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議会だより

日高川町「手話言語条例の制定」可決
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TEL. 0738−22−9504
FAX. 0738−22−2093
E-mail：gikai@town.hidakagawa.lg.jp

成28年度一般会計と10の特別会計の決算認定は、「決算特
別委員会」を設置し、閉会中に審査することになりました。

また、所管の常任委員会に付託された陳情１件を採択し、

意見書を提出しました。（陳情の審査は４ページ、意見書は
11ページに記載）

第３回定例議会
●手話言語条例の制定
年に採択されま

動に移すには何から始め

施策の推進を行

（賛成全員）

していないが、大きなく

話」という個別な表現は

と地域福祉計画には、
「手

変更について

町村総合事務組合規約の

務の変更及び和歌山県市

紀の海広域施設組合よ

くりの中で含んでいると

年４月１日か

ら和歌山県市町村総合事

り、平成

今後、改正する機会に

解釈している。

るつもりか。
町民に理解して

もらうには、広報を前向

平成
した国連の障害者権利条

務組合が共同処理してい
手話の普及は、役場で

を共同処理したい旨、ま

は、表現していきたい。

る」ことが明記され、国

の窓口事務をしている職

地域包括ケアシステム

た有田聖苑事務組合、有

きに取り組みたい。

においても条約批准に

員が、挨拶などできる程

の強化のための介護保険

田郡老人福祉施設事務組

約に「手話は言語であ

年の改正

度は身につけてほしい。

法等の一部を改正する法

合及び有田衛生施設事務

る常勤職員に対する退職

障害者基本法で「すべて

手話教室等を通じて住

律による介護保険法の改

組合より、同日から和歌

●介護保険条例の一部改

の障害者は、可能な限

民の理解を深め、手話

正により、過料の規定に

山県市町村総合事務組合

手当の支給に関する事務

り、言語（手話を含めて

サークルの協力も得なが

係る対象者を「第１号被

向けて、平成

の言語）、その他の意思

ら進めたい。

きもあることなどから、

ながら手話で表現する取

発表をしたり、歌を歌い

正

●公営住宅条例の一部改

（賛成７名）

る改正を行うものです。

のを、「被保険者」とす

保険者」と限っていたも

同処理したい旨の申出が

る補償に関する事務を共

は通勤による災害に対す

員に係る公務上の災害又

の議員その他非常勤の職

が共同処理している議会
ムも必要では。

に基づき、手話への理解

訳を配置して、共に学べ

今後、講演会に手話通

公営住宅法施行規則の改

る公営住宅法施行令及び

公営住宅法の改正によ

するものです。

するため、本規約を変更

あり、同日から共同処理

学校では手話で

及び普及に関しての基本

正に伴い、条がずれるこ
する計画と整合性を図る

歳入歳出それぞれに１

●一般会計補正予算（第

（賛成全員）

億６６９３万８千円を追

とによる改正を行うもの

●和歌山県市町村総合事

加し、予算総額をそれぞ

２号）

務組合の共同処理する事

です。

（賛成全員）

る機会をつくりたい。
生することができる地域

としているが、現状はど

民が安心して暮らし、共
社会を実現することを目

障害者福祉計画

うか。
です。

的に新たに制定するもの

障害者福祉に関

的理念を定め、全ての町

自治体や制定に向けた動

すでに条例を制定した

れる。」と定めています。 手話を学ぶ教育プログラ

当町におきましても、手

り組みをしている。

学校教育の中で

疎通のための手段につい

正

30

問

話が言語であるとの認識

て、選択の機会が確保さ

23

んなこと

まりました

５件、全て原案のとおり可決しました。同時に提案された平

答
問
答
問
答

決
定１件、改正２件、事務組合の規約等の変更１件、補正予算

18

こ
９月８日から14日まで第３回定例議会が開かれ、条例の制

第47号
平成29年11月１日発行

2

ひだか川議会だより

一般質問は、６議員が行い、町執行部の取り組み等を問い
ました。

ひだか川議会だより
3

れ

億２６１４万２千円

とするものです。

ます。
（賛成全員）
美山支所庁舎解

障害者の日常生

活及び社会生活を総合的

計補正予算（第２号）

歳入歳出それぞれに１

に支援するための法律に、 ６２万８千円を追加し、

ものです。

６３３４万３千円とする

保険料負担金を計上す

るものです。

（賛成全員）

なく、所定の講習を８回

は手話ができるだけでは

業がある。講師になるに

市町村の必須事項として、 予算総額をそれぞれ２億

に建設された建物には、

ら改修に係る答申を受
け、役場内でも協議を行
アスベストを含有した建

２００６年以前

い、地震時には倒壊の恐

受ける必要がある。日高

８４０万１千円を追加し、

材が使用されている場合

遣する。

予算総額をそれぞれ

れもあるとの指摘がされ
美山支所庁舎は１９

●国民健康保険事業特別

●介護保険事業特別会計

早急に解消する必要があ
７８年の建設で、屋根

積み上げが１３０万円と

会計補正予算（第１号）

圏域で養成するため構成

ることから、美山支所庁
材、内装材、天井材、吹

助金の対象者自らの名義

いう価格になる。それを

歳入歳出それぞれ３５

がある。

舎解体撤去工事に係る設
きつけ材等にアスベスト

に登記された住宅であれ

基準に上限１３０万円と

補正予算（第１号）

計委託料５５９万５千円
の含有した材料が使用さ

ば、土地の名義、賃貸の

設定した。

市町村で負担するもの。

を計上しています。
れている可能性があるの

如何に関わらず、住宅部

プラス何十万円かの補助
金を出せないのか。
県には紀州材を
使用した場合の補助金が

億

４９万７千円を追加し、

予算総額をそれぞれ

ものです。

基金積立金及び返還金

を計上するものです。

（賛成全員）

億

８１８９万６千円とする

ものです。

返還金を計上するもの

です。

（賛成全員）

●一般会計補正予算（第

３号）

歳入歳出それぞれに４

億

２４５万円を追加し、予

算の総額をそれぞれ

６８５９万２千円とする

基金積立金１７

００万円が計上されてい

ものです。

去る８月７日の台風５

る。積み立てた基金の額
は。

４０万円程度となる。

とに伴うもので、被災直

鳴滝歩道橋が被災したこ

号により町道中木佐井線

●後期高齢者医療特別会

予算上は、４５

様子を見ながら、必要
い。

いるが。

研修費負担金を計上して

手話奉仕員養成

に応じて対処していきた

ある。

歳入歳出それぞれに１

また、若者定住を進め

で、検体を採取しての調

分について補助の対象と

大阪での講習に２名派

るための新たな施策とし

査費も含んでの積算とし

17

住宅を木造で建てる場合、 ９９４９万７千円とする

若者定住支援で

て若者定住支援補助金１

新たな若者定住

なる。

事費として１５００万円、

助金を

分の１補助、上

支援補助金の対象者は、

限１３０万円に設定した

日にかけ

町外からの移住者に限ら

日から

ての豪雨による林道施設

れるのか。

４月
災害復旧費２５３２万９

町内の方でも、

問
答

12

89

理由は。

千円、８月７日に和歌山

年度の町
自ら住む住宅を新築した

平成

県北部に上陸した台風５

内の新築物件等で調査し、

号の豪雨災害に係る農地

場合には当然対象となる。 平均的な固定資産税の税
代の義務教育が終わるま

農業用施設災害復旧費２

助金の対象となる家を建

での

額を算定した。子育て世

５６３万２千円、公共土

てる土地は、賃貸でも適

を免除する施策を講じた

若者定住支援補

木施設災害復旧費４８５

用となるのか。

年間の固定資産税
８万１千円を計上してい

問

答

28

10

15

問

若者定住支援補

ている。

年間の税額の

体撤去工事に係る設計委

主なものとして、今年

答

５月「美山支所庁舎とそ

ときに、

美山支所

手話奉仕員の養成研修事

若者定住支援補

15

託料の積算はどうか。

答
答

18

問

３００万円、町道補修工

ている現庁舎での業務を

答

の周辺整備検討会」か

問

89
17

問
答
問
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月後半に査定

を受検した後に本工事に

後から国土交通省と協議
を重ね、今後の強風や地
復旧に１億３千万円と

請願・陳情等の審査

激変する世界情勢について
研修しました

ています。トランプ大統

を得るとの方針が示され

８月４日、かつらぎ

概算している。

領の考えが、ＳＮＳ（ツ

行い、災害復旧申請をお

総合文化会館「あじさ

イッター）などで発信さ

委員長
熊谷重美

堀

全国森林環境税創設促進

■陳情者

地方創生にもつながるも

みならず、国土の保全や

みは、地球温暖化防止の

し）氏。

富坂聰（とみさかさと

学海外事業研究所教授の

ジャーナリストで拓殖大

力も求められています。

がら、時代を読み解く能

する世界情勢を理解しな

私たち地方議員も激変

る「全国森林環境税」導

を求めることを基本とす

通じて国民に等しく負担

にも大きな変化が生まれ

ロシア、北朝鮮との関係

統領が誕生して、中国と

アメリカのトランプ大

指したいと思います。

から信頼される議会を目

めながら、町民の皆さま

今後も更なる研鑽に努

のであり、都市、地方を

日高川町は全国森林環

入の一日も早い実現を求

一徳

境税創設促進議員連盟に

める必要があると考える。

板垣

加入し、森林・林業・山

以上のことから、賛成

■委員会の意見

村対策の抜本的強化を図

多数で「採択」するもの

会長

議員連盟

た。

いホール」で和歌山県町

れています。

産建厚生常任委員会

山村地域の森林吸収源

村議会全議員研修会が開

名の委員で構成する

この議案は、議長を除

です。

年度歳入歳出決
「全国森林環境税の創設

対策の推進や安定した雇

催されました。講師は

●平成
に関する意見書採択」に

用の場の確保等の取り組

願いしていく方向となっ
昨年度の一般会計及び
関する陳情について

算の認定について

内容としましては、撤
去と橋の架け替えに係る
設計委託料として１２０
く

副委員長

辰雄

とになりました。

特別委員会で審査するこ

11

０万円、撤去工事費とし
て３０００万円などを計
上しています。
（賛成全員）
町道中木佐井線

鳴滝歩道橋の撤去と架け

の特別会計の決算認定

たものです。

備え、早急に橋の撤去を

なる。

10

震などによる二次災害に

答
10

28
（継続審査）

るための新たな税財源と

とする。

した。

引き続き、継続審査と

求める請願

低保障年金制度の実現を

年金削減の取りやめと最

して「全国森林環境税」
を創設することを目指し、
活動を続けている。
年度税制改

このような中、政府与
党は「平成

年

30
度税制改正において結論

総合的に検討し平成

体的な仕組み等について

環境税の創設に向けて具

正大綱」において、森林

29

替えに係る日程と金額は
どうか。

鳴滝歩道橋

問
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一般質問
（質問した順番で掲載しています。）

にもなり活性化にもつな

とで地域産業が活性化す

住促進室を人口維持の推

また、企画政策課の定

む体制を強化すべきでは。

チームを組織し、取り組

横断的なプロジェクト

にむけて、関係する各課

住など人口維持の推進」

にかかげている「若者定

町長が政策目標

山本喜平議員

はどうか。

の状況把握に小型無人飛

農作業や災害時

附を待っているだけでな

行機のドローンを利用す

るということを考え、寄

即財源にもなるこの税

く、もっと積極的に取り

がる。
金、専門職員を配置して

る動きが県内でも広まっ

日高川町もドローンを

組むべきではないかと考
また、現在総務課の職

活用した技術開発をする

でも増額につなげていく

員が事務を担当している

ことにより、農作業の省

ている。

したことにより、返礼品

が、今後もこの体制で良

力化等、多角的な利用が

えている。

の選択は「自治体の裁量

いかも含め、検討してい

総務大臣が交代

に任せるのが当然」との

できると考えられる。県

築したい。

状況を把握する体制を構

ドローンを飛ばし、被害

購入も含め、災害時には

また、防災の分野でも

たい。

ど前向きに協力していき

にも指導をお願いするな

きたい。

つもりはないのか。

答

発言もあった。
特産品を取り入れるこ

ドローンを購入して町を挙
げて開発に取り組んでは

発研究会でも立ち上げて

多角的な利用ができるように
検討したい
ドローンを購入
し、町を挙げて取り組む
ことは、県下でも早いほ
うである。町のアピール
となるのは確実である。
で空中散布をする時代が

十年も経てばドローン
減り、三百万円あったふ

う。

興味のある人は多いと思

鳥獣対策にも利用できる。

来る。災害対策用や有害

加工品がある。それらを

町には多くの農産物や

なったと聞く。

るさと納税が百万円台に

大口の寄附者が

２
問

町長が会長になって開

各課横断的なプロジェクト
チームは必要となる

１

人口維持の推進す
る体制づくりを

問

答

堀江才二議員

総務課の職員が担当しているが今後
検討したい

返礼品とすることでＰＲ

ドローン

ふるさと納税の専門職員を
配置してでも増額の推進を

１
問

進を図る課に再編する考
本町の人口は、
年の国勢調査で１

高額な家賃に上限を設け、

安心して住める町営住宅に

「みなし特定優良賃貸住宅」の適
用を協議する

められている。この適用
が可能なのか、また、そ
の団地内に入居している
方の家賃に影響はない
のかなど、今後、県、国

の「アクションプラン」

効性をより高めるため

総合戦略の計画の実

ている。

人口減少の抑止をめざし

促進、また、町営住宅を

た。町の人口維持と定住

はできないとの見解だっ

づいているので町独自で

住宅の家賃設定は法に基

方向が示されたが、公営

と創生総合戦略」により、 どの家賃設定を検討する

として取り扱うことが認

なし特定優良賃貸住宅」

増料金が発生しない「み

収入超過者となっても割

得者の定住を図るため、

努めたい。

について検討し、改善に

にかかる「利便性係数」

が異なるので、家賃算定

中津、美山の地域で条件

と協議を進めたい。川辺、

では、「スケジュール」
空き家状態にしないため

いては、「若者定住など

いものかと県と協議して

については、手立てはな

歳以上は約

本町の高齢化率

％で、

０人、介護予防の対象者

内、要介護認定者が６３

３４００人となる。この

が

見通しは立ったのか。

いと表明された。設立の

人材センターをつくりた

互いを支え合うシルバー

65

が１３０人ほどとなって

いる。そうすると２５０

０人ほどが元気な方と考

歳以

歳までが１４００人

えられる。また、

上

ほどいる。

農業など自営業の方は

年齢に関係なく仕事をし

ているが、定年退職後、

仕事などをしていない

方も多くいる。「軽作業

で少しはお金が稼げる」、

そのことによって元気に

過ごせるシルバー人材セ

ンターを創設したいと考

えている。

センターを運営する中

心となる方を思案してい

ている。

るが、来年春ごろまでに

公営住宅の高額な家賃

３分の１以上が

人口維持の推進」に取り

きた。家賃設定にかかる

町長は、人口の

事業を進めている。現状

に上限を設けるとか、あ

える中で、長く元気にお

組む体制を強化するため

係数の検討、人口減少等

は設立できないかと考え

では複数の課が関係して

るいは、超過する家賃に

には必要となってくる。

により、住宅の需要が当

65

歳を超

くる施策は、その都度協

討すべきでは。

ついて補填することも検

町営住宅

議している。
関係する各課横断的な

人口維持の推進に特化し

初の予定より少なくなっ

公営住宅の家賃

た課の再編も併せて、今

た地域において、中堅所

65

プロジェクトチームにつ

後検討したい。

34 答

答

75

えは。
平成
万人を割り込み、９７７
６人となっている。「日

や「実施方法・手段」、
にも居住されるほうが良

高川町まち・ひと・しご

「数値目標」等を定め、
いはずだ。

定住促進住宅な

企画政策課で調整して各

来年春ごろまでには設立できな
いかと考えている

３

シルバー人材センター
の創設は

問

２
問

答
27
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6

ひだか川議会だより

ひだか川議会だより
7

各区への徹底を強化する

とりに、どう対応してい
くのか、区長や民生委員
に任せきりにならないよ
う地域全体の支えが必要
で、その対策強化が求め
られる。
避難所の体制確立も急
務である。この間の台風
５号では、町内９ヶ所で
開設したが、町内全域へ
の発令なら、少なくとも
各区で１ヶ所の開設が必
要だ。誰が開設するのか、
誰が責任を持つのか明確
化が必要だ。

その際、経営面積要件の

む。

の拠点施設誘致のための

先日説明があり、面積

業と農地保全対策支援事

認定農家への購入支援事

購入への助成であるが、

防・生活支援の５つの

住まい・医療・介護・予

地域の高齢者に対して、

２つの角度から質問する。

用地取得の意向について、

要件は地域格差をなくし

業の二本立ての形でやろ

サービスを一体的に提供

同じ農業用機械

ａ以上に統一された

うということである。し

するための体制を

改善と補助内容の再検討

が、補助内容は依然とし

かし、議員の指摘のよう

内の移動範囲ごとに構築

を具申しておいた。

て認定農家に比べて、補

な混乱が生じないような

するようとの国の方針に
この点がどうしても納

月からとし

は、当面待っている方も

一般農家への支援開始

考えているのか。またそ

町としての必要性をどう

て

助率も限度額も低く抑え

対応が必要だ。

分以
られたままである。
得できない。農地と地域

おり、この

の中で重点は何と考えて

基づいた対応だと思うが、
を守るため皆がんばって

たいが、３年間の事業期

急遽、町長より

表明のあった当システム

ばならないのでは。

会や住民に説明しなけれ

最低限これらのことは議

あまりない中であるが、

方針に照らせば、時間が

わない」としていた町の

「目的のない土地は買

体的計画が必要だ。

だ。また、それによる具

合致していることが必要

のプランと町の考え方が

活用を希望している法人

購入したいとのことだが、

の拠点施設の用地として

旧薬草試験場跡地をそ

いるのではないか。なぜ
早期実現を待ち望んで

いるのか。
農家だけから一般農家に

いる農家も多く、一刻も

間中に改善をしたい。
拡げる要望をしていた

早く執行しなければなら

色分けするのか。

令されたときの避難手順

ところ、本年度途中より

購入支援を認定

や高齢者や障害を持たれ

民生委員等に説明し、お

に差があり、十分徹底で

30

10

実施されることになった。 ないが、再改善を強く望

避難勧告等が発

事業期間中に改善する

た方々への対応、避難所
の開設についても、前々

指示。その際どうしなけ

願いをしている。

れる避難準備情報や勧告、 から区長はじめ消防団、
ればならないか理解でき
災害の種類や場所に

きているかは疑問だ。今

ただ、地域の取り組み

よって異なるが、手順を

後はさらに連携を強め、

ている住民は少ない。

明確にして住民に周知し

徹底していきたい。訓練
たい。

の実施もお願いしていき

ておく必要があるのでは
ないか。
特に災害弱者ひとりひ

必要なシステム。早く
計画を煮詰めたい

農業機械購入支援
事業の再改善を

２
問

孝文議員
原
災害時に発令さ

答

10

地域包括ケアシステ
ム構築への町の対応

３

避難手順と避難体
制の確立を

１
問

答

問
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国平均のずっと

ヤーを固定するアンカー

上にある本町の高齢化率、 が切断されたということ

を出す前に、法人とでき

ある。財務省に購入申請

土生・小熊は重点地域で

いる。特に人口密集地の

必要なシステムと考えて

の支援の必要性等々から

退院を余儀なくされた方

旧であり、また同じよう

だが、災害復旧は原型復

撤去して再建との方針

があったのではないか。

ワーという設定にも問題

はなかったか。片側タ

れるが、強度設計に問題

風による破損と考えら

だ。

る限り具体的に計画を煮
なことが繰り返される可

増える認知症、病院から

詰め、皆さんに示したい
能性もある。検討を加え

の設計の段階で変更も検

色々な種類があり再建設

たアンカーについては、

しかし、破損に至っ

いる。

計に問題はないと考えて

いた施工であり、強度設

国が定める指針等に基づ

動をしたと推察している。

り、吊り橋が不規則な挙

台風の暴風によ

る必要があるのでは。

と考えている。

鳴滝歩道橋は、

産品としての認証も取得

し、今後は関西圏よりも

現在、美山ジビ

エ工房の利用は地域おこ

関東圏向けに商談会など

先日、本町の

ホームページを見てジビ

し協力隊で、中津は利

ルすることで中山間地域

のジビエを全国にアピー

して賑わっていた。本町

全国各地から視察も殺到

は「しらまもみじ」とし

肉「しらまぼたん」鹿肉

ている。利用者の会も猪

田地方の飲食店に提供し

とシカ肉料理を作り、有

いく。

ら、ジビエ環境を整えて

も関係団体と協力しなが

認識しているので、今後

更なる販路拡大が必要と

しかし、町としては、

している。

の生き残りの希望の星に

て販売している。優良県
現在では、後からジビ
エに取り組んでいる自治
体が、色んな取り組みを
始めている。ジビエは、
わが町の観光資源でもあ
る。
もう一度、ジビエの賑
わいを取り戻す必要があ

そろそろ総合防災訓練の実

なる予定だった。

ジビエ工房紀州が開所し、 協力隊は、中津分校生徒

に気付いた。９年前には、 用者の会が使用している。 を通じて販路開拓を計画

エの文字が消えているの

問

ると考えるがいかがか。

施について具体的な計画を

でも総合防災訓練の必要

旧町村単位の訓練を実施し、総
合防災訓練につなげていく

９月１日は、防

なっている。国民が様々

の日からは防災週間と

いない。もう、そろそろ

答弁で未だに実施できて

しかし、時期尚早との

性を質問した。

な災害についての認識を

総合防災訓練の具体的な

災の日である。また、そ

深めながら、災害に対す

防災減災として

と考えるがいかがか。

る心構えをする日である。 実施計画を策定すべきだ

本町にとっても忘れては

年９月３

は、自助・共助を確実に

ならない平成

～４日発生の紀伊半島大

訓練の実施を考えている。

身につける方法として

私は、以前の一般質問

水害を含んでいる。

答

討していきたい。
まずは、早急に撤去を
したく、補正予算を組み、
月初めに入札を実施す
る予定だ。

23

片側だけに橋塔がある景
年も経過して

観重視の吊り橋であるが、
完成して

いないにもかかわらず、
今回の台風５号でワイ

2

小畑貞夫議員

ジビエ販路拡大のためにジビ
エ環境を整えていく

答

問

答
10

破損部の変更も検
討して再建したい

４

鳴滝歩道橋を
どうするのか
10

ホームページから
ジビエの文字が消
えている

１

答
問
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8

ひだか川議会だより

そのため、区長会連絡協
第２次長期総合

及び各種団体の代表者・

昨年第２回定例

事業を活用し年次計画を

補助については社会資

立て整備をしたい。

設の有効活用や稼働率の

本整備の都市公園等の事

家を交えて調査すること

紀三井寺・田辺との連

助事業で、あと５年ある。

議会で、南山スポーツ施

計画の策定が始まった。
より「長期総合計画審議

向上、合宿誘致に向けて

業で

今後は、審議会を４回

を提案したが、調査はし

名に

議会で地区単位訓練をお
わが町のこれからの
会」を設立し、計画案の

特色ある施設整備を専門

行う中で意見を調整し計

学識経験者などの

願いしているが、実績は
間と将来を決める重要な
審議を行っている。

年

極めて少ない。
計画である。現在行われ

年から８年間の補

現在、自主防災組織
ている審議会での進め方

が
自主活動を推進するため

携については県からも言

く。

携を取りながら進めてい

たのか。その内容はどん

また、本町には、日高

また、既存計画につい

中で、ジョギングコース、

を聞き提案をいただいた

内の整備について意見

図るため、専門家に公園

利便性の向上を

が、検討してはどうか。

活用の向上が期待できる

面でメリットがあり、利

と連携すれば維持管理の

場・田辺スポーツパーク

かどうか。紀三井寺競技

備計画にも適用されるの

ると聞いたが、追加の整

助枠が何年間か有効であ

けて整備したが、その補

場は補助事業の採択を受

検討してはどうか。競技

ドゴルフ場などの整備も

投てき練習場・グラン

画書に反映していく。

に、町主導の自主防災組
川過疎地域自立促進計画

ては、必要に応じて見直

われており、今後十分連

織の連絡協議会を立ち上
や日高川町まち・ひと・

し、変更していく。

なものか問う。

げ、地域実情の把握や地
しごと創生総合戦略など
ている。それら計画との

域リーダー育成を行って
そのうえで、旧町村単
整合性は、どのように

の色々な計画書が存在し

位の訓練を実施し、次に
図っていくつもりか。

いく。

町全体の防災訓練につな
第２次長期総合

計画は、まちづくりの最
上位計画である。今回の
策定に当たっては、副町
長・教育長・各課長級職
員で構成する「長期総合
計画策定委員会」が計画
案を作成した。作成にあ
たり、第１次計画につい
ては、検証を行うととも
に、各種団体への聞き取
り・保育園児の保護者ア
ンケートなどの情報分析

日よけ付き観覧席、若者

山本啓司議員

はどうか。

団体ある。今後は

問

センターの改修等、補助

持続可能な財政運営をめ
ざす

1

熊谷重美議員

等は。

①まずは内部で

項目と、目標とする数値

について、特に重視する

②「健全な財政運営」

は。

町長が考えている進め方

くものと理解しているが、

法により取り組まれてい

た指標に近づいていく手

を繰り返し、目標とし

実践と達成度合いの検証

といった計画が作成され、

や、「集中改革プラン」

①「行政改革大綱」

いて問う。

して、その進め方等につ

行財政改革に関

南山陸上競技場

問
を行っている。

27

行財政改革の進め
方は

10

15

補助事業を活用しながら
年次計画を立て整備を進
めていく

げていきたい。

審議会を４回行うなかで意見
を調整し計画に反映していく

答

現在、議会・関係機関

南山スポーツ公園
の整備について

1

答

84

わが町の将来を決める長
期総合計画の進め方は

３

第47号
平成29年11月１日発行

問

答

ひだか川議会だより
9

上で議員や監査委員など

事業の検証を行い、その
の作成は、これら役場内

「大綱」や「プラン」
査がされているが、交付

国も注目し、数々の調

響を与えないと認識して

税額や補助金の算定に影

移行できればと考える。
おり、ある程度の積み立

部の検証後、必要に応じ
機構改革までは今のと
ては必要との総務省の理

役場の内情や事業内容を
理解する方に入っていた
ころ全く考えていない。

つ、引き続き財源の確保

質公債費比率を重視しつ

普通交付税が５年間で約

措置の適用を受けても、

昨年度からの激変緩和

たな取り組みを考えてい

年度の

取り組みをしたい。現状

検討段階だ。

年度と

９名の方は入所基準を

下回っており、納得いた

だいているが、今後希望

がかなわない子どもたち

平成

拡張工事で、かわべ保育

が増加するのはいかがな

名から

所の未満児定員は拡張前
の

せて検討させてほしい。

未満児保育は若干スペー

ただ、かわべ保育所の

名の申込みの内、入所条

スがあるものの、臨時保

ないのが現状だ。

名であった。 育士が思うように集まら

所は定員内だった。

なかつ、みやまの両保育

員と同数の

件をクリアした方が、定

と、かわべ保育所では

極め、施策の切り口と併

ものかと思う。動向を見

26

名に増員し

24

今年度の状況で述べる

た。

25

だく。
今実施している「町長
検証の一環で、各課が実
に努め、現在までに積み

解も得られている。

施する事業の課題や方向

立てた各種基金を活用し、 ８億円減少する。今後の

％前後を目指した実

性、予算措置への対応な

町財政への影響を緩やか

町長はどのよう
持続的な財政運営の観点

るのか。
未満児保育のニーズは

から、計画的な活用と積
み立てを心掛ける。

高まる一方だ。申し込み
と入所実績を踏まえ、入
所基準の緩和や受け入れ
拡大は考えられないか。
本町の子育て支
援策は、周辺市町と比較
しても劣っていない。実
際に子育てに関わる若い
方々がどこに不便を感じ

48

②

どを情報共有の観点から
「持続可能」な財政運営

現状検討段階だ
ているか見極め、必要な

39

39

ミッション」は内部での

行っているもので、一通

にするためには

子育て支援に関する
新たな取り組みは

今後残高は減少するが、 な子育て支援に関する新

れている。

崩しが必要との試算がさ

億円の取

10

20

年間で

をめざしたい。

の交付額に与える影響は

いる。

財政調整基金

り終われば全事業につい
て検証を実施したい。

億円の

財政調整基金に関して
年間で財政調整基金
取崩しが必要

残高規模については、一

・今後の残高推移と予算

・地方交付税や補助金等

般的に「多いほど良い」

編成での取り扱い方針は
億

円余りの残高は、町の標

昨年度末で

金等の交付措置の観点か

準財政規模に対して多い

るが、地方交付税や補助
ら、総務省や県には異な

ように見え、県からは多

・残高規模に係る認識は

る。以下の観点より問う。 いとの指摘を毎年受けて

る見解があると聞いてい

35

ものであろうと考えられ

財政調整基金の

20

３

10

答

かわべ保育所

10

問
答

2
問
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10

ひだか川議会だより

ひだか川議会だより
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「全国森林環境税」の創設に関する意見書
我が国の地球温暖化対策については、2020年度及び2020年以降の温室効果ガス削減目標が国際的に約束されて
いるが、その達成のためには、とりわけ森林吸収源対策の推進が不可欠となっている。
しかしながら、森林が多く所在する山村地域の市町村においては、木材価格の低迷や林業従事者の高齢化・後
継者不足に加え、急速な人口減少など、厳しい情勢にあるほか、市町村が、森林吸収源対策及び担い手の育成等
山村対策に主体的に取り組むための恒久的・安定的な財源が大幅に不足している。
このような中、政府・与党は、「平成29年度税制改正大綱」において、「市町村が主体となって実施する森林
整備等に必要な財源に充てるため、個人住民税均等割の枠組みの活用を含め都市・地方を通じて国民に等しく負
担を求めることを基本とする森林環境税（仮称）の創設に向けて、地方公共団体の意見も踏まえながら、具体的
な仕組み等について総合的に検討し、平成30年度税制改正において結論を得る」との方針を示したところである。
もとより、山村地域の市町村による森林吸収源対策の推進や安定した雇用の場の確保などの取り組みは、地球
温暖化防止のみならず、国土の保全や地方創生等にもつながるものであり、そのための市町村の財源の強化は喫
緊の課題である。
よって、下記の制度創設について実現を強く求めるものである。
記
平成29年度税制改正大綱において、「市町村が主体となって実施する森林整備等に必要な財源に充てるため、
個人住民税均等割の枠組みの活用を含め都市・地方を通じて国民に等しく負担を求めることを基本とする森林環
境税（仮称）の創設」に関し、「平成30年度税制改正において結論を得る」と明記されたことから、森林・林
業・山村対策の抜本的強化を図るための「全国森林環境税」の早期導入を強く求める。
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29年９月14日
和歌山県日高郡日高川町議会
（提出先）
内閣総理大臣・財務大臣・総務大臣・農林水産大臣・環境大臣・経済産業大臣・衆議院議長・参議院議長
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