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んなこと

まりました

決

第３回臨時議会
●工事請負契約の締結に
ついて
スポーツ振興くじ助成
金事業南山陸上競技場整
備工事（１期工事）で、
指名競争入札により日本
体育施設株式会社和歌山
営業所が５億４千万円で
落札し、契約するもので
す。
（賛成全員）
指名した業者は
何社で、県内業者か。
県内に営業所が

す。

計るとしている。

についても、その負担の

持ち方について、指定管

理業者ときちんと契約を

結ぶべきでは。

今後、温泉利用

助成の要綱を定めた上で、

利用料や入湯税の取り扱

いを指定管理料にどう反

映させるか業者と協議し

ていきたい。

第３回定例議会

●家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準

を定める条例制定

児童福祉法が改正され

たことに伴い、市町村に

おいて、家庭的保育事業、

川辺地域の民間

温泉施設の利用に対し、

小規模保育事業、居宅訪

（賛成全員）

高齢者や障害者の利用料

社を指名し、その

造交付金を受けて、日高

ある

認の検定競技場の工事で

問型保育事業又は事業所

育所等を設立した場合、

民営の家庭的保

あるのか。

財政的な支援は

（賛成９名）

を制定するものです。

必要があることから条例

営に関する基準を定める

を町が負担する予算を置

今回は地域の格

入浴料無料化には、回

差を埋める処置だ。
用したレトルト食品の開

数券の発行や一部負担と

公営施設の温泉

討したい。

来年度の実施までに再検

発と製造をしていくもの

養殖アユ等を利

ことだが説明を。

川漁協の新たな水産物加
・ ％ だっ

あり、スポーツ専門業者
落札率は
た。
● 一般会計補正予算（第
２号）

一夜干し加工の閑散期

すべきとの意見があるが、
２２万１千円を増額し、
予算の総額を

５万９千円とするもので

５ ００ 万円の売り上げを

の雇用対策として、約１

だ。

答
億７６１

歳入歳出それぞれ１３

地域経済循環創

答

問

答

33

うち７社が応札した。公

工事中の南山陸上競技場

いたが、考え方はどうか。 内保育事業の設備及び運

問

問

90

95

答

工品開発に充てるという

10

を指名した。

問

問
答

こ
８月６日に第３回臨時議会が開かれ、工事請負契約の締結１件、予
算１件が提案され、全て原案のとおり可決しました。
９月12日から19日まで第３回定例会が開かれ、条例の改正・制定
７件、専決処分１件、補正予算５件、意見書の提出１件が提案され、
全て原案のとおり承認・可決しました。同時に提案された平成25年
度一般会計と10の特別会計の決算認定は、議長を除く11名の委員で
構成する「決算特別委員会」を設置し、閉会中に審査することになり
ました。
また、６月議会において所管の常任委員会に付託された請願１件を
採択しました。
一般質問は、５議員が行い、町執行部の取り組み等を問いました。
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3

か。
の資格を持っていない支

教師・保育士等

施設給付費が支給される。 確保に制約がかからない
小規模保育所を

各地域に造ることは可能
か。

「中国残留邦人等の円

正

帰国後の自立の支援に関

滑な帰国の促進及び永住

滑な帰国の促進及び永住
する法律」と「母子及び

（賛成全員）

●消防団員等公務災害補

償条例の一部改正

３号）（専決処分）

歳入歳出それぞれに１

億９３９

７７９万７千円を増額し、

予算の総額を

５万６千円とするもので

児童扶養手当法が改正

されたことに伴い、条例

帰国後の自立の支援に関
する法律」が「中国残留

す。

寡婦福祉法」が改正され
たことに伴い、条例中に

中に同法を引用している

年３月

邦人等の円滑な帰国の促

援員は、平成
同法を引用している「保

設立しても、入
日までに、県知事が行う

日にか

号に

（賛成全員）

たものです。

よる被害等に緊急対応し

けて接近した台風

８月９日から

所の希望は町が受け付け

国残留邦人等及び特定配

（賛成全員）

部分について所用の改正

する条例」並びに「へき

偶者の自立の支援に関す

●中津キャンプ場条例の

進並びに永住帰国した中

地保育所の設置及び管理

る法律」に改正されたこ

一部改正

育所の設置及び管理に関

に関する条例」について

とに伴い、条例中に同法

号台

ガロー１棟あたり利用料

制について伺う。

風における職員の配備体

関連して
いて所用の改正を行うも

金の限度額を、現行の１

分大

０ 円に改正し、繁忙期や

２ 号配備とし、暴風警報

雨洪水警報が発令時点で

９ 日６ 時

閑散期等のシーズンに見

発令後、同日

時３号配

合った料金設定を可能と

備にした。

職員の参集場所

が勤務地に集合となって

いるが不合理ではないか。

の料金に波をつけ、閑散

況によって居住地近くの

地へということだが、状

基本的には勤務

期の利用を促し、利用

繁忙期、閑散期

理由は。

大幅な値上げの

（賛成８名）

するものです。

０８００円から１６２０

のです。

中 津 キ ャ ン プ 場 のバ ン

を行うものです。

所用の改正を行うもので

●公営住宅条例の一部改

（賛成全員）

を引用している部分につ

研修を終了すればよい。
条例と照らし合

わせ、今後保育対象者を
どうしていくのか。
最終的には対象

年齢を小学６年生まで拡
大していく。

す。

る。町営の保育所で十分
賄えているので実際には
難しい。
本町のへき地保

育所が小規模保育所に該
当するのではないか。
小規模保育所に
●特定教育・保育施設及

子ども・子育て支援法

該当する。民営でないた

●放課後児童健全育成事

に基づき、特定教育・保

び特定地域型保育事業の

業の設備及び運営に関す

育施設の運営に関する基

め、給付費の支援はない

る基準を定める条例制定

準及び特定地域型保育事

運営に関する基準を定め

児童福祉法が改正され

業の運営に関する基準を

が、県の措置を受けられ

たことに伴い、市町村に

定める必要があることか

る条例制定

おいて放課後児童健全育

ら条例を制定するもので

る。

成事業の設備及び運営に

す。

料金は８段階としており、 している。

客の増加につなげていく。 本庁、支所ということに
●保育所の設置及び管理

●一般会計補正予算（第

げするものだ。

予想されるときは、いつ

いて、２号、３号配備が

職員の待機にお

最高限度額を５千円値上

（賛成９名）

関する基準を定める必要
があることから条例を制

11

11

53

31

に関する条例等の一部改
正

10

21

答
「中国残留邦人等の円

問

定するものです。
（賛成全員）
条例を制定する
ことによって、支援員の

問

答

問

答

問

答

問

32

95

答

問
答
問
答
問
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でも連絡が受けられ、出
（賛成全員）

ことが大事だ。飲酒など
多いが、交付金の趣旨説

付金を利用しての事業が

業対策や鳥獣害対策とし
号で被災していたもの
を保険金で改修を行う。
選挙投票所、検診等に利
用していく。

歳入歳出予算にそれぞ

れ４４８万７千円を増額

調理員を、順次正規雇用

していきたい。

万６

し、予算総額

億

●国民健康保険事業特別

歳入歳出予算にそれぞ

度収入、前年度繰越金を

支払基金交付金の過年

千円とするものです。

れ１１５１万１千円を追

計上し、これを前年度の

加し、予算総額

５１万１千円とするもの

後期高齢者支援金、前

●川上財産区特別会計補

（賛成全員）

するものです。

期高齢者納付金を増額す

前年度繰越金７万７千

正予算（第１号）

並びに前年度の精算に伴

年度歳入歳出決

（賛成全員）

積立金に充当するもので

円を計上し、これを基金

です。

です。

●平成

算の認定について

会計の決算認定

昨年度の一般会計と特

別会計

議案です。

この議案は、議長を除

名の委員で構成する

決算特別委員会で審査す

く

を繰越金として計上し、

山本啓司

小畑貞夫

（継続審査）

副委員長

委員長

ることになりました。

補正予算（第２号）

●介護保険事業特別会計

（賛成全員）

へ納付するものです。

後期高齢者医療広域連合

前年度中の納付保険料

す。

１万３千円とするもので

し、予算総額２億５４３

れ１１８万９千円を増額

歳入歳出予算にそれぞ

計補正予算（第１号）

●後期高齢者医療特別会

（賛成全員）

う返還金を計上するもの

るとともに、基金積立金

です。

精算に伴う返還金に充当

億６９

会計補正予算（第１号）

79

がんばる地方交

ないよう、職員に徹底す
明を。
治体を対象に地域活性化

主なものとしては、地

て、都会の方を最大３年

員が受けることとなる。
コミュニティバ

観光施設の修繕
費の内容は。
旧美山産品販売

校の

13

勤できるようにしておく

べきだ。
する姿勢を、再度徹底し
のために交付されてい

財政力の弱い自

ていきたい。
る。単独事業にも適用さ

職員の災害に対

●一般会計補正予算（第
れ、若者定住促進住宅建

隊の説明を。

地域おこし協力

している。

設や町道改修などに充当

４号）
歳入歳出それぞれに２
億９９４３万７千円を増
億９３３９万３千円

額し、予算総額をそれぞ
れ

籍調査費で測量業務委託

間、最終的には定住を目

寒川地区で、産

料１２６９万６千円、地

的として、活動してもら

とするものです。

域おこし協力隊等関係事

う。具体的な活動内容は

ス運行替えによる予算の

節目の歳に接種をし、５

業費で３５３万８千円、

地元関係者と協議中であ

増減はどうか。

歳以上全

健康管理センター管理費

る。

年間をかけ、

で災害復旧工事関係１２

月からデ

マンド運行を始めるため、 所の撤去と整地費用であ

本年
接種費用の予算化につい

る。

のか。
小中学校

正規でいくつもりはない

時調理員採用予算だが、

学校管理費の臨

復旧費で５１９９万１千

センターを復旧するが、

中津の健康管理

額となっている。

電話受付の費用などが増

肺炎球菌の予防

地域おこし協力隊が活動する寒川地区

て説明を。

５ ８ 万円、林道施設災害

12

円、農地農業用施設災害

炎球菌と水疱瘡が定期接

復旧費で１億１２５２万
３ 千円、公共土木施設災

種となり、無料とする。

年の台風

25

10

問
答

活用方法は。
平成

13

月１日から肺

害復旧費で５５８７万円

今年度は

歳・
などの増額を行うもので

歳と１００歳以上までの

歳・
す。

75

問
答

70

11

65

11

23

10

65

問
答

答

14

問
答
問
答
問

問
答

答
98
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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

を行っている。 ％ 補助

が開催されました。

ゲ ー トボ ー ル 競 技 大 会 」

くも第６位でした。

で健闘しましたが、惜し
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

た。

ベテランの講師陣から、

文章や写真に至るまでの

制作のポイントを中心に、

「読者目線でわかりやす

の総合文化会館「あじさ

８月８日、かつらぎ町

義を受けました。各々の

ら何を学べるかなどの講

氏が壇上に立ち、歴史か

や意見交換も行われ、参

他の自治体の事例紹介

い」広報紙づくりの講義
い復旧に対して支援をし

年度

和歌山県町村議会議員研
修会に参加
土砂災害警戒区域や危

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。

を受けました。
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

10

17

議会広報づくりに反映し

ではあるが、緊急性の高

より読みやすく、わかり
やすい議会広報づくりに
向けたセミナーに参加

15

82

に活かします。
また、災害復旧事業と

ているのか伺う。

最近では、考え

50

14

答

員研修に参加しました。

矢田川がはん濫し、水没した役場駐車場
からも大丈夫」とは言え
ない状況になりつつある。

26

２
問
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ひだか川議会だより

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。
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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
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請願・陳情の審査
ずることを義務づけてい

手話言語法制定を求める
な言語であることが理解

手話が音声言語と対等

産建厚生常任委員会

意見書の提出を求める請
され、きこえない子ども

る。

願書
が、手話を身につけ、手

のできる環境整備を目的

話を学び、自由に使え、
植野陽一郎
とした、法整備が必要で

■請願者

貞夫

更に普及、研究すること

会長
小畑

日高郡聴覚障害者協会
紹介議員
あると考える。
の趣旨は十分理解できる

以上のことから、請願

わが国においては平成
ものであり、全会一致で

■委員会の意見
年に障害者基本法が改

正され、「全て障害者は、 採択とする。

のための手段についての

言語、その他の意思疎通
送付した。

れ、関係大臣に意見書を

本会議において採択さ

可能な限り、手話を含む

選択の機会が確保され

ウイルス性肝炎患者に対

る」と規定し、手話が言
語に含まれることを明記

する医療費助成の拡充に

した。

引き続き、継続審査と

関する陳情書

している。
また、国及び地方公共
団体は災害、その他非常
事態の場合に、障害者に
対して、その安全を確保
するための必要な情報が、
迅速かつ的確に伝えられ
るよう、必要な施策を講

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣・厚生労働大臣・文部科学大臣

（提出先）
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ひだか川議会だより

手話言語法制定を求める意見書

手話とは、言葉を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系をもつ
言語である。手話を使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコ
ミュニケーションの手段として大切に守られてきた。
しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史が
あった。
2006（平成18）年12月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話は言語」であることが明記さ
れている。
障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、2011（平成23）年８月に成立した
「改正障害者基本法」では「全て障害者は、可能な限り、言語（手話を含む。）その他の意思疎通のた
めの手段についての選択の機会が確保される」と定められた。
また、同法第22条では国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけており、手話が音声言語と
対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手
話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実
現することが必要であると考える。
よって、国において下記事項を講ずるよう強く求める。

記

手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手
話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的と
した「手話言語法（仮称）」を制定すること。

北西

す︒

︵伊奈禎胤︶

よ ろし くお願 いしま

す︒

ルが でき たらと 思いま

せ︑ 日高 川町の アピー

に な り︑ 大会を 成功さ

だき ︑我 々議員 も一緒

の 皆 様に ご 協 力 を い た

進行 され るよう ︑町民

で ︑ 競 技 が ス ム ー ズに

人出 が予 想され ますの

本 番当 日はか なりの

競技が催されます︒

美山 漕艇 場では カヌー

はア ーチ ェリー 競技︑

ーツ 公園に おき まして

てき まし た︒南 山スポ

ま国体まで１年と迫っ

さ て︑ 紀の国 わかや

とと思います︒

怪我 なく 楽しま れたこ

行事が催されましたが︑

運 動会 ・祭礼 などの

となってきました︒

に か すご しやす い季節

た日 も過 ぎ︑い つのま

気 がつ けば︑ 暑かっ

南東

