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年度一般会計、特別会計、水道事業会計など議案

３月定例会は３月９日から８日間の会期で開催した。
平成

件、また
17

特別会計

２ ３ 億 ４ ，８ ６ ０ 万 円
予算総額

６ ３ 億 ２ ，７ ０ ９ 万 円
水道事業会計

一般会計

により、均等割を１００
人増で計上した。また、
実績として調定額が伸び
ていることも、要因であ
る。
法人住民税も前年の調
定額が増えたことが要因
である。

日に閉会した。

年度一般会計、特別会計補正予算など議案６件について、それ

２億３，８６６万円
２億６，１０５万円
２，９３７万円
９，０８２万円
収益的収入
収益的支出
資本的収入
資本的支出

ふるさと納税
問 ふるさと納税返礼品
費が、昨年度に比べて
万円減額となっている
ことの説明を。
総務政策課長 昨年度は
ふるさと納税を初めて楽
天に委託し、１万円の寄
付５００件分で計上した。
今年度は３００件分であ
る。
問 全国鍋グランプリで
一位をとったクエ鍋セッ
トや、返礼品を増やすな
どすれば、減額しなくて
も良いのでは。
総務政策課長 クエ鍋セ
ットを扱ってくれる業者
が必要となる。今後、検
討していきたい。

新地方公会計制度
問 新地方公会計制度支
援委託料３６１万８千円
の説明を。
総務政策課長 新地方公
会計制度については、平
成 年度で準備を行った。
年度で、 年度の決算
に基づいたものを作成し
ている。 年度以降も同
様に実施していく。
問 決算に基づく書類を
作成するために、毎年こ

28

30

平成

３ ９ 億 ７ ，８ ４ ９ 万 円

16

町民税増収
問 町民税増収を見込ん
だ要因は。
税務課長 個人住民税は、
給与所得者の転入増加等

転入者増加が税の増収につながっている

30

29

一般会計

ぞれ慎重審議の結果、原案のとおり可決し、

平成30年度

60

28

29

2
月

4
平成 30 年

れだけの費用が必要とい
うことか。役場の事務処
理の中でできないのか。
総務政策課長 専門的な
こともあり難しい。金額
の圧縮については、検討
していく。
地方創生
問 シティプロモーショ
ン・海外観光客誘致事業
補助金１３００万円の説
明を。

産業建設課長 クエの町
海外観光客誘致事業で
保育所
日高シティプロモーショ は、ベトナム、ハノイ市
問 保育士の人数が減る
ン事業では、名古屋市で で観光プロモーションを 予算となっているが、十
開催される全国県人会ま 実施するのに４００万円。 分な保育ができるのか。
つりに３００万円。関東 ベトナムの旅行会社と旅
住民福祉課長 ぎりぎり
での鍋文化に合った出汁 行商品づくりに 万円。 で、今までどおりの保育
の開発、東京近郊でクエ ホーチミン市内に日高町 ができると考えている。
鍋ふるまい調査に４００ の情報発信基地を設置す
万円。東京のテレビ番組 るのに 万円である。
でのクエ鍋発信に 万円。 問 シティプロモーショ
全国のクエ普及に関する ン、海外観光客誘致事業
研究調査 万円を計画し 関係旅費の説明を。
産業建設課長 職員の旅
ている。
費は補助対象外
なので、ベトナ
ムへの６人分と
名古屋への４人
分で、合計１４
８万６千円であ
る。
問 観光客誘致
ということだが、 学童保育
問 学童保育の委託料が
目標値は。
産業建設課長
増額となっている説明を。
教育課長 指導員は平成
年度と同じ体制を考え
ているが、人数の多い夏
休みなどに指導員の増員
ができるように委託料を
増額した。

て支援計画策定委員が
名ということである。
いずれもこれまで公募さ
れたことがないが、公募
すべきではないか。
今後検討

住民福祉課長

していきたい。

温泉館みちしおの湯
問 温泉館地域振興業務
委託料が、前年度より増
額となっている説明を。
産業建設課長 温泉館の
管理者を２名による交代
制とするための費用とし
て、要請があった。
問 温泉館の食堂運営補
助金が減額となっている
ことの説明を。
産業建設課長 これまで
は、館の使用料、光熱費、
警備の負担金、赤字の場
合の補助等、約３００万
円を出していた。
今年度は、館の使用料
万９千円の範囲内で補
助をする。

結果、緊急に対処する必
要がある橋が５橋であっ
た。うち１橋は熊野古道
の車両が通行できないと
ころにあることから、通
行止めにした。原谷、荊
木、小坂の３橋は、 年
度で改修済みである。柏
の名草橋を 年度に改修
する。
問 名草橋の改修で橋梁
長寿命化工事は終わると
いうことか。
産業建設課長 平成 年
度の調査で異常のあった
橋の改修は全て終わるが、
橋梁の点検を５年に一度
実施し、その都度、必要
な改修をしていく。

29

27

改修予定の名草橋（柏）

60

40

日高町戦略本部
会議の中で、ク
エの町日高全国
ＰＲによる県外
観光客数が年間
３万２千人。海
外観光客数が３
年で１５０人で
ある。

30

11

70

橋梁長寿命化
問 橋梁長寿命化工事が
平成 年度にかかった説
明を。
産業建設課長 平成 年
度に１５９橋を調査した

27

十分な保育ができるか
計画策定
問 地域福祉計画策定委
名、子ども・子育

30

29

員が

10

月

4
平成 30 年

3

50

50

「ニッポン全国鍋グランプリ２０１８」で優勝

21

25

4,065円

4,950円

第３段階

4,065円

4,950円

第４段階

4,878円

5,940円

第５段階

5,420円

6,600円

第６段階

6,504円

7,920円

第７段階

7,046円

8,580円

第８段階

8,130円

9,900円

第９段階

9,214円

11,220円

平成 年度一般会計補正予算

補正額は２億３９７１万５千円の減額、

補正後は 億９３９４万円とする。
ー 主な内容 ー

国保日高総合病院負担金で２７４７万

８千円の増額や、漁港施設整備事業１億

９３２６万２千円、町道改良事業費７８

問 保育所広域入所負担
金２５１万７千円の増額
補正の説明を。

住民福祉課長 当初は
名を予定していたが、転
入前の施設に通い続ける
幼児が多かったため、
名増の 名となった。

21

32

問 住宅耐震補助金が減
額になった説明を。
産業建設課長 住宅耐震
改修補助金は、 戸の見
込みが９戸。住宅耐震補
強設計補助金は、 戸の
見込みが８戸。耐震ベッ
ド、耐震シェルターは０
であった。

11

予算が削減された町道高家中央線

30

条例改正

第２段階

11

11

日高町介護保険条例

2,970円

５２万５千円の減額等。

m

の一部を改正

2,439円

など、介護給付費の増加
ということもある。
第６期のときは管内で、
日高町が一番低かったが、
いろいろな状況が出てき
ている中で、値上げせざ
るをえない。

第１段階

問 漁港施設整備事業費
１億９３００万円の減額
の説明を。
産業建設課長 国からの
交付金がつかなかったた
めに減額したもの。

m

介護保険料基準月額（第５段階）を５４２０円
から６６００円に引き上げるもの。

保険料

問 ２割を超える保険料
の値上げとなっている。
値上げ幅が大き過ぎると
思うが、町長の考え方は。
町長 介護保険事業計画
策定委員会で検討された
結果である。特別養護老
人ホーム入所者の増加

保険料

国保特別会計

28

41

50

m

改正後の

29

予算額
８億７５３１万３千円
（前年度比 ・９％減）
問 国保税について、
年度は値上げもあり、和
歌山県内で３番目に高い
税率ということになっ
ていた。
今回は、税収で６８４
１万５千円の減額予算と
なっているが、 年度の
保険税率の見込みは。
税務課長 被保険者一人
当たり、２万７５９３円、
率にして ・ ％の減、
１世帯当たりでは５万４
６３５円、率にして ・
％の減額を見込んでい
る。

介護保険料改正

23

49

29

問 比井地区の避難道路
及び、町道高家中央線の
当初予定と実際の施工延
長の説明を。
産業建設課長 比井地区
の避難道路は、当初予定
４４０ が２５０ とな
り、その内の ｍが平成
年度に繰り越す。
町道高家中央線は、当
初予定１３０ が１０６
となった。

30

m

改正前の

所得段階

4
月

4
平成 30 年

榮 働く保護者にとって
土曜日の１日保育の実施
は、切実な要望である。
更に、日曜・祝日の臨
時保育も希望されている。
背景には、今の社会、
共働き夫婦が多い中、身
近に気軽に子どもを預け
られる祖父母がいない。

こうした方々に、どう
支援しようと考えている
のか。
町長
平 成 年度の保
育士の確保状況は、 年
度と同人数を確保できず、
通常保育を実施するのが
精一杯である。
この問題を解決するた

30
90
40

60

28

榮 テニスコ
が、全ての方々が同じ日
ート改善に関
にならないと考え、でき
する要望書が、
るだけ大勢の保育ができ
１５１７名の
るよう工夫をする。
署名とともに
榮 待機児童が多く出た
町長に届けら
原因は、何だと考えるか。
れて、早１年
教育長 保護者の方々の
以上経つが、
就労との関係の中で、子
どう考えてい
ども達を預けたいと希望
るのか。
町長 テニス
される方々が予想よりも
コート整備の
多かった。
要望書につい
榮 今後どう対応するの
ては、十分理
か。
解しているが財政面の問
教育長 夏休み期間中に
題がある。
実施している「子どもの
榮 トップが決めたら、
居場所づくり事業」の通
年実施や、中央公民館等 できるはずである。数千
で地域住民の協力を得て、 万円の整備が、和歌山県
読書・学習の場の提供や 下 市町村の中で、どう
スポーツ、体験教室など して日高町だけできない
を実施する「放課後子ど のか理解できない。
整備には助成金を十分
も教室」に取り組めれば
活用し、町全体の予算を
と考えている。
見直せばできると思うが。
町長 要望は十分わかっ
ているので、考えていき
たい。

榮 子育て支援に対する
町長の思いもあると思う
が、今の日高町の現状を
しっかり分析し、先々手
を打っていけるよう、強
い決意でやってもらいた
い。

他の一般質問
健康ポイント事業の実
施を

30

めには、民間委託による
保育士の安定確保しかな
いと考え、昨年、保育所
運営を民間委託したいと
表明し、この実現に向け
て取り組んでいる。
榮 保育所、学童保育所
への入所希望者は、全員
受け入れられる
環境整備を進め
るべきではない
のか。
町長 保育所の
環境整備では、
志賀保育所の増
築整備を進めて
いて、受入態勢
の充実を図って
いるところであ
る。
教育長 平成
年度の学童保育
所への申請児童
数は、第１学童
保育所で、定員
約 名に対し
名の申込みで、
名を待機とし
た。
第２学童保育
所は、定員約
名に対し 名の
申込みがあった

待機児童が出た第 1 学童保育所

50

議員
茂美
榮

月

4
平成 30 年
【一般質問】

5

30

29

芝 わが町は岩出市、上
富田町についで人口増加
率が 位である。要因は
福祉の向上、子育
て支援の充実、そ
して何よりも安全
安心の町との認識
であるからだと思
うが、防災の視点
からみると、ここ
に落とし穴がある
のではないかと思
うのである。
先日、滋賀県大
津市で開催された
「防災と議員の役
割」をテーマにし
た議員研修を受講
して、一番印象に
残ったのが、「正
常化の偏見」と言
う言葉である。自
分は大丈夫、ここ
は大丈夫だという
事が、いざと云う
時に行動を遅らせ

充彦

議員

的とした勉強会を、地域
住民に対して年３回程度
開催してはどうか。

各地域でなる自主防災
組織を通じて、災害が起
こる事を想定して今後、
訓練・勉強会を重ね、常
に防災意識を向上する事
が大事である。

芝 児童・生徒または先
生方の防災に対する意識
の程は。
子供達も真剣な
教育長

芝 町長には、自然災害
により、一人の犠牲者も
町長 防災、災害対策に
ついては、住民の生命・ 出さないという事を目標
財産を守る事が、行政の に、しっかりと住民にア
最優先課題であり、いつ ピールして頂きたい。
発生するかわからない自
芝 小中学生にも、より
然災害により、一人の犠
牲者も出さないという事 一層の防災意識を身につ
を目標に取り組んでいる けるための教育を、月
回程度行ってはどうか。
所である。
教育長 現在、学校では
地域住民には、毎年
月に行う避難訓練、職員 火災による避難訓練や地
による水防、災害対応図 震津波の避難訓練を学期
上訓練、建設業組合と合 に１回実施している。
他に災害時の正しい行
同による道路啓開訓練、
地区自主防災会では、家 動、安全な集団行動、月
具の固定や住宅耐震講座、 ごとに重点目標を決めて
消火訓練等地域に応じた 安全意識の向上に努めて
勉強会や訓練を実施して いる現状であり、月１回
の防災意識を身につける
いる。
教育となると時間的に難
しい。

11

芝 住民の防災意識につ
いては、どのように評価
しているか。
町長 個々については、
もう少し防災意識を高め
て頂きたい。

1

芝

る原因だと講師の方も強
調されており、今後、更
なる防災意識の向上を目

いつ起こるかわからないのが災害である

6
【一般質問】

月

4
平成 30 年

3

取り組みをしてほしいと
の願いの中で、段々と芽
生えてきている。教職員
は研修の部分で取り組ん
でいる。

芝 いつ起こるかわから
ないのが災害である。
児童・生徒に常日頃か
ら災害意識を付ける為に、
昼休み時に災害、津波映
像を見せたりと防災期間
を設けてみては。
教育長 避難においては、
様々な中で自分の命を守
る事を大事にしながら、
全員の生命の安全を考え
た行動がとれるように学
校とも協議していきたい。

芝 是非「正常化の偏
見」にならない様、児童
・生徒に災害の怖さの意
識付けをしてほしい。
教育長 学校として、児
童・生徒への意識付けは
大変重要であると考えて
いる。

他の一般質問
小学校の登下校の通学
路について

辻村 去る１月、埼玉県
和光市で開催された「ニ
ッポン全国鍋グランプリ
２０１８」において、日
高町のクエ鍋が、見事、
日本一となり、全国に和
歌山県日高町をＰＲでき
たことは大変良いことだ
と思うが、今後、この流
れをどのようにつなげよ
うと考えているのか。
以前、クエフェアの一
環で実施していたクエマ
ラソンを復活させ、全国
から出場者を募ってはと
思うが。
町長 皆さまのご理解と
ご協力のおかげと感謝し
ている。
今後は、来る２０２０
年のグランドチャンピオ
ン大会では優勝に向け、

取り組んでいきたいと思
っている。
クエマラソンは、平成
６年度から平成 年度に
わたり、クエのまちづく
り事業の中で、実施され
ていた。コースは
で、近隣の方だけでなく、
遠方からも多くのランナ
ーに参加してもらった。
今後、関係団体で協議
していただければと考え
ている。
18

辻村 今回、クエ鍋が日
本一に輝き、日高町があ
る意味大きな財産を取得
したといっても過言では
ないと思う。
今後、鍋グランプリ日
本一を、更にＰＲできな
いかと思い、クエマラソ

20
km

以前のクエマラソン

議員
昌宏
辻村

ンの復活を提案したが、
町長が「やめとけ」とい
うことでは、事は進んで
いかない。その点どうか。
町長 今回のグランプリ
日本一の下、再度、復活
するのも良い提案ではな
いかと思う。いろんな問
題もあるが、開催できれ
ばいいと考えている。
できれば、フルマラソ
ンを開催できたらと思っ
ている。

辻村 マラソンを実施す
れば、クエフェアへ参加
される方とは別の方も来
ように対応、また、事業
てくれると思うが。
町長 私もフルマラソン
導入しようと考えている
を走ったことが１度ある のか。
が、多くの皆さんが来て、 町長 堤体急斜面での草
活気がある。町おこしの 刈り作業は危険が伴うこ
一つになるのではと思っ とから、事故防止のため
にも堤体斜面に小段を設
ている。
ける方法が最善であると
考えている。
堤体斜面にポリエチレ
ン素材のステップを杭で
固定する方法があり、萩
原区のため池に試験的に
設置した。
その後、地元で草刈り
作業を行ってもらったと
ころ、好評であった。
辻村 昨年３月議会にお
いて「ため池の維持管理
について」と題し、堤体
の草刈りについて質問し
たが、その後、町として
どのように検証し、どの

辻村 県の補助事業とは
具体的には。
町長 住民参加型の直営
施工事業で、受益者の方
にステップの設置作業を
してもらう。設置が容易
であり、安全に作業して
もらえる。

辻村 今後、どのように
進めていこうと考えてい
るのか
町長 区長会などで周知
していく。

また、県の補助事業で
も施工可能である。

ステップを利用した草刈り作業

月

4
平成 30 年
【一般質問】

7

西岡 文科省の調査によ
ると、就学援助・入学準
備金について、今年４月
入学児童・生徒分の支給
を、３月までに実施また
は実施予定の市町村の割
合が、小学校で４割、中
学校で５割に拡がった。
印南町、御坊市、日高川
町、みなべ町で実施また

づくりを進めてきた町と
して、子どもの均等割減
免制度の創設を。
町長 国保税は、世帯の
所得額に応じて軽減措置
があり、この措置に対し
ては国・県からの負担金
がある。しかし、子ども
の均等割減免制度を創設
したとしても、国・県の
負担金がなく、そのため
の財源が必要となる。国
保特別会計は原則独立採
算であり、他の被保険者
の負担が増えることとな
る。
また、国保以外の世帯
との公平性を欠くことと
なり、制度創設は考えて
いない。

西岡 全国で取り組む自
治体がでてきている。埼

玉県ふじみ野市では、第
３子以降について全額免
除、北海道旭川市では、
第３子以降を３割減免す
るということである。
たとえば、 歳未満の
夫婦、夫の前年総所得２
５０万円、固定資産税５
万円、妻の所得０で試算
すると、子どもがいない
時には、年額 万８３０
０円、子どもが４人では
万２１００円で、 万
３８００円高くなる。子
どもの内、上の２人が小
・中学生と仮定すると、
１ヵ月５万円の児童手当
があるが、２ヵ月余分が
国保税に消えてしまう。
財源の問題では、これ
まで、子ども医療費等現
物給付に対する国のペナ
ルティ分に対し、一般会
計から繰り入れてきた。
同じように軽減分を一般
会計から繰り入れれば、
他の被保険者の負担には
ならない。制度の検討を。
町長 現在のところ考え
ていない。

47
安心して入学できるための援助を

5 40

64

39

議員
佳奈子
西岡

40

35

他の一般質問
ノロウイルス集団感染
の対応

11

は実施予定となっている。 西岡 昨年３月の文科省
当町でも実施を。
通知では「援助が必要な
教育長 平成 年度まで
児童・生徒等の保護者に
は学期末の支給となって 対し、必要な援助が適切
いたが、 年度からは４ な 時 期 に 実 施 さ れ る よ
月の支給とした。管内で う」となっている。
も入学前に支給する市町
前向きに考えていただ
が増えてきている。検討 けるということでよいか。
していきたい。
教育長 町長部局と協議
を重ねながらだが、取り
組んでいきたい。

西岡 国民健
康保険税には、
家族の人数が
増えるごとに
保険税を加算
していく「均
等割」という
仕組みがある。
年度の税
額は、 歳ま
でと 歳以上
の人は年間４
万３１００円、
歳から 歳までの人は
万５１００円である。
家族が多いほど保険税
が高くなる仕組みは、子
育て世代にとっても大き
な負担となり、子育て支
援に逆行する制度となっ
ている。子育て支援の町

29

65

8
【一般質問】

月

4
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28

27

22

園児に関すること、並び
に職員に関すること等で
あった。
由良町では指定管理な
ので当町の考えとは少し
変わるかなとの印象を受
けた。
その後、施設の説明を
受けた。
委員会室に戻り再度、
担当課長に町長の方針を
聞いたところ、志賀保育
所と比井保育所を統合し
新聞報道された通り 年
を目途に民間委託（公設

15

民営）を進めていきたい
旨の説明であった。
委員からは「民間委託
を前提で話しているが委
員会としても議会として
も、それを良しとしたこ
とではない」と厳しい指
摘もあった。
委員会としては、まだ
まだ納得するに至らない
点、反対等の意見も踏ま
え、保育所運営について
時期等を考えながら、引
き続き、調査・研究を重
ねていきたい。

全国町村議会議長会より表彰

清水正巳議長が、議員として 年以上在職
しての功績に対して表彰された。

氏

正巳

清水

の調査

広々とした保育室

タブレットで入退園を管理

委員会レポート

民間委託

ゆらこども園の運営について説明を受けた
に視察した。
ゆらこども園では、由
良町から教育長、教育課
長、担当者。こども園か
ら園長の、計４名で対応
いただいた。
事前に委員からの質問
事項を通達しており、そ
委員会は去る２月 日、 れについて答弁してもら
保育所運営について、ゆ う形で行った。質問事項
らこども園を担当課と共 は指定管理に関すること、

保育所

月

4
平成 30 年

9

32

10
月

初年度は 万６０２１人、
次年度も 万７８９３人
と大盛況であったが、
３年目で約１割減の９万
８０２１人、 年目では
約４割減の６万１９７人
去る２月 日に「温泉 と下降状態である。
また、平成 年度には
館の利用状況について」
レジオネラ菌の発生によ
調査研究を行った。
初めに執行部から温泉 り入館者数が過去最低の
館の入館者数の説明を受 ４万２１２３人まで落ち
込み、翌年度は４万８４
けた。
平成 年６月に開館し、 ４３人にまで回復したが、
平成 年度は４万７０３
２人に減少。平成 年度
は９月から 月末まで初
のスタンプイベントを行
い、特に 月は締め切り
前の駆け込み応募で前年
同月より入館者数もアッ
プとなったが、年間を通
してみると、前年度より
やや減少の見通しとの事
である。
温泉館の収支について
は、平成 年度が約１３
００万円、平成 年度が
約２３００万円、平成
年度が約２１００万円
のいずれもマイナス経営
である。
担当課は予算的に削減
されている中で集客する
案を考えるのは難しい面

もあるが、スタンプイベ
ントは好評だったので、
来年度は景品をグレード
アップして実施し、集客
に繋げたいとの事であっ
た。
委員からは、「一般企
業ならこんな状況で放っ
ておかない。」「お荷物
の施設にするのではなく、
町民から愛される施設に

集客アップにつながるのか
新設された薪ストーブ

入館者数が減少傾向の温泉館

なるよう、職員自体が意
識を変えなければならな
い。」と厳しい意見も出
され、家族風呂の予約制
や週末のイベント開催、
無料バスの運行、また温
泉館に特化したスペシャ
リストの人材育成など、
入館者集客アップに向け
て更なる努力を執行部に
強く要望をした。

10

26

29

27

10 10

11

11

26

温泉館の

利用状況は

12

編集後記

国内外で色んな問

題を抱えて明るい話

題が少ない中、今年

は年明けから嬉しい

ニュースが続きまし

た。

先ず、日高町のく

え鍋が、日本全国鍋

グランプリで優勝し

ました。また、平昌

オリンピックでは日

本人選手が大活躍し

ました。

３月に入ると、約

１００年ぶりに新種

の桜が紀南地方で発

見され、「クマノザ

クラ」と命名されま

した。今までその存

在に気づかなかった

のは非常に意外です

が、全ての植物が完

全に把握されている

わけではなく、毎年

新種の植物が発見さ

れているそうです。

今後も明るい話題

が続くことを願って

止みません。

楠山博之

この広報紙は再生紙を使用しています。
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