神的にも肉体的にもたい
へんであろうと思う。
そういった中で、時給

計画地は、いずれも町営

（１）若者定住対策事業

３．調査の結果・意見

会を行った。

疎対策について意見交換

て説明を受け、今後の過

ら事業説明と実績につい

に地域に増やすにも適地

揮できないし、今後さら

だけではその有効性を発

的を達成するために１戸

図ることである。その目

の維持や地域の活性化を

進し、地域コミュニティ

ため若い世代の定住を促

による過疎化に対応する

落や市町村全体ではな

この事業は個別の集

と地域おこし協力隊。

性化事業（寒川寄合会）

（２）過疎集落再生・活

い。

後の応募状況を注視した

れるところであるが、今

込に影響しないか心配さ

委員会視察レポート

調査先

住宅の近くの町有地を利

く、住民生活の一体性を

平成

年

１．視察の概要
日程

また、それぞれの箇所

月 日

①若者定住対策事業につ

の確保が心配である。
今回の事業の目的は、

いて
山野・三十木・初湯川

への総合対策事業として、

地域住民の主体性を活か

には課題もあり、入居申

予定地

す取り組みを支援する事

人口減少及び少子高齢化

②過疎集落再生・活性化

地区の若者定住住宅建設

重視した「過疎生活圏」

用している。

総務文教常任委員会

若者定住促進住宅の現場と
寒川寄合会の状況を見る

９００ 円というのは適正
であるのか伺いたい。
保育士の時間給

９００ 円は、近隣市町と
年４月１日

の格差があるということ
から、平成
に改正をしたところであ
る。
日高圏域の市町の臨時
保育士の給料は、１ヶ月
日と換算して比較す

年度～

業である。平成

年度の３ ヶ年の取

し、タウンミーティング

として寒川寄合会を結成

である。まず事業の起点

ニケーションが強い地域

り、過去から地域コミュ

ンパクトにまとまってお

寒川地区は基本的にコ

現在に至っている。

茶屋と観光）を取り組み、

等）・活性化対策（寒川

型檻とモンキードッグ

獣害対策（サル捕獲大

（シイタケ復興等）・鳥

り組みであり、産業対策

平成

対策事業と地域おこし協
力隊について
寒川地区寒川共同会館
２．調査の経過
（１）若者定住対策事業
各定住住宅建設予定地
において、企画政策課よ
り事業概要と立地条件等
を確認した。
（２）過疎集落再生・活
性化事業と地域おこし協
力隊。
寒川共同会館において、

23

を

19

企画政策課・美山支所職

25

ると、時間給としては６
番目、年収額で比較する
と３ 番目に位置付けられ、
年間ベースでは決して安
いということではない。

かわべ保育所

11

員と寒川寄合会の方々か

三十木地内の定住促進住宅建設予定地で

25

26

答
21
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を行った。内容について

の中から事業計画の作成
て３ 年間地域に送り込む

の若者を町臨時職員とし

ことは、地域特性を活か
る。新たな過疎対策の取

欲のある若者が対象とな

産建厚生常任委員会

Ａ級グルメで村おこし

面積は４１９ ．

㎢、

年

邑南町では人口減少に

危機感を持ち、平成

年間で「０ 歳

歳までの児童人口

度からの

23

の子育て村推進基本計

に重点を置いた『日本一

目標に掲げ、子育て支援

０ 人」にすることを数値

を１６６０ 人から１８０

から

10

５ ％ と高く、本町とよく

治療費、特定不妊治療費

的な負担軽減、一般不妊

療費無料化といった経済

料化、中学卒業までの医

に第２子以降の保育料無

具体的には子育て世代

ている。

置し、総合的な対応をし

の子育て村推進本部を設

人を含めた邑南町日本一

看護師、保育士等の民間

ジェクトとして取り組み、

各課が分野横断的なプロ

想」については庁舎内の

◎「日本一の子育て村構

対策を行っている。

ア」の３ つの戦略で定住

「徹底した移住者へのケ

級グルメで地域振興」、

の子育て村構想」、「Ａ

． 画』を策定し、「日本一
現在は１万１５６０ 人と

似た町である。

山林が ％ 、高齢化率
なっている。

３４５５ 人であったが、

合併し、当初は人口１万

日本一の子育て村へ

避けて通れない可能性も

18

は前述のとおりであるが、 事業である。寒川地区で

した新しい発想による活
り組みであるが、過疎集

起業・就業・定住する意

動も必要ではなかったの
落再生・活性化事業にお

邑南（おおなん）町が取

は収入が増えることにあ

あると考える。そのため

邑南町は、島根県中南

22

意見交換において感じた

かと感じた。この点につ
１．調査事件

マンパワーとしてのソフ

り組む若者定住施策「日

一方で中心部以外の地

するため調査を実施した。

ると思うが、どうすれば

にも、これら事業が上手

部に位置し、広島県と接

41

ける産業対策等がハード

デアが出にくい等の意見
ト事業であり、是非とも

本一の子育て村」と地域

導から抜け出し、本当の

域は過疎進行のペースも

（２）調査地

月６ 日～７ 日

そうなるのかを議論し運

く機能して地域活性化に

し、南西部には１千ｍ 級

86

いては、寒川寄合会メン

があった。行政としても
寒川地区の定住と活性化

おこし協力隊事業を利用

（１）調査目的

新たな発想が生まれるよ
につながることを期待す

した「Ａ級グルメ構想」

とすれば、それを動かす

うなコーディネート力も
る。

バ ーからも地域からアイ

求められる。また行政主
意味の自主的なものとし

早く、大きな課題となっ

を視察し、本町の参考と

て継続されることを期待

年

（３ ）調査実施日

邑南町役場

島根県邑南町

ている。
将来的には、集落再編

したい。
シイタケ復興や寒川茶

屋の事業運営についても、 といった生命・生活維持

平成

営に取り入れる必要を感

繋がることを期待すると

の急峻な山地、東は低地

のための具体策の検討も

じた。

ともに、支援していく必

次に、地域おこし協力

年に２町１村が

も多い地形となっている。
隊事業であるが、国費１
００％ の補助事業で２名

平成

要性を強く感じた。

過疎地域の活性化の原点

11

２．調査の経過

26

16

ひだか川議会だより
15

事業を実施している。

時的に保育する病児保育

と子どもが病気の際に一

助成等、町独自支援制度

の助成、予防歯科費用の

ザーの移住者も増えてお

応している。シングルマ

引き合わせ等の相談に対

の案内や先輩移住者との

空き家情報の提供、町内

し、子育て支援の説明、

ーディネーターを配置

ケア」としては、定住コ

「Ａ級グルメ構想」に

言葉であった。

いう説明も印象に残った

まま活かしていく。」と

す。小さい保育所もその

い。これは町長の方針で

「保育所は統廃合しな

じた。

を結びつつあるように感

底した移住者へのケア」

設、交流会の開催等「徹

供、無料職業相談所の開

の説明、空き家情報の提

員を配置し、子育て支援

ネーター、定住促進支援

邑南町では定住コーディ

しい問題と感じていたが、

病院において常勤医師

医療体制では公立邑智
名体制で診療しており、

り、無料職業相談所の開

ついては産業振興として

ともに、緊急搬送の体制

「特産品のネット販売」

しさの説明も必要ではあ

い等、定住することの難

の消費が年間１２１万円

を３ 本柱として取り組ん

ン味蔵」、「食の学校」、 いや地元住民とのつきあ

移住者には都会との違

いる。

を行い定住促進を図って

時間救急受付を行うと

設、交流会の開催をとお

行っており、「レストラ

邑南町は、人口減であ

３．調査の結果、意見

して定着を図っている。

も持ち合せている。
教育支援については３
つの奨学金制度を整え、
町内小中学校の学校図書

今回、最も参考になっ

との試算もあり、町への

るが、移住者一人あたり

たのは、地域おこし協力

経済効果が大きいと感じ

でいる。
となった。どこの自治体

隊制度を利用して事業を

た。

るが、社会動態で合併

材の育成を進めている。

も少子化対策・若者定住

行っている点である。本

本町でも寒川地区にお

室に司書を配置すること

生活環境の支援につい

に取り組んでいるが、成

町も寒川地区においてこ

いて、地域おこし協力隊

名の協力隊が現在活躍し

のことであるが、若者定

現在選考を進めていると

人の増加

ては若い世代の定住と集

果を挙げていない自治体

の制度を利用しようとし

ているとのことである。

年目に初めて

落の活性化を推進するた

が多い中で、邑南町は少
産品販売、情報発信を行

これは、いち早く子ど

により、図書の充実と人

めに、新築及び増改築や

ているが、邑南町では
でしか味わえない食や体

う隊員や、就農を目指す

２ 名を採用することとし、
しずつ目に見えた成果を
験を「Ａ級グルメ」と称

挙げつつある。

この他にＵ ・Ｉ ターン

間で、その後は自立をし、 魅力があり、期待が持て

住や経済効果からみても

る制度であると感じた。

この事業の補助は３ 年
み、医療体制や学校図書

定住してもらうことが目

今回視察した邑南町の

も医療費無料化に取り組
室への司書の配置などの

的の一つになっている。

取り組みは、大いに参考

隊員として雇用をしてい
名を採用

教育支援、若い世代への

少子高齢化が進み、働

しＵ ・Ｉ ターン者の雇用

名、採用

生活支援等、幅広い分野

く場の少ない本町では難

民設）の整備をしている。 を実現しようとしている。 る。これまで

終了後の定住者が４名で

で一貫した強い意志が実

し、活動中が
の事業である地域おこし

ある。

国の助成がほぼ１００％

興」については、町内で

協力隊制度を利用し、イ

◎「徹底した移住者への

◎「Ａ級グルメで地域振
生産される良質な農林

タリアンレストラン、特

になった。
産物を素材とし、ここ

14 21

を行っている。

空き家の改修に補助事業

10

10

者専用賃貸住宅（公設・

14

20

24
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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調査報告

９ 月４日 第８ 回
事前協議を行った後、
参考人・説明員の聴取
を行った。招致したのは、
元まちみらい課長、農業

庫）管理簿の掲載方法。

仕入管理簿、販売（在

後各委員と執行部（町

での意見を述べた。その

受け、委員長から委員会

いて意見交換を行うこと

答を行った。

日第

に町当局から議会に対し

調査の終了を決定しまし

ら関連質問を行う方法で

問を行い、その後委員か

後の進め方において、前

ての意見交換を行う。今

人・説明員の聴取につい

９ 月４日に行った参考

の決定事項について説明

後の運営についての公社

からジビエ工房紀州の今

ついての説明と、公室長

不起訴処分としたことに

され、町長から今回の詐

先に全員協議会が開催

月

回

長・公室長）との質疑応

日 第９回

９月

次回の調査内容につい

て協議し、前回行った参

企画政策課専門員の４名

とする。

振興課長、企画政策課長、 考人・説明員の聴取につ
である。

末、事件の発覚後に議員
て説明がありました。本
た。

実施した。

町長並びに企画政策課専

がある。

がなされたことで一つの

の発議により委員会を設
委員会の今までの調査内

委員会の設置の背景、

門員を参考人として招

日

置して、途中議員改選を
容から見て、事件につい

目的及び途中までの調査

①設立当初のジビエ

致することの意見があ

月

挟み、約 ９ヶ月間にわた
ては矛盾と見受けられる

活動にいては ８月 ６日の

工房紀州の運営方法か

を開催。不起訴処分とな

る」と発表し、

り事件の全容解明、制度
申請が多数見受けられる

第 ３回臨時議会におきま

ら、専門員等を雇い入れ、 り、決をとった結果、賛

ったことにともなう、委

年 ３月

の改善等について調査を
ことや、嫌疑が全くない

して中間報告をしていま

成５ ：反対５ の同数とな

本委員会は、

続けてきました。
とはいえないが証拠が不

すので、今回中間報告以

捕獲報償金の受付・現金

下記の３ 点である。

否決された。

いて協議を行った結果、

これを受けて、委員会

欺事件について検察庁が

しかし、本委員会の調

十分との検察庁の見解に

後の調査結果、内容、結

回

査事件については、去る

納得しがたい感もありま

委員長からの質問は、

日、和歌山地方検

月

員会の今後のあり方につ

察庁が「不起訴処分とす

た経緯。また、立案・協

月の第４回定例会に調

ジビエ工房紀州の運営

の調査を終了することに

査報告を行い、本委員会

回

等、今後のあり方に関す

決定した。

日第
５ ．書類調査

②特例について、ジビ

る町への提言についての

月

３ 回臨時議会において中

６ ．現時点での解明状況

エ工房紀州及び公社担当

委員会の考え方について、

議・決定と進めてきた過

有害鳥獣捕獲報償金の

間報告をしている。中間

７ ．有害鳥獣捕獲報償制

町職員への説明・指示の

を委員長・副委員長でま

程の詳細。

不正受給等に関する事項

報告の内容については、

度等の改善に関する第１

午後からの議員全員協

とめ、次回の委員会に提

ついて協議し、この内容

調査報告書の内容等に
１ ．委員会設置の背景と

意見交換を行う。

２．調査の経過

内容。

議会において、ジビエ工

示し、諮ることに決定。

門員等の理解度。

房紀州の今後の運営方針

回

③公社の現金出納簿及

日第

について町長から説明を

月

びジビエ工房紀州の食肉

また、担当町職員・専

次提言というものであっ
日

委員会設置の背景と目
的及び第１期（３ 月

よって今回は、中間報
告以後の調査経過、内容、

日）、第２期

果

結果について報告する。

～４月

（５ 月９ 日～８ 月６ 日現

４ ．説明員招致による説

13

28

在）における調査活動に

27

３ ．証人尋問の内容と結

目的

明内容

月３日 第

12

た。

ついては、８ 月６ 日の第

はじめに委員長から質

14

２．委員会の審査経過

１．調査事件

区切りをつけることとし、

11

り、委員長の採決により

10

11

払いの特例化へと移行し

14

果について報告します。

11

すが、不起訴という決定

26

18

27

10

10

10

31
30
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町がどういった対応をし
により、要望に応えられ

もに、各猟友会との協議

という決定に対し、今後、 による対応を進めるとと

元職員が、詐欺容疑で書

本町ふるさと振興公社
工房紀州のあり方につい

に、制度の改善やジビエ

を二度と起こさないため

今後、こういった事象

立ち返ること。その上で、

営は、設立当初の原点に

６ ．ジビエ工房紀州の運

償金の対象とすること。

体の申請についても、報

内容からみても、矛盾と

委員会の今までの調査

と。

１万５ 千円に統一するこ

いての捕獲報償金を一律

紀の国わかやま国体会期：平成27年 ９月26日（土）〜10月 6日（火）
紀の国わかやま大会会期：平成27年10月24日（土）〜10月26日（月）

○紀の国わかやま国体 アーチェリー競技
日時：平成27年９月27日（日）〜９月29日（火）
会場：南山スポーツ公園陸上競技場

○紀の国わかやま国体 カヌースプリント競技
日時：平成27年10月１日（木）〜10月４日（日）
会場：美山漕艇場

○紀の国わかやま大会 アーチェリー競技
日時：平成27年10月25日（日）
場所：南山スポーツ公園陸上競技場

○ボランティア登録受付中です！
町実行委員会では、国体・大会期間中に会場でボランティアとしてお手伝いいただける方を募集
しています。（きいちゃんトートバッグやボールペンなどオリジナルグッズ進呈）

については、環境警備隊

ていくのかは未知数であ
るようにされたい。

類送検されるに至った事
ての委員会の要望を「第

将来的な課題として民営

（意見）

日和
２ 次提言」というかたち

化、民間委託を検討する

月

歌山地方検察庁は、元職
で勧告し、町の積極的な

件について、
員を「不起訴処分」とす

等の改善に関する第 ２次

見受けられる申請が多数

２ ．報償金の支払いは、

に努めること。

こと。その際、情報収集

それを受けて本委員会と
提言

見受けられることや、ま

要綱に従い捕獲者個人へ

１ ．イノシシ、シカにつ

た「嫌疑がまったくない

と。

の振り込みを徹底するこ

不 十 分 。」 と の 検 察 庁 の

とは言えないが、証拠が

た。

して調査の終了を決定し

有害鳥獣捕獲報償制度

対応を強く願う。

日に町当局から

ると発表した。
月

31

３ ．「止め刺し」の依頼

いよいよ今秋、44年ぶりに和歌山県で国体が開催されます。日高川町は、アーチェリー競技、
カヌースプリント競技、また、紀の国わかやま大会（全国障害者スポーツ大会）のアーチェリー
競技の３つの競技の会場地となっております。
皆さまぜひご来場いただき、会場を盛り上げていただくとともに、全国から来られる皆さま
に、あたたかいご声援をよろしくお願いします。

もあるが、「不起訴」

とめた調査報告書（案）

り、委員会として調査途
４ ．環境警備隊の活動日

14
10

議会に対して説明があり、

14

見解にも納得しがたい感

紀の国わかやま国体・大会が開催されます！

委員長・副委員長でま
の内容等について検討。

中であり全容解明に至っ
数を増やし、空白期間を

案の確認。

12

３．調査の結果又は概要

回

ていないが、不本意なが
埋められたい。

日第

前回検討した調査報告

らひとつの区切りをつけ

５ ．防護網にかかった個

月

書の訂正箇所など、最終

ることとした。
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ひだか川議会だより

