ひだか川議会だより
5

日高川上・下流域の雨量
に対して、椿山ダムの操
作は適切だったのか。事
前放流は実施したのか。
ダム下流３ヶ所の河川
情報を基に、各地域の対
応をとることになってい
るが、もっと観測地点を

住民への情報周知は、
ダム放流量、雨量、通行
の危険箇所など適宜に放
送するようにしたい。

な災害があったものの、

や護岸の損壊等、中規模

始が遅かったように思う。 長い二級河川であり、そ

事前放流も実施したが開

げられたことが幸いした。

れも豪雨地帯に位置して

らない。５千万円程度の

なってもらわなくてはな

施するには、県が主体と

二級河川の日高川で実

プへの活用はもとより、

計画や町の洪水冠水マッ

がわかる。県の河川整備

所がどこまで冠水するか

ンの水が流れるとその箇
日高川は日本一
大規模な被害は免れた。

いる。本年２月の学者・

費用がいるが、実施を県

地域住民の水害対策への

ヶ

所設置となっているが、

学生チームによる水害の

に強く要望していくべき

橋脚への水位標は
頃から約７時間雨がやん

監視カメラは、県の３ヶ

研究の説明会で、日高川

時

だおかげであり、もし降

所に加え、５ヶ所の町の

認識が大きく変わるので

しかし、９日午前

り続いていたとしたら、

では。

17

問

が強調された。

はないか。

の河川断面測量の必要性
になっていたと思われる。 ることにしている。

測量すれば、毎秒何ト

カメラを設置して対応す

松瀬の水位観測所とカメラ

８月の豪雨における河
川管理は適切だったか

号台風

また、ダム放流量や道

多くすべきだ。

ムは約１４００ｔ ／ｓ の

県に強く要望している

３ 年前に匹敵する大洪水

だので、ダムの水位を下

途中で雨がやん

放送すべきだ。

路情報などもっと細かく

発令した。

地域の多くに避難勧告を

放流を実施し、町は下流

の豪雨において、椿山ダ

８月の
11

ダムの 貯水位を 下げら れたこと
がよかった

１
問

幸い、一部田畑の冠水

答

日高川の河川断面調査
の実施を

２

孝文議員
原
11
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一般質問
（質問した順番で掲載します。）

房設立当初の運営方法に
戻す方向で検討を進めて

年５ 月 の 開 所

以来、順調な運営をみせ

県の対応が遅ければ、
町 独 自 で も 対 応 し てほ し
いる。
しかし、ホテルなどか

ていたジビエ工房だが、
年に警察の捜査が入り、

はじめ、郡や県の町村会
とから、活用の低迷が続

正受給事件が発覚したこ
るなど課題も多い。運用

肉の調達を要望されてい

ることや、県からジビエ

ら継続的な引き合いがあ

でも取り上げてもらい実
いている。町として今後

の面でも衛生面の確保や、

年３月に捕獲報償金不

施を働きかけている。
どういった運営を考えて

肉の保管や残さ物の処理

若者定住促進と町営住宅の空き家増
加についての考えは

公営住宅も若者定住促進施策のために活用していく

補助制度に縛られない

のが制度の趣旨だ。

られている。入居者の所

若者定住促進住宅の建設

く家賃の算定が義務付け

得が上がれば、家賃も上

ていただくか、持ち家を

には相応の家賃を負担し

であるので、高額所得者

本来低所得者用の住宅

るので、若者定住促進施

せて整備されたものであ

といった目的を持ち合わ

地域の活性化、過疎対策

宅も当初から定住促進や

がる仕組みとなっている。 を進めているが、公営住

るのが一番良いと思うが、 ても、山間地域の町営住

もつか、別の借家を探し

生業とする業者に任せ

等の問題もある。

託しているが、実質的に

宅の空き家は解消しない

策のために活用していく

現在は公社に運営を委

県ができないというこ
は「利用者の会」が運用

当面、公社委託を継続し

てもらうかして、新たな
をしたい。

11

後も要望を強めたい。
とになれば町でもという
している。捕獲報償制度

状態だ。入居世帯の所得

設立当初の運営に戻す方向
で検討中だ

入居者に住んでいただく

という観点は重要だ。

ては、公営住宅法に基づ

戸のうち１５４戸につい

町営住宅２１５

住宅にすべきでは。

が地域で住み続けられる

営住宅も位置付け、若者

若者定住促進施策に町

金額に設定できないのか。

賃の上限を実態に即した

法的な規制があるが、家

て整備した町営住宅は、

国・県の補助を利用し

へ転出の事例を聞く。

耐えられず退居し、町外

が増え、高い家賃負担に

入居募集を行っ

ことになるが、まずは県

月頃には見直し

た点は改善されたが、運
用の細部にいくつかの問
題も残されている。
町直営にして職員を配
置し、透明化を図るなど
改善をすべきだ。
事件後、公社の
会議において個体の買い
取り、肉の販売の見直し
の同意を得ている。
施設を閉鎖するのでは
なく、利用者に使用料を
もらい、捌いた肉は個人
が販売するなり、自家消
費するという、ジビエ工

答

訓練に参加したオスプレイ

ながら

多種多様な活用ができ
いるのか。

県議会への要望

い方と思う。

い。価値のあるお金の使

22

とごちゃまぜになってい

山本喜平議員

問
26 25

に強くお願いしていく。

ジビエ工房の今後
の運営方針は

３

答

るものと考えており、今

１
問

答
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6

ひだか川議会だより

は。
米軍の活用を想定した訓
練では災害時の対応に問

中学校の職業体験で
自衛隊での実習は望
ましくないのでは

各学校が自主的に判断し、地元事
業所にお願いして実施している

使用して相手を制圧する

所等の協力を得て、各校、

み中に３日間、地元事業

まず、体験させていた

災地が広範囲で、しかも

を想定しての訓練だ。被

南海トラフの巨大地震

隊の活動に係わらせるこ

両論が対立している自衛

しい中学生に合憲・違憲

社会問題に批判力の乏

の職場に依頼するかは各

せていただいている。ど

徒の希望で体験学習をさ

る事業所などを選定。生

願いをし、協力いただけ

だく職場に、各学校がお

死者、行方不明者が全国

とは、個々の学校の判断

学校の判断に委ねている。

が高く、空輸能力の優れ

に賛成・反対のどちらの

教育の役割は、自衛隊

でも生徒が自主的に判断

科書、社会科の公民分野

搬送と傷病者搬送そして

今年の夏、日高

世代の惜しみない協力が、

供たちに寄り添った大人

町に寄せる想いとその子

気を与えた。子供たちの

は町民に大きな感動と勇

青少年が行った交流舞台

と狭山市『うどい』の

川町『あすなろ倶楽部』

問

題が生じかねない。防災
ヘリの充実や広域災害に
対応できるシステム作り
を最優先に取り組むべき

ことを重要な任務の一つ

実施要綱に基づき実施し

は、２年生を対象に夏休

るとオスプレイについて

としており、「望ましい

では。

は中以下の事故率の数字

勤労観、職業観を育む体

自衛隊は武器を

が出ている。米軍も訓練

験活動」にはふさわしく

米軍の資料によ

を重ねて、今回参加する

ない。

ている。

ものと思っている。

万３千人、本県で８

に委ねるべき問題でない

ている輸送機の支援を求

立場も押しつけるのでは

できるような記述になっ

で

万人という被害が想定さ

「防災」と名が

つけばオスプレイの訓練

と考えるがどうか。

めざるを得ない。

なく、自衛隊の成り立ち

ている。授業の中で、十

自衛隊については、現

れている。米軍の機動力

防災ヘリの充実や広域

や歴史の認識を深めるこ

分考慮した上で指導を行
できるものと考えている。

在使用している中学校教

ＤＭＡＴ隊輸送を割り当

災害に対するシステム整

とで、子どもたちが自主

っている。自主的に判断

いのか。

てる。洋上搬送を米軍輸

備は、米軍の支援を求め

的に判断できるよう導く

今回の訓練では、物資

送機に頼るのは問題があ

る・求めないにかかわら

本町の中学校で

ことでは。

る。防災ヘリや警察、海

上保安庁、自衛隊が担い、 ず、国において積極的に
推進すべきことだ。

子供たちの気持ちに答えていける
健全育成を支援していく

３

参加は無条件に認めてよ

答
32

かわべ天文公園観星塔

小畑貞夫議員

米軍機内では中以下の事故率、米軍の
支援を求めざるを得ない

２

県防災訓練へのオスプレイ
参加を容認するのか
問
主体的に行うべき訓練で

今年の『交流舞台』から
見る青少年の未来は

１
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問
答

ひだか川議会だより
7

今までかつて青少年育成
事業としてこれ程の盛り
上がりはなかった。
今回の交流舞台を観劇
して、教育的観点と交流
的観点からの感想と未来
を担う青少年健全育成へ
の取り組みについて伺う。

今回、天文担当の主任
職員が８月末をもって退
職した。天文公園は専門
的知識のある人でなけれ
ば、その魅力を十分に発
揮できない。このことは、
天文台の存続に関わる重
要な部分で、町としても

透析患者が日高病院に
入院できない問題の改
善策は

では受け入れてもらえな

町とし て色々な 要望活 動を展開
していく
本年４月より国

策への具体的な取り組み

について伺う。

入院を要する重

症患者の中には和歌山市

や田辺市での受診を余儀

なくされ、負担を掛けて

いる。

医大の方針は、和歌山

所あるが、空きがなく入

入院可能な病院も１ヶ

病院である日高病院で安

し、御坊日高地方の中核

院化を図っている。しか

でいけることで、拠点病

市や田辺市に１時間以内

主任職員の退職に際し、 となり、現在は、月水金

院ができにくくなってい

心して医療を受けられる

い。

常勤医師が対応している。 る。実情としては、和歌

に医大から派遣された非

山市や田辺市の病院に入

ためにも、常勤医師の確

保日高病院の常勤透析専

人工透析患者は、長期

院しなければならない。

保は喫緊の課題である。

観光資源の大きな損失に

どう対応したのか。かわ

に腎不全の状態であるこ

患者や家族の入院負担

町としても、県当局や町

教育長―子供た

べ天文公園を町の観光資

とから合併症等の治療も

も大きくなる。本町だけ

村会を通じて色々な要望

門医師が紀南病院に転勤

１００㎝ の望遠鏡、県内

行っている。入院を要す

の問題ではないが、この

豊かで自立した子供たち

の感動体験を通じて、心

からも子供たちには多く

であったと感じた。これ

想う気持ちに繋がる公演

に育って欲しいと思うと

に３ヶ所しかないプラネ

る場合には、常勤透析専

していくのか。
退職願いの報告
を受けた。

は、宿泊業務等はスポー

施設は収支や老朽化が

県内はもちろん、国内で

ツ・音楽関係を含めた合

全国８ 位の口径

源としてどのように活用

同時に、健全育成に取り

タリウム、しかも宿泊施

舞台であった。狭山市と

も数ヶ所しかない。『か

宿誘致を進め、天文分野

く、広く町を挙げて色々

例に、生涯学習と地域活

指定管理計画及び町条

のか等、意見を聞き相談

ういう方法が考えられる

方法がベストなのか、ど

病児保育実施の時期は

組んでいく。

は交流舞台をきっかけ

わべ天文台』は大切な施

町長―大変素晴らしい

に、文化・スポーツなど

設である。

な交流を進めていく。ま

性化の拠点として管理運

については今までの運営

の交流や青少年だけでな

た、こういった交流には

年度から実施したい

発言もあった。今はどの

が不足しており臨時保育

また、「正規の保育士

月 議 会 で 、 協議し、できるだけ早く

をしながら検討していく

後、担当課や保育現場と

士に依存している、職員

営すると明記している。

年

活動を展開していく。

なると考える。

答

開始できればと考えてい

27

体制の改善が大事」との

支援を行なっていく。

１

る」と答弁している。

必要があると考えている。 病児保育実施を求めた質
ていない。

しかし、保守点検は３年

熊谷重美議員
問に対し、町長は、「今

12
前に行ってからは行われ

25

答

２
問

ちが故郷を知り、故郷を

３
問
問

問題に対する認識と改善

運営方法の意見を聞き、
相談しながら検討する

門医師がいない日高病院

かわべ天文公園の
今後は
設まである公開天文台は、 課題となっている。今後

答
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8

ひだか川議会だより

ひだか川議会だより
9

ような状況なのか。
御坊市病児病後保育事
業への加入は、協議して

年度から、福

祉タクシー券の導入を考

27

歳以上で運

福祉手帳１・２級を持っ
ている方、

象者は、身体障害者手

タクシー券配布の対
い。

ていない地域の方とした

ミ ュ ニ テ ィバ ス 運 行 を し

転免許を持たない方でコ

帳１・２級、療育手帳Ａ

えている。

65

答
１・Ａ２、精神障害保健

誠議員

入口

いないのか。
御坊市病児病後

保育事業への加入も一つ
の方法だ。御坊市までの

高齢者・障害者

防災・減災を強力に推進していく

議論されているが、早め

の放流をしない議論であ

る。このことについての

町長の考えを伺う。

また、少しのまとまっ

た雨でも溢れる２級河川

の堂閉川、矢田川につい

ても対策を伺う。

ハードとソフト

が一体となった防災・減

災対策を強力に推進して

いく。避難対策について

は、今年から日高川の洪

水やダム放流に対する避

難情報マニュアルを作成

し、対応している。

操作規則は気象情報を

十分把握し、ダムの機能

が発揮できる改正をすべ

きと考えている。御坊市

とも歩調を合わせていく。

堂閉川は河川勾配が緩

やかで、行政区域を跨っ

て流れているため、改修

ても家屋が建ち並んでい

が難しい。矢田川につい

よる被害への取り組みと

る地域において、改修が

椿山ダム操作規則の改

解を得られれば貯留池も

ながらの浚渫や地元の理

進んでいない。状況を見

正については御坊市でも

うなっているのか。

早期避難対策の状況はど

日高川の氾濫に

答

送迎が難しい家庭もある
ので、保護者の意向、関
年

係者との調整の上、より
良い方法を検討し、
度からスタートする。
保育士については、全
体の半数以上にもなる臨
時保育士に、無理をお願
いしている状況だ。
役場職員の採用は、退
職者３人に対し１人採用
の方針であるが、昨年は

保育士を中心に採用した。 の交通手段として、コミ
運行の導入などを行って

全 体 的 なバ ラ ン ス を 考 え 、 ュ ニ テ ィバ ス や デ マ ン ド
保育所長の意見も聞きな

河川被害における対策は

１

27
いるが、タクシー券の配
年

助成を導入したい」との
町長答弁であったが、

年も半ば、いつ実施する
のか。

２階には病児保育施設（北出病院内）

答
がら、慎重にしていく。

月議会で「

布を望む声も多くある。
年

12

度を目途にタクシー券の

26
26

問

27年度から実施を考えている

２

タクシー券助成の実施時
期は
問
25
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検討する。改修について

日高郡町議会親善ゲート
ボール競技大会
で郡議長会主催による

１ 勝をあげるなど、随所

チームも久しぶりとなる

参加し、当日高川町議会
回日高郡議会親善

月７日、美山ドーム

にも繋がっていく。対策

「第

箇所である。

単独で地域振興対策事業

規模の小さい災害は町

啓発に努めていく。

合うことも大切であり、

害への避難対応等を話し

から区長を中心に土砂災

の周知もしていく。日頃

後広報やホームページで

画に掲載をしており、今

このことは地域防災計

警戒区域は

２８６箇所、その内特別

８９ ４ 箇所、警戒区域が

所は全地域に及んでおり

土砂災害危険箇

を伺う。

進む本町では耕作放棄地

している。少子高齢化の

応が不可能な災害も多発

地元や受益者のみでの対

も県に強く要望していく。 しては規模は小さいが、

土砂災害への対応は
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各町Ａ・Ｂ２チームが

７月

日・

日、毎日

新聞社と毎日文化センタ

ー共催の市町村広報セミ

ナーが大阪市で開催され、

広報委員会で参加しまし
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ている。自助努力を期待

いホール」での、

今年は作家の加来耕三

ます。
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険箇所は把握できている

しながらも被災事情を精

られないような豪雨も頻

のか。住民への広報、対

加した委員各々の今後の

繁になり、「今まで土砂

観点から今後の議員活動
策、避難方法はどうなっ

県下町村議会議員の全議

災害はなかったからこれ

努めていく。

査し、早期復旧に今後も

啓発と早期復旧に努めていく
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議会広報づくりに反映し
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ているのか伺う。

最近では、考え
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からも大丈夫」とは言え
ない状況になりつつある。
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