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議
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黒田

員米

化が生まれ、新たな生命が
兆 し 始 め、新 し い こ と に
チャレンジするのに適した
年だそうです。
つまり吉備中央町で言え
ば２０２０年は、これまで
を振り返りつつ、
今後の「新
たな時代」を計画する年。
未来を良くするための計画
を立てる年です。
「新たな時代」を計画す
る。これは、今年や来年の
ことだけではなく、長い目
で見て「未来」を計画する
年だと思います。
しかし「新たな時代」を
計画するためには、しっか
りと過去を振り返り、残す
べきもの、また、改めるべ
きものを取捨選択する勇気
も必要です。きっと、その
過程には迷いや不安が出て
くるでしょう。
だからこそ、町民全員で
しっかりと考え、より良い

副議長

新年明けましておめでと
うございます。
新たな令和の時代に入
り、皆さま方にはご家族お
揃いで新春をお迎えのこと
とお慶び申し上げます。
日頃より議会活動に対し
まして、格別のご協力とご
支援を賜り、心より感謝申

誠一

願いいたします。
結びに、皆さまにとって
本年が幸多き年になります
よう心から祈念いたしまし
て、年頭のご挨拶といたし
ます。

森下

し上げます。
昨年は台風 号が猛威を
振るい全国各地で大きな災
害が発生しました。被害に
遭われました皆さま方に心
よりお見舞いを申し上げま
す。今年は東京オリンピッ
ク・パラリンピックもあり
穏やかなよき年であると
思っています。
しかしその反面、都心南
部直下地震が起こると政治
機能も失われ、未曽有の被
害で経済的損失は約 兆円
ともいわれ、首都移転の地
震対策が課題です。昨年は
吉備高原都市に首都移転を

95

「新たな時代」を計画する
ことは、今を生きる私たち
の責務だと思います。
議会としても町民皆さま
と共に素晴らしい「新たな
時代」創りに一層努力して
まいりますのでよろしくお

年頭あいさつ２０２０

かのえね

令和２年の年頭に当たり、
謹んで新年のご挨拶を申し
上げます。
皆さまには希望に満ちた
新春をお迎えのこととお慶
び申し上げます。
昨年は「平成」から「令
和」へと新たな時代の時が
刻み始められ、そして、今
年はいよいよオリンピッ
ク・パラリンピックの年で
す。夏には文字どおり熱い
戦いが日本中で繰り広げら
れ、ひた向きに試合に臨む
選手に再び感動をもらい、
応援に力が入るでしょう。
そして本年「庚子」は変

19

2
吉備中央町議会だより ／ 2020.01 ／ VOL.58

考えるフォーラムを高嶋哲
夫氏、板谷徹丸氏を招いて、
開催し、大きな反響を呼び
ました。
吉備高原都市が全国で最
も安定した活断層のない大
陸塊という強固な地盤であ
ることを、全国にアピール
でき現実味が帯びてきたよ
うに思われます。そして、
吉備高原都市Ｅゾーンの埋
め立ても順調に進み広大な
整地に大きな夢が持て、今
年は大いに期待できます。
また、ニューサイエンス館
跡地を利用した岡山国際
オープンイノベーション構
想も大いに期待するところ
であります。吉備高原都市
工業用地も４号地一区画を
残すのみとなりました。こ
れらの事業が町の活性化に
必ず役立つと思い、ぜひと
も成功して町の定住促進過
疎化問題に寄与していただ
きたいと願うところです。
本年も皆さま方のご支援
ご協力を賜りますようお願
い申し上げます。
議会といたしましては町
民皆さまの負託に応えて頑
張りますので宜しくお願い
いたします。
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3

小学校教育用タブレット

1966万8千円

月４日開会。 年度決算審査報告２

月定例会

月定例会は

件、請願３件、条例改正など９件、元年度一般会計補
正予算及び各特別会計補正予算５件、議員発議３件が
日閉会した。

条例制定（主なもの）

上程された。審議の結果議案はいずれも原案どおり可
決され

条例一部改正

それぞれの現場の
要望などを聴き取
り、丁寧な説明と任用をし
ていく。単年雇用ではある
が、複数年雇用を妨げるも
のではなく、報酬について
も耳を傾けるようこころが
けて運用していきたい。
採用の募集は、地
域や現場の要望に応
じた募集がされるのか。
公募は、国から示
されているが、地域
に根差した職種もあるの
で、募集時、面接などで考
慮して採用していく。
今回の制度運用に
より報酬の減額や時
間当たりの最低賃金を下回
ることにならないのか。
報酬は配慮をして
いく。
最低賃金が下回ることは
ない。
〇動議
今回の「会計年度任用職
員の給与及び費用弁償に
関する条例」に附帯決議
が動議され、
①報酬額の決定は、業務
の性質、量に基づき適

正に算定すること。
②号級の適用は、職務内
容、責任、知識や技術、
経験等を考慮して、適
正に加算することの２
点を強く要請し、これ
を決議した。
〇下水道事業の設置。

財産の取得

小学校でのプログラミン
グ教育が必修化により、Ｉ
ＣＴ環境を整備するため教
育用タブレット端末１０５
台を１９６６万 千円で購
入。
購入先は、㈱ラインズオ
カヤマ 備前支店

年度決算を認定

平成 年度一般会計及び
各特別会計決算について
は、決算特別委員会におい
て５日間にわたり慎重に審
査した。各会計とも適正に
執行されており、いくつか
意見を付し認定すべきとの
委員長からの報告を受け、
全会一致で認定した。

平成

8

18

〇町特
 別職の非常勤職員の
報酬及び費用弁償
〇町特
 別職の常勤職員の諸
給与
〇議会
 議員の報酬及び費用
弁償など
〇町職
 員給与の一部改正。
〇地方
 公務員法及び地方自
治法の一部改正に伴う関
係条例の整備。
〇成年
 被後見人などの権利
の制限に係る措置の適正
化などを図るための関係
法律の整備に関する法律
の施行に伴う関係条例の
整理。

〇町会計年度任用職員の給
与及び費用弁償
会計年度任用職員制度
は、現在、自治体において、
臨時的任用職員や嘱託職員
などの非常勤職員が雇用さ
れているが、令和２年４月
１日以降は会計年度任用職
員という身分になる。
現在の臨時職員
は、少人数部署、資
格保有者、地域への配慮が
必要な場合や教育、子育て
関連など現場の事情を理解
している人材が、必要な部
署に多く配置されている
が、報酬や雇用はどのよう
に配慮していくのか。

30

30

30

問

答

問

答

問

答
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12
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ここが聞きたい
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（12月12日）
議員名

質

問

項

目

7

議員が一般質問

ページ

町営バス岡山医療センター線
５

西山

宗弘

災害対応
教育行政（ほか２件）
防災・減災の町づくり

６

石井

壽富

安心・安全な町づくり
町の活性化事業（ほか１件）
高齢者へのGPS貸与

７

森下

誠一

急発進防止装置の購入補助
地域医療の維持

８

山崎

誠

臨時職員等の会計年度任用職員へ
の移行

質問の順番はくじ引きによる

旧竹荘中学校跡地の進捗状況

（12月13日）
ページ

議員名

質

問

項

目

緊急通報システム
９

河原

正一

自治会活動
自治体戦略2040構想
学校統廃合問題

一般質問とは、町の政治

10

日名

義人

シルバー活動

行政全般にわたり、町長の
方針や見解、説明を求める
ものです。

食料、農業、農村計画の見直し
公共交通の現状と今後

11

難波

武志

地域おこし協力隊の成果と課題
通信機器の受信不良地域の対応

4
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答

町営バス
岡山医療セ
ンター便の運行状
況と今後の対応、
また、利用者から
の苦情などを尋ね
る。
山本町長
利用者か
らはこのバスがあ
るから本当に助か
るという声を聞い
ている。
町として、
持続可能な公共交
通となるよう、ま
た地域住民の方が
利用しやすくなる
よう努めていきた
い。
その恐れのあるときは、緊
急性に応じて４段階の防災
態勢をとり、各態勢に応じ
た対応を実施している。大
規模な災害発生時やその恐
れのある場合は私が全指揮
をとり、関係機関と密に連
絡を取りながら迅速かつ適
切な対応をしていく。
教育行政

学校、教育委員会
管轄の施設などいろ
いろな施設の修繕及び諸経
費のあり方を尋ねる。
津島教育長
予算編成時にヒア
リングを行い、小修繕は各
施設で対応できるよう予算
組みをしている。また、予
算の許す範囲で大規模な修
繕も対応しているが年々修
繕箇所が増え、全てに対応
できない状況である。
今後、
学校、社会教育施設のあり
方も検討しながら安心・安
全な施設環境の確保に努め
ていく。
消防団の組織

消防団員の減少問
題や待遇問題を尋ね
る。
岡田副町長
過疎化、少子高齢
化により年々減少傾向にあ
る。団員による声かけや消
防団員募集のチラシ配布な
どを行い、新入団員の確保、
増強に務めている。
平成 年 月、消防団を
12

災害時の対応
災害が発生した場
合、最終的には自治
体のトップが判断を下すと
思うが、中には想定外の行
動をとらなければならない
時の、町長の決断と意思を
聞きたい。
町長
災害発生時または

25

中核とした地域防災力の充
実強化に関する法律が施行
され、待遇改善が呼びかけ
られている。町としても訓
練服の更新や雨合羽の導入
など、消防団の装備の改善
を行いその活動の充実強化
及び士気の向上を図ってい
る。

受動喫煙対策

公的敷地内での全
面禁煙が実施されて
約半年が経過、来庁者や職
員などの喫煙専用室の設置
はできないか尋ねる。
町長
健康増進法の改正
に伴い受動喫煙防止対策検
討委員会において協議検討
の結果、子どもに優しい町
を目指し、公的施設の敷地
内全面禁煙として、喫煙場
所を設けないこととしてい
る。喫煙者には大変不便を
かけているが、望まない受
動喫煙を防止するため、ま
た町民の方々の健康寿命を
促すためにも、ご理解ご協
力を賜りたいと考えている。

問

答

問

答

問

答

問

答

問

答

持続可能な公共交通を目指す
宗弘
西山

岡山医療センター便の状況は
問

多くの利用者を期待する（岡山医療センター便）

ハザードマップの見直しは

避難場所などへの防災資
機材の配備、備蓄品の強化
に努めており、今後は地域
の自主防災組織などの要望
も十分踏まえて充実した体
制がとれるよう取り組む。
防犯カメラで安心・安
全を
防犯カ
メラは犯
罪や交通事故防
止・抑制に効果
があり、主要道
や交差点へ設置
すべきと考え
る。現在の設置
状況、設置者へ
の対応を尋ねる。
町長
現 在、
役 場・学 校・道

の駅などの公共施設をはじ
め民間での設置も増えてい
る。
プライバシー保護の観点
も考慮し、提案の主要道・
交差点及びその他公共施設
への設置と巡回パトロール
もあわせて安心・安全な町
づくりに努力したい。防犯

カメラ設置者への情報提供
や協力体制も行う。

有害鳥獣被害防止に向
けて

深刻化する有害鳥
獣対策に対応する班
や専門職員を配置してはど
うか。ドローンや位置情報
の把握などの手段・専門の
知識により早期の対応、体
制づくりを。
町長
現状では農作物被
害は年々増加傾向にあり、
農林課職員と鳥獣被害対策
実施隊で連携しているが、
パトロールや職員の異動に
より対応が難しく、専門職
員の必要性を痛感している。
地域おこし協力隊の制度
を活用し、専門的知識のあ
る隊員を専門職員として採
用することも検討したい。

スポーツを通じて町の
活性化を

スポーツが盛んな
岡山の選手・サポー
ターを招致し、施設や温泉
などを活用した地域を変え

る活性化に取り組んでは。
津島教育長
スポーツ施設・宿
泊施設・特産品販売施設な
どが関わるイベントは地域
活性化や子ども達の成長に
もつながる。
岡田副町長
自然と歴史という
地域資源とスポーツを活か
した元気な町づくりは、若
者から高齢者までリフレッ
シ ュ で き る。か も が わ ス
ポーツ公園エリアと温泉郷
の連携で町づくりの再構築
を進めたい。
スポーツを通じた
地域発展のため、ワ
ンチームで独自の情報発信
力のもてる体制が必要では。
教育長
町内にある他の各
施設も含めて、地域・子ど
も・高齢者が元気の出る事
業を考え、パンフレットな
どを活用し広く町内外へＰ
Ｒし、多くの方に町へ来て
もらう取り組みをしていき
たい。

答

答

問

答

来 年 度 早 い 時 期 に 対 応

昨年の災害を受け
防災マップ、再避難
を余儀なくされた避難場所
の改善点を尋ねる。
また、自分の命を守るた
め学校や老人施設にヘル
メット、公会堂などに土の
う袋・シートを常備しては。
山本町長
地域・高齢者など
の特性に応じた避難行動の
できる防災マップへの更新
を来年度の早い時期に完成
させたい。

真剣なまなざし

問

答

問

問

答

壽富
石井

問
答
問

答
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7

答

前向きに検討し安全を確保
誠一
森下

高 齢 者 へ の Ｇ ＰＳ 貸 与
問

認知症で帰宅が困
難になる恐れのある
高齢者を対象に、全地球測
の小型
位システム
（ＧＰＳ）
端末の無料貸し出しで安全
を確保するべきと思われる。
町内でもいまだ行方知れ
ずの方がおられ、現在の高
齢化社会では全国で帰宅困
難者が年々増え、各自治体
でも大変苦慮している。
ＧＰＳの小型端末は縦横
４㎝厚さ１㎝程度で、家族
のスマートフォンと連動さ
せＧＰＳの端末を持つお年
寄りの位置を確認できる。
町もＧＰＳの端末を無料
で貸し出し、高齢者の安全
を確保すべきではないか。
山本町長
近年、全国的に認
知症対象者の徘徊は大きな
問題となっており、ＧＰＳ
受信機は前向きに検討して
いきたい。ただ、その受信
機の付いたペンダントや、
靴を履いてもらえないと全
く効果がない。家族構成に
もよるが、その認知症の方
をしっかりとサポートでき
る体制があれば有効だと思

問

答

う。一人暮らしの方は確実
に身に着けてもらうことが
難しいので、より良いもの
を前向きに検討したい。

補助金制度を設け、町民の
安全を確保すべきではない
か。
小谷住民課長
急発進防止装置の
補助は県内では数市町で実
施されている。高齢化率の
高い吉備中央町でも、重大
事故が懸念されるところ
で、今後、国の補助制度や
後付け安全装置の認定状況
を見ながら、町の補助制度
を検討したい。

答

旧竹荘中学校跡地

旧竹荘中学校の跡
地利用で企業による
事業が進展している。校庭
のハウスや体育館の改修な
どは、目に見え進捗状況が
分かるが、当初の計画どお
りに進んでいないのではと
懸念する。事業計画案で期
待し賛同した経緯がある。
片岡企画課長
グラウンドはバナ
ナ栽培用のハウス 棟を建
設し、栽培用の土を入れ灌
水用の水道工事も完了。現
在は暖房用の電気工事を
行っている。
体育館は、外観の改修
を行い幸福産業㈱の事務
所を開設し、旧式バイク
や旧車を展示しており、
さらに順次搬入してい
る。現在でも一般の方の
見学も可能と聞いてい
る。校舎棟は実際に改修
設計を実施していく上
で、費用対効果あるいは
投資効果などから、現在
研究、検討をしている状
況で、来春の開校を迎え
ることはできない状況と
聞いている。

11

問

答

期待されるバナナハウス（旧竹荘中学校）

急発進防止装置
高齢者のペダル踏
み間違いによる重大
事故が後を絶たない。近年
は運転免許証の返納が高齢
者の責務のように叫ばれて
いるが、過疎地帯の町では、
車無しでは日々の生活がお
くれない。
事故を未然に防ぐには安
全運転はもちろんだが、高
齢運転者と行政は共に対策
を講じるべきである。多く
の高齢者に急発進防止装置
を整備し、重大事故を防止
し安全の確保に努めるべ
き。政府は安全装備のつい
た新車に補助金制度を設け
るようであるが、多くの高
齢者は切り詰めた年金生活
者である。
ペダル踏み間違い防止装
置の整備助成は多くの自治
体で行っている。町でもペ
ダル踏み間違い防止装置の

問

9

くりをしている。そうした
中で、根拠も地方の実態も
把握せず、机の上で考えた
ような厚労省の発表には憤
りを感じる。
町づくりに欠かせない一
番重要な要素は医療機関と
思っている。存続に向けて、
県や全国町村会などにも働

10

30

の他福利厚生は向上する
か。
⑥人件費の増減をどのよう
に見込んでいるか。
町長
①対象人数は臨時
職員約１５０人、嘱託４人、
非常勤の特別職 人を見込
んでいる。
大木総務課長
②フルタイムは正
規職員と同じ勤務時間。そ
れ未満はパートタイム。現
在、フル 人、パート約１
７０人を想定している。
③継続雇用されても正規職
員にはなれない。
④経験年数に応じた昇給制
度は実施する。前の経験に
よる初年度の加算はない。
⑤週 ・５時間以上の勤務
時間があればボーナスの対
象となるが、ボーナスと基
本の給料を含めて現在と同
額を保障する。
⑥人件費は現給保障とボー
ナスの段階的引き上げに
よって、 年度３３０万円
増。３年度１３２０万円増、
４年度２６２０万円増とな
る見込みである。

23

きかけている。吉備リハは
近年内科を中心に医師の充
実も図られており、機器も
整っている。医療を受けら
れる多くの方が利用される
ようＰＲもしていきたい。

会計年度任用職員に移行
し待遇は改善されるのか

法律の改正により
来年度から役場の臨
時職、嘱託職、一部非常勤
特別職は「会計年度任用職
員」に統一される。これは
昨今の働き方改革の一環で
あり、待遇改善がなされる
ものと思うが、どのように
移行するのか。
①対象となる職員・職種及
び人数。
②フルタイムとパートタイ
ムは職種で決まるのか、
業務量で決まるのか。
③継続して雇用された場合
正規職員へ登用はあるの
か。
④部署や職種によっては臨
時職員が業務に精通して
いるケースもある。任用
の公平性は図られるのか。
⑤給与、報酬、ボーナスそ

10

2

答

答

15

吉備リハの存続を町一丸で

で意見交換会を開いたと報
道されている。どのような
説明がなされたのか。
石井保健課長
月 日、岡山市
内で開かれた。診療実績な
どを分析し再検証を求めた
もので、統廃合を決めるも
のではなく議論してほし
い、との説明があった。
再検証を求めただ
けという厚労省の説
明は額面どおり受け止めら
れない。
町にとっても、吉備高原
の再活性化にとっても、絶
対に存続させなければなら
ない。一丸となって厚労省
など関係機関に強力に訴え
ていくべきである。
山本町長
地方は全力で町づ

問

存続できるよう強く努力する

13

厚生労働省は
月、再編・統合の検
討が必要として、全国４２
４の公的病院を公表した。
県内では 病院が名指しさ
れ、その中に吉備高原医療
リハビリテーションセン
ター（以下吉備リハ）も対
象になっている。１９８７
年に設立された吉備リハは
町内の基幹病院のひとつで
あり、なくてはならない医
療機関である。
厚労省は全国７ブロック

なくしてはならない（吉備リハ）

答

問

答

誠
山崎

問
答
問

8
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9

答

地域自治組織再編
地域福祉活動の具
統合の説明会での
体的手法が自治会
「防火・防犯活動及び自主
（住民）に理解されている
防災活動」と「地域福祉活
か尋ねる。
奥野福祉課長
動」
の具体的手法を尋ねる。
大木総務課長
地区サロンに加え、
防火・防犯活動は、 高齢者の居場所づくりや介
戸締りなど地域全体での声
護予防としての集いの場の
掛けや避難訓練、救命救急
活動が年々増加している。
講習などの取り組みである。
集いの場へ一人で行けない
福祉活動は、民生委員・
方を送迎する通所付き添い
老人クラブ・地区サロン・
サポート事 業のサポーター
福祉委員など地域のさまざ
登録者数も増加している。
まな団体と話し合える場を
今後、高齢化や過疎化と
設け、日常生活で感じる不
自然災害の可能性が高まる
安や課題に対して協力し解
中、関係機関と連携を図り
決していく組織づくりを
地域福祉活動を進めていく。
「共助」が重要と
行っていく。
防火・防犯活動及
考え、町民に幅広く
び自主防災活動の具
理解して頂くには、日ごろ
体的手法が自治会（住民）
から地域交流を行い、必要
に理解されているか尋ねる。 な情報を提供することが重
総務課長
要と考えるが町長の考えを
地域によって課題
尋ねる。
山本町長
が異なるため、各地域での
地域の問題を公的
課題の洗い出しが必要であ
支援だけで解決できる時代
る。
ではない。町民の方々には、
その課題を自治会で解決
今でもご尽力頂いている
するためにできることが具
が、地域の取り組みが偏っ
体的手法になる。
ているのが現状である。

必要な情報を各自治会に
提供し、さまざまな講座、
研修会など町民の方々が進
んで共助を高めあう機会を
作る。

ＮＥＴ１１９とは

急通報できるシステムであ
る。

自治体戦略２０４０構
想

高齢者人口が最大
となる２０４０年頃
の自治体が抱える行政課題
を整理した上で、今後の自
治体行政のあり方を展望
し、早急に取り組むべき対
応策を検討する目的で報告
があった。内容による意見
と将来の行政サービスの考
えを尋ねる。
町長
更なる合併や道州
制を念頭にしたものと思う。
明確でない道州制では、住
民サービスの低下になる危
険性があり、慎重に見守る
必要がある。東京圏一極集
中の是正策が報告されてい
ないので不満な内容である。
将来は、ＡＩなどの新技
術も含めて良いものは受け
止め、人的なものは、岡山
市や近隣の自治体と連携し
て、最少のコストで最大の
効果を発揮する住民サービ
スに取り組む。

問

答

元気に育ってネ

聴覚・音声・言語
機能などに障がいが
あり、音声による通報が困
難な方が利用するＮＥＴ１
１９の詳細内容を尋ねる。
福祉課長
事前登録が必要だ
が、緊急の事態が発生した
場合、スマートフォンなど
を用いていつでも全国どこ
からでも、通報場所の消防
本部に、音声によらない緊

問

答

問

答

問

答

問

答

問

答

課題を協力し解決する組織づくり
正一
河原

防火・防災・福祉の具体的活動は
問

いる。
国・農業基本計画見直し
へ全国町村会特別決議

いつまでも残したい農村

今年は、５年ごと
の食糧、農業、農村
計画の見直しの年。これま
での規模拡大・効率一辺倒
農政に対し、中山間地域を
意識した小農・家族農業、
そして、自治体農政のあり

方に目を向けた議論を、マ
スコミも取り上げ始めてい
る。
その中で全国町村会のシ
ンポジュウム、食料、農村、
食料計画への提言決議の報
道は注目された。状況を聞
きたい。
山本町長
月 日、国の計
画策定に合わせ、農業、農
村の地域のあり方の提言を
特別決議した。中山間地域
を含む農村地域が国土保全
の役割を持ち、再生エネル
ギーの蓄積、新たなライフ
スタイルやビジネスモデル
の提案の場の可能性、農業
の発展と農村振興のバラン
ス、多様な主体が活躍でき
る地域社会の継承、都市農
村共生社会の実現を、町村
会として国に求めている。
また、農村の価値を持続的、
安定的に高める地域独自の
主体的取り組みができる農
村価値創生交付金の創設を
も求めるとともに、今まで
の国と地方自治体との関係
性の見直しや、町村職員の
レベルアップ対策を提言し

た。

シルバー活動の支援を

社協・シルバー活
動の世話をされてい
る方から、「草刈りの切実な
依頼に会員不足で応えられ
ない、何とかならないだろ
うか」との訴えがたびたび
あるが。
奥野福祉課長
高齢化と労働環境
の変化で登録者数の減少の
一方、依頼は増加し対応し
切れない現状にある。社協
と連携を図り、民生委員、
老人会などを通じて会員の
募集をと考えている。
従来対応では、打
開できないのではな
いか。
町長
困っている現状は
よく承知している。草刈り
応援隊を試みたが期待どお
りに行っていない。もっと
ＰＲしたい。また、 歳の
年齢制限をなくすなどをシ
ルバー人材センターへ提案
もしてみたい。

65

問

答

問

答

小学校適正配置は住民合意で

答

住民無視の決定はない・慎重論議で

小学校などの適正
配置に関する検討委
員会が、３月答申をめどに
設置され、協議が進行して
いる。
委員会の役割とともに取
り組み全体の構想、委員会
の論議の到達点を聞く。何
よりもこの課題は地域の存
亡にも関わる重要課題だけ
に決定までの全過程を「住
民合意」で貫ぬくべきと思
うがどうか。

津島教育長
教育を取り巻く環
境などの変化に対応するた
めに、
町長の諮問を受けて、
幼保小などの適正な配置や
規模を決定でなく、検討す
ることを目的に設置された。
言われるように住民合意
を無視して決定とはならな
い。答申内容の地域説明会
も必要と考えている。
現在、幼保小の現状、将
来の推計、子育てアンケー
ト結果の検討を行ってい
る。適正規模、配置などを
含めて最終的な決定に至る
までの構想や、どこまで踏
み込んだ答申ができるかも
協議中である。また、学校
のあり方をどうするかなど
非常に難しい。整理までに
はまだ時間が必要と考えて

問

義人
日名

問
答
問

答

11

27
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11

答

高齢化率が ％を
超え自力での移動手
段がままならないお年寄り
が増えてきている。足の確
保は日常生活の中で最も重
要で深刻な問題であると考
えられるが、デマンドタク
シーやふれあいタクシー利
用助成などの利用状況を尋
ねる。
山本町長
デマンドタクシー
は 年度が９４１人、 年
度が８７１人で１日当たり
３・５ 人、ふ れ あ い タ ク
シーは 年度が４１３６
件、 年度が４０２７件で
１日当たり ・９件である。
きびプラザから岡
山医療セン
ターまでの町営バ
ス実証運行利用状
況。また、今後に
ついて考えを尋ね
る。
町長
６月の開
始以来 月末現在
で述べ３４９人１
日当たり３・２人
となっている。

育を受ける機会が向上した
ことで、以前よりも落ち着
いて勉強する姿勢が見え、
ワンランク上の志望校を目
指すという成果がある。観
光面ではマルシェの開催を
始め、水車米の再生、サイ
クルイベントで町の宣伝を
高めている。
協力隊の目的は、
都市部の人材を誘致
し、新たな視点でまちの魅
力の再発見であるとか、ま
ちづくりへの提言などであ
るが、積極的に町民との関
わりを持っているとは思え
ないし、３年間の期間を全
うしないで中途で辞めてし
まう者もいる。
本人たちの考えもさるこ
とながら、町としての指導
体制も含め５年が経過した
今、根本的な見直しが必要
ではないか町長の考えを尋
ねる。
町長
問題はあるが総体
的にはこの制度は活用すべ
きだと考えている。今後指
導体制を見直して、それぞ
れ隊員の個性は尊重しなが

問

答

40

30

らしっかりと注文をつけて
いきたいと考えている。

通信機器の受信不良地
域の対応

通信機器（携帯電
話、スマートフォン
など）の発展が急速に進む
一方で、受信できない場所
が多くある。
緊急時の連絡や仕事の対
応など無くてはならない通
信手段である。使えない場
所の解消に向けての対応が
必要と思うが、考えを尋ね
る。
片岡企画課長
受信エリアの調査
は、業者において利用者の
声を聴き随時調査している
と聞いている。受信不良の
場合、町へ連絡いただけれ
ば、事業者へ連絡している。
また、国の補助事業で携帯
電話などエリア整備事業も
ある。
個々の家庭における通信
不良状態緩和策としては、
事業者による家庭用室内ア
ンテナの貸し出しサービス
があると聞いている。

問

答

月曜日から金曜日は３・
７人、日曜日は０・５人と
なっている。利用が少ない
からといって無くなったら
また復活ということは難し
いので、今後も検討を重ね
ながら実施していく。

26

地域おこし協力隊の成
果と課題
平成 年から実施
している地域おこし
協力隊事業は多額の費用を
投じての事業で、始めてか
ら５年が経過しているが、
どのような成果が上がって
いるのか尋ねる。
河内協働推進課長
町営塾によって教

復活したい水車（和田）

29

11

問

答

問

答

29

30

問

答

利用しやすい状態を検討
武志
難波

公共交通の現状と今後は
問

11
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追跡

あの時の質問
どうなっとる？

過去の一般質問の追跡調査を行い、進捗状況・結果を報告する。
（平成28年６月定例会の質問）

Q質

問

A答

弁

全国的な問題である買い物難民の取組みに
ついて、現状と改善に向けた今後の対応を尋ね
る。

過疎化・高齢化のため、モデル地区を選定し
て組織づくりから始める。今後は、具体化策を
地元組織とともに進めていきたい。

その後（企画課）

すこやかに育ってネ

Q質

問

A答

弁

認定こども園の整備計画はどうなっている
のか。

令和元年７月に、新山地区活性化推進協議会
が主体となり「新山ほほえみ笑店」をオープン
した。店舗の運営、無償送迎サービスや地域介
護など予防活動を支援している。
小さな拠点づくりのモデル地区として取り
組み、今後、他地域への拡大を考えている。

平成30年開園予定で建設する。現在、準備委
員会を立ち上げ検討している。今後、保護者説
明会を開催し、子供たちの健やかな育ちを支援
し、
地域から愛されるこども園にしていきたい。

その後（子育て推進課）
平成30年４月に幼保連携型認定こども園と
して「吉備高原こども園」を開園した。
認定こども園は、就学前の教育・保育を一体
的に行う施設であり、定員は70名で、生後６か
月から５歳児を受入れており、開園時50名、現
在は62名の園児たちが元気に楽しい園生活を
送っている。

大助かり

新山ほほえみ笑店

12
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キッズパーク

元

う
ぼ
遊
気に

開設３年９カ月 利 用 者 10万 人 に 迫 る

平成 年４月、きびプラ
ザ２階に開設された自由に
遊べる「キッズパーク」は、
連日親子連れで賑わい、子
どもたちのはしゃぐ声で溢
れています。
４ ６ ６㎡の ス ペ ー ス に
は、すべり台やジャングル
ジム、クライムピラミッド
な ど の 大 型 遊 具 の ほ か、
ボ ー ル プ ー ル、ま ま ご と
コーナー、ジャイアントそ
ろばん、ころころボールな
ど数多くの遊具が揃ってい
て、素足の子どもたちは歓
声をあげて遊んだり、積み
木やレゴブロックに一心不
乱に挑戦したり、思い思い
に楽しんでいます。
また、ドアひとつ開ける
と人工芝のテラスがあり、
爽やかな外の風を受けなが
29

ら遊べる空間もあります。
遊び空間のほか、間仕切
りされた部屋があり、子育
ての情報交換や飲食もでき
ます。もちろん、授乳室や
ベビーベッド、子供用トイ
レも完備され、安全・快適
に楽しめるよう整えられて

います。
地域子育て支援拠点事業
として週３回、子育てひろ
ば「ゆう」を実施し、必要
に応じて子育ての悩み、発
達相談、栄養相談を行って
います。
また休日にスタッフが作

る、色とりどりの手作りバ
ルーンアートは人気の的。
帰り際多くの子どもたちが
スタッフに声をかけ、嬉し
そうに持ち帰っていました。
元年 月現在の累計利用
者は９万４２００人。１日
平均 組およそ１００人で、

平日より土日が多く、町外
の利用者が多いようです。

屋外遊具も増設

隣接の芝生広場に、すべ
り台などさまざまな遊びの
アイテムを配置したコンビ
ネーション遊具が整備され

ます。
整備予定は今年３月。屋
内、屋外施設の一体運用で、
キッズパークはさらに充実
します。
なお、キッズパークは毎
週火曜日と年末年始がお休
み。利用は無料です。
詳しくは電話０８６６
５６ ７０１０キッズパー
クか０８６６ ５４ １３
２８子育て推進課にお問い
合わせください。
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町内の７地区で、放課後児
童クラブを開き子どもたち
の居場所づくりを行ってい
ます。
吉備高原児童クラブ
「ただいま～！」放課後
になると、吉備高原小学校
ランチルームに併設された
児童クラブには、次々と子
どもたちの元気な声が響き
ます。
開設から 年目を迎えた
令和元年度は、 人を超え
る子どもたちが登録してい
ます。
当クラブを支えてくださ
る指導員や多くの先生方
が、子どもたちの個性や学
力、興味関心に向き合って
います。
当クラブは、
代々引き継が
れている子ど
もたちの「縦
の繋がり」や
「あ り が と
う」、「ごめん
なさい」など
人との関わり
を大切に、家
庭的な雰囲気
の中で生活し
ています。ま
た、卒業した

先輩たちが度々訪れては新
生活を語ったり、小学校教
諭となって夢を叶えた話な
ど、子どもたちに後ろ姿を
見せています。
昨年度から、年間 回程
度の土曜日学童を開設して
おり、長期休暇には、お楽
しみ会やクリスマス会、お
別れ会を企画しています。
吉備高原小学校や地域の
皆さんと連携しながら、今
後も先生方と保護者の信頼
のもと、子どもたちの健全
な育成を図りたいと思いま
す。

吉備高原児童クラブ

放課後
児童クラブ
の紹介
も 手 伝 う「白 菜 鍋」パ ー
ティーなどのイベントも
行っています。
先日は、ペットボトルの
クリスマスツリーづくりを
行い、今年度は節分の卒所
式で閉めとなります。
学校や保護者たち、地域
の皆さんの支えがあってこ
その円城放課後児童クラブ
です。

円城放課後児童クラブ

円城放課後児童クラブ
円城小学校隣の基幹集落
センターに間借りし、玄関
わきのクラブの部屋から元
気な声が聞こえ、 人の子
どもたちと４人の指導員
が、元気はつらつ過ごして
いるのが「円城放課後児童
クラブ」です。
手洗いやうがい、検温の
後のおやつ、
宿題をすま
せたら楽し
く遊ぶのが
日課です。
誕生日会
や夏祭り、
ハロウィン
など、さす
が円城！地
域の皆さん
の指導で育
てた円城白
菜で保護者
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明けましておめでとうご
ざいます。近年、世界各地
で異常気象が報じられ、日
本でも思いもよらない災害
が増え、新たな対策が求め
られています。
議会は皆さまの負託を受
け、行政のチェック、提言、
政策立案など重要な役割を
担 っ て い ま す。「議 会 だ よ
り」はその活動を伝える大
切なツール。読みやすく、
わかりやすい紙面づくりを
目指して委員一同研鑽を重
ねたいと思います。
本年がすべての人にとっ
て良い年になりますようお
祈り申し上げます。
（山崎 誠）



