来年の町長選挙への
出馬は

守り装置の導入や福祉タ
クシー券の復活、住民票
等の宅配サービス、更に
は道路網の整備と、河
川の水位監視カメラ設置、

助制度の拡充、美山産品

町長報酬の削減、各種補

でするものではなく、町

してきた。評価は私自身

ターの建設着手等を実施

年が明けて、できるだけ早い
うちに判断をする

販売所の建設、若者定住

民の方にしていただきた

江川川の改修、防災セン

歳ま

促進住宅の建設、

や第１子・第２子に子育

３ 子以降の給食費無料化

てできるだけ早いうちに

会とも相談し、年が明け

出馬に関しては、後援

いと考える。

てサポート券の配布、学

での医療費の無料化、第

して３年半、来年の春で

判断をしたい。

役場本庁

市木町政が誕生

１期目の任期が終了する。 童保育の拡充、高齢者見
選挙での投票は、公約
による判断が基本であり、
２ 期目では、公約をどれ
だけ実行したのか問われ
ると考える。町長は選挙
公約も含め、一期目の政
策をどのように評価する
のか。
また、２期目の挑戦を

以前の例も考慮

し、この春開校した南陵

高校に対する町の評価と、

交わしている土地貸借契

約の遂行状況について聞

く。

生徒や勤務員の住所の

状況や、学校施設従業員

の町内雇用状況はどうか。

不祥事的な出来事が２

件報道されたが、学校法

人の資質についての評価

はどうか。

土地貸借契約の遂行、

特にグラウンド整備に手

をつけていないことは重

大だ。なぜこういう状況

になっているのか。契約

に沿って早急に整備をさ

せるべきだ。

グラウンド未整備に伴

い、クラブ活動における

南山スポーツ公園施設の

使用状況はどうか。専有

が、勉学と体育にがん

現在

名の生徒

化していないか。

ば っ て お り 、ほ と ん ど が

57

こちらに」と学校にはお

寮生活であり、「住所を

答

するのであれば、できる
だけ早く町民に公約を示
すべきである。今議会で
の出馬表明をできないか
伺う。
公約については、

孝文議員

18

誠議員
入口

問

原

南陵高校の評価と土地貸借契約
の遂行を

南山スポーツ施設の使用は、使用料を徴収
している

１

１
問
答
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6

ひだか川議会だより

一般質問
（質問した順番で掲載しています。）

ひだか川議会だより
7

願いしている。学校勤務
員も数名が町に住所を有
しているとのことである。
学校の評価は差し控え
たいが、学校当局には不
祥事を含め、真摯な対応
を申し入れている。

５年前の水害被

害を受けた両施設、今後

の日」の施設としてのＰ
Ｒ や入館料の無料化など

なっているが、来春には

在、中津支所仮庁舎に

健康管理センターは現

ＰＲしていきたい。

成をして、更に町内外に

後、新パンフレットの作

者は減ってきている。今

どう活用させていくのか。 を実施しているが、入館

新庁舎が完成する。あと

就学援助制度の改善を

実情に応じた支給を前向きに検
討する

なかで厳しい状況だ。

ところだが、職員数減の

職員の常駐配置をしたい

両施設の活用の上で、

広がる中で、子どもたち

めている。貧困と格差が

必要な援助をするよう求

護者に対して、市町村が

経済的に困窮している保

受給世帯としている。支

の世帯や児童扶養手当の

税非課税又は均等割のみ

活保護世帯はじめ、町民

事務的にそう難しいこと

相撲場は、協議の上で

を安心して学校に通わす

給額は、一部実費もある

中津郷土文化保存伝習

必要な額を利用しやすい

ている。

が、国の基準を原則とし

認定基準は、生

られる。一般へのＰＲの

制度にしなければならな

会費は、現在支給してい

クラブ活動費やＰＴＡ

強化や受付体制の改善を

本町の認定の判断基準

や援助額に問題はないか。 ないが、実施を前向きに

国の補助基準に沿って、 検討する。

クラブ活動費やＰＴＡ会

ターは、来春より元のか

ようにすべきだ。全国的

必要な時期に支給できる

度から実施したい。

討をして、できれば本年

新入学時の学用品費の

が破損し、今後の活用の

費も援助項目にすべきだ。 前倒し支給は、早急に検

新入学生の学用品費の

支給は、７月の１学期末

たちに戻し、医療と健康

には、３月に「入学準備

となっている。入学時の

の補助施設として活用し

している自治体もある。

金」というかたちで支給
伝習館は、「関西文化

たい。

健康管理セン

討すべきだ、

も問題であり、対応を検

メドもない。放置するの

隣接する相撲場も土俵

て一層の活用を。

学生の歴史学習の場とし

い。

館は、公民館長が中心と

でもなく、至急に検討を。

なり内部展示物をきれい

あるが、条例等も含めて

ためにも、必要なときに

学校教育法は、

に復旧しているが、来館

撤去の方向で進めたい。

のか。

者も少なく、対応が求め

の活用をどう考えている

３

問

図るとともに、町内小中

答

グラウンド整備には、
一部着手しており、近々
に野球の内野やサッカー
の練習ができるスペース
を整備したいとのことだ。
南山スポーツ施設の使
用は、使用料を徴収して
おり、利用計画を提出さ
せ、各利用団体との調整
をしている。

職員の常駐で活用を図っていき
たいが厳しい
伝習館

健康管理センターと
伝習館をどうするか

２

問
答

第44号
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本町の総合戦略

件は、町内企業懇談会に

本町の産物や観

本町では、四季

光情報を発信するために

件程度のイベン

おいても企業側の話題に

災害に強く、地域で若

だろうか。

環境整備が出来ているの

の町は企業が求める用地

である。しかし、私たち

り企業誘致は最重要課題

安定した雇用の創出であ

案しながら費用がかかっ

は、企業誘致の状況を勘

治体もあることから今後

町単独事業で整備した自

も必要になる。県下には

（由良・日高）との調整

ＴＶ の共同利用自治体

の為の重要なポイントは、 の費用が必要であり、Ｚ

民の道しるべである。そ

ても整備を進めなければ

に感じているのか。本町

内容について、どのよう

行われているイベントの

ているが、毎年変わらず

ているイベントに出席し

ていく。町長も町が行っ

んでもらうことに繋がっ

に、町を好きになって住

産物を買ってもらう。更

町を訪れ知ってもらい、

難な方向を選んでしまう。

なると今までのような無

が昨年度と同じで、そう

が 、 メ ンバ ー や 開 催 要 項

会を中心に検討している

催においては、実行委員

たものと考えている。開

一定の役割を果たしてき

目的をもって開催され、

それぞれのイベントは

折々に

は、２０６０年の人口７

イベントの役割は大きい。 トが行われている。

い人材が確保できるのか

り毎年変化に富んだ町民

め方について見直すこと

今後は、イベントの進

も必要と考えている。
が楽しめるイベントと

も当然必要だと思ってい
る。

なっているのか。

本当に町の情報発信とな

方と、取り組み方などが、 め目先を変えていくこと

イベントの人材育成を含

10

におけるイベントの在り

しかし、整備には多額

なっている。

答

千人を実現するための町

問

ならないと考えている。

イベントの進め方を見直すこと
も当然必要だと思っている

などの他に最近では、光
ケーブルの整備が必須条
件になっている。しかも
ここに至ってもその整備
は進んでいない。町長は
この事についてどのよう
な認識を持ち、今後の進

１

め方をどう考えているの
か。
本町の情報通信網
は、ケーブルテレビの他

町のイベント

第７期計画での要介護１・２の地域支援事業
への移行はない

山本喜平議員

に大手通信事業者により
川辺地区の一部で光ケー
ブルが行われている。Ｚ
ＴＶも幹線は光ケーブル
であるが、支線が同軸
ケーブルである。指摘の

毎年変化のないイベント
内容はこれでよいのか

２

「新総合事業」の取り組み方と
さらなる制度改悪への対応は

問
答

企業誘致の必須条件である光ケーブル
の整備を
企業誘致の状況を勘案し整備を進めて行きたい

１

第44号
平成29年３月１日発行

8

ひだか川議会だより

小畑貞夫議員

ひだか川議会だより
9

年４

要支援１・２の

「新総合事業」が
月から開始される。
①本町が実施する「現

者が投票しやすい環境を

①障害者や高齢

事業を継続するかどう

作るためのスロープの設

ないかと思っている。

高圏域で検討している。

かについては、年明けか

②報酬単価は御坊・日
出来高払いと包括払いの

審議会介護保険部会で要

画では要介護１・２の地

事業等を実施す

業」と「住宅リフォーム

体の廃棄物処理費補助事

されている「空き家解

ンフレットを見て、かな

配布した。ここにきてパ

へ各課でまとめたものを

補助パンフレットを各戸

る段階に、町単独事業の

補助事業」。この２つの

り浸透してきたと思う。

年度の３ヶ年と

事業は利用する人と町内

空き家解体については

向上が図られ、町内業者

住民の安全と住環境の

こうした事業をやること

待ちという状況もある。

らに解体したい方が申請

申込者が非常に多く、さ

の仕事づくりにつながっ

によって、今疲弊してい

ている。

べき事業と考えるが、方

振興にもつながるのでは

る町内の商工業、産業の

年度も継続す

となっている。

業者に喜ばれている事業

度から

置や、必要な人的介助な

住宅リフォーム

年度予算編成

年

答

ら始まる

事業年度が

26

併用を検討している。利
向で年末までに結論を出

用者負担を少なくする方

年４月からの第７期にお
す。

行相当サービス」は、
いても継続されるのか。
ス」を委託する事業者へ
介護１・２などの軽度者

日、社会制度

③

の報酬は「包括制報酬」
に対する地域支援事業へ

月

②「現行相当サービ

を継続するのか。それと
の移行は見送る方針が示

③第７期介護計画に向
域支援事業への移行はな

された。従って第７期計

けて、国は要介護１・２
いと考えている。

るのか。

も「出来高払い制」とす

12

を保険給付から外し、市
町村の総合事業へ移し替

問

針はどうか。

ングを行い、この２つの

の中で各課からもヒアリ

進んでいるのか。

ど、対応する取り組みは

②「性同一性障害特例

法」が平成

事業について要望があれ

ば、当面２ヶ年延長して

行され、同時期から印鑑

年７月に施

はと思っている。

登録証明書などの自治体

が発行する証明書や申請

書、また投票所入場券か

ら性別表記をなくす自治

体が増えている。本町で

も投票所入場券の性別表

記を撤廃する考えは。

①本町では期日

ヶ所ある。期

前投票所が４ヶ所、当日

投票所が

ヶ所の投票所の状況

している。

川地区は人的介助で対応

各支所は問題ないが、小

日前投票所のうち、本庁、

31

えることを打ち出してい
る。そうなれば、安心し
て利用できない介護制度
となる。改善を求めるべ
きでは。

問

答

ヶ所で、

が大半を占めている。こ

会所は段差のある投票所

対応しているが、地区集

公 共 施 設 はバ リ ア フ リ ー

地区集会所が

は、公共施設等が７ヶ所、

31

①現在認定を受

けている要支援１・２の
年４月か
年４

２ヶ年延長してはと思って
いる

16

24

方、全てが新総合事業に
移行するのは

らとなる。従って

月以降も、当分の間、現
行相当サービスを行いた
い。

簡易スロープ設置を進める。
早ければ次回選挙から撤廃したい

30

29

３

10

３ヶ年となっている
２つの補助事業の
継続を

２

投票所のバリアフリーと投票所
入場券の性別表記の撤廃を

問
答

28

29

29
30

30
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れらの投票所へは、事務
なっている。

口減少率が非常に高く

を減らし、その分住民

とによって、職員、議員

事務の合理化をするこ

従事者を２名以上配置し
て人的介助等で対応して
いる。今後できるところ
から簡易スロープ設置等
サービスを上げ、人口
減少に歯止めがかかると、
国主導で合併したわけだ
が、現実は合併しなかっ

町の活性化のた
めには、働く場の創出が
以前に話のあった木質

企業誘致については、

林業施策について

木 質バ イ オ マ ス 発 電 、 き

上野村並み１％、１億

べきでは無いか。

円ほ ど 林 業 施 策 に 投 入 す

億円に対

対策事業を始め、６つの

間伐材出荷促進

投入し、雇用など大きな

担当職員を相当数配置

０万ほど出している。

事業で町単独で約２０６

円に対し２千万円ほどし

対して本町は１００億

成果を上げている。

し補助金を３千万円ほど

に、予算規模

のこ栽培など、林業施策

群 馬 県 上 野 村 は 、 か補助しておらず少ない。

今一度検証し予算付けをする

３

問

を進めていく。
②投票所入場券の性別
表記の撤廃については、
全国的に自治体の約半数

たところよりも悪化して
いる。
町長は、この現実にど
う対応していくのか。
町営住宅も他の
１５戸用意しており、で

バイオマス発電は、その

一番である。
きるだけ県内からではな

後どうなっているのか。

市町に比べかなり多く２

く、県外から若い方々に

現在も前向きに
検討しており、年明けに

来ていただき、町営住宅
や空き家を活用していた

も再度話し合いしたいと
西牟婁地方でも、この

だき、いろんな事業に取
のが、人口減少に歯止め

バイオマス発電の動きが

のことである。
をかける最大の施策であ

あり、その動向も注視し

り組んでいただくという

る。
言われている中で、いろ

県ともタイアップしなが

ている。
いろと施策を盛り込み、

ら、就労の場を確保した

また、今、地方創生と

本格的に取り組む最重要

平成の大合併で
合併した市町は、しな

い。

30

町の活性化のために
も力を入れていく

２

企業誘致に
ついて

課題である。

答

が撤廃、または検討して
いる。本町も記号や数字
の表記に変更することを
選挙管理委員会で承認を

色々な事業に取り組み歯止めをかけたい

かったところと比べて人

上野村の集積場

答

問
答

得て、早ければ次回選挙
から対応したい。

辰雄議員
堀

町人口減少について

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

た全国学力テストで、和

今年度実施され

来年度予算においては
歌山県は国語が全国最下

している。
伐採を推進するために皆
位であった。

記

１ ．年金削減を取りやめ、

そのための「マクロ経済
その上、政府・厚生労働

２ ．全額国庫負担の「最

と。

スライド」を廃止するこ
省は「マクロ経済スライ

請願・陳情等の審査
産建厚生常任委員会

低保障年金制度の実現を

は貧困化が深刻な中、年

とを見込んでいる。これ

年間年金を下げ続けるこ

こと。

金支給を毎月払いにする

３ ．現在、隔月払いの年

すること。

低保障年金制度」を実現

求める請願

金の大幅な実質低下は年

４ ．年金積立金の安定運

ド」を使って、この先

■請願者

金受給者の生存権を脅か

用を図るため、拡大した

年金削減の取りやめと最

平均よりも大幅に上回っ

全日本年金者組合和歌山

し、将来の高齢者の年金

株式運用率を元に戻すこ
支部長

小学校については、国

は国語・数学ともに全国

中学校について

ている。

県本部日高支部

も心配される。年金引き

語・算数、知識・技能に

日高川地区
山本啓司

坂本末広

金制度」も欠かすことは

国庫負担の「最低保障年

願いである。また、全額

三代秀行

と。

つ い て はほ ぼ 全 国 並 み で

執行委員

清

をうけて、２０１５年度

「全国消費者物価指数」

厚生労働省は、昨年の

そして、将来にわたって

給者の切実な願いである。

毎月払いにすることも受

給を国際標準に合わせ、

井藤

できない。

年金を増額改定すると発

更に隔月払いの年金支

次代を担う子供達が、

表した。しかし物価が２． 年金保障をしていくため

■請願の要旨

紹介議員

あるが、思考力・判断
力・表現力について全国
平均をやや下回る。
不登校の児童生徒は小
学校で１名。中学校で２

確かな学力を持って、豊

にも年金積立金の安定運

名、２校という状況であ

かな個性を育み健やかに

７ ％ 上がったにもかかわ

る。

成長してくれるよう願い

用は大原則である。
よって、下記について

らず、年金は０．９％し
か上がらない。これは

関係各省に意見書の提出

教育に取り組んでいる。

「マクロ経済スライド」

の適用などによるもので、 を求める請願。

継続審査とした。

下げの取りやめは切実な

どうなっているか。

また、不登校生徒数は

うであったか。

管内の学校の成績はど

伐時における再造林に対
して苗木代や、当面の下
刈り費用について補助を

教育上の重要課題である
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問
答

してはどうかと、現在検
討をしている。

管内学校の学力、不登校
について

４
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