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会委員の選任３件に同意するとともに、条例の改正５件、公

第２回定例会
●教育委員会委員の任命
同意
引き続き︑松林佳奈さ
ん︵小熊︶の任命に同意
しました︒
︵賛成全員︶
●固定資産評価審査委員
会委員の選任同意
次の方の選任に同意し
ました︒
鳥居宏行さん︵平川︶
高尾和宏さん︵船津︶
森下善行さん︵滝頭︶
︵賛成多数︶
●国民健康保険税条例の
一部改正︵専決処分︶
地方税法の改正により︑
国民健康保険税の課税限
度額が改正されます︒

補正予算５件、平成23年度各会計補正予算３件をすべて原案
のとおり可決されました。

また日高川町議会議員定数条例が原案のとおり可決され、
議員の定数が16人から12人になりました。

一般質問は、13議員が行い、町執行部の取り組み等を問い
ました。

年度の国民健康保険
万円

万円に︑後期高齢者

50

万円から

●公の施設に係る指定管

理者に行わせるものです︒

ての施設の管理を指定管

︵賛成多数︶

●かわべ天文公園条例の

全部改正

の施設の指定管理者

理者の指定

●公の施設に係る指定管

︵賛成多数︶

理者の指定の取り消し

の町

かわべ天文公園等︑条

例に規定している

有施設の管理について町

行

万円から

介護納付金に係る課税限
度額を現行

万円にそれぞれ引き上げ
るものであります︒

を取り消すものです︒

支援均等課税限度額を現

12

ふるさと振興公社の指定

を

課税限度額を現行

税から基礎課税額に係る

23

51

万円に︑

12

かわべ天文公園内の全

かわべ天文公園

14

10

︵賛成多数︶

に︑株式会社共立メンテ

ナンスを指定するもので

す︒

なお︑指定期間は平成

日です︒

年７月１日から平成

年３月

︵賛成多数︶

●国民健康保険税条例の

年度の課税の算定基

一部改正

26

︵賛成全員︶

浅間幹男さん︵熊野川︶

熊代築さん︵田尻︶

中津良己さん︵平川︶

犬塚勇さん︵千津川︶

しました︒

次の方を議会から推薦

●農業委員会委員の推薦

31

まりました

の施設に係る指定管理者の指定等２件、平成22年度一般会計

13

んなこと

命１件、農業委員会委員の推薦４件、固定資産評価審査委員

12

23

の４・２﹂から﹁１００

所得割額を﹁１００分

るものです︒

税率等を改正しようとす

税が確定したことにより

礎となる所得と固定資産

23

こ
決
６月17日から第２回定例会が開かれ、教育委員会委員の任
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3

﹂か

分の４・１﹂に︑資産割
額を﹁１００分の

から﹁１００分の６・
０ ﹂に︑被保険者均等割

険事業特別会計補正予算

額するとともに︑川上診

実績見込みを勘案し︑減

高齢者支援金について︑

診療実績見込みを勘案

るものです︒

額９７９６万９千円とす

０ 万円を減額し︑予算総

年度国民健康保

︵第３号︶︵専決処分︶

療所︑寒川診療所の繰出

し︑後期高齢者診療収入

●平成

歳入歳出それぞれ２２

金を調整したものです︒

分の２ヵ月分減給す

５ ３ 万円を減額し︑予算

に支給する７月分の給与
を

︵賛成多数︶

正するものです︒

処分︶

災者に対する個人住民税︑ 出は︑決算見込額に基づ

円に︑世帯別平等割額を

人住民税︑法人住民税︑

緊急の対策として︐個

円︑特別地方交付税の追

く調整として１７７５万

財源の決算見込みに基づ

歳入歳出それぞれ３２

︵賛成全員︶

年度国民健康保

︵賛成全員︶

年度後期高齢者

年度繰越金を受け入れる

円とするもので︑平成

総額２億３８３０万８千

万９千円を増額し︑予算

歳入歳出それぞれ８５

︵第２号︶︵専決処分︶

医療特別会計補正予算

●平成

補正を行ったものです︒

入等の減少による所要の

保険︑後期高齢者診療収

し︑国民健康保険︑社会

診療実績見込みを勘案

るものです︒

額７９１６万２千円とす

０ 万円を減額し︑予算総

歳入歳出それぞれ５０

︵専決処分︶

計補正予算︵第 ２号︶

険事業寒川診療所特別会

●平成

正を行ったものです︒

等の減少による所要の補

総額５億７８３５万１千

︵賛成全員︶

年度一般会計補

額を６千円から７千円に︑ るための条例の一部を改
世帯別平等割額を３千円

﹂に︑

被保険者均等割額を１万
から４２００円にするも

ら﹁１００分の
４千円から１万９２００
●平成

険事業川上診療所特別会

のです︒

補正の主な内容は一般

計補正予算︵第３号︶

円に︑世帯別平等割り額
また国保税の減額措置

被保険者︑退職被保険者

︵専決処分︶

く減額８３６４万１千円︑

４８００円から６７００

固定資産税と大きく分け

加２億２３４４万２千円︑

年度国民健康保

を１万１４００円から１
について︑７割︑５割︑

歳入歳出それぞれ２億

の医療給付費︑退職被保

●平成

万８３００円に改正する
２ 割の軽減についてそれ

１８２４万４千円を追加
７４０万１千円とするも
のです︒

ら﹁１００分の１・６﹂
法人住民税︑固定資産税

財政調整基金積立金３億

円に改正すると共に︑特

て３税の地方税関係の措

地方債の減額１５１０万

円とするものです︒

と共に︑特定世帯につい
ぞれ金額を定めたもので

●税条例の一部改正

正予算︵第７号︶︵専決

ては︑世帯別平等割額を

険者高額医療費及び後期

半減するものです︒
後期高齢者支援金等課
税額について所得割額を

に︑資産割額を︑﹁１０

の特例措置が設けられた

１８８万５千円の追加︑

補正の主な内容は︑歳

﹂から﹁１００

ことにより︑条例の一部

歳入では︑交付金等一般

東日本大震災による被

分の８﹂に︑被保険者均

を改正するものです︒

定世帯については︑世帯

置を講ずるものです︒

る特定財源の調整による

円︑それぞれの事業に係
●町長及び副町長の給与

減額７８４万８千円です︒

︵賛成全員︶

介護納付金課税額につ

等に関する条例の一部改

︵賛成全員︶

いて所得割を﹁１００分

元職員の不祥事に対す

正

のです︒

別平等割額を半減するも

０ 分の
等割額を６千円から７千

﹁１００分の１・９﹂か

︵賛成多数︶

し︑予算総額１０７億７

22

す︒

22

10

の１・５﹂から﹁１００
分の１・０﹂に資産割額

寒川診療所

22

25

23

る管理責任として︑町長

22

22

11

を﹁１００分の８・０﹂

21
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年度国民健康保

︵賛成全員︶

補正をしたものです︒
●平成
険事業特別会計補正予算
︵第１号︶

わべ天文公園管理費の減

年度後期高齢者

︵賛成多数︶

額１１６５万３千円等で
す︒
●平成
医療特別会計補正予算

問答

こんな

管理に移行しても︑行政

ありました
公の施設に係る指定管

がチェックしていく︒

︵第１号︶
理者の指定の取り消し

公社の理念が達成でき

万

５ 千円を増額し︑予算総

について及び︑公の施

るよう︑民間会社のノウ

歳入歳出それぞれ
額２億３８４０万５千円

設に係る指定管理者の

とするものです︒

中津荘

歳入歳出それぞれ２０
億５２５７万６

７万６千円を増額し︑予
算総額
千円とするものです︒
出納閉鎖にあたり︑川
辺国保会計で２０７万６
補正の内容は︑１日人

してもらう︒

ハウを活かして町に貢献

千円の不足が生じたこと
間ドックの受診希望者が

方々に理事︑評議員に就

った一次産業に精通した

移しても︑住民に運営状

任をお願いし構成してい

民間に指定管理を
テナンスの構想どおりい

況を公開し︑意見交換で

３ 年間で共立メン
た施設を町管理から民間

かなかった場合︑次期の

今後︑ふるさと振

委託に含めてしまうのは

のか︒

く︒
毎年︑当初の改善

指定管理はどうするのか︒ きる機関が必要ではない
天文公園を効率的

なぜか︒

やプラネタリウムといっ

教育に係る観星塔

指定について

年度予算か
増加したことによるもの

から︑平成
ら繰上充用し︑その財源
です︒

条例の制定

●日高川町議会議員定数

︵賛成全員︶

は国保組合解散に伴う清

年度一般会計補

︵賛成全員︶

算金を充てるものです︒
●平成

施設で︑黒字が出てくる

興公社が管理する３つの
計画に基づいて︑そのと

民には予算︑決算で公表

議会︑あるいは住

に運営するには︑集客が

おり推移していくのかを

年

課題となる︒待ちの姿勢

可能性がある︒財団法人

条第１

できる︒経営内容も報告

号︶第

注視していく︒再度継続

法律第

から民間へ委託すること

として問題はないのか︒

歳入歳出それぞれ１億

６１０万８千円を増額し︑ 項の規定に基づき︑日高

する体系を維持したい︒

るものではない︒仮に黒

年には財団法人の見

の運営主体はどうなるの

成

字になってきた場合︑平

バイオセンターと

か︒

公社は収益を求め

するのか︑新たに公募す

するのか︒

ふるさと振興公社

で集客をはかる方がベス

億６８１０万

なお︑施行期日は公布

運営方針が︑民間への委

施設の補修はどう

川町議会の議員の定数を

予算総額
補正の主な内容は︑指

の日から施行し︑同日以

名とするものです︒

定管理者に対する管理料

託によって︑コスト削減

直しもあるので︑その段

後初めてその期日を告示

産品加工所︑ジビエ工房

階で検討しなければなら

１億２００万円︑またそ

という農林関係︑産業振

ない︒

修繕については︑

興関連施設が運営の主体

万円以下は指定管理者
が実施する︒それを超え

となる︒農業︑林業とい

や利用者数アップ︑利益
の追求に変わってしまう

るものは町と協議して決

される一般選挙から適用

のではないか︒
町の施設を民間の

定する︒

れに伴うふるさと振興公

８千円とするものです︒

67

されます︒

答

25

91

︵賛成多数︶

問

答

公社の設立目的・

るのかを３年後判断する︒

答
問
答

12

社への委託料の減額４１
００ 万円︑同じく公民館
費の減額３８０万円︑か

答

30

問

トと考えた︒

地方自治法︵昭和

問

問
答

23

正予算︵第１号︶

問

40

22

問

答

23

23

13

23

89
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5

町長及び副町長の給与
等に関する条例の一部
を改正する条例につい
て

平成

年度一般会計補

成人にいたるまでに病

る︒

拡大をはかりたい︒その

気にかかった場合︑その

等の加工品として販路の

ための原料の確保を常勤

ファイルを基に保健師︑

正予算

体制で取り組みたい︒併

３月確定分とし

て今回も２億２３００万
整基金に積み立てられて

轄する圏域で同じものを

今回︑御坊保健所が管

医師が支援︑対応してい

専決処分や臨時議会での
いる特別交付税について︑

の整備構想をどのように

作っていく︒全額県費で

て作成する︒全体で４０

作成する︒本町が代表し

ー会場となる︒この機会

００部印刷する︒

をリニューアルしたい︒

年度後期高齢者

医療特別会計補正予算

携帯電話の不感地

域である国道４２４号沿

︵第１号︶

人間ドックの関係

で増額補正されているが︑

推奨する考えは︒

名に対

し︑受診希望が

当初予定

の状況を踏まえた中︑ソ

ったことに伴う補正であ

名とな

フトバンクが進出するこ

る︒

全てを人間ドックに移

ため︑どちらを受診する

行となると経費もかかる

の印刷製本は︑何の目的

かは個々の判断に委ね︑

を成人まで保護者に記帳

いない︒

フトさせる考えは持って

意図的に人間ドックにシ

してもらう簿冊を印刷す

子どもの成長記録

で何冊分か︒

すこやかファイル

辺がカバーできる︒

とになった︒串本地域周

道４２４号の入り込み客

場が大会会場となる︒国

国体の誘致で漕艇

できるのか︒

いはどのあたりまで解消

平成

に︑陸上競技場と野球場

国体でアーチェリ

考えているか︒

南山スポーツ公園

せて２ヵ所の加工場の有

うのが大会のメニューに
町内の小︑中学校に協

なっている︒

円余り補正され︑財政調

提案も考えられたが︑今
もう少し早い段階で予算

町長自身の件で︑

年度一般会計補

南山スポーツ公園

くのに活用していく︒

定例会となった理由は︒
計上し︑当年度の事業に
３ 月の定例会の時

使えないのか︒

６ 月議会で上程し

たい旨︑全員協議会で説
明している︒
点では３月交付分の最終
的な特別交付税の額が︑

分の２を１

平成

正予算︵第１号︶
双眼鏡の購入目的

力を得て︑天文公園とセ

23

給与

ヵ月減額はどの程度の処
決定出来ない事情がある︒

社会福祉協議会助

財源として充当している︒

円分については既に一般

本年度の総額のうち５億

分になるのか︒
近隣では一番重い

処分の一つと判断した︒
比較ではなく︑規

定の中ではどうなのか︒

は︒

台購入する︒

ットに勉強会を催してい
きたい︒

ジビエ推進で常勤
作業員を雇用するようだ
が︑船津と猪谷の２つの
施設の運営と利用の関係
はあるのか︒

25 10

成金２００万円の減額理
由は︒

来年度秋︑星空の
町全国大会の誘致を計画

臨時職員退職に伴

い人件費が減ったことに

している︒ほぼ確定の状
この大会は環境問題を

況になってきた︒

よるものである︒
子供医療費８５８
万円の減額理由は︒

取り上げている︒
子どもたちに︑双眼鏡

問

答

今の時点で処分の

基準はなく︑近隣と比較
した︒
責任の取り方とし

て﹁１ヵ月﹂より長い期
間は考えられなかったか︒
重い処分である

年度実績が

乳幼児医療︑子供

全員協議会でも説明した︒ 医療ともに

徹底を推進したい︒生肉

食品衛生への対応
用額として減額補正した︒ 環境の汚染度︑公害の状

の販売だけでなく︑ハム

を使って星の透視をさせ︑
況を実際に調査してもら

問

答

問

10

ことに理解いただきたい︒

23

効活用を高めたい︒

22

予算額を下回り︑今回不

20

答

問

答

22

問
答

問
答
問
答

問
答

問
答
問
答
問
答
問
答

問
答
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地震による防災
体制の再検討は

ザードマップを作成し対

ため池については︑ハ

たい︒

事を想定して考えていき

地震の被害はあらゆる

ながら検討していく︒

県及び関係市町と協議し

避難者対策については︑

応をする︒

ており︑これを待って対

ーションの見直しを行っ

において地震のシミュレ

国の中央防災会議

﹁防災となり組﹂の強化と
地域のリーダーを育て︑自助︑
共助の体制を整えていく

我々の地域は︑

年以内に高い確率で大き
な地震が発生すると言わ
れている︒
東北地方でもマグニチ
ュード９の地震は想定し
㍍以上の津波も予想

ておらず︑広範囲にわた
る
をしていなかった︒
想定外の地震が起こっ
た時︑本町の一部まで津
波が来ることを予想して
おかなければならないと

応する︒
ヵ

防災無線が機能しなく
なることも想定し︑

所に無線機を設置︑また︑

入口

誠議員

るバイオマス燃料や太陽

本町が推進してい
いく︒

光発電は︑自然環境の中

職員による連絡で補って
﹁防災となり組﹂の強化

ネルギーである︒今後も

と地域のリーダーを育て︑ から取り出す再生可能エ
自助︑共助の体制を整え

積極的に推進していただ

30

きたい︒現在の状況を問
う︒

太陽光発電は︑自家用

と余剰電力の売電を行っ

本町は︑エコの町︑ク

ている︒

ロ水力発電・風力発電等

リーンエネルギー推進の

小型水力発電やマイク

についても本町で取り組

む考えがあるのかを伺う︒ 町として太陽光発電︑木

ネについて︑職員の意識

した水力発電をはじめ︑

今後も日高川水系を活か

質バイオマス事業を行い︑

による省エネの推進と共

風力発電等︑積極的に取

また︑公共施設の省エ

に︑蛍光灯のＬＥＤ化・

り組みたい︒

エアコンや照明につい

省エネエアコンへの切り

換え等も考えてはどうか︒

事業の認証を受け︑さら

ト制度のＣＯ２排出削減

イラーは︑国内クレジッ

組みから︑意識の向上に

節電に努める︒その取り

していただき︑庁舎内の

的な設備の見直しを提案

ては︑専門家からの具体

に石油系燃料の使用削減

つなげたい︒

木質バイオマスボ

に努める︒

答

答
ていく︒

テニス公園太陽光発電

エコの町、クリーンエネルギー
推進の町として取り組む

２

思う︒近隣地域からの避
難者対策も含め町長の考
えを問う︒
また︑家屋の倒壊や道
路の寸断等の被害対策︑
池の堤の崩壊対策は十分
なのか︒防災無線は機能
するのか︒﹁防災となり
組﹂を見直す考えがある
のか伺う︒

12

本町の再生可能エネル
ギーと省エネは
問

１
問
10
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6

ひだか川議会だより

一般質問
（質問した順番で掲載します。）

ひだか川議会だより
7

副町長は︑基本的

に︑町長を補佐するのが
役割である︒補佐であれ
ば︑公室長は十分やって
いたと考える︒
今回の副町長就任は︑
補佐以上の役割を期待
してのことであろうと思
うが︑町長の考えを伺う︒
町長の補佐と共

に︑県職員としての経験︑
特に事務事業と行政組織
の見直し︑新たな施策の
提言に手腕を発揮してい
また︑頑張っていただい
ている︒

堀江才二議員

平成

年

月議会
の質問に対して︑町長は
﹁若者の組織をつくる﹂
と答えている︒まだでき

ていないのはなぜか︒
年７月中を

目途に新たな組織づくり
を目指しているところだ︒

数で共存できるよう︑猟

アオサギ

﹁遅い﹂との指摘

だが︑平成

今後の有害鳥獣
対策は

糞害・小魚︵特にアユ︶

友会の方々に協力いただ

ぐのは難しい︒適正なる

の被害が︑今後多くな

きながら︑考えていきた

から飛来するため︑景勝

アオサギは︑上空

町長の考えは︒

対策するのが良いと思う︒ い︒

ると予想される︒早期に

アオサギによる︑

猟友会と協力しながら
考えていく

２
地・観光地への侵入を防

町内の防災意識の
向上を

救うことになる︒町がリ

が︑隣を助け︑町全体を

識をしっかり高めること

る︒町民全員が自助の意

てずに対応できると考え

人が体で覚えることで慌

か︒訓練を重ね︑一人一

①災害時にどうするの

えを問う︒

直しについて︑町長の考

﹁防災となり組﹂の充実を
図っていく

吉本賢次議員

町の防災計画の見

７月５日地震による被害

１

問

23

答
問
答

県職員の経験を生かし
新たな施策の提言に期待

３

新たに就任した
副町長の役割は
問
答

ただけると期待している︒ で﹁若い農林業者育成﹂

12

７月中を目途に新たな組織づくりを
目指している
22

１

ニューリーダーを育てる
ための町の方策は
問
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ーダーシップを発揮して
進めていく必要があるの
では︒
②区単位のハザードマッ
プを作っていくのか︒
③若い世代の少ない集落
をどのように守っていく
のか︒
④本庁の周辺整備とバッ
クアップ電源の確保はど
うか︒
①町内全域にわた

から取り組んでいる﹁防

指す意味からも︑昨年度
たものを埋もれさせるこ

たくさんある︒こういっ

い発明品やアイデア品が

町にはすばらし

災となり組﹂の充実を図

となく︑町の財産として︑

り︑防災意識の向上を目

っていきたい︒

②先人の意見等を参考に︑ 光をあてていくことが必

プの作成に取り組む︒

心に︑防災ハザードマッ

ていく︒職員︑区長を中

るだろうし︑競争心の向

発想能力のアップに繋が

達にとっても︑創造力︑

将来町を背負う子ども

要ではないか︒

③各家庭の耐震整備を進

上にもなってくると考え

ルや活性化に繋げていっ

などをして︑町のアピー

安全︑安心を図り︑それ

所と一緒になって住民の

③町内２１６のため池の

は︒

遮断弁設置への年度計画

②簡易水道耐震化︑緊急

震度︑津波の高さは︒

震における国︑県の想定

置の計画をしている︒

今は５ヵ所の配水池に設

円かかると見込んでいる︒

所に設置すれば︑約２億

たい︒緊急遮断弁を８ヵ

入れながら推進していき

いては︑年次計画に組み

現在の想定より広範囲な

導するという事だけで済

業所については︑町が指

ながら推進していきたい︒

農業等への影響も勘案し

と共に︑基幹産業である

地震対策は︒

③ため池の水位等につい

②簡易水道の耐震化につ

④川辺町周辺土地改良事

ては︑色々な形状があり︑

①南海︑東南海地

てはどうか︒
まちみらい課を主

体にして︑教育委員会と
も協力しながら︑検討し
ていきたい︒今あるイベ
ントを活用して︑開催で

清議員

きるよう調整していく︒

井藤

業所への地震対策におけ

せの上︑決定していきた
い︒

防災計画の見直しを図っ

む問題でなく︑国・事業

赴いた職員の話を活かし︑ ④川辺町周辺土地改良事

教訓に︑本町から派遣に

①今回の震災を

管理組合等とも十分打合

町内のため池
る指導は︒

問

ていく︒

町道計画見直しは？
町管理橋の計画は見直しをする

をすべきである︒

管理替えして︑県が工事

いる︒先に町道を県道に

新橋の建設予定と聞いて

さらに畑ヶ瀬橋の上流に

の町道は︑後に県へ移管︑

ている坂野川・長子橋間

昨年より改修し

２

町道及び日高川にかかる
町管理橋の見直し計画を

問

避難場所の見直しを行っ

め︑町全体で見守ってい

る︒
集め︑年に一回︑選手権

発明品やアイデア品を

く︒
④いろんな対策を打って
いきたい︒

大会を開催してはどうか︒
すばらしい物が出てくれ
ば︑商標登録や特許申請

想定よりも広範囲な
ものに

１

答

答

町防災計画早期
の見直しは

まちみらい課を主体
に検討していきたい

２

町から発明王の
発掘を
問

答

第23号
平成23年8月1日発行

8

ひだか川議会だより

ひだか川議会だより
9

今やハンターの方々な

で全額︵３万４００円︶

ては︑今年度から県・町

免許の取得につい

て︑町道を改修し︑早期
くして農業は出来ないと

負担となった︒従って︑

続けている現状である︒

しなければならないのか
にその効果があらわれる
言っても過言ではない︒

緊急性の高い区間につい

理解できない︒３町村が
よう事業実施していると

なぜ町が起債を組んで

合併して︑一つの町にな

００ 円と銃刀所持のため

取得者は免許試験料５２

畑ヶ瀬橋の塗装計画は︑ 共にやめられたり︑毎年

の実地試験代金のみの負

しかしながら︑高齢化と
の更新に高額の費用がい

担ですむ︒

ころである︒
上流の新橋関連もあり︑
るので︑年々ハンターが

費の支出を考える時であ
今の段階では留保となっ
減っている︒

る︒
町民の理解を求め︑計
ている︒また︑川上橋は

更新費用については︑

画の策定を見直しすべき

狩猟期間中の捕獲に従事
する全ての方が有害捕獲

もっと多くの方に狩猟

相当傷んでいるため︑

年計画の中に入れている︒ 免許を取っていただくた

ではないので︑一部助成

旧町村のバランスを取り

めに︑これらの費用の一

大又・下田原で実施して
ながら︑早期に修繕をし

現在︑県が山野・

では︒

った今︑今後の維持管理

答
は難しい︒

いる道路事業は︑未改良
なければならないと思っ

免許取得は無料に。
更新費用は難しい

10

部を助成してはどうか︒

の区間も多く︑事業期間
ている︒

瀧口俊和議員
本町での年間農作

ている︒それも年々増え

〜３０００万円と言われ

物への被害は︑２０００

問

も長期にわたる︒町とし
ては︑各集落の優先度や

狩猟免許取得と更新
費用に町の助成を

小︑中学校のいじめ
対策は

辰雄議員

が︑学校に対しては担任

対応しなければならない

これらはまず︑学校が

受けている︒

ら詳細については報告を

おり︑それぞれ学校長か

れる長期欠席者は︑数名

在︑一般に不登校と思わ

に難しい問題である︒現

常に簡単であるが︑非常

いじめ問題は︑非

策をとっているか︒

長はどのように考え︑対

校について︑町長︑教育

いじめによる不登

堀

導している︒

ねることのないよう︑指

して︑学校への信頼を損

もしっかり情報の交換を

子供だけでなく︑家庭と

事後の対応としては︑

ることを指導している︒

情報収集に努め︑予防す

さなことでも見逃さず︑

で注意し︑どのような小

だけに任せず︑学校全体

非常に難しい問題だ︒
家庭ともしっかり情報交換する

１

問

答

答

１
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捕獲オリ

平成

年

月議

12

家賃をきちんと納めて

知している︒

人２人にも滞納状況を通

通知などを送付し︑保証

現在の滞納月数︑金額の

ついては︑毎月中旬に︑

３ ヵ月以上の滞納者に

て集金している︒

入金がない場合は訪問し

滞納のつど請求し︑

とったか︒

その後どのように対策を

住宅の家賃滞納について︑

会でも問題とした︑町営

22

いただくのは︑あたり前
い︑と考えている︒

じて許すべきものではな

化︑ごんちゃん漬け︑椎

の協力︑販売ルートの強

や行政の透明化を推進す

でなく︑住民の要望把握

て重要な役割を担うだけ

ージは住民の情報源とし

地方自治体のホームペ

ように考えているのか︒

るのか︒その評価をどの

とする情報を発信してい

ジが本当に利用者の必要

ている︒このホームペー

な情報を町内外に発信し

ムページを開設し︑様々

のみならず︑いろんなメ

しては︑インターネット

情報化への取り組みと

いく︒

して内容の充実に努めて

報も掲載し﹃町の顔﹄と

は町の施策等に関する情

主体となっており︑今後

とっている︒情報が観光

いて更新するシステムを

作で︑まちみらい課にお

され︑全て職員による制

ジは平成

現在のホームペー

飛躍的に普及し︑誰もが

るために重要なツールと

ディアの特性を活かし︑

る︒合併後︑本町もホー

手軽に様々な情報を得る

なるが︑今後の情報化へ

業務効率の改善や住民サ

ことができる︒

年７月に一新

本町のケーブル回線の

の取り組みはどう進める

ービスの向上に努める︒

日高川町ホームページ

のことであり︑滞納は断

一次産業育成を

いろんな機会をとらまえて
支援する

である一次産業育成につ

有害鳥獣対策︑Ｊ Ａと

いては︑力を入れた政策

茸栽培等への支援を行っ

町長の公約の一つ

をとっているようには思

ている︒これからも将
は﹂と思うものには支援

利用者は１４２２戸︑そ

のか︒

インターネットが

れ以外の回線利用者は３

答
００ 戸以上あると思われ

21

えないが︒
いうまでもなく農林業で

をしていく︒

本町の基幹産業は︑ 来 性 の あ る も の ︑﹁ こ れ

ある︒

ホームページを『町の顔』
として充実に努める
小畑貞夫議員

１

本町ホームページの
評価と今後の情報化
への取り組みは
問

３
問
答

滞納は断じて許すべきではない

２

町営住宅の家賃滞納
対策は
問
答
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10

ひだか川議会だより

地元加工品

ひだか川議会だより
11

歯科診療所の再開を

町営での再開は難しい

町が民間の医師に今の
ついて︑心当たりの方に

山本喜平議員

職したため︑川原河歯科
施設を貸し付けて︑民営

交渉してくれる話もあっ

いる︒

診療所が休診となってい
で診療していただければ

た︒今はそれに期待して

本年３月医師が退

る︒地域の身近な歯科診
ありがたい︒

いるところだ︒

ため温泉施設が利用でき

対しては︑デマンド方式

にもある程度打診し︑了

を検討したい︒運行業者

通院や買い物等の利用に

ふさわしい︒これ以外の

の路線バス形式の運行が

あり︑この時間帯は従来

帯は高校生の登下校時で

乗車率の高い時間

ではないのか︒

くが改善策を講じるべき

できない な
｣ どの声を聞

乗車定員を超えると乗車

ない ︑
｣ 乗｢合タクシーは

解も得ている︒

事故は︑地震多発地であ

職する際︑後任の医師に

委託していた医師が退

療所の早期再開を望んで
いる︒
再開するためには︑医
師の確保と設備の整備が
課題となる︒

バスのような利便性はな

福島第１原発の大
ス・乗合タクシーの運行

デマンド方式は︑路線

明確にし︑より充実した

絡は従来どおり行うこと

物質や放射能汚染ゴミの

原子力発電と使用済核

示した︒

が基本であり︑デマンド

処理などの技術が未確立

路線バス︑Ｊ Ｒとの連

地域では︑利用したい人︑ 方式の利点を活用して︑

なままだ︒原発推進では

考える︒

より住民の要望に応える

なく︑新たなエネルギ

高齢化が進行する山間
目的︑行き先︑利用頻度

ようにしたい︒
るはずだ︒
路
｢ 線バスへの連絡が
悪い ︑
｣ 周｢回方向が逆な

れている︒しかし︑国の

推進へ方向転換が求めら

ー・省エネルギー技術の

などはある程度把握でき

いものに改善すべきだと

動手段として利用しやす

交通弱者が利用する移

る日本列島での建設が大

年以

９人という状況になって

かな運行ができるものだ︒ はらんだものかを改めて

改善方向は定まったのか︒ いが︑必要な人が必要な

のか︒

利用者は︑平成

すると︑非常に難しい︒

院もあることなどを考慮

内で開業している歯科医

の経費が伴うことや︑町

を再開することは︑多額

行って町営の歯科診療所

新たに設備投資を

診療所にすべきではない

コミュニティバ

答

きな危険性と不経済性を

川原河歯科診療所

時に利用し︑よりきめ細

町として再開の方向を

クリーンエネルギー推進の町に
取り組む。原発を含むエネルギー
の議論を注視する

３

原発に頼らないエネル
ギー施策を

問

登下校時は路線バス形式、その他
はデマンド方式の予約制を

２

コミュニティバス・乗合
タクシーの運行改善を
問

１
問
答
降︑年間平均月当り４・

12
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動きは鈍い︒
かつて︑日高原発建設
問題︑使用済核燃料中間

本町の立地上︑誘致等は

えはないのか︒

いは改めていくという考

平均的である︒職員の給

報酬は県下町村の中では

残る施設を今後どうして

題はなかったのか︒また︑

及び選定に至る方法に問

あるが︑今回の公募方法

料︑諸手当は︑特に手厚

いくのか︒

①町長︑副町長の

くなっていない︒職員数

理化︑見直しを行ってい

を念頭に︑組織機構の合

ち会っていただき︑公募

会の各常任委員長にも立

から︑選定委員会には議

透明性確保の観点

く︒

方法及び選定方法につい

については︑適正な人員

②公室長は︑必要なとき

ては特に問題はなかった︒

いく考えはないのか︒

中津美山斎場に葬

祭場を併設することは考

えていない︒

看護師養成所は本当に
必要なのか

が︑当町では取り組んで

今後︑検討していきたい︒ されていると聞いている

当面︑公社で運営を行い︑ で安く葬祭場として利用

残る３施設については︑ 日高町︑由良町では斎場

は置き︑必要でなければ
空席にするということで
進めていきたい︒

民間委託に関し

中津美山斎場を葬

か︒

養成所建設の推進だけでなく
改善︑改革を促している

御坊市及び周辺の

が不足しているのか︒他

はないか︒本当に看護師

の人数が少なくないので

所があり︑医師︑看護師

日高病院にも改善︑改革

建設の推進だけでなく︑

題である︒しかし養成所

を得ないぐらい深刻な問

自で養成所を建設せざる

看護師不足は︑独

に方法があるのではない

の努力を促している︒

町には多数の病院︑診療

か︒また︑町の分担金が

祭場に利用できないのか︒ 増加するだけではないの

中津美山斎場

貯蔵施設誘致問題が起き
たが住民の反対で阻止さ
れている︒
原発に頼らないエネル
ギー施策が求められてい
るが町長の見解は︒
国においては︑原

発の安全対策の見直しを

あり得ないが︑原発を含

②副町長がいるのに公室

ては︑前に一般質問で提

答

始め︑原子力依存から自
然エネルギーの導入へと
発電計画の見直しに着手
したところだ︒

柏木道生議員

むエネルギー問題の動向

長を置いておく必要がな

案しているので賛成では

４

本町では︑従来から日
高川水系を活かした水力
発電を始め︑近年では風
力発電︑太陽光発電︑木
質バイオマス事業に取り
組んでいる︒今後もクリ
職員の給与︑諸手当︑職

①特別職の報酬︑

として取り組んでいきた

員数について適正である

には︑国レベルの議論を

いのではないか︒

原子力発電については︑ と考えているのか︒ある

い︒

ーンエネルギー推進の町

組織機構の合理化、見直し
を行っていく必要がある

注視していきたい︒

中津美山斎場に葬祭場を併設
することは考えていない

３

答

答

中津美山斎場を葬祭場
に利用できないのか
問

公募方法及び選定方法につい
て特に問題はなかった

２

問

答

ふるさと振興公社の公
募方法、選定に問題は
問

１

行財政を改めて
いくという考え
はないのか
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

国道４２４号の迂回路とし
ての対岸道路整備計画は

また役場の対応︑日高
川の環境整備︑学校の跡
地を含めた遊休地の利用
方法等もあった︒地区懇

線の整備は困難であると

ない箇所があり︑この路

対応はその後どうなって

これらの要望・意見への

談会から約１年過ぎたが︑

本・浅間間の道路幅は狭
判断した︒左右両岸に有

地元区長と相談しながら検討
していきたい

く︑対向も難しく危険で
事の際に利用できる道路

また︑町長は﹁１年に
１回ぐらいは実施した
い﹂と述べていたが︑本
年度の開催予定はないの
か︒
・川辺地

昨年︑美山地区
・中津地区

会場で開催した︒

にもお応えできつつある

と考えている︒

住民の意見を聞くまた

とない機会と考えている

考慮して︑地域の方々が

区

もに︑様々な要望も聞き︑ 給・手すり設置﹂事業を

参加しやすいように懇談

ので︑本年も時間帯等を

創設し︑本年度も予算計

会を実施していく︒

里道整備の﹁生コン支
それぞれ回答させていた

上している︒職員の接遇

施策に関する意見とと

だいた︒すぐに実行でき

副町長の職務とベテラン
職員への退職勧奨制度

研修も行った︒

孝文議員

るものは実施して︑要望

原

補佐役として期待している

う役割を果たす仕組みが

していたが︑それに見合

ベテランのノウハウでサービス向上へ

副町長採用にあた

り︑防災面の役割を強調

地区懇談会

愛口・友渕・竿

ある︒幹線道路の迂回路
が必要と認識はもってい

いるか︒

として整備が必要と思わ
るが︑現時点では難しい

信濃大典議員

れるが︑今後の計画はあ
状況である︒
ら検討していきたい︒

地元区長と相談しなが

るのか︒
本路線は︑平成

年に概略調査をしている

町長の公約でも

各区の要望・意見の主
だったものに︑鳥獣害対
策︑道路の整備があり︑

21

答
17

19

が︑用地の協力が得られ

船津地区の葬祭場は産品所
の販売に影響はないのか

としても︑こうした事業

のかよくわからない︒町

らどういった不安がある

の影響はない︒出荷者か

区長︑隣接の地権者︑住民の同意
を得ており︑販売に影響 は な い

中津ふるさと産

品販売所の道向いにある
店舗跡施設に葬祭場がで
きるそうであるが︑販売

区単位で約

あった地区懇談会︒昨年︑
によって住民の選択肢が

とり︑実施した︒

分の時間を
広がり︑経済的な波及効
果も期待できるのではな
いかと思っている︒

50

19

に影響は考えられないか︒ を展開していただくこと
出荷者から不安の声があ
り︑町として何らかの対
応策はなかったのか︒
火葬場とは意味合

今後も地区懇談会を実施
していく

１

地区懇談会の成果及
び本年度の実施は
問

６
いも全く異なり︑販売へ

１

問

５
問
答
問
答

第23号
平成23年8月1日発行

年間経費が約１２００
画︑組織の見直しや事務

私の補佐役として政策企
ュード９と予想されれば︑ る︒

違いない︒仮にマグニチ

での経験や人脈に期待し︑ 値より上ってくるのは間

ー化も有効な手段と考え

各子局の電源のソーラ

できているのか︒
万円︑しかもあと２年の

すべきだ︒

地震速報を流せるように

また︑防災無線で緊急

震度７︑津波の高さが
㍍以上ということも十分

改善に持てる力を活かし
てくれるものと考えてい
ありえる︒

役場は震度７に耐
える設計であり︑非常用
電源も新たな想定結果を
待って検討しなければな

15

入れていきたい︒

緊急地震速報について

は︑まだ正確でなく︑今

後︑改善されれば︑流す

ことを当然視野にいれて

いる︒

中津地域の公衆トイレ
の設置を

費などの維持費を負担し

地域住民の協力が前提だ

中津地域は官庁や

されているが︑大星・川

等の対応はできると思う︒ 船津に公衆トイレが設置

に地域の方々がボランテ

特に重要であり︑清掃等

この維持管理の問題が

ている︒
子局電源のソーラー化

中・子十浦の日高川沿線

ィアとして協力してもら

観光施設のある高津尾・

は︑強度や容量が充足さ

にはない︒

えるということであれば

者があるなかで︑地域か

は他地域同様多くの来訪

地域や団体から依頼があ

レの貸し出しについても︑

また︑夏場の簡易トイ

前向きに検討したい︒

ら公衆トイレの設置を望

するということが前提だ︒

際︑管理責任をきちっと

れば対応している︒その

と併せ︑浄化槽や光熱水

営する公社が日常の清掃

おり︑周辺施設を管理運

点施設を中心に設置して

イレは︑観光・交流の拠

中津地域の公衆ト

置をすすめられたい︒

り︑是非この地域への設

道路改修もすすんでお

む声がでている︒

プ︑春・秋の里の散策に

夏場の川釣りやキャン

れるようであれば︑取り

らないが︑防水壁で囲む

３

任期しかなく︑十分機能
するよう早急な対応をす
る︒
るとなると︑矢田地区や

ベテランのノウハウを

東日本大地震をうけ︑

答

べきだ︒
㍍を超える津波が来

間の中でこそ︑最大限の

丹生地区の一部までもが

２ 年という限られた時

する反面︑ベテラン職員
改革を断行してくれるも
被害をうける︒

副町長を外部から登用
の退職勧奨を制度として
のと思っている︒

階部分の浸水の可能性は

㍍︑一

には管理職を解き︑地域

高く︑非常用発電機を守

役場の標高は

熱意を奪い︑全体に波及
活動支援の役割を担って

る手立てを講じなくては

才以上の職員

し︑住民サービスの低下
もらう︒本庁と支所に地

今回︑

にもつながる︒

11

ならないのでは︒

は︑職員の職務に対する

やろうとしている︒これ

15

域支援室を置く︒

れら人材を有効に活用す

活かしてもらい︑住民サ

経験と知識を有するこ
べく︑もっと体制を考え

ービス向上と後継職員の
育成等につなげたい︒

るべきでは︒
副町長には︑県

防災無線の有効性と
活用

に確実に機能するかどう

地震予想の再検討がはじ

業に大きな差が出てくる︒

かは︑被害の縮少はもち

まっているが︑今の想定

防災無線が災害時

ろん︑状況把握や復旧作

非常用電源

58

可能なかぎりの対応をして
いきたい

２

問

答

答
問
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14

ひだか川議会だより

ひだか川議会だより
15

龍田安廣議員

量買取制度の条件により︑
事業着手の是非が判断さ
れる︒船津後山は平均風
力が少し足らないという
ことで︑今のところは断
念している︒
早蘇工業団地への太陽
光発電については︑東京
今後︑再生可能エネルギ

の会社から打診がある︒
べきであると思うがどう

化されると︑正式に動い

ーの電力買取制度が法制
年度より運

か︒
平成

中山間地域である

により︑５㌫の受益者負

業である︒合併後の調整

は受益者が負担すべき事

斜事業は限定的で︑本来

スで約３割である︒急傾

数で約４割︑事業費ベー

千円である︒県全体の件

ヵ所で︑５億４０７万５

っていく︒

観点から従来どおりでや

今までの経過・公平性の

供者の補償については︑

負担金の軽減︑土地提

負担していただいている︒

り２・５㌫を受益者から

が２・５㌫を負担し︑残

担金の場合であれば︑町

先般の町職員によ

る公金横領事件は︑町に

対する町民の信頼を揺る

がせる重大な問題であり︑

てくる︒

本町では︑防災対策とし

防止を徹底させるととも

クリーンエネルギー推

崩壊対策事業を進めなく

インドファームの東側に

基の建設計画がある︒ り組む︒

今後信頼回復に向け再発

ト

に︑総合的な不祥事未然

た検討がどう行われてい

識し︑具体的対策に向け

回の原因をどのように認

がなさ過ぎるのでは︒今

復を図るにはスピード感

にされていない︒信頼回

的な再発防止策が明らか

経過する中で︑未だ具体

事件報道後約３ヵ月が

行く必要がある︒

勢の強化・確立を図って

イアンス︵法令遵守︶態

防止策として︑コンプラ

てはならない︒現在の事

てよりいっそう急傾斜地

山本啓司議員

問

進の町として積極的に取

風力発電

隣接して︑２千キロワッ

行を開始している白馬ウ

22

政府で審議されている全

業状況を問う︒
事業を進めるにあたり︑
受益者負担金の軽減がで
きないのか︒また土地提
供者に対し︑金銭の補償
はできないのか︒
町内中山間地域
の集落は︑人家の背後が
崖地に面するところが多
年度︑県当初

く︑防災対策は特に重要
である︒

予算における町内の急傾

７月末には具体的再発防止
策を定め、住民の方にもお
伝えしたい

現在︑町内におい

急傾斜地崩壊対策事業
は特に重要である
17

て風力発電︑太陽光発電
設置計画はないのか︒
東北大震災を受け︑安
全面に絶対的な自信を持
っていた原子力発電の神
話が崩れ︑今後は原発も
見直しをしなければなら
ない︒今まで計画されて
いた白馬山系や船津後山

２
問
答

斜地崩壊対策事業は︑

急がれる信頼回復、不
祥事未然防止の徹底を

１

の風力発電︑また︑早蘇
工業団地の太陽光発電へ
の積極的な誘致活動をす

答
10

クリーンエネルギー推進の町として、
積極的に取り組む

１

風力、太陽光発電への積極的
な誘致活動をすべきでは
問

防災対策として、
急傾斜地崩壊対策
事業の推進を
23
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町の防災計画に活かす

民にお伝えする︒

防止策を講じたことを住

月末までに策定し︑再発

次の３項目について︑７

同委員会より提言された

を議論した︒６月８日に

を起こさせないシステム

の現状調査並びに不祥事

では要因分析と口座管理

﹁事務改善検討委員会﹂

副町長を座長とする

ドマップの作成︒

津波被害の予想・ハザー

②﹁想定外﹂とならない

理解や周知の方法︒

れていない用語の正確な

告﹂の違いなど案外知ら

①﹁避難指示﹂﹁避難勧

映させるのか︒

今後の防災計画にどう反

ている︒次の点について

が︑一方で教訓も得られ

曾有の被害をもたらした

③町内ため池

基づいたものとしたい︒

はなく︑条件・データに

じる︒不安を与えるので

予想に基づき︑対策を講

②今後見直される津波の

く実践も今後行う︒

り︑避難訓練など身に付

保管方法の検討が必要で

サーバーの利用等更なる

災を想定すると︑他府県

ている︒両庁舎の同時被

津支所に分散して保管し

ップしたものを本庁と中

情報は定期的にバックア

次診断結果について︑地

防災司令室

区で作成する防災地図に
診断結果を掲載し︑住民
と一緒になって協議して
いく︒
④住民情報をはじめとす

①団体等の資金管理に関

③ため池の耐震診断結果

28

陳情の審査

総務常任委員会

北朝鮮による日本人
拉致問題の早期解決に
関する意見書の提出に
ついての陳情

陳情者
和歌山県和歌山市和

北朝鮮による日本
人拉致問題の早期
解決に関する意見
書︵抜粋︶

北朝鮮による拉致事
件は︑その解明解決が
遅々として進まず︑よ
うやく平成 年の平壌
会談以降５ 人の被害者
及びその家族の帰国が
実現したが︑その後は
依然として霧の中であ
る︒
北朝鮮は︑国のトッ
プが日本人の拉致の事
実を認めたにも係わら
ず︑その後の調査につ
いては誠意ある対応を
していない︒

歌浦南３丁目４ ︱
・ブルーリボンの会
会長
大倉勝行
・日本会議和歌山
会長
角 荘三

国家が︑拉致という
人道上許すことのでき
ない犯罪を犯している
ことを︑私たちは改め
て強く追求すべきであ
る︒
被害者の一刻も早い
帰国を実現することが︑
日本国民共通の願いで
ある︒
よって︑日高川町議
会は国に対して一刻も
早い全員救出の方法を
具体的に立案︑実行す
ることを強く要望する︒
︵提出先︶
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
外務大臣
内閣官房長官

審査の結果﹁採択﹂
と決定︒本議会におい
ても採択とし︑国会と
関係大臣に意見書を送
付︒

10

るのか︒
町民の皆様方に誠

べき東日本大震災の教訓

いろいろな面からあらゆる手
を考えて防災に取り組みたい

するガイドライン︒

と住民への適切な情報提

る各種データや財務上の

②公表する項目・基準ま

供のあり方︒

東日本大震災は未

で踏み込んだ﹁懲戒処分

④行政が管理する情報資

あると考える︒

の基準﹂

産に関する災害時の損失

ヵ所の一

③職員の行動の規範とな

回避方法︒

が最大の要因である︒

未作成並びに︑決裁未済

同一人保管︑支出調書の

し上げる︒通帳と印鑑の

に申しわけなくお詫び申

答
る﹁倫理規定﹂

①用語を防災計画
に記載するだけでは住民
に十分意図が伝わらない
ことも考えられる︒広報
に特集を組み︑周知を図

14

２
問
答

第23号
平成23年8月1日発行

16

ひだか川議会だより

ひだか川議会だより
17

第23号
平成23年8月1日発行

委員会町内視察レポート

町内の道路工事施工状況等を視察
ついて事前説明を受けた

業内容や補助割合などに

る道路事業の位置と︑事

現在町内で進められてい

出発前に建設課長から

いて視察を行いました︒

工事の施工状況などにつ

務調査として町内の道路

建設常任委員会が所管事

去る６月１日に︑産業

題などについても協議を

問するなど施工方法や課

に︑疑問点については質

いて説明を受けるととも

告並びに今後の計画につ

況をはじめとする経過報

れの現場到着後︑進捗状

所も併せて訪れ︑それぞ

県道御坊中津線の沿線各

改修の要望を続けている

だけでなく︑早期の全線

今回の視察では︑町道

に係る県の方針について

定︑更には当地域の治水

進捗概況と今後の施工予

性を含め︑引き堤工事の

ら︑江川増水時との関連

にて振興局の河港課長か

を確認した後︑役場本庁

高川の合流部付近の現状

事現場と対岸の江川と日

中の若野地内の引き堤工

議を行い︑現在県が工事

濫解消対策についても協

増水時における江川の氾

産業建設常任委員会

後︑建設課同行の上︑順

行いました︒

道路関係の視察終了後︑ 説明を受けました︒

次現地に出向き視察を行
いました︒

当委員会としては︑江
川と日高川の合流部付近

効ではないか︑との意見

時の対策の一つとして有

んせつを行うことも増水

大又地内

・県道御坊中津線

藤野川地内

・町道藤野川大又線

高津尾地内

・町道大又岡本線

坂野川地内

・町道坂野川姉子線

熊野川地内

整備下部工事

から早期の実現︑江川氾

・県道御坊中津線

・町道三百瀬蛇尾線

山野〜三津ノ川地内

濫に対する総合的な治水

老星地内

にある竹藪の撤去・しゅ

対策の必要性を説明を訴

前

土生地内大成中校門

・町道土生吹上線

過︶

・町道松瀬中津川線︵通

平川地内

・町道友渕線平和橋橋梁

事トンネル

・県道上初湯川皆瀬線法

皆瀬地内

・町道皆瀬打尾線

下田原地内

・県道御坊中津線
えました︒
尚︑道路関係の視察
箇所は以下の通りです︒
︵視察順︶
・町道和佐稲原線
和佐地内
・県道御坊中津線

増水時の江川・日高川合流部

特別委員会報告
議員定数と議会のあり方

人とすること

向上にしても︑相互が磨
き合う土壌をつくるため

員定数を
を決めた︒

にも︑少数精鋭である
見︒
また︑

していくためにも︑

人

しっかりと精査し︑提言

算執行をしていく中で︑

億円からの予

人が適切であるという意

３．調査の結果または概
要
当委員会にて調査した
結果︑委員会に出された
意見としては次のとおり
国勢調査人口を基にし

である︒

そのほかに︑議会の役

名構成︶

に関する調査特別委員会
︵議長を除く

割として︑行政機関がす

が適切であるという意見

国平均数値と県下平均数

ることを住民目線からチ

て議員一人あたりの平均

値に見合う議員定数が相

があった︒

である﹁議員定数﹂と

住民人口を見たとき︑全

﹁議会のあり方﹂のうち︑ 当であり︑また財政面か

１．調査事件
わしい議員定数について

ェックする機能が求めら

日高川町にとってふさ
調査を行うとともに︑住

ら見たとき︑一人でも少

れていることから︑住民

委員会内でもいろいろと

の声をどう行政に反映し

民に開かれた議会等︑議

ない方が最少の経費と言

ていくかという課題に応

議論はあったが︑先に議

えなくもないが︑最大の

会のあり方についても調

効果を上げるにも︑先の

えるためにも︑議員の数
人が相

見もあった︒
回の委

以上︑委員会としての
選挙時の当選ラインが上

ち︑起立により裁決を行

員会を開き協議をしたの

民意が直接︑選挙結果に
意見︒

人とするこ
とを決定した︒

人削減して

よる当選は不可能となり︑ った結果︑議員定数を４

がり︑縁故者だけの票に

人に削減することで︑ 結論が出るまで

当であるという意見︒

それには議員数

的要素が絶対必要であり︑ が多い方がよいという意

数値的裏付けとなる規模

員定数について集中して
調査を行った︒
また︑議論を進めてい

日において︑

人

事

７月１日の職員人事異

動で︑議会事務局職員の

英作さんが着任しました︒

林浩史さんが︑川辺公民

館へ異動となり︑その後

よろしくお願いします︒

だ塩害と放射能被害で
水田に出来ない所は福
島県 市町村だけでも
１万ヘクタール以上あ
ると聞きます︒しかも
それが 年間と長期化
する可能性もあります︒
同じ農業に携わる者
として本当に心が痛み
ます︒
一日も早く︑国の力
で震災前の心豊かで実
りある秋を迎えられる
事を︑心から祈らずに
はいられません︒

任に中津支所から︑井原

田植えから︑約 日
が経ち︑葉も青々と茂
り︑秋に向けてすくす
くと育ち︑自然の力強
さが伝わってきます︒
農家の方々にとりま
しても︑これほど︑心
豊かで幸せなことはあ
りません︒
しかしながら︑東日
本大震災において︑未

12

10
14

査を行うことを目的とし
ている︒
２．調査の経過

く中で︑県内または近隣
で合併している町を選定

月に提出され

し︑議員定数問題や議会

一昨年
た４１３４人に及ぶ署名

のあり方︑活性化等につ

町議会を訪問し︑視察を

いたみなべ町議会と白浜

いてすでに取り組まれて

の﹁議員定数削減を求め

日︑議

る請願書﹂は非常に重き
年６月

ものである︒
平成

人の議員で構

月

また︑もう一歩踏み込
んで︑総合的に見て︑財
政的にも︑議員の資質の

ർ

12

調査や会議を重ねる中︑ 表れることになるという

行った︒
年

議員定数を削減する方針
年

日の会議では︑議

を起立多数で可決︑
４月

10

12

ධ᧲

90

12

長を除く

成する﹁議員定数と議会
のあり方に関する調査特
別委員会﹂を発足し︑平
年５月 日までの約

30

30

龍田安廣委員長
23

成

回︑委

11
26

１ 年にわたり計

員会を開催︑調査の目的

22

50

15

25
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10

22

15

25
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