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南保育所跡地で
ボール遊びを
議 員 提 出 議 案
地方自治法 条の規定によ
り、次の３件の意見書を全会一
致で原案のとおり可決し、内閣
総理大臣ほかに提出しました。

・道路整備に係る補助率等の嵩
上げ措置の継続を求める意見書
補助率等の嵩上げが平成 年
度までの時限措置であるため、
平成 年度以降も現行制度を継
続することを要望するもの。

・精神障害者の交通運賃割引制
度の適用を求める意見書
精神障害者の社会参加を促す
上で課題となっている交通運賃
割引制度の対象に精神障害者も
含めることを要望するもの。

国民健康保険は、これまでは市町村が個別に運営し
てきましたが、平成 年度から都道府県が財政運営の
責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の
確保等の国民健康保険運営に中心的な役割を担いま
す。
国民健康保険の県単位化により、変わること、変わ
らないことについては、次のとおりです。
・取り扱いが一部変わること
（１）保険税の算定方法が所得割・均等割・平等割
の３方式になります
（２）同一県内での引越しは、高額療養費の多数該
当の通算をそのまま引き継ぎます（要件あ
り）
（３）国保加入者の資格管理が都道府県単位になり
ます
（４）被保険者証等の様式は県内で統一されます

被保険者の標準保険料の試算については、国からの
追加公費額が確定していないため、今回の報告では正
確な金額は示されませんでした。
資産割の廃止に伴い、所得割率を上げる必要がある
ため、経過的な措置として資産割を徐々に廃止するな
ど、町独自の激変緩和措置の検討が必要となります。
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・私立幼稚園教諭の処遇改善な
どを求める意見書
地方公共団体が私立幼稚園の
運営に協力できるよう十分な地
方財政措置を配慮することを要
望するもの。
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・国民健康保険特別会計
補正予算 
（第２号）
１８万円の増額



・下水道事業特別会計補正予算
（第１号）
１１７万円の増額




・介護保険特別会計補正予算
（第２号）
６３０万円の減額





・後期高齢者医療特別会計
補正予算
（第２号）

２７万円の減額



・一般会計補正予算（第５号）
１６６ 万円の増額



・下水道事業特別会計補正予算
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国保の県単位化について

など

（第２号）

２０１２万円の増額

（内訳）
ポンプ場設備等更新



複合施設として建て替える府中公民館

その他可決となった議案
・一般会計補正予算（第４号）
１億２８９万円の増額

（主な内訳）
プラチナ保育支援事業
１７７万円の増額

私立幼稚園就園奨励等事業
７９３万円の増額



南保育所跡地に防球ネットを設置します

公民館の建て替えに要する総事業
費は 億５８００万円と見込んでお
り、建て替えの財源となる国からの
お金や長期借入金である地方債を活
用し、実質的に町が負担する金額は
約９億６０００万円となります。
なお、府中公民館の建て替えが終
了した後には、町の財政状況を見据
えながら、切れ目なく府中南公民館
の建て替えを検討することとしてい
ます。
16

4

・今までどおり町で手続きしていただくこと
（１）国保の加入、喪失、保検証に関すること
（２）高額療養費や出産育児一時金、葬祭費等の給
付に関すること
（３）保険税の計算に関すること
（４）保険税の支払いに関すること
（５）特定健診等の保健事業に関すること

30

南保育所跡地（柳ヶ丘南広
場）の敷地内に６メートルの
防球ネット等を設置します。
町には公にボール遊び
（キャッチボール）を認めて
いる公園は、現在、空城山公
園と揚倉山健康運動公園だけ
ですが、ボール投げができる
場所が欲しいとアンケートで
要望がありました。そこで、
ボール遊びができる環境をつ
くります。
また、防球ネットの設置に
併せて、トイレの新築を行い
ます。男女兼用の多目的トイ
レと女性専用のトイレの２基
を整備します。これまでの公
園のトイレは、男性用と男女
兼用の多目的トイレを整備し
てきましたが、地元住民から
の要望により、女性専用のト
イレを整備します。
防球ネットの設置とトイレ
新築は同時期に行うことで、
広場の使用開始が早くなり、
平成 年６月にはボール遊び
ができるようになります。

平成 年 月 日に、議員全員
協議会が開催され、町から「府中
公民館等改築事業について」と
「国民健康保険の県単位化につい
て」の説明がありました。

33

府中公民館、歴史民俗資料館、近
接する消防団第１分団詰め所は建築
から約 年が経過しており、いずれ
の施設も老朽化が進行しているとと
もに、新しい耐震基準による耐震性
を有していません。
そのため、速やかな対策が必要と
なりますが、歴史民俗資料館と消防
団第１分団詰所については、その敷
地が河川改修計画及び計画道路地内
であるため、現位置での建て替えは
できません。
よって、町では、府中公民館に歴
史民俗資料館と消防団第１分団詰め
所の機能を集約した施設として府中
公民館の建て替えを計画していま
す。
建て替えのスケジュールは、今年度
から平成 年度の間に基本設計と実
施設計の策定、 年度に現在の府中
公民館本館とホールを解体し建築工
事が始まり、 年度に完成する予定
です。
また、歴史民俗資料館部分につい
ても今年度中に基本構想と展示計画
を作成するなど、公民館と同じく
年度に完成する予定です。
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平成29年定例会を12月15日から19日までの５日間の会期で開催しました。
初日は町長報告を受けた後、一般会計補正予算をはじめとする町提出議案19件を審議し、すべて原
案のとおり可決しました。
18日からは一般質問を行い、19日には一般質問に引き続き、追加の補正予算、議員提出議案３件を
全会一致で原案のとおり可決しました。

府中公民館を建て替え

30

29

60

31

1２ 月 定 例 会 の 概 要

一般質問

に隙間ができ、コーキ
ングしても改善せず、
最終的に張り替えるし
かないと思われます。
子どもの健全育成や
介護予防の観点から、
予算の優先順位と今後
の修繕計画をお示しく
ださい。

29

教育部長
府中町では、要保護
世帯に対する入学準備
金は、生活保護法に基
づき、既に入学前に支
給を実施しています。
しかしながら、準要
保護者（生活保護法に
準ずる程度に困窮して
いると認める者）につ

Ａ 危険性・緊急性を勘案して

Ｑ 公共施設の維持補修は

町行政全般に対し、17件の一般質問が16人の議員から提出さ
れ、町執行部の所信をただしました。

山口 晃司 議員
府中町の公共施設は
建設時にはお金をかけ
るが、維持・補修には
お金をかけないとよく
言われています。
くすのきプラザのジ
ムの機器が壊れていま
すが、部品もなく修理
されていません。また、
東小学校の体育館は床

拡 議員

Ｑ 就学支援金の入学前支給を
Ａ 一部実施し順次検討

就学支援制度とは？
学校教育法および教育基本法に基づき、経済的
な理由により就学が困難な児童・生徒の保護者に
対し、市町村が必要な経費の一部を援助する制度
です。
援助の対象者は生活保護法に規定された要保護
者と市町村の教育委員会が要保護者に準ずると認
めた準要保護者です。
町立学校と国立・県立・私立学校、要保護者と
準用保護者により就学支援の内容は異なりますが、
学用品費、学校病医療費、学校給食費や新入学学
用品費などがあります。

Ｑ 府中小のグラウンド整備を

いては、入学前の支給
とはなっていません。
そこで文科省の改正
趣旨を踏まえ、中学校
入学予定の準要保護者
ついては、予算執行残
を活用し、入学前の３
月中に支給するよう準
備を進めていきます。
なお、小学１年生に
対する新入学学用品費
の前倒し支給について
は、小学校入学前であ
るため対象世帯の把握
や制度周知が難しいこ
とから、次年度以降の
検討・研究としたいと
思います。

林

肇 議員
橋井

議員
文部科学省は平成
年３月 日、特に所得
が低い世帯を対象に、
ランドセルや制服など
の学用品を購入するた
めの就学支援金を、入
学前（３月以前）に支
給してもよいことを通
知しました。
この通知を受け、入
学前支給を決めた自治
体は数多くあります。
府中町はどのように
対応するのか、お伺い
します。
31

抜本的な改善として、
あんきょ
水を抜くための暗渠排
水管を敷設する方法が
ありますが、他市町の
工事例を見ると、同規
模の学校で１５００万
円以上の経費を要して
います。
いずれにしても町内
の学校施設の長期的な

整備計画の中で、必要
性や緊急性などを考慮
して優先順位をつけ、
計画的な施設整備を進
めて行きます。
また、他市町の事例
や国庫補助の有効的な
活用なども踏まえなが
ら研究したいと考えて
います。

Ａ 他市町の事例を研究

力山 彰 議員
企画財政部長
維持保全計画は建築
府中小学校は昔から
水はけが悪く、雨が降
物の目標耐用年数を目
る度にグラウンドのい
安に改修サイクルの優
先順位をつけています
たるところに水たまり
ができて、子ども達の
が、今回のケースは事
グラウンドでの授業に
後修繕にあたり、危険
性・緊急性を勘案して
支障を生じています。
先生方が砂入れ等を
予算要求に対応するこ
とになります。
して養生されています
が、先生方が授業に専
念できるよう、子ども
教育部長
達が水たまりを気にす
くすのきプラザのジ
ることなくグラウンド
ム機器については、来
で体を動かせるよう、
年度から新しい機器が
抜本的な改善計画につ
使用できるようトレー
いて町の考えを伺いま
ニング機器の一部の
す。
リース契約代を来年度
予算に要求しています。
東小学校の体育館の
教育部長
床面については、専門
学校のグラウンドは
業者から修理工法を確
学校教育活動だけでな
認しており、この冬休
く、スポーツ団体が利
み中にパテ入れやウレ
用したり駐車場として
タン塗装等の抜本的な
利用されるなど、多様
コーティング工事を行
な用途に利用されてい
う予定です。
ます。
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就学援助のお知らせ
リーフレット
水たまりの多い府中小学校グラウンド

晃司 議員
山口

彰 議員

一般質問とは？
定例会で、議員が町の施策の状況や方針などについて、報
告・説明を求めたり、質問することを一般質問といいます。
一般質問は、あらかじめ質問の趣旨などを通告しておくこ
とになっています。12月定例会では、12月７日から11日に通
告のあった一般質問を行いました。
急いで修理を！

力山

一般
Ｑ＆Ａ 質 問

一般質問

Ｑ 給食で郷土や異文化理解を

のようにリサイクルさ
れていますか。
また、食事の教育的
側面から、行事食とか
郷土理解や異文化理解
のための献立を実施さ
れているかお尋ねしま
す。
教育部長
給食の調理過程で出
てくるくずや残食につ

Ｑ 府中公民館改築中の活動は

変なご不便をおかけす
ることになります。
調理室やホールで活
動されているグループ
の皆さまには、特に不
自由をかけることとな
りますので、教育委員
会としましては、町内
の学校などと調整しな
がら、これまでの活動
が休止することがない

よう、代替えの場所を
確保するよう努めてい
きます。
なお、グラウンド、
体育館、調理室などの
学校施設につきまして
は、これまでも授業な
どの学校教育活動に支
障が出ない範囲内で積
極的に開放し、利用さ
れてきています。

Ａ 活動場所の確保に努める

教育部長
公民館の完成は平成
年度の予定で、その
間約２年を仮設の公民
館で活動して頂くこと
となります。
仮設公民館での活動
は、利用者や定期活動
グループの皆さまに大

Ｑ 新公民館、利用者の意見を

繁政 秀子 議員
いては定まった調査を
府中公民館の改築計
実施していませんが、
画において、改築中の
一般的には１％前後の
３年間は府中小学校東
残食が発生していると
棟の１階と２階を代替
思われ、児童生徒に自
施設として使用すると
ら残食を計量させる取
の説明がありました。
り組みを行っている学
公民館は生涯学習の
校もあります。
場として多くの町民が
行事食としては「府
使用しています。
中ずし」や「府中朝
しかし、東棟の設備
パックン汁」などの郷
だけでは男性料理教室
土料理を取り入れたり、
の活動ができなくなる
２０１６年にはオリン
など不十分であり、学
ピック開催国のブラジ
校施設のさらなる開放
ル料理をメニューに取
が必要と考えますが、
り入れて、異文化の理
町の見解を伺います。
解を深める取り組みを
行っています。
引き続き、できたて
のおいしい給食を細心
の注意を払い提供する
とともに、学校と家庭
が連携した食育の推進
や充実を図っていきた
いと考えています。

Ａ 府中ずしやブラジル料理で

西山 優 議員
町立の小中学校の給
食は、各学校に給食室
を設置して給食を調理
する自校方式を採用し
ており、配送コストが
不要であることや調理
過程の学習ができる等
の長所があります。
その調理過程で出て
くるくずや残食はどの
ように処理されて、ど

改修の優先順位に従い実施

Ｑ 緑中の校舎外壁の塗替えを

Ａ

岩竹 博明 議員
る箇所があることも承
府中緑ヶ丘中学校は
知していますが、外壁
耐震化工事が終了し、
だけでもリフレッシュ
安心安全な環境が整っ
できないか、町の考え
たものの、築後 年が
を伺います。
経過し校舎外壁の汚れ
が目立ち、町民から
教育部長
「何とかならないか」
府中緑ヶ丘中学校は
との声を多く聞きます。
老朽化により校舎外壁
外壁以外にも修繕す
だけでなく、雨漏りや

そのため、広く町民
からも意見を募集する
パブリックコメントを
実施します。
また、利用者からの
意見を聞く場を設ける
など、できる範囲内で
意見を踏まえた設計を
考え、親しまれ、使い
やすい施設を目指して
いきたいと考えます。

Ａ 意見を聞く場を設けます

どこれまでの機能や規
模を基本に整備し、バ
リアフリー対応を加え
ていくことを考えてい
ます。
今後、基本設計や実
施設計が進められます
が、活動状況や利用実
態を踏まえ、多くの町
民に利用していただく
施設を目指します。

府中町議会だより ⑥
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上原 貢 議員
教室の扉の開閉が困難
となっているなど、修
府中公民館の建て替
えは消防団詰め所や歴
繕の必要があることは
史民俗資料館との複合
承知していますが、築
後 年の府中南小学校
施設となるようですが、
公民館では多くの講座
など他にも老朽化に伴
が開かれています。
う改修すべき箇所がそ
れぞれ多数あります。
先日、代表者会議が
開催され、今後の公民
また、学校施設は児
童生徒が学校生活を送
館活動について館長か
る大切な場所であるだ
ら話がありましたが、
建て替えの内容につい
けでなく、災害時には
て、各グループの話を
避難場所として多くの
聞く予定はないとのこ
町民が利用する場所で
とです。
あることから、施設改
設計の前に、利用者
修は必要であると考え
の意見を聞く場が必要
ています。
と思いますがいかがで
今年度策定予定の
「学校・社会教育施設
しょうか。
等の利用・整備計画マ
スタープラン」におい
教育部長
て、学校施設整備に優
府中公民館の耐震化
先順位を付け、将来の
に伴う改築事業につい
財政計画を見据えなが
ては全員協議会で説明
ら、総合的に精査を行
しましたが、今の公民
い、計画的な整備を進
館にあるホールや図書
めたいと考えています。
室、工作室、調理室な
50

公民館の調理室
府中公民館まつりの様子

秀子 議員
繁政
貢 議員

町が誇る自校調理の給食
府中緑ヶ丘中学校の外観

上原

優 議員
西山
博明 議員
岩竹

37

一般質問

Ｑ 女性消防吏員の活躍推進を

Ａ 環境づくりに努めます

益田 芳子 議員
女性活躍推進法が施
行され、少子高齢化社
会に伴う労働力人口の
減少の対応から、女性
の就業率の向上や職業
分野での期待も寄せら
れています。自らの能
力をもっと発揮したい
という女性の希望をか

なえる環境を整備する
のは喫緊の課題です。
女性消防吏員活躍の
取り組みについて伺い
ます。
①女性消防吏員を増加
させることの意義
②職場の整備や課題、
男性職員の意識改革
について

Ｑ 鳥獣害対策は

12

12

Ｑ 防犯カメラの管理・運用は

ど、犯罪抑止効果が
高い場所を町域全体
でバランスを考えて
選定しました。
③プライバシーに配慮
し、設置台数は必要
最小限とするととも
に、防犯カメラの運
用開始に併せて設置
および運用に関する
要綱を設けます。

Ａ 要綱に沿って管理
生活環境部長
①町内全域に効果的、
効率的に犯罪の起こ
りにくい環境を形成
するためや、機器の
更新や故障時の対応
の観点から、まずは
町が設置して管理す
ることとしました。
②広島東警察署から刑
法犯があった場所な

Ｑ 健康づくり運動の拡大を

梶川 三樹夫 議員
消防長
町は本年度の主要事
①男性だけでなく多様
業として、地域の防犯
な視点でものごとを
活動を補完し、犯罪の
とらえる組織風土が
起こりにくい安全なま
生れます。
ちづくりを推進するた
また、多様なニー
めに、町内 か所の交
ズに対応できる柔軟
差点に防犯カメラを設
性が組織に備わり、
置しました。
組織の活性化や強化、
犯罪防止や容疑者特
士気の向上を図るこ
定に効力があるものと
とができると考えま
期待されますが、個人
す。
情報保護の観点からそ
②平成 年度に女性仮
の画像情報の取り扱い
眠室を整備し、その
には注意が必要です。
後改修を行うなど、
防犯カメラの運用に
環境整備を進めまし
ついて質問します。
た。
①町の事業として行う
男性職員の意識改
理由は
革も、男女がともに
②町内 か所を選んだ
消防活動に参画する
過程と理由は
という一定の土壌が
③データの管理および
醸成されていると考
情報管理などのガイ
え、引き続き男女が
ドラインの作成は
共同して活躍できる
職場づくり、環境づ
くりに一層努めてい
きます。

捕獲活動を強化
広く利用されている施
設です。
現在までの被害状況
やその対策についてお
尋ねします。
生活環境部長
当町でもイノシシや
シカの目撃情報が多数
寄せられ、対策に苦慮
しています。
揚倉山健康運動公園

当初国民健康保険の
保健事業として始まっ
たウォーキングも、参
加者の中から自主的な
活動として継続されて
いる理想的なケースで
す。
健康課題やそれに対
応した新しい手法の調
査・研究や啓発活動を
行い、健康づくりを推
進していきます。

Ａ 新しい手法を研究・啓発

進計画・食育推進計画
に基づき、各種団体と
共に「朝パッ君ネット
ワーク」の中で協働に
より進めています。
また健康づくりの観
点から、平成７年度か
ら運動普及推進員を養
成し、ウォーキングや
ストレッチ等を「楽し
く健康づくり活動」と
して実施しています。

府中町議会だより ⑧
2018.2.1
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町民の安全を守る防犯カメラ
ふらっとウォーキングコースの距離表示サイン

16

三樹夫 議員
梶川
勤 議員
中村

活躍する女性消防吏員
有害鳥獣捕獲班の皆さん

Ａ

児玉 利典 議員
従来、鳥獣害対策は
農作物等に甚大な被害
を及ぼす中山間地域の
問題でしたが、揚倉山
健康運動公園でもイノ
シシが芝を掘り返した
跡が多数見受けられま
した。
揚倉山健康運動公園
は、町民や近隣市町の
方の憩いの場として幅
11

のグラウンドの周囲に
中村 勤 議員
は１．５メートルの
高齢者が地域で活躍
ネットフェンスを設置
するためには、健康寿
し、芝生への被害は収
命の延伸を目指すこと
まっています。
が大切で、その一つと
月末現在、イノシ
して身近な運動「歩く
シやシカの目撃情報が
こと」、中でも脚筋効
９件、畑や庭を荒らす
果の高いインターバル
被害情報が６件です。
速歩が好ましいと言わ
幸いにも人への被害
れています。
の通報はありませんが、
府中町では平成 年
市街地への出没も増え
頃から健康推進課の協
ると想定されますので、
力でウォーキングに取
人への被害を危惧して
り組み、現在も継続さ
います。
れています。
対策としては、府中
こうした活動の輪を
町有害鳥獣捕獲班３名
広げ、行政としても啓
が、毎週日曜日に捕獲
発活動やリーダー育成
活動を行っています。
等の支援を行い、健康
狩猟免許経費の助成
づくりの輪を広げてい
や箱わなの購入などを
く必要があると思いま
予算要求し、捕獲対策
すが町の見解を伺いま
を一層強化するととも
す。
に、関係団体と連携を
図りながら住民の安心
福祉保健部長
安全に努めます。
健康づくりの推進に
ついては第２次健康増

20

芳子 議員
益田
利典 議員
児玉

一般質問

Ｑ 食育カレンダーで啓発を

ダー」が作成されまし
た。
こうした啓発活動は
健康増進に効果があり、
バランスの良い食事例
や、季節の料理や食育
を楽しむためのヒント
として、今後も継続的
に取り組んでもらいた
く、町の見解を伺いま
す。

Ｑ 髙齢者の生きがいづくりは

たに 万人分を拡充す
るとしています。これ
は介護保険事業計画の
中で定めることとなっ
ており、現在、策定委
員会において審議中で
す。ただ、基盤整備事
業については、介護人
材不足が心配されてい
るところです。
町では現在「いきい
き百歳体操」を展開し
10

ています。これは週に
１回 分ほど、ＤＶＤ
を見ながら椅子に座っ
て行う簡単な体操で、
筋力向上や転倒防止に
効果があり、現在 団
体が行っています。
今後も以前からの取
り組みも充実させなが
ら事業を展開させてい
きたいと考えます。

Ａ いきいき百歳体操など展開

木田 圭司 議員
福祉保健部長
国は介護問題対策と
食育の推進について
して、親などの介護理
は、平成 年度から
由による離職者をなく
「第２次府中町健康増
す「介護離職ゼロ」の
進計画・食育推進計
取り組みを発表してい
画」通称「朝パッ君プ
ます。
ラン」に基づき食育推
しかし、この事業計
進に取り組んでおりま
画は施設整備を中心と
す。
したものであり、住民
具体的には町内小学
の介護保険料に負担が
校でおむすび体験や親
かかることも懸念され
子料理教室、さらには、
ます。それよりも介護
野菜作り体験などに取
保険のサービスを受け
り組んでいます。
ずに元気で健康に暮ら
食育カレンダーは食
せるよう支援すること
育に限らず、健康づく
が大切です。
りに取り組むことが有
そのための高齢者の
効で、カレンダーを
生きがいづくり事業が
作ったことにより、啓
必要と思われますが町
発効果はあったものと
の考えを伺います。
思います。
今後も食育カレン
ダーを含めたさまざま
な手法で、啓発活動に
努め、健康づくりを推
進します。
福祉保健部長
国は特別養護老人ホ
ームやサービス付き高
齢者住宅などの受け皿
を、平成 年までに新

Ｑ 道路の白線の補修は

西 友幸 議員
車道と歩道を区別す
るため、道路には白線
が引かれています。
また、歩行者が安全
に道路を渡れるよう、
横断歩道が設置されて
います。
道路の白線は、歩行
者と車両を区分け、両
者の安全にとって必要
なものです。しかし、
この白線が消えかかっ
て認識できない箇所が
見受けられます。
白線の補修は、年間
何件あり、補修場所は
どのように把握されて
いますか。
建設部長
町が道路管理者とし
て修繕する路面標示に
ついて、車道外側線を
含む路面標示の修繕の
距離は、平成 年度は
約１１００メートル、

平成 年度は約１５０
０メートルです。
補修箇所の把握につ
いては、町職員が道路
パトロールにより主要
道路は月１回、全ての
町道についても２か月
に１回調査をおこなっ
ており、これにより把
握する場合と、住民か

らの通報や要望により
確認・対応するケース
があります。
今後とも、路面標示
の修繕については、関
係機関が密に連携を図
り、交通安全対策の推
進に向け鋭意努力して
まいります。

Ａ 関係機関が連携して実施

30

Ａ さまざまな手法で啓発

小菅 巻子 議員
町民が健全な食生活
を実践するためには
「食」に関する知識と
「食」を選択する力を
育むことが重要です。
その啓発手法の一つ
として、食事における
疾病予防や、楽しく、
おいしく食べる内容を
掲載した「食育カレン

需要数に沿った整備を検討

Ｑ 待機児童の解消は

Ａ

二見 伸吾 議員
べきと思いますが、町
現在、全国で待機児
の考えを伺います。
童問題が噴出しており、
当町でも１２８人もの
福祉保健部長
待機児童がいます。
国が定義する待機児
今後、保育需要はま
童は、毎年４月１日と
すます増えると思いま
月１日現在で国に報
すがその対応を伺いま
告しており、報告した
す。
待機児童数は、 月１
また、廃止された町
日現在で３名です。
立保育園を復活させる
議員が指摘された９

50

28

26

月１日現在の特定の園
を希望している等の理
由による潜在的な待機
児童数は１２８名であ
り今後、対策が必要と
受け止めています。
保育所の定員増につ
いては、５ヶ年計画で
進めていますが、近年
就学前児童数が計画策
定時の人口推計を上回
る結果となり、本年度
の子ども・子育て会議
で検討しています。今
後、新しい需要数に
沿った整備を実施した
いと考えています。
町立保育園は園舎の
老朽化による建て替え
が必要となり、それに
伴う財政負担の増加が
懸念されたため、廃止
を決定しました。その
代替え施設として新し
く認定こども園が開園
されており、町立の復
活は考えていません。

友幸 議員
西

27

府中町議会だより ⑩
2018.2.1

圭司 議員

32

よく噛んで食べましょう（食育カレンダー）

10
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木田

10

いきいき百歳体操でずーっと元気に！

巻子 議員

旧南保育所の園舎

消えかかっている道路の白線

小菅
伸吾 議員
二見

10月

11月

編
集
後
記

１９３６年２月５日、
日本初のプロ野球連盟が
誕生したことから、この
日は「プロ野球の日」だ
そうです。
市民球団としてカープ
が設立されたのは、終戦
わずか４年後。広島東洋
カープオーナーの松田元
さんが「大事なのは心。
相手の幸せや人の幸せの
ために自分に何ができる
のか。自分の頭で考え
て、トライすることが大
事。」と語られていたの
を記事で見ました。
この言葉は忘れてはな
らない、議員活動にも当
てはまる大事な心構えで
あると思います。
多様化する住民からの
要望に対し、相手の心に
近づき、自分に何ができ
るのかを自分で考えてト
ライする。
公式戦開幕の春も近づ
き、また日本中に旋風を
巻き起こしてくれること
を期待しつつ、私達議員
も精進してまいります。
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次の定例会は３月上旬の予定です。
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町議会だより

ふちゅう

く、わかりやすく、親し
みやすい」議会だよりを
目指して編集方法を変更
されました。
島田市議会が取りまと
めた研究調査と今回の研
修内容から、ページレイ
アウトの見直しやデザイ
ン・コンセプトの統一な
ど、今後の議会だより作
成に取り入れることがで
きるか検討し、町民の皆
さんに親しみを持っても
らえるような議会だより
に近づければと思いま
す。

４日 総務文教委員会
５日 厚生委員会
６日 建設委員会
13日 議会運営委員会
14日 議会報特別委員会
15日～19日 12月定例会
15日 議会運営委員会
19日 議会報特別委員会
28日 議会報特別委員会

議会報特別委員会
行政視察

11日 議会報特別委員会
12日～13日 議会運営委員会行政視察
（静岡県函南町、 焼津市）
18日 総務文教委員会
26日～27日 議会報特別委員会
行政視察
（静岡県島田市）

議 会 報 特 別 委 員 会 は、
島田市議会が発行する
平成 年６月に議会だよ 「しまだ議会だより」は、
りの編集方法を取りまと
島田市民からは読みやす
めた「議会だより編集に
いという意見も多く寄せ
関する研究調査につい
られていましたが、より
て」
の研修を受けるため、 具 体 的 に 検 証 す る た め、
静岡県島田市議会を訪問
他の議会関係者からの指
しました。
摘 も 活 用 し、
「読みやす

安芸郡町議会議員研修会
全員協議会
議会運営委員会
14日
24日
24日

28

議会の動き

12月

議会を傍聴して
みませんか

どなたでも
傍聴できます。

