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平成２１年度 

第１回庁議 

平成２１年４月６日 

＊臨時議会の案件（４月１５日９時、議運４月１０日） 

１、選管委員の選任 議会および選管の所管 

２、各課提出条例議案 

税条例改正、国保税条例専決、一般職の給料条例改正専決 

級別職分表（文化会館）専決 

３、補正予算案 

教育委員会：調理員賃金、運転手の時間給 

文化会館：臨時職員賃金の組み替 

産建課：海の駅の道路案内看板 

野根漁協荷捌き施設補強工事 

住民課：乾燥炉 

総務： 生活・運転資金等貸付金制度 

＊新年度執行体制 

１、 総務 定額給付金、５０周年記念式典実行委結成、 

７月避難高台設置入札 

２、 産建課 緊急雇用：受託者の募集チラシ配布、４月１３日説明会 

受託は土建業など、なければリボルト 

ふるさと雇用：農業適格者の任意団体でも可、農業法人立ち上げ 

必要 

ホームセンター整備：間伐事業の一環 農協他と交渉 

自然休養村改装準備（プロポーザル方式採用） 

① 県の許可②業者のプロポーザルを受ける 

③ 選定（業者、内容） ④事業開始 

３、 住民課：ゴミ回収業務体制、 

低額老人ホーム建設準備（プロポーザル方式） 

① 業者選定（６社以上 プロポーザル方式）来週中 

設計施工監理 

② 審査会を組織 

③ 工事



米の配給システム（保育、高校生） 

①要綱を作成すること 

②申請書③確認証④農協の米確保④配給所（商店、農協、海の駅） 

肺炎ワクチンの状況と推進（既甲浦１３７人、野根１２５人） 

４、税務：高額滞納者整理・催促 ４月中に最初の３５０万円を徴収 

５、教委：甲浦公民館、宮の西運動広場整備、町史編纂、図書整備 

緑の丘（児童養護施設）誘致探査、 

基礎学力教育研究体制の準備 

甲浦中給食 ５月連休明けに開始予定 

小・中生徒への米の配給準備 

６、議会：過去の議事録等の整理 

＊各課職員業務分担について 

各課ごとに町長が直接調整する 

＊ 海の駅の売り上げ６２０万円、運営状況 

リボルト：差配者、会計の強化、売り上げ 

看板・標示板 

＊ 違法架橋撤去命令 

ホームセンター開設の準備 
JA 安芸、マルニなど業者と交渉 予算範囲で電動かんななど道具購入 

＊ 施設管理等作業屯所の建設（本庁役場敷地内） 

＊ 公用車簡易車庫の建設 

＊ＢＧ駐車場の管理 

施設管理責任者は休日も管理責任がある。 

総務、住民、産建、教委各課管理責任者は誰か在町のこと 

特に施設貸与の場合は管理責任者が必要 

＊ 緊急連絡体制の電話の応対 

＊ 新入職員合同歓迎会（臨時職員も含む） 

議員、民間団体等にも出席呼びかけ 

＊ 守秘義務について 

裁判資料について事情を調査すること 

＊決裁 

勝手に人を雇用してはならない 

勝手に公金を支出してはならない 

＊リボルト管理委員会の開催 

＊ 守衛の業務表 

庁舎・駐車場全般の管理



＊プロポーザル方式について 

＊一般ゴミ収集業務について 

委託の中止・リボルト雇用 

＊佐賀県へ江藤新平友好提携のため派遣 

＊ 県庁との折衝事項 ①活魚施設、②自然休養村③県道整備 

＊ 土佐国との折衝事項 ①野根海岸道路にトイレ設置、②国道野根坂の歩道拡張 

＊ その他 

昇級テスト ４月１０日午後５時半 

土日祝祭日の業務遂行 

２０年度の一般会計の専決予算 ４月６日中 

２１年度一般会計の補正予算 ４月７日午前中 

平成２１年度 第２回庁議 

平成２１年４月１３日 

議題 

＊生見水道事故 

水道行政のあり方 

４月１１日土曜日朝 生見水門付近の本管が故障 

１２日日曜日午後３時修繕、断水３０分（工事１３分） 

接続部パッキンの不調 

＊業者の都合によって行政を遂行するのではない。 

＊住民の必要に合わせて行政を行う 

＊臨時議会 

補正予算案： 生ゴミ乾燥炉、野根漁協荷さばき所改修、貸付金、 

給食調理員賃金 

選管選挙：委員４人、補充員３人 

議会での選挙 

その他 ： 

５月臨時議会 一般職・特別職の期末手当条例 

＊「海の駅」の営業状況 

請負業者差し押さえられ事件 ４月９日の金曜日地裁支出差し止め６４１万円（その 

うち３７０万円） 

４月１０日 和解談合成立



＊ 県庁への要請行動 

自然休養村、活魚施設処理 

＊ 土佐国道への要請 

＊ 米の配給と貯蔵 

ＪＡ安芸との話し合い設定 

ホームセンター改装 

＊ 緊急雇用：３社に絞る。多ければくじ 

ふるさと雇用： 

＊ 看護師の業務状況：１人は包括（国の補助あり） １人は住民課障害者担当 

＊ 社協の組織 役員会定款改正を行う決議 

＊ 甲浦支所又は、室高校舎の活用 

魚住さん、宮田さんの土地交渉（２２日弁護士来町） 

＊ 生ゴミ処理とゴミの分別準備 

乾燥炉 

＊ 国道沿道のゴミの投棄処理 

＊ 給食の開始準備：４月末まで什器類、開始５月連休明け 

教育委員会と執行部との懇談会 

＊ 佐賀県派遣団 ５人以内：町長、町史編纂委員、教委職員 

＊ ５０周年記念式典実行委員会 

１２名 町、ＪＡ、漁協、婦人会などに委嘱 

４月２４日第１回会合 

＊ ちらしの配布 

一日１回（１万６千円） 

＊ 掲示板の整備 ７箇所 ６月臨時会で予算計上 

臨時庁議 

２１年４月１５日 

議題 

臨時議会総括 

１、専決処分案４件のうち、一般会計補正予算（専決分）について 

田島毅三夫議員の質疑：道路特定財源の交付金は１０００万円余り 

繰り返し同じ質問同じ回答の繰り返し 

前の回答をねじ曲げて、質問を繰り返す性癖。



２、平成２１年一般会計補正第１号 

田島毅三夫議員質問：役場周辺の環境悪化説 

ホームセンター「民業圧迫」説 

いづれもとるに足らず 

原田議員の質問：野根漁協荷さばき施設については解体・建て替えが必要 

国県の支援がないと難しい。当面は応急手当のみ 

３、選管委員の選任：結局、選管事務局の提示した人選で収まった。 

法令に基づき議会の投票で決着つくのに何故長時間調整が必要だっ 

たのか不可解 

第３回庁議 

平成２１年４月２１日 

議題 

＊ 臨時議会総括 

＊新たな臨時議会の開催４月２７日１０時 

議案：Ｈ氏「裁判で争う」家賃滞納事件について提訴の１件 

実名、金額全部資料を出す 

＊ 高知女子大生の来町 

地元接待者への謝礼が必要 

民具の分類調査をしてもらった 

＊ 定額給付金の支度 金額算定に間違いがないか 

２３日、２４日の各課協力体制 

＊ 米の配給 農協を通じて行う 

農家買い上げ６５００円 小売販売４２００円（１０ｋ） 

周知徹底 ４月中に配給 

＊ 野根老人ホーム建設 

請負の方式、施設の内容・仕様について町内業者への説明会 

① 設計はプロポーザル、施工は別に指名入札 又は、 

② 設計・施工のプロポーザル（地元業者とのジョイント） 

② の方式を追求する 

＊ 単車の購入等

速やかな執行が必要な事業について 

＊ 自前乾燥炉開発実験実施 

１９日午後２時半着火順調 薪と竹を燃料 ２昼夜予定 

生ゴミ収集地区設定と説明会開催（生ゴミ収集地域拡大計画）



＊ ふるさと雇用 

①農地耕作事業の受け入れ ②密漁パトロール 漁協との話し合い 

③間伐事業などリボルトの受け入れ態勢・失業者の雇い入れビラ 

＊ 緊急雇用の応募状況 

＊ ホームセンター設立準備（マルニの商品） 

ボクシング・リングの移転 解体して保存する 

なごみ校舎の耐震診断、校舎屋根の雨漏り防止工事 

６月議会にかける 

＊ 前選管委員長の不法架橋事件（撤去命令）→撤去するとの回答 

＊ 教育委員会と執行部との懇談会 

議題：野根中の校舎整備、中学校統合問題、児童養護施設など 

５月中旬連休明け 

＊ ５０周年記念式典 

実行委結成２７日３時、記念品（金杯）の注文 

＊ 町長室の鎧甲の始末について（岸和田市への返還） 

＊ 大口滞納者との交渉結果：物納する 

＊ 活魚施設の再開は困難な状況→４２００万円返還 

＊その他 

①チロリン村（民宿街）の細道 徳島の業者との折衝産建課 

②守衛の任務 コードレス電話 

③包括支援センター運協委員選任 

④リコール関係裁判：町は指定代理人を立てる 

旧選管委員の裁判費用は町とは無関係 

⑤「海の駅」実績状況及び連休対策 

⑥各課緊急時対応連絡員 

⑦県庁（副知事、議長）への陳情 

⑧貸付金制度の規則、審査会の設置 公募開始５月中にする 

⑨新選管委員会 ３０日１０時 

⑩白浜避難高台ボーリング３８メートルで岩盤に達した



第４回庁議 

平成２１年４月２７日 

議題 

＊ 臨時議会 

Ｈ氏にかかる家賃滞納事件の始末 

生松 １７年２月督促 

１８年度は３ヶ月おきに督促 

１９年度 

２０年度 

２１年度２月１７日意思確認の通知 

３月２３日支払い督促申し立て 

３月３０日裁判所支払い督促を発送 

４月１０日異議申し立て（「通常裁判に具体的主張をする」） 

４月２４日５３万６０００円返済 

４月２７日遅延損害金、手続き費用納入 

裁判所に本件訴えを取り下げる書類を送る。 

＊ 各課諸予算執行計画を提出せよ 

車免許取得助成事業：もう一度公募 

貸付制度 ５月中旬に公募 

配給米事業 保育園配給開始、高校生、小・中生今月中に申請書送る 

＊ 定額給付金の配布状況 ８７・８％（商品券１０００万円ほど） 

＊ 緊急雇用事業 

有害鳥獣駆除・パトロール事業 東洋道路受託 

＊ ふるさと雇用事業 

密漁パトロール事業 

農耕事業 福祉農園東洋が受託 

＊ 選管新委員長 

＊ 三津坂トンネル改替工事 

＊ 新町政２年目の総括 

① 財政健全化：２０年度決算５月 ５０００万円を２１年度に繰り越す 

借金返済（２１年度末３８億５千万円予算ベース）、積み立て金（１９年度５ 

千万円増、２０年度は厳しい） 

経常収支比率 公債比率、 

② 行政改革 入札、職員増強５７人、リボルト３２人、仕事量増大、採用・昇進の 

適正化



③ 福祉：ソフト面では相当進むが施設が弱い 

④ 教育 施設整備緒に就いた所、教育内容も低迷中 

⑤ 産業復興 海の駅販売拠点→生産の振興につながっていない。 

＊ 職員組合との交渉 

期末手当の引き下げ、人事院勧告待ち 

評価書を作成して組合に示す 

＊ 肺炎ワクチン事業の進展 

１６７人（９８万７千円支給） 

＊ 宅配事務事業の状況 

＊ 教委 中学校統合問題アンケートの準備 

本日の委員会で検討する ５月中にアンケート実施 

諸工事見積もり 雨よけ、給食一時保管場など予算の数倍の見積もり 

競争になっていないので予算内でやってもらう 

＊ 保育園・小中学校の収容・就学人数 

甲浦小７８名現状維持、野根小３８名現状維持、 

甲浦中６９名現状維持 野根中１０名（２名減） 

甲浦保育２４名（９名減） 銀杏２０名（７名減） 

＊ ５０周年記念事業の取り組み 

金杯の注文、一合枡の注文、吉本喜劇申し込み、表彰者推薦規定、餅投げを行う 

招待者・団体（商品券配布）、来賓 

＊ 旧甲浦支所町有地（賃貸分）の処分 

坪６万円、 町有地中に民間の倉庫地あり、価値下落 

＊ 大口滞納の処理 

約５００坪、老人ホーム建設地として検討する 

＊ その他 

①福祉ＮＰＯ 

②乾燥炉 

③地デジ対策 

野根中継地の山林伐採費用 
NHK と町が分担 

④インターネット 

関西ブロードバンド社と交渉中 好条件 
ADSL・DSL の組み合わせ（月額３０００円台） 

⑥ 税務実務研修 税務課長が出張 

県税事務所週１回来町 

⑦ 老人ホーム等の人件費（３年間で４０００万円交付申請）



県のふるさと雇用の事業枠に組み込んでもらう （施設維持経費および人件費） 

メールで計画書を提出した 

第５回庁議 

平成２１年５月７日 

議題 

＊ 老人ホーム建設工事の請負 

設計：指名入札、建築：指名入札（地元２社＋町外３社 要経営審査） 

県のふるさと雇用を利用する。施設管理費＋人件費 

福祉法人の立ち上げ 

＊ ふるさと、緊急雇用者への賃金支払い 

金が出るまでは町が構える 

農耕団体の法人化 

漁協へ密漁パトロール事業 

＊ 旅行村キャンプのあり方 

県条例８００円（町は６００円） 

駐車場を相当分長期占領は他の客を圧迫しているので検討する 

＊ 生ゴミ回収地域の拡大 

直ちに説明会を開くこと 

＊ インターネット網の整備 

野根 DSL を無料で整備、個人負担現行の甲浦並→将来 ADSL に拡充可 

大口滞納対策 

物納はむずかしい。土地の事業目的がはっきりしない状況。なお検討する 

＊ 学校統合アンケート開始 

対象：中学生以上 総務が５月中に遂行 

＊ 定額給付金の総括 

９２．７％支給 商品券交換１１７４万円 

＊ 「海の駅」の４月の売り上げ 

＊ リボルト社監理委員会 

「海の駅」への出品促進 ビラを配布 

役場職員がビラを配ること 

町のビラはリボルトに委託する 年間６０万円程度で契約 

＊ 車免許取得助成金、貸付金制度のスタート 

文化会館、住民課の職員がビラを配ること 

＊ 県の緊急雇用追加（ホームセンターへ）



２２０万円町につけてくれる。ホームセンターの人件費に当てる 

５月１８日までに申請 

＊ 林道工事計画書提出 

河内林道→大斗 全延長２・６ｋｍ５０００万円で計画する 

＊ 作業倉庫の設置 

５月中に役場空き地に建設、机、ロッカー 

＊その他 

地デジの進展 野根中継局の土地は確保、所有者に契約承諾を取る 

インフルエンザ 学年閉鎖 甲浦中：１年生３日、２、３年生２日 

（豚フル） 

担当課と事業遂行、休日でも事業の点検・報告を受ける 

＊ 臨時議会 

人事院勧告（期末手当 ０．１５、勤勉 ０．０５削減） 

県人事委員会 ５月１５日 引き下げ発表 

町としてどうするか決定が必要 

第６回庁議 

平成２１年５月１２日 

議題 

＊応急医療措置の備品 

＊Ｓ・Ｆ（新型インフルエンザ）対策 

うがい（紅茶）、手洗い 

＊ 作業職員の詰め所兼倉庫建設 

総務課が整備する 

＊職員による「海の駅」出品募集 

職員の地域ボランティア活動の調査と奨励 

＊５０周年記念集会準備（実行委） 

金杯の注文、祝い舛の注文 

表彰者選定（改正）、来賓案内、地元招待者を早めに段取り 

＊ 生見駐車場割引券 ３回分で１枚（５００円）、５回分で２枚 

５月１８日より実施 商品券とちらし、海の駅と役場産建課課で扱う 

＊ キャンプ場について 

今夏南側に２０張り程度許可、料金条例改正、 

自然休養村改装の折、炊事場、トイレを整備



＊ 自然休養村改装の段取り 

① 国の許可を取る、その段取りで資料を集めて県に送付 

②国・県へ申請 

③設計委託→建設 

＊ サーファーの要望トイレ 

役場の前国道沿いに検討する（国の交付金、県の補助金） 

ウミガメ防護対策 

看板を立てて注意を促す 

＊ 老人ホーム建設の準備 

設計・管理の指名業者は選定した、→２１日に入札予定 

ふるさと雇用 明日午後ヒアリング 

＊ 包括支援センターの事業 

運営協議会開催 

＊ 母子・父子家庭支援対策 

父母の差別なく支援策を増強する 

＊お年寄り声かけ訪問 

＊ 米の配給 ４、５月を一緒にやる 

小中は５月１０日に申し込み〆、公民館で商品券を交付 

高校生（申請受付中）、保育園児（確認証渡し済み） 

、甲浦中の給食の進捗状況： 

＊ 生ゴミ収集の加増 

甲浦東地区 

＊ NEC の提案など 

却下 

＊その他

緊急雇用追加分 ホームセンター人件費に当てる旨申請する 

＊経済危機対策臨時交付金１．７２億円の使い道 

１、学校統合・耐震補強工事 

２、避難高台 

３、白浜中央道 

４、林道少し 

５、漁協再建築 

６、なごみ解体 

７、鴨田堰修繕 

８、町道甲浦１号幹線改修



９、太陽光パネル設置（学校） 

１０、甲浦保育園改修 

＊ 公共投資臨時交付金 上と同程度の金額の可能性 

町が計画を出す必要。 

ミニ八十八箇所・野根山街道整備 

教育委員会で整備計画、地元業者にやってもらう 

＊ 出納閉鎖 

各課２２日まで 

第７回 庁議

平成２１年５月１８日 

議題 

＊ Ｓ・Ｆ対策会の設立 

＊ 緊急０９年新型ウイルス（Ｓ・Ｆ）対策会議 

東洋町 

平成２１年５月１８日 

１、状況の変化発展 

Ｓ・Ｆウイリスが全国的に蔓延しつつある 

東洋町内での感染を防ぐこと、感染者の対策を講ずることが緊急に必要となった。 

２、対策 

① うがい、手洗いの徹底励行 

学校、保育園、役場、「海の駅」、公民館、文化会館等 

商店に呼びかけ 

うがいは、紅茶を用意する 

② マスクの使用 マスクの確保 

③ くっしゃみ、はなかみ の注意 

④ トイレ、ドアの取っ手などの殺菌・清拭 

みょうばん水の作成・普及 

⑤ 全町民体温の測定・記録 

発熱者からの連絡網 

３、診察小屋の設営準備 

役場前 （担当教育委員会） 

４、組織の立ち上げ 

ＳＦ対策連絡会 

会長 町長



副会長 教育長 

副会長 住民課長 

事務局長 総務課長 

構成メンバー 

保健師、 全課課長、リボルト社、社協、消防、教委、 

包括支援センター、保育所園長、公民館、文化会館 

顧問 仁木先生、寿美先生 

＊ 農耕・間伐の希望者募集のビラ 

＊ 白浜ビーチの出店対策 

＊ 各事業の進捗状況 

野根老人ホーム 

自然休養村 

甲浦公民館 

避難高台 

＊ 甲浦中給食 

＊ 学校統合アンケート 

＊ 国からの交付金の使い道の計画 

＊ その他 

＊

＊ 

第８回 庁議 

平成２１年５月２５日 

議題 

＊インフルエンザ対策 

マスク、紅茶、みょうばん水、医者の防護服 

＊給食 

＊学校統合アンケート 

検討委員会 

＊米の配給状況 

＊定額給付金と臨時職員 

＊失業対策事業 ふるさと、緊急 

＊国の交付金の使途 

＊生ゴミ収集 

＊漁協総会



＊芸東衛生組合の整理案 

＊貸付金制度のスタート 

＊国賠法裁判 

＊「海の駅」の状況 

その他 

第９回庁議 

平成２１年６月１日 

議題 

＊ 外国人講師 

本人および県教委と相談して決める。 

契約期間は１年以内。 

＊ 宅配業務 

要綱を整備しなおす、生活保護関係書類は宅配に依頼しない 

「海の駅」のエリア、駐車場 

海や浜の管理権限はどこにあるか調べて、サーファーなどに適正な利用をさせる。 

＊ 甲浦中給食の反響 

親や先生は喜んでいるが、もっと肉類をとの声あり。 

試食を関係者５人程度で 

調理員の補充（近隣市町村の体制参考）３人＋１人（半日 教委の臨時職員） 

＊定額給付金 連絡のつかない人など５０名ぐらいが残っている。 

臨時職員の配置 ２人議会、１人総務課付、１人住民課兼定額給付金事務 

＊ ふるさと雇用の状況 

間伐、農耕、資源、沿岸パト 

＊ 緊急雇用 

公共清掃 有害鳥獣 

ホームセンター 

＊ 資源ごみの処理 南山に土がまを建設する ６月中に 予算化 

＊ し尿の処理実験 

他に①相間活用②室戸清浄園参加③下水に入れる 検討する 

＊ リボルト社の体制 

事務所主任 海の駅の主任 町役場側の担当職員 

＊衆院選挙情勢 ８月予定 

＊江藤新平の墓参 

江藤新平銅像建立計画 

台座の構築 民間が資金出す 場所の許可は段取りをする



＊ インフルエンザ対策本部 

夏の間凍結する。マスク、検温も中止。紅茶サービスは続行。 

＊ 単車使用の奨励 

女性は練習を重ねる 

＊その他 

守衛の業務上の注意 

国の事業： 野根海岸ブロック、火災報知器 等 

デジタル放送の中継局の土地 

２７名中９名了承、無償について異議ある者６人 

６月中に全員の了解が必要 

水道検針業務 

出納閉鎖 ２０年度会計確定 

歳入２５億・・ 

歳出２３億・・ 

実質単年度収支 １１８５万１千円 

＊ インターネット野根 

８０戸以下の場合は負担金を出してくれ 

町全体で２００戸が確保されること



町職員・リボルト社員 

意識調査 

所属課（ ） 

氏名（ ） 

次の質問で該当する答に○を入れてください。 

このアンケートはあなたの待遇に何にも影響がありません。 

質問１ この５月にあなたは「海の駅」へ行き、何かものを買いましたか。 

答（ＹＥＳ ＮＯ） 

質問２ あなたの家族の誰かは行きましたか 

答え（YES NO） 

質問１、２に NO と答えた方は以下は答えなくてもよい 

質問３ 何回位行きましたか 

答（１回 ２回 ３回 ４回 ５回以上） 

質問４ 何を買いましたか 

答（野菜 魚 うどん 雑貨 その他 ） 

質問５ どんなものを置いた方が売れ行きが良いと思いますか。 

質問６ 他に何か意見があれば書いてください。 

（あなたのご意見） 

締切日 ６月５日（金曜日）までに産建課へ提出 

第１０回 庁議 

平成２１年６月８日



議題 

＊ 県教委 教育機器購入の勧誘 

現在の教育の核心的問題 

＊ １・７２億円の使途 
A 案 白浜中央道については地籍混乱地があり難しい状況 

だめであれば国調終了後に取り組む 

議員協議会で説明する １５日議会のあと 
C 案 タワー、旧国道整備、救急車、納涼祭、火災報知器・消火剤、 

＊ 国賠法控訴審裁判６月１９日 

答弁書を早急に出す 

＊ ＡＰＰＲＯＡＣＨＡＢＬＥ ＭＡＮＮＥＲ について 

案内は指さすのではなく、極力一緒について案内する 

口だけではなく眼で話しす 

＊ ６月定例会 日程 ６月１５日 朝９時 

行政報告 

条例 二本（公告式条例、福祉医療専決） 

補正予算案一般 

国保 

人事案件（固定資産評価審査委員会委員） 

＊ ふるさと、緊急雇用の状況 

＊ し尿処理の方法と実験 

＊ 納涼祭７月２５日 

５０周年記念式典実行委 

表彰審査会委員を委嘱 表彰候補者２０名ほどを挙げてもらう 

餅１石 （餅の中に寒ぶり２０本の当たりくじ） 

＊ 学校統合・併設問題 

第１回検討会 会の名称変更を、アンケート、住民説明会を平行して行う 

＊ リボルト管理委員会 

常に財務状況が一見してわかるように整理する必要がある。 

＊ 町史編纂委員会 

定例開催の日程を組むこと、 

＊ 車使用とバイク 

燃料費（年１８０万円）を半減する。女性は毎日１５分間練習 

＊ 図書の整理 

７、８月に集中的にする 

＊ 生見・白浜の海、浜の管理、白浜海水浴場の管理等



＊ 「青少年旅行村」の行方 事務所兼宿泊所→ホテルに売却 

＊ ５０周年記念佐賀県派遣団（江藤新平関連）官民１０名ほど 

町長、教委２人、議会２人、執行部２人、民間３人 ６月～７月 

＊ その他 衆議院選挙予定８月末～９月はじめ 

＊ 給食の試食６月２４日、保育所の給食の改善（完全給食、水筒持参なし） 

第１１回庁議 

平成２１年６月１５日 

議題 

１、６月議会議案 

２、１・７２億円の使途 

白浜「ホワイトビーチホテル」買収 

評価額２億円→５・５千万円 

白浜防災道路建設の状況 

残余でその他の事業を入れる。 
A 案＋B 案を計画として提出する ６月２２日午前中までに計画 

広報号外で説明する。 

臨時議会開催：７月３日金曜日 

３、町議会議長坂野均平氏の叙勲（旭日双光章）祝賀会 

きみえ旅館 ５０人規模 ７月１９日夕方６時ごろ 会費制 

４、国賠法控訴審 準備書面 ６月１９日 

５、告示板の整備 ６箇所整備 

６、白浜海開き ７月１日 

７、白浜駐車場等の許可条件 

年中許可に変更 

８、６月人事小異動 

９、小中統合説明会２５日甲浦、２６日夜７時野根両公民館・ 

このとき、臨時交付金の説明もする 

アンケートの実施３０日から～ １週間で締め切る 

リボルトが配付 締め切り翌日から回収 

行政ポストを活用 残りは町職員が個別回収に回る 

１０、その他 

第１１回庁議 

平成２１年６月２２日 

議題



＊定例議会総括 

学校統合 

説明会の後アンケートは６月３０日に配付予定 

会社定款、会社のっとり条項をはずせというのは無理だ。 

脅迫 解職の通告は脅迫ではない 

学力 字の読めない子どもはたくさんおる、町長のブログは東洋町とは特定していな 

い。 

地デジ まだ、不確定要素がある。 

その他 

＊７月臨時議会 議運６月３０日 

補正予算 

１、交付金の事業計画 

ホテル、白浜防災中央道、火災報知器、花火、橋の拡幅、旧国道舗装、救急自 

動車、高台 

２、職員給与 

３ ホテル等管理条例、 

４、別会計予算 

５、９６条６号特別議決 

ホテル買収、交番土地・建物 

ホテル事業計画書 

正職員募集をかける ７月中旬に採用試験（３５歳未満） 

＊佐賀派遣団編成 町史編纂委員会が人選 ７月中に派遣 

＊ 老人ホーム：木質バイオ系統の暖房を取り入れる 

＊ 自然休養村：国へ申請する内容を検討中、ホテルや「海の駅」と一体的に計画する。 

避難高台：７月中に入札 

＊リボルト管理委員会 金曜日に開催 リボルト社監査委員会７月１４日 

＊ ホテル経営体制 プロジェクトチームを設置する 

町長、産建課長、総務課長、職員 

マネージャー、フロント、事務員、掃除、調理、ウェイトレス 

＊ し尿処理 脱水して浄化センターに入れる方式を研究する。 

＊ 生ゴミ処理 次の段階に進むか検討する。 

＊ ５０周年記念実行委：７月中旬開催、町史編纂委員会６月２３日３時、小中統合検討 

委員会：７月の下旬に開催 

＊ 勤勉手当の評価 本日中に



その他 

＊庁舎サーバーの機械が限界 

機械の補修機器がない、メーカーは保証できない。 

５００万円ぐらいでは代替はない。 

来年度整備することにする。 

７月１２日芸東消防大会 

７月１日 海開きで清掃 

第１２回庁議 

平成２１年６月３０日 

＊ 産業団体説明会 １・７２億円の臨時交付金の使途について 

団体１３名、議員７名 傍聴３０人 

野根・甲浦共通の事業を 

① 火災報知器、消火剤 全戸配付 １２００万円 

② 納涼祭花火費用 ５００万円 

③ 旧国道等町道改修 ６０００万円 

④ 高規格救急車 ３０００万円 

合計１億０７００万円 

残り６５００万円～７０００万円余は８月末に決定 

会場設営、お客接待 

守衛に紅茶を毎日入れ替え 

５地区説明集会 来月６、７、１０日 

＊ ホテル購入 

＊ リボルト監査１４日予定、管理委員会６月２６日に完了 

＊ リボルト経理監督委託 高知市の公認会計士 

リボルト株主総会 議題 ２０年度決算報告、２１年度の事業計画・予算案 

＊ 臨時議会の予定 ７月１５日ごろ 

＊ 配給米 

＊ 給食費 １食分のボリュウムをあげる 

＊ 老人ホーム設計中旬、自然休養村の進捗状況：過去の資料を整理中 

＊ 雇用対策チームの状況 

＊ ホームセンター設営 

室戸の業者から商品を入れる。 

棚などの設営はゆたかで



緊急雇用交付決定 募集開始 

＊ 佐賀派遣団 ７月２０日ごろ １０人 

町長１人、教育委員会２人、町史編纂委員１人、議員２人、民間４人（大人、子供） 

＊ 安芸広域債権管理機構 は成立が難しい 

＊ 生ゴミ収集区域拡大 

＊ 緊急雇用新物件 １２００万円 １２人 ６ヶ月 

３年間で５０００万円のうち、８割消化、残り２年間で１０００万円 

その他 

＊ 中国物産の土地 ５反分の固定資産税を支払う 

＊ 宮田歯医者の土地 弁護士から回答： 

＊ 地デジ：残り１人の同意が残る 今週中に決着する 

＊ 白浜町営住宅：物置賃貸者、修繕が終了後に立ち退きを求める 

＊ 選管委員会：決定 上告に際し、弁護士をつけない。 

＊ 川口棚越の山など 地主が２００万円で町に買収希望 

甲浦公民館の修繕１０００万円 設計委託３社見積もり 

野根公民館雨漏り調査をする 

＊職員募集本日開始 ７月２６日採用試験実施 

本日小中統合問題のアンケート発送 

アンケートを尊重するが、意見が均衡する場合などは最終的には町長と教育委員会が 

決定する。 

第１３回庁議 

平成２１年７月６日 

＊ 町内公共施設原則全館禁煙 

＊ 機器類の一般使用許可 

＊ 「海の駅」６月実績 

＊ リボルト定款改正 

＊ 旅行村の話 

＊ 自然休養村管理センターの改装 

＊ 選管委員会開催、その決定 

＊ 最高裁大法廷について 

＊ 職員採用試験の実施 

＊ 佐賀派遣団 団員、日程 

＊ 町長室鎧甲の取り扱い 

＊ その他



第１４回庁議 

平成２１年７月１３日 

議題 

＊ ７月臨時議会案件 

７月２２日水曜日１０時 議運９時 

一般会計補正第３号交付金事業４件 

＊ 選管審査 

リコール請求書名簿の審査 

衆院解散７月２１日→投票８月３０日予定 

＊川口棚越の山の買収 １９町歩 買う方向で検討 

＊中国物産の土地５反の借地 

＊町有器物・財産の管理 

＊青少年旅行村事案の調査 

経緯、現状、問題点を調べる 

＊し尿処理方法の検討 

＊総務委員会からの要請 生ゴミ処理の今後の方針 

＊耕作地拡大、養鶏業の発展 

＊新ふるさと雇用資金の使途 農耕・間伐などで応募 

＊ ホームセンター設営の状況 

棚など内装工事中 

緊急雇用の応募状況 

＊採用試験応募状況 締め切り１５日 ３名応募 

＊ 松井氏らの請願書 ９月定例会で扱う 

請願の内容が根拠があやしい 

＊佐賀派遣の日程と員数 ２０日～２１日 ２０名 

民間人を多く 

＊現在の財政状況 

借金縮減、基金増額に勤める。 

無駄な公共事業の抑制。極力借金をしない。請負契約競争原理で落札額減 

＊ 社協の組織問題 

民主的組織をつくること、裏金など不正の防止のためにも必要 

＊ 小中学校整備アンケート集計 

約１２００（５０パーセント未満） 

傾向：野根・甲浦小中併合、 

現状維持 が多い



第１５回庁議 

平成２１年７月２３日 

議題 

＊ 臨時議会総括 

火災報知器、タオル等事業はできるだけ地元業者に発注 

消化剤の購入先についても検討する。 

＊ 次回臨時議会 

７月３１日ごろ開く 

経済危機対策交付金の残り事業６５００万円（ホテル購入）と 

公共投資交付金事業２０００万円（野根漁協、甲浦漁協の陳情） 

＊ 野根漁協陳情：機械類の整備（選別機、浄化槽など）１５００万円 

＊ 甲浦漁協の陳情：ロケット跡地の舗装整備３００万円 

＊ その他の陳情 河内林道の舗装９月議会１５００万円（町債、県補助１５００万円） 

＊ 学校整備アンケートの集約結果 

１２１７枚４２・３パーセント（甲浦８８４、野根３３３） 

検討委員会 

整備予算 

野根小の屋体２１年度１２００万円 国庫３分の２ ３分の１は町債 

２２年度 

甲浦小 校舎耐震１１００万円 国庫２分の１ 残り町債 

屋体耐震 １２００万円 同上 

野根中 国庫２分の１ ５０００万円 

＊ 納涼祭 

＊ 採用試験 １０名 ２６日９時開始 

＊ ５０周年記念事業実行委 ２８日 

＊ 佐賀江藤新平墓参及び佐賀市との交流 

その他 

新型インフルエンザ 

＊失業対策事業国へ申請 

緊急雇用：町営ヘルパー事業 

ふるさと雇用：リボルト植林・保育林１０人



第１６回庁議 

平成２１年７月２７日 

＊職員採用試験実施報告 

試験内容 回覧 

試験結果 １０名のうち８人受験、１次試験３名合格 

採用内定 ２名 

配置予定 総務、税務で調整 

＊７月２２日臨時議会総括 

＊８月臨時議会日程 

７月３１日議運９時 ８月３日（月）１０時開催 

議案：補正予算 （ホテル購入費、野根・甲浦漁協関係設備改修費） 

建物の購入（３７６７万 6 千円については特別議決（土地は別） 

土地は評価額（1732 万４千円で買う） 

旅行村条例改正 

＊ ２９日議員説明会 2 時 交付金について 

出席できない議員は個別説明 

＊ 自然休養村改装計画図案 

＊ 野根老人ホーム（高齢者集合住宅）建設図案 

＊ 東洋町納涼祭、野根納涼祭 8 月 12 日 

＊ 7 月 20 日、21 日 佐賀視察報告 

石碑の再建などを検討 

＊ 青少年旅行村についての調査→産建課 

近日中監査要求措置 

＊ ８月３０日衆議院選挙体制 
18 日選挙公示 12 日間 

19 日から期日前投票 本庁 

＊ １０月リコール事件最高裁大法廷裁判 

指定代理人（総務課員）が出席 

＊ 職場対抗技能競争大会実施 パソコン、電卓 

＊ 川口棚越の山林購入 180 万円程度 19 町 

＊ 甲浦駐在所官舎と野根駐在所の土地との交換（県警本部） 

測量完了 

＊ その他 

インフルエンザ対策を厳重に



５０周年記念冊子編集（町史編纂委）に協力を 

学校整備計画 検討委員会 8 月 5 日 

土地購入・受 2 件 

消化剤は身障団体の方がはるかに安いのでそこで買う 

第１７回庁議 

平成２１年８月３日 

議題 

＊ 政府の新交付金に備えて各種の事業計画をたてること 

光ケーブル、野根漁協施設の解体・新設、学校整備、室高分校の解体・？ 

老人ホーム新設、町道整備、水道施設整備、高台、南山の活用・・・ 

＊ 臨時議会 

８月１２日（水）午前１０時開催 

ホテル経営の原則 

＊ 「旅行村」についての検査員任命 

８月３日から１７日まで 

対象は産建課 

＊ 衆議院選挙態勢 

事務補助員２人雇用 

職員の出向命令 

投票管理者などは選管が任命 

＊ 予算執行・諸課題の進展状況 

住民課：生ゴミ処理は簡単な炭窯を製造して９月から地区を増やす 

エコ石鹸の普及、河内川の汚染対策、 

産建課：ツキノワグマの出没、甲浦駅前の整備、耕作の計画的遂行、 

生見海岸の整備、夜間サーフィン、役場前トイレ整備は９月予算、国道整備 

野根・船津線の整備は盆過ぎて土木が来る、大斗・生見林道の整備は９月に 

ホテル管理は指定管理者としてリボルトにに、経営のスタッフはリボルト、 

青少年旅行村の業務はリボルトに委託 

教育委員会：図書館の整備作業はリボルトに委託、町史編纂は５０年記念事業パンフ 

作り、学校整備計画は８月中に出す。 

＊ アンケートの結果判断としては、 

全体として地域の学校は維持しながら、部分的に併設・統合を行え、という意思表示 

２１年度は：野根小の屋内運動場の耐震化９月予算



２２年度は：甲浦小の校舎耐震化、同小の屋内運動場の耐震化 

甲浦中の校舎の耐震化 

２２年度：野根中校舎の耐震化、その耐震診断事業（２１年度）を県に 

あげる。 

学力向上対策：夕方野根・甲浦で授業の補修を行う事業を計画する。 

それに参加するということでデイブ君の契約を更改 

総務課：土地の売買（歯医者は買う意思あり、支所の貸付建物の敷地は壊した時に買 

いたい）、緑風会は契約期限前にもらう。川口の山の購入１８０万円（土地開 

発基金で）、地デジ地主対策中、白浜高台建設、 

補助事業の状況：社協の会員制を進める 

＊ ５０周年記念式典の準備：６日に実行委を開く、表彰者の人選、案内状の発送、第２部 

は浪曲と落語、園児らの余興、餅１・５石、記念品は万歩計、金杯は盆に納品 

式次第印刷 記念パンフの印刷、バス送迎 

＊ 守口市こども、金沢大学８月６、７、８日訪町への対応、 

＊ 期末手当についての人事院・県人事委員会の勧告について 

芸東衛星組合の議会での田島議員の発言（町議会が拒絶した）はまったく事実に反 

する。 

＊ 日直員の病欠 宿直員が対応 

＊ 単車の利用状況 女性は練習を義務化 

＊ ホームセンター開設 林が商品納入、町民の出店を公募 

＊ 国の新規雇用対策事業の導入 町の介護事業は O．K。 

植林事業は不可。牛ややぎの放牧事業 

＊ 新採用職員の配置 総務課は森本、住民課は池田 

＊その他 文化会館付近の土地は買う必要はない。 

第１８回庁議 

平成２１年８月１０日 

議題 

＊海の駅」厨房の設備改善 

＊職場会議をやっていない理由 

＊単車の練習をしない女性職員 

＊研修及び出張の吟味 

「海の駅」、失業対策事業等への職員研修出向 

＊役場周辺・国道等の清掃美化について職員動員



役場庭園の各課の利活用 

＊小中学生加力学習への職員の参加 

＊各職員の給料支払いの決裁は毎月町長が行う 

＊挨拶

①部下が上司にたいし、②同僚同志、③職員が町民・来客に対して、 

挨拶の出来ない職員は研修をさせる。 

＊ 小中学校の整備計画 

＊ 鎧甲について岸和田市の返事 

＊ 新しい水産事業の計画 

＊ 給料の一部商品券購買の約束の履行 

＊ オルガノボニコ方式の農耕 

＊ 来年度（２２年度）予算の構想公募 

＊ トイレ設置： 生見役場前、白浜キャンプ場、野根街道筋など 

＊ 誹謗中傷ビラ類の役場での配布禁止


