家具転倒防止器具設置
助成事業等により一歩
進んだ防災対策を

自助と して個人 の責任 でやって
いただくのが妥当である

に向けてのシナリオを地

域住民に早急に示す時期

であると考えるがいかが

か。

現在閉鎖してい

る施設は、近く解体撤去

したいと考えている。

執行部としても色々な角

委員会の答申を受けて、
るなど、防災対策を一歩

住民同士の共助がいかに

を守る責任者としての観

地震を検証し、町民の命

て、行政としても今回の

ラフ地震への対応につい

今後想定される南海ト

いただくのが妥当である

て、個人の責任でやって

命を守るという自助とし

防止器具設置は、自分の

知している。また、転倒

ンフレットを配布して周

の答申が行われて１年が

品販売所設置検討委員会

平成

行い、理解を得られれば

委員会の皆さんに説明を

年度当初予算にも

過ぎた。その内容は展示

る施設として、再度検討

イベントにも活用でき

ればと考えている。

度から検討を行ってきた

美山ふるさと産

前に進めるべきと考える

問

が、平地区内で建設でき

検討委員会の理解を得られれば27年度
当初予算に盛り込みたい

がどうか。
今回の長野北部

地震の状況を検証し、改
めて防災・減災対策の重

長野県北部地震が発生し

大切だということを認識

要性を感じている。また、

て大きな被害をもたらし

した。今後は、さらに地

耐震助成事業について

点から、高齢者家庭に家

と考えている。

は、区長を通じ各戸にパ

具等の転倒防止器具設置

と想定される。

これ以上の被害を受ける

地震が発生した場合には、 防災訓練を推奨していく。

たが、犠牲者はゼロであ

日、

答

域力を高めていくための

月

小畑貞夫議員
った。本町も南海トラフ

昨年
22

答

販売だけでなく、地域情

る。県当局へ補助事業の

盛り込みたいと考えてい

語らう重要な施設となっ

である。

準備も進めているところ

からも、産品販売所実現

策としての施設の重要性

んでおり、地域活性化対

地域の過疎化は年々進

重要と考えている。

ックアップ組織づくりが

管 理 者 と 一 体 に な っ たバ

運営についても、指定

ている。

点施設として人々が集い、 問合せなど、予算取りの

報の発信基地、活性化拠

27

11

の耐震助成事業を新設す

地域住民が待望する
『美山ふるさと産品販売所』
の今後は

２

１
問
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国保税口座振替事務にか
かるトラブルについて
がないと考え、了解を得
と併せて説明を。

っている。１

超の開発

山西側斜面への建設とな

重し、適切に対応する。

う地元の意見を最大限尊

届出と税額計算が別の

と聞く。

行為であり、許認可や指

ha

役割を果たしていくべき

町として今後どのような

別所川への影響はないと

あり、南側を流域とする

②計画区域は西側斜面で

請時期や開発許可は未定

提出されているが、本申

協議申出書が県に対して

発許可制度に基づく事前

と考えるか。

農業など影響が出ないよ

となる。

念しており、防災や環境、 元の同意書が必要不可欠

開発許可の申請には地

となっている。
①東京に本社を
、発電容

置く事業者の説明では、
開発面積約

量７ ．５ メガ㍗で、和佐

③関係地区では影響を懸

認識している。

③計画の進捗状況と併せ、 導は県が窓口となる。

森林法に定める林地開

②別所川や環境への影響

②３ 年以上口座振替の実

問題提起により、一度収

課で処理されるのも原因

①許認可や指導は、町の

をどのように考えるか。

られた場合は再開する。

同一世帯の後期高齢者

績がない場合は、振替を

納となった国保税第２期

で、担当課の話し合いに

条例に基づき町が行うの

答

お詫び 申し上げ 、事務 を改めて
再発防止に努める

を話し合っているのか。

の方が、国保被保険者の

一旦停止し、納付書によ

佐山への太陽光発電施設

①対応についての考えは。 より再発防止に努める。

か、県なのか。計画規模

分が還付された。

③口座振替の再開は問題

12
ha

③確認するとした振替事
務の遵法性に係る見解は。
①案内文書記載

このような場合は、説

ので、深くお詫び申し上

資格を有することとなっ

明をした上で理解をいた

何年かいなかった世帯に

た世帯員にかかる国保税

だくことが大事で、確認

時に口座振替を利用して

る納付も選択できるよう

設置が計画され、地元や

問

隣接地区に説明があった

事業者による和

いた口座から振替収納さ

に改めた。

すべきだった。

地元の意見を最大限尊重し、適切に
対応する

れたもので、家族からの

あった。

収納事務で、トラブルが

げたい。

基づき振替収納されたも

気付かず、過去の登録に

の 口 座 名 義ほ か の 誤 り に

答

おいて、新たに被保険者

国保被保険者が

山本啓司議員
②どのような再発防止策

和佐山の計画地付近

和佐山への太陽光発電施設
設置計画を心配するが

２

１
問

可能なところは改善努力する

の日曜運行の復活、停留
所以外の「フリー乗降」
の導入等について検討で
きないか。
「停留所以外で

の乗車を可能に」が３ 件、
「運行日の変更」が１件、
「ルート変更」が１件と、
寄せられているのは以上
であるが、改善可能なと
ころは努力する。
デマンド運行にかかる
予約時間の拡充に関して
は、事業者に一度お願い

不正受給事件の「不起訴」

を受けての町の対応は

検察審 査会へ不 服申立 てを準備
している

か、どんな供述をしたの
く何もわからない中での

訴は難しいと思うが、守

裁判になったとしても勝

いる。

べてもらいたいと願って

義のあるところを再度調

か等々、我々にはまった
結論であり、不合理を強

秘義務でもって知ること

土生・山野線の日曜運

町民にとっても、町行政

受給という内容だけに、

的職員による公金の不正

ていくのか。

われており、どう対応し

してこれからの態度が問

ま取り下げるのか。町と

この間、コミュニティ

ド運行が開始された。

部路線について、デマン

ら コ ミ ュ ニ テ ィバ ス の 一

者の利便性に鑑み、交通

採用していないが、高齢

場所を特定しにくいため

しては、オペレーターが

停留所以外の乗車に関

分」という検察庁の見解

言えないが、証拠が不十

「嫌疑が全くないとは

ればならないが、検察審

議会の意見も聞かなけ

町民の反応はどうなのか。 くのか」、「不服申立て

る。不起訴の発表を受け、 「町はこのまま放ってお

捕獲報償金制度は、要綱
に従った厳正な運用を

捕獲者個人への支払いを

曖昧な 部分を協 議の上 、再検討
したい

この制度の中で

事件が起こったからには、 徹底し、現金は取り扱わ

を改定して、疑義のない

また場合によっては要綱

捕獲者が許可者以外の可

それ自体が矛盾であり、

要綱に従った厳正な運用、 ないようにすること。
査会への不服申立てを今

はっきりとした運用にす

猟期中の報償金支給は、
準備している。

能性があるなど不透明で

個体確認は、役場担当

べきである。曖昧な点が
きるような新たな証人や

今後、客観的に立証で
４２５ 件の申請のうちど

証拠が出てこないかぎり、

所得申告の上からも、

あり、一考すべきである。

意見をもらっている。

をしないのか」といった

バ スに対しての、どのよ

安全協会との協議を経て、 には納得しがたいものが

ができなかった部分、疑

く感じる。
町は警察に提出させら

行に関しては、デマンド

にとっても大きなマイナ

れた『被害届』をそのま

運行の定着を含めて今後

ス影響を与えた事件であ

この事件は、公

11月２日付 紀州新聞

多すぎる。
れが立件されたものなの

査することとなったのか、

まして、なぜ警察が捜

ある。

うな意見や要望が利用者

きたらと考えている。

許可が下り次第陸運局の

ンド運行にかかる受付時

運行の周知に向け、デマ

から寄せられているか。

一部の町民から、

検討していく。

したい。

孝文議員
原

手続きを踏んで、導入で

月１日か

１
問

答

制度の普及やデマンド

去る

３
11

間の拡充、土生・山野線

２

問

答

コミュニティバスの利便性
向上を
問
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9

者が現場に赴いて確認す
ｍ、

砲水のように５ 分間で１
分後に２ｍ と尋常

ることを基本としている
が、実際はそうなってい
ない。もっと明確な方法
に、また簡素化すべきと
考える。
シカ等の防護ネットに
掛かった個体は、報償金
対象にすることを要綱に
明記すべきだ。
報償金の支払い

でない水位上昇だった。

に行うようになっている
こと。この日は３ 時間

えてはどうか。

の運営を住民参加型に変

てもらうとともに、地域

し、学習や研究に利用し

理運営していくという方

を広げていきたいと考え

文愛好家などにも、門戸

の子どもたちや近隣の天

安全面での細心の運用

法もあるが、町としては

ている。

住民参加型で管

がはかられていない。県

大学などの教育機関に貸

分前だった。

しかも減水し始めた中で

へ強く改善を求めて欲し

雨も止んで晴れており、
の急激な増水であり、釣

い。
以前にも釣り人

きないことと考えられ、

月末

町道土生下出線

であるが狭隘であり、特

学路として、重要な路線

近日中に復旧予定だ

町道下出線山王寺橋
手前の改修を

り人やキャンプ客が川に
いたら、逃げる余裕もな

とがあり、今回も県に原

が中州に取り残されたこ

この放水には明確に規

因究明と改善を強く求め

かったのではないか。
則に違反することが二つ

基本的には、操作規則

ていく。

による下流の水位変化は

を改善しなければ対応で

ある。一つは、初期放水
分間に ㎝ 以下として
いること。二つ目は、サ

年

大学や 子どもた ち、近 隣の愛好
家などに門戸を広げていく
平成
退職をした。
ちょうどよい機会でも

は、大成中学校生徒の通

かわべ天文公園

は個人口座への振り込み
としているが、一部猟友
会分会への支払いとなっ
ている。

望していきたい。

今回の事例も踏まえて要
分前

イレンや警報車での周知
は水位変化する約

かわべ天文公園の
今後は

30

猟期中の報償金は、個
体数を減らす意味で県下

ムへの流入量が ｔ ／ｓ

椿山ダムは、ダ

当ではないかと考える。

を超えると放水が開始さ

的に実施されており、妥
役場担当者による現場

この放水による下流の

れる。

く、写真と部位での厳正

初期水位の変化が、異常

確認は、時間的にも難し
な受付事務をしている。

ていたが、

ではないかといつも感じ

った個体の明記について

後の放水でそれが確認で

30

までに２名の技術職員が

11

進入防止ネットに掛か
は検討する。いずれにせ

きた。

26

あり、この際、天文公園

２

答
問

月６ 日の雨

よ、曖昧になっている部

私の住む川中迂回線で

答

問

分については猟友会とも

協議して決めていきたい。 は、その日は平水より

10
㎝ 高い水位だったが、鉄

辰雄議員
堀

30

30

答

10

１

問

30

操作規則の改善を基本に要望
していく

３

椿山ダムの初期放流の
改善を
10

第36号
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るが、大成中学校の通学
行っている。支援業務を

に山王寺橋手前の道路が
路として指定されている。 委託している事業者に公

ながら採用していきたい。
③人口減少等も加味する
年以降は年々

財政推計にかかる分析や

２ 億円前後の減少が推測

認会計士が在籍しており、 と、平成

橋手前の路側の一部が決

指摘のとおり、山王寺

危険である。早急に改修
すべきではないか。
本路線は、町道
でき、

年度ベースで比

助言などの提案もいただ
いている。

壊している等、危険な状
況であり、近日中に復旧

地域のニーズ等を勘案し

億円前後の

較すると一本算定となる
年度には

年度
億円が
億円程度に

45

土生吹上線との交差点ま
での最小幅員１．５ｍ の
②本年度の退職者は６ 名

減少が見込まれ、

する予定である。
であり、国体推進室の関

年度には

33

不正受給問題の不起訴と

定を締結している。

興公社に指定管理する協

らは販売業務も中止と決

り業務を中止し、４月か

月５ 日の理事会、 定している。この決定を

尊重する必要があると考

去る

評議員会においても、当

月までは現状の
まま運営し、１月から３

えている。
ね、来年度からは設立当
初の原点に戻すと説明が
あった。
不正受給問題は公社が
工房において現金支払を
したことが間違いのもと
であり、公社運営からは
ずし、民間委託へ向けて
公募をしてはどうか。
当施設は平成

年３ 月末までふるさと振

小熊の防災センター
建設だけでいいのか

面のあいだ個体の買い取

工房は

いう決定を受け、ジビエ

有害鳥獣報償金

者が段々増えていく中で、 なると考えている。

考えている。今後は退職

の普通交付税額

12

係もあり、４名の採用を

狭隘な、殆ど農道的な機
能しか有しない道路であ

早期の行財政改革の
推進を

25

33

33

月までは利用者の会に委

11

新たにスタートしたい

んでおり、基礎となる固
定資産台帳の整備から着
手し、今年度から公共施
設総合管理計画の策定を

平成29年３月末まで振興公社と
指定管理協定を締結している

ジビエ工房紀州

28

25

12

台になる予想もされるが、
行するリミットと考える。
①公認会計士の診断を受

来年度が行財政改革を決

けてはどうか。
マップを示すべきでは。

②職員適正数へのロード
合併特例措置期

③激変緩和措置期間での
地方交付税の段階的減額

年は、「この間に十

分な行財政改革をしなさ

予想は。

期間と考えるが、補助金、
助成金、事務費の見直し
等はやっているのか。
一本算定となる平成

①財務諸表を組

い」という国からの指導

間

清議員

答

西に細長い我が町は、南

で南北に住宅・農地、東

孤立集落に物資を運ぶこ

タになり、人力をもって

のライフラインがズタズ

ば、道路、電話、水道等

海トラフ地震が発生すれ

日高川をはさん

補助の見通しがつけば建設
し、多用途に使いたい

３

問

１
年頃には、人口も８ 千人

29

ジビエ工房紀州の民間委託
の考えは

２

井藤
33

問
答

答
15 問
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11

直しは。

わして防災対策全体の見

①小熊防災センターと合

る。

きるのか不安を持ってい

ンターで十分な対応がで

とになり、一つの防災セ

たい。

育機能も備えた施設にし

学び、体験できる防災教

には町民が災害について

などの災害対応、平常時

しての機能や備蓄、集積

内容的には、避難所と

施設計に取りかかりたい。

公表し、その中に椿山ダ

全国で１０６ のダム名を

ついての町長の前向きで

り、町の発展と活性化に

フルインター化が決ま

等で貯めた水をじわじわ

でそれに見合った調整池

と思う。現在ＮＥＸＣＯ

の中でも水の量が増える

時間

え、必要な対策を検討し

は毎年の調査結果を踏ま

囲に収まっている。今後

椿山ダムの堆砂もこの範

たせて設計されており、

ダムは一定の余裕を持

砂率は５ ．５％である。

は、２１６ 万７ 千㎥で堆

３９５０ 万㎥への堆砂量

有効貯水容量内

告は受けているのか。

もされている。県から報

を下回っているとの指摘

続運転可能時間が

たり、予備発電設備の連

観測を行なっていなかっ

況で、３ 年以上にわたり

や設備等の点検の実施状

また、漏水量等の計測

取り除く予定はあるのか。

らい堆砂しているのか。

ムも入っていた。どれく

②中津・美山支所の防災

たい。廃校舎は基本的に

からない状況だ。

②中津・美山支所は耐震

現在、国の補助を受ける
は撤去の方向で考えてい

なるのか。また、この３

設計が出来上がったら

発展的な構想を聞かせて

排水していくというよう

報告できるが、相当流域

ほ しい。また活性化のた

なことも考えている。

合うのか。

本の川の河川改修は間に

兼備した改築と、廃校舎
公有財産管理基金を活用

の活用を考えるべきでは。 改修ができていないので、
①防災センター

べく県を通じ協議をして
る。

建設は公約の一つであり、 して建て替え等で対応し

いる。見通しがつけば実

川辺インター周辺の
排水対策及び整備計
画は

め、プロジェクトチーム

ドがついた段階で、中津

国土交通大臣宛に改善処

ムの維持管理について、

上実施していないと公表

揚圧力の計測を３ 年以

県へ要望していく。
川、千津川地区はもちろ

置の要求をした。そして、 されたが、現在は計測を

水がどれだけ流

ん、町全域を対象とした

６００ｔ の水が出ると考

れ込んできて、どういう

予備発電設備の連続運

開始している。

えられる。土生川、中津

堆積していたものとして、

洪水調節容量内に土砂が

会計検査院はダ

72
活性化方策を検討してい

用地交渉がある程度メ

答
ふうな配分で河川へ導い

的なものを立ち上げては

必要な対策を検討し、
県へ要望する

１

川、矢田川に流れ込む水

時 間 雨 量 ㎜ で 、 どうか。

誠議員

入口

椿山ダムの土砂堆積等は

問

上空から見た川辺インター
く。

30

ていくのかはちょっとわ

問

量はどのくらいのものに

答

答

１

雨水をじわじわ排水していき
たい。町全体で活性化を検討
したい

堀江才二議員
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転可能時間は、燃料タン

年台

時間以下とされた

クの容量等から算出され
る。
が、実際には平成

の側面を備えた優れた制

施策と若者定住促進施策

本制度は、地域活性化

③対象となるのは、所

所可能となる。

を得ない理由があれば入

後も介護１・２でもやむ

タルの里の復活支援等の

度と認識している。寒川

得１６０ 万円以上だ。年

寒川地区では、

地域おこし協力隊制度を

地区以外においても、要

金収入が単身で２８０ 万

号の災害時に、１２

用することになっている。 いては、隊員の個性や自

利用して２名の隊員を雇

主性を尊重し、定着する

望があれば積極的に活用

風
５ 時間の運転ができてい

任期は３ 年で満了後の定

手助けや起業すること等

円以上、夫婦で３５９ 万

活動終了後の定住につ

活動を開始する。

る。

住も目的の一つとなって

への支援を行なっていく。 を考えていく。

即負担が２割とはならな

上限が設けられるので、

２ 割となる。月額負担の

円以上の利用者の負担が

いる。具体的な活動と定
住支援はどうなっている

改定された介護保険に
どう立ち向かうのか

い。

④利用者の預貯金が単

で２千万円以上あれば補

身で１千万円以上、夫婦

げる。④低所得者でも預

足給付の対象とならない。

町として被保険者の権利

回の改定各項目に対し、

制度改善とならない今

などとなる。

年度まで介護保

年度から町事業に

材の有効利用の促進、ホ

お茶等の産地化支援や木

利用料を２割に引き上

所得によって介護保険の

用者は現状のままだ。今

②現在入所している利

くことになる。

れば応分の負担をいただ

住費・食費を補助しない、 一定額の所得、資産があ

貯金等があれば施設の居

一定額の所得、資産があれば
応分の負担をいただく

改定された介護

を認識し、どのように立
介護保険給付の対象から

て平成

保険では①要支援１・２
活動内容や募集要綱等の

はずし、地域支援事業へ

険の予防給付で実施でき

ち向かうのか。
検討を行なった。現在、

移す。②特別養護老人ホ

る。

の訪問介護と通所介護を

協力隊員２名の選考を終

ームへの入所は原則「要

①経過措置とし

えている。１名は来年１

移行する予定だ。

28

29

答

地域おこし協力隊の
推進を
か。
この事業は地域おこし
の支援や農林水産事業従
事、住民の生活支援等幅
広く利用でき、各地域の
実情に応じて地方自治体
が自主的な判断のもとで
の活動もできる。
国の財政措置もあり、
若者定住の観点から町全
体に広げ、色々な場所・
場面で利用できるのでは
ないかと考えるがいかが
か。

山本喜平議員
月からシイタケやサカキ、 介護３ 」以上に限る。③

地元を中心に、

１
問

12

積極的に活用を考えていく

寒川地域

問
答

23

72

２
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①シカ、サルに

よる農作物の被害状況は
変化と移動が繰り返さ
れる。町として状況把握、
実態調査は行っているの

聞いており、地域ぐるみ

市町村に貸し出す予定と

補助あるいは貸し出しを

いワナについては、購入

ドロップネット式の囲

①平成

年度の

月の期間

中、川辺地域ではサルの

の取り組みができる地域

検討したい。

動で６ 月から
目撃頭数が１１６ 頭、中

への設置を要望したい。

望する地域へ貸し出しを

津・美山地域ではシカの

する考えはないのか。
鳥獣による農作物の被害
目撃頭数が１２０ 頭と多

②県では、サル大型捕

基、

山林用シカのドロップネット

通学路に防犯灯の設
置を

、被害金額１

面積は

万５ 千円と多い。被害金

獲檻とシカ対応の移動組

く、果樹や水稲などへの

額は前年比６ ．３％ 減少

み立て式囲いワナを８ 基

４３３ 万４千円。うち果

しているが、耕作放棄地

貸し出している。本町も
年度も

１ 基サル用を活用してい
る。平成

10

の一つだ。

が増加しているのも要因

被害が多発している。

10

樹への被害金額が８７ ４

25

年度の環境警備隊活

３ 地区の区長会等を通

た経緯がある。

優先的に通学路へ設置したい

集落間で通学路
の防犯灯が未整備の箇所

があり、実態把握が必要

入学や卒業、転校等異動

毎年度、児童・生徒の

け優先的に通学路へ設置

を置いている。できるだ

けて、防犯灯設置の予算

立てる学校安全計画も受

じての要望、毎年４月に

だが、町として整備すべ

していきたい。

がある。

きではないか。

の責任であり、道路安全

子どもを守るのは行政
らの申し出等から、通学

通行、防犯上の面から当

学校や保護者か
路の危険箇所等の改修・

本町では４保育

所あわせて

然必要だ。
め、関係機関とも協議し

育士が勤務している。

名の臨時保
ながら通学の安全確保に

改善、防犯灯の設置も含

給料は年間ベースでは安くない

１

問
線道路の集落間の防犯灯

の防犯灯をいただき、幹

過去に農協からＬＥＤ

に面倒を見るわけで、精

として小さな子ども相手

家有資格者である保育士

給６９７５ 円であり、国

時給９００ 円では、日

として、一部町で設置し

努める。

伊奈禎胤議員

臨時保育士の時給は適正で
あるのか

33

か。
②サルの囲いワナは各
地域に設置し、実績を上
げているが、シカについ
ても群れで捕獲する囲い
ワナを検討するべきだ。
ドロップネット式の囲
いワナを町で購入し、要

27

３

48
ha

答
26

問
答

ドロップネット式囲いワナの購入
補助、貸し出しを検討する

２

シカ、サルによる被害状況
の把握と新たな対策を
問

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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