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紀の国わかやま国体・大会
フォトギャラリー

ご支援、ご声援
ありがとうございました。

2
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んなこと

まりました

こ
決
８月17日に第２回臨時議会が開かれ、工事請負契約の
締結１件、専決処分案件１件、補正予算１件、すべて原
案のとおり承認・可決しました。
９月７日から11日まで第３回定例議会が開かれ、人権
擁護委員の推薦３件、事務組合規約等の変更１件、条例
の一部改正６件、補正予算４件、すべて原案のとおり可
決しました。同時に提案された平成26年度一般会計と10
の特別会計の決算認定は、「決算特別委員会」を設置し、
閉会中に審査することになりました。
また、請願１件を受理し、総務文教常任委員会に付託
され、審査の結果「不採択」としました。議員から提出
された意見書案１件は、否決としました。
一般質問は７議員が行い、町執行部の取り組み等を問
いました。

第２回臨時議会

第３回定例議会

年３月

日を

（賛成全員）

い旨の申し出があり、本

総合事務組合を脱退した

る法律」が本年

月５日

めの番号の利用等に関す

特定の個人を識別するた

「行政手続きにおける

部改正

●個人情報保護条例の一

（賛成全員）

規約を変更するものです。

台風や豪雨によ

同日付で和歌山県市町村

もって解散するのに伴い、

が平成

那賀老人福祉施設組合

規約の変更

山県市町村総合事務組合

共団体数の減少及び和歌

務組合を組織する地方公

●和歌山県市町村総合事

（賛成全員）

意するものです。

さん（皆瀬）の推薦に同

さん（船津）、加門眞悟

ん（三十木）、間野常民

引き続き、竹内善則さ

つき意見を求める件

●人権擁護委員の推薦に

（賛成全員）

●工事請負契約の締結
南山陸上競技場のアウ
トフィールド舗装仕上げ
工事（２期工事）で、指
名競争入札により日本体
育施設株式会社和歌山営
業所が９１８０万円で落
札し、契約するものです。
（賛成全員）
今回はウレタン

舗装をする工事であるが、
どうして国体までにでき
なかったのか。
補助金の採択時
期の関係である。アー
チェリー協会には、下地
のアスファルト舗装で理
解を得ている。

●一般会計補正予算（第

り、小釜本地内のメガ

●一般会計補正予算（第
２号）【専決】

ソーラー施設や大又地内

出ているが、対策は。

施工業者と協議

導していく。

をもち、現地へ赴いて指

答

３号）

南山陸上競技場アウトフィールド

の残土処理地から泥水が

問
歳入歳出それぞれに４
歳入歳出それぞれに１
９２２万８千円を増額し、 １６０万円を増額し、予

号及びその後の

算総額を 億１６２６万
予算総額を 億７４６６
万８千円とするものです。 ８千円とするものです。
台風

豪雨による公共土木災害

号、ま
たその後の豪雨による災

復旧事業に係るものです。

今年７月の台風

93

11

28

問
答

害復旧関連予算です。

11

92
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31

10
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3

を加えた特定個人情報の

い、個人情報に個人番号

から施行されたことに伴
再交付に係る手数料を定

ド及び個人番号カードの

ることに伴い、通知カー

月末で住民基本

めるものです。また、平
年

取り扱いに関して改正す
成
台帳カードの交付が廃止

るものです。
（賛成９名）
されることから、併せて
同カードの交付手数料に

●一括議題（４件）
かわべ天文公園条例の

かわべテニス公園条例

（賛成８名）

営してきた中での検討結

適用であるが、１年間運

かっていない。今後も努

探しているが、まだ見つ

４号）

●一般会計補正予算（第

力していく。

天文関係の施設

果である。

の一部改正
かわべテニス公園の宿

の管理はどうするのか。

歳入歳出それぞれに６

億７１８３万２千円を増

泊料金等を改正するもの
です。

め、研究施設として利用

額し、予算総額を

日頃の管理も含
（賛成９名）

してもらえるところを

億８
料金改定につい
ては指定管理者とも協議
をしたと思うが、その説
明を。
閑散期と繁忙期
で料金を変えたいという
料金は上限である。電気

ことであり、今回の改定
かわべ天文公園の宿泊

料金も上がってきている

一部改正
料金等を改正するもので

ことも一因である。
り休園しているのに、指

天文台は昨年よ

す。
（賛成９名）
農林漁業体験実習施設

定管理料は変わっていな
い。どうしてか。
宿泊やフロント
業務は続けており、大き

うか。

99

本町のシステム

改修は既に行っているの
係る条文も改正するもの
です。

番号がわかり、本人確認

失した場合でも、自分の

通知カードを紛

日ほどかかる。

ドが届くまでに７日から

再申請してカー

行に何日かかるのか。

通知カード再発

（賛成９名）

か。
昨年度からシス

テム改修を進めており、
殆ど終わっているので対
応できる。
特定個人情報保

護委員会を設けて、評価
も委員会に提出して承認
を受けているのか。
現在、委員会は

組織していない。

条例の一部改正
きのくに中津荘及び日

のできるものを提示すれ
ば通知カードは必要ない

高川ふれあいドームの宿

セキュリティ面

でルールを決めただけで

と思うが、再発行は絶対

しなければいけないのか。 泊料金等を改正するもの

防ぎきれるのか。
漏えいやウイル

（賛成８名）

な変更はない。しかし検
された通知カードと説明

リフレッシュエリアみ

です。
書、個人番号カード交付

は３年間であるのに、途

個人番号が記載

を学び、情報漏えい防止

申請書が簡易郵便で届く。 やまの里条例の一部改正

中で条件を変えるのはど

スの脅威に対する予防策
に取り組んでいる。

美山温泉愛徳荘及び、

討はしていく。

●手数料徴収条例の一部

通知カードを紛失しても

みやまドームの宿泊料金

来年４月からの

指定管理の契約

改正

番号がわかっていれば再

年１月から個人

等を改正するものです。

平成

問

答

12

交付申請の必要はない。

番号カードの交付が始ま

問
答

28

椿山レイクブリッジ

問
答
問

27

問
答
10

問
答

答

問
答
問
答
問
答
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5

８１０万円とするもので
市町の同意があれば他市

できないが、施設のある
予算総額を

億６８９６

９６万１千円を増額し、

歳入歳出それぞれに７

う返還金に充当するもの

これを前年度の精算に伴

業施設等整備費補助金７

地域医療介護総合確保事

負担金２４８万４千円、

者は住所を移すと介護保

れてくる。他市町の利用

多ければそれだけ反映さ

介護保険料は利用者が

度繰越金等を計上し、こ

増額するとともに、前年

費、後期高齢者支援金を

一般被保険者療養給付

年度歳入歳出決
昨年度の一般会計並び
の特別会計の決算認
この議案は、議長を除

定です。

に

算の認定について

●平成

（賛成全員）

前年度繰越金を計上し、

す。
町の方の利用も可能だ。

５１７万８千円、椿山
険会計に負担をかけるの

れを前年度の精算に伴う

文字放送システム更改

レイクブリッジ塔柱塗装
で原則住所を移さない。

万１千円とするものです。 です。

工事１７２８万円、台風

返還金に充当するもので
す。

名の委員で構成する
決算特別委員会で審査す

く

●後期高齢者医療特別会

（賛成全員）

レイクブリッジ

号関連に伴う林道施設

平成７年に建設

具体的な構想は。

災害復旧費７４８０万円、 塔柱の塗装工事について
農地農業用施設災害復旧
費３億２４２９万６千円、

ることになりました。
山本啓司

計補正予算（第１号）

委員長
４４万２千円を増額し、

歳入歳出それぞれに１

どの補正を行うものです。 かったが、塔柱にかなり

予算総額を２億５６３７

年が経過している。

公共土木施設災害復旧費
点検で特に不都合はな

後

１億４１３７万９千円な
のサビが浮いており、放

万２千円とするものです。 ●「安全保障関連法案」

小畑貞夫

（賛成全員）

置しておくと安全上の問

前年度中に納付いただい

副委員長

南山スポーツ公

題も生じる。水力発電の

山本

原

喜平

孝文

求める意見書の提出

の慎重かつ十分な審議を

（継続審査）

園に設置する防犯カメラ

交付金をあてて塗装する。 た保険料を繰越金として

提出者
賛成者

チームも久しぶりとなる

参加し、当日高川町議会

日高郡町議会親善ゲートボール競技大会

月４日、美山

ドームで郡議長会主催に

１勝をあげるなど、随所

去る

回日高郡議会

よる「第

で健闘しましたが、第４

日

親善ゲートボール競技大

月

位に留まりました。

年

野村

稔氏

議会議員の役割」

「地方自治における町

・演題

長会議事調査部長

元全国都道府県議会議

・講師

修会に参加。

日高郡町議会全議員研

◎平成

会」が開催されました。

年８月４日

各町Ａ・Ｂ２チームが

◎平成

和歌山県町村議会全議

議員からの提出議案で、 員研修会に参加。

27

はどのようなものか。

計上し、後期高齢者医療
広域連合へ納付するもの

産建厚生常任委

員会の町内視察で、保育

日間ぐらいの

録画ができるＳＤカード

です。

関係省庁に「安全保障関

弁護士さわやか福祉財

・講師

（賛成全員）

連法案」の慎重かつ十分

力氏

●介護保険事業特別会計

・演題

せる社会の実現」

「尊厳を保持して暮ら

堀田

団会長

施設ごとの修繕要望を聞
費に含まれているか。

11

18

な審議を求めるものです。
賛成者少数で否決されま
した。
（賛成３名）

10

10

補正予算（第２号）

をセットして管理する。
合保険事業で地域密着型
とはどの地域か。この施

億８６４５
万８千円とするものです。

予算総額を

歳入歳出それぞれに８

保育環境改善を図るため

なかつ保育所の

設ができることで介護保

の修繕費を計上している。 ８５万１千円を増額し、
会計補正予算（第１号）

●国民健康保険事業特別

険料に影響はないか。
原則、施設のあ
る市町の高齢者しか利用

12

27

26

16

いたが、今回の児童福祉

70
地域医療介護総

問
答

27

問
20 答

11

11

問
答
問
答
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開発行為に関する条例
は現状に則した改正を

設整備に係る開発や、そ

近年では太陽光発電施

好な自然環境を守ってい

には限度がある。町の良

となる条例だが、強制力

か。

の他の造成に対し、本条

く観点からも、規定する

未満の開発

行為は法律上、林地開発

例を適用して数件の指導

１

等の許可を得なくてもで

開発行為の届け出、責

問題が生じ、法律で対応

中津村田尻地内分譲地の

高齢者が安心して生活
できる健康対策は

すところは見直す。

手法などを工夫し、見直

務、条例の不履行に対す

できない部分を補う意味

る条例制定の発端は、旧

る措置など、現状に則し

で制定されたものだ。

川に流れ込むにごり水

指導や調整を行う根拠

をした。

ha

本町の開発行為に関す

きる。

答

た条例に改正してはどう

しい。

勘案し、見直すところは見直す

条例には「土地

造成を伴う開発行為につ
いて基本事項を定め、町、
開発行為者、町民等の責
務を明らかにするととも
に緑及び水の豊かな自然
を愛し、住みよい町づく
りを確保することを目的
とする」とある。
開発を行いながらも、
災害防止や環境保全に
力を入れ、豊かな自然を
守ることを重視している
条例だと理解していたが、
町の指導と開発行為者の
誠意と努力に期待してい
るだけでは、開発と環境

大切なことであり、積極的に
取組んでいく

順位は、１位が悪性新生

物、２位が心疾患、３位

が肺炎、４位が脳血管疾

患、５位が老衰となって

いる。本町の現状はどう

なっているのか。

寿命を延ばすことで高齢

一の長寿国である。健康

らも重要なことである。

は、高齢者医療の観点か

因を早期に発見する対策

その死因や病状から原

者の生活が安心したもの

そのためにも、本町の高

の高いものや、原因に対

齢者検診内容を罹患頻度

本町の高齢者健康保持

がか。

要があると考えるがいか

応した検診内容とする必

和歌山県の死因別死亡

ているのか。

対策の具体策はどうなっ

も繋がっていく。

となり、医療費の軽減に

我が国は、世界

小畑貞夫議員

熊谷重美議員
保全の調和を図るのは難

１

問

１
問
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7

高齢者の健康づ

くりと健康寿命を延ばす
事業として『元気アップ
教室』、『いきいき元気
教室』などの６講座を開
設し、社協に運営委託し
ている。
本町の死因も県平均と
同様であるが、特に肺が
んで死亡される方が多い。
月よ

その原因の肺炎球菌防除
年
10

歳から５歳刻みに

として、平成
り、

26

また、

歳以上の方は、

ても、さらに積極的に取

となっている。本町とし

健康診査を実施する予定

年度よりは、口腔歯科

で受診してほしい。平成

康診断を実施しているの

後期高齢者医療制度で健

75

予防接種を行っている。

65

幾度となく改修の要望が

影響を与えており、再三

号により流域が浸水

か。

しており、全力で取り組

て、改良復旧を強く要望

が図られると聞いている。

スケジュールで地元調整

示され、比較的タイトな

計画では河道拡幅だけ

受検の準備をしている。

段階で関係者の理解とご

るので、事業採択に至る

上に向けた改良が行われ
採択されると計画案が

月半ばの国の災害査定

改良復旧事業採択に向け、 ではなく、流下能力の向

県も町の要望を受け、

んでいく覚悟だ。

関係者の熱意は心強く、

県に改修を要望してきた。

の浸水被害に少なからず

地形的に下流域

今後の見通しはどうなの

うな認識で取り組むのか、

いは強い。町長はどのよ

改修を願う付近住民の思

幅が町に要望されるなど、

てから河口改修や河道拡

決議し、和佐区でもかね

「江川川の改修要望」を

江川区では臨時総会で

被害を被った。

風

いなか、今年も７月の台

であるが、実現に至らな

なされている江川川流域

単なる原形復旧ではなく

日高川大水害の

11

答

答
28
り組んでいく。
山本啓司議員
記憶も新しく、過去から

協力をお願いしたい。

スポーツ施設の活用と整備方針は

合宿を推進しつつ、スポーツを通して町民の健康
が願い

か。

るスポーツ施設はあるの

①近々整備を考えてい

とが必要と考える。

済効果につなげていくこ

利用機会を増大させ、経

ポーツ施設が相乗効果で

町内の宿泊・ス

２

問

改良復旧事業に向け、県が災害査定受検の準備を
している

江川川改修の取り組みと見通しは
問

１

10
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濁流の江川川

②川辺若者広場の斜面
浸食に伴う経年劣化に対
し、整備の必要性は。
③南山スポーツ公園は、

検討する。
南稜高校に関しては、
利用に関する覚書を交わ

す際、自校グランドの整
備を強く促したい。

国体終了後の南山
陸上競技場の利用
方法は

職員を配置し、町民や合宿等
に利用しやすいように
経費は改修前と比べどう
なのか。受付方法や使用
料は変わらないのか。防
犯の強化はするのか。
また、来年４月から和
歌山南陵高校が開校する
どの程度利用していくの

施設の利用方法は、職
員を配置し、町民や合宿
等に利用しやすいように
していく。
防犯については、出入
口付近に防犯カメラを設
置し万全を期していく。
和歌山南陵高校の施設
利用は、町内外の団体等
に支障をきたさない範囲
で、年明け早々にも利用
方法の覚書等を交わした
い。

る予定と聞いているが、

トに雨天用の屋根をつけ

町の施設の指定管理を始

年度事業

利用者、生産者、従業

り０．３％増。「事業収

１７００万円、前年度よ

実績報告では、施設全体

員の声を聞くことは重要

益」は約２億３６９０万

今後の見通しも含め、評

と考えるが、どのような

これは、宿泊施設や飲

いる。

円、７．９％増となって

ターミナルのテニスコー

また、サイクリング

体制になっているのか。

の「売上収入」が約４億

平成

その内容と効果を伺う。

年度決算が出ているが、

め、１年余りが過ぎた。

本家さぬきやが

屋根を設置予定のテニスコート

今後町民の体力づくり・
健康意識増進に向けた拠
点施設となるが、地域の
方々との関わりや「町民
の憩いの場」としての位
置付けから見た整備方針
は。来春開設される南稜
高校の利用は。
①スポーツ合宿

推進の観点から、テニス
公園のコートに屋根を設
置する予定で、利用者増
に繋がると考える。また、
ソフトボール専用グラン
国体・大会が開催され、

か。

が、南山スポーツ公園を、

ると考えている。

アーチェリー会場となっ

問

価を伺う。

26

紀の国わかやま

②改良整備する予定だ。

た南山スポーツ公園は約

でほぼ完成したが、周辺

を行う予定はあるのか。

維持に関しては全天候

答

ドに中津若者広場が適す

③町民全ての世代がス

８億７３００万円で平成

もあり、周辺に１．２ｍ

整備はこの３年

ポーツを通して健康を享

整備として動物の侵入等
した。

～

年度にかけ整備を

受してもらえるのが願い
だ。今後町民や利用者の
柵フェンスなど周辺の整

行うとすれば費用も含め

型に整備をしたことから、

程度のフェンスを設置す

備も含めその機能発揮に

どのような計画なのか。

経費も少なくなる。

る予定である。

努める。景観への配慮や

今後、さらに周辺整備

答
今回の整備により維持

意見を聞いたうえで、外

27

26

１
問
25

進入路の設置についても

運営ノウハウや営業等が功を奏して
いると評価

㈱本家さぬきやに委託を
している町施設の運営は

２

誠議員
入口

答
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8

ひだか川議会だより

換ができる状況になって

長・支配人と常に情報交

しては、町の担当者や部

従業員や現場の声に関

のと評価している。

や営業等が功を奏したも

食施設等の運営ノウハウ

できる。その結果、利用

や大会誘致を行うことが

可能となり効率的な合宿

により、雨天時の利用が

受けていた。屋根の設置

地域審議会からも答申を

整備は、以前に川辺地区

わせてはどうか。

場にというふうに組み合

うか。貯水池の上は駐車

地下貯水池を造ってはど

あるいは２千ｔクラスの

水対策について、５千ｔ

る大門地区と本庁前の排

は、災害改良復旧事業を

江川川について

者の増加につながると考
えている。

いる。今後も情報の収集
には努めていく。

月半ば

、

鳥獣対策と狩猟税に
ついて

害獣の捕獲頭数

むことを兼ねている。全

ターと同様に狩猟を楽し

エサとなる木を植えるという
のも一つの方策。狩猟税減免
は考えていない

年度に約２千頭

額免除を行うことは、目

は

が駆除され、少しは減っ

的から逸脱することにな

協力も得なければならな

高いところに毎年植えて

になる木を林道脇や山の

計画における治水対策に、 ているが、町で残りの税
町内の山林の約
７割が人工林であり、そ
地下貯水池を造り、一

へどんどん押し寄せてく

べき物が少なくなり、里

戦争準備法案をどう
考えるか

ると考える。

、

たと思っていたが、

いが、そういった方向で

㌃のうち、６００㌃が被

堂閉川の改修計画も含ま

県は狩猟税を半額にし

害にあっている。浸水し

れており、今後も県に対

を補填してはどうか。

た住宅と浸水の恐れのあ
る住宅を含めると

川幅も広がらず、堤防

時貯めて対応するという

る現象が起こっているの

のことによりエサとなる
も高くならず、行政はこ

のも非常に有効的な手段

ではないかと思う。エサ

りとなる。

れを見て見ないふりをし

と思うが、財政的に多大

となる木を植えるという

日本の周辺のみならず、

きくなってきている。

世論と動きが日ごとに大

あらゆる階層から反対の

根拠をなさない。国民の

政府の説明はまったく

ながる。

義、立憲主義の破壊につ

十分な議論の上で可否を決す
べき

国会で審議中の

戦争準備法案は、憲法に

米国が世界中で行う戦争

な負担が強いられ、広大

行為に日本が参加できる
有害捕獲も一般ハン

年間続けてきた平和主
厳しい状況と考える。

な用地確保も必要となり、 のも一つの方策と考える。 抵触する点が多々あり、

ているのではと思うほど

く。

し、積極的に要望してい

日高川水系の河川整備

はどうか。

駆除もしながら、エサ

か駆除できていない。

年度は、１千頭程度し

25

やってもらいたいと県に
要望している。

２
24

進んでいきたい。

交渉に入りたい。地元の

が終わったらすぐに用地

に災害査定があり、これ

10

23 問
26

答

テニスコートの屋根の

改良復旧事業で進める。地下貯水池は難しい

答

戸余

水害では、耕地３２４９

先日の江川川の

堀江才二議員
だ。具体的にどう取り組
んでいくのか。

孝文議員

原

20

年以上悩まされてい

１

問
70

江川川の水害対策と地下貯水池
の設置

１
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問
40

ひだか川議会だより
9

ようにするというのが法

志を期待する。

問題であり、命を預かる

る人が出る可能性大の大

再び戦争で殺し、殺され

町民やその家族から、

こそできると思う。相手

世界の国々がそうなって

実現できるものではなく、

る。それは日本だけで

な社会を誰もが望んでい

戦争のない平和

町長の立場、憲法遵守義
の立場や考えを理解しよ

案の中味だ。

務のある町長の立場でこ
うとする努力が必要だ。

亡くなった町民の方だけ

先の大戦で兵士として
くかなど、十分な議論が

利をどうやって守ってい

財産、幸福を追求する権

済みのところがあり、ど

手し、仏串峠の上下間も

いるのか。

職員定数の削減とは無

関係か。「一校に一人は

正規の調理職員を」とい

うのが町の基本だったが、

一昨年よりこの原則が崩

れている。非正規職員雇

用の常態化や拡大につな

がらないか。

この問題につい

て教育委員会の議論には

かけていないが、一般的

なセンター化にしようと

いうのではない。

今後、少人数学校での

給食のコストの面や、よ

り安全に供給するための

衛生上の施設整備の充実

を考えるとき、距離的に

６月議会におけ

る学校統合の問答で、執

近い小規模校が協同で調

継続して行う予定だ。

行部より突如として「学

理を行う親子方式の採用

うなるのか。

化で改修した部分は、２

校給食のセンター化を統

車線
後の改修にかける町長の

車線化に計画を見直し、

をしてはどうかと考えて

三津ノ川区内の
意気込みをお聞きする。

合の前段として進めるこ

教育委員会はじめ、学

いる。

考えが示された。その理

とも協議している」との

用地取得事務を進めてい
間７．４㎞は３．３㎞が

残された大又口から三
佐間、田尻から三十木間

本町の学校給食は、

年度は
大又奥のヘアピン付近か

については、特に御坊美

年余りにわたり保護者や
あるが、既に三津ノ川地

全線２車線化の計画で

所から大又へ向かって着

年度以降は三津ノ川集会

して急ぎたい。

28

い。

聞きながら進めていきた

校現場や保護者の意見を
ら仏串峠へ向けてと、仏

山線の株井峠の迂回路と

調理員の人事配置は、

るが、まだ未着工部分も

車線で改修

て工事を進めている。

多く残されており、早急

内など一部

1.5

由と真意を聞く。

年一定の予算付けがされ、 た今後の実施予定等は具

ある当路線の改修は、毎

体的にどうなっているか。 串峠から三津ノ川に向け

地域、行政が守ってきた

なるべく早く基本に戻し
な改修が待たれている。

大きく工事が進捗してい

しての役割から、下田原

歴史がある。教育委員会

改修済であり、

る。

山野から大又口

あわせて、当路線の今

答

の戦争準備法案をどう見

でも９２５名。戦没者遺
なされた上で可否を決し

法案は、国民の生命や

族の方々の思いに応え、
ていただきたい。

られるか。

二度と戦争をしてはいけ
ないという町長の強い意

県道御坊中津線の改
修は

山野から大又口間の整備を急
いでいる
未着工区や継続中の各

小規模校同士の親子方式を考え
ている

３

学校給食センター化の
考えの真意を聞く

問

改修される三津ノ川地内
と三十木間の整備を先行

町長の公約でも

1.5

ていきたい。

工区において、現在、ま

答

答

ではどんな議論となって

27

２
問

60
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ひだか川議会だより
11

不正事件に関する
検察審査会への申
し立ての内容は

台となったジビエ工房紀

数多くの不正請求の舞

たのか。

けとなる資料が見つかっ

とだったが、それの裏付

た」と認めていたとのこ

０回あまり不正請求し

現段階で説明するのは適当で
ない

検察審査会への
能していなかった。申し

申し立てにあたり、再度、 州の確認体制は正常に機
書類等の精査のための庁

立てにあたり、当時の職
員からの聞き取り調査等

変更することは受験希望

をきたす恐れもあり、今

会で前向きに検討を進め

用については、教育委員

て行っていない。いずれ

回状況を改善するため受

空き家の活用と撤去
への支援を

学校図書館の司書の採

験資格年齢を引き下げた。 ている。

時期が来たら説明したい。 者の期待を裏切ることに
なるのではないか。また
臨時職員の受験機会を奪
うことになるのではない
か。
学校図書館への司書配
置については、今後、司
書資格を有する教職員の
確保を含め取り組むと表
明されていた。来年度か
らの配置をめざし、採用
に踏み切るべきではない
か。
本年度職員採用
では、受験資格の年齢要
件は一般行政職が採用時
歳として

歳まで、保育
歳から

歳から
士が

いる。
歳としていた

検察審査会での審議が進

般行政職で、

歳

進への提供を申し出てい

２００戸を超え、定住促

か移住者で行うこととな

まであれば、処分は家主

年４月１日現在の

警察が３つの方法で捕

行中であり、現段階で申

歳が１名、

歳

る。先進自治体では、不

歳から

歳から

町職員の年齢構成が、一

が、

獲報償金を７回騙し取っ

し立て内容の詳細につい

試験が行われ、一般行政

が３名、保育士では

る物件もあると聞いてい

壇の処分を住民組織やシ

道具や仏壇などがそのま

たと立件したが、写真

職と保育士を採用する予

以下が１名と極端に少な

空き家であっても家財

本町の空き家は

データ等は自白を裏付け

て、説明するのは適当で

定だが、受験資格が昨年

27

27

来、町の行政運営に支障

問

問

受験資格年齢を大幅に

20
25 25

18

年度職員採用

るに値する新たな証拠と

ないと考える。

を行っているので、改め

職員からの聞き取り調査

案件を調査する段階で

度までと違い大幅に引き

警察の発表では「１０

う内容か。

なるのか。それはどうい

用となった家財道具や仏

他の事例も参考にしながら検
討していく

３
る。

の上限を

昨年度までは、採用時

26

内調査を行い、新たな証
拠として写真データが見

顧問弁護士に相

は行ったのか。

日に審査会へ申し

つかった。それをもとに
６月

年齢構成の状況を改善するため受験資格年
齢を引き下げた

い構成となっている。将

談の上での答弁であるが、

答

20

18

山本喜平議員

下げられている。

立てを提出している。

答

町の職員採用年齢の引き下げと
図書司書の採用

２

１
問
22

26

31

21
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ルバー人材センターが請
け負っているところがあ
る。本町も支援を検討し、
空き家の活用を促進すべ
きではないか。
空き家の跡地は住宅用
地としての特例措置がな
くなり、固定資産税が３
倍〜６倍に重くなる。解
体撤去しなければならな
い空き家の跡地にかかる
税負担の据え置きや激変
緩和を検討すべきではな
いか。
件、

現在、空き家提

供の申し出物件が
うち提供可能な物件は
件程度となっている。今
後、移住者施策の推進と
地域の活性化には、空き

充実を中心とした教育大

人数における教育行政の

が設置され、少子化・少

長・教育長・教育委員）

町総合教育会議（町

から要望があった。その

器の修理などが各学校長

属施設の改良・火災報知

策・空調修理・プール付

すりや排水管の腐食対

化が相当進んでおり、手

校の差が著しいと感じた。

れた学校とそうでない学

図書室に関しては、優

学校があったり、通学路

に、本町の将来的な児童

の難しさを感じると同時

少子化による学校運営

学校の実情・課題や要望

各学校にて校長等から

ットを生かしながら複式

題もあるが、複式のメリ

となっている。様々な課

がら検討していく。

平成

年８月５日・６日

４．調査の意見
本町の教育の在り方に

が未改良で危険な場所も

をヒヤリング後、意見交

教育の充実を図っている。

空き家解体後の土地に

た。

綱を作成し全町民に公表

中でも、避難階段のない

委員会町内視察レポート

２日目：（現地視察）寒

される。

校・川原河小学校・美山

ついては、町教育方針を

生徒数の動向を見るとき、

総務文教常任委員会
川第一小学校・笠松小学
中学校・中津中学校・早

見受けられた。

と補充学習と家庭学習を

換を行った。特に問題が

不登校生やいじめ問題、
いても実情にあわせた取

使用している学校もあっ

未だにアナログテレビを

教育課題の根本的な解決

が、それだけでは様々な

また、学校によっては、 統合の検討は必要である

毎年４月に策定し、各学
年度においては、学力

校長に示している。平成

蘇中学校
２．調査の経過
教育長・教育課長から

重点課題として各学校で

向上対策として読書活動

本町教育方針と学校環境

取り組んでいる。

（１）教育委員会懇談

の説明を受けたあと、意

式となっており、そのう

本町において６校で複
（２）大成中学校を除く

ち４校（美山３小学校・

見交換を行った。
校）の

町内小中学校（

１日目：教育委員会の内

ある箇所については、現

山野小学校）が完全複式

容説明と質疑応答

場確認も行った。

現地視察

係る固定資産税について

（現地視察）川辺西小学

り組みを行っている。

１．視察の概要

は、現況を確認した上で

校・和佐小学校・丹生中
３．調査の結果

町村の事例も参考にしな

課税を行うので、一律に

学校・江川小学校・山野

インターネット問題につ

軽減を図っていくのは

校の現地視察
各学校とも施設の老朽

13

27

中津小学校

談

（２）

家の活用が有効だ。他市

27

（１）教育委員会との懇

（大成中を除く）
小学校・三百瀬小学校・

町内の小中学校を視察

中々難しい問題である。

13

10

17

答
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本町の教育方針の中に

とはならないと感じた。
題の優先順位をつけて計

っていると思うので、課

学校の聞き取り調査は行
が必要である。

とに啓発し議論すること

Ａ会議などがある毎にご

議が設置され、行政と教

本年度より総合教育会

『生きる力』を育む教育
べきである。

活動を目指すとしている。 画的に対策を講じていく
本来の教育とは、道徳心

数教育のメリット（補充

捉えるのではなく、少人

少人数教育を否定的に

必要であると考える。こ

ないための十分な指導が

の被害者や加害者となら

が『ネット上のいじめ』

環境についは、児童生徒

を策定していただきたい

化時代における教育方針

れ、本町ならではの少子

会の意見も十分に反映さ

この会議において本委員

に教育改革を行っていく。

育が一体となって総合的

学習など）を生かし創意
れは学校と家庭が一体に

と考える。

次に、児童生徒の社会

工夫を行い、地域・保護
なって子供たちに指導を

や生きる力を教え育むこ

者の理解を得ながら地域
行うことが重要で、ＰＴ

とである。

特性を発揮した学校運営
を進めることが必要では
ないかと考える。
学校施設においては、
老朽化が予想以上に細部

内の４保育所と３学童ク

【かわべ保育所】
名で保

町内最大の２１６名の
園児を保育職員

けた。

育している。時間割表を

に設置されており、良い

川辺西小学校の敷地内

【川辺学童クラブ】

見たが、勤務時間及び休

和佐、江川、三百瀬の

環境であると感じる。

時保育士が全保育士数の

児童はタクシーで通所を

来年度から６年生まで

約７割を占めるのも改善

避難口が正面玄関だけ

保育の対象となるため、

している。

というのも問題である。

物置を移転し保育室の拡

名登録されているが、増

早急に裏口も取り付ける

また、新たに建設する

員も考えるべきである。

張がされる。指導員は６

子育て支援室の説明も受

ように進言する。

すべきと感じた。

暇に余裕が全くない。臨

産建厚生常任委員会

１．視察の概要
保育所と学童クラブの調

その中でも避難階段の未

ラブを視察した。住民課

査
日に町

整備・手すりの腐食・通

長が同行し、各保育所の

年８月

学路の未改良などは、児

所長・各学童クラブの責

平成

童生徒の生命に関わる重

任者の説明を受け、要望

る。
ほかにも雨漏り・テレ
ビ等機器の未更新・図書
室の格差改善などは、教
育委員会として当然、各

２．調査の経過と意見

要な課題であり、早急な

18
等を聞いた。

27

対策を講じるべきと感じ

にわたって見受けられた。

町内の保育所と
学童クラブを視察
27

ひだか川議会だより
13

【なかつ保育所】

る。長期休暇中には寒川
また、緊急時の美山支

小の児童も利用している。 所への連絡方法を改善す
べきである。

名、保育士
美山地区が広大であるた
【寒川保育園】

園児は
め１ヶ所では要望に応え

請願・陳情の審査

への不安と我が国の平和

を危惧する」との意見も

あった。

しかし、現在の日本を

取り巻く世界情勢は日本

だけで解決することが難

総務文教常任委員会
国際平和支援法案と平和

名が

臨時保育士である。出さ
られないと感じた。
ため３歳未満児、延長保

しくなっている。今回の

名である。ここも
れた要望は３歳未満児の
【みやま保育園】

安全法制整備法案の廃案

法案による日本の平和貢

園児は９名。小規模の

保育室の間仕切り設置、
育は行っていない。保育

を求める請願

名。園舎が老
士２名のため、保育、防

園児は
朽化し、常時修繕してい

犯面での対応に苦慮して

雨漏り、遮光対策、空調
設備の改善等だが、早
る状況である。防犯の点

いる実態が出された。
少人数ならではの家庭

釈野

鳥居

至和

晨也

勝

あった。

に賛同する意見の委員も

澁田

喜平

修一

木坊子俊紀

備法と一方的に断定する

法整備については戦争準

もが同じであり、今回の

戦争を望まないのは誰

南祇

山本

ことはできない。

よって慎重審議の結果、

本請願は賛成少数により

不採択とした。

において審議が行われ、

を閣議決定し、現在国会

ンジ」の名称変更に関す

道路「川辺インターチェ

高規格幹線道路湯浅御坊

産建厚生常任委員会

近々採決されようとして

る請願書
障関連法案」の廃案を求
める請願であった。

とした。

引き続き、継続審査

いる。本請願は「安全保

整備法案」の二つの法案

改正する「平和安全法制

ど現行関連法を一括して

援法案」と、自衛隊法な

政府では「国際平和支

■委員会の意見

紹介議員

的な雰囲気が感じられた。

献活動並びに、安全保障

急に対処すべき課題だ。
から玄関先が見えるよう
にガラス張りにしてほし
いとの要望があった。

■請願者

（遮光対策は９月議会で
対応）
【なかつ学童クラブ】
旧船着中学校コンピュ
ーター室を利用している
が奥まった場所なので、
防災・防犯面でやや心配
である。
ウサギとインコの飼育
をし、情操面への配慮が
見受けられた。
【みやま学童クラブ】
山開センターに開設し
ているが外で遊べる環境
ではない。部屋のみでの
保育に圧迫感を感じた。
もう少し広い場所で行う
必要がある。
通常の利用は川原河小

委員からは「これは戦

年 ぶりに 開催さ れ
た紀の国わかやま国
体・ 大会 も盛会 裡のう
ちに 閉 幕 し ︑に ぎ や か
だっ た町 内も静 けさを
取 り 戻 し た か の よ うに
感じます︒
大 会 成 功 の た めに ボ
ラン ティ アとし て奮闘
して いた だいた 方々︑
観戦 し応 援をし ていた
だい た方 々はじ め︑ご
協力 いた だいた 多くの
町 民 の 皆 さ んに 心 よ り
感謝 を申 し上げ ます︒
特に役場職員の皆さん︑
長 い 期 間 本 当に ご 苦 労
様でした︒
本 号も 国体が 開催さ
れる とい うこと で︑い
つも より 一ヶ月 遅れの
発行となりました ︒
月も 混み 合った 日程が
続いています︒発行後︑
すぐに 月 議会 が待っ
てお り︑ また気 を引き
締め て︑ 頑張り たいと
思います︒
今 年は 冬が早 くやっ
てき そう です︒ 皆さん
に は 十分 お身体 をご自
愛ください︒
︵原 孝文︶

北西

11

16

とコミュニティバスを利

争準備法であり、法整備

47

10

59

用した笠松小の児童であ

南東
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