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清水

正巳

議長
この度、議長

３月定例会は３月

日から９日間の会期で開催した。

年度一

年度一般会計、特別

件、同意１件、また平成

町長の施政方針を受けて提案された平成
会計、水道事業会計など議案

である。

防災対策など、前年度比で

％の増額予算

保育所新設、内原学童保育所用地取得）、

子育て環境の充実（志賀小敷地内に学童

歳出予算は

して厳しい財政状況である。

ついても、別枠加算の減額により、依然と

により減収となるとともに、地方交付税に

町税は、固定資産税での家屋の下落修正

歳入予算は

一般会計予算

20

の重責を担うこ

６ ４ 億 ５ ，９ １ １ 万 円

日に閉会した。

般会計・特別会計補正予算など議案６件について、それぞれ慎重

予算総額

ととなりました。

２ ４ 億 １ ，７ １ １ 万 円

その使命と職

特別会計

審議の結果、原案のとおり可決し

４ ０ 億 ４ ，２ ０ ０ 万 円

責の重大さにあ

一般会計

らためて身の引

平 成２７年 度

き締まる思いであります。
本町では農水産業の振興、防災対策等、

副議長

水道事業会計

課題が山積しております、更に議会と、行
政が一丸となって取り組み、日高町活性化
の為に職務を全う致したいと考えておりま
す。

佳奈子

今後とも宜しくお願い致します。

西岡

22

27

12

２億５，００９万円
２億７，２１６万円
７，４０３万円
１億５，８９３万円
収益的収入
収益的支出
資本的収入
資本的支出

この度、引き
続き副議長の任
を務めさせてい
ただくこととな
りました。
議長を補佐し、
円滑な議会運営、また緊張感を持った議会
運営に努めてまいります。
今後ともご指導、ご協力をお願い申しあ
げます。
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2
月

4
平成 27 年

平成 27 年

3

25年度

26年度

１５億３３５０万円

６億３４００万円

３億６００７万円

５億２０５９万円

２億９７０１万円

２億１８３４万円

１億２８８０万円

民生費

町税

農林
水産業費

町債

総務費

県支出金

土木費

繰入金

公債費

国庫支出金

衛生費

分担金
及び負担金

教育費

地方譲与税

その他

ほか諸収入

27年度
１２億９２０３万円

４億５１２９万円

４億８７３９万円

１億９１３３万円

３億３５６５万円

４億２６２６万円

４億４３５９万円

４億１４４７万円

ほか交付金

７億７３４４万円

１億７１２２万円

３億４２９０万円
下水道事業

億９３２６万円

10

国民健康保険

後期高齢者医療

介護保険

歳出

歳入

３億４９７０万円

地方交付税

4

月

38

問 学校給食費の単価引
総務政策課長 ふるさと
き上げについて説明を。 納税をしてくれた方に特
教育課長 食材料費の値
産品を贈呈し、ふるさと
上がりにより、小中学生 納税の推進を図りたい。
ともに 円アップとなる。 納税額の１割程度の額
を考えている。

問 ふるさと納税返礼品
の考え方は。

国体少年ホッケー会場となるマツゲングラウンド

10

49

30

問 本年度より始まるマ
イナンバー制度について
説明を。
住民福祉課長
月から
通知を行い、翌年 年の
１月からカードの発行と
聞いている。

10

28

一般会計
問 国体実行委員会補助
金の説明を。
教育課長 今年は 月１
日から 月５日まで日高
町の会場でホッケー競技
が行われ、事務局費 万
４千円、炬火イベントや
ＰＲイベント費 万２千
円、皇室の方が来られた
時の対応のために１１５
万２千円、競技費用で３
３７６万９千円、計３５
７９万７千円である。

の時期、又、定員数は。
教育課長 整備は４月か
ら、秋頃には完成予定で
あり、定員数は 人程度
である。
40

問 今年度から導入する
健康づくり推進員制度の
説明を。
健康推進課長 健康づく
りを推進する為の人材育
成を目的に、健康講座を
受講した方を健康推進員
として委嘱して、地域の
保健衛生事業に積極的に
参加し、各種健診率のア
ップを図っていくもので
ある。

問 町道高家中
央線の測量設計
委託料２千万円
の説明を。

産業建設課長

町道高家下志賀
線から県道まで
の道路延長７８
０ｍを改良する
ための測量設計
委託料で、事業
は今年度を入れ
て５年間を予定
し、約５億で実
施したいと考え
ている。

今秋、志賀小に学童保育所開設

問 軽トラ市の負担金に
ついての説明を。
産業建設課長 日高地方
軽トラ市推進協議会にか
かるもので、日高振興局

の政策コンペ事業に、郡
内の市町村でリレー式で
やってはどうかというこ
とが採択された。

問 防災行政無線デジタ
ル化整備事業により、難
聴区域の改善は期待でき
るのか。
総務政策課長 デジタル
化工事に伴い、難聴区域
には重点的に設置してき
たため、ある程度は解消
できるものと考えている。
防災行政無線個別受信
機は現在、公共施設を対
象に 台購入し、新たに、
聞き取りが困難な方を対
象に１５０台購入するも
のである。

国民健康保険
特別会計

問 人間ドック健診委託
料増額の内容は。
健康推進課長 人間ドッ
ク健診委託料は、１日ド
ックで 人増やし 人、
２日ドックで前年と同人
数で 人の計１２０人分
を予算計上した。

90

問 防災コミュティ公園
構想検討委託料について、
施政方針では住民公園等
を活用しとあるが、支援
物資や復旧資機材の保管
場所、ヘリコプターの離
発着など、大きな規模と
も読み取れる。
現時点でどんなイメー
ジを持たれているのか。
町長 防災機能を兼ね備
えた、小さな子供からお
年寄りまで楽しく過ごせ
る場所としての公園につ
いて、適地も含め計画を
作っていきたい。
問 志賀保育所駐車場用
地購入費５４６万円の説
明を。
住民福祉課長 用地面積
は４５５㎡、駐車予定台
数は約 台である。
問 志賀の学童保育所建
設費用３３６９万６千円
を計上しているが、整備

リレー方式で軽トラ市を計画

20

20

30

15

4
月

4
平成 27 年
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年度補正予算

プレミアム付商品券発行

21万円

億４５

22万円

規定の予算総額から１億７０３０万６千円を増額し、

議

６２万３千円とする。

23万円

主な内容

24万円

地方人口ビジョン・地方版総合戦略策定事業１千万円、子ども医

副議長

療費２７７２万円、プレミアム付商品券発行事業補助金１７７５万

28万円

３月 日、総務福祉常任委員会において商品券発行について審査した。
予定されている内容は次のとおりである。
＊ 万円で、４千円分のプレミアムが付いた商品券が購入出来る。
＊ 商品券の購入は往復ハガキにて申込み、住民一人に１セットの
販売予定。
＊ 発行枚数は３５００セットとなる予定。
＊ 発売・使用期間は７月１日から 月 日までとなる。
＊ 取扱い店舗は、町内の事業所、商工会の加盟店が中心になるが、
５月末頃をめどに登録店舗を募集する計画である。

29万円

２千円等の増額。

（平成 27 年４月より）

ため池一斉点検委託料３８０万円、避難道路整備工事５３１８万

議員報酬の減額を決定

５千円、木造住宅耐震改修補助金２２８万５千円等の減額。

31

条例改正

年度へ繰り越した主な事業

長

子ども医療費助成事業２８８３万５千円
漁村再生交付金事業５６９２万６千円
集落排水処理施設加入促進事業３００万円
商品券の額は１万円で、プレミアム分は４千円、

問 プレミアム付商品券についての説明を。
総務政策課長

３５００セットを販売したいと考えており、
月までを予定している。

年度中に新規加入し、

戸を予定している。

改正後（月額）

員

販売期間は７月から

対象は集落排水のみで、平成

27

12

日高町商工会がプレミアム付商品券発行

42

問 集 落 排 水 処 理 施 設 加 入 促 進 事 業 補 助 金 ３００万 円 についての 説 明 を 。
上下水道課長

万円で、

改正前（月額）

議

12

20

年度内に宅内への接続を完了した個人で、１戸あたりの
補助金は

15

31

1

26
27

月

4
平成 27 年

5

6
月

4
平成 27 年

条例廃止
日高町土地開発基金
条例の廃止
公用等の土地をあらか
じめ取得することを目的
とした基金を廃止する。
廃止後の基金は地域作
り推進事業基金に全額組
み替え、学童保育の用地
取得や建設等に有効活用
する。

条例改正
日高町課設置条例等
の一部改正
地方教育行政の組織及
び運営に関する法律の改

正にともない、条例の一
部を改正し、総務政策課
の事務分掌に「総合教育
会議に関すること」を加
える等の改正を行う。
問 総合教育会議の説明
を。
総務政策課長 町長は、
町長と教育委員会で構成
する総合教育会議を設置
する。
総合教育会議において、
教育の振興に関する大綱
の作成、教育条件の整備、
児童・生徒等の生命また
は身体の保護や緊急の場
合に講ずべき措置に関す
る協議を行う。

B

C

日高町立保育所条例
の一部改正

全国Ｂ型肝炎訴訟大阪原告団、大阪肝臓友の会メンバー前田幸彦氏
から提 出された
「 ウ イ ルス 性 肝 炎 患 者 に 対 す る 医 療 費 助 成 の 拡 大 を 求
める意見書提出の請願」
について、全議員の賛成で採択し、左記内容の
意見書を国に対して提出した。

ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、現在、肝炎治療特別促進事
業が行われているが、対象となる医療が、 型 型肝炎の根治を目的とし
たインターフェロン治療と 型肝炎の核酸アナログ製剤治療に限定されて
いる為、医療費助成の対象から外れている患者が相当数にのぼる。特に、
肝硬変、肝がん患者は高額の医療費を負担せざる得ないだけでなく、就労
不能の方も多く、生活に困難をきたしている。
特定 型肝炎ウイルス感染者給付金の支給に関する特別措置法において
は、「とりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援の
在り方について検討を進めること」との付帯決議がなされた。
しかし、国においては肝硬変、肝がん患者に対する医療費助成を含む生
活支援について何ら具体
的な措置を講じていない。
肝硬変、肝がん患者は、
毎日１２０人以上が亡く
なっており、医療費助成
を含む生活支援の実現は、
一刻の猶予もない課題で
あり、国においては、ウ
イルス性肝硬変、肝がん
に係る医療費助成制度を
創設する事を実現するよ
う強く求める。
B

子ども・子育て支援法
の制定にともない、町立
保育所の保育の利用及び
保育料に関する規定を定
める。
問 保育料は全体として
どうなるか。
住民福祉課長 今年度の
児童２８２件について試
算したところ、上がる方
は 件７・４％、下がる
方は 件、 ・３％、同
じ方は１８４件、 ・３
％となる。

65

職員の給与に関する
条例の一部改正

27

人事院勧告に基づく法
改正にともない、給与表
の改正等を行うもの。
管理職の平日深夜の勤
務に対して、１回６千円
を超えない範囲の額を支
給する。
職員の勤勉手当月数を
０・０７５ヵ月引き下げ
るとともに、給与表を改
正し、平均２％引き下げ
る。

B

集団予防接種での注射器使い回しも
ウイルス性肝炎感染原因のひとつ

21

77

問 高齢者が元気に日常
生活を送るために必要な
のは、気軽に皆で利用で
きるコミュニティバスで
はないか。
町長 町は高齢者福祉の
一貫として、高齢者外出
支援事業を平成 年度か
ら試行事業、平成 年度
からは本格的事業として

榮

茂美

議員

利用の少ないバス停

取り組んできた。
問 高齢者外出支援事業
では、利用できる年齢や
金額的制限があり、そろ
そろ、この事業を見直す
べき時期がきているので
はないか。
この支援事業予算を、
コミュニティバス予算に

75

27
問 この支
援事業の実
施当初、喜
びの声を私

問

も数多くいただいたが、
転換してはどうか。
町長 事業転換するとい
それは、たとえ金額は僅
う事は、運営費用を考慮 かでも、高齢者に対する
すると、今の支援事業を 町の心遣いが嬉しいとい
廃止せざるを得なくなる。 うもので、事業そのもの
に評価を頂いているとは
問 高齢者外出支援事業
考えにくい。
町長 高齢者外出支援事
とコミュニティバス事業
の併用は、町の財政事情 業の申請率は、平成 年
から見て無理であるので、 ２月末で ％と上昇傾向
予算の転換 にあり、町民に受け入れ
を望む。
られているのは、紛れも
町長 この
無い事実である。
支援事業の
問 この支援事業をご利
定着を考え
ると、事業 用されている 歳以上の
もまだ２年 方々、また、未だご利用
目なので、 できない 歳未満の方々
他の事業へ のご意見を聞くため、簡
の転換は考 単なアンケートを取られ
えていない。 てはどうか。
町長 担当課とも協議し
て、どういう形がいいの
か考えていきたい。

68

町内を走る路線バス

75

23

25

月

4
平成 27 年

7

会社とも協議・協力して、
アイデア溢れる「町民皆
の外出支援事業」に取り
組んでもらいたい。
町長 コミュニティバス
事業を実施すると、既存
のバス路線の運行ダイヤ
やタクシー業者への影響
も少なくないと思われる。

問 バス路線図で、御坊
市・日高町・美浜町と１
周している路線を、周遊
バスにできるのではない
か。
一つの案として、タク
シー業者によるデマンド
型交通システムの導入で、
自宅から周遊バス停まで
繋ぐことができるが。
町長 高齢者外出支援事
業の内容の中で、年齢の
引き下げや助成額等の増
額で、十分検討して取り
組む。

他の一般質問
「町内の安全・安心の交
通確保を」
「保育内容充実のため民
間委託を」
「日高町の地方創生の取
組み」

8
月

4
平成 27 年

問 未来のある日高町に
ついて、住みよい町づく
りをモットーに日高町の
人口の増加率は、県内３
位となっているが、弱者
支援の充実、子育て支援
の充実と若い世代からお
年寄りまで、住みよい日
高町として発展している。
ただ日高町で働くとな
ると別問題になってくる。
平成世代のみな様は高
校、大学を卒業して タ
ーンで日高町に帰ってき
ても働く場所がないと、
町外、県外と行ってしま
う恐れがあり、人口の減
少へと繋がりかねない。
町だけでの問題ではな
く、近隣町も含めて言え
る課題だと思うが。
町長 本町では、地籍調
査事業を完了しており、
道路網の整備や下水道整
備などの生活環境の充実
をはじめ、子ども医療費
の無料化拡大・学童保育
所の設置と子育て支援策
の整備充実等に取り組ん
できた。

て、コンサルへ委託して
いきたい。

問 日高町長期計画の中
で、「活力と賑わいを生
み出す町づくり」を基本
理念としてあるが、今の
日高町においては、町が
運営されている温泉館は
活力を生み出せているか
と思うと疑問だ。
町長
年度はレジオネ
ラ菌、また小浦峠の通行
止め、それと夏の産湯海
水浴場も台風の影響があ
り、客の方が少なかった
のが売上に影響した。

問 以前は温泉館運営検
討委員会があり活性化に
貢献してたと聞いたが、
今後の設置予定は。
町長 温泉館の運営、管
理、その業績を上げるた
めにどうすればいいかを、
町民の皆さんから声があ
れば、担当課と協議し、
また議員各位の協力を得、
検討委員会の設置を進め
ていきたい。

活力を期待する温泉館

問 国の施策のひとつで
もある「まち、ひと、し
ごと」の地方創生の総合
戦略も活用しながら、こ
恵まれた自然環境のも うした課題を一つ一つ克
と、農業と漁協を基幹産 服していってほしい。
業として発展してきたが、 町長 本町においては、
少子高齢化社会の到来と、 今年度中に「地方人口ビ
農産物の販売価格の低迷、 ジョン」「地方版総合戦
水産物の水揚げ量の減少 略」を策定し、人口の分
から後継者不足が深刻な 析と様々な地域データー
問題となってきており、 を活用しながら、地域の
宅地、人口は増加傾向に 特性を分析・把握するこ
あるものの、残念ながら ととなり、客観的データ
町内においては、働く場 ーに基づいて、まちの強
所が少ないというのが課 み、弱みを踏まえて、総
合戦略等の立案作業に取
題となっている。
り組んでいく。
問 本町における人口の
現状分析、客観的データ
ーに基づいて立案作業を
するのは、全面的にコン
サルなのか。
地元の若者の意見も十
分に取り入れ、各分野ご
とに振りわけ、農業、漁
協、サービス業と意見を
だしてもらい今回の総合
戦略の立案作業に携わっ
ては。
町長 地元の意見とかを、
そういう形で反映される
ようにアンケートをとっ

未来のこども達

26

議員
充彦
芝

U

問 学校給食費を１食
円値上げということだ
が、今でも管内で一番高
い上に、値上げをすると、
御坊市と比べて年間一人
当たり１万円以上日高町
のほうが高くなる。
同じ食材で、一緒に調
理委託している由良町と
比べても６千円から７千
円日高町の方が高くなる。

どうしてこの差が生ま
れるのか。
子育て支援の姿勢や、
学校給食は教育の一環で
あるという原点に立ち、
今回の値上げ回避を。
教育長 当町の学校給食
は、美浜町に歩調を合わ
せ開始したため、米飯加
工賃（炊飯代）ごはん１
食税抜き 円 銭を給食

費の中から支払っている。
由良町の給食費が安い
のは、畑小学校が自校方
式であったため、当町と
美浜町が現在の給食費と
なった平成 年度に値上
げしなかったため、現在
の差額となっている。
給食内容を後退させる
ことなく、安全・安心、
おいしい給食を提供する
ため、やむをえず
値上げするもので
ある。
問 米飯加工賃１
食 円 銭を保護
者に求めないこと
によって由良町の
給食費は安くなっ
ている。
この加工賃を町
の負担とすること
を検討されてこな
かったのか。
教育長 検討はし
てきているが、美
浜町と歩調を合わ
せるということの
中で現在の状況に
なってきている。
21

27

問 この点だけで
はなく、他の市町

38

議員
佳奈子
西岡

月

4
平成 27 年

9

30

38

27

みんなで学校給食（日高中学校）

に比べて食材料費が高い
が、献立や食材の調達方
法など、十分研究されて
いるか。
教育長 郡の栄養士会等
で情報交換し、取り組み
を進めている。

問 御坊市や日高川町で
は第３子以降の学校給食

問 空家対策特別措置法
が一部施行された。
倒壊の恐れのある空家
に撤去命令を出すことが
できたり、従わない場合
には、住宅用地にかかる
固定資産税軽減措置の除
外や、代執行ができると
されている。
一方で、空家やその跡
地の有効活用も促されて
いて、町づくりにとって
も重要な法律だが、取り
組みは。
町長 計画については、
国のガイドラインの内容
を熟考し、検討したい。
その他、現時点では不
明な部分が多く、今後の

費を無料にするという取
組みが行われている。
子育て支援の充実が町
長の基本姿勢にあると思
うが、こういう取り組み
を検討してはどうか。
町長 給食費を親が出す
のは基本と考えているの
で、今のところそういう
形では考えていない。

説明会の内容を踏まえ対
策をしていきたい。

問 内容がわかりにくい
が、「危険な空家」対策
が目的でもあるので住民
に知らせることが必要。
安全な町づくりに対し
ても有効な法律となる。
法の内容を踏まえ、取
り組みの方向を検討して
いただきたい。
十分対処していき

町長

たい。

その他の質問ー
—
国保広域化について

10
月

4
平成 27 年

２月１３日、改選後初の臨時会を開催し、正副議長の選挙、各常任委員の選任、各組合議会議員
の選挙等、議会構成をおこないました。

清水

正巳

西岡

佳奈子

副議長

長

○辻村
榮
清水

昌宏
茂美
正巳

◎一松 輝夫
西岡佳奈子
芝
充彦

○井垣
榮
辻村

弥
茂美
昌宏

議 会 運 営 委 員 会

◎榮
茂美 ○楠山 博之
西岡佳奈子
井垣
弥
芝 充彦 稲垣 崇 清水 和人

議

和人
博之
輝夫

議会広報特別委員会

○清水
楠山
一松

総務福祉常任委員会
◎芝
充彦
西岡佳奈子
稲垣
崇

弥
博之
博和

一部事務組合議会議員

和歌山県後期高齢者医療広域連合議会議員
清水 正巳
御坊広域行政事務組合議会議員
井垣
弥
御坊市外五ヶ町病院経営事務組合議会議員
芝
充彦
日高広域消防事務組合議会議員
一松 輝夫
御坊日高老人福祉施設事務組合議会議員
西岡佳奈子

編集後記

３月定例会が、無事に終わりました。
今回から新人議員５名が加わり、議員構成も
代が２人で、議員の平均年齢が 歳という若返り
です。
厳しい冬を越え、美しい花々が咲く春を迎えて、
日高町議会も、若さ溢れるエネルギーで前進して

40

これからの２年間は、広報特別委員会の委員長
としての任も、しっかり果たせるよう頑張ってま
いります。

私は、議員２期目の活動に入り、１期４年間で
学んだ事を、２期目に生かしていけるよう努力向
上してまいります。

まいりますので、議員を見かけましたら、気軽に
お声を掛けていただき、皆様のご意見をお聞かせ
下さい。

55

町民の皆様には、お一人お一人が安穏無事で、
幸多からん事をお祈り申し上げます。
榮茂美

この広報紙は再生紙を使用しています。

産業教育常任委員会
◎井垣
楠山
玉井

◎印は委員長
○印は副委員長

