来年度からの町人口
維持策は

より効果的な施策と意識向上
を図りたい
意識改革が必要ではない
か。知恵を結集すべきだ。
町の施策を総動

員して取り組むべき大き
な課題と認識している。

画化されている。おかし

者センターの改修等が計

にジョギングコースや若

が続けられており、さら

後も多くの付属的な整備

でいく。

いかを判断して取り組ん

今後も、過剰かそうでな

整備しなければならない。

用する上で必要なものは

外者の利用が主で、町内

南山スポーツ公園は町

けしている相手方と相談

最適であり、現在貸し付

は、元の位置に戻すのが

円近い経費を投じている

人口対策の新しい課に

管理室の移転について

の体育振興上からは、現

して進めていきたい。

いのではないか。

在の整備状況で十分と考

える。不備の改善は別問

題として、住民目線で考

えていくべきでないか。

管理室も、元の場所に戻

自然増と社会増を視野
に策定している「アク

たって整備を進めてきた

すべきである。

今後の本町の最

重要課題としての人口維

ションプラン」の目標に

が、現在どれほどの額の

若者センター内にある

持について、来年度予算

基づき、達成に向けたよ

国体開催にあ

等にどう反映させていく

投資となっているのか。

年度から９億

り効果的な施策と予算編

当時の両町長は、「最

が、不備なものは改修

のか。

低限の整備にする」と明

成を目指したい。
職員は、全ての仕事を

する必要がある。また利

転入増による対策と町
内の独身の方の結婚・出

言していたが、国体終了

25
その方向で意識してやっ

答

産による増加策の２つを

若い職員も含めた知恵を

柱に据えることが必要だ。 ていると思っているが、
このことはＡＩの分析に

出す場の設定や、深い分
析や調査も進め、意識向

よっても明らかにされて
いる。
とつふたつの単独の施策

ついては、今すぐとはい

上を図りたい。
では達成できない。事業

かないが、職員異動も含

人口維持の課題は、ひ

課も含めた行政全体が、

めて検討していく。

「あやめ学園」

は、高齢者の学習の場と

して、また趣味と教養を

年前に

高め、健康の保持を図る

ことを目的に、

開校され、毎年約

名の

個人からの寄付金を元に

32

70

過剰かそうでないかを判
断し整備していく

２

答

自らの課題として取り組

当初の趣旨の方向に改善
したい

３

問
むことが重要だ。職員の

南山スポーツ公園

老人大学「あやめ
学園」の状況と改善

問

孝文議員
原

南山スポーツ公園
への投資
問

１
（質問した順番で掲載しています。）
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6

ひだか川議会だより

一般質問

ひだか川議会だより
7

方が受講されている。
町にとっては、生涯教
育の柱であるが、最近の

でも当初の趣旨が生かさ

でいるのか。また今後の
「地域包括ケア

れるよう改善に努めたい。 進み具合について問う。
協議会設置も検討した
システム」を整備するた
め、当該土地の取得を目

い。

大学というより、趣味の
年９月に、国に

天文台のその後の
経過について

地元「かわべ天文友の会」と
「ＪＡＸＡ」と話を進めている

住民の方々からも懸案と

機構（ＪＡＸＡ）の計画

また宇宙航空研究開発

閉 鎖 し て 久 し く 、 立ち上げていただいた。
なっている天文台につい

に参画している千葉工業

月に和歌山財務

事務所長より本町を処分

て、現在の状況と今後ど

大学惑星探査研究セン

行い、

等相手方として決定通知

のように対応していく予

があり、町としては「か

された。

対し取得希望の申し出を

平成

指して進めている。

ていると感じている。
年間計画もなく、各部
任せ。教養講座も少な
く、ボランティア活動や
世代間交流はやっていな
い。先生がいない部もあ

月か

ターからも利用の申し出
年

年

工業大学との連携を図

りながら、町の豊かな自

年度に地元の天
文愛好家の皆さんにより

然条件を活かして、天体

生涯学習の支援と地域の

観測や自然観察を通じた

「かわべ天文友の会」を

平成

ら利用を休止しているが、 わべ天文友の会」と千葉

平成

定なのか問う。

町としては、平成

度予算に取得費を計上し、
７月頃に見積り合わせが
行われ、早ければ平成

年秋頃には所有権移転と

11

学園の運営を見るとき、

答
なる予定である。

26

る等々、憂慮すべき問題
が多々見受けられる。
町村合併後の行政の指
導不足が原因と思う。
学園は楽しくなければ
いけないが、一定の厳格
性も必要である。開講当

問

箇

箇所・

避難所は、美山地区

本町が指定する

小畑貞夫議員

45

箇所を指定し

津小学校体育館・日高川

育館で、中津地区は、中

ター・寒川第一小学校体

育館・平スポーツセン

区は、川原河小学校体

る拠点避難所は、美山地

備情報発令時に開設され

ている。そのうち避難準

川辺地区

活性化の拠点施設として、 所 ・ 中 津 地 区

再活用していきたい。

前向きに整備を進める
ために予算化する

64

初に立ち返り、真の生涯
学習の場として改善を求
める。行政の中に対策協
議会を再度立ち上げては
どうか。

土生区から町に
買い取りを請願され、議

状況把握をした

上で対策を打っていきた

買い取るようにと採決し

会からも動議として町に

開校当初からの寄付者

いて、現在どこまで進ん

の方々の思いも考慮して、 た旧薬草試験場跡地につ
来年度の計画の中に少し

旧薬草試験場跡地

１

問

29
12

２
29

30
30

答

辰雄議員
堀

サークル的な状況になっ

払い下げについて順調に
推移している

１

拠点避難所の格差
対策を求める

51

旧薬草試験場跡地
について
問

い。

答
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交流センター・旧役場川
中支所で、川辺地区は、
かわべ保育所・早蘇中学
校体育館・南山若者セン
ターとなっている。
施設により避難所格差
がある。地域防災計画に
沿った避難所の再調査を
して避難所格差対策を講

高齢者が安心して運転
できる道路整備と交通
安全教育を

いのか。

限られた予算の中で維持管理を
しながら意識向上を図る
今年の９月と

県道・町道につ

いては月に１度巡回して

月に高齢者の道路からの
転落事故が発生した。道

いる。林道も毎月２回の

じるべきではないか。
路の安全対策が成されて

全ての拠点避難

所には、食料・水・毛布・

巡視を行っている。どの

トを配備して高齢者等が
ちこちに存在している

危険箇所は町内のあ

いる。

の中で維持管理を行って

要望を基に限られた予算

道路も地域の方の意見や

安心できるように心がけ

が、その認識と対応はど

る事故である。

ている。しかし、体育館

うなっているのか。

方が、職員からの情報だ

機器がない。避難された

技能も低下していく。

力の低下とともに、運転

年をとるごとに運動能

ブ連合会で町交通指導員

については、町老人クラ

得できることは不安を取

高齢者の運転が引き起

るが、より一層高齢者の
上を図っていく。

交通安全に対する意識向
私は、高齢者が運転免

こす事故も社会問題に

色々な格差について今

許証を返納することだけ

り除く意味でも重要なこ

後は、避難所格差が生じ

では、問題の解決にはな

なっている。

ないように、前向きに整

高齢者交通安全教育を

らないと考えている。

とだと認識している。

などと連携して行ってい

けでなく多くの情報を取

高齢者の交通安全教育

などにはテレビ等の情報

体育館などはエアーマッ

投光機・発電機を配備し、 いれば防げた可能性のあ

答

10

更に推進するべきではな

道路の危険箇所

にみられるように、地域

間競争の激化が予想され

る中で、このままでは日

高川町としても厳しい情

勢となる。

公務員が商売人になっ

てもいいじゃないですか。

黒い鞄を持って、全国に

営業に回ってもいいじゃ

ないですか。

そういった観点で営業

室を設置してはどうか。

企画政策課は、

町の将来像を示した総合

計画を策定する部署であ

り、観光・広報・交流・

Ｒに関する多岐にわたる

移住・若者定住・魅力Ｐ

もらいたい。この町に住

の一環として事務の効率

また、本町は行政改革

この町の産物を買っても

化と人員削減に取り組ん

資源を一括して、対外的

光・産業などの色んな

本町にある文化・観

業室的な新たな部署を設

とであるが、現時点で営

発信することは大切なこ

本町の資源を対外的に

でいる最中である。

にプロモーション活動を

置するという考えでなく、

若者定住やふるさと納税

対応していく。

置してはどうかと考える。 現在の企画政策課の中で

積極的に行う営業室を設

たいがある。

らいたい。色々なもらい

に帰ってきてもらいたい。

業務を行っている。

問

んでもらいたい。この町

この町を訪ねて

答

2
問

備を行う方向で当初予算
にも反映させたいと考え
ている。

公務員が商売人に
なってもいいじゃ
ないですか

３

答

第48号
平成30年２月１日発行

8

ひだか川議会だより

現在の企画政策課の中で対
応していく

ひだか川議会だより
9

山本啓司議員
なケースがあるのか。行

る土地としてはどのよう

が高いと考えている。

新規住宅建設の促進効果

②画一的な政策だけで

はなく、地域の実情に応

じた施策が必要だ。中

津・美山地区では、資源

として空き家を位置付け、

安価な家賃設定の誘導に

より地域バランスを考慮

する他、若者定住促進住

宅取得支援事業補助金制

度の補助金に差をつける

ことは、必要なのか見極

めた上で考えたい。

利用予定のない町有地

は、一定面積以上は宅建
①若者定住促進住宅取

推進できる政策を研究し

するなど、民間とともに

については６７００万円

ズに委託している施設

イールドオペレーション

町がフラットフ
得支援事業補助金制度の

たい。町内事業者や業者

事業者等へ売却を可能に

反響や申し込み状況は。

の委託費を支払っている。

る基盤づくり、仕組みづ

③民間活力が導入でき

また、産品所について

自の判断基準はあるのか。

額が適正かどうか、町独

同じ金額である。委託金

交換の場を検討していく。 そして今後３年間はほぼ
③川辺や幹線道路沿い

くりを進めていきたい。

生産者から、近隣の産品

くのか。
の地区における若者定住

また、便利な所では賃貸

所よりサービスが悪いと

策は。

ので、空き家物件の掘り

① 問 い 合 わ せ 等 、 物件はすぐに成約となる

者定住策を推し進めてい

の方との話し合いや意見

若者定住策につ

未利用の町有地（テニスコート）
②今後、どのような若

いて、

誠議員

入口

政財産・普通財産の見直
しは可能か。
件

①企画政策課が

リストアップ中で、
ほどが候補の段階だ。利
用の可否は物件ごとの判
断となるが、年明けには
先進地調査を行う。
特養川辺園前のテニス
コートと未舗装の部分に
関しては、地形的な課題
を有し、将来的な利用の
検討が必要だが、コート
として再整備するつもり
はなく、有効活用するに
は適地と思う。
難しく、民間活力を優先

②町主導による開発は

定のない町有地の宅地活

賃貸等は個別ケースで調

すべきと考える。売買・

だが

③行政財産の処分は禁

整し、柔軟に対応したい。

有地」に関して、調査を

止だが、普通財産は行政

①「利用予定のない町
始めているのか。特養川

に資する場合は処分でき
ば普通財産となることを

る。行政目的が終了すれ

辺園前のテニスコートは
利用されていないが。
②宅地活用は、具体的

にどのような方法なのか。 考えれば、土地取得時の
目的の見直しはあり得る。

サービスの向上に十
分な協議をしていく

１

12

答

用を、積極的に図る考え

町長は、利用予

リストアップ中で、12件
ほどが候補の段階だ

１

町委託施設の
運営について

問

問

高い地域では宅地造成や

の申請がある。利便性の

反響は大きく、既に２件

い。

起こしを継続していきた

不満も聞こえてくる。そ

かメール配信についての

答

利用予定のない町
有地の宅地活用
問
③処分や利用制限が係

どのような若者定住策
を推し進めて行くのか

地域の実情に応じた施策が必要
と考える

２
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利用している。閉店後、

いては、２００名程度が

津の売上速報メールにつ

道の駅ＳａｎＰｉｎ中

具体的に進めるべきでは

任から半年以上が経った。

と常々言っているが、就

ターなどを作り上げたい

よるシルバー人材セン

初の段階で役場もからみ、
臨時職員を雇い、準備を
していく。
来年度当初予算で対応
し、４月の職員異動で担
当者を決めたいと考えて
いる。

植樹も含め、対策は考え

枯渇という課題がある。

原材料である馬目樫の

ことが大切である上、植

伐」への転換を推進する

ては、「皆伐」から「択

今後の原木確保におい

樹も大切な対策であると

られないか。
猛烈な勢いで広がりつ

速報をメール配信してい

代も次々と定年を迎えて

歳を超え、それに続く世

伝統的技術を継承し、後

いる。町としては、今後

木の伐倒駆除を実施して

町の重要な産業と踏まえ、 活用し、森林組合が被害

の誤送付等により、個人

別徴収税額決定通知書」

業所に送る住民税の「特

考えている。

る。これは労働時間の短

いる。このような中、元

炭は生産量日本一と言わ

継者の育成に努め、より

も県と緊密に連携を図り、 番号（マイナンバー）の

名を

答

紀州備長炭は、

森林環境保全整備事業を

については、県の紀の国

カシノナガキクイムシ

縮と経費節減のためであ

気で居続けていただくた

れている。全町で

一層の生産量、そして品

被害木の早期発見とその

問

に考えているのか。

る。サービスの向上につ

めにも、小遣い稼ぎ等の

超える人が紀州備長炭を

質の向上にできる限りの

期２７３件発生し、

件

漏えいが、今年度上半

地方自治体が事

ながることは、今後、指

ターの設置を考えている。 生産しており、若い人も

できるシルバー人材セン

多い。産業として、町は

対応をしていく。

本町の紀州備長

定管理者と十分な協議を

仕事を継続的に斡旋す

支援をしていきたいと考

30

問

だった前年度同時期の４

66

していく。
利用者からの要望は、

今後の方向性を考えるべ

山本喜平議員

のような声を、町は把握
しているのか。町はどこ
まで運営に関与できると
考えるのか。
年８月に応

委託金額につい

ては、平成
募のあった提案資料を
もとに、町指定管理者選
定委員会が内容を確認し、
詳細資料を十分に精査し
た上で適正であると判断

１日の売上げ全てをメー

ないか。構想はできてい

町長は高齢者に

ル配信することが一番理
るのか。

つあるカシノナガキクイ

誤送付防止、情報漏えい防止に
努める

ることが重要である。こ

団塊の世代が

炭窯

伝えていただければ協議

分に最終売上

重要な産業と踏まえ、できる
限りの支援をする

きであると思うがどうか。 えている。

65

のことから事務局は、最

午後５時

想ではあるが、閉店前の

した金額である。

４月に設置を考え
ている

答

する体制は整えている。

ムシについて、どのよう

マイナンバー漏えい防止を

１

紀州備長炭について
の考え方は

３

２

シルバー人材
センターの設
立について

30

問

28

答
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10

ひだか川議会だより

ひだか川議会だより
11

倍超にのぼったと報じら
れた。
総務省は２０１７年５
月の送付分から、「通知
書」に従業員のマイナン
バーを記載するよう自治
体に指導している。この
ためマイナンバー記載の

介護保険料の引き下
げを

負担増にならないように
したい
％

特別徴収税額決定通知

体で誤送付がおこった。
基金を取り崩し、第１号

立てた介護保険給付準備

事業では、第５期で積み

の当町からの新たな入所

施設介護費用で、特養へ

費に占める割合の大きい

引き下げたことと、給付

介護報酬単価を２．

書へ従業員の個人番号の
被保険者の保険料を据え

第６期介護保険

記載をやめるべきではな

置くことで運営してきた。 者が少なかったことが考

「通知書」を送った自治

いのか。
崩すことなく積み立てら

では、プラス改定する方

第７期の介護報酬改定

えられる。

に特別徴収税額決定通知

れ、１億２千万円に積み

向が報じられている。さ

経過を見ると基金は取り

書を事業者へ約８００通

上がる見込みが示されて

らに、１号被保険者の介

本町では、５月

送付しているが、誤送付
いる。

２０１８年からの第７

早期発見、早期治療を

に発見され適切な支援が

第 ６ 期 の 状 況 は 、 への入所者数が増加する

はかるために、すべての

出産した場合、国保、協

目がなく確認できないが、

いて公費負担を行い、受

会けんぽ等から出産一時

検査にかかる費用につ

診者の負担を軽減すべき

金

万円支給される。

ではないのか。

訪問時に母子手帳等を確

かつ出産費用の支払い額

実施したことが確認され、

領収書等で聴覚検査を

認している。ほぼ全員聴

万円を超えた場合に、

が

人で、その内

書には、聴覚検査費用項

して請求している。領収

産費用の中に含んで一括

を実施し、検査費用は出

生後３日以内に聴覚検査

日高総合病院では、出

出産している。

人が国保日高総合病院で

生数は

本町の２０１６年度出

覚検査を済ませている。

保健師が新生児

42

たい。

を助成することを検討し

新生児聴覚検査費の一部

42

の防止と情報漏えい防止
のため、簡易書留郵便で

期介護保険事業では、積

護保険費用の負担割合が、

送付している。誤送付は

被保険者の保険料負担は、 行われた場合は、音声言

み立てた基金を取り崩し、 上げられる。当町の１号

語発達等への影響が最小

聴覚障害は早期

発生していないし、苦情

第１号被保険者の保険料

３年間で３千数百万円増

限に抑えられる。
ことも考えられるが、で

％に１％引き

や問い合わせ等もない。

の軽減と引き下げに活用

加することになる。特養
計画に対する介護保険給

新生児を対象とした聴覚

％から

今後とも、法令を遵守

すべきではないのか。

し、誤送付の防止とマイ
漏えい防止に、より一層

きるだけ負担増とならな

検査をすすめる取り組み
が必要ではないのか。

49

出産費支払い額が出産一時金を超えた場合、
助成を検討する

付費の実績が下回ってい

ナンバーを含む個人情報

問

努める。

23

いようにしたい。

22

答

答

る。
要因は、国が第６期の

64

新生児聴覚検査の受診に公費
負担を

３

27

2
問
答
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