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第４回定例議会

を。
災害や病気等に

ばならないのか。

はないか。利用しなけれ

正する法律」（一元化

年金保険法等の一部を改

律が施行されたことに伴

法）の一部を改正する法

繁雑ではなく、庁内での

い、非常勤消防団員等に

事務はそれほど

最大２年を超えない範囲

連携が可能となる。

より、納税困難な場合、
●人権擁護委員の推薦に

で徴収の猶予ができるよ

により、納税者の負担の

任事項が設けられたこと

るもので、法律に条例委

に伴い条例を一部改正す

地方税法等の一部改正

●町税条例等の一部改正

の推薦に同意しました。

中本妙子さん（小熊）

井口久一さん（江川）

龍田江美さん（田尻）

「行政手続における特

提供に関する条例の制定

利用及び特定個人情報の

法律に基づく個人番号の

の番号の利用等に関する

定の個人を識別するため

●町行政手続における特

とである。

ば猶予ができるというこ

件について、条件が合え

は、差し押さえられた物

うになる。換価の猶予と

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

及び町介護保険条例の一

●町国民健康保険税条例

を講じていく。

いのないように安全措置

リットがあり、情報漏え

住民の利便性向上のメ

ものです。

基地局の位置を追加する

を受け、新たに整備する

の一部改正

●町移動通信用施設条例

するものです。

り、本条例の一部を改正

係る損害補償の基準を定

軽減を図るとともに、早

定の個人を識別するため

る法律」の施行に伴い、

行政の効率化、

大字上初湯川２４０番

う事務及び独自の施策に

のほ か 個 人 番 号 を 記 載 す

減免申請書に住所、氏名

画の策定

●町過疎地域自立促進計

地

リア整備事業の国の採択

本年度、携帯電話等エ

（賛成全員）

部が改正されたことによ

める政令附則第３条の一

期かつ的確な納税の履行

の番号の利用等に関する

いの心配はないのか。

を確保する観点から、徴

法律」に規定されている、 国民健康保険税の減免及
猶予に係る申請手続き等

係る事務について、個人

るよう条例の一部を改正

（賛成全員）
を定めるものです。

番号を利用するため必要

するものです。

び介護保険料の徴収猶予、

また、「法人番号」が

となる条例を制定するも

る法律」の施行により、

別措置法の一部を改正す

「過疎地域自立促進特
マ イ ナ ンバ ー に よ る 番 号

（賛成９名）

東日本大震災の影響を踏

年度から

●町消防団員等公務災害

平成

年度までの５ヶ年

とから、平成

まえ５年間延長されたこ

「被用者年金制度の一

補償条例の一部改正
イ ナ ンバ ー を 利 用 す る こ

元化等を図るための厚生

現時点では、マ

（賛成９名）

のです。
です。

であることを定めるもの

に係る猶予金の納付方法、 町長及び教育委員会が行

（賛成全員）

収の猶予及び換価の猶予

個人情報の漏え

つき意見を求める件

答

問

答

んなこと

まりました

決

答
問

とにより繁雑化するので

28

（賛成全員）
徴収の猶予と換
価の猶予とあるが、説明

32

問

こ
12月11日から18日まで第４回定例議会が開かれ、人事
案件３件、条例の改正・制定５件、過疎地域自立促進計
画の策定１件、補正予算４件、すべて原案のとおり可決
しました。第３回定例議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26年度各会計決算認定議案は
賛成多数で認定しました。
議会からは意見書２件、決議１件を提案し、すべて可
決しました。
また、所管の常任委員会に付託された請願４件は３件
を採択、１件を不採択としました。（請願・陳情の審査
は14ページに記載）
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。
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ひだか川議会だより

うことで、ドクターヘリ
ポート設置２ヶ所があげ

間を期間とする町過疎地
域自立促進計画を策定す
られているが、候補地は
どこか。

るものです。
（賛成全員）
１・２の方は、介護保険
川と初湯川地内である。

載せていた２ヶ所で、寒

前回の計画にも

サービスから外れ、自治
●一般会計補正予算（第

要支援、要介護

体独自の総合対策に移行
５号）
歳入歳出それぞれ２億

となるが、サービスを提
供する担い手はあるか。

国民健康保険事業特別会

のか。

歳入歳出予算にそれぞ
れ６３５４万３千円を増
億３２

代替え医師派遣賃金等を

平成

年度繰越金を基

金に積み立てるとともに、

川中浄水場送水ポンプの

増額するものです。

（賛成全員）

修繕費を増額するもので

す。

●平成

年度歳入歳出決

（賛成全員）

一般管理費の賃

金、負担金補助について

の説明と、勤務体制・医

療サービスの予定は。

については負担金として

高病院から来られる先生

れる先生には賃金を、日

の後、議会閉会中に委員

会に付託されました。そ

９ 月議会で決算特別委員

この議案については、

算の認定

日高病院へ納める。診療

会による審査が行われ、

和医大から来ら

所の診療時間は従来どお

います。

本議会に審査報告が提出

５０万４千円とするもの

れ７５５万４千円を増額

す。

（賛成９名）

りである。

です。

し、予算総額９億２２７

され認定しました。報告

保険給付費と直営診療

５万１千円とするもので

●簡易水道事業特別会計

購入補助金１２５６万円、 み、荷下ろしなどの作業

９ 千円、高性能林業機械

を こ な し 、バ ッ ク ホ ー の

施設勘定繰出金を増額す

書は４ページに掲載して

で既に計画に入れている

町営住宅修繕料５００万

作業も兼用できる。メン

補正予算（第１号）

ところとは別に、最終年

円 のほ か 、 財 政 調 整 基 金

るものです。

歳入歳出予算にそれぞ

年に予備設計とし

テナンス料や処置につい

度の

への積立金１億１４９７

て予定が入れられている

（第１号）

診療所特別会計補正予算

●国民健康保険事業寒川

（賛成全員）

ては森林組合に任してい
万７千円などを増額する

修繕について説明を。

テニスコートの

万１千円、公有財産管理

が、説明を。
設計を置いている路線は

ものです。

最終年度に予備

現実的に厳しい路線であ

歳入歳出予算にそれぞ
れ３５４万３千円を増額

川辺テニス公園
のコートの内、傷みのひ

し、予算総額７５８４万

（賛成全員）

どい２面の補修である。

３千円とするものです。

るが、時代の変貌により

に、今までの機械より少

●国民健康保険事業特別

国庫補助がつくかもわか
らないので、一応最終年

し大型化した新しい高

派遣医師の産休に伴う

度に計画として入れた。

性能の機械を購入するが、 会計補正予算（第２号）

26

26

問

答

る。

計への繰出金１１５２万

機械で作業を効率化

基金への積立金５８１８

木寄せ、木揃え、積み込

購 入 す る 機 械 は 、 額し、予算総額

主なものとしましては、 メンテナンスはどうする

万５千円とするものです。

し、予算総額１０２億

１２２０万５千円を増額

年度中

円滑に事業が進

むかが課題で、

本としていく。

は引き続き予防給付を基

したい。要支援について

に基本的な枠組みを決定

28

町道関係の路線

30

美山村森林組合

問
答

32
医療の確保とい

寒川診療所

答

問
答
問

17

答
問
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3

真摯に対応されました

いて質疑がありました。

あわせて１１０項目につ

会計の決算に対して反対

険事業特別会計の４つの

者医療特別会計、介護保

事業特別会計、後期高齢

一般会計、国民健康保険

改善され、行政効果を高

は、次年度以降で適正に

ています３項目について

審査意見として記述し

しました。

認定することに決定いた

年度歳入歳出決算」を

起立多数により、「平成

ったものも相当数あるこ

努力の結果、不用額とな

中には効率的な予算執行

いる箇所が見受けられる。

多額の不用額を計上して

２ ．引き続き本年度も

政健全化に努められたい。

るので、今後も更なる財

度を若干上回る状況であ

現に経常収支比率も前年

の開設等、こういった新

町長、教育長、担当課長

めるべく一層の努力をさ

しい事業は評価しつつも、

はじめ、課員の皆さんに

する旨の意見がありまし

れることをお願いいたし
反対する意見の要旨と

をする手法で進めたとこ

第３回定例議会におい

敬意を表したいと思いま

た。

・利用がしにくくなった

審査終了後、すべての

ろ、一般会計、特別会計

て設置された決算特別委
す。

会計の認定に対して意見

しては、

を求めた結果、平成

コ ミ ュ ニ テ ィバ ス の デ マ

とを考慮すべきであるが、

事業の執行状況に基づき

長、会計管理者、総務課

ル大会の対応にむけて、

体の準備、またリハーサ

・税滞納への地方税回収

ンド化導入

財政の健全化判断指数は

将来負担比率といった

からも、多額の不用額を

収支の正確性を図る上

予算の補正対応が可能で

長をはじめ、各担当課の

機構への移管の常態化

出さないよう、過年度の
確保、会場施設の整備等

ている

者への指定管理方式とし

支が確保されており、町

前年度に匹敵する実質収

３ ．予備費の一部に、

めるものである。

の正確性とその執行を求

意見も尊重し、予算編成

認められる。

あったと思われるものも

課長、副課長、直接業務

役場職員の配置であった

年 度 決 算 で は 、ほ ぼ

年々改善されるなか、平

１ ．実質公債費比率、

を担当している職員の出

成
もあり、また災害の多発

行財政の姿勢について評

充用理由について議論の

の施設運営につ

・町有

による復旧対応等限られ

・特別会計については社

価するものであるが、こ

を行いました。

た役場職員の体制で多忙

と実質公債費比率に関し

日

に一般会計のうち歳出の

会保障制度としての事業
月

計ある特別会計すべてに

いての新設・再開に向け

ふるさと産品販売所につ

進住宅３戸の新築、美山

ことなどです。

担が増加している

する中で、税、保険料負

変わりはない。

上高い水準にあることに

ては近隣自治体との比較

見積もりに関しては、事

た。今後公債費等経費の

余地があるものが見られ

宅リフォーム助成の実施、 りましたが、起立による

家解体処理費の補助、住

た旧販売所の撤去、空き

採決をとりました結果、

際しては反対の意見もあ

以上のように、認定に

は避けて通れず、また、

理費や福祉関係費の増加

る一方で、公有財産の管

交付税の算定替えが迫

い。

前の精査徹底を図られた

ついて、延べ２日間にわ

行い、委員からの質問に

美山地域での学童クラブ

審査は、「款」ごとに
対し、担当する課が説明

ました。

たり慎重なる審査を行い

10

でを、

29

費から歳入、そして

10

審査は、去る

議会費から農林水産費ま

自体が町民の所得が減少

26
町長公約の若者定住促

12
を極めた年でもあった。

16
会

10

日には商工

月

いて、引き続き、民間業

審査意見

ます。

26

り、住民からのスタッフ

26

席を求め、慎重なる審査

年

託された決算認定につい

度は、紀の国わかやま国

名により構成され、付

員会は、議長を除く議員

山本啓司委員長
て、町長、教育長、公室

11
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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

ひだか川議会だより
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

10
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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

議会傍聴

議事録閲覧

議会だより

ZTV放送

ー身近な議会を
目指していますー

議会だより

問
答

ひだか川議会だより
11

傍聴席

議会傍聴

齢化率は

産建厚生常任委員会
１．調査事件

（協）、丸和林業（株）

きアプローチをしている。 ７０人となっている。

うことであるが、引き続

木 質バ イ オ マ ス 発 電 所
検討しているが、高知県

人まで減

７０億円。雇用者数は７

チップ工場、高知おおと

既に稼働している製材工

造成を行う予定で、十数

㎥が成長し、増えている。 していない。４年かけて
林業就業者数は、昭和
年には

年に５４８人であったが、 億円の事業である。
平成

このような中、山村再

内の間伐材が高騰し、原

については、３年前から
生事業として「１００年

木で１ｔ 当たり８千円と

少している。

の森づくりプロジェク

額では運営が難しいとい

ト」を進めており、現在、 いう単価になり、この金
県森連共販所、嶺北林材

場に加えて、ＣＬＴ工場、 化に向けた取り組みとし

て、林野庁の緑の雇用事

造成工事費等を計上して

人口が４２７５ 人、高

16
35

林業・木材産業の活性

よ製材（株）が稼働して

. ％ と 高 い 。 いる。更に木材集積基地

バイオマス発電所ができ

）の

業を利用し、再造林対策

面積の ％を山林が占め、 とＣＬＴ工場（３

た場合、県の試算では、

整備も計画している。

として、植林、シカの防
の製造へ供給することに

役場の標高は約２００ｍ

大豊町を含めた嶺北地域

住民は標高２００ｍ ～

より、豊富な森林資源を

大豊町は森林資源の有

原木を集積し、用材は

護ネット、下刈りに対し

７００ｍ ぐらいのところ

余すことなく活用するた

で、急傾斜地の多い町で

での経済波及効果は約１

で生活をしている。もっ

めである。ＣＬＴパネル

効活用をするため「１０

製材加工やＣＬＴパネル

また、成熟期を迎えた

とも高いところで標高１

とは板の層を各層で互い

の取り組みを学ぶ。
人工林材の利用拡大へ向

４００ｍ ぐらいである。

着した厚型パネルのこと

け、競争力、販売力、技

大豊町の森林面積は２

に直交するように積層接

場を誘致している。その

万７７３２

森林の蓄積量は、約１０

今年度２億１千万円の

いのが特徴である。

であり、強度が非常に高

製材工場を視察する。

のうち杉、檜などの人工
林が約 ％ を占めている。

おとよ製材株式会社

いるが、まだ工事に着手
日～

万
月

７０万㎥で、年間約
年

（３）調査実施日
平成

２．調査の経過

18

（大豊町の特徴）

日

高知県大豊町、高知お

（２）調査地

である。こ

（大豊町の取り組み）

クト」を進めている。そ

ha

術力を備えた大型製材工

ある。

99

０ 年の森づくりプロジェ

（１）調査目的

55
65
ha

44

11

面積が約３１５ ㎢で、

19

70

22

27
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13

これは親企業の銘建工業

ぐれ、火災にも強く、組

法での建物は耐震性にす

問題があるが、ＣＬＴ構

がほ と ん ど 木 に 触 れ る こ

程を見学したが、従業員

製品に仕上がるまでの過

製造のライン、乾燥工程、

て、年に
をしている。

程度再造林

その敷地内に工夫し、ラ

み立ても簡単で、建設日

となく自動で行われてい

県産材普及啓発として

高知おおとよ製材株式

と同様の方式である。

数が大幅短縮できる。コ

た。原木を効率的にカッ

て国・県・町で１００％

大豊町ではＣＬＴ構法

ンクリート工法に代わる

主は銘建工業（株）が５

資本金９７００万円で株
や チ ッ プ は 、ボ イ ラ ー 用

製 材 で 発 生 し たバ ー ク

年１月設立、 イン整備をしている。

６００ 万円、 ％ を保有。 の燃料にし、木材製品の

を新たな産業の柱の一つ

トし、製材処理時の端材

会社は平成

乾 燥 やバ イ オ 発 電 に も 利

建築資材になり得る可能

助成している。実績とし

他は高知県森林組合連合

と考えている。建築基準

の方が２６０ｔ 出荷して

交付している。現在３名

内で使用できる商品券を

ｔ 当たり１５００円の町

経費、燃料代として、１

を持ち込んだ場合、運搬

加 工 工 場 、バ ー ク ・ チ ッ

温乾燥機６基、製材工場、

設、高温乾燥機

基、中

木 場 、ボ イ ラ ー ・ 発 電 施

ころを利用している。貯

家具工場跡地であったと

８３３㎡と広く、元々は

工場敷地面積は３万８

高知おおとよ製材株式

た。

検討の余地があると感じ

ることに関して、本町も

町で１００％助成してい

林対策として、国・県・

べきである。また、再造

の心意気を本町も見習う

かけての造成を行う、そ

３．調査の結果、意見

ＣＬＴ 構法を挙げ、町が
用している。使用電力全

の燃料としても利用して

会、大豊町、高知県素材

また、副町長の「林業

いるが、徹底的な品質管

２分の１補助をし、平成

の町として、チップ、ラ

理と省力化をしなければ

も チ ッ プ に し 、ボ イ ラ ー

ミナ、ＣＬＴ、バイオマ

是非とも、本町もこの

ような会社の誘致を進め

執行部の熱意と具体的な

てほ し い 。 そ の た め に は 、

年の森プロジェクト」に

誘致優遇政策を提示して

いる。

プ・おが粉等のヤード設

十数億円の事業費と４年

意気込みが伝わってきた。 いく必要があると感じた。

命運をかけているという

話の随所で、「１００

が、印象的であった。

したい」との力強い言葉

採算に合わないことを痛

性を感じた。

名（内

ス発電、全てが大豊町内

体の約１割を賄っている。 法や建築単価が高い等の

億円、従業員数

感した。

生産業協同組合連合会と
年８月操業開始、

なっている。
平成
年度原木消費量７万㎥、

製品３万３７００㎥、売
名）、

万㎥、製品４

これまで殆どが切り捨て
県内雇用

森林所有者の森林整備は、 万８８００㎥、売上高
間伐であったが、誘致し
でいる。

（高知おおとよ製材株式

名）を見込ん

たチップ工場が今年度か

60

会社では原木ヤードから

会社の取り組み）

ら稼働しはじめ、間伐材

53

年度は２シフト制で原

名（内県内雇用

億円、従業員数

入支援については、国、
の上乗せ補助を行ってい

14

自伐林家等支援として、 木消費量

る。

43

15
備、製品倉庫等の建物を

55

21

10

27

で完結できるような町に

年に高知おおとよ製材

（株）の社宅をＣＬＴで
建設した。

24

上高

高性能の林業機械の導

25

10
ha

県の他に、町が更に ％

26

25

58

12
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請願・陳情の審査

総務文教常任委員会

国は医療従事者の勤務

後期高齢者医療保険料

は慎重に行うべきであり、

軽減特例措置の見直し

と考える。

られなくなる恐れがある

所得者の暮らしはますま

とから、跡地利用等を考
環境改善のための取り組

は、２年に１度保険料の

後期高齢者医療制度の保

少数でこの請願を「不採

えると、将来的には請願
みを促進しているが、未

見直しが行われ、来年度

険料軽減特例の継続に関

■委員会の意見

の要旨も含め、多目的に
だ改善されているとは認

がその年にあたる。

す圧迫され、医療を受け

活用できる用地であると
識しがたい。

択」とした。

考える。

する請願書

らないよう、現行制度の

本請願は医療給付費準
備基金や財政安定化基金

■請願者

安全・安心の医療・看

本請願は賛成多数により、 護を実現するためにも、

を活用し、来年度からの

よって慎重審議の結果、
夜勤改善を含む労働環境

若者定住促進住宅及び一
部、防災公園等で災害時
「採択」するものと決定

坂本

末廣

以上のことから、全員

一致で「採択」とした。

道路「川辺インターチェ

高規格幹線道路湯浅御坊

辰雄

ンジ」の名称変更に関す

ついては、保険料の収入

置について、原則的に本

ら、保険料の軽減特例措

末廣

きのために、備えておく

そうしたことが生じたと

化基金については、今後

委員からは、財政安定

で、そのうえ保険料軽減

など、負担は増すばかり

価の上昇、消費税の増税

は、年金額の減額や、物

高齢者の生活において

した。

引き続き、継続審査と

る請願書

清

名

高齢者の生活の負担とな

に有効活用できる旧薬草

正次

継続が必要と考える。

億

県年金者組合日高支部

代表幹事 武内

県社会保障推進協議会

給付費準備基金の約

担当課によると、医療

そうすることにより、医

他

■委員会の意見

井藤

紹介議員 堀

年

年度に

円については、平成
度に ％ 、平成

は ％ の繰入によって、
保険料の抑制が予定され
ている。

不足や、急激な医療費の

則に戻すという方針が出

年度か

増加などの財源不足の補

され、具体的な内容が検

政府では平成
後期高齢者医療制度の保

填をするため設置されて

討されているところであ

また財政安定化基金に

険料に関する請願書

いる基金であるとの説明

名

べきとの意見があった。

特例が見直されれば、低

る。

辰雄

慎重審議の結果、賛成

正次

■請願者
武内

を受けた。
代表幹事

県社会保障推進協議会

一致で「採択」とした。

以上のことから、全員

考える。

は増員にも繋がるものと

離職も抑えられ、さらに

師・看護師・介護職員の

とが必要であると考える。

求めるものである。

保険料の抑制を図るよう

英史

その規制は法律で行うこ

の改善は不可欠であり、

増員を求める請願書

の実現と夜勤改善・大幅

安全・安心の医療・看護

産建厚生常任委員会

した。

重美

弘幸

試験場跡地の用地確保に

湯川
熊谷
才二
■請願者
長谷

孝文

今、我が国のいのちと

28 24

関する請願書
■請願者
土生区長
紹介議員
堀江
■委員会の意見
執行委員長

原

県医療労働組合連合会

中の旧薬草試験場跡地の

紹介議員

本請願は現在公売準備
購入を求める請願であっ
た。
れている若者定住促進住

暮らしを守る医療・介護

■委員会の意見

宅の用地や、災害避難所

現場は深刻な人手不足と

委員からは要旨に書か

や洪水調節機能を果たす

29

10

29

43

57
清

県年金者組合日高支部
坂本

井藤

堀

そのため労働実態は長
紹介議員

他
ている。

康への有害性も指摘され

時間かつ過密となり、健

公園等を計画とした場合、 なっている。
先行取得を疑問視する意
見もあった。
しかし、旧大成中学校
跡地との隣接地であるこ

10
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「旧薬草試験場跡地の用地確保」に関する決議
現在公売準備中の旧薬草試験場跡地は、旧大成中学校跡地と一体化して、請願趣旨のみならず幅広い
利用価値がある用地として認めるところである。
この上は、購入に向け地元区の願意を受け、実現に向けて真摯に努力されたい。但し地元との協議を
欠かさずに、公益的な利用計画を策定したうえで、実現可能な範囲で財源措置を図られるよう強く要望
する。
以上、決議する。
平成27年12月18日
日高川町議会

安全・安心の医療・看護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める意見書
厚生労働省は「看護師等の『雇用の質』の向上のための取り組みについて（５局長通知）」や、「医
師、看護職員、薬剤師などの医療スタッフが健康で安心して働ける環境を整備するため『医療分野の雇
用の質』の向上のための取り組みについて（６局長通知）」の中で、医療従事者の勤務環境の改善のた
めの取り組みを促進してきました。
また、医療提供体制改革の中でも医療スタッフの勤務環境改善が議論され、都道府県に対して当該事
項に関わるワンストップの相談支援体制（医療勤務環境改善支援センター）を構築し、各医療機関が具
体的な勤務環境改善を進めるために支援するよう求め、予算化しています。
しかし、国民のいのちと暮らしを守る医療・介護現場は深刻な人手不足となっています。そのため、
労働実態は依然として厳しくなっており、安全・安心の医療・介護を実現するためにも、医師・看護
師・介護職員の増員や、夜勤改善を含む労働環境の改善は喫緊の課題となっています。
「医療機能の再編」を前提とした医療提供体制の改善ではなく、必要な病床機能は確保したうえで、
労働者の勤務環境を改善していくことによる医療提供体制の改善が求められています。2015年度には新
たな看護職員需給見通しが策定されますが、これを単なる数値目標とするのではなく、看護師の具体的
な勤務環境の改善を可能にする増員計画とし、そのための看護師確保策を講じていく必要があります。
安全・安心の医療・介護を実現するためにも、医師・看護師、介護職員の大幅増員・夜勤改善を図る
対策を講じられるよう、下記の事項について要望します。
１．看護師など「夜勤交替制労働者の労働時間を１日８時間、週32時間以内、勤務間隔12時間以上」と
し、労働環境を改善すること。
２．看護師など夜勤労働の規制を法律で行うこと。
３．医師・看護師を大幅に増やすこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成27年12月18日
和歌山県日高川町議会
（提出先）内閣総理大臣・厚生労働大臣・財務大臣

ひだか川議会だより
平成28年３月１日発行
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後期高齢者医療の保険料軽減特例を継続することを求める意見書
政府は、後期高齢者医療の保険料軽減特例について段階的に縮小し、平成29年度には廃止することを
計画しています。
厚生労働省の資料によると、この影響を受ける高齢者は865万人にも及びます。現在8.5割軽減の人は
２倍、９割軽減の人は３倍の保険料になります。扶養家族だった人で後期高齢者医療制度に移った人は、
５～10倍もの保険料負担増が強いられます。和歌山県では、被保険者のおよそ６割の方々に影響が及ぶ
ものとみられます。
高齢者の生活においては、年金額がこの間連続して減額され、４月からはマクロ経済スライド制度が
はじめて適用されました。物価の上昇や消費税増税による負担増に追いつかず、年金が一層目減りして
います。さらに今年度は多くの自治体で介護保険料の値上げが行われ、高齢者のくらしは苦しくなるば
かりです。
保険料軽減特例については、後期高齢者医療制度導入時に、国民を年齢で区切り、高齢者だけを別枠
の医療保険に囲い込み、負担増と差別医療を持ち込むものであるとの批判がある中で、措置されたもの
です。
保険料軽減特例の廃止は、保険料の大幅な引き上げにつながり、高齢者のくらしを圧迫するとともに、
医療を受けられなくなる恐れも出てきます。
よって本議会は、後期高齢者医療の保険料軽減特例を継続することを求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成27年12月18日
（提出先）

和歌山県日高川町議会

内閣総理大臣・厚生労働大臣

町駅伝競走大会
へ参加

11

日、田尻周辺の

新 年明 けまし ておめ
でとうございます︒
昨 年は 山野地 区の記
録 的 な 豪 雨に よ り ︑ 江
川川 周辺に おい て家屋
の 浸 水 や 田 畑に 甚 大 な
被害 が出 ていま す︒被
害に 遭 わ れ ま し た 方 々
に は 心よ りお見 舞い申
し上げます︒
今 後 も 異 常 気 象に よ
り ︑ ど の 地 域に も 同 様
の災 害が 起こり えます
ので 十分 留意し ︑お過
ごしください︒
今 年 は 本 町に と っ て
災害 のな い明る い豊か
な年 であ ります よう︑
願っています︒
︵伊奈禎胤︶

南東
北西

なく「ちょっとだけ議会

チーム」として参戦し、

位、

28

メ ンバ ー が タ ス キ を 繋 ぎ

秒でした。

48

ました。本年は総合

59

分

ベントを盛り上げる目的

１月

において、体育協会主催

で参加させていただいて

議会としても、町のイ

の駅伝大会が開催されま

います。来年はぜひとも

約２・１㎞の周回コース

した。当日は、駅伝日和

「議会チーム」として参

加したいと思います。

チームが参加

に恵まれ

しました。

今回は議員の参加が少

50

