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６月定例会
　６月になり、コロナ禍に改善の兆しが見られるものの先行きは不透明。上郡町議会は感染症対策を緩めず、
令和４年６月定例会を６月７日から６月14日までの８日間会期で開催した。諸報告に続き一般質問、補正
予算など議長を除く９議員全員が質問し、町政全般について厳正に審査した。条例改正、新型コロナ感染症
対策の関連事業を含む令和４年度一般会計補正予算案、ハイツカメリア改修工事、請願書１件を採択し意見
書を町議会名で担当大臣に提出するなど８件を可決した。

産業廃棄物最終処分場の設置についての産業廃棄物最終処分場の設置についての
賛否を問う住民投票について賛否を問う住民投票について

　条例に基づく「産業廃棄物最終処分場の設置についての賛否を問う住民投票」が７月10日に実施された。
　投票の結果、反対が79.2％（6,515票）、賛成が20.8％（1,711票）となった。また、投票率は住民投
票の成立要件である２分の１を上回る68.54％であった。
　条例では、住民投票の目的は「町民の賛否の意思を直接に確認し、町政に反映する」こととし、「町議
会及び町長は住民投票の結果を尊重しなければならない」としている。

投票の結果
当日投票資格者数 投票者数 投 票 率

男 5,918人 3,989人 －

女 6,388人 4,446人 －

計 12,306人 8,435人 68.54％

これまでの主な経過
平成30年4月 事業者が県へ「事業計画事前協議書」を提出

令和３年１月 条例制定請求代表者が、条例制定請求者署名簿（6,773人分）を添え、条例制定請
求書を町へ提出

令和３年１月 臨時会において「産業廃棄物最終処分場建設計画についての住民投票に関する条例
案」を否決

令和３年７月 上郡町長及び上郡町議会議員選挙で新たな町長、議員が選出される

令和３年９月 町長が「産業廃棄物最終処分場建設計画についての住民投票に関する条例案」を議
会に提出し、賛成多数で可決

令和４年７月 住民投票実施（参議院選挙と同日投開票）

開票の結果
賛　成 1,711票 20.8％

反　対 6,515票 79.2％

無　効 209票 －

計 8,435票 100％
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一 般 質 問
６月７・８・９日の３日間、９人の議員が一般質問
に登壇した。主な質問内容の要旨は次のとおり。

解 説　一般質問とは
　議員が町の行財政全般にわたって疑問点を
質し、町長・教育長などから回答を求めるも
のです。
　事前に質問の要旨を書いた通告書を議長に
提出します。通告書の提出順が議場での質問
の順番です。
　一般質問は年に４回開催される定例会で行
われ、臨時会では行われません。
　本欄に掲載の原稿は、質問者自らが書いて
います。

※�各議員頁のＱＲコードで、一般質問が
ご覧になれます。

Ｑ 上郡町環境保全条例に
ついて問う

Ａ　国県が定める環境基準を適用している
問  町民が健康で快適な生
活を確保するために、大気
の汚染、水質の汚濁、騒音
等環境の基準を定めるもの
はあるか。
住民課長 �町独自の環境基
準は定めてなく、国・県の
環境基準を適用している。
悪臭防止法と環境の保全と
創造に関する条例により規
制されている。

問  春先から千種川沿いに流れる悪臭に対し、原因を
究明し解決を。
住民課長 �対象となる施設の明確な状況を把握し、ど
のような対策が可能か考える。
問  河川の水質、大気の汚染、騒音の検査体制は。
住民課長 �町は、安室川と大酒川の水質検査、栗原処
分場の放流水、地下水、浸出水等の検査をしている。
県が千種川と鞍居川の検査をしている。大気は、近隣
では県が赤穂・相生・たつの市役所を大気の測定局と
し、常時測定している。

イオンタウンの開発負担金は
問  今は全くない話だがマックスバリュが撤退する事
になった場合に、竹万土地区画整理内の道路整備の開
発負担金は。
財政管理課長 �開発負担金は復旧費用としてマックス
バリュが支払う覚書を締結している。
問  上下水道の布設は。
上下水道課長 �上下水道の管はイオンタウン内には布
設されていない。下水の受益者負担金は完了している。
問  復旧事業の施工は。
建設課長 �町が開発負担金を充当して区画道路を整備
し復旧する。
問  人口減を止めて地域衰退を防ぐ事は町長の責務で
あるが。
町長 �地域活性化や人口減対策は当然
のことで、事業者支援対策の予算も組
んでいる。少子化対策も今年度新たに
施策を設ける。

三浦義人 議員

問答は６月時点の状況に基づく内容・数値です

６月５日に実行委員会主催のピュアランド山の里
周辺で行われた「第１回上郡ピュアスロン山の里」
では、22名の参加者がトレイルラン⇒カヌー⇒
トレイルランの内容で競い
合っていました。
写真上……スタート前
写真左下…トレイルラン
写真右下…カヌー

表 紙 写 真

・　三浦義人 議員
上郡町環境保全条例について問う� �３

・　松本じゅんいち 議員
全有権者に住民投票を促す策は� �４

・　澤田正治 議員
関係住民は支流域でいいのか� �４

・　佐野廣一 議員
住民投票の住民周知方法は� �５

・　田渕千洋 議員
ヤングケアラーの実態把握、支援を！� �５

・　立花照弘 議員
修学旅行で日光の特別拝観ができたのは� �６

・　河井正人 議員
企業版ふるさと納税の取り組みは� �６

・　米田浩樹 議員
町も産廃処分場設計の検証をすべきでは� �７

・　井口まさのり 議員
中央採石場跡地の利活用について� �７

６段階臭気強度判定表
臭気強度 内　　　容
０ 無臭
１ やっと感知できる臭い（検知閾

いき
値
ち
濃度）

２ 何の臭いか分かる弱い臭い（認知閾
いき
値
ち
濃度）

３ 楽に感知できる臭い
４ 強い臭い
５ 強烈な臭い

出典：「悪臭防止法６段階臭気強度表示法」より
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Ｑ 全有権者に
住民投票を促す策は

Ａ　あらゆる媒体を活用し周知する

Ｑ 関係住民は
支流域でいいのか

Ａ　懸念があれば県に伝える
問  全有権者に投票の参加
を働きかける施策は。
町長 �自分の事として考え
てもらうようケーブルテレ
ビ、広報紙、ユーチューブ
などあらゆる媒体を活用し
周知を徹底したい。
問  住民投票は選挙でなく、

（町民は）自由に運動ができ
ると認識しているが。

総務課長 �参議院選挙と同日のため公職選挙法の規制
がある。個人として行うのは自由だが、政治団体は規
制がかかる。

ポイ捨てゴミ問題
問  昨年12月定例会の質問の後、新たな取り組みは。
住民課長 �ホームページやごみ収集カレンダーで不法
投棄の注意喚起の案内をした。
問  ゴミ問題は、任意団体やボランティアの知恵や力
を借りて、町をきれいにしていくという考え方が必要
では。
住民課長 �ご努力いただける団体や自治会に支援と同
時に不法投棄の注意喚起もしていきたい。また警察と
連携し、総合的にごみ削減に取り組みたい。
問  子どもたちにも環境教育が必要と考えるが。
教育推進課長 �発達段階に応じて、環境の大切さの学
習を進めている。

梨ヶ原山林伐採
問  熱海土砂災害や知床事件で行政にも責任が問われて
いる。事故の教訓から庁内で何か取り組みはされたか。
町長 �チェック体制の甘さなどが重大な事故に繋がる
ことを学んだ。危機管理意識を持ち町民の安心安全を
十分確保したい。職員の意識改革も行う。
問  梨ヶ原現地でも事故があってはならない。伐採面
積が法に抵触しないか。
農林振興課長 �実測面積を申請者が報告することに
なっている。

問  申請者は産業廃棄物処
理業の経験もないし、産廃
処理業の取得状況もないと
いう指摘があるが、それは
どうか。
町長 �産廃業務の経験がな
い、産廃処理業の取得状況
もないことは事前協議書で
把握している。

問  隣接地を合わせれば申請地の数倍の面積がある。
次々と拡大するのではないかという危惧についてはど
うか。
町長 �その疑義については、有識者会議で指摘された
事項であり、町としては県へ文書をもって伝えた。
問  赤穂市では、風評被害等について、項目を立ち上
げて県へ回答している。
上郡町はそうしていないが、それについてどうか。
町長 �住民が不安に感じることについては、県に申し
上げていく。
問  事業者は日に400㎥の排出水を出しても、千種川
で1,600倍に希釈される（薄まる）から、問題はない
と言っている。この点に関して、県議会で渇水期は隈
見橋で希釈倍率45倍、坂越橋で28倍という驚きの数
値が出たとの指摘があり、県当局は事業者に再検証さ
せると言った。検証してそれが違うなら、上郡町が提
出した回答書の補足をするという形で、周知範囲を変
えるという意見書の提出は考えられないか。
住民課長 �県当局の方がしっかり把握しているので、
当然、対応は県の方でやられると理解している。

もう止められないのか
問  もう進んでしまっている。止められないと言う町
民がおられるが。
町長 �この計画は事前手続きの段階で、条例手続きに
まだ入っていませんということを周知広報第２号のフ
ロー図で説明した。

松本じゅんいち 議員 澤田正治 議員

▶梨ヶ原地内の山林伐採（産廃処分場計画地外） ▶過去の住民投票実施事例表を使って説明
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Ｑ 住民投票の
住民周知方法は

Ａ　あらゆる方法で住民周知を行う

Ｑ ヤングケアラー※の
実態把握、支援を！

Ａ　関係機関の連携を図り、支援する
問  住民投票に対する町長
の考えと決意を問う。
町長 �住民投票の実施は住
民の意思表示の場であり、
これを成功させるため開票
に必要な50％以上の投票率
を確保する事が重要だ。投
票期間が長く取れるメリッ
トを生かすために、参議院
選挙と同時実施を選択した。

問  住民投票条例が可決してから、10カ月になり、し
かも参議院選挙の兵庫選挙区では定員３名に対し13名
が立候補するが、盛り上がりの少ない選挙戦と思われ
る。前回の投票率が57.48％の上郡町の投票率アップ
のため、今以上に町民に対して、住民投票の住民周知
を図っていくのかを問う。
町長 �限られた期間でケーブルテレビ放送の回数増や
広報の発行などで啓発を高めるように努める。
問  住民投票の目標達成に対する投票率アップの具体
策を問う。
総務課長 �
６ 月15日 の
文書発送日に
啓発チラシを
全戸配布、広
報車による投
票の呼びか
け、役場庁舎
に横断幕掲
示、公共交通
の無料券等で投票率アップを図る。
問  町立高田地区運動公園の未整備箇所について、グ
ラウンド周回路部分の凹凸、トイレ入口のブロック破
損、グラウンド周囲の電灯６基の球切れ、グラウンド
内の使用不可の野球のバックネット処分について問う。
生涯学習課長 �指摘された未整備及び故障箇所につい
ては承知箇所もありますが、再度調査・確認のうえ対
応する。
問  グラウンドの芝生化または小さな子どもの健康の
ための塩カリ散布の要望について問う。
生涯学習課長 �芝生化は無理だが、塩
カリについては土質の改善後に検討し
たい。

問  ヤングケアラーについ
て国は実態調査を実施、世
話をする家族が「いる」と
答えたのは、高校生が24人
に１人、中学生が17人に１
人、小学６年生では15人に
１人。世話をする家族のい
る児童はいない児童より、
欠席や遅刻、早退をすると

答えた割合が高く、学業や健康への影響が懸念され
る。ヤングケアラーを早期発見し、支援につなげるた
め、学校や自治体が連携するためのマニュアルも公表
した。
　本町における実態把握、福祉・介護・教育などの関
係機関の支援強化の取り組みを問う。
教育推進課長 � 人権啓
発ＤＶＤ「夕焼け」等を
活用しヤングケアラーの
認知度向上を図るととも
に、教員による観察等に
より実態把握や早期発見
に努め、関係機関と連携
を取りながら対応する。
健康福祉課長 �６月１日
より県のヤングケアラー
相談窓口が開設された。
ＳＮＳによる相談窓口で
あり、情報を発信する。
町長 �子ども政策担当
を中心に関係機関の連携を図りながら必要な支援を実
施したい。
問  農業従事者の高齢化や減少が進む中、農業分野と
高齢者や障がい者の働く場を求める福祉分野を結び付
けた農福連携事業の取り組みを問う。
農林振興課長 �福祉事業者によるコーディネーターの
配置や農業者とのマッチングに向けた協議を進めてい
る。できるだけ多くの方が就農できる機会や場所を提
供したい。
町長 �受け入れ側と障がい者等の双方の不安解消や理
解を進めることが大事であると思う。予算執行につい
ても、実績等を見極め、今後につなげ
たい。
※�ヤングケアラーとは、本来大人が担うよ
うな家族の介護や世話を日常的に行う18
歳未満の子どものこと

佐野廣一 議員 田渕千洋 議員

▶「しんどい」って言っても大丈夫！
　ヤングケアラー相談窓口
　ＬＩＮＥ友達追加して！

▶自治公民館に「産廃反対」ののぼり
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Ｑ 修学旅行で日光の
特別拝観ができたのは

Ａ　４年前より交渉、この度実現した

Ｑ 企業版ふるさと納税の
取り組みは

Ａ　制度のＰＲに努め、積極的に取り組む
問  中学校の修学旅行で、
日光東照宮の特別拝観が実
施できた経過は。
教育長 �４年前に文化庁の
方の紹介で日光東照宮との
ご縁ができた。戊辰戦争で、
大鳥圭介が日光東照宮を戦
地とせず、今の東照宮が現
存している。

　本町が大鳥圭介の生誕の地ということや文化庁の勧
めもあり、苦労はあったが特別拝観の交渉が進み、今
回の実施となった。
問  成果や意義はどうか。
教育推進課長 �小学校での金閣寺・中学校での日光東
照宮の特別拝観を通して、郷土の偉人が世界遺産と深
い関わりがあったということを学び、愛着や誇りを持
つ貴重な機会
となった。生
徒からも「世
界遺産のすご
さと大鳥圭介
の偉大さが感
じられた」と
の感想も聞い
ている。
問  今後の実施計画は。
教育長 �修学旅行での体験等により、上郡を愛する心
を育みたい。日光東照宮とも継続できるように協議を
進めたい。

継続可能な上下水道事業について
問  昨年４月より上水道の利用料金が値上げされたが
その効果は。
上下水道課長 �料金改定により、長期計画のとおり進
んでいる。
問  与井水源地高度浄水施設整備工事の進捗状況は。
上下水道課長 �より安全な水道水を確保するため、10
億円あまりをかけて紫外線処理施設整備工事を進めて
いる。工期は12月20日まで。
問  今後の上水道事業の投資計画は。
町長 �供用開始から約50年が経過、老朽化や人口減
少など取り巻く環境はより厳しくなっ
ている。今後も健全経営をはかりつつ、
計画的な施設更新により、持続的に供
給できるよう努める。

問  企業向けのＰＲパンフ
レットが作成され、その中
で町の７つのプロジェクトが
紹介されているが、具体性
に欠けわかりにくいのでは。
地域振興課長 �各課にプロ
ジェクトに沿った具体的な
対象事業の洗い出しを依頼
している。

問  寄附件数と寄附金額の目標は。
地域振興課長 �100万円以上を目標に頑張りたい。
問  町と包括連携協定を締結している企業は。
企画広報課長 �株式会社青粒、大塚製薬株式会社、日
本郵政の３社。
問  企業版ふるさと納税のポータルサイトを利用する
考えはないか。
地域振興課長 �寄附状況により検討したい。

観光協会の法人化について
問  現在の進捗状況はどうなっているか。
地域振興課長 �今年度に入り法人化移行検討委員会を
立ち上げた。
問  その委員の構成はどうなっているか。
地域振興課長 �兵庫観光本部から１名、西播磨県民局
県民交流室から１名、旅行会社から１名、奈良教育大
学准教授１名、観光協会の理事２名の計６名の委員で
ある。
問  事業開始までのス
ケジュールは。
地域振興課長 �この検
討委員会を９月頃まで
に３回か４回開催し内
容を固める。９月以降
に法人化移行準備委員
会を設置する。令和５
年６月から７月頃に法
人登記をする。
問  法人化スタートま
での観光施策の取り組
みは。
地域振興課長 �今の観光協会を中心にして引き続き継
続事業に取り組む。今回散策スポット
に特化した上郡町イラストマップを新
しく作成した。

立花照弘 議員 河井正人 議員

▶日光東照宮の特別拝観

▶�新しく作成された上郡町イラスト
マップ
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Ｑ 町も産廃処分場設計の
検証をすべきでは

Ａ　町で検証することは難しい

Ｑ 中央採石場跡地の
利活用について

Ａ　有効活用出来るよう検討していく
問  東洋開発工業所が令和
元年に違法伐採をした顛 
末は。
農林振興課長 �顛末書を提
出し、植樹をした。
問  な ぜ 違 法 伐 採 を し た 
のか。
農林振興課長 �委託先の認
識不足だ。

問  専門会社が掲示すべき許可札がない道を通って作
業し続けたとは信じがたい。東洋開発工業所の１回目
の「事前協議書」には実施していないのに西有年自治
会と「協議中」との記載もあった。いい加減だと思わ
ないか。
町長 �町は承知していない。県が判断することだ。
問  昭和51年に上郡で284㎜降った日、家島では
527㎜降っている。1000年確率の大雨は本当に降る
かもしれない。処分場設計の検証は町でもしてもらえ
ないか。
住民課長 �町に検証能力はない。県で検証していただく。

町の中心部の道や千種川が汚れている
問  全国的にも稀な河川名水百選の千種川周辺の手入
れが不十分だ。河川や公道の美化は町民ボランティア
に依るところが大きい。自治会や団体で拾ったゴミは
無料回収してくれるが、個人でボランティアすると
洗って分別して有料袋で出すことになる。無料にでき
ないか。
住民課長 �団体と同様の扱いは難しいが、検討する。
問  町の中心付近でも草が生い茂った所や、河川敷に
車で下りられる道で周囲から見えにくい場所にはゴミ
が多く不法投棄もある。何か対策は。
住民課長 �啓発や注意喚起等を行い、自治会長から通
報があればすぐ対応し、警察との連携を取っている。

問  湯田温泉跡地利用は
財政管理課長 �今後、広く
利活用提案を募り、町の活
性化に繋げる。
問  中央採石場跡地につい
ては、県の事業で排出され
た残土処分場であり、県に
も跡地利用に協力してもら
う必要があるのではないか。

町長 �当該地が有効に活用出来るよう検討する。
問  クリーンセンター跡地について問う。
町長 �国に財政措置を訴えている。
問  副町長は、人口減少の問題や、町有地の跡地利用
について県に相談に行かないのか。
副町長 �現在は働きかけていない。必要が出てくるな
ら協議していきたい。

産業廃棄物処分場建設許可の性質について
問  令和２年３月、環境省から産業廃棄物処理施設の
許可に対する通達がある。その中には、「申請者が基準
を適合する施設及び能力を有し、かつ欠格要件に該当
しない場合には、必ず許可しなければならない。県知
事に対して許可を与えるか否かについて裁量権は与え
ない」とあり、住民投票は無駄であると考えるが裁量
権とはどういう意味か。
副町長 �法令に基づかずに判断することを与えるもの
ではないということだ。
問  町長は環境省からの通達をご存じか。
町長 �十分承知している。この通達の大事なところは、
申請者が基準に適合する施設であるかとか、その能力
を有しているか、また欠格要件に該当するか、しない
か、そこを十分クリアしたときに初めて裁量権なしに
許可しなければならないと解釈している。

米田浩樹 議員 井口まさのり 議員

▶ �千種川河川清掃（除草されずに草が生い茂った
所には沢山のゴミが落ちている）
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補正予算に対する質疑私は を指摘しましたココ

問 �児童・母子福祉の支援事業で、予算額以上に対象者が増加した場合はどう対処するのか。
健康福祉課長 �ひとり親世帯で児童手当を受給されている方や低所得者の子育て世帯へ
の支援事業である。対象者が想定を越した場合は補正予算で対応したい。
問 �新型コロナの対策事業予算であるから、町民に広く早く行き渡るようにするべき
だ。町民へのＰＲ方法と併せ、事務の簡素化などの意気込みを聞きたい。
企画広報課長 �多様な媒体を使い情報発信していきたい。各種事業が存在するが可能な
限り簡素化し町民に対応していきたい。

問 �燃油高騰対策等緊急支援事業の具体的内容は。
農林振興課長 �稲作経営の緊急支援事業、低コスト栽培推進
事業、燃油等高騰対策緊急支援事業の三つからなる。具体的
な内容は、国・県とすり合わせて制度設計を行う。

問 �マイナンバーカード奨励事業について。
企画広報課長 �普及促進と消費喚起を目的に、基準日を設け、カード保有者に一人5,000
円の地域振興券を交付する。
問 �商店街活性化事業補助金について。
地域振興課長 �商工会等に補助し、消費喚起を図る。500円ごとにポイントシールを贈
呈、10枚で1,000円の金券として加盟店で使用できる。
問 �低所得者への給付金の早急な対応を望むが、スケジュールは。
健康福祉課長 �７月中旬に非課税世帯の抽出後通知し、８月以降支給予定です。

問 �この補正は困っている町民の方に手厚い支援をするための
ものであると思うが、対象者と金額の具体的な説明を求める。
健康福祉課長 �１点目は令和３年度にも非課税世帯に10万円給
付したが、その時は該当しなかった人で令和４年度に非課税世
帯になった方に対し10万円支給する。もうひとつは低所得の
子育て世帯に対して国から５万円給付されるが、町からの「臨
時特別交付金」を使って５万円を上乗せし10万円支給とする。

民生費国庫補助金の補正について

コロナ感染症対策関連補正予算の件

農業振興費の件

地方創生臨時交付金を活用した補正予算について

米田浩樹 議員

松本じゅんいち 議員

井口まさのり 議員

立花照弘 議員

田渕千洋 議員

問 �コロナ禍での補助金不正受給が報道される中、町として補助金の不正受給防止対策マニュアルはあるか。
副町長 �現在、作成には至っていないが、上半期に検討し作成していきたい。

商工振興事業の補助金

非常備消防事業
問 �国から令和４年４月18日に消防団員の報酬額を年間36,500円、出動１回8,000円を基準と
し改正するよう通達がきている。すでに財政措置までされている。当町はなぜ放置しているのか。
副町長 �その情報は知らなかった。　町長 �しっかり今後検討する。
意見 �条例改正がいつされても、令和４年４月１日に遡

さかのぼ
り改正後の報酬を団員に支払うべき。
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《意見書の要旨》
　ゆたかな学びや学校の働き方改革を実現するためには、加配教員の増員や少人数職種の配置増など教職員定数
改善が不可欠である。また、国の施策として定数改善にむけた財源保障をし、全国一定水準の教育を受けられる
ことが憲法上の要請である。
　よって、国においては、地方教育行政の実情を十分に認識され、地方自治体が計画的に教育行政を進めること
ができるように、下記の措置を講じられることを強く要請する。

記
１．�子どもたちの教育改善のために、少人数学級を推進すること。具体的学級規模は、ＯＥＣＤ諸国並みのゆたか

な教育環境を整備するため、30人以下学級とすること。
２．�教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、義務教育費国庫負担制度の負担割合を２分の１に復元すること。

　町議会は、請願があった「少人数学級推進などの定数改善と義務教育費国庫負担率２分の１復
元をはかるための、2023年度政府予算に係る意見書（案）」を議会運営委員会の発議として議案
提出し、全会一致で可決した。
　これを受け、木村議長は、意見書を内閣総理大臣・財務大臣・文部科学大臣・総務大臣に提出した。提 出

６月定例会　提出案件に対する表決６月定例会　提出案件に対する表決
案　　　　　　件 議決

結果 議決日

兵庫県町土地開発公社の業務報告の件（簡易表決） 可決 6/9
令和３年度上郡町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告の件（簡易表決） 可決 6/9
上郡町道の認定の件 可決 6/9
上郡町道の路線変更の件 可決 6/9
上郡町税条例等の一部を改正する条例制定の件 可決 6/9
上郡町本社機能立地等を重点的に促進すべき区域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部
を改正する条例制定の件 可決 6/9

令和４年度上郡町一般会計補正予算の件 可決 6/14
令和４年度上郡町下水道事業会計補正予算の件 可決 6/14
工事請負契約締結の件 可決 6/14
少人数学級推進などの定数改善と義務教育費国庫負担率２分の１復元をはかるための、2023年度政府予
算に係る意見書について　発議第２号 可決 6/14

すべて
全会一致で

可決！

令和４年度主な予算の補正（６月定例会）� （千円以下は四捨五入）

会計名 補正額 補正後 主な補正理由

一 般 会 計 2億1,572万円 82億3,412万円

マイナンバーカード奨励事業経費、低所得の子育
て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金、
予防接種事業経費、商店街活性化事業補助金、事
業者経営継続支援事業補助金�など

注）補正額100万円以上の会計を記載

議会運営委員会（５回）・総務文教常任委員会（３回）・民生建設常任委員会（３回）・広報特別委員会（４回）・全員協議会（４
回）・月例出納検査（３回）・安室ダム水道用水供給企業団議会・西播磨市町議長会役員会、総会・兵庫県町議会議長会
臨時総会・兵庫県町議会議長会定期総会・全国町村議長会議長、副議長研修会・上郡中学校卒業証書授与式・播磨自動
車道（播磨新宮ＩＣ～宍粟ＪＣＴ間）開通式典・Ｂ＆Ｇ海洋センター温水プールリニューアルイベント・東備西播定住自
立圏ＪＲ利用促進協議会・東備西播定住自立圏形成推進協議会・川まつり執行委員会・消防功労者表彰式・ＪＩＡＭ市
町村議会議員研修・兵庫県立はりま姫総合医療センター開院記念式典・地域公共交通活性化協議会・上郡町人権文化推
進協議会常任委員会・高齢者大学千種川学園開講式・兵庫県市町村職員退職手当共済組合監査・上郡町身体障害者福祉
協議会総会・国の予算編成に対する国会議員要望会・手をつなぐ育成会総会・上郡町文化協会総会・智頭線利用促進協
議会会計監査・東備西播定住自立圏形成推進協議会会計監査・東備西播定住自立圏ＪＲ利用促進協議会（利用促進活動）・
都市計画審議会

議 活 報会 動 告 3月～5月

意見書の
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総務文教常任委員会
（４月12日開催）
中学校給食の整備について 【生涯学習課】
　担当課より、上郡中学校給食事業の概要説明と、給食
開始までのスケジュールについて説明があり、併せて、
４月臨時会に提出される議案として、給食配送車両２台
の購入についての説明を受けた。事業概要として令和５
年５月を予定し対象者は教職員を含めた全員給食とな
り、食物アレルギーや病気治療により対応できない場合
は家庭弁当持参となる。今後、令和５年１月から３月ま
で個別面談、令和５年４月にリハーサルなどを実施し５
月から給食を開始する。
【主な質疑】
問  アレルギー対応の給食は特別調理室を使用して別枠
で調理していないのか。
答 �現在のアレルギー対応児童数は12、３名で、別枠で
の調理はしていない。詳細に材料を記載した献立表を配
布し保護者に確認している。
問  給食費が同じならアレルギーがある子どもには、代
替食での対応は。
答 �除去食・代替食を検討中で、給食センターの調理は
調整できるが、アナフィラキシーショック等が心配され
るので学校現場と調整を行っている。
問  対応可能な食数と人の配置は。
答 �施設の提供可能量は1,100食で、現在600食で、中
学校で350食予定している。人の配置は調理を委託して
いるが２、３名増員すれば、対応可能と聞いている。
問  中学校の配膳員は給食センターの運営と別か。
答 �給食センターの運営とは別に必要で、２名予定して
いる。

（５月20日開催）
中学校給食の整備について 【生涯学習課】
　担当課から、上郡中学校内給食配膳室整備並びに給食
費について説明を受けた。
　工事内容は、搬入口の整備工事として植込撤去、土間
コンクリート、ひさし新設。内部改修工事として可動式
間仕切り設置、床張り替えである。
　給食費の額は、７月開催予定の学校給食運営会議で決
定後、９月議会で学校給食費に関する条例の改正を予定
している。
【意見】
　委託業者は５年契約でこれまで２回更新があったが、
更新時に議会に報告がなかったので、次回更新時は報告
を求める。
　当該継続審査・調査の案件については、来年５月に向
けた計画が示され実施時期の再検討をとの意見もあった
ため、引き続き継続審査調査を行うこととした。

継 続 審

▲来年５月の給食開始が待たれる上郡中学校

　令和４年４月22日（金）に臨時会が招集された。損害賠償の額を定め和解することの専決処分の報告１件、上郡
町税条例の一部を改正する条例制定をはじめとする専決処分の承認３件、財産の取得の件、一般会計補正予算の件
等議案３件について、慎重に審議した結果、全て全会一致で原案どおり可決した。

●財産の取得の内訳
　・小型動力ポンプ付積載車（消防車両）　３台（船坂分団、高行分団、西部分団）
　・学校給食用配送車　２台

令和４年度主な予算の補正（４月臨時会）� （千円以下は四捨五入）

会計名 補正額 補正後 主な補正理由

一 般 会 計 240万円 80億1,840万円 コミュニティ助成事業助成金�など
注）補正額100万円以上の会計を記載

４ 月 臨 時 会
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（５月20日開催）
産業廃棄物処理施設建設計画の状況につ
いて 【住民課】
　担当課から、産業廃棄物処理施設建設計画の説明を受
けた。
⃝進捗状況を５月９日県担当課に確認した。
　県環境課：環境関係については進捗はない。
　�県農林振興事務所：４月下旬に事業者から保安林につ
いての相談があった。

⃝�５月24日に県環境課立会いのもと２回目を赤穂市と
合同で開催予定している。面談は市・町が提出してい
る意見に対する事業者の考え方を聞く場とし、市・町
への説明と解釈しないよう申し入れた。

【意見】
　後日、２回目の説明結果を書面にて報告していただき
たい。
　委員会は２回目の結果を報告するよう求め、調査を継
続することとした。

ピュアランド山の里の運営について
� 【地域振興課】
　担当課よりピュアランド山の里の運営について説明を
受けた。新型コロナウイルス感染症の影響で令和３年度
分損失補填は、年間経常収支の赤字額の１／２を町が負
担することになった。金額は600万円を下回る見込みで
ある。
【主な質疑】
問  県の割引制度は適用されているか。
答 � 適用され
ている。
　委員会は引
き続き事業経
過を確認し、
調査を継続す
ることとした。

査 報 告
民生建設常任委員会

（４月19日開催）
産業廃棄物処理施設建設計画の状況につ
いて 【住民課】
　担当課より、議会からの質問に対する回答の説明と、
２月８日赤穂市役所にて県環境課立会いのもと、市と合
同で事業者の説明を受けたこと。今後２回目の申し入れ
があった場合は、町としては説明を受ける方針であると
の説明があった。
【主な質疑】
問  事業者が設定した最大規模の降雨量について県の考
えは。
答 �降雨量の想定は事業者がすべきであることから、県
は事業者から設定根拠の説明を受けることにしている。
問  以前には、「２回目の説明を受けるか分からない」
だった。方針転換したのか。
答 �２月８日は非公開とすることを申し合わせ、説明を
聞くことに徹した。
問  事業者から市町への説明はフロー図にない。県の体
制が変更されたのか。
答 �説明は県の意向も踏まえたうえの事業者からの申し
入れと解釈した。
　また、赤穂市と協議のうえ同一の方針で行動すること
は重要だと考えており、引き続き県とも調整のうえ最適
な行動をとっていきたい。
問  ２回目が決まれば、時期、方針等も報告してもらえ
るのか。
答 �あくまで面談であり説明を受けるのではない姿勢と
し、質問も控え意見照会等あれば県を通じて行うべきと
県にも伝えている。当然報告はする。
問  住民周知資料３号の内容、配布時期の予定は。
答 �６月の文書発送に向け準備中である。内容は事業の
概要である。
問  住民投票率を上げる取り組みは。
答 �ケーブルテレビなど町の持っている手段をすべて活
用していきたい。
　委員会として、住民周知資料３号の提示を求め調査を
継続することとした。

叙勲を受章された山本守一氏（左）と山本 巖氏

叙勲の受章おめでとうございます
　2022年春の叙勲において、元議長の山本守一氏（73歳）が、旭日双光

章を受章されました。また、高齢者叙勲として元議員の山本巖氏（88歳）

が、旭日単光章を受章されました。

　山本守一氏は、平成15年から令和３年７月までの間、６期18年２ヶ月の

長きにわたり町議会議員に在職し、特に平成22年10月からの４期は、議長

として議会の円滑な運営と議会改革に尽力されました。

　山本巌氏は、昭和62年から平成４年までの間で、延べ３期12年２ヶ月の

長きにわたり町議会議員に在職され、地方自治の発展と住民福祉の向上

に貢献されました。

▲ピュアランド山の里
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７月臨時会（第499回）

７月臨時会　提出案件に対する表決� 会期：令和４年７月19日

案　　　　　　件
議
決
結
果

議

決

日

米
田
　
浩
樹

河
井
　
正
人

佐
野
　
廣
一

三
浦
　
義
人

澤
田
　
正
治

松
本
じ
ゅ
ん
い
ち

木
村
　
公
男

立
花
　
照
弘

田
渕
　
千
洋

井
口
ま
さ
の
り

１　工事請負契約締結の件 可決 7/19 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○
２　産業廃棄物最終処分場建設反対宣言に関する決議について 否決 7/19 ○ × ○ × ◯ × － × × ×
〇印は賛成を、×印は反対を示す。「－」は、議長のため表決に参加しなかったことを示す。

　令和4年7月19日（火）に臨時議会が招集され、安室川の井せき（風船ダム）改修工事に関する「工事請負契約締結の件
（鳥の元頭首工改修工事）」が慎重審議のうえ可決された。
　併せて、住民投票の結果をふまえ澤田正治議員を提出者、佐野廣一議員を賛成者として発議された「産業廃棄物最終処
分場反対宣言（案）」については、反対意見が多数を占め否決された。

●工事請負契約締結の件（鳥の元頭首工改修工事（その２））………可決
《主な内容》
契約金額：104,478,000円
契約の相手方：株式会社　宮本技建（所在：佐用町）
●産業廃棄物最終処分場反対宣言に関する議決について………否決

議案提出の流れに不備があったことの事実
を認め、大多数の議員の同意が得られるよ
うに時間をかけて進めていきたい。

三浦義人 議員

議会として宣言する訳だから、議員全員で
協議すべきである。

河井正人 議員

議案提出の経過に疑問がある。議会は皆の意見をきちっと捉え進
めていくことが重要。

松本じゅんいち 議員

議案の内容が十分に協議されていない。行政が全く知らない中で
議会だけで決めてみても意味がない。

立花照弘 議員

中身が全く協議されていない。文章の中に
根拠がない。この宣言では、ただ単に自分
の町だけが綺麗でいたい、無責任な宣言に
なる。

井口まさのり 議員
住民投票の結果が反対多数だからといって、片方の意見だけを取
り上げ、賛成に投じた少数派を無視するようなこの宣言は、議会
の議案にはそぐわない。住民投票条例第12条「住民投票の結果を
尊重しなければならない」は、反対宣言をする事とは考えられない。

田渕千洋 議員

議案に反対する討論

基本的には賛成である。
米田浩樹 議員

議案に賛成する討論
採決の結果

反対多数（賛成３・反対６）で否決➡ ⬇

《討論の内容》

《提出者に対する質問》
・議案提出までの経過は。また、提案した議員5人が何回集まって宣言案について意見交換をしたのか。
・住民投票によって住民の意思は明確となったが、少数とはいえ賛成者がいることをどのように受け止めているのか。
・�宣言というのは町民全体にかかわることだから丁寧な説明が必要で、提案が早すぎたと思わないか。
　� ……などの質問があった。

《提出理由説明》
　令和４年７月10日に実施された「産業廃棄物最終処分場の設置についての賛否を問う住民投票」の結果、12,306人の
有権者のうち、8,435人の投票者があり、そのうちの6,515人の反対者があり、住民の意思は「圧倒的反対」との結果になった。
　住民投票条例第12条「町議会及び町長は住民投票の結果を尊重しなければならない」の趣旨に基づき宣言を提出する。
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旧役場庁舎と上郡橋

通勤客でにぎわう上郡駅前

旧役場での議会風景

　上郡町は、昭和30年（1955年）３月25日に旧上郡町と周辺４ヶ村が合併し、現在の上郡町が発足しました。昭和30年５月
12日に初議会が開催されて以来67年を経て、上郡町議会は、今年４年９月定例会が第500回議会となります。
　この佳節を町民の皆さんととともに祝う記念イベントとして、上郡中学校吹奏楽部と上郡高等学校吹奏楽部による議場で
の無観客コンサートの様子を収録し「えんしんネット」で９月に放映します。
　次代を担う学生の皆さんの記憶と記録に残る演奏をお楽しみに！

～いま在りて未来を創生する～

第５００回議会祝

〈上郡町67年間の軌跡〉

昭和30年（1955）3月 上郡町、高田村、鞍居村、赤松村（大酒・小赤松・抜位を除く）、船坂村が合
併し、新上郡町が誕生

5月1日 初代町長に下川巳之進氏が就任
5月12日 第1回議会（臨時）
5月12日 初代議長に田中四郎次氏が就任

11月 国道2号線船坂トンネルが開通
昭和33年（1958）10月 町章を一般募集により決定
昭和34年（1959）9月 国鉄山陽本線姫路～上郡間の電化が完成
昭和35年（1960）4月 統合上郡中学校が発足、新校舎建設工事に着手
昭和37年（1962）3月 国鉄智上線（智頭～上郡）が建設線に採択

3月 統合上郡中学校校舎が完成
昭和41年（1966）2月 上郡町福祉センターが完成

7月 上郡町「福祉宣言の町」を提唱
昭和42年（1967）2月 赤松3小学校統合校舎が完成
昭和44年（1969）9月 ごみ焼却炉が完成
昭和45年（1970）11月 大鳥圭介像を建立
昭和47年（1972）11月 第1回上郡町文化祭を開催

昭和48年（1973）8月 町木（ツバキ）・町花（ダリア）を指定
昭和49年（1974）7月 台風8号が襲来（被害総額約36億円）

昭和51年（1976）3月 赤松三尊像（宝林寺）が県文化財に指定
9月 台風第17号が襲来（被害総額約21億円）

昭和52年（1977）3月 町民憲章を制定
昭和53年（1978）3月 スポーツセンター野球場が完成

昭和57年（1982）10月 上郡町中央公民館が完成
昭和58年（1983）10月 赤穂市消防署上郡分署が開署

昭和60年（1985）4月 千種川が全国名水百選に指定
昭和61年（1986）5月 上郡町役場新庁舎が完成

昭和63年（1988）8月 上郡町総合体育館が完成
平成3年（1991）10月 安室ダムが完成

平成4年（1992）5月 山野里工業団地が完成
11月 第1回白旗城まつりを開催

平成6年（1994）12月 智頭線が開業
平成7年（1995）4月 上郡ピュアランド山の里がオープン

平成8年（1996）3月 白旗城跡が国指定史跡に指定
平成9年（1997）8月 播磨科学公園都市「まちびらきフェスティバル」開催

平成10年（1998）2月 播磨高原広域事務組合が設立
10月 台風10号で町内各地に被害

平成14年（2002）3月 上郡森林体験の森が整備（山野里）
3月 高層町営住宅ハイツカメリアが完成

平成15年（2003）10月 にしはりま環境事務組合設置
11月 赤穂市・上郡町合併協議会を設置

11月 相生市・上郡町合併協
議会を設置

平成16年（2004）6月 「上郡町の議会の解散投票」を実施
台風21号で町内各地に被害。災害救助法が適用

平成17年（2005）3月 県道姫路上郡線のあゆみ橋（与井～竹万間）が完成
平成18年（2006）3月 町営住宅「ハイツあゆみA棟」が竣工

6月 町営住宅「ハイツあゆみB棟」が竣工
平成18年（2006）7月 山陽道野磨駅家跡が国史跡指定を受ける

平成21年（2009）3月 上郡中学校新校舎が竣工
4月 上郡町ケーブルテレビを整備

8月 台風第9号で町内各地に被害
12月 東備西播定住自立圏形成協定合同調印式

平成22年（2010）12月 上郡橋完成記念式典・渡り初め
平成24年（2012）2月 隈見橋完成記念式典

平成25年（2013）8月 学校給食センター竣工式
平成30年（2018）3月 金出地ダムが完成

9月 JR上郡駅にICOCA導入
令和2年（2020）3月 新型コロナウイルス感染症がまん延

4月 クリーンセンターにし尿受入施設の完成
令和3年（2021）9月 町立上郡こども園開園
令和4年（2022）9月 通算第500会議会開会（予定）

昭和30年（1955）3月 上郡町、高田村、鞍居村、赤松村（大酒・小赤松・抜位を除く）、船坂村が合併し、新上郡町が誕生
5月1日 初代町長に下川巳之進氏が就任

5月12日 第1回議会（臨時）
5月12日 初代議長に田中四郎次氏が就任

11月 国道2号線船坂トンネルが開通
昭和33年（1958）10月 町章を一般募集により決定
昭和34年（1959）9月 国鉄山陽本線姫路～上郡間の電化が完成
昭和37年（1962）3月 国鉄智上線（智頭～上郡）が建設線に採択

3月 統合上郡中学校校舎が完成
昭和41年（1966）2月 上郡町福祉センターが完成

7月 上郡町「福祉宣言の町」を提唱
昭和42年（1967）2月 赤松3小学校統合校舎が完成
昭和44年（1969）9月 ごみ焼却炉が完成
昭和45年（1970）11月 大鳥圭介像を建立
昭和47年（1972）11月 第1回上郡町文化祭を開催
昭和48年（1973）8月 町木（ツバキ）・町花（ダリア）を指定
昭和49年（1974）7月 台風8号が襲来（被害総額約36億円）
昭和51年（1976）3月 赤松三尊像（宝林寺）が県文化財に指定

9月 台風第17号が襲来（被害総額約21億円）
昭和52年（1977）3月 町民憲章を制定
昭和53年（1978）3月 スポーツセンター野球場が完成
昭和57年（1982）10月 上郡町中央公民館が完成
昭和58年（1983）10月 赤穂市消防署上郡分署が開署
昭和60年（1985）4月 千種川が全国名水百選に指定
昭和61年（1986）5月 上郡町役場新庁舎が完成
昭和63年（1988）8月 上郡町総合体育館が完成
平成3年（1991）10月 安室ダムが完成
平成4年（1992）5月 山野里工業団地が完成

11月 第1回白旗城まつりを開催
平成6年（1994）12月 智頭線が開業
平成7年（1995）4月 上郡ピュアランド山の里がオープン
平成8年（1996）3月 白旗城跡が国指定史跡に指定
平成9年（1997）8月 播磨科学公園都市「まちびらきフェスティバル」開催
平成10年（1998）2月 播磨高原広域事務組合が設立

10月 台風10号で町内各地に被害
平成14年（2002）3月 上郡森林体験の森が整備（山野里）

3月 高層町営住宅ハイツカメリアが完成
平成15年（2003）10月 にしはりま環境事務組合設置

11月 赤穂市・上郡町合併協議会を設置
11月 相生市・上郡町合併協議会を設置

平成16年（2004）6月 「上郡町の議会の解散投票」を実施
台風21号で町内各地に被害。災害救助法が適用

平成17年（2005）3月 県道姫路上郡線のあゆみ橋（与井～竹万間）が完成
平成18年（2006）3月 町営住宅「ハイツあゆみA棟」が竣工

6月 町営住宅「ハイツあゆみB棟」が竣工
平成18年（2006）7月 山陽道野磨駅家跡が国史跡指定を受ける
平成21年（2009）3月 上郡中学校新校舎が竣工

4月 上郡町ケーブルテレビを整備
8月 台風第9号で町内各地に被害

12月 東備西播定住自立圏形成協定合同調印式
平成22年（2010）12月 上郡橋完成記念式典・渡り初め
平成24年（2012）2月 隈見橋完成記念式典
平成25年（2013）8月 学校給食センター竣工式
平成30年（2018）3月 金出地ダムが完成

9月 JR上郡駅にICOCA導入
令和2年（2020）3月 新型コロナウイルス感染症がまん延

4月 クリーンセンターにし尿受入施設の完成
令和3年（2021）9月 町立上郡こども園開園
令和4年（2022）9月 通算第500回議会開会（予定）
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　「山陽道野磨駅家跡」を正しく読めるでしょうか。
「さんようどうやまのうまやあと」と読みます。

どこにあるの
　上郡駅から、県道５号姫路・上郡線に入り山野里
の工業団地と愛心園横を通過し、落地地区に入った
すぐ左手に大きな立て看板が目につきます。看板に
は「山陽道野磨駅家跡」と白い字が表示されており、
その奥が「駅家」の中心部になります。

遺跡の見どころは？
　そもそも「遺跡」とは、人類の生活の痕跡が残っ
ているまとまった範囲のことです。
　山陽道野
磨駅家跡の
地面の下に
は、古代山
陽道と駅家
に関係した
人々の生活
の 痕 跡 が
眠 っ て い�
ます。

場所の特徴
　不思議なことに「駅家」という遺跡は、当時（飛
鳥～奈良時代）の中心地から少し離れた辺

へん
鄙
ぴ
なとこ

ろに位置し、しかも峠の入口（もしくは出口）の狭
い谷あい部や丘陵地の登り口（もしくは降り口）に
あります。これにはいくつかの説があり、外国使節
が宿泊することもあるので、一般人と接触させない
ように離れた場所にしたとか、有事の際の軍事拠点
にも位置付けられていたので、一般集落から離れた
場所に造られたといわれています。

駅
うま

家
や

とは
　飛鳥～奈良時代に当時の朝廷（天皇による政治機
関）は、全国の支配を円滑に行うために全国に駅

えき
路
ろ

と呼ばれる道路を整備しました。
　平常時は都から発信された文書を持った役人が地
方へ伝達するためや、外国使節が朝廷に向かう際に
馬の乗り継ぎや食料や水の支給、宿泊所などに使い
ました。

　駅家はそれぞれの国ごとに管理されており、都と
九州の大宰府を結ぶ山陽道は最も重要視され、野磨
駅家は播磨国を通る山陽道の最西端に位置します。

発見の出会い
　「山陽道野磨駅家跡」は古くから地元に「源氏屋敷」
と伝えられており、古瓦が多く採集されていました。
研究者の間でも「野磨駅家」であるとの見解はあり
ました。ところが県営ほ場整備事業の確認調査で、
古代山陽道に沿って初期の駅家跡が見つかり、騒然

　上郡町議会基本条例の冒頭に、「上郡町は、古くから山陽道と山陰道の分岐点で物資の集散地とし
て栄え、近年は、…創造性豊かな田園文化都市を目指している」とあります。また、議会が果たす
役割には、町民への情報発信に努めなければならないとあります。今回、「日本一」といわれる古代
山陽道野磨駅家跡を取り上げました。

特 集「野磨駅家跡」「野磨駅家跡」って何？って何？
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　新型コロナウイルス感染症の影響による約２年の行動制限が、ワクチン接種や感染者
の減少とともに、感染対策をしながらですが、徐々に行事も増えてきました。
⃝�５月１日、兵庫県立はりま姫路総合医療センター（愛称：はり姫）の開院記念式典に
出席しました。県立姫路循環器病センターと製鉄記念広畑病院が一つになり、県立病
院としては最大規模の病院に生まれ変わり、「良質なチーム医療」をスローガンに高
度専門医療を行い、救急体制が大幅に充実強化されています。「はり姫」が、医師等の地域雇用増につな
がり、地域医療ネットワークの中心的役割を果たすリーディングホスピタルとなることを期待します。

⃝�５月18日、東京で西播磨市町長会と播磨地方拠点都市推進協議会合同による、国の令和５年度予算編成
に対する国会議員要望会が行われ、西播磨市議長会副会長として出席しました。梅田町長も出席し、本
町のケーブルテレビ設備更新に対する財政支援を要望されました。

⃝�５月30日、町村議会議長・副議長研修会が東京国際フォーラムで３年ぶりに開催され、副議長と参加し
ました。
⃝�６月５日、ピュアランド山の里周辺で「第１回上郡ピュア
スロン山の里」が盛大に開催され、10歳から75歳の出場者
が健脚を競っていました。

⃝�６月18日、河野原円心駅前の田んぼで「どろんこ運動会」
が開催されるなど、明るいアクティビティで地域のにぎわ
いを戻していこうと、少しずつ日常の生活が戻ってきたこ
とは嬉しいことです。

　今後とも住民の安全安心を確保しつつ、活力ある町を創っ
ていきましょう。� 木村　公男

議長通信

となりました。瓦葺きになる前の駅家が全く分かっ
ていなかったからです。
　初期駅家跡の発見によって、全国でも駅家跡と考
えられる遺跡が次々発見されていくようになり、非
常に意義のある発見でした。
　初期駅家跡は落地集落（八反坪地区）の水田の中で、
現在発掘（飯坂地区）が行われているのは、奈良時
代後半に整備された後期野磨駅家跡で瓦葺きで白壁
の建物として整備されたことがわかっています。

「野磨駅家」は日本一
　文献史料から駅家は全国に402ヵ所設置されたこ
とが判明していますが、道の周辺は開発に遭いやす
いため、ほとんどが残されていません。そのなかで
も野磨駅家跡は、奇跡的に良好な状態で、駅家の
全貌を知ることができる遺跡といわれ、平成18年
（2006）に駅家跡として全国初の国史跡に指定され
ました。

まだまだ続く発掘調査
　現在、内容確認調査を２ヶ年計画で行っており、
調査事例のない全国初の建物が発見される可能性が
あるそうです。

町内には、高田地区にも駅家が判明
　たつの市の布勢駅から姫路上郡線を西へ向かい、
椿峠を下り、山を抜けるとすぐに高田駅家跡が現れ
ます。高田駅家跡は姫路上郡線と北側の佐用谷・小
野豆集落へ向かう道の交差点の北西側の水田中に位
置しています。兵庫県立考古博物館の研究事業で発
掘調査を行った結果、駅家西側と南側の築地塀を確
認し、駅家に使用された瓦が出土していることから、
高田駅家跡であることが確実視されています。

▲はり姫の先端医療機器（ダヴィンチ）
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次の定例会は９月６日 10時より開会予定
本会議は自宅のケーブルテレビ（えんしんネット）
でもご覧になれます。
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　「手に取って読んでもらう広報紙」を目指して取り
組んでいます。縦書きから横書き、右開きから左開
きへ、上高生からの提案でＱＲコードの採用などの
改善も進め、頑張っています。
　また、可愛いお子様やお孫さんの写真で表紙を飾っ
てみませんか（左記募集要項参照）。身近な議会広報
紙になるようご協力をお願いします。
� （立花照弘）

モニターの意見  №121について
　表紙には、上郡町の美しい蛍の写真を採用され、そ
の奇麗さに、目を引かれました。写真についての説明
は、表紙、または裏表紙に掲載することで、より興味
を惹かれると感じました。町にお住まいの方から写真
を募集されているのも、非常にいいアイデアだと思い
ます。
　中身についてですが、一般会計予算のグラフは、棒
グラフまたは、円グラフを用いるほうがより適正だと
思います。棒グラフを用いる場合は、昨年度の予算と
どう違うかを比較しやすくするべきだと思いました。
修正案の提出理由の「修正案に対する質疑」「提出者
に対する回答」「当初予算案に賛成する賛成討論」「修
正案に対する賛成討論」の字のフォントが似た色を用
いているため、やや見づらさを感じました。フォント

を白、または黒にすることで、視認性が高まると考え
ます。付託審査報告の「付」と「告」の色が薄くなっ
ている点については、統一感がないため、統一されて
はどうでしょうか。議員の顔写真を掲載されている点
については、議会やその活動をより身近に感じること
ができました。
　次に、文章や内容についてです。文章の比率が大き
いページは、他のページに比較して、読みにくさを感じ
てしまいます。ＱＲコードを用いたり、写真を掲載した
りするなどの工夫がみられるものの、億

おっ

劫
くう

になってしま
います。また、専門用語や難しい単語が少なくないため、
頻出する単語や伝えたいキーワードなどは、巻末などに
用語集としてまとめるといいかもしれません。
� （上郡高校地域活性化プロジェクトチーム）

兵庫県立上郡高等学校

❶��上郡町内で撮影したもので、自作かつ未
発表のもの。

　��（合成写真、組写真、画像修正したものは
除く。撮影は縦が望ましい）

❷��作品は、800万画素以上のファインダー
モードで撮影したもの。

　��（目安：デジタル画像3.6MBから10MB
まで）

　上郡町議会では、町民の皆様にも議会
広報紙がより身近なものとなるよう、議
会だよりの表紙写真を募集します。下記
の応募要項を確認の上、応募申込書に記
入し提出をお願いいたします。

「議会だより�かみごおり」「議会だより�かみごおり」
  のの表紙写真表紙写真

▲募集要項・
申請書
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