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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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7

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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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
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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
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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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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

第41号
平成28年５月１日発行

16

ひだか川議会だより

ひだか川議会だより
17

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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する必要があると考える。
今回視察先に選定した

平成

年 月 日～ 日

校

校がある。

秋田県は、「問いを発

相当な「学力格差」が現

井県に比べて和歌山県は

し本町の教育行政に生か

る。その取り組みを検証

を進めている自治体であ

中でもリーダー的に教育

らは佐々田教育長・武田

らは鈴木議長、執行部か

所会議室において議会か

由利本荘市西目総合支

「コア・ティーチャー育

「教育専門監の活用」、

習のための教員配置」、

育課題として「少人数学

する子どもの育成」を教

れている。

成」などを進めている。

査が２００７年度から実

全国学力・学習状況調

のような観点で教育に取

ると思うが、そもそもど

様々な要因が影響してい

（３）調査実施日

委員会

その原因については、

施され、学校現場や教育

り組んでいるのかを調査

なっている。

分析され議論の対象とも

調査はいろんな角度から

治体で行われている学力

なっている。また、各自

力の向上は重要な課題と

と子吉川流域、日本海に

羽丘陵に接する山間地域

そいでいる。山と川と出

吉川が流れて日本海にそ

望み、中央を１級河川子

鳥海山、東に出羽丘陵を

の南西部に位置し、南に

由利本荘市は、秋田県

『人間性豊かで進取の気

が取り組む教育テーマを、

県と連携しながら、市

そういったことから

されている。

授業として全国的に注目

答えを導く「秋田型」の

させ、まとめさせながら

子供の学力は、個人の
能力や努力によっても異

市他近隣７町が合併して

育実践の柱に『①地域と

市教育委員会では、教

している。

校環境などの社会的環境

できた自治体であること

年３月に、本荘

にも大きく影響を受けて

から面積も１２０９㎢で、 ともにある学校づくり②

平成

いる。行政の教育への力

秋田県の面積の ％ を占

なってくるが、家庭や学

の入れ具合によっては、

め、県下一を誇る。
年度の全国学力テ

差」として現れてくる。

校、小学

学校５校、特別支援学校

大学をはじめとして高等

教育環境は、県立秋田

教育の着実な推進に努め

事業などを活用しながら

を掲げ、文部科学省指定

教育体制の確立と充実』

10

平成

ストの都道府県別平均正

１ 校、中学校

11
解率を見ると秋田県や福

生徒の理解と支援④各種

確かな学力の形成③児童
行政間において「学力格

17

地域から構成されている。 どもの育成』をテーマと

性に富む、たくましい子

から以下の説明を受けた。 ざまな意見や考え方を出

教育総務課長・秋山学校

２．調査の経過

15

すことを目的とした。

27

教師が子どもたちにさま

26

教育課長はじめ担当職員

由利本荘市は、秋田県の

11

（２）調査地

委員会県外視察レポート

27

面した海岸平野地域の３

秋田県由利本荘市教育

行政にとっても子供の学

（１）調査目的

１．調査事件

総務文教常任委員会

すごいぞ !!
秋田県の学校教育
27
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自で学力テストの調査・

採点委員会の設置（市独
ト職員の配置（学校司書

⑥学校司書・学校サポー
だろうか。

子供たちが自覚できるの

ている。
スマイル・シャイニン

見通し、自力解決、学び

り組みを行っている。

ランとして次のような取

業の改善を行う。）

改善・指導の充実（課題、 人の専門監が複数校で授

①授業スタイルの構築・

⑤理数教育推進委員会と

（算数・数学・理科の３

④教育専門監の配置

援を行っている。）

を愛し、他人を思いやる、 ろうか。

学校が一体になり、地域

指定し、保護者と地域・

ミュニティースクールに

づくり（全ての学校をコ

⑦地域とともにある学校

ている。）

職員

力】が体にみなぎるのだ

だけ鍛えれば【生きる

ていくのだろうか。どれ

ば【生きる力】に繋がっ

のどの部分が豊かになれ

結びつくのだろうか。心

例えば、どれだけ学力

結果分析・課題解決・支

合い、振り返りを実践し
体験型理数教育の推進

由利本荘市の視察は、

名・学校生活サポート

グ・ドリームのＳＳＤプ

ている。）
（著名な先生によるリア

心豊かな子どもの育成と

その疑問を解決してく

がつけば【生きる力】に

②一人勉強と家庭学習の
ルサイエンス授業の推

して地域特性である農・

名を配置し支援し

推進
進）

19

③学力向上対策委員会と

紹介された取組の様子

しに密着した取組みを行

工・商一体の産業や暮ら

し、子供たちに探究心を

イルを全学校で共通実践

れたと感じた。授業スタ

向上をとおして、【生き

な人間性の育成・体力の

かな

学力の定着・豊か

う人材の育成に向け、確

成にも真剣に取り組んで

て更に高い質感の教諭育

が、教育専門監を配置し

向上も必要となってくる

もちろん、教諭の質の

興味を持たせている。

ふり返りを通して授業に

て推進している。

いと言う観点から市とし

と社会では生きていけな

んと述べられる人でない

めには必要で理屈をきち

方が、社会で自立するた

数系の理論的な組み立て

し、自力解決、学び合い、 ているところである。理

かけていないのです。だ

段そんなに教育にお金を

始めています。家庭が普

てから、やおらと勉強を

策もクラブ活動を終わっ

あまりいません。受験対

は塾に通っている子供は

「由利本荘市の子供たち

育てている。課題、見通

る力】を育む教育活動を

いる。
【生きる力】とは何な

ない。とても興味深いこ

の授業を先生に求めてい

由利本荘市では、普通

大きいのではないか。

なって進めていることが

市と教育委員会が一体に

具体的に目指す方向を

のです。」

のが私たち行政の使命な

かに上げていくかという

から学校の授業の質をい
る。
のか。どうなることが

この地域の子供たちは、

とは、理数教育を推進し

教育課長の言葉の中に、

【生きる力】が付いたと

に「明日の日高川町を担

我が町の学校教育方針

目指す。」と書かれてい

３．調査の結果、意見

なっている。）

36
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ことについては、名称

しては惜しみなく予算を

ても「道成寺インター

たが、秋田県は教育に対

学ぶのかを理解している
使って、地域の歴史や自
高規格幹線道路湯浅御坊

チェンジ」という名称

を変更することがよい

のだと感じた。この意欲
然などがよくわかるよう
道路「川辺インターチェ

が適当であるのか、町

何故勉強するのか、何故

請願・陳情の審査

の差が、学力テストにも
に工夫されており、和歌
ンジ」の名称変更に関す

の試算によると、名称

またネクスコ西日本

考える。

のか、変更をするにし

表れ学力格差がでるのだ
山県にはこんな質感の教

民に問う必要があると

産建厚生常任委員会

と感じた。
る請願書

も大きな差であると感じ
日高川町観光協会

■請願者

育施設はなく、このこと

た視察の感想として
た。

各委員の本町に照らし
・学力格差の大きさを教
育関係者は感じていない

変更をするには、町負
担 と し て 約５ 千 万 円 程

忠明

度必要となり、その財

石倉

日高川町文化協会連絡

源をどうするのか、そ

長

初美

れに見合う経済効果が

会

・行政がするべきことは、

協議会
丸山

孝文

あるのか、などの検証

のではないか。
いかにして子供達に将来

会

原

辰雄

も必要である。

長

の地域を託せるようにが

紹介議員

堀

貞夫

んばるかである。
・子供達がこれから生き

小畑

化されるこの機会を捉え、

湯浅御坊道路が４車線

ていくために、ふるさと
教育とともに選択肢を広

■委員会の意見

少しでも本町の活性化を

げてあげる教育が重要で

請願の趣旨は「川辺

ある。

図ろうとする思いは理解
変更するならば、この機

インターチェンジ」の
ーチェンジ」に変更す

会であることも確かなこ

・教育関係予算が少なく
太さが学力向上に表れて

ること、また名称を変

とである。今後、執行部

できるとともに、名称を

いる。

更することにより計り

も含め検討をしていきた

名称を「道成寺インタ

・教育こそが自治体に活

知れない経済効果が期

い。

ても、国や県との連携の

力を生み出すという観点

待できる、となってい

旨採択」とした。

一致でこの請願を「趣

以上のことから全員

を行政は持つべきである。

名称を「道成寺イン

る。

視察の最後に秋田県内

ターチェンジ」とする

などの意見があった。
の県立博物館等を視察し

北西

人

事

風 薫る ５月︑ 産品販
売所 はじ め愛徳 荘周辺
はふじまつりで賑わい︑
若葉 が萌 え出る 季節を
迎えました︒
田 植え の準備 など︑
農作 業も 慌ただ しさを
増し ︑大 自然の 息吹や
人 々 の 営 みに エ ネ ル ギ
ーが感じられます︒
さ っそ うとデ ビュー
を飾 った 新人の 皆さん
も︑はや１ヶ月が経ち︑
学 校 や 職 場に 馴 染 み ︑
この ゴー ルデン ウイー
クで 再度 エネル ギーを
蓄えることと思います︒

南東

目 標に 向 か っ て 一 歩
一歩 着実に 進ま れるこ
とをお祈りすると共に︑
私 た ち も 常に 初 心 を 忘
れないよう頑張ります︒
︵山本啓司︶

さて︑今号をもって︑
議会 広報 委員が 交代し
ます︒
読 みに く い と こ ろ も
多々 あっ たと思 います
が︑ どう かお許 しくだ
さい︒
２年間ありがとうご
ざいました︒
委員長
山本 啓司
副委員長 伊奈 禎胤
委 員
入口
誠
堀
辰雄
熊谷 重美
原
孝文

〃
〃
〃

４月１日の職員人事異

動で、議会事務局専門員

の山本和美さんが、美山

支所・美山地域振興課長

となり、その後任に総務

課から企画員として山﨑

千鶴さんが着任しました。

よろしくお願いします。

