３月議会一般質問

﹁給食センターについて﹂
串本町の給食センターは︑三月
十二日に入札が行われ今︑ス
タートが切られました︒
只︑詰めの甘いところが多く見
られるのではの思いから次の項
目を一般質問しました︒
給食実施予定時期とそれま
でに行う項目工程は？
工事完了十一月末︑十二月
準備期間︑来年一月スタートの
回答を得ましたが︑詰めるべき
課題も多くありました︒
生徒数の減少とこの給食セ
ンターの規模は？
一千三百食規模の給食セン
ターでありますが︑五年後に
は︑一千百食程度で良いと判
明︒今後は機械メンテの期間の
考慮と︑現在対象外の幼稚園児
等への給食も考えていく︒
運営の方法は？︵委託か直
営か︶
委託の方針︵公平かつ串本
町にとって有効な発注方法を要
望︶
食材の確保方法は？︵地産

３月議会一般質問事項

吉野熊野国立公園の規制緩和に
ついて
︻問︼担当課長がかわったり︑
新年度の際に出来るだけ取り上
げています︒自分の土地であっ
ても１００％ 活用出来ない︒緩
和される事により防災で高台へ
の声もある中で十分に活用出
来︑串本町の経済発展に結びつ
くと思います︒議員有志で和歌
山県選出の国会議員の方々に陳
情した際規制緩和に前向きな言
葉を頂きましたが︑気になって

串本町の行事やイベントについ
て
︻問︼今年度は︑今までの行事
やイベントの他に︑新たに日
本 ・ ト ル コ 友 好 １ ２５ 周 年 記 念
事業︑わかやま国体と既に決
まっていますが出来るだけ重な
らないようにしてもらいたい︒
︵町長︶先日の課長会議の中で
もその件で協議しました︒まず
年度初めに行事︑イベントを各
課から挙げ︑行事︑イベントが
重なるようなことは極力避けて
いきたい︒
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いる所です︒その後︑規制緩和
について動きがありましたか︒
︻産業課長︼環境省によります
と色々な手続の後︑官報の告
示 ︒ こ れ は 今 年 の８ 月 か ら 施 行
される予定︒
日・ト映画制作について
︻問︼１ 月２１ 日樫野︑２３ 日
荒船の撮影現場の地元の方の炊
き出しボランティアの協力を
得︑これは串本町にとっても大
きな町おこしの材料の一つに
なったと思います︒ところで︑
映画にかかわった宿泊費等の経
済効果は︒又︑町長は平成にっ
ぽんの首長として月刊ガバナン
スで自治の自画像として紹介さ
れ︑今や町長は全国区となって
おりますのでトップセールスを
お願いしたい︒
︻町長︼経済効果については
一 ヶ 月 半 か ら の 間 で ４ ︐５ ０ ０
万 〜 ４ ︐６ ０ ０ 万 位 だ と 聞 い て
おります︒
トップセールスについては︑こ
れこそ本当に大きな起爆剤の一
つとして今後とも頑張っていき
たいと思っています︒
６月議会一般質問
課の設置について
︻問︼我が町も認定こども園が
計画されていますが︑保育園︑
幼稚園それぞれ所管する担当課
が違う訳です︒これらを一つに
する訳ですから合併後︑組織を

地消か食材調達委託か︶
一部地元食材も取り入れた
いが︑全てが無理と思われるの
で︑食材調達も委託の方向でい
きたい︒ 計( 画当初から地産地消
の検討も行われず︑地産地消の
発言は︑町民に誤解を招くおそ
れがあると︑指摘︶
地元食材を活かしたおいし
い給食への取組みは？︵他の自
治体等の取組みを二〜三紹介︶
地元食材を活かし︑おいし
い給食︑子どもが給食を待ちど
うしいと思うような給食づくり
に積極的に取り組みたい︒ 教( 育
長 )
五億円事業規模で︑スター
トした給食センター事業が︑現
在︑八億円事業になっている原
因は何か？
事業スタートした時 五( 年ほ
ど前 よ) り物価が上昇︑一千食規
模を一千三百食規模に変更した
事︑食への安全基準が変わった
事︑消費税が上がった事 等々
です︒︵事業案として漏れてい
た事項もあるのではと指摘︶
給食センターが完成して
も︑学校側の荷卸し場所︑配膳
場所等の確保︑配達車の手配
等︑準備は整っているのか？
配達車については︑配達車
の持っているところに委託予
定︑学校改良については︑今後
検討して六月議会に予算を上程
するつもりです︒︵この事柄が
事業案として詰めの甘い部分で
ある︒こんな事では給食セン

縮小し続けてきた串本町です
が︑少子化問題・子育て問題・
幼児教育と子どもに関すること
が多くあるので︑子ども課のよ
うな設置は︒
︻町長︼将来の子どもたちのこ
とを考えた時に私は必要である
といった考え方を持っておりま
すので︑十分検討をし︑来年方
向を出していきたい︒
通級指導教室について
︻問︼現在の町の現状と取組
み︑又現在設置されていない中
学校の設置について︒
︻教育長︼現在定員一杯で︑も
う一学級を要求しております︒
又︑中学校ですが︑せっかく小
学校で指導を受け自立してきた
のに︑中学校にないと言う事で
県の方に要望しております︒そ
んな中で町が支援員を多く置い
てもらっています︒
映画﹁海難１８９０﹂
︻問︼この映画を経済とか教育
に結びついていくには︒
︻町長︼荒船海岸に組み立てら
れたセットを東映の方から町が
払いうけ︑映画が上映される
頃︑同時にセットを組み立てて
多くの方々に見てもらいたいと
考えています︒組み立てにお金
が か か り ま す の で ︑９ 月 議 会 に
予算の計上させて頂きたいと
思っております︒

ターがスタートするまでいくら
の事業費になるかわからないと
指摘︶総括給食センター完成ま
でもう少しです︒町民の希望と
思いと要望と公平な運営が出来
る給食センターなる様︑みんな
で頑張りましょう︒
６月議会一般質問事項
﹁福祉政策について﹂
①高齢者の見守り活動について
高齢者の人数等現状を把握
しながら︑鍵の場所︑非常用連
絡先のシステム化が出来ない
か？
現在串本町では六十五歳以
上の人数は︑七千二百五十三名
連絡希望先も福祉課のほうで
は︑登録制で行っているが︑細
部システム化は︑色々な問題を
クリアしなければならないが︑
取組んでいきたい︒
②子どもの見守り活動について
子どもの安全を確保しつ
つ︑開かれた学校への取組みは
どうしているのか？
平成二十年度から共育コ
ミュニティに取組んでいるが︑
今後は︑学校が地域に助けられ
るのではなく︑学校が積極的に
地域を開いていく方向を目指し
たい︒
③身障者の働く場への支援につ
いて
身障者の障害の程度に合せ
て︑社会の一員としての意識の
向上あるいはリハビリの為に

︻教育次長︼﹁時空を越えたき
ずな﹂という冊子をつくって
小・中学校の児童・生徒に配っ
ております︒
︻教育長︼この映画を見ること
によって子ども達の道徳の勉強
になると思うので︑できれば文
化センターで一つの所で生徒達
が見る機会があればと思い︑こ
れから町長にも話をすすめてい
きたい︒
︻問︼より多くの皆さんに史実
を知ってもらうのに町内の医療
機関の待合所とか社協等に置く
というのは︒
︻教育長︼事実を知ってもらう
という事で置く場所があれば何
冊か増刷しておりますのでそこ
へ置いていければと思います︒

も︑働く場づくりが必要では？
大変大きな難しい問題では
あるが︑今後考えていかなくて
はならない問題である︒
﹁当局の町民への説明方法の研
究﹂
健康診断なぜ必要か？ 国
民健康保険の串本町の状況︑な
ぜ値上げに至ったか？ ジェネ
リック薬品をなぜ推奨している
か？等を例に掲げ町の町民への
説明不足ではないか？
国民健康保険は十四か所延
べ二百人に説明しました︒他の
項目も色々と工夫しているが︑
浸透しているかは疑問がもたれ
る︒︵広報に載せたからそれで
良いでは︑ダメキメ細かく町の
状況を町民に伝えられる様工夫
研究する事を要望︶
﹁映画 海難１８９０ の活用に
ついて﹂
素晴らしい形で出来たこの
映画を︑串本町の史実を後世に
伝えていく事と︑経済効果にど
う結びつけていくかが︑今後の
最も重要な課題であると考えら
れるが︑どの様に考えている
か？
現在までの五千二百万円程
度の経済効果がありました︒今
後は︑商工会︑観光協会︑等と
連携しながら町ぐるみで︑大き
な経済効果が得られる様努力し
たい︒史実を後世に伝えられる
様︑教育委員会中心に努力しま
す︒
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