開は
４．農業公社の将来展望は
き。伊後・西村・中村・

町長 平成

議員 島の産業経済は危

島では生活設計が出来な

・

での報告で済ましてはな

ではなく、教育委員会自

いので帰れないという点

に中村漁集を並行して実

元屋・五箇の重栖川流域

体の改革をするなど教育

が課題。若者が住めない

施する。

機的状況で一段と加速し

行政にかかわる事を堂々

増えない社会は衰退する

議員

らない。町長部局の行財

と主張すべきだ。人選は

のは当然で、小子化と人

漁業権の回復運動は、こ

はいつになるのかわから

役場の職員からでなくて

口減少が加速し、やがて

こで諦める訳にはいかな

ない。並行施工を。

もよく、社会教育行政の

介護福祉も成りたたなく

い。町は、竹島大会を隠

対策が急務。島に帰って

専門性を養成するために

なる。島の将来のために

竹島漁撈歴史記念館を建

岐で久々に開催したり、

住みたいという若者達は

も、一般からの任用が望

は少し財政再建のスピー

推薦し、承認を得て任命

３月 日の教育委員会で

公民館長の兼務の件は、

み強化をしている。

企業支援係を設置し取組

今年４月、定住対策課に

要事項として捉えており

年

設するなど、当事者とし

竹島の領有権及び

年に五箇農集・

年度に大久

ましいのではないのか。

ドを緩めてでも若者達の
と島内定住対策に懸命に

教育委員会は、もっと自

教育長

取り組み援助をして行く

覚を持って取り組むべき

長部局から、独立してい

べきと思うが。

安定した雇用機会の創出

るのは承知している。町

町長 若者の安定した雇

教育委員会は町

が行革を進める中で協力

と思うが。

政改革に振り回されるの

きではないのか。秘密会

事案件として対処するべ

のことだが、きちんと議

事は秘密会で行った」と

由を職員に尋ねたら「人

は出てなかった。その理

予防は 手洗・うがいの徹底を

の健康管理がしっかりし

ていたため、一人も感染

者が出ていない。予防対

策では、マスク、手洗い、

うがい等が効果的といわ

れている。秋から冬にか

け第２波の新型インフル

エンザが発生すると専門

家は予想しているが、町

はどう考えているか。ま

た、マニュアルは出来て
行動計画は策定済

いるか。

町長
みだが、業務継続計画や
対応マニュアルは７月中
議員 マスクは全世帯を

旬に完成の予定だ。

石田茂春・安部和子
視野に入れた備蓄を考え

動が更に重要になる」と
議の上、一体的に行って

ので兼務とした。

した。また、一般からの

議員 下水道整備は、地

しないわけにはいかない。 用創出への財政出動は重

人選についても協議した

域間の公平性を保つため

購入しており必要ないと
考える。
議員 低温貯蔵庫が完備
していれば、島で取れた
魚等、地元産物をもっと

活用できるとの現場の声

を重視すべきだ。又年次

計画はいつ出来るのか。

町長 学校統廃合もあと
年すれば一転二転と話

題にあがる。その中で学
校給食のあり方が今後整
備されていくべきと思う。
教育長 計画は未定だ。
議員 計画のないまま行
革の波にのみ込まれては
ならない。
◎町独自の
交通網の整備は
安部 まちづくり懇談会
で高齢社会の交通問題が
提起された。公共バス料
金の値上げもあり町民の
不満はつのるばかりだ。
従来の交通機関にとらわ
れることなく町独自の交
通網整備を図るべきだ。
町 長 町の地域公共交通
月

会議で将来を見据え検討
しているおり、本年
を目途に判断する。

現在、国の所管部

て取組むべきと思うが。
町長

署の設置を最優先課題と
して訴え続け、竹島漁撈
歴史記念館は設置しない
と将来に禍根を残すと毎
年訴えている。
議員 島内の水田耕作の
現状は、農業公社・認定
農業者への委託が大変進
んでおり、これから格段
に進行し、農地保全には
公社の縮小民営化どころ
か公社拡大の必然性が増
して来る。その存続・農
地保全・水田耕作体制の
将来展望はどうか。
町長 農業公社のあるべ
き姿を模索する公社組織
検討会からの答申を受け、
担い手への農地集積と生
産法人設立で公社の組織
改善をして行く考えだ。
議員 公社は全額町出資
で町が主導的な役割を果
たすべきだ。安易な組織
改変は戒めて慎重に方向
性を探るべきだが。
町長 農地保全管理は非
常に大事な事。安易な移
行ではなく、真にどうあ
るべきか公社問題を含め
検討を指示している。

6
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一般質問

（順不同）

是津輝和・前田芳樹
ているのか。
８万枚（一人５枚

ある。しかし、本年３月
いる。公民館長の人選も、

程度）の備蓄をする。

町長

斎藤幸広・安部大助
斎藤昭一・池田信博

議員 合併して５年目に
なるが、広くなった行政
区域に伴い、自立した地
域づくりを目指すため、
特に「人づくり」の拠点
である公民館活動は益々
重要である。県も公民館
活動の活性化が地域づく
年に

りに重要との認識で力を
いれており、町が

には公民館組織を一本化
協議の上、教育委員会に

策定した行財政改革実施

にする「中央公民館構想」
推薦し任命した。兼務の
民館体制の議案を撤回し

理由は３月議会で中央公

民館長が兼務する等、必

たため、日数が少なく、

万、五箇の館長を西郷公
ずしも公民館活動が充実

新しい管理職の登用は、

が浮上し、４月からは都

されていない。法律では、
育長が推薦し、教育委員

議員 ３月の教育委員会

町の行財政改革上難しい

会が任命する」とある。

の議事録には、人事案件

「公民館の館長職員は、教

この度の館長や職員人事

が、結果的に出来なかっ

29

10

21

にも全域同時に進めるべ

22

10

10

50

21

石田茂春議員

公民館の
体制強化を

た。

23

一般質問
隠岐の島町議会だより

7

26

手狭になる給食センター
安定した雇用対策を

公民館運営のゆくへは

安部和子議員
前田芳樹議員

８人の議員が町政をただす！
18

是津輝和議員

名の申請が

歩が始まったところだ。

といえる環境づくりの一

員校区外入学を許可した。 を考えた時に、今の若者
今後は観光を全面に押し

議員 将来の隠岐の島町
の考えや力が重要だ。し

きではないか。

議論を深め方針を出すべ

かどうか、教育委員会で

許可基準の見直しが必要

ーンをして隠岐の島町に

若者や、Ｉターン・Ｕタ

隠岐の島町に住んでいる

ている若者が多くいる。

制度の説明が必要であり、 は楽しみがない」と思っ

保育所の保護者への校区

住もうと考える若者にと

元気がなく、自然だけで

組んでいる。まだ定着す

た環境産業の育成に取り

型の社会の構築を目指し

島の環境にやさしい循環

島の資源を活用しながら

ことは困難である。現在

朝一夕に企業を誘致する

業種が限られるので、一

１．町独自の子育て支援策を

２．雇用の確保は

つながる。

光を基軸とした活性化に

期待する。実現すれば観

ければならない。保育料

思い切った政策を打たな

意識改革ができるように

に仕掛ける体制の整備、

める魅力ある町づくりに

向けて取り組む。

議員 若者にとっての魅

力ある町には、観光や雇

島内には買い物する場所

用も大事なことであるが

が少なく、不便で楽しみ
がないと思う若者が多く
いる。若者のニーズにあ
った町づくりについて町
長の考えは。
町長 私も若い人たちと
懇談会をする中で、「娯楽
施設が少ない」「買い物が
できる場所を多くして欲
しい」など、多くの意見
を聞いている。しかし、
本土のように娯楽施設を
作るうえで、離島である
というリスクを負いなが
ら経営していくことは大
変で、行政だけでは難し
い。私は、国境の島の活
性化を国に働きかけてい
くことが大切だと考える。
また、民間の方々にも積
極的に取り組んでもらわ
なくてはならない課題で
もある。

◎雇用の場の確保は
議員 今年度より島内事
業者がコールセンター業
を起業し、多くの人を雇
用して事業を開始した。

土地利用計画は早

委員会でも指摘さ

て早急につくる。

観光商工課が一緒になっ

財政課を中心に、農林課

れている。所管する企画

町長

がる。早急に策定せよ。

に雇用の場の確保につな

かしになっている。まさ

ら２年も３年もほったら

急に策定すると言いなが

議員

◎土地利用計画は

る。

地域に雇用の場を確保す

い。本町の産業を振興し

る次世代産業を育成した

環境産業の振興につなが

どの異業種を活性化させ

業により林業や建設業な

町 長 木質バイオマス事

は。

出来る雇用の場の確保策

雇用の継続が可能となる
施して、島の明日につな
がるように本気で考えよ。 よう、引き続き、出来る
支援はすべきだ。町長が
町長 子供を増やす環境

３．土地利用計画は

町 長 専門的な事業内容

の完全無料化、隠岐の島

子どもたちに夢を！
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準を満たしているので全
③幼児期のつながりだけ

教育長
って、魅力を感じられる
るには時間がかかるが、

◎町独自の支援策は
議員 子育てしやすい町
にするために隠岐の島町

いる。子育て支援につい

をつくるため、企業立地

協議せよ。

ては３５００万円程度か

独自の支援策の創設と保

町長 子育て支援施策は

けて保育料を国基準より

を推進する係をつくって

次世代育成行動計画に基

大幅に下げ、保育してい

育料及び就学前児童医療

づき、国・県の補助事業

る皆様方の一助になれば

起業支援にも取り組んで

を取り入れながら実施し

ということで対策をとっ

費の完全無料化に向けて

ている。子育て家庭の経

ている。

で流入人口の多くは望め

町独自の支援策、就学前
期待される雇用の場

済的負担の緩和を図るた

ないが、未知数な部面が

児童医療費の完全無料化

出し、若者が安心して住

かし、現状は厳しく、「雇
く選べない」「就職してい

を理由に入学を許可する
議員
ても将来を考えると不安

用が少ない」「職種が少な

が１００％許可されてい
だ」と、隠岐びとの心を

ことはない。
入学させたいなどを理由
る。より教育環境の整っ

学校の校区制度
はどうするのか

議員 ①小中学校の校区
として校区外入学の申請
持った若者達が島外に行

校区外入学の申請

制度は今後も続けるか。
た学校に入れたいという
うな若者の雇用問題にど

保護者が増えると考えら
れる。
更に、
ある保育所に
のような対策を考えてい
町長はどのような方針で

が増えると考えられるが
教育長
はこれまでにない規模で
るか。また、隠岐の島町
町政を進めていくのか。

どうするか。

なっているか。③保育所
学校通学区域規則を定め
広範囲から児童が集まっ
には、海・山といった全
町長

②校区外入学を認める場

には校区のような制度が
通学区域を指定しており
ており、このような状況
国に誇れる自然があり観
の雇用の場は、企業コス

っている。町長はこのよ

ないので居住地にとらわ
今後も規則に基づき対応
を見ると色々な理由で校
光名所もたくさんある。
トの問題から、おのずと

①法令に基づき

れることなく保育所を選
する。②小学校では
区外入学の申請が増えて
しかし、「商店や町全体に

合があるが、現状はどう

ぶ保護者が増えている。
中学校では
くる恐れがある。今から

者にしっかりと示し、コ
町、若者のニーズに合っ
「隠岐に帰って働こう」

校区制度を保護

ンセンサスを得るべく議
た町にしていくために、

将来の学校再編にも関係

することであり、学校運
営とも密接な関わりがあ
るので、保護者や先生方
の声を聞き、総合的な検
討をしていく。

隠岐の島町長が会長に、
事務局を教育委員会に置
くことになった。先ずは
「日本ジオパーク委員会」
への登録が実現すること
により、疲弊した隠岐ト
ータル産業の観光業を活
性化させるにはうってつ
けの救世主になると確信
している。９月認定後の
活動を説明せよ。
教育長 ガイド養成等の
受け入れ態勢を整備し、
必要とされる博物館設置
は隠岐自然館のリフォー
ムにあわせた展示施設を
計画している。
議員 日本各地の活動は
その代表者として全て市

策と判断し、今年度より
実施している。

あり、登録に向けて努力

等、思い切った政策を実

議員 子供を増やすよう

する。

窓口の広い町長の活躍を

関係者へのアプローチは

隠岐も県議会・国会議員・

め、本町独自の保育料軽
オでは兵庫・京都・鳥取
の知事が取り組んでいる。 減を実施することが最善

長や町長だ。山陰海岸ジ

若者の定住と
魅力ある
まちづくりは

論していく。校区制度は

本町における若者

小学校入学時に、保育所
あり、その理由が許可基

隠岐の防災対策マニュア

世界へ発信！

気の緩みを専門家は大い
ルを作成しておく必要が

既に出来上がり、対応マ

議員

安部大助議員

名、

での友達が多い小学校に

◎新型インフルエンザ
感染対策は
議員 世界保健機構は、
６月 日に新型インフル
エンザの警戒水準を「フ
ェーズ６」の最高水準に
引き上げ、世界的大流行
を宣言した。日本では死
者が出るほどのものでは
ないため、状況を見守り
対応する。水際防疫だの、
学校休校などの処置は取

に心配しており、今年の
あると指摘したが。

らなくなっている。この

秋には第２波が予想され
私は２度にわたり一般
ニュアルは７月中に完成

対策行動計画書は

質問で防疫対策を尋ねた
し、町民に周知する。

町長

が、町長は「今少し状況
◎日本ジオパーク

ている。

を見守る」との答弁だっ

登録活動は

したら、医療機関の破綻・

「隠岐ジオパーク推進連

た。これが本格的に流行
物流等社会基盤の機能低

絡協議会」が設立され２

日に

下・経済活動の打撃など

年後の「世界ジオパーク」

年６月

多方面に影響が出ると予

への登録申請を目指し、

１．新型インフルエンザ
対策は
２．日本ジオパーク
登録活動は

守れるか！校区制度

73

15

池田信博議員

23

想される。私は以前から

21

一般質問

斎藤幸広議員
斎藤昭一議員

一般質問
隠岐の島町議会だより

9

11

整備事業費のテレビ購入

地上デジタル放送環境

用するよう指摘

ては全フロアーを有効活

総務産業建設常任委員会
◆委員長報告
石 田 茂 春

審査の状況
は、小売店にも配慮し慎
重に行なうよう指摘した。
消防車庫移設工事費は
緊急性があるとしても議
会軽視ではなかったか。
今後十分注意するよう指
摘した。
その他、今議会で付託
された案件は全会一致で
「可決すべし」とした。

調査研究事項

要素が多く、将来的には
廃止を含めた議論をする
よう指摘。
◎㈱ふせの里
㈱ふせの里の事業計画
で、議会会期中に事業内

町税等の収納対策は？

２億８５００万円余りで

各種の税料金滞納額は
しており、成果を期待す

係長を追加動員して実施

現行の徴収班員に全補佐

滞納額は２ 億８５００ 万円

不納欠損額は３９００万
るが、将来的には全職員
すべきだ。また、固定資

・％（５月 日現在） で対応するような議論を

円となっており、収納率
は
である。
算ミスがあったことは遺

産税の徴収業務で一部計

とのことだが、悪質滞納
憾であり、今後、関係機

％の予定

者には今まで以上に差し
関と連携して再発防止に

最終的には

押さえも含めて対応を強
努めること。

特別委員会を設置してお

化することが必要だ。

年度から

税等の滞納徴収業務は

町は、平成

容を変更するようなこと
は軽率である。今後は、
的な改革案を提案する予

り、これと並行して具体

の行財政改革を進めるた
定である。

名構成の行財政改革推

進審議会を設置した。第

月定例会での一般質問

あり方については、昨年

隠岐の島町の公民館の

の皆さんからも不満の声

公民館運営審議会の委員

で教育委員会の委員や、

を強行しようとしたもの

は、今後、慎重に対応す

もされず、常任委員会で

は一度も当委員会で協議

かとなったが、このこと

「公民館がどのような役

制だけのことが説明され

らの説明では、公民館体

その後の教育委員会か

何をするのか」などの質

割を果たすのか、地域に
しかしながら、本年３

問に対しては、「今後協議

るよう指摘していた事項

月定例会において中央公

する。
」との答弁だった。

おける公民館活動として

民館制度にする条例改正

当委員会では、「公民館

であった。

が提案されたため、大き

との指摘をした結果、各

との十分な審議をしない

員会部局が、関係機関等

議論の発端は、教育委

きと指摘し、公民館の条

とを基本として検討すべ

はどうするのか。
」このこ

すのか、そのための体制

がどのような役割を果た

地区にある 箇所の無縁

ままに、行財政改革の名

例改正は、関係機関の十

な議論となった。

墓地も合わせ、町全体の

のもとに中央公民館制度

な課題である。

るには何が必要か、大き

より良い保育環境を整え

との意見交換を行ったが

◇私立保育連盟隠岐支部

物の利用など、調査する。

食センター運営、地元産

校給食あり方も含め、給

理由である。今後は、学

根県下で最も高いことが

の島町の学校給食費が島

行なった。これは、隠岐

況説明を受け意見交換を

いて意見を求められ、状

学校給食費の見直しにつ

教育委員会部局より、

見直しを検討！

◎学校給食費の

検討すべきと考える。

割を十分に考慮しながら

地域のおける公民館の役

も議論されると思うが、

今後、中央公民館制度

は大変残念である。

の重みも考えてないこと

びに町執行部は議案撤回

れており、教育委員会並

定したような人事が行わ

以降も、中央公民館を想

撤回させた。しかし４月

ていないことで、議案を

分な審議や理解が得られ

めに、公募委員を含めて

年度まで（５ヵ年間）

慎重を期するよう指摘。
◎土地利用計画書
土地利用計画書は何年も
放置したままである。
２次行財政改革大綱を
月までに策定するとのこ

速やかに着手するよう
指摘し、いつから作業に
とである。

の町長答弁で、中央公民

が続出していた。

議会でも、行財政改革

着手するのか、報告を求
めた。

なった。
その他、今議会で付託
された案件は全会一致で
「可決すべし」とした。

館制度にすることが明ら

調査研究事項

12

工事の事前着工は問題だ！

◇補正予算関係
隠岐ＩＴセンターの設
置は、ＩＴ産業の振興や
若者・ＵＩターン者の雇
用の場を提供するものだ
が、今回の旧空港ターミ
ナルの整備事業は説明が
なかった。今後は随時、
経過報告をするよう指摘
した。また利用にあたっ
◎農業公社
農業公社は、年内に方
向性を出すように要請し
た。また、施設管理の徹
底、作業体制のあり方な
ど、進捗状況を随時説明
するよう指摘。
◎土地開発公社
土地開発公社は、不安

22

10
隠岐の島町議会だより
常任委員会報告

10

納骨堂を整備することに

地も合わせて整備すべき

際、各地区にある無縁墓

常任委員会では、この

等の納骨堂を整備する。

なったため、身元不明者

町の共同墓地が手狭に

強く反省を求めた。

め早急に改善を図るよう

うよう組織上の問題も含

ルを守り業務執行を行な

今後は、職務上のルー

応も問題である。

委員会及び町執行部の対

報告や説明責任等、教育

る。更に、事態発覚後の

った等が大きな問題であ

ルールが守られていなか

執行にあたって職務上の

したこと、また、業務の

議会の議決得ずして着工

することは理解できるが

この工事は、緊急を要

教育民生常任委員会
◆委員長報告
安 部 和 子

審査の状況
◇補正予算関係
中村中学校通学路舗装
工事は、通学環境を改善
するため、中村保育園と
学校間のジャリ道を舗装
するものである。しかし
緊急を要するため、４月
に仮契約を締結して着工
し、工事は既に完了して
いることが発覚した。

納骨堂整備予定地

12

常任委員会報告
隠岐の島町議会だより

11

20
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89
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12

移転新築の消防車庫

医療対策 特 別 委 員 会
吉 田 政 司
医師招 聘 や 病 院 建 設 に
関する事 項 を 調 査 研 究 す
る目的で 設 置 さ れ た 特 別
委員会だ が 、 基 本 的 に は
改選前の 方 針 に 基 づ い て
活動し、 提 案 し た 政 策 の
実現に向 け て 取 り 組 む 。
更に、島内での安心安

科医師の 招 聘 に 向 け 、 町

め、不足 し て い る 産 婦 人
必要である。

のか、掘り下げた検討も

進を具体的にどう進める

全な出産 体 制 の 確 立 の た

や関係機 関 と 力 を 合 わ せ
を今一度整理すると共に

従って、これらの課題

に取り組 む 。

現状の把握・検証を行い

次の３点 を 中 心 に 積 極 的
①歯科医 師 ２ 名 体 制 を 見

ながら取り組みを進める。

診療所の強化を

直して 、 年 度 か ら １
名体制 に す る こ と 。
②町の医 師 を ３ 名 か ら 、
４名体 制 に す る こ と 。
③産婦人 科 医 師 を 招 聘 す
ること 。
これらに関する問題点
や課題は 、 例 え ば 、 関 係
機関の医 療 提 供 の 方 針 を
十分に理 解 を 深 め る こ と
が必要で あ り 、 ま た 、 健
康づくり や 在 宅 医 療 の 推

松 森

豊

去る６月２日に第２回

員の改選に伴い新たに６
名の議員が選出され、議

から次の報告があった。

冒頭、松田広域連合長

任した。同時に委員会構

島町選出の松森豊氏が就

昭氏が、副議長に隠岐の

長に海士町選出の波多紀

隠岐病院建設の基本設

成等、新しい議会体制が

定例会が開催された。

計業務を担当する業者に

皆さんの

択

請願 ・
陳情 など
採

■平集会所を公共下水道

供用開始後、早期改築を

平区長

・提出者

横地正好氏

要望する陳情
計予算のすべてが決算見
めの補正予算であり、提
案された議案は、すべて
原案どおり承認した。
議員選出の監査委員には、

法の制定を求める意見書

■肝炎対策のための基本

また、任期満了による
隠岐の島町選出の池田信

の提出について

三次二郎氏

合中四国地方支部長

・提出者 全日本海員組

用対策の陳情

船の航路存続と船員の雇

■海運・フェリー・旅客

妻波俊一郎氏

しまね弁護団代表

・提出者 薬害Ｃ型肝炎

博氏が選任された。

継続審査

込みによる予算調整のた

主な議案は、各事業会

決定した。
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㈱梓設計大阪支社を選定
した。選定方法はプロポ
ーザル方式により５月
日に公開ヒヤリングを実
施し、６社から提案を受
けた。その後、建築に関
する有識者、構成団体及
び病院関係者で構成する
７人のプロポーザル審査
委員会で決定した。
隠岐島前病院は、看護
師が不足しており、隠岐
病院からの派遣により夜
たが、引き続き人材確保

勤の出来る体制を確保し
に向けて取り組むことと
している。また、医薬分
業では、
５月１日から「ス
イング島前薬局」が開局
した。
定例会では、構成団体
である隠岐の島町議会議

動き出した病院整備！

国政においては、経
済不況や雇用対策のた
めの さまざまな交付
金を地方自治体に交付
し、本町でも、３月議
会で４億４千万円、７
月には５億５千万円の
補正予算も予定されて
いますが、これで根本
的な解決につながるだ
ろうか。
議会も新体制が整い
「議会だより７月号」
をお届けいたします。
議会広報の使命である
「議会の議論内容を正
確に伝える」ことを基
本として、今後も努力
してまいります。

議会広報特別委員会

髙宮陽一・安部大助
前田芳樹・斎藤昭一
遠藤義光・小野昌士

12

隠岐の島町議会だより

特別委員会など
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