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町政の今を
問いただす！

一般質問

９議員が18項目の質問を行いました。
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質
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項

・今後の防災対策は
・第２次長期総合計画でのまちづくり基本構想は
・風水害時の避難情報の発表と避難場所指定の見直しを
・職員の災害時動員体制は大丈夫か
・農林業の災害対策は
・地域再編を検討する時代に町はどう考えているのか
・ダムの運用の再検討を
・シルバー人材センター事業は短期で終わることはないのか
・倉庫、納屋、店舗、だしかけ等にも解体補助を
・空き家対策をもっと積極的に
・椿山ダムの限界を認めて規則の改定を
・「災害時・後の命の綱」防災無線をもっと生かせ
・自然災害に対する対策の充実は重要
・ふるさと納税の実績と取り組みはどうか
・利用予定のない町有地の活用はまだか

11〜13

山本

啓司 議員

・不祥事の未然防止・再発防止
・免許証自主返納に係る町としての考え方は
・地域公共交通の充実や高齢者の外出支援策の将来像は

今後の防災対策は

１
安全・安心の確保のために早急
な対策を講じていく

０トンを超えると洪水

力に対し、正確な情報

であり、改めて関西電

ており、優良建設業者

が町民も多数雇用され

対策に関する協定書を

建設業会とは、応急

は十分承知している。

調整が始まり、事前放

観光、振興について

観光については、町

締結している。重要な

は、町全体の産業、経

単独での誘客には限界

の育成に関する考え方

済の活性化を進めると

がある。御坊・日高地

の提供を求め、町とし

あるが、地元にお金が

域が一体となって、周

流も中止となり、ダム

落ちるような仕組みに

遊プランの開発や情報

役割を担っていること

していかなければなら

発信に努める。業とし

る方も出てきている。

バックアップを進める。

風水害時の避難情報
の発表と避難場所指
定の見直しを

していない。

ては、できない想定は

目標人口につい

ない。どのように考え

について伺う。

しているが具体性がな

ての民泊を考えてい

ても対応を進める。

そのまま放流できる規

人口目標を平成
力の向上対策と連携し

い。目標が達成されな

るか。

に水が貯まるようにな
る。
この規則を、流入毎

山ダム放流量は毎秒約

則に変更できないか。

秒２０００トンまでは、

２０００㎥であった。

できるだけ水を貯めな

号での椿

その結果、若干の被害

いようにすれば大水害

台風

はあったが大きな災害

の可能性は低くなるの
号では、多く

ではないか。

とはならなかった。

20

現 在のダム操作規則

台風

の地区で長時間の停電
があった。役場に対し
て苦情等はなかったの
か、今後の対策も含め
伺う。
ダム操作は、ダ
ム下流の河川整備に左
右されることから、護

て見直しを行うことが

かった場合、住民サー

年で８，９００名と

災害を防ぐために必要

ビスは維持できるのか。

岸整備や狭窄部流下能

である。提案の操作規

非常時のライフライ
ン復旧の要である建設

則の変更は考えていな
い。

業会への記述が少ない

危険度ランク別に発令するには
限界が

避難準備情報・

ランク別に発令しては

しておき、避難発令を

危険度別にランク分け

本だが、地域や住家を

勧告・指示の発令は基

問

答

１

計画の指針に沿い、各担当課が
目標達成を目指す

２

21

停電時の情報は重要

山本喜平議員

答

第２次長期総合計画での
まちづくり基本構想は
39 問

問
では、流入が毎秒６０

椿山ダム

誠議員
入口

第50号
平成30年11月１日発行

6

ひだか川議会だより

ひだか川議会だより
7

どうか。
町は旧町村３カ所ず

要する方に対し、避難
化が進んでいる施設も

て公共施設だが、老朽

に参集することとなっ

ま ずは勤務地の庁舎

することと防災計画に

寄りの庁舎への参集と

集が困難な場合は、最

策を問う。

災害被害に対する対応

基幹産業とする当町の

なっている。

準備・高齢者等避難開
あり、今後、地域の集

つ避難所を開設するが、 始の発令時に開設し、

も定めている。

は、林道脇の倒木が多

また、今回の台風で

会所への移行も踏まえ、 ているが、夜間や気象

災害現場などへの移

かった。事前に里山の

職員を配置している。

状況、道路事情の悪化

動については、単独行

管理ができていれば被

広域すぎて避難しづら

等、移動の困難な場合

動ではなく、原則２名

害は少なかったと思う

検討したい。

集会所や個人宅など避

が想定される。最寄り

１組で行動することを

この拠点避難所は全

難しやすい所も指定す

の庁舎、避難場所、施

がどうか。

いのが実感だ。地元の

べきだ。

徹底している。

は、通常、定期的にパ

町道・林道について

ないか検討している。

町単独事業を構築でき

たない箇所については、

国の災害認定基準に満

農地や農業用施設で、

現在準備を進めている。

融資を活用できるよう

補給を行い、無利子で

た。町としても、利子

資を実施することにし

制度を創設し、緊急融

家向けに運転資金融資

県では、被災農

設等への参集とし、安
全な参集にすべきでは
ないか。また移動は単
独でなく、２名以上で
組行動を基本とすべき
ではないか。
災害時の職員の
配備体制は、１号から
３号の配備体制となっ
ている。本町の地域防
災計画では、勤務時間
外の配備体制について
は、勤務先の庁舎に参
集することとなってい
る。各課の災害時に担
うべき業務が決まって

トロールを実施してい

しかし、道路等の寸

る現実を見て、農業を

り、高齢化も進んでい

専業農家も少なくな

するなど、適切な対応

の同意を得た上で除去

発見した場合、所有者
いる。
断などで勤務地への参

勤務地への参集として

る。通行に支障を及ぼ
参集については、原則、
農家の財産は全
て屋外にあると考える。 す恐れのある立木等を

いることから、職員の

答

町職員が配備された
避難場所には、身体の
不自由な方が避難する
のに問題は な い の か 。
建物は堅牢であって

職員の災害時動員体
制は大丈夫か

庁舎や避難場所、施設

計画の指針に沿い、各担当課が
目標達成を目指す
災害時の各号配

答

も経路や老朽化で避難
場所には適さない施設
もある。見直しが必要
ではないの か 。
避難情報は、基

本的にダムの放流量に
伴う発令は日高川流域
地域を対象に、土砂災
害警戒情報の発令は町
全域を対象に発令して
いる。危険度のランク
別に発令するにも限界
がある。
９カ所の拠点避難所
については、まずお年
寄りの方、体の不自由

避難所のひとつ（旧川中支所）

備により、役場職員は、 等 に 参 集 す る こ と に

堀江才二議員

利子補給や
道路管理に
努める

１

農林業の
災害対策は

問

答
な方など避難に時間の

２
問
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危険箇所の早期発見
ど、いろんな困難に直

便、地域医療の危機な

酌み取れる場合は、町

暮らしたいとの心情が

便利で安心なところで

に努めてい る 。
など交通障害を未然に
面している。

メートル
防止するため、日々の

今回風速
を超える強風が吹いた

営住宅などへの移転を

道路管理に努めていき

過疎対策も今のまま

ことから想定外の倒木

後押しするなど、個別

たい。

歳を超えてい
と

川ダムもオリフィス・

コンジットゲートの下

なった。

事前放流ができる基

い。知事の発言も住民

げる運用になっていな

椿山ダムは下端まで下

る。

がある場合となってい

操作に移行する可能性

流入予測とただし書き

端まで水位を下げるが、 本は、ダム流域内への

で、県知事が記者会見

に十分に理解できてい

る。

号の接近
を行った。県が管理し

ない。町としてこの発

台風
集 落再編は、行政効

ているダムについては

維持できない地区があ

率や危機管理において

位を１８４ｍまで低下
られるが、一方で住民

年６月に改訂されてい

３５５０万㎥から３５

洪水調整能力容量は

定による運用改訂で、

については再検討を県

げられないかという点

位をゲート下端まで下

備えたもので、ダム水

る。内容は、事前放流

ダ ム運用は、平成
い人口減少と高齢化が

の運用について書かれ

の意向も尊重しなけれ

今回は、台風接近に
も効果的な対策が講じ

言をどのように理解し
極限まで水を抜いて対
応するとのことだった。 ているのか。

させた。椿山ダムの水

を講じても集落機能を

寂しくなった谷あいの集落

関西電力との協

なっている。過疎対策

津が９、美山が

る区は、川辺が１、中

以上が

地域住民の半数

町の考え方を問う。

代になったと考えるが、

を本町も検討すべき時

再構築する地域再編成

程度まとまった単位に

するために地域をある

地域の活性化を推進

生み出せないと考える。 に対応していく。

の対策だけでは効果を

が発生した 。

地域再編を検討する
時代に町はどう考え
ているのか

県当局に要望する
21

今後は、住民と離れ
進み、農林業が衰退し、
将来の維持が危ぶまれ、 て暮らす親族などの相
身近な生活も交通の不

ばならない。

問

当局に要望する。

過疎地域は著し

29

ダムの運用の
再検討を

２

65

９０万㎥に増加可能に

答

住民の意向を尊重しながら個別
に対応していく
小畑貞夫議員

答

ている。二川ダムも七

問

談に耳を傾けながら、

24

道路をふさいだ倒木

40

１
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シルバー人材セ

ンターの設立は、町長
の公約のひとつの実現
と言える。
まず、センターへの
申込み状況、男女の内
訳はどうか。年齢制限、
仕事内容や資金につい
てはどうか 。
この事業 が 短 期 で 終

わることはないのか。
業務内容の同じよう
な町内の業者との対応
はどのように考えてい
るのか。
名で、男性

入会申込み状況

は、現在

名、女性が９名であ
る。年齢制限について

倉庫、納屋、店舗、だし
かけ等にも解体補助を

るが、今回の台風など

危険と認められる場

で理解願いたい。

業対象外としているの

かけなどについては事

庫、店舗、納屋、だし

個人の営業に係る倉

住居のみの補助としている

空き家解体補助
は母屋と一体でなけれ
ば、倉庫や納屋などは

最低賃金を下回らない

で近隣に害を与える例

就業による収入であり、 補助対象外となってい
ように基準単価を設定
事業の将来性につい

合はこれらの解体も補

が多く見受けられる。
ては短期で終わるもの

助対象にすべきではな

している。

ではなく、末永く継続

空き家となって

させていきたい。当然、 いか。
町内の同業者への配慮

十分な管理ができず、
周辺に悪影響を及ぼす

も必要だ。
設立に向けて、今回

ケースを想定して解体

歳以上とし上

仕事の履行

仕事内容については、 補正予算として主に事

は概ね

発注者

仕事を依頼する
企業、家庭、
公共団体等

補助事業を実施してお

限は設けていない。

会員

60歳以上の
健康で働く
意欲のある方

６万円を計上している。 り、原則住居を対象と
している。

空き家対策をもっ
と積極的に

適正管理を呼びかけていく

２

辰雄議員
堀

仕事の
発注・契約金の
支払い
仕事の
提供・配分金の
支払い
希望する
職種の登録

務局２名の人件費１６

草刈りや剪定、農作業
等の屋外の仕事を主に
想定している。賃金は、

増えつづける空き家

末永く継続させていきたい
龍田安廣議員

１
問
答

44

答
35

１

シルバー人材セン
ター事業は短期で終
わることはないのか
問

人材センターのし
ー
く
バ
み
ル
シ
シルバー
人材
仕事の受注
契約内容の履行
センター
60
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らの申請によるとして
の操作の仕方で大きく

水害の規模は、ダム

する責務がある。

が増えてきている。十
おり、「空き家対策特
変わる。「とにかく貯

解体は持ち主か

分管理ができていな
別措置法」の運用につ

ただ、雨量予測がま

理は改善されるものと
思う。

より実行性のある活用につ
なげたい

全国的に空き家

い空き家については、
めないで洪水に備え

度求めるべきである。

いては、細かく分析で

解体して更地になれ

もう『想定外』は通じ

「空き家対策特別措置

極的に持ち主に対し解
ば土地に係る固定資産

ないし、のらりくらり

る」そんな操作方法に

体への助言、勧告をす
税の軽減が適用されな

の先延ばしは困る。

きていないので精査し

べきではな い か 。
くなり、通常の税額と

ダム情報の管理と周

法」も今年５月から施

また、解体をすると
なるが、税の公平性と

知内容も極めて雑だ。

見直すよう、県に再々

固定資産税の優遇措置
いう原則上、軽減する

たい。

がなくなり税金が高く

というのは現状難しい。 も っ と 厳 格 ・ 正 確 に す

らの洪水調整では対応

だ不正確であり、この

生活への対応や今後の

況等何もわからない。

断たれ風雨や周辺の状

斉の情報源・通信源が

細かく伝えてほしい。

いることを町民に早く

断・復旧など分かって

インの町内の様子、寸

路・通信等ライフラ

じた。電気・水道・道

段取りをどうしたもの

それであってこそ自助

停電になると一

かまったくの闇の中で

や共助もすすむ。放送

をもっと生かしてほし

い。

いては町へも問い合わ

今回の停電につ

民は放送に聞き耳をた

べ、放送回数や内容は

災害が大きくなれ

ていることを痛感した。

からの情報提供を待っ

かなり改善されたが、

ばなるほど情報のボ

証したい。

力についても一度再検

のついた子局の蓄電能

げていきたい。マイク

防災無線の活用につな

に、より実行性のある

もあるが、今回を教訓

なければならないこと

ばならないか等精査し

どの時点で伝えなけれ

リュームも大きくなり、

まだ不十分さを強く感

７年前の水害時に比

せが殺到し、住民は町

が防災無線である。住

して唯一頼りになるの

そんな時、命の綱と

ある。

問

てる。

答

行されており、町が積

なる。税制を見直すべ

べきだ。
県としては規則
通りに運用していると
いうことであるが、で
きるだけ理にかなった
方法に変えていくこと

できなくなっている。

改善も含め規則の見直

が重要だ。

椿山ダムの限界が明ら

しを今後もねばり強く
旧式となっている

かになっているのでは
建設当初から大洪水

データの送信機械は、

県に要望していく。
を阻止できないという

ないか。

を見るとき、流入量の

限界のあったダムだが、 来年度に改修すること
になっており、情報管

３分の１を放流する原

今夏のダム放流

答
県はそれを認めて改善

役場内の中継設備

きではない か 。

椿山ダムの限界を認めて
規則の改定を

孝文議員
原

則や毎秒６００トンか

２

答

ねばり強く要望していく

１

「災害時・後の命の
綱」防災無線をもっ
と生かせ

問
問
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11

自然災害に対する対策
の充実は重要
号の強風によ

れたが、有効な活用を
望む。
台風

防災に対する総括は、 ような分野で生かされ

ているのか。

返礼品の取り扱いは

予想外の長い停電時の
対応に課題を残した。

の寄付をいただき、昨

年と比べても概ね同じ

ような状況推移である。

寄付金は町政一般で

万円、教育・文化分野

農業振興の支援策とし

て生かされているの

各地域で防災対応をし
ていただいたが、防災

り町内各所で停電が多
く、住民生活に大きな

万円等に活用して

で

「億」の目標をもって

か。ふるさと納税には

いただけるよう今後も

に対する意識を高めて

として各戸で利用でき

いる。

返礼品は一般寄付者

く進んできている。本

に町長からの礼状と産

ネットも活用し、町が

潤うように計画し展開

品販売所の農産物の詰

努力する。

していただきたい。ま

め合わせをお送りして

今年度からは別途、

名の方から１３２万５

上げ、すでに

い、町のページを立ち

イトに運営委託料を払

千円の寄付をいただい

円の寄付をいただいて

年度は

た。今年度は、これま

いる。

万４千

で３名の方から９万円

平成

り組んでいただきたい。 インターネット上のサ

み込んでいけるよう取

た、地元の農産物も

る発電機の購入に助成

今回の台風後の町と

全国的に盛んにとり行

いる。

町でも９月議会にド

ダメージを与えた。町

82

もっと返礼品の中に組

する考えをもってはど

災害後の被災状況の

しての防災に対する総

ローンの購入費が計上

把握や情報の収集や伝

括、住民への防災指導

うか。

達への利活用が説明さ

された。

停電時の対応に課題を残した

社会的にもド

井藤満人議員

ローンの利 活 用 が 大 き

方針は。
ドローンは災害

電機の購入に対する助

われている。御坊市で

利用予定のない町有地
の活用はまだか

17

時の初動対応としての
情報収集に役立てたい。
大規模災害時には、ド
ローンを飛ばしてもら
える専門業者との応援
協定や契約を結べない
かなどを検討したいと
考えている。

成をする事は難しいと

もかなり実績を上げて

ふるさと納税は

考えている。関西電力

いる。本町の年度毎の

各戸で利用できる発

に発電機の貸し出し要

実績はどうか。ふるさ

29

１
問

21

請の対応をしていきた

と納税の収益金はどの

35

最も有望なのは特養川辺園前テ
ニスコート

町長は、人口維

を若者世代向けの宅地

利用予定のない町有地

持対策の一環として、

問

答
い。

答

１

本年８月に楽天市場ふるさと
納税サイトを立ち上げた

２

ふるさと納税の実績
と取り組みはどうか
問

16

山本啓司議員
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る考えで、既にリスト

として積極的に活用す
るだけ早期に事業化対

でも確定させて、でき

筆等を行い、そこだけ

防止体制を構築して行

祥事の未然防止・再発

今後、どのような不

おいても選挙運動の禁

求めてきた。課長会に

覚するよう綱紀粛正を

遵守を職員に対し注意

再発防止に向け、具体

ないよう、公務員とし

今後不祥事が起こら

してきた。

的な仕組みづくりに向

でも痛ましい高齢者ド

故が続いていることも

よう、引き続き職員に

て相応しい行動をとる

直後、全職員に

みんなで知恵を出し

事実である。免許証自

ライバーによる死亡事

員一人一人が公務員と

合い、二度と起こらな

主返納に係る取り組み

対し、公私を問わず職
しての強い自覚と緊張

い体制づくりを話し合
住民全体の奉仕者であ

はなくてはならない交

高齢者にとって自動車

は、買い物や通院など

本町において

一度考えさせて欲しい。 え方は。

確保に努めることなど、 うことが本当に必要で、 方針について町長の考

感を持ち、町民の信頼

強く指導して行く。

けた町長の考えは。

復するわけではない。

ることを改めて強く自

アップを進めているこ
応できるよう、現在作

止、飲酒運転など法令

ていたのか。

とを明らかにするとと
業を進めている段階だ。 くつもりか。

昨年秋に、職員

言葉だけで信頼が回

もに、民間活力に期待
する旨明言 し て い る 。
リストアップされた
物件ごとの町長自身の
評価はどうか。また、
事業化の時期と物件を
明らかにさ れ た い 。
全てが宅地活用

に有望とは言えないが、
民間事業者の参入が期
待できる有望物件は積
極的に環境整備した
い。宅地として活用が
難しい物件も、民間で
有効活用して頂く方向
で、払い下げが可能な
旨、情報開 示 し て 行 く 。

通手段であり、運転経

として、免許証を自主

免許証自主返納に係る
町としての考え方は
返納された方のバックアップす
る手立てが重要

返納された方にコミュ

が、逮捕されると言う

免許証の自主返納の取

ニティバスの半額助成

最も有望なのは特養

り組みが加速化してき

や、加えて

完了まで４年を要する

歳以上で

歴証明書の提示を要件

イバーによる交通事故

ている。

不祥事が発生したばか

が増加し、社会問題化

自主返納された方には

川辺園前テニスコート

またがる複 雑 な 土 地 だ 。 理 職 が 懲 戒 免 職 処 分 に

都市部と、中山間地

福祉バス・タクシー券

りであるが、１年も経

なるという、ゆゆしき

している。警察や交通

とでは一概に論じるこ

だが、同地は大きな地

不祥事が発生した。

安全に係る組織で、高

70

近年高齢者ドラ

昨秋以降、どのよう

を配布するなどの支援

当該地域の地籍調査
ことから、地籍のスケ

とはできないが、町内

番で、かつ一部小字が

福祉バス・タクシー券

齢者ドライバーの運転

たないこの７月に、管

答

な再発防止策がとられ

３

ジュールに先んじて分

を行っている。

返納を家族が無理強

いできないので、「自

主返納」を基本に、自

主返納された方のバッ

クアップする手立てが

重要だ。

今まで以上に交通安

全意識の高揚の取り組

みも進め、事故防止に

繋がればと思う。

実現可能な形態や支援策を総合的に再
検討する

４

地域公共交通の充実や高齢
者の外出支援策の将来像は

答
問

二度と起こらない体制づくり
を話し合う

２

不祥事の未然防止・
再発防止
問

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

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

13
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