ふちゅう

第149号

町議会だより

平成30年５月１日
広島県府中町議会

＜目

次＞

平成３０年度予算の概要････････････････････････2
一般質問
心肺蘇生教育の現状は

ほか････････････4～11

議会の動き ほか･････････････････････････････12

桜の下で

はいポーズ!（本町公園）

子育てしやすいま ちの実現に向けて
～ 新たな施 策を展開 ～

30

29

11

平成30年度の一般会計予算は、前年度に大型補償が集中した向洋駅周辺土地区画整理事業
や保育所施設耐震化、小規模保育整備助成事業などの投資的事業費が減少したことにより、
前年度と比べて7.4％減の168億8486万円となりました。
また、５つの特別会計と合わせた当初予算総額は8.4％減の284億4657万円となりました。

平成 年度予算の概要

19

主な子育て支援策

「ネウボラ」とは

）の場所
neuvo

フィンランド語でアド

バ イ ス（

（ ）
la と い う 意 味 で、 母
親や子どもをはじめとし

た家族全体の心身の健康

を支援するフィンランド

ハッピーズにて

南小学校区放課後児童クラブの建築

就労等の理由で、昼間家庭に保護者が不在の児童を対
象に、放課後や長期休暇中の生活の場として運営してい
る放課後児童クラブ（留守家庭児童会）ですが、近年の
児童数の増加に対応するため、現在の放課後児童クラブ
に隣接するむつみ福祉園跡地に新たな施設を建築します。

府中南小学校の放課後児童クラブ
③ 2018.5.1 府中町議会だより

の子育て支援の仕組みで

す。

児童センター

平成 年第１回定例会を３月９日か
ら 日 ま で の 日 間 の 会 期 で 開 催 し、
町提出議案 件および議員提出議案４
件の審議並びに一般質問を行いました。
こ の う ち、 新 年 度 予 算 に つ い て は、
予算特別委員会（益田芳子委員長、岩
竹博明副委員長）を設置して審査を行
い、すべての議案を原案のとおり可決
しました。

ネウボラふちゅうを開設し、相談支援の拡充や産前産後ケ
ア等の事業を行い、安心して妊娠・出産・子育てができる切
れ目のないサポート体制を強化します。
また、子育て家庭の負担の軽減を図るとともに、子どもの
健やかな成長を支援します。

病気になった園児の送迎サービス

保育所、認定こども園や幼稚園等の利
用中に発熱など急病になった園児を、病
児保育室の保育士等が保護者の代わりに
迎えに行き、病児保育室で一時的に預か
るサービスを開始します。
育児と就労の両立を支援する町独自の
施策で、県内初の取組みです。

ネウボラセンターの開設
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一般会計の内訳

歳出

歳入

消防費
その他
7億714万円 3億3460万円
4.2％
2.0％

衛生費
13億9881万円
8.3％
教育費
14億6655万円
8.7％
総務費
15億5240万円
9.2％
公債費
（借入金の返済）
19億3830万円
11.5％

県支出金
11億9010万円
7.0％
地方交付税等
21億5320万円
12.8％

168億
8486万円

民生費
68億4856万円
40.5％

土木費
26億3850万円
15.6％

町債（借入金）
21億496万円
12.5％

依存財源
83億
1109万円
49.3％

168億
8486万円

国庫支出金
28億6283万円
17.0％

自主財源：町が自らの権限に基づいて自主的に徴収できるお金

自主財源
85億
7377万円
50.7％

町税
78億3556万円
46.4％

繰入金等
7億3821万円
4.3％

依存財源：国や県の意思に依存するお金
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一般質問

貢 議員

Ｑ 心肺蘇生教育の現状は

の教職員を対象とした
心肺蘇生講習を毎年
行っています。
また、児童生徒につ
いては、日本赤十字社
の職員などを講師とし
て、小学５年の防災
キャンプで学んでいる
学校が３校、中学２年
の保健の授業で学んで
いる学校が１校ありま
す。

その他の学校も実習
はありませんが、授業
の中に位置づけていま
す。
児童生徒が心停止し
たときに落ち着いて対
応できるよう、今後も
消防本部や日本赤十字
社などと連携し、教育
を進めて行くよう考え
ています。

Ａ 授業の中に位置づけて実施

橋井 肇 議員
全国の学校で、毎年
１００名近くの児童生
徒の心停止が発生して
います。
突然の心停止から命
を救うためには、心肺
蘇生やＡＥＤの知識と
技能を普及する必要が
あり、学校での心肺蘇
生教育が重要です。
町における児童生徒
への心肺蘇生教育の現
状と、今後の方向性、
教職員へのＡＥＤ講習
の実施状況などについ
て伺います。
教育部長
中学校学習指導要領
には、具体的にＡＥＤ
などを使用した心肺蘇
生法を学ぶことが示さ
れています。
府中町においては、
消防本部職員を講師と
して、７校全ての学校

Ｑ 学校トイレの改修を早急に
Ａ 先行して速やかに取り組む
②多目的トイレを設置
すること
③男女共用となってい
るトイレを男女別に
分離すること
など、改善を図ること
を明記する予定です。

提 議

出 員

地方自治法 条の規定
により、次の３件の意見
書を原案のとおり可決し、
内閣総理大臣ほかに提出
しました。

議

○府中町議会議員定数条
例の一部を改正する条
例について

また、地方自治法第１
１２条の規定により次の
条例改正案を提出し、否
決されました。

○バリアフリー法の改正
及びその円滑な施行を
求める意見書

○安全・安心の医療・介
護の実現と夜勤交代制
労働の改善を求める意
見書

○日本政府に核兵器禁止
条約に批准することを
求める意見書

99

肇 議員
橋井

①児童生徒の日常的な
利用環境の向上およ
び災害時の避難所と
しての機能強化のた
め、トイレの洋式
化・乾式化を推進す
ること

町内の公共施設の設置されているＡＥＤ

今後は、この計画に
沿って着実に改修を進
めて行きたいと考えて
います。
府中南小学校のトイ
レは、使用する子ども
だけでなく教職員や地
域の方の協力を得なが
ら、できる限り清潔な
状態で使用できるよう、
こまめな清掃や悪臭対
策などに努めてきまし
た。
具体的な問題として
指摘のあった破損や故
障個所については、既
に修繕している個所も
ありますが、まだ修繕
できていない箇所も多
くありますので、すみ
やかな対応を行いたい

と考えています。
また、学校の給食室
のトイレについては、
既に全ての個室に手洗
い設備を設けています
が、洋式トイレとなっ
ているのは府中中学校
のみです。
男女共用の解消や洋
式化を含めた学校のト
イレの改修については、
緊急度が高いと判断し
ており、今後の財政状
況などを踏まえながら
マスタープランに定め
る校舎の大規模改修な
どの年次計画に先行し
て、可能な限りすみや
かに取り組みを進めて
いきたいと考えていま
す。

府中町議会だより ④
2018.5.1

案
ひび割れのあるトイレ
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町行政全般に対し、14件の一般質問が15人の議員から提出さ
れ、町執行部の所信をただしました。

学校の給食室のトイ
議員
レについては、平成
府中町の小学校の体
年の文部科学省通達で
育館トイレは男女共用
洋式トイレにすること
であるため、地域で体
と、トイレ個室内に手
育館を使用する際に気
洗い設備を設けること
兼ねをし、使い勝手が
が自治体に求められて
悪いと感じます。
いますが、実態は和式
女子児童は授業や行
のままです。
事のときには体育館の
教育環境・公衆衛生
トイレを使用せず、校
の立場からも、こう
舎内のトイレを使用し
いった事態は早急に改
ていると聞いています。
善すべきと思いますが、
安芸郡内の他の町は
町の考えを伺います。
全て男女別々となって
おり、府中町も早急に
教育部長
男女別々に改修できな
学校の体育館トイレ
いか、町の考えを伺い
を男女別々にすること
ます。
については、学校施設
また、「府中南小学
の長寿命化や安心安全
校のトイレは汚い」と
な教育施設の確保を目
いう話を保護者などか
的に「学校・社会教育
ら何回も聞きます。
施設等の利用整備マス
学校は築後 数年
タープラン」を現在策
経っており、和式トイ
定中です。
レのひび割れ、悪臭、
この計画の整備改修
パイプの水漏れなど多
方針として、
くの問題点があります。

男女別となっていないトイレ

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。３月定例会では、３月１日から５日に通
告のあった一般質問を行いました。
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児玉 利典 議員

60

上原

一般
Ｑ＆Ａ 質 問

一般質問

Ｑ 歴史民俗資料館の跡地は

史・文化を発信してい
く中心となる地区とし
ています。
しかし、現資料館が
ある河川敷は県の管理
地であり、加えて河川
改修予定区域となって
いるため制限がありま
す。改修時期は未定で
すが、改修が予定され
ている以上、建築物を
整備することはできま
せん。
現在、町としては具
体的な案は持っていま
せんが、地理的に、新
しい資料館や公民館と
多家神社を一体的に活
用することが考えられ
ます。
例えば、イベント開
催も可能な歴史や文化
に触れることのできる
広場、という方向性で
検討し、県と協議しつ
つ有効に活用していき
ます。

Ｑ 旧朝泊池の有効活用は

て伺います。
企画財政部長
平成 年度に地盤調
査を実施し、当該土地
の地質には粘土層が存
在しないため、盛土に
よる沈下が発生する可
能性はほとんどなく、
周辺の住宅や道路には
影響しないと考えられ
ます。

地盤は軟弱な砂地盤
で、地下水位もほぼ地
表面にあるため、地震
時の液状化には留意は
必要です。
支持層としての地耐
力は十分あるので、大
規模な建物を建築する
場合には杭基礎とする
ことが望ましいとされ
ています。
また、当該土地は地
表面に流水が途切れる
ことがなく、浸食によ
る土砂流出が懸念され、
盛土施工に際しては適
切な排水設備が必要と
なります。
今後の活用方法は、
まだ決まっていません
が、老朽化した公共施
設の建て替えの際の移
転候補地や、財源確保
のため売却も含め慎重
に早期に結論を出して
いきます。

Ａ 慎重に早期に結論

岩竹 博明 議員
緑ケ丘にある遊休地
の旧朝泊池は、市街地
にある広い未利用地で
あることから、今後の
活用について町民から
も注目されています。
軟弱な地盤の改良の
必要性、盛土の必要性
および隣接地への影響
など調査の結果とこの
遊休地の活用策につい

益田 芳子 議員
全国では人口減少や
過疎化が進む中、イン
フラを維持、管理する
のが大きな課題となっ
ています。
町でも、平成 年度
に「公共施設等総合管
理計画」が策定され、
将来的な財政負担軽減
等、基本的な方針や実
施方針が示めされてい
ます。
今後の対策について
伺います。
①適正な維持管理を行
うための予算とコス
ト縮減策は
②施設管理を担う技術
職員の確保と育成の
取り組みは
企画財政部長
①予算コスト縮減への
取り組みについては、
不具合が生じて対応
する事後保全の管理

から、予防保全型の
維持管理に転換する
ことで、長寿命化に
よるライフサイクル
コストを縮減します。
また、改修工事等
の財源としては地方
債となりますが、新
規制度も含めて有利
なものを活用して進

めます。
②技術職員の確保と育
成については、研修
や実地経験を基に点
検等に関する知見や
ノウハウを蓄積し、
職員の育成と確保を
図り、施設管理体制
を整えていきます。

Ａ 施設管理体制を整える

Ｑ 公共施設の維持管理は

市街地にある広い未利用地の旧朝泊池

繁政 秀子 議員
企画財政部長
榎川河川敷の歴史民
府中公民館を含む歴
俗資料館と消防団詰め
史民俗資料館の改築は、
所は、公民館建て替え
平成 年度に工事着手、
に合わせて複合施設に
年度に新施設がオー
組み込み移転すること
プンし、その後、現資
になっています。移転
料館を解体する予定で
後は、河川敷一帯を憩
す。
いの空間、癒しの空間
現資料館の跡地の活
として有効活用を検討
用は、第４次総合計画
してみてはどうですか。
では資料館周辺は、歴

スタートする予定と
なっています。
スクール導入により
今までのボランティア
活動の内容とどのよう
な違いが出てくるのか
伺います。

議会」を導入している
学校のことで、保護者
や地域住民の声を学校
運営に 反映させなが
ら、学校・家庭・地域
が同じ目標を持って子
どもたちを育んでいく
制度です。
新学習指導要領では
「社会に開かれた教育
課程」の実現が重要で
あることが示されてお
り、学校・家庭・地域
が協働した教育の取り
組は、大きな意義があ
ると思います。
今後、学校がより一
層地域に開かれ、地域
住民や保護者等が学校
運営に対して、より積
極的に参画して頂きた
いと考えています。
環境整備や学習支援
のボランティア活動に
も、負担が増えること
のないよう配慮して進
めていきます。

Ａ ボランティア活動にも配慮

Ｑ コミュニティ・スクールは

31

Ａ 県と協議し有効に活用

博明 議員

34

教育部長
コミュニティ・ス
クールは「学校運営協

28

府中町議会だより ⑥
2018.5.1

岩竹
芳子 議員
益田

28

県の管理地にある歴史民俗資料館
コミュニティ・スクールを先行導入した南小学校
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秀子 議員

西山 優 議員
南小学校が先がけ
て導入したコミュニ
ティ・スクールが、地
域と学校の連携・協働
の取り組みとして評価
され、文部科学大臣表
彰を受賞しました。
町では平成 年度か
ら町内すべての小中学
校で、この取り組みを

屋根等を改修した揚倉山健康運動公園のクラブハウス

繁政
優 議員
西山

30

一般質問

Ｑ 揚倉山公園の有効活用は

中村 勤 議員
揚倉山健康運動公園
は１面が天然芝である
ため、利用期間も短く、
人工芝に移行し、一年
中活用できるようにす
べきとの意見があり、
財源や費用対効果を考
慮し、早期に進めるべ
きと思います。
また、一部自治体に

Ｑ 公的避難場所の拡充は

る体育館は１階のみの
構造で、水害時は避難
場所として使用できな
くなる可能性がありま
す。
そこで、使用頻度の
少ない小学校の教室を
避難場所に指定できな
いか、町の考えを伺い
ます。

Ｑ 留守家庭児童会への入会は

Ａ 障がいを持つ子も受け入れ

ないため、その児童が
家庭において適切な保
護を受けられないこと
が常態であると認めら
れたことなどを要件と
しています。
従って、障がいを持
つ子どもであるという
理由で入会を断ってい

る実態はありません。
なお、平成 年度現
在、放課後児童クラブ
に入会している児童の
うち、小学校の特別支
援学級に在籍している
児童は３校８名で、障
がいを持つ子どもも受
け入れています。

Ｑ 子どもの貧困対策は

おいては、企業や団体
教育部長
林
拡 議員
に維持運営を依頼して
本年度、学識経験者
２０１８年、政府は
いるところもあります。
などで構成する検討委
「放課後子ども総合プ
知識を有する団体に
員会を設け、活用方法
ラン」を整備し約８０
や施設改修等について
０億円を充てています。
お願いし、活動拡大、
利用拡大を図るほうが
議論を進めてきました。
また、厚生労働省の
メリットがあるのでは
委員会では、人工芝
放課後児童対策に関す
化、グラウンドの夜間
る専門委員会で学童保
と思いますが町の見解
を伺います。
照明の使用を再開、Ｌ
育の規制緩和が検討さ
ＥＤ投光器の導入など
れています。
の意見が出されました。
また、町内小学校の
また、住民がスポー
留守家庭児童会で障が
ツを親しむ機会を増や
いを持つ子どもも受け
し、施設を有効活用で
入れているのか、教育
きるようにする意見も
委員会に伺います。
出されました。
維持管理運営の在り
教育部長
方については、他市町
放課後児童クラブ
の指定管理者制度の導
（留守家庭児童会）に
入事例を参考にしなが
入会するためには、府
ら研究を進めていきま
中町内に住所を有し、
す。
小学校に在学している
多くの町民がスポー
児童であって、保護者
ツに親しめ、利用率や
および同居する親族が、
満足度も高まるような
就労のため、１週間の
施設を目指し、研究、
うち概ね４日以上、午
検討を進めていきます。
後５時頃まで家庭にい
天然芝が剥がれた箇所の多いグラウンド

調査」を実施しました。
回収率は高く、現在取
りまとめを行っていま
す。
今回の生活実態調査
は、貧困の実態を浮き
彫りにし、世代間連鎖
の要因や、それらを断
ち切る方法を推定しう
る調査内容となってい
ます。

子どもの将来がその
生まれ育った環境によ
ることなく、健やかに
育ち、夢と希望、意欲
にあふれた自立した人
間に成長していけるよ
う、今回の結果を検証
し、町の課題を抽出し
た上で、県の動向と連
携して施策の方向性を
検討します。

Ａ 支援体制づくりを強化

二見 伸吾 議員
生活環境部長
平成 年７月、当町
避難場所は、災害対
は広島県とともに「子
策基本法において、災
どもの生活実態調査」
害の種別ごとに指定す
を小学校５年生、中学
ることとなっており、
校２年生とその保護者
小学校体育館のように
を対象に実施しました。
１階のみの構造では水
暫定版報告書による
害時の避難場所として
と、生活困窮層と周辺
は使用できなくなるこ
層を合わせた「生活困
とから、２階以上の避
難層」は、小学校５年
難場所を指定していま
生が 人、中学校２年
す。
生が 人に上っていま
府中小学校は避難場
す。
所の指定はしています
当町の小学生５００
が、明確な場所の指定
人程度、中学生３００
を行っておらず、今年
人程度の計８００人程
度、教育委員会や学校
度が「生活困難層」で
と協議し、府中小学校
あると推定されます。
の西校舎および東校舎
子どもの生活実態調
の２階以上を避難場所
査を読んで、どのよう
として承諾を得ました。
に受け止めたか伺いま
今後はホームページ
す。
等で災害別避難場所の
掲載を行うほか、防災
福祉保健部長
出前講座や防災訓練等
当町は広島県ととも
を実施し、啓発に努め
に「子どもの生活実態
ます。

Ａ ２階以上に避難場所を拡大

力山 彰 議員
現在、小学校体育館
や公民館など か所の
施設が公的避難場所と
して指定されています
が、河川の氾濫などの
水害時には避難場所そ
のものが浸水し、使用
できなくなる施設が何
か所かあります。
特に大人数が避難す

29

Ａ 指定管理も含めて検討

拡 議員
伸吾 議員
二見

府中町議会だより ⑧
2018.5.1

林

29
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勤 議員

水害時に垂直避難ができない体育館

府中南小学校区の留守家庭児童会
町がまとめた 子どもの生活実態調査（暫定版）

中村
彰 議員
力山

24

一般質問

Ｑ 待機児童対策は

展開しようとしている
のか町の考えを伺いま
す。
福祉保健部長
近年の保育需要の高
まりおよび多様な保育
ニーズに柔軟に対応し
ていくために、保育環
境の整備や安定的な保
育所の運営に取り組ん

Ｑ 東警察の縮小移転の影響は

る見込みです。
町としても、東防連
が体制の縮小によって、
活動が衰退することの
ないよう働きかけてい
ます。
町民に対しては、東
警察署の移転を広報７
月号や町のホームペー
ジで更なる周知をして
行きます。

Ａ 機能を一層充実・強化

梶川 三樹夫 議員
今年９月、広島県警
察署の統合移転に伴い、
現在の東警察署が広島
駅北側に東区と府中町
を管轄するエリア縮小
でスタートします。
町の安全推進員をは
じめ防犯ボランティア
との連携の要であった
広島東防犯組合連合会
（東防連）の体制は、
どのようになるのか。
また、警察署の移転
に伴う啓発を町として
積極的に対応すべきと
思うが見解を伺います。
見守りや防犯活動によ
り、犯罪のない明るい
地域社会の実現に寄与
されています。
東警察署の管轄が府
中町と広島市東区のみ
となることに伴い、東
防連も同様の管轄とな
る予定で、平成 年度
については、現行の体
制、事業規模を維持す

Ｑ 土地の有効利用は

生活環境部長
広島県警察では、警
察署の機能をより一層
充実・強化し地域住民
の安全・安心を確保し
ていくため、管轄区域
を広島市の行政区域に
統合されます。
東防連は、子どもの

広島東警察署新庁舎のイメージ

育て世帯が中古住宅を
取得し、修理や改装を
する場合に、費用の助
成を行う制度を平成
年度から実施していま
す。
また、助成限度額を
増額したり、住宅金融
支援機構との連携で制
度の充実を図っていき
ます。

Ａ 用途地域の見直しも

よう要件を緩和し、質
の高い住宅が供給され
るよう、土地利用の活
性化を図っています。
また、平成 年度に
は広島県が行う都市計
画の総合見直しに合わ
せ、必要に応じて用途
地域等の見直し検討を
予定しています。
空き家の活用は、子

府中町議会だより ⑩
2018.5.1

Ａ 保育の確保に取り組む

小菅 巻子 議員
町では第４次総合計
画において、子育て世
代が安心して過ごせる
環境づくりを打ち出し
ています。
子育て世代の女性の
一番大きな課題、悩み
は待機児童問題です。
直近の入所待ち人数
と、どのような施策を

でいます。
３月１日現在の厚生
労働省が示す待機児童
数は８名で、特定の園
を希望しているなどの
理由による潜在的な待
機児童数は１４８名で
す。
当町では、従前より
育児休業後の復職に伴
う年度途中の入所予約
を行っています。
年度途中に復帰する
保護者が増加する中、
安心して職場復帰でき
るよう、事前に申し込
みを受け付け、確実な
入所に向け、保育所と
調整を行うなど、待機
児童対策の一つとして
実施しています。
今後の保育所等の整
備方針については、町
内の私立幼稚園と協議
を進め、保育の受け皿
を広げて参ります。

Ｑ 大規模な建築の環境指導は

通規制等で周辺地域の
生活環境に大きな影響
を与えます。
町は業者に対して、
住民の側に立って積極
的に、適切な指導や助
言をしていただきたい
と思いますが見解を伺
います。

建設部長
西 友幸 議員
建設時の騒音や振動
府中町は利便性の高
については、騒音規制
い町でありながら面積
法、振動規制法や広島
が狭いため、土地利用
県生活環境の保全等に
や空き家対策等を講じ
関する条例により規制
る必要があります。
基準が定められており、
このたび町は、宅地
周辺に対して著しい影
建物取引業協会と包括
響を与える騒音や振動
連携協定を結び、地域
が規制されています。
協働の取り組みを始め
町では地域住民の居
ましたが、府中町は住
住環境を良好に保全す
宅需要が多いわりに土
るため、建築指導要綱
地が少ないなど、大き
を定めています。
な課題もあります。
この要綱では、中高
土地の有効利用は街
層建築物の建設に際し、
づくりにおける都市計
騒音、振動や電波障害
画事業の基本と思いま
発生時に周辺地域への
すが、見解を伺います。
被害対策を講じること
や、建築計画を公開し、 建設部長
近隣住民の意向を尊重
土地の有効利用に係
するよう定めています。
る町の都市計画の方向
今後とも、町では、
性については、昨年度
近隣住民との間に生じ
に開発指導要綱の改正
るトラブルを未然に防
を行い、一宅地あたり
ぐため、積極的に指導
の敷地規模を地域の実
にあたっていきます。
情に応じた規模となる

Ａ 要綱により積極的に対応

木田 圭司 議員
府中町は広島市内へ
の通勤通学に便利な地
域であり、土地の有効
利用のため高層マン
ションの建設がさらに
進むと思われます。
こういった大規模な
建築は騒音や振動・交

30
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きれいに整備された南小学校青崎東線

29

三樹夫 議員
梶川
友幸 議員

保育所等への入所を担当する 子育て支援課
建設現場の看板（イメージ）

西

巻子 議員
小菅
圭司 議員
木田

議会運営委員会

８日

議会報特別委員会

19日

議会報特別委員会

29日

議会報特別委員会

３月定例会
９日～19日
２月

（力山

彰）

３月 日、府中中学校の
卒業式に出席しました。
保護者が見守る中、緊張
した面持ちで卒業生が入場
して式が始まり、厳粛な雰
囲気の中で卒業生一人ひと
りに卒業証書が授与されま
した。
校長先生から「今年の卒
業生は旧校舎、仮設校舎、
改築した新校舎の３つの校
舎で学ぶという貴重な経験
をした生徒」という話があ
りました。
この経験は、中学校時代
の良き思い出となると思い
ます。
私は 年前に現在地に中
学校が建ったときの最初の
卒業生です。当時はまだ体
育館は建っておらず、時折
雪がちらつく寒い中、Ｈ型
校舎の中庭で卒業式をした
ことを思い出しました。
中学校での経験や友情を
大切に、夢に向かって羽ば
たいてください。
私たち議員も皆さんの成
長を応援しています。
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９日

議会運営委員会

20日

全員協議会

23日

広島県町議会議長会議員研修会
26日

総務文教委員会

27日

厚生委員会

28日

建設委員会
３月

編
集
後
記

10

53

議会報特別委員会の委員

次の定例会は６月中旬の予定です。
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町議会だより

ふちゅう

睡した姿と右側の高らか
に上げられて喜ぶ幼児の
姿、写真全体の情景にも
物語を感じるような楽し
いワンショット」と評価
を頂きました。
今後も住民の皆さんに
親しまれる紙面づくりに
委員一同取り組んでまい
ります。

７日

写真部門で特選を受賞
１月

ふちゅう町議会だより第１４５号の
表紙写真（左）が、広島県町議会議長
会主催の平成 年度町議会広報コン
クールの写真部門において、２年連続
で特選を受賞しました。
「春の日差しの下、手前の幼児の熟

議会報特別委員会
16日

広島県町議会広報コンクール

議会の動き

議会を傍聴して
みませんか

どなたでも
傍聴できます。

