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東九州自動車道を背景にした秋のコスモス群（菱田在郷）
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ｐａｙどんを活用しキャッシュレ
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1

スでのプレミアム商品券を発行。
˥яǽ

˥яǽ

ခ़ॲࣔවဥ౷₉
野方地区に住宅８戸分の
用地取得との説明であったが、
宅地での販売予定か

ᴳᴭᴭ

宅地分譲を予定している
が、貸付も選択肢の一つとして
検討している。

˥яǽ

丸太を半分に切って外観
をログハウス風にするとの説明
であったが予算はあるのか

木材価格の高騰と、電気工
事については、管理棟からトイ
レ棟までの幹線工事と、２号棟
から４号棟までの配線工事であ
る。

ℽ⅘⅛ઐࡔↄ⁌⇅↭ા↦⇅Ↄ
⇀‡࠺୭ࢥম
建設工事分が１千８００
万円、電気工事分が１千２００
万円との説明であったが、昨年
より大幅に高い予算となった理
由と、電気工事は何棟分か

ᴰᴭᴭᴭ

木材価格を抑制できれば、
今回の２号棟から可能であると
考えており、先の１号棟につい
ては執行残の活用を含めて検討
したい。（ ページにバンガロー
写真掲載）

'
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一般会計補正予算（第３号）
主な補正予算
企画調整課
౷֖ࠐफڰႁٝ໘⅛⅍Ⅾ⅛ક
ܳۓచॐ
˥яǽ

˥яǽ

∹ఱॄ
! ౷֖؊׳࠴อ࣐ম
ު₉
全町民へ額面 万円の商品券を
発行。
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購入費 千円で、額面 万円
の商品券の販売。
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議案審 議
９月定例会
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全住民に発行される地域応援商品券

農林振興課

࣭გݱෝႁૺވٛచયݱ
ࣔව൝༞੩߄
全国和牛能力共進会に向
けて、ＰＲ、宣伝に取り組むた
めの予算は含まれているか

˥яǽ

保健福祉課

૧߿↊⇀↠ⅿⅾ↾←ۜஅછచॐ
মު‵ࢯఘऔտుၳ‶
ワクチンの誤接種があっ
た場合の予算との説明であった
が、積算内容と再発防止への取
り組みは

ᴰᴲᴭ
畜産振興協議会等への補
助金のなかに、協力金という形
で予算が含まれており、和牛部
会等の協力を得て進めている。

条例関係

‵ఱॄא෯ા༢౷⅛୭౾ݞⅠ
ۯၑ⅘۾ⅇⅵૄ႕⅛ଷ⅘⅑ℵ
⅓₉
‶₉₉₉₉₉₉₉ ₉ࡔմࠨخ
城内共有墓地の災害対策とし
て、新たに町有地への移転をお
願いし、墓地の設置と管理につ
いて、条例を制定するものであ
る。

町営馬場墓地の権利者は、
城内共有墓地に埋葬され墓石が
あった方だけに限られるか

今回の町営馬場墓地の設
置については、災害対策で急い
で対応する必要があったことか
ら、埋葬されていた方だけの使
用権となっている。新たな使用
希望等については、状況を踏ま
えて、今後検討していきたい。

おおさき議会だより No161

)

城内共有墓地の代替墓地
となるため、埋葬されている方
の墓地である。

使用権者は、墓所が不要
となったときは、遅滞なく返還
する義務の規定があるが、今後、
墓じまいをして返還された区画
に、新たに使用を希望する方が
使えるように、使用許可や使用
料についても規定するべきでは
ないか

町営馬場墓地

˥яǽ

４６８人分の抗体検査料
であり、接種体制を整えて誤接
種が無いよう最善の注意を払っ
ていく。

秋季畜産品評会

ᴮᴵᴭ

コロナワクチン集団接種会場（中央公民館）

９月８日～９月 22 日

ۯݷၑտ֥ٛտ֥₊൳༞ਰ֥ࠨⅫⅵ

北村

中村

坂元

歳）

歳）

歳）

歳）

氏（

氏（

氏（

（写真は委員のみ掲載）

൳༞ਰ֥
氏 名
住 所

氏 名
住 所

氏 名
住 所

氏 名
住 所

勇

73

氏（ 歳）

氏（ 歳）

氏（ 歳）

氏（ 歳）

悦朗

誠弘

幸一
大崎町野方

服部

大崎町持留

二見

大崎町中沖

久德

大崎町永吉

中倉

大崎町選挙管理委員会委員及び同補充員に、次の方々が新しく選任されました。
任期は令和３年 月 日から令和７年 月 日までの４年間です。
ۯݷၑտ֥ٛտ֥
氏 名
大崎町仮宿

厚義

住 所

氏 名

大崎町横瀬

文一

住 所

氏 名

大崎町菱田

千津子
住 所

（再任）

（新任）

10

氏（

東口

猛

氏 名

大崎町仮宿

（新任）
70

29

住 所

74

（再任）

68

67

66

74

28

72

10

（再任）
（再任）
（再任）

（新任）

૽!ম!մ!
3132 ා˕႕ٛ

議案審 議
９月定例会

選挙管理委員会

委員の役割

選挙管理委員会委

員 は、 委 員 数 ４ 人、

任 期 は ４ 年 で あ り、

選挙権を持っている

人 で、 人 格 が 高 潔、

政治および選挙に公

正な識見を持つ人の

うちから、議会の議

員による選挙で選ば

れます。

選挙が公明かつ適

正 に 行 わ れ る よ う、

あらゆる機会を通し

て 選 挙 人（ 有 権 者 ）

の政治常識の向上に

努めることや、投票

の方法、選挙違反な

ど選挙について必要

と認める事項を選挙

人への周知をはかる

ことなどの職務を行

います。

*
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認 専決処分の承認を求めることについて

第 ６ 号 ( 損害賠償の額を定めることについて )
承

認 専決処分の承認を求めることについて

第 ７ 号 ( 大崎町手数料条例の一部を改正する条例の制定について）
議

案

第 36 号
議

案

第 37 号
議

案

第 38 号
議

案

第 39 号
議

案

第 40 号
議

案

第 41 号
発

９月８日

承 認

９月８日

承 認

令和３年度大崎町一般会計補正予算（第３号）

９月 22 日

令和３年度大崎町水道事業会計補正予算 ( 第１号）

９月 22 日

令和３年度大崎町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）

９月 22 日

大崎町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について

９月８日

大崎町町長等の給与の特例に関する条例の制定について

９月８日

大崎町営馬場墓地の設置及び管理に関する条例の制定について

９月 22 日

委 コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求め

第 ２ 号 る意見書（案）の提出について

原 案
可 決
原 案
可 決
原 案
可 決
原 案
可 決
原 案
可 決
原 案
可 決
原 案
可 決

ࠨॳૣऔඅ༆տ֥හ
ల․ पවपࠨॳ
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９月 22 日

認定第１号 一般会計
認定第２号 国民健康保険事業
特別会計
認定第３号 後期高齢者医療
特別会計
認定第４号 介護保険事業
特別会計
認定第５号 水道事業会計
認定第６号 公共下水道事業
特別会計

おおさき議会だより No161

令和２年度一般会計歳入歳出決算審
査特別委員が選任されました。
月定例会までの閉会中の特定審査
案件として、収入の確保・適正な支出、
事業の効果等について審査を行います。

委 員 長
副委員長
委
員
児玉孝德
吉原信雄
小野光夫・上原正一
中山美幸・中倉広文
宮本昭一・諸木悦朗
稲留光晴・平田慎一
,

݈ࠨ ૣ݈ࠫض

昭一

議員

┖Ⓣ

ĎຘᎺίጓᓎهᤛฤΨΓ̳Η
ᳺᇐᔌΨΓ̳Η
ѣԒҨᔌΨΓ̳Η

稲留

光晴

議員

┖Ⓨ

ࣻѣԒҨмзԍѵౝΞԙљҏԤ൙ᒖΨΓ̳Η
ᑨᑏҼѵίᧀḶᮅᤏΨΓ̳Η
ጅኺίᩤ࣋ΨΓ̳Η

平田

慎一

議員

┖ⓐ

෪ކലΨΓ̳Η
ãພጓίҡѲ҈ԍߑކπ͌ڃᶅίߗЃᖷϣበႠΨ
Γ̳Η
ѣԒҨᑦίᔌΨΓ̳Η

中山

美幸

議員

町長などの執行機関に対し、業
務の執行状況や将来の方針など
について議員個人として問いた
だすことです。

４４議員が登壇

宮本

ᅘకⓇ⑻ک

՟ãᝏããࡤ

一般質問とは

┖ Ąă

ਘ༆ᗇᷤΨΓ̳Η
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ܢ࿒⅚ಿၛ༞ນྶⅺ࿚ℵ

協議会が設立されるなど
本町を取り巻く環境は新
たな展開に入った。これ
までの施策を更に発展さ
せていくためには、町政
を継続する必要があると
思い立候補を決
意した。

ଽࠑ⅚ຈါⅺএℴࠨփ

町長は８月 日付南
日本新聞の取材に対し、
任期満了に伴う 月５日
投開票の町長選挙に、６
期目を目指した決意は
これまでの自身
の評価は
歴代の中で
一番長く町政の
かじ取りに携
わってこられた
が、これまでを
総括し自身の評
価についてどの
ように思ってい
るのか

誠実に取り組んできた
町長 市町村合併で
単独の道を選び、町を挙
げて行財政改革に取り組
んだが、財政難から各種
住民サービスが思うよう
に実施できず、厳しい自
治体運営を強いられる時
期もあった。結果を出す
ことができなかったもの
もあったが、ふるさと納
税による地域経済への波

及、農業生産性向上のた 打ち合わせをしている
めの基盤整備の推進、陸
総務課長 本年５月
上競技の聖地づくりなど、 日に業務委託契約を締
一定の評価をいただけた 結して紙面内容や地図へ
のではないかと思ってい の掲載内容等について、
る。いずれの課題に対し 協議・打合わせをしてい
ても、「おおさきに住ん る。
でみたい、おおさきに住
んで良かったと言われる 配布の予定はいつか
町にしたい」、ただその
もう少し早く作成す
一心から、一つひとつの べきではなかったかと思
課題に対し、誠実に取り うが、いつまで作成して、
組んできた。
いつ配布の予定か

防災マップの作成はどう
なっているか
町長は本年度施政方
針の中で、津波浸水区域
や土砂災害区域、防災に
関する情報等を掲載した
総合的な防災マップを作
成し、住民の安全・安心
を守る取り組みを進める
とあるが、作成について
はどうなっているか

ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅
（写真提供：大崎町陸上競技の聖地創り実行委員会）

ུݠȁ֚!݈֥
町政を継続させる必要が
あると思い決意
町長 新型コロナウ
イルスへの対応、感染拡
大により影響が出ている
事業者の経営持続化を始
めとする地域経済の回復
と、大崎町ＳＤＧｓ推進

３月の配布を予定
総務課長 令和４年
２月の完成で、３月の配
布を予定している。

13

※他質問 コロナ対策に
ついて
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1

13

12

13.97

9.27
20〜29

30.07

16.35
30〜39

37.22

21.48
40〜49

49.8

35.08
50〜59

59.6

44.71
60〜69

82.98

77.78
70〜

90.93

90.41

月末までに希望者全員
の接種が終わるか
鹿児島県は 月末ま
でに接種対象県民の約８
割のワクチン量を確保し
ており、 月末まで、希
望者全員の接種完了を目
指しているが、本町も完
了するのか

78

13

22

銀行・買い物

5

8.8

役場・銀行

2

3.5

８月からの３か月間、路
線変更し、運行
町長 現在の状況は、
火曜日・金曜日の週２回、
町内 か所にバス停を設
置、午前・午後合計６
コースに分け運行してい
る。

80

＊他 質 問 小・ 中 学 校
トイレに生理用品の
常備を

2
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きない。

登校できない児童・生徒へ
のＩＣＴ活用学習指導は
児童・生徒たちのタ
ブレット端末は家に持ち
帰れないが、夏休みなど
ＩＣＴ活用の学習指導は
できないか

シミュレーションや試験
実施計画を進めている
教育長 ネット環境
の整備や家庭でのタブ
レット端末学習活動につ
いて、シミュレーション
や試験実施計画を進めて
いる。

福祉バス運行状況は
福祉バス試験運行が
始まり、高齢者の方から
「大変ありがたい」との
声を聴いているが運行状
況はどうなっているか

60

福祉バス運行状況
（８月から３か月間試験）

⇀ↅ↗⇄ࢋ୪ਅ⅚ࢯఘऔࠫ⅛ض

２回目接種は
対象者６名の２回目
接種は終わったのか
12〜19

年齢別（歳）

完了するとは約束できな
い
町長 現段階では、
ワクチン供給量が確定し
ないため、完了は約束で

46

買い物

利用率
（％）

利用人数
（延べ人数）

目的別

２回目（％）

11

1回目（％）

11

年齢別ワクチン接種率（９月 10 日現在）

11

ྴℹح୪ਅచય৪⅔ږ
֞ၣȁୀ!݈֥

５名は本町の集団接種で
保健福祉課長 ６名
のうち４名は８月 日、
ワクチン誤接種が７ １名は９月 日に終わり
月 日午前中分でわかっ 残り１名は体調不良のた
たが、抗体検査後の結果 め終わっていない。
はどうだったか
ワクチン接種率は
６名が確定
本町のワクチン接種
町長 ２３４名の方 率はどうか
に１回目の抗体検査協力
をもらい、その結果からさ
町長
らに 名に対象者を絞り、 県の大規模接種会場に
２回目の抗体検査の協力 おいて１４８名、職域接
を頂いた。その抗体値の 種では 名が接種してい
比較から６名が追加接種 る。
対象者として確定した。
11

25

⅚़ا༗ࢌ₊ڰဥⅺাⅈ
₉₉ ๑₊؍ଳࡣ
࡛ેⅺڰℸⅆࠁ⅓݈ފ

デジタル化の方向は
確保、質の高い行政サー
本町のデジタル化が ビスを提供し、女性職員
実現すると町民にどのよ の採用拡大・管理的地位
うなメリットをもたらす への登用を考える。
のか
コロナ禍の医療機関体制
ＤＸ推進計画を策定する の現況と課題は
一体活用を考える
町長 マイナンバー
現状のクラスターを
教 育長 文化 財は、 カードの普及促進・高齢 含むコロナ感染者の中に
学 術的見 解をもとに再 検 者 等 の デ ジ タ ル 格 差 是 は、多数の自宅療養者が
証し、大隅半島の古墳が一 正・個人情報保護の環境 含まれ家族間感染も問題
体となる活用策を考える。 整備が課題で、デジタル になっているが認識と対
化の方向性を定めるＤＸ 応はどうか
推進計画を策定する。
観光資源になると認識
医療体制は逼迫した状況
町長 横 瀬 古 墳は、
現 在の状況を十分 生かす 本町の働き方改革の方向 である
形で観光に即して協議する。 性を示せ
町長 大隅地区で受
時間外労働上限規制、 入可能な入院宿泊療養施
年次有給休暇取得義務化、 設は約 床。９月５日現
雇用形態に関わらない公 在、 名が入院・入所中
正な待遇の確保、女性職 で、医療体制が逼迫した
状況である。家族感染が
員の現況も含め示せ
疑われる場合は、感染が
広がらないよう保健所が
指導に入っている。

文化行政事業で観光
振興・産業振興も含め、
どのように推進するのか

正職と非正規職の間の不
合理な待遇の差をなくす
町長 働きやすい環
境を整備しながら人材を

コロナ禍の学校教育の現
状認識と今後の対応は
クラスター発生対策
で授業短縮や分散授業等
の考えはあるのか

分散授業も考えていく
教育長 文科省の指
示もあり、授業短縮や分
散授業等も考えていく。

フードバンクの取組・活
用を考えるべき
生活困窮世帯や福祉
施設に無償で提供する
フードバンク活動を民間
と一緒に考えていくべき

状況を見守る
町長 任意団体であ
る２つの子ども食堂が
行っている活動の状況を
見守ることにとどめたい。

フードバンクとは、寄付を受け
た食料品を無償で提供する活動

おおさき議会だより No161
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横瀬古墳現況

確認された内濠・周堤・外濠
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営ができているか

目標は達成できている
教育長 法に定めら
れている目標は達成でき
ている。
昔から地域で親しまれ
給食時間は、準備か ている食材などへの理解
ら片付けの実践活動を通 を深められるよう情報を
して児童・生徒が望まし 収集し発信していく。
い食習慣と食に関する実
践力を得る良い時間帯だ 地元食材の活用を望む
と思う。さらに、学校給
脱脂粉乳給食から始
食に地場産物を活用した まり、完全給食になり当
り郷土食などの提供をし、 初の目的である栄養補給
地域の文化や伝統に対す などは達成され、自校方
る理解と関心を深めるな 式からセンター方式とな
どの高い教育効果が期待 り、地元食材の活用が少
できるのではないか。又、 なくなっており学校給食
学校給食法に示された運 会に依存しすぎる傾向が

ಎ५ȁࢨ!݈֥

ある。法では伝統的な食 町内産物利用促進を基に
文化、食料の生産、流通、 作成している
消費についても触れられ
農林振興課長 大崎
ており今後の給食の中に 町食育推進協議会で栄養
取り入れるべきではない 士もメンバーとして町内
か
農産物を学校給食の利用
促進 ％を目標に掲げて
安全に重点を置いている いる。
教育長 学校給食会
からの仕入れについては、 地元産活用は農業振興に
安全検査等がなされ、調 もつながる
理業務の簡素化につな
地元産のコメやお茶
がっている。米にはビタ など活用することは、本
ミン等を加えた強化米を 町の農業振興にもつなが
配合している。
る。
本町産の食材活用した
「郷土給食の日」など設
けることも良いのではな
いか
食育推進計画との整合性
は
県では、国の意向を
受け食農交流推進計画第
４次を作成しているが、
本町ではこの計画は作っ
ていないのか。又どのよ
うな事を計画しているか

検討する
教育長 学期ごとに
そのような日を設けるこ
とは今後検討する。

30

給食費の値下げは出来な
いか
コロナ禍の中で子育
て中の保護者は苦労して
いる。保護者の負担軽減
のため給食費の値下げを
検討すべきである

善処する
町長 現状は把握し
ているので示された金額
は明言できないが善処す
る。

学校給食（大崎小学校）

$#
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町内事務調査

委員会活動

総務厚生常任委員会

レポ ー ト

˒35
Ȫ࿐ȫ

閉会中の町内事務調査において、次の施設工事等の８件を調査した。
マルチコプターキット一式購入

マルチコプターキット一式備品は、災害
時に想定される立ち入りが困難な現場での
状況確認等に対処するため購入している。
災害時以外の活用方法については、行方不
明者の捜索やＰＲ撮影などとして運用規定
を策定し、対応をしているとのことです。

２６万円
防犯カメラ設置業務は、カ
メラ設置の案内表示について、
小さいシールのみであったこ
とから、事件への抑止効果を高
めるため、大きな看板等を設置
するなど対策を講じるよう要
望を行った。
ＬＥＤバルーン投光器
ＬＥＤバルーン投光器
及び発電機備品購入

防犯カメラ設置業務委託

４３５万円

この機器は、夜間の消火活動や災害
時において、照明不足により、消火作
業等に支障をきたすことが多いことか
ら、購入したもので、購入費の総額は
561 万円であり、財源内訳は、石油貯
蔵施設立地対策等交付金の 480 万円と、
５６１万円 一般財源の 81 万円となっている。

くにの松原キャンプ場バンガロー建設
工事は、既存のログハウス様式になって
いないことから、今後のバンガロー建設
計画においては、キャンプ場の景観にあっ
たバンガロー建設が考えらないか要望を
行った。

くにの松原キャンプ場
バンガロー建設工事

１２８７万円
・老人福祉センターキュービクル改修工事（698 万円）
・くにの松原キャンプ場他トイレ洋式化工事（318 万円）
・老人福祉センターエアコン備品購入（34 万円）
・シルバーワークプラザのエアコン備品購入（163 万円）
$$
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町内事務調査

委員会活動

文教経済常任委員会

レポー ト

˓32
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議会閉会中の町内事務調査において、次の施設工事等の７件を調査した。
中学校ＩＣＴ教育用備品

中学校ＩＣＴ教育用備品は、新型コロナウイ
ルス感染症対策事業を活用し、タブレット端末
を全児童・生徒及び教員、電子黒板を全小中学
校分購入している。生徒がタブレット端末を、
家庭でも活用できるようにするべきではないか
との意見に対し、安全面を検証しながら、早急
１億３６４万円 に改善していきたいとのことです。

中沖小学校校舎等大規模改
造工事により、図工室の校舎が
移り、以前より教室が狭くなっ
ている。刃物等で作業するとき
児童に危険が及ばない対策を
講じるよう要望を行った。

中沖小学校校舎等大規模改造工事

３億４１００万円
尾迫橋補修工事

橋の表面にサビが発生しているが、腐食
等の問題はないのかとの問いに対し、完成
当初から、腐食が進まないサビを施工する
工法により、表面上の鋼材を守っていて、
安全性に特に問題はなく、加えてメンテナ
ンス、塗装費用等が軽減できているとのこ
２１４０万円 とです。

図書除菌機備品は、新型コロナウ
イルス感染症対策として図書除菌機
１台（６冊用）を購入している。メ
ンテナンスはどうするのかとの問い
に対し、送風は電気で行っており紫
外線殺菌ランプは交換可能であると
のことです。

図書除菌機購入費

１３３万円

・２災４５４号仮屋ヶ谷松ヶ鼻線道路災害復旧工事（1702
４号仮屋ヶ谷松ヶ鼻線道路災害復旧工事（1702 万円）
・２災 66‐１号下持留地区３地区農地災害復旧工事（511
66‐１号下持留地区３地区農地災害復旧工事（511 万円）
・２災 66‐６号中持留３地区農地災害復旧工事（253
66‐６号中持留３地区農地災害復旧工事（253 万円）
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議会中継を Youtube で公開します！
大崎町議会では、インターネット映像配信サービスを利用して本会
議の生中継の配信を行います。
〜生中継及び録画映像の視聴方法〜
令和３年１２月議会から、Youtube（ユーチューブ）で配信します。
Youtube のページにて「大崎町議会」で検索すると、動画が表示され
ますので選択してご覧ください。
インターネットによるライブ中継以外にも、役場ロビーに設置のテ
レビでも視聴することができます。
「大崎町議会」で検索！
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【議会中継における注意事項】
・Youtube に現れる企業広告は、当町議
会とは一切関係ありませんので、ご注
意ください。
・配信している映像は、当町議会の公式
記録ではありません。公式な記録は、
当町のホームページで閲覧できます。
・配信している著作権は、当町議会に帰
属します。

ോࡇபߴఱॄبˍˌˎ˕
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・インターネット回線の状況や Youtube
社側のメンテナンス、その他視聴者側
のパソコン環境などで、映像や音声が
途切れる・停止するなど正常に視聴で
きないことがあります。
・この議会中継を視聴することにより何
らかの損害が生じた場合、本議会は一
切の責任を負いません。

$)
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『住民と議会と語る会』は
中止することになりました
大崎町議会では、大崎町議会基本条例に基づき、毎年『住民と議会
と語る会』を開催しているところですが、令和３年度は、新型コロナ
ウイルス感染症の状況を踏まえ、中止することになりましたのでお知
らせいたします。
来年度の開催については、新型コロナウイルス
感染症の状況を注視しながら検討いたしますので、
町民の皆様のご理解を賜りますようよろしくお願い
申しあげます。
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議会を傍聴
し て みませんか!!
手続きは簡単です｡ 本会議の
当日、傍聴人受付票に住所 ･ 氏
名などを記入していただくだけ
です｡
なお、本会議は本庁舎３階の
本会議場において午前 10 時か
ら行われます。一般質問のある
日程のときは、事前に防災無線
でもお知らせしています｡ どう
ぞお気軽にお越しください｡ 次
回の定例会は 12 月です｡

$*
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鹿児島全共まで

あと 323 日

（令和３年 11 月 15 日現在）

開催令和４年10月６日（木）〜10月10日（祝・月）
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議会からのお知らせ
大崎町議会では、各定例会に
おける会議録を役場ロビー、議
会図書室、町立図書館で公開し
ております。
大崎町ホームぺージでは、町
議会について、各定例会におけ
る会議録、議決結果、一般質問
通告書、議会構成等を公開して
おりますので、ぜひご覧くださ
い。

2022

市町村議会広報研修会
月 日、県町村議会議長会
主催による市町村議会広報研修
会が、鹿児島市で開催され、議
会だよりの編集を担当している
常任委員が参加した。
今回の研修では議会広報誌ク
リニックの視点と題して、グラ
フィックデザイナー長岡光弘氏
の講演と広報クリニックが行わ
れた。
講演では、
「 議会の傍聴に来
られない方が傍聴者と同じよう
に 理 解 で き る よ う、 分 か り や
すい文章表現にすべきである。
」
との説明や、住民に情報の流れ
を分かりやすく伝えるために概
要を伝える文章を紙面に加える
べきとの指摘もあった。これま
で以上に、読みやすく親しまれ
る議会だよりを作成していきた
い。

役場 1 階ロビーに公開中の「議会会議録」

議会広報研修会

菱田在郷自治公民館周辺の田んぼに咲いた色
鮮やかなコスモスの花（菱田地域保全協議会）
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今月の表紙
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町民の広場

⑳㯊ᗐ㮠

に終わる」これは創立 とつでも勝ちあがれる 火曜 中沖小
₉
༎ ₉
ਬ ₉
ࢃ ܱ
当初から数々の先輩方、 ように日々稽古に励ん 木曜 大崎小
金曜 大丸小
武道をする者にとって でいます。
広報公聴委員会の役割は、
部員は町内の４つの 土曜 大崎小（大丸小）
当たり前のことです。
議会の活動状況を広く住民に
稽古のときは、マス 小学校から集まるほか、 部員を常時募集して
情報提供する「広報機能」と
住民の声をくみ取り、住民と
クやフェイスシールド 幼児から一般まで一緒 いますので、興味のあ
議会の意思疎通をはかる「公
の感染対策をした上で に剣を交えます。
る方はぜひ見学に来て
聴機能」です。
防具を装着します。
ください。
町民の皆さんと共にある議
最初は子どもたちも
なお稽古は午後５時
会広報として、新たな取り組
慣れない様子でしたが、
分から７時までです。 みにもチャレンジしてまいり
私は子どもたちを指 今はその中で一生懸命
ます。
導するにあたり、「礼 稽古に打ち込んでいま
町議会や町政に対するご意
きたん
見を忌憚なくお聞かせくださ
節」を重んじています。 す。子どもたちの吸収
い、また、議会中継もイン
作法や挨拶、返事な 力にはいつも驚かされ
ターネット「ユーチューブ」
ど基本的な礼儀や、仲 るばかりで、私たちも
で映像配信されますので是非
間を思いやる気持ち、 稽古中は常に本気で子
ご視聴下さい。
上 級 生 の 下 級 生 へ の どもたちにぶつかり、
（平田慎一）
フォロー、常に相手の 話すことを意識してい
݈ٛࢩ༭ࢩಶુහտ֥ٛ
ことを考え敬意を持っ ます。
委員長 平田 慎一
稽古は厳しいだけで
て接する心が大切だと
副委員長 上原 正一
なく、楽しみながら、
考えています。
委 員 小野 光夫
大崎武道館は今年で メリハリをつけ稽古を
委 員 宮本 昭一
創立 周年を迎えます 行っており、今年は久
委 員 諸木 悦朗
が（今年 周年記念大 しぶりに道場の日本一
委 員 富重 幸博
会の開催を検討中）、 を決める全国大会の切
発行責任者
剣道は「礼に始まり礼 符を勝ち取り本戦でひ
大崎町議会議長 神﨑 文男
55
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幅広い年代で稽古をしています。
いつでも見学にきてください！
（大丸小体育館）

