んなこと

まりました

決処分案件７件、工事請負契約の締結１件、条例の一部
改正４件、補正予算２件、全て原案のとおり同意・承

認・可決しました。議会からは「会議規則の一部改
正」、「傍聴規則の一部改正」を提出し可決しました。

一般質問は、６議員が行い、町執行部の取り組み等を
問いました。

杖を携帯している方を除
くものです。

るためのもので、簡易水

道を統合して川辺から中

ものです。

（賛成全員）

るというようなものでは

第 ２回定例議会

ついて、統合も考えてい

ない。

津・美山の全部へ送水す

●工事請負契約の締結

るのか。現行のエリアの

●国民健康保険条例の一

川辺簡易水道に

●教育委員会委員の任命

（簡易水道事業 入野浄

中での運用を考えている

（賛成全員）
同意

水場築造工事）

部改正【専決】

指名競争入札により、

本年７ 月７ 日に任期満

のか。

了となった松林佳奈さん

国民健康保険特定健康

診査・保健指導国庫負担

この計画は、江

川の簡易水道を賄うため

金の根拠条文である国民

株式会社フソウ和歌山営
業所が、４億８３５ １万

の十分な能力を持たせ

の後任として、市谷敦子
さん（江川）の任命に同

６ 千円で落札し契約する

条の４が、

年４月１日付けで

72

条の５ に改正さ

額措置をしなくてはいけ

１ 年延長ということで減

予算措置をしていたが、

当初予算において増額の

らの実施ということで、

当初は本年度か

（賛成全員）

ものです。

平成

年度から適用する

年度から１年延長し、

車税の引き上げを、平成

二輪車等に係る軽自動

決】

する条例の一部改正【専

●税条例等の一部を改正

（賛成全員）

れたため改めるものです。

同法第

平成

健康保険法第

意しました。
（賛成全員）
●固定資産評価員の選任
同意
宇和肇さん（税務課
長）の選任に同意しまし
た。
（賛成全員）
●議会会議規則の一部改
正
議員が出産するため議
会に出席できないときは、
日数を定めて、あらかじ

27

72

28

27

問

め議長に欠席届を提出で
きるものです。
（賛成全員）
●議会傍聴規則の一部改
正
「議場の傍聴席に入る
ことができない」として
定められていた方のうち、

入野浄水場完成予定図

決
委員会委員の任命１件、固定資産評価員の選任１件、専

問

答

こ
６月12日から18日まで第２回定例議会が開かれ、教育
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ないのではないか。
必要であれば、

歳入歳出それぞれに１
億８１４万５ 千円を追加

思う。
●半島振興対策実施地域

●税条例等の一部改正
地方税法等の一部改正

それぞれ年度に応じて対

応していく。

のです。

●平成

（賛成全員）

年度後期高齢者

医療特別会計補正予算

有害鳥獣捕獲報

償費の１２０９ 万円減額

し、予算総額を１０５ 億
９２３０ 万１千円とする

における固定資産税の特
別措置に関する条例の一

（第 ２号）【専決】

により、軽自動車税の税
額改正、ふるさと納税に

理由は。

そういう対処をしたい。
●職員定数条例の一部改

ものです。

歳入歳出それぞれ３６

部改正

年度決算見込み

０ 万円を減額し、予算総

平成

２００ 頭の捕獲実績で

半島振興法の一部改正

に基づき予算の調整を

設、紙巻きタバコ旧３ 級
に伴い、対象業種が増え

年４月１日から
品の税率改正を行うもの

平成
監査委員事務局を役場総

額を２億５０７ １万３ 千

（賛成全員）

を行うものです。

ほ か、余剰金を公有財産

を上回ったので増額する

付税等の交付額が見込額

約１００頭減であった。

ては夏場、前年度に比べ

管理基金に積み立てする

業補助金が６００ 万円減

ているのに、防止対策事

優良農地は電柵

額されている理由は。

ものです。

鳥獣被害は増え

●国民健康保険税条例の
地方税法等の一部改正

（賛成全員）
公有財産管理基

年度決算見込みに基づ

円とするものです。平成

年度につい

返礼品に対してはどのよ

ふるさと納税の

（賛成９名）

あったが、

るものです。
（賛成９名）
寄付があっても、本町

に伴い、課税限度額の引

うに取り組んでいくのか。 一部改正

議会へ監査事務をもって
にとっては税収がマイナ

審議機関である

いくというのはいかがな

き上げと低所得者に係る

や防護網の設置が進んで

スになることがないか。

金に３ 億４３００ 万円を

ものか。

軽減措置の拡充など所要

いるのが要因だ。現在、

ふるさと納税の

積み立てているが、目的

このような議案につい

の改正を行うものです。

年度介護保険事

（賛成全員）

き予算の調整をするもの

です。

●平成

業特別会計補正予算（第

４号）【専決】

歳入歳出それぞれ３５

００ 万円を減額し、予算

返礼品は昨年度は２千円

防護策や捕獲方法が工夫

ては専決にふさわしくな

は。
（賛成９ 名）

総額を

億６７３０ 万８

されており、新しい方法

程度。今年度からは納

26

（第３号）【専決】

歳入歳出それぞれ２２
町営住宅の合併浄化槽へ

千円とするものです。平

総額を

年度決算見込みに基

づき予算の調整をするも

年度決算見込みに基

のです。

年度一般会計補

億８３４４万円を追加し、

歳入歳出それぞれに２

正予算（第１号）

●平成

（賛成全員）

準備基金に積み立てるも

か、余剰金を介護給付費

づ き 予 算 の 調 整 を す るほ

成

についても内容を精査し、 千円とするものです。平

年度国民健康保

み立てると９ 億円あまり

●平成

補助をしていきたい。

防災センター建設、テニ

替えや廃校舎の取り壊し、 険事業特別会計補正予算

中津・美山支所の建て

の基金となる。

今回の金額を積

いと考えるが、なぜ専決

正
一部改正により、第１号

介護保険法施行令等の

税額１万円以上が３ 千円、 ●介護保険条例の一部改
３ 万円以上が５ 千円程度
ふるさと納税されても

年度か
年度までの第１

被保険者の平成
ら平成

スコートの屋根がけ、山

の移行等、実施しなけれ

成

開センターの耐震・塗装、 ５ ０ 万円を減額し、予算
（賛成全員）

ばならない課題が山積み

億４８１２万８
年度一般会計補

している。基金を積み、

に軽減するも

段階、保険料率を０ ．５
から０ ．

26

26

になったのか。
小規模な自治体

あり、今回議会事務局の

証明書は税務署へいき町

に決めた。

事務としたが、特に法的

に残らないので、税収変

では、人事異動に制約が

に問題はない。

る。

４ 月に人事異動を行い、 動はわからない状態であ
年度の切り替わりという

のです。
税率の廃止について、本

こともあり、スムーズに
移行できると判断し専決

答
号）【専決】
正予算（第

町への影響はどうなのか。 ● 平 成

26

14

26

行したことに伴い改正す

行ったものです。地方交

月 に １５ ０ か ら

係る寄付金控除の特例創

26

たことにより所要の改正

26

です。

答

問

答

26

たばこ税の特例

27

12

問

問

務課から議会事務局に移

27

正【専決】

問

答
問
答
処分にした。

税収増になると

10

27

29

45

26
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予算総額をそれぞれ

億

５５ ４４ 万円とするもの
です。

町内の各広場や

木製ベンチ１００ 基を配

●平成

置するが、国体終了後、

年度介護保険事

保険料率軽減により、

業特別会計補正予算（第

南山陸上競技場の草刈り

どのように活用するのか。 １号）

当面、イベント

等の環境整備である。
日 高 地 方Ｐ Ｒ 実

（賛成全員）

るものです。

の設置も検討したい。

望があれば、集会所等へ

軽減分の歳入科目を変更

「三百瀬元気づ

必要ではないか。

ほかの地域へのＰＲ も

明を。

り組みを支援する内容説

援事業で三百瀬地区の取

ネットワーク圏域形成支

過疎地域等集落

ている。

特産品等のＰＲ 活動をし

高地方の魅力ある観光や

町とＪ Ａが連携して、日

日高地方の各市

や学校の運動会等で貸し

を聞いた上で判断したい。

たあと、関係団体の意見

行委員会はどのような活

主なものとしては、総

27

務費で過疎地域等集落

答

し、一般会計繰入金とす

援事業費補助金１４５０
万円、携帯電話基地局
整備工事関連に１５ ４２
万５ 千円、衛生費で保健
福祉センター太陽光発電
設置事業費３６８６ 万円、
農林水産費で小規模土地
改良事業費２３２０ 万円、
育成林整備事業費で１５
０ １ 万円、教育費で南山
陸上競技場アウトフィー
ルド舗装事業費１億円な

どの増額をするものです。 のアウトフィールド仕上

した遊休農地対策・農産

くりの会」を事業主体と

げ工事費として１億円が

にある子育て支援セン

かわべ保育所内

（賛成全員）

計上されているが、その

が支援内容である。

化と活動拠点の施設整備

全国移住ナビ動

を。

物の販売・集落活動活性
今回で総仕上げとなる
のか。

既存の子育て支

ター新設についての説明

画制作委託料の目的は何
か。委託先はどこか。
総務省が地方移

町内には地域を元気に
の保育室に改修したため、 するため活動している団

援センターを３ 歳児未満
ているウレタン舗装で４

住に関するサイトで全国
移住ナビを立ち上げた。

南側駐車場に新設をする。 体や地区もほかにあり、

国体会場付近に

るように進めていきたい。

この事業を使ってもらえ

２９１ ㎡を仕上げる予定

事内容は。

理運営費の臨時雇用の仕

スポーツ施設管

そのサイトに投稿するた

については国体が終わっ

競技場の他の整備内容

である。

画会社の予定である。

問

委託先はテレビ会社か企

めの動画制作費である。

全国的に使われ

答
問

地元木材使用のベンチ

問
答

内容は。

問

答

出す予定だ。地域から要

三百瀬元気づくりの会

動をしているのか。

南山陸上競技場

答
問

92

ネットワーク圏域形成支

問
答

問
答
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