ルバー人材センターが請
け負っているところがあ
る。本町も支援を検討し、
空き家の活用を促進すべ
きではないか。
空き家の跡地は住宅用
地としての特例措置がな
くなり、固定資産税が３
倍〜６倍に重くなる。解
体撤去しなければならな
い空き家の跡地にかかる
税負担の据え置きや激変
緩和を検討すべきではな
いか。
件、

現在、空き家提

供の申し出物件が
うち提供可能な物件は
件程度となっている。今
後、移住者施策の推進と
地域の活性化には、空き

充実を中心とした教育大

人数における教育行政の

が設置され、少子化・少

長・教育長・教育委員）

町総合教育会議（町

から要望があった。その

器の修理などが各学校長

属施設の改良・火災報知

策・空調修理・プール付

すりや排水管の腐食対

化が相当進んでおり、手

校の差が著しいと感じた。

れた学校とそうでない学

図書室に関しては、優

学校があったり、通学路

に、本町の将来的な児童

の難しさを感じると同時

少子化による学校運営

学校の実情・課題や要望

各学校にて校長等から

ットを生かしながら複式

題もあるが、複式のメリ

となっている。様々な課

がら検討していく。

平成

年８月５日・６日

４．調査の意見
本町の教育の在り方に

が未改良で危険な場所も

をヒヤリング後、意見交

教育の充実を図っている。

空き家解体後の土地に

た。

綱を作成し全町民に公表

中でも、避難階段のない

委員会町内視察レポート

２日目：（現地視察）寒

される。

校・川原河小学校・美山

ついては、町教育方針を

生徒数の動向を見るとき、

総務文教常任委員会
川第一小学校・笠松小学
中学校・中津中学校・早

見受けられた。

と補充学習と家庭学習を

換を行った。特に問題が

不登校生やいじめ問題、
いても実情にあわせた取

使用している学校もあっ

未だにアナログテレビを

教育課題の根本的な解決

が、それだけでは様々な

また、学校によっては、 統合の検討は必要である

毎年４月に策定し、各学
年度においては、学力

校長に示している。平成

蘇中学校
２．調査の経過
教育長・教育課長から

重点課題として各学校で

向上対策として読書活動

本町教育方針と学校環境

取り組んでいる。

（１）教育委員会懇談

の説明を受けたあと、意

式となっており、そのう

本町において６校で複
（２）大成中学校を除く

ち４校（美山３小学校・

見交換を行った。
校）の

町内小中学校（

１日目：教育委員会の内

ある箇所については、現

山野小学校）が完全複式

容説明と質疑応答

場確認も行った。

現地視察

係る固定資産税について

（現地視察）川辺西小学

り組みを行っている。

１．視察の概要

は、現況を確認した上で

校・和佐小学校・丹生中
３．調査の結果

町村の事例も参考にしな

課税を行うので、一律に

学校・江川小学校・山野

インターネット問題につ

軽減を図っていくのは

校の現地視察
各学校とも施設の老朽

13

27

中津小学校

談

（２）

家の活用が有効だ。他市

27

（１）教育委員会との懇

（大成中を除く）
小学校・三百瀬小学校・

町内の小中学校を視察

中々難しい問題である。

13

10

17

答

第39号
平成27年12月１日発行

12

ひだか川議会だより

第39号
平成27年12月１日発行

本町の教育方針の中に

とはならないと感じた。
題の優先順位をつけて計

っていると思うので、課

学校の聞き取り調査は行
が必要である。

とに啓発し議論すること

Ａ会議などがある毎にご

議が設置され、行政と教

本年度より総合教育会

『生きる力』を育む教育
べきである。

活動を目指すとしている。 画的に対策を講じていく
本来の教育とは、道徳心

数教育のメリット（補充

捉えるのではなく、少人

少人数教育を否定的に

必要であると考える。こ

ないための十分な指導が

の被害者や加害者となら

が『ネット上のいじめ』

環境についは、児童生徒

を策定していただきたい

化時代における教育方針

れ、本町ならではの少子

会の意見も十分に反映さ

この会議において本委員

に教育改革を行っていく。

育が一体となって総合的

学習など）を生かし創意
れは学校と家庭が一体に

と考える。

次に、児童生徒の社会

工夫を行い、地域・保護
なって子供たちに指導を

や生きる力を教え育むこ

者の理解を得ながら地域
行うことが重要で、ＰＴ

とである。

特性を発揮した学校運営
を進めることが必要では
ないかと考える。
学校施設においては、
老朽化が予想以上に細部

内の４保育所と３学童ク

【かわべ保育所】
名で保

町内最大の２１６名の
園児を保育職員

けた。

育している。時間割表を

に設置されており、良い

川辺西小学校の敷地内

【川辺学童クラブ】

見たが、勤務時間及び休

和佐、江川、三百瀬の

環境であると感じる。

時保育士が全保育士数の

児童はタクシーで通所を

来年度から６年生まで

約７割を占めるのも改善

避難口が正面玄関だけ

保育の対象となるため、

している。

というのも問題である。

物置を移転し保育室の拡

名登録されているが、増

早急に裏口も取り付ける

また、新たに建設する

員も考えるべきである。

張がされる。指導員は６

子育て支援室の説明も受

ように進言する。

すべきと感じた。

暇に余裕が全くない。臨

産建厚生常任委員会

１．視察の概要
保育所と学童クラブの調

その中でも避難階段の未

ラブを視察した。住民課

査
日に町

整備・手すりの腐食・通

長が同行し、各保育所の

年８月

学路の未改良などは、児

所長・各学童クラブの責

平成

童生徒の生命に関わる重

任者の説明を受け、要望

る。
ほかにも雨漏り・テレ
ビ等機器の未更新・図書
室の格差改善などは、教
育委員会として当然、各

２．調査の経過と意見

要な課題であり、早急な

18
等を聞いた。

27

対策を講じるべきと感じ

にわたって見受けられた。

町内の保育所と
学童クラブを視察
27

ひだか川議会だより
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【なかつ保育所】

る。長期休暇中には寒川
また、緊急時の美山支

小の児童も利用している。 所への連絡方法を改善す
べきである。

名、保育士
美山地区が広大であるた
【寒川保育園】

園児は
め１ヶ所では要望に応え

請願・陳情の審査

への不安と我が国の平和

を危惧する」との意見も

あった。

しかし、現在の日本を

取り巻く世界情勢は日本

だけで解決することが難

総務文教常任委員会
国際平和支援法案と平和

名が

臨時保育士である。出さ
られないと感じた。
ため３歳未満児、延長保

しくなっている。今回の

名である。ここも
れた要望は３歳未満児の
【みやま保育園】

安全法制整備法案の廃案

法案による日本の平和貢

園児は９名。小規模の

保育室の間仕切り設置、
育は行っていない。保育

を求める請願

名。園舎が老
士２名のため、保育、防

園児は
朽化し、常時修繕してい

犯面での対応に苦慮して

雨漏り、遮光対策、空調
設備の改善等だが、早
る状況である。防犯の点

いる実態が出された。
少人数ならではの家庭

釈野

鳥居

至和

晨也

勝

あった。

に賛同する意見の委員も

澁田

喜平

修一

木坊子俊紀

備法と一方的に断定する

法整備については戦争準

もが同じであり、今回の

戦争を望まないのは誰

南祇

山本

ことはできない。

よって慎重審議の結果、

本請願は賛成少数により

不採択とした。

において審議が行われ、

を閣議決定し、現在国会

ンジ」の名称変更に関す

道路「川辺インターチェ

高規格幹線道路湯浅御坊

産建厚生常任委員会

近々採決されようとして

る請願書
障関連法案」の廃案を求
める請願であった。

とした。

引き続き、継続審査

いる。本請願は「安全保

整備法案」の二つの法案

改正する「平和安全法制

ど現行関連法を一括して

援法案」と、自衛隊法な

政府では「国際平和支

■委員会の意見

紹介議員

的な雰囲気が感じられた。

献活動並びに、安全保障

急に対処すべき課題だ。
から玄関先が見えるよう
にガラス張りにしてほし
いとの要望があった。

■請願者

（遮光対策は９月議会で
対応）
【なかつ学童クラブ】
旧船着中学校コンピュ
ーター室を利用している
が奥まった場所なので、
防災・防犯面でやや心配
である。
ウサギとインコの飼育
をし、情操面への配慮が
見受けられた。
【みやま学童クラブ】
山開センターに開設し
ているが外で遊べる環境
ではない。部屋のみでの
保育に圧迫感を感じた。
もう少し広い場所で行う
必要がある。
通常の利用は川原河小

委員からは「これは戦

年 ぶりに 開催さ れ
た紀の国わかやま国
体・ 大会 も盛会 裡のう
ちに 閉 幕 し ︑に ぎ や か
だっ た町 内も静 けさを
取 り 戻 し た か の よ うに
感じます︒
大 会 成 功 の た めに ボ
ラン ティ アとし て奮闘
して いた だいた 方々︑
観戦 し応 援をし ていた
だい た方 々はじ め︑ご
協力 いた だいた 多くの
町 民 の 皆 さ んに 心 よ り
感謝 を申 し上げ ます︒
特に役場職員の皆さん︑
長 い 期 間 本 当に ご 苦 労
様でした︒
本 号も 国体が 開催さ
れる とい うこと で︑い
つも より 一ヶ月 遅れの
発行となりました ︒
月も 混み 合った 日程が
続いています︒発行後︑
すぐに 月 議会 が待っ
てお り︑ また気 を引き
締め て︑ 頑張り たいと
思います︒
今 年は 冬が早 くやっ
てき そう です︒ 皆さん
に は 十分 お身体 をご自
愛ください︒
︵原 孝文︶

北西

11

16

とコミュニティバスを利

争準備法であり、法整備

47

10

59

用した笠松小の児童であ

南東
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