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２８年度決算認定

平成 年第３回定例会は９月

日から 日まで

年度一般会計、特別会計、水

日間の会期で開催した。
今定例会では平成

15

年度補正予算、条例等議案８件、同

29

案のとおり同意可決した。

水道事業会計

営業収益・営業外収益から営業費用・営業外費用・特別損失を

引くと、１，６０７万円の赤字決算である。

意１件、諮問１件が提案され、慎重審議の結果、原

また、平成

12
（平成２９年３月３１日現在）

29

道事業会計の決算を認定した。

28

26

３，４２８戸（ １５戸の増加）
７，９０９人（ ３人の増加）
８０万４，１６３㎥（１５２㎥の増加）
給水戸数
給水人口
年間総給水量

４０億１，
７９５万円
２４億７，
５５９万円
一般会計歳出決算
特別会計歳出決算

主な特別会計歳出決算額の内訳

１１億６，０１５万円
３億６，１２１万円
７億７，７４６万円
１億７，６７７万円
国民健康保険特別会計
下水道事業特別会計
介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会計

監査委員の意見

歳入面において、厳しい経済情勢の中、

町税が収入増となったが、給付費等が全般的

に増加傾向にあり、依然として厳しい状況で
ある。

税・料における収入未済額の一部が長期

化・固定化しており、その発生・増加に十分

留意し、引き続き最大限の徴収努力を望むも

のである。

一般会計について

一般会計においては、財政調整基金４２７

４万２千円の積み立て、実質収支額２億５９

３２万９千円の黒字決算であるが、財政調整

基金は前年度比１億８９３３万２千円の減額

となっており、将来負担比率の悪化も見込ま

れる。今後も健全財政の堅持を心がけていた

だきたい。

下水道事業について

接続率は年々向上しているが、事業の安定

的な推進のため、新規加入と接続率向上の促

進に継続的な努力を求める。

水道事業について

経常利益が赤字決算となっているため、更

なる経営改善に取り組まれたい。

決算特別委員会報告
日、 日の３日間にわ
たり審査を行った。

治氏

１．税（住民・固定資産
・軽自動車）国保税、料
（保育他）に対する収入

21

教育委員として任命したいと議会に同意を求め
られ、全員一致で同意をした。

糸谷
治 氏
（志賀）
楠山 護 氏
（萩原）

結果が反映されていなか
ったとのことであるが、
ずさんな管理であったこ
とは否めない。このよう
なことが二度とないよう、
指摘があった。

特別会計・水道事業会
計においても慎重審査が
行われ、委員会としては、
一 般 会 計・ 各 特 別 会 計・
水道事業会計ともに、「認
定」することと決定した。

町有財産のずさんな管理が発覚

20

人権擁護委員に楠山護氏

11

本委員会に付託された
平成 年度一般会計歳入
歳出決算、平成 年度各
特別会計歳入歳出決算、
平成 年度水道事業会計
決算について、９月 日、
19

教育委員に糸谷

28

人権擁護委員として推薦したいと諮問があり、
全員一致で適任と認め、答申をした。

未済、不納欠損額に更な きる対策を講ずるよう求
る努力が必要との意見が める。
聞かれた。特に学童保育 ５．温泉館について、入
の収入未済額については、 湯客が増えないことや、
出納閉鎖までに防げたの 修繕費が増加している中
ではないかと感じる。
で、約２千万円の赤字の
２．随意契約が多く見受 状況である。収入増の取
けられるが、今後、適正 り組みを強め、また駐車
な契約執行が行われるよ 場を増やすことを求める
う指摘があった。
意見が出された。
３．駅前駐輪場の盗難や ６．防災士資格を持った
いたずらに対し、更なる 役場職員が、保育士４名
対策を検討すべきとの意 のみであることから、資
見があった。
格取得を求める意見があ
４．臨時福祉給付金が、 った。
すべての対象者に給付で ７．基金の減少等につい
て、監査委
員より健全
財政の堅持
を求められ
た点につい
て、対応す
べきとの指
摘があった。
８．財産に
関する調書
では、固定
資産台帳を
整備する中
で、約 万
㎡の土地の
減少が確認
された。地
籍調査等の
更なる防犯対策が望まれる駅前駐輪場

28

28

10 月
平成 29 年

3

後について、実績等を踏 各小学校のＰＴＡの会長
まえて中学校側と協議し ・副会長、及び校長、学
た結果、地方大会で 万 校教職員の代表、学校評
円、県大会で 万円、近 議員の代表、志賀・比井
畿大会で 万円を要する 保育所の保護者会長、及
ということで計１５０万 び保育所長、区長会の会
円を計上した。
長・副会長、町議会の代
表を考えている。
問 競技の種目は。
教育課長 野球、テニス、 問 任期２年と言われた
陸上、バスケ、バレー、 が、２年掛けて検討して
卓球、駅伝である。
いくということか。最初
の意見集約は、いつ頃を
目途にしているのか。
教育課長 統合について
の意見は、これからまだ
まだ様々な意見が出てく
ると思う。今年度中に、
65

35

問 小学校統合検討懇談
会委員報償金が補正計上
されているが、委員の人
数とメンバーは。
名以内で、
教育課長

意見がまとまるというこ
とは難しいと考える。

問 災害復旧費工事請負
費の詳細説明を。
産業建設課長 台風５号
により現予算が消化して

しまったため、次の災害
に備えて１００万円を計
上した。台風５号による
ものは、下志賀の倒木、
小浦の土砂撤去、内の畑
の土砂撤去、原谷の土砂
撤去などである。

年度国保会計補正予算

既定の予算額に１億５０５万３千円を
追加し、 億５５５９万７千円とする。
主な内容は、歳入・繰越金１億５０５
万３千円。歳出・基金積立金７６９６万
８千円等。

問 今年度の国保税の引
上げ約 ％が提案された
のは、６月議会である。
前年度繰越金が約１億
５００万円あり、約７７
００万円を積立てすると
いう状況になっている。
この繰越金を、国保税を
引き上げないための財源
に充てることができたと
考えられるが、そういう

問 歳入の繰越金１億５
０５万３千円の見込みは、
どの時点で出たか。
健康推進課長 ５月末の
出納閉鎖後である。

問 ６月議会の時点で繰
越金約１億５００万円が
既に見込まれていたと考
えられる。そのことを見
込んだ上で、保険税の判
断が必要だったのではな
いか。
町長 担当課の見込みと
かいろんな形があり、最
終的にはそういう形でし
か対応できなかった。

考えはなかったのか。
健康推進課長 ６月議会
で、基金から１千万円を
投入し、国保税引き上げ
を抑える努力をした。

12

年度一般会計補正予算

ある。

問 志賀保育所増築実施
設計委託料４３６万６千
円の詳細説明を。
住民福祉課長 現在の保
育所敷地内に、 ・ ㎡
の部屋を２部屋とトイレ、
廊下を増築、それと浄化
槽の移転の実施設計であ
る。

問 認可外保育施設に対
住民福祉課長 本人申請
する第３子以降に係る保 で、本人への支払となっ
育料無料化助成金、 万 ている。
２千円計上されているが、
対象は何名か。
住民福祉課長 ３名分で

既定の予算額に６０４５万３千円を追
加し、 億７７４２万３千円とする。
主な内容は住民基本台帳システム改修
委託料４６４万４千円、志賀保育所増築
にかかる実施設計委託料４３９万６千円、
認可外保育施設に対する第３子以降に係
る保育料無料化助成金 万２千円、国保
日高総合病院負担金３４１２万３千円、
小学校統合検討懇談会委員報償金 万２
千円、中学校対外競技活動費補助金１５
０万円、小災害復旧費１００万円等。
43

問 県と町とで行う施策
だと思うが、その割合は。
住民福祉課長 この事業
は、県の『紀州３人っこ
施策』におけるもので、
県から２分の１の補助を
得て実施している。

問 日高中学校、対外競
技活動費補助金の説明を。
教育課長 現在の予算残
万円である。今

12

29

10

56

高は約

増築される志賀保育所

25

46

56

50

25

29
問 申請は本人か。支払
い先は。

14

4

10 月
平成 29 年

榮 日高町がバイオマス
タウンと公表されて早６
年以上経つが、今の状況
と今後の展望は。
この構想の重要な
町長

榮

っかり町が協力支援して
もらいたい。
町長 民間事業者がこの
バイオマス施設の整備を
完了すれば、日高町のゴ
ミ減量化、資源化、経費
削減ができるので私も期
待している。
町としてできるところ
は協力していきたい。
榮 以前、この事業が順
調に推移すれば、家庭の
キッチンシンクの下に生
ゴミを細かく瞬間的に粉
砕し、水とともに下水道
に排出するディスポーザ
ー装置の普及を推進し、
高齢者の重い生ゴミの搬
出の軽減に寄与したいと
言われたが、この考えに
変わりはないか。
町長 町として、いろん
な形で協力したい。

榮 御坊広域清掃センタ
ーのゴミ処理施設の耐用
年数が迫っているが、町
の事業費と運営費の負担
額はどの位か。
町長 総事業費は約 億
円で、町の負担分は約２
億７千万円で、運営費は
今とほぼ同程度であると
考える。

榮 大変な金額である。
施設へのゴミ持ち込み量
が減れば、それだけ負担
額も減るので、日高町ゴ
ミ半減プランを策定すれ
ばどうか。
住民福祉課長 日高町の
廃棄物処理基本計画は、
今年度から５年間で５％
のゴミ削減を目指してい
く。

榮 可燃ゴミの約 ％の
生ゴミを、今回計画して
いる肥料工場で堆肥化す
れば、日高町ごみ半減プ
ランは策定できるのでは
ないか。
肥料工場の建設がスム
ーズに進むよう、町がし
っかり応援してもらいた
い。

榮 夏休みに実施してい
るチャレンジ広場の利用
状況は。
教育長 昨年度は各小学
校で７日間実施、延べ参
加人数
名、今年度は
日間で２９２名である。

89

榮 小学校の中高学年に
もなれば、保育よりもチ
ャレンジ広場の学習支援
がニーズに合っていると
思うので、これを拡充す
ればどうか。
教育長 今年度のチャレ
ンジ広場の利用実績は、
昨年度に比べて約３倍に
伸びている。
今後利用したいという
子ども達が増加すると思
われ、指導員の確保等の
問題はあるが、検討して
いきたい。

榮 一方、学童保育所の
利用状況はどうか。
教育課長 夏休み中の定
員オーバーが、第１で９
日間、第２で８日間あっ
た。

10

議員

である。
現在、原谷地区におい
て用地造成が完了し、今
後、事業の実施に向け、
施設の整備等に取り組ん
でいると聞いている。
榮 具体的にどう整備す
ると聞いているのか。
町長 早ければ来年度に
施設整備を進め、事業を
開始すると聞いている。
施設規模は、６１０㎡
の汚泥処理肥料工場を建
設し、機械により発酵・
乾燥を行い、１日の処理
計画は最大３トンである
と聞いている。
榮 日高町バイオマスタ
ウン構想は、官民連携し
て取り組んでいると聞い
ている。
この施設が出来上がれ
ば町が委託する事業なの
で、軌道に乗るよう、し

52

42

茂美

部分は堆肥化プロジェク
トであり、民間事業者が、
日高町の集落排水汚泥、
浄化槽汚泥、し尿を脱水
処理し、堆肥化するもの

肥料工場の建設予定地（原谷）

10 月
平成 29 年
【一般質問】

5

芝 毎年行われる避難訓
練について、昨年 月議
会での再質問の中で「昨
年、一昨年と平日に自主
防災組織が避難訓練を行
っていて、ここに職員も
一緒に参加されてはどう
か」と質問したところ、
町長は「平日のため参加
が出来ない」との事であ
った。再度「職員も一緒
に参加することによって、
より効果的な訓練になる
のではないか」とただし
たところ町長は「今後、
休日などに実施すること
も考えていきたい」との
事であった。今年は 月
５日世界津波の日は日曜
日となっているが、今年
の避難訓練の日程と内容
は。
町長 本年度は職員並び
に多くの住民の方が参加
出来るよう、 月３日の
祝日に行う予定である。
１．住民の皆様は緊急速
報がなり、シェイクアウ
ト訓練後高台に避難する
訓練を行う。
２．職員は各自、自宅等
からシェイクアウト訓練
後、内陸の者は役場へ参
集し、沿岸部の者は住民
町長 クラブの指導者の
の皆様と同様に高台へ避
難する。情報収集後、役 方にお願いをしてみる。
場へ参集し、施設の被害
状況確認や避難所開設準
備などの初動対応を行う。
３．ふれあいセンターに
おいて、避難行動要援護
者やその介護人の避難行
動訓練と福祉避難所の運
営など、職員及び社会福
祉協議会と合同で福祉避
難訓練を行う。
芝
月３日（祝）に避
難訓練をするのは賛成で
ある。今後どのように住
民の方々に周知していく
のか。
町長 広報活動、各区長
や自主防災組織リーダー
の方々に適時お知らせし
ていきたい。
芝 過去３年は平日に避
難訓練が行われ、小中学
生は先生方の誘導の下、
避難行動をしているわけ
だが、今回は休日に行う
中で小学生のクラブ活動
時（野球、バレー、サッ
カー、バスケット、剣道、
柔道等）に災害が起こっ
たと想定した避難訓練も
取り入れてはどうか。

芝 以前の一般質問で、
災害時には的確な判断が
必要なため、自
主防災会の人た
ちにも地域防災
リーダーの取得
をと要望した。
その際、「２〜３
人は取得してい
ただきたい」と
言っていた。防
災士の資格を取
得するには受験
が必要であるが、
地域防災リーダ
ーは県が主催す
る講習会を受講
すれば認定され
る。現在の状況
はどうなってい
るのか。

12

11

総務政策課長 まだであ
る。防災士の資格を取っ
て頂く事は非常に大切な
事だ。自主防災会の会議
等で十分にお願いをし、
一人でも多くの方に資格
を取ってもらうよう図ら
いたい。

町長 防災士の資格を取
って頂いて、災害に対応
するという事は大事であ
るので、自主防災会に対
して十分に取り組んでい
きたい。

芝 是非お願いしたい。
今回の避難訓練が町長を
初め、町民が一体となっ
て実施できるよう期待し
ている。

平成 年度から町が『防災育成事業』
をスタート
防災士資格取得に関して補助金を出す
事業である。
県が主催する『紀の国防災人づくり塾』
を受講し、全課程を修了した者に修了書
が発行される。この時点で地域防災リー
ダーとなる。
また修了者は、防災士資格の受験資格
を得ることができる。

28

野球部

バレー部

11

議員
充彦
芝

6
【一般質問】

10 月
平成 29 年
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西岡 厚生労働省は「聴
覚障害は早期に発見され、
適切な支援が行われた場
合には、聴覚障害による
音声言語発達への影響が
最小限に抑えられること
から、その早期発見・早
期療育を図るために、全
ての新生児を対象とした
新生児聴覚検査を実施す
ることが重要である」と
述べている。
当町の状況は。また、

検査費用への助成を。
町長 新生児の聴覚検査
は任意の受診で、健康保
険適用外となっている。
当町の 年度の受診状況
は 人のうち 人が受診
されている。
非常に重要な検査だと
認識しており、検査費用
の助成について早期に実
施できるよう前向きに取
り組んでいきたい。

新生児期の検査実施が重要

西岡 乳幼
児健診につ
いて、当町
の現状では、
３歳児健診
の次が小学
校入学前の
就学時健診
となる。子
どもの健康
と発達、子
育て支援の
意味からも、
５歳児健診
の実施を。
町長
歳
児の大半は保育所に通わ
れている。現在は、保健
師と教育委員会指導主事
が連携し、各保育所への
定期訪問を実施し、健診
の事後フォローとともに、
全園児を対象として集団
生活での様子を確認して
いる。気になるなどの子
供については保育士との
連携により、保護者への
アプローチを行い、相談
に応じて、早期発見、早
期療育へと繋ぐ支援を行
なっている。また、今年
度より発達相談の回数を
増やし、相談支援体制の
整備に努めている。

現時点では、５歳児健
診の実施は考えていない。

西岡 保育所への定期訪
問は町内の保育所という
ことだが、町外や認可外
の保育所、幼稚園へ通わ
れている子どもや、幼児
保育や教育施設に通われ
ていない子どももいる。
そういう子どもも状況を
把握する必要があると思
うが。
健康推進課長 把握が必
要だと考える。

西岡
歳児健診の時に
はわからなかった発達障
害など、支援が必要な子
どもの状況が、５歳児健
診で把握でき、療育支援
につなげていけるという
ことで実施自治体が増え
てきている。ぜひ検討し
ていただきたい。
町長 他市町の取り組み
についても研究し、また、
町外の保育所等に行かれ
ている子どもの状況も調
べながら、今後、子ども
の成長に合わせた切れ目
のない支援に取り組んで
いきたい。

3
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5

西岡 学校施設の非構造
部材耐震化について、小
中学校全体として窓ガラ
スや蛍光灯など、対応が
必要な箇所が残されてい
ると思うが。
教育長 来年度、内原小
学校体育館非構造部材改
修工事を行いたい。引き
続き安全点検を実施し、
劣化などがあれば適宜修
繕していく。

西岡 学校施設以外の公
共施設は。
教育長 中央公民館や町
立集会所等避難所になっ
ている施設もあり、対策
が必要な状況である。
町長 役場庁舎や農改セ
ンター、ふれあいセンタ
ー、温泉館、保育所等々
の非構造部材の耐震性の
検査はおこなっていない。
必要に応じて検討してい
きたい。

西岡 検査や改修の計画
を立て、取り組みを。
検討していきたい。

町長

8

総務福祉常任委員会は
去る８月 日、岩手県釜
石市に東日本大震災の復
興状況について元岩手県
議会議員で釜石市在住の
小野寺有一氏の案内で視
察した。
23

小野寺氏については
６年前に東日本大震災の

今も残る仮設住宅

この仮設住宅には数軒、
生活されているようだが
間もなく転居先が決まる
とのことであった。

復興住宅集合型（県営）
次に復興住宅（集合型
県営アパート）を視察し
た。ここは現在の小野寺
氏宅で４階建の２階の部
屋であった。釜石市の震
災では２階部分まで浸水
したので、この復興住宅
は１階には部屋がなく
３メートル程度の盛り土
がされていた。もし再度
津波がきても大丈夫であ
ろうとのことであった。

やはりより安全な上層階
が人気なようだ。

つづいて鵜住居（うの
すまい）地区に移動し新
しく建設された小・中学
校、隣接の保育所を視察
した。６年前の津波の際
には３階の窓に軽四自動
車が突き刺さっていた小
学校である。今回は山の
中腹に建設され市街地か
らも学校からも見事な景
観であった。また小学校
跡地にはラグビーワール
ドカップ２０１９のスタ
ジアムが建設予定で地域
の方々は、すごく楽しみ
にしているとのことであ
った。この地域を通過す
る際、一
戸建ちの
復興住宅
が目立っ
てきてお
り委員か
らの「ず
っと住め
るのか」
の質問に
対して５
年は賃貸
契約で、
その後は

買い取りか契約更新（被
災優遇なし）か選択出来
るとの詳細説明（集合型
も優遇は５年）を受けた。

最後に宝来館（海に面
した旅館）の女将より震
災直後から現在までの心
境の変化や様々な苦労、
今後の希望や期待を聞い
た。女将の強い信念に委
員全員が感動した。

現在の釜石市の復興状
況は概ね パーセントと
のことだが一日でも早い
完全復興を願い委員長報
告を終わります。

復興住宅一戸型

被災状況の視察の際にも
同行して頂いており、今
回２度目の委員も数名お
り前回以上に、各委員が
積極的に質問等行ってい
た。
さて視察の内容だが最
初に６年前にも訪問した
仮設住宅を視察した。小
野寺氏も今年の７月末ま
で、この仮設住宅で生活
されていて仮設住宅の不
便さ（音が隣接に丸聞こ
え・部屋の狭さゆえプラ
イバシーはない）などの
説明を受けた。現在も、

80
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9

被災直後の鵜住居小学校

8/23

現在の鵜住居小中学校から見る鵜住居地区の景観

被災直後の鵜住居地区

被災前の鵜住居地区

学 び、
備 える。

再 び被災地 へ。

山の中腹に移転した現在の鵜住居小中学校

10 月

10

する北上高地の中南部に
位置し、冷涼な気候と豊
かな自然環境を活かした
農林水産業を基幹産業と
した市であり、主な農産
物としては、米、山葵、
ブルーベリー、ホップ、
タバコの葉等であった。
遠野市が行っている戦
略は、平成 年度から
年度までの５カ年期間で
実施しており、農業者と
商工業者等が通常の商取
引を超えて協力し、お互
いの強みを活かした新商
品、新サービスの開発を
行い、新しい需要開拓を
行う“農商工連携”とい
った、地域総ぐるみの六
次産業化である。主な製
品として、どぶろく（に
ごり酒）や、ジュース、
ジャム等であり、地域資
源の付加価値の向上を目
指した取り組みであった。
目標効果額は平成 年
度より１億１千万円増の
億６千万円となってい
る。特に力を入れている
のが、特産品の販売価格
のＵＰと農産物直売所の
売上ＵＰであった。
遠野市では、人口減少
による後継者不足によっ
て農林漁業が衰退してい
くことで、遠野市らしい
農村景観の維持が困難に
なり、「遠野物語」が息
づく風景を期待する観光
客数の減少を危惧してい
る。そこで、地域活性化
を図るため、地域資源を
活かした六次産業化、農
商工連携、地産地消等の
推進が必要だとの事であ
った。
委員会では、当町にお

どぶろくやジュースの製造工場

いても六次産業化を実施
している団体はあるが、
主に個人で行っているの
が現状であり、地域資源
の掘り起こしと活用を考
えた場合、遠野市のよう
に先頭になって行政が推
進していかなければと痛
切に感じた。
今後は、行政と六次産
業化の団体と議会とで意
見交換をしてはと思うの
である。

６次産業化・地産地消推進戦略についての説明を受ける

32
26

今年の敬老会が大好
評でした。
新進気鋭のモノマネ
歌手君島遼さんと、ベ
テラン演歌歌手石原詢
子さん、それぞれが観

客の心を掴み、終演ま
で飽きさせませんでし
た。帰りのバスの中で
も、「よかったなあ」「上
手やったなあ」「きれい
やったなあ」の言葉が
あふれていました。
敬老会に招待した
歳以上の方は１７０６
人、そのうち 歳以上
の方は２０８人、１０
０歳以上の方が３人だ
そうです。

70

高齢化社会という言
葉が否定的な意味で使
われることが多い昨今

90

佳奈子

ですが、お元気な高齢
者はもちろん、障害や
病があっても、一人ひ
とりのありのままを支
える社会であってほし
いと思います。

西岡

この広報紙は再生紙を使用しています。

当委員会は去る８月
日に岩手県遠野市での
六次産業の取組みについ
て県外視察を行った。
当日は、遠野市役所農
林畜産部課長より、遠野
市六次産業化・地産地消
推進戦略について説明を
受けた。
遠野市は岩手県を縦断
22
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