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んなこと

まりました

決
の選任、教育委員会教育長・教育委員会委員・農業委員会委
員14名の任命、固定資産評価審査委員会委員３名の選任につ

いて、全て原案のとおり同意しました。また工事請負契約の

締結１件、専決処分11件（条例２件・平成28年度補正予算
９件）、条例の改正６件、平成29年度補正予算３件が提出さ

れ、全て原案のとおり可決・承認しました。選挙管理委員・
同補充員もそれぞれ４名選ばれました。

第２回定例議会

引き続き、次の方々

の選任に同意しました。

玉置貴之氏（中津川）
柏木敏昭氏（土生）

契約するものです。

（賛成全員）

●職員定数条例の一部改

鳥居宏行氏（平川）

（任期３年）

三原弘光氏（三百瀬）

高尾和宏氏（船津）

査委員事務部局が、議会

大嶋德男氏（小熊）
久保孝夫氏（山野）

藤並慶吉氏（熊野川）

小桑越内線越内橋橋梁災

す。

例の一部改正【専決】

●職員の給与に関する条

（賛成全員）

するため改正するもので

本年４月１日から、監

正【専決】

小早川幸信氏（三佐）

木下和昌氏（和佐）

事務局から総務課へ移行

●副町長の選任同意
の選任に同意しました。

（賛成全員）

●工事請負契約の締結

川越安信氏（松瀬）
龍田雅人氏（船津）

任期は、本年７月１日
から４年間です。

（平成

年度繰越・町道
大澤惠氏（高津尾）
中井育子氏（高津尾）

（賛成全員）
●教育委員会教育長の任

害改良工事（上部工））

指名競争入札により、

株式会社古部組が、５，

（賛成全員）

価を行い、町長に答申を

た方々を評価委員会で評

による町長の任命制とな

●固定資産評価審査委員

において活動する。

本年４月１日から新た

福本展一郎氏（愛川）

５７２万８千円で落札し、 に社会福祉士及び学校司
（賛成全員）

福島康充氏（寒川）

朝間一行氏（浅間）

小瀬渉氏（小釜本）

28

命同意
湯川宗一氏（土生）の
任命に同意しました。
任期は、本年７月８日
から３年間です。

農業委員候補者
の選定に至る経過はどう

（賛成全員）
●教育委員会委員の任命

か。また、それらの担当
町広報等により

地域の割り振りはどうか。

同意
林千栄氏（下田原）
の任命に同意しました。

●農業委員会委員の任命

行った。その後

公募し、応募、推薦され

同意

業委員の他に、今回は農

（任期４年）

農業委員会等に関する法

地利用最適化推進委員を

名の農
律が改正され、今までの

名選定し、町内各地域
り、次の方々の任命に同

会委員の選任同意

公選制から、推薦・応募

14
意しました。（任期３年）

越内橋橋梁災害改良工事

問
答
11

こ
６月16日から23日まで第２回定例議会が開かれ、副町長
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一般質問は、７議員が行い、町執行部の取り組み等を問い
ました。

書の職員を採用すること

業を行っている場合は、
業を追加する改正を行う

政令の施行により、一般

る政令の一部を改正する

金を公有財産管理基金及

で増額したほか、余剰

５千円とするものです。

総額をそれぞれ２２４万

（賛成全員）

ものです。

び防災対策基金積立金に

家屋と償却資産について

職の職員の給与に関する

から、等級別基準職務表
（賛成全員）

２分の１の額になる。

積み立てたものです。歳

年度国民健康保

法律の改正による扶養手
当の支給額が段階的に変

８７６万５千円を追加し、 【専決】

入歳出それぞれに２億２， 険事業特別会計補正予算

●平成

●町地域包括支援セン
ターの職員及び運営に関

更されたことに伴う所要

行により、３月議会に上

決】

業特別会計補正予算【専

６，１２６万８千円に増

額するものです。

（賛成全員）

防災対策基金積

立金の目的は何か。

防災に力を入れ

により、住民税の控除対

地方税法等の一部改正

もそれに対応する方法で

も大きくなり、県一本化

負担が変わるが、医療費

は計算方法が異なるので

等に関する法律及び児童

地方公務員の育児休業

関する条例の一部改正

●町職員の育児休業等に

（賛成全員）

総額をそれぞれ７億４，

１７万円を減額し、予算

歳出それぞれから４，１

調整を行うもので、歳入

算となるため、不用額の

末日をもって打ち切り決

かった。

残念ながら採用に至らな

由は。

隊の人件費等の削減の理

地域おこし協力

水及び公共用水管理運営

算の調整を行ったもので、

歳入歳出それぞれから３，

億８，

５００万円を減額し、予

算総額をそれぞれ

年度国民健康保

（賛成全員）

２１１万２千円とするも

のです。

●平成

険事業川上診療所特別会

計補正予算【専決】

決算見込みに基づき予

算の調整を行ったもので、

す。

●平成

年度国民健康保

（賛成全員）

４万５千円とするもので

総額をそれぞれ９，５６

６０万円を減額し、予算

応 募 が あ っ た が 、 歳入歳出それぞれから４

年度笠松農業用
（賛成全員）

特別会計補正予算【専
決】

年度一般会計補
正予算【専決】

決算見込みに基づき予

する基準を定める条例の

程しました内容中、主任

本年４月１日に町簡易

億

予算総額をそれぞれ
（賛成９名）

の改正を行うものです。

介護保険法施行規則の

（賛成９名）

介護支援専門員の更新研

水道事業から上水道事業

年度簡易水道事

国保の県一本化

修を受講する時期が不明

●平成

一部改正

に係る所得判定基準額の

一部を改正する省令の施

により医療格差が生じな

るべく、ハード・ソフト
になることに伴い、平成

両面を考えて、今後充当

確等であったため所要の

年度については、３月

象配偶者の定義変更規定

あると考える。

福祉法等の一部を改正す

７６８万７千円とするも

改正を行うものです。

の整備や、固定資産税の

●町過疎地域における固

る法律による児童福祉法

市町村によって

いのか。

を行うものです。

引き上げと税率等の改正

の一部改正に伴い、軽減

国民健康保険法施行令

の一部改正

●町国民健康保険税条例

の改正をするものです。
（賛成全員）
社会福祉士、学

校司書の昇給はどうなる
のか。
一般職員として

行政職給料表（一）に応
じて昇給していく。
一般職員と現業

職員の給料表の一本化に
研究する必要が

ついての考えは。
ある。

わがまち特例の割合を定

定資産税の特別措置に関

●平成

していく。

める規定、軽自動車税に

のです。
里親の法定化等の所要の

の改正により、養子縁組
過疎地域自立促進特別

（賛成全員）

●平成

する条例の一部改正

延長などの改正を行うも

地方税の課税免除又は不

措置法の一部改正により、 改正を行うものです。
（賛成全員）

険事業寒川診療所特別会

算の調整を行ったもので、 計補正予算【専決】

決算見込みに基づき予
算の調整をしたもので、

歳入歳出それぞれから

決算見込みに基づき予
地方交付税等の交付額が

●町消防団員等公務災害
非常勤消防団員等に係

均一課税に伴う措置につ

がまち特例の新設の内容

報通信技術利用事業を除

算の調整を行ったもので、

決算見込みに基づき予

はどうか。

万４千円を減額し、予算
小規模な保育事

見込額を上回りましたの

補償条例の一部改正

のです。

28

る損害補償の基準を定め

いて、対象業種のうち情

28
外し、農林水産物等販売

固定資産税のわ

16

98

おけるグリーン化特例の

●税条例の一部改正

問

答

問

答

28

28

28

問
答

問
答
問

28

28

38
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（賛成全員）

ティ助成事業１，７２０

浄化槽の設置など重点的

限を設けることにした。

すぎるため、ある程度制

チルーム改修事業は、

ａとなって
いる。同一にすべきでは
ないのか。
全ての農家を対
象とすると門戸が広がり

年度は調理器

28

給排水、空調設備が主な

天井改修、建具、床張り、

工事となる。

川辺西小学校の

いるが、学校施設ではな

いのか。

町民体育館とし

て建築した経緯があり、

保健体育費の予算に計上

した。

短期滞在施設利

用は、町の施設を利用す

のか。

日程度を

中津に真空包装機１台、

今回の備品は、

てあるが、活用している

猪谷に同様の備品が置い

真空包装機だが、中津と

品購入は、スライサーと

ジビエ工房の備

メドにしたい。

たい。期間は

パーハウス２室を活用し

寒川のグリーンキー

住宅を用意するもの。

定期間町で暮らしてみる

に興味を持った方に、一

の前段として、日高川町

空き家活用事業

今回、給食室内の解体、 るのか。

状態になっている。

具の撤去のみで、土間の

28

育施設として予算化して

議会からの意見を受け、 体育館外壁改装が社会教

に改修しておきたい。
今回、３戸を計上し、

万円、水道事業会計への
繰出金１億５，４６８万

保険給付費の減

額した理由は。

する。

モデルとして実施したい。 運用については再度検討
農地保全対策支

認定農業者にも農業機械

年度の事業であったがな

山野小学校ラン

への補助がされる。対象

援事業として、新たに非

日にかけての大雨被害に

となる要件に経営面積が、 ぜか。

戸当たり４００万円。１

問

歳入歳出それぞれから３
９０万円を減額し、予算
総額をそれぞれ６，２２
年 度 毎 の 予 算 は 、 ８千円、農業振興補助金
２千万円、山野小学校ラ
ンチルーム改修工事９４

前年度の見込額に対して
６％の伸びを加算して予
０万円、４月

４万９千円とするもので
す。
（賛成全員）
算を立てている。また各
サービス事業などが、見

よる農地農業用施設災害

歳入歳出それぞれに２億

事業を展開するためには、

答

日から

年度後期高齢者

医療特別会計補正予算
込みより少なくなったこ

●平成
【専決】

き家活用事業に基づいて

９，９２０万４千円を追

３戸以上が必要となる。

住宅と定められている。

ａ、

中津、美山地区は

活用事業は、入居者が決

定住促進空き家

（賛成全員）

千円を計上するものです。 川辺地区が

復旧費に３，３２５万８

問

とによる。

決算見込みに基づき予
特別会計補正予算【専

年度下水道事業

歳入歳出それぞれから４
決】

算の調整を行ったもので、 ●平成
５０万円を減額し、予算
決算見込みに基づき予

算の調整を行ったもので、 まっていない段階で改修

総額をそれぞれ２億５，
３６３万８千円とするも

予算総額をそれぞれ２億

実施する。民間の空き家

総務省の定住空

６，７１５万２千円とす

その住宅を改修するもの。

年以上町が借り上げ、

を
（賛成全員）

るものです。

１０２万５千円を減額し、

歳入歳出それぞれから１， するのはなぜか。
年度介護保険事

（賛成全員）

のです。
●平成
業特別会計補正予算【専
決】
決算見込みに基づき予
その中で余剰金１，０７

加し、予算総額をそれぞ

空き家の選定には、基

補助対象の限度額が１

５万５千円を介護給付費

億５，９２０万４千

算の調整を行ったもので、 ●一般会計補正予算

準備基金に積み立て、歳

れ

主なものとして、定住

空き家で傷んでいる台

幹集落のなかに点在する

入歳出それぞれから１億
億

促進空き家改修事業１，

所、風呂、トイレの改修、

10

答

問

答

30

18

３５０万円、コミュニ

30

答
10

答

問

28

17

問

問
答
87

５４４万５千円を減額し、 円とするものです。
予算総額をそれぞれ
るものです。

８，４１４万７千円とす

11

問

答

28
28
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包装機を配備する。

猪谷にスライサーと真空
は３年間で全ての学校で

めの事業である。県から
収入として、事業収益

補正後予算の総額は、

今回、電動仕切り弁と

で、能力も落ちている。

囲を縮小できることと、

緊急時に断水区域の範

船津の間、県道御坊美山

つなぐルートは、平川と

点がある。

水活動の範囲が狭まる利

約９００ｍを予定してい

地内、県道たかの金屋線

つなぐルートは、坂野川

船着地区と川中地区を

いる。

線約８００ｍを計画して

整備工事の内容は。

ことで、給水車による給

給水拠点の確保ができる

い。

２億３，６７１万４千円、 ポンプの本体を更新した
資本的収入３億７，１２
２万円、支出として、事
業費３億８，２１４万３

緊急時用連絡管

つくる計画が出ている。

猪谷のジビエ工房は、
計補正予算

地域おこし協力隊の方が、 ●後期高齢者医療特別会
狩猟免許を取得し、地元
歳入歳出それぞれに

づくりとして、緊急時に、 高低差、距離を総合的に

る。

30

誠氏（寒川）

英利氏（船津）

（賛成全員）

遠藤康之氏（皆瀬）

佐々木幸生氏（高津尾）

垣内茂夫氏（平川）

中畑昌昭氏（江川）

【補充員】

井領研二氏（和佐）

岡

古田

清水章博氏（小熊）

【選挙管理委員】

（任期４年）

次の方が選ばれました。

充員の選挙

●選挙管理委員及び同補

る。

をつなぐ２ヶ所を実施す

29

の猟友会の協力を得て、
万円を追加し、予算総額
１６万９千円とするもの

各施設の末端の口径、

解体方法を習得した。保
をそれぞれ２億６，１７

災害に強いまち

健所の食肉解体業、販売

隣接する区間の水を相互

判断して、川辺地区と早

です。

蘇地区をつなぐルートは、

年で実施する予定で、

１万５千円とするもので

に連絡する事業である。

和佐と松瀬の間、県道船

年度は川辺地区と早蘇地

年度、２ヶ

（賛成全員）

川辺地区と早蘇地区、

津和佐線約７００ｍを計

区、船着地区と早蘇地区

軽減なしに判定されたた

ろ過、滅菌した

29

年度、

水道への職員の

船着地区と早蘇地区、船

画している。

業の許可も得、現在販売
保険料償還金及び還付

配置は、町から公営企業

着地区と川中地区の３ヶ

す。

中津は、食肉販売を県
加算金を計上するもので

への出向という体制はと

携した取り組みを推進す

め、過大賦課された方に

水を配水池へ送るポンプ

号機のみで運転している。
年近く動いているの

船着地区と早蘇地区を

所で予定している。
人口規模が小さい場合、

公営企業法では、

らないのか。

千円、資本的支出４億２

問

も行っている。
が認定するプレミア和歌
す。

還付加算金の内容は。

保険料償還金、

（賛成全員）

山に登録、認定され、今
後も認知度が高まり、施
設の稼働も多くなると考
える。

水道事業管理者は置かず、
町長を管理者とできる。

厚生労働省の保

化により買い替えるもの。 険料算定に用いる電算シ

職員については公営企
月

ステムに不具合があった

学校運営協議会

ことが、昨年

人としている。

業会計に、事務局職員４

の事業、きのくにコミュ

ニティスクールとは何か。 表された。

るために、今年度丹生地

保険料を還付する。

が２台あり、交互に運転

愛徳浄水場送水

区で中学校１校と小学校

●水道事業会計補正予算

している。２号機の電動

ポンプの修繕の内容は。

３校、そして美山地区で

愛徳浄水場送水ポンプ

るものです。

管等整備工事費を計上す

中学校１校と小学校３校、
学校や地域が抱える
様々な課題を解決するた

愛徳水道浄水場

問

バルブが故障し、現在１

本来軽減されるものが、

27

合わせて８校で取り組む。 の修繕及び緊急時用連絡

学校と地域が連

12

問
答

答

11

日発

いずれの機械も経年劣

問
答

答
問
答
19

ひだか川議会だより
5

策など災害に強い町づく
りを推進」「健全な財政
運営を図るため行政改革
を推進」の５つの公約を
掲げ当選した。これ以外
にも「豊かな日高川町を
目指す」と約束している。
どのような状態が「豊か
な日高川町」と考えてい
るのか。
そして、住民の声を聞
き町政を進めるとも強調
しているが、その方策を
伺う。
私の考える「豊

①町長の鳥獣被

制度を改善し、再度、販

売に力を入れることは考

えられないか伺う。

⑤猪、鹿の捕獲報償金

を一律１万５千円に統一

できないか。統一すれば、

町の自主財源の負担増は

どれくらいか。

①有害鳥獣害対

策はさらに強化をしてい
く。

②今後も補助金を活用

し、被害の大きい所から

設置していく。

③日高町での成果は

頭である。通行止めや付

るが、一人一人が気持ち

かさを感じる施策も進め

民が物質的、金銭的に豊

点や今後の取り組みにつ

獲オリが３基ある。問題

Ｔ捕獲ワナである大型捕

②町内には最新のＩＣ

用していく。民間委託に

を地域資源として食肉利

④ジビエ工房は捕獲獣

年が経っているのは株井

ｍを超え、建設から約

トンネルの中で、２００

県の主要道路の

の上で豊かさを感じる日

問

トンネルだけである。通
③鹿の銃による夜間捕

るたびに早期改修が是非
次に、声を聞くとは、

に統一した場合、

県道ではあるが町の大動

進」「子育て支援や高齢

者定住など人口維持の推

とした産業の振興」「若

「農林業や商工業を中心

のか」を町政に反映して

「何を考え、感じている

かけていただき、住民が

る。親しみを持って話し

で町政を進めることであ

数も少なくなっている。

る運営をしている。解体

施設を貸し、使用料を取

ついては、調査、検討し

④ジビエ工房は、現在、 となる。報償金統一化に

のか。

ていく。

きるよう、県に働きかけ

に、そして安全に通行で

また、トンネルを含む

るのは当然である。

者支援など住民に優し

いきたい。

とも必要であると感じる。
獲が日高町で行われた。

捕獲実績に当てはめれば

脈である道路をスムーズ

年度
常に住民の話を聞く姿勢

その結果はどうであった

７３３万７千円の負担増

⑤報奨金を１万５千円

ついては検討をする。
いて聞く。

害についての考えや思い

近住民の協力の割にはそ

改修を進めるよう、県に強く要
望していく

高川町を目指す。

かな日高川町」とは、精

答

の効果は少ないと考える。

県道御坊美山線株井ト
ンネルの早期改修は

３

さらに強化をしていく
を聞く。

10

鳥獣害対策は

２
問

神的な豊かさである。住

答

誠議員
入口
久留米新町長は

50

気持ちの上で豊かさを感じる町を
目指す

い行政を推進」「防災対

28

新町長の選挙公約は

１
問
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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
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急カーブである。がけ崩
朽化が進み、覆工部にコ

しかし、トンネルは老

く」とのことである。

れも多発している。県に
ンクリートのひび割れや

株井峠自体が、急勾配・

強く早期改修を要望すべ
漏水が発生している。照
く、不安を感じる。

明も暗く、道路幅員も狭

きではないか。
県の回答は「平
また、この区間は多

年度に法面対策が完

成し、株井トンネルの老
くの車両が通行し、急

成
年

朽化対策工事も平成

本的な改修を行う予定は

時点では、株井峠の抜
今後、改修を進めるよう、

には、ほど遠いと考える。

るなど、重要路線の形態

勾配・急カーブが連続す

ない。引き続き法面やト
強く要望をしていく。

月に完了している。現

ンネルの点検を行い、適

配送体制、時間、衛生
管理は守られているのか。
品温管理は期待通りか。
各学校での評価はどうか。
土日祝祭日の学校給食
の実施や集合学習等の１
校への配送対応はできて
いるのか。
日からスター

学校給食共同調
理を４月
トした。
この間トラブルもな
く、時間内での調理、配
送、それから品温に配慮
しながら、衛生管理のも
と安全で確実に学校給食
を行っている。
美山地区の２校では、
４月下旬と５月初旬に試

特定賃貸住宅、単独住宅

の家賃は最低２万円、上

限４万円の家賃を設定し

ていた。家賃の限度額を

検討すべきではないのか。

戸、内訳は中

空室状況は、公

営住宅で

戸、定住促進住宅・

津地区で２戸、美山地区

で

特定賃貸住宅・緑の雇用

住宅で９戸、内訳は中津

地区で３戸、美山地区で

年の町村合併時

６戸となっている。

平成

の調整で、定住促進住宅

の家賃は公営住宅家賃に

準ずることとしている。

家賃設定は、公営住宅

については、公営住宅法

山中学校で調理し、それ

共同調理運営委員会を開

代表も交えての学校給食

びに美山地区の保護者の

５月下旬には、丹生並

また、入居者の収入が

る。

は空き家状態となってい

住宅だが、地域によって

対策として整備した町営

定を見直す余地がある。

定住促進住宅等であれば

の家賃設定はできないが、

まっているので、町独自

に基づき算出方法が決

ぞれ２小学校へ配送する

催した。その中で、特に

合併当時の担当者など

一度検討したい。

条例改正等により家賃設
親子方式の給食が開始さ

改善等の意見はなかった。 上がると家賃も上がるた

賃設定となり、町外へ転

旧村当時は、促進住宅、

給食を実施しないが、各
きは実施している。

出するケースもある。

れ、２ヶ月が経過したが
のか。
限られた時間内での調
理はできているのか。

校共通の行事等があると

から状況等を確認して、

若者定住と過疎

答

12

土日祝祭日については、 め、一部では非常識な家

食会を持った。

14

17

11

27

切な維持管理に努めてい

株井トンネル

答

問題なく実施されている

山本喜平議員
丹生中学校と美

定住促進住宅等で見直す余地がある

２

町営住宅家賃を実情に
合った設定に

問

トラブルもなく安全で確実
に行っている

１

共同調理学校給食
実施後の状況は
問

26 答

12

ら目的地まで③目的地か

ら目的地まで②目的地か

先進地では、①自宅か

る。

難な住民が増えてきてい

高齢化が進行し移動が困

を確保してきた。しかし、

を運行し、地域の交通

ティバスと乗合タクシー

町ではコミュニ

課題も多く、検討には時間を要する

ら自宅までの利用ができ

路線バス会社や行政域
は理想形であるが、幹線

に高齢化が進む山間部で

ドアの乗合タクシーは特

を超える運行など課題も
道路を運行する民間事業

ているところがある。

多くあるが、導入を検討

変化している。今後の公

が進むなど地域の状況は

現在の状況では、高齢化

を導入した当時の状況と

する余地はある。課題も

況も参考にしながら検討

の手法は、先進地等の状

おけるドア・ツー・ドア

ただし、一定地域内に

認可の面でも難しい。

エリアを設定するなど許

者の認可路線と重複する

年が経

すべきではないか。
合併後

共交通のあり方について

討には時間を要する。

多く見込まれるので、検

過し、コミュニティバス

12

も総合的に再検討が必要
だ。

合併して

年、
人口は約１，５００人、
人減少した。

小学児童は１７８人、中
学生徒は

おいて複式学級が増加し
教育環境の悪化と共に保
護者から不安の声が上
がっている。特に美山地
区では統合を求める要望
もある。しかし、具体的

な調査や検討には至って

総合教育会議においても

いるが、統合の問題など

この点について協議して

保護者の要望に寄り添

具体的な協議には至って

いない。

うために、デメリットに

いない。

今後は、学校運営協議

重点をおいて統合などの

具体策を検討する必要が

び教育環境充実の観点か

教育長には学校教育及

ながら、統合を視野に入

の十分な理解と協力を得

学中の保護者と地域住民

会を設立し、就学前や就

ら、町長には少子化対策

れた教育の充実を図って

ある。

の観点から伺う。

図っていくのかは教育委

校の教育環境充実をどう

るが、児童生徒数の極端

リットとデメリットがあ

町長：小規模校のメ

いく。

員会の最大の課題として

に少ない状況は回避すべ

教育長：小規模

生徒数の今後の推移（５

きと考えている。

を見ながら検討している。

年後美山中学校が複式）

答

答
いわゆるドア・ツー・

乗合タクシー

小畑貞夫議員

統合を視野に入れながら
教育の充実を図っていく
12

そのため、小規模校に

65

３
る乗合タクシーを運行し

川原河小学校

１

小規模校の保護
者の不安にどう
答えるのか
問

乗り継ぎなしで目的地へ
行ける乗合タクシーの検
討を
問
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ひだか川議会だより
9

町長は、選挙中

が見当たらない。
他から来て住んでみた
いという気が起きてこな
い。町長は、この課題に

の高齢化と新規加入者も
少ない。加工するだけで
精いっぱいとの話も聞く。
そうしたなかで、新た
な特産品を開発販売しよ
うとする個人・法人・団
体に日高川町特産品開発
事業補助金制度の策定を
求める。
今回の提案につ
いては、農業所得向上対
策事業補助金制度を活用
してもらうのも一つの手
段である。これは、農業
者限定で補助対象経費が
万円以上で上限額は
万円となっている。

山のごんちゃん漬だ。他

品の代表格といえば、美

土産物として季節のフ

度の外国人宿泊客がある。

を中心に年間２５０人程

今、本町にはアジア圏

しかし、この点につい

にも町内には友の会を中

ルーツが人気である。

本町の産品加工

きた。その中で一番難し

ては検討が必要であるた

心にした女性方が、創意

の日高川町らしいお土産

しかし、日高川町独自

前向きに検討する。

の相談があった場合は、

みられないが、開発販売

清議員

井藤

町長の選挙公約なので、

行財政改革は、

７月副町長も就任、体制も整
うので夏場より進めていく

早急に取り組むと述べて
いるが、取り組みへの観
点と具体的な手法につい
て伺う。
合併前の旧町村

当時は、公営住宅を建設
し若者定住、人口維持を
図ってきた。前町長も利
用計画のない町有地に住
宅を建設したが、今後は
町が住宅を建設するので
はなく、建築に一定の補
助を出し、土地について
も官民を問わず利用促進

いのが若者定住と人口維

め、しばらくの時間を要

工夫・試行錯誤しながら

を図っていく。

持である。しっかりした

する。また、他府県から

提案の商業ベースでの

ビジョンと熱い想いがな

資が必要であり、現状で

物のバリエーション不足

光客も徐々に増えている。 は町内に気運の高まりは

さて、本町を訪れる観

作り上げた加工品がある。 特産品開発には一定の投
組む。

まで以上に積極的に取り

の移住支援についても今

５つの政策目標を訴えて

答

いと前に進まない。
昨年３月に地方創生総
合戦略のアクションプラ
ンが策定されたが、その
内容から若者定住と人口
維持のため、この町に住

考えがまとまっていると

思う。３点について質問

する。

①行財政改革は身内、

執行部、庁内職員で行う

のか。町内有識者を入れ

る考えはあるのか。

②４年間の任期中、何

回行うのか。１期の期間

は何年か。

③町民より職員数が多

いと批判を多々聞くが、

何人が適正と考えている

のか。

①職員だけで行

ただいている方に入って

内情や事業への理解をい

で、監査経験者、役場の

たれることにつながるの

い。」などの不信感を持

「きちんとされていな

財政改革を実施すると

答

開発販売の相談があった場合は
前向きに検討する

３
を感じている。友の会員

１

行財政改革は庁内職員
で行うのか
町内有識者も入れては

問

50

若者が住宅を建築しやすい環境
を整える

２

答
10

日高川町特産品開発事業
補助金制度の策定を
問

日高川町に住みたいと思
わせるプランを
問
みたいと思わせるプラン

役場窓口
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いただくのも一つの方法
と思っている。検討して
みる。
②今時点で何年の期間
中にやり上げるかという
ことは考えていない。７
月に副町長も就任し、体
制も整うので夏場より少
しずつ進めていく。

月に

し、議会として決議され

伊奈禎胤議員
川の氾濫により、

策についても効果的に進

矢田川については、役

学路にも影響を与えてい

安心安全なまちづくり

場周辺から下流にかけて

めている。

という観点から見ても、

集中豪雨のたびに冠水し

る。

対策を講じる必要がある

ている状況である。

矢田川と堂閉川の浸水

と考えるが、町長の考え

を伺う。

早急に効果的な整備手法

対策について、県に対し

閉川を含む西川流域の河

を示していただき、早期

県の方針は、堂

川整備については、概ね

に事業着手してもらいた

するとしており、浸水対

く要望を続ける。

年間を目標として整備

答
20

③本町の広大な面積と、
２支所、１出張所の必要
性などを考慮すると、他
の類似団体と比較すると

年

い土地の購入ということ、

しかし、利用計画のな

たことは重く受け止めて

日に議会で賛成

また、まだ財務局に移管

月

８人、反対３人で土生区

早期に事業着手されるよう要望を続ける
していることなどを考え、 本庁の駐車場や近隣住宅

ある福祉法人が興味を示

先的に打診されること、

されても県や町などに優

されていないこと、移管

まず、請願者に

しての考えを問う。

この件に関して町長と

議した。

の要望に沿うようにと決

年

請願書」が提出され、同

土生区長より「旧薬草試

12

いる。

27

験場の用地確保に関する

平成

旧薬草試験場跡地

もう少し状況等を見たい。 への浸水、小中学校の通

矢田川

問

対し、８人の議員が賛成

矢田川・堂閉川の水害対策に
ついて

１
問

18

多いように見えるかもし

堀

辰雄議員

れないが、１５０人程度

もう少し状況等
を見たい

１

12

答

が適正と考えている。

旧薬草試験場
跡地について
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ここは道成寺に

も近く教育施設にも利用
できる土地であると考え
る。
また旧大成中学校も含

いる。

しかし、日高川河川整

明不足ではないか。

また、水害後の増水で

新町長として、

備計画も見直しが明記さ

一度復旧したものの、再

るものであれば、そうい

ダム操作規則の改善は

れており、町として粘り

度被災した箇所がそのま

この課題に対する意気込

河川改修と違い、お金の

強く要望をしていく。県

まになっている所もある。

う考え方にもなるが、今

いる課題ではない。下流

知事への進言の努力もし

みを聞く。

域の改修待ちでなく、予

ていきたい。

のところまだ確固たるも
いて、洪水調整開始流入

想雨量の大きさに応じて

向であるかはわからない

関係自治体の熱意が

年水害後の検証にお

量（６００ｔ／ｓ）が、

３パターン程度に分けた

が、一般の住民としては

いことには、あのような

あってこそ実現が早まる

椿山ダム

のもないので、今の時点
で購入する、しないの話
流域面積に対して貯水量

規則改善をすることが強

水害は妨げないことが明

と思う。できれば県知事
えてはどうか。

へ直接進言することも考

らかになった。
また、あの時に約２，
５００ｔ／ｓまで洪水調

発揮できるように定めら

「確実に効果が
ダム水位を下げておいた

れた操作方法」だという

整をせずにそのまま流し、
なら、大水害を妨げたこ

のが県の見解だ。

答

孝文議員
原

再度関係者の意見を聞

だ。

民が不信を抱くのも当然

地はしない。これでは住

プ場は復旧するのに、農

ける旧鳴滝オートキャン

特にたびたび被害を受

べきである。

県の判断をきちんと示す

理由が定かでなく、町や

土地所有者や地域の意

にならない。
がまったく小さい椿山ダ

く求められる。

問
ムではこの点を改善しな

今後も粘り強く取り組む

23
とも数字的に解明されて

き、改善が必要と判断し

た箇所は早く対応を願う。

指摘の箇所がい

くつかあることは認識し

ている。町としても土地

の荒廃を防ぐためにも何

いる。水害後の混乱や復

農地や土地がまだ残って

に手がつけられていない

ねなければならないとこ

は土地所有者の判断に委

が必要となり、最終的に

しかし、事業費の負担

とか復旧をと考えている。

旧体制の不備でそうなっ

ろである。

年水害の復旧

たものと考えられるが説

23

答

荒廃を防ぎたいが判断は所有
者に委ねられる

２

水害とその後の増水で
被災した農地の復旧

問

め、いろんな用途に利用
できる土地であると考え
るが町長の考えは。
土地そのものを

見れば確かにいい土地だ
と思うが、仮に町が購入
するにしても、町の施設
の中でそれが本当に生き

椿山ダム操作規則改定
にむけて

１

今の時点では購入する、しない
の話にならない

２

旧薬草試験場跡地購入
について
問
答
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なければならない。

が可能かどうかも検討し

なかで、現時点での復旧

また、時間的な経過の

まずの成果ということだ

いか。３基のオリでまず

にも工夫がいるのではな

オリの移動設置やエサ等

が、数が減ったという感
覚はない。

れば可能である。
いずれにしろ、研究を

進め、より効果を上げて
いきたい。

日（木）印南町

査としました。

を求める請願」は継続審

最低保障年金制度の実現

請願・陳情等の審査
産建厚生常任委員会
「年金削減の取りやめと

４月

議論の進め方、質問力か

久留米町長も５つの公

体制を整えられました。

約に向けて頑張ってくれ

になるように生かしたい

傍聴に来てもらえる議会

を持ってもらえる質問や

し、皆さまの提言を真摯

声を聞くなかで、襟を正

町議会も町の皆さまの

るでしょう。

講師は、龍谷大学政策

に受け止め、議会で議論

願いします。

（吉本賢次）

しください。

を付けてお元気でお過ご

きますが、体調に十分気

ます。不安定な日々が続

がやってくる恐れがあり

招かざる客、台風や洪水

８月から

月末までは、

これからもよろしくお

います。

町の発展につながると思

して活かしていくことが

と思います。

町民の皆様からも興味

の講義を受けました。

ら議会力への考え方など

なる優秀な方々で盤石な

長と、町づくりの基本と

町長のもと副町長・各課

６月議会も終わり、新

北西

学部教授土山希美枝氏。

催されました。

南東

一般質問の現状と課題、

町議会全議員研修会が開

辻井旅館会議室で日高郡

13

シカの害も深刻である。

やシカ、イノシシにも対

「質問力を高める！
議会力に活かす」

大型オリをシカ用に使用

３４０頭とされている。
一方シカは、県内に５万
３千頭がいると言われて
いる。被害は深刻である。
導入している遠隔監視

センサーとカメラを活用

応でき、本年も２基の購

獣 害 対 策 と し て 、 装置付大型オリは、サル

した大型オリの導入が進

入を予算化している。
サルのエサについては、

められているが、現在対
象はサルのみとなってい

るが、シカ等にはない。

今のところ県の補助があ

学習能力の高いサルへ

移設も比較的容易にで

る。
の対応には、人間も知恵

日高郡町議会全議員研修会

してはどうか。シカも群
れで行動することが多く、
エサを変えることで対応
でき、設置も休耕田など
人家付近でも可能だ。
町内のサルの生
群れ、少なく

30

ても８６０頭、多くて１，

息数は約

答

を絞らなくてはならない。 き、７、８人で一日もあ

10

移設やシカ用にすることも可能で考
えたい

３

大型捕獲オリのさらなる
活用を
問
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