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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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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

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
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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
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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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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。

12
11
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請願・陳情の審査

が望ましいと考える。

請願は全会一致で採択す

以上のことから、この

「農協改革」に関する意

るものとする。

産建厚生常任委員会

見書の提出を求める請願

とし、関係大臣に意見書

本議会においても採択

■請願者

ウイルス性肝炎患者に対

を送付した。

秀夫

する医療費助成の拡充に

紀州農業協同組合

久保

啓司
関する陳情書

■陳情者

大阪肝臓友の会

幸彦

全国Ｂ 型肝炎訴訟大阪原

告団
前田

山本

代表理事組合長

紹介議員

■委員会の意見

政府が進めようとし

ている「農協改革」は、

「自主・自立」を基本と

する協同組合のあり方か

らすると、やや一方的な

■委員会の意見

現在、我が国における

面がうかがえる。

協同組合といえども、

ウイルス性肝炎患者は３

集団予防接種時の注射器

時代の変化に対応した改

の押しつけによる改革で

の使い回しや、輸血など

５ ０ 万人以上いると推定

はなく、組合員や現場の

の医療行為によるものが

革は必要である。

意見を汲み上げて作成し

原因とされており、感染

され、その原因の大半が、

た、自己改革の内容を尊

被害の拡大を招いた国の

しかしそれは政府から

重した見直しとなること

「農協改革」に関する意見書
政府は、本年６月に改訂した「農林水産業・地域の活力創造プラン」や閣議決定した「規制改革実施
計画」等において、農業の成長産業化に向けて「農業協同組合の見直し」などを柱とする農業改革を推
進することを決定した。
国連は2012年を「国際協同組合年」と宣言し、各国政府に協同組合を支援していくことを呼びかけた。
これは、世界が金融や経済の危機に直面する中で、協同組合のもつ社会や経済の安定に果たす役割を高
く評価したためであり、日本政府も「国民生活に重要な役割を果たしている協同組合の地域に根ざした
助け合い活動がさらに広がっていくようできる限り後押ししていく」と表明している。
今回、政府が進めようとしている「農業協同組合の見直し」の方向は、国際協同組合年に際しての政
府表明に反するものである。
特に、「規制改革実施計画」等において検討・措置しようとしている「准組合員の事業利用制限
（ルール化）」は地域住民の事業利用権を侵害するものであり、またＪＡの機能を補完する中央会・全
農等の組織改編は、地域に根ざして農業振興と地域活性化に取り組む農協の存続を危うくし、協同組合
の根幹である農業者等による共同行為を否定することにもつながりかねない。
協同組合といえども時代の変化に対応し、常に改革の努力を行っ
ていくべきことは言うまでもないが、それらの改革は、あくまでも
組合員の総意による協同組合自身の自己改革が基本である。その意
味において、「農業協同組合の見直し」にあたっては、農業振興は
もちろんのこと、地域の活性化に向けた農協の役割発揮を後押しす
るためにも、当事者である農協や組合員などの現場の意見を汲み上
げたＪＡグループの自己改革の内容を尊重した見直しとなるよう強
く求めるものである。
（提出先）

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・農林水産大臣
内閣府特命担当大臣（規制改革担当）
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わが国においてウイルス性肝炎、特にＢ型・Ｃ型肝炎の患者が合計350万人以上とされるほど蔓延して
いるのは、国の責めに帰すべき事由によるものであるということは、肝炎対策基本法や「特定フィブリ
ノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるＣ型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に
関する特別措置法」、「特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」でも確認さ
れているところであり、国の法的責任は明確になっている。
ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、現在、肝炎治療特別促進事業として実施されているが、
対象となる医療が、Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスの減少を目的とした抗ウイルス療法であるインターフェロ
ン治療とＢ型肝炎の核酸アナログ製剤治療に限定されているため、医療費助成の対象から外れている患
者が相当数にのぼる。特に、肝硬変・肝がん患者は高額の医療費を負担せざるを得ないだけでなく、就
労不能の方も多く、生活に困難をきたしている。
また、現在は肝硬変を中心とする肝疾患も身体障害者福祉法上の障害認定（障害者手帳）の対象とさ
れているものの、医学上の認定基準がきわめて厳しいため、亡くなる直前でなければ認定されないと
いった実態が報告されるなど、現在の制度は、肝炎患者に対する生活支援の実効性を発揮していないと
の指摘がなされているところである。
他方、特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の制定時（平成２３年１２
月）には、「とりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援の在り方について検討を
進めること」との附帯決議がなされた。しかし、国においては、肝硬変・肝がん患者に対する医療費助
成を含む生活支援について、何ら新たな具体的措置を講じていない。
肝硬変・肝がん患者は、毎日120人以上の方が亡くなっており、医療費助成を含む生活支援の実現は、
一刻の猶予もない課題である。
よって、国におかれては、下記事項に取り組まれるよう強く要望する。
記
１
２

ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること
身体障害者福祉法上の肝機能障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態に応じた
認定制度にすること

（提出先）

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣

時 の 経 つ の は 本 当に
早いもので︑３町村が
合併 して 今年 は 周 年
を迎 え︑ 記念式 典が予
定されています︒
未 制定 であっ た﹁町
民憲 章﹂ ︑町の ﹁花・
木・ 鳥﹂ も決ま りまし
た︒
関 連の イベン トの開
催も 予想 され︑ 賑やか
な年に な るので はと思
います︒
さ らに ︑ 今 年 は 年
ぶりに 和 歌山県 で﹁紀
の国 わか やま国 体﹂が
開催 され ます︒ 本町で
は︑ アー チェリ ー競技
とカ ヌー スプリ ント競
技が 実施 され︑ 国体本
番に 向 け 着 々 と 準 備 が
進んでいます︒
全 国各 地から 集結す
る選 手た ちのハ イレベ
ルな 競技 を期待 すると
ともに ︑ ボラン ティア
とし て協 力し︑ 大会を
盛り 上げ たいと 思いま
す︒
皆 様の ご協力 よろし
くお 願い します ︒
︵熊谷重美︶
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法的責任は明白に認めら

れている。

しかし、殆どの患者は

薬害肝炎被害者の対象か

ら除外されているのが現

状で、認定を受けるには

基準も厳しく、また相当

な時間が掛かる。このた

め医療費負担も高額とな

ると考える。

以上のことから、ウイ

ルス性肝炎患者の現状は

十分理解できるものであ

り、国は患者の実態に応

じた認定制度を早急に確

立し、医療費助成の拡充

と身体障害者手帳の認定

基準を緩和することが重

要であると考える。

よって全会一致で、こ

の陳情を採択するものと

する。

本議会においても採択

とし、関係大臣に意見書

を送付した。

ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書

