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審査となっていました平成28年度各会計決算認定議案は、賛
成多数で認定しました。

また、議会からは意見書１件を提案し、可決しました。

一般質問は、６議員が行い、町執行部の取り組み等を問い

第３回定例議会
●人権擁護委員の推薦に
つき意見を求める件

個人情報の定義

に要配慮個人情報を設け

に関する要件が引き下げ

られたことにより、所要

たのはなぜか。

００分の５を減額するも

の改正を行うものです。

のです。
（賛成全員）

特に配慮し守ら

（賛成９名）

なければならない個人情

報として、人種、信条、

法改正の目的と

●職員の給与に関する条
例の一部改正

本町への影響はどうか。

の推薦に同意しました。

藏光好美さん（松瀬）

が引き上げられるととも

差を埋めるため、給料表

おいて、民間給与との格

円に引き下げたことで中

得価格を２億円から１億

がったこと、不動産の取

して民間事業者に提供

情報を匿名にして、加工

年人事院勧告に

（賛成全員）

に、賞与の支給割合も民

堅の企業を伸ばすことが

平成

社会的身分、病歴、犯罪

●一般会計補正予算（第

間に見合うよう引き上げ

行政機関が個人

の経歴などと規定された。

４号）【専決】

する方向が示されている。
日執行の衆

法改正の目的となってい
月

られることに伴い、改正

本年

膨大な個人情報を加工す

る条例の一部改正

資産税の特別措置に関す

る法律の施行に伴う固定

の形成及び活性化に関す

る地域における産業集積

●企業立地の促進等によ

●個人情報保護条例及び

することとなった。

資産税免除の条例規定を

の軽減。市町村では固定

産取得税の免除、法人税

受けられる。県では不動

認められれば特別措置を

全国的に統一した加工

る。

かという議論がされてい

て、何を出したらいいの

のようなデータを加工し

のか。

出るが防ぐことができる

事業計画書を県に提出し、 託すると漏えいの恐れが

る業務を、民間業者へ委
ぞれに１５００万円を追

よる地域における産業集

情報公開条例の一部改正

の仕方が示されたら町と

事業者が地域経済牽引
加し、予算の総額をそれ

積の形成及び活性化に関

個人情報保護法等改正

して対応する。

行経費で、歳入歳出それ

億８３５９万２千

する法律」が「地域経済

法の施行に伴い、要配慮

●定住促進住宅条例の一

月

の一部改正
去る

日に職員が

長の給与等に関する条例

●町長、副町長及び教育

（賛成全員）

円としたものです。

ぞれ

起こした不祥事に係る監

牽引事業の促進による地

個人情報が定義されたこ

部改正

（賛成９名）

定されなくなるとともに、 を行うものです。
設備投資に係る取得価格

図ることを目的として設

を促進し地域の活性化を

定住促進住宅は、定住

国のほうではど

督責任として、町長と副

域の成長発展の基盤強化

とにより、個人情報の収
のです。内容は、平成

分の

「企業立地の促進等に

町長の給料を減額するも

に関する法律」に改正さ

集の制限等、所要の改正

（賛成全員）

る。

友渕洋司さん（熊野川）

問

業種の幅が広

問

んなこと

件、全て原案のとおり可決しました。決算特別委員会で継続

答

問

答

まりました

定、過疎地域自立促進計画の変更、規約の廃止、補正予算８

答
れ、支援の対象業種が限

間、町長は給料の

１を、副町長は給料の１

10

年１月１日から１ヶ月の

30

10

決
件２件、条例の改正６件、字の区域の変更、町道路線の認

29

するものです。

22

議院議員総選挙に係る執

10
89

10

こ
12月８日から15日まで第４回定例議会が開かれ、人事案
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置された住宅ですが、家

の供給の促進に関する法
８ｍです。

年４月から「住

したが、利用件数の減少
や平成

民票等宅配サービス」を

（賛成全員）
●過疎地域自立促進計画

律の規定により、人口の
流出抑制と地域振興を図

賃算定において低所得者
を対象とした公営住宅条

実施していることから、

年度では丹生で１３

件の計３４２件。平

で２７２件、早蘇郵便局

９千円、農地農業用施設

復旧事業費に８６８２万

万円、公共土木施設災害

障害者福祉費に４２３０
成

で

件、合計

６件、早蘇で

の変更

１７４件で、約７年間で

住民票等宅配サービス

基金への積立金９５００

災害復旧費に２６３９万

事務の指定を取り消した

ることを目的として建設
年度か

例を準用しているため、
本計画は平成

された住宅であることか

半分程度に減少している。 円のほか、公有財産管理

収入超過者などの家賃が

く、地方公共団体の特定
の事務の郵便局における

年度までの５ヶ

年計画として策定して

ら平成

家賃算定とするため改正

ら、目的を第一に考えた

につながりにくいことか

万円などの増額を行うも

は平成

とするものです。

主なものとして、心身

（賛成全員）

年度から始めた

が、実績は１件の申請だ。 のです。

取扱いに関する法律第３
条第５項の規定により議

おり、本計画中、自立
促進施策区分２の「交通

を行うものです。
（賛成全員）

会の議決を求めるもので

機器の更新費用は、約

通信体系の整備、情報化

５００万円程度となる。

加し、予算の総額をそれ

年度で、丹生郵便局

％程度であり、様々な

国的な協力隊の定着率は

金の交付決定をする。全

１５０万円を上限に補助

町で審査し適正な場合は、

合は、計画書を提出し、

起業を目指す場

ついてはどうか。

協力隊の現状とあり方に

隊の起業補助金の内容と

地域おこし協力

す。

の事業名「（

歳入歳出それぞれに３

●一般会計補正予算（第

業に係る換地業務にあた

間交流」を削除し、ま

の利用件数と住民票等宅

（賛成９名）

（賛成全員）
り、大字小熊字大谷、字

た、自立促進施策区分８

か。また、機器の更新費

５号）

家賃の問題が
池田谷、字雨堤、字木曽

億２００５万４千円を追

菅谷に編入するものです。 名「（１）過疎地域集落

三津ノ川地内で進めら

億３６４万６千円

ぞれ
再編整備」及び「（２）

対象となる。家賃の現状

れている県道御坊中津線

●地方公共団体の特定の

利用件数は、平

用はどれほどか。

（賛成全員）

は、公営住宅に準じて、

の一部において、バイパ

事務の郵便局における取

発行事務を指定していま

93

宅について見直しを行っ
た。

過疎地域自立促進特別事

最も高い住宅で９万６２

ス道路が完成したことに

扱いに関する規約を廃止

●町道路線の認定

００円となっている。

伴い、元の県道敷を町道

する規約

戸が

今回の改正で高額所得

として認定するため、道

地方公共団体の特定の

定住促進住宅は

の追加料金を撤廃し、最

路法第８条第２項の規定

事務の郵便局における取

業」を追加するものです。 成

高で５万５３００円の家

により議会の議決を求め

扱いに関する規約により、
丹生郵便局及び早蘇郵便

（賛成全員）

賃になる。

るものです。

幅員が３．３ｍから５．

号線で、延長が３４０ｍ、 局において戸籍謄本等の

路線名は、三津ノ川１

●特定公共賃貸住宅条例
の一部改正
特定公共賃貸住宅は、

２つの郵便局で

あって改正されるのか。

配サービスの実績はどう

）地域

及び地域間交流の促進」

ら定住を促進することを
第一に考えた家賃算定と
●字の区域の変更

28 70

の「集落の整備」に事業

小熊開拓パイロット事

38

26

平の一部を、大字小熊字

問
22 答

問

高額となり、目的の定住

28
10

するため改正を行うもの
です。

26

32

目的を持った住

問
答
元々、特定優良賃貸住宅

戸籍謄本等の発行用機器（早蘇郵便局）

32

答

ブタクシー代交付数と状

川辺西学童クラ

隊募集は継続していく。

門戸を開けており、協力

たいと考えている人にも

会で働いて、地元に戻り

また、本町を離れて都

定着している。

起業等をなりわいとして

50

問
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ケジュールが厳しいこと

性が高く、報告までのス

委託については、専門

れぞれ１億３７９万円と

追加し、予算の総額をそ

それぞれに１２９万円を

額するもので、歳入歳出

千円とするものです。

れぞれ２億７６３９万５

追加し、予算の総額をそ

それぞれに７万８千円を

況はどうか。
瀬２名、山野１名、江川
から、業務に精通してい

するものです。

和佐４名、三百

１名となっている。通園
る業者に委託する予定で

国民健康保険診療所特

●国民健康保険事業寒川

診療所特別会計補正予算

●水道事業会計補正予算

（第２号）

人件費の調整と愛徳配

人件費の調整として増

収入の事業収益に２３０

繕費を計上するもので、

水池の緊急遮断弁等の修

額するもので、歳入歳出

万円を、支出の事業費に

追加し、予算の総額をそ

補正後の予算総額を、収

２２６万３千円を追加し、

９０１万４千円に、支出

れぞれ６４３４万６千円

（賛成全員）

の事業費では３億８４４

入の事業収益では２億３

●介護保険事業特別会計

す。

０万６千円にするもので

介護システム改修委託

料を増額するもので、歳

及び浄水費、配水及び給

営業費用の原水

万８千円を追加し、予算

水費のそれぞれに修繕費

の総額をそれぞれ

３０８万４千円とするも
設５％の分担金を支払う

け出が必要である。今回

（賛成全員）

●下水道事業特別会計補

（賛成全員）

のです。
こととなっているが、今

正予算（第１号）

●国民健康保険事業川上

人件費の調整として増

額するもので、歳入歳出

は。

号接近により、寒川地区

を修繕するもの。台風

寒川浄水場の自家発電機

での修繕は、美山地区の

原水及び浄水費

が計上されているが内容

億８

入歳出それぞれに１１８

（賛成全員）

補正予算（第２号）

とするものです。

それぞれに

万６千円を

（第１号）

（賛成全員）

については、毎月１ヶ月

う場合、予定地に埋蔵文

別会計への繰出金と償還

（賛成全員）

ある。
町営住宅の撤去

工事の内容はどうなって
いるのか。
寒川と高津尾新

田の住宅撤去である。更

認めた場合の規定により

億１４３万３千円とする

予算の総額をそれぞれ

９３万６千円を追加し、

歳入歳出それぞれに１

会計補正予算（第２号）

分の利用計画の提出を求
めている。
Ｊアラート（全

国瞬時警報システム）の
更新に係る予算内容と伝
達の流れは。
地については寒川は町有
地、高津尾は借地である

充当率１００％

の地方財政措置が適用さ
が、今まで通り町の借地
とする。

れる。
伝達の流れは、消防庁
業の内容と分担金の取り

免除とした。

農地災害復旧事

の受信機で処理後、各自

扱いについてはどうなっ

の国民保護室の情報を国
治体の防災機器に送信さ

重機借り上げ料の内容は

文化財保護費の

ているのか。
号

災害による農地災害は、

月の台風

れる。その後、町内全域
にある防災無線の屋外局
に伝達される。

どうなっているのか。

件となっている。本来受

化財などの遺跡があると

金です。

農地７件、農道・水路４

扱状況点検業務委託料の

益者が分担金徴収条例に

文化財保護法に基づき届

ものです。

目的とその委託先はどう

％、農業施

14

は、小熊地内と土生地内

で確認調査が必要となり、 診療所特別会計補正予算
人件費の調整として増

害指定を受けたことから、 予算計上したものである。 （第１号）
●国民健康保険事業特別

内部監査として会計管理

うことを目的としている。 回の災害は、国の激甚災

個人情報の定期点検を行

町が扱っている

基づき農地

宅地開発等を行

撤去される町営住宅

なっているのか。

特定個人情報取

21

特別の事情により必要と

21

10

者をその長とする。

問

答

10

12

問
答

問
答

18

問
答

答
問
答
問
答
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で停電が起こり電源が途
絶えた。自家発電機で冷
却水漏れを起こしエンジ
年が経過してい

ンが停止した。１９９１
年製で
る。一刻も早く修繕した
い。
配水及び給水費の修繕
は、愛徳配水池の緊急遮
断弁に係る修繕だ。
２０００年に設置され
たものだが、蓄電池、充
電器の有効期限５年を大
幅に経過している。付属
する地震計もあわせて修
年度歳入歳出決

繕したい。
●平成
算の認定

審査は、「款」ごとに

研鑽されることをお願い

をする手法で進め、一般

対し、担当する課が説明

政は、産業の振興・人口

タートしました久留米町

さて、本年５月にス

いたします。

会計、特別会計共に、熱

維持・子育て支援・防災

行い、委員からの質問に

心な質疑応答がありまし

た、５つの柱を掲げられ

対策・行財政改革と言っ
真摯に対応されました

ています。それらの実現

た。
町長、副町長、教育長、

に向けて、今後も適切な

年度歳入歳出

決算」の認定審査につい

担当課長はじめ、課員の

「平成

ては、第３回定例会に

皆さんに敬意を表します。 予算執行をされます事を

決算特別委員会に付託さ

高齢者医療特別会計、介

保険事業特別会計、後期

１．不用額が減少して

お願いいたします。

れ、町長、副町長、教育

護保険事業特別会計の３

きており、執行部の予算

審査の中で、国民健康

おいて設置された、議
人による

長、会計管理者、総務課

つの特別会計の決算認定

に対する取り組みに努力

長を除く議員

長をはじめ、各担当課の

に際しては反対の意見

がうかがえる。引き続き

２．補正できる予算案

審査意見

課長、副課長、直接業務

もありましたが、採決
歳入歳出

件は補正対応とし、安易

年度

決算」を認定することに

「平成

を担当している職員の出

日

の結果、起立多数により、 努められたい。
月

席を求め、慎重なる審査
を行いました。
審査は、去る

な予算流用は避けるべき
審査意見として記述し

３．事業実績報告書は

決定いたしました。
の議会費から消防費まで

ています３項目について

全課、支所とも、記述様

から歳入、そして

である。
日には教育費

は、次年度以降も引き

式の統一を図るべきであ

月

会計

続き努力し、また改善

る。

を、

ある特別会計全てについ

すべき点は適正に改善さ
した。

く、各部署において一層

てを、延べ２日間にわた

に一般会計のうち、歳出

28

この議案は、９月議会
で決算特別委員会に付託
されました。その後、議
会閉会中に委員会による

辰雄委員長
堀
17

れ、行政効果を高めるべ

24

審査が行われ、本議会に
審査報告が提出され認定
しました。
（賛成９名）

28

り慎重なる審査を行いま

10

26
28

11

10

10
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平成28年度歳入歳出
決算認定審査報告

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

最低保障年金制度の実現

を求める請願

引き続き、継続審査と

した。

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
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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
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答
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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
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１．視察の概要
ての集合学習の様子）

ビ会議システムを利用し

４．笠松小学校（テレ

３．中津小学校図書室

の中で、本棚のレイアウ

確保が課題に感じた。そ

る中で、勉強スペースの

いて、面積的に制約があ

運営が図られている。

題を有しつつ、積極的な

男性の参加促進などの課

参加メンバーの固定化や

じ補助金事業など、多彩

伝習館の遺物修復・宝く

ふるさと探訪・中津郷土

事業・「あやめ学園」・

総務文教常任委員会

（１）日程

ムを利用しての集合学習

おけるテレビ会議システ

に、美山地区３小学校に

いて理解を深めるととも

学校司書の活動状況につ

今年度から配置された

る。また、川辺公民館の

資料に基づき説明を受け

ての集合学習について、

ビ会議システムを利用し

地区小学校におけるテレ

校司書の活動状況、美山

（１）教育委員会より学

２．調査の経過

るのではと感じた。

書意欲の喚起に効果があ

感想カードの設置は、読

れており、新刊に対する

席配置など工夫が凝らさ

館者に配慮した職員の座

た展示や新刊のＰＲ、来

トはじめ、季節感を持っ

つつ、独自の企画力を発

要望にも一定程度配慮し

を有効に活用し、地域の

中津公民館では、施設

ては、少ないと感じた。

た２名の人員配置につい

した場合、非常勤を含め

運営と利用状況を勘案

成し、各戸に配布すると

館の新刊情報を独自に作

の情報発信として、図書

美山公民館では、蔵書

れている。

好な環境が整備・提供さ

れ、図書室についても良

な講座・教室等が開催さ

日（金）

を参観し、今後の活用の

活動状況について、担当

全体的に見ると、会員

年９月

可能性等検討するもの。

者より、資料に基づき説

の高齢化が進むなか、そ

平成

また、町内の公民館活

明を受けた後、質疑応答

れぞれの運営にご苦労

併せ、念願の改修なった

伴い、給食配送の様子と

校給食共同調理の開始に

さらに、親子方式の学

の順で現地視察を行い、

松小学校、交流センター、

小学校、美山公民館、笠

民館、山野小学校、中津

質疑応答の後、川辺公

つつも、公民館活動は住

各々の地域特性を理解し

が行われている。

山野小学校ランチルーム

質疑応答並びに意見交換

（１）公民館活動につい
て
川辺公民館図書室につ

られる理念は変わらない

担当者が代わっても求め

どの部署でも同じであり、

関する配慮が必要なのは

住民の方々への対応に

れるのだと理解する。

資質が担当職員に求めら

りに徹することのできる

課題を認識し、環境づく

民の身近な学校として、

を訪れるもの。
１．川辺、中津、美山
各公民館（中津は交流セ
ンター）
２．山野小学校（ラン
チルーム）

３．調査の結果

を行った。

（２）目的

動について各地区の取り

を行った。

いう、意欲的な取り組み

組みの状況を調査し、課

頂いているようである。

公民館教室に関しては、 揮し、泉大津市との交流

題抽出を行うものである。 （２）現場視察

29

（３）調査先（現場）

山野小学校

29
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ので、住民の方との関わ

今後の「仕事の慣れ」に
書の紹介などを行ってい

やすい見出しの表示、図

る。

また、子どもたちには

運動会に関する質問や感

は気を付けていただきた
実際、興味を引くよう

想を出し合う交流の様子

りが多い公民館活動では
なお、教室では、県か
な図書配置や低学年でも

は、「授業」として成立

抵抗感など感じさせず、

き続き公民館活動の環境
らのゲストティーチャー
手が届くような配置が行

る。

整備に努めて行くべきな
を招いての統計講座が行
われ、児童が閲覧しやす

い。

のだと感じた。
われており、地域に教え
くなった、とのことであ

特にこの点に留意し、引

（２）山野小学校（ラン
を請う取り組みをしてい

他にも現在は不定期だ

学した授業自体は、見や

体制も得ている中で、見

和歌山大学のサポート

ものと考えさせられた。

識の醸成に繋がって行く

間意識や、地域の連帯意

もたちの授業参加は、仲

しており、積極的な子ど

チルーム）
る。

この他にも、長年に亘

ており、県立図書館の団

で、ランチルームとして
査は、地域の環境保全に

体貸し出しを利用するな

が、図書だよりを発行し

れている。「木のにおい
も大きな影響を与えてお

ど、学校では読書の楽し

り継続している江川の調

がする」、「天井が高く
り、地域に根差した少人

いくうえでは、専門的に

てきれい」、「床も壁も

すい進行であったが、授

の交流を図り、話し合い

システムについて習熟し

みを与えて、学びたいと

将来的には、増員配置

活動を充実させるための

た教員の育成と配置が必

数教育のあり方に感心し

が望まれる姿なのであろ

ものであり、当日は３小

要である。

きれい」等々、何より児

うが、予算措置の課題克

学校の５、６年生が各校

業への活用を拡大させて
実際に読書の楽しみが

服や制度の充実に向け、

運動会の報告を通じた交

げて行くかは課題であろ

思える子に育てたいとの

味わえて、学びたいと思

慌てず、あせらず、今後

流会を行っていた。

うが、高度情報化社会の

た。

える図書室づくりに向け

の着実な取り組みに期待

自校に居ながらにして

更なる進展と、少子化の

童が作文でとても喜んで

て、今後も地道な取り組

したい。

複数の学校と交流できる

なかでの教育環境の充実

ことである。

みが続くと思うが、一人

（４）笠松小学校（テレ

テレビ会議システムは、

に向け、取り組みの必要

（３）図書館司書の活動

ではご苦労であり、せめ

ビ会議システムを利用し

情報化社会への対応力の

性を感じるので、町内へ

おり、児童にとっては給

て各校の図書室がある程

ての集合学習の様子）

育成や、今後の小学校に

について（資料説明及び

度整備が追いつくまで、

少人数による話し合い

おける英語教育には、少

の拡大的導入と予算化を

食がより楽しいものと

学校司書は、専門的な

教職員の意識高揚や応援

活動等を補完するため、

なからぬ効果や活用方策

検討すべきと考える。

中津小学校図書室）

校を巡回し、 を得つつ、本の整理など

日本十進分類方法による

作業をサポートしてもら

テレビ会議システムを使

としての利点が認められ

われており、緊張感がに

務が適正にテキパキと行

も同乗して、衛生的に業

時刻通りの配送で調理員

業も併せて視察したが、

給食配送車到着後の作

謝申し上げたい。

え、教育当局の配慮に感

具体的な業務としては、

えるボランティアを募っ

用し、美山３小学校児童

町内の小中学校全校で環
境整備や読書推進活動に
取り組まれている。
活動は一ヶ月かけて町
内小中学校

てどこまで活用範囲を広

今後どのように、そし

じみ出た最新の注意をは

環境整備として図書の廃

てはどうだろうか。

図書の分類を行うなど、

らっての業務の様子に改

棄・配架、分類が分かり

なっている様子がうかが

素晴らしい環境が提供さ

天井高が高く、開放的

る。

中津小学校図書室

めて安心した。

14
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総務文教常任委員会

校７４００名

中学校：６校３６７４名

小学校：

が残る各所を訪れ、同じ
自治会数：

を受けた。今なお、傷跡
内陸の中山間地域に位置

②コミュニティ・ス

Ａ組織、自治会組織で構

本的に、学校組織、ＰＴ

織が設置されており、基

報化社会への対応力の育

教育現場への普及は、情

において、情報化機器の

「ＩＣＴ教育の推進」

成に加え、子供たちの

成されている。

実働組織のタイプは３

様々な可能性を伸ばし、

する、わが町の地震対策

パターンで、教育目標ご

（１）調査目的

学校・家庭・地域が一

とに取り組む「合同部会

むツールとして非常に有

の参考とするものである。 クール導入の経緯
体となって、子供たちを

タイプ」、自らの役割を

効なものとして捉えられ

・日高川町では、来年度
クールの導入が計画され、 福岡県春日市

育てる基盤づくりをしな

強調した「三部会組織独

ている。

（２）調査地
佐賀県武雄市

がら教育していくという

立タイプ」、地域・家庭

福岡県春日市は、市内

世紀を生きぬく力を育

熊本県阿蘇郡南阿蘇村

目標で、この制度を導入

準備が始まっている。
（３）調査実施日

による学校支援を強調し

の全小中学校でコミュニ

することとなり、平成

２０１０年、先ず一学

校にｉＰａｄ

月９日（木）

ボランティア項目別に組

２０１３年に、タブレッ

年

平成

年に九州で初めて学校運

織された「学校支援組織

トＰＣを全市的に広げて

台を導入、
営協議会が設置された。

タイプ」があり、合同部

いくべきかを市のＩＣＴ

日（土）

当初は１ブロックの小

会タイプを選択している

教育推進協議会に諮問し、

（４）調査者

中３校への導入であった

学校が多い。

取り組み状況を研鑽する

熊谷重美、山本啓司、

が、以降５年間で全ての

総務文教常任委員６名

入や、その後の運営に活

龍田安廣、小畑貞夫、

ことにより、本町での導
かすために、視察を行う

「導入すべきである。」
随行職員２名
議会事務局長川口博史、

人口：４万９４３３人

で１人１台のタブレット

年度にはすべての中学校

ての小学校に、２０１５

２０１４年度にはすべ

との答申を受けた。

育の取り組みについて」

「ＩＣＴを利活用した教
同時に教育現場の改革

①武雄市とＩＣＴ教育
算編成権の委譲と裁量権

ＰＣが導入され、それを

（平成

校（約２８０

業（スマイル学習）を実

小学校

０名）、中学校５校（県

践している。
学校運営協議会で承認

ＰＣを持ち、ＩＣＴ教育

が一人一台のタブレット

公立学校情報化ランキン

比較する「全国市区町村

中学校の情報化進展度を

成果として、全国の小
された内容を具体化し実

が実践されている。

名）において、児童生徒

立中を除く、約１３００

活用した、武雄式反転授

年３月末現在）

の概要

に取り組み、１中２小へ
２．調査の経過

拡大、市独自の研究事業

教育課長小南勝美

した。

（２）佐賀県武雄市

・佐賀県武雄市では、全
国トップレベルの、ＩＣ
Ｔを活用した教育が実践
場における情報化社会へ

（１）福岡県春日市

や学校訪問の廃止などを

の校区再編、学校への予

の対応力の育成に加え、

「春日市のコミュニ

されており、本町教育現

今後活用されるであろう

40
行していくための実働組

ティ・スクールの特徴

③春日市のコミュニ

行った。
平成

ティ・スクールの展開」
①春日市の概要

㎢

．２歳

万２７７７人

年３月末現在
人口：

．

平均年齢：
面積：

29

れている先進地であり、

21
小中学校への導入が完了

17

情報化機器の可能性につ
いて理解を深めるために、
視察を行うものである。
・２０１６年４月に発生
した熊本地震で、熊本県
南阿蘇村は、大きな被害

15

42

11

14

11

～

ティ・スクールが導入さ

以降にコミュニティ・ス

１．調査事件

12
35

山本喜平、井藤清

11

ものである。

29

11

29
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小学校が全国１位、中学

グ２０１６」において、
ロードによるドリル問題

・ｅライブラリのダウン

授業

のサポート力が増した。

自治会改革で市民として

減が、制度の受け皿とし

ける改革と教員の負担軽

同時に、教育現場にお

一方的な負担のお願いや

行くことが重要である。

事者意識を持って進めて

家庭、地域が共有し、当

ついては、小規模校では

各学校単位での導入に

考える。

単位の方が適していると

２歳と若く、協働の部分

．

ことを避けて通ることは

度導入に際しても、この

て機能した。本町への制

次に、先進的な取り組

てはいけない。

協力・支援の要請になっ

春日市でのコミュニ

とが今後の課題となる。

どうするのか、というこ

また、平均年齢が

活用した遠隔授業
でも、学校やＰＴＡと目

ティ・スクールの成功の

う。

校が全国２位となった。
への応用

経緯がある。

②スマイル学習の概要
・文部科学省補助事業を

レットＰＣを自宅に持ち
・学習支援ソフトやイン

みとして、春日市では、

春日市

42

自治会は規模が大きく、

スマイル学習ではタブ
帰り、分かりやすい動画

できず、しっかりとした

強さに負うところが大き

的意識を共有できたこと

れる、「教育課程を介し

く、古き良き時代には全

ターネットを用いた、フ

て地域社会とつながる学

国どこでも強かったであ

コンテンツを見ながら予

校」ということが、「地

ろう、学校・家庭・地域

カギは、やはり地域力の

域を生かす」「地域を学

の結びつきへの原点回帰

次期学習指導要領で謳わ

ぶ」「地域に貢献、参画

ではなかろうか。

マスタープランを学校と

する」「地域と学ぶ」と

（２）武雄市のＩＣＴを

が事業成功の要因であろ

いう四つの地域連携カリ

利活用した教育の取り組

リースクール等で学ぶ、

キュラムにより、すでに

習ができ、家庭での学習

的特徴と、地震と被災の

えることが必要である。

人が入りやすい活動を考

リキュラムでは、地域の

れているが、地域連携カ

域学習はすでに広く行わ

教育方針に基づいて、地

はかり、全ての教職員が

たサポート体制の充実を

など、研修をはじめとし

支援員を各校に配置する

加え、機器操作に慣れた

一部民間事業者の協力に

を伴うスマイル学習では、

動画コンテンツの作成

学校運営協議会の規

取り組める体制をとって

タブレットＰＣの授業

模・形式について、中学

単位のどちらが適してい

への活用は、指導方法の

いる。

るかについては、各学校

校区単位と、小・中学校

日高川町においても、

みについて

不登校児童生徒への支援
（３）熊本県南阿蘇村

武雄市では、他に以下

概要について説明を受け

３．調査の結果、意見

実践されている。

を習慣付けている。
意欲的に授業に臨める
年２

月に３村が合併し誕生し

南阿蘇村は平成

が多く取れ、協働的問題
た、人口１万人余りの阿

分、グループ授業の時間
解決能力の育成につな
蘇の大自然に育まれた村
である。災害復旧中の同

のＩＣＴ教育に関する取

た後、村内を移動しつつ、

地内を訪ね、最初に地形

り組みが行われている。

被災状況の説明を受けた。

ログラミング教育

（１）春日市のコミュニ

春日市では、学校運営

・協働学習支援ソフトを

・スカイプ、インター

協議会の設立について、

ティ・スクールの展開に

ネットを活用したオンラ

自治会に出向いて説明を

用いた電子黒板とタブ

イン英会話

重ね、気運を盛り上げた

ついて

・カメラ機能を活用した

レットＰＣの連携

た、小中学校におけるプ

・民間企業の支援を受け

の取り組み

③様々なＩＣＴ教育へ

がっている。

17

用されたが、観光施設の
１．調査事件

次避難所として学校が使

もさることながら、自然
一部は設備が整った二次

（１）調査目的

た現場である。橋の崩落

がちであるが、武雄市の
の営みによるものとは言
避難所としての使用が可

改善や効率化と考えられ
それは、学習方法や指導
え、想像を絶するもので

産建厚生常任委員会

方法の転換をめざしてい

を訪ねたが、村営の運動

（１）長野県安曇野市

温

度、夏でも

度を超

富な水が、施設内で湧き

えることがなく、その豊

安曇野市は日本有数の

出ていることが最大の理

大王わさび農場

わさび産地で、その中で

由である。

ている。当初は砂利主体

万株ものわさびを栽培し

約１２０万人の一大観光

とができ、年間観光客数

地内を自由に散策するこ

また、この農園では敷

も「大王わさび農園」は

の敷地を有し、

（２）調査地

の荒地であったが、大正

スポットになっている。

約

長野県安曇野市

４年にわさび畑として開

入場料・駐車料金を無料

農事組合法人田原

長野県伊那市

大王わさび農場

拓を始め、長い年月をか

取り組みの視察

遊休農地再生活用への

能で、大変助かったとの
ことである。

あった。
現場近くのコンビニ駐

る。
学習意欲向上をはかる
元の親子は、何が起きた

公園に建設されたもので、

戸からなる仮設団地

るか、指導目的を達成す
か分からず車内で凍りつ

広場は、災害時の仮設住

車場で地震に遭遇した地

るための「スキル」と考
いていたものの、たまた

宅建設地になり得ること

「ツール」として割り切

えるかは、議論の分かれ
ま居合わせた東海大学生

工夫がされている。その

るところである。

ここでわさびが栽培さ

うえで、飲食店や体験施

け、現在の規模となった。 とし、観光客を呼び込む

れているのは、北アルプ

設を整え、わさびと加工

長野県飯島町

スの豊富な雪解け水が伏

品を販売している。この

から、前もって想定をし

岐阜県中津川市

流水となり、年間平均水

の機転で移動したため、

めとし、幹線道路はこと

ちこり村

ＩＣＴ教育は、ある意

学生たちが、その後テ

ごとく寸断され、村内の

（３）調査実施日

一般社団法人月誉平

においても、美山地区で
キパキと仲間の救出活動

交通アクセスはマヒ状態

平成

年

栗の里

はテレビ会議システムを

や、避難所運営に労を惜

になったが、迂回してで

日（水）

校における電子黒板やパ

災害時のみならず若者の

行政上、孤立しないため

味を感じると共に、道路

その前向きな言葉に現実

町の中山間部においては、 たので頑張れた」そうで、

林業振興課長

堀辰雄、原孝文
西岡繁

伊奈禎胤、吉本賢次、

～

整備充実をはかっている。 力が必要であり、定住促

ソコン等ＩＣＴ機器類の

進の必要性、また、「い

の代替道路の重要性を改

入口誠、堀江才二、

今後それらが現場で十分

ざ」と言う時に冷静に判

随行職員

活かされる事を望む。

西峯勲
議会事務局

２．調査の経過と意見

山崎千鶴

農業振興課長

村では、地震直後、一

が必要である。

内一斉の災害訓練の実施

めて認識した。

20

阿蘇大橋の崩落をはじ

用いた集合学習の取り組

しまず携わったことは、

も、代替道路としての県

日（月）

みを始めており、町内他

報道等を通じ、私たちの

（４）調査者

月

校への実施について検討

道や村道、観光道路の存

11

断し行動できるよう、町

また日高川町では、学

29
22

（３）南阿蘇村被災地
東海大学獣医学部側、
阿蘇大橋崩落地の対岸
は、山腹が大規模崩壊し

大王わさび農場

記憶にも新しいところで

ておくべきであろう。

15

が必要と思われる。

間一髪で難を逃れたそう

13

産建厚生常任委員

味、時代に沿った教育の

60

在は大きく、「道があっ

である。

15
ha

ある。高齢化が進む我が

進め方であり、日高川町

60
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流や地域文化とのふれあ

月誉平地区は戦時中に

ことを決め、平成

農地として開墾されたが、 法人を設立した。

年ほど前
い、農業体験の受け入れ

高齢化、兼業化、生産調

た。しかし、
から養蚕の衰退により養
等も行っている。利益率

ことにより、生産したわ
さびの９割を施設内で販
蚕農家が減少し、桑畑が

整等による栽培の減少や

年に

る。ヨーロッパ諸国では

キャベツやレタスのよう

に親しまれている。

大変であり、有能な人

た。多様な意見の中で話

獣害により荒廃していっ

となり出荷も順調で、収

現在では、栗も６年生

の積極的な雇用、地域の

元農業の活性化、高齢者

ほか、野菜農家として地

このちこりを国産化し、

材の必要性を感じるとと

し合い、

穫や規格外の加工用作業

名であっ

集落内の農家の発意に
もに、普段からの集落内

１．将来まで農地を守る

を地域の高齢者に委託し、 活性化の取り組みなどを

、会員は

当初、経営面積は４．

売する６次産業化を完成
を確保するための苦労は

た場合、本町に取り入れ
より、後世に農業ができ
でのコミュニケーション

ことを最優先。

６

遊休農地化、耕作放棄地

るのは不可能であるが、
る土地を残そうと再生活

の大切さを学んだ視察で

現金収入化することでも

農家を丸ごと集団化・法

また、集落内の農地と

３．周囲全体で獣害対策

業）

決める。（利用改善事

重するが、場所は法人が

設と連携し、販売まで行

菓工房や地元農産加工施

また、株式会社信州里の

ンゴ園の経営も始めた。

喜ばれている。周辺のリ

いた。また、説明員も、

者が調理、接待を行って

た昼食を食べたが、高齢

ここで、ちこりを用い

施設がちこり村である。

観光、文化活動一体化型

している。農業、商業、

特産として広める活動の

６次産業化の見本を見
用への取り組みが決定さ

２．個人の作付希望は尊

た特産品を、栽培、加工、 落の代表、学識経験者な

人化していることが参考

を行う。

う６次産業化に努めてい

た。

た思いがした。今後、本
あった。

人で構成する実施組

になった。

４．境のない畑で栗栽培

業を模索する必要性を感

織「上段土の会」を立ち

田原

等で販売金額も７千万円

機械化を図り、麦、ネギ

区画に集約した。今では、

２２０筆の放棄地を

この組織が中心となり、 （３）長野県飯島町

上げた。

農事組合法人

（２）長野県伊那市

じた。

ど

一般社団法人月誉平栗の

販売、観光まで広げる産

地権者説明会、現地説明

る。

年に農事組合

名、経営面

から始まり、

ほどになっている。
ここの視察では、地区
のまとまりや中心になっ
て進められてきた方々の
てできる取り組みである

地再生事業を行っている。 ねばり強さがあって初め
この地区は、以前は養蚕

と感じた。その中で、皆
で支えあう集落経営体を
目指し、都市住民との交

月誉平（つきよだいら）栗の里

11

が盛んで、天竜川沿いの
河岸段丘上段部に

もの広大な桑畑があっ

在も世話をしている。私

となって始めており、現

この栗園は会長が中心

が、もてなすことに徹底

送りまで素人感はあった

感じられた。迎えから見

この施設に対する誇りも

キーポイントと感じた。

ここでもやる気と人材が

う強い思いが伝わった。

栗園を成功させたいとい

本町でも参考とすべきで

そして高齢者の活躍には

高齢者の優先的な雇用、

原点を見るようであった。

と思った。

入も面白いのではないか

外国の産物の研究・導

ある。

原産のキク科の野菜であ

ちこりとはヨーロッパ

ちこり村

（４）岐阜県中津川市

作放棄地を何とかしたい、 していた。観光客接待の

たちも話を聞いたが、耕

地元の高齢者であった。

を法人が行う。

となっていた。

23

れ、区長、農業委員、集

55

町でも自然環境に適応し

ha

里

気象条件や規模を考え

させている。

25

会、住民説明会を行い、

．８

地や耕作放棄地を借り受
け耕作していた。平成

70

伊那市にある田原地区
では平成

積

初は組合員

法人田原を設立した。当

16
55

ha

地区で増えた水田の休耕

15

年からは新たに耕作放棄

23
16
ha
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道路整備予算の確保及び道路整備に係る補助率の嵩上げ措置の
継続を求める意見書

道路は、地域経済や社会活動を支えるとともに、住民の安全・安心を確保するための最も基本的な社会基盤であり、
計画的かつ着実に整備をしていく必要があります。
日高川町ではこれまで、積極的に道路整備を進めてきましたが、いまだ狭隘な区間や急カーブなど、改良を要する
箇所が多いほか、橋りょうなど老朽化が進む既存インフラも数多く存在しており、長寿命化対策など新たな課題への
対応も急がれております。
また、県道整備や近畿自動車道紀勢線の４車線化等についても地域経済の活性化、災害時のライフラインとして、
その整備・充実が強く求められています。
現在、道路事業においては「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」（以下「道路財特法」）の
規定により、地域高規格道路や交付金事業の補助率等が嵩上げされており、この嵩上げ規定が平成29年度までの時限
措置となっております。この措置が廃止されれば、地方の財政負担が増加し、地方創生に全力を挙げて取り組んでい
る地方自治体にとっては死活問題であります。
つきましては、地方における道路整備の緊急かつ重要性を深く認識いただき、下記の措置が講じられるように強く
要望いたします。
記
１

地方の安全・安心な生活の確保と地域活力の向上に必要不可欠な道路整備を推進するため、平成30年度道路関係
予算の所要額を満額確保すること。
２ 道路財特法の補助率等の嵩上げ措置については、平成30年度以降も現行制度を継続すること。
３ 道路構造物の老朽化対策について、補助制度の拡充等、財政措置の充実を図ること。
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12月15日

和歌山県 日高川町議会

（提出先）
内閣総理大臣・財務大臣・総務大臣・国土交通大臣・衆議院議長・参議院議長

日高郡町議会親善
ゲートボール競技
大会

12

日、みやまドー

回日高郡町議

20

月

ムで「第

会親善ゲートボール競技

大会」が開催されました。

各町議会２チームを編

二月は寒さも強く、春

22

チームが参加し

早々といった感です。暖

成し、

報告、広報委員会がまと

かくなる日が待ち遠しい

て対戦しました。

める議案審議のやりとり

かぎりですが、ご自愛を

優勝は印南町、準優勝

と各ページに配置する写

は日高町で、日高川町

真など、議会だよりは文

北西

チームは健闘むなしく５

今年は議会改選の年で

位でした。

す。そのため、今期の議

祈ります。

してまとめる常任委員会

の原稿、委員全員で協議

質問者が書く一般質問

します。

いただけますようお願い

憚のないご意見をお寄せ

（山本喜平）

字通り議員全員で作って

今後も住民の代表機関

会だよりは今回で最終号

としての議会の活性化を

います。

編集で町民の皆様には読

となります。未熟な広報

みづらい議会だよりであ

ったのではと推察します。 怠ってはなりません。忌

南東

10

