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誠議員

雇用創出しようとする予
算措置が少ないように思
うが︑いかがか︒
住民サービスに関し︑
町職員を２６０名ほどか
ら２１０名ほどに減らし︑

今後の町内業者に
対する対応は

公平・透明・競争性の
確保を構築する

ものもあるが︑旧町村で

の利用に限定した基金も

残っている︒

この中には︑多額の基

金がそのままの状態で残

に入れながら︑公平・透

町内業者の育成を視野

針と活用を改めて考えて

している現在︑運用の方

をして５年が過ぎようと

っているのもある︒合併
に贈賄容疑で町内業者が

明・競争性の確保に向け

はいかがか︒

年１月８日

制のあり方について問う︒ 逮捕され︑町長は入札制

て︑入札制度の構築を図

平成

度の検討・見直しを行う

っていく︒

合わせをしているところ

町には︑私たちの

業基金のように目的もは

していく︒

は積極的に利用して活用

使い道が見出せた場合

ある︒

に使用することが前提で

その地域に貢献する目的

基金創設の趣旨に基づき︑

ない方が良いと考えるが︑

ためにはあまり長く残さ

町が一体となっていく

されている︒

きるように旧町村名が残

の中で地域限定に利用で

た経緯もあり︑合併協議

答

くとしている︒機能や体
また︑支所のあり方に

と述べている︒具体的な

引き継ぐものであり︑安

機構改革により︑住民が

である︒来年度の大きな

具体的な形で実施︑実行

っきりし︑わかりやすい

基金が積立てられ

ついても大幅な改善を行
サービスの低下を防ぐ方
策について伺う︒

も重要なことである︒そ

全性を確保することが最
の企業誘致︑日高川の恵

のためには入札制度の厳
らす町内業者の健全な育

みを利用した観光で事業
住民サービスについて

成も必要であると考える

格化とともに︑地元で暮
役場の対応は改善しつつ

がいかがか︒
現在︑入札制度に
ついては︑県当局・地元

身近に感じるような体制

貯金に当たる基金がある︒

をしていきたい︒

後までには見直しをして︑ 財政調整基金や下水道事

課題であると考え︑半年

良いということではない︒ 業者の意見も含め︑打ち

支所は人数が多ければ

で頂けるようにしていく︒

ある︒さらに住民に喜ん

を興していく︒

雇用の創出のため

公共施設は子孫にまで

方針を伺う︒

今後も徐々に減らしてゆ

11

おうとしているが︑住民

23

作りを推進する︒

活かせる機会を
待ち利用する

３

基金を利用して
いくべきでは

問

答

入口

町長は観光に相当
力を入れているが︑私は
産業振興による雇用の創
出がより重要と考えてい
る︒今回の当初予算では︑

２
問
答

農業振興の強化を図り、住民
サービスに努める

１

平成23年度当初予算
から
問
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一般質問
（質問した順番で掲載します。）

開所以来もうすぐ

１ 年になるジビエ工房紀
州は個体数減少に対する
機能を果たしているのか︒

頭数を８７００頭とし︑
ていく︒

体数減少の対策を推進し
販路は確立されていな

そのための対策を打とう
としている︒

じるのが効果的であると

それに対しての対策を講
売も考えている︒

ての販売や業務用への販

いる︒高付加価値をつけ

町でも数字で把握をし︑ いが︑品質は評価されて

思うがいかがか︒

町営住宅の利用
方法の改善は

公営住宅法に抵触しない形
で検討する

ないような家賃の検討︑

住宅の払い下げ等も含め

て検討していく︒

日高川町に住宅を求め

る人が非常に多くなれば

町営住宅建設も総合的に
展に多いに寄与している

の民間委託について︑町

検討をしていく︒

適正頭数に関しては日

が︑いくつかの条件によ

としての今後の計画︑取

は︑公営住宅法に抵触し

高郡内で考えたい︒農業

り高額な家賃になること

町営住宅は町の発

開所以来︑９ヶ月の処理

従事者が檻やわなで捕獲

ジビエ工房紀州の
頭である︒わな免

数は

施設

当初︑民間委託は８施

り組み状況を問う︒
のアパートを探すのも容

もある︒山間地では民間

ジビエ工房紀州・猪谷

する施策で対応する︒

許取得の推進︑捕獲獣の
引き取り解体処理等で個

設だったが︑なぜ

になったのか︒出向して

易なことではない︒また︑
空き家を借りるのも改装

きれば︑７月１日から

６ 月の定例議会で議決で

議会︑公社役員会で報告︒

を審査の上︑議員全員協

し︑４月下旬に応募内容

たい︒３月下旬から公募

組んできたが︑延期とし

に移行できるように取り

１ 日より一部施設を民間

迎える︒そのため︑４月

が３月末で５年の期限を

町の指定管理期間

どうなるのか︒

出荷者や住民への対応は

施設修繕等の経費や産品

いる４名の職員の人事︑

龍田安廣議員

10
費が必要となる場合がほ
とんどである︒
特殊事情のある入居者
に対し︑何らかの対応は
できないか︒
ニーズの高い川辺地区
に新しく町営住宅を作る
考えがないのかも伺う︒
住宅家賃は入居者
の所得及び住宅の規模や
場所等によって決まり︑
住宅に困っている低所得
者層のために運営をして
いる︒高額所得者は退居
を考えていただく︒

ふるさと振興公社

答

販売等について経緯と結
果︑そして今後の展開に
ついて伺う︒
また︑町での捕獲頭数
は増えているのに︑イノ
シシやシカによる被害は
拡大しているように感じ
る︒どれだけ捕獲すれば
被害が止まると考えてい
るのか︒
和歌山県では︑シカの

５

特殊な事情がある場合

３月下旬に公募し、７月
１日から民間に移行したい

１

ふるさと振興公社の
取り組み状況を問う

問

頭数を県全体で３万１０
００ 頭あるとして︑適正

10

答

問
答

85

捕獲対策を推進していく

４

獣害対策における
個体数の減少は
問
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11

施設となっ

施設を民間に移行したい︒
８ 施設が
たのは︑公社役員会での
意見である︒
出向職員は︑役場業務
に戻る︒

対応は︑基本的に変わり

産品出荷者や住民への

担である︒

と指定管理者と応分の負

施設の大改修等は︑町

に町営住宅料金が大きな

に最も大切な若者の定住

しかし︑地域の活性化

べく準備を進めている︒

策﹂について︑取り組む

活対策・地域活性化対

となって﹁産業対策・生

を対象とした家賃助成は︑

められている︒町営住宅

賃算定は公営住宅法で定

変苦しいものがある︒家

がネックとの指摘は︑大

ている︒町営住宅の家賃

ことに大きな期待を寄せ

積極的に取り組んでいる

はない︒

ネックとなっている︒こ

一般的に課題があるが︑

武議員

どうか︒

定住を図ろうとするとき

変重要である︒今回寒川

者の定住を図ることは大

索していきたい︒

としても一緒になって模

組んでいく︒その中で町

はまず︑地域で考え取り

地区が過疎地域活性化に

過疎対策の中で若

集落を守ろう︑若者の

れは寒川地区に限ったこ

山口

再生︑活性化に向けた支
援総合対策を推進してい
る︒
本町では寒川地区が対
象となっており︑県・町
を交え︑地域住民が主体

当の制度を取り入れては

公営住宅法に抵触しない

で準備しているが︑今後

とではない︒若者の定住

ない︒

和歌山県では平成
年度を過疎対策元年と
位置づけ︑過疎生活圏の

は服装も考慮する︒

方法等︑検討したい︒

大水害があった７月

職員のヘルメットは町

促進に本町独自の住宅手

町の防災の日を定め︑
町民全員参加の訓練
はできないか

きではないか︒

町全体の防災訓練実施を
検討する
町の防災について
町内全域に防災資機材と

年度には︑

が︑今後は大きな災害を

倉庫の配備が完了した︒

平成

想定した︑区単位での訓

一部では婦人防災クラ

の取り組みは評価できる

練が必要である︒特に女

ブが組織されているが︑
女性の参加を特に呼びか
けていく︒
今年度︑防災士講習会
を町内で実施する︒
町全体の防災訓練は︑

施してはどうか︒東日本

などに実施できないか検

日

大震災を教訓とし︑町の

防災計画は︑新たな対

討していく︒

ではないか︒防災時︑町

防災計画の見直しも必要

の大規模訓練を年１回実

ている︒町民全員参加型

練が︑区長参加で行われ

災害を想定した図上訓

だ︒

性の参加をすすめるべき

22

策を構築しなければなら

寒川地区

答

答

10

２
問
職員の制服を統一するべ

若者の定住を図ること
は大変重要

１

過疎地域活性化に
若者定住支援を
問
22

18
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防災倉庫

睦二議員

万円必要とな

観光資源を活かし住環境
整備に取り組む

針﹂とは︒

道成寺周辺は︑年

万人近くが訪れる本

年度当初予算に︑ 定している︒

想﹂などの基本計画を予

基地とする﹁芝居小屋構

整備︑道成寺文化の発信

ス道路︑付近一帯の景観

ら道成寺周辺へのアクセ

の道路問題︑高速道路か

寺裏門地域の行き止まり

抜本的な浸水対策︑道成

県などとの連携による

る︒

町の﹁玄関﹂﹁顔﹂であ

間

30 答

め細かな魅せたい町づく
りを進めるためにも遠距
離通学への助成が必要だ︒
町長の考えは︒
御坊市の高校まで
〜

バスの定期券が︑平均で
年間
る︒
中津分校への通学でも
万円余りの費用がいる︒
過疎化の対策として︑
どこで子供を育てても同
じような教育費で子育て
にした新たな町づくりの

たいへん重要な課題で

ができるような︑就学の
機会均等の確保や︑若者

事業を推進している中︑

ある︒

の安心安住を考えれば何

あるので︑早い時期に結
をなぜ制定できないのか︒ 論を出したい︒

らかの措置が必要である︒ 全町的な奨学金基金条例
前向きな姿勢で考えて

その理由を問う︒

道成寺周辺社会資本
整備計画とは

３

答
いきたい︒

町内３地区の各代
表者で構成する︑育英奨
学資金拡大検討委員会を
開催し︑現状と問題点︑
さらに旧中津村以外への
拡充︑基金原資の積み増
し︑対象学校の見直しな
ど協議し︑基金条例改正
案まではできている︒
若干︑当初の予定より
も遅れているのが実情で

道成寺門前

各団体の一歩前に踏み
出した活動を期待し、
支援強化を講じる

計画策定費３００万円を

環境整備に取り組みたい︒

観光資源を活かした住

﹁総合的見地からの方

小畑貞夫議員

人の心の豊かさと

は何か︒文化的・スポー

きるスポーツ大会などを

体は町民が気軽に参加で

行われ︑各種スポーツ団

中心に活発な文化活動が

民の自主的なグループを

本町では︑公民館や町

と関わってくると考える︒

することが︑心の豊かさ

た心の世界を自由に開放

び・楽しみ・感動といっ

ツ的な活動を通じて︑喜

計上しているが︑町長の

23

17

住民の心をひとつ

答

林

合併して広大な面

積になり︑高校に近い家
庭と遠くからバスなどで
通学しなければならない
家庭との通学費の負担に
大きな差がある︒
暮らしやすさなど︑き

文化協会・体育協
会・公民館に充実
した予算措置を

１

当初の予定よりも
遅れているが早期
に結論を出したい

問

問

16

日高川町育英
奨学金制度を

２

前向きに考えていきたい

１

11

問

高校生の遠距離通学
への助成を
問
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13

本町の文化協会・体育

る︒

多数の町民が参加してい

化・体育活動には︑毎年

開催している︒これら文

ると話していた︒今後さ

る課的なもの︶を設置す

長も地域活性課︵すぐや

落支援を行っている︒町

区等で各２名配置して集

は龍神・中辺路・本宮地

どが一体となって自然災

役場︑住民︑関係業者な

て・住民サービスの充実︒

と人口集中地域の子育

踏まえ過疎化が進む地域

産業振興︑少子高齢化を

い︒

年度予

点︑併せて

点︑職員の力

点︑

案も進むとして︑私の力

るとなると︑継続中の事

どうしても点数をつけ

析を待たないといけない︒

論的な評価は︑決算の分

現の予算を計上した︒総

成を行い︑随所に公約実

昨年初めて予算編

点で総括していただきた

数になった理由は︒現時

来だったか︒またその点

算執行は何点ぐらいの出

が基本である︒

全・安心の体制づくり﹂

協会・公民館に対して︑

信濃大典議員

町長自ら編成・執行した

点

ぐらいというのが正直な

時流が

年度予算は︑ は
は別に︑役場職員による

予算である︒

平成
地域見回り隊的な組織が

ころである︒またそれと

を中心に検討していると

対応できないか︑理事長

策をふるさと振興公社で

要がある︒今後は支援対

ることから再検討する必

来たが︑色んな課題もあ

ンターの設立を検討して

策としてシルバー人材セ

ている︒軽作業の支援対

重要課題であると認識し

限界集落対策は︑

考えるがいかがか︒

も設置する必要があると

プする地域支援員を本町

疎高齢地域をバックアッ

害などから地域を守る安

過疎高齢地域への
地域支援員の設置を
ふるさと振興公社や役場職員
による具体的な対策を講じる

らに増えるであろう︑過

充実した予算措置を行う
ことが︑町の元気を生み
出すことになると考える
がいかがか︒
地域住民同士の交

流も少なくなっている昨
今︑体育協会や文化協会
の活動や公民館講座を通
じて言葉を交わし︑共に
汗し︑喜びや悲しみを分
かち合い形成される人間
関係は︑地域づくりの原
動力になる︒それぞれの
団体が一つにまとまり︑
町全体にゆきとどく一歩
前に踏み出した活動を期
待している︒町としても︑
町民の生涯学習︑これを
支える文化協会・体育協

年度予算に

対する思いはかなり具現

ところだ︒

は︑所信表明で述べた

普段の生活上のちょっと

めている︒地域を巡回し︑ いずれにしても︑具体的

強化を講じたいと考えて

したことが出来ないため︑ 生活状況や集落点検︑話

知恵を絞って︑予算を最

今後とも力一杯努力し︑

化できたと思っている︒

いる︒

大変な不便を感じている︒ し合い︑軽作業の補助が
主な役割だが︑田辺市で

基軸とした農工商連携の

﹁エコや自然に優しい思

町長が目指す町づくり

80
な対策を早急に講じてい

できないか模索している︒

22

50

想を盛り込んだ農林業を

ヤッホー・桜マラソン大会

く︒

過疎高齢地域では︑ 域支援員の普及啓発を進

20

22

答

10

私、職員、時流、併せて
80点くらいだ

１

22年度予算執行の
評価は

問

答

答
会・公民館に更なる支援

２
問

国も過疎対策として︑地

22
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ことに邁進していく︒

柏木道生議員
民間委託をどうい
ていくのか︒また︑なに

う手順でいつまでに進め

問

をどういう形で検討して

公募をおこない民間委託
へと移行していく

いるのか︒
２月

日に公社役

施設を民間委託へと移行

れば︑７月１日より一部

月定例議会にて議決され
日に

員会を開催︑２月

していきたい︒
なお当初は若干委託料

公社職員に︑また３月２
日と４日にはパート従業

がかさむことが予想され

事業仕分けは
どうだったか

全て反映されたとはいえないが
今後も続けていきたい

と︑会費を徴収してない

取り上げられていたが内

新聞報道で大きく
ち出すことのないように

容を詳しく説明願いたい︒ 体︑支出基準となる補助

については問題がないと
考えている︒

結果と問題点はどうだっ

要項が作成されていない

同様に行っていきたい︒

る事業については︑今回

仕分けが必要と思われ

等が見受けられた︒

容︑また決算書等を見る

各種団体の事業内

くのか︒

たのか︒今後も続けてい

団体︑繰越金が多額な団
していきたい︒

るが︑５年後を目処に持

員に説明会を実施してい
る︒
今後は３月下旬から４
月下旬に公募を行い︑６

入札制度の問題は
制度には問題がなく贈賄
事件はないようにしたい

は︑町内業者から逮捕者
が出て︑残念であるが︑

制度のどこに問題
があるのか︒また贈賄事

一昨年の

月の当該入札
件は一体どこに問題があ
ったのか︒
日高川町建設工事
入札参加指名基準を設け
て︑発注者の恣意性が入
ることのないようにして
いる︒基本的には固定し
たメンバーでの指名は行
わないようにしており︑
入札制度には問題がない
と考えている︒

３

問

21

２

贈賄未遂事件について

愛徳荘

11

答

24

答
問
答

大限効率良く使っていく

ふるさと振興公社の
委託は

１
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年

月

年度当初

受けられるのは当然のこ

町内で同じサービスが

つ高まりゆく子育て支援

討し︑財政面を勘案しつ

業状況を十分に調査・検

後の児童数や保護者の就

望があれば︑検討に入り

が基本であるが具体的要

﹁子育ては親の責任﹂

江川河口改修の
取り組みと見通しは

柔軟に対応したい︒

予算や日高川町次世代育

へのニーズを常に把握し︑ たいと思っている︒

とであるが︑
成後期行動計画において
その拡充の姿は見えてこ
ない︒
実施されたアンケート
調査では︑利用したい保
護者の意向が要望として
込められている︒新たな
学童保育開設の方向性に
ついて︑町長はどのよう
に考えているか︒
校区ごとのアンケ

ートでは﹁今後学童保育

等︑今後の見通しは︒

いて︑町長の認識と取組

働きかけ・要望を続け地域
とともに取り組んでいく

江川の増水と日高
川の増水が重なった時︑

するばかりか︑住民財産

の耕作・利用形態を制限

名︑ 濫し︑流域における農地

識を持ち︑増水の度に現

ては︑かねてより問題意

ている江川の流れについ

浸水に影響を与え

名︑三百

地を観察し︑再三県に要

を利用したい﹂保護者は︑ 過去何回となく江川が氾

名︑山野

・生命を脅かしている︒

名︑江

未就学児で︑川辺西

名︒小学生では川辺

若野の引き堤工事など

名︑和佐

川

名︑和佐

中津
瀬

名︑中津

名︑江川
名の順であり︑結果は

育の実施は町内で２ヵ所

校区とあわせて︑学童保

つながらず︑その確保に

の要望が実際の利用者に

しかし︑アンケートで

重々に承知している︒

となったが︑それ以外の

苦慮した中津での経緯も
あり︑新規の開設は︑今

12

66

校区は未実施地域として
残されている︒

ける安全性は︑万全なも

なくして︑付近流域にお

るが︑江川河口等の改修

治水対策も進捗しつつあ

限らない︒

があるが︑そうなるとも

改善されるとの県の見解

高川の流下能力が増加し︑

引き堤完成に伴い︑日

域との協力体制を築いて

推進協議会の設立等︑地

理なので県に強く要望す

積の件は︑修繕・維持管

いる江川河口の改修につ

想いや要望が込められて

これまでも多くの方の

続き県に要望していくが︑

部の問題を踏まえ︑引き

蛇行・土砂堆積・合流

合流部の竹薮・土砂堆

ともにやっていきたい︒

いく役割を議員に期待し︑ る︒

のとは成りえない︒

望している︒

西

名︑笠松

11

34

江川下流部

２
問

23

19

答

答
31

55 11 16

山本啓司議員

ける学童保育が

中津小学校区にお

１
から始まり︑川辺西小学

10

15

具体的な要望があれば
検討に入りたい
22

17

学童保育実施地域
の拡充を
問

入札に絡む事件と
入札制度の検討を

さらに綱紀粛正を
図っていく
何とか改心してくれれ
ばと思い︑厳重に注意を

④この事件を教訓に入札

背景は何なのか︒

③事件が発生した原因と

る寸前に︑何とか受注し

況の中で︑経営危機に陥

金繰りが確保できない状

③融資も難しくなり︑資

山本喜平議員

①多数の防災士養成をめ

防災資機材を利用した防

と︑地区住民参加による

む︒

災訓練や研修会に取り組

支所周辺の見直しとは

ざすのであれば︑来年度
以降も本町での講習会を
企画する考えはないのか︒
②防災となり組の取り組
みは災害被害を軽減する
上で重要だ︒広く住民に
理解と参加を得る取り組
みは予定しているのか︒

画を策定するとしている︒

より住民に身近な
支所にしたい

中津︑美山それぞ

①さらに支所機能が縮小

するのではないか︑サー

れの地域の拠点である支

が県にも理解︑評価され︑ 所のサービスの再検討︑

ビスが低下するのではと

年度の防災士資格取得

現状に合ったサービス体

①本町の取り組み

３

問

本町発注の電気設

備工事で便宜を受けるた
し︑二度とこういった行
帰らせた︒当時はそうす

為はしないようにと諭し︑

め︑町長に賄賂を渡そう
とした事件が発覚した︒
①不正行為をした業者に

さらに綱紀粛正を図って

この事件を肝に銘じて︑

ペナルティを課したのか︒ るのが良いと判断した︒
②不正行為を受けた後︑
速やかな対応を怠った責

制度の検討を加えると表

たいという切羽詰った行

任をどう考えているのか︒ いく︒

明しているがどのように

為からの事件と推察して
④入札制度は︑さらに公

いる︒

見直すのか︒
ヵ
日〜

のための講習会の会場を

支所周辺を見直す整備計

制への移行・充実に伴い︑ 危惧するがどうか︒

確保に向けて︑町内業者

災害の多い国かというこ

験し︑日本列島がいかに

研修に取り組んでいる︒

を育成するための訓練や

員の防災士資格取得をめ

５ 年計画で役場職員全

中心となり︑各地域にお

員及び担当職員︑区長が

②整備計画は役場と地域

本町に設定した︒来年以
降も近いところで開催さ
れるよう働きかけている︒
②防災となり組の目的は︑
災害に対応する地域一帯
となった強固な体制づく
り︑地域防災力の向上に
あるため︑住民全員参加
の取り組みが最重要ポイ
ントである︒

加資格停止措置をとり︑

の育成を視野に入れなが

現在︑地域のリーダー
年２

東日本大震災を経

ヵ月︵平成

町は

とが認識された︒

月１日〜

②違法行為を行った業者

いて消防団員の協力のも

新年度は︑地域代表職

ら︑構築を図っていく︒

平性︑透明性︑競争性の

答
23

ざすとしている︒

31 23

でも町民の一人である︒

の指名停止とした︒

25

24

美山支所周辺

地区住民参加による防災
資機材を利用した防災訓
練や研修会に取り組む

２

日︶

日︶の入札参

年１月

①和歌山県は

月︵平成

12

18

年１月

年１ 月

17 23

防災となり組の取り
組みは
問

１
問
答
24
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が協議して策定すべきで
キュラム編成をどう現場

の授業時数が ％程度増

小・中学校とも主要教科
えることになる︒
教科書の記述が３割程
度増えることに伴うもの
だが︑内容の精査や家庭
での自学も推奨されてい

コミュニティバスの
見直しの方向は

応え︑増便されたものが

交通手段についての住民の
気運を高めてほしい

月に３度

ーズに応えることが大切

今年の
英語の必修化について

従来のコミバス運行をど

だが︑限られた財源の中

る︒

層の負担増となることは

は︑外国語文化は慣れ親

う見直すのか︒基本的な

で縮小選択も避けて通れ

見集約の方法も含め︑ニ

な問題があると考えられ︑

デマンド方式は効果的

ない︒
教職員は十分な能力を

ーズをもっと把握した中

その際︑住民からの意

目の運行見直しとなるが︑ ほとんどだった︒住民ニ

間違いなく︑対応はどう

しむことが目的であり︑

小学校５・６年生は︑
英語が必修となる︒資格
教員不足と言われる中で︑

持っており︑自信をもっ

住民ボランティア方式は

住民の機運の盛り上がり

の福祉タクシー的な方式

転ボランティアを募って

して︑デマンド方式や運

﹁自分たちの交通手段を

ていくが︑住民の中で

ないことはきちんとやっ

町はやらなくてはなら

が必要だ︒

を考えているようだが︑

このようにしていこう﹂

これらは住民の要望に

ある︒

と︑乗客無しの便が多く

に現実に目を向けていく

はしていないが︑客観的

まだ具体的な検討

てほしい︒

の検討となっているのか︒ という気運をもっと高め

現実的な可能性をもって

谷々の集落の住民に対

められたい︒

での見直しとなるよう努
と思っている︒

て職務を遂行してくれる

と考えている︒

するのか︒

授業風景

考えは︒

担が重い実態がある︒一

今でさえ︑教職員の負

どう考えているのか︒

児童・生徒への影響を

トをしていくのか︒

育委員会はどんなサポー

へ指導していくのか︒教

孝文議員

はないか︒
支所周辺の公共施

設の配置や機能を見直し︑
支所として住民の利用し
やすい環境をつくること
原

10

今までの取り組みの延長

10

が重要だ︒
①計画策定にあたっては︑
現在の利用状況を目的や
内容とともに︑人の流れ
についても着目して︑施
設の配置︑事務室の配置
を考え︑住民の利用のし
やすい環境の整備と︑支

対策は︒
﹁生きる力﹂をつ
けようとの改訂であり︑

答

所としての機能を十分発
揮できる支所周辺の整備
に努めたい︒
支所機能の整理の観点
からの計画策定と見直し
であるので︑機能の縮小
とはとらえていない︒
②整備計画にあたっては︑

学校指導要領が改
訂され︑本年４月より

利用される住民の意見は
十分に尊重しなければな

小・中学校の教育課程が
学校現場の対応は複雑

らないが︑いくつかの施
大局的な見地にたった見

であり︑行事の中止や長

３割増となる︒

方︑考え方に基づいた構

期休暇の短縮で対応しき

設の連携を考えるときに

想が必要だ︒

れないと考えるが︑カリ

２

問

答

学校現場での創意工夫で、
負担増とならないように
したい

１

学校教育課程３割
増への対応は
問

答

住宅リフォーム
助成制度を早く

請願の審査
産業建設常任委員会

日東北太平洋

比︑面積比︑予算比によ

が国観測史上最大の地

特別委員会報告

３月
議員定数と議会のあり方

る数的根拠・近隣町との

沖で発生したマグニ

改正と安定雇用の創出︑

に関する調査特別委員会

４月５日︑本会議場に
て特別委員会を開催しま
した︒
議員定数を決めること

さらに原子力発電所の

力を合わせよう！

助け合おう！

尽くします︒

とされる支援に全力を

の情報を収集し︑必要

私たちも被災地から

お祈りいたします︒

暮らしに戻れますよう

が︑一日も早く平穏な

生活をされている方々

震が続く中︑不自由な

放射能漏れや︑強い余

原子力発電所からの

い申し上げます︒

れた皆さまにはお見舞

しますと共に︑被災さ

に対し︑哀悼の意を表

犠牲になられた方々

われました︒

未曾有の大災害に見舞

計の予算規模・合併前と

人︑

人﹂が賛成多数で議

決されました︒

﹁

採決による決定がなされ︑

人の意見が出たため︑

人︑

事故により︑東日本は

た︒定数は︑

の比較等︶が出されまし

チュード９という︑わ

中小企業支援策の拡充
書﹂の提出を求める請

ただ︑今回の東日本大
でもリフォームの考え方
願

震と︑直後の大津波︑

創設にむけた意義付けや
や施工についての変動が

比較・住民の声・一般会

対象工事の設定などの検
あると思う︒これらの動

︵議長を除く 名構成︶

﹁最低賃金法の抜本

ർ

・強化を求める意見

震災後の変動もあり︑
考えていく

前議会に引き続い

ධ᧲

11

震災で︑業界や住民の中

討はどこまで進んだか︒
向も注視しながら制度創

和歌山県御坊市藤田

が︑今回の予定でありま
した︒各委員から︑議員
定数に関する意見︵人口

14

ての質問だが︑この制度

景気が落ちこんでいる
設のあり方を考えていき

町吉田３６９︱６

憲

日高地方労働組合連
小田

絡協議会
議長

原

孝文

紹介議員

はないとの理由から不

12

議場

請願者

今︑町内業者の仕事は少
また︑町外にリフォー

たい︒

としての住宅耐震化や合

ム専門業者が存在するこ

なく︑また町の重点施策
併処理浄化槽の普及もす

とから︑町内業者の受注︑
施工体制への対応等につ

すんでいない︒
少しの予算でも驚くべ

いて︑意見を直接聞く機
金の引き上げは︑中小

き経済波及効果が見込ま
に余裕のあるこの時期に

零細企業にとっては大

審査の結果︑最低賃

制度化すべきだ︒まさに

きな負担となり︑失業

会もほしいと考えている︒

この制度は﹁緊急経済対

者を増加させないため

れるこの制度︑町の財政

策﹂だ︒
現状はその通りであり︑

採択と決定︒本議会に

にも引き上げるべきで

耐震化等の施策もすすん

おいても不採択︒

景気と町内業者の

でおらず︑制度の必要性
は承知している︒

10

12

15

３
問
答
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ひだか川議会だより

