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平成２８年第８回邑南町議会臨時会（第１日）会議録 

１．招集年月日   平成２８年１１月１１日（平成２８年１１月７日告示） 

２．招集の場所    邑南町役場  議場 
３．開   会     平成２８年１１月１１日（月） 午後 ４時１０分 
                      閉会  午後 ４時３０分 
４．応招議員 
 議席    氏   名  議席    氏  名  議席     氏  名  議席    氏  名 
 １番 大和 磨美  ２番 瀧田 均  ３番 平野 一成  ５番 和田 文雄 
  ６番 宮田 博  ７番 漆谷 光夫  ８番 大屋 光宏  ９番 中村 昌史 
１０番 日野原 利郎 １１番 清水 優文 １２番 亀山 和巳 １３番 石橋 純二 
１４番  山中 康樹 １５番 三上 徹 １６番 辰田 直久   
５．不応招議員  なし 
６．出席議員  １５名 
 議席    氏   名  議席    氏  名  議席     氏  名  議席    氏  名 
 １番 大和 磨美  ２番 瀧田 均  ３番 平野 一成  ５番 和田 文雄 
  ６番 宮田 博  ７番 漆谷 光夫  ８番 大屋 光宏  ９番 中村 昌史 

１０番 日野原 利郎 １１番 清水 優文 １２番 亀山 和巳 １３番 石橋 純二 

１４番  山中 康樹 １５番 三上 徹 １６番 辰田 直久   

７．欠席議員   ０名 
 議席    氏  名  議席    氏  名  議席    氏  名  議席    氏  名 
        
８．地方自治法第１２１条第１項の規定により、説明のため会議に出席した者の職氏名 

職 名 氏  名 職 名 氏  名 職 名 氏  名 
町  長 石橋 良治 副 町 長 日高 輝和 総務課長 服部  導士 

危機管理課長 朝田 誠司 定住促進課長 原  修 企画財政課長 藤間 修 
町民課長 種  由美 税務課長 上田 洋文 福祉課長 沖   幹雄 

農林振興課長 植田 弘和 商工観光課長補佐 口羽 正彦 建設課長 土﨑 由文 
水道課長 林田 知樹 保健課長 日高 誠 会計課長 飛弾 智徳 

羽須美支所長 服部 勲 瑞穂支所長 川信 学 教育委員長 森岡 弘典 
教 育 長 土居 達也 学校教育課長 日高 始 生涯学習課長 能美 恭志 
監査委員 實田 譲     

９．本会議に職務のため出席した者の氏名 
    議会事務局長 三上 直樹  事務局調整監 日高 泉 
１０．町長提出議案の題目  別紙のとおり 
１１．会議録署名議員の氏名 

  議席 氏 名   議席 氏 名 
６番 宮田 博 ７番 漆谷 光夫 

１２．本日の会議の大要は別紙のとおりである。 
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平成２８年第８回邑南町議会臨時会議事日程 

 

平成２８年１１月１１日（金）午後４ 時１０分開会  

 

開会、開議宣告 

 

議事日程の報告 

 

日程第１  会議録署名議員の指名 

 

日程第２ 会期の決定 

 

日程第３ 議案の上程、説明、質疑、討論、採決 

  

 議案第１０８号 教育委員会教育長の任命の同意について 

 

 議案第１０９号 教育委員会委員の任命の同意について 

 

 議案第１１０号 監査委員の選任の同意について 

  

 議案第１１１号 固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について 

 

 議案第１１２号 固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について 

 

 議案第１１３号 固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について 
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平成２８年第８回邑南町議会臨時会（第１日）会議録 

平成２８年１１月１１日（金）  

●議長（辰田直久） 失礼いたします。定足数に達しておりますので、ただ今から平成２８

年第８回、邑南町議会臨時議会を開会いたします。日程に入る前に、去る１０月３１日、

石橋町長が邑南町長として再任されました。ここでご挨拶をお願いをいたします。 

●石橋町長（石橋良治） 番外。 

●議長（辰田直久） はい、町長。 

●石橋町長（石橋良治）  ええ、ただ今議長さんの方からご挨拶をさしていただく、お許し

をいただきましたので、一言述べさしていただきたいと思います。まずもって引き続き４

期目を担当させていただくとになりましたので、今後ともよろしくお願いいたします。こ

うして、ここまでやってこられましたのも、ひとえに議員の皆様方を始め、町民の皆さん

方にいろいろとご指導いただいた結果であると、いうふうに思っておりまして、この場を

かりて厚くお礼を申しあげます。今回４期目を迎えるにあたって、やはり初代邑南町長と

して就任当初から抱いておりました、第一に住民が主役の公平公正なまちづくり。第二に

町内周辺を大事にする。第三に差別のない共生社会の実現。この初心に立ち返ることが必

要であると感じております。そうしたことを念頭に今回七つの事柄について実現していき

たいと思っております。一つ目が邑南町総合戦略の実現であります。交流人口１００万人

を目指し、道の駅を中心とした一体整備や各地区の交流拠点の整備などでにぎわいを作り

出し、さらに地区別戦略を推進することにより町内がまんべんなく活気づくことが大事で

す。加え、邑南町しごとづくりセンターを設置することにより起業、就業の機会を創出し

戦略を後押ししていく。また、６次産業化などにより農業を元気にしていく。そうしたこ

とにより邑南町の総合戦略を実現していきたいと考えております。また、羽須美地域につ

いては、ＪＲ三江線廃止後を見据え、地域の良さを最大限に活かし、持続可能な地域とな

るよう検討してまいります。二つ目が日本一子育て村構想のさらなる推進であります。邑

南町の大きな柱として行ってまいりましたこの事業も、節目まで残り４年となりました。

持続可能な事業となるよう、さらに推進していきたいと考えております。また老朽化して

おります石見中学校の改築。あるいは東光保育所の改築支援や、食の学校、農の学校、木

育など、町全体をフィールドとした取り組みを推進するほか、邑南町版ネウボラも確立す

ることにより、充実した地域社会を構築してまいりたいと考えております。三つ目が矢上

高校の魅力化向上であります。矢上高校産業技術科の畜産実験実習農場を最大限に活かし、

和牛振興の拠点とするほか、国際化としてフィンランドとの姉妹校を実現すること。また

部活動を活性化させることにより矢上高校の魅力を前面に出していきたい。あ、出してい

く。そうした活動を進めることにより矢上高校に行きたい、行ってよかった、そうした子

ども達の声につながっていけるよう進めてまいりたいと考えております。四つ目が公立邑

智病院の充実であります。公立邑智病院は今年、整形外科が常勤となり診療科目が充実し

てまいりました。さらに邑智病院が医師会や各団体との連携による地域包括ケアの推進に

積極的に関与することにより、誰もが住み慣れた地域で自分らしい生活を最期まで送れる。

そうした地域社会を実現していきたいと考えております。五つ目が健康づくりであります。

健康で楽しく長生きするのは誰も願うことであります。そのためには栄養に配慮した食事
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やウォーキングなどの運動は欠かせません。現在まで行ってきた健診の推進や運動教室を

進めていくほか、食へのこだわりやノルディックウォーキングなどの運動を積極的に取り

入れることにより、健康寿命を延ばしていきたいと考えております。六つ目が文化財にみ

がきをかけることであります。世界遺産の大森銀山とともに石見銀山の一角に所在します

久喜大林銀山について。その重要な歴史的背景から国指定の文化遺産をめざして今後も一

層調査を進め、なるべく早い時期に申請手続きをしていきたいと考えております。また日

貫地区の隅屋などの町指定の文化財につきましても、改修や活用についての取り組みを進

めていきたいと考えております。七つ目が安心、安全なまちづくりであります。８月２４

日豪雨災害を始めとする度重なる災害は将来への教訓として絶えず検証し、改善していく

必要があります。また、今年４月の落石死亡事故は車社会における道路の安全対策の必要

性を示しております。こうした課題に国、県と連携し、確実に対応していくことが安心、

安全のまちづくりにつながるものであり、そうした観点から道路整備、砂防、河川改修、

通学路の整備、落石対策を的確に実施していきたいと考えております。以上、私の目標を

７つ申しあげましたが、行財政が厳しくなる中で出来る限りの調整を行い、効果が実感で

きる、そうしたまちづくりをしたいと考えております。この４期目は私にとって総決算の

４年間であります。特にフィンランドとの交流や、ゴールボールをはじめとする障害者ス

ポーツの参加などをとおして、差別のない共生社会の実現が図れる４年間にしたいと考え

ております。そのために改めて初心に返り、住民に寄り添いながらやってまいりますので

議員の皆さま方、町民の皆さま方には、今後ともなお一層のご指導をいただきますようお

願いし、私の所信の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

―― 午後 ４時１０分 開会 ―― 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

開会宣告 

●議長（辰田直久） それではこれより、本日の会議を開きます。本日の議事日程は予めお手

元に配布したとおりでございます。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

●議長（辰田直久） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。６番宮田議員、７番漆

谷議員お願いをいたします。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第２ 会期の決定 

●議長（辰田直久） 日程第２、会期の決定を議題といたします。お諮りをいたします。本臨

時会の会期は、本日１１月１１日の１日限りといたしたいと思いますが、これにご異議は

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

●議長（辰田直久） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日１１月１１日の１日限り

と決定をいたしました。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第３ 議案の上程、説明、質疑、討論、採決 

●議長（辰田直久） 日程第３、議案の上程、説明、質疑、討論、採決に入ります。 議案の上
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程に先立ちまして、議案に関係する土居教育長には退場をお願いいたします。 

（該当者退席） 

●議長（辰田直久） それでは議案第１０８号、教育委員会委員長の任命の同意についてを上

程いたします。失礼いたしました。それでは１０８号、教育委員会教育長の任命の同意に

ついてを上程いたします。提出者からの提案理由の説明を求めます。 

●石橋町長（石橋良治） はい議長、番外。 

●議長（辰田直久） はい、町長。 

●石橋町長（石橋良治） １０８号でございますが、実は本日提案いたします議案は６件ござ

います。教育委員会教育長の任命の同意について１件。教育委員会委員の任命の同意につ

いて１件。監査委員の選任の同意について１件。固定資産評価審査委員会の委員の選任の

同意について３件。合計６件でございます。よろしくお願いを申しあげます。それでは議

案１０８号教育委員会教育長の任命の同意についての提案理由をご説明申しあげます。本

議案は、今月１９日に任期満了を迎える土居達也氏を教育委員会教育長として引き続き任

命いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。任期は地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第５条の規定により、３年間となります。土居氏は昭和４９年八束郡島根

町立大芦小学校へ教諭として奉職されて以来３４年間、学校教育の推進に寄与されました。

この間、県立生涯学習推進センター次長、県立西部生涯学習推進センター所長を歴任し、

その後、口羽小学校校長、矢上小学校校長と地元邑南町の小学校長として活躍されました。

人格、識見ともに優れておられ、教育長として適任であると考えますのでよろしくお願い

いたします。 

●議長（辰田直久） 以上で、提出者からの説明は終了いたしました。これより議案第１０８

号に対する質疑に入ります。議案第１０８号に対する質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

●議長（辰田直久） ないようでございますので議案第１０８号に対する質疑を終わります。

これより討論、採決に入ります。議案第１０８号に反対討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

●議長（辰田直久） 賛成討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようでございますので、討論を打ち切り、これより採決に入ります。

議案第１０８号について原案に同意することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

●議長（辰田直久） はい、全員賛成。したがって、議案第１０８号教育委員会教育長の任命

の同意につきましては原案に同意することに決定をいたしました。ここで退席者の入場を

求めます。 

（退席者入場） 

●議長（辰田直久） ただいまの結果につきましては、原案に同意することに決定いたしまし

たのでお知らせいたします。続きまして、議案第１０９号教育委員会委員の任命の同意に

ついてを上程いたします。提出者からの提案理由の説明を求めます。 

●石橋町長（石橋良治） 議長、番外。 

●議長（辰田直久） 石橋町長。 
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●石橋町長（石橋良治）  次に、議案第１０９号教育委員会委員の任命の同意についての提案

理由をご説明申しあげます。本議案は、今月１９日に任期満了を迎える高倉紀子氏を教育

委員会委員として引き続き任命いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。任期

は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第５条の規定により４年間となります。高倉

氏は昭和５３年、高原小学校へ教諭として奉職されて以来、平成１７年、石見東小学校を

最後に退職されるまで、２８年間学校教育の推進に寄与されてきた方でございます。この

間、邑南町内をはじめ郡内の小学校で児童の学力向上、健全育成に教諭として活躍されま

した。人格、識見ともに優れておられ、教育委員として適任であると考えますのでよろし

くお願いいたします。  

●議長（辰田直久） 以上で、提出者の説明は終了いたしました。これより議案第１０９号に

対する質疑に入ります。議案だい１０９号に対する質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

●議長（辰田直久） ないようでございますので議案第１０９号に対する質疑を終わります。

これより討論、採決に入ります。議案第１０９号に反対討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

●議長（辰田直久） 賛成討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようでございますので、討論を打ち切り、これより採決に入ります。

議案第１０９号について原案に同意することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

●議長（辰田直久） はい、全員賛成。したがって、議案第１０９号教育委員会委員の任命の

同意につきましては、原案に同意することに決定をいたしました。続きまして議案第１１

０号、監査委員の選任の同意についてを上程いたします。提出者からの提案理由の説明を

求めます。 

●石橋町長（石橋良治） 議長、番外。 

●議長（辰田直久） 町長。 

●石橋町長（石橋良治）  次に、議案第１１０号、監査委員の選任の同意についての提案理由

をご説明申しあげます。本議案は、今月１８日に任期満了を迎える實田讓監査委員の後任

として森脇義博氏を選任いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。森脇氏は、

昭和４３年７月に島根県に奉職され、平成２１年３月定年退職されるまで４０年９か月間、

島根県職員として勤められました。退職後は、島根女性センター事務局長として。また邑

南町におきましては行財政改善審議会委員、男女共同参画計画策定委員会委員の他、矢上

公民館の館長としてご尽力いただいております。この度の監査委員の選任にあたっては、

森脇氏が島根県職員時代に島根県出納局審査課長の経歴があり、豊富な知識や経験など経

理に精通されていることが的確な監査を行っていただけるものと確信をしております。ま

た、人格、識見ともに優れておられ、監査委員として適任であると考えますのでよろしく

お願いをいたします。 

●議長（辰田直久） 以上で、提出者からの説明は終了いたしました。これより議案第１１０

号に対する質疑に入ります。議案第１１０号に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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●議長（辰田直久） ないようでございますので議案第１１０号に対する質疑を終わります。

これより討論、採決に入ります。議案第１１０号に反対討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

●議長（辰田直久） 賛成討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようでございますので、討論を打ち切り、これより採決に入ります。

議案第１１０号について原案に同意することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

●議長（辰田直久） はい、全員賛成。したがって、議案第１１０号監査委員の選任の同意に

つきましては、原案に同意することに決定をいたしました。続きまして、議案第１１１号

固定資産評価審査委員会委員の選任の同意についてを上程いたします。提出者からの提案

理由の説明を求めます。 

●石橋町長（石橋良治） 議長、番外。 

●議長（辰田直久） 石橋町長。 

●石橋町長（石橋良治）  次に、議案第１１１号固定資産評価審査委員会委員の選任の同意に

ついての提案理由についてご説明申しあげます。本議案は、固定資産評価審査委員会委員

に光田哲也氏を選任いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。任期は地方税法

第４２３条の規定により３年間となります。光田氏は阿須那郵便局に昭和５１年から勤務

され、広島中央郵便局、三次郵便局、邑南町中野郵便局と勤務されました。この間、平成

１９年４月から阿須那郵便局長、平成２４年４月から中野郵便局長を歴任され、町内各地

域状況に精通されております。人格、識見ともに優れ、固定資産評価審査委員会委員とし

て適任であると考えますのでよろしくお願いします。 

●議長（辰田直久） 以上で、提出者からの説明は終了いたしました。これより議案第１１１

号に対する質疑に入ります。議案第１１１号に対する質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようですので、議案第１１１号に対する質疑を終わります。これよ

り討論、採決に入ります。反対討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

●議長（辰田直久） 賛成討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようでございますので、討論を打ち切り、これより採決に入ります。

議案第１１１号について原案に同意することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

●議長（辰田直久） 全員賛成。したがって、議案第１１１号固定資産評価審査委員会委員の

選任の同意につきましては、原案に同意することに決定をいたしました。続きまして、議

案第１１２号固定資産評価審査委員会委員の選任の同意についてを上程いたします。提出

者からの提案理由の説明を求めます。 

●石橋町長（石橋良治） 議長、番外。 

●議長（辰田直久） 石橋町長。 

●石橋町長（石橋良治）  次に、議案第１１２号固定資産評価審査委員会委員の選任の同意に
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ついての提案理由についてご説明申しあげます。本議案は、固定資産評価審査委員会委員

として引き続き、佐藤勝氏を選任いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。任

期は地方税法第４２３条の規定により３年間となります。佐藤氏は旧瑞穂町役場に昭和４

４年から在職され、健康福祉課長や議会事務局長などの要職を勤められました。その間、

昭和４７年から昭和５４年までは税務課において勤務実績があり固定資産の評価事務に精

通しておられます。人格、識見ともに優れ、固定資産評価審査委員会委員として適任であ

ると考えますのでよろしくお願いします。 

●議長（辰田直久） 以上で、提出者からの説明は終了いたしました。これより議案第１１２

号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようでございますので、議案第１１２号に対する質疑を終わります。

これより討論、採決に入ります。議案第１１２号に対する反対討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

●議長（辰田直久） 賛成討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようでございますので、討論を打ち切り、これより採決に入ります。

議案第１１２号について原案に同意することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

●議長（辰田直久） はい、全員賛成。したがって、議案第１１２号固定資産評価審査委員会委

員の選任の同意につきましては、原案に同意することに決定をいたしました。続きまして、

議案第１１３号固定資産評価審査委員会委員の選任の同意についてを上程いたします。提

出者からの提案理由の説明を求めます。 

●石橋町長（石橋良治） 議長、番外。 

●議長（辰田直久） 石橋町長。 

●石橋町長（石橋良治）  次に、議案第１１３号固定資産評価審査委員会委員の選任の同意に

ついての提案理由についてご説明申しあげます。本議案は、固定資産評価審査委員会委員

に引き続き、三宅幸徳氏を選任いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。任期

は地方税法第４２３条の規定により３年間となります。三宅氏は旧石見町役場に昭和４３

年から在職され、社会教育課長、学校教育課長や議会事務局長などの要職を勤められまし

た。その間、昭和６２年から平成５年までは財政課において勤務実績があり、そのうちの

４年間は固定資産の評価業務に携わり事務に精通しておられます。人格、識見ともに優れ、

固定資産評価審査委員会委員として適任であると考えますのでよろしくお願いします。 

●議長（辰田直久） 以上で、提出者からの説明は終了いたしました。これより議案第１１３

号に対する質疑に入ります。議案第１１３号に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

●議長（辰田直久） 無いようでございますので、議案第１１３号に対する質疑を終わります。

これより討論、採決に入ります。議案第１１３号に反対討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

●議長（辰田直久） 賛成討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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●議長（辰田直久） 無いようでございますので、討論を打ち切り、これより採決に入ります。

議案第１１３号について原案に同意することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

●議長（辰田直久） はい、全員賛成。したがって、議案第１１３号固定資産評価審査委員会

委員の選任の同意につきましては、原案に同意することに決定をいたしました。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

閉会宣告 

●議長（辰田直久） 以上で、本臨時会に付議されました案件は、すべて議了いたしましたの

で、これをもって、本臨時会を閉会といたしたいと思います。これにご異議はございませ

んか。 

              （「異議なし」の声あり） 

●議長（辰田直久） 異議なしと認めます。したがって、本臨時会を閉会することに決定いた

しました。これをもちまして、平成２８年第８回邑南町議会臨時会を閉会といたします。

そのままでお待ちください。 

―― 午後４時３０分 閉会 ―― 

 

先ほど土居教育長の方から皆さま方にご挨拶を申しあげたいとのお申し出がございまし

た。ここで少し時間をいただきたいと思いますのでよろしくお願いします。それでは土居

教育長、ご挨拶をお願いいたします。 

●土居教育長（土居達也） 議長さんよりお許しをいただけましたのでご挨拶と今後の取り組

みの向けての思いの一端を述べさしていただきます。これまでの２期８年間につきまして

は、力不足で不十分ではありましたけれども何とか職務を全うすることができました。こ

れも議会の皆さま方を始め、町民の皆さん方の温かいご支援、ご協力があったものと心よ

り感謝を申しあげます。本当にありがとうございました。先ほどは、町長さんから教育長

の選任をいただき、議員の皆さまから承認をいただきました。教育行政の果たさなければ

ならない役割の重さを再認識するとともに、教育行政の充実に向けて力いっぱい頑張って

いきたいと思いますので、これまでのご支援かれませずによろしくお願いを申しあげます。

さて、人口減少に伴い地方創生が町民あるいは議会、あるいは執行部等あげて取り組まれ

ているところです。こうした取り組みに呼応した教育行政が求められております。すなわ

ち邑南町の子どもたちが自らの意思で、この町で暮らすことを選び、そして新たな町づく

りに参画できるような、そういう子どもたちに育てていくことが教育行政の喫緊の課題だ

というふうに思っております。子どもたちにそうした力をつけていくために、これまで子

どもたちがふるさとについて、地域の人からいろんな体験を教えていただくような地域学

校に取り組み。あるいは、学校においてはふるさとのことを知る、学ぶというふるさと学

習はもちろんですけれども、地域課題への提案、あるいは地域資源をいかに発信していく

かという、そういう攻めのふるさと学習にも取り組んできました。これからもそういった

取り組みがますます必要になってくるというふうに思っております。第３段階として、中

学生、高校生が自分の生き方とふるさとをつなぐような、そういう仕事の発見や仕事づく

りができるよう支援をしていくような取り組みがこれから大事になってくるというふうに

思っております。そのためにも矢上高校、石見養護学校との連携は欠かせないというふう
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に考えております。子どもたちの人材を育成していく中軸は、やはりなんといっても学校

教育だというふうに思っております。これからの社会を生き抜いていくためには、いろん

な考えの人とも積極的に交わり、あるいは必要な情報を的確に読み取り、自分なりの考え

をつくりだしながら、なおかつ人にも説得できるような、そういう力がいよいよ求められ

てくるというふうに思っております。小学校と中学校の連携はもちろんですけれども、矢

上高校、地元との高校との連携の中で邑南町でそういった力が十分つけていけるんだとい

うよな、そういう連携。あるいは町民の皆さん方の中にそういう意識を共有していかなけ

ればならないな、というふうに思っておりますので。今後一層矢上高校と連携をしていき

たいという考えでおります。こうした取り組みの他、もちろん子どもたちがずっと住みた

い、あるいは帰ってきてここに住みたいというふうになるためには、なんといっても地域

の雇用づくりということが欠かせないというふうに思っております。公民館活動を中心に

して地域を早く元気な町にするための人づくりにも力を入れていきたいというふうに思っ

ております。人づくりについて焦点を当ててお話をしましたけれども、なんといっても子

どもたちが安心して通えるような、あるいはこの町で暮らせるような教育環境の整備が大

前提だというふうに思っておりますので、地域の皆さんあげて、そういった取り組みを進

めていきたいというふうに思っております。また、先ほど町長さまの所信表明にもありま

したように石見中学校の改築、あるいはフィンランドのゴールボールの招致、あるいは文

化財、久喜大林の国指定に向けても力を入れていかなければならない課題だというふうに

思っております。さまざまな課題はありますけれども、職員あるいは地域の皆さま方、あ

るいは議員の皆さま方のお力添えをいただきながら邁進していきたいというふうに思って

おりますので、今後ともお力添えいただきますようお願いしてご挨拶にかえさしていただ

きます。どうぞよろしくお願いいたします。 

●議長（辰田直久） 次に實田代表監査委員から皆さま方にご挨拶を申しあげたいとの申し出

がございました。よろしくお願いいたします。 

●實田監査委員（實田譲） 議長さんより時間のお許しをいただきましたので、お礼の言葉を

述べさしていただきたいと思います。合併以来、３期１２年間にわたりまして、皆さんが

たに本当にお世話になり、ありがとうございました。監査委員の知識が全くない私が、こ

の大事な仕事を引き受けて大丈夫なのだろうか、という想いで引き受けをさしてもらいま

した。さっそく合併前の３町村の３期の決算審査をしてほしいということで大変驚き、戸

惑いまして、決算審査をさしてもらったのをはっきり覚えております。いずれにいたしま

してもこの１２年間の長きにわたりまして監査委員をずっと勤めさしていただいたのは、

皆さんの本当におかけだというふうに感謝をしております。そして特に今日までの実際の

監査委員、事務局の皆さんにお世話になり、こうしてやってきたんだな、というふうに思

いでいっぱいでございます。私も町長さんを始め、役場の皆さんそして議員の皆さん、付

き合いをさして、仕事をとおして付き合いをさしていただいて大変誇りに思っております。

そして私の本当によい人生であったな、という思い出ができました。この場をかりまして

厚くお礼申し上げます。新しく監査委員も決まりまして、新しい監査委員のもとで監査業

務が進められることになります。最後になりましたが、益々の邑南町の発展と皆さま方の

ご健勝祈念をいたしまして挨拶とさせていただきます。本当に長い間お世話になりました。 

●議長（辰田直久） なお、實田代表監査委員が退任される日は１１月１９日でございますが、
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臨時会が開催されるということでこの場でのご退任のご挨拶となりました。實田監査員に、

代表監査委員におかれましては、どうぞ今後とも健康には十分ご留意をいただきまして引

き続きご指導賜りますようよろしくお願いを申しあげます。長い間大変ご苦労さまでした。

それではこれにて完全に散会をしたいと思います。 

 

 

 

 

会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためここに署名する。 

 

 

議  長 

 

 

 

署名議員 

 

 

 

署名議員 

 

 

 

 


