（質問した順番で掲載しています。）

億

は計画的に進めていかな

いただくことが一番の人

出生率の向上や移住の推

に抑えたい。そのために

代

口増加策、地域活性化策

少等を考えると

が、町内には

し、現代的な仲人支援策

り、町として費用を投入

活システムはたくさんあ

ならない。参考になる婚

支援では現状の打開には

のパーティー形式の婚活

全国的には、出会い事業

限界があると思っている。

は今年で４回目となるが

町主催の婚活イベント

女性が１７４名おられる。

の未婚の男性が３００名、

など様々取り組まれてお

や見合い事業、仲人事業

本町の人口予測

りきめ細かな事業をして

り、これらを参考に、よ

込むとなっており、これ

いく必要性を感じている。

年後に５千人を割り

を７千人程度までの減少

が

を導入してはどうか。

代から

くてはならない。

度の予算規模にしていく

代の独身者が数多く、農

町内には

進に努めている。

地方交付税が一本算定さ

必要があり、経費の縮減

家の後継や地域形成上に

50

現在行っている年１回

と考える。

人口増は町の最

れ、町行政の運営に支障

は続けていかなくてはな

も影を落としている。

30

30

基金状況から見た今後
の町財政は

国の経済動向もあるが 年は
大丈夫だと思う

の財政運営状況はどうな
のか。
年度

地方交付税の合

併加算がなくなる

には、普通交付税が

円程度になると見込まれ
合併後この間、それを

る。

しようとしている。町長

見越して基金を積み立て

年が経過

も３ 代 の 方 が 町 づ く り に

てきており、その総額は
億円近くとなっている。
この状況を見る限り、
年先までまず大
丈夫ではないかと思って

年、

継続、あるいは充実させ

大の課題だ。本町では
Ｉ・Ｕターン策を中心に

いる。
しかし、今後の人口減

この課題に対応している
をきたすのではと心配す

らない。また国の経済動

こういった方々に結婚

代から

現在貯めている基金状

向にも左右される。多額
況から見て、今後

る声もある。
年、

年度からは

他の事例を参考に支援策の充実
が必要
して、子どもをもうけて

しかし、

婚活支援のあり方を見直
しては
億円程

ていかなければならない。

ビスや産業振興の施策を

いるが、今後も住民サー

しての姿が確立してきて

取り組み、ひとつの町と

合併後

20

の費用を要する修繕など

80

50

婚活イベント

20

45 答

孝文議員
原

答
75

10

２

12

33

問

33

37

１
年のスパンで見通す町

10
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問
20

ひだか川議会だより
9

一般質問

先進地への研修も取り入

学校図書室の現状を知る

て約３年半が経った。課

が、益々必要になってく

務が本町となる。そして、 環境を良くしていくこと

更、手続き等を進める。

市と事務の精査や規約変

年度からは事務の交代

平成

年から事務の一元

ると考えている。

制を廃止し、一元化する
こととなっている。問題
点はないのか。
４ 月から学校司書を置

子方式）が始まる。町内

４ 月から共同調理（親

学校司書については、

サイドで予定している。

化を図れるよう、事務局

給食の調理場が

ら９ヶ所となる。衛生管

安全な給食に努める。

増やすことによって、確

かな学力、豊かな人間性

期待している。

大成中学校の組合事務

担当する２年間に、御坊

を育む教育につながると
地域と一体となり、教育

に掲げ、取り組んでいる。 の一元化は、町が事務を

育む教育を、本町の目標

「生きる力」を

活動や評価について聞く。 理体制の強化徹底を図り、 る。読書好きの子どもを

学校と連携しながら進め

ヶ所か

31

31

くことになっているが、

13

学校司書の勤務形態は
どうなる
校を巡回

書活動を推進したいと考

原則として各１日で
させたい

年度より学校
各学校の図書館担当者

えている。

採用することになってい
や司書教諭とも連携して、

図書室勤務の司書を１名
るが、勤務形態等を具体
読書活動推進計画に基づ

ういった勤務を考えてい
れるなどして、各学校の

く業務に関わってもらい、

的に伺う。
校に対して、ど

るのか。また、組合立の
読書活動を改善していき

町内

大成中学校はどういった

たい。また、図書室の整

が、初年度ということで

わってもらうことになる

公民館図書室へも関

備も順次図りたい。

扱いとなるのか。
仕事内容はどうか。司
書資格を持つ教諭との連
携も考えているのか。
学校により図書室の整
司書の配置による改善は

ところから始め、徐々に

題と今後の方針を伺う。
年度から親子
策は万全か。
度から２年交代の組合事

大成中学校では、

年

方式の給食が始まる。対

町では

教育長は就任し

考えないのか。

改善を進めたい。

夏休み等に子ども達が
利用する各公民館図書室
への対応はどうか。
大成中を含めた

校を対象に、各１日の
巡回の形態で計画し、読

29

答

14

備状況に大きな差がある。 あまり無理をせず、まず

「生きる力」を育む教育に取り
組んでいく
29

大成中学校

誠議員
入口

29
14

学校教育の課題と対策は

１
問

３
問
答
14
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10

ひだか川議会だより

ひだか川議会だより
11

学校と保育所の給食に
ついて

調理員を正規職員として採用す
るのは難しい

②子どもの発育・発達

中で、調理員を正規職員

の定数削減を行っている

ことについて提出者に対

して一切の質問や確認・

行政書類に個人

番 号 （ マ イ ナ ンバ ー ） を

要求をしない。④個人番

る指摘事項は早急に改善
し、栄養管理と衛生管理

記載することが求められ

類は受理する。罰則や不

「番号記載がなくても書

国税庁や厚生労働省とも

ことが必要ではないのか。

のことを周知・徹底する

認等を求めない。これら

知カードの提示や本人確

かわらず申告書類等はこ

個人番号記載の有無にか

載の強要は行わない。②

者に対して①個人番号記

役場として住民や事業

諾を得て記載をお願いし

を強要せず、申請者の承

は 、 マ イ ナ ンバ ー の 記 載

ない。各種申請について

の記載の強要は行ってい

告 受 付 時 、 マ イ ナ ンバ ー

役場では確定申

れまでどおり受理する。

になる。例えば記入が義

村間での情報連携が可能

が、７月から全国の市町

公的な窓口がない。設置

年等と家族が相談できる

ひきこもり状態にある青

義務教育を終了すると、

①日高地方には

務付けされると、かえっ

家以外の居場所を提供し、

③ひきこもり状態から

あるのでは。

の実態を把握する必要が

り状態になっている人々

②行政としてひきこも

を考えるべきでは。

断したい。

る。状況をみたうえで判

て混乱をきたすことにな

で対応にばらつきがある

務については、関係省庁

マ イ ナ ンバ ー の 記 載 義

ている。

ている。

利益はない。」と回答し

ている。しかし、内閣府、 号の記載がある場合、通

に努めている。

問

③個人番号の記載がない

答

確実に配送してもらえる
よう委託する。最終責任
は、教育委員会にある。
②かわべ保育所は、調
理を含め献立作成に正規
職員１名、調理は臨時職
員４名で行っている。か
わべの献立表に基づき、

①新たに学校給

食配送業務を委託する配

なかつ２名、みやま１名、
寒川１名の臨時職員で調

送員の衛生管理の基準は
調理員と同じか。その衛

状況等に対応した給食調

として採用するのは難し

理を行っている。町職員

理が保育所では求められ

い。

支援センター設置は日高圏域で
考える必要がある

３

ひきこもり支援の取り
組みを

問

生管理責任は業者か。

る。専門職である調理員

働省の「保育所における

年度に厚生労

③保育所の給食が学校

食事の提供ガイドライ

③平成

給食と同等の設備、体制

ン」に基づき給食を行っ

が臨時職員でよいのか。

をとり、栄養管理や衛生

ごとの現地指導監査によ

と県子ども未来課の２年

施している立ち入り調査

ている。保健所が毎年実

か。
①学校給食栄養
管理基準に則り、安全に

給食配送車

山本喜平議員
管理が実施されているの

24

マイナンバーを記入
しなくても不利益が
ないことの周知を

２

１
問
答
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７月の市町村情報連携
を見て判断する

ボランティアや作業など

女性による防火防災
組織を

町内の各小学校区単位での結
成が望ましい

川地区に２つの婦人防火
クラブがあり、安心な地
域社会を作るために消防
団員とともに活動を行っ
ている。女性による防火
防災組織は、非常に重要
女性でなければできな

本町では、平成

年に

本が確認された。

本町としては、県事業

を行っている。平成

度は１６０㎥、平成

本町の特色ある

以前の一般質問で「むら

の教科書」の作成を提案

副読本として検討するこ

した。その時の答弁では、

年

あった。

とが好ましいとの回答で

年度

今、どのように進んで

県教育委員会が発行して

いずれにしても、紀州

うに利用し、教育してい

は、本町の学校でどのよ

いるふるさと教育副読本

備長炭の原木確保に大き

いる。

誘因補殺事業を検討して

る。また、本年度からは、 いるのか。また、和歌山

は１００㎥を計画してい

度１４０㎥、平成

年

を活用し森林組合が駆除

約

旧川辺地区・中津地区で、 教育の推進を目的として

問

幹に穴をあけて枯らして

シイやカシ類、ナラ類の

ら対策を行っていく。

県とも緊密に連携しなが

今、虫の被害が紀伊半

年にみなべ町島之

的には進んでいない。

検討する必要もあり具体

や作成意図などまだまだ

となると学校現場の意見

施している。また、作る

応じてふるさと教育を実

や児童生徒の発達段階に

現在各学校で地域の特色

読本の作成については、

本町独自のふるさと副

している。

ふるさと学習として活用

学校全生徒分配布されて、

と教育副読本は、町内中

県発行のふるさ

イムシとは、体長５㎜ で、 な影響を及ぼすことから、 るのか。

カシノナガキク

70

様々な活動、交流に参加
できるよう支援するセン
ターの設置を検討する考
えは。
①ひきこもりの

相談窓口として御坊保健
所があり、年間数件の
相談があると聞いている。
精神保健福祉士や社会福
祉士などの専門職が必要
で町単独での設置は困難
だ。日高圏域で考える必
ことや災害に対する備え

い救助方法もあると考え

だと考える。

②ひきこもりは家族が
を怠らないことの重要性

災害を忘れない

隠すケースがある。家か

は誰もが認識しているが、 る。

要がある。

ら出てこないため実態把

反映しやすい環境づくり

島を北上している。備長

いく甲虫である
など女性ならではの立場

今後は、女性の意見を

そこで町民の防災意識

握は非常に困難な状況だ。 時間の経過とともに忘れ
しては、「登校拒否・ひ

シの森が被害を受けてい

炭 の 原 木 で あ る ウバ メ ガ
各小学校単位で婦人防火

る。日高地方の被害状況

で参画を期待し、町内の
クラブが結成されるよう

と備長炭日本一の町とし

の低下を防ぐために、啓
消防団は男性で編成さ

に取り組む必要性を感じ

ての対策はどうなってい

きこもりの子ども・青年
の会」や「ひきこもり＆

れているが、女性ならで

ている。

発運動が重要となる。

ネット依存回復グルー

はの観点で地域住民に防

を持つ日高郡・御坊市親

プ・ヴィダ・リブレ」

火防災啓発活動を行う女

た。

瀬地区で被害が確認され

平成

日高地方では、

るのか。

がある。支援センターを

性による防火防災組織の

がちになっている。

紀州備長炭の原木確保の
ために今後も対策を行う

設置するのであれば日高

現在、山野と江

を伺う。

圏域で考える必要がある。 必要性について町の考え
今後の研究、検討課題と
する。

答

24

答

小畑貞夫議員

26

28 27

29

まだまだ検討する必要が
あり進んでいない

１
問
答

日高川町ふるさと
教育副読本作成の
進捗は

３

③支援している団体と

２

カシノナガキクイ
ムシの被害状況と
その対策は
問

答
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道成寺周辺の堂閉川
浸水対策を急ぐ

道成寺周辺の堂
成寺参道付近から西側の

今回の改修計画は、道
延長６６０ｍ 区間にバイ

齢者医療広域連合では、

後期高齢者健康診査を実
施している。しかし、和
歌山県の受診率は全国

位である。本町の状況は
どうなっているのか。
受診料の無料化や集団

協力隊の任務終了後の
定住支援策を求める

定住してもらうために、でき
る限りの支援を行う

体的な支援策があるのか。

し協力隊が活動を始めて

将来の生き方、仕事や生

本町で地域おこ
するなどを含め、受診率

２ 年が経過しようとして

活などに色々と思いを巡

健診で受診できるように
向上のために広報等での

いる。

本 町 の 受 診 率 は 、 の方々との交流で生まれ

組内容はどうなっている

きと考えるが、本町の取

たアイデアで地域力を高

ケなどの復活任務や地域

配備されホタル・シイタ

寒川地区には、２名が

しても、意思を尊重して

るものと考えるが、町と

いては協力隊の意思によ

後に定住するか否かにつ

ると推察する。任期満了

らし、思い悩むこともあ

協力隊の方々は、
案内などの取組を行うべ

年度が２．３％、

めながら新しい事にも

のか。

年

定住に向けた支援をして

平成

年度が４．０％、

度が５．５％で県全体の

年度から自己負担

今後の取組としては、

ＰＲ 、移住交流と古民家

の販売や販路開拓と観光

２ 名の女性隊員が、産品

も十分可能である。

あれば使ってもらうこと

を管理して起業するので

提案の猪谷パーク全体

約半分程度となっている。

金６００円を無料にする

斡旋などの任務に就いて

平成

予定である。また、集団

もらうことが今後にも大

特に一期生が定住して

いる。
協議を進めたいが、色々

しかし、受診率の向上

た場合には、定住に向け

後、隊員が定住を希望し

の支援を行う。

考えるので、できる限り

もあと１年となっている。 きな影響を及ぼすものと

のため広報・行政無線・

任せるなど起業支援の具

て例えば、猪谷パークを
努める。

ＺＴＶを利用して啓発に

同時実施は考えていない。 協力隊の任務が終了した

な課題もあり当分の間は

それぞれの隊員の任務

検診で受診できるように

本庁の企画政策課には、 いく。

チャレンジしている。

答

早期改修と減災対策を県当局
に強く要望していく
年

６ 月の梅雨前線豪雨から
パス的な河川を計画し、

閉川洪水被害は昭和
年８月の台

数えて平成
流れを二分することで浸

号災害まで
水被害を軽減するもので

回も浸

風
水被害を受けている。実
今後は６月以降、梅雨

高齢者の健康づくり、生

和歌山県後期高

から台風時期にかけて、

活習慣病等の早期発見、

ある。

このことから、以前よ
河川内の土砂を取るなど

介護予防のため

に２年に１回の割合で被

り早急な対策が待たれて

の減災対策についても県

害を受けている。

いる。昨年、日高川水系

当局に強く要望していく。 の方を対象に、年１回の

歳以上

河川整備計画に堂閉川改
修計画が記載されたが、
その内容と整備に至るま
での豪雨期の洪水対策に
ついて伺う。
道成寺周辺地区

は、河川幅も狭く、勾配
も緩い。しかも蛇行して
いることから、豪雨のた
びに氾濫を起こしている。
堂閉川の改修には、下

６

問

41
27

答

５

61

流 の 斉 川 の 改 修 と のバ ラ
ンスも必要となる。

堂閉川

25

29

集団検診での受診は検討を要
するが受診率向上に努める
どう べ がわ

75

26

12

26

75歳以上の高齢者
が健康診査を受けや
すい取組を求める
問

４
問
11

答

年４月の入

年４月１日に

地賃貸借契約第６条に

同校理事長と交わした土

③平成

と聞いている。

に真砂土を入れ整備する

０ｍ 四方を整地し、新た

取っていたが、近々１０

②予算の関係で手間

お互いの交流が信頼関係を築
く上で大事

和歌山南陵高校に関
して

①

学予定者数は。
「原状と復旧」として、

される自校グラウンドの

「強く申し入れた。」と

し入れにより、同校生徒

除に際し、学校からの申

昨年、役場庁舎の大掃

に清掃活動をしてもらっ

高校の運営から撤退する

係を築く上で大事なこと

お互いの交流が信頼関

た。

となった際、更地にする

である。

これらを踏まえ、けじ

われているのか。

ようなことは、契約に謳

③万が一、和歌山南陵

いるのか。

整備はその後どうなって

公園施設の利用に関して、 明記している。

②同校の南山スポーツ

28

名を予定

和歌山南陵高校

仰ぐべく、当初予算計上

を見送った。

その他、激甚災害時の

受益者負担は現在取らず

に進めており、住民負担

スタイルをとったが、４

機構面では、公室長の

り寒さのためか遅くなっ

た。桜の開花は、例年よ

草木も芽を出し始めまし

春 の 訪 れに と も な い 、

年間の感覚から見て、置

ているようです。

４月といえば、学校、

職 場に お い て も 新 旧 入 れ

替わりのときです。

名が退

職 さ れ ま し た 。 長 年に わ

わが町職員も

抑制が必要で、今後とも

たりご苦労様でした。今

また新しく５名の職員

職員の定数管理をきちん

②あえて申せば、町の

が就任されました。よろ

後のより一層のご活躍を、
から、また機構等体制面

人口が減少するなか、更

しくお願いいたします。

としていくことが非常に

から総括いただきたい。

に斬新な若者定住施策と

心よりお祈りいたします。

②次期体制に期待する
政策はあるか。

促進住宅事業に関しては、 優先的課題に積極的に取

だ。その中で、若者定住

を結び、花が咲けば幸甚

えないが、まいた種が実

り組んでいただけたらと

と併せて、直面する町の

など、地方創生の諸施策

あるいは移住交流の推進

し く ご 指 導 、 ご 鞭 撻 のほ

す。どうか最後までよろ

職務を全うしてまいりま

届 け る た め 、 一 生 懸 命に

た が 、 住 民 の 声 を 議 会に

①まだ成果は見

希望者の点で思ったよう

どお願い申し上げます。

（龍田安廣）

思う。
ついては新町長に判断を

に進まず、事業の継続に

て支援や就労の場の確保、 ころあと１年となりまし

私たち議員も、残すと

大事。

ては、人件費をみた場合

職員の定数管理に関し

う。

いた方が良いのではと思

けるものなら副町長を置

の軽減に努めた。

南東

それをサポートする子育

①政策と成果面

北西

10

山本啓司議員
めをつけた関係を望むが。
①約

しているとのこと。

問
答

29
60

町長在任４年間を総
括すれば

まだ成果は見えないが、種が
実を結び、花が咲けば幸甚だ

２

１
問
答
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ひだか川議会だより

