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平成

年第４回定例会は

月

日から

議案９件、同意１件が提案され、慎重審議の結果、
原案のとおり可決した。

一般会計補正予算
既定の予算額に３６６０万７千円を追加し、総額
億７５３１万７千円とする。

主な内容

小規模土地改良事業費３４９万円、台風 号による

助金・農業用施設災害復旧費補助金５３４万７千円、

１７８万２千円、台風 号による農地災害復旧費補

千円の減額や、議場における放送設備の備品修繕費

スポーツ振興くじ助成金の決定により５５９万９

40

河川災害復旧費４１５万２千円、中学校のバスケッ

問 スポーツ振興くじ助
成金５５９万９千円を見
込んだが入ってこないと
いうことで減額予算とな
っているが、ここに至っ
た理由と、今後の見通し
はどうか。
教育課長 助成金は、武
道館畳入替え２面分を要
求していたが１面分しか
認められず、 年度以降
に残り１面を要求する。

若もの広
場の防球フ
ェンスの改
修は、補助
率３分の２
だが、その
％分の決
定で、この
ような減額
となった。

問 保育士
の退職や育
休による補
正予算が組
まれている
が、職員体
制はどうなっているのか。
総務政策課長 育児休業
が１名と、 月 日で１
名の職員が退職するが、
急遽募集して１名応募が
あり、臨時職員として採
用する予定である。

31

問 ３月までにあと１５
０万円ぐらい必要という
ことか。
教育課長 平成 年度は、
この１５０万円でいける
と思うが、 年度におい
ては負担金も値上げせざ
るを得ないような状況に
なってきている。

の事を考えると、円安で
輸入食材もかなり高くな
っており、今と同程度の
給食を続けようとすると、
１５０万円ぐらいの出費
が必要と考え計上した。

学校給食の材料費が高騰

日ま

17

での８日間の会期で開催した。今回の定例会には

10

トゴールの改修による校舎修繕費１１５万９千円の
増額等。
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問 学校給食費の補正で
１５０万円組まれている
が、説明を。
教育課長 食材料の高騰
によるものが大きく、今
年４月から 月までで既
に１５０万円程の赤字に
なっている。
残り３月までの食材費
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１面が入れ替えられた畳（武道館）

問 保護者には、間もな
く値上げの要請をする予
定なのか。
教育課長 給食の会議で、
保護者の代表の方に話は
している。
今、小学生２７０円、
中学生３００円だが、
円程度上げないと今の献
立は維持できないと考え
ている。

年間を通

日高町保健福祉医療費の支給に
関する条例の一部改正

条例改正

事院勧告が平成 年以降、
７年ぶりに改正され増額
となった。
極めて良好という対象
の職員はなく、病気休暇
の職員が良好から、やや
良好でないという所に振
り分けがあったが、懲戒
処分等の対象者はない。

子育て世代の負担を軽減し、子ども達が安
心して必要な医療が受けられるように、支給
対象者の年齢を 歳から 歳に拡充するため、
本条例の一部改正を行う。
対 象 者 の 内、 婚 姻 あ る い は 離 婚 し た 者 や、
町民税が課税されている者は適用除外とする。
この条例は平成 年４月１日から施行する。

問 適用除外で、婚姻の
の届け出がなく、事実上
婚姻関係にある者は、ど
のようにして把握するの
か。

住民福祉課長 住民基本
台帳等により、世帯の状
況を確認し、また民生委
員さん等に協力を頂いて
掌握に努めていく。

18

じて６月期と 月期の期
末勤勉手当の中で、評価
を行っている。
そして１月１日付で昇
給になるが、その昇給幅
の勤務評定である。
問 今回の勤務評定で特
に問題はなかったのか。
今回、人
総務政策課長

水道事業会計
補正予算

19

上下水道課長 水道事業
は１名あれば運営してい
けるが、今回の退職に伴
い、資格保持者は１名と
なり、後は、町長判断で
ある。
町長 免許取得を指導し
ていく。

15

27

30

問 職員の勤務評定は、
年間どんな形でしている
のか。
総務政策課長

76

収益的支出の補正額は、 万４千円の減額
で、補正後は２億８６１５万５千円。
人事院勧告と勤務評価による増額計上があ
るが、職員の退職により、合計 万４千円を
減額計上した。
資本的支出の補正額は６６０万円の増額で、
補正後は６７４１万２千円となる。
原谷地内県道改良工事による水道管の移設
で配水設備改良費として６６０万円を増額計
上した。
76

12

問 水道事業の運営には、
資格保持者が必要で、今
回その資格保持者が退職
され、今後の事業運営を
続けていくのに、その資
格保持者の確保はどうす
るのか。

高校卒業まで医療費無料に

問 給食の材料費は保護
者負担で、かなりの額に
なってくるので、それを
できるだけ抑える手立て
は何かないのか。
教育課長 今年度、消費
税が３％値上がったが、
献立の工夫等で何とかな
るという答弁をしたが、
夏の天候不順による野菜
の値上がり、円安による
輸入食材の値上がりがあ
り、精一杯の状態である。
今のメニューで、同程
度のものを提供するには
無理となり計上した。

小宮正昭氏の任期満了にともない、尾㟢稔氏
を新たに任命することに同意した。

副町長の
任命に同意
氏
稔
尾㟢

月

1
平成 27 年

3

貯水タンク

18

芝

問 平成 年度当初予算
の編成は。
町長 子ども医療費の無
料化の対象を 歳まで拡
大を進めるほか、志賀小
学校に学童保育を開設の
予定、土曜日の１日保育
の実施。

充彦

議員

問 国土強靭
化法を活用し
て、防災、減
災につよい日
高町を。
町長 国、県
等の補助事業
を活用しなが
ら、地域防災
計画等に基づ
き、災害につ
よい町づくり
に取り組んでいきたい。

問 常設ヘリポートにつ
いても、事前に登録して
おくと救急活動もスムー
ズに行うことができるの
で、是非設置の検討を。
町長 貯 水 タ ン ク 同 様
に、計画していく中で、
検討したい。

町長 そういう構想を計
画していく中で検討した
い。

問 ＰＤＣＡサイクルに
基づき、あらゆるケース
に即応した実行性のある
計画を期待する。

問 町民が一体となった
防災体制をもう少し詳し
く説明を。
町長 普段の訓練を通じ
て、 広 域 消 防、 消 防 団、
全ての住民が、互助的の
精神をもって、総合的な
体制をつくりたい。

災 害 の 未 然 防 止 に 向 け、
治山、治水対策を促進し、
総合的に取り組む。

訓練を通じて、問題点や課題等を把握し、
適宜点検、検証すること。
P（PLAN）
：計画策定
D（DO）
：訓練等の実施
C（CHECK）：点検と検証
A（ACTION）：計画と見直し

問 コミュニティ広場の
機能として、貯水タンク
の設置であるとか、常設
のヘリポートの設置を提
案したい。
町長 コミュニティ広場
の規模ということもある
ので、その中でどういう
ふうな形で入れられるか
検討していきたい。
問 地震発生後の「断
水」は避けられないと想
定する。
一定量の水を確保する
ための貯水タンクは、有
事の際は必要不可欠であ
ると考える。

問 広域町も含めて、何
よりもリーダーとして
引っ張っていただき、つ
よい日高郡を創ってほし
い。
町長 町民が一体となっ
た防災体制の確立を図り、

PDCAサイクルとは

27

問 コミュ
ニティ広場
の建設は。
町長 災害
時の避難場
所を兼ねそ
なえた、子
どもからお
年寄りまで
１日楽しく
過ごせるコ
ミュニティ
広場の検討
を進めたい。

ヘリポート広場

4
月

1
平成 27 年

問 近い将来、小学校の
統廃合を視野に入れてい
るなら、教育環境整備の
ために、学校に隣接する
土地を今から取得してい
くべきではないか。
その為に、町の土地開
発基金の活用を求める。
町長 土地開発基金の有
効活用が図られるよう、

小学校の周辺の宅地化な
ど、将来の教育環境に不
備が出ないよう考えてい
く。

問 内原小学校の正門に
学校関係者の車が一杯で
登下校時はたくさんの子
ども達の出入りもあるこ
とから、駐車場の確保を
お願いしたい。
町長 将来の教育環境に
不備が出ないよう、教育
委員会と十分な協議をし
ていく。

問 小中高校の
いじめ件数が、
和歌山県内でも
増加しているが
その背景は。
教育長 いじめ
か、どうかの判
断基準が、いじ
められたとする
児童生徒の気持
ちを重視してお
り、些細なこと
でも見逃さない
先生方の意識の
高さの表れでは
ないかと考える。

問 町内のいじめ発生件
数と、不登校の子ども達
の人数は。
教育長 平成 年度の町
内のいじめ発生件数は

件で、その７割は「冷
やかしやからかい、悪口
や脅し文句、いやなこと
を言われる」「仲間はず
れ」であり、不登校の児
童生徒数は、小中学校あ
わせて 名である。

11

他の一般質問
「町の防災力強化を」
「温泉館みちしおの湯の
運営について」

問 文部科学省のチーム
学校は、学校に教員以外
の専門スタッフを増やし
教員は授業や生徒指導に
専念できる環境を整えて
いくもので、日高町も地
域チーム学校プランを考
えるべきだと思う。

問 学校は、いじめや不
登校、発達障害、保護者
への対応など課題が多様
化・複雑化する傾向にあ
り、教師が生徒と向き合
う時間が十分確保できて
いないと思うが。
教育長 教職員が子ども
と向き合う時間の確保の
ためには、学級定数や人
的配置の整備の充実も不
可欠であると考える。

10

今後の基金のあり方や管
理方法など、幅広く検討
していきたい。
問 志賀小学校や内原小
学校の周囲は、宅地造成
が進み、かなり囲い込ま
れてきたと思うが。
町長 小学校の統廃合の
問題、志賀小学校・内原

問 交通安全上、内原小
学校の正門前の道と北門
前の道の側溝は、ふたを
すべきではないか。
町長 担当課が地元区長
と協議した結果、暗渠に
すると維持管理等が困難
になることや、また小規
模土地改良事業等で実施
すれば、分担金も必要と
なるため、現在、水路を
暗渠にする予定はない。
問 現在、その道は交通
量が増えている。
特に北門前の道の側溝
は、高さがあって大変危
険であり、子ども達の交
通安全上、やるべき事は
粘り強く取り組んで頂き
たい。
町長 内原小学校児童の
通学路は、国道側からの
登下校については、グラ
ンド東側入り口から敷地
内を通って通学している。
正門前の道と、北門前
の道は、通学路として利
用していない。

25

北門前の道
内原小学校の正門前の道

議員
茂美
榮

月

1
平成 27 年

5

6
月

1
平成 27 年

問 誤った地籍調査の成
果について質問する。
日高町大字池田６５４
番地の周辺の地籍調査に
ついて、お聞きする。
日高町大字池田６５４
番地の１周辺の正面は国
道 号線であり、国との
境界明示を平成６年に申
請し、国から許可を得て
いる。
６５４番地の１と国道
号線との境界線を線引
きされている。
なぜ筆界未確認なのに
図面上では線引きがされ
ているのか、筆界未確認
でありながら境界線を線
引きするということは、
請負業者からの報告され
た成果は誤ったものであ
るということになる。
また、当時の日高町の
地籍調査の担当者もその
誤りを見抜けずに、その
まま和歌山県や国土交通
省に報告したということ

42

42

になる。
町長 地籍調査事業につ
いては、平成５年度より
現地調査を始め、平成
年度までは町の直営で事
11

20

議員

簡単に筆界未定に訂正す
ることはできないとの国
の見解であり、再度、土
地所有者の承諾を得なけ
れば、地図訂正を登記所
へ提出することができな
いことから、関係機関と
の十分な協議と、土地所
有者のご理解が必要であ
ると考える。
個々の責任は、日高町
の顧問弁護士と相談の上、
町もそれに対して、何ら
かの形で責任を負わなけ
ればならないと思ってい
る。

問 責任を負わないとい
けないのだったら、責任

問 町長の責任ある答弁
を確認し質問を終わる。

の範囲はどうするのか。
土地家屋調査士、測量
士も、国家資格の専門家
が、初歩的なミスではと
おるか。
責任の所在を明らかに
されたい。
町長 このような結果が
出てきたことであるので、
やはり日高町としても、
何らかの形で、法的にど
ういう形で責任をとれる
かということを調べ、対
処していきたいと思う。

現場周辺

義則

地調査を終了、平成 年
３月に全ての地区の登記
が完了し、事業を終了し
ている。
議員のご指摘のとおり、
確認した結果、筆界未定
となっている。
国道と隣接する土地所
有者が不立合いであった
ため、筆界未定とすべき
ところを誤って境界が確
定されている。
これについては、関係
者のご理解をいただき修
正いたしたい。
問 誤りを認めるという
ことは、個々の責任、請
負業者と町の責任を明ら
かにしていただきたい。
町長 地籍調査の成果と
して法務局に提出された
ものは、例え立会いがな
く、本来、筆界未定とし
て処理をしなければなら
なかったものであっても、

23

田坂

現場周辺

業を実施してきた。
平成 年度からは町の
直営と土地家屋調査士な
どへの外注委託も併せて
実施し、平成 年度で現
12

問 進む高齢化とともに
高齢者の移動手段がます
ます問題となってきてい
る。
現在は 才以上の高齢
者を対象にタクシー・バ
スの利用券を配布し対応
しているが、地域によれ
ば病院に行くには片道２
千円以上かかるところも

あり経済的負担も大きく
なってきている。
以前からも提案してい
るデマンドバス・コミュ
二ティバス等の交通手段
も検討してもいいのでは
ないか。
町長 すでに実施してい
る町村の情報では利用者
が少ない上、収支面にお

いて相当な赤字になって
おり、長期にわたって維
持していくことが困難で
あると聞いている。
又、既存のバス路線の
維持や地元タクシーの存
続等を考えて高齢者外出
支援事業（タクシー・バ
ス利用券配布）を導入し
た経緯がある。

日高川町で運行しているコミュ二ティバス

議員
正巳
清水

今後は
タクシー
・バス利
用券の拡
充を検討
したい。

問 日高
町が日高
郡内で一
番独居老
人の多い
町になっ
てしまい、
移動手段
に困っているのが現実で
あり、買い物難民的な高
齢者がますます増えてい
る。
タクシー・バス利用券
の拡充の検討に当たって
は、距離・要支援・要介
護・運転免許の有無・独
居・年齢等を勘案して検
討して頂きたい。
町長 今回そういう提案
があったので十分検討す
る。

問 県下の町村では地域
の交通体系の見直しを進
めているところが多く見
受けられる。
地域福祉計画策定会議

の中でも出席者から要望
が多く出ていた。
町内でも原谷、小浦、
小池等は路線バスが無く、
費用対効果のこともある
が地域公共交通について
研究してはどうか。
又提案としてはシルバ
ー人材センターで買い物
代行等の交通手段を考え
てもらえないか。
町長 交 通 手 段 に つ い
ては十分研究する価値は
あるので取り組んでいく。
住民福祉課長 私の方か
らシルバー人材センター
に検討して頂くよう話を
していきたい。

タクシー・バス利用券の拡充を !

月

1
平成 27 年

7

75

8
月

1
平成 27 年

問 来年度からの介護保
険料について、今以上の
引上げはすべきでない。
基金を投入しても値上
げせざるを得ない時に一
般財源の投入も一つの方
法だと考えるがどうか。
できる限り基金を
町長

活用して保険料の軽減を だきたい。
町長 国へも要望をあげ
図りたい。
また、一般会計から持 ていく。
ち出すということも、そ
の状況を見て判断したい。 問 要支援者のホームヘ
ルプ・デイサービスが保
問 国に対する財政負担、 険給付からはずされ、新
十分な対策を求めていた 総合事業に移行する。
日高町では
年度に実施
の意向と聞く。
これからの
２年間に「多
様なサービ
ス」の提供者
確保が求めら
れるが、決し
て国が求める
ような安上が
りのサービス
提供者の確保
に走ってはな
らない。
支援が必要
な高齢者を自
治体が責任を
持って支えて
いくためにも、
公的保険、自
治体による老
人福祉、地域
福祉、それぞ
れが役割を発
揮しながら連

携することが必要。
どう考えるか。
町長 現在、担当者が圏
域市町との会議体で検討
を行っている。

問 狩猟免許所持者を増
やすことも必要。
箱わなの免許取得に助
成があるが、猟銃につい
ても奨励する取組みを。
町長 県にシューティン
グシュミレーターという
狩猟体験ができる機械が
あり、イベントや講習会
等でＰＲ活動等を行えな
いか協議中である。

高齢者が住みなれた地
域で、安心して暮らせる
町づくりのために、福祉
施策の充実を図るよう担
当課に指示している。

その他の一般質問 —
—
奨学金制度の創設を

問 銃の免許所持、銃の
保持について、有害鳥獣
の駆除に資することを目
的に助成を検討してはど
うか。
町長 周辺の市町とも話
し合い、できることがあ
ればしていきたい。

この実績を各地域にも
お知らせしていきたい。

問 サル捕獲の成果は。
オリ設置を増やす必要
があると思うが、今後の
予定は。
町長 昨年度が１０２頭、
今年度は 月末現在１５
３頭と増加している。
オリは現在、比井、上
志賀、久志、下志賀、原
谷に各１基。 年度に萩
原から要望がある。
設置場所や管理者等の
条件が整えば、十分協力
していく。

11

27

問 上志賀地区で 頭と
大きな成果を挙げている
が、分析はされているか。
また、それに基づく地
域への助言は。
産業建設課長 上志賀地
区では、里に降りてきた
サルを地域の方々が追い
込むということをされ、
数値が上がっていると考
えている。

67

議員
佳奈子
西岡

デイサービスでリハビリに励む（ふれあいセンター）

29

小宮

正昭

氏

小宮副町長退任

31

12

私事、来る 月 日をもちまして、任期満了
により副町長の職を退任することになりました。
思えば昭和 年本町へ奉職以来、井上町長か
ら現在の松本町長まで、５代の町長に仕えてま
いりました。この間、職員として 年、助役・
副町長として 年、合わせまして 年間の長き
にわたり、日高町政の発展と明るく住み良い町
づくりに従事できましたことに、深く感謝して
おります。特に助役・副町長としての 年間は、
浅学非才な私に温かいご指導とご厚情を賜り、
お陰様で曲がりなりにも、その任を全うできま
したことに対し、心より厚く御礼申し上げます。
私は、本日の議会をもって、皆さまともお別
れをいたしますが、今日までの不行き届きは幾
重にもお許しを賜り、今後とも相変わらずご指
導を賜りますよう、お願いを申し上げます。
最後に、謹んで日高町の限りなき発展を祈念
いたしますとともに、皆さま方がいつまでもご
健康で、本町発展のため、ご活躍くださいます
ことを心からお願い申し上げまして、甚だ意を
尽くせませんが、退任の挨拶とさせていただき
ます。長い間、本当にありがとうございました。
12
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４議員勇退

滋明
源昭
新一
善啓

議員（３期）
議員（７期）
議員（３期）
議員（４期）

今期をもって、４人の議員が勇退を
表明されました。（写真右より）
天満
山本
楠
野田

ＪＡ紀州から提出された「農協改革に関する
意見書提出を求める請願」について、全議員の
賛成で可決し、国に対する意見書を提出した。

政府は、本年６月に改訂した「農林水産業・地域
の活力創造プラン」や閣議決定した「規制改革実施
計画」等において、農業の成長産業化に向けて「農
業協同組合の見直し」などを柱とする農業改革を推
進することを決定した。
政府が進めようとしている「農業協同組合の見直
し」の方向は、国際協同組合年に際しての政府表明
に反するものであり、これまで一貫して地域の農業
者、地域住民とともに歩みを進めて今日の姿を築き
あげてきた農協の存在を軽視するものである。
ＪＡグループでは、今後とも農業者の所得増大と
農業生産の拡大、地域の活性化を基本目標に、多様
な農業者のニーズに応え、担い手をサポートし、農
業者並びに地域住民と一体となって「持続可能な農
業」と「豊かで暮らしやすい地域社会」の実現をめ
ざした自己改革に取組むこととしている。
協同組合といえども時代の変化に対応し、常に改
革の努力を行っていくべきことは言うまでもないが、
それらの改革は、あくまで組合員の総意による協同
組合自身の自己改革が基本である。その意味におい
て、「農業協同組合の見直し」にあたっては、農業
振興はもちろんのこと地域の活性化に向けた農協の
役割発揮を後押しするためにも、当事者である農協
や組合員などの現場の意見を汲み上げたＪＡグルー
プの自己改革の内容を尊重した見直しとなるよう強
く求めるものである。

10
月

1
平成 27 年

各処理区毎の接続率、並
びに収益について説明を
聞いた後、各委員より意
見を聞いた。
供用開始順にすると平
成 年開始の阿尾・産湯
処理区の接続率は ・
６％、 年開始の比井処
理区 ％、 年開始の
小浦処理区は ・２％、
年開始の谷口・小池処
理区は ・７％、 年開
始の内原処理区は ・
２％となっており町全体
での接続率は ・５％、
未接続軒数は町全体で４
４１軒に上っている。
委員からの意見として
は、各処理区とも供用開
始から５年以上経過して
いるにも関わらず、依然
として進まないことに対
し、供用開始時の同意書
で「日高町生活排水処理
施設の供用開始後３年以
内に排水設備を設置しま
す」とあり、①維持管理
費だけでも年間８７０万
円程度のマイナスを出し
ている。②町も相当の投
資をしている。③特に内
原処理区が悪すぎる等々
の指摘があり、又、さら
に高齢化が進み接続率が
鈍化するのではないかと
危惧する意見もあった。
安定経営を目指す上で
も料金収入は不可欠であ
る為、未接続の加入者か
ら基本料金だけでももら
ってもいいのではないか
等の意見が多く出ていた
が、町内全体の状況把握
が十分でないため結論に
は至らなかった。
担当課に対しては未接
続４４１軒に対し今後接
続する意思等、確認の為
のアンケートの聞き取り

早期の宅内接続が望まれる！

調査を早急に実施するよ
う要望した。
調査アンケートの結果
が出た後で再度委員会を
開き、今後の方向性につ
いて検討していきたいと
考えている。
水道事業についてはと
りあえずの大問題はない
が、苦しい経営には変わ
りはなく、再度の値上げ
などの話にならないよう
に、経営努力して行くよ
う要望して委員会を終了
した。
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新年明けましてお
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でありますよう心か
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行事風景等を長年に
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私は今回の編集作

業で退任となります

が、今後とも「議会

だより」のご愛読を
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天満
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委員会 レ ポ ー ト
去る 月７日、当委員
会より提案していた「上
下水道事業の今後の問題
点」について担当課から
説明を受けた。
まず、下水道事業では
11

接続率が最も低い内原処理区

