んなこと

まりました

第１回臨時議会

桑越内線、越内橋の橋梁

による江川地内、町道小

（賛成全員）

災害関連事業費及び、伊

るものです。

本条例の一部改正につ

●一般会計補正予算（第

改正【専決】
月定例議会

藤川地内の地すべりによ

いても昨年

６号）

る災害復旧事業費１億７

に上程し、承認しました

歳入歳出それぞれ１億

６３０万８千円、防災対

●町税条例等の一部を改

８４４３万円を増額し、

策費として上滝本集会所

昨年の

年１月１日に

「個人番号の利用に関す

予算総額１０３億８４７

耐震改修事業費補助金５

が、平成

る規定」が施行され、個

３万５千円とするもので

０１万２千円などを計上

正する条例の一部改正

人番号の記載を要しない

す。

【専決】
上程し、承認した「町税

ことになったので、専決

月定例議会に

条例の一部を改正する条

勧告に基づく職員手当等

（賛成全員）

消防費の耐震改

修事業補助金で集会所を

条件を問う。

そ のほ か 、 公 共 土 木 施

号及び豪雨

改修するが、内容と採択

年の台風

設災害復旧費として平成

の予算を計上しています。

するものです。
処分により改正前の条例

年人事院勧告に

条例の一部改正
平成

問

人件費の調整と人事院

例」で、個人番号の記載

に戻すものです。
年１月１日に

（賛成９名）

を要すると改正しました
が、平成

請のときだけマイナン

国保税の減免申

る規定」が施行され、個

バーを示さなくても良い

「個人番号の利用に関す
人番号の記載を要しない

のか。

ある。

予、減免申請には必要で

る。介護保険料の徴収猶

そのとおりであ

ことになったので、専決
処分により改正前の条例
に戻すものです。
（賛成９名）
住民税と特別土
マ イ ナ ンバ ー を 示 さ な く
ても良いということか。

そ の と お り で あ る 。 おいて民間給与との格差
を埋めるために給料表を
ナスの支給割合を民間に

特別土地保有税について
ている。

見合うよう勤勉手当の支

引 き 上 げ る と 共 に 、ボ ー
●町国民健康保険税条例

給月数が改正されること

は、現在、課税を停止し

及び町介護保険条例の一

11

決

12

28

27

に伴い、本条例を改正す

伊藤川地内の崩土現場

答
部を改正する条例の一部

27

問

12
28

地保有税の減免について、 ●町職員の給与に関する

問
答

こ
２月15日に第１回臨時議会が開かれ、専決２件、条例
の一部改正１件、補正予算６件が提出され、全て原案の
とおり可決しました。
３月７日から18日まで第１回定例議会が開かれ、工事
請負契約の締結１件、工事請負契約変更１件、条例の一
部改正・制定・廃止12件、新町まちづくり計画の変更１
件、その他１件、補正予算３件、当初予算11件が提出さ
れ、全て原案のとおり可決しました。
また、所管の常任委員会に付託し、継続審査としてい
た請願を趣旨採択としました。（請願・陳情の審査は20
ページに記載）
一般質問は、８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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傷病補償年金、休業補償

です。

（賛成全員）

●町消防団員等公務災害

による条文の改正と、非

●町職員の給与に関する

（第２号）

常勤消防団員等に係る損

条例の一部改正

独立行政法人法の一部改

国からの補助３
歳入歳出予算からそれ

害補償の基準を定める政

地方公務員法及び行政

正に伴い、人事行政の運

る。

地方公務員法及び地方

の一部改正

状況の公表に関する条例

●町人事行政の運営等の

（賛成全員）

分の１を含め、約５分の
額し、予算総額７３２８
●工事請負契約の変更
万２千円とするものです。 （入野浄水場築造工事）

ぞれ２５６万１千円を減

監視カメラシステムを

令の一部改正により、障

不服審査法の改正に伴い

の額に乗じる調整率を改

４の補助である。地域

派遣医師の産休に伴う
追加施工し監視体制の強

害厚生年金等が支給され

営等の状況の公表事項に

補償条例の一部改正

防災計画で指定避難所と

各種手当の減額と人件費
化を図る必要から、請負

る場合の併給調整として、 条例を一部改正するもの

第１回定例議会

●国民健康保険事業特別
の調整をするものです。

金額を７０９万４５２０

職員の人事評価、休業及

状況が削除されたこと等

正するものです。

会計補正予算（第３号）
（賛成全員）

円増額の４億９０６１万

び退職管理の状況が追加
（賛成全員）

行政不服審査法の改正

歳入歳出予算からそれ
●簡易水道事業特別会計

５２０円に変更するもの

額し、予算総額

億３０

なっているのが条件であ

ぞれ２１０万４千円を減
補正予算（第２号）

され、勤務成績の評定の

れ１９８万８千円を増額

歳入歳出予算にそれぞ

国民健康保険診療所特

額し、予算総額２億９６

を改正する法律等の施行

行政不服審査法の全部

ものです。
（賛成全員）

件の条例を一部改正する

特例として入居資格要

する条例の一部改正

住宅の設置及び管理に関

●町譲渡型若者定住促進

（賛成全員）

ものです。

り、条例を一部改正する

改正する法律の施行によ

独立行政法人法の一部を

地方公務員法及び地方

改正

暇等に関する条例の一部

●町職員の勤務時間、休

（賛成９名）

るものです。

により条例を一部改正す

●町行政手続条例等の一

予算総額９７１５万７千

０５万８千円とするもの

部改正

初湯川地内の若者定住促進住宅

監視カメラシス
テムの追加による変更で

し、予算総額９億２４７
３万９千円とするもので

浄水場に監視カ

どに係る直営診療施設勘
人件費の調整をするも

あるが、その内容説明を。

です。

メラ２台と赤外線セン
（賛成全員）

庁にパソコンを置き、

のです。

●国民健康保険事業川上

●下水道事業特別会計補

時間体制で監視する。
歳入歳出予算からそれ

サー６組を設置する。本

診療所特別会計補正予算

正予算（第１号）

歳入歳出予算にそれぞ

ぞれ１９２万２千円を減

（第１号）
万７千円を増額し、

円とするものです。

のです。
（賛成全員）

を行うため一部改正する

に伴い、関係規定の整備

人件費の調整をするも
のです。
（賛成全員）
●国民健康保険事業寒川
診療所特別会計補正予算

人件費の調整をするも

です。

れ

24

（賛成全員）

答

す。

別会計の人件費の調整な

４０万円とするものです。

17

定繰出金を減額するもの

問

です。

答
45

ものです。

となり、本条例を制定す
と社会参加に努め、高齢

し、本基金条例を廃止す

額療養費資金貸付基金条

●町国民健康保険事業高

まちづくり計画」を変更

を持たせるために「新町

今回の変更点の

説明を。

用期間が

要する費用を支払うため

の資金を貸し付けること

ために、県と事前協議も

年延長された
するために条例を一部改

により、一時的な負担を

合併特例債の適
正するものです。

行い変更を行った。
（賛成全員）

年度目標人口につい

目的として制定していま

めに９４００人とした。

ても現状と整合を保つた

したが、平成

年度から

の向上に寄与することを

軽減し、被保険者の福祉

より透明性の高いものと

（賛成全員）

するものです。

保険事業における高額療

この条例は、国民健康

例の廃止

るものです。
（賛成全員）

者福祉の一層の推進を図
る」ことを目的に、現在

●町育英奨学基金条例の

るものです。
（賛成全員）
まで高齢者生きがい対策

（賛成全員）
●町ひとり親家庭医療費
一部改正

若者でなくても

特例として入居可能とし
事業としてあやめ学園の

くなり、今後の基金確保

この条例の基金運用を、 養費の支給に係る療養に

の支給に関する条例の一
運営に活用してきました

け及び支給対象範囲につ

も困難なことから高齢者

が、基金残額も残り少な

いて、和歌山県補助金交

生きがい対策事業は一般

ひとり親家庭の定義付

部改正

た条例であるが、建築場
所や条件について今後の
考え方を問う。
に町有地を利用し、地域
付要綱に沿って条例を一

財源をもって事業を継続

若者定住のため

の活性化につなげる趣旨
部改正するものです。
（賛成全員）

でスタートした。美山地
区において、約１年間申
●町防災対策基金条例の

●和歌山県と日高川町の

し込みがなく今回の改正

限度額適用認定証が発行

行政不服審査法第

制定

されることとなり、制度

１項に規定する機関に関

となった。今後、若者の

上必要がなくなったこと

する事務の委託

条第

で効力を失う、日高川町

から廃止するものです。

平成
号復興支援基金に

●町地方活力向上地域に

害等に備える事業の推進

ついて、あらゆる自然災
変更

●新町まちづくり計画の

（賛成全員）

に伴い、審査庁における

行政不服審査法の施行

意見を十分に聞き、場所
の選定にも留意していき
台風

おける固定資産税の特別

と町民の防災意識の高揚

裁決の判断の妥当性を

措置に関する条例の制定

合併市町村に係る地方債

「東日本大震災に伴う

設置されている県行政不

が求められ、和歌山県に

して、第三者機関の設置

チェックする諮問機関と

の特例に関する法律」が

日に

（賛成全員）

服審査会に事務を委託す

るものです。

施行され、合併特例債の

年

●一般会計補正予算（第

年から
この条例は、「日高川

本町においても引き続き

７号）

発行期限が

本社機能の拡充等を行う

町に在住する高齢者が教

合併特例債の活用を可能

歳入歳出それぞれから

（賛成９名）

場合、一定の要件を満た

養を高め、健康の増進を

に延長されたことに伴い、

すことにより課税の特例

にし、財政運営に柔軟性

基金条例の廃止

●町高齢者生きがい対策

年６ 月

を図る目的で、町防災対

区にある本社機能の

平成

地域再生法に基づく

京

27

15
図ると共に、文化の向上

地方移転や、地方にある

24

措置を受けることが可能

10

ことに伴い、事業者が東

策基金として条例を制定

81

「和歌山県地域再生計

日限り

５

たい。

年３月

問

答

32

するものです。

31

画」が国の認定を受けた

12

28

19

問
答
23
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増を図るための対策を鳥

う県の事業である。捕獲

での対策として職員に
獣害対策本部に提案して

契約をしていく。それま

し、予算総額１０３億２
は、ＵＳＢの取り扱い等

６０３３万１千円を減額
４４０万４千円とするも
いきたい。

●簡易水道事業特別会計

階的に引き下げられるこ

併による地方交付税も段

町道の整備に係る道路新

１億４９０３万７千円、

係る道整備交付金事業費

道の開設、舗装等改修に

とを想定すると共に、平

設改良費５億７０６３万

年が経過し、合

歳入歳出それぞれから

年度当初予算に国体

合併後

１億８８６４万３千円を

成

補正予算（第３号）

減額し、予算総額７億３

る災害復旧工事が減額さ

６０９万６千円とするも

関係費２億９７８５万２

建築工事など防災減災対

９ 千円、防災センターの

策に係る予算４億８５７

千円を計上していたこと

によるものです。

のです。
入野浄水場築造工事及

と 予 測 を し て い た が 、 について、国の予算配分

算が１億１３１５万円計

は、中津支所庁舎関連予

を計上しています。

り基金積立金１億円など

万９千円、合併まちづく
が全国的に減少したこと

年度当初予算で

考えており遅れている。

稲刈りが終わり、被害の

平成

４４５万円、農業活性化
６ 月までには完成できる

び江川地区基幹改良工事

対策事業費の「強い農業

上されたのをはじめ、林

（賛成全員）
年度一般会計当

（賛成全員）

から減額すると共に、請

●国民健康保険事業特別

株式会社古部組と１億

路災害復旧工事）

（町道伊藤川藤野川線道

●工事請負契約の締結

（賛成全員）

増額するものです。

となったためである。 負額の保証に債務負担を

援臨時福祉給付金は対象

会計補正予算（第４号）

５

金費で４１３６万６千円
者に１人３万円を給付す

年金生活者等支

な ど を 計 上 す るほ か 、 地

億４０３
４万４千円とするもので

し、予算総額

れ９９４万４千円を増額

歳入歳出予算にそれぞ

るが、申請が必要だ。
ているのか。

綿密な連絡方法をとっ

籍調査費で１４９９万９
千円、国体関係費で３１
４８万円、児童措置費で

今 年 の２ 月５ 日

に当初受付は終わった。

保険給付費の伸びによ

２６２８万４４００円で

費で１５８７万円、農村

申請をされなかった方が

り、一般被保険者療養給

す。

地域防災減災事業費で１

約２８０名おり、４月か

初予算

契約するものです。

２４６万９千円、農地農

付費で２６２８万３千円、 ●平成
一般被保険者高額療養費

ら再勧奨を考えている。
ニホンジカ管理

で５００万円などを増額

０ 万円で、前年度当初予

億８５０

捕獲報償費が減額となっ

す るほ か 、 保 険 財 政 共 同

算に比べ、８７００万円、

予算が減少したのは、

ています。

予算総額は
ている。シカは増えてい

安定化事業繰出金で２２

行うものです。
（賛成９名）

ると思うがなぜ捕れない

（賛成全員）

ものです。

１．０％減の予算となっ

億１９０３万円の減額を

業用施設災害復旧費で１

１６１２万円、農業振興

17

０８万９千円を減額する
４ 月 ～５ 月 末 ま
でに、県下一斉捕獲を行

工事中の入野浄水場

10
ha
ha

のか。

28

金」で６２５４万円、基

確定をしたところ、３．

への土砂の堆積が、当初

氾濫による農地

れているがどうしてか。

江川川氾濫によ

のデータ管理を徹底して
いく。

のです。
主なものとしては、自
河川監視カメラは、６月

治体情報セキュリティ強
化対策委託料で１３９２
までにできるのか。

町が設置予定の

万円、年金生活等支援臨

10

28

と考えている。

ＺＴＶ の放映を

27

づくり交付金事業費補助

時福祉給付金事業費で５

問
答

問
答
問
答

自治体セキュリ

ティ強化対策はいつまで
にできるのか。
できるだけ早く

88
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〇総務費
本庁空調設備修

土地はどのように活用す
るのか。
譲渡型若者定住

促進住宅の用地として活

繕工事は去年も計上され
ていたが、今年はどこの

用を考えている。
生活安全対策費

工事なのか。
庁舎の空調修繕

維 持 修 繕 のほ う も 予 算
計上している。
移住交流での燃

料費が多いのはなぜか。

が、年間２００万円程度

ラスしていた経緯がある

別枠として３００万円プ

〇土木費

事業費を計上している。

は全体予算４００万円の

斉捕獲等の事業について

ではないか。

る。整備員の増員が必要

理は難しくなってきてい

より共同作業での維持管

職員の定数の問

であれば十分賄える。

町道維持補修は、

題もあり増員は難しい。

〇商工費

整備員が日常業務として

急を要するときは業者の

週２回、泉大津

行っているが、集落内は

市まで協力隊が出向き、

い天文台に多額の維持管

利用されていな

観光ＰＲ、特産品の販売

げ等で対応している。

協力を得て、重機借り上

がある。できるだけ貸し
出した方に回収してもら
うよう努力する。
環境警備隊への
予算付けが昨年度もな
かったが、どうするのか。
環境警備隊と一

いる。高齢化や人口減に

理費が計上されているが、 共同作業で維持管理して
運営が再開され

といった活動を行ってお

答

今後の対応は。

問

り、必要額を計上した。
〇民生費

にしておくための管理費

保 育 所 運 営 費 で 、 たとき、使用できる状態

職員と臨時の保育士との

である。
各方面に働きかけ、引

待遇面での差があるが、
どのようにしていくのか。

き受け手を探している。
引き受け手がなければ廃

臨時職員にも賞
与 、 通 勤 手 当 のほ か 、 担

止するかどうかの検討も
〇農林水産費

必要と思っている。

任手当を計上している。
通園バス補助金
はどういうものか。

貸し出した捕獲
オリの回収費用をなぜ町

みやま・寒川保
育園で、送迎保護者への

が出すのか。

年度だけ

回収困難な場合

キロ換算補助金である。
〇衛生費
給水供給施設の
修繕補助金が２００万円

５ 年間でも、

枠取り的な予算で、過去

考え方としては

金額の裏付けは。

何ヶ所予定しているのか。 計上されているが、この

は３年計画で行う予定で、 で、カーブミラー設置を
昨年度は１階を修繕、今

また、維持管理等につ
いてはどうなのか。

問
答

建て替えられる中津支所完成予想図
新 規 に５ ヶ 所 分
計上している。

解体される「むつみ荘」

答

問

問
答
問
答
問
答

年度は２階を予定してい
る。
旧老人憩いの家
むつみ荘の解体後、その

27

答

問
答

問

答
問

答

問
答
問
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〇消防費
防災資機材の購

入について説明を。
年度から定期

的に防災資機材の充実と
いうことで、発電機・投

校方式をとっているが、
年度中

６校２ヶ所を親子方式に
と考えている。
に周知を図り、理解を得
ていく。
園へ配置される職員の業

南山スポーツ公

光器・毛布・非常食・エ
務内容は。

年度笠松農業用

基金や一般会計からの

●平成

年度国民健康保

繰り入れにも限界があり、 険事業川上診療所特別会

●平成
水及び公共用水管理運営

加入者負担増は致し方な

計当初予算

特別会計当初予算

年度まで、

予算総額は６４９０万

円です。平成

年

県から派遣していただい

ていた医師が、平成

度からは国保日高総合病

予算総額は９９１０万

円です。受診者数が微増

院からの派遣になりまし

いものと考えている。

傾向にあり、これに伴い

たので、医師に係る給料

予算総額は２６２万９

財政支援があるのではな

診療収入の増額を見込む

等については医師派遣負

高額医療費への

（賛成全員）

いか。加入者へ税負担と

と共に薬品代などの増額

担金として９７６万円を

千円です。
年度国民健康保

して跳ね返らないように

をしています。

険事業特別会計当初予算

●平成

すべきでは。

前年度に比べ３９００万

これに伴い診療収入の減

億円で、

円の増額となっています。 医療費は変動するため、

険事業寒川診療所特別会

額を見込むと共に、薬品

予算総額は

ターの１室を事務所にし

予算としては組みにくい

計当初予算

地域未来塾につ

繰り入れを３００万円増

予算時に用いる厚労省の

字が大きく違っている。

年度国民健康保

数が年々減少傾向にあり、

計上しています。受診者

て、南山スポーツ公園を

保険給付費が前年度より

性質のものだ。あらゆる

としているにもかかわら

計算方式は現実に合って

（賛成全員）

はじめ、町内のスポーツ

４５９０万円増額となっ

支援策を活用し、加入者

制度はあるが、

施設管理、利用の調整、

たことによるものです。

国保会計は毎年

ず、国保税が昨年度比で

いないと考えるが、是正

度、当初予算と決算の数

約２千万円増となってい

すべきでは。

一般会計からの

る理由説明を。

厚労省方式では

●平成

いて、対象年齢、場所、
合宿等の宿泊関係業務を

〇教育費

時間、内容、指導員、財

負担を少なくするよう努

再任用制度の活

用状況は。
今年度も含め、今

のところ希望者はいない。

旧町村の名前が
ついている基金の活用方

（賛成９名）

基金と一般会計からの繰

小学１～６ 年生

を対象とする。町内３～
５ 校の空き教室や、公民
館を利用し、放課後２時
間、月８回程度、学習の
支援を行う予定だ。地域
の教員ＯＢに指導員をお
願いする。国・県の補助

加入者が減少し

保険税の負担が高くなる

法、取り扱いについて問

ているのに医療費が伸び

ので、町では過去の医療

がある。

ている。特に高額医療費

費の状況をみて予算を組

う。

の伸びが大きく７６００

方式について説明を。

事業に充当し、できるだ

んでいる。

その区域内での

年度実施に向けて周知を

万円増で、ひとり１ヶ月
件あ

け早く旧町村名のついて

る。

図り、理解を得ているの

たい。

答

学校給食の親子

備費・給与費明細書等

行う。

南山若者セン

アマット等を購入してい
年度は非常食を購

28

源等の説明を。

る。

28

南山スポーツ公園に設置された防犯カメラ

入予定である。

27

28

２００万円以上が

か。
校で、自

22

29

28

答
問
答

問

いる基金をなくしていき

答

問
答
問

問

力する。

問

28

り入れも行っています。

17

24

〇公債費・諸支出金・予

答

28

問

問
答
28
現在

13
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年度後期高齢者

（賛成全員）

代などの減額をしていま
す。
●平成

引き下げとなったが、国

２ 千 人 に 係 る 保 険 料ほ か 、 た 基 金 を 取 り 崩 し 、 若 干
保険料軽減に係る基盤安

継続していきたい。
介護予防事業で

が、即時に役場のパソコ

ンや職員の携帯に入るよ

サロンを推進しているが、 うになっており、美山地

は保険料軽減措置を今後

定負担金、療養給付費負

水道送水管の耐

域へも拡げるものだ。

利用はどうなのか。
対象者は３３７

●平成

年度川上財産区

万５千円

特別会計当初予算

予算総額は

です。

（賛成全員）

震 化 工 事 はほ ぼ 終 了 し た

特別会計当初予算

国民の反対を押し切っ

担金などが主なものです。 縮小する方向である。
（賛成９名）

て国が作った制度であり、 ６名で、年間延べ４２０

が、老朽配水管の敷設替

万３千円

年度寒川財産区

０ 名の利用を予定してい

●平成

責任を持って加入者負担

予算総額は

（賛成全員）

28

医療特別会計当初予算
年度の保

え工事はまだ多く残って

なり、独立採算となるが、

水道料金の高騰につなが

らないよう工夫すべきで

るものもあり、今後も一

です。

る。

年度より企業会計と

いる。

増を抑えるよう要望を強

年度簡易水道事

●平成

業特別会計当初予算
予算総額は７億６６６
５万８千円です。
主なものでは、水道事

は。
易水道の入野浄水場築造

般会計からの繰り入れを

61

・

険料は、今まで貯めてい

28

めるべきでは。
現状をふまえ、

全国町村長大会などで国
年度介護保険事

への要望を強めたい。
●平成

業創設認可策定業務委託
７万円です。第１号被保

に係る工事費２億１５２

して、できる限り負担増

補助事業でやれ
険者約３４００人に対す

３万４千円、江川地区基

を抑えていきたい。

料２５２４万円、川辺簡

る介護給付費や介護認定

幹改良工事８６２５万３

●平成

億７０３

費、介護予防事業費など

千円、美山地区簡易水道

特別会計当初予算

年度下水道事業
を計上しています。

遠隔監視システム整備工

予算総額は２億７３１

の河川改修工事に係る下

１万３千円です。土生川
（賛成全員）

管理運営に係る経費、公

水管移設工事費や施設の

水は、どの地区のどの機

（賛成全員）

予定しているが、説明を。 債費を計上しています。

隔監視システムの工事を

美山地域での遠

どを計上しています。

（賛成９名）
援者の介護予防が保険事
業から外れるが、現行
サービスを提供できる見
通しはあるのか。
ボランティアの
事業所の問題等の課題は

械が故障かといった情報

川辺と中津の簡
多くあるが、できるだけ

育成や引き受けてくれる

28

予算総額は２億５６７
４ 万円です。被保険者約

川上診療所ロビー

問

事費５８４２万５千円な

予算総額は

28

29

42

問
問
答

29

28

答

年度から要支

12

業特別会計当初予算

28

29

答

答
問
答

問

28
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