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４月の議員選挙に

町執行部と議会が車

な議会運営に努め︑

たつ た

やすひろ

6 議

な

さだつぐ

ほり

たつ お

他

の

役

職

日高広域消防事 町国民健康保険運営協議会委員
町社会福祉協議会 評議員
務組合議会

□

□

御坊市日高川町 町営住宅等入居者選考委員
中学校組合議会 町農業振興協議会委員

○ □

御坊市日高川町 議会選出 監査委員
中学校組合議会 町営住宅等入居者選考委員

□

御坊市外五ヶ町病院 町営住宅等入居者選考委員
町民生委員推薦委員会
経営事務組合議会

□
□

□ □

御坊市日高川町
中学校組合議会

町宿泊施設運営協議会委員

□

町土地開発公社 監事
町営住宅等入居者選考委員

くまがい しげ み

◎ □ ○

町社会福祉協議会
ふるさと振興公社

こ ばた さだ お

□

長 龍田 安廣 59 無 ４期目

7

熊谷 重美 67 無 ５期目 □

8

小畑 貞夫 57 無 ２期目 □ ◎

9

原

10

山本 喜平 59 共 ７期目 ○

はら

たかふみ

孝文 58 共 ９期目

□

やまもと よしひら

やまもと けい じ

い とう

井藤

きよし

清 67 無 ４期目

○
◎委員長

和歌山県後期高齢者
医療広域連合議会

理事
評議員

町人権推進委員会委員

御坊広域行政事 町営住宅等入居者選考委員
町子ども・子育て会議委員
務組合議会
御坊市日高川町 町営住宅等入居者選考委員
□
町地域包括支援センター運営協議会委員
中学校組合議会 及び地域密着型サービス運営委員会委員

□ ◎
□

11 副議長 山本 啓司 52 無 ２期目 □ □
12

一部事務組合議会

○ □ □

□

よしもと けん じ

有害鳥獣

辰雄 62 無 ４期目

さい じ

報

堀

誠 55 無 ３期目

広

5

まこと

産建厚生

吉本 賢次 69 無 ６期目 ◎

総務文教

4

常任委員会 特別委員会

堀江 才二 60 無 ２期目
い

です︒

と も な い ︑５ 月 ９ 日

の両輪のごとく機能

議 会 運 営

歴

伊奈 禎胤 57 無 １期目
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新議会の構成

に臨時議会が開かれ︑

し︑本町の発展︑町

員

3

よろしく
お願いします

議会議長の要職に就

民の生活向上を目指

議

党

ほり え

ごあいさつ

任させていただくこ

し︑住んでよかった

政

齢

名

2

入口

安廣

ととなりました︒責

といえる町づくりを

年

氏
いりぐち

龍田

任の重さを痛感し︑

進める覚悟でござい

町民の皆様方のご

議 席 番 号
1

議長

身の引き締まる思い

ます︒

人か

でございます︒

議員定数も
16

指導︑ご鞭撻を賜り

ますよう︑よろしく

人となり︑議会

構成も以前とは少し

お願い申し上げます︒

ら

変わりました︒円滑

12

2

◎ □
□

御坊日高老人福祉 町国民健康保険運営協議会委員
施設事務組合議会 町宿泊施設運営協議会委員

○副委員長

年齢は、平成26年7月10日 現在です。

ひだか川議会だより
3

んなこと

まりました

決

第２回臨時議会
●議会委員会条例の一部
改正
議会議員定数条例によ
り、議会議員の定数が
人となったことから、３
つの常任委員会を２つに

（百条委員会）を設置し、
その事務調査を実施する
ものです。
名）

●平成

（賛成全員）

歳入歳出予算をそれぞ

（第３号）（専決処分）

予算総額

億３６５９万

れ１億７００万円減額し、

年度一般会計補

正予算（第６号）（専決

処分）

７千円とするものです。

（賛成

歳入歳出予算にそれぞ

実績見込みに基づいて

●監査委員の選任

れ２億９９９６万２千円

（賛成全員）

年度介護保険事

業特別会計補正予算（第

●平成

調整するものです。

議員のうち、伊奈禎胤

実績見込みに基づいて

するものです。

２億９６８０万１千円と

を増額し、予算総額１０

年度笠松農業用

（賛成全員）

議員の選任に同意しまし
た。
●平成

３号）（専決処分）

歳入歳出予算をそれぞ

調整するものです。

特別地方交付税の交付

れ６９００万円減額し、

水及び公共用水管理運営

額が見込額を上回り増額

予算総額

するものです。

されるほか、余剰金を財

６千円とするものです。

号）（専決処分）
歳入歳出予算にそれぞ

政調整基金、公有財産管

実績見込みに基づいて

（賛成全員）

調整するものです。

（賛成全員）

償金、獣害防止対策事業

る塵芥収集車を買換える

中津地区で使用してい

●動産の取得

費補助金の減額について

ものです。

ん（三百瀬）の任命に同

引き続き、東田博之さ

同意

●教育委員会委員の任命

第２回定例会

（賛成全員）

説明を。

有害鳥獣捕獲報

億２６５６万
れ１５０万円を増額し、

理基金に積み立てを行う
とするものです。
配水路の老朽化による
漏水対策、管理労力の軽
減を図るためです。
●農業委員会の選任によ

（賛成全員）
とこういった不正行為が

報償金について

した。しなければならな

る委員の団体推薦に関す

年６月から申請方
紀州中央農業協同組合

い防止対策は充実してき

おこらないよう対策を講

は、
い制度に改善し、さらに

の合併に伴い、農業委員

た。

る条例の一部改正（専決

この捕獲事業を推進させ

会等に関する法律に規定

●平成

法が変わり、申請が減少

るため、地方自治法第１

される推薦団体名を改め

険事業特別会計補正予算

年度国民健康保
００条に基づき調査権を

るものです。

じさせることにあり、有

ものです。

予算総額５２８万１千円

特別会計補正予算（第２
６名

『産建厚生常任委員会』
６名
（賛成全員）
●有害鳥獣捕獲報償金の
不正受給等の調査に関す
る決議
本調査の目的は、事件

25

発動できる特別委員会

処分）

の全容解明により、二度

14

25

12

し、その委員定数を改正

10

『総務文教常任委員会』

25

こ
５月９日に第２回臨時会が開かれ、正副議長選挙や議会構成の決定、
一部事務組合議員の選挙が行われたほか、議会委員会条例の一部改正、
専決処分案件５件、動産の取得１件、すべて原案のとおり承認・可決し
ました。
また、「有害鳥獣捕獲報償金の不正受給等の調査に関する決議」が賛
成多数で可決され、議長を除く11名の委員で構成する特別委員会を設
置しました。
６月13日から６月19日まで第２回定例会が開かれ、教育委員会委員
の任命１件、監査委員の選任１件、固定資産評価審査委員の選任３件、
不動産・動産の取得２件、町道の認定２件、条例の一部改正２件、補正
予算２件、意見書の提出２件の議案を審議し、すべて原案のとおり同
意・可決しました。
請願２件・陳情２件を受理し、各常任委員会に付託され、審査の結
果、請願１件・陳情１件を「採択」、請願１件・陳情１件は継続審査と
しました。

12

害鳥獣捕獲制度をより良

問

答

25

25
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一般質問は、８議員が行い、町執行部の取り組み等を問いました。

意しました。

の横に集会所を建てるた

の住民用に、太陽作業所
るのか。

修と、その管理はどうす

において４人以内の推薦

２号の規定により、議会

（賛成全員）

●町道路線の変更認定

川原河青木橋線の青木

次の方を推薦しました。 橋の流失により、路線の

をするものです。

終点地番、路線延長及び

所有権移転によ

り町名義になるので、町

古久保武さん（中津川）

路線名を変更するもので

め分筆した土地は残るの

が責任を持って管理運営

池田洋一さん（三百瀬）

か。

していく。

集会所建築は不

確定な部分があるので、

一部改正

（賛成全員）

●国民健康保険税条例の

です。

ｍ）

す。町道名は川原河青木

械本体＋ソフト、一部そ

日からの

線（延長８７２・

浅間俊幸さん（熊野川）

教職員が使用するパソ

（賛成全員）

博則さん（滝頭）

●動産の取得

の中で、要望があれば対

コン１４０台を購入する

桒

団地内の残っている区画
応するということで理解

●町道路線の認定

江川猿川線（延長１８

ものです。
（賛成全員）

していただいている。
開発時の造成単

含めての契約か。条件的

９・７ｍ）の認定です。

の坪単価１万８８００円

なものも含めてどういう

メンテナンスも

が適当か。単価の積算に

契約になっているのか。

価と評価額からみて、こ

ついて伺いたい。
は、学園団地、企業団地

の設定費用も含まれてい

契約内容は、機
全て含めての造成地の簿

る。メンテナンスは含ま

売買価格の積算

そ学園団地内の公衆用道

価を基とし、そこからは

れていない。

蛇尾企業団地及びはや
路等の取得について議決

やそ学園団地３区画の売

を求めるものです。
（賛成全員）

新しい機能に
なっているのか。

今年の７月

条第１項第

認定された町道江川猿川線

（賛成全員）
●監査委員の選任同意
吉田博さん（川原河）
の選任に同意しました。

格だ。

買予定価格を控除した価

全て売却という理解でよ

る生徒用も含め対応でき

昨年導入してい
水路や道路はどうするの

ている。
土地開発公社名義の土地

●農業委員会委員の推薦

か。

本用地にある、

蛇尾の造成地は

●固定資産評価委員会委

いか。

（賛成全員）
員の選任同意
次の方の選任に同意し

学園団地の中で
る区画が３区画あり、そ

団地内の道路、

鳥居宏行さん（平川）

は、所有権を町に移転す

する法律第

任期となる農業委員につ

の区画を除いた土地を今

水路・道路の補

いて、農業委員会等に関

高尾和宏さん（船津）

売却予定地と、残ってい

問
答
る。

回、町で買い上げる予定
である。

藤並慶吉さん（熊野川）

ました。

答
問
答

蛇尾企業団地
将来、学園団地

20

12

（賛成全員）
●不動産の取得

問

08

答
問
答
問
答

問
答
問
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4

ひだか川議会だより

ひだか川議会だより
5

地方税法の一部改正に
●税条例等の一部改正
地方税法等の一部改正、

るものです。
主なものとして、小川

ド、

年度は１億円でア

ウトフィールドを整備す

の設備購入

は観光施設への配備か。

る。

―

その財源は。

観光施設修繕料

補正予算（第１号）

歳入歳出予算にそれぞ

億９６３

れ１９９万８千円を追加

し、予算総額

応のための介護システム

社会保障・税番号制度対

０万９千円とするもので、

施

改修、トイレの改修

設、観光案内板改修・設

置３ヶ所である。

●介護保険事業特別会計

（賛成全員）

の改修委託料です。

愛徳荘の厨房の

の説明を。

問

伴い、後期高齢者支援金
地区地デジ対応、糠崩橋

公園については補助率２

地方税法施行令の一部を
局整備、笠松地区パイプ

分の１、中津荘・愛徳荘

等課税額に係る課税限度
法施行規則の一部を改正
ライン整備事業ほか３事

は補助金なしの町単独で

天文公園、テニス

に係る課税限度額を引き
する省令の公布に伴い、
業、観光施設のトイレ

左岸付近に携帯電話基地

上げるとともに、低所得
軽自動車税の標準税率引

設 備 購 入 、 それぞれ整備する。

者に係る軽減措置の拡充
―

スポーツ施設管理運営費

スポーツ公園、特に陸上

等改修、

き上げ、
輪以上の軽自動車税重課

で南山スポーツ公園陸上

年経過後の三

として、保険基盤安定制
度に係る５割軽減、２割
など、所用の改正を行う

競技場を整備しているが、

国体関連で南山

軽減の軽減判定所得の算

競技場改修工事費等の増

投資総額は。
本年度から６億円

額を行うものです。
（賛成全員）

で人工芝のインフィール

17

改正する政令及び地方税

Fi

ものです。
（賛成９名）

●一般会計補正予算（第

27

地方自治法第100条第１項の規定により、次のとおり有害鳥獣捕獲報償金の
不正受給等に関する調査を行うものとする。
１．調査事項
（１）有害鳥獣捕獲報償金の不正受給等に関する事項
２．特別委員会の設置
本調査は、地方自治法第110条及び委員会条例第６条の規定により、議長を
除く委員11名で構成する有害鳥獣捕獲報償金の不正受給等に関する調査特別委
員会を設置し、これに付託して行う。
３．調査権限
本議会は、１に掲げる事項の調査を行うため、地方自治法第100条第１項及
び同法第98条第１項の権限を上記特別委員会に委任する。
４．調査期限
上記特別委員会は、１に掲げる調査が終了するまで閉会中もなお調査を行うこ
とができる。
５．調査経費
本調査に要する経費は、10万円以内とする。

額並びに介護納付金課税

Wi

定額引き上げ、そして平
年度の課税算定基礎

自動車に重課する理由は。

交付税が減る。財源確保

％の

１号）
れ２億７７９３万８千円

歳入歳出予算にそれぞ

に伴い、軽減額、軽減世

を増額し、予算総額９５

12

問
答
問
答

成
軽自動車税がか

なり高い引き上げになっ

となる所得、固定資産税
の確定により税率を改正
ている。

年経過した軽

するものです。
（賛成９名）

自動車取得税が

資産割を据え置いたのは

のために軽自動車税を引
年経過の軽

自動車税については、グ

き上げる。

所得に結びついているわ

リーン化を進めるための

世帯に対して９～

全 て の 被 保 険 者 、 制度導入によるものだ。

けでもないからだ。

資産がそのまま

なぜか。

平等割の税率を引き上げ、 引き下げられた関係から

所得割、均等割、

13
13

帯も増える。全ての世帯

整備がすすむ南山陸上競技場

答

億６２９３万８千円とす

軽減措置の拡充

引き上げになるのでは。

10

％増ではない。

が９～

10

答

有害鳥獣捕獲報償金の不正受給等の調査に関する決議

Fi

Wi

問

13

26

問
答
問
答
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鳥獣害対策とジビエ工
房の今後は

状況が 変わって きた。 捕獲事業
は協議し対応する

日に公

今回の事件につ

旅館などの運営を長年行

飲食をはじめ、ホテル・

域情勢に精通している点。

なっている点。公共の施

ていく。

が無実の主張をした以上、 の依頼があったときは、

致をされているが、本人

環境警備隊の協力を考え

設に関しても運営経験が

現在、検察庁に書類送

現段階において、報償金

ている。

捕獲した獣の止め刺し

の返還請求も含め、交渉
を進めていくことはでき

条件に高いレベルでマッ

ある点など指定管理者の

った具体的な運営をして

過ぎ、事業の計画書に沿

指定管理から２ヶ月が

ていた。

の発展に寄与したいとし

上で郷土愛を力説し、町

チしている」とし、その

ないと考えている。
ふるさと振興公社や『利

ジビエ工房については、

社元職員当人と話し合い

用者の会』と協議をして

いて、去る５月

を持ったところ、「不正

鳥獣被害対策について

いく。

る 。」 と 、 県 警 捜 査 ２ 課

は、今までどおり補助事
業を実施し、支援を続け

の発表とは全く違う主張

はしていない。無実であ

28

答
をした。

いるのか伺う。

指定管理を始めて

まだ２ヶ月余りというこ

とで、従業員や施設の現

状と課題を把握・改善し、

今後の運営に活かす取り

組みを行っている。

営業面では、本町が姉

妹都市提携を結んでいる

が管理をしていた町の施

とから、４月以降、泉大

きやの本社が所在するこ

泉大津市に、㈱本家さぬ

設を、４月から㈱本家さ

津市との交流が大変活発

管理にあたり、「創業

売り出しやパンフレット

泉大津市内での産品の

になってきている。

者が町の出身であり、地

なった。

ぬきやが管理することに

共立メンテナンス

答

今年３月、ジビ

エ工房の職員が詐欺事
件として検察庁に送致を
されている。町民からは、
「 事 実 は ど う な の か 。」
との声が多い。
町としてどのように内
容と原因を明らかにして
いくのか。また、今後の
対応についても伺う。
今回の事件により、ジ
ビエ肉の販売やオリ・ワ
ナでの捕獲後の処理・引
取りをどうしていくのか。
ジビエ工房や鳥獣被害対

課題を改善する取り組みを行っ
ている

２

㈱本家さぬきやに委託
した町の施設の状況は

問

誠議員
入口
策についての影響を伺う。

ジビエ工房紀州

１
問
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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。）

ネットワークを利用した

配布、㈱さぬきや社員や
るところである。

宣伝・集客にも努めてい

川辺インターの活用
は

辺のフルインター化も具

４車線化の話が進み、川
側に建設を計画している。

南側の県道玄子小松原線

チェンジはインターから

川辺フルインター

体的になりつつある。フ

執行部は方針を持って取

ができ、経済活動のチャ

充実、活性化を図ること
ンスと考えている。

ジの場所等、周辺の環境

地元とも協議をしながら

民間任せだけではなく、

周辺の活用については、

も含め、住民の理解を得

進めていく。
有識者団体である

婚活の取り組みの必要

県道改修、周辺道路の交

歳女性の減少

よると、２０４０年にお

先月公表した人口推計に

取り組みの必要性、具体

出生率の向上に向けた

に考えているか。

わないと子供も増えない。

若者に町に残ってもら

る。

してより深刻で重みがあ

は違った意味で、言葉と

は、「少子・高齢化」と

「人口減少社会」

うに考えているか。

可能性都市」と位置付け
・８％で含

性や具体的方策をどのよ

子育て支援サークル
られた全国８９６自治体
に、当町が

まれていた。
このことに対する町長

この点についてもどの

通安全対策や河川改修等

ける

の問題意識はどうか。

ように考えるのか、進捗

の要望もでており、関係

～

状況も含め、今後の予定

率が、対２０１０年比で
％以上減少する「消滅

的方策を町長はどのよう
機関と連携を図りながら

通量の増加が予測される。 日本創成会議の分科会が

完成すれば、周辺の交

山本啓司議員

を伺う。

とが沢山ある。

この機会に進めるべきこ

なければならないことや

の構築、インターチェン

周辺道路の拡張、側道

り組むべきである。

の周辺の発展も期待でき、 ってもらい、地域生活の

日高川町を広く世に知

湯浅御坊道路の

関係機関と連携を図りながら
取り組んでいく

３
問
ルインターとなれば、そ

答
取り組んでいく。

39

答

59

定住促進の努力を重ね、人口流出
を食い止める

１

人口減少問題に対する
わが町の対策は
20
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問
50

ひだか川議会だより
7

結婚から育児に至るきめ

細やか且つ積極的な子育

て支援や産業振興、雇用

創出などで定住促進の努

力を重ね、魅力ある町づ

くりで人口流出を食い止

めたい。

若者への出会いの場の

提供は大変重要な施策と

認識しており、今後とも

機会をとらえ、工夫も凝

らしたい。県の結婚サポ

ーター制度への応募は前

向きに検討したい。

有害鳥獣捕獲の改善を

がない場合、地域外の狩

地域に不慣れで危険なた

国体が終わり次第、寒

への捕獲実施隊の派遣を

め、十分な検討が必要だ。 川出張所への配置には十

療所内に設置されてい

職員数は合併後削減し

分配慮したい。

猟者に特別に有害捕獲従

寒川出張所の職員の
配置について

事者証を発行できるが、

すべきでは。
農家には、進入防

が農地を守るということ

止柵等の設置補助、自ら

にも捕獲報償金を支払う
で、銃器及びワナの狩猟
免許を取得する費用も補
助している。
獲個体の確認方法は、昨

国体が終わり次第配慮したい

捕獲方法の違いによる

年６月から、捕獲者と捕

ともあり、寒川地域には

報償金の申請に係る捕

報償金の差をなくし、早

獲個体の写った写真を３

より、美山支所寒川出張

大変な不便を掛けている。

申請手続きとなった。当

て、地域住民への利便性

ている反面、行政課題は

事務に精通していないこ

急に統一化すべきでは。

枚、捕獲個体の提出部位

所企画員が寒川診療所事

現在、美山支所と本庁保

面は県の要綱に基づき定

が図られているが、役場

多様化して増加している

４月の人事異動に

有害捕獲を求める地域

については、イノシシ・

務長兼務となっている。

健福祉課と連携を取り対

化すべきでは。

確認作業に陥らず、簡素

捕獲確認は煩雑な写真

べきでは。

報償金の統一では補助が受けられ
なくなる

有害捕獲を実施し

た者と情報提供した農家

シカは尾と両耳、サルは

寒川出張所は寒川診

めた現状の確認方法で進

窓口の事務や相談業務と

のが現状だ。

さらに、来年秋にわか

応している。

めることがより適正と考

医療事務は全く別の仕事
だ。また、業務時間を分

えている。
銃器もワナも捕獲は同

よう、単価の統一を検討

のない報償金申請となる

改善するため、必要な人

低下となっている状況を

地域住民へのサービス

への職員の配置も必要だ。

ているが、一時的にそこ

現在、国体推進室を設け

やま国体が開催される。

してきた。仮に同額とし

員配置を図るべきではな

応している。

複数の業務を持たせて対

た場合には、県補助が受

浅く、担当職員も新しい

異動後まだ期間も

本年４月、７回目
各課の職員の事務も一
業務に特化することなく、 の 全 国 学 力 テ ス ト が 実 施

地元に狩猟免許保持者

することになる。

いか。

けることはできない。

各学校別の結果を一律に公表しない

３

２

けられず、町負担が増加

じであることから、疑念

全国学力テストと結果公表に
ついての見解は

全国学力テストは、競

された。

問

山本喜平議員

答
耳とし、厳格な報償金の

農地に設置された捕獲オリ

問
答

１
問

第34号
平成26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

子どもの学力を把握でき

争することが目的化し、
もあり、各学校別の結果

るなど、懸念するところ
しない方針である。

を一律に公表することは

を得た上で数ヶ所提示し、

いの自販機設置者の理解

るが、夜間はなく、

時

の努力をしていく。

設置については、最大限

また、国体開催までの

業者に設置を検討してい

たちの学びにつながらな
いなど学校教育をゆがめ
るものとなっている。
文科省は、全国学力テ

減らすことができる。即

防犯カメラは住民

いる。とりあえず県道沿

川辺地区と寒川線の一部をモデル的
にデマンド化したい

ストの学校別の平均点公
表を「序列化や過度な競
争につながる」として禁

戦力となる方々であり、
町長の考えを伺う。
若い農業者部会よ
り提案されたもので、全
ての農家を対象にできれ
ばよいが、財政的な制約
もあるので補助対象を認
定農業者に限るとした。
代の方々が元気で農
業を続けていただいてい
るので、農地が守られ、
耕作放棄地増加の歯止め

昼間はガードマン等がい

孝文議員

原

止していたが、今回から
各自治体の判断でできる
ようにした。
近隣自治体で結果公表
の動きもあるが、全国学
力テストと結果公表につ
いて、町教育委員会の見
解を問う。
全国的な状況との

関係において、本町の各
児童・生徒の学力や学習
状況を把握し、教育指導

になっている現実もある。
農用地の賃貸について

若くなくても、意
欲のある農業者にこの事

行政の力で、町内に数

の 安 心 ・ 安 全 は も と よ り 、 間の警備体制がとれない。

てるということを目的に

台程度設置しなければな

防犯意識を高め、犯罪の

らないのではないか。

の支援措置は、一度農業

ると思う。

犯罪の抑止力に大

関係者の方々や担当課の

業が受けられるようにし

定年後、便利な機械と

24

やま国体」が開催される。 きな効果があると思って

来年には「紀の国わか

今実施している。

本町の場合、対象学年が

施設があれば農地は守っ

結 果 の 公 表 に つ い て は 、 てはどうか。

少人数の学校が多く、個

ていける。耕作放棄地も

ほうで協議をしたい。

未然防止のため必要であ

や学習状況の改善に役立

道路沿いの自動販売機に監視カ
メラを取り付ける

るものとはなっていない。

パイプハウス

ただく。

堀江才二議員

「テスト対策」が子ども

防犯カメラの設置を

２
問

答

70

財政的に補助対象を認定農業者に限定
した

１

農業用機械購入とパイプハウ
ス整備支援事業の拡大を
問

答
人の成績の特定につなが

デマンド方式の採用を含めた
コミバス運行改善の具体策は

１

答
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が魚族や水辺環境に与え

期間も非常に長い。それ

要望のあった寒川線の

る影響は計り知れず、町

応できると思う。

会社に電話をしていただ
昼の増便、川中線の昼過

予約は前日までに運行

し、現在どんな形態にま
く方法でやっていきたい

月の改定をめざ

とまってきているのか。

にとっては大きな損失だ。

特に猿の出没には即応

なるが、被害のあるとこ

く、少し山手での対応と

号台風の被害後、

くしてほしい。

あり、町として全力を尽

操作規則の改定が必要で

防止、濁り解消にもダム

ダムの件は色薄い。洪水

る『河川整備計画』では、

また、策定しようとす

るものにしてほしい。

の意見が、十分反映でき

が発足したが、住民や町

『日高川を考える会』

ムへの改善が求められる。

いまって、治水主体のダ

ダムの水利権更新とあ

ぎの便の逆回りについて

出勤時間も、必要に応

が、川辺地区はタクシー

があれば、少しでも早く

じて臨機応変に対応した

３月議会の答弁では、

山奥へはいかなくてよ

等の銃器による止め刺し、

現場に急行できる体制整

は、今回対応したい。

環境警備隊の運行改
善を

年中警備とならないか。

始めたが、猟期を除いた

活動地域の再度確認や体制整
備に努めたい

発足当初に比べ、

効果が薄れてきているよ

力抑えられる路線の時間

い。人里周辺の警備とす

不法投棄のパトロール、

日高川の濁り解消のため
にも、ダムを治水主体に

い。

に無線があるので、夕刻

う。これでは、今まで運
行できていない幹線から
離れた谷々等の住民の利
便性向上ははかれない。
また、今の利用者にと
っても、町へ電話する手
間が要り、急な出かけに
も対応できないなど、不
便になるだけだ。

早朝、日没前にも出勤

なってきたともいえるが、 できるように運用時間の

住民サイドからいえば、 うに感じる。動物も賢く
これでは困る。町はどう

現実に即した運用改善が

改善もはかるべきだ。

考えているのか。

追い払いのパト

帯からモデル的に導入し

べきである。ワナ・オリ

求められる。

たい。具体的には、川辺

の設置も住民と連携の上、 貸し出しオリの確認調査

利用者の不便を極

地区、寒川地区の谷々へ

人里近くを中心に行うよ

粘り強く尽力したい

し、追い払いができるよ

ろを重点的に活動できる

っているように思う。
うに、連絡網や監視シス

濁りのひどさも水を貯

年

川中地区の谷々へは、

間を総合的に見ると、治

椿山ダムは多目的

バスの空時間を利用し、

テムの改善はできないか。 よう、再度確認したい。

ダムであるが、この

週１回程度のデマンド運

人里近くは危険性も高

の５点で活動している。

伸びている路線を考えて

うにしてはどうか。

備に努めたい。

一部路線の昼間の運行を

巡回中の環境警備隊

めるがゆえであり、その

したい。

おり、近く関係区へ説明

ロール、被害調査、ワナ

答

水より利水が優先的にな
今年も６月から警備を

年３月で済んでおり、

ダムの水利権更新は、

いる。

の要因であろうと思って

っていない。発電が一つ

が、抜本的な解決には至

設置など取り組んでいる

択取水や汚濁防止シート

濁水長期化現象は、選

ねて要望している。

ダムの治水効果向上を重

12

問

サルについては、連絡
行の導入を考えている。

26

答

23

３
問

２

の便はその日の朝でも対

10

デマンド化するだけとい

問
答
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10

ひだか川議会だより

ひだか川議会だより
11

その後は

年の期間が設

定されたと聞いている。

地や有害鳥獣による耕作

意欲の減退により、耕作

少子化対策として、

また、きめ細やかな子育

場を通じ、あらゆる方法
で粘り強く改善に向け尽

放棄地は増加傾向にある

進んでおり、私の住んで

国・県の施策に加え、町

農家への支援といった

の単独事業を展開させて

いるところである。

農地利用集積円滑化事業

生産意欲の向上を図り、

ているのか。また、どの

に努めたい。

を推進し、農地利用増進

後継者不足による放任園

農業者の高齢化、

るのか。

ような効果が得られてい

耕作放棄地の対策を行っ

本町では高齢化による

況である。

いる小熊区でも同様な状

ては、新規就農者や専業

齢化と後継者問題につい

補助、また、生産者の高

捕獲事業や電気柵等への

である鳥獣害については、

耕作放棄の原因の一つ

ている。

という構造改革を目指し

減、担い手への農地集積

で交付し、担い手の負担

対する経費を一定の要件

インフラの維持整備等に

あげ、農地の維持、農業

本型直接支払制度をたち

助制度を整理統合した日

国においても従来の補

て支援の一環として、保
給食の無料化を実施した
いと考えている。
しかし、町民の中には、
「そこまでしなくてもよ
いのではないか」という

である農林業は、後継

本町の基幹産業

力したい。

中学校卒業までの給
食費完全無料化を

今少し調整の時間がほしい

ような意見もあり、今少
し調整の時間がほしい。

生産意欲の向上を図り、農地の利用増
進に努める

現在、第３子以

降の給食費は無料となっ
ているが、これを第１子、
第２子も中学校卒業まで

高齢化による耕作放棄地へ
の対策と効果は

今後も、様々な協議の

増えつづける耕作放棄地

のが現状である。

伊奈禎胤議員

育所、小中学校における

問

者不足により高齢化が

答

辰雄議員
堀

問
無料にすべきではないか。

給食の様子

20

１

答

１
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地震は町全域が被害を受
けるため対策が重要だ

「 自 助 」「 共 助 」「 公 助 」 を 基
本に、ソフトとハード両面で
推進する
受けて本町の計画の見直
しの必要性をどう考え、
今後の地震防災対策への

斜施設

想定している。水害とは

災対策地域』に指定され

域が『南海トラフ地震防

ソフトとハードの両面で

な減災事業も取り入れて

継続するとともに、新た

等について聞きとりを行

南陵学園から今後の運営

っている。本町としても、

県担当課と開校協議を行

現在の経営状況や学校

運営がどのように行われ

年末に民事再生法適

運営を行っていたが、平

スポーツ公園に隣接して

え、どのように関わって

本町としてどのように捉

日の新聞報道の内容から、

係はどうなっているのか。

現在、学園側が

年４月１日付け

を第一に調整を行う。

しては、町民や管内団体

スポーツ公園の利用に関

締結する。ただし、南山

得られ次第、正式契約を

静岡県知事の変更許可が

結しており、本部のある

で土地の賃貸仮契約を締

平成

をしていきたいと考える。

から、可能な限りの支援

くりを目指していること

等、地域密着型の学校づ

価委員に地元住民の参画

学校運営方針・学校評

った。

推進していく。

月の開校を目指している
という。

休校となっている『国際

成

直しが平成

23

26

取り組みを進めるのか。
箇所、地すべ

町内の調査箇所は、

砂防施設
にかけての急傾斜擁壁・
に施設の損傷等を目視点

り防止施設１箇所、急傾

砂防堰堤及び地すべり防

検し、その評価結果は老

箇所である。主

止施設の点検調査の詳細

朽化施設の計画的な維持
管理に役立てる。
日に県下全

異なり、地震は町全域が

たことから、本年度中に

本年３月

被害を受けることから、

開洋第二高校』は、学校

ているか判らないが、先
助』『共助』『公助』を

法人『南陵学園』により、 用を受ける経営状態にな

この学校は、以前南山

本町の地域防災計画は

基本に、家具の固定など

り、経営を断念して今に

年度から

年に策定され、見

は個人で対策し、同時に

校名を『和歌山南陵高校

平成

年に行われ

地域力を高める必要があ

いくのか。町との契約関

ている。国土強靭化を含

至っている。

平成

休校中の校舎・グラウンド
（仮称）』として来年４

地震防災対策は『自

防災計画の見直しを行う。

る本町の最大震度は７を

88

地震対策は重要課題であ

28

南海トラフ地震におけ

について説明を求める。

本年６月から８月

66

答
る。砂防・急傾斜事業も

答

25

19

24

小畑貞夫議員
め、国の防災基本計画を

る。

可能な限り支援するが、施設利用は町
民を第一に

２

来年４月開校予定という南
陵学園への対応は
問

１
問
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請願・陳情の審査

税には軽減税率を導入し
奥村

茂野

明春

和廣

核戦争防止和歌山県医師

の会

代表世話人

理事長

原水爆禁止和歌山県協議会

においても軽減税率適用

陳情の趣旨は、日本が

ている状況から、我が国

「新聞から得る知識・教

を実現するため、国に意

総務文教常任委員会

養には軽減税率の適用

日本と東アジアの平和と

核兵器全面禁止のために

安全を促進する上で重要

見書の提出を求めるもの

な意見があるのは承知し

となっている。２０１５

を」を求める請願

ているが、請願の趣旨並

年核不拡散再検討会議に

行動をとることは、朝鮮

びに消費者の知識を得る

向けて核兵器のない世界

半島の非核化のみならず、

負担の軽減から、この請

への行動が直ちに開始さ

れるよう、日本政府に対

決定した。

本議会においても採択

して核兵器全面禁止の決

消費税増税には、多様

公益社団法人日本新聞販

願を「採択」するものと

才二

とし、関係大臣に意見書

である。

誠

正和

■請願者

売協会

有光

紀南支部支部長

入口

紹介議員
堀江

新聞は民主主義社会の

被爆国日本には、核兵

断と行動を求める意見書

器の非人道性を訴え、全

の採択を求めるものであ

全面禁止のための決断と

面禁止を主張すべき道義

を送付した。

行動を求める意見書の議

的根拠と重い責任がある。

健全な発展、国民生活の

活字離れが進む中で、新

会決議・意見書採択の陳

向上、国力の維持等を支

聞の購読率は低下傾向に

情書

る。

あり、次世代の知的水準

えてきた。しかし、近年、 日本政府に対して核兵器

へ深刻な影響を及ぼすも

としては陳情の趣旨を尊

このことから、委員会

■陳情者

のと憂慮される。さらに

今回の増税により、新聞

本会議においても採択

択」するものと決定した。

重し、この陳情を「採

熊一

とし、関係大臣に意見書

を送付した。

和歌山県原爆被災者の会

楠本

佳三

離れが加速されることも

会長

西村

非核の政府を求める和歌

山県民の会

多くの先進国では、民

主主義を支える公共財と

代表世話人

懸念される。

して新聞購読料への消費

日本政府に核兵器全面禁止のための決断と行動を求める意見書
2010年５月の核不拡散条約（NPT）再検討会議は、「核兵器のない世界の平和と安全を達成する」ことに合意し、
「すべての国家は核兵器のない世界を達成し維持するために必要な枠組みを築く特別な努力をする必要がある」と
強調した。次回2015年ＮＰＴ再検討会議を前に、いま、世界のすべての国の政府と市民社会には、この目標を現実
に変えるために協力し、行動することが強く求められている。
しかし、それから４年が経った今も、「核兵器のない世界」を達成する具体的な道筋は見えていない。米ロ間の
合意を含め、一定数の核兵器が削減されたとはいえ、世界にはなお約１万７千発の核兵器が貯蔵、配備され、他方
では朝鮮半島をめぐる緊張に見られるように、新たな核開発の動きも続いている。意図的であれ偶発的なものであ
れ核兵器が使われる危険は現実に存在している。
この状態を打開し核兵器をなくすためには、国際社会が一致して核兵器を全面的に禁止する以外に方法はない。
国際司法裁判所も断じたように、核兵器の使用は「国際人道法の原則と規則」に反するものであり、世界で唯一、
国民が核の惨禍を体験した日本には、核兵器の非人道性を訴え、その全面禁止を主張する道義的根拠と重い責任が
ある。
いま核兵器を持つわずかな数の国が決断すれば、核兵器禁止条約の交渉を開始できる条件が生まれている。この
決断と行動を遅らせることは、第２、第３のヒロシマ、ナガサキにつながる危険を放置することになる。
さらに、北朝鮮の核開発をめぐって軍事的緊張が高まっているなかで、国際紛争の解決手段としての武力行使と
威嚇を憲法で放棄した日本が核兵器全面禁止のために行動することは、朝鮮半島の非核化、日本と東アジアの平和
と安全を促進するうえでもきわめて重要である。
2013年10月、「核兵器の人道的影響に関する共同声明」が125カ国の連名で発表された。この声明は、核兵器の残
虐性、「非人道性」を告発し、「核兵器のない世界」へ前進することをめざしており、「核兵器がいかなる状況の
下でも決してふたたび使われないことが人類生存の利益である」と述べ、核兵器が使用されないことを「保証する
唯一の道は、その全面廃絶である」とし、すべての国が核兵器使用の阻止、核軍縮などのために「責任」を負って
いることを強調している。
共同声明に日本政府も賛同したことは、唯一の被爆国であり、憲法の平和原則と「非核三原則」をかかげる国と
して当然の姿勢である。しかし、これで問題が終わったわけではない。核兵器は全面的に禁止されるべきである。
2015年４月のＮＰＴ再検討会議にむかって、「核兵器のない世界」への行動が直ちに開始されるよう、ジュネー
ブの軍縮会議（ＣＤ）をはじめ核軍縮・廃絶と安全保障にかかわる諸機関で、「共同声明」の署名国として、日本
政府が、核兵器全面禁止条約の交渉開始のために努力するよう要望する。
（提出先）内閣総理大臣・総務大臣・外務大臣

産建厚生常任委員会
手話言語法制定を求める
意見書の提出を求める請
願書
■請願者
植野陽一郎

日高郡聴覚障害者協会
会長
小畑

貞夫

紹介議員

ウイルス性肝炎患者に対
する医虜費助成の拡充に
関する陳情書
■陳情者
全国Ｂ型肝炎訴訟大阪原
幸彦

告団大阪肝臓友の会
前田

ウイルス性肝炎患者に
対する医療費助成は、Ｂ

炎の製剤治療に限定され

型・Ｃ型肝炎ウイルスの

ている。国がウイルス性

手話とは日本語を音声

う独自の語彙や文法体系

肝炎に責任がある以上、

減少を目的としたインタ

をもつ言語である。手話

患者が安心して治療が受

だけでなく手や指、体な

を使うものにとって、聞

けられる体制を整える必

ーフェロン治療とＢ型肝

こえる人たちの音声言語

要がある。

どの動きや顔の表情を使

と同様に、コミュニケー

である肝硬変・肝がんに

手話で学べ、自由に手話

とを、国に対し強く要望

具体的な措置を講ずるこ

（仮称）」の法整備を実

は慎重審議を要するため

以上２件の請願・陳情

年５月

日に開

堀議員・井藤議員
に自治功労者表彰

平成

年以上在職し、

議会活動を通じ、地方自

として

この表彰は、議会議員

者表彰を受賞されました。

議長会会長から自治功労

議員が和歌山県町村議会

て、堀辰雄議員、井藤清

会議長会定期総会におい

催された和歌山県町村議

21

去る４月に 名の新
しい 議員 が選ば れ︑議
員定 数が これま でより
４名少なくなった関係
で︑ 広報 特別委 員も ２
名減って６名となりま
した︒
編集に携わる委員
各々 の役 割・責 任も大
きくなります︒
も とよ り︑町 づくり
に 向 け ︑ 選 挙 の 際に 住
民の 皆様に お約 束した

北西

12

ションの手段として大切
手話が音声言語と対等

係る医療費助成制度並び

ウイルス性肝炎が原因
な言語であることを広く

に身体障害者手帳の交付

なものである。

国民に広め、きこえない

が使え、更には手話を普

する陳情。

子どもが手話を身につけ、 基準の見直しについての

及、研究のできる環境整

現することを強く国に求

継続審査とした。

備に向けた「手話言語法

める請願。

26

11

南東
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新聞購読料への消費税軽減税率適用を求める意見書

新聞は、国内外の多様な情報を、新聞社が持つ戸別配達網により全国にほぼ同じ時刻に届けることで国民の

知る権利及び議会制民主主義を下から支え、あわせて文化の興隆の中軸の役割を果たし続けている。実際に我

が国は、新聞普及率が他国に比して高水準にあり、国土も狭く資源に乏しいながらも戦後世界有数の先進国に
なれたことは、新聞の普及によるところが大きいと考える。

しかしながら近年、活字離れが進む中、書籍とともに新聞の購読率は低下傾向にあり、新聞をまったく知ら

ないで育つ子どもたちがふえるなど、次世代の知的水準へ深刻な影響を及ぼすものと深く憂慮される。さらに

今回の増税により、新聞離れが加速されることも懸念されている。国民がより少ない負担で、全国の新聞を購
読できる環境を維持していくことは、民主主義と文化の健全な発展に不可欠である。

欧米各国においては、「知識には課税せず」「新聞には最低の税率を適用すべし」との認識のもと、一定
の要件を備えた新聞等に対しては軽減税率を適用していることからも、本町議会は国に対し、
消費税率引き上げの際には新聞購読料への軽減税率を適用するよう強く求める。
（提出先）内閣総理大臣・財務大臣

治に大きな役割を果たし

たことに対するものです。

定例議会冒頭、龍田安

廣議長から表彰状の伝達

が行われました。

山本
伊奈
入口
堀
熊谷
原

啓司
禎胤
誠
辰雄
重美
孝文

ことが 紙面を通 じて伝
わ る よ うに ︑ そ し て よ
り読み やすくわ かりや
す い 議 会 広 報 づ く りに
向けて 一同頑張 ってい
きたいと思います︒
向こう２年間︑議会
広報を 担当する 議会広
報特別 委員会の 委員は
左記のとおりです︒
︵山本 啓司︶

委 員 長
副委員長
委
員

〃
〃
〃

