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アマゴ解禁

んなこと

まりました

第４回臨時議会

取り合わせ道路の工事は
関連事業で行うのか。

た。

選定基準は、建築一式工

事の総合点数が１２０

年間平均完成工事高が１

０ 点以上で、管理技術者

られた部分は災害復旧費

●工事請負契約の締結

億円以上ある業者として

第５回臨時議会

●一般会計補正予算（第

で行う。残りの部分は過

（町防災センター新築工

災害復旧で認め

３号）【専決】

疎対策の道路改良費で測

が５名以上在籍する業者。

２４３万４千円を増額

いる。

今回入札に参加指名選

事）

指名競争入札により、

定したのは、Ｊ Ｖはなく

量設計。来年度以降に道
路工事を実施したい。
現況復旧だと幅

億４９７２万円で落札し、 すべて単独業者だ。

指名業者の選定

基準はどうか。また、Ｊ

Ｖは参加したのか。

入札参加業者の

搬入等に支障が出る。対

できる構想だが、物資の

置は、高速道路に出入り

の防災センターの建設位

いう予測が出ている。こ

数ヶ月通行止めになると

すると、御坊湯浅道路が

巨大地震が発生

特に意見はなかった。

すべてクリアしている。

今回、落札した業者は

ついて意見を求めた。

術者の能力、地域貢献に

の施工能力、配置予定技

の項目と合わせて、企業

のは、技術の提案で３つ

審査会へ諮った

見はどうか。

ての総合審査委員会の意

入札結果につい

員が２ｍ だが、５ｍ にな

ている。それに合わせて

（賛成全員）

契約するものです。
番狭い幅員が車道４ｍ 、

道路構造令の一

る理由は。

三洋建設株式会社が、５

億４７

し、予算の総額

日の台風

１６万３千円とするもの
です。
去る９月

号により、町内の農地並
件

びに農道及び水路などの
農業用施設が合計で

中津川地内の農地災害を

関連事業を認めてもらっ

発生、被災したことから、 全幅が５ｍ の基準になっ
はじめ三十木水路などの
復旧に必要な経費を計上
するものです。
（賛成全員）
年度繰・平成

●工事請負契約の締結
（平成

年度 町道小桑越内線越
内橋橋梁災害改良工事
（下部工））
指名競争入札により、
株式会社柏木建設が、９
６７６万８千円で落札し、

問

90

（賛成全員）

越内橋橋梁工事

20

越内橋復旧後、

問

答

決

答
問
答

16
15
28

答

問

27

契約するものです。

問

こ
10月14日に第４回臨時議会、11月25日に第５回臨時議
会が開かれ、補正予算（専決）１件、工事請負契約２件
が提出され、すべて原案のとおり承認・可決しました。
12月９日から16日まで第４回定例議会が開かれ、人事
案件１件、条例の改正・制定９件、過疎地域自立促進計
画の変更１件、補正予算７件、すべて原案のとおり可決
しました。第３回定例会から決算特別委員会において継
続審査となっていた平成27年度各会計決算認定議案は賛
成多数で認定しました。
議会からは意見書１件を提案し、可決しました。
また、請願は１件受理され、産建厚生常任委員会に付託
され、継続審査となりました。
一般質問は５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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ひだか川議会だより
3

策はどうするのか。
基本的には、ヘ

リコプターで救援物資を
小熊広場に搬入して、ト
ラック等で防災センター
へ搬送することになる。
今回の入札率は

． ％ で、以前の交流

センターは ％ 位だった。
入札率が高くなっている
がなぜか。
交流センターを

年ほ ど 前 に 建 設 し た が 、

第４回定例議会
●人権擁護委員の推薦に

当時と比較して骨材が高
騰している。今回の入札
つき意見を求める件

人以内と定め

される農地利用最適化推
進委員を

るものです。
（賛成７名）

の委員及び農地利用最適

理に関する条例の一部改

●町保育所の設置及び管

用し、二重課税を解消す

所得税の減税・免除を適

行うもので、国税の取り

化推進委員の報酬を定め

子ども・子育て支援法

扱いに準じ町民税におい

ることで税負担の軽減を

施行令等の一部改正によ

ても課税の特例を規定し、

正

年額８万円、いずれも現

り、低所得者及び多子世

利子等及び配当等の所得

るもので、農業委員会会

行どおり。新たに設置さ

帯等の経済的負担の軽減

について申告分離課税に

万円、委員は

れる農地利用最適化推進

を図るため、保育料の軽

長は年額

委員は年額２万５千円と

の一部改正

●町国民健康保険税条例

（賛成全員）

ものです。

より３％の所得割を課す

名）

減拡充を行うものです。

る人数は何人か。

現状では

税条例の一部改正と同

じく、日本と台湾との

対象となる。

●町小規模保育所の設置

「日台租税取り決め」に

子ども・子育て支援法

及び特例適用配当等の額

税される特例適用利子等

基づき、町民税で分離課

施行令等の一部改正によ

を、国民健康保険税の所

一部改正

及び管理に関する条例の

名が

軽減の対象とな

（賛成

定めるものです。
（賛成６名）
農地利用最適化
推進委員の年額２万５千
円の算定根拠は。
交通指導員と足
並みを揃える。
また、出役したら１回
３千円を支払う。

り、低所得者及び多子世

得割額の算定及び軽減判

人

人事院勧告において民

帯等の経済的負担の軽減

定に用いる総所得金額に

従来通りの

間給与との格差を埋める

を図るため、保育料の軽

含めるものです。

が、借地契約になってい
るのか。

（賛成全員）

人から

人に

により租税条約を結べな

矢田財産区の管

の定数の中で運営できな

ために給料表を引き上げ

減拡充を行うものです。

（賛成全員）

ん（三百瀬）の推薦に同

減ることにより、担当区

るとともに、賞与の支給

（賛成全員）

●町簡易水道事業給水条

区 か ら 町 で 使 っ てほ し い

農業委員会法の一部改

見直しがされることに伴

条例の一部改正

●町農業委員会の委員及

域が広くなる事は予測さ

割合も民間に見合うよう

●町税条例の一部を改正

いのか。

び農地利用最適化推進委

れるが、農業委員会等に

引き上げ、併せて配偶者

意しました。

理地であるが、本来小熊

員の定数に関する条例制

関する法律改正によるも

区の管理地となっている

区の所有地である。小熊

定

との申し出があり、文書

詰めていく。

町簡易水道事業が平成

一つの上水道事業になる

正により、定数について

関係において、「日台租

で交わしている。

年４月１日から、町内
るものです。

い状況下にある台湾との
る条例の一部改正

い、条例の一部を改正す
人

●町特別職の職員で非常

14

国の基準に基づき定める

27

勤のものの報酬等に関す
人から

ことから、簡易水道事業

（賛成８名）

税取り決め」に基づき、

29

答

新体制後の農業委員会

例の全部改正

所得税法等の一部改正

引き続き、柏木順治さ

率でもかなり厳しい状況
と聞いている。

10

●町職員の給与に関する

10

25

問

答

問
答

防災センター起工式
27

及び子に係る扶養手当の

用地は矢田財産

11

88

78

のであり、今後は細部を

問

答
問
94

答
10

問
答

もので、農業委員会の委
員を現行の

14
以内に。今回新たに設置

27
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から水道事業への名称の

が、いろいろな補助事業
暇等に関する条例の一部

●町職員の勤務時間、休
改正

を探りながら水道経営に
支障のないように努力し

変更と併せて給水料金を
２ 割程度引き上げるもの

（賛成全員）
町営住宅の修繕

費５００万円の内訳は。
戸で

３００ 万円、軽微修繕

退居修繕

等に関する法律及び、育

戸で２００万円である。

地方公務員の育児休業

●町過疎地域自立促進計
児休業、介護休業等、育

ていく。
画の変更

です。
（賛成８名）
今 後５ 年 間 は 値

備事業の内容と、今後の

県営ため池等整

労働者の福祉に関する法

計画はどうなっているの

児または家族介護を行う

策区分３の「交通通信体

律の一部を改正する法律

本計画中、自立促進施

５ 年後には値上げを行う
系の整備、情報化及び地

入野地区の横垣
（賛成全員）

川見河池・中津佐井風呂

今後は、あと３池（千津

大池の堤体全部の改修で、

●一般会計補正予算（第

かる保育料の助成対象内

第３ 子以降にか

備する予定である。

の谷・松瀬庵の谷）を整

億４８７７万９千

容はどうか。

●国民健康保険事業特別

１億

万５千円とするも

のです。

人件費の調整と薬品購

会計補正予算（第３号）

２３７６万２千円を増

５３１万４千円、財政調

等の導入を行う農業者に

資を受けて、農業用機材

（第１号）

診療所特別会計補正予算

万７千円を追加し、

（第２号）

診療所特別会計補正予算

●国民健康保険事業寒川

（賛成全員）

入費を増額するものです。

億２８２６万４千円

額し、予算総額をそれぞ
れ

一般被保険者高額療養

とするものです。
に通園していないと対象

費の増額と直営診療施設

３人とも保育園
対策、二次補正予算に伴

にならなかったが、年齢

のです。

整基金への積立金９８９

対して、事業費の２分の

１１４万５千円を増額
１万１千円などの増額を

１を補助する事業である。 し、予算総額をそれぞれ

●国民健康保険事業川上

（賛成全員）

勘定繰出金を減額するも

い地籍調査費に１億８６

事業の内容は。

農業活性化対策

制限が撤廃された。
２４万９千円ほか、農地

路新設改良費に１億１７

５５万２千円、同じく道

主なものは、国の経済

円とするものです。

ぞれ

増額し、予算総額をそれ

５億１６１万６千円を

４号）

ものです。

本条例の一部を改正する

のか。
）地域間交流」

が公布されたことにより、 か。

上げはないのか。また、

40

行うものです。

農業用施設災害復旧費２

横垣大池

10

金融機関から融

24

問
答
問

域間交流の促進」に、事

年 か ら５ 年 間
業名「（
を追加、併せて事業内容

は、簡易水道の交付税と
して４千万円交付される
のです。

等の軽微な変更も行うも

ない。
名）

入野浄水場

しかし、その後は交付
（賛成

ので、５年間の値上げは

10

29

税が段階的にゼロになる

10

答
問
答

のです。

（賛成全員）

人件費の調整をするも

です。

１４万９千円とするもの

予算総額をそれぞれ６６

11

95

問
答

17

問
答
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●介護保険事業特別会計
７８１７万７千円とする

予算総額をそれぞれ２億

のです。
年度歳入歳出決

この議案については、

算の認定

●平成

（賛成全員）

人件費の調整をするも

ものです。

補正予算（第３号）
億

万４千円を追加し、

予算総額をそれぞれ
８９５９万２千円とする
ものです。
第７期介護保険事業計
画策定に係るアンケート
調査委託料を計上するも
９ 月議会で決算特別委員
会に付託されました。そ

のです。
（賛成全員）
の後、議会閉会中に委員

（賛成９名）

され認定しました。

本議会に審査報告が提出

会による審査が行われ、

この調査でアン

ケートの分析まで委託料
に入っているのか。
今回はアンケー

ト調査の発送と回収のみ
の委託料である。
●簡易水道事業特別会計
補正予算（第１号）

した町長、教育長、担当

した。真摯に対応されま

熱心な質疑応答がありま

会計、特別会計ともに、

をする手法で進め、一般

れることをお願いいたし

めるべく一層の努力をさ

改善され、行政効果を高

は、次年度以降で適正に

ています４項目について

審査意見として記述し

さて本町も本格的な地

委員会に付託され、町長、 将来にわたって継続的に

の発生した理由書を作成

ている項目から並べ、そ

１ ．大きな不用額の出

審査意見

課長はじめ、課員の皆さ
第３回定例会において

方分権時代にふさわしい

ます。
設置された、議長を除く

自主自立の町を目指し、

んに敬意を表します。

人による決算特別

経営していくため、民間

し、実績報告書に添付す

議員

理者、総務課長をはじめ、 的な経営理念、手法を導

べきである。
職員の出席を求め、慎重

直接業務を担当している

に立った行政を執行され

を行いながら、住民目線

て常に点検、評価、公表

ントなどの第三者機関を

事務所や経営コンサルタ

町への報告書は公認会計

２ ．指定管理者からの

教育長、公室長、会計管

各担当課の課長、副課長、 入し、行財政全般につい

なる審査を行いました。

ることを望みます。

日

議会費から農林水産費ま

に一般会計のうち歳出の

別会計の３つの特別会計

別会計、介護保険事業特

会計、後期高齢者医療特

国民健康保険事業特別

パンフレットをもっとわ

事業、補助、助成等）の

３ ．町単独事業（補助

月

日には商工

の決算認定に際しては反

審査は、去る

会

対の意見もありましたが、 かりやすく、前年度実績

費から歳入、そして

出決算」を認定すること

きである。

なり専決処分で対応すべ

ある。

入れ、チェックすべきで

計ある特別会計すべてに

表も作成すべきである。

月

ついて、延べ２日間にわ

起立による採決をとりま

４ ．予備費はあくまで

でを、

たり慎重なる審査を行い

した結果、起立多数によ

ました。
行い、委員からの質問に

に決定いたしました。

審査は、「款」ごとに
対し、担当する課が説明

り、「平成

予備費であり、補正予算

10

年度歳入歳

27

２２１９万９千円を追

辰雄委員長
堀
19
10

加し、予算総額をそれぞ
れ７億８８８５万７千円
とするものです。
人件費の調整と前年度
繰越金を基金に積み立て
るものです。
（賛成全員）
●下水道事業特別会計補
正予算（第２号）

11

10

27

12

32

問
万６千円を減額し、

27
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平成27年度歳入歳出
決算認定審査報告

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
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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
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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

30

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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新たな

農業委員会制度
改正が行われました。そ

員会等に関する法律】の

果たせるように【農業委

（図１参照）

することで強化を図る。

防止・解消を必須事務に

集約化、遊休農地の発生

参照）

現 場 活 動 を 行 う 。（ 図 ２

者が組織する団体と、そ

員は、担当区域において、 行うにあたっては、農業

るために分担し、推進委

の関係者に対し、候補者

委員会が、任命・委嘱を

の内容について解説いた

員会としての決定行為と

従来の農業委員会が、委

業委員会の委嘱により選

が任命し、推進委員は農

農業委員については町長

をし、その結果を公表・

になろうとする者の募集

農業委員または推進委員

の推薦を求めるとともに、

入の促進など、農地等の
主な改正点として、

地域活動の２つを受け持

任することとなりました。 尊重することとなりまし

③「公選制の廃止」、

農業委員会は、その主
利用の最適化を積極的に
①「事務の重点化」、

っていたが、それぞれが

②「推進委員の新設」、

たる任務である、担い手
推進していくことが、何

今まで任意事務であっ

します。

への農地等の利用の集
よりも重要です。そのた

その際、町長または農業

が始まります

積・集約化、遊休農地の

的確に機能するようにす

た。（図３参照）

た担い手への農地集積・

図３

め、その使命をより良く

図２

発生防止・解消、新規参

図１
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総務文教常任委員会

①被害状況
藤沼 ダ ム は 昭 和

年か

年にかけて県営農

年度まで

業）によりダム復旧が実

たり、毎秒１㍑の漏水が

ては、本堤１００ｍ にわ

施され、平成

ため池を多くかかえる

元土地改良区が施設管理

備され、市が所有し、地

業水利改良事業により整

堤の盛立が完了しており、 伴う同施設の改修工事が

し、視察時点ではダム本

取水トンネル工事が完成

と、取水施設の老朽化に

策工事としてグラウト工

に、副堤、洪水吐躯体工、 確認されたことによる対

我が町でも、地域防災計

した。地震によるため池

域に甚大な被害をもたら

決壊し、濁流により下流

いは管理・運営の状況を

被災・復興の状況、ある

これらのケースにおける

及びダム上流部親水護岸

を観測、ダム本堤、副堤

り須賀川市では震度６強

生した東日本大震災によ

が始まろうとしているが、 農業用ダムである。

回程度の定期的な施設管

除草、清掃といった年３

からは特に行われておら

ク」等の周知は管理者側

の決壊を想定した「リス

②決壊前の点検等ダム管

理に関して

れていない。

の集落でも、上流のダム

尚、下流住民に対して

で漏水状況や観測孔の計

時点検を実施していた。

周辺も含めダム堤体の臨

さ、砂質土に富む材料の

堤体の締め固め度の小さ

近代的工法に比しての

ついて

③ダム決壊の最大要因に

されていなかった。

ものの、決壊までは想定

の存在は認識されていた

ていた。

測による点検が実施され

土地改良区が行う巡視、

後大きな補修工事は行わ

率は約 ％となっている。 水はあったものの、その

の決壊は稀なケースだそ

検証することにより、防

が被災し、ダム湖が決壊、 理を実施し、内１回は、

ず、約１㎞離れた下流域

日に発

うだが、南海トラフでの

災行政並びに防災センタ

県・市・土地改良区合同

年３月

巨大地震発生が危惧され

ーの管理・運営に資する

下流部に甚大な被害が発
直 下 流 の 長沼 地 区 を 中

平成

るなか、「決壊」という

べく、調査を行った。

また、茨城県の取手市
には、県南地域８市町の

心に、人的被害は死者７

また、３㎞離れた長沼

ダム」復旧工事現場

名、行方不明者１名で、

地震観測所において震度

事務組合立による総合防

家屋被害は１２３軒、そ
年９月の関

方広域市町村圏事務組合

いる。平成

の内全壊が

砂堆積により農地約
が被災した。

年から同

堤体への使用を構造的要

昭和

年に

は、土地改良区及び市が、

軒にのぼり、 ４ 以上が観測された場合
立県南総合防災センター
日～

東・東北豪雨では、構成

月

橋梁が２ヶ所で流出、土
年

（３）調査実施日
平成

億７７５

因としつつ、堤頂部の地

全体事業費

かけて、余水吐の亀裂や

日

する市の一つである常総
市で鬼怒川の堤防が決壊、
荒れ狂う濁流とヘリコプ

９万１千円にのぼる災害

ターでの息詰まる人命救

に達

gal

以上の地

50
gal

震動が１００秒以上も継

し、かつ「

震動が最大４４２

年から平成８年にかけ

本堤波除工の浸食に伴う
域復興再生基盤整備事

復旧事業（県営農業用施

興状況について

（１）福島県須賀川市に
く。

59

出の様子は記憶に新しく、 ２．調査の経過

常総地

11

隣接自治体へ被災者の広

54

茨城県取手市

23

95

52

90
ha

災センターが建設されて

福島県須賀川市「藤沼

事実は衝撃的である。

（１）調査目的

平成

10
生した。

こ のほ か 基 準 以 下 の 漏

実施された。

を行う、受益面積８３７

月末時点にお

画の改訂作業が進んでお

28

ける復旧工事全体の進捗

年

福島県須賀川市にある
り、更に小熊地区では、

、貯水量１５０万㎥の

農 業 用 た め 池 「 藤沼 湖 」

ら同

27

近く防災センターの建設

１．調査事件

12

は、東日本大震災により

24

（２）調査地

ha

各改修工事を実施、昭和

17

設災害復旧事業、農村地

15

お け る 藤沼 ダ ム 決 壊 と 復

11

27

域的避難も発生したと聞

28

22

67
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委員会県外視察レポート

④復旧後のダムの点検基

されている。

い地震動であったことと

続した」過去に経験のな

壊原因の究明を求める意

には反対の声があり、決

ムの受益地でなく、復旧

直下流の被災集落はダ

（県３分の１補助、市３

５７７ 万７ 千円を支給

生活再建支援として４億

・土地改良区が被災者に

め池があり、いずれもハ

合わせて２２０ヶ所のた

須賀川市内には、大小

ついて

須賀川市のため池被害に

ていない。

ザードマップは作成され

分の１補助）

宅移転事業により、対象

を表す意見が寄せられた。 ・市単独の下流域被災住

見、ダムの安全性に懸念

年１月からの湛

準や管理について
平成

一方で受益者からは早期

東日本大震災において

譲した土地に移転し、そ

水試験の結果をもとに新

戸の内５戸が造成・分
復旧に際しては、地域が

の宅地は市が買い上げた。 ダムだけであるが、藤沼

復旧を望む声が寄せられ、

であるが、方針として現

安心できるダムの維持管

跡地は記念の公園として

ヶ所のため

開催され、施工業者によ

年２回程度現地見学会が

域住民や受益者を対象に

況 が 一 望 で き るほ か 、 地

場」が設置され、進捗状

しの良い場所に「見学広

工事現場では、見晴ら

る。

連絡会議が設置されてい

地改良区、市、県による

けて２３０３万５千円交

り、平成

野菜が４万円の単価によ

物が３万５千円、果樹・

ずれも

旧するものを対象に、い

関しては、共同で圃場復

・農産物の作付け保障に

事業で対応。

年度にか

等の施設は国の災害復旧

・被災した農地、用水路

耕作地等に関しては

組合立県南総合防災セン

総地方広域市町村圏事務

（２）茨城県取手市

稲作などの農作業に甚大

内では計１１１０世帯で

失したのは４ヶ所で、市

が６ヶ所、貯水機能を喪

損傷を受けている。漏水

落などを中心に何らかの

波除ブロックの破損・崩

警報装置の設置や防災無

る予定はないが、今後は

ザードマップが作成され

下流域の住民向けのハ

れる。

定期、臨時点検が行わ

アルを策定した上で日常、

値を設定し、管理マニュ

浸透水量など管理基準

及び水管理の観測システ

る関係者向け広報紙が作

付された。
の技術的支援も受ける中、 棟が建設された。

⑥住居、耕作地等の復

ている。

独 ％の補助で対応。

産対策交付金 ％ 、市単

国の東日本大震災農業生

敷地面積２千㎡、延床面

的な防災拠点として建設、

、

⑤ダム復旧に関する住民

旧・復興対策

県南西の８市町が総合

①施設の概要

ター

な影響が出た。

施設管理に関しては、

ム、警報設備が取り入れ

成されるなど、関係者の

る。

㌃当たり水田作

線等により地域住民への

従来の土地改良区管理

られるなど新たなダム管

・農機具流失に対しては、

を用い、市のホームペー

ダム管理主任技術者資格

意見と安全なダムの構築

また、インターネット
ジでダム水位の確認がリ

を取得した市職員が管理

平成

年４月１日に開館

13

40

50

⑦東日本大震災における

積１１１６㎡の規模で、

アルタイムで行えるよう

住居に関しては

に向けた取り組み
になる。

に携わり、ダム堤体挙動

24

10

23

常

周知が行われる計画であ

から、市が主体的に管理

情報共有と調整が図られ

池が堤体の亀裂や損傷、

ダムを含め

決 壊 し た た め 池 は 、 藤沼

行の基準に加え、地震時

理と、信頼できる管理態

以上示し

本堤・副堤の基礎地盤の
加速度計が

70

理設備が整備され、管理

た場合が追加される予定。

25
gal

する形態に改められ、県

これに伴い、地元、土

管理されている。

点検基準を策定する予定

藤沼ダム

勢の構築が求められた。

22

29
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立地は１級河川小貝川
材センターに委託されて

日 は 取 手 市 の シ ルバ ー 人

県南水防事務組合に、休
ー、防災かまど、災害用

水ポンプ、チェーンソ

・発電機、浄水機、排

赤の毛布１千枚が搬出さ

千食、毛布６００枚、日

ッカー１万食、おかゆ３

に開設された被災所に対

基づき、つくばみらい市

かけて、常総市の要請に

の飲料水、日赤の毛布３

㍑ペットボトル８１６本

ットボトル６００本と２

民の避難所に５００

ペ

また、つくばみらい市

尚、この時防災セン

日夜から

日にか

日は常総地方広域

年度

おりである。

平成

）

）

）

２７２団体

〃

２９９団体

〃

年度 ３ ４２ 団体

年度

年度

〃

年を過ぎるころ

利用は減少傾向にあり、

から、開館直後に比して

平成

１７４３名（

平成

３０２７名（

平成

４９６７名（

平成

５５８５名（団体＋個人）

１９１団体

ての利用実績は以下のと

コミュニティー活動とし

やレクリエーション等、

平時における防災学習

実績について

⑤住民による日常の利用

名が対応にあたった。

市町村圏事務組合職員２

応、

事務組合の職員１名が対

けて利根川水系県南水防

く、

赤の毛布３００枚を搬出。 タ ー に 浸 水 等 被 害 は な

ルの飲料水８１６本、日

ml

した。
の堤防に隣接し、過去か

日に

００枚を搬出した。

して５００

日から翌

ペットボ ト

トイレ、車椅子用トイレ、 れた。
年９月関東・東

おり、夜間は消防署が対

た９月

鬼怒川の堤防が決壊し

北豪雨時の対応

④平成

ら幾度となく洪水に見舞
テ ン ト 、 救 命ボ ー ト 、 船

空調機により温度管理

寝袋、安全キャンドル、

11

応する。
外機、折りたたみリヤカ

ト、簡易トイレ、簡易ト

円を投じて整備されたも

されている備蓄庫の保管

浄水機、ハンマー、金て

11

われている同地域の水防
こ のほ か 広 域 避 難 所 と

ンカッター、投光器、担

活動や巡視活動が行える

規模的にも緊急避難所と

架、つるはし、毛布等

ー、仮設トイレ、テント

における地域の災害対策
しての機能にとどまるも

しての機能を有するとさ

活動の拠点としての機能
のと思われ、長期に亘る

課所有として

河川防災ステーションと

及び平常時における防災
避難所機能は有しておら

・クラッカー、カンパン、

＆ トイレセット、エンジ

知識の普及、教育、訓練
ず、実際に避難場所とし

れているが、立地条件、

等コミュニティー活動の

ての指定はされていない。 おかゆ、毛布、防水シー

して、また、地震発生時

場所としての機能を兼ね
②備蓄庫備蓄品の概要

茨城県防災・危機管理

備える施設として約４億
ので、災害時は災害対策

品目は以下のとおりであ

こ、シャベル等

イレ用詰め替え、テント、

本部や救援物資の供給活
る。

日本赤十字社茨城県支

の２種類（保存期限が経

取手市で震度６弱を記

ml

県南総合防災センター

27

10

10

11

16

動拠点となる機能を有し

県南総合防災センター

部所有として

ている。

所有として

・毛布１５００枚

料として、コンクリート

過する前に分担割合に応

録、構成８市町中６市町

防災用資機材や食料が

・ ペ ッ トボ ト ル 飲 料 水 約

ブロックや石材を埋設し

じて、各市町に返却され

から飲料水の要請があり、

年東日本大震災

備 蓄 さ れ て い るほ か 、 敷

③平成
６万㍑、５００

ており、建屋は震度６～

る。保存年限５年、毎年

、２㍑

地内には災害後の復旧材

７ 、風速 ｍ に耐える設

備蓄量の約６割に相当す
し たほ か 、 県 所 有 の ク ラ

更新分のみ購入、２万８

計である。
施設の管理は、平日は
４ 市からなる利根川水系

日分目安）

る２万９００４㍑を供給

時の対応

23
千世帯の６％×３㍑×３

ml

20

25

27

20

60
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しかし、周知方法の一

ラフ巨大地震に備えなけ

こるかも知れない南海ト

本町の防災センターに

っている。

の重要性と難しさを物語

き課題が、また参考とな

営において議論されるべ

ちの町の防災センター運

これから建設される私た

能、併せて平常時におけ

つとして、各戸に配布さ

ればならない、という共

備蓄する資機材の選択と

るヒントがあるのではと

人の利用者の減少は、絶

ため池の多くがアース
れていることは大切であ

通の課題を有している。

数量、地元住民の緊急避

感じた。

水系で結ばれつつ、人口

ダム形式で建設されてお
る。ただ、時が経つに従

災害時、防災センター

難所機能、広域避難所機

どうなのか、推し量れな

り、ため池の工法として
ってその存在も忘れられ

に「どのような機能を求

考えれば、まず決壊しな

日没前という時間帯にも

の強度が気になる。強度
がちとなるので、万が一

特に個人の利用が少なく

拘わらず、他に利用者が

判定に際しては、築堤年

めるのか」によってセン

る利活用と管理態勢など、

複数あり、付近住民には

度、盛土材の採取場所等、 に備えて周辺住民の避難

ター自体の仕様は異なっ

え間ない防災教育や啓発

一定の認知度がある模様

留意されるべきと考える。 経 路 や 方 法 に つ い て 精

てくる。災害時は、予め

減少社会のなか、いつ起

である。

査・見直しがされるとと

決めたことに対応するだ

２．調査の経過

い。

３．調査の結果、意見
ハザードマップに関して

もに、今後実施されるで

けでなく、実際に目の前

１．調査事件

い対策が前提とされるべ

（１）藤沼ダム決壊につ
は、一つの見方として、

あろう、該当地域の防災

で起きていることに対応

（上野村の特徴）

なっている感がある。

いて
決壊を想定した下流住民

訓練・避難訓練において

（１）調査目的

きである。

地震による農業用ダム
の周知が伴う限り有効で

しなければならないが、

的に活用する林業の振興、 口が１３１５人（平成

ただ、視察中、平日の

やため池の決壊としては

は、精査結果が活かされ

「どういう事象が起き得

年６月１日現在）の群馬

在 、 須 賀 川 市 とほ ぼ 同 数

の可能性が指摘される現

直下流域の住民に対する

は「震災」であっても、

いに大きく、ハード的に

課題について

ターに見る広域機能と諸

（２）県南総合防災セン

上野村は、森林を効果

面積１８１．８

産建厚生常任委員会

稀なケースであるものの、 あろう。

るのか」考察することは

観光業の推進、新エネル

県で最も小さな自治体で

のため池を有する日高川

、人
るべきと考える。

可能である。

ギ ー の 活 用 対 策 、 木 質バ

ある。山林が ％ を占め、

藤沼 ダ ム は 規 模 が 桁 違

今後の防災行政におい

イオマスの有効利用によ

周知・啓発の感覚が欠除

き、リアリティーを感じ

復旧後は確かに機器は充

画が、地震対策を含む総

河川防災ステーション計

るか、何を想定しなけれ

要性等、広域で何ができ

において、広域備蓄の必

していた点は残念である。 町と国の共同事業による、 ん、ソフト・ハード両面

ついて学ぶ。

と地産地消の取り組みに

この森林資源の有効活用

への取り組みをしている。 進んでいた村である。

市町村合併前の旧藤代

町として、規模はさて置
た。

実するが、機器に頼る管

合防災センターとして広

ばいけないか、できるこ

耕作地が少なく過疎化が

須賀川市で観測された

理だけで充分なのかは疑

域市町村圏事務組合の事
要は避難する側の意識

業に移行したものである

るのかなど、まず議論か

とに関する分担をどうす

群馬県上野村

（２）調査地

平成元年度から主に若い

結集が必要であると考え、

脱却のためには若い力の

上野村では過疎からの

（上野村の取り組み）

震度６強は、日高川町で

問である。

あり、その場合、同規模

が、何といっても広域で

体的には、定住者が安心

策に取り組んでいる。具

が重要で、日高川町にお

月

の被害が発生することが

年

世代を対象とした定住対

平成

（３）調査実施日
日

16

27
ら始めて良いのではない
かと考えさせられた。
また、平時における個

15

の運営が注目される。
私たちの町がある日高
地方は、日高川の流域・

11

いては、ハザードマップ
が配布されているが、そ
の反響や周知の度合いが

28

予想される。
分であることを

氾濫水の到達時間が１
分から

日～

想定される震度と同じで

る村内循環型社会の構築

96
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ては、地元対策はもちろ

k㎡
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進、森林を効果的に活用

の充実、高齢者福祉の増

して暮らせる子育て対策

とエネルギーの地産地消

と考え、森林資源の活用

業の活性化が必要である

なっている。上野村は林

７名から 名となった。

森林組合では雇用人数も

工場で生産されるペレ

れにより伐採面積も増え、 ている。

生産対策を行った。こ

ットは現在１６００ｔ ／

を核とする「循環する村
して販売するのは当然で

伐採した木材は素材と

イラーのみでは消費でき

年 と な り 、 ス ト ー ブ やボ

／年のペレットを使用し

する林業の振興、観光業
の推進、新エネルギーの
内経済の仕組み」の確立

質ガス化熱電供給装置、

活 用 、 木 質バ イ オ マ ス の
だけでは、値段の安いＣ

す な わ ち 、 木 質バ イ オ マ

ないため、新しく小型木

村は伐採・搬出や作業

材Ｄ材が問題となってく

ス発電をはじめた。事業

あるが、素材として出す

型社会の構築等である。
道整備等に補助を行い、

る。また、切り捨て間伐

を目指した。

現在、林業を取り巻く
山の所有者にお金が入る

費は３億５千万円、発生

有効利用による村内循環

環境は、木材市場の活力

では豪雨などが発生した

、使用ペ

仕組み等を構築し、素材

電力は１８０

するために、木質ペレッ

村はこれらを有効活用

の温

ンジンを運転させ発電す

混合して、ディーゼルエ

を生成し、少量の軽油を

尽くすことでエネルギー

所で利用する。木を使い

ット化して燃料又は発電

り、端材や間伐材はペレ

でペレットを製造してい

は木質ペレット製造工場

販売し、販売できない物

れた良質材は素材として

レットは９００ｔ ／年で

ト製造工場の運営に乗り

る。同時に２７０

るなど、森林荒廃の一因

出した。事業費は３億４

水も発生する。
日

発電所の隣では、この

地域内で循環させるのが

の確保と、同時に経済も

イオマス発電を行い、そ

で 消 費 し 、 そ し て 木 質バ

る 。 ス ト ー ブ やボ イ ラ ー

上野村きのこセンターを

上野村の考え方である。
より稼働し、公共施設に

経営している。この施設

上野村は搬出間伐を活

魅力的なものではないが、

電気と温水を利用し、（株）

ペレットストーブを設置

は上野村直営事業として

発にするために、そして

け、村全体で採算が合う

個 々 の 事 業 は そ れほ ど

施設を運営している。

の電力を利用してきのこ
したり、村民にペレット

始め、２０１５年に民営

一連の事業として関連付

えるしくみ」をつくるた

ようになっている。森林

３．調査の結果・意見
を販売するために補助を

「山の所有者にお金がか

めに、国・県の補助以外

資源の地産地消が雇用を

名の菌床椎茸を

に村独自で３千万円の補

生み、地域経済を回す。

44

生産する工場である。
森林資源を素材として

助を行っている。搬出さ

台である。また、温泉施
設 等 で は ペ レ ッ トボ イ ラ

高く売れるものは高く売

パート

12
ーを設置して約４００ｔ

のペレットストーブは

名、

年７月

kw
化をした。正社員

った。平成

当初１１００ｔ ／年であ

７ ００ 万円、製造規模は

ある。ペレットからガス

kw

ともなる。

場合、土石流の原因とな

低下などで非常に厳しく

きのこセンター

木質バイオマス発電所

14

23

してきた。現在、村内で

13
74
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子どもが病気やケガで医療機関を受診する場合の自己負担は、医療費の３割（小学校入学前は２割）
である。この負担が、アトピー性皮膚炎やぜんそくなどの慢性疾患で継続的な治療が必要な子どものい
る家庭においては、非常に重い負担になっている。急な発熱時に手元に現金がなく、病院で受診するこ
とができない事態は、病状が急変しやすい幼い子どもたちにとって命に関わる問題である。
本町では、18歳未満まで医療費助成を行っている。全ての子どもの健康を守るうえで大きな役割を果
たしている。経済的負担の軽減により、病気の早期発見・治療が可能となり、重症化を防ぎ、医療費の
抑制効果にもつながっている。
しかしながら、国は、独自に医療費助成している自治体に対し、国民健康保険の療養給付費国庫負担
金の減額措置を課し、子育て支援の取り組みを妨げている。
本町のような少子化や人口減少に悩む自治体にとって、子育て世代を応援する医療費助成は、必要不
可欠であるが、減額措置がこれらの自治体の子育て施策の安定的な継続と実施への障害となり、子ども
の生活環境の地域間格差は広がるばかりである。どこに生まれ、どこに住んでも、子どもは等しく大切
に育てられるべきである。
よって、子ども医療費助成を現物給付した市町村の国民健康保険国庫補助金の削減を廃止し、また国
がせめて中学校を卒業するまでの医療費助成制度を創設されることも求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年12月16日
和歌山県日高郡日高川町議会
（提出先）
衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・財務大臣・総務大臣・厚生労働大臣・内閣府特命担当大臣
（少子化対策）

度近くで大雪、交

旭山動物園は、冬は氷

点下

通 の 便 も 悪 く 、 冬に 客 は

来るはずがないと冬期閉

園をしていた。

だが、ダイヤモンドダ

ストの中で、キリンが立

つ光景や、ゾウが雪をお

に ぎ り の よ うに 丸 め て 食

べる姿を見られるのは、

世界でここだけと考え、

旭川市の反対を押し切っ

て、冬の開園を企画した

ところ、多くの来園者で

にぎわい、「冬は客が来

ない。」という常識を破

るアイデアが、地域の再

生に結びついたそうです。

わ が 町に も 魅 力 を 引 き

出 す 、 活 性 化に つ な が る

何かあるのでは。既成概

念を捨て、常識を破って

清）

考えてみる必要があると

（井藤

感じる昨今です。

30

南東
北西

そのための工夫と努力が

随所に見られた。

林業振興には、木材活

用の出口を確保し、それ

が地域を循環する仕組み

をつくる。この視点が大

切で、長期の素材生産計

画の策定に始まる上野村

の取り組みは、参考に値

するものである。

本町でも取り組むべき

と考えるが、様々な補助

金を利用しても自主財源

がかなり必要になる。多

額の神流川発電所の固定

資産税が入るなど、財政

的に裕福な上野村と本町

では条件に違いもあるが、

町執行部でも一度検討を

願いたい。

子ども医療費助成への「減額調整措置」を廃止し、
国の制度化を求める意見書

