んなこと

まりました

第４回臨時議会
●工事請負契約の変更

業にかかるものです。
（賛成全員）

関する事務を平成

年４

月１日から共同処理する

ことになるため、規約を

変更をするものです。

１３ 番地先

（賛成全員）

携帯の不感地域

の解消ということで、特

●動産の取得

るのか。

地域がどの程度残ってい

第５回臨時議会
●工事請負契約（町道上

（串本糠越地区携帯電話

に集落の中で人家がある

絡線上田原橋橋梁災害復

田原河北河南連絡線上田

（賛成全員）

旧工事）（専決）

日高川町大字串本１０

えるものです。

信用施設に次の箇所を加

度完成するため、移動通

携帯電話基地局が今年

一部改正

●移動通信用施設条例の

（賛成全員）

ヶ所である。さら

一時金の額を

万円から

部が改正され、出産育児

健康保険法施行令の一

部改正

●国民健康保険条例の一

たい。

に粘り強く要望していき

部で

係る無線機器の購入です。 を行っているところが全

に向けた整備事業の要望

不感地域の解消

基地局・無線機器一式）

号による新たな

原橋橋梁災害復旧工事）

台風

携帯電話基地局整備に

（町道上田原河北河南連

27

号で新たに災害

台風

が発生したことにより、

災害の発生により、工事
の出来高を打ち切り清算

打ち切った工事の再起工

●人権擁護委員の推薦に

第４回定例議会

（賛成全員）

にかかる契約です。

するための変更です。
（賛成全員）
この工事は困難

な工事である。最近の雨
の降り方、椿山ダムの放
とが繰り返されるのでは

つき意見を求める件

水の状況を見ても同じこ
ないか。

友渕洋司さん（熊野
川）の推薦に同意するも

原形復旧を基本
に、工程や工期を考え、

のです。
●和歌山県市町村総合事

（賛成全員）

工法も工夫して復旧した
い。
●一般会計補正予算（第

務の変更及び和歌山県市

務組合の共同処理する事
歳入歳出にそれぞれに

町村総合事務組合規約の

５号）
２億３３４５ 万円を増額

変更

対する退職手当の支給に

設事務組合の常勤職員に

串本町古座川町衛生施

し、予算総額１０１億２

号の災害復旧事

６８４万３ 千円とするも
のです。
台風

建築中の定住促進住宅（山野）

決

問

答

10

11

11
11

39

問
答

こ
10月27日に第４回臨時議会、10月30日に第５回臨時議会が開か
れ、専決（工事請負契約の変更）１件、補正予算１件、工事請負契約
１件が提出され、すべて原案のとおり承認・可決しました。
12月12日から19日まで第４回定例会が開かれ、人事案件１件、事
務組合規約の変更１件、動産の取得１件、条例の改正・制定４件、専
決予算１件、補正予算６件、町民憲章の制定、町の花木鳥の指定、意
見書の提出２件が提案され、すべて原案のとおり承認・可決しまし
た。第３回定例会から決算特別委員会において継続審査となっていた
平成25年度各会計決算認定議案は賛成多数で認定しました。
また、平成27年１月27日に第１回臨時議会が開かれ、予算１件が
提案され、原案のとおり可決しました。
所管の常任委員会に付託された請願１件、陳情１件を採択しまし
た。
一般質問は、９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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2
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ひだか川議会だより
3

万４千円に改めるもの

です。
（賛成全員）

年

月

日に執

行された衆議院議員総選

平成

の引き下げが同時に勧告

が確保できるのか疑問だ。 度からは平均２％ の給与
もっと工夫ができなかっ

挙にかかる経費です。
（賛成全員）
●一般会計補正予算（第

し等に

周年記念

年度をメドに取

りかかる。

合併

事業の内容と町民憲章石

碑設置工事の説明を。

るほ う だ け に し て 、 下 げ

なるが、今議会では上げ

し、予算総額１０４億１

７ ４５５ 万２千円を増額

歳入歳出それぞれ２億

念関連事業として行った

また、各種団体等が記

５ 月２日（土）

るほうは来年の３ 月議会

８６４万２千円とするも

るため若い世代の定住を
払い下げを希望

に、記念式典として講演

へ上程することにしてい

のです。

場合、直接経費に対して、

し、予算総額

億７０６

２万８ 千円とするもので

す。

人件費の調整などにか

かる直営診療施設勘定繰

（賛成全員）

出金を増額するものです。

れ

万５ 千円を増額し、

歳入歳出予算にそれぞ

（第１号）

診療所特別会計補正予算

やアトラクションを行う。 ●国民健康保険事業川上

する方には宅地を譲渡す
る。

ている。

促進し、地域コミュニ
るなど、もっと魅力のあ

化による過疎化に対応す

ティの維持や地域の活性

万円を限度に補助をす
費の調整、合併

主なものとして、人件

の若い職員は少しながら

念事業費、子育て世帯臨

関前を考えており、縦

血液検査等委託料

予算総額９６２８ 万５ 千

も今年分は上がるが、管

時特例給付金、小規模土

㎝ ・横１８０㎝ ぐらいの

る。

理職は上がらない。どち

地改良事業費、町営住宅

を増額するものです。

周年記

いと考えている。とにか

らにしても来年度から大

石碑に憲章を刻む計画で

企業立地促進対

名の

策助成金を受ける町内企

業の雇用実績は。

１年間で

万円

人 件 費 の 調 整 のほ か 、

円とするものです。

置及び管理に関する条例
くこれでスタートして、

幅な給与引き下げになる。 の修繕料、災害緊急がけ

石碑設置場所は本庁玄

を制定するものです。

様子を見ながら必要であ

進住宅について、その設

（賛成全員）

ある。
か、財政調整基金への積
立金などを補正計上する

ていきたい。

しではあるが上がるとい

職員の給与が少

民間の動向はどうなのか。 崩れ対策事業負担金のほ

は高いのではないか。

●職員の給与に関する条

ものです。
（賛成全員）

う の は７ 年 ぶ り だ 。 そ
れだけ厳しく、民間は上

例の一部改正
人事院勧告に伴い、条

（賛成全員）

●国民健康保険事業寒川

診療所特別会計補正予算

（第１号）

歳入歳出予算にそれぞ

万２千円を増額し、

予算総額７ ２６２万２千

れ

５ 名である。雇用促進助

採用があり、町内雇用が
金の積立て目標額と利用

６００ ～４００ 万円の年

上げで、とても物価上昇

はわずか０ ． ％ の引き

予算総額１０１億４４０

２４万７ 千円を増額し、

校となった建物の取り壊

できていない両支所、廃

老朽化が進み、耐震化の

れ１１１万７ 千円を増額

歳入歳出予算にそれぞ

会計補正予算（第 ２号）

15

のです。

物に役場の出張所・地域

寒川診療所の建

（賛成全員）

人件費の調整に伴うも

ではないか。

るものである。

円とするものです。
６号）（専決処分）

収のある方しか払い下げ

や消費税の増税分に追い

９ 万円とするものです。

億円程度を考えている。 ●国民健康保険事業特別

を受けられない。移住し

つかない。しかも、来年

歳入歳出それぞれ１７

積立て目標額は

成金３００ 万円を助成す

公有財産管理基

49

90
開始予定の説明を。

がっていないということ

問
●一般会計補正予算（第

例の一部を改正するもの
です。
（賛成全員）

25

近隣の２ＤＫ の

アパートで５ ～６ 万円程
度であり、５ 万円という
金額に設定した。
家賃を払いなが

ら３ ～６ 年で住宅の払い

問
答

てきて、それだけの年収

下げを受けようとしたら、

今回の給与改定

72

問

27

答

無償譲渡は難し

14

れば条例や規則を改定し

今回の措置で年

る優遇措置をするべきで

７号）

28

化を図ることを目的に建

そういうことに

ないか。

これではぬか喜びでは

されている。

14

たのか。
万円を、

建 築 費 １５ ０ ０

宅の設置及び管理に関す
入もしくは払い下げ額で

年間の家賃収

る条例制定

●譲渡型若者定住促進住

12

は。

回収することを基本にし

10

26

築する譲渡型若者定住促

人口減少及び少子高齢

25

問

答
10

問

家 賃 月 額５ 万 円

問
答

10

88

答

答

40

問
答
問

答
問
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おこし協力隊の事務所が
置かれている。医療業務
に支障はないのか。

●町民憲章の制定
本年５ 月１日で、日高
川町が誕生してちょうど
周年を迎え、合

は倉庫を整理して使用す

した。地域おこし協力隊

ることもあり事務所を移

ながら、相互連携も図れ

において協議し、原案が

に、記念事業実行委員会

です。町の花木鳥ととも

町民憲章を制定するもの

併後定めるとされていた

節目の

る。医師とも協議し、支
できたことから議会の議

地域の理解も得

障がないと判断した。
決を求めるものです。
（賛成全員）

●簡易水道事業特別会計
補正予算（第１号）
町民憲章と同じく、町

●町の花木鳥の指定

れ４７ １万円を増額し、
の花木鳥について指定す

歳入歳出予算にそれぞ
予算総額７ 億２４２０ 万

年度歳入歳出決

（賛成全員）

るものです。

年
●平成

本議会に審査報告が提出

第１回臨時議会

●一般会計補正予算（第

８号）

一部通路の改修もあるが、

他の保育業務に支障はな

いと考えている。

保育士の確保は

できるのか。

６ 万８ 千円を追加し、総

時保育士を採用すること

対応するため、４名の臨

今回の定員増に

額を１０４億２３６０ 万

にしている。また、保育

士の負担軽減のため、有

定員を７ 名オーバーして

バ スの送迎等の補助員を

を考える。

見て、必要であれば増員

しばらく様子を

ないか。

必要となってくるのでは

調理師の増員も

雇用したいと考えている。

ていた部屋を改修する。

予備的に使用し

ペースは十分なのか。

保育所内のス

（賛成全員）

工事費です。

造して受け入れるための

きたため、保育所内を改

への１歳児の入所希望が、 資格者でなくてもできる

来年度のかわべ保育所

円とするものです。

歳入歳出それぞれ４９

問

答

問

答

６千円とするものです。
人件費の調整、平成
度繰越金の基金積立に伴

この議案については、

算の認定

（賛成全員）

９ 月議会で決算特別委員

う補正です。
●下水道事業特別会計補

の後、議会閉会中に委員

会に付託されました。そ

歳入歳出予算にそれぞ

会による審査が行われ、

正予算（第１号）
万９ 千円を増額し、

予算総額２億８００４万

され認定しました。報告

れ

３千円とするものです。

書は５ ページに掲載して
います。
（賛成９名）

人件費の調整に伴うもの
です。
（賛成全員）

問

答

10
25

25

町の鳥〝ウグイス〟
町の木〝ウバメガシ〟
町の花〝フジ〟

答
20
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平成25年度歳入歳出
決算認定審査報告
第３ 回定例会において

あわせて１００ 項目につ

ろ、一般会計、特別会計

をする手法で進めたとこ

対し、担当する課が説明

一般会計、国民健康保険

ろが残っていることから、 起立多数により、「平成

り課題となっているとこ

は加味しつつも、従来よ

年度歳入歳出決算」を

採決をとりました結果、

りましたが、起立による

ので、多額の不用額を出

箇所もあると考えられる

以て歳出の削減を図れる

ば、予算計上の精緻化を

審査終了後、すべての

いて質疑がありました。

者医療特別会計、介護保

事業特別会計、後期高齢

しました。

認定することに決定いた

正確性とその執行を求め

さないよう、予算編成の

３ ．平成

る。

険事業特別会計の４つの

ています３ 項目について

おいても、町税、国保税

審査意見として記述し

会計の認定に対して意見

会計の決算に対して反対

は、次年度以降で適正に

年度決算に

年度決

する旨の意見がありまし

を求めた結果、

議員

設置された、議長を除く

年の台

や、公的サービスに係る

算については、

改善され、行政効果を高

号災害の復旧事業最

人による決算特別

た。

委員会に付託され、町長、 風

終段階の年度であり、ま

れることをお願いします。 入に、収入未済額が計上

えからも、これらの解消

しては、改善の必要があ
・地方税回収機構への税

１ ．総論として意見す

に向け今後も対応いただ

理者、総務課長をはじめ、 た、前町長の策定した当
町政の事業を具体化、さ

回収の移管、手法の問題

るものであるが、実施事

き、より一層の回収成果

されている。収入の確保

直接業務を担当している

らに、小中学校第３ 子以

・町施設の指定管理の問

業については、次年度以

を上げるよう努められた

に、一般会計のうち歳出

ありますが、施設園芸の

置き換え

員不足を非正規職員での

とともに、実績、課題、

業効果を十分に精査する

年度末に評価を行い、事

い。

と負担の公平性を図るう

職員の出席を求め、慎重

降並びに保育所の給食費

題

降に反映できるよう、毎

審査意見

なる審査を行いました。

無料化、高齢者見守りシ

・職員定数管理の下、人

の議会費から消防費まで

高品質・生産強化、ある

・収入、所得が向上しな

月

日には、教育

いは省エネ低コスト生産

い下で、各種税、保険料、 問題点などを的確に把握

費から歳入、そして

月

会

事業ということで、生産

使用料負担が増加してい

を、

計ある特別会計すべてに

経費の節減に資するよう

ること。

こういった新しい事業

際しては反対の意見もあ

以上のように、認定に

決算状況から精査を行え

が見受けられる。過去の

用額を計上している箇所

２ ．本年度も多額の不

すること。
ついて、延べ２日間にわ

な補助の導入など、新た
ました。
審査は、「款」ごとに

10

30

行い、委員からの質問に

年度であります。

たり慎重なる審査を行い

22

などであります。

10

な事業も着手されてきた

審査は、去る

ステムの導入、県事業で

る点として、

25

日

各担当課の課長、副課長、 初予算を継承しつつ、新

反対する意見の要旨と

負担金や使用料などの歳

25

めるべく一層の努力をさ

23 25

山本啓司委員長
教育長、公室長、会計管

12

11
10

