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平成
れた。
主な議案は、平成

年度当初予算の

年度補正予算、条例改正

決・承認した。

２３億４５００万円
国の歳出抑制施策と、町

平成 年度一般会計の
当初予算は１４２億３５
００万円で、前年度の当
初予算と比較して５・８
％、７億８５００万円の
増額です。主な要因は新
病院建設のための隠岐広
域連合への負担金や町独
自の集落・地域活性化を
図るための交付金等です。
また、国保事業や各診療
所運営の特別会計を含め
た隠岐の島町の当初予算
総額は、１８２億１８９
０万円であり、前年度当
初予算と比較して、
１・７％、３億円余りの
増額となっている。
新規事業の集落地域活
性化交付金は、町村合併
により地域の活力や衰退
が懸念されることから、
活力ある地域づくりを促
進するため、各地域や自
治会・町内会などの活動
に対して町が支援するも
のです。主な活動事例と
して、①集落環境の保全
②隠岐びとが学び集う環
境づくり、③安心・安全
の実現などの事業が支援
対象事業となっている。

歳 入
■公債費

歳 出
３７億１５００万円

□自主財源
２６億３６８１万円

主な歳出

◆バイオマス事業実証
調査事業
１２９４万円
チップ製造、発電事業
のための調査費。

◆隠岐汽船㈱への出資金
２３５５万円
経営改善実施中の隠岐
汽船㈱の株券を購入する
もの。

◆財政調整基金積立金
３１００万円
財政調整基金に積立て
るもの。

１５６０万円、橋梁・河
川・道路施設等改良事業
３８２５万円、文化財説
明板設置事業５００万円
温水プール修繕工事７０
０万円など、主に公共施
設の修繕や整備を行う。

な増額となった。

策事業の導入により大幅

新年度は、緊急雇用対

により減少傾向にある。

効果と行財政改革の推進

ですが、町村合併による

賃金、旅費、需用費など

的性格の経費の総称で、

事務事業に要する消費

１４億１０００万円

■物件費

る。

により年々増加傾向にあ

進行や福祉事務所の設置

くもので、少子高齢化の

どの社会保障制度に基づ

児童福祉や老人福祉な

１４億６００万円

■扶助費

たことで減額している。

したことや繰上償還をし

費（公共事業費）を抑制

が、ここ数年の投資的経

自主財源とは、町税や
町の長期債務（借金）
分担金、使用料、手数料、 の 返 済 を す る 経 費 で す
財産収入などです。
前年度の当初予算と比
較して３・２％、８００
０万円余りの増額となっ
ているが、町税等は景気
低迷などの理由から減収
を見込んでいる。

□依存財源
１１５億９８１９万円
依存財源とは、地方交
付税、国県の負担金・補
助金、町債（借金）など
です。
前年度の当初予算と比
較して６・５％、７億４
２０万円余りの増額とな
っているが、地方交付税
は、合併特例法に基づく
年間の特例であり、特
例期間が終われば減額が
予想される。

新たに、国から地域活性化・きめ細かな臨時交付金が交付されたこ

９００万円増額

◆地域活性化・きめ細か
◇国庫支出金
◇地方交付税
な臨時交付金事業
２億１９００万円増額
１億７１００万円増額
２億５４００万円
地域活性化・きめ細か
地方交付税が確定した
自動車練習場改良事業
な臨時交付金を２億５３ ことにより増額する。総
１３００万円、岬町デイ
００万円増額し、公共土 額７６億７４００万円。
サービス施設改良事業２
木災害復旧費負担金など
８４万円、中村保育園ブ
３４００万円を減額する。 ◇基金繰入金
ロック塀修繕工事２００
１億３０００万円減額
万円、清掃センター等衛
◇県支出金
減債基金、財政調整基
生施設修繕工事１億２６
２３００万円増額
金からの繰入を中止する。
５万円、水道施設配水管
松くい虫被害対策や、
更
新事業３５００万円、
医療用エアーテント購入 ◇地方債
西田農道防犯灯設置工事
５８００万円減額
箕浦漁港漁業集落環境整
１３５０万円、漁港施設
備等の補助金を増額する。 箕浦漁港漁業集落環境
航路標識灯改良事業１７
整備事業分を増額すると
５万円、林道改良事業負
◇ふるさと隠岐の島町
共に、隠岐病院建設事業
担金１０００万円、観光
応援寄付金
分を減額する。
施設（国民保養センター
・羽衣荘など）修繕事業

主な歳入

なため、ほぼ全ての事業を新年度に繰越して実施する。

総額は１６４億６４００万円となった。但し、年度内での対応が困難

２３億６６００万円

■人件費

傾向です。

の財政状況により減額の

などの広域行政（隠岐広
域連合等）
の負担金や、
各
種団体や事業に対する補
助金などで大幅な増額と
の報酬や職員給与などの

とにより２億２６００万円を増額補正した。補正後の一般会計予算の

隠岐病院建設経費や、プ
経費で、職員数の削減や

町長や議員など特別職

レミアム付き商品券、集
給与の減額により、人件

なっている。主な要因は

落支援事業、地域コミュ
費総額は減少傾向にある。

地域づくりは自らの地域で

である。

他会計への繰出金など

１３億２７００万円

■その他

ニティ事業、無形民俗文
化財補助事業などです。
■投資的経費
１６億６６００万円
道路や公共施設の建設
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平成 年度補正予算の概要

10

整備等を行う経費ですが

を行ったが、提案された議案は全て可

が予算の一部や条例改正に反対の討論

名が質疑を行った。また、２名の議員

質問に立ち、予算・条例改正等には

松田町政に対して６名の議員が一般

等である。

工事請負変更契約、指定管理者の指定

ほか、平成

22

消防、病院、福祉施設

■補助費

新年度予算の概要

新年度予算の目玉！

年３月定例議会は３月８日から

10

日までの 日間（実質 日）開催さ

12

21

などの生活・産業基盤の

15
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2
隠岐の島町議会だより
新年度当初予算・補正予算等
新年度当初予算・補正予算等
隠岐の島町議会だより

3

２１

3月定例会
19

雇用の場となるバイオマス事業

年度

幸の島協議会の
運営支援費は？
福田議員 新たに幸の島
協議会に運営支援費が計
上されているが、事業の
農山漁村地

内容と理由は。
五箇支所長

年度

年に幸の

域力発掘支援モデル事業
により、平成
島協議会を設立、
からは、ふるさと雇用再
年

生事業を受託し各種事業
を行っていた。平成
度は、国の事業が廃止に
なったために、事務所維
持費に不足が生じたので
支援する。

地域協議会の
運営費は？
地域協議会は

年度の活動状

町村合併後、
地域住民の声が行政施策

福田議員

ったが、諮問はしてない。

区から意見書の提出があ

協議会を開催し、五箇地

行革推進室長 各地区で

況は。

が、平成

言することになっている

答申し、また、町長に建

町長の諮問に応じて審議

福田議員

総括質疑を傍聴する有木小学校児童

本町の振替休

振替休日の
取り扱いは？
平田議員
日の考え方は町の条例・
規則が労働基準法より優
先されるか。
総務課長 労働基準法の
枠内で規定されている。

下水道課長

計画策定は
今後、老朽化

検討中である。
平田議員
により改善更新費が伴う
と思うが。
下水道課長 本町では、
久見地区が一番古いが、
本町は、年間

今後、検討課題である。
平田議員
約２００人の人口減が続

住民に不平等

が生じないよう計画すべ

平田議員

検討する。

め、二次計画策定の中で

下水道課長 使用料も含

平田議員 宿直の振替は いていることも考慮すべ
問題があるのではないか。 きである。

振替休日は、

総務課長 考慮する必要
がある。
平田議員
同一週内に消化すること
が原則と思うが、民間で

つ計画とする。

は通用しない。
きと思うが。
総務課長 解消に努める。 下水道課長 公平性を保

公共下水道事業は？

緊急雇用対策事業は？
小野議員 今回の緊急雇
用創出事業等の３事業に
より１億１０００万円余
の予算で 人の雇用が確
保されるとのことだが、
それだけで町内の雇用は
当面対処出来るのか。町
内の雇用環境はどうなっ
ているか。
観光商工課長 隠岐島全
体の有効求人倍率は 年
度で０・６人となってお
年１月の調べで１１

り厳しい状況である。平
成
００人が職を求めていて

町内の経済環

６５８人の求人と聞いて
いる。
小野議員

に、供用開始をしても使

くりに影響を及ぼすと共

事業であり、将来の町づ

は、一般財源を圧迫する

平田議員

積みを考えるべきではな

金を取り崩し、雇用の上

事業だけでなく、町も基

るが、国、県の全額補助

課題だと町長は言ってい

り、雇用の確保は喫緊の

境の悪化が深刻化してお

用料で運営できない事業

いか。

生活排水事業

である。事業計画、管理

全体の現状

を払拭するために設置し

いつまで継続するのか。

安部和議員 この事業は

安部和議員

津戸は整備されている。

絡バス等を用意する。奥

河川の浄化対策は

くなるので、ある程度の

町長 交付税が将来厳し

すべきと思うが。

集落地域活性化交付金で活力を

安部和議員

は。愛の橋の着工は、い
つ頃を予定しているか。
建設課長 愛の橋は約５
億円程度かかる。着工は
年以降になる。ほかに
も車両通行危険の橋もあ
る。

海上交通

陸上のアク

維持対策事業 は？
安部和議員

セスと、発着場が奥津戸
の理由は。

た協議会だ。現在、協議

企画財政課長 ３ヵ年事

日当たり６人見込んでい

観光商工課長 陸 上 は 連

中の地域公共交通網整備

業だ。

るが、その算出根拠は。

つながりが細くならない

町長

髙宮議員 どのような条

り審査する。

企画財政課長

乗船客を一
や農地保全対策等も含め

安部和議員 配分は、ど

よう心がけている。協議

例に基づいて交付するか。

も今はない。

準を下回っている。苦情

環境課長 ここ数年は基

はあるか

浄化対策事業は？

公共用水域
協議会をもっと活用すべ

会は町長に具申できる制

企画財政課長 新たな要

旧３村と役場との

度でもあるので、活性化

綱など整備する。

申請によ

に向け運用も検討する。

きと思うが。

のようにして行うか。

地域活性化
交付金事業は？

橋梁長寿命化事業は？

運営費計画をしっかりと
進む公共下水道工事

60

観光商工課長 アンケー
ト調査で６人を算出した。 安部和議員 宇屋川の水
質状況はどうか。苦情等

に反映できなくなる懸念

21

4
隠岐の島町議会だより
総括質疑

21

予算や条例等に
対する議員の質問

基金は確保しなければと
考えている。町内の厳し
い状況も分かるので、雇
用・仕事づくりなど検討
し、税の再配分を心がけ
たい。

離島漁業再生

離島漁業
再生支援事業 は ？
小野議員

年

支援事業交付金は今後も
交付されるのか。
農林水産課長 平成
年度から

度までは５億円ほど交付
され、

今までの交付

までは同程度交付される
予定だ。
小野議員
金は漁業再生につながっ
ているか。
農林水産課長 漁業者の
意見を聞きながら、漁民
の生活向上に資するよう
それぞれの事業に支援し
ている。

23

総括質疑
隠岐の島町議会だより

5

21

・斎藤幸広
21

21

・安部和子・髙宮陽一・前田芳樹

疑
質
26

22

豊
・石田茂春・是津輝和・松森

晃
・平田文夫・小野昌士・福田
22

20

質問した議員

ふるさと活性化を

隠岐国分寺
蓮華会舞演舞場
建設事業 は？

髙宮議員

利用計画や運

営管理の方法は。
観光商工課長 国 分 寺 の
万７０００人を基に、概

年度の入観者数２

ね３分の１の９０００人

平成

髙宮議員

演舞場建設に

至った経過は。
算した。収入は入観料と

年度の目標と試

に総代会・蓮華会舞保存
蓮華会舞の上演料とし、

を平成

会の合同会議で観光施設
支出は、説明が出来る管

年

として「資料館」の建設
理人１名と諸経費で経常

観光商工課長 平成

が検討された。町にも、
利益

うにとの意見もあり、体

施設として活用出来るよ
支出は考えてない。

しているが指定管理費の

理方法は指定管理を予定

万円を目指す。管

各エージェントから観光

験型の施設として町が建
設する計画と地域との構
想が一致した。

農地保全対策の
経営体育成
交付金事業 は？
髙 宮 議 員 事業の概要と
対象者の選定方法は。
農林水産課長 この事業
は認定農業者、もしくは
集落営農組織などの担い

水産業
担 い手育成事業 は？

隠岐の将来を担う
こどもたちに支援を

町民体育館
管理委託料は？

図るためには臨時ではな
く、正規職員を採用する
べきではないか。
旧

町村時代からの継続状態

学校給食センター長
前田議員 岬と中条の町

事業の概要と

髙宮議員
のままだ。
生活できる状態にはない。

安心して働き

００円となっているが、
深刻な民間状況を良く認

前田議員

民体育館の管理委託料
万４０

い手を確保・育成するた
単なるカギ管理だけか。
識すべきだ。少なくとも

（カギ管理）が

め、新規自営漁業者に漁
その計算根拠はどうなっ
公共機関は、給料は安く

漁業の担

業への定着を支援するた
ているか。

るべきではないか。

ターの雇用形態は、正規

用破壊だ。雇用の安定を

るので、種苗センターも

今

めの資金の貸付を行うも
年度に島根
単なるカギ管理だけで

励費補助
職員が７名、臨時職員が

象者がいるが、今回は３

農林課長 現在のライス

後の検討課題だ。

学校給食センター長

そうであるな

まれている。

はなく、諸々の費用が含

ても正規扱いの雇用でや

水産振興室長

対象者の選定方法は。

公立で１６４万８０００
前田議員
らば、誤解を招くような
表示は止めるべきだ。
教委・総務学校教育課長

学校給食 センター の

今後は改めたい。

れば公費で調整すべきと

雇用形態は？

教委・総務学校教育課長

思うが。

はならない。不均衡があ

に大きな過不足があって

童園児一人当たりの費用

している。３歳以上の児

０円を公費として予算化

は一人当たり８万６２０

円となっている。幼稚園

教委・総務学校教育課長

ので、平成
県が行った漁労技術習得
研修を受けた２名の方が
対象である。

水産加工品の振興を

しか国の助成はなく、保
８名となっているが、な

学校給食セン

護者から毎月３万円の学
ぜ臨時職員が過半数とな

前田議員

費を徴収している。一方、
っているのか、管制の雇

幼稚園は幼稚園就園奨

前田議員 本町の保育所
保育所は保育料を徴収し

いるが、継続・廃止を含

連携して有効活用出来な

徴収に努める

センター横に低温倉庫を

いか検討している。４月

万６０００円

名の方から希望があり国
の児童一人当たりの費用
ている。

私立幼稚園

の審査に合格したものが
は、私立で１２０万円、

手を育成するために支援

対象となる。

石田議員
めての経過は。

建設して保管する。

教育振興事業費 は？

居しているため、弱みが
べきである。

名の対

あり、仕方なく納得した
五箇支所長 地元団体の

％以上にな

石田議員

に努めて入湯客の増加に
にも２業者に分離発注し
て改修を進めてはどうか。 努める。

管理運営は？
斎藤幸議員 水産種苗セ
ンターの委託先・法人等
島前の県栽培漁業

の概要は。
町長

センターの運営が島根県
水産振興協会に委託され

種苗センターの後

移転を避けるために新た

ルートは、以前には住宅

斎藤幸議員 改良工事の

改良工事 ルート は？

町道中町中条線 の

が３人採用されている。

いが、島前では地元の方

継者対策は検討していな

町長

じてほしい。

者を育てるよう方策を講

斎藤幸議員 地元で技術

設を見てもらい協議する。

に協会の方が来るので施

町民課長

利用者が健康

強い要望で継続してきた。
松森議員

回復をされた方も沢山い
る。事例を紹介するなど
宣伝活動を行い、利用者
の勧誘に努め、経営の安
定を図るべきでは。
五箇支所長 今後は温泉

めである。
特別補助金の内容。支給

教委・総務学校教育課長

水産種苗 センターの

るよう徴収に努める。

五箇小学校

年も経過し

大規模改修工事 は？
松森議員
た校舎であり予定通り工
事が進むとは思えない。

石田議員 誰と何回審議
対象者はいるか。上限は

学校給食の
藻塩米使用 は？
隠岐藻塩米を
者にとってはやっと思い

安全・安心で美味しい学校給食を

なルートを考えると説明
を受けていたが、今回は
現行ルートの拡幅整備と

利用者が一番

なっている。変更となっ
た経緯は。
建設課長

多い町道であり、ワーク
ショップで検討した結果
現在の案が利便性でも優
れ、用地の犠牲も少なく
他のルートと比較しても
一番適当と判断した。

6
隠岐の島町議会だより
総括質疑

する。町内には

高齢者生活福祉
のではないのか。

蓮華会舞も観光資源に

センター
（蓬莱苑）は？
者等には説明して納得し

入居者・保護

石田議員 共益費の月額
ていただいた。他の高齢

福祉課長
１万５０００円は、洗濯
者入所施設と比較しても

生活保護事業
適正化は？

高額とは思はない。

回数で減額するか。また
値上げした基準は。
福 祉 課 長 介護保険制度
が適用されない施設であ
る。値上げは経営に苦し

したか。
いくらか。

ブを建設して対応し、工

成分を紹介し、宣伝活動

福祉課長 社会福祉協議
福祉課長 離職者で就労

期内の完成を目指す。２

完全な改修を進めるため

会と、昨年４月から２回
能力及び就労意力があり

業者の施工は考えてない

く赤字部分を解消するた

行なった。
住宅喪失するおそれのあ

が、今後検討する。

住宅手当緊急

石田議員 入居者及び保

る方（６ヶ月間を限度）。

不足する教室はプレハ

護者に説明し、納得して

隠岐温泉ＧＯＫＡの

松森議員
松森議員 ＧＯＫＡ温泉

がかない安心している。

使用するとのことで生産
は毎年１０００万円もの

その保管方法は。

運営は？

藻塩米が学校給食に

支給対象者は、現在、隠
岐の島町にはいない。限
度額は３万７０００円。

滞納繰越の医

国民健康保険税 は？
石田議員

昨年実績で

税金を投入して営業して

どうする水産種苗センターの運営は

10

50

24

療給付費分の収納率は何
％か。
町民課長
％である。

10

総括質疑
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7

32

18

23

40

いただいたと思うが、入

どうなる高齢者福祉対策

15

21

20

議員 若者が希望しても
就業の場がない。
近年、建設業者の農業
参入や、新規就農の若者
も少しずつ現れ、島の将
来に一筋の希望の光をみ
る思いだ。
年度は大峰山麓

年度に蛸木放牧場が
完成、
西側の町有林 町歩を新
たに整備する計画だが、
隠岐ならではの放牧によ
る足腰の強い和牛の低コ
スト生産につながり、評

町長

放牧場の整備が本

来の目的に加え、雇用の
創出に繋がれば喜ばしい。
当面目標は４００頭を目
指し、それに対応出来る
公共牧野の整備を進める。
更なる増頭も必要と考え
検討している。総面積２
万４３００町歩のうち、
９割が山林で相当な可能
地がある。牛の放牧風景
は非常に牧歌的で観光牧
場等も検討する価値が大
いにあると考える。

島前のように山地を放牧

少した。隠岐の島町でも

前には２００頭にまで減

０頭の牛がいたが、数年

昭和 年頃は約３００

策としても有効である。

となり、就業の場雇用対

野開発は、真の生産基盤

出の風景となり得る。

て、訪れる人々にも思い

い海岸景観ともあいまっ

の牧場が広がれば、美し

業の場の拡大になる。緑

要となり、雇用創出と就

業も含め、公共事業が必

える。基盤整備は関連産

牧をすれば、１万頭も飼

断を聞きたい。

将来目標と思い切った決

付税は年々減っていく。

かせぎ自立しないと、交

し、生産をあげて外貨を

かりした生産基盤を整備

とは比較にならず、しっ

はわずか６億円、水産業

ではない。農業粗生産額

からの目標で新しい目標

議員 ４００頭はかねて

場にすれば、約２割以上

具体的数値目標と構想は

町 長 森林２万９９０

価に値する。こうした牧

の山林で５０００町歩の

どう考えているか。

議員 本町の経済・雇用
は疲弊しているが、国の
地域活性化交付金で一時
的に活性化に寄与したと
思う。しかし、雇用は一
時的な雇用のみ、一番望
まれる正規雇用は皆無で
ある。本当に民の力とな
る投資効果があったのか
力なくして町の繁栄はな
取り組が始まっているが

可決し、本町も速やかに

◎ 隠岐の島町の将来は
◎職員採用は
◎ 学力調査の目標は

い。ましてや、何の目的
過去の執行を検証し、民

検証すべきである。民に

もなくして１億７０００
画をして正規雇用に繋が

に活力が生まれる投資計
るよう、また、町の活性

万円を執行停止にしてい
るが、町長の考えは。
化のため、慎重に執行す
えは。

町長 正規雇用は大変重

設置して企業誘致や新た
町長 第二次補正で本町

べきであるが、町長の考

に興す起業支援に取り組
は２億５０００万円余り

そのために定住対策課を

んでいる。また保留して
を予算化したが、すべて

要なことであり、私は、

いた交付金は、将来の財
であり、地域の活性化が

来年度への繰り越し事業

にした。
図られると思う。

源不足に備えるため基金
議員 国も、財源に苦し
みながらも、
が町の繁栄に繋がると思

議員 人口が増えること

年度二次

補正予算を通常国会で

◎隠岐島消防本部庁舎の
老朽化対策と建設は

の老朽化は合併前から問

議員 隠岐消防本部庁舎

信表明で「安全で安心な

解決は難しい。町長は、
所

になる恐れがあると問題

話し合いの場の設置を

◎ 住みよい暮らしのための

題視されて約７年が経過

月定例会で、 島の暮らしを確保するた

なったら大丈夫なのか。

答弁しているが、いつに

かない範囲で決断すると

費用のため財政破綻を招

町長は、

町長 新隠岐病院は総額

きだ。

基金を当ててでもやるべ

立を図る」と言っている。

機管理体制と、防災の確

め、適確に行動できる危

した。昨年

新隠岐病院の救急体制強

億円かかる。仁万の里

億円を超える

化状況から、本部庁舎は
立養護学校近辺を考え、

病院隣接が望ましい。県

重要で構成町村は苦慮

の整備もあり、どちらも
県に交渉をする考えはな
本部庁舎整備の必

いか。
町長

要性は認識しているが、
具体的な候補地を定めて
いない。広域連合を中心
年度は、国によ

に財源問題を検討する。
議員

る地域活性化対策交付金

円を超える交付税が減額

急がれる雇用対策
整備が急がれる消防本部庁舎

・平田文夫 ・遠藤義光

放牧場が生まれ、管理放

程度
は有効活用として牧野造

年を過ぎると特例加
算交付がなくなり、 億

ら

が創設されたが、合併か

のうち、５０００

09

成は可能と考えているが、
今検討中であり、まだ具
体的数値は言えないが、
前向きに取り組みたい。

50

うが、町長はこの町をど
地域に雇用の場、

のような町にしたいか。
町長
魅力ある町、島の活性化
には強い思いがある。若
者が安心して暮らせる隠
岐の島町にする。
◎職員採用は
議員 本町は、合併して
６年目に入ろうとしてい
るが、この間、１人も高
校新卒者が採用されてい
ない。若者を育てる使命
は町にあると思うが、町
残念ながら、高校

長の考えは。
町長
ない。可能な限り若者を

新卒者の合格者は出てい
採用して故郷のために頑
張ってほしい思いはある。
◎学力調査の目標は
議員 今年の目標は。
教育長 県平均である。
議員 目標は、何故、一
番ではないのか。
教育長 本町の実状を見
据えて目標設定した。
議員 目標以下だったら
教育長はどう責任をとる
のか。
教育長 更に、教育行政
の充実に向け努力する

している。地域集落を未
来永劫つなげていくため
にも全体のグレードアッ
プが必要だ。消防本部に
ついては県と話してみる
が問題は大きい。今後、
地域の理解をどう求める
か、一つづつクリアーし
ながら取り組む。
議員 町はこれまでハー
ド面を重視してきたが、
ソフト面にも力を入れる
べきだ。合併前の各町村
には、
それぞれ「新生活運
動申し合わせ」の組織が
あり、住民は和やかに動
けた。年金生活者の中に
は親戚は別として、初盆
の巡拝は手を合わせ、心
を伝えるだけの巡拝にな
らない等の声もある。住
民の生活に密着した話し
合いの場を作るべきだ。
町長 西郷地域まちづく
り運動協議会に、隠岐の
島町全体への協議会とし
て発展できないかと申し
出て検討している。近い
将来「隠岐の島町まちづ
くり運動協議会」の発足
が期待される。新生活ま
ちづくりは町民の熱意が
最重要である。

8
隠岐の島町議会だより
一般質問

平田文夫議員
安部和子議員
10

整備がすすむ蛸木牧野

◎放牧場の整備で
就業の場と
雇用創出を

ｈａ

12

・池田信博 ・斎藤幸広

６人の議員が松田町政をただす
遠藤義光議員

13

21

・安部和子 ・前田芳樹
24
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9

10

22

30

一般質問にもたくさんの傍聴者！

ｈａ

質問した議員
21

意見が出されており、種

とが大事である」と言う

周知を徹底せよ

◎障がい福祉計画の

農地保全対策費は
苗生産にかかる技術の継

◎農業公社と

◎民生委員の活動費は
利用者、保護者を

動が出来かねている。民

動費は不足しており、活

には、

ご意見を踏まえ出来るだ

たところであり、町民の

るべく見直し検討を始め

町長 民業圧迫なら改め
話し合ってはどうか。

虚心坦懐に職員達と良く

全に３０００万円を計上
し、今までの公社補助金

計画の周知につい

会を開催する考えは。
町長
ては、利用者・保護者へ
の理解が図れるよう、支
援センターをはじめ、関
係機関との連携により実
施し、説明会や相談会の
漁業生産者からは

ついて町長の考えは。
町長
「直営でも他の方法によ

は全く決まっていないと
議員 水産業は島の重要

◎種苗センターの運営は
要な種苗を安定的に生産

栽培漁業や養殖漁業に必

産にかかる技術者が育ち

◎種苗センターと
資源確保は

種苗センターの運

をしていく。

意欲につながる環境整備

向きに、資源増大と生産

ともに、漁業者自らが前

を改めて検討していくと

る中で、どうあるべきか

振興協会との連携を深め

らの議論の中では、水産

化の施設である。これか

ターも行革の中では民営

とに決定した。種苗セン

営事業として受託するこ

で県の水産振興協会の直

げていたが、行財政改革

漁業センターは実績をあ

町長 島前の島根県栽培

は。

の自主的な取り組み方法

にするための漁業関係者

がれる。水産資源を豊か

した後継職員の育成が急

も、専門的な技術を習得

営を民間委託するにして

議員

ていく。

より効果的な活用を図っ

関係機関と協議を行い、

種苗センターの運営は

議員

画の内容を充分に理解さ

議員 ①現在、労働審判

ここで和解が成立せずに
れていない状況がある。

◎愁霊苑の運営方法は

本訴訟に進めば全国的な
策定した計画の周知と

承者の確保をしなければ

言うが、いつから実施す
同様前例からすると行政
理解をしていただくため

含む関係者の方たちが、

◎民生委員の活動費は
るのか。全国的には公共
側の使用者責任はほとん
の取り組み、計画に基づ

が始まり、この段階では

議員 高齢者の一人暮ら
施設である場合の火葬場
ど免れないと聞く。窮鼠
き障がいに応じた生活設

ならないと考えている。

しが多くなり、民生児童
の中では葬祭をさせてい
猫を噛むことにも成りか

隠岐の島町障がい福祉計

委員の巡回相談活動の必
ないそうだ。また指定管

生委員に相談が来るのを
け早く実施したい。また
よりも財政負担が倍増す
開催も支援センターとの

方法、後継職員の育成に

調停・和解が目的とされ

後の種苗センターの運営

障がい者福祉の充実を

◎農業公社と
農地保全対策費は

要性が高まっている。担

待つ状態では制度の機
指定管理者の公募は公平
る。この矛盾はなぜか。

言うが本当か。
な産業である。栽培漁業
し、水産資源の維持増大

る運営であっても種苗生

町 長 ①本町が和解の申
の充実を図り、水産資源
と生産性の向上を図るこ

連携により開催する。

し立てはしない。
を豊かにする方策と、今

で、あとは農業公社改編

に掛る経費です。

③この内の新農業組織支

援費は、具体的に新組織
が検討されていないので
内容も決まっていない。

◎閉校校舎の有効活用を
議員 閉校後の跡利用方
法については各地域から
検討報告書が 月に出揃
った。町の基本方針・各

報告書に盛り込ま

校の利用計画は出来てい
るか。
町長
れた内容を尊重し、半年
間かけて方向を出したい。
議員 各校の施設管理は
町が責任を持つことにな
ると思うが、それを利用
した運営に町はどこまで
財政的・人的支援をする
か。
当面の間は維持管

◎ 障がい福祉計画は

②委託料は１０６６万円

③農地保全対策費の中身

計が出来る説明会や相談

当エリアを絶えず隈なく

理者の公募は応募者に対
ねない。和解調停を受け
して公平にされているか。 入れて一旦白紙に戻して

注視しつつ巡回訪問する

能を果たせない。民生委
に扱っており今後も留意

数名の委員の活

員の手を必要としている
する。

②今年度予算では農地保

人々のためにも委員団体
と良く協議し、活動費の
対応をする必要があるが。
町長 ご苦労は並大抵の
事ではない。今後も活動
費については民生児童委
員協議会と協議しながら
対応する。
◎愁霊苑の運営見直しは
議員 斎場の運営方法を
年度以前に戻し民

ない。閉校後の教室を活
町長

理のための財政支援・人
的支援は必要だが、将来
は地域が独自に運営して
いただきたい。
議員 世界ジオパークに
登録されると隠岐を訪れ
る人も増え、受け入れの
ための研究施設や資料館
（博物館）が必要となる
と思うが、閉校後の校舎
を利用してはどうか。
町長 自然館・郷土館等
既存の施設で十分対応出
来ると考えているが、急
ぐとなると施設の整備も

10
隠岐の島町議会だより
一般質問

斎場の管理運営は

必要となってくる。

議場内の一般質問の様子 ！

平成

◎ 文化財の保護対策を

◎閉校校舎の
有効活用を

と予算を必要とするが、

保護には新たな人員配置

議員
どうするか。

用してはどうか。

12

業を圧迫しない方法へと

◎文化財の保護対策を
されていた岩石・生物標
教育長

海洋自然館に展示

本の一部は、観光協会が
度に５人の臨時職員を当

年

所有者から借用したもの
て保存する。その他は現

土器などは

であるが、これを、教育
有体制で取り組む。

員会が責任を持ち一元管

教育長
教育長

収納施設が十分で

理すべきと考えている。
納するが、不十分であれ

議員

委員会が一元管理すべき
ではないか。

議員 民間にはたくさん
ば閉校後の教室の活用も

既存の施設に収

の標本・出土遺物などの
考える。

調査の上、所有

施設に移す。

民具は郷土館などの既存

に、古文書は図書館に、

教育長 劣化を防ぐため

等は劣化をしてないか。

管している民具・古文書

議員 町が引き取り、保

たい。

者と保存方法等を調整し

教育長

すべきではないか。

散逸を避けるために保存

文化財が残されている。

文化財は教育委

22

文化財の保存管理を

一般質問
隠岐の島町議会だより

11

前田芳樹議員
斉藤幸広議員
議員 これからの文化財

池田信博議員

60

18

田茂春

案は全会一致で「可決す
費は船頭の賃金であり、

◆八尾川遊覧船運行事業

よう期待する。

年度中には設置出来る

の減少につながる。平成

活動が期待でき、滞納額

員の設置は精力的な徴収

な取り組みは、徴収嘱託

◆滞納徴収のための新た

◎当初予算関係

審査の状況

総務産業建設常任委員会
委員長 石
平成 年度一般会計予
算をはじめ各特別会計予
算、辺地にかかる総合整
備計画の一部変更、職員
定数条例の一部改正、町
道路線の認定及び変更等
の案件を審議した結果一
般会計予算は、予算の一
部に反対する委員もあり

べし」としたので、主な
全額県補助金であろうと

「賛成多数」で、他の議

ものを報告する。

部和子

教育民生常任委員会
委員長 安
平成 年度一般会計予
算、国保診療所等の特別
会計予算、条例の一部改
正や指定管理者の指定陳
情案件等は審査の結果全
会一致で「可決すべし」
としたので、主なものを
報告する。

て過ごせるよう施設整備
を速やかに実施するよう

急に公設民営の施設も含

務付けられているが、早

までに完備することが義

法改正では平成

て、町民の健康増進を図

更なる啓発活動を展開し

検診場所等を再検討し、

検診時間の延長や時間帯

期治療を図るためにも、

としたもの

陳情・要望の審査

□採択
◇公共工事における電気
協会会員及び県内業者に

ードルを下げるなどして

続き関係を簡素化し、ハ
地元業者の受注機会に繋

にも技術力は充分にあり

【理由】隠岐の地元業者

本年２月現在、平成

年

度分までで８０００万円

を超える保険税の滞納状
況である。
保険税等の時効は５年

ため、新年度より光熱水

保護者負担の軽減を図る

の中でも最高額であり、

島根県下の公設小中学校

◆本町の学校給食費は、

時効の成立等も考慮し、

まざまである。法による

の中断など、滞納者はさ

納入することによる時効

更には、保険税の一部を

は島外転出や死亡した者

であるが、滞納者の中に

費相当額分（一食あたり

◇布施地区の蓬莱苑は、

◎条例・指定管理等

するよう要望した。

適正な対応と整理を検討
今後、食材や給食内容に
ついても更に検討して、
保護者負担の軽減を図る
よう指摘した。

光熱水費が現在の利用料
金では賄えず、月額７０
００円の入居者負担を洗
濯代を含む共益費として
月額１万５０００円に改
正する。値上げ幅が大き
いが、介護保険制度が適
用されない施設のため他
と比較しても高額ではな
いと判断した。

□継続審査 と
としたもの
◇事業存続のため経費負
担の適正化及び車両の更
新について、平成 年補
助年度より適用を頂きた
い要望
・提出者
隠岐一畑交通㈱
取締役社長
春日稔和氏
【理由】地域公共交通会
議において生活路線バス
等の運行方法及びダイヤ
等の方針が決まっていな
いため、
全会一致で「継続
審査」とした。

では、全面的な核兵器廃

拡散防止条約再検討会議

と協議し活力ある隠岐の

もっと区長・自治会長等

町全体に元気がない。

に鑑み、これ以上の継続

の、町の厳しい財政状況

の願意は理解できるもの

様々な意見もあり、陳情

いのではないか」など、

までに結論を出してもい

止すべき」「委員会も９月

も「結論が出ている」
「廃

方針であり、各委員から

休止を含め検討するとの

今後このような事態が起

報の共有に問題がある。

執行部との意思疎通・情

教育委員会組織内部や町

とが説明されなかった。

組織見直し案ではそのこ

務するとの報告があった。

委員会生涯学習課長が兼

たが、

の事務局長が兼務してい

までは教育文化振興財団

12
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◇永住外国人に対する地
方参政権付与に関する法

州浜繁達氏

秋葉忠利氏

絶を約束しているため、

島町を創るべきと意見統

調査事項

全会一致で「採択」とし

一がされた。

◇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
戻す事を求める意見書採
択の陳情
・提出者
島根県社会保障推進協
議会会長 池淵栄助氏
【理由】願意は理解出来
財政状況を鑑み、現制度

るが、県及び町の厳しい
【理由】隠岐温泉ＧＯＫ

を確保・継続することが
優先と判断し、全会一致
で「趣旨採択」とした。

調査事項
町立図書館長は 年度

は困難として賛成多数で

こらぬよう強く指摘した。

年度からは教育

「趣旨採択」とした。

本部は、本年９月までに

投入し続けてきた。行革

１０００万円強の税金を

しかし、当施設は毎年

長報告をしていた。

早急に検討するよう委員

前から廃止・売却も含め

Ａの運営については、以

田中井敏勝氏ほか４名

五箇地区区長会

・提出者

存続に関する陳情書

◇隠岐温泉ＧＯＫＡ運営

としたもの

□趣旨採択 と

陳情・要望の審査

た。

【理由】２０００年の核

長崎市長 田上富久氏

広島市長

平和市長会議会長

・提出者

和実現に関する意見書

◇核兵器の廃絶と恒久平

とした。

たが、賛成多数で「採択」

ではないとの意見もあっ

町村レベルで考えること

レベルで考えることで、

ができる。しかし、国政

日本国籍を取得すること

いて外国人は帰化よって

【理由】国際法４条にお

幹事長

自由民主党島根県

・提出者

律の制定に対する意見書

期待される集落地域活性化交付金事業

も、本来事業収入から支
払われるべきであるとの
意見があった。
◆水産種苗センターは、
水産業の振興を図る上で
も重要な役割を果たす施
設であり、専門技能職員
を養成する必要があり、
早期に直営か委託等を含
めて、町の方針を出すべ
きと指摘した。この件は
過去にも指摘している。
◆農業公社の委託費は、
前年度補助金実績比に対
する大幅な減額の説明が
なかったことに異論があ

◆新規事業の「集落地域
発注の機会をお願いする

った。

活性化交付金事業」は、
陳情

設備工事の分離発注と当

今後３ヵ年で地域活性化
・提出者
島根県電気工事業
協会

各自治会や地区が主体的
がることから全会一致で

会長 荒木恭司氏

に活動を展開出来るよう
「採択」とした。

◆新年度から「学力向上
対策プロジェクト」によ
り、児童生徒の基礎学力
の向上と生活習慣の改善
を図るとのこと。派遣指
導主事の配置により、教
師の授業力の向上や学習
指導が改善され、これに
より、児童生徒の学力向
上に寄与するものと大い

◆国民健康保険の会計は

配慮すること。

煩雑にならないよう、手

各地区からの交付申請が

事業実施に当たっては

待される。

の引き金になることが期

検診を受けて早期発見・早期治療を

円）を町が負担する。

に期待する。

20

常任委員会報告

（財）

22

21

審査の状況
◎当初予算関係
◆高齢者福祉施設（清松
園）のスプリンクラー設

◆各種がん検診の受診率

指摘した。

により設置義務床面積が

は、横ばい或いは低下傾

置工事は、消防法の改正
１０００㎡以上から２７

５㎡以上に厳格化された。 向にある。早期発見・早

め、防災対策の整備計画

るよう指摘した。

年３月

をたて、入居者が安心し

22

30

常任委員会報告
隠岐の島町議会だより

13

24

隠岐観光の目玉となるか 「かっぱ遊覧」
対応が急がれる介護施設の防災対策

22

22

22

は次のような改善点が見

委員会では、これまで以
上に大学や県との連携を
深め、その動向に最新の
注意を払うと共に、町の
以上の点から、委員会
よう要請した。また、今

たな情報の収集に努める

持つ医師情報の整理と新
では、隠岐病院・診療所
年度は外科的産科医師の

をターミナルとする。

①利用者が多い隠岐病院
はなく、まさに我が町の

る。これは対岸の火事で

が大変な問題となってい

県西部地域で医師不足

組む。

に向けて、引き続き取り

が来てくれる島づくり」

全な暮らしの確保」「医師

針である「地域住民の安

であり、委員会はその方

②全路線が隠岐病院或い
問題である。

られた。

は診療所に停車する。

藤昭一

総合交通対策特別委員会
委員長 斎
◎生活交通網整備促進
観光商工課では、便利
な交通手段を提供するた
め、路線バスやタクシー
の利用現況に関するアン
ケート調査・地区意見交
換会・経費の見積もり等
を実施したので、その結

②布施・中村間は利用者
が少なく運行計画にはな
いが、方針の決定を急が
ず検討するべきである。

年

年

◎隠岐空港利用促進
日本航空は

月ま

ジェット便は７月 日～

航継続を約束した。夏期

では出雲便、大阪便の運

10

８月 日間の就航が決定。

17

特別委員会報告

田政司
への利便性の向上が図ら
招聘を実現するよう町に
要望し、委員会も全力を
執行部からは、この地

により運賃の面からも住

れ、更に無駄を省くこと

医療対策特別委員会
委員長 吉
◎公共交通網（生活路線
バス）整備方針案は
委員会は、その役割・
使命に基づき、医療・患
果の報告を受けた。委員

あげて協力することを確
区は道路幅が狭く停車が

民が受診しやすい環境に
からは医療対策の観点か
困難で、交通量も多く利

者の視点から整備案の検

ら、町部で交通手段が確
用も少ないため、路線計

認した。

保されない問題があるな
画から外したとのことで

繋がると判断した。

ど数件の提案があった。
あるが、町部の人の意見

討を行った。その結果、

これらを更に検討を重
集約がされていないため

医療は町づくりの根幹

ね、今後は地域交通会議
意見交換会を開き、よく

地域公共交通会議の素案

で協議し、実際に運行す
意見を聞いた上で判断す

◎医師不足への対応

る各業者との具体的な調

いく。各委員からは、次
のとおり意見があった。
①医療の視点からバス路
デマンドバスは前日ま
での予約が必要であるが、

線は多くの路線について
利便性が向上している。

られた場合に、平成

島の官公署に異動を命じ

内の生活の本拠地以外の

例の一部改正は、隠岐郡

◆職員の給与に関する条

応も検討すべきだ。

もありうるため、その対

診察後の復路だけの利用

急がれる生活交通網整備

ただ、一部の地域（東町・
中町の一部）は見直しが
必要と考える。

日隠岐

髙 宮 陽 一
平成 年２月

広域連合議場（都万支所
内）で、平成 年 度 第 １

項目として調査研究して

回隠岐広域連合議会定例

◆消防職員の定数条例の

４月から給料月額の ％

きた「隠岐の島町観光協

会が開催されたが、提案

海士町観光協会の視察や

年度の全会計の

会のあり方」については

当委員会として、重点

べきである。

③各集落からも直接隠岐

て自立する観光協会を目

年４月に向けて実施して

整を行いながら、平成

④路線バスへの接続が確
保されている。
⑤タクシー・デマンドバ
スで便数が増える。

特に、検討が進められて
指さないのか」、
「観光協

◆平成

の特地勤務手当を支給す
された議案は、
全て「全会
一致」で可決・承認された。 るもの。

隠岐の島町観光協会が少
し動き始めたこと、観光

年度
年度末に 名の消防

一部改正は、平成
と

職員が定年退職となるこ

チャーター便として 人

経由で隠岐～鹿児島間に

空輸する途中、隠岐空港

のため千歳から鹿児島に

サーブ３４０の定期点検

北海道エアライン所有機

する。４月１日、函館の

初めての臨時便が就航

要である。

各団体や住民の協力が必

利用促進をすすめるため、

30

の乗客を募集、帰路の４
月 日には隠岐～函館間
人を募集する。これ

年３月
名を３名増やし 名とす

日までの２年間、定数

１日から平成

て注視していく。

今後の健全な運営につい

分を４ヶ町村が出資した。

第三次増資の公募に不足

隠岐汽船経営再建計画

◎隠岐航路整備促進

ひとつである。

むけてのアピール活動の

も東京直行便就航実現に

に

30 30

る特例を定めるもの。
◆農業共済事業の統合に
年４月１日から農業

伴う関係条例の整理は平
成

共済事業を島根県東部農
業共済組合と事業統合す
るため、関係する条例等
から農業共済事業に係る
文言を削除するもの。

隠岐広域連合予算の詳細は
既に配布されている「隠岐
広域連合の広報紙」を参照
して下さい。

14
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特別委員会報告

⑥人口の多い栄町地区が
路線に入ること。
⑦旧町村時代から同時間
帯に運行されている重複

いか」、
「観光に期待が出
来るのか、今回のような
体制なら町長が会長に就
向づけをすべきではない

任し、しっかりとした方
か」
等、
多くの意見もあっ

いる行政組織の見直しに
会と会員との信頼関係を

た。

や副部長体制で本当に観

ついて、委員からは、見
どう構築するのか」、
「会

当初予算総額は

億１７

協会職員との意見交換な

０５万円で、前年度当初
億２１

どを踏まえ、次のとおり

予算と比較して

年４月

とから、実働者数を確保
するため、平成

67 31

病院や診療所に行ける。

23

22

24

70

便が廃止される。

田文夫

にそれぞれ役職を持たせ

か」、
「なぜ、事務局職員

光協会が自立できるの

行財政改革特別委員会
委員長 平
◎行財政改革大綱は
第二次行財政改革大綱
の策定状況について報告

直しの目的が明確でなく
員間での隠岐観光に対す

事務局職員が中心となっ

退職予定者を見込んでの
る思いが少ないのではな

提案し中間報告とする。

７５万円（ ・４％）の

22

を受け意見交換をした。

単なる組織いじりである
との意見もあり、組織改
革の目的を明確化して対

億９

増となり、また、構成団
体の負担金総額は

６５０万円、前年度より
４億２９００万円余の増

レインボープラザ（妊
産婦長期滞在用部屋）に

択」とした。

10

22

①町当局は、「観光を機軸
まち」を目指すのであれ

応するよう指摘した。
◎隠岐の島町観光協会は

ば、観光協会の再編のた

に交流・産業を創出する

観光商工課長から隠岐

め行政が責任をもち、当

②観光協会は、会員との

の島町観光協会の状況に

これは、新病院建設に

額となっている。

町観光協会では、従来

信頼関係の構築に全力を

面の間、支援策を強化す

の運営についての反省に

挙げるとともに、協会・

関する要望書、並びに公

ついて報告を受け意見交

立ち、新しい執行体制で

会員間の相互理解と協力

共工事における電気設備

伴う負担金の増が主なも

スタートしたとのことで

体制の確立と、島民が一

工事の分離発注に関する

ること。

ある。

体となって観光振興に参

のである。

委員からは、「それぞれ

陳情書も全会一致で「採
ること。

加できるよう全力を挙げ

ような理事が各部の部長

各自の仕事を持っている

換を行った。

町観光協会の体制強化を

23

22

12

91

12

特別委員会報告

15

22

13

23

22

30

いよいよ本格化する病院建設

12 22

22

隠岐病院がバスターミナルに

号 平成 年度

前田芳樹 議員
議第

日にな て 初 めて 変 更 内
容 が公 社に説 明 さ れ た
当然な がら 公社側は
納 得で き ない と 返 答 し
た

行政組織の見直しに反対

号 行政組織条

髙宮陽一 議員
議第

例の一 部 改 正に反 対の討

の 人 件 費 を１0６６万 円

業委託費 と称し ２人分

新規事業の農地保全事

者へは聞 く耳 を持 たない

え 反面

異議 を唱える

手厚く多大な補助金を与

局に従順な 外郭団体には

る点 見直しの理由が明

財政改革の方針と矛盾 す

直 しを行 うものだが 行

に 今 回 行 政 組 織の見

行財政改革の名のもと

行財政改革は 今年か

の廃止である

管理室 と 行革推進室

署 として設置した

技術

計 上 しているが 農 業 公

と い うこ と に 他 な ら な

を強権発動的に強要 する

置 者 責 任 を忘 れ 分 社 化

い で １００％ 出 資 の 設

の事前協議 と説明 もしな

耕作放棄地対策を担

円の補 助 金 申 請 をしてい

る機 関ではないこ と を示

案の議案 を何でも追認 す

そして 議 会 が執 行 部 提

従 前 よ り 増 加 す るこ と

改編のた めの財政支出が

す危険があるこ と

組織

放棄地対策の組織 をこ わ

に補助金削減 をして耕作

従 て 一 方 的に大 幅

減のために早期退職を勧

ものではない が 職 員 削

職員昇任試験に反対 する

とにな る

人事管理上

人件費総額は増加 するこ

す る もので その 結 果

行政職に昇任させようと

試験 をして 現業職から

その第 一 は 職 員 昇 任

た との理由 もあるが 工

い ない

見 直 しの理 由 も変 わ て

たにも関 わら ず 今 回の

を確保 するために設置し

は工事検査体制の中立性

る

改 革 の 継 続 を 掲 げてい

所信表明の一番に行財政

する時期であり 町長 も

ために 一方的に大き く

一般会計予算の

事検査体制の中立性 とは

てい る 公 社 理 事 会に 何

た

補 助 金 削 減 しているこ と

すため

奨 したり 他の団 体に職

何ら関係ない むしろ 技

公 共 工 事 が減

技術管理室

は愁眉に値 する事態であ

一部に反対する

員 を派 遣 している現 状に

術管理室

行 政の おごり と しか言い

おいて 行 政 職 員 が不 足

室

画と矛盾している

見直しは職権の乱用で計

または強

は廃止 すべきではな

行革推進
してい る 状 況にはないこ

く 現状維持

と
３月１日の常 任 委 員 会

とから 現時点では職員

化 すべきで あ り 今 回の
と 指 摘 されてか

ようがない
の審 議で こ れで は公 社

昇任試験を行う時期では
無い が

ない

理事会が納得 するはずが

また

り このような やり方は

ない

社理事長が交付要綱に基

の重点施策を担当 する部

第二は 期限限定で町

人事異動？

ら第二次計画がス タート

論を行う

組織見直し？

確でない と言 わざるを得

この一 連の事 態 は 当

19

い

対の討論を行う

一般会計予算に対して反

22

ら 議 会 会 期 中の３月

郷土力士の隠 岐の海

関 と隠岐の富士の活躍

に しま が揺れた

今後 益々の活躍を期

待したい

桜の 花 も 満 開 と な

り 島 内の 小 中 学 校で

は入学式 も終 わり新し

い 年 度 がス タ ー ト し

た 新 しい ラン ド セル

を 背 負 た 新 一 年 生の

姿が初々しく心が弾

む

隠 岐の 島 町で も 新

たに 地 域 活 性 化 交 付

金制度 をつくり 今後

３年 間 で 各 地 域 の 活

性化対策に乗り出した

ばかりである

島の 活 性 化 は ま ず 地

域の活力が大事！

反対討論・編集後記

37

づ き 不 足 経 費１６７０万

10

当初予算の一部に反対

一部の議案に対して２人の議員が反対の討論を！

