入口

誠議員

今回の被害におけ

に把握し︑今後の対策を

報の収集・提供について
号

も伺う︒
各地区で台風

進めるつもりなのか︒十
分な対処ができていると

による被害の状況・支援
策や予算についての説明

考えているのか︒
また︑被害者一人ひと

多くの意見を聞き︑復

会を開催し︑町民の理解

とも必要ではないか︒そ

興対策を進めるのが基本

りに会って事情を聞き︑

こから︑今後の復旧・復

であるが︑全戸を回るよ

を得ている︒

興の問題点や解決の糸口

うなことはしない︒

必要な情報を提供するこ

も見えることもある︒情

日高川の堆積物と
ゴミの処理は

が︑町の積極的な提案と
取り組みが必要である︒

河床の現況調査を実施中

今︑県において
う恐れがあり︑不安の声

である︒その結果を踏ま

り︑法律上︑町は処理の

木等は︑一般廃棄物であ

要望を行うが︑ゴミ・流

早期に撤去するよう県に

考えていく︒

ント等による利用手段も

利用や日高広域的なイベ

削減のため︑バイオマス

責務を負っている︒経費

地域支援員の役割は

担当枠を超えた部署として役割
が大きくなると考えている

め細かい行政サービスの

か︑連携はどうなってい

よる活動の違いはあるの

を置いているが︑地区に

実現ということで新しく

るのか︒

地域支援員は︑き
引っかかったままである︒ 去するよう要望をしてい

置いたと考えるが︑具体

え︑堆積土砂は早急に撤
く︒また︑砂利や砂など

的な内容がわかりにくい︒ ラン職員を配置している

また︑ゴミも竹藪等に
は︑地域や個人個人によ

わが町のシンボルである

を骨材としての有効活用

歳以上のベテ
り違ってきている︒戸惑

日高川がゴミだらけでは

山地区にそれぞれ支援員

いを隠せない住民も見受

ゴミ︑流木等の処理も

についても検討をしたい︒ 川辺地区︑中津地区︑美
河川は県の管理である

恥ずかしい限りだ︒
ぎた今の状況をどのよう

今回の災害においても

が予算や権限はあるのか︒

58

椿山ダムの流木

12

も上がっている︒

小さな増水でも被害に遭

ている︒河床が上がれば︑ 町の考えを伺う︒

多量の砂や砂利が堆積し

現在︑日高川には

早急に撤去するよう
要望をしていく

２
問

けられる︒３ヵ月半が過

る復旧・復興の進捗状況

３

問

答
答

支援策・予算等の対応は
できている

１

台風12号被害における
復旧・復興の進捗状況は
問
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8

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
9

﹁地域支援員ならでは﹂
ということがなかったよ
うに感じる︒役割と目的︑
現在行っている仕事内容
と今後の展開について伺
いたい︒
地域支援員は︑平

平成 年度予算編成
にどう臨むのか

年度の予
自然エネルギーの産業化

の遊休地への企業誘致︑

復旧・復興のための予算が
ある程度を占める

平成
月に各課でまと

支援︑美山地区の産品販

算は
め︑１月に入ると総務課

売所の再考︑町内観光施

年７月の発令後︑そ

れぞれの地域での細かな
査定︑そして町長査定と

成
目配りや︑﹁地区行政報

なる︒来年度予算に関し︑ 設の活性化︒高速道路４

全国大会の開催︑町の元

活動︑星空の町青空の町

車線化へ向けての協議会

告会﹂も行う予定であっ
持って臨むのか︒

町長はどのような考えを
号災害の対応に

た︒
台風
号被害か

らの復旧・復興の位置づ

援等に取り組んでいく︒

また︑台風

絡や︑給水支援活動・水
けと︑財政の健全化に対

今回の災害は︑原則的

おいては︑各区長との連
道施設の仮復旧︑下水道

する影響も併せて伺う︒

に交付税措置が１００％

瀧口俊和議員

の役割を十分に果たして

目的である﹁地域支援﹂

災害においても︑初期の

職務にあたった︒今回の

復旧に取り組んでいく︒

続実施・インフラの本格

繫げ︑各種支援事業の継

占める︒﹁改良復旧﹂に

ための予算がある程度を

ついては︑復旧・復興の

ければならないと考えて

いても十分な吟味をしな

め︑災害復旧の起債につ

率は︑起債により違うた

ない︒ただ交付税の措置

対し︑基本的には影響が

であり︑財政の健全化に

気付けの活動に対する支

施設の応急対応等︑今ま

年度予算に

諸問題の対応︑担当枠

災 害 復 旧 以 外 で は︑

平成

を超えた経験豊かな活動

﹁まちづくりのための事

は︑大小至る所に積み上

での職務経験を活かして

にと︑地域にとって欠か

業﹂に関連するジビエ事

げられている︒洪水から

いる︒

すことのできない部署で

業の推進や農業振興︑特

いる︒

あり︑今後︑益々役割が

３ ヵ月余り経ち︑個人で

台風

号の大水

１
害による大量のガレキ

問

ている大量のガレキは今

地や︑河川に引っかかっ

除くことのできない樹園

見ても個人では到底取り

いる︒しかし誰の目から

き︑見やすくなってきて

者である県に強く要望し

るよう早期の撤去を管理

害以前の景観や環境に戻

区域内のガレキ等は︑水

対処したい︒また︑河川

調整し︑できるだけ早く

請し︑関係地区受益者と

ていく︒

後どうしていくのか︒

農地災害として申

日高川下流に堆積した砂利︑

り︑日高川下流に大量の

に茂っている大きな木が

なっている︒また︑河川

は２〜３ｍ も河床が高く

砂利が堆積し︑多い所で

今回の大水害によ

調査結果を踏まえ早急に整備する

河川に茂る木の撤去を

２

24

大きくなると考えている︒ に専業農家の後継者育成

24

答

問
答

問

４
12

24
12

12

取り除ける場所は取り除

国・県と総合的に早急に取り組む

23 答

への支援︒働く場や公用

堆積した砂利

河川や樹園地に大量に
流れついたガレキは
どうしていくのか
12
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県に早期撤去と伐採を強

ある︒これらを残すと今
砂利の撤去・河床掘削も

であり︑総合的に調査し︑

域が情報を共有できるよ

被害の拡大が考えられる︒ 含め改良を要望している︒ れることにより︑町と地

回と同じような雨量でも
また︑樹木が生い茂って
うにする︒

援システムなどを取り入

更に災害時要援護者支

定管理者の指導監督を行

変わることなく︑町は指

設立の目的に準じて今も

主体が替わっても︑公社

善が図られている︒管理

っていると理解している︒

返って見直す︒これら一

安全のために基本に立ち

を基に︑真に住民の安心

ばならない︒今回の教訓

光の発展はないと思って

ある生活なくしては︑観

と町民の安定したゆとり

ている︒町民福祉の充実

福祉的なことにも貢献し

り︑農家や婦人グループ

７ ００ 万円の売上げがあ

る︒産品販売所は１億５

識している︒被災施設は

待できる産業であると認

い分野への波及効果が期

施設である︒観光は幅広

これら施設は︑経済的効

連の作業は︑梅雨の集中

いる︒観光施設が生み出

の所得向上や高齢者の生

体制を含め︑現行の地域

豪雨危険期までに対応し

しているさまざまな波及

早期復旧をめざす︒

果のみならず地域再生や

ていく︒

きがい対策として有用な
益をもたらしていると考
えるか︒
指定管理施設全体
の運営方針は︑共立メン
テナンスの意向を反映さ

椿山ダムに降雨予測データ

効果は町民にどのような

防災計画は見直さなけれ

被害想定や職員の配備

河積阻害の著しい箇所に
えている︒

ついては伐採が必要と考

く要望してほしい︒
現在︑河床の現況

調査を進めているところ

今後の防災計画の進め方
とその完了時期は

想定される風水害・土砂
災害・地震などに対する
備えも行わなければなら
ない︒あれもこれもで大
変な時期だが︑町民の安
心安全のため︑今回の
水害以外の災害について

せながら︑観光施設とし
て町外へ積極的に誘客す
る施設と住民福祉が中心
の施設を区別した中で検

年から日高

猪谷療養温泉館

﹁教えてくれないから

れを参考に運営している︒

ムが導入され︑ダムもこ

当然︑出水予測システ

出席している︒

組織があり︑今年も町は

川洪水予報連絡会という

平成

があることを知っていたか

辰雄議員

知らなかった

堀

16

も新たな防災計画の策定

か︒また︑対応は急ぐべ

討していく︒
波及効果について
は︑雇用的な部分が大き

１

梅雨時期までに情報共有できる防
災計画を策定する

小畑貞夫議員

を行う必要がある︒今後︑
過ぎた︒被災者が一日も

きと考えるが︑完了時期

どのように進めていくの

早く元の生活に戻れるよ

はいつになるのか︒

水害から４ヵ月が

う︑総力を挙げて取り組

じて意見を集約し︑防災

まなければならない︒一
方で災害に対する不安感

名の雇用を生み出してい

問

答

民間企業に運営が替わり︑ く︑施設全体で約１２０

本年度︑公社から

雇用の場以外に幅広い分野
への効果を期待する
地図の作成を進めている︒ 既存の観光施設の経営改

各地域の区長を通

２

１
は拭えない︒今後発生が

答

観光施設が生み出す
波及効果と町民への
有益
問

答
問
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知 ら な い ︒﹂ と い う で は
なく︑積極的に県︑ダム
に問い合わすべきではな
いか︒
椿山ダムに降雨予

台風

号被害者の

家財道具等への支援を

応してきた︒

義援金などで総合的に対

検討している

号被害者の

家財道具等への支援を強

台風

らなかった︒問い合わせ
家財道具等への︑直接
補助というのは非常に難

を受け︑修繕や家財道具

多くの家屋が被害

ダム上流域における２日

等を新たに購入するなど︑ の手立てができるよう︑

しいが︑年内中に何らか

間の降雨予測データを得

大変な苦労をされている︒ 検討をしている︒

と回線でつながっていて︑

化すべきではないか︒

測データがあることは知

12

たところ︑日本気象協会

12

町は︑特別に見舞金や

教育行政について︑
議場での答弁は教育委員
長が行うべきではないの
か︒
教育委員会は︑町
長に任命された教育委員
５ 人の合議制により︑行
われている︒他の委員会
のように会長や委員長が
全てを統括するのではな
く︑代表となる委員長と

実務の責任を担当するこ

司り︑事務局を統括して

等の重要事項を除く︶を

育施設の設置・基本方針

務と認識している︒

ての答弁は︑教育長の職

って教育行政事務につい

とになっている︒したが

船着簡易水道施設の
取水は大丈夫か

信濃大典議員

因はどこにあるのか︑調

状況が出てきた︒この原

道施設では取水が困難な

その影響か︑船着簡易水

状態も大きく変化した︒

害を受け︑河川の形態・

簡易水道施設は大きな被

９ 月の大洪水で︑

船津発電所の堰堤復旧で水位は
上昇する

１

２
問
答

ることができるとのこと
である︒これは町とつな
がっておらず︑知らなか
った︒
洪水予測連絡会という
のは︑いわゆる事務的な
連絡の協議会であり︑ダ
ムからの放流量の予告は
連絡が入るが︑出水予測
については連絡はない︒
今後︑県︑ダムとの連
絡を密にし︑情報収集に
努める︒

日々の行政実務を進めて
いく教育長とに役割が分
割されている︒
教育長は︑委員会の指
揮監督のもと︑全ての事
務︵人事・規則制定・教

船着簡易水道施設

問

教育行政事務について答弁
は教育長が行うと考える

３

教育委員長が答弁
すべきではないか
問
答

答

被災した家具

査は進んでいるのか︒
また︑河川の変化によ
ころだ︒

さないようにしていると

備し︑取水に支障をきた
を町長はどのような役目

たが︑現況の地域審議会

合併後︑約６年が経っ

と考え︑活用していこう

り地下水系も変わったの
ではないかと考える︒他
と思っているのか︒

ダムができてから河床

の簡易水道施設において︑ の低下が進んでいること
年３月末で

第３期目の任期が終了し︑

平成

てはいた︒今回の直接的
その後︑委嘱を行ってい

に︑将来的な懸念を抱い

ところはないか︒取水困
な原因は︑船津発電所の

取水等に支障が出てきた
難な状況が続くと︑住民

ないので︑会議を開催し
ていない︒

今年度中には仮復旧する

合い︑答申・提案をいた

ぞれテーマをもって話し

３ 期に至るまではそれ

とのことである︒

が低下したことと考える︒

ｍ 破損し︑せき止め高

の生活に支障が出てくる︒ 堰堤が高さ約１ｍ ︑幅約
今後の対応・対策をどの
ように考えているのか︒
９ 月の大水害で︑

取水ポンプの吸い込み口

旧町村単位での考えを

他の簡易水道施設には︑ だいた︒
大きな問題はない︒

提案いただく地域審議会
は重要であり︑水害後の
﹁新たな町づくり﹂のた
め︑地域ごとの意見等を
聞くのに必要な機関と考
える︒
年７月の機構改革︑

とに地域振興施策等を審

中津村・美山村の区域ご

バランスのとれた審議会

興策︑地域の振興策等︑

したのか︒被害状況や復

また︑災害後に開催を

開催したい︒

すぐにでも行い︑会議を

遅れていた委員の委嘱を

柏木道生議員

台風被害により損
失した資産の免税措置は
どうなっているのか︒ま
た評価は今後どのように
土地︑住家︑償却
資産の被害に応じて減免
を行っている︒土地︑家
屋は復旧された場合には
現況課税となり︑そうで
ない場合は減免等の対応
をしている︒

日高川流域の景観はいつ頃

には︑台風被害により多

管理者である県に積極的

の景観や環境に戻るよう︑

木等の処理は︑水害以前

くのゴミ︑流木︑倒木等

かると思われる︒

であることから︑数年か

所も多く︑河川内の工事

河川の復旧工事は︑箇

に働きかけていく︒

河川敷のゴミ︑流

なるのか︒

河川の改修はいつ頃と

まで処理を行うのか︒

に見苦しい︒誰が︑どこ

が放置されていて︑非常

ダム下流の河川敷

河川の復旧には数年︑河川敷の
ゴミ等の処理は県に求める

元の状態に戻るのか

２

問

答

に近い高さまで本流の水
面が低下した︒応急的に
取水口付近の川砂利を整

地域審議会を開催
しているか

今年度はまだだが︑すぐに
でも開催したい

議する地域審議会が設置

なので︑区長や議員と違

また９月の大水害により︑ なっていくのか︒

されている︒最近の開催

う地域住民の声が聞ける

合併前の川辺町・

状況はどうか︑会議内容

被害にあった土地、
住家等の資産には
減免を行っている

23

と考えるがどうか︒

河川に流れついたゴミ

１

10

と併せて聞く︒

答

２

台風被害による
固定資産の評価
はどうなるのか
問

答
23

答
問
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13

町営住宅の家賃滞納に

おける保証人への対応は

に︑連帯保証人は２名以

３ヵ月以上の滞納者から連絡が
ない場合保証人に通知

町営住宅に入居す

必要だ︒家賃滞納があっ
本人から連絡がない場合︑

以上の滞納者については︑

上と定めている︒３ヵ月

た場合︑保証人に支払を
保証人に滞納状況を通知

る際︑連帯保証人２名が

求めると思うが︑そのよ
し︑入金催促等をお願い
している︒

うになされているのか︒
町公営住宅条例

に指定する入居時の請書

原

孝文議員

に結論付けられる︒
今回の大洪水の要因を
ダムの放流方法や水位調
整が問題と考えている住
民も多い︑町長はどう考
えるか︒
椿山ダムだけでは７・
水害相当の水を調整で
きないことを県は計画当
初からわかっていたはず
なのに︑なぜ造られたの
か︒なぜ﹁大丈夫︑安
全﹂と宣伝されてきたの
か︒
結果的に︑そのことが
町の洪水対策を遅らせた
のでは︒

ダムの治水機能強化を

どの方法が望ましいか検証し︑
提言して行く

ダムの能力に限界があ

いただき︑検証していき

めに専門家に調査をして

見であり︑今後将来のた

洪水調整開始流量の１０

水位での調整への変更︑

定率・定量カットから

改善を求めていくのか︒

能強化のため︑県にどう

椿山ダムの操作規則の抜

今のところ県当局は︑

なことは多々ある︒

下流までの増設等と必要

増設と改善︑警報機の最

整備︑水位計や雨量計の

さ上げや堤化などの河川

また︑下流の堤防のか

ることは︑当然想定して

００ｔ 程度への変更︑夏

本的な見直しなど全く考

椿山ダムの治水機

ミリ︑それもピークは１

おかなければならないし︑ 場の予備放流の実施︑ダ

非常に興味ある意

に取り組んできた︒国の

時間に１３０ミリという

ム湖の堆砂除去などダム

えておらず︑町として強

椿山ダム計画を検

約２年７ヵ月︒この間ど

地方財政政策によるとこ

特異な雨を想定したダム

そのような事態を念頭に

本体に関する改善︒

時間程の間に４６０

ことがわかる︒

害を想定したダムでない

ういう改革を行い︑残り

ろが大きく︑全て町の財

となっている︒中・小の

おき︑被害を最小限に止

い決意がいるのでは︒

たい︒

１年３ヵ月の任期に何を

政改革の成果とはいえな

洪水は調整できても︑長

究極的には︑下段ゲート

の常時開門という策もあ

の整理︑公共施設の整理

行っていくのか︑具体的

いが︑災害復旧等の財政

めるべく︑方策を検討し
ておく必要性を今さらな

る︒

町長に就任されて

に述べていただきたい︒

雨による大洪水には対応
できない︒ダムが根本的

がら強く感じている︒

具体的な改善方法が示さ

説明会において︑

確保に資することができ

水

ダムゲートからの濁流

特に財政改革を

意識したものではないが︑ た︒

に機能しないということ

15

経費の削減︑不用な借地

答

証すると︑あの７・

２

問

18

答

専門家をまじ
えて調査して
いく
18

財政改革は行われて
いるのか

４

特に財政改革を意識したもの
ではない

１

有言無実
のダム計画
だったのでは
問

３
問
答
問
答
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の制度との整合性の中で

大小にかかわらず︑日高

な問題だ︒本町は津波の

⑴地震対策は大き

きかけていく︒特に操作
補助率アップは厳しいと

平野のバックヤードとし

とで十分ではないが︑県

ム操作は下流の河川整備
開始流量の変更︑予備放
考えている︒

については︑県に強く働

の水準で左右されること
水の実施など考えるとこ
ミカンや梅といった

れると聞いているが︑ダ

から︑今回︑被害の大き
ろはあるが︑どの方法が

署の拡充を行い︑地域防

設置はさておき︑担当部

⑸防災対策室の新規の

がある︒

法を常に考えておく必要

に伝わるよう︑手段と方

報伝達には迅速かつ正確

善を尽くしてくれた︒情

がそれぞれの持ち場で最

配置は万全とはいえない

⑷水害発生時︑職員の

きたい︒

良の管理方法をとってい

⑶地元と検討の上︑最

直しを要請している︒

地図の作成︑避難所の見

⑵現在︑各区長に防災

ての位置付けがある︒

い箇所の改良復旧を求め
推奨品目の改植費用は︑
０％ みてくれることにな
る︒栗やブルーベリーに
ついても調査したい︒

元に委託することの検討

⑷水害発生時︑役場職

津波災害に対応した防災
⑵地域の実情と災害に

員の配置が適切でなく︑

を︒
応じた安全な避難所の選

きでは︒

町の防災体制を充実すべ

地域防災計画を練り直し︑

⑸防災対策室を設置し︑

では︒

かった︒改善を要するの

正確な情報伝達がされな

検討していく︒

ステム︑インフラ整備を

部の指揮に統一性が無く︑ 災計画の見直し︑防災シ

出た︒また︑災害対策本

初期対応に混乱と遅れが

山本喜平議員

⑶避難所になっている

定が必要では︒

計画にすべきでは︒

望ましいのか︑検証して

答

ている︒

⑴大震災も想定し︑ 町 施 設 の カ ギ の 管 理 を 地

防災無線

国・県の補助でほぼ１０

問

提言していく︒

ない︒制度の充実による

地域防災計画の見直し、防災システム、
インフラ整備を検討する

ダム操作規則の見直し

被災者への支援制度
の一層の充実を

てきたこれらの業者の再

県との整合性の中で︑アップは
厳しい

他市町に先がけた

が︑商工業者への支援制

町のあと押しが必要であ

建なしに︑復興にはなら

度が弱く︑なかなか活用
る︒

早い取り組みを評価する

できていない︒

の改植費用について︑県

また︑ミカン︑梅など

どうにもならない﹂また

も制度化予定であるが︑

分の１の助成では

﹁融資を申請するがなか

町も上乗せをして果樹農

﹁

なか許可してくれない﹂

家の支援につとめるべき
である︒
早期の復旧・復興
を促進するために︑主に

分の１補助というこ

独自の制度をつくった︒

る零細業者が多く︑反面

町の経済と地域を支え

る︒

県の制度の補完として町

はぎりぎりで営業してい

本町の企業・自営業者

といった声をよく聞く︒

10

被災額は高額となってい

答

10

防災対策の見直しを

１

３
問
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高度な機能を備え

ている防災無線だが︑今

点検と予備電源の確保に
努めるべきでは︒
⑴各区長を中心と

した避難誘導は正確︑的
確に勧告等を伝えること

第 ５期介護保険事業
計画で保険料抑制を

一般会計からの繰り入れも
一つの方法だ
事業に取り組む必要はな

であることを町民に伝え

⑵避難指示は緊急事態

事業を創設できることに

予防・日常生活支援総合

⑴市町村の判断で介護

借入している︒これを次

県の財政安定化基金から

３ 年間給付費の不足分を

龍田安廣議員

号による災

た県工事についてはどう

か︒

２ 点目として︑町職員︑

特別職への統一した防災

服を提供すべきであると

考えるがどうか︒

災害復旧工事の発

注は５００万円未満の基

準を新たに設ける︒５０

０ 万円以上の発注基準は︑

従来の基準に地域性を考

慮し︑業者指名をする︒

また︑災害緊急時に対応

した業者を指名できるこ

とを追加した︒さらに現

場代理人や主任技術者の

専任についても緩和措置

を設ける︒復旧事業にお

ける資材等は︑町全体に

波及効果が出る調達方法

を業者に要請した︒県工

事については︑スピード

化をはかるための入札を

統一された服装につい

害は土木・農林・学校・

これらの復旧・復興を

ては︑少なくとも災害対

行うというような通達が

していくなかで︑町の発

策本部員等に貸与を考え

公営住宅・観光施設等︑

注工事について︑町内業

ていて︑

きている︒

者に見通しがつくまで優

に計上する︒

年度当初予算

遇措置はしないのか︒ま

広範囲で甚大である︒

台風

答

ができ︑防災無線は迅速
かつ広範囲に伝えること
険法で﹁地域包括ケア﹂

改正された介護保

ができる︒特性を考え︑

の具体化に踏み出す重要

るとともに︑何が起こっ

なった︒しかし︑要支援

期３年間の保険料に上乗

険料は︑大幅な増額が必
至の状況だ︒
借入金の返済額を一般
会計から繰り入れて︑保
険料の軽減をはかること
も一つの方法だ︒

地域性等を考慮し、
発注基準を緩和する

いと考えている︒

長所を生かして複合的に

な制度改変が決められた︒ 介 護 給 付 費 が 倍 増 し

⑵制度発足時に比べ︑

運用していく︒

11
億円を超えている︒また︑

ているかを認識させるこ

者のサービスを切り下げ

なのか︒
⑵高齢化の進行による
介護給付の増加︑介護老
人施設の増床により︑
歳以上の被保険者の介護

らない︒来年度からの保

るとの指摘もされている︒ せして返還しなければな

とも必要だ︒
⑶最低限の通信手段を

のほか︑広域消防による

⑷業者による定期点検

たい︒

手段︑機器の導入を考え

地域の特性にあった通信

回の水害で有効に機能し︑ 確保しておく必要があり︑ この事業を導入する予定
活用できたのか検証が必
要だ︒
⑴防災無線による避難
準備︑誘導を促すべきで
は︒

が懸念される︒抑制する

毎週の試験放送での点検︑ 保険料は大幅な引き上げ
その中でバッテリーの点

⑵避難指示の全町緊急
放送で︑災害発生の周知

考えはないのか︒
支援サービスで︑ある程

⑴現行の日常生活

検も行っている︒職員に
よる機器の点検も実施し
ていく︒

12

１

台風12号による
復旧工事は町内業者
に優遇措置を

問

答

をはかるべきでは︒
⑶孤立集落との無線通
信手段に衛星電話の活用

度総合的に提供できてい
年度から新しい

る︒今後も継続する予定
なので

24

も検討すべきでは︒
⑷防災無線の定期点検
とともに︑日常的な施設

65

防災無線は迅速・広範囲に
伝えられる

２

避難の周知と防災無線
の活用を
問

問
答
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15

小動物捕獲用オリの
貸し出しをしないのか

日高郡町議会全議員

研修会に参加

説明を受けました︒

農林水産業の体質︵基

盤︶では︑県の農業緊急

戦略アクションプログラ

ム・紀州材生産販売プラ

坂吉伸知事の講演を聞き

イヤルホテルにおいて仁

災・減災対策では︑台風

を活用した観光振興︒防

ン︒﹁ほんまもん体験﹂

ました︒

興︑防災・減災対策の総

日︑紀州南部ロ

を補助している︒今のと

関税に保護されてきた

点検の実施についてであ

１月

出て︑オリを町で提供し
ころ被害が急激に増えて

農林水産業が影響を受け

捕獲であるが︑オリの購

ている︒小動物であるタ
いないし︑新規購入者が

りました︒

入にあたり︑費用の ％

ヌキ︑アライグマを捕獲
昨年度は１名であったこ

るＴＰＰ︵環太平洋経済

分の経験を食べて大き
くなるんだ︒年を重ね
れば強くなる︒自分の
龍を大事にしないとい
けないよ︒この震災を
経験として龍を大きく
育ててほしい﹂と児童
たちを励まされました︒
﹁龍﹂とは﹁人格﹂を
意味します︒
今年の干支は﹁辰﹂︑
昇龍の年︒台風 号で
受けた災害を経験とし
て ︑﹁ 龍 ﹂ を 大 き く 育
て大切にし︑たくまし
く︑力強い日本一の町
にしたいものです︒
︵山口 武︶

研修会でした︒

県の動向がよくわかる

12

捕獲については報償金が

するためのオリを町で製
とから︑現在の制度をそ

号被害からの復旧・復

作し︑住民に貸し出しを

歌山県に関する具体的な

連携協定︶問題では︑和

のまま維持したい︒
の想いを胸にたすきを繋

アライグマは被害も多
く外来種ということで報

昨年より順位は３つ下

来年は役場職員選抜チ

ർ

いては報償金はなぜ出し

しないのか︒タヌキにつ

31

昨年３月 日に発生
した東日本大震災の被
災状況は想像を絶する
ものでした︒
月に来日したブー
タンのワンチュク国王
が福島県の桜丘小学校
を訪問し︑国旗に描か
れている国のシンボル
ともなっている﹁龍﹂
の物語りを引用し︑
﹁龍は私達一人ひとり
の中にあるんだよ︒自

11

ていないのか︒
タヌキについては動物保

がったものの︑タイムは
秒短縮することができ
晴天に恵まれた１月９

ームも参加予定です︒１

ました︒
日︑体育協会主催の駅伝

チームでも多い参加のも

〜議会チームが第７回
駅伝競走大会に参加〜

ぎ︑健脚を競いました︒

して︑狩猟許可者に捕獲

護という立場で報償金の

アライグマ対策と

報償金を出し︑適正な生

対象になっていない︒

捕獲したアライグマ

償の対象になっているが︑ 今年も健脚を披露

息数を維持している︒
方法は小型オリによる

大会が開催されました︒

と︑レースができればと
思います︒

田尻周辺の約２・１㎞
の周回コースを１区間と

※第７回町駅伝大会成績
位

ぎかい日高川
総合

秒

する６区間で競われるも
ので︑当議会チームを含
チ

34

12

29

１時間２分

57

め︑各部門合わせて
ームが参加しました︒

６ 人のメンバーが各々

42

ධ᧲

11

50

猪︑鹿︑猿などの

現在の制度をそのまま維持したい

２
問
答
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