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功 氏
河野
福家
（６月15日）

議 長
副議長
定例会

新型コロナウイルス対策のため、初めて綾南農村環境改善センター２階多目的ホールで行いました。

就 任 のご 挨 拶

議

長

こう

河

ふ

福

の

野

け

家

まさ

雅

ひろ

廣

功

いさお

町民の皆様には︑町議会に対しましてご理解とご協力を
賜り厚くお礼申し上げます︒
私はこの度︑先の臨時会において︑議長に再選され︑身
に余る光栄と存じます︒同時に︑議決機関である議会の長
の責任は︑極めて重大であり︑身の引き締まる思いでござ
います︒
さて︑綾川町を取り巻く環境は毎年変化している中︑少子高齢化に対応した︑医
療・福祉・教育の充実︑地方創生への取り組みなど︑重要な政策課題が山積してお
ります︒加えて︑新型コロナウイルス感染拡大禍の中︑対策・対応が急務であり町
民皆様のご協力を賜らなくてはなりません︒
私たち議会は︑町民の皆様から選ばれたということを肝に銘じ︑多様化する住民
ニーズの変化を的確に把握し︑町執行部とも連携してまいります︒
町民の皆様にとってより身近で︑開かれた議会を目指して︑固い決意で町政発展
のために︑誠心誠意努めてまいる所存でございます︒
今後とも︑皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして︑就任の
挨拶とさせていただきます︒

副議長

この度︑綾川町議会副議長に就任することになりました︒
もとより微力ではありますが︑議長を補佐し︑円滑公正な
議会運営に努め︑町のさらなる発展に全力で取り組んでまい
る所存であります︒
現在︑コロナウイルスによる新しい生活様式の中︑町は喫
緊の課題をいくつも抱えております︒この難局を議員の皆様
・町民の皆様と共に乗り越えて参りたいと考えております︒
皆様のご支援・ご協力をお願い申し上げ就任にあたっての挨拶とさせていただきま
す︒
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み

日に︑第２回臨時会

なす制度の拡大に伴う規定

●道の駅滝宮うどん会館リニ
契約金額︵消費税込︶
４億 万円

月

日

和夫

お

ューアル工事

・たばこ税は︑軽量な葉巻た
ばこに係る紙巻たばこの本
契約者

たけ

かず

の新設︒

道の駅滝宮うどん会館
リニューアル工事に４億 ２６０万円

４月
を開会し︑﹁町長の専決処分
事項の報告について﹂等議案
５件を原案通り可決した︒
数への換算方法を２段階で

こ

日

小竹
令和２年４月

工期

代表取締役

小竹興業㈱

260

〜令和２年

30

また︑議長・副議長の選出

万円に︑

10

見直す規定の改正︒
●綾川町国民健康保険税条例
万円から

・基礎課税額に係る課税限度
額を

28

と︑常任委員会等の構成を決
め たほ か ︑ 監 査 委 員 の 選 任 に
同意した︒
条例の改正

介護納付金課税額に係る課
万

●綾川町固定資産評価審査委
万円から

・軽減措置に係る軽減判定所

例の一部を改正︒

こ

●陶こども園改修工事︵建築︶

き

日

有紀子

ゆ

●綾川町税条例

真鍋

５６３２万円
契約者
富士建設㈱
代表取締役

日

なべ

契約金額︵消費税込︶

ら除き︑﹁ひとり親﹂を対象︒
・所得控除に﹁ひとり親控除﹂
を追加︒
・固定資産税では︑所有者不

工期
令和２年４月

〜令和３年３月

28

明土地において︑現に所有
している者の申告の制度化
及び︑使用者を所有者とみ

19

ま

・非課税措置に寡夫を対象か

工事請負契約の締結

得の基準額の見直し︒

17

通信技術の利用に関する法律

円に引き上げ︒

16

が改正されたことに伴い︑条

行政手続き等における情報

税限度額を

63

員会条例

61

28

臨時会

「道の駅滝宮」リニューアル工事の進捗状況を視察
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６月定例会は６月
たに ぐち

谷口

日

条例の改正

●綾川町税条例

●綾川町後期高齢者医療に関

する条例

香川県後期高齢者医療広域

連合による新型コロナウイル

ス感染症に感染した被用者に

係る傷病手当金の支給制度整

備に伴い︑受付事務の追加︒

●綾川町消防団条例

非常勤消防団員等に係る損

害補償の基準を定める政令の

一部を改正する政令が公布さ

れたための改正︒

新型コロナウイルスの影響

●綾川町国民健康保険税条例

・軽自動車税の環境性

により︑収入が減少したこと

による国保税の減免を行うた

めの改正︒

●綾川町国民健康保険条例

金を支給するための改正︒

に感染した被用者に傷病手当

新型コロナウイルス感染症

感染症等に係る寄附

金税額控除の特例︒

・新型コロナウイルス

除の特例︒

借入金等特別税額控

感染症等に係る住宅

・新型コロナウイルス

延長︒

能割の臨時的軽減の

延長︒

特例措置の拡充及び

向けた固定資産税の

・生産性革命の実現に

猶予の特例︒

感染症等に係る徴収

・新型コロナウイルス

15

代表取締役
日
月
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日の会期で開催した︒
令和２年６月

工期
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お

和夫

かず

●旧西分小学校校舎解体工事

たけ
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こ

日

小竹

５７９７万円
小竹興業㈱

契約者
代表取締役
工期
令和２年６月

日

●羽床上体育館耐震補強等改

〜令和３年１月

修工事

た

日

紘一

契約金額︵消費税込︶
８６９０万円
契約者
㈱合田工務店
もり

森田

日

こう いち

して各常任委員長からの報告
会した︒
工事請負契約の締結
●昭和小学校トイレ改修工事

代表取締役
工期
令和２年６月

〜令和３年３月

339

会場は︑新型コロナウイル
ス感染症拡大防止対策のため︑
綾南農村環境改善センター２
階多目的ホールで行った︒
日には︑提案された議案

件と㈱綾南プラザ決算等の

報告４件について提案理由の
説明がなされ︑関係常任委員
会に議案を付託した︒また︑

日に各常任委員会を

一般質問には８議員が登壇し
た︒
︑

開催し︑付託された議案を審
日に本会議を再開

12

を行い︑原案どおり可決し閉

議した︒

18
29
12

ふれあい運動公園テニスコート

19
19

︵建築︶
契約金額︵消費税込︶
６７１０万円
契約者
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６月定例会
19
15
13
16

補 正 予 算 ・ 審 議 結 果
令和２年度一般会計補正予算（第１号）
◎新型コロナウイルス感染症対策として、２６億３３３６万円を増額し、総額１２１億５３３６万円とした。
●歳出の主なもの
（千円）

般

在宅要介護者支援対策事業

３，２００

子育て世帯臨時特別給付金

２８，０００

会

一

特別定額給付金

２，３９６，８００

計

子育て家庭支援費

１５８，７５０

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

１７，７００

育英資金受給者緊急生活支援事業

１，４６０

令和２年度一般会計補正予算（第２号）
◎新型コロナウイルス感染症対策として、８億７００６万６千円を増額し、総額１３０億２３４２万６千円と
した。
●歳出の主なもの
（千円）
一般会計

商工業振興事業費

５９３，２２６

商工業支援事業費

１０３，５３０

教育委員会費

１６，４２０

特別
会計

教育振興費
国民健康保険

１２９，０２０
傷病手当金

５，０００

臨時会（４月28日）
■全会一致の議案
議案の内容

議決結果

町長の専決処分事項の報告（綾川町固定資産評価審査委員会条例の一部改正）

原案可決

町長の専決処分事項の報告（綾川町税条例の一部改正）

〃

町長の専決処分事項の報告（綾川町国民健康保険税条例の一部改正）

〃

工事請負契約の締結（令和２年度綾川町立陶こども園改修工事(建築)）

〃

工事請負契約の締結（令和元年度道の駅滝宮うどん会館リニューアル工事）

〃

監査委員（議会推薦）の選任同意

〃

６月定例会（６月15日〜19日）
■全会一致の議案
議案の内容

議決結果

町長の専決処分事項の報告（綾川町税条例の一部改正）

原案可決

町長の専決処分事項の報告（綾川町後期高齢者医療に関する条例の一部改正）

〃

町長の専決処分事項の報告（令和2年度綾川町一般会計補正予算（第１号））

〃

綾川町国民健康保険税条例の一部改正

〃

綾川町国民健康保険条例の一部改正

〃

綾川町消防団条例の一部改正

〃

工事請負契約の締結（令和２年度綾川町立昭和小学校トイレ改修工事（建築））

〃

工事請負契約の締結（令和２年度綾川町旧西分小学校校舎解体工事）

〃

工事請負契約の締結（令和２年度綾川町羽床上体育館耐震補強等改修工事）

〃

工事請負契約の締結（令和２年度綾川町ふれあい運動公園テニスコート改修工事）

〃

令和２年度綾川町一般会計補正予算（第２号）

〃

令和２年度綾川町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

〃

町道の路線認定

〃
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数の３分の２︒
●通信環境整備費補助金
オンライン学習に対応でき
るように︑自宅でインターネ
ットに接続ができない状況の
家庭に対して接続費用や機器
代金など最大１万円まで助成
する︒
問 再度休校になった場合︑
オンライン授業に向けて活用
を︒オンラインホームルーム
等を実施し︑つながりを保て
るような環境整備を︒
答 学校での配信ができるよ
うな対応を進める︒
●滝宮小学校増築事業
滝宮小学校は周辺の住宅開
発等によって児童数が増加し
ているため教室数が不足する︒
本年度仮設校舎を増築し︑
年リースで借り上げる︒既存
南校舎の西側に普通教室３室
を整備する︒
●昭和小学校トイレ改修工事
児童用トイレ カ所の乾式
化︑大便器の洋式化︑また︑
多目的トイレの新規設置工事︒
●滝宮小学校トイレ改修工事
児童用トイレ９カ所の乾式
化︑大便器の洋式化︑多目的
トイレの新設工事︒
問 資材置き場の不備や工事
車両の運行上など安全性は︒
答 資材置き場の確保と車両
動線など安全第一に対応する︒
のっと

●旧西分小学校校舎解体工事
敷地内の植栽等は︑地元協
議の結果︑クスノキ︑サクラ
等の記念樹等４本は残し︑そ
れ以外は除却する︒体育館は︑
社会体育施設及び災害時の避
難所としての機能を確保する
ために︑今後耐震改修を行う
予定︒
問 スロープ下の渡り廊下の
土間の撤去は︒校舎等撤去後
の舗装は︒
答 土間の撤去は地元と協議
する︒更地部分の舗装は予定
していないが今後地元と協議
しながら検討していく︒工事
発注は解体工事のみである︒
問 アスベストについて︑近
隣に住宅があるので飛散防止
に十分な注意を︒また業者の
健康にも配慮しながら実施を︒
答 アスベストの除去は国の
基準に則り施工し︑熱中症対
策にも配慮して行う︒
問 体育館下倉庫の不要物を
地元と相談して撤去しては︒
答 予算措置は出来ていない
が︑状況を確認し対応を検討
して行く︒
問 地元説明会の際︑他に残
して欲しい物は無かったのか︒
答 地元からの要望等は無か
った︒校旗が残っており西分
公民館で保管している︒
●羽床上体育館耐震補強等改

修工事
耐震補強工事︑それに伴う
損傷個所の改修︑電気照明設
備の改修である︒
問 併設されている和式トイ
レを洋式に変更する計画はあ
るのか︒
答 今回の設計にトイレの改
修は入っていないが︑財政と
も相談し今後検討していく︒
●ふれあい運動公園テニスコ
ート改修工事
現在のテニスコートを全面

改修し︑人工芝のフットサル
コート２面︑ホッケーコート
２面︑少年サッカーコート１
面︑ゲートボールコート４面
を設置する工事である︒

その他

問 生徒の部活動について︑
最終学年の成果が発揮できる
場を設けることを考えている
か︒
答 県全体の大会は中止だが︑
各地区の大会は検討をしてい

る︒
問 学校でのマ
スク越しの指導
で声が後部座席
等へ届いている
のか︒フェイス
シールド等につ
いての検討は︒
答 フェイスシ
ールドや透明樹
脂のマスクやア
クリル板等︑各
学校において工
夫して対応して
いる︒支障があ
る場合には教育
委員会でも予算
措置を対応して
いく︒

［7］あやがわ議会だより

一般会計補正予算︵第 １号
・第 ２号︶
補正予算はコロナ対策費で
あり︑第１号は各種の支援金
等の迅速な配布を実現するた
め︑議決によらず予算執行の
できる町長による専決処分を
実施した︒第２号も主な内容
は新型コロナ対策の追加補正
である︒
●緊急学生支援金
新型コロナウイルス感染症
拡大によりアルバイトができ
ず収入が激減し︑生活に困窮
している学生に対して町の育
英資金受給者およびそれ以外
の修学支援目的の奨学金等を
借り入れした者で︑県外の大
学等へ通っている学生へ３ カ
月間︵最大９万円︶の支援を
行う︒申請期間は年末まで︒
●学校情報機器整備事業
国が推進するＧＩＧＡスク
ール構想を新型コロナウイル
ス感染症対策事業として︑前
倒しで令和２年度に実施する︒
小中学校の児童生徒に対して
１人１台の端末整備と︑電源
キャビネット︵充電保管庫︶
を整備する︒補助対象台数は︑
１１３６台で︑対象児童生徒

解体予定の旧西分小学校校舎

総務委員会

常 任 委 員 会

12

10

一般会計補正予算︵第１号︶
新型コロナウイルス対策事業
・特別定額給付金費︵国︶
億９６８０万円
・子育て世帯臨時特別給付金
︵国︶２８００万円 １万円
／人︒
・在宅要介護者のオムツ手当
支給︵町︶
万円
・綾川子育てスマイル応援金
︵町︶０〜 歳児に４万円／
人︒ 〜 歳児に３万円／人︒
１億３９００万円
児童扶養手当受給資格対象者
等︑特別児童扶養手当１９７
５万円︒対象者５万円／人︒
問 各種給付金未申請者への
周知は︒
答 通知を発送する︒高齢者
世帯で︑介護サービス利用者
は関係機関の協力を得て周知
していく︒
23

一般会計補正予算︵第 ２号︶

16

・独居高齢者等への配食サー
ビスに利用する保冷箱と保冷
剤の購入費用 万円︒
・こども園と放課後児童クラ
ブで消毒液︑飛沫防止対策用
アクリル板などの購入費及び︑
寄附採納による備品購入費

451

30

万円︒
問 配食サービスは社協への
委託か︒
答 綾川町社協へ委託してい
る︒
要望 新型コロナウイルスの
第２波・第３波に備え︑今後
も対策を︒
綾川町国民健康保険特別会
計補正予算
新型コロナウイルス感染症
に感染した被用者への傷病手
当金 万円増額補正︒
綾川町国民健康保険条例の
一部改正
要望 傷病手当金を個人事業
主にも給付がなされるように︒
●綾川斎苑﹁やすらぎの丘﹂
の指定管理者の指定
要望 利用者へのアンケート
内容を工夫して︑より正確な
ニーズの把握を︒
●小規模多機能型居宅介護の
指定管理者の指定
問 利用者増加に向けＰＲの
強化を︒
答 更にＰＲするように指導
する︒
●買い物弱者支援事業イーワ
の移動販売の試行

移動販売場所に千疋︵大谷
上公民館︶と羽床下︵羽床公
民館︶を追加︒
●陶病院の外来診療状況
問 インターネットを介した
診療︑予約︑支払いを考えては︒
答 患者のニーズを踏まえな
がら研究していきたい︒
問 有機野菜を活用した食事
の提供および︑食育は︒
答 経営面を考えると難しい︒
まずは野菜の摂取拡大にまず
取り組み︑有機野菜の活用は
研究課題とする︒

建設経済委員会

一般会計補正予算︵第１号︶

問 県の休業要請協力金の申
請をして︑町の協力金の申請
漏れがないか確認できるか︒
答 県からのデータ提供はな
い︒町としては︑ホームペー
ジや防災行政無線放送により︑
申請漏れがないように︑周知
徹底を図りたい︒

一般会計補正予算︵第 ２号︶

新型コロナウイルスに対す
る経済対策として︑
次の補正を行う︒
●商工業振興事業費
町が発行する﹁あ
やがわスマイル応援
券発行事業﹂に要す
る経費の補正
●商工業支援事業費
﹁綾川町中小企業
者等事業継続支援臨
時給付金事業﹂︑
﹁綾
川町中小企業者等事
業継続支援利子補給
事業﹂︑
及び﹁綾川町
新型コロナウイルス
感染症に係る中小企
業振興資金利子補給
事業﹂に係る補助金
の補正
職員が入り口で検温する陶病院

320

15

18

500

厚生委員会

常 任 委 員 会

問 あやがわスマイル応援券
の取扱店の数は︒
答 商工会会員のうち︑約
店舗が取扱店となる予定であ
る︒商工会会員以外の事業所
は︑町が登録店として募集を
かける︒取扱手数料は︑商工
会と協議中である︒
問 臨時給付金支給事業の要
件緩和はできないか︒
答 他にも対策事業を提案し
ているので︑ご理解頂きたい︒

町道の路線認定

現地踏査を実施した﹁脇３
号線﹂について︑基準を満た
す団地内道路であることから
認定する︒
●繰越明許費繰越計算書
問 県営地域ため池総合整備
こ は も いけ
事業の小羽毛池地区工事の完
了時期と埋立跡地として公園
整備をするのか︒
答 埋立本体工事は６月末完
了予定であるが︑水路︑フェ
ンス等付帯工事を含めた全工
事の完了は令和２年度末を予
定している︒公園整備につい
ては︑十分に検討していきた
い︒
問 道の駅滝宮うどん会館リ
ニューアル工事における軟弱
地盤に対する工事施工は︒
答 既設の建物が建っていて︑
調査ができなかった︒不測の

140

あやがわ議会だより［8］

常 任 委 員 会

事態なので︑追加工事とさせ
ていただきたい︒

学校等再編整備
調査特別委員会
児童生徒数の推移

40

13

35

株式会社綾南プラザ
令和元年度︵第 期︶決算・
令和 ２年度︵第 期︶事業
計画及び予算
問 令和２年度に取り崩す別
途積立金とは︒
答 今までに積み立てた利益
剰余金であり︑この一部を取
り崩す︒

答 実施はするが︑時期・場
所は未定である︒農業フェア
には︑毎回参加しており︑こ
れからもＰＲを行っていきた
い︒
問 綾歌南部農業振興公社に
おける職員の大型特殊免許の
取得状況は︒
答 １名はすでに取得済み︒
他の１名は︑取得の受講申込
み中である︒また︑取得経費
は︑公社の費用として計上し
ていく︒
問 これからの季節は︑農業
用ため池の適切な管理をお願
いしたい︒
答 広報誌や防災行政無線放
送等を活用し︑適正な日常管
理やため池の水位調整等早め
の災害防止対策に努めていた
だくよう周知していく︒
令和 年度までの児童生徒
数︑及び 人・ 人学級編制
の推移︑並びに複式学級の想
定について︑説明があった︒
問 文部科学省の改善計画案
が計画どおり実施されていな
いが︑国や県へ進言している
か︒過疎地域の特区設定は出
来ないか︒また︑教員数不足
について︑どのように考えて
いるのか︒
答 学級編制は︑毎年︑県へ
要望している︒過疎地域の特
区は︑県下に事例はなく︑今
後の研究とする︒教員数の不
足は︑配置も含め要望してい
く︒
問 コロナ対策では︑クラス
の人数を分散させて授業をし
ているところもあるが︑本町
ではどのような対応をしてい
るのか︒
答 学校を再開して︑授業で
はソーシャルディスタンスと
して机と机の間隔を１メート
ル以上空け︑アクリルパネル
やフェイスシールドを使い︑
各学校ごとに工夫しながら対

応している︒また︑給食は︑
ランチルームと教室で分散給
食を行い感染症予防対策をし
ている︒

中学校統合準備検討会
設置要綱︵案︶

問 検討会に︑議員代表を入
れても良いのではないか︒
また︑非公開の理由は︒
答 他市町では非公開であり︑
保護者︑学校関係者が主とな
り︑組織に議員はいなかった︒
問 検討会の開始時期は︑い
つ頃を考えているのか︒

その他

机を離して換気をしながらの授業（綾上小学校）

答 早ければ︑７
月中を考えている︒
問 ＰＴＡ総会な
どの学校行事がコ
ロナの影響で開催
されていない︒ス
ケジュールありき
で進めず︑地元の
理解を得て進めて
いただきたい︒ま
た︑検討会委員か
らの意見を記録し
ておいて欲しい︒
答 開催時期や開
催方法は︑慎重に
考えていく︒会議
の内容は︑議事録
を作成し公開する︒

問 次亜塩素酸水の有効性に
疑問が持たれているが︑学校
での使用状況は︒
答 学校薬剤師の指導を受け
て︑次亜塩素散水の噴霧器は
学校では使用していない︒机
等の消毒にはエタノールを使
用している︒

［9］あやがわ議会だより

綾歌南部農業振興公社
令和元年度︵第 期︶決算・
令和 ２年度︵第 期︶事業
計画及び予算
問 今年度の綾川そばの実施
時期及び実施場所は︒リニュ
ーアルされた道の駅や農業試
験場での農業フェアなどでさ
らにＰＲを実施してほしい︒

食べておいしい綾川そば

24 23

16 15

井 上 博 道 議員

農地の適正利用と遵法管理指導は
今年４月の下旬︑滝宮
地区パトロール時に︑
広場でサッカー練習中の多数
の少年達を見かけた︒﹃ここ
︵ 滝 宮 ２ ４ ３ ３番 地 １︶は 農 地 だ
が︑無断転用らしい︒水利組
合の許可も得ていないようだ﹄
と近所の人から声をかけられ
た︒
新型コロナウイルス感染問
題もあり︑当該広場が無断転
用地であれば︑生命の危険と
法律違反の二重の重大な問題
があった︒
農業委員会委員が遵法精神
で事務を執行している中で無
断転用があれば︑決して許さ
れない︒農地の適正利用と遵
法管理指導についての本町の
考えを問う︒
農業委員会としては︑
無断転用状態の解消を
図るため︑違反者に対し︑農
地復元による解消又は追認許
可として農地転用申請手続き
による解消を指導している︒
本町としては︑農業委員や
農地利用最適化推進委員によ
る農地パトロール等の活動を
通して︑また︑無断転用につ
いては︑本来の農地状態への
復元︑農地法に基づく農地転
用の正しい手続きを速やかに

行なうよう︑香川県と連携を
図り︑農地の適正利用に努め
ていく︒
当該土地所有者からの
農地転用許可申請有無︑
地元水利関係者等と当該土地
所有者との協議は適正に為さ
れているのかどうか︒
当該広場の農地転用許可申
請日︑許可日︑工事着手日︑
完成日︑供用開始日はいつか︒
当該土地所有者からの
農地転用許可申請書は
現在︑提出されていない︒地
元水利組合との協議もされて
いない︒
当該広場が農地転用許
可を受けていない場合︑
農地法に基づく処罰を含めた
本町の今後の対応︑監視の実
効的な在り方は︒
今まで︑農業委員会事
務局︑地元農地利用最
適化推進委員︑地元農業委員
が再三指導したが︑申請書の
提出は無かった︒
今年７月の農業委員会には
農地転用許可申請書を出すと
協議している︒７月の締切ま
でに周辺の水利組合︑隣接す
る所有者等と調整をして︑申
請書は出ると思っている︒

当該土地所有者の本町
における公共的職業就
任有無 履(歴 ︑)職名︑地位︑
任命者名をお答え頂きたい︒
税金に関わっていれば︑極め
て問題がある︒答えられない
場合︑町民や地元関係者が理
解︑納得できる理由をお答え
願いたい︒地元や町内で大き
な問題になりつつあるし︑地
籍図の番地を見れば所有者が
わかるが︒
当該土地所有者は追認
許可申請をすることに
なっており︑当該土地所有者
についての公共的職業就任有
無︑履歴等の情報は特定の個
人を認識できる情報であると
判断しており︑答えは差し控
える︒
農地の無断転用には︑
どのような罰則がある
のか︒罰則規定がある場合︑
本町は当該土地所有者に対し
てどのように対応する考えか︒
農地法第 条に︑転用
違反者には３年以下の
懲役又は３００万円以下の罰
金に処するという規定がある︒
農業委員会の指導に従わな
かった場合は︑県と連携をし
て︑勧告書等の手続きに入る︒

64

問

答

問

答

問

答

問

答

問

無断転用状態を解消できるように指導に努める

農地の無断転用

答

あやがわ議会だより［10］

福家利智子 議員

答

︵ ※
︶

し︑様々な研修を希望により︑
各教員の端末で受講できるよ
うにしている︒校内で研修内
容を発表する場を設けるなど
更なる教員全体の指導力の向
上を図るため︑活用できるツ
ール等を検討して行く︒

日々進化する技術に対
して︑情報セキュリテ
ィ対策は︒

導入時において︑十分
研究・検討する︒

問

学校での学び︑家庭で
の学びについてどう取
り組んでいくのか︒

答

問

現在︑端末の整備を進
めており︑合わせて学
習ソフトの導入についても検
討中︒
学校での活用方法また︑家
庭における学習指導について
も︑ハード・ソフト面につい
て先生方の意見もいただき進

答

めていく︒

※小中学校の児童生徒一人
一台のパソコン︵タブレット
端末︶を整備し︑それを用い
た授業を行うことで効率的か
つ︑理解度に応じ一人ひとり
に適応した学習を目指す︒

［11］あやがわ議会だより

ＧＩＧＡスクール構想は

本町では情報機器整備
で整備台数１７９０台︑
整備費は１億１２７７万円︑
電源キャビネット整備台数
台１４２５万円通信環境整備
等の補正予算を６月定例会で
計上されている︒
文科省が発表している教員
のＩＣＴ活用指導力の状況で
は︑教材研究︑指導の準備︑
評価などに活用する能力など
が高い値を示すものの︑授業
中に活用する能力や児童生徒
が使用する能力が低い値にな
っている︒来るべき社会にお
いて教員一人ひとりがどのよ
うなＩＣＴ活用指導力向上が
必要なのか理解し︑その上で︑
校内研修などを実施し︑教育
センター等の連携を充実させ
ていくことが必要であると考
える︒本町の指導力向上のた
めの取り組み状況と今後の対
策は︒

57

本町において︑ＩＣＴ
支援員を各校１名配置

問

教員全体の指導力の向上を図る

１人１台パソコンを使用した授業（陶小学校）

安 藤 利 光 議員

きるだけ ２メートル︵最低１
メートル︶空けることが基本
である︒ 人学級では︑その
間隔を確保することが難しい︒
人程度の少人数学級を行
うことが必要では︒
人学級を 人学級に
することについては︑
40

40

20

家庭用個別受信機の貸
与希望調査の際︑無線
放送についてアンケート調査
を行った︒火災放送について︑
﹁サイレンの音に子どもが怖
がる﹂等の意見もあり︑大規
模火災により避難行動を促す
場合を除いては︑防災行政無
線を使用しないことが妥当と
判断した︒現在︑防火啓発活
動に取り組んでおり︑今後︑
試験停止の影響を調査し︑よ
り良い対応を検討したい︒

答

37

６月４日に下草火災が
発生した︒近所の方は︑
﹁消防車が来てから分かるの
では困る︒放送があれば︑消
火作業もできたのに﹂と言っ
ている︒放送はするように︒
また︑試行期間はいつまでか︒
現在は︑火災予防に対
しての啓発放送の効果
をみている︒
期間は︑当分の間︑試験的
に行い︑再度より良い放送に
取り組む︒

試験停止の影響を調査し
より良い放送に取り組む
問

40

本町でも少子化の波が押し寄
せ て お り ︑ 最 大 で１ 学 級 名
くらいである︒その他︑学校
では少人数学習も実施してお
り︑特に今のところ 人学級
という危惧はしていない︒安
心していただきたい︒

学校の新型コロナウイルス感染症対策は
コロナウイルス感染拡
大のもと︑休校が長く
続いた学校が再開された︒再
開にあたっては︑学校を安心
して過ごせる場所にすること
が何よりも大切である︒今︑
その学校で︑感染症対策のひ
とつである︑人との間隔はで

答

20

現在も少人数学習を進めている

椎尾八幡神社）

火災放送はするように

問

４月から火災放送が無
くなったため︑町民か
らは﹁どこが火事なのか分か
らない︒近所に火事が起きて
も気がつかず︑後から知るの
では困る﹂等︑相当な苦情が
あがっている︒火災放送は行
ってほしい︒また︑何のため
に防災行政無線があるのかと︑
批判もある︒放送する際には
サイレンの音ばかり長く流す
のではなく︑今どこに火災が
発生したのかを放送するよう
にしては︒

問

答

しい お

文化財防火デー訓練（西分
出初式での消防車

あやがわ議会だより［12］

松 内 広 平 議員

陶病院・老健あやがわに感染対策を

6

第 波を想定してのＰ
ＣＲ検査体制等︑医療
従事者の身体的・精神的スト
レスの軽減を図るための本町
独自の経済的支援策は︒
陶病院でコロナ疑いの
ある方を中讃保健所に
照会をかけ︑検査した例もあ
る︒今後のＰＣＲ検査体制も
関係機関と協議している︒
検体採取等の業務は感染リ
スクが高まり︑医師︑看護師
等の職員に手当等の支援が必
要である︒医療職員︑介護職
員への支援も検討の必要があ
る︒支援方法は︑感染状況︑
他医療機関の動向を見ながら
検討していく︒

1

自動精算機や

老健あやがわでは︑タ
ブレット面会を 月
日から実施︒陶病院では︑コ
ロナ情勢の緩和により︑制限
付き面会を 月 日から開始︒
しかし︑第 波の到来に備え︑
準備は必要である︒今後のオ
ンライン面会は︑タブレット
面会で実施していく︒

4

医療従事者への経済的支援策

2 6

2

無人の非接触型体温計の導入

オンライン面会の実施

答

問

答

問

コロナ感染第 波やイ
ンフルエンザなどの感
染症流行時に︑利用者と家族
の双方が安心感でつながり︑
さらに遠方の家族面会にも対
応できる︑タブレット等を利
用した﹁オンライン面会﹂を
導入しては︒

2

クレジットカードの導入
陶病院では入口で︑看
陶病院では︑医療費等
護師が来訪者の体温測
の窓口支払いは現金の
定を実施︒接触頻度による感
みである︒現金の受け渡しは︑
染リスクが高く︑人件費もか
感染リスクが高い︒感染リス
かるので導入を検討しては︒
クを下げ︑利便性を上げるた
かなり高額であり︑モ
めに︑導入を検討しては︒
ニターの数字を見て来
自動精算機は医事シス
院者の誘導が必要なため︑同
テムと関連付ける必要
規模の病院も導入を見送って
いる︒今後は対応を研究する︒ があり︑導入に高額の費用が
タブレット受付・問診の導入
かかる︒また︑来院者に高齢
者が多く︑補助員が必要にな
るなど︑来院者数から費用対
効果が望めない︒クレジット
カード支払いは︑高額な入院
費用の支払い時等に利便性が
あるため︑導入に向けて検討
していく︒

問

答

答

問

問

答

三豊市立永康病院では︑
今年 ２月より患者がタ
ブレット端末に症状を入力し︑
問診は簡単な選択で︑ＡＩが
病名を推測する︒カルテにデ
ータ反映され医師業務の効率
化︑待ち時間短縮︑受付の感
染リスクも軽減できるので︑
導入を検討しては︒
外来患者に高齢者が多
い陶病院では︑ＩＴ機
器に不慣れな方が多く︑入力
補助が必要である︒導入費用
や維持管理費が高額で︑費用
対効果の面からも今後の研究
課題とする︒

［13］あやがわ議会だより

クレジットカード支払いの導入を検討し︑
タブレットでのオンライン面会を実施していく

（上）クレジットカード端末と非接触型体温計（イオン綾川）
（下）老健あやがわで実施中のタブレット面会

大 野 直 樹 議員

歳児の後半の時期から︑
小学校入学に向けて規律ある
生活習慣を身に付けるため︑
日常においても制服を着用し
ている︒
現在︑町内各こども園
では︑制服がそれぞれ
であるが統一しては︒

今後の研究課題とする
入園時に制服を購入す
るが︑決して安い物で
はない︒
昨今の経済状況からも︑こ
ども園での制服の必要性を再
考しては︒
園外保育等の際には︑
迷子防止等園児の安全
確保に有効である︒

交えてお伝えしている︒
外出が困難な方へのア
プローチとしてオンラ
イン講座や︑相談窓口を開い
たら良いと考えるが︒
電話相談は︑随時︑え
がお・いきいきセンタ
ーで対応している︒
子育て支援アプリ﹁母子モ﹂
を子育て支援課と連携し︑昨
年 月から導入しており︑母
子保健と子育て支援情報を提
供している︒
今後も︑事業等の周知啓発
を図り︑子どもを安心して産

答

今後は︑滝宮こども園
の制服を町内こども園
の統一した制服とし︑令和３
年度以降︑販売業者と調整の
ついたこども園から︑順次︑
制服を変更していく︒

答

み育てることができる町を目
指して母子保健に取り組む︒
母子手帳をいただき
週か ら 週 ぐ らい の 間
にしっかりお母さんと行政︑
または保健師などが繋がって
いることが大事だと思うが︒
今年度から﹁子育て世
代包括支援センター﹂
事業を予定している︒
保健師や児童家庭相談員等
が連携を十分にとりながら母
子をとりまく家族も含めてケ
アや支援を進めていく︒

30

産前産後のアプローチは
問

電話相談で対応している
旧来からの価値観に基
づく︑ショートステイ
を利用する事への罪悪感や︑
ちょっとした考え方の違いか
ら︑家族にも相談できない方
がいるようだ︒
赤ちゃんの迎え方や︑産後
の母親に対する接し方の教育
システム︵プログラム︶は︒
﹁パパママ教室﹂の事
業で取り組んでおり妊
娠中の母親や家族を対象に
﹁お産の進み方﹂︑﹁母親の
体の変化﹂や﹁赤ちゃんとの
もくよく
関わり方﹂などを沐浴実習も

35

問

答

5

問

問

答

11

問

答

制服の金額を一部助成しては

すこやかに育つ赤ちゃん

あやがわ議会だより［14］

三 好 重 徳 議員

問

答

綾川 町 育 英 事 業基 金 条
例に︑貸付けの対象は
﹁経済的理由により修学が困
難なもの﹂とある︒一方︑連
帯債務者である保護者等の所
得課税証明書は必要書類にな
っておらず︑条例の趣旨と実
際の運用に矛盾が生じている
可能性がある︒
人口減少対策に着目すると︑
専修学校や大学を卒業後︑綾
川町に残り︑または帰ってき
てもらうことが重要である︒
条例を改正し貸付けの対象
を広げ︑卒業後本町に帰って
きたとき︑﹁奨学金返還金の
半額免除﹂制度を大いに利用
してもらい︑若年層の定住促
進につなげてはどうか︒
育英事業の運用につい
ては︑これまでも時代
のニーズに対応してきた︒
創設当初の主旨を踏まえつ
つ︑若者の定住化を促せる制
度となるよう︑条例の改正も
含め柔軟な対応を検討する︒

綾川町育英︵奨学金︶
事業の方向性

若者の定住促進につながる制度を検討する

ち一人は県内在住者でよいと
改正したところであるが︑さ
らに保証要件の緩和を検討す
る︒
保証人の人数や所得課税証
明書の要否も︑他市町等の制
度内容も参考に検討する︒
また︑機関保証の制度が整
うようであれば︑その活用に
ついても検討する︒

募集の見直し

コロナ禍の影響により﹁バ
イト先が休業になった﹂﹁親
の収入が大きく減少した﹂な
どの理由で︑﹁退学を考えて
いる﹂と答えた大学生が ％
を超えるという調査結果が報
道された︒そこで︑学生の学
びの支援と人口減少対策の観
点から︑綾川町育英︵奨学金︶
事業について質問をする︒

保証の見直し

今回のコロナ禍の影響
により﹁退学を考えて
いる﹂学生を救済するため︑
特別措置として︑緊急の奨学
金貸付けはできないか︒また
今年度以降︑年に複数回の募
集や︑在学途中の申込みを可
能とすることはできないか︒
今回のコロナ禍に係る
さまざまな社会情勢の
ほか︑今後想定される大規模
災害などの状況における救済
措置も視野に入れ︑基金運用
計画や貸付者数の定数︑また
財源確保の問題も含め︑町育
英審議会において検討する︒

問

答

問

答

20

今の制度は︑学生を債
務者とし︑保護者等が
連帯債務者︑さらに連帯保証
人 ２名が求められ︑過剰な保
証︵担保︶であると考える︒
連帯保証人について︑印鑑
証明書の添付は従来どおり必
要であるが︑所得課税証明書
は不要ではないか︒また︑連
帯保証人を用意することが難
しい場合︑機関保証の利用を
可能とし︑いずれかを選択で
きる制度を整備できないか︒
保証人の選任が難しい
という声はよく聞く︒
本年度から︑連帯保証人のう

［15］あやがわ議会だより

綾川町育英︵奨学金︶事業の見直しを

奨学金貸付の相談をしている保護者（町教育委員会において）

川 﨑 泰 史 議員

ＺＯＯＭとはパソコンや
スマートフォンを使って︑
講演会や会議等をインター
ネット上で開催するために
開発されたソフトウェアで
す︒参加者はインターネッ
ト環境があれば︑場所を選
ばず︑会議等に参加するこ
とができます︒

答

他市町の状況を参考に研究したい

今までとは違った内容や手法
綾川町でもオータムフ
で取り組まなければならない︒
ェスティバルを筆頭に
幅広い年齢層の方が喜んでい
各種のイベントが中止されて
ただけるイベントにするには︑
いる︒
また︑第 波の恐れもあり︑ どういった内容構成にするの
自粛が続くものと予想される︒ か︑他市町のイベント等の状
況も参考にしながら︑研究し
ここで︑提案として︑オンラ
たい︒
インイベントが検討できない
か︒
アフターコロナとも言
たとえば︑ＺＯＯＭのオン
ライン会議システムを活用し︑
われる時代の転換点で︑
家庭とイベント会場︵ステー
ＩＣＴ技術の活用が一気に進
ジ︶の催しを︑オンライン上
むことが予測される︒そこに
で共有したり︑町内飲食店と
は︑これまでの考えから一段
連携し︑事前に飲食店にてテ
と進化した︑新しい考え方を
イクアウト商品を購入するこ
用いて︑対応していくことが
とを条件に︑オンライン会議
必須である︒
室のパスワードを発行するな
今回提案したイベントに限
どの手法がある︒
らず︑これからの行政は住民
新型イベントへの町長の見
ニーズを守るため︑これまで
解は︒
通りの手法では実現できなく
なったこと︑より良い手段が
明らかになったことを︑どの
ようにして実現するのかを課
題として突きつけられている︒
アフターコロナの課題対応に
ついて町長の見解は︒

問

答

2

提案のあったオンライ
ン会議システムを活用
したイベント開催も３密を回
避する１つの方法である︒し
かしながら︑そのためには︑

オンラインイベントの
提案は︑今後︑こうい
うものが開かれる可能性はあ
ると思われるが︑皆様から色
々なご意見を伺いながら検討
したい︒

アフターコロナ対応型イベントの実施は

昨年のオータムフェスティバル

問

あやがわ議会だより［16］

北米

EU

ネオニコチノイド系農薬って？［出典元：一般社団法人アクト・ビヨンド・トラスト］

農薬の環境︑健康問題について考えは

に働いている︒いずれも世界
は禁止規制が拡大し︑日本の
みが大幅な規制緩和を行い世
界の流れに逆行している︒
①県や町で過去にミツ
バチの大量死はあった
のか︒
②研究し注視すべき課題であ
りモニタリングをすべきと考
えるが︒
③もし︑日本が間違っていた
場合︑大規模な公害問題に繋
がる︒世界と照らし合わせ独
自の判断も必要では︒
①ハチの大量死につい
ては︑町内では事例が

なく︑県内では過去に数件あ
った︒
②町としての研究機関を持っ
ていないので︑モニタリング
は難しい︒国は令和３年度か
ら再評価を開始する予定であ
ることから︑今後の動向を注
視していく︒
③過去にＢＨＣ製剤などの農
薬は禁止された︒農薬の適正
な指導をし︑また農業試験場
などいろいろな研究機関でモ
ニタリングしていただき︑農
家の意見も聞いていく︒

令和３年度からの国の再評価に注視する
世界では禁止︑規制傾向に
あるが︑日本では規制緩和︑
使用拡大傾向にある農薬が２
種類ある︒ネオニコチノイド
系殺虫剤とグリホサート系除
草剤である︒
ネオニコチノイドは浸透性
の殺虫剤のため︑洗浄により
除去はできず︑ミツバチの大
量死など日本の生態系に大き
な影響を与えている可能性が
あり︑胎児が発達障害を起こ
す危険性も指摘されている︒
グリホサートは同じく浸透
性の除草剤で発がん性が指摘
され世界では多くの国が規制

有機ＪＡＳ認証︑ＧＡＰ認証取得費用の
独自の補助制度を作れないか

町独自の認証取得費用の補助
制度を作れないか︒
町独自では考えていな
い︒有機Ｊ ＡＳ認証費
用の支援で農水省が全国農業
改良普及支援協会を通じて支

援を行っている中に︑支援対
象者として農業者︑農業団体︑
農畜産物の生産を行う事業者︑
有機加工食品の製造業者等が
対象になっている事業がある
ので︑周知をする︒

［17］あやがわ議会だより

問

答

農林水産省の補助事業の周知をする
有機農家は小規模農家
が多く︑認証取得費用
が負担になり︑実際は有機無
農薬栽培を行っているにも関
わらず︑有機農家として認め
られない農家が多くいる︒

問

答

●規制なし
●残留基準の緩和
●認知度も低い

1990年

2000年

2010年

●３種類のネオニコチノイド系農薬とフィプ
ロニルが２年間暫定的に使用禁止
●神経発達障害の関連を懸念する見解を
公式発表

日本

三 好 東 曜 議員
●「ハチへの危険性」
を警告するラベル表
示の義務化

規制に向けた動き
大量使用開始
登場

ハチがいなくなると全世界で
20兆円の経済的損失
100種類もの農作物が実をつけるのを助け、
生産効率だけでなく品質にも大きく影響
ハチは花から花へ花粉を運ぶ「花粉媒介者」

綾南ジュニアサッカークラブ

町民のみなさんには︑新
型コロナウイルス感染症防
止に対するご協力に︑心か
らお礼申し上げます︒
６月定例会は︑コロナウ
イルス感染症対策を中心と
した︑大型補正予算が提出
され︑町議会も︑議員から
活発な意見が出され︑慎重
審議の上︑原案どおり可決
承認しました︒
また︑議会として感染症
の終息までの時間を考える
と︑今 回の対 策だけでなく︑
感染爆発︑医療崩壊を食い
止め︑命と健康・生活を守
りぬくことが︑これから重
要課題となることも提言し
ました︒
４月臨時議会により︑新
体制での議会広報編集委員
会もスタートしました︒議
会だよりも町民のみなさん
に読んでいただけるよう︑
工夫を重ねてまいります︒
より一層のご愛読をお願
いいたします︒

安藤
松内
三好
十河
植田
西村
川﨑

利光
広平
東曜
茂広
誠司
宣之
泰史

議会広報編集委員会

委 員 長
副委員長
委
員
委
員
委
員
委
員
委
員
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保育所年長より入部でき︑

ていますので︑まずは練習を

名の部員が︑ いつでも体験入部を受け付け

綾南ジュニアサッカークラブ
では︑小学生男女
元気に活動しています︒サッカ

ーは競技人口の多いスポーツで︑ 見に来てみませんか︒
優秀な成績を残すのは大変です

●練習場所・日時

綾川町総合運動公園ほか

が︑大会に向けて練習に励んで
います︒卒団生は中学校・高校

時

土曜日

時

細田

竜也

住友

表

●代

事務局

０９０・６８８９・４９３０

●連絡先

日曜日 ９時〜

時〜

のサッカー部やクラブチームで
活躍しています︒
試合でゴールを決めた時の喜
びや︑がんばる子どもたちを見
て︑保護者も熱い応援をしてい

次の定例会は､９月の予定です｡お気軽にお越しください。

ます︒

14

手続きは住所・氏名・年齢を記入するだけです｡

サッカーを親子で楽しめるよ
う︑バーベキューや親子サッカ

12 17

※議場内での撮影、録音、飲食は禁止です。

ーも行っています︒
６月には︑女子サッカーチー
ム︑ＵＤＮ香川ＦＣとの交流で︑

あなたも､ 議会を傍聴してみませんか｡

検索

議会だよりは綾川町ホームページから見ることができます http://www.town.ayagawa.kagawa.jp/ 綾川町ホームページ
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サッカースクールに参加しまし
た︒
UDN香川FC選手と練習に励む綾南JSC

竜也さん

すみとも

たつ や

住友

代表

