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んなこと

まりました

決

第２回臨時議会
●工事請負契約の変更

くなっているものは災害

く、費用対効果も疑わし

６億９０３２万５千円と

を増額し、予算総額１０

３億６５９２万１千円

するものです。

復旧しない考えはないの
か。

【専決】

億２２７

３８０７ 万３ 千円を減

額し、予算総額

万１千円とするものです。

仮設道路の一部、築島の

事で、昨年の台風により

上田原橋の橋梁復旧工

する。

況により復旧するか判断

その地区の状況、利用状

た災害が起きたときは、

金を公有財産管理基金に

り 、 増 額 す るほ か 、 余 剰

の交付額が見込額を上回

そ のほ か に 地 方 交 付 税 等

出金等の減額、また一般

及び直営診療施設勘定繰

被保険者にかかる医療費

る保険税の減額と、退職

主に被保険者の減少によ

算の調整をするものです。 算の調整をするもので、

決算見込みに基づき予

土砂や仮桟橋の覆工板及

●行政手続条例等の一部

積み立てるものです。

決算見込みに基づき予

び高欄手すりが流出し、

を改正する条例の一部改

今後またそうし

使用不能となったことか

です。

被保険者療養給付費にか
行政不服審査法に伴う

された方への住宅提供は

（賛成全員）

（賛成全員）

計変更の同意を得て、請

固定資産評価審査委員会

できるのか。

かる財源更正を行うもの

負金額を１４９８万２８

条例に関する附則の一部

●国民健康保険事業川上

診療所特別会計補正予算

（第２号）【専決】

１２０万円を減額し、

予算総額９５９５万７千

円とするものです。

決算見込みに基づき予

算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

（第３号）【専決】

●国民健康保険事業特別

円とするものです。

予算総額６８７８万２千

４５０万円を減額し、

会計補正予算（第５号）

しも考える。

算編成のときに再度見直

来年度、当初予

どうか。

を含めて見直しをしては

廃品回収の単価

算の減額である。

２１０万円で８名分の予

１人あたり年間

減額の内容は。

保育士の賃金の

を提供できる。

寒川の住宅６ 戸

４０円増額の２億２０３

８号）【専決】

●一般会計補正予算（第

（賛成全員）

を改正するものです。

熊本地震で被災

正【専決】

【専決】

17

ら、国と協議を重ね、設

答

８万６９６０円に変更す

問

答

問

答

問

答

（賛成全員）
利用価値が少な

復旧した上田原橋

るものです。

問

こ
５月13日に第２回臨時議会が開かれ、正副議長選挙や
議会構成の決定、一部事務組合議員の選挙が行われたほ
か、専決処分案件（工請の変更１件、条例の一部改正１
件、補正予算７件）が提出され、全て原案のとおり承認
しました。
６月10日から17日まで第２回定例議会が開かれ、教育
委員の任命１件、財産区管理会管理委員の選任３件、条
例の一部改正４件、補正予算４件が提出されました。そ
の内、条例の一部改正が１件議案撤回され、そのほかは
原案のとおり可決しました。
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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決算見込みに基づき予

３万１千円とするもので
●川上財産区管理会管理

導入される環境

性能割は町でやることに

県事業の土生川砂防工
久保幸則さん（川原河）

る。

委員の選任

（賛成全員）
事にかかる下水道管移設
間）

●国民健康保険税条例の

算の調整をするものです。 す。
●後期高齢者医療特別会
補償工事について、施工
朝間敏行さん（浅
頭）

賦 課 徴 収 す る 。 町 のほ う

川）

改正に伴い、課税限度額

地方税法施行令の一部

しました。

井原

瀬）

へ交付金としておりてく

児玉邦秋さん（皆

崇さん（愛

なるが、当分の間は県で

計補正予算（第 ２号）
場所の変更があり減額を
今北善美さん（滝

次の方々の選任に同意

【専決】
するものです。

５５ ０ 万円を減額し、

一部を改正

第２回定例議会

（賛成全員）

正木繁和さん（ 上初湯川）

予算総額２億５０８７万
２千円とするものです。
決算見込みに基づき予

の引き上げと低所得者に
係る軽減措置の拡充及び

谷）

（賛成全員）

藤本賢一さん（弥

●教育委員会委員の任命

税率改正など所要の改正

算の調整をするものです。
（賛成全員）

●寒川財産区管理会管理

を行うものです。

５千円とするものです。

主なものとして、コ

ミュニティ助成事業２

る。薪ストーブも設置し

ているが、更に必要なの

か。

金事業費９９４万６千円、 が２００名程度収容でき

愛徳荘、中津荘

る避難所に指定されてい

５ ０ 万円、臨時福祉給付
●公の施設に係る指定管

特定不妊治療費助成事業

る。現在設置しているタ

（賛成９名）
理者の指定手続等に関す

費５０万円、農業活性化

ンクの容量が３００㎏ で

次の方々の選任に同意

委員の選任

本年７月７日に任期を
迎えた三木忠嗣さん（寒

● 介護保険事業特別会計補
正予算（第３号）【専決】

８２４０万円を減額し、 川）の後任として、釈野

川）

る条例の一部を改正【議

対策事業費７００万円、

災害時に稼働できる日数

しました。
山口

川）

案撤回】

観光施設管理運営費４７

恵修さん（初湯川）の任

谷村文章さん（寒

川）

●ふるさと産品展示販売

億４０５万８

下西千秋さん（寒

川）

が限られる。

県の１００％の補助事

４９万６千円、学校給食

調理場の改修等３６２１

業で更に木質ボイラー１

所条例の一部を改正
美山ふるさと産品展示

万７千円などの増額のほ

台を設置し、同時にタン

川）

（賛成全員）

販売所の新築移転に伴い

か、防災センター建築事

山本貴則さん（寒

武さん（寒

（賛成全員）

正博さん（寒

しました。

次の方々の選任に同意

命に同意しました。

決算見込みに基づき予

●矢田財産区管理会管理

堺

金に積み立てるものです。
（賛成全員）

●税条例等の一部を改正

本施設の位置を改正する

宮本重信さん（中津川）

介護給付費が大

地方税法等の一部改正
古川明良さん（千津川）

幅減額した理由は。

により所要の改正を行う

介護報酬が改定

特に公募はして

導員の募集方法は。

地域未来塾の指

長くする。

円の減額をするものです。 けて災害時の稼働時間を

（賛成９名）

の木質バイオマスボイ

愛徳荘と中津荘
１９７０ 万５ 千円を増額

ラーは以前に設置してい
し、予算総額

億４７０ 万

１号）

●一般会計補正予算（第

（賛成全員）

クを５００㎏ ２基ずつ付
巻）

ものです。

業費で１億９９９万４千
東

生）

ものです。
山﨑茂樹さん（土

熊）

稔さん（鐘

により減額されたため。

近田惠治さん（小

野）

して扱われるのか。

境性能割の事務は県税と

軽自動車税の環

（賛成９名）

● 下水道事業特別会計補正

暹さん（入
勲さん（若

野）

宮所
玉置

予算（第２号）【専決】

７８２万７千円を減額

（賛成全員）

問

千円とするものです。
算 の 調 整 を す るほ か 、 余

委員の選任

予算総額

木質バイオマスパウダーボイラー

答

剰金を介護給付費準備基

12

答

問

答

問
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問
答

し、予算総額２億８８２

89
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3

いない。教育委員会と学
校で相談して校区内の方
にお願いしている。

要望した。補助率は県が
３分の１で、町も３分の
１としたい。

でとなっている。医療機
関の証明があれば年齢制
限を上げられないのか。
方に子どもを産んでいた

１人でも多くの

用している柑橘類は全て
だくのが望みなので、年

晩柑貯蔵庫を利

教科を教えて、学力の向
町内産か。他市町の分は

地域未来塾では

上を目指すのか。
齢を上げる方向で判断し

間、患者の体に着けて記
録する心電計だ。
●介護保険事業特別会計
補正予算（第１号）

総額

万円を増額し、予算

億７０８７万円と

するものです。

第１号被保険者の所得

の修正申告により過年度

分の保険料返還金を計上

するものです。

（賛成全員）

龍田議長に自治功労者表彰

たことに対するものです。

定例議会冒頭、堀副議長

たい。

日に開催された

県町村議会議長会定期総

から表彰状の伝達が行わ

５月

会において、龍田議長が

●国民健康保険事業特別
会計補正予算（第１号）

れました。

殆どが町内産だ。

給付金の申請漏れのない

自治功労者表彰を受賞さ

二つの臨時福祉

利用していないのか。

子どもたちの学

習の習慣付けと、楽しん
で学べる環境をつくるの
が目的だ。学習の支援を

１１３万２千円を増額

として

年以上在職し、

この表彰は、議会議員

れました。

億１１３

し、予算総額

直営診療施設勘定繰出金

万２千円とするものです。

消費税引き上げによる影

を増額するものです。

年４月の

響を緩和するための臨時

事業は、平成

臨時福祉給付金

指導員にお願いしている。 ようにすべきでは。
学校給食調理場

の改修目的は。
する６校の内、２校を除

給付金事業は賃金の引き

し、予算総額６６０３万

１１３万２千円を増額

員

副委員長

委員長

堀江才二

小畑貞夫

山本喜平

す︒空いた時間に議会

致しない場合がありま

決められ生活状況に合

テレビ放送は︑日時が

議会傍聴やケーブル

〃

委

吉本賢次

だよりに目を通してい

ただければ幸いです︒

龍田安廣

〃

井藤

清

〃

お元気にご活躍されま

暑い日が続きますが︑

議会の仕事をみなさ

すことをお祈り申し上

以上６人です︒
で 後 ２年 の 議 会 広 報 特

まに広くお知らせする

げます︒ ︵山本喜平︶

別委員会が設置され︑

ます︒

ことを委員全員で行い
わります︒

議会だよりの発行に携

日の臨時議会

議会活動を通じ、地方自

的措置、

上げの恩恵が及びにくい

２千円とするものです。

入する医療機器は何か。
時

ホルター記録心
時間なり

５月

（賛成全員）

き老朽化が進んでいる。

年度分の住民

25

治に大きな役割を果たし

税が非課税の方に１人３

診療所特別会計補正予算

方式に対する保護者の了

所得の少ない障害基礎年

事務室のエアコン修繕料

（第１号）

解度はどうか。

金と遺族年金を受給され

年金生活者等支援臨時

られていない。検討委員

ている方が対象となって、 及び医療機器購入費を計

学校給食の親子

会と保護者の理解を得な

万８ 千円で購

（賛成全員）

１人３万円となっている。 上するものです。

十分な理解は得

50

●国民健康保険事業寒川

衛生管理と給食の充実を

親子方式を導入

17

がら移行を進めたい。

予定している。申請漏れ

申請時期は９月からを

晩柑貯蔵庫の空調施設修

のないようにしたい。

Ｊ Ａ紀州の小熊

繕の補助率は。

問
答

電計で、

48

特定不妊治療助
歳ま

北西

答

12

11

26

図るための改善が目的だ。 千円を支給する。

28

成金の年齢制限が

53

24

県の果樹産地競
争力強化総合支援事業に

43

南東

問
問 答
答
問

13

問
答
問
答
問
答
問
答
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一般質問
（質問した順番で掲載しています。）

町広報での自衛隊の特
別扱いはやめるべき

山地方協力本部並びに御

今回自衛隊和歌

り、やめるべきだ。

するのは特別な扱いであ

広報へ入隊者紹介を掲載

事務となっているが、町

り県及び市町村がすべき

託事務として、国にかわ

自衛官の募集は法定受

今後掲載にあたっては十分
検討する

「広報日高川」
年度自衛

隊入隊者２名が実名で掲

坊地域事務所長からの依

５ 月号に平成
載されていた。町職員の

頼で、募集事務の一環と
本町だけが例外ではな

採用や異動、町特別職の
野の活動で功績があり表

く、日高地方の各市町で

して掲載をした。

彰された方など、町民の

は顔写真も掲載している

就任や退任、また、各分

日常に関係する方々の紹

市町もある。日本の平和

つための組織であり、自

自衛隊は国の安全を保

だ。今回掲載は適切でな

励の意味も込めてのこと

入隊者を紹介するのは激

６月補正予算に

年度からの実施に向け

みが大事ではないのか。

学校給食の親子方式を

し、江川小学校と山野小

丹生中学校で給食を調理

丹生地区では、

導入する丹生地区と美山

学校へ保冷車で配送する。

山中学校で調理し、川原

の調理場にそれぞれ栄養

対象となる学校の児童生

教育委員会は、２つの

士１名を派遣する。現在

河小学校と笠松小学校へ

地区の中学校１校と小学

調理員１名で調理してい

徒の保護者の理解は得ら

校２校で、１校で給食調

るが、３名配置し設備も

配送する。２つの中学校

理をし、２校に配送する

充実させる。

日に２地

区の保護者に説明会を

日、

ものを保護者に押しつけ

持った。今後、保護者に

６月

ることでは理解と協力は

得て移行を進めたい。

理解をしてもらい協力を

年度からの実施であ

得られない。

検討委員会で決定した

方針を示している。

れたのか。

工事費が計上されている。 また、美山地区では、美

地区の学校調理場等改修

答

問

れば十分話し合う取り組

自衛隊災害対応訓練

介は広報活動として当然

衛官はそれに勤務する者

いとの意見も参考にし、

と安全を担う自衛隊への

だ。本町出身者であって

今後掲載にあたっては十

だ。

も勤務地や居住する場所

分検討する。

14

答

山本喜平議員
は指定される特別職の公
務員だ。

13

28

29

29

学校給食の親子方式化への保護者
の理解は得られたのか
保護者に協力を得て移行を進めたい

２

１
問

校、中学校では、星空観

これまで、町内の小学

て、町の特産物の具体的

町長は町のリーダーとし

り人がいなくなるなか、

業誘致のために、町が先

集積場、製材工場など企

いければと考えている。

協力を得て、取り組んで

コの養殖にも漁業組合の

貯木する場所、また併

行投資し、用地を造成し
てはどうか。
水稲、シイタケ、ササユ

どで建設できたらと考え

施設が、国、県の補助な

中 山 間 地 域 で は 、 設して加工できるような

リ、ワサビなどを拡大さ

ている。
の一環として、ホンモロ

せたい。耕作放棄地対策

答

かわべ天文施設を学校
の理科学習に活用を

今後運営再開の方向性

てきた。

取り入れて施設を利用し

教育施設として再開するのが
ベストだ

かわべ天文施設

へ利用を働きかけてこら
や運営方法についても検

の再開に向けて、多方面
れたが、本年度から町の

習に有効に活用してもら

討が必要だが、従前のよ

多額の予算を投じて整
える教育施設として再開

観光施設として維持する

備した立派な施設を休止
するのがベストだと考え

うに学校教育での理科学

状態で置くのではなく、
ている。

察等の理科学習や総合学

な政策を示しながら町民

巡回し道路点検をしている

している。

通常巡回を月に１回実施

状況を把握するために、

道路点検及び道路の利用

維持補修を実施している。

バリケードで応急対策し、

を行い、危険な箇所には

道路整備員が清掃、点検

日常の管理は、

できているのか。

たくさんあるが、対策は

道、農道等の危険箇所は

県道、町道、林

２

こととなった。

町内外の学校の理科学習
に活用することを検討す
べきではないのか。
生涯学習や学校

教育などの教育的分野で
の利用が施設本来の有効
利用につながると考えて

習、社会見学等で施設を

の方々に聞くべきではな

地域格差が拡が

利用してきた。また近隣

いか。

いる。

吉本賢次議員
町が思い切って材木の

道路の安全管理はできて
いるのか

問

答

高齢者でも負担の少ない作物の
栽培を拡大していく

の小学校では年に数回、
主に４年生の理科学習に

わさび畑

農林業の振興について

１
問

３
問
答
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ひだか川議会だより
7

できた用地を県道小松原
線バ イ パ ス 用 地 に 無 償 提
供されているが、町有地
提供は議会議決が必要と
考えるが、詳細な説明を。
中津川区と玄子

る。先般、中津川区と玄

の利活用・稼働率の向上

はまだまだスポーツ公園

ている。考え方によって

が向上し、利用者が増え

軽に利用できる公園的な

ている。また、町民が気

練習場は現在調査を進め

ている。アーチェリーの

できないので整備を考え

要か、専門家による調査

繋がっていくには何が必

用者が増え、経済効果に

練習・大会・合宿の利

とも連携し利活用アップ

今後は町内の宿泊施設等

の予約も多く入っている。

用者が非常に多く、合宿

たい。競技場改修後、利

につながるということで、 技場は、トラック・イン

域の皆さんの利便性向上

そうすることによって地

フィールドが全天候化さ

南山スポーツ公園陸上競

リー競技の会場となった

をしなければ公式試合が

ンスの防護マットの整備

るが、野球場三塁側フェ

の整備は一応完了であ

ンス整備で、陸上競技場

をお願いする。

利用向上に向けての調査

いては専門家に、更なる

る。利用向上の調査につ

が図れるよう対策を講じ

議会の皆さんにご理解を

れ、施設の価値や利便性

競技場外周フェ

を提案する。

後の策を考えているのか。 部分も今後検討していき

が図られると思うが、今

南山陸上競技場

加納池水利権問題に
かかる町の対応は

１
町有地となっているので中津
川区の回答を待って町も間に
入る
水利組合との覚書による
加納池の水利権は、玄子

子水利組合と会議をもち、

と水利権は存在してい

水利組合に残っているの

玄子水利組合より何点か

中津川区にある

か。

中津川区へ回答を求めら

かやま国体・わかやま大

昨年、紀の国わ

熊谷重美議員

れていると聞く。玄子水
利組合の皆さんが納得し
ないということであれば、
当然町も間に入っていく
必要もあると思っている。
バイパス用地の無償提
供の件は、旧川辺町当時
から長い間の懸案事項で
あり、今回、県の理解に
よ り 、バ イ パ ス を つ く り 、
高速４車線化、川辺フル

更なる利用向上に向けて専門家
による調査をする

てもらえると思っている。 会が開催され、アーチェ

インター化に間に合わせ

１

南山スポーツ公園の
利活用・稼働率向上
の今後の策は
問

問
また、埋め立てにより

加納池

清議員
井藤

答
いただきたい。

答
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援事業は、農業機械費の
３分の１補助、限度額
～１５０万円で、有意義
な事業である。しかし、
補助対象者を認定農業者
に限っている。条件の緩
和をすべきではないか。

給食費の無料化と地域
未来塾は

給食費無料化は代替としてチ
ケット 交付を。 地域未 来塾は拡
充していく

である。その内

会議に提案し、９月議会

において町は「総合教育

については、３月の議会

月からプレミアム商品券

子育て支援として、

総合会議の意見を受け、

化を進めてきたが、教育

給食費完全無料

で

に上程する」と述べてい

と同じようなチケットを

給食費の無料化

場周辺の矢田地区では

た。このことで給食費の

町内農地面積は１

７ ％ であるが、上流部で

交付したいと考えている。

あり、約 ％ である。役

耕作放棄地は１４９

は ％ 以上となっている。 無料化が進むと思ってい

答

地の有効活用を図ってい

農業委員会と連携し、農

の経緯について説明を求

しないとされていた。そ

たが、新聞報道では実施

万円と考えている。

金額的には１人あたり５

要と考えるがいかがか。

業については、一定の要

農業用機械購入支援事

力向上につながると考え

ているが、どの程度、学

学校５校での実施となっ

事業である。今年度は小

る学習支援を目的とする

教員等の地域指導員によ

金を利用し、放課後、元

地域未来塾は県の補助

ていく。

事業と考えており、進め

強制はできないが、よい

ていない地域についても、

期待している。実施をし

で学力向上につながると

の報告もある。このこと

習習慣が身についたなど

学習意欲が出てきた、学

地域未来塾については、

るところである。中山間

める。

本町の農業振興におけ

件を付して、今後、補助

ているのか。どうして全

半は中山間部に集中して
いる。地域別の対策が必

いく。

町単独事業は継続して

ていく。

今後、町が主導的に進め

る単独事業は、他町と比

対象者の拡充を図る方向

握はできているのか。大

べても遜色のない取り組

か。

ての学校で実施しないの
で進める。

続けるつもりはあるのか。

ところ具体的にはないが、

地に対しての政策は今の

10

０５０

２
問

20

みを行っている。今後も

耕作放棄地の把

14

ha

ha

答
20

町が主導的に進める

特に農業用機械購入支

地域未来塾

誠議員
入口

農業の振興は

１
問
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将来の完全無料化につな
がればと考えている。
ネーミングも含めて、
金券の活用範囲を協議し
ていく。

した公共施設の維持管理

体撤去と建て替え工事

現在、中津支所の解

い。

のための費用に充てる財

を行っているが、美山支

合併に伴い増加

年度より公

所の耐震化や修繕も早晩

源として、

有財産管理基金を積み立

手がけたい。また、統廃

合した学校も有効活用は

億円

てており、総額が

を超えてきた。

困難で、取り壊す方向だ。

どの施設を優先するかを

基金も積めるときに積

んでおき、これからに備

年間の計画で

あるが、それによると建

えたい。

億円で足りる

源として活用していきた

れた施設の解体などの財

設の維持修繕や統廃合さ

当面は各公共施

べきと考えるが。

町長の任期中に方針化す

具体化を急ぐ必要がある。

設を優先させるかなどの

ものではないが、どの施

とても

なければいけない。

うしていくかも方針化し

の施設も多く、これをど

更に、廃校舎等未使用

とされている。

も４５９億円以上かかる

えの費用だけ見積もって

物の大規模改修や建て替

基本的に

合管理計画が策定された。 年次的に方針化したい。

により町の公有施設等総

折しも、国からの要請

10

学校給食無料化に代わ
る措置と今後

「取らない」が本来もつ
べき町の姿勢である。
給食無料化は、町長公
約としてだけでなく、こ
れらのことを町民にもっ
とアピールする必要があ
ると思う。

や教育負担軽減につなが

25

10

支援金をスタートにして町民
の理解を深めたい

条は、
支援金の活用範囲も曖

給食は食育教育の柱であ

る使途に限定すべきでな

とする」と明記しており、 昧だ。もっと給食無料化
り、本来、国が補償すべ
いか。
支援金制度は第一歩と

きものである。また現在
は子どもの貧困が問題化

して、今後の給食無料化
につなげてほしい。

し、その対策の中心でも
ある。

町民の中に様々
な意見があり、今回、こ

無料化に代わる金券
の配布は、子育て世代

ういった制度を考えた。
事業者の現状も考慮した

軽減し助かる制度であり、 保護者だけでなく、町内
人口増につながる要素も

現在、第３子以降を無

ものだ。

は「取らない」ことで、

料化しているが、支援金

あると考える。無償化と
配布とは「あげる」とい

をスタートに位置付け、

公有財産管理基金
の活用計画を

美山支所の改修や旧校舎取り
壊しなど年次的に検討したい

２

孝文議員
原
「義務教育はこれを無償

憲法
26

にとって経済的に負担が

答

10

１
問
うことで意味が違う。

である本町は、

年度よ

一次産業が主体

３

農業用機械購入支援
事業の拡大を

問
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問

答

対象者の拡大等で、より充実
した事業を

26

ひだか川議会だより
9

改修される中津支所

年度からは
本町では、毎年

発も大切だと感じている。 もそれを指摘している。

景観への影響として湖

ている。

提案の家屋の一部シェ

り機械代金の３分の１
急傾斜地崩壊対策事業に

和

椿山ダムは、昭
年３月に完成した。
完成以来国道沿いの樹木
は伐採されることもなく、

原因の死亡事故も過去に

強く働きかけるべきでは

ないのか。

ダム湖の観光施

左岸の町道沿いには、ダ

国道沿いだけではない。

吊り橋も見えない。更に

や観光上を理由として県

応していく。ただ、景観

も限られた予算の中で対

みて伐採している。今後

かし、特に危険箇所や交

ム完成当時に植えた桜が

椿山ダムは、治水防災

通安全上伐採の必要があ

に伐採をお願いするのは

ダムだが、本町にとって

る箇所については県に対

あるが周りの樹木に隠れ

は重要な観光スポットで

して積極的に要望してい

難しいと考えている。し

もある。町管理エリアは

く。

などの関係機関に伐採を

町が、県管理エリアは県

ている。

イントや５月の鯉のぼり、 設周辺の支障木は機会を

を助成する事業を実施し、 もっと事業を充実したい
いと考える。

面はもちろんヤッホーポ

じている。しかし、これ

ルター化も調査検討した

対象者の拡大とあわせ
らは国の事業採択基準に

より防災減災対策を講

しかし、補助対象者は
て、補助下限の見直しや

農業者に歓迎されている。 と考えている。
認定農業者だけであり、
適合した箇所である。採

約３割を占めている。今

傾斜事業予算は県全体の

本町の砂防・急

めるのか。

落に対する対策をどう進

採択基準から外れた集

率は日々上がっている。

南海トラフ地震の発生確

差となって表れている。

のことは集落間の安全格

対策ができていない。こ

算的・優先度などにより

なっているが、現状は予

県単独事業での対応と

択基準外の地域や箇所は、

後継者対策なども盛り込
年

農業所得が３００万円以
上という制約があるため、 んだ内容を検討し、
度予算に反映をしたい。

小畑貞夫議員

中山間地の中津や美山地
域では活用が難しい。ま
して、機械を買っても元
も取れない状況だ。
これらの地域の農家は
狭い農地を山林化させな
いよう必死で耕作してお
り、農業を始めたＩター
ン者も多い。もっとここ
に光を当てるべきではな
いか。
今の農業は機械なしで
は成り立たない。後継者
の有無も機械次第だ。

後の方針としてソフトと
ハード一体になった防災
減災対策の推進が必要と
考える。
県に災害基礎調査を要

今では交通の支障となっ
ハザードマップ作成など

何回も発生し、警察駐在

知、警戒避難体制の整備、 ている。見通しの悪さが

望し、土砂災害区域の周

交通安全上、伐採が必要な個所は
積極的に要望する

２
と共に住民個々へ避難啓

国道424号（初湯川大橋）

問
答

29

ソフトとハード一体の対策を
講じて行く

答

29

集落間の安全格差の
是正を

１

ダム湖周辺の支障樹木
の早急な伐採を
63 問

制度を見直し、適用要
件の拡大や補助下限の引
き下げ等をして、来年度
からの運用を要望する。
中山間地の農家

３ 年間の限定事業とし

もよくわかる。

かは知っているし、心情

がどれだけ苦労している

答
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ひだか川議会だより
11

旧大成中跡地へ

の進入路が狭く、近畿財
務局と協議したいとい
う町長の考えもあったが、

たい。
薬草試験場と大成中跡

とあるが、雇用を創出す
るために具体的なアク
か。
件のアクションプラン

役場庁内各課で

地の有効利用については、 ションを起こしているの
藤田町や御坊市、土生区
等と話し合いの場をもち
ながら調整したい。

などに載せるなどのアク

用に向けて、町の広報紙

学校教育や社会教育で利

て１年６ヶ月経っている。

天文台が運営を休止し

が望ましいと考えている。

ションを起こしているの

用するにしても、天文台

天文台の有効利

か。

おいて平成

年度の計画

を作成した。各担当課に

の方の学習の場として、

地元の子どもたちや地域

の天文施設については、

法を検討している。

理運営費のかからない方

運営にふさわしい方に協

を活用しようと思えば、

最終年度までに一定の成

教育的分野に使用するの

力をいただきながら、管

できるなら上下で交換を

果を出せるよう、主要事

かわべ天文公園

して、進入路を確保して

業の執行を行う計画であ
また、雇用を創出する
ための具体的なアクショ
ンとしては「たくましい
農林業の創出」、「商工
業の振興」などに予算付
けをしている。

分から

時

分まで

数は３４３名である。

６月８日現在の交付者

る。

ただければ対応可能であ

ついては事前に連絡をい

土日の交付は希望者に

とした。

時

したが、当面は平日の８

土日交付も検討

考えはないのか。

だけでも土日交付という

その対応として２ヶ月

を取っていると聞く。

分ほ ど だ が 、 丸 一 日 休 み

交付にかかる時間は

取るのは難しい。

カード交付のため時間を

等 は 平 日 に マ イ ナ ンバ ー

勤めている若者

４

旧大成中のグラウンド

おくのが望ましいと考え
る。

ち・ひと・しごと創生総

10

る。

は、近畿財務局に移管さ

合戦略の基本目標に「安

かわべ天文公園

事前に連絡をいただけ
れば土日交付も可能

15

31

ふさわしい方々に運営
協力を依頼したい

マイナンバーカード
交付受付について

17

問
答

答

天文台について

問

答

30

薬草試験場跡地と大成中
跡地の打診をしたのか。
また、有効利用につい
て御坊市や地元と話し合
いはしたのか。

れたあとで、関係者と相

定した雇用を創出する」

日高川町版ま

談もしながら進めていき

進入路について

２

進入路は拡幅して
おきたい

１

75

３

平成31年度までに一定の
成果を出したい

アクションプラン
について
問

辰雄議員
堀

旧薬草試験場
跡地について
問
答
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さだつぐ

□

吉本 賢次 ６期目 ◎

よしもと けん じ

□

ほり

辰雄 ４期目 □

□

たつ た

やすひろ

い

な

5 副議長 堀
6 議

たつ お

長 龍田 安廣 ４期目
くまがい しげ み

◎

こ ばた さだ お

□

7

熊谷 重美 ５期目 □

8

小畑 貞夫 ２期目

9

原

はら

たかふみ

やまもと よしひら

山本 喜平 ７期目

□

やまもと けい じ

〇

10
11

山本 啓司 ２期目

12

井藤

い とう

きよし

清 ４期目

□

□

□

一部事務組合議会

他

の

〇

◎

□

役

職

御坊市日高川町中学校
組合議会

町国民健康保険運営協議会委員
町社会福祉協議会 理事

御坊市日高川町中学校
組合議会

町農業振興協議会委員
町社会福祉協議会 評議員

御坊市日高川町中学校
組合議会

議会選出

御坊市外五ヶ町病院経
営事務組合議会

町営住宅等入居者選考委員会委員（美山）
町民生委員推薦会委員

監査委員

町土地開発公社 監事
町営住宅等入居者選考委員会委員（中津）
ふるさと振興公社

□

孝文 ９期目 ○

□委員

□

□

です︒

伊奈 禎胤 １期目

新しい議会構成

4

〇

ひきつづき︑よろしく
お願いします︒

3

◎

さい じ

新議長に

堀江 才二 ２期目

龍田安廣 氏が再任

歴

2

議会運営に努めてま

員

名

誠 ３期目 □

入口

〇副委員長
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特別
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総務 産建
広報
文教 厚生

まこと

1

ほり え

議 会 運 営

議

氏

議 席 番 号
いりぐち

常任
委員会

いります︒

◎委員長

本町の発展はもと

より︑町民の生活︑

てまいります︒

福祉の向上を目指し︑

に臨時議会が開かれ︑

皆様方のご指導︑ご

住んでよかったとい

続いて議会議長の要

鞭撻を賜りますよう︑

える町づくりを進め

職に就任させていた

よろしくお願い申し

日

だくこととなりまし

上げます︒

こ の 度 ︑５ 月

た︒前期にまさり︑

より一層の責任の重

さを痛感し︑円滑な

副議長には堀辰雄議員が就任されました︒

13

12

評議員

和歌山県後期高齢者医
療広域連合議会

町営住宅等入居者選考委員会委員（美山）

御坊広域行政事務組合
議会

町営住宅等入居者選考委員会委員（中津）
町子ども・子育て会議委員
町宿泊施設運営協議会委員

御坊市日高川町中学校
組合議会

町地域包括支援センター運営協議会委員及び地域密着型
サービス運営委員会委員
町譲渡型若者定住促進住宅入居者選考委員会委員（愛口）
町人権推進委員会委員

日高広域消防事務組合
議会

町営住宅等入居者選考委員会委員（川辺）
町宿泊施設運営協議会委員

御坊日高老人福祉施設
事務組合議会

町国民健康保険運営協議会委員
町営住宅等入居者選考委員会委員（川辺）

