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おめでとう新成人
人事院勧告による人件費の増
スクールバスの有効利用は
防災コミュニティ広場は
保健福祉総合センターの利活用
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平成

年第４回定例会は

月

日から

日までの 日間

件、同意１件

が提案され、慎重審議の結果、原案のとおり同意・可決し

の会期で開催した。今回の定例会には議案

10

年度決算につい

問 介護ロボット等導入
支援特別事業費補助金の
詳細説明を。
健康推進課長 導入支援
する介護ロボットは、サ
イバーダイン社の介護支

27

た。また、陳情１件が常任委員会に付託され継続審査とな
り、決算特別委員会に付託していた平成
ては全て認定した。

一般会計補正予算
既定の予算額に５５５１万７千円を追加し、
総額 億９７２８万５千円とする。
ー 主な内容 ー

固定資産業務支援システム業務委託料２２
６万１千円の減額や、人事院勧告による人件
費４６５万１千円、介護ロボット等導入支援
特別事業費補助金 万７千円、臨時福祉給付
金関係費３１８７万８千円、農地災害復旧費

援用腰タイプで、腰へ装 円は全て国費で、１年分
着することにより、介護 のリース料と初期設定費
者の動きをアシストし、 用の100％である。
移乗介助や体位変換など
問 臨時福祉給付金につ
を行う際に腰への負担を
軽減する機器である。導 いて、今回の対象者、人
入支援する事業所は、特 数、受付時期、支給時期
別養護老人ホームひだか の説明を。
住民福祉課長 対象者は、
博愛園みちしおで、１機
平成 年度の町民税が非
器である。
課税の町民で、人数は２
千人である。対象期間は、
問 町から福祉施設に働
き掛けをして要望があっ 平成 年４月〜 年９月
たのか。また、補助率は。 まで、６ヶ月を１期分と
健康推進課長 この補助
し、１期分３千円で、５
は、県から直接指定の介 期分１万５千円を一括支
護サービス事業所に案内 給する。受付時期は、申
があり、事業所から町に 請が平成 年３月〜 年
要望があった。 万７千 ６月、支給は、平成 年
３月 日〜 年６月 日
を予定している。また、
受付等については、本年
度から各地区へ出向いて
受付している。この件も
検討中である。

25 29 29

10

12

７２４万４千円、農業用施設災害復旧費８４

31

問 固定資産業務支援シ
ステム業務委託の 市町
の自治体名、事業全体の
委託料、日高町の負担額
の算出方法は。
税務課長
市町は、御
坊市・印南町・日高川町
・美浜町・由良町・日高

10

12

８万８千円、道路橋梁災害復旧費２０２万１

29

29

28

29

27

21
11

28

千円等の増額。

介護ロボット

43

町と湯浅町・広川町・有
田川町・海南市である。
全体の費用は4579万
3080円。負担額の算
出方法は、面積及び人口
の割合に応じて計算した
結果、日高町は193万
9680円となった。

問 災害復旧費の詳細な
件数を。
総務政策課長 農業用施
設は、水路が３件、道路
が１件である。農地は、
全て田んぼである。

問 勤務評定による昇給
の状況についての説明を。
総務政策課長 極めて良
好０名、特に良好 名、
良好 名、やや良好でな
い０名、良好でない０名
である。

問 期末勤勉手当の支給
にかかる評定について説
明を。
総務政策課長 期末勤勉
手当の分は、優秀が 名、
標準が 名である

31
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65

2
月

1
平成 29 年

92

一般会計決算
歳入
問 町税の収入未済額の
内訳は。
税務課長 個人町民税現
年分 名 件、滞納繰越
分 名 件、固定資産税
現年分 名 件、滞納繰
越分 名２２５件、軽自
動車税現年分 名 件、
滞納繰越分 名 件であ
る。

治体への配分を手厚くし
た「人口減少等特別対策
事業費」が新設されたこ
とによるもの。平成 年
度から導入され、今後も
算定されると考える。

20

問 地方交付税のうち、
起債の返済に充当される
額は。
総務政策課長 地方交付
税 億３９１２万５千円
・財産調査を行なった上 のうち、起債充当分とし
での差押え、と順を追っ ての算入額は３億５５３
た取り組み実施とともに、 ５万９千円である。
納税相談や分納などの対
応をしている。滞納繰越
分については、臨戸徴収
や財産調査の継続実施、
差し押さえなどで回収努
力をしている。

42

16

問 税金の滞納への対応
は。
税務課長 現年分につい
ては新たな滞納者を出さ
ないよう、督促状、催告
書、差押え予告書、預金

25

平成27年度決算を認定

９月議会で付託された平成27年度一般会計決算、各特別会
計決算、水道事業会計決算を認定した。

教育委員の
任命に同意

問 固定資産税３万２千
円が不納欠損に至った理
由は。
税務課長 無財産４名４
件２万６８００円、生活
困窮１名１件５２００円
である。

ち現時点まで５万５６０
０円の入金があった。今
後も電話や訪問を重ね納
付いただけるよう努力し
たい。

問 学校給食費の滞納の
状況は。
教育課長 平成 年度の
児童２名分、５万９８５
０円は６月に入金済み。
平成 年度の児童１名分、
２万５２００円は未入金
で、電話や家庭訪問で早
急な入金を指導していく。

住民福祉課長

平成

年

問 臨時福祉給付金返還
金の説明を。

27

27

問 保育料滞納の現状と
今後の見込みは。
住民福祉課長 平成 、
、 、 年度の２名分
の滞納繰越分が 万６８
００円となっている。う

26

税相談の窓口

問 地方交付税が前年度
より約５３００万円増額
となった要因は。
小さな自
総務政策課長

24

決算特別委員会
任期満了にともない、玉井誠氏を
再任命することに同意した。

26

氏
誠
玉井
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月

1
平成 29 年

3

度に支給し
た給付金に
ついて、そ
の後の税関
係資料チェ
ックの中で
課税者によ
る扶養が判
明し、２名、
各１万５千
円の返還を
受けた。

問 新規就農・経営継承
総合支援事業補助金返還
金の説明を。
産業建設課長 就農開始
時の２カ月間、補助金と
雇用保険の重複受給が判
明したため、返還を受け
た。

問 子ども
医療費・ひ
とり親家庭医療費返還金
の説明を。
住民福祉課長 整骨院が
町と国保連合会へ二重請
求していたことが判明し、
返還を受けた。

保育料の滞納が一部長期化している

4
月

1
平成 29 年

総務政策課長 当初、特
に設置する必要はないと
のことであったが、その
後、設置が絶対条件とな
り、やむなく流用した。
問 地方税回収機構負担
金 万８千円について、
負担に見合う成果が得ら
れたか。
税務課長 機構による町
県民税の徴収実績が１４
７万８３９４円であり、
約１００万円の費用対効
果があった。
問 地方公共団体情報シ
ステム機構負担金の内容
と今後の見込みは。
住民福祉課長 マイナン
バーシステムの負担金で、
今後の見込みについては、
件数等によって変動する
と思われる。

万２千円の予算である
が、負担額は国に任せて
いる状況である。
問 高齢者外出支援事業
の利用状況は。
住民福祉課長 対象者１
２５７人、申請者８７４
人、利用者７９１人、内
すべて使用した人が３７
８人であった。

臨時保育士等賃金の

問 保健福祉総合センタ
ー光熱水費が町の負担と
なっているが、ほとんど
が町社会福祉協議会の使
用ではないのか。
住民福祉課長 子育て支
援センターとして利用し
ている部屋もあるので、
今後、色々話をしていき
たい。

すべて使用した人が３７８人

不用額について
の説明を。

住民福祉課長

当初、保育士
・５人、調理師
７人で計上した
が、実際の人数、
勤務状況によっ
て不用額が発生
した。

問

志賀学童保育所の浄

問 志賀学童保育所建設
後、保護者の評価等につ
いてアンケート等をとっ
たか。
教育課長 建設後の要望
の中で、外に手洗所を設
けるなど改善した。不平
不満などは聞いていない。
また、アンケートは実施
していない。

問 不用額との
関係で十分な保
育ができている
のか、保育士の
過度の労働など
の状況はないか。
住民福祉課長 園長や主
任が保育にあたるなど、
不足のないようにしてい
る。

24

81

問

化槽使用料が流用で賄わ
れた理由は。
教育課長 当初、学校の
浄化槽への接続を予定し
たが、人槽の関係で接続
できなくなり、新たに
人槽の浄化槽を設置した
ことから、流用した。

順調に運営されているか（志賀学童保育所）

問 使用料として補正予
算を計上すべきだったの
ではないか。
教育課長 補正できたか
もしれないが、光熱水費
が余ることが見込まれた
ため、流用した。

10

43

問 マイナンバーシステ
ムで全国の市町村が負担
すると考えると、莫大な
金額がこの機構に入るこ
とになると思うが、これ
についての認識は。
住民福祉課長 当町の負
担金は平成 年度２２０
万２千円の決算、 年度

28

32

41

問 地方創生
有識者会議委
員報償金が予
算化されずに
流用で賄われ
た理由は。

27

一般会計決算
歳出

てもらうという相乗効果
があるのではないか。
住民福祉課長 シルバー
問 町広報紙の印刷部数、 人材センターで仕事内容
配布委託料の根拠、委託 の協議がされているので、
先と契約方法は。
センターから要望等があ
総務政策課長 毎月２９
れば検討できる。
００部を印刷、配布は１
問 シルバー人材センタ
件あたり ・９円で、大
新東ヒューマンサービス ー補助金の継続は。
住民福祉課長 軌道に乗
と随意契約をしている。
ってきた場合には減額し
問 広報紙配布や清掃そ
ていく可能性がある。
の他、シルバー人材セン
問 交通安全施設につい
ターで可能な仕事を依頼
することで、シルバー人 て、各地区からの要望に
材センターの仕事の増加、 応えられているか。
総務政策課長 ガードレ
補助金の減額とともに、
町の仕事を安く請け負っ ールは４件中４件、カー
ブミラーは６
件中５件、防
犯灯は 件中
件の実施で、
予算の範囲内
で必要性を判
断して実施し
ている。

45

要望に応えられているか

注意していきたい。

28

問 健康推進員はどのよ
うな活動をしているか。
健康推進課長 研修会等
への参加で知識を習得し、
町民への健康づくり事業
参加勧奨や各種健診の受
診勧奨などを行っている。
問 健康推進員を増やす
考えは。
健康推進課長 県が実施
する養成講座５回コース
修了者に委嘱している。
平成 年度は７名、 年
度は１名増の８名に委嘱。
年度も何名か修了し委
嘱する予定で、今後も増
やしていきたい。

住民福祉課長

問 塵芥処理
費が３年程前
からすると１
千万円以上増
額となってい
るが対策は。

28

町としても
ゴミ削減のた
め、色々な啓
発などをして
いる。

問 有害鳥獣捕獲報償金
が前年度より減額となっ
ているが、被害も減って
いるか。
産業建設課長 捕獲数は
減ったが被害の状況は変
わっていない。

問 農地利用集積円滑化
事業、遊休農地解消総合
対策促進事業などの補助
事業を実施することによ
って、遊休農地解消の成
果が現れているか。
産業建設課長 解消とま
では言えないが、遊休農
地化を抑制する対策にな
っていると考える。

したか。
産業建設課長
歳以上
の方の入浴料を半額にし、
できるだけ入湯し健康に
なっていただくというこ
とで進めている。

72

教育課長・住民福祉課長

教育長

問 志賀保育所・小学校
のバスについて、小池方
面の利用が谷口の保育所
児童１名ということであ
る。小池地区の小学生の
利用について、小学校か
らの距離があることや、
バスの有効利用という面
から考えられなかったか。
距離的には２㎞

問 平成 年７月からの
名、志賀保育所５名、内
食堂再開のため、１８０ 原保育所 名である。
万円の補助金を出したが、
問 小学生がバスを利用
効果は出ているのか。
できる基準は。
産業建設課長 ７月から
教育課長 教育委員会が
入館者数が増えていて、
かなり影響があると思う。 要望を受けて検討し、決
定している。

問 温泉館の歳入、歳出、
差引は。
産業建設課長 歳入２９
４３万７５７円、歳出５
２６２万９６１５円、差
引２３１９万８７５８円
のマイナスである。

60

問 小学校スクールバス
・保育所送迎バス運行管
理委託料と、それぞれの
利用状況は。

27

スクールバス６６８万
８８０円、保育所バス６
１０万４１６０円。利用
者数は、比井小学校 名、
志賀小学校６名、内原小
学校 名、比井保育所８
28

遊休農地化の解消は
問 温泉館費の成果表で
は、「町民の健康づくり
等に役立てる」となって
いるが、具体的には何を

11

27

ゴミ処理費用が増えてきている

問 民生費全般の説明の
中で、全額不用額となっ
たという説明が多くあっ
たが、予算を組みながら
執行されていない項目が
多いのではないか。
住民福祉課長 計上した
が対象者がいなかったり、
制度改正によるシステム
改修を計上したが必要な
くなった、などの理由に
よるものである。
問 不用となることが見
込まれた場合、一定の時
期に減額補正を組むこと
が必要ではないか。
住民福祉課長
月や３
月に減額補正できるもの
もあると思うので、十分

12

月

1
平成 29 年

5

半程度であ
ること、広
い歩道があ
ること、地
域全体の要
望ではなか
ったことな
どからバス
の運行には
至っていな
い。

問 文化スポーツ活動大
会等出場助成金の規定は。
教育課長 一部補助につ
いては、高校生は県内１
万円、県外２万円、中学
生以下は職員の旅費規程
の２分の１を補助する。

問 中学校クラブ活動費
は、まんべんなく配分さ
れているか。
教育課長 ９クラブある
が、バットやボールなど
クラブの要求に応じて配
分している。

問 保護者
全員から要
望があれば
乗車できるのか。
教育長 まだそこまでは
考えていない。

保育所・スクールバスは有効利用されているか

6
月

1
平成 29 年

42 49

30

問 申込みながら未受診
となった人に対するペナ
ルティ実施意向は。
健康推進課長 そういう
考えは持っていない。

決算

水道事業会計
決算

機械設備が老朽化してきた浄水場

問 今後の見込みは。
上下水道課長 原水費の
負担と修繕費を考えると
しばらくは赤字決算にな
ると推測している。

10

下水道事業
特別会計

問 下水処理場の処理能
ーズがないのか。
介護保険
健康推進課長 要支援の
力と流入実績は。
特別会計 決算 方の小規模多機能型サー
上下水道課長 高家処理
ビス、認知症対応型通所
問 介護保険料の不納欠
場は日平均汚水処理能力
１１１０ｔ、年度末汚水 損、収入未済額の状況は。 介護であるが、利用者が
健康推進課長 不納欠損
少ない状況で、減額補正
流入実績５００ｔ、小池
処理場、能力３７０ｔ、 は３名５件で、２名は死 も行なったが、結果的に
実績２１８ｔ、比井処理 亡で相続放棄されている。 不用となった。
場、能力２１１ｔ、実績 １名は転出し生活保護と
問 特定入所者介護サー
９４ｔ、小浦処理場、能 なった。収入未済額は現
ビス等費で、限度額認定
力１２０ｔ、実績 ｔ、 年分 名、滞納繰越分
阿尾処理場、能力４８１ 名で、内４名の方が訪問 書の発行について、平成
年８月から収入等の要
ｔ、実績２４６ｔであり、 に よ る 納 付 相 談 の 結 果、
それぞれ余裕がある。
分納していただくことと 件が厳しくなったが、そ
なっているが、残りの方 の影響は。
健康推進課長 金融機関
問 1323万3941
問 町が設置した個別型
は督促状、催告書送付等
の調査結果により対象外 円赤字の主な要因は。
の合併浄化槽について、 の対応をしている。
上下水道課長 当初予算
となった方が２名、配偶
戸が未接続となってい
者が住民税課税者で対象 では約２千万円の赤字を
問 地域密着型介護予防
るがどう考え
サービス給付費が全額不 外となった方が３名いる。 見込んでいたが、なんと
るか。
上下水道課長
かこの金額で収まったと
用額となっているが、ニ
いう状況である。赤字の
要因は、浄水場を新しく
して 年経過し、機械設
備の老朽化による故障が
起きていて、修繕費がか
さんだのが大きな要因で
ある。

34

空き家が２
戸、高齢化で
接続が無理と
いう家もある
のが現状だが、
接続に向け進
めて行きたい。

制度変更で入所費用が高くなった人もいる

国民健康保険
特別会計 決算
問 国保税の不納欠損、
問 集落排水処理施設加
収入未済額の状況は。
入促進事業補助金の実績
税務課長 不納欠損は２
は。
上下水道課長
件の予
世帯２件で所在不明、収
入未済額は現年分 世帯 算計上をしたが、８件の
件、滞納繰越分 世帯 実績にとどまった。
１０４件。税率引き上げ
問 補助金の広報が十分
と事業者の経営不振など
により徴収率が下がった でなかったのでは。
上下水道課長 区長会や
が、税の公平性を確保す
るため、徴収努力をして 広報紙、建築事業者を通
じるなどの方法で周知し
いく。
たので、対象者で知らな
問 人間ドックの実績は。 かったという方はいない
健康推進課長 １日ドッ
と考えている。
ク 名、２日ドック 名
の申し込みがあり、それ
ぞれ３名が未受診となっ
た。

49

96

20

17

高家下水処理場

13

15
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榮 テニスコート整備の
要望書と署名が、町長に
直接手渡されたが、署名
人数は。
町長 町内１１１１名、
町外４０６名で、合計１
５１７名である。

榮

議員

榮 今回の要望の内容は、
すでに隣りの由良町が７
年前に整備した、ナイタ
ー付き人工芝テニスコー
ト２面の整備である。
日高町よりも人口の少
ない九度山町、高野町、
古座川町でも、ナイター
付き人工芝テニスコート
２面を整備している。
県内 市町村の中で、
ナイター付きハードコー
ト６面を整備した太地町
を除けば、人工芝テニス
コートがないのは我が町
だけである。
日高町の整備の遅れを
どう思うのか。
町長 いろんな市町にお
いて、その取り組みとい
うものがある。
今回、私も要望を初め

茂美

榮 町の
スポーツ
振興に対
する町長
の考えは。
町長 子
ども達が
一生懸命
クラブに
励んで、
心身とも
に鍛えて
いる姿を

30

榮 大変な数だと思うが、 見ると、町として出来る
どう受け止めたのか。
ことがあれば応援したい
町長 今回、要望に来ら
と常に考えている。
れて、テニスをする方々
の状況を初めて聞いた。
署名の数も重要である
と思うが、若者の皆さん
から直接
話を聞け
て良かっ
たと思っ
ている。

現状の日高中学校テニスコート

月

1
平成 29 年

7

とても漠然とした曖

昧な表現である。
具体的な町のアクショ
ンプランの作成を望む。
町長 総合的に、できる
限り赤字を出さないよう
に頑張っていく。

榮 昨年度の温泉館費の
て聞いたところである。 赤字額は、約２千３百万
町の財政面の事もある 円である。
こ の ま ま の 運 営 で は、
が、考えていかなければ
今後も赤字経営は続いて
ならないと思う。
いくのではないか。
榮 スポーツで町おこし
以前から私は、こうし
をしたいという若い方々 た施設の運営は町には向
の思いに、ぜひ応えても いていないので、活力生
らいたい。
む民間委託や指定管理者
町長 教育委員会と十分
制度の導入、あるいは民
協議し、検討していく。 間売却を要望している。
町 長 の 施 策 の 方 針 は、
今の形態で今後も頑張る
ということか。
町長 以前からお答えし
榮 町の温泉資源を活用
ているように、海の里検
した地域戦略はあるのか。 討委員会の結果を重んじ、
町長 温 泉 館 は、 町 に
今後の運営に活かしてい
とって最も重要な観光資 く考えである。
源である。
その資源を活かし関係 他の一般質問
機関と連携し、更なる地 「町のおもてなしトイレ」
域の振興と活性化を図っ
ていきたい。
榮

8
月

1
平成 29 年

芝 平成 年度から５ヵ
年計画で進められている
町道高家中央線の現在の
進捗状況は。
町長 県道比井紀伊内原
停車場線と町道高家下志
賀線を結ぶ延長７８０ｍ、
道路幅員が５ｍで ｍの

用地買収の方はどう

歩道付きの町道である。
現在の進捗状況は、道
路本線の測量設計が完了
し、西川に架かる天満井
橋の詳細設計を行ってい
る最中である。
芝

なっているのか。
町長 当初の計画通り町
道高家下志賀線側より、
用地買収の事前交渉を進
めている。
芝 今後の全体の計画は。
町長 用地取得を進めな
がら町道高家下志賀線側
から改良工事に着手し、
新天満井橋を早期に完成
することにより、西川よ
り県道比井紀伊内原停車
場線までの区間について
も、工事の進捗が伸びる
ものと考えており、１日
でも早く完成を目指して
取り組んでまいりたい。
芝 町道高家中央線の拡
幅工事の必要性は。
町長 国道 号の機能を
補完する安全で快適な道
路として、また緊急時の
避難道路としても有効に
利用できる重要道路であ
ると考えている。

42

議員
充彦
芝

27

1.5

早期完成を待たれる町道高家中央線

芝 現在、直面している
問題を最優先に考えられ
た決断には敬意を表した
い。

芝 町内各地に地震、津
波の避難場所がある中、
いま防災コミュニティ広
場が本当に必要なのか。
町長 実施となると多く
の財政負担も考えられ、
任期中に適地の選定・補
助事業等の目途をつける
事を目標に取り組んでき
た。しかし、検討を重ね
た結果、当面は児童・生
徒が安全安心で充実した
学校生活を送れるよう、
教育環境の整備を最重要
課題と位置づけ、喫緊に
迫る諸課題に優先的に予
算配分を行い、実行して
いくことが私に課せられ
た責務であると考えてい
る。

芝 今年は 月４日に自
だと考えており、いろい
主防災訓練が行われたが、 ろ工夫を凝らしながら実
行政の参加はどうなって 施していきたい。
いるのか。
町長 平日に実施したの
で、職員は勤務中のため
地域での避難訓練には参
加していないが、庁舎で
のシェイクアウト訓練、
Ｊアラートや防災行政無
線を活用した訓練報の受
信、情報伝達訓練を実施
した。

芝 今後は、津波の日に
合わせた避難訓練を職員
も一緒に地域の住民と行
うことによって、より効
果的な訓練になると思う
が。
町長 今後は、休日など
に実施することも考え、
災害発生時には地域住民
の方々はまず避難して、
身の安全を確保していた
だき、職員については、
役場への参集、沿岸部の
職員については、状況に
よって現地に留まるなど、
それに応じた訓練も必要

11

楠山 当町の 区それぞ
昨年の第３回定例会の、 思っております。』とも
れに、公民館や集会場な 西岡議員からの一般質問 答弁されている。
どの施設があり、区の総 に対して、集会所に対す
当町の公民館・集会所
会や各種集会、祭礼、婦 る認識について町長は次 においては、災害時にお
人会活動など、その地域 のように答弁をされてい ける指定避難所にもなっ
のコミュニティ活動の中 る。『町としましても、 ているにもかかわらず、
心となる施設として活用 地域の集会施設は、まち 非耐震構造のままで使用
されている。また、選挙 づくりの原点である、と しているものが多くある。
においては投票所となっ 認識しております。』ま その理由の殆どが、多額
たり、災害時における指 た、建替え費用の助成に を要する建替え費用を地
定避難所にもなっており、 ついては、『周りの市町 区住民で負担することが
多岐に渡って利活用がさ 村の取り組みについて調 非常に困難であるからで
れている。
査・研究していきたいと ある。
昨年からの調査・研究
の結果、また、熊本地震
から得た教訓を踏まえた
上で、建替えに対する助
成制度について、現在は
どのように考えているの
か。
町長 各地区の公民館、
集会所については、昨年
の９月議会において、西
岡議員の一般質問にも答
えたとおり、まちづくり
の原点であると考えてい
る。
調査の結果については、
町で建築している所、建
築・大規模改修に助成し
ている所、建築は地区で
行うが、修繕に助成して
いる所など、各町により
様々であるが、光熱水費、

消耗品など
の維持管理
は、地区で
行っている、
との結果で
あった。
建替え費
用の助成に
ついては、
一般財団法
人自治総合
センターが
実施してい
る、コミュ
ニティ活動
に必要な集
会施設の整
備に対する助成事業を活
用してもらうように考え
ているが、各集会施設は、
地域コミュニティの場と
してだけでなく、災害時
の避難場所としての役割
も有しているところであ
る。
指摘のとおり、今年に
入り、熊本地震、台風
号、鳥取中部地震など
により、相次いで大規模
な災害が発生している。
その様な中で、地区集会
所への避難はもとより、
そこでの長期にわたる避
難生活を余儀なくされて
10

楠山 町内一律の負担に
することや、１００％町
の負担とすることは困難
であると理解しているが、
災害に対する備えをより
充実するために、建替え
や大規模改修に取り組み
やすい支援制度の確立を
求める。

いる場合などを想定した
時、建設費助成を含め、
町の役割ということに対
して、再度考えてみたい。

公民館の利用風景

議員
博之
楠山

月

1
平成 29 年

9

21

建替えが急がれる、老朽化した公民館

10
月

1
平成 29 年

西岡 ９月の台風 号時
に、日高町は避難準備情
報を出した。町内の高齢
者施設はどのような対応
をされたか把握されてい
るか。
総務政策課長 実際の避
難行動はしていないが、
通常の災害時におこなう
点検、避難経路の確認等
をおこなったと聞いてい
る。

西岡 避難準備情報が出
されたが、施設での避難
行動はとられていない。
町内の要援護者と思われ
る方達の避難もごく少数
にとどまった。そのこと
について検証しておく必
要があるのではないか。
町長 情報交換しながら
進めて行きたい。

西岡 それぞれの施設は
地震、津波、台風などケ
ースに合わせた防災計画
をもたれているか。
総務政策課長 それぞれ
マニュアル等が整備され
ている。

16

西岡 法律で要援護者の
名簿づくりが義務づけら

れているが、どうなって 保管している。町が名簿
いるか。
を活用したことはない。
町長 平成 年度に民生
西岡 自主防災会での活
児童委員の協力を得て作
成し、毎年更新している。 用などについて、行政が
警察署と情報共有をおこ 主導して取り組んで行く
べきではないか。
なっている。
町長 大事なことなので
研究を深め取り組んでい
きたい。
西岡 災害時の情報発信
に防災行政無線は有効な
手段だが、暴風雨の時に

は聞き取れない。各戸ご
との受信機導入が必要で
はないか。
希望者に戸別受信
町長

西岡
月９日可決した
「部落差別解消推進法」
は部落差別の永久化につ
ながる危険性を持つ。
１９６９年以降進めら
れた同和対策特別事業で
環境改善が図られ、２０
０２年３月、政府はこれ
以上の特別対策は「問題
の解決に有効とはいえな
い」として事業を集結さ
せた。
しかし新たな法律は、
国と地方自治体に「差別
の実態調査」を義務づけ、
教育、啓発などの施策を
おこなうよう定めている。
「部落差別の実態調
査」は、旧対象地区を掘
り起こし、対象住民を洗
い出すことになる。許し
がたい人権侵害である。
町長の見解は。
町長 今後自治体への協
力などについて、どのよ
うな要請がくるのか詳細

12

21

西岡 名簿はどこで保管
し、どんな活用がされて
いるか。
住民福祉課長 住民福祉
課パソコン内にデータで、
総務政策課はペーパーで

8 月の台風 10 号は東北・北海道に大きな被害をもたらした

議員
佳奈子
西岡

機を貸与する体制を整え
ており、この方法を続け
ていきたい。

はわからないが、慎重に
対処していきたい。

西岡 法律には付帯決議
がつけられた。一つは、
過去の民間運動団体の行
き過ぎた言動と、差別の
解消を阻害していた要因
を踏まえ対策を講ずる。
次に、教育及び啓発によ
り新たな差別を生むこと
がないよう留意する。さ
らに、実態調査により新
たな差別を生むことがな
いよう留意するとなって
いる。こういう付帯決議
をつけなければならない
法律だったということで
ある。
行政として、新たな差
別を生み出すような取り
組みをしてはならない。

他の一般質問
子ども医療費助成を
国に求めて

井垣 町のホームページ
を開くと最初に温泉館海
の里みちしおの湯が掲載
されている。町の顔とし
ての位置づけである温泉
館のさらなる集客アップ
のためにイルミネーショ
ン・ライトアップをして

年間の約 ％を占めてい
る。
イルミネーション・ラ
イトアップについては新
たな魅力になると考える
が費用面や維持管理など
を考慮し検討したい。
井垣 イルミネーション
・ライトアップは取り外
しが出来るので、イベン
トや桜のライトアップに
活用してみてはどうか。
町長 集客アップに繋が
ると思うので検討してい
く。

井垣 更なる農業施策を
期待する。

井垣 町長自身が以前、
農業従事者でありＪＡの
理事を歴任していたと記
憶している。この問題に
対して町長のリーダーシ
ップを期待するが。
町長 ＪＡまた地域の農
家、関係各位との話し合
い等、行い取り組んでい
く。

井垣 砂浜の砂の搬入量
地利用集積円滑化事業や
が足りていないのでは。 農地中間管理事業を活用
町長 毎年、西の方へ流
し、ＪＡが委託先となり、
れていくので、その砂を 農業委員会と連携を図り
戻す作業をしているが海 ながら、農地の出し手農
水浴客に快適に過ごして 家及び受け手農家の掘り
頂く観点から十分検討し、 起こしを行い、ＪＡや規
取り組んでいく。
模拡大を希望している担
い手農家に農地の集積化
を図っている。
農業をめぐる情勢は厳
しいが、今後も引き続き、
農業委員会及びＪＡをは
じめ各関係機関の協力を
得ながら、担い手の確保
や水田農業の維持に取り
組んでいく。

井垣 農業従
事者の高齢化
が進み、遊休
農地の増加が
懸念される。
出し手（田を
預けたい農家）
の増加、受け
手（農家の担
い手）の減少
になると思わ
れる中、担い
手の確保が課題だが町長
の考えは。
町長 当町についてはＪ
Ａが農業経営事業の参入
に際し、水稲栽培にかか
る農業用機械の購入に対
し支援を行い、平成 年
度より、高家・小中地区
の平野部の水田を中心に、
遊休化の防止と耕作放棄
地の解消に努め水田農業
の維持を図っている。
また平成 年度より農

25

30

井垣 産湯海水浴場の整
備・集客アップの構想は
あるか。
町長 産湯海水浴場につ
いては、来年度に駐車ス
ペースの一部にヤシの木
を植栽する計画であり、
海水浴の来客だけではな
く、イベント等実施する
にあたり、より景観的に
魅力ある施設にしたい。
また中紀随一の海水浴
場であることをＰＲし、
さらなる集客に向けたイ
ベント実施を考えており、
関係機関と協議し取り組
んでいく。

26

みてはどうか。
町長 町内唯一の温泉施
設であり、町の顔である
と考えている。
集客面については、夏
場海水浴の来客により７
月と８月の２ヵ月間で約
１万５千人の利用があり、

煌びやかなイルミネーション

議員
弥
井垣

月

1
平成 29 年
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去る 月 日に、閉会中の継続調査である保健福
祉総合センターの利活用について、並びに、社会福
祉協議会への補助金等について調査をした。
28

保健福祉総合センターの利活用

27

健診とデイサービスが大
部分を占めていた。
２階のフロアにおいて
は、会議室や調理実習室
などはほとんど利用され
ていない状況であり、担
当課の方でも利用が少な
いとの認識であった。
委員からは、保健福祉
総合センターにおいては、
現在空調改修工事も実施
されているので、立派な
施設をもっと有効活用を
すべきだ、又、積極的に
利用を働きかけてはと、

厳しい意見が
出された。
委員会とし
ては、保健福
祉総合センタ
ーの利活用に
ついては担当
課だけではな
く、各課とも
連携を取り合
い、会議室や
調理実習室の
有効活用を望
むものである。

デイサービス風景

う委員からの問いに対し
ては、町が負担している
との事であった。
委員会としては、建物
の使用許可について一度
見直してはと言う意見で
一致し、建物の使用許可
についての内容を再検討
するよう、執行部に要望
をした。

社会福祉協議会の活動状況
社会福祉協議会への補
助金等と、活動状況につ
いて執行部から説明を受
けた。
主な事業として、訪問
介護、通所介護、ボラン
ティア活動の振興、地域
福祉活動の推進といった
内容であり、補助金の使
途については、主に人件
費に充当しているとの事
であった。
光熱費、燃料費などは
どうなっているのかとい

茂美
博之
佳奈子
弥
充彦
崇
和人

あけましておめでと
うございます。
町民の皆様には、お
健やかに初春をお迎え
のことと、お慶び申し
上げます。
年４回発行の『議会
だより』は、この２年
間、左記の広報委員７
名で、編集作業をして
きました。
次回からは新メンバ
ーで構成されます。
これからも、より良
い広報誌作りに励んで
いきますので、ご愛読
よろしくお願いしま
す。
２年間ありがとうご
ざいました。

榮
委員長
副委員長 楠山
西岡
井垣
芝
稲垣
清水

この広報紙は再生紙を使用しています。
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始めに執行部から、保 の事であった。
利用内容については、
健福祉総合センターの利
用状況の説明を受けた。 １階のフロアで行う各種
それによると同センタ
ーは平成８年３月に完成
し、鉄筋コンクリート造
り、地下１階、地上２階
建ての構造となっている。
健康教育、健康相談、予
防接種、各種健診、機能
訓練等、保健指導を中心
とした保健センターと、
デイサービスを中心とし
た福祉センターの複合施
設で、健康づくりと在宅
福祉の拠点として業務を
行っている。
平成 年度の利用状況
については、各種健診、
会議、デイサービスなど
全ての利用合わせて４１
８回、延べ８００６人と

保健福祉総合センター（ふれあいセンター）

委員会レポート

12
月

1
平成 29 年

