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ける安定した雇用を創出

オマスエネルギー利用の

国 内 で 大 小 様 々 なバ イ

森林資源をエネルギーに（岡山県真庭市）

は、大変勇気のいる問題

であるが、地域やＰＴＡ

に一石を投じる考えはな

いのか。

（教育長）新設し

た総合教育会議の中で、

文科省からの手引きを活

用し、学校教育の直接の

受益者である児童・保護

者や、地域住民の十分な

理解と協力を得ながら検

討したいと考えている。

（町長）統合は地域の理

解もいただかなくては進

む話ではないが、個人的

ていると聞く。また、地

模校統合推進の指導がき

小か、丹生地区３ 校と一

で１校、三百瀬小を中津

一つに、丹生中と早蘇中

には丹生地区３ 小学校を

方創生要旨に「若い世代

地域の意見、協力をい

緒になる案があるのでは

項目もあり、子育ての中

ただきながら統合できれ

の結婚・出産・子育ての

に教育も入ると考える。

と思っている。

ば一番効率的ではないか

町長、教育長において

校も考えられる。

校に、あるいは小中一貫

中学校か１小学校１中学

川辺地域は、２小学校２

校とは考えていないが、

町内で１小学校１中学

ないかと思っている。

問

希望をかなえる」という

文科省より小規

答

地方創生、本町の
戦略は

をしないと都会からの人
の流れはないと思うが、
町長の考えは。
基本目標４項目

のいずれかということで
はなく、必要な政策全般

する②地方への新しい人

事例があり、新たな取り

について議論を進めてい

の流れを作る③若い世代

組みによって木材需要の

定にあたっては、基本目

の結婚・出産・子育ての

創出、森林資源の環境利

く。

希望をかなえる④時代に

用に向けた取り組みも必
通信環境やＩＣＴ （情

合った地域づくり、安心
地域と地域を連携する』

報通信技術）の利用につ

要と認識している。
とあるが、全てが視野に

域住民にとっても必要な

ならず、企業関係者や地

いても、地方移住者のみ

バ イオマスやチップ発電

ないと発展は望めないが、 環境整備と考えている。

本町は林業を活性化し

に絞っているのか。

入っているのか。何点か

な暮らしを守るとともに

標４項目『①地方にお

地方創生戦略策

答

清議員
井藤

また、通信環境の整備

必要な政策全般について議論
していく

１
問
を取り入れるのか。

小規模校統合へ向けて
一石を投じる考えは

保護者や地域の十分な理解を
得ながら検討したい

２
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一般質問
（質問した順番で掲載します。）

どんな産品販売所が
できるのか

「美山産品販売所振興協

活用していただくために

る予定である。大いに

場駐車場敷地内に整備す

平地区の若者広

どうなっているのか。

取り組みと、その状況は

大いに 活用して もらえ る産品所
を目指す

最近、美山地域

メ ンバ ー は 、 生 活 研 究

いく。

関わり検討協議を行って

が主体的に整備や運営に

でこんな会話が聞かれる。 議会」を組織し、関係者
「どんな産品所できるん
よう。」
年度補正予算と

して設計委託料２５０ 万

グループ・区長・旧検討

平成
円、請負工事費２５００

代表と役場美山支所長と

委員会・指定管理者の各

本年度中に完成する。

対応を本町は確保できて
いるのか。
国の最高機関の情報が
いとも簡単に持ち出され
た。田舎の行政情報を盗
むことは簡単なことだと
考える。町民もその点を
不安に感じている。
本町としても、セキュ

ていないので漏えいする

インターネットに繋がっ

また、万が一攻撃を受

ことはないが、今後とも

毎年実施している。

けても破壊や漏えいを防

セキュリティ対策には万

全を期していく。

ぐ対策を講じている。

住民情報などは庁内基

幹ネットワークであり、

防災センターの果たす
役割と防災のための
啓発の進め方は

防災センターは拠点施設として。
啓発は強化していく

に感じる。昨今の異常気

象等を考えると、再び水

害が起こる可能性もある。

啓発のための講習会や勉

強会を全町で行ってはど

うか。

防災センターは、

本年度の設計から全ての

小熊地内に建築

予定の防災センターにつ

工事を４年間で完成した

リティ監視体制の強化、
職員の意識改革と教育、

いて、工期・日程・利用

い。

今年の秋、国民

事故対応の組織体制の構

方法等の詳細説明と、南

日高川大水害から４年に

大規模災害時には、町

桁のマイナ
ンバ ー が 通 知 さ れ 、 様 々

築が必要であると考える

検討委員会の意見を基に、 とする。

今後のスケジュールは、 な行政手続きで活用され
６ 月中に第１回の設計協

しかし、先般から大き

報セキュリティポリシー

民はもちろん、近隣市町

また、地域住民による

町が策定した情

号による

の位置付けを伺う。

９ 月で台風

して利用していく。

場や町民の催しの会場と

通常は小熊地区の集会

た施設として地域関係住

議を行い、国体終了後か

な問題となっている年金

に基づいて不正アクセス

なるが、その記憶が少し

の後方支援も視野に、総

が、どうなっているのか。 海地震等の大規模災害時

民との協議を行うという

ら建築工事に取り掛かる

情報漏えいでみられるよ

やウイルス攻撃対策を実

ずつ薄れてきているよう

産品販売所の支援組織の

12

答

る。

ことであったが、どの程

予定である。

うに、個人情報の安全・

施しており、職員研修も

度進んでいるのか。

保安・防護・保障などの

１人１人に

１

問

答

計画実施にあたっては、 企画政策課長の６ 名編成

誠議員

小畑貞夫議員
万円が計上されており、

26

美山地域の特色を生かし

答

今後も万全を期していく

２
12

入口

年金情報漏えいから考える
本町の行政セキュリティ対応は
問

１
問
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し、「自分の命は自分で

は、水害の教訓を活か
専門的なことは町で行

いる。

継ぐということになって

各方面の意見を聞き、料

いるが、利用者も含めた

利用料金を町が負担して

現状である。現在は一部

まり普及していないのが

建設場所が高速道路に
守る」ということを念頭
い、社会福祉協議会は、

金のことが最大のネック

方は、現行の制度を引き

面しているので、緊急ゲ
に、講習会や勉強会を実
現在有償で行っている助

であると判断できれば、

啓発活動について

ート等を設置すれば、ス
施したい。広報誌等によ
け合い制度等で、生活援

合的な防災・減災体制の

ムーズな救援物資の搬送
る啓発も引き続き強化し

拠点施設とする。

が可能だ。また、小熊広

新年度で無料ということ
も考えていく。

助の協力をしていく。
名と、あ

高齢者見守りシステム
は、利用者が

14

活性化と環境づくりを目指し、今後
も推進していく

寒川地区の地域

日に着任した。

に採用を行っている。仕

区に続き、今年度も新た

隊事業は昨年度の寒川地

で本町の状況を見極めな

えている。国の政策の中

活性化に繋がるものと考

作っていくことが本町の

していく考えである。

事の内容、課題や今後の

つもりなのか。

どのような対策を進める

る。今後、林業に対して

ともいくつかあると考え

であるが、町でできるこ

らなければならない政策

林業の再生は、国がや

がら、有効な施策を選定

図りながら、働く場を

地域資源の有効活用を

くべき大きな課題である。

策定でも議論を行ってい

ては、地方版総合戦略の

林業の振興対策につい

化の支援活動をしている。

所を拠点とし、地域活性

役場企画政策課内の事務

が６ 月

源活用分野の支援員１名

今年度も観光・地域資

を行っている。

取り組み、積極的な活動

地域に溶け込んで支援に

告を毎月提出している。

おこし協力隊は、活動報

答

見通しを伺う。

地域おこし協力

15

ていく。

全て移行するわけではな

中津村森林組合貯木場

場はヘリポートの基地と
しての使用を考えている。

には移行期間があり、

ネット回線を利用し、高

い。利用の継続が必要な

地域おこし協力隊と林業
の活性化は

３

高齢者福祉制度の改正
と見守りシステムの
現状は

高齢者 見守りシ ステム の無料化
も検討をする

良いシステムであると考

離れた家族が確認できる

がこの４月に改正をされ

える。しかし、あまり普

高齢者福祉制度

た。要支援１・２の方

状と課題を伺う。

は地域支援事業に移行し、 及していないと聞く。現
町が主体となって支援を

今回の制度改正

対策とあわせ、社会福祉

年度から始まる制度であ

していくことになった。
協議会との関係・協力に

る。訪問介護、通所介護
が予防給付から外れ、地

齢者の安否や状況を遠く

高齢者見守りシステムは、 域支援事業に移行するが、

昨年度から進めている

ついても伺う。

29

答

問

２
問

空き家対策の取り
組みは

「空き家解体の廃棄物処理費
補助」の申請は増加傾向
か。それへの対応策を
持っているのか。⑤町の
「空き家解体の廃棄物処

年の調

理費補助事業」の利用状
況はどうか。
①平成

生上の問題がある「特定
の提供を申し出ている空

があった。②定住促進へ

査時、２０５ 戸の空き家

空き家等」について、市
き家は

倒壊の恐れや衛

町村が所有者に撤去を命
提供可能な物件は

６ 月１日、日本
戸 だ 。 年 金 機 構 が サ イバ ー 攻 撃

戸だ。そのうち

令できる空き家対策特別

しているアメリカや韓国
では、制度を悪用した犯
罪行為が多発し、見直し
を余儀なくされていると
聞く。
さらに今回の法改正で
は、健康診断情報、金融
機関の預金口座への適用
まで拡大運用しようとし
ている。
月から全ての住民に
個人番号が市町村から通
知されることになってい
るが、個人情報漏えいな
ど問題が多いマイナン
バ ー制度は中止すべきと

００ 件程度ある。④これ

③移住相談件数は毎年１

発表した。悪用されない

が１２５ 万件流出したと

を受け、年金の個人情報

バ ー制度の安全性に対す

遺憾であり、マイナン

個人情報流出問題は大変

考えるがどうか。

まで「特定空き家等」の

か心配する声が上がって

る国民の不安が広がって

る。

「核兵器廃絶・平和
の町宣言」を明らか
な形に

周年を迎えた本

年 、 する決議をした。

早いうちに設置する方向で検討
する

今年は戦後

合併

投下されて

広島、長崎に原子爆弾が
月からの運用開始に向け

本町議会は、平成

絶・平和の町宣言」を表

一方で、本町も来年１

日本年金機構の

１月１日から「景観支障

相談は２件寄せられ対応

いて、来年１月から運用

いる。

県は、すでに平成
防止条例」を施行してい

したが、県条例の適用に

す る マ イ ナ ンバ ー 制 度 の
年度から

は至っていない。⑤平成

①空き家の実態調査は
進めているのか。②定住

て準備をしている。マイ

月定例会において、核兵

現し、後世に伝えていく

年度

年

非核宣言をした自治体

明らかな形で「核兵器廃

町は町民の願いに応え、
マ イ ナ ンバ ー 制 度 は 、

ナ ンバ ー 制 度 は 国 策 と し

器廃絶を町民共通の願い

絶・平和の町宣言」に関

19
応していく。

12

年となる。
桁の個

て取り組まれており、国

ことが大事と考える。

26

70
理するものだ。先行実施

12

年度は７ 件
の利用があった。

人番号を付けて、社会保

と受け止め、「核兵器廃

27

いる空き家戸数は何戸か。 している。
③空き家の斡旋を希望す

は申請件数が大幅に増加

の動向を見据えながら対
情報は寄せられているの

国民１人１人に

る件数は何件か。④地域

障や税情報などを一括管

３ ヶ年の措置として実施

答

傾向になっている。

ている。

前提が崩れる事態となっ

措置法が施行された。

10

年度までの

年

国の動向を見据えながら対応
していく

２

から「特定空き家等」の

10

70

山本喜平議員
24

促進への提供を申し出て

28

３

答
26

問

25
10

13

マイナンバー制度は
見直しを
問

１
問
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では、碑やモニュメント、
看板などで表現している
が、本町も製作・設置を
検討すべきではないのか。
「核兵器廃絶は、

日高川町民の共通の願い
でもある。私たちは、平
和を愛する全ての国の
人々と共に、真に恒久平
和を実現することを決意
し、ここに『核兵器廃
絶・平和の町』の宣言を
行うものである。」と決

不正事件に関する検
察審査会への申し立
ては

写真データ解析をもとに、
６月中に提出
検察審査会は、検察官
が被疑者を起訴しなかっ
たことが良かったのかを
名の審査

チェックする機関だ。有
権者の中から

員を「くじ」で選び、そ

が非核宣言をした町であ
審査会へ不服申し立てを

発表を受けて、町は検察

審査する。

りがなかったかどうかを

や法律上の見落としや誤

の方々が検察官の事実上

ることを広く認識しても

３ 月中にするとしていた

検察庁の不起訴

らう上からも何らかの形

が、遅れている要因は何

議され、町民に日高川町

で表すのは大変良いこと
か。

できるだけ早いうちに

査過程、結果等は住民に

検察審査会の意味や審

突っ込んだ調査を再度求

る不起訴相当、②もっと

り、①不起訴を良しとす

審査会の決議は３ つあ

である。
本庁舎西側付近の通行者

つかったことから、起訴
相当、不起訴不当の決議
と、その後に起訴される
ことを願っている。

合併の目玉施策

利用している。

特徴がある。議会は既に

提供できるという２つの

内の身近な情報や話題が

か。

取材し、放送してはどう

何気ない住民の暮らしを

内の自然・文化・教育や

行政チャンネルは文字放

％。

であるが、当初目的の

者の活用をさらに進める

光ケーブルが延伸する中

の和」を強調している。

コミュニティチャンネル

加入率は
『情報ペーパーレス』へ

送で年間１２０ 本程度の

周年を機に、後

の転換には至っていない。 べきである。制定した町

情報や議会放映を行い、
検察官が改めて不起訴と

はＺＴＶ が取材した３ 町
ケーブルテレビは、テ

イベントだけでなく、町

庁内に対策室を設け、

しているとの認識はもっ

しているが、住民が満足

人を知ることから始まる。 の話題を１日に８ 回放送
町としては、新たな証

レビの難視聴改善と、町

ているのか。

和を高めることは地域や

76
で難しい。町はどう捉え

答
した場合は、再度審査を

合併
訴は正しくないとする起

民憲章は「人の和、地域

める不起訴不当、③不起
訴相当となっている。起

加入率の向上も、民間の

わかりづらく、説明を願
また、町としてどのよ

訴相当の決議に対して、

によく見える場所に、碑
別として、設置する方向

うな審査結果と今後の推

う。

で検討する。国体までに

移を望むのか。

再度庁内調査を行った。
６月中には提出する。

10
拠として写真データが見

析や書類等の精査のため、 行うことになっている。

写真データの解

間に合えば一番良い。

になるか看板になるかは

工夫が必要。担当職員も考える

２

ケーブルテレビの目的
達成とさらなる活用を
問

11

孝文議員
原

答

１
問
答
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工夫をする必要がある。

活用するためにはもっと
所としての活用は考えて

れを中心とし、二次避難

議の上で検討したい。

ており、今後御坊市と協

ていない。
今後、行政チャンネル

町独自での用地取得に

関しては、目的がはっき

いない。

国体終了後、職員の担
備蓄倉庫も併設し、セ

跡地利用に関しては、

売に付すと聞いている。

現在、大成中学校ＰＴ

Ａ から学校長を通じ、御

坊市教育委員会に同校の

テニス場として整備して

ほ しい旨の要望が出され

える。

とまれば、その段階で考

いては」ということでま

つ土地だから購入してお

庁内で協議の上、「役立

りしない段階においては

だけ充足させたい。

時の避難所にもなってい
隣接しており、入口で

本町が一番有効利用でき

る。
あった狭い道路にも面し

この用地につい

購入する考えはないのか。

ると思うが、この土地を

また、大成中学校は災害

との要望があがっている。 ては国の所有であり、競

コ ー ト を 新 設 し てほ し い

大成中学校のテニス

ている。

は旧大成中学校の跡地に

ンターの機能に必要な資

旧薬草試験跡地

取得するのは難しいが、

問

機材を検討の上、できる

薬草試験場跡地

で河川カメラの情報伝達
当も考えたい。

ち ろ ん 、 テ ン ト やボ ー ト 、

外住民の一次避難所とし

目的がはっきりしない段階で取得するのは難しい

を考えているが、有効に

建設する防災センター
の役割と機能は

備蓄と物資の搬入出、ボラン
ティア受け入れを中心に

一番重要な年度だが、セ
飲料水タンク、ガソリン

避難所の備品備蓄はも

ンターの性格と役割が
タンク、非常用電源の設

設計する本年が

はっきり見えてこない。

置も必要だ。充足できる
のか。

位置や利便性から、本
町のセンターは、大災害
ず、日高管内の中心的役

て活用するが、各市町

大災害時、町内

割を持たざるを得ないと

も避難計画を立てており、

においては町民のみなら

考える。周辺自治体を含

平常時の有効活用とし

センターはあくまで町中

集会施設としての活用

て、体験施設等を考えて

めた中で検討すべきでな

は仕方ないが、疑似体験

いるが、これらも自助共

心としての活用としたい。

設備や災害資料展示は必

助的効果があると考える。

いか。

要か。何もかもでは、本

災害時の物資の搬入出
とボ ラ ン テ ィ ア の 受 け 入

設置を進める必要がある

罪捜査の客観的な立証な

防犯カメラは犯

２

答

答

当に必要な災害時に機能
しにくいのでは。

伊奈禎胤議員

防犯カメラを設置する
考えはないのか

問

薬草試験場跡地購入の考えはない
のか
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どにきわめて有効であ

去る７ 月

日・

日の

両日、大阪市の毎日新

請願・陳情の審査

産建厚生常任委員会
高規格幹線道路湯浅御坊
ンジ」の名称変更に関す

道路「川辺インターチェ
文章表現などのコツを

る請願書

聞・インテシオビルにて、 のテクニックや企画に至

最近では犯罪も増加し

るアンケートにおいて

会広報・議会放送に関す

らも頑張っていきます。

るよう、委員一同これか

研修の様子

した。

引き続き、継続審査と

はじめ、写真撮影・校閲

議会広報特別委員会

セミナーに参加

近畿市町村広報紙

るといわれている。また、
地域の安全を自分たちで
守るという意識を高め、
犯罪が起きにくい町づく
りに必要と思う。
今後、町内に防犯カメ
ラを設置する考えはない
のか。
防犯カメラは日

いことについて、講義を

る、紙面作りに欠かせな

広報紙セミナーが開催さ

受けました。

年度の近畿市町村

り、犯罪の抑止効果や、
れ、議会広報特別委員会

平成

犯罪が起きたときに映像

研修の成果が紙面を通

ており、本町も主要県道

も、読者住民の皆さん

じて読者の皆さんに伝わ

や主要な場所にカメラ設

から「わかりやすい紙面

年に実施した議

置を進める必要がある。

作り」や「関心の持てる

平成

当面、農改センターに１

紙面作り」を中心として、

の紙面作成に活かしてい

うことにより、議会広報

門家の方に指導してもら

た工夫が必要なのか、専

そのためには、どうし

ます。

色々な声をいただいてい

基設置する。

がることもある。

６名全員が参加しました。

本全国で広く普及してお

14

くために参加しました。

かの点で以前に比べ改

善されたことはありま
す︒

しかし︑ダム上流の

流域面積が小さくなっ

たり︑ダム下流の川幅

が全体に広くなったわ

けではありません︒ま

た︑ダム操作規則も大

きくは変わっていませ

ん︒基本的に︑前回の

大水害の気象条件が揃

えば同じことが繰り返

されます︒

今︑テレビやインタ

ーネットでダムの放流

量がわかります︒各地

域により到達時間は変

の浸水予想はできます︒

情報収集を十分に行

きには注意が必要です︒ で 守 る ﹂ こ と を 忘 れ ず

い︑﹁自分の命は自分
９月 ３日 か ら ４日 に か

に︑家族や友人・地域
高川の大水害が起こり

のための行動をお願い

愛下さい︒

︵入口

誠︶

ます︒お身体にはご自

まだまだ暑さは続き

します︒

ムの事前放流等いくつ

河川の復旧事業やダ

した︒

方も出た災害でありま

ました︒亡くなられた

け︑台風

号による日

終わろうとしていた時︑ 特 に 台 風 が 停 滞 す る と

今年のように暑い夏が

続いています︒４年前︑ わ り ま す が ︑ あ る 程 度

今年も大変暑い夏が

北西

13

が資料となり検挙につな

27
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見出しやレイアウト、

南東
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