以後４回の調査特別委

制度に改善し、捕獲事業

い制度であり、よりよい

せることにある。

を今後もより一層推進さ

もしていない。」との証

に町執行部に対して「何

当事者が本委員会並び

過について報告します。

委員会における調査経

きました。従って今回の

いうことが困難になって

早期に調査を終了すると

いく必要が生じたため、

みながら調査を継続して

委員会としては現状を

の委員会の調査内容も含

の経緯から、前期の４回

開催していますが、設置

て以来、７回の委員会を

おける議決により設置し

月９日の第２回臨時会に

また、改選後の本年 ５

００条第１項及び同法第

うための地方自治法第１

１ ）で議決し、調査を行

を提出、賛成多数（

等の調査に関する決議」

獣捕獲報償金の不正受給

れ、議員発議で「有害鳥

日

【第１期】

３月

合は委員会に諮って放映。

○傍聴は基本的に禁止。

必要があれば委員会に諮

○秘密の保持の徹底。録

って許可。

原

音・撮影機器等の持ち込

選を行った。

委員長

熊谷重美

名による「有害鳥獣捕獲

条第１項の権限を委任

日に開催し、書類調査を

次回特別委員会を４月４

等について協議を行い、

としての申し合わせ事項

今後の進め方、委員会

その後、次回の調査内

半関係書類調査をした。

協議し、全員で約１時間

と本日の進め方について

前回の決定事項の確認

みは禁止。

報償金の不正受給等に関

実施することに決定。同

容について協議し、次回

第２回

時会が招集され、議員発

する調査特別委員会」を

日付けで、町長並びにふ

日

議で「有害鳥獣捕獲報償

設置した。以後、７回の

した、議長を除く議員

日に、当事者を呼んで

４月４日 第３回

金の不正受給等の調査に

るさと振興公社理事長宛、
る。
特別委員会の調査目的は、

申し合わせた事項は次

の証人尋問を行うことに

類調査が不十分で時期尚

第１期、第２期ともに、 記録提出の請求を行った。 ついて議論を行い、「書

調査書類に要する資料の

調査特別委員会を開催す
：２）で議決

関する決議」を提出、賛

３月

副委員長

孝文

委員長、副委員長の互

第１回

２．委員会の審査経過

日

をもって議員任期満了に

員会を開催し、４月

有害鳥獣捕獲報償金の不正受給等に
【第２期】

年５月９日、改

言をしたことで、事件が
報告は委員会の中間報告

めて報告とします。

ついて説明があった。

：

新たな展開となってきま
となります。

【第１期】

成多数（

し、調査を行うための地

議会としてこの事態を
重く受け止め、全員協議

警察の捜査が入ってい
た有害鳥獣捕獲報償金の

方自治法第１００条第１

早」との意見もあったが

会において議論し、調査

の４点である。

不正受給疑惑問題につい

事件の全容解明により二
条第１項

項及び同法第

賛成多数（

権を発動できる１００条

年３月

○委員会は基本的には本

元ふるさと振興公社嘱託

日、

て、平成

度とこういった不正行為

会議場で行う。資料調査

職員の証人尋問を行うこ

：１）で、
が起こらないよう対策を

は協議会室。

の権限を委任した、議員
名による「有害鳥獣捕

講じさせることにある。

委員会の設置を賛成多数

獲報償金の不正受給等に

：１）で決定し、臨
時議会の招集を議長名で

行わない。必要がある場

とに決定した。
度はとめることのできな

○テレビ放映は基本的に

元ふるさと振興公社嘱託

11
また、有害鳥獣捕獲の制

（
日

25

１．委員会設置の背景と目的

した。

選後の臨時議会が招集さ

平成

より、委員会が消滅した。

関する調査特別委員会調査中間報告

30
10

28

28

26

関する調査特別委員会」
を設置した。

また、新たな調査書類

14

98

98

町長に要請した。
日第１回臨

16
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13

職員が詐欺容疑で書類送
検されるに至り、翌

全員協議会において町長

同年３月

14

24

25

26

から今回の事件の経過に

28

ひだか川議会だより
11

の記録提出の請求を行っ
た。
申し合わせ事項の追加
は次の３点である。
○閉会中も委員長の許可
を得て書類調査を行うこ
とができる。一日２時間

況について説明を受け、

の制度とジビエ工房の状
した。

調査を約３時間余り実施

協議し、全員で関係書類

中間報告書を、内容補

８月６日 第７回

委員長、副委員長の互
その後、委員からの質疑

選を行った。
原

長から中間報告の原案を

孝文

委員長
また、証人として元ジ

提示。各委員からの意見

日）

足のうえ承認。

③ジビエ工房紀州で受

っていない。」

３．証人尋問の内容と結果

を行った。

日とし、委員

熊谷重美

今後の予定について協
ビエ工房担当町職員の出

次回を

副委員長
日に書類調

を交え、中間報告書につ

査を行うことに決定。

議を行い、
頭を求め、証人尋問を行

いて検討することとした。 託職員（４月

日 第２回

⑴元ふるさと振興公社嘱

った。前回同様、委員長

５月

付けた申請に対する報償

償金は公社の決裁のあ

証言を求めた３項目の

本日の進め方について

を求め、その後、委員か

①不正受給の方法・件

と、領収書へ名前を書い

７月 日 第６回

○委員が職権で取得した
協議。委員長から書類調

ら補足質問を行った。

長から中間報告の原案を

数・開始日等、警察での

証人の証言は、「報

け取った。それ以上はわ

とおりである。

証人の証言は、「警察

からない。」というもの

て、公社の係の人から受

で何を言ったのか覚えて

実施した。その後、委員

金の受け渡し方法。

資料は、秘密厳守のうえ
査における観点、着目点

提示し、各委員からの意

証言内容。

内容と証人の証言は次の

個々に保管。委員会にも
について委員長から提示

今後の進め方について

見を交え、中間報告書に

全員で関係書類調査を

提供。
があり、全員で関係書類

協議。次回は、書類調査

回に中間報告を行うこと

日 第４回

○委員長と町当局との最
調査を約２時間半実施し

ついて協議を行った。次
７月２日 第５回

６月

小限の情報交換は可とす

を実施することに決定。

行っての疑問点などにつ

４月

に決定。

で、立件された７件を含
今後の進め方について

いない。」「警察で立

いて各委員から発言を求

めて全て事件との関わり

証人尋問の進め方につ

件された７ 件について

め、議論を行った。次回

を否定する内容であった。

いて協議の後、元ふるさ

も、したことを覚えてい

⑵元ジビエ工房担当町職

の調査内容についても協

ない。１００件以上とい

日）

員（５月

と振興公社嘱託職員の出

工房担当町職員の出席を

『覚えていない』と言っ

証言を求めた５項目の

①当時、町職員として

とおりである。

内容と証人の証言は次の

らない。確認作業に関わ

証人の証言は、「わか

ったか）

（だれが、どのように行

証人の証言は、「ジビ

だったのか。

内容は、どういったもの

れたあなたの職責・職務

金申請の確認作業の詳細。 ジビエ工房紀州へ派遣さ

②証人の提出した報償

ない。」

た。」「私は何もしてい

20

日に、元ジビエ

実施。委員長から３項目

求め証人尋問を行うこと

うことも。」「警察でも

議し、

17

頭を求めて、証人尋問を
について証人の証言を求

決定した。

め、証人からの証言の後、 に賛成多数（９：１）で
委員から補足質問を行っ

本日の進め方について

日 第３回

員長から現時点までの調

協議した後、執行部から

５月

査結果の報告を行い、承

説明員として、企画政策

た。証人尋問終了後、委

認された。

席を要請し、捕獲報償金

課長、農業振興課長の出

20

【第２期】
５月９日 第１回

ジビエ工房で何が行われたのか

日 第４回

た。その後、書類調査を

以内。

14

る。

から５項目について証言

25

23

23

14
20

25
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の捕獲報償金支払いの代

エ工房へ持ち込まれた獣
思うが、最終チェックは

職員）が代行していたと

④申請者や猟友会分会

私がしていた。」

②不正を含む確認票の作
などへの報償金の受け渡

行事務をしていた。」
成や撮影はどうしていた
のか。誰がしていたのか。 しや領収書の発行は、ど

企画政策課長並びに農

受付、支払い方法の詳細

②ジビエ工房紀州での

４．説明員招致による説明内容

日）

業振興課長（５月

聞き取りをして確認票を

獲者（ハンター）に私が

エ工房へ搬入してきた捕

で捕獲者の方に現金と引

とになっていて、その場

が立て替え払いをするこ

証人の証言は、「公社

証拠品の処理方法の変化。 の着目点。

や確認方法、シッポ等の

から現在に至る申請方法

①報償金制度の合併後

獲の区別方法と証拠写真

④オリ、ワナ、銃器捕

と特例化の理由。

作成し、写真撮影をして
き替えに領収書を書いて

説明を求めた内容は次

い た 。ほ と ん ど を 私 が し
もらっていた。公社決裁

うしていたのか。

ていた。尾は捕獲者立ち
のあと町の決裁を受け、

証人の証言は、「ジビ

会いのもと切り取った。
その分の報償金額を公社

５．書類調査

務内容。

③派遣職員の職責・業

不正は見受けられなかっ
へ振り込むようになって

の４項目である。

た。」

認方法の違い
②ジビエ工房紀州での

捕獲報償金申請書、ふ
るさと振興公社及び町の

いた。」
⑤シッポや耳等の証拠

③申請書と現物の確認
をどうしていたのか。ジ

処理

⑦食肉処理・販売・在

庫数量等

⑧捕獲報償金制度と申

⑨通知文、会議等の記

請方法の問題点

録

⑩その他

⑴当時のジビエ工房紀州

見られる申請及び現金受

⑵不正の可能性が高いと

６．現時点での解明状況

内での申請・支払い事務

取の手法について

償金申請手続きの公社に

ることを目的に、捕獲報

を搬入しやすい状況にす

捕獲者が工房に捕獲個体

せ、次のような着眼点で

詐欺行為の手法とも合わ

る。警察から発表された

申請は驚異的な数字であ

託職員の年間４２５頭の

元ふるさと振興公社嘱

について

年７月１日より、

よる代行と公社資金によ

調査を続けている。

平成

る報償金の立て替え現金

①自分が捕獲した１匹

払いの特例化を実施した。
受付頭数、食肉化頭数の

の獣で２回の申請をし、

帳簿類、ジビエ工房での

このことが不正疑惑を引

の焼却はどうしていたの

変化

ビエ工房に持ち込みの確

種類の書

報償金を二重取りしてい

解体記録など

き起こす最大の要因とな
年

年度にかけての申

③申請者別の平成
約９時間の調査を行った。 度～

類を提出させ、４日間、

たのではないか。

か。
証人の証言は、「証拠

ったと考えられる。

認者は、すべてあなたの
名前となっているが、不

物の尾が外部に出ること

②道で拾った獣や農家

正を見つけられなかった

工房の運営全体を適正

等から処理をまかされた

請数、報償金額の変化

に行わせるため、町職員

項

④ジビエ工房紀州での

獣を、銃で捕ったと申請

委員長より、次の

目の調査観点・着目点を

を１名担当として配置し

凍庫へ残渣物とともにあ

受付分の申請書その他の

証人の証言は、「ジビ

る程度貯まるまで保管し、 提示し、それに基づく調

し、報償金を受け取った

エ工房へ持ち込まれた獣

たが、捕獲確認事務の運
査とし、随時、各委員よ

書類の確認（印）等

公社職員が広域清掃セン

のではないか。

の 確 認 は 、ほ と ん ど 全 て

用や公社資金の管理につ

③②の獣を他人の名前

ターへ焼却処分に持って

いて、適正に行われてい

私となっており、問題は

⑤ジビエ工房紀州での
り意見や感想を聞いて進

報償金の流れ、報償金の
める形とした。

で申請し、報償金は自分
⑥シッポ等、証拠品の

領収書類等

たのかが非常に疑問があ

行った。」というもので

①本庁・支所とジビエ
工房紀州での、受付・確

が受け取り、その際、他

なかった。勤務時間外な
は、他の公社職員（役場

るところである。

あった。

がないよう、工房内の冷

23

ど私が確認できないとき

のか。

23

20
10

25

18

人の領収書を偽造したの
ではないか。

⑥①と④について、現

と振興公社嘱託職員を含

申請写真には、全て日付

さと振興公社嘱託職員の

⑴元ふるさと振興公社嘱

ていきたい。

度をよりよいものに変え

７．今後の調査について

託職員が事件を「否認」

れる早急な対応を要すべ

察庁でも「否認」を続け

点について
①ジビエ工房紀州での

している状況の中での進

⑷制度的に問題視される

が入っていた。

めた３名が前年度（平成
年度）と比較して、金

物証拠の尾等は写真での
識別が特にしづらく、ジ
額が

④他人が申請し、すで
ビエ工房の冷凍庫に入っ
るが、ジビエ工房での報

公社代行・特例化はすで

め方

今回、現時点で考えら

年度途中から

に廃止となっているが、

き点について、第１次と

れた平成
は並年化している。

事件当時１名だけの町
報償金の現金立替払いな

るならば、裁判となる可

有害鳥獣捕獲報償制度

について
６４５枚の日付なし写

どで、多くの不透明な部

能性が高く、事件の全容

る。

真での申請があった。そ

分をつくりだしたのでは

等の改善に関する第１次

うえ報償金申請手続きを

役場では、現物を確認の

いなかったこともあり、

るカメラが十分普及して

た理由として、日付の入

日付を入れていなかっ

いう金額の差が不正の根

リによるものが６千円と

が１万５千円、ワナ、オ

り銃器による捕獲報償金

のとなっている。もとよ

請はすべて銃器によるも

者を呼んで確認している。 と振興公社嘱託職員の申

課において１件ずつ申請

底にあるのではないか。

有害鳥獣捕獲は止める

に向けた取り組み

⑵捕獲報償金制度の改善

る。

いながら全容解明に努め

人・参考人招致などを行

また、必要な関係者の証

ら、さらなる書類調査、

察庁の動向を注視しなが

を要することになる。検

れるよう努力するととも

の補助金を最大限受けら

ること。その際、国・県

での捕獲報償金を統一す

いて、鉄砲とワナ・オリ

①イノシシ、シカにお

いて

１ ．捕獲報償金制度につ

提言

記

の多くが役場（支所）受

解明にはしばらくの時間

とっていた。現在は、こ

③町担当課における最

ことのできない制度であ

員でもって確認にあたら

えてきている現状もある。 支所に限定し、複数の職

②申請の受付を本庁・

をすること。

に、猟友会とも十分協議
ういった写真申請は受け

終チェックの甘さがあっ

り、また、最近獣害が増

付けていない。

たのではないか。
つけていた申請１件につ

調査の中で明らかになっ

また別に、同じ写真を
いては、報償金を返還さ

③報償金の支払いは、

せるようにすること。

点を町当局に提言し、制

てきた制度の不備や改善
今回送検された元ふる

せている。

②送検された元ふるさ

ないか。

25

付の書類であるが、担当

送検された元ふるさと

⑶日付なし写真での申請

15

して左記のとおり提言す

10

担当職員による確認作業、 振興公社嘱託職員が、検

倍となってい

に報償金が支払われた獣
ていたものを使いまわし

円を超える捕獲者が５名

～

を、再度自分が捕ったと
年度の１年間で

償金代行の特例が廃止さ

平成

ていたのではないか。

23

申請し、報償金を受け取
ったのではないか。
の個人の報償金受け取り

正肉の私的流用はなかっ
いる。その内、元ふるさ

書類調査

たのか。

た個体の解体正肉過程で、 金額を見ると、２００万

⑤捕獲報償金を支払っ

24
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捕獲者個人への振り込み
とすること。
ンネルについて

・堂閉川（検討課題）

調査・地元説明）

・川辺インター（測量・

２．現場視察

ー）について

ほしい。

針をＮＥＸＣＯに示して

見を聞き、町としての方

整備には地元の要望・意

り、周辺の環境や道路の

じである。

目にきれいでやさしい感

とんど変わらない。見た

関 し て は 強 く 、 費 用 はほ

尾・耳等の現物でもって
を受け、現場視察を行っ

及び課題についての説明

内の工事中の事業や計画

堂閉川の整備計画につい

き堤事業の進捗状況及び

河川整備（若野工区）引

・株井トンネル（構想）

（入野工区）

・河川災害復旧助成事業

業）

な改修の必要性を感じた。 ら谷川への流入を防ぐた

高低差が小さく、抜本的

要する課題である。また、 強化されたことがよくわ

協議、県担当との調整を

浸水対策は、御坊市との

め、「水門」をつけるこ

が川幅が広がり、護岸が

了に向けて工事中である

河川災害復旧助成事業

②日高振興局河口課

委員会町内視察レポート
産建厚生常任委員会

④申請に必要な証拠
写真は、はっきり識別
日、町

平成

行うようにすること。
た。
て

・河川災害復旧助成事業

若野引き堤（継続事

とになっているが、役に

年８月

できるものとし、確認は、

確認後必ず細かく断裁し
１．事前説明

③西日本高速道路（株）

（三十木工区）

業）は、掘削・低水護

立つのか疑問に感じる。

年度完

て役場に保管後、焼却処
①町建設課

関西支社和歌山工事事務

・河川災害復旧助成事業

岸・高水護岸工事が行わ

県道上初湯川皆瀬線法

工事（継続中）

・上田原橋橋梁災害復旧

事中）

事トンネル（応急対策工

ことが期待され、以前か

の江川の引きも良くなる

ている。完成時には対岸

継続事業として計画され

化対策等々、応急対策工

ッ クボ ル ト と 地 山 の 一 体

対策、押し出し対策、ロ

事）はトンネル内壁剥落

事トンネル（応急対策工

事が行われていた。視察
が、事業担当者からの説

（入野工区）については

河川災害復旧助成事業

改めて感じた。

抜本的な改修の必要性を

る。
明を受け、現場でも詳し

延長３６００ｍ の引き堤

して、路線の改良も含め、
い説明を受けながらの視

工事が着々と進んでいる。

がわかりやすかった。着

面を見ながらの現場説明

調査・地元説明）では図

川辺インター（測量・

る。他と比較して強度に

みで護岸整備がされてい

クではなく、珍しい石積

（三十木工区）はブロッ

河川災害復旧助成事業

今後の推移を見守りたい。

工事が大幅に遅れている。

なる河川の増水が原因で

工事（継続中）は、度重

上田原橋橋梁災害復旧
察は大変有意義でした。

町内の限られた範囲だ

ら要望の高い事業でもあ

かった。ただ、日高川か

（皆瀬工区）は

分とすること。
・町道河北連絡線上田原
所

（皆瀬工区）

年度以降も

堂閉川（検討課題）の

⑥事故死や山で拾った
橋橋梁災害復旧工事につ

・湯浅御坊線道路４車線

れている。

28
３．感想

・河川災害復旧助成事業、 ・ 若 野 引 き 堤 （ 継 続 事

個体、シカ防護ネットに
いて

・県道上初湯川皆瀬線法

⑤証拠の尾・耳等は、

かかった個体をどう扱う

化事業計画（川辺インタ

20

・県道御坊美山線株井ト

26

かを明確化すること。
２ ．その他の有害捕獲の
制度について
①被害地での集中捕獲
を実施できるようにする
こと。
②町有オリの貸出期間
は、最長でも１年間とし、
申込・貸出・返却を厳格
化し、有効活用すること。

法事トンネルにて

27
年頃からであ

工が平成

28

ひだか川議会だより
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