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んなことが

12月７日から12月14日まで第４回定例議会が開かれ、人
権擁護委員の推薦１件、条例の一部改正・廃止５件、専決処

分１件、補正予算６件、町道路線の変更、規約の変更が提出
され、すべて原案のとおり可決しました。

決算特別委員会で継続審査となっていた「平成29年度歳入
歳出決算認定」議案については、賛成多数で認定しました。

観光施設の指定

管理の契約上の維持修

支援事業の適用を考え

ている。

●下水道事業特別会計

第２回臨時議会

万円

以下という条項がある

繕の条項である
●愛徳多目的施設条例

第３回臨時議会

●工事請負契約の締結

スポーツ振興くじ助

成金かわべテニス公園

補正予算（第１号）

歳入歳出予算に３９

が、災害があったとき
は、その条項にあては

テニスコート人工芝張

を廃止する条例
施設の老朽化も激し

２万７千円を増額し、

替工事で、指名競争入

めないで考えていくの

予算総額２億７７９０

札により、日本体育施

く、運営管理を委託し

万５千円とするもので

か。
今回の台風によ

ている社会福祉法人紀
成福祉会より、返却の

設株式会社和歌山営業

所が、５２４８万８千

す。

合計５カ所の集落排

円で落札し、契約する

る被害については、通

例を廃止するものです。 常の運営上発生した修

水施設を修繕するもの

申し出があったため、条

繕ではないという理解

（賛成全員）

ものです。

である。

（賛成全員）

り替えするのか。また、

今回は、何面張

●水道事業会計補正予

（賛成全員）

です。
痛んでいる所の

公共施設の建物
共済は、どのような物

修繕を行わないままで、
普通財産で残すのか。

に加入しているのか。

替える予定。テニス

７面を今回張り

落札率か。

何社が応募して何％の

予算総額を事業収益

算（第１号）
の中で全く同じような

子十浦浄水場の屋根

績のある事業者

社を

３千円とするものです。 コートの張り替えの実

事業費３億９１７７万

２億３９４１万６千円、
本町ではビニー

かたちで入っている。

今は建物の価値

必要最低限、雨
漏りを修繕する予定で
ある。
●一般会計補正予算

ルハウス等への災害被
害の対応はどのように

選定し、それを指名選

（賛成全員）

た。

、４％であっ

年使用したのか。

ことだが、人工芝は何

経年劣化という

札率は

だいて入札を実施。落

及び船着１号取水施設

していくのか。

窓口となり、国・県の

るものです。

定委員会に承認をいた

また、施設災害につ

に対応する。

け有利になるよう個々

復旧の支援をできるだ

被 害 状 況 に よ り 、 のフェンス等を修繕す

11

（第５号）
歳入歳出予算に１億
億３

９０３３万２千円を増
額し、予算総額

１９７万８千円とする
ものです。
台風被害による施設
修繕や町道・林道を復

問

まりました

出され、すべて原案のとおり可決しました。

30

旧するためのものです。 いては、農業振興課が
（賛成全員）

92

答
問
答

答

問

89

決
が開かれ、条例１件、補正予算３件、工事請負契約１件が提

問
答
問

問
答

こ
10月15日に第２回臨時議会、10月24日に第３回臨時議会
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一般質問は、８議員が行い、町執行部の取り組み等を問い
ました。

また、張り替える人
工芝の耐用年数はどの

行うものです。
（賛成全員）

により東京

区に本社

機能がある会社から移

●中津村行政財産建設
基金を廃止する条例

今回の基金条例

に関わらず、旧町村名

●御坊市日高川町中学

校組合規約の変更

の付いた基金がまだ

ら御坊市日高川町中学

年４月１日か

中津村行政財産建設

残っているがこの事へ

校組合の事務所を本町

おいて中津中学校の修

ではないが、早い段階

基金を整理できるわけ

です。

合規約を変更するもの

名）

億３８９７万８

内容は、

号台風に

千円とするものです。

総額

０万円を増額し、予算

歳入歳出予算に７０

（第６号・専決）

●一般会計補正予算

置する。

として教育委員会に配

特別専任の職員

なっているのか。

務職員の配置はどう

一元化に伴う事

き連携を密にして行く。

や教育委員会に引き続

について、互いの総務

予算や重要事項

との連携はできるのか。

に伴い、本町と御坊市

学校事務一元化

（賛成

繕に残り全額を取り崩

役場内とするなど、組

平成

基金について、中津支

の考えは。

年経過

転等の打診があるのか。

所庁舎建設時にほとん

替えており、

そのような打診

はないが、近畿圏から

どを充当し、今年度に

年に張り
固定資産税の全期前
の場合は、全額免除で

平成
納報奨金制度を廃止す
はなく段階的に減税さ
れる。

早急にすべての

している。耐用年数に
るものです。
（賛成８名）

ついては、少なくとも
年は耐え ら れ る 。

条例を廃止するもので

し財源としたことから、 で対応したい。
●職員の給与に関する

全期前納報奨制

度を廃止することで納

す。

附帯工事は、

ネットフェンス胴縁の

条例の一部改正

の較差を埋めるため、

（賛成全員）

税者の納税意欲が低下

年人事院勧告

交換であるが、ネット
平成

することはないのか。
の実績からしても徴収

給料表が引き上げられ

において、民間給与と

率は変わらないと考え

ることにより改正する

●議員報酬等に関する

（賛成全員）

ものです。

る。

以前の住民税で

フェンス胴縁の工事の
内容は。
附帯工事は、腐

食のひどい分の交換だ
けである。

●地方活力向上地域に
別措置に関する条例の

条例の一部改正

第４回定例議会
●人権擁護委員の推薦

一部改正

おける固定資産税の特
につき意見 を 求 め る 件

地方再生法の改正に

において、期末手当の

年人事院勧告

中本妙子さん（小

伴い、地方における本

支給月数の調整を行う

平成

熊）の推薦に同意しま

社機能の強化を行う事

した。

もので、６月と

月の

業者に対する課税の特

支給率を同率に改正す

（賛成全員）

例が拡充され、固定資

（賛成全員）

10

程度なのか 。

23

るものです。
る改正を行うものです。
（賛成９名）

問

答

答

産税の課税を免除とす

●町道路線 の 変 更
江川地内越内橋の改
良架設及び町道の拡幅

今回の税制改正

大成中学校

●税条例の一部改正

問

答

16
14

答
問 10

31

89

12

問

30

30

答

問
答
問
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答
等により路線の変更を
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3

より発生した倒木処理

おいては、農地５件・
号災

予算総額

億７７９５

万７千円とするもので

件、台風

国民健康保険診療所

施設
リンクラーなどについ

特別会計への操出金で

（賛成全員）
て、国県の支援策が打

す。

内容については、ジ

●下水道事業特別会計

補正予算（第２号）

万７

人件費の調整として、

歳入歳出予算に

千円を増額し、予算総

額２億７８０８万２千

円とするものです。

●水道事業会計補正予

（賛成全員）

上診療所特別会計補正

事業費３億８９４８万

１億８３１１万７千円、

予算総額を事業収益

算（第２号）

万円

を増額し、予算総額１

人件費の調整と船着

６千円とするものです。

のです。

簡水の取水施設及び川

繕に６９９万４千円、

辺簡水の通信電源の修

●国民健康保険事業寒

（賛成全員）

億１１３万円とするも

歳入歳出予算に

人件費の調整として、

予算（第１号）

●国民健康保険事業川

（賛成全員）

ち出されたことにより
農家の意向には十分

●一般会計補正予算
歳入歳出予算に２億
地域おこし協力

対応できたと考える。

億

６２２１万２千万円を
増額し、予算総額
隊支援補助金の効果は
どの程度あるのか。
地域資源を活用

対策事業費に５２４４

ビエ販売・農業支援・

して地域貢献できる活

万６千円、林業振興費

ＩＴサポートなどであ

風による農業者の支援

に８５６万７千円、農
る。

動を行っている。

地農業用施設災害復旧

町道若野入野線改良工

（賛成全員）

するものです。

額６４５６万７千円と

96

（賛成全員）

ものです。

８万４千円を計上した

人件費の調整として、 の補修工事として５１

事における水道管移設

川診療所特別会計補正
や組合員数などを考慮

ブロック塀耐震

の高い教室から順次改

して、印南町１７６万

費に５０７５万２千円
のほか、公有財産管理

善していくが、補助事
ぐらいで全てが完了で

別会計補正予算（第２

予算（第１号）

基 金 へ の 積 立 金 と し て 、 降も継続するのか。
険箇所が解消されると

今回の予算で危

業を活用しながら３年

９６００万円の増額を
行うもので す 。

きるように進めていく。
購入する高性能林業機

９万７千円を増額し、

歳入歳出予算に１８

号）
分担割合は。

町と本町が分担するが、

械購入補助金は、印南

紀中森林組合が

考えていない。よって
継続していく。
学校の特別教室

問

（賛成全員）
農家の意向を酌

んだ農地災害査定と

のか。

を目処に全て改善する

なっているのか。また、 の空調設備は、何年度
号災害に

●国民健康保険事業特

６千円、本町は７０６
歳入歳出予算に 万７
万６千円となっている。 千円を増額し、予算総

両町の森林面積

町費を上乗せさせた。

にかかる費用を計上し

14
す。

高性能林業機械

害では、ハウスやスプ

まずは使用頻度

答

たものです 。

答

（第７号）

21

策として、農業活性化

主なものとして、台

です。

１１９万円とするもの

92

その状況は ど う か 。
台風

20

17

12

対策事業は、次年度以

93

問
答
問
答
問

問
答
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町政の今を
問いただす！

一般質問

８議員が16項目の質問を行いました。
ページ
６
６〜７
７

質問者

質

堀江

才二 議員

堀

辰雄 議員

龍田

安廣 議員

問

事

項

・捕獲報償金の増額と表彰制度を設けては
・旧薬草試験場跡地のその後は
・来年度開催予定のねんりんピックをチャンスに
・防災センターの竣工式はするのか
・善行表彰が表彰に至らないのは何故か

７〜８

小畑

貞夫 議員

・感震ブレーカーで災害弱者対策を
・森林環境税がもたらすメリットと活用協議の進め方は
・テニス公園の屋根はどうなる

８〜９

原

孝文 議員

・デマンド方式の改善と広域化を
・町臨時職員の地位と待遇改善を
・森林環境譲与税によって町の森林整備は進むのか

10〜11

山本

喜平 議員

・おむつやチャイルドシートなど子育て支援の充実を
・美山地域の小学校のあり方と展望は

11〜12

山本

啓司 議員

12

井藤

満人 議員

Q

・大阪万博開催に向けての考えは
・ポイントサービスをまちづくりに
・米作農家の振興対策が重要な時期では

質問順はどうやって決める？

A

一般質問は通告制となっており、質問日の約１週間前にあらかじめ質問概要を執行部に

提出し、執行部はそれをもとに答弁書を作成します。

質問の順番は、クジ引きで決めます。以前は早く通告した議員から順に質問していまし

たが、現在は公平性の意味から、クジで決めるようにしています。

捕獲報償金の増額と
表彰制度を設けては

今年の秋頃、国

務事務所長から文書が

との払い下げ交渉が始

り合わせを行うとのこ

感謝状を出すことは
捕獲者に対するねぎら

まるとのことであった

とである。

農業祭の場がふさわし

いと感謝と共に捕獲者

が、今までの経過と今

日に見積

いと思うが、町長の考

の今後の励みになると

後の進め方、また、現

届き、今月

えは。

思う。町農業振興協議

報償金の増額で

有害鳥獣対策に拍車が

会と十分相談していく。 在の状況を伺う。

この見積り合わせは

５回が限度であり、少

日に

も土地の所得が決定し、

しでも上回れば

アスベスト問題が発生

今年６月議会で

かかるのではないかと
思うが、国や県の支援
が一定であることから、

有害供養式の場で出し

る予定である。

来年度開催予定の
ねんりんピックを
チャンスに

月５日に和歌山財

明させてもらった。

せが

その後売買契約、代金

できるが今のところは

記を経て、町名義とな

したため、見積り合わ

なくなってしまった。

考えていない。

どうかという話になり、 策への熱意は十分理解

町負担が増加すること

たことがあった。供養

17

支払い、所有権移転登

にもなる。有害鳥獣対

17

月頃になると説

式で感謝状はちょっと

今月12月17日に見積り合わ
せの予定

答

農家の方が多く集まる

11

今のところ考えていない。相談
する

問

答

12

ピック」グラウンド・

催予定の「ねんりん

を設置し、町内の関係

内に多数の売店ブース

「南山スポーツ公園」

ルフ大会会場となる

ゴルフ大会に来てく

者に積極的に出店して

また、売店だけでは

れる選手や参加者を対

チャンスと捉えて、町

なく、おもてなしブー

いただきたい。

特産品の売り込みをす

ノシシ汁やみかんを試

スも予定しており、イ

グラウンド・ゴ

べきではないか。

象に、大きなビジネス

来年、本町で開

大いに日高川町をＰＲしたい

２

報償金を倍額ぐ

らいにしてもっと狩猟
意欲を高めてもらいた
い。会社を立ち上げて
各地に出向き、有害駆
除を引き受けていると
いう話も聞 い て い る 。
前町長は農業振興課
に専門職員を配置し、
前々町長は箱おりを各
区へ配布し、有害駆除
に頑張っていただいた。
現町長には、報償金の
増額をお願いしたいが

辰雄議員
堀

問

答

どうか。

旧薬草試験場跡地の
その後は

１

堀江才二議員

感謝状は 以 前 に 一 度 、

ジビエ工房「紀州」

１
問
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7

業費は、全体で約８億
３千万円を予定してい
る。
竣工式については、
年５月中旬頃の開催

予定である。

は台風や地震等々が多

んではいないが、近年

える日が来ることを望

建設してよかったと言

にも防災意識を高めて

活用し、住民の皆さん

の防災教育の場として

平常時は小中学生など

ターの使用については、

完成後の防災セン

く発生している状況の

いただけるよう施設の

防災センターを

中、本町の防災意識の

利用を考えている。管

善行表彰が表彰に至
らないのは何故か

考えている。

任用等の職員の配置を

理体制については、再

向上につなげる施設と
して期待する。
建設中の防災セン
ターについて４点聞き
たい。
①工事の完成はいつか。
②総事業費はいくらか。
③竣工式はするのか。
④センターの管理体制
はどうするのか。

月議

現在の表彰規定が曖昧で表彰基
準を設定できない

年

「公益事業に尽力し

象が幅広く曖昧である。

ては、現表彰規定の対

善行表彰につい

なのか。

至っていないのは何故

のか。また、表彰に

状況はどうなっている

い。検討会や選考会の

たが表彰に至っていな

しかし、３年経過し

るとの答弁であった。

完成間近の防災センター

31

１

食していただき、売店
での購買意欲を高める
等、選手の皆さんや生
産者の皆さんに喜んで
もらえるよう実行委員

建物本体は平成

平成

だったものを毎年定期

行部答弁では、不定期

行った。その当時の執

（善行表彰）の提案を

会において、社会賞

12

会で検討する。大いに

年３月に完成し、周
辺整備工事や町道拡幅
工事、建物内の展示物
年３月末の完成

27

的に取り上げて検討す

答

問

龍田安廣議員

の工事などを行ってお
り、

小畑貞夫議員

日高川町「ねんりんピックリハーサル大会」

31年５月中旬頃開催予定
である

問
30 答

を目指している。総事

31

日高川町をＰＲしたい
と考えてい る 。

防災センターの竣
工式はするのか

１
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た」、「公益のため金
品を寄付した」、「模
範となる善行徳行を
行った」個人と団体を
対象としているが、条
文に沿うような行為が
具体的に数字で表せな

森林環境税がもたら
すメリットと活用協
議の進め方は

公益的機能向上を図るために住
民が納得する進め方を行う

管理ができてい

る森林は、従来通り国

年度税制
改革において森林環境

や県の補助制度で行う

平成

譲与税が創設され、５

が、管理ができていな

感震ブレーカー

年後には森林環境税と

前回の南海トラ

の設置については県も

い森林については町が

には、県補助の対象と

私有林人工林面積や人

市町村への配分は、

放置森林の整備が進み、

メリットとしては、

月

して納税者から年額千

主体となって適正管理
なり、町が補助する金

口などにより配分され

する。

いるので、善行表彰を

額の２分の１が県から

地域の雇用創出と安定

南海トラフ地震の平均

発生間隔は 年である
してあげればと思う人
を教えてい た だ き た い 。 こ と か ら 、 も う 発 生 し

る。過疎地ほど配分率

ても不思議でない。

革となり、森林所有者

林業行政は、どんな変

このことで、本町の

られる。

の公益的機能向上が図

の吸収や災害防止など

復向上で、二酸化炭素

このことから、本町

れ身動きできなくなる。 カーの設置を推進し、

や林業従事者、納税者

配分される譲与税の

地震が発生すると家

高齢者等の要配慮世帯

としての一般住民には

活用については、関連

屋根の構造をどうす

また、森林機能の回

を対象に補助事業とし

どんなメリットがある

機関と協議し、住民が

るかにより、費用が７

においても感震ブレー

同時に電気器具からの

て検討し、２０１９年

のか。その税金の使い

納得できる進め方をし

億から

家具転倒防止対策と
同様に、大きな地震を
感知すると自動的に電
気を遮断する感震ブ
レーカー設置助成を検
討してはどうか。

億円と大きな

てきている。

の屋根設置が具体化し

園内の６面のコートへ

かわべテニス公

発火により火災が発生

度実施したいと考えて

方についての協議はど

ていく。

し焼死する。

いる。

う進めるのか。

への配分額も多くなる。

補助される。

年

推進している。町が補

円の納付が始まる。

フ地震は昭和
日だった。それから

助事業を実施する場合

答

年が経過している。

31

いことから、基準を設
定し切れて い な い 。
課長会議においても
意見が欲しいと伝えて
いる。
表彰の趣旨は、大変

３
問

につながる。

良いことだと認識して

答

が高くなるため、本町

12

具等の転倒で押さえら

孝文議員

原

21

88

効率的で、安くつくもので建
設したい

１

問

問
72 21

テニス公園の屋根は
どうなる

幅があると言われてお

10

補助事業として検討し、
実施したい

２

感震ブレーカーで
災害弱者対策を
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ある程度の明るさが

重複や車両の確保など

あるが、民間バスとの

いタクシーも理想的で

一定の改善はされる

ることになる。

や退職手当が支給され

２種に分け、期末手当

てくる。

してもらって、効果的
確保され、圧迫感が軽

課題は多い。先進地を

り、幾つかの案で設計
でしかも身の丈に合っ
減されるテント張りと

た案を採用するとのこ

が、正規職員と同様の

鋼板の組み合わせを考

学び、有効な手段を取

とだった。どのような

仕事をしながら「いつ

えたい。また、側面を

雇い止め可能」という

り入れることも必要だ

方向ですすんでいるの

広域化は非常に難し

劣悪かつ不安定な状況

うなるのか。

務経験の考慮などはど

具体的に給与表や勤

応していくのか。

配もある、町はどう対

えていくことになる心

タイムからパートに変

性もある。また、フル

規雇用を助長する危険

たり、なによりも非正

までより不利益になっ

場合によっては、今

い問題だと思うが、他

けていく。

は変わらない。

までも臨時、いつでも

囲って空調設備をそな

れるが、「気の毒や」

の自治体に一度声をか

と考えている。

か。
えるのかも検討課題だ。
議会でも協議してもら

建設の時期や、その
財源調達の見通し、特
いたい。
しており、国の予算の

来年度の建設を予定

に旧町名の基金の活用
についての 方 針 も 伺 う 。
すでに設計業務

財源については、国

付き方にもよるが早期

らうことにしている。
の補助金が半分あり、

の契約をしており、幾

屋根材をコスト高の東

起債や「川辺町魅せた

に着工したい。

京ドームのようなテン

制」を採用している自
利用が少ない原
いまちづくり基金」で
残り分をまかないたい。 治 体 が 多 く な っ て い る 。 因 と し て 、 前 日 ま で の

つかの案を提示しても

ト張りにするのか、安

電話予約や乗り継ぎの

べきでは。

くつく鋼板にするのか

その一番の特徴は「ド

「乗り合いタクシー

によって大きくちがっ

進地を調査し、本町も

制度の条例化にあ

たっては、職員の意見
総合的な再検討が必

と聞いている。
入れできる制度として

要な時期にきていると

り、

年度より役所の

現行の臨時職員

させていくべきである。

を聞く場を設け、反映
いる所も多い。本町で

の認識はあるが、最適

国の法改正によ
も御坊市内などへの移
態である。利用しづら

の待遇面を維持しなが

動対策が必要だ。管内

臨時職員は、一会計年

い側面があるのではな

である。

な方法をいまだ模索中

策として、デマンド方

での広域的な取り組み

ら、新制度への移行を

いか。改善が必要であ

ドアの乗り合

度単位の任用となり、

式を取り入れたが、利

ドア

すすめていく。移行前

を協議する場を設ける

フルタイムとパートの

互いに他市町へ乗り

という意識要因もある

答

採用してはどうか。

ア

煩わしさなどが考えら

デマンド方式の乗合タクシー

ドア」である。先

デマンド方式の改善
と広域化を

最適な方法を今だ模索中だ

to

る。

答

２
コミバスの改善

新制度移行前より不利益
とならないよう慎重にす
すめる

３

町臨時職員の地位
と待遇改善を

32

問
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答
問

用がまったくという状

to

ひだか川議会だより
9

よう、雇用条件や給料

より不利益とならない

設けることを考えたい。 林 整 備 の た め の 財 源 が

職員の意見を聞く場を

となるが、できるだけ

定は、これからの作業

増額し、事業が拡充す

与される。

て森林環境譲与税が譲

の整備に充てることは

る簡易な作業道や歩道

森林整備に必要とな

のは好ましくない。

の振りかえに充てるも

あるため、既存の事業

ドシート、ジュニア

ビーシート、チャイル

に乗せる場合は、ベ

６歳未満の子どもを車

また、道路交通法では

をすべきではないのか。

品の購入に対する助成

する助成は、県下８町、

シートなどの購入に対

だ。また、チャイルド

県内でもその１町だけ

は１町が実施している。

対する助成は、近隣で

森林環境譲与税は、

るのか。
また、町が支援して
いる主伐後の再造林へ
の助成や林家が望む低
コストでない伐採事業
には充てられないのか。
譲与税の算定根
拠をもとに県が試算し
年度か

００円の森林環境税が

ら

ている。平成

年度から市町村

課せられる。それより
先に

年度は、和歌山県
には約９６３０万円、

子育て世帯の経
済的負担を軽減するた

本町周辺では、

すべきではないのか。

担を軽減する他に例の

若い世帯の経済的負

おむつ用品の購入に

する必要がある。

などを慎重に検討した

るのか。

できると聞いている。

シートの使用が義務化

近隣では１町が助成し

年度から

これによって町の森

い。

和歌山県と本町にはど

されている。購入に対

ている。

条例化や給与表の改

れほどの額が譲与され

する助成や貸し出しを

森林環境譲与税に
よって町の森林整備
は進むのか

平成
36

国民に対して、年１０

問
および都道府県に対し

本町には約２６３７万
円が譲与される予想だ。
その後、段階的に増額
年度以降
には、和歌山県に約１

の市町間での人口移動

あるので、県内や管内

に新居を構えることも

どまらず、近隣の市町

結婚世代が出身地にと

したい。

は有効な施策だ。検討

川町をアピールするに

やすい町としての日高

ない施策は、子育てし

を意識した施策を実施

美山地域の小学校の
あり方と展望は

地域、保護者、学校が話し
合って進める

美山地域の小学校の

とがある。

校では３校とも児童数

あり方と展望について

美山地域の小学

が少なくなり、子ども

示していただきたい。

めの支援の充実を求め
赤ちゃんの誕生を喜

たちの成長に対する心

億４４３０万円、本町

び、赤ちゃんを養育し

配や不安の声を聞くこ

答

譲与される試算だ。
新たな財政需要に対

ている方へ、おむつ用

美山地域３小学

して創設されるもので

たい。

され、平成

他にない施策は子育てしや
すい町のアピールになる
には約８９００万円が

３

市町村が行う森林整備とその
促進に充てる
山本喜平議員

答

問

２

31

31

45

おむつやチャイルド
シートなど子育て支
援の充実を
問

答

33

１
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ひだか川議会だより
11

校の来年予定児童数は、 一つの選択肢である。
の気運の醸成を大切に

はなく、地域、保護者

名、笠松
メリット、デメリット

川原河
して、理解と協力を得

名であ
い。

て進めなければならな

を考えた中で、子ども

名、寒川第一
あるかどうかを十分吟

り、３校とも１・２年、 にとって統合は必要で
３・４年、５・６年と
味し、押しつけるので

大阪万博開催に向け
ての考えは

３学級編成の完全複式
校である。３校の児童
数は、これから５年間、
ほぼ横ばいに推移する
予想だ。
今年度から、３小学
校それぞれコミュニ
ティ・スクールが始
まっている。地域の代
表、保護者の代表、学
校関係者からなる学校
運営協議会で、これか
らの学校をどうしてい
くか、意見を出しても
らいながら話し合って

また、会場埋め立て

町長の考えはどうか。

か、何を期待するのか、

ように関わって行くの

今後町として、どの

ている。

観光面で期待するところが大
きい

大阪万博開催が

ろうが、議会としても

長寿社会において生き

要、との県知事の認識

健康・長寿施策につ

工事に伴う、公共土木

学習については、３

「圏域全体のみならず

生きと暮らせるような

にあるように、観光面

いては、万博とは関係

決定した。具体的な制

については、具体的な

小学校の児童が、テレ

和歌山県における産業

施策の創設や充実に係

で期待するところが大

度設計はこれからであ

ビ会議システムを活用

振興や観光文化交流な

る考えは。

ことが出ておらず、想

して集合学習を実施す

どを促進し、県内各地
向上にも寄与できる」

文化交流などの促進が

ても産業振興や観光、

進して行きたい。

となって取り組みを推

きく、今後は県と一体

く。

プランも含め進めて行

なく、今後もより良い

現在、社会では

キャッシュレス化が進

み、民間企業では「ポ

イント」による顧客の

囲い込み、差別化戦略

が多様化の様相を呈し

ている。行政もこの先

における「自治体ポイ

マイナンバーカード

どうか。

り方についての考えは

サービスと行政の関わ

町としてポイント

定しにくいので、アン
何らかの形で関与が求
テナを張っておきたい。 められるのでは。

るなど、小規模校の教

として、去る６月議会

いる。
統合は、小規模校の

期待される。

関わり方や波及効果
で誘致の推進を決議し

和歌山県におい

域の振興や住民の生活

観光客が和歌山に立
工事への波及効果や、
万博のテーマに沿った、 ち寄ってくれるような
魅力的な情報発信が重

2025大阪関西万博の予想図

育条件の改善に努めて

いる。

山本啓司議員

有用となることがあれば検討
してみたい

２

13

１
問

ポイントサービスを
まちづくりに

問

12

11

教育条件の改善を図る

答
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り、住民参加型のまち

動等のポイント化によ

活動やボランティア活

がり、更には健康維持

ば、ポイント社会と繋

ント制度」を活用すれ

なることがあれば、検

会の流れの中で有用と

は描けていないが、社

スが良いのか、具体像

的でのポイントサービ

可能か、どのような目

なポイントサービスが

照らし合わせながら、

もらい、財政事情とも

進委員会にも議論して

ようにしていきたい。

農業の振興が図られる

本町の基幹産業である

じめ、ネットショッピ

スーパー・コンビニは
としつつも、マイナン

取り入れることを基本

して利用できるものは

的に進めなければなら

米作の振興対策を具体

げているが、この補助

行って一定の成果を上

業の補助を町として

て、農業機械の助成や

るが、この１年をかけ

年度で助成期間が終わ

支援補助事業は、来

月

回日

日にみやま

準優勝は印南町で、

優勝はみなべ町、

16

トボール競技大会」

高郡町議会親善ゲー

「がんばったで賞」

日高川町Ｂチームは、

チーム

した。

大変有意義な時間で

を深めることができ、

他町の議員と親睦

を受賞しました。

した。

が参加して対戦しま

ム編成し、

各町議会で２チー

が開催されました。

ドームで「第

10

日高郡町議会親善ゲートボール競技大会

づくりにも寄与できる
討してみたい。

ングなどあらゆるとこ
バーを用いたものにつ

してはどうか。

と考えるが い か が か 。

ろで取得でき、購買意
いては賛否もある。周

よる遊休農地・耕作放

まちづくりの一環と

欲に繋がっているとの
辺自治体の様子も見な

年度

計画で農業生産基盤の
等の

うに進めていくのか。
で、米作農家がかかえ

として位置づけ、関係

充実と農地の有効活用
ている問題の現状を把

機関や団体との連携の

このような状況の中

握する取り組み計画は

もと取り組みを推進し

項目を主要施策

ないのか。

ない時期にきている。

方針の見通し、新たな

たい。

農業従事者の高齢化や

21

12

「ポイント」は、

認識を持っ て い る 。

町の平成

までを見据えた第二次

棄地の増加が大きな問
題となっている。今後

長期総合計画前期基本

がらの検討となる。

行政としてどのよう

年間の施策をどのよ

35

施策等を、地域農業推

農地保全対策支援事

10

米作農家の振興対策が
重要な時期では

井藤満人議員

10

支援補助計画を予算化

問

後継者不足・これらに

農業のなかでも

次の１年間をかけて振興策を作
りたい

１

答

答
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12

ひだか川議会だより

ひだか川議会だより
13

域活性化支援センター

目町役場、五城目町地

総務文教常任委員会
１．調査目的
岩手県紫波町では、
民間の力を活用し、不

おける公民連携による
まちづくり

ある。

今回視察の「オガー

ロジェクト」である。

今回の視察先、オ

ガール紫波株式会社は、

ルプロジェクト」に

①紫波町の概要

官と民が連携するため

を担っている。

岩手県中部に位置し、 よ り 整 備 さ れ た エ リ

．７ヘ

のエージェントの役割

年に一町八村が

駅前の町有地

アでは、休眠していた

昭和

合併して誕生した。今

クタールを舞台に、公

13

て、年間１００万人が

訪れるエリアになろう

としている。

②オガールプロジェ

クトとは

年、塩漬けと

平

地域材

年６月オープンの

・オガールプラザ

成

官民複合施設

使用

図書館、地域交流セン

ター、産直紫波マル

るまちづくりがスター

により、公民連携によ

ために、前町長の発案

なった土地を活用する

ション

・エネルギーステー

貸しスタジオ等

医院、飲食店、学習塾、

ター、歯科医院、眼科

シェ、子育て応援セン

トし、町民や民間企業

熱給開始

年７月

の意見を取り入れた

木質バイオマスボイ

平

年７月オープンの

地域材

ビジネスホテル、バ

使用

民間複合施設

成

・オガールベース

平成

「紫波町公民連携基本

年３月に議会議決

年度か

ら始まった駅前都市整

に基づき平成

された。この基本計画

成

ラー使用

平成

③エリア内施設と概

回視察施設のある中心

要

３．調査実施日

民連携の手法で公共施

日
（木）

11

動産開発に取り組んだ

部に人口の６割が集中

～

月

・岩手県フットボール

第三セクター方式によ

年

設並びに民間施設立地

センター

同町の手法を学ぶべく、 平成

しており、盛岡市と花

による複合開発が行わ

年を経

巻市はともに通勤圏、
口は３３，１７０人で

30

30

15

（１）岩手県紫波町に

れ、事業開始

り設立されたオガール
具体的手法について調
査した。
秋田県五城目町では、
コミュニティバスの試
験運行を始めたほか、
廃校となった小学校校
舎を改修して活用し、
起業・移住施策に取り
組んでいる。同町での

24

年３月現在の人

平成

日（火）

30

紫波株式会社を訪問し、 ４．調査の経過

10

計画」が策定され、平

19

備事業が「オガールプ

26

地域公共交通の制度設
計や課題と併せ、若者
の移住・交流や起業支

オガー

援策について調査した。
２．調査地
岩手県紫波町

五城

ル紫波株式会社、オ
ガールプラザ
秋田県五城目町

紫波町「オガールプラザ」

10

21

26

21
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委員会県外視察レポート

による経済開発を行う

備と民間施設等の立地

す循環型の町づくりの

たほか、紫波町が目指

有識者会議が設けられ

による人と人の繋がり

・まちづくりの拠点化

産地消

点まで最大

部から最遠の折り返し

４エリア４路線（中心

分程度）

と定められている。

具現化に向けてより多

深化と醸成

でデマンド型乗合タク

ダイヤの時間までなら

その特徴の一つは、

ルシェ」の経営貢献と

当日予約可能で、登録

シーを１日５便運行。

用定期借地権を設定し、 されている。

既存の町内産直への波

した自宅前から乗車し、

・統括的産直「紫波マ

プロジェクトでは、

及効果

くの木質系材料が活用

加を前提とした「紫波
民間の投資を誘導して

資産保有の特別目的会

町所有の土地に、事業

町公民連携基本計画」
経済の開発に繋げてい

構想段階から市民参

ガールプロジェクト

画をベースとしたオ

④公民連携の基本計

レ ー ボ ー ル 専 用 体 育 館 、 職員除く）

平成

コンビニ、飲食店、事
務所
・紫波町役場
３階（一

では、不動産価値の向

五城目エリアの町中で

は拠点毎に乗降場が設

・交流人口、定住人口

の増加による歳入増の

けられている。

社であるオガールプ
ラザ㈱が、誘致と調査

効果

る点である。
デザインは、ガイド

を先行させ、入居する

上からの町づくりを志
向し、町民の資産であ

ラインを策定し、その

月オープン
る町有地を最小限の財

年

教育サポート施設
アウトドアショップ、

実現させ、かつ補助金

まで入居率１００％を

工からオープンに至る

用を算出するなど、着

態で設計規模や建設費

約９千人の農業と林業

の東部に位置する人口

秋田市の北方、大潟村

①五城目町の概要

バス運行開始に関して

におけるコミュニティ

（２）秋田県五城目町

できないという課題を

目エリア内での移動が

は利用できるが、五城

城目エリアに来る時に

エリアから中心部の五

名の実績。各々四つの

１便当たり平均３～４

３００円から６００円、

料金は距離に応じて、

テナントが決まった状

ベーカリー、スポーツ

のみに頼らない事業方

年に

年４月開園

域材使用

民営定員１５０名

成

・オガール保育園

ジム、美容 室 等

式となっており、金融

の農山村。昭和

平成

民設
地

年８月～

・オガール広場、大通
公園
年７月完 成

24

建物のアーケードによ

月分譲開始

平

り建物と広場が一体と
なった空間 を 創 出

戸

年

・オガールタウン
成
全
員数

２５７名（役場

・オガールエリア従業

10

⑤オガールプロジェ

を得ている。

シュフローは高い評価

につれ中山間部となっ

業エリアから東に行く

して誕生。中心の商工

五城目町他４村が合併

共同運行も話し合われ

１町２村の公共交通の

この他、過去近隣の

しく、現在まで実現し

とする住民の調整が難

たが、民間路線や対象

有していた。

クトがもたらした主な

ている。

②従来の地域公共交

通体系と課題

バスの廃止に伴い、現

バス運行開始について

③巡回コミュニティ

ていない。
・地元企業や企業体に

在北部と東部合わせて

五城目町では、路線
よる施工で、資金の地

と再投資を誘発

周辺地域への民間投資

・不動産価値の向上と

効果

30

平

機関からもそのキャッ

の官民複合 施 設

25

運用方針等を検討する

平成

・オガールセンター

使用

部４階）建て、町産材

年５月開庁

27
政負担で、公共施設整

12

他小児科、病児保育、

28

29

26
57 25

五城目町「地域活性化支援センター」
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年

であった。

同じような開発適地

所。旧教室をレンタル

はそのまま取り入れる

ではなく、その意味で

が日高川町内にある訳

中で、対応方策につい
オフィスとして誘致企

月に、開

化支援センターの拠点
化と効果

年、専任の

企業誘致担当者を任命
平成

く、平成

課題解決のため、平成
し、誘致活動を始める

五城目エリア内移動の
月１日より、ボ

ンネットバス「きゃ
て他自治体とは違った

のは難しいが、小規模

年

どっこ号」によるコ
業やコミュニティ活動

手法として民間と上手

援している。平成

して、活動や起業を支

方法で進める必要性を

年に廃校

折しも、馬場目小学
校が、平成

く連携することで町有

ミュニティバスの試験
事開催日を除き、日曜、
祝日、年始と第二・第

事業者が入居し、

25

ある。

当初の見込み

０円（小学生半額）で

は１日乗り放題で３０

人、料金

便でカバーしている。

分の１日５

五城目エリアのバス停

担当者は町内外企業を

ンター」が誕生した。

目町地域活性化支援セ

になり、後述の「五城

場として活用すること

した結果、企業誘致の

置して活用方針を協議

町では検討委員会を設

ている。事業者のうち

交流の場として開かれ

強会やイベント、地域

れるほか、一般にも勉

りする場として利用さ

したり、刺激し合った

けでなく、お互い交流

単なる仕事場としてだ

力の導入が検討されて

その有効利用に民間活

建物が点在しており、

用予定のない町有地や

当町においても、利

のがあった。

う点で大変興味深いも

行うことができるとい

車両は定員

を一周約

より利用が少なく、早

東京都千代田区のシェ

オガールプロジェクト

と民間の提案力を有効

住民や起業家のニーズ

しオフィス等による若

式を参考とすれば、貸

月

便と第五便を逆回りに

アオフィスにも参加し、 この他、地域おこし協

紫波町では先行取得し

速
変更してい る 。

力隊の拠点ともなって

に組み合わせ、最大限
者の起業支援や若者の
の効果を低いリスクで、 定住促進・支援に向け

人脈を大切にしながら

たものの、塩漬けと

て、事業化の検討が可

いる。

なってしまった町有

今のところ事業運営が

能と考えられる。

ベンチャー企業や若手

入居企業に対して他

地を再度整備のテーブ

行われている。

（３）秋田県五城目町

に町独自の補助金支出

ルにのせないといけな

年の移住

はない。入居費用は一

い、という事業的な必

けた。平成

３人、雇用５名の実績

室当たり月２万円で暖

業支援策

年
以降、
る。

件の起業があ

年
経営的目線を有し、プ

における紫波町の実質

然性があったとはいえ、 トが始まった平成
となっている。

房を除く光熱費は実費

ちなみにプロジェク

①起業支 援 の 経 緯

を皮切りに、平成

た五城目町では、雇
用対策を以て人口減

公債費比率は

．３％

ロジェクトを動かせる

19

28

25

②五城目町地域活性

五城目町の人口は日高

にみる地域公共交通

（２）秋田県五城目町

人口減少が進んでい

経営者に誘致を働きか

16

21

30

12

の移住・交流施策と起

人材が育っていたこと
いるが、紫波町のよう
が大きな要因と言える。 なコンセプトと事業方

訪問、姉妹都市である

11

日より、第三

四土曜日は運行がない。 となることが決まった。 以降

25

８社が法人登記を行い、 ５．調査の結果、意見
名の雇用を創出した。 （１）岩手県紫波町

地を用いて複合開発を

年

な自治体であっても、

25

を行う事業者に貸し出

10

認識していた。

30
運行を開始した。町行

10

23

12
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11

少に歯止めをかけるべ

23

ひだか川議会だより
15

も必要なのではと考え
支援や、移住・交流で

若者をひきつける起業

そうである。これだけ

出来た」と感じている

遜色はない。

た場合、決して当町も

移住・交流の実績を見

件、更にはこれまでの

は「巡回」的な要素の

ぎゅっと圧縮したよう
させられた。また、五
実績を上げているのは、

だ有効活用できる普通

年

月２日（金）

３．調査実施日
平成

～４日
（日）

４．調査の経過と意見

（１）白山市役所

年２月１日、

積は、石川県全域の

パーセントを占め、森

林が市域の大部分を占

めている。

白山市では、市独自

で食育・地産地消を専

任する地産地消課を平

１市２町５村の合併に

平成
見受けられる当町とし

川町とほぼ同じであ

なイメージである。そ
城目町のデマンド型乗
持続可能なまちづくり

財産等の資源も随所に

トを大きな企業ではな

年４月に県内で初

利用者本位で運用され

より誕生した白山市は、 めて設立し、「生産者

行実績をもとに、ダイ

行を始めて一カ月の運

図るとともに、試験運

行政として課題解決を

行政の関与度と費用負

形態や方式、担い手、

共同運行も含めた運行

住民の行政需要であり、 単一方式にこだわらな

ハード両面の受け皿が

存在というソフト・

活性化支援センターの

チした地域公共交通が、 て行く仕組みと、地域

い、各々の地域にマッ

あったからこそであ

切にして繋がりを広げ

て「人」と「縁」を大

日高川町においても、 企業としたこと。そし

ひ参考にしてもらいた

スにした制度設計もぜ

人との縁作り」をベー

るものである。「人と

住政策の再考を期待す

戦できる環境整備に移

魅力的で、集えて、挑

を絞り、若者にとって

りに向けてターゲット

都市である。市の総面

と金沢市に次ぐ第２の

人口が約

「健全な食生活を実践

る地産地消の推進」と

成

は当町より低くなって

て、持続可能な町づく

ヤ変更に対応するあた

担などの研究・議論を

る。大阪経済圏からの

い。

み合わせるという点で

一路線に巡回路線を組

回コースであるが、単

のコミュニティバス周

と、首都圏からの起

専任担当者の話による

業支援策

の移住・交流施策と起

（３）秋田県五城目町

支援事業についての実

６次産業化チャレンジ

地産地消推進計画と

石川県白山市

２．調査地

フ交流大会】

と消費者とを結びつけ

りは、利用者本位の行

経て再編整備されてい

交通アクセスや立地条

興味深かった。経済活

業・移住により、「都

施状況

富山県富山市・高岡市

万３千人

政サービスだなと感心

くことに期待したい。

21

した。

動を地産地消に、医

会的な田舎を目指す

ねんりんピック富山

次に、五城目エリア

療や健康管理を始め

のがモットー」、との

２０１８【総合開会式

産建厚生常任委員会

とした行政需要を自己

こと。そして、「若者

及びグラウンド・ゴル

完結に近づけるために

が挑戦しやすい環境が

１．調査目的

は、川辺・中津地区で

白山市役所内

の移動手段の課題は、

く、若者やベンチャー

組み込みや更なる充実

のせいか現行４路線の
合タクシーの乗降場所
を進める上でターゲッ

18

ていると考える。

るが、面積は当町を

乗合タクシーに要する
や予約に対する対応は

11

いる。五城目エリアで

しかしながらまだま

コストも比較のうえで

30

17

11
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力しながら、持続可能

マとし、関係機関が協

いうことをメインテー

「白山を食べる」と

り組んでい る 。

する食育の推進」に取

体験を通じ人間性の

を開催し、食に関わる

どもが主役の料理教室

育活動の推進では、子

を図っている。特に食

よる市民の健康づくり

の食材を食べることに

２商品の支援が決定し

しており、今年度は、

度４商品が支援を活用

る。

つの事業へ支援してい

販路拡大に取り組む２

式】

【富山市：総合開会

富山２０１８

（２）ねんりんピック

である。

け、更なる努力が必要

の推進と販路拡大に向

察団など全員が色分け

競技者、スタッフ、視

色によって役割分担が

分けされていて、その

帽子と服がそれぞれ色

会場内スタッフは、

００食が用意されてい

会場内への入場に際し、 である魚のつみれ汁４

決められており、また

た。

トでは、高岡市特産品

開催地のふるまいテン

販売などもあり、地元

や特産品、競技用品の

教室、富山県のお土産

年度２商品、平成

実績として、平成

な地産地消の仕組みづ
育成を図ることを目的

年

視察した当日はあい

くりを推進するととも

された名札を着用する

ている。

富山市内にある県立

としており、成果とし

にく曇りであったが、

に、地域の活性化につ

28

29

当町においても、商

ことで、無駄なくきち

て、低学年児童は、苦

総合運動公園陸上競技

なげていくことを目指

工業者との連携を深め、 場では、総合開会式が

当町での開催時、雨天

手な野菜を食べる姿や

んと入場させるなど随

年７月に地

し、平成

のことを考えると、選

行われた。

所で工夫が見られた。

町ならではの商品開発

また、スタッフの皆

ないことは、やはり全

当町で来年実施され

大会会場は野球場と

国から競技者、見学者

さんが来場者からの問

併設した全面芝生のグ

を出迎えるおもてなし

るグラウンド・ゴルフ

ラウンドで、こちらも

の精神が随所で活かさ

いかけにも笑顔で対応

総合開会式と同様、そ

れていると思う。来年、

の会場地である高岡市

れぞれ役割により色分

本町で開催される際に

していること、会場内

けされたスタッフが常

も、地元産品をピー

の高岡西部総合運動公

駐し、参加競技者や一

アールするとともに、

にはゴミ一つ落ちてい

般観覧者の対応をして

しが必要だ。

真心を込めたおもてな

ト以外に、健康づくり

会場内には選手テン

いた。

園を視察した。

手団の雨天対策が必要

残さず感謝して食べる

ものを選ぼうとする姿、

して使用した商品の開

【高岡市：グラウン

産地消推進計画（第１

として、「はぐくむ
地元の産業振興と教育

地元農林水産物のブラ

発を行う事業と、白山

になってくると感じた。

姿が増えたということ

（生産）」、「つなぐ

を一体のものとして取

ンド認証を図るととも

ブランドとしての認知

ド・ゴルフ交流大会】

次）が策定 さ れ た 。

（流通）」、「いただ

り組んでいる市政は、

であった。身体に良い

く（消費）」の３つを

地産地消推進計画が大

この計画の施策の柱

掲げ、安全・安心な地

６次産業化チャレン

きな役割を果たしてい

学校給食、飲食店など

ジ支援事業では、国や

元農林水産物の生産及

における地元産食材の

県の６次産業化の支援

ると感じた。

一層の消費拡大を図る

制度に加え、白山市の

び流通の拡大、そして

こととして い る 。

に、地元産品の調理方

度の向上を図るための

主な取り組みとして、 農林水産物を原材料と

法の提案をはじめ、旬

富山市「総合開会式」
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２日間にわたり慎重な

計全てについて、延べ
高めるべく、各部署に

改善され、行政効果を

改善すべき点は適正に

引き続き努力し、また

いては、次年度以降も

しています５項目につ

り少なくなっているな

に係る収納額が前年よ

使用料のうち滞納繰越

している。また、住宅

より不納欠損額が増加

資産税について、昨年

２．歳入のうち固定

当初の積み立て残高目

金残高に関して、創設

５．公有財産管理基

強く望むものである。

ように、精査の実施を

査委員の意見にもある

いう疑問を感じる。監

が進んでいるのか、と

で、必要性等の見直し

定すべきと考える。

金の積み立て計画を策

管理計画に基づいた基

産の維持・管理に向け、

撤去をはじめ、公有財

用されていない建物の

まだ足りていない。使

即したとしても、まだ

あるが、近々の実需に

い。

る審査を行いました。
おいて一層研鑽される

ど使用料及び手数料と

審査意見として記述

審査は、「款」ごと

ことをお願いいたしま

平成 年度
歳入歳出決算認定審査報告

に行い、委員からの質

標レベルに達した感も
善されていない。負担

しては収入未済額が改

さて、２年目となる

の公平性を図る上から

す。

が説明をする手法で進

久留米町政は、産業の

も、引き続き徴収努力
３．予備費について、

別委員会に付託され、

課長、副課長、直接業

をはじめ、各担当課の

計、介護保険事業特別

後期高齢者医療特別会

康保険事業特別会計、

審査の中で、国民健

１．災害復旧に関し

費までを、

月

す。
審査意見

（原

孝文）

識の和も高まり、ひとつ
の町としての形が完成し
つつあります。
しかし、慮うべきは、
人口減少と高齢化。毎年
１５０人もやせていって
います。農地や山も荒廃
してきています。
今から 年後、町はど
うなっているだろうか。
何をしなければならない
のか。それこそ未来を見
据え、知恵を出し合うの
は「今です。」
町づくりの主人公は住
民の皆さんです。町長は
じめ町の執行部、町議会
とも力を合わせ、汗を流
していこうではありませ
んか。

問に対し、担当する課
め、一般会計、特別会

振興・人口維持・子育

年度歳入歳

出決算」の認定審査に
計共に、熱心な質疑応

「平成
ついては、第３回定例

財政改革等、の目標に

施設整備等に充用され、

に努められたい。

真摯に対応されまし

向かって邁進されてお

て支援・防災対策・行

議長、監査委員を除く
た町長、副町長、教育

られます。それらの実

会 に お い て 設 置 さ れ た 、 答がありました。
人による決算特

長、担当課長はじめ、

現に向けて、今後も適

議員

町長、副町長、教育長、 課員の皆さんに敬意を

務を担当している職員

会計の３つの特別会計

て、受益者負担の明瞭

切な予算執行をされま

の出席を求め、慎重な

の決算認定に際しては

化等の課題を認めつつ

表します。

る審査を行 い ま し た 。

反対の意見もありまし

も、今後も必要に応じ

会計管理者、総務課長

日に一般会計のうち、

たが、採決の結果、起

増高等による負担軽減

ち、借地料に関しては

す事をお願いいたしま

歳出の議会費から消防

立多数により、認定す

の他、初動・査定体制

前年と同額と言うこと

月

日に

ることに決定いたしま

の充実につとめられた

審査は、去る

は教育費から歳入、そ

した。

19

北西

「谷深い山々の恵みが
ほぼ全額が執行されて
休むことなく流れ続ける
いる実態が認められた。
日高川。その川を町の
「予備費」としての、
名とした新しい町。３
本来の予算科目が持つ
つの町と村の生き方を大
切にしながらの町づくり
意味に鑑み、早期な対
は、人々の知恵を集めて
応が必要な案件として
こそできるもの。未来を
も、今後は予算の審議
見通す視点が求められま
や議会側への説明を行
す。」
うなどして、安易な充
これは、『議会だよ
用は謹んでいただきた
り』第１号の編集後記に
い。
よせた、出だしの一文で
す。
４．財産管理費のう
あれから 年、ばらば
らだった旧町村ごとの意

13

伊奈禎胤委員長

して 会計 あ る 特 別 会

10
24

南東
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ひだか川議会だより

