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地元区からの請願要望に
どう対応していくのか

しいという要旨である。

町 長 に 強 く 働 き か け てほ

用地として購入するよう

将来多目的に活用できる

難所を兼ねることができ、

また、一部災害時に避

化して有効活用を要望し、

旧大成中学校跡地と一体

保に関する請願書」で、

薬草試験場跡地の用地確

害時に有効活用できる旧

び一部、防災公園等で災

「若者定住促進住宅及

る。

ら請願があがってきてい

今回、地元区か

伊奈禎胤議員
この請願を見たときに

議長宛に土生区

今後、議会において審
議されるべきものと思う
が、町としては大成中学
校は高台にあり、災害時
には避難場所として十分
活用できるのではないか
と今のところ考えている。
所管の委員会で十分議
論された上で、その結論

ているということである。 を受けて再度検討したい。

長から請願書が提出され

答

のか伺いたい。

委員会で十分議論され、その
結論を受けて検討したい

１
問
どういう対応をしていく

孝文議員

旧薬草試験場跡地

どういう内容であったの

か、事実は事実として確

認しておく必要がある。

当初、被疑者が警察や

町職員の前で不正を素直

に認めていたこと。考え

られない捕獲頭数や、ジ

ビエ工房搬入量と廃棄処

分された重量が全く整合

性がとれないこと。さら

に写真データの解析でつ

じつまの合わない申請が

件もあることなど、事

実は事件の中味を示して

いる。

不起訴の理由は、既に

焼却処分された動物のＤ

Ｎ Ａ 鑑定ができないとい

うもの。これでは最初か

ら立証など無理であり、

どうしてこういう展開に

なってしまったのか非常

に残念である。

町はこの事件を痛い教

訓として今後に伝え、二

に多大なマイナスの影響

としていく必要がある。

こらないよう、行政の糧

度とこういったことが起

を与えた当事件。検察

再度、警察への

町長の考えを聞く。

て、改めて今回の事件は

審査会の審査結果を受け

町政や町民生活

原

苦渋の選択である。今後の厳格な事業実
施に努める

１

捕獲報償金不正事件の終結
を受けて

問

60

答
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5

一般質問
（質問した順番で掲載しています。）

だ。

ハイテクな大量捕獲装

事件以来、申請の厳格化
在猟友会に依頼して、旧

報償金不正受給

あるが、新たな証拠など
等から捕獲頭数が減少し
町村単位で行っているが、 たい。

告訴や民事で争う方法も
を見出すことは極めて困
てきているのが現状であ
今後全町単位に拡大した

置の導入を検討し、捕獲

難であり、苦渋の選択で
り、被害は増加傾向にあ
い。

一斉駆除は、現

あるが、終結としてはと
る。

担当の専任職員も配置し

考えている。

川辺西小学校図書室の
改善を

来年度に整備したい

割は教育上なくてはなら

各学校の図書室の整備

設けることで改善したい。

新たにコンピュータ室を

にもっと啓発し、区単位

ない。また、もっと力を

被害情報の収集を住民

今後の町事業については、 けを出さないなどあきら

での一本化などで実行性

また、農林家は被害届
め傾向にあり、実際の被

や充実は、年次計画を立

学校図書室の役

透明性のある、さらに厳

入れていかなければなら

回りとはいえ、司書の配

置が進められており、当

校はもとより各学校の図

書室の改善は急務ではな

いか。

川辺西小学校の

コンピュータ室との併用

の解消は、学校からも要

望が出ており、 年度に

組みたい。

てて優先課題として取り

年度より、各校持ち

来の目的にそぐわない。

べられ、とても図書室本

ピュータ机が所狭しと並

小さく、その上、コン

児童数に対して図書室が

中でも川辺西小学校は、

に改善の余地を感じた。

視察したが、大半の学校

常任委員会で各学校を

ない課題だ。

のある駆除を行いたい。

現在行っている町の一
斉駆除は、県の事業を取
り入れたものであり、回
数も限られ、被害の実態
に合ったものとはいえな
い。町として本腰を入れ
て取り組むべきだ。
猟友会任せにせず、被
害届けの受理から駆除ま
での流れを整理し、町の
事業として位置付けるこ
とが大切だ。
あわせて、銃器だけで
なく、一斉駆除への町有
オリの活用やドロップ
ネットなど、一度に多
く捕獲できる装置の導入、
貸し出しなども加えて、
被害に迅速に対応すべき

28

ものと思われる。

害はもっと多額にのぼる

川辺西小学校図書室

答

問

格な運用に努めたい。

当事件の反省をふまえ、

３

問

29

答

町として本腰を入れて取り組む

２

有害鳥獣の一斉駆除の取り
組み強化を
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まち・ひと・しごと
創生総合戦略で町の 農
林業は活性化するのか

農林業を中心として地方創生
に取り組む
業所ごとの目標設定をし
ているのか。
①人材・組織の

育成で農業経営のレベル
アップを図ろうと活動し
ている団体に支援したい。

である農林業に重点を置
業者の中から基準を達成

を受給している新規就農

②「青年就農交付金」

いて戦略を立てると表

できそうな人を「認定農

町長は基幹産業

明している。①現行の事

業者」に認定したい。
年前半から

年

③町内には造林最盛期
の昭和

マ イ ナ ンバ ー を 利 用 し

えている。

者に委託している各施設

た事務による特定個人情

企業、商工業、指定管理
での雇用の増加を図りた

報の取り扱いや、公会計

２ 年交代であるが、学校

務協議を開催している。

市町の担当職員による事

育会議など、７月から両

制度の取り扱い、総合教

い。

両市町教育委員

貫性が損なわれかねない。 化についての見解を問う。
②旧校舎跡地利用計画や
③学校事務取扱など二重

の教育方針に基づき教育

財産管理の継続性がない。 会連携のもと、事務局は
手間など支障が目立つこ

とし、認識の差があった。 わりなく推移していき、

引き続き要望を重ねる

業に加え、さらに取り組
む事業は何か。②認定農
年

後半に造林した

業者１３２人を平成
には１４０人にするため

大成中学校組合

る。現在、生徒数は市・

が伐期をむかえ

の事務局は２年交代で御

過去に検討委員会が開

町、半々の状況である。

活動は順調に行われてい
ている。間伐支援とさら

坊市と日高川町が受け持

かれたが、御坊市は「一

今後、生徒数は減少し

とがあげられている。
に主伐支援も検討しなが

ち、管理者、教育長、議

元管理が望ましい」、日
①市と町の教育施策の考

あるが、皆伐を推進しな

ら、伐採したら植える

会正副議長もあわせて交

ていくが、この割合は変
④農林業への就業を柱

現行のやり方が適切と考
中学校組合の事務局一元

ければ達成できないので

代している。問題として、 高川町は「検討が必要」

約４千

上のスギ・ヒノキ合計で

年までの５

組合立大成中学校

え方の違いから教育の一

「循環型林業」の実現に

増加させると

２年交代の現行のやり方が適切と
考えている

大成中学校組合の事務局
一元化についての見解は

に策定した。さらに地元

は。そのための施策は何

年間３千

業量を平成

の施策は何か。③森林施

齢級以

40

取り組んでいく。
人を５年間で

答

答

か。④農林業への新規就
業者数

人に設定しているが、事

国道424号への歩道整備と県道
上初湯川皆瀬線の改良促進を

３

12

30

ha

２

山本喜平議員
31
60

問

問

１
31

ha
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に未だ歩道が整備されて
状況だ。町内の道路改修

大型車の通行ができない

ネルは緊急車両をはじめ

の買い取り販売をしてい

以前、公社でジビエ肉

導している。食用とする

個体への日付の記入を指

付し、周知を図っている。 用や廃棄処分に関わらず

まとめた「注意書」を添

個体には匂いのつかない

あるが、町としては、食

いない箇所がある。この
要望で優先順位を格上げ

た関係上、ペンキの匂い

①国道４２４号

国道は交通事故も増加し
したところだ。強く要望

まち・ひと・しごと
創生総合戦略の具体的
取り組みは

くてもよいとした経緯も

個体への日付記入はしな

ている。熊野川～浅間の

書かなくても受け付けて
いる。また同じことを繰

ペンキの使用を指導する。

有害鳥獣捕獲報
償金不正受給の件が問題

り返すのか」という声を

が肉に移るということで

歩道整備が望まれている。
歩行者の安全確保のため
の最低限の設備整備では
ないのか。国・県へ強く
働きかけるべきではない
か。
②県道上初湯川皆瀬線、
法事トンネル拡幅を含む
上初湯川～李間の改良を
早期に実現するよう、働
きかけるべきではないか。
①どちらの工区

も集落間をつなぐ道路で
あり、主に買い物や通院
等で、特に高齢者の通行

徹底し、要綱に沿った申

しい。日付のない写真や、 聞いた。申請要綱を周知
不鮮明な写真など、申請

請でなければならないと

地元産 業の振興 、育成 を通じて
考える

年度の予算にどう反映す

るのかを問う。

また、企業誘致につい

てどう取り組むのか。

２０６０年の人

口の目標を７千人と設定

をふまえ「安定した雇用

要綱に沿っていない申請

一番に「安定した雇用を

を創出する」「地域への

し、国や県の総合戦略

創生する」と掲げられて

この総合戦略の
ては、猟友会の各支部長

いる。

思うがどうか。
申請要綱が改正され、

と会合を持ち、改正箇所
れていると思っていたが、 の説明をし、さらに従事

これについて具体的な

子化をくい止める」「安
「個体にペンキで日付を

全安心な暮らしを実現す

人の流れをつくる」「少
申請手続きも厳格に行わ

を認めた気の緩みにも原

辰雄議員

堀

取り組み、予算配分、来

要綱改正につい

１

問
者証の発行に際し要綱を

因の一端があったと思う。

答

に利用されている。引き
続き要望を重ねる。阿田
木～弥谷の間については、
来年度から実施の方向と
聞いている。
②この路線は上初湯川
地区の産業、教育、防災
など全てに通じる道路と
認識している。法事トン

答

周知、指導をしている

有害鳥獣捕獲報償金の申請
は厳格に行われているのか

１

となったことは記憶に新

していく。

問

間、阿田木～弥谷の間の

問
答

熊谷重美議員
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をつくる」の５つの基本

る」「時代に合った地域
ており、町の用地は全て

属加工メーカーが操業し

決まり、玄子地内でも金
数はあとどれくらいか。

また、天文台の耐用年

う。

目標を設定した。
月に運

現在のところ企業誘致
経つ。この間、泉大津市、

一昨年

の基幹産業である農林業
ということで募集を行っ
大阪府下の大学数校、和

活用できている。

を中心とする地元産業の
ている町有地はないが、
大などへアプローチした

長期的に見た場合、町

振興、育成を通じ雇用を
企業誘致のための情報収

が、町の意にかなうよう

月から１月にかけて

ない。

営を休止してから１年が

創出していく。
集や用地確保は大事だと

月に

一般質問してから１年が

一昨年の

これからどうするのか問

当初予算の編成時期であ
り、方向性を見つけたい。
年

天文台の耐用年数につ
いては、建物はあと

余り、望遠鏡については
的に使用できる。

過ぎる。その間の経過と、 保守を行うことで半永久

来年度当初予算までに方向付
けたい

天文台のその後につ
いて

蛇尾に太陽光発電施設が

企業誘致については、

な受け手が中々見つから

12

考えている。

答
12

９月議会におい
て堀江議員から提案の
あった「奥山に実の成る
木を植栽してはどうか」
について、町長の考えは。

かと思うが、多方面の意

でない。案としては重要

一層活用し、対策を強化

止総合対策事業補助金を

当面は農作物鳥獣害防

る。

見も参考にして検討して

していきたい。

態系を戻すのは中々容易

きたが、色々な課題もあ

町のホームページは町
民の求める情報が不足
している

インターネット

周年

食い荒らすということは

シシが出没して農作物を

うな里山までシカやイノ

知るにはホームページが

利用も多く、町の情報を

年が経過した。高齢者の

る情報が不足していると

ないが、町民が求めてい

どうでもよいのかわから

情報を十分に伝えること

くいとの話を聞く。防災

しかし、今なお使いに

るのか。

のままで良いと考えてい

町のホームページは今

感じる。

重要となっている。

一度壊れてしまった生

が大きく変わった。

ムに乗り、山林内の環境

少なかったが、植林ブー

ていない。忘れたのか、

鳥」と「町民憲章」も出

で決めた「町の花・木・

極めつけは、合併

例なども公表していない。

試験の結果情報や町の条

の休診情報がない、採用

ができていない、診療所

利用者 の必要 とする情 報が十分
伝わるように心がける

１

問

が広く一般的になって

10

21

農作物鳥獣害防止総合対策事業
補助金を一層活用したい
昔は、現在のよ

小畑貞夫議員

20

12

鳥獣害対策について

３
問
答

２
問

中々そうは言い難い状況
いる。

めてきたが不調となって

れている方々に、お礼の

るい社会づくりに貢献さ

ための教育的利用が施設

どもたちや地域の方々の

たものを毎年定期的に取

今後は、不定期であっ

いへん大事なことである。

年４月か
である。情報が不足した

今後は、いろんな意見
本来の利用方法と考えて

り上げて検討していく。

平成

ら全面的リニューアルを
り更新が遅れていること

を伺いながら、利用者の
いる。

気持ちを伝えることはた

行い、ＳＮＳ対応やスマ
も見受けられる。

方々が必要とする情報が
また、自主イベント毎

プラネタリウムは、子

ホ対応など、ネット環境

しかし、それが利用者
十分伝わるようなホーム

行ってきた。

の進歩に合わせて改善を

に必要かつ十分な情報が

常に大事だと考える。

に行政担当者も参加し、

道に努力している個人・

団体、又は献身的な社会

ページの作成を心がけて

私たちの社会に
は、気付かない場所で

奉仕活動を続けている個

を創設してはどうか。

ひっそりと地域に寄り添

である。それとは逆に、

ものが賞に繋がったもの

全て、活躍という見える

文化賞がある。これらは

は「善行表彰」に相当す

今回提案の「社会賞」

団員表彰」の５つがある。

「スポーツ表彰」「消防

行表彰」「文化表彰」

の中に「一般表彰」「善

本町の表彰規定

いながら活動をしている

人のために尽くされ、明

ると考える。地域や社会、
明るい地域づくりに地

人たちがいる。

賞と、今年度からできた

現在、町にはスポーツ

いてくれる人たちがいる。 人・団体に対して社会賞

しっかりと社会を支えて

掲載されているか、情報
なっているかといえば、

開館していく方向で当
初予算に計上したい。

善行表彰として毎年定期的に取
り上げて検討する

新しい観点と価値観で
天文台の早急な再開を

開館運 営してい く方向 で当初予
算に計上したい
ベントに関わりながら、
この方々は行政では思い

天文台とプラネ

タリウムの休止を心配し

つかない観点と価値観を
こういった方々と今後

ている町民が大勢いる。
ここに在ることを忘れな

の天文台のあり方を意見

持っていると感じた。

いために、町内外の有志

交換する組織づくりが必

全国有数の天体望遠鏡が

により天文公園を舞台に

要と考えるがいかがか。

てもらうなど、調整を進

学などに施設を借り受け

１ 年となる。その間、大

運営を休止して

自主イベントを開催して
いる。来場者も心から天
文台の再開を待ち望んで
いる。

答

答

２
私もスタッフとしてイ

体系化した「ふるさと学習」の副読本
を検討する

４

献身的な社会奉仕活動
に社会賞の創設を

３

村の教科書を作成して誇り教育を

意見交換を行うことは非

問

いく。

25

が得やすいレイアウトに

答
問
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おいて、人が地域に誇り
るように定められている。

習指導要領の中でも教え

化・歴史などは、国の学

を持つとはどういうこと
本町においても、地域

議会開会中はいつでも
傍聴できます。今議会も

ー身近な議会を
目指していますー

私たちの社会に

なのか、誇りとは何なの
や学校の特色に応じ、そ
れらを学習する「ふる

か。
先日、日本（串本町）
さと学習」として各々

したかたちで「ふるさと

とトルコの１００年以上

上映され、各方面から称
学習」を検討していく必

の学校で取り組んでいる

賛の声が挙がっている。
要性を感じている。それ

に渡る友好関係を映画に

この映画を観た誰もが、
には副読本のようなかた

が、今後は一つの体系化

この歴史的事件を知った
ちで進めていくことがよ

した「海難１８９０」が

ことで、和歌山県民であ

地域を知り、地域を想

いのではないかと考えて

ふるさとに誇りを持つ

い、地域を誇りに感じ、

ることを誇りに感じてい

ということは、地域のこ

そして地域を愛する心を

いる。

とを知ることから始ま

育てていくのは、教育の

る。

る。また、地方創生戦略

多くの方が傍聴にみえま

した。テレビ（ＺＴＶ）

の放送もしていますが、

是非じかにご覧になって

ください。

また、議場に入らなく

てもロビーのモニターで
ご覧いただけます。

議事録閲覧

中では重要な部分である。

ZTV放送

も「誇りが持てる町づく
り」を核として作成して
いる。
町の未来を託す子ども
たちに、この町の風土・
歴史・文化・産業などを
教える「村の教科書」を
作成し、誇りが持てる教
育を進めてはどうか。
地域の自然・文
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ー身近な議会を
目指していますー
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