ひだか川議会だより
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実績があり、外出支援

確認を行った。

に貢献していると認識

調査先（町有地現場）

今後益々行政需

要が大きくなると考え
しているが、一律の金

１．土生地内

委員会町内視察レポート

られるのが高齢者等の
額については疑問も感

小津茂

県職員

外出支援制度の充実で

団地内土地

２．船津地内

官舎跡地

じ、今後の検討課題だ。
しては、福祉面から

３．高津尾地内

緑の
した。また、６月に発

三十

平団

愛口

蕨平

雇用新田団地内区画

４．高津尾地内

５．初湯川地内

におけるブロック塀倒
受け、通学路の緊急点

譲渡型住宅隣接地

団地内区画
検の実施状況と対策に

６．初湯川地内

地隣接地

程で該当する箇所では、 ７．三十木地内

ともに、町内巡回の過

ついて説明を受けると

壊による死亡事故を

生した大阪府北部地震

総務文教常任委員会

ある。平均寿命ととも
て、明るく、楽しく文
「距離的な部分の加

交付要件の拡充に関

化的に過ごして行くこ
味」を検討した後、外

に、健康寿命も長くし

とが理想だ 。
出支援面から検討した
財政面も含め実現可

え、先進事例も参考に

１．視察実施日
年８月２日
目的

平成

低迷、特にデマンド路

町有地を、宅地として

に関して、事業化実現

佐井団

上田

木譲渡型住宅隣接地

８．上田原地内

原山村広場

９．佐井地内

地隣接地

．山野地内 山野譲

．山野地内 大滝川

営住宅周辺地

渡型住宅隣地、山野町

10

．和佐地内 川辺園

グラウンド

11

． 和佐地内 川辺ゲー

ト、川辺園北側の土地

前の未使用テニスコー

12

地域公共交通や、福
高齢者の外出支援制度
能な形態や支援策を総

い。

の現状をどう評価する
合的に再検討し、町の

祉バス・タクシー券等

歳以上」を交

か。「
か。

見直しや更なる充実に

地形や生活実態も踏ま

地域公共交通の見直し
努める。

付要件に拡充できない

や外出支援制度の更な
る充実についてどう考
えるか。
コミュニティバ

線の利用低迷もあり、

活用を目指す町の方針

スについては、利用者

運行形態などの再検討

を受け、リストアップ

利用範囲を今年度から

の可能性を中心に町内

トボール場横未利用地

２．調査の経過

総務課長より通学路

の緊急点検の実施状況

と対策について説明を

受けた。ブロック塀の

点検結果については、

件「危

「基準に適合してい

ないもの」が

件認められて

呼びかけるとともに撤

はブロック塀の点検を

対 策として、７月に

いる。

の」が

険性の判断が困難なも

79

利用予定のない

が必要と認識してい

された

箇所の候補地

る。福祉タクシー券の
「バス」にまで拡充し

を巡回し、現状を調査

71

75

たところ、一定の利用

高津尾地内の町有地

13

問
答

未活用の
町有地の状況
を調査
30
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去・改善の補助事業が
設けられる旨の啓発文
書が配布さ れ た 。
緊急的に「空き家解

（２千

ｗ×

基）に

内洋介開発３グループ

疑問を呈するものであ

長及び佐々木健夫管理

的であるとの姿勢を内

去に関して、個人の財

また、通学路沿いや

事務所長より受けた。

現実的には、川辺地区

て問い合わせ等に対応

る撤去・改善事業とし

としたブロック塀に係

が適地であり、早期に

ボール場隣接未利用地

北側土地、川辺ゲート

テニスコート、川辺園

跡地、和佐地内未使用

なく、町の中で「公民

政だけで進めるのでは

化して行く中では、行

⑤何れにしろ、事業

り、制度整備とともに

広めることが重要であ

今後は、周知を更に

ＭＷｈで一般家庭の約

の土生地内県職員官舎

する他、９月には、財
事業化を進めるべき。

連携」の意識をもっと

１万５００世帯分の年

ついての概要説明を竹

外ともに、アピールし、 る。山間部の土地につ

産とは言え、迅速に補

避難路沿いにブロック

広川・日高川ウィン

広報に努めて行くべき

いては、多角的な検討

助事業を創設されるこ

塀を設置する際、建築

された箇所の改善や撤

が必要で、宅地に限定

とに対しては、行政に

基準法や設計基準に適

ドファームは、白馬山

源を新たに設け、新規
②なかでも、和佐地

取り入れて進まなけれ

間電力使用量に相当す

であろう。

しないのであれば、こ

課せられた使命の上か

合しているか、許可等

脈の尾根部に広川町と

情報発信する点からも

れらの町有地も活用で

らも適切な対応と言え

町としての関わり方の

日高川町にまたがり位

事業として整備が図ら
内未使用テニスコー

ばならない。宅建等不

る発電量である。

年間発電量は４万４千

続いて企画政策課長
ト、川辺園北側土地

動産関係者はじめとし

した物件に係る資料の

の、条件的に恵まれて

未済の課題があるもの

⑥「公民連携」手法

が必要となってくる。

た民間のノウハウや力

ために、定期的な点

発電所を稼働させる

安全に効率よく風力

説明を受けた後、総務

おり、別途予算を確保

れる見込み で あ る 。
より、宅地への活用が
については、地籍調査

産建厚生常任委員会

課長も同行し、別記現

は、日高川町はかなり

③高津尾地内、蕨平

くべきでは、と考える。

の対応、また

時間体

調査の経過と意見

ているとの説明があっ

広川・日高川ウィンド

エコ・パワー（株）

は建築基準が異なり安

設している町内の風車

があったが、同社が建

の風車が倒壊した事故

ファーム管理事務所で

メートル以

上の強風時には風車の

る。風速

全であるとのことであ

している風力発電所

月に電力供給を開始

会社概要と２０１４年

ドファーム】

た。台風の影響で多県

制で遠隔監視を実施し

24

【広川・日高川ウィン

30

検・故障やトラブル時

してでも早期に進める

視察実施日

場一覧の順で、物件の

遅れている。町民や民

点検箇所の近くでは、

土地については一部に

（２）ブロック塀等の

平成 年７月

べき、との意見集約を

必要に応じ現状を確認

事業化の可能性を認め

危険度に係る通学路の

これらの点検結果に

ついて

緊急点検結果と対策に

地検討会を企画して行

した。

る意見があった。
④他の土地・物件に
ついては、利便性、水

３．調査の 結 果
（１）未利用町有地の

害による冠水、日照、

は「判定困難」と判定

進入路等々の観点より、 より「危険」、あるい
宅地としての事業化に

25

宅地活用に つ い て
①未利用町有地の宅
地化への事業化に積極

11

また、通学路の緊急

現地確認を 実 施 し た 。

日

可能な、リストアップ

体」の補助事業を財源
きる可能性がある。

る。

ルール化を目指すこと

置する電力施設であり、

10

が今後必要である。

k

間レベルでの視察や現

28

委員会で行った。

工事現場や
福祉施設を視察
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ら視察した。

いが強い。支所機能と

備を見学し、今年から

ドファーム２号機の設
な意見もあり各地域に

景観においては否定的
補修工事がされている

側の入口はひび割れの

察を行った。上初湯川

の税収が見込める反面、 法事トンネルの現地視

から説明を受けた。

す」で代表の清水さん

ター内の「（株）はる

美山保健福祉セン

【
（株）はるす】

支所にしてもらいたい。

成し、地域に愛される

【県道上初湯川皆瀬線

中紀第二ウィンド
町の重点目標として

回転を止め、風車に大
きな負荷がかかるのを
ファームも今後新設事
改良工事を要望してい

して効率的な建物が完

防いでいるという説明
業計画されており、大
る県道上初湯川皆瀬線

法事トンネル】

があった。
規模な風力発電所は町

着工された中紀ウィン
見合う電気エネルギー

が、トンネルが狭隘で

広川・日高川ウィン

ドファーム（２，１０
の確保について発電方

ｗ×

基）の新設

０

「（株）はるす」は、

ホームヘルプサービス

とデイサービスを提供

している。高齢化が

進んだ美山地域では大

事な事業所となってい

る。利用者は、生き生
衛生管理を徹底し、安

渡すとの説明があった。 サービスを提供するス

が専門処理業者に引き

きとしスタッフと笑顔
より、施設、整備され

全な食品を製造してほ

また、付近の住民の皆
【役場美山支所庁舎解

いように防音壁を設置

さんに迷惑がかからな

た。

ているとのことであっ

タッフの確保に苦労し

開発に向けて研究され

設置中の美山支所庁舎

現在、敷地を仮囲い

旧美山村役場庁舎が

高齢化社会を展望の見

予算と人材を投入して

旧施設より広くなり
加工作業や貯蔵が効率

し、万全の体制で取り
ているようであった。

解体工事現場で、支所

解体されることは、慣

えるものにしてほしい

制度の変更が連続す

体工事】

また、美山の産品生産

長はじめ業者から説明

れ親しんできた地域住

と感じた。

る介護保険制度の下で、

が充実することは地域

を受けた。アスベスト

民にとっては寂しい思

社会保障に思い切った

の人々の活性化にもつ

については、多少ある

である。

ながると思われる。

組んでいくということ

化し、新しい加工品の

で過ごしていた。ただ、
ている備品、利用状況

しいと感じた。

法事トンネル

等の説明を受けた。

表者の方々と担当課長

は、生研グループの代

れた川上地区加工所で

今年の３月に新築さ

【川上地区加工所】

い状況である。

大型車両が通行できな

だと感じる。

法も含め検討するべき

予定地の状況を担当課

23

長から説明を受けなが

風車の下での説明

k

全議員研修会開催
８月１日に上富田文
化会館で和歌山県町村
議会全議員研修会が開
催されました。政治評
論家の有馬晴海氏より
「どうなる？今後の日
本政治」などについて

く、興味を持っていた

日に福島県川

川俣町議会が視察来町

７月

俣町議会の厚生文教常
任委員会が、本町の人
口減少対策と子育て支
援策を学ぼうと来町さ
れました。住民課や保
健福祉課、企画政策課
より支援事業の説明を
しました。
川俣町は、焼き鳥の
長さ世界一を競って交
流を深めていた町で、
今回の視察をきっかけ
に再び交流を深めてい

震の発生が心配されます。

前触れもなく発生するの

で町民其々が普段から備

えなければなりません。

発生直後は、行政の助け

もできません。自分で守

レーニングが防災訓練で

す。地域で家庭で訓練を

進めましょう。

（小畑貞夫）

本町でも度重なる台風被

委員

副委員長

委員長

原

吉本賢次

小畑貞夫

伊奈禎胤

議会広報特別委員会

害で農林業などに大きな

委員

で取り組みたいと思って

委員

井藤満人

熊谷重美

今後は、南海トラフ地

います。

委員

孝文

議会もその復旧に全力

ダメージを受けています。

を懸命に行っています。

た。被災地では復興活動

で人命や財産を失いまし

地震・台風・猛暑など

す。

年々増えている気がしま

発生しました。なんだか、 る。地域で守る。そのト

今年も自然災害が多く

北西

興味深い話を聞くこと
ができまし た 。

議 会 広 報クリニック

だけるように議会だよ
りを作成していきたい

南東

25

きたいと考えます。

議会広報クリニック

７月に全国議長会主
と思います。

前回の議会だよりか

催の広報クリニックが
東京で開催され、広報

者が親しみやすいよう

ら文字サイズを少し大

に心がけました。今後

アドバイザーの金井茂

今回の議会広報クリ

とも議会だよりでお気

きくしました。また、

ニックの評価を受け、

づきのところがあれば

樹先生に議会だよりの

より一層の向上を目指

ご意見下さい。お待ち

各項目のレイアウトに

し検討したい点につい

しています。

クリニックを受けまし

ては、広報委員会にお

ついてもできるだけ読

いて議論を重ね改善し

議会事務局

た。

ていきます。議会の内

（☎

ｌ９５０４）
容を皆様に分かりやす
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全議員研修

