１．視察の概要

調理（親子方式）導入に

状並びに、学校給食共同

子ども未来塾の概要と現

教育長、教育課長より

日現在で平均

．４ ％ と

への児童の登録率は調査

開講される子ども未来塾

らず、原則として週２回

学童保育と重複はしてお

導員については、現行の

童保育と競合する制度で

利用する児童もあり、学

学童保育制度と併用で

説明を受け、納得した。

参加の関係によるものと

球 ・バ レ ー 等 、 ク ラ ブ の

（２）給食共同調理（親

況を見守りたい。

後登録率の推移や運営状

新しい制度であり、今

ものである。

制度であると評価をする

２．調査の経過

係る計画と経過の説明を

力向上、安全な教育環境

はなく、少なからず、学

導入の必要性に関する

中学校学校調理場の改修

子方式）導入に伴う美山

なっている。
一部小学校で、登録率

の向上、子育て支援に一

受ける。

が低い学校が認められた

質疑応答を行ったあと、
美山中学校給食調理場改

執行部側の説明に関して

れることとなった親子方

今般導入、制度整備さ

児童を対象に、学習支援

なければならない小学校

放課後に１人で過ごさ

理解は完全には得られて

調査日現在、保護者の

と考える次第である。

が得られているべきもの

用について保護者の理解

の上程前に制度設計と運

立場であるならば、予算

力説される教育委員会の

行われており、必要性を

おける補正予算承認後に

ても、その多くは議会に

説明会の実施日程からみ

れ、検討委員会・保護者

話不足」が一番にあげら

原因については、「対

反発が残っている。

一部に町側に対する強い

実施に関しては、父兄の

結果として美山地区での

は、概ね理解できるが、

定の政策効果をもたらす

式の学校給食共同調理と

と安全な「居場所」の提

美山中学校 共同調理場

が、児童数の少なさと野
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修現場と山野小学校ラン
チルーム改修予定の調理
場を現場視察し、帰庁後、
意見交換を行った。
３．調査の結果

子ども未来塾制度につい

供、との位置付けで運用

（１）子ども未来塾

て、考察を深めるととも

が開始された制度である。

年７月

に、現場も含めた調査を

川辺西小学校、和佐小

平成

行うことにより、課題抽

の５校区で実施されてお

小学校、寒川第一小学校
調査先（現場）

た地域の協力者である指

教職員ＯＢを中心とし

登録している。

り、計１４６名の児童が

ーム改修予定の調理場

２ ．山野小学校ランチル

場改修現場

１ ．美山中学校給食調理

る。

学校、江川小学校、山野

29

出と提言を行うものであ

日

総務文教
常任委員会
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委員会町内視察レポート
給食調理場・サル捕獲オリを視察 !!
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入理由の一つとされてい

また、衛生面も今回導

決が望まれる。

開始に向け一日も早い解

おらず、対話により運用

で欠けていたのでは、と

度の発案から今に至るま

そういうところがこの制

立しないのではないか、

れば、心と心の対話が成

小学校ランチルーム改修

子方式）導入に伴う山野

（３）給食共同調理（親

必要。

さしていく意識と姿勢が

ことにより、視覚で確認

ンターネットを利用する

た。今回の捕獲オリはイ

できないのが現状であっ

あったが、なかなか捕獲

る に は 、 銃 がほ と ん ど で

し、確実に捕獲できるの

予定の調理場について
改修予算には、天井の

感じざるを得ない。
ほかにも、委員から以

頭となってい

が特徴である。成果も今

年に入り

る。

餌付けをするのが大変

で、大勢の協力者がいな

いとできないが、少子高

齢化によるハンターの減

少により、今後、一層、

獣による被害が想定され

る。特にサルの捕獲に

は有用な事業であると感

じた。一基を設置するの

２．調査の経過と意見

ンターネット映像により

ンやスマートフォンでイ

サルを餌付けし、パソコ

の大きさは７ｍ ×６ｍ 、

ない所に設置され、オリ

この事業は主に、イノ

【三百瀬地区防護柵】

て広めていくべきである。

その結果次第では町とし

地区にも設置されており、

現在、山野地区や坂野川

に約２００万円かかるが、

【三百瀬地区大型オリ】

個体を認識し、頭数を確

シシ、シカの獣害対策と

年８月２日

この大型オリは、イノシ

認して遠隔操作でオリの

平成

シやシカにも有効ではあ

今まで、サルを捕獲す

柵を利用し、田畑を囲う、

２ｍ のワイヤーメッシュ

して、集落単位で、高さ

１．視察実施日

るが、美山中学校の給食
調理場の改修平面図を見

ては天井高が低く感じら

改良については計上され

大きなビジョンのもとで

れ、また経年の使用によ

下の意見があった。

下処理室から調理室を通
学校給食共同調理（親子

り、室内景観の露見箇所

たところ、調理員が更衣

ってでないと更衣室に入
方式）が位置付けられ、

等に対し、ランチルーム

ていないが、現場に関し

れない状況が判明した。
議論されるべきで、特定

としての使用にあたって

・学校統合とかといった

一般的には、衛生の観
箇所での実施は場当たり

室に入る経路において、

点からその経路について

は何らかの改修の必要性

・保護者の反発は、相互

的で、その場しのぎの感

この件については、衛

理解が不足しているので

認めがたい、との認識を

生管理の観点より、出入

は。課題についてお互い

を認める。

り口の追加や変更の勧告

が可能か不可能か再度調

が否めない。

を行ったが、保健所等関

査と努力が必要。

29

ゲートを落として捕獲を

大型捕獲オリ（三百瀬）
るが、主にサルを捕獲す
集 落 か ら さほ ど 離 れ て い

ることを目的としている。 する。

28

有する。

係当局が関与した当初設

・複数調理員配置の利点
が出てくるような制度的

計自体の相当性を以て、
設計変更を優先できない

な工夫がもっと必要。
ては教育委員会としての

旨、後日教育委員会より
先に述べた保護者との

数の論理だけでなく、要

・保護者との対話につい

対話においても、いくら

望に対して答えを返すと

回答を受けている。

言葉で「衛生面」を強調

いう、お互いのキャッチ
ボールで合意として成立

しても、現実的に衛生的
な疑義が生じる計画であ

産建厚生
常任委員会

し、災害復旧工事として

キリトンネルの掘削残土

残土処理場がある。カマ

ンネル上部の山に、町の

地区に通じるカマキリト

高津尾地区から下田原

場】

【カマキリ峠・残土処理

町は大部分が山林であ

て感じた。しかし、本

することの難しさを改め

林道を視察し、維持管理

いない。今回、この長い

線も舗装工事は始まって

進んでいない。株井白馬

算の関係で、遅々として

【矢田川】

れないと感じた。

に利用する以外に生き残

後の林業は機械を最大限

性や安全面を考えると今

きく様変わりをし、生産

察する。昔の林業とは大

めの高性能林業機械を視

役場周辺は大きな雨が降

定であるとのことである。

対しては調整池を造る予

る高速道路からの雨水に

数年後に４車線と広が

流れている。

比較的人口の多い地区を

込み、役場の東を通り、

年台風

号によ

や平成

が、約２

り、林道の重要性を再認

田大池の下流を起点とし

矢田川は小熊地区の矢

し拡げた結果、上流部の

土生川との合流部を改修

設置には集落の理解、協

補助は資材費のみで、

回、最長で ｍ の掘削を

年完成した橋である。今

を受け、中断を経て、今

と２度の増水による被害

白馬線、株井白馬線、高

【林道（滝の上八斗蒔線、

る。

用を考えていくべきであ

合併して 年が過ぎ︑
日高 川町 も次の 歩みを
始めました︒
先 日︑ 世耕経 済産業
大臣 が本 町を訪 れ︑国
政報告会が美山・中
津・ 川辺 地区で 行われ
ました︒
その中で２０４５年
問題 とし て︑人 工知能
が人 類の 知能を 超える

高速道路からの水が流れ

話を され ていま した︒
人類 が人 工知能に 支配
され ︑考 えるこ とから
解放 され るので す︒地
球上 では 何が始 まるの
でしょうか︒
２０５０年には︑海
洋に 捨 て ら れ る プ ラ ス
チッ クゴ ミが︑ 海の魚
の数 を超 えると 予想さ
れています︒
２０６０年には︑我
が 国 は ２ ．５ 人 に １ 人
が高 齢者に なる と総務
省が予測しています︒
私 たち の町は どうな

るのでしょう︒人口は︑
５千 人を 割って ︑ 歳
以上の高齢者は ％を
超え ると 想定さ れてい
ま す ︒ 暗 い 話に な っ て
しま いま したが ︑そう
ならないために昨年度︑
地方 創生 総合戦 略を策
定しました︒
今 こそ ︑町民 が旧町
村の 垣根 を取っ 払って
力を 結集 させて 汗をか
くと きだ と思い ます︒
町の 明る い未来 のため
に！
︵小畑貞夫︶

る。短い延長ではあるが、 を見守りたい。

ると冠水するが、今年度、
識し、そのための政策を

て、土生川と日高川が合

排水も良くなったとの説

る被災残土等を処理して
いる。

考えていかなければなら

流する手前までの延長１

明があった。今後の状況

階段状になってはいる

の平地がある。 ない。国、県との連携強

６８０ｍ の二級河川であ
また、途中で、立木の

化が課題である。

修（２００～３００ｍ ）

伐採や枝払い、間伐のた

残土処理場までの道路改
等の問題はあるが、周り
の土地
は本町に少なく、今後、

に人家のない２

年台風

整備に向けて、ここの利

力が不可欠である。ワイ

行い、橋脚を岩着させて

寒川地区を起点とする

滝の上八斗蒔線は舗装

南東

国の事業である。この地
事期間中の平成

号

ヤーメッシュ柵の耐用年

おり、今後、増水による

滝の上八斗蒔線から白馬

年台風

年以上であるが、

橋梁の破損はおこらない

線に入り、高津尾川線を
㎞近い林道を視察した。

津尾川線）】

維持管理も懸念される。

とのことであった。視察

数は

今後の推移を注視し、効

じた。

通って高津尾地区に至る
年の台

中も数台の車が利用して

号、平成

23
ha

工事を進めているが、予

65

区は２６３０ｍ を計画し、 採択された。そして、工
この２月に完成した。設
置後、効果を発揮してい

12
ha

防護柵（三百瀬）
11

果を見守りたい。
この橋は平成

号により橋梁が破損

60

40

26

おり、地元の利便性を感

るとのことである。
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北西
10

11

【上田原橋】
風

23
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