ひだか川議会だより
9

うことで、傾斜があり、

元々用地は丘の上とい
してる。

人の３日分の確保を想定

食・毛布などを３６００

台分

狭いという問題がある。

駐車スペースは

と狭いが、災害時は資材

避難スペースは８３１㎡
で、緊急避難所として活

国保税の引き下げは
喫緊の課題では

税額抑制の努力はしていきたい

術の進歩により、医療費

今後も高齢化や医療技

い」は、加入者大部分の

の増大が予測される中で、

搬入出の具合もあり、小

難所としては狭いのでは。 熊 広 場 や 保 育 所 、 セ ン

声である。本町でも国保

「国保税が高

ター下の空き地を活用し

国保制度を守っていくた

や燃料等の確保はどのよ

非常用電源の設置、水

統合後５年間で、１人あ

めには、国の負担を大幅

たい。

たりの税額が約２万２千

うに考えているのか。

水は ｔ のタンクを設

備蓄は、飲料水・非常

年度より国は、保険

とが求められるのでは。

構造を抜本的に変えるこ

に増やして、国保の財政

用できても、１・２次避

２

問

57

円も値上がりしている。

備蓄倉庫も狭いと思う
が、品目と数量について
の予定は。
駐車場及び資材搬入出
に支障はないのか。
避難スペースの
広さは、基準から計算す
ると５００人収容でき、
十分であると考えている。
トイレもセンター内と、
非常用に屋外へも５基設
置したい。
非常用電源は、ＬＰＧ
発電機とソーラー発電を
予定している。一応ＬＰ
時間分を確保する。

本格化する中で、町の防

置し、防災井戸の設置も

Ｇは
災中心施設として、その

検討したい。

建設がいよいよ

機能が十分確保されるの
かあらためて問う。

イメージ図

防災センター

面積と財政的に可能な限りの設備に

１

期待したい。

今回のような支援策にも

ことを懸念しているが、

担率が下がってきている

国保への国の負

続けることを願う。

る。今後も必要であり、

計から繰り入れをしてい

抑えるため、毎年一般会

本町では、税額高騰を

ながったのか。

か。また、税額抑制につ

本町への交付額はいくら

額の支援を打ち出したが、

びの抑制策として、一定

税負担の軽減や、その伸

27

答

孝文議員
原

防災センターの機能性は
十分か
問

答

72

12
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一般質問
（質問した順番で掲載しています。）

町への支援額は、１１６
年度

策定を進めてい

た計画が国の承認を受け

たちだ。河川改修を待た

率」の洪水対応を

年か

者ニーズがありエリアも

日本で林業が儲

ようになって久しい。し

からない産業と言われる

こうした外部からの業

かし、ここで林業が儲か

広がっている。

椿山ダム操作規則の見

者進出は移動販売だけで

らない産業だと思い込ん

なくても見直しはできる。 けて行うこととなった。
直しは、町の重点事項の

はなく、経済活動の影響

県の責任逃れではないか。

一つであり、今後も粘り

町として意見も

述べたが、早期に一定の

で歩みを止めては、来る

が真に望んでいた内容と
なっているのか大いに疑

をいろんな業種で受けて

年確

域の見守りなど地域に密

一方で、移動販売は地

り方を考えることが必要

してこれからの林業のあ

源を知り、それらを活用

今こそ町にある森林資

着した役割を果たしてい

年生以上の杉・桧４千

８１９８㎡である。また、

万㎡、素材生産量は年間

千㎡、天然林で１７８

は、人工林で６３９万６

本町の森林材積

るのか。

方についてどう考えてい

画とその路網整備のあり

と考える。今後の林道計

業の疲弊に繋がっていく

このままでは、更に林

林道開設計画はない。

るが、ここ数年、新たな

響を及ぼすのが林道であ

その収益力に大きな影

である。

後更に検討したい。

る。それらを踏まえ、今

う少し議論の余地がある。

べき時代に儲け損となっ

強く県へ要望を重ねてい

江川川や西川等の支流
の見解であり、「

であった。その後の対応

いる。一部の業種への支

効果を発現させるため

ているが、県の一括運営
の整備目標が今までの最

に大手スーパーの移動販

はどうなっているのか。
という面では、品揃えが

てしまう。

問だ。

となっていく中で、県の
大洪水対応となってい

町内移動販売小売店へ
の助成制度を
一部の 業種への 支援に ついては
議論の余地がある
対策についての答弁では、
「地域の実情を把握し、
移動販売を取巻く地域環
境などを総合的に検討す
る必要がある。その上で
助成制度について前向き

売が進出している。この

に検討する」ということ
椿山ダム操作規則の見

ことを町はどう考えてい

現在、山間地域

直しは、下流の河川改修

るのか。

買い物弱者対策
の状況に応じて適宜行う

これに関連した質問を、 豊 富 で 価 格 面 で も ス ー
平成

ので、歓迎されていると

パーの店舗と変わらない

どの点をいつ見直すの

たが、移動販売を行って

伺っている。また、消費

年６月議会で行っ
か何の具体性もなく、こ

いる町内小売店への支援

援することについてはも

く。

よりは倍額となるようで、 た よ う で あ る が 、 住 民
税額抑制効果はある。
一般会計からの繰り入

問

の段階的な整備という県

国保運営方針をみながら
号

るのに、日高川本流の
年台風

水害や５年前の

の対応が将来目標に追い

の望んでいる最大洪水へ

を整備目標として、住民

ない小さい洪水への対応

水害とは比べものになら

７・

で、訳がわからない。

大きくかけはなれた数字

定がこの台風時洪水とは

る。しかも、流量目標設

時の洪水対応となってい

目標は平成

の対応となると思う。

れは、今後も必要と考え

20

れも先へ追いやられたか

２～３路線を継続的に開設
したい

10

やられたのはなぜか。

小畑貞夫議員

15

20

０ 万円程度だが、

問
と明文化されたものの、

答

答

が伐期を迎えている。

ha 60

１
25

今後の林道計画は

２

18

答
問

29

早期に一定の効果を発現させる計画と
なった

３

日高川河川整備計画と椿山
ダム操作規則の改定は

第41号
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10

ひだか川議会だより

ひだか川議会だより
11

搬出のための林道も

路

線（１９０㎞）あり、県
下一の林道密度を誇って
いる。
しかし、近年では林家
の意欲減等諸事情により
林道の新規事業計画には
至っていない。
今後の林道計画として
は、２ないし３路線を継
続的に開設していきたい。
特に、林道樅の木線は利
用効果も大きく、優先的
に進めていきたい。

を作ることを最大目標と

治療費助成・婚活事業な

しめる状態でないことが

しかし、鮎雑誌による

根本的な要因だと考える。

本年度予算についても、 子育て支援・教育・農林

と寒川の鮎が全国で３番

ど、既存事業として各種

業に係る予算を計上して

したい。
基本目標の各分野で、新

目に美味しいと評価され、

い止める・安心安全な暮

れをつくる・少子化をく

出する・地域への人の流

は、『安定した雇用を創

本町の総合戦略

に反映されているのか。

本年度の予算にどのよう

売業務を担当させる。

力隊員を派遣して営業販

町も今年から、漁協へ協

クターを生みだし、鮎を

『あゆの助』のキャラ

鮎である。日高川漁協は

度を提案するがいかがか。

「鮎ガール」鑑札助成制

食品を開発販売している。 光と宿泊をセットにした

はじめとする淡水魚加工

の減少は河川環境や気象

要であり、女性対象の観

としても更なる支援が必

いを取り戻すために、町

高川が以前のような賑わ

山県の平成

問

答

早急に検討してみたい。

初めてだと思うので一度

でもこうした取り組みは

白い方法と考える。全国

してやってみることは面

て、女性をターゲットに

宿泊等とタイアップさせ

提案の鑑札助成制度も

ようになってきた。

女性の釣り客も見かける

いる。

業を申請している。

業と美山森林公園整備事

速化交付金で移住定住事

また更に、地方創生加

規事業や既存事業など
様々な関連事業を計上し
ている。
新規事業として、防災
センター・地域未来塾・
防災カメラの設置・不妊

鮎ガール鑑札助成制度
の創設を

宿泊等とタイアップさせ一度
検討したい

らしを実現する・時代に

紀州大水害以降、鮎の

変動などにより、以前の

減少に繋がっている。日

基本目標を柱に推進して

あった地域をつくる』の

釣果が少なくなっている

日高川と言えば

本年２月に和歌

いく計画であり、新規事

５ つを基本目標に設定し

ように鮎釣りを十分に楽

答

基本目 標の各分 野で係 る予算を
計上している

年度新政策

業のメニューもたくさん

と聞く。それが釣り客の

近年の鮎釣り客

が発表された。地方創生

ている。特に、人の流れ

略が策定されているが、

本町においても総合戦

開設中の林道株井白馬線の起点
ある。

本年度予算における
総合戦略はどうなっ
ているのか

４
問

68

総合戦略で定めた５つの

３
28

第41号
平成28年５月１日発行

たと確信している。しか

町に一歩も二歩も近づい

長が目指す安全・安心な

置されるようになり、町

て に 出 し てほ し い 。 町 か

要望書を御坊警察署長宛

場所に必要であるという

「まずは地域から、この

通量の増加が見込まれて

インター化など、今後交

路で、４車線化及びフル

チェンジへのアクセス道

して改善を図っている。

危険箇所について協議を

安全推進会議」をもち、

らなる「日高川町通学路

定となることで、歳入に

模は普通交付税が一本算

また、５年後の財政規

もと、予算編成を行った。

少が見込まれる。人口減、

おいて７億～８億円の減

に町長名でもって警察に

この件に関しては早急

いる。
通学路の安全確保のた

億円は

税収減などの要因からも、

億～

要望していく。

歳出では

抑制しなくてはならない。

決算ベースからみれば

成果のもと、地方交付税

健全な財政運営を図って

画的な繰り入れにより、

あり、財政調整基金の計

しくなるのはあきらかで

今後財政運営は益々厳

ている。

億円前半の規模と推定し

80

め、町と振興局、警察か

年度予算より算定替え
が始まるが町財政運営に
不安は

20

いく。

財政調整基金の計画的な繰り
入れで健全な財政運営を図る

15

算定替え初年度予算と

なっているのか。

人口も減ってきており、

５ 年後の一般会計予算の

予想はどうか。

町や北海道せたな町では、 方 交 付 税 の 減 少 を 見 込

ら出してもらうのが一番
高速道路４車線化の工

み、継続及び新規事業は

本年度当初予算
大成中学校東側よりの

事が始まると車両も多く

数値目標を掲げ、職員が

内容・規模を精査し、ま

の算定にあたっては、地
通学路に信号機が必要で

なる。その前に町から御

一丸となって取り組んで

じくした広島県大崎上島
ある。

坊警察署長宛に要望書を
信号機を通学路に設置
してもらうにはどうした

１ 号線は、川辺インター

町道土生古垣内

出していただきたい。

た需用費、委託料、物件

答
いたが、当町は目に見え

当町と合併を同

清議員

費についても過剰な計上

し、まだまだ危ないと思

28

る改革になっていない。

良い」という話であった。

１
問

がないよう十分な協議の

う場所が非常に多い。

井藤

問題の交差点

どのような財政改革の

署の交通課に伺ったら、

て を 照 ら すほ ど 完 備 さ れ 、 ら 良 い の か 、 御 坊 警 察

防犯灯は町内全

堀江才二議員
防犯カメラも今年から設

答

早急に町長名で警察に要望する

１

大成中学校東側よりの通学路
に信号機の設置を
問
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ひだか川議会だより

選挙公約の小・中学校給食
無料化はいつからか
町の長期的な財政を見据えて判断

２
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問

昨年３ 月議会の

旧薬草試験場跡地
買い上げの対応は
応はどうなっているのか。
土生区役員や数
名の議員から強い要請を
受けているが、基本的
に使用目的のない土地は、
町行政としては簡単に買

観光施設等の指定管理か

らは外して、観光施設運

月に

運営を休止して、１年余

営管理費の中に施設の維

一昨年の

りが経過し、具体的な方

持管理費を計上した。

今後とも町の考えに沿

向付けの結論を出したい

と努力したが、残念なが

を模索していく。

うようなかたちでの運営

年度予算は、

らメドが立っていない。

当面、

バイオマス発電所建設
はどうなったのか

願が総務文教常任委員会

民が納得してくれる、そ

大義名分があって、町

お い て 、 本 町 へバ イ オ マ

り、また、事業者の方も

きたいとコメントしてお

いきたい。

誘致に向けて取り組んで

誘致に向けて取り組みたい

ポートや学校給食無料化

で採択され、更に議会に

うした土地でない限り、

月議会に

に関する事業などを引き

おいて議決された旧薬草

月議会で答弁し、我々と

「ぜひやりたい」と強い

希望があり、一生懸命に

しても期待をしている。
たのか伺う。

るかについて、町長は
方向付けをしたい」と

ながら、町民の意見も聞
えている。

どういった結論になっ

電について力を入れてい

県 知 事 もバ イ オ マ ス 発

議会をもった。

場関係者が一堂に会し協

者と町内３森林組合、役

１月下旬に事業

後どうなっているのか。

あったと伺ったが、その

いう業者からの申し出が

昨年

続き実施したいと表明を

ス発電所を建設したいと
請について、その後の対

買い上げは難しい。

財源に無理があるのか、
ほかに諸事情があるのか、
説明を願いたい。
全ての小中学生

天文台の今後の方針
は決定したか
努力はしたがメドが立って
いない

12
「今年の３月頃までには

天文台をどうす

問

答
いた上で判断したいと考

を見据え、また国や近隣

町の長期的な財政状況

万円程度かかる。

を無料にすれば、約４千

答

市町の状況なども見極め

２
問

至っていない。

研究所の跡地買い上げ要

うわけにはいかない。

12

しているが、未だ実施に

土生区からの請

28

目的がないと難しい

１
問

答

３

答

当初予算書
平成28年度
所信表明で、子育てサ

辰雄議員
堀
12

ひだか川議会だより
13

旧早蘇中学校敷

地内にある体育館、旧マ
ルテン天満屋の建物等に
ついて、町は積極的活用
に向かって行動している
のか。
このままでは腐らせて
しまうだけであり、もっ
たいないと思う。広報な
どにも載せ、広く一般の
方々に活用についての意

見や要望を求めるべきで
はないか。
旧マルテン天満

年９月の大水害で浸

には何ら支障はないと思

納得して借りてもらうの

手方がそのことを理解し、

活用の応募により、相

がなものかと思っている。

的に進めていくのはいか

水した経緯があり、積極

成

が譲り受けているが、平

屋の旧社屋は倒産後、町

答
23

う。

本年度の政策方針は

１

豊かに 暮らすこ とので きる諸施
策を継続、推進していく

や防災センターの建設、

業、美山森林公園の整備

ば、移住・定住の促進事

ある。交付が決定されれ

交付金事業」を申請中で

制の見直し準備等を行う。

の建て替え、学校給食体

転倒防止対策、中津支所

カメラを設置する。家具

保育所・小中学校に防犯

建設すると共に、町内全

町民が豊かに暮らすこと

治山・治水・砂防事業等

のできる諸施策を継続、

を含めた現状

東京や大阪の都

について伺う。

と課題、今後の取り組み

め倶楽部

地域おこし協力隊、ゆ

員をしてはどうか。

り、そのために職員の増

けた取り組みが重要であ

十分な説明と手間暇をか

地域の問題点等を含め、

ていくべきである。

力をもたらす方々を入れ

となく、新しい価値や活

域の社会関係を壊わすこ

くの移住者の獲得と、地

せない政策と考える。多

ある町にするために欠か

移住政策は活気

推進していく。

い。

年度重点施策と

しては、防災センターを

平成

町 長 は 就 任 当 初 、 を積極的に進めていきた
政策として６つの公約を
どの程度達成したと考え
ているか。特に農林業の

掲げていた。本年度まで

振興について伺う。
また、議会冒頭での挨
拶にあった「地方創生元
年度の重点政策に

年」についての具体策と
平成

ついて伺う。
公約は９ 割程度
達成したと自分なりに
思っている。小・中学校
への給食費無料化も、交
付税の状況を見ながら９
月議会に上程をしたいと
考えている。
農林業の振興について
は、各種補助事業の導入
や町単独事業を実施して
きた。
地方創生元年の具体策
として「地方創生加速化

21

28

問

答

移住・定住の推進を図っていく

問
誠議員

旧マルテン天満屋社屋

28

本町の移住政策は

２

水害に遭っていることもあり、難し
いのでは

４

入口

答

旧マルテン天満屋社屋
等の活用を
問
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仲介、譲渡型若者定住促

介、特定農地の貸し付け

加、移住相談や空き家紹

市部で移住フェアへの参

考えている。

情報提供のＰＲが必要と

める取り組みや、空き家

がある。町民の理解を深

移住政策の知識を持った

職員の増員については、

おこし協力隊制度の活用
方を嘱託として雇用し、

進住宅の取り組みや地域
等により、移住・定住の
意見交換会等の体制づく
く。

りや条件整備を進めてい

推進を図っている。
課題として、移住者の
住まいとなる空き家不足

地域おこし協力隊の活動

若者定住促進住宅の整備
計画について

課題や 反省を踏 まえ施 策を継続
し、環境が整えば予算化したい

年度中

もう少し施策を継続した
い。
環境が整えば

にでも予算化したい。
②ある程度利便性を考慮
した上で建設地を選定す

た若者定住促進住宅であ

各地区に一戸ずつ建設し

して川辺・中津・美山の

の良い所へ集中せざるを

将来的には需要上条件

用地確保が課題となる。

ば遊休資産の活用に加え

る必要があり、そうなれ

るが、最後まで入居者に

得ないと思うが、少なく
①今後も政策的な考え方

山の各地域に建設したい。
は、建物のおしゃれさや

③若者に選ばれるために
くのか。

集合型も参考にしつつ、

価格の安さが条件になる。
町長の考えは。

も聞きながら進めたい。

状況を見て、議会の意見

ンデを背負っている。

を目指す場合、大きなハ

そんな中、町の育英奨

学金制度は経済的理由に

よる就学困難者に貸与す

る、町内全戸に門戸を開

いた先駆的な制度である。

加えて、最初から大学

等の進学を諦めないよう

に給付型奨学金を創設し、

教育や就学の意欲・機会

を更に充実させ、町づく

りや人づくりに活かすべ

きだが町長の考えは。

県では住民税所

得割が非課税の世帯に、

高校生等の教育費を軽減

すべく、返還の必要のな

い「奨学のための給付

金」制度を設けている。

奨学金制度は子育て・

人材育成に大変重要であ

ると認識しており、当面

は原資の状況を踏まえて

現行制度を継続したい。

後の帰省と地元就職等の

考え方としては、条件不

ない経済情勢の中、大学

条件を付与したうえでの

給付型の導入は、卒業

や専門学校等に要する学

適用が相当と考える。

親の収入が伸び

費は高く、私たちの地方

たい。
条件緩和にどこまで踏

①モデルケース
での課題や反省点を踏ま

は、都会で専門的な就学

大学等で学んだ知識を

み込むかは、事業の推進

③購入条件の緩和策等、

条件も考え、総合教育会議で早急に検討したい
え、民業を圧迫せずに、

利地域における家賃割引

②建設地の選定について

を変えずに、継続して行

物件に係る状況を踏まえ、 とも次は川辺・中津・美

苦労した美山の平地区の

モデルケースと

28

物件としての魅力を高め

答

山本啓司議員

ることは考えているのか。 や家賃助成制度を検討し

給付型奨学金を創設する考えは

２

問

１
問
答
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度との併用実施も考えら

一番大事である。現行制

地域の活力に活かすのが
がら、早急に検討したい。

で各委員の意見も貰いな

れるので、総合教育会議

和歌山南陵高校の開校に
関して

も含め法人を調査後、許

①県教委が経営

いるのか。

かの補助や助成を考えて

前の教 訓をふま え、施 設利用の
覚書も締結する

４月に南山に開

校する「和歌山南陵高
校」であるが、前身の国
際開洋第二高校は、経営
名中、前期で

名

（スポーツコース大半で

応募

法人の都合で休校に至り、 可 が 下 り た 。 本 年 度 の
当時の生徒たちには真に
不幸な出来事であった。

名、サッカー９名、

政は、どちらかが一方的

ず、学校法人と地域や行

付中で、県外が９割であ

信制はなし。後期願書受

空手３名他）が合格。通

野球

に利用する、支援する、

る。

いての認識と見解を伺い

たい。

町の農林水産業への影

響についての試算を明ら

かにされたい。

本町の農林水産業を守

る対策を明らかにされた

い。

いち地方自治体

が介入する余地はないが、

アメリカの大統領予備選

挙では、民主と共和の有

力候補者がＴＰＰ協定に

反対の立場であり、先行

きは不透明だ。

当町では、柑橘農家へ

の影響が大きく、温州み

かんは３億５２００万円

の農家所得で３５００万

円減額。中晩柑は５億８

９００万円の所得で３億

７ ９００ 万円の減額と試

算できる。柑橘だけで４

億１４００万円、 ％の
閉校・撤退の際の条件

洋連携協定）承認をめぐ

未収益期間の支援や無人

学校用地本契約では、

①学校内容、準備状況に

として、更地化等を謳い、 条件とする野球場と陸上

今回強く要請している。

防除、園内道の整備の支

本町の特性に合わせた対

援と採択基準の緩和など、

柑橘新品種への転換で、

所得減となる予想だ。

ついてどのように把握し

前のようなことにしない。 競技場の利用に関する覚

り国会で大きな焦点と

現時点でのＴＰＰにつ

ＴＰＰ（環太平

ているか。

③現在要望も聞いておら
懸案の校舎東側グラウ

書を３月末までに締結す

間帯に有償で貸すことを

②町内外団体や合宿を優

③開校後、町として何ら

②スポーツ施設利用に関

ンドの整備については、

答

ず、そうした考えはない。 なっている。

山本喜平議員
る。

える。

というものではないと考

同じ轍を踏んではなら

55

する覚書は締結するのか。 先し、他の利用がない時

29

柑橘農家で４億1400万円の所得減

１

答
57
40

ＴＰＰ参加による農林水産業
への影響と町の対策は

問

３
問
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の品目が多く、少なから

野菜栽培でも関税撤廃

場が記載して、申請を受

本人の了解を得た上で役

がされていない場合は、

②申請で個人番号の記載

合い、交付に時間がか

テム機構」の業務が込み

「地方公共団体情報シス

送付し、交付している。

与し、点数の高い申し込

申し込み児童に点数を付

「調整指数表」に基づき

育所入所選考基準」及び

策を進めたい。

ず影響がある。安定した

している。

み児童から、入所決定を

④個人番号カードは身分

３ 歳未満児であれば、

かったケースがある。

転出届があれば、転入

証明書となり、住民票や

理した。
先での申請書に個人番号

保育士確保の問題があり、

定員枠が少ない関係や

確認となるので、免許証

には、問い合わせがあれ

配慮が必要と認めた以外、

児童並びに家庭に特別な
③２月８日から順次個人

産後については８週間を

ドの持参を説明している。 等を持っていない高齢者

転入届出時には通知カー

の記載が求められるため、 戸籍等の取得の際の本人

価格と異常気象に強い施
設の導入とあわせて、農
業離れにならない支援策
を講じていく。
林業では合板原木など
あげられているが、影響
は不透明だ。

ば説明している。

すべきではないか。

第２子、第３子を生み、

人口減少が進む中で、

づく、入所選考委員会に

選考基準実施要綱」に基

するため、「保育所入所

現在、３ 歳未満

育てやすい環境をつくる

より決定している。「保

と考えている。

ば、退園するのが適正だ

平性を欠くことを考えれ

保護者がおり、保育の公

た現に空きを待っている

の児童の育児もでき、ま

育児休業中は家庭で上

たん退園となっている。

経過した月末には、いっ

番号カードの交付案内を

保育所の育休退園は
見直しを

いったん退園が適正だ

交付作業で不具合は生じ

休業を取得した場合、保

もつながると考える。

始 ま っ た マ イ ナ ンバ ー 制

なかったのか。

育園児が３歳未満児であ

児の保育所入所について

本町では保育所

度だが、周知のための対

④「個人番号カード」は

ればいったん退園しなけ

育休退園の解消を検討
応や説明はできているの

紛失・盗難にあえば、詐

説明はできているのか。
①３ 月時点で

ことは若い世代の定着に

答

を利用している方が育児

か。

は、公正な選考を確保

入でも手続を受け付けた

人が受け取れていない。

63

②書類に個人番号が未記

の世帯に届いているのか。 に悪用される危険がある。

ればならない。

③「個人番号カード」の

３
問
欺や「なりすまし」など

１月から運用が

TPPの影響を受ける晩柑類
①「通知カード」は全て

問
のか。

答

63人に通知カード届かず

マイナンバー制度の不安と
住民への周知は

２
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