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新総合事業で要支援者
の介護はどうなる

負担が増えることになら
ないのか。

を制度化すべきでは。

社会福祉施設の減免など

②現行の規則では、「生

ら繰り出すことも可能だ。

帯の加入分担金について

①介護保険からの財源

年年度までに移行す

いわゆる新総合事業へ平

日常生活支援総合事業」

主体である「介護予防・

付からはずし、市町村が

介護と通所介護を保険給

事業では要支援者の訪問

行う。④「現行相当サー

「現行相当サービス」を

要支援者も、当分の間

来年４月以降認定された

事業者を利用できる。③

供は現在のサービス提供

えている。②サービス提

らの繰出金は法定内と考

らないので、一般会計か

成は介護予防給付と変わ

くなったのが主な要因で

料金を改定せざるを得な

り入れが見込めず、水道

用するため、町からの繰

採算の公営企業会計を適

道施設に対しても、独立

給水人口が少ない簡易水

引き上げるとしている。

議会の承認で一般会計か

で、経費負担については、

原則を言われるが、一方

受けると、独立採算制の

ることになっている。

平成

年４月から約 ％

活保護法による被保護世

した方式により算定した

は免除する」となってい

厚生労働省が示

年度には現

る。本町の現状では福祉

場合、平成

在 の １ ．４ ３ 倍 の 料 金 収

だけで新総合事業は実施

ビス」を行うので現行の

はないのか。

抑えることができる。

地方公営企業の適用を

難しい。

減免措置を設けることは

年度以降の

できるのか。②サービス

単価と変わらない。した

住民負担を軽減する施

変緩和策を講じるべきで

20

る と 、 料 金 を １ ．２ 倍 に

提供は、現行の訪問介護

がって、サービス利用者

策を検討すべきだ。①料

町の水道料金を

員や通所介護事業者で実

の自己負担額は変わらな

成

施されるのか。③新たな

金引き上げを抑制し、激

緩和措置として繰り入れ

ての交付税措置分を激変

外に、給水人口割に対し

は、ルール分と、それ以

一般会計からの繰入金

①平成

入が必要となる試算だ。

29

い。
ス提供が受けられるのか。

早いうちに実現したい

来年４月からは、

答

要支援者も現行のサービ

①新総合事業の財源構

を当分の間行いたい。

よる訪問介護、通所介護

「現行相当サービス」に

答

29

当分の間、現行相当サービス
を行う

山本喜平議員
第６ 期介護保険

ルール外の繰り出しもして
激変緩和したい

２

水道料金の大幅引き
上げについて
問

29

は。②料金の福祉減免や

道成寺駅に
トイレの設置を

３

１
問
29

④サービス利用者の自己

道成寺駅
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一般質問
（質問した順番で掲載しています。）

備をしていて、もう少し
１００条委員会

集中捕獲の夏場の実施な

報告書に示した捕獲制度

道成寺駅が無人
待 っ てほ し い と の こ と で

ど課題はあるが、職員や

化となり、その後、乗降

改善への８項目の提言は、 猟友会と協議をし、充実

南山陸上競技場の活用
と課題

先般Ｊ Ｒ西日本和歌山
行部へ改善を求めたもの

議会全体の意思として執

設置し、サルの捕獲に成

る。１年が経過した中で、 が購入した１基を町内に

で、重い意味を持ってい

果を上げている。移動も

り入れた２基と、本年町

大型オリは、県から借

南山スポーツ公園の改

うか。

聞くが、詳しい状況はど

利用者が増加していると

スポーツ振興という教

１万１千人以上の方々に

校や大学の合宿と、延べ

ラブの利用、関西圏の高

改善点は早急に対応する

支社長にも再度申し入れ

報償金の統一、申請受

できることから、今後も

修は、検討を重ねに重ね

育的な効果と共に、合宿

に陸上競技場は中心施設

の経済的効果も出ている。

が多かったことで宿泊等

利用してもらった。

り、地元関係の大会やク

をしている。早いうちに

付の複数化、報償金の支

地元や猟友会の支援も得

て整備を図ってきた。特

去年の国体後、

実現したい。

払い方法一本化、証拠写

て推進したい。

保管、防護ネットに掛

として、不備のないよう

項目であるが、その後に

開始する中で、不備や改

しかし、実際に運用を

きスペースへ基礎をして、

年間の稼働日数は１６９

たらと考えている。

したい。日よけ設備も空
大型オリの導入も要求し

テント状のものを設置し

アウトフィールドの土

善点が出てきている。
と成果についても問う。

砂の流入など、設計上の

統一は疑念のない制度

また、耳・尾等の現物

日で ％以上となってお

今年３ 月から半
証拠保管の一層の徹底、

協議を進めていく。

は急務と考える。

ほぼ全ての項目

ている。提言以外の改善

備上の課題は早急に対応

かった個体の扱い、集中

不備の改善はもちろんだ

明らかになってきた設

について改善してきたが、

が、利用者から苦情の出

配慮してきたものと思っ

銃とワナの報償金統一は

ている日よけ設備の設置

捕獲の実施、町有オリの

実現できていない。

過剰投資になっては困

ている。

とするためにも重要であ

るが、早い対応を求める。

貸出・返却の厳格化の８

り、引き続き各機関との

執行状況はどうか。

真の厳格化、現物証拠の

していきたい。

あった。

歌山支社や御坊市に働き

本町からもＪ Ｒ西日本和

来から機会をとらえて、

レの整備については、従

道成寺駅のトイ

はないのか。

する取り組みをすべきで

寺駅に公衆トイレを設置

御坊市に働きかけ、道成

本町からＪ Ｒ西日本と

歴史文化施設だ。

成寺」は日高川町が誇る

しているが、駅名の「道

駅施設は御坊市に位置

だ。

なくなり大変不便な状況

客が使用できるトイレが

問
答

かけを行ってきた。Ｊ Ｒ
西日本和歌山支社からも、
トイレの整備に向けて御
坊市を含めた３者で調整
を進めていくという姿勢
を示してもらっている。
国体前に御坊市長と道
成寺駅のトイレの問題で

２

問

90

話 を し た が 、 御 坊 駅 のバ

孝文議員
原

リアフリー化、湯川中学
校の改修等、いろいろ整

報償金統一を除き、全ての項目で改善

１

100条委員会提言の実行
状況は

答

問
答
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中津若者広場を
ソフトボール専用に
今度の東京オリンピッ
クでは再度採用されるこ
とから、競技熱が高まる
ことも予想される。
ｍ のフェンスの設置

でよく、費用もあまりか

要だが、フェンスは仮設

る南山スポーツ公園であ

や、マウンドの整備が必
のではないか。また、旧

中 津 若 者 広 場 は 、 用的にあまりかからない

るが、管理業務等に関し

歴史のあるグラウンドで

からないように思う。少

使用頻度が著しく落ちて
泊施設の利用増加も見込

実現すれば隣接する宿

施可能なら予算化したい。 若者センターを有効活用

を含めて試算をして、実

旧テニスコートの活用

中津若者広場

利便性を第一に、受付業務と管理
の効率的な方法を検討したい

迎え、当面は使用するが、

理事務所は設置後半年を

若者センター１階の管

ろから取り組みたい。

る概算費用をつかむとこ

震診断を行い補強に関す

効活用に向け、早期に耐

ついては、スペースの有

若者センターに

良いと考えるのか。

について、現状のままで

③将来的な人員等の体制

を行うつもりはないのか。

に移転し、効率的な管理

場や野球場等に近い箇所

②管理事務所を陸上競技

しないのか。

事務所以外の設備を含め

①耐震補強を行った上で、

町 長 は ソ フ トボ ー ル の
まれる。早急に試算をし

いる。
練習・合宿用に改造した
ソフトボールの

て予算化してはどうか。

が、私も時代に合ったも

く、宿泊もできるところ

合宿をしようとしても、

ソ フ トボ ー ル 対 応 に す

があればという話を聞い

のに変えていく必要性を

るには仮設のホームラン
ている。

専用のグラウンドが少な

フェンスが必要だが、費

感じている。

答

い旨の構想をもっている

として活用できる。

あるが、５年前の水害後、 テニスコートもブルペン

活況を呈してい

山本啓司議員
て、お尋ねする。

試算であまり多額にならない
なら予算化する

３
問

年野球にも使用できる。

問
答

周辺と考える。

ピアサポートセンターの

置的にベストなのは、現

スポーツ公園の管理に位

効率的な方法について検

考え、受付業務と管理の

利用者の利便性を第一に

管理運営については、

若者センターと入れ替

え、専属の現業職２名ぐ

人的には専門職員に加

討していきたい。

わってもらえるよう交渉

らいが必要と思っている。

耐震工事が終了すれば

できたらと考える。

若者センター

60

効率的な南山スポーツ
公園管理業務を

１
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団・民生委員・区・社協

供が可能となり、消防

同意を得た方の情報提

身の安全を十分に確保し

に時間のかかる方に対し

情報の発令に努め、避難

②早い段階での避難準備

避難できる体制づくりを
進めたい。

伊奈禎胤議員

「避難行動要支援者」

等へ名簿提供と説明が進
た上で、安否確認及び避

いうことを、書面に残す

高さであれば補償すると

現地監査で、ミストの位

必要が維持管理の上でも

去年、国体前の

置が高いので、「これ

施工業者に確認

必要ではないか。

施工業者に確認するよう

で安全上問題はないのか

問

り、ミストの高さを下げ

下げる工事が行われてお

国体終了後にミストを

に問題はないと聞いてい

によい状態で、今は安全

トのノズルの関連も非常

適度に入っており、ミス

また、十分に職員等に

るということは、その時
たと解釈している。今の

も安全管理に万全を期し

る。
高さで安全上問題はない

て対応できるように努め

責任を負うということだ

した場合には施工業者が

うにする。

者から書面でいただくよ

補償についても施工業

ていきたい。

が、どれくらいの位置の

また、ミストでケガを

のか。

点では安全上問題があっ

に」と担当課に提言した。 したところ、現在は砂も

答

対策は

①支援関係者と

「避難行動要支援者」が迅速
に避難できる体制づくりを進
める

災害対策基本法が

められている。

難誘導を優先的に行うと

協力し「避難行動要支援

①町地域防災計画で「避
位置付ける。

改正され「災害時要援護

難行動要支援者」対策は

③８月に説明会を行い、

者」の整備が図れるよう

どのように位置付けされ

同意を得られた５１９名

者」の呼称が「避難行動

るのか。

の名簿を地域の避難支援

に位置付ける。

②町地域防災計画中の避

関係者に提供した。
も図るが、区長が中心と

全ての区で訓練が実施

車は小型化できない。人

れたものもあるが、救急

カー、消防車は小型化さ

ある。緊急車両で、パト

るところは、旧道沿いで

民家の多く集中してい

なった。

道が旧道のような格好に

になったが、元々の町

パス道路は新設され便利

農免道路やバイ

堀江才二議員

命に通じる道路もある。関係
各課と調整し検討していく

１

町道の整備と拡幅、
待避所の設置を

問

要支援者」に改められた。

難計画で「避難行動要支
定められるのか。

なり、消防団、民生委員

公的機関との情報共有

③避難を支援する関係者

による避難方法の検討を

援者」の誘導手順はどう

間の役割分担や、連携に
地域任せにせず、地域の

され、地域連携で「避難

係る調整は図られるのか。 依頼した。
共助力を引き出せる行政

行動要支援者」が迅速に

南山陸上競技場ミスト

答

の関与を。

今は安全上問題はない

南山陸上競技場のミストに安全上
問題はないのか

１

２
問
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の装備が必要になるから
心して住める町づくりの

い災害の心配もあり、安

いつ発生するかわからな

だ。年間４００回以上出
ためにも、道路整備は必

命を守るため、最低限度

動している救急車が、ス
も認識している。

ムーズに通行できるよう、 要不可欠であると私自身
町道の整備、拡幅、待避

旧薬草試験場のその後
の経過は

近畿財務局への移管に時間が
かかっている

ける和歌山財務事務所に

次に、土地の移管を受

ると準備中の旧薬草試験

申し入れをしたが、「国

中には通学路もあり、
議員指摘のように命に通

場跡地は、今どこまで進

所の設置を早急にしなけ
れば安心安全な町と言え
ずる道路もある。真に必

有地の売買に際し、土地

国が競売に付す

ない。町長の考えはどう
んでいるのか。

の整形として交換はあり

要な道路については、関

また、大成中跡地とい

得るが、これは奥まった

か。
係各課と調整をし、前向

うことで、御坊市とも協

によって道路に接するな
ど、明らかに価値が上が
る場合であり、当該の土

辰雄議員

堀

い。

町名義の土地、

力を今後ともお願いした

しきれず、地域住民の協

くあり、町だけでは対応

が、町有地は多方面に多

りなどは町で行っている

町道沿いの草刈

すべきではないか。

であり、町が草刈りなど

ようにするのが当たり前

付近に迷惑を掛けない

故も考えられる。

が生じてきているし、事

地元任せにするのも無理

ある。少子高齢化に伴い、

頼っているところが多く

法面などの管理は地元に

問

答

緊急車両、特に
きに検討していく。

医

議したいと言っていたが、 土地で、整形をすること
協議はしたのか。
現所有者の

薬基盤研究所における移

能」という回答であった。

メリットがないので不可

り、国にとっても交換の

管手続に手間取っており、 地は既に道路に接してお
時間がかかっている。
御坊市とは６月議会終
了後に、市役所において
市長と協議し、進入路を
広げるための等価交換に
ついては賛同を得ている。
その日のうちに、
医薬基盤研究所に土地の
交換について申し入れし
たが、「不可能」とのこ
とであった。

旧大成中学校

町有地の管理に
ついて

住民の協力を得ながら
対応したい

２

１
問
答

救急車がスムーズに通行
できない箇所も多くある。

狭い町道

答

象の林道災害復旧申請を
行うべきではなかったの
か。災害申請は行ったの
か。
仮設として矢板が設置
されているが、矢板材も
腐食してきている。早急

年度に災

に今後の復旧計画を示し
てほしい。
平成

害が発生した当時、県の
見解として災害復旧の申
請はできないとの回答で
あった。
そのため応急対策とし
て矢板を設置し経過観察
を行っている。
復旧には多額な工事費

問

トンネル事業者

金口座であり、入金をさ

証金（敷金）等の預かり

営住宅入居者が預ける保

が預け入れる保証金、町

の目的は入札した事業者

されているが、この口座

料が、歳計外口座に入金

に貸している町有地賃貸

次の議会で財産収入として補正
対応する

災害を忘れないために
総合防災訓練の実施を

ないのか。

訓練環境を整えながら訓練の
実施を検討する

紀州大水害から
地域防災訓練に

ついては区長会を通じて

５ 年が過ぎ、水害が日高
川に残した爪あとも綺麗
はほ と ん ど の 地 域 で 実 施

呼びかけているが、現状

しかし、私たちはその
できていない。役場にお

に復旧された。
辛く悲しかった経験を忘
いても職員間での訓練は
町としては、各地区で

できていない。

れてはならない。
近い将来には、南海ト
ラフ地震の発生も想定さ
役場としても災害時に職

の訓練環境を整えながら、

町は防災対策として

員が防災計画のとおりに

れている。
「防災となり組」、「地

が予想されるため、今後
用し、補助率の高い事業

行動できるのか検証を

さと林道小藪川線の上板

で対応することを検討し

域防災訓練」などの活動

その上で地域と連携し

地区における崩壊地は、

は国の補助事業などを活

の状況はどうなっている

た総合的な訓練の実施を

寒川地区、ふる

のか。また、それらの活

補修する。

持管理の範囲内において

は、現地を確認し林道維

また、矢板の腐食箇所

請する。

に林道施設災害として申

発生した場合には、早急

ている。しかし、崩壊が

災害発生時に、法面崩

く。

いるのかと心配の声を聞

の復旧計画はどうなって

地域住民からも、今後

年月を経過している。

被災を受けてから相当な

行っていきたい。

20

検討していく。

を推進しているが、活動

小畑貞夫議員
壊災害として国庫補助対

林道小藪川線崩壊地

清議員

井藤

答

答

動が全町的に十分な防災
減災対策へと結びついて
いるのか。本来、災害は
町全域で発生するもので
あり、その対応は自助・
共助・公助の連携である。
行政として総合防災訓練
を定期的に行うべきでは

町有地賃貸料を歳計外
口座に入金している。
正しい会計処理か

１

補助率の高い事業で対応する
ことを検討中

２

林道小藪川線の災害復旧
はどうなっているのか
問

１
問
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10

ひだか川議会だより

ひだか川議会だより
11

れたところに返金する目
的で作られている口座で
あるが、現実は迷惑料と
して地元区に支払ってい
る。公金流用になるので
はないか。町長が指示さ
れたのか。私は間違った
会計処理と思うが、町長

空き家解体補助金は
町民への補助金と
なっているのか

保全という観点から平成

解体する家の持ち主の経費の
軽減を図る措置と考えている
空き家の解体見

同意を求めた際、関係者

見積もりをしてもらった。 産業廃棄物扱いをしなく

高く、知人の町外業者に

いしたところ、見積額が

てはならなく、取り壊し

空き家解体においては

る。次の議会において、

り返納していただいてい

町民は、法外な金額で損

町内業者にお願いした

で、書類を精査した上で、 流センターで行われまし

をしている可能性がある。 担当課で保管しているの

もあり、申請者の書類は

以下でやれるという指摘

た。講師は、プロ野球の

全員研修会が、日高川交

８月５日、県町村議会

監督、星野監督を例にし

また、野村監督、長嶋

三者三様の組織を束ねる

国武将３人を例にして、

議員研修
『野球から学ぶリーダー論』

一般会計補正で財産収入

３ 年間の事業を精査し、

今後、適正な方向で考え

ヤクルト、巨人、阪神で

町外業者で半額、半額

として計上する。歳計外

町外業者の参入も考えて

ていく。

澤克実氏で、『野球界に

活躍した野球評論家の広

育成方法を紹介しました。

のリーダーシップと人材

て、発想力に優れた３人

ら３００人が参加し、戦

当日は議員や事務局職員

た。

ーマに講演をされました。 有意義な研修となりまし

おけるリーダー論』をテ

術を紹介しました。

口座への受け入れを指示

よいのではないか。

空き屋解体

したのは私である。

近年、町内各地
に空き家が増加し、地震
や台風などにより倒壊す
ると、避難する道路をふ
さいだり、近所に迷惑を
かける。あわせて景観の

日、みやまドー

健闘むなしく
５位！

８月

回日高郡町議会

チームが参加し

位でした。

チームは健闘むなしく５

は日高町で、日高川町

優勝は印南町、準優勝

て対戦しました。

成し、

各町議会２チームを編

会」が開催されました。

親 善 ゲ ー トボ ー ル 競 技 大

ムで第

19 30

12

の考えは。

より賃貸料の強い要望

をする家の持ち主の経費

年度より着手した事業

もあり、一時的な保管金
町外業者は半額以下でで

の軽減を図る措置と考え

積もりを町内業者にお願

したものである。その後、 きるというので、町の空

扱いとして歳計外で処理
き家解体補助金をもらう

ている。

事務所等の建設

調べたところ、一般会計

より安く、町外業者に頼

である。

財産収入で処理すべきと
んだそうである。

26

判明したので、地元区よ

答

２
問
答
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