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援助活動を支援するため
実施するものである。
昨年、御坊市が開設し、
今年、日高川町が参加し
たのに続き、当町も参加
する。
問 志賀保育所増築工事
の説明を。
住民福祉課長 現在、定
員１２０人だが、１４０
人を受け入れている。
２部屋増設により、定
員１５０人になる予定で
ある。
問 在宅育児支援事業給
付金の説明を。

住民福祉課長 斎
場に隣接する船揚
場に、転落防止柵
（延長 ｍ）を設
置するもので、約
台の駐車台数を
予定している。
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６ 月 定 例 会

問 ファミリーサポート
センター事業の説明を。
住民福祉課長 子どもの
預かりなどの援助を受け
たい者、援助を行いたい
者が会員として登録し、
地域における育児の相互

第２回定例会は６月 日から 日まで、８日間の会
期で開催した。
今定例会には報告４件、議案 件、請願１件、発議
２件が提案され、慎重審議の結果、それぞれ原案のと
おり可決した。

—

一般会計補正予算

主
— な内容

10

問 斎場駐車場転落防止
柵設置工事の説明を。

問 転落防止柵の
取り外しなど、管
理はどうなるのか。
住民福祉課長 漁
港関係者と調整を
住民福祉課長 第３子以
とりながら管理する予定
降の０歳児を保育所等へ である。
預けずに在宅で保育する
問 農業経営改善支援事
保護者、及び、第２子の
０歳児を保育所等へ預け 業補助金の説明を。
産業建設課長 認定農業
ずに在宅で保育する保護
者のうち低所得者（年収 者、新規就農者を対象に、
ａの経営面積拡大を条
３６０万円相当未満で、
町民税所得割７万７１０ 件として、農業機械の購
１円未満の方）が対象と 入費用の３分の１を助成
し、生産意欲の向上と遊
なる。
申請は７月からで、給 休農地の解消を促進する。
付額は月１万５千円。生
問 野菜花き産地強化事
後２カ月以降、１歳未満
の ヵ月間が対象となる。 業補助金の説明を。
産業建設課長 野菜花き
今後、出生される方に
ついては、出生の届出時 の生産力強化と高品質、
低コスト化を推進する農
に説明を行う。
家に対して、機械設備導
入費用の３分の１を補助
するもの。

転落防止柵を設置する船揚場

30
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ファミリーサポートセンター事業負
担金２０８万円、在宅育児支援事業給
付金３４５万円、志賀保育所増築工事
６８２７万８千円、日高町斎場の駐車
場転落防止柵設置工事２８８万２千円、
道路台帳更新委託料３６００万円、
クエのまちづくり事業補助金５００万
円、土砂災害ハザードマップ作成委託
料１７８万２千円、避難誘導施設整備
工事２６０万円、内原小学校屋内運動
場非構造部材耐震改修工事２４９２万
７千円など。

ファミリーサポートセンター事務局
（御坊小学校内）

12

％

㟢 繁一
護
楠山

氏（原谷）
氏（池田）
氏（小中）
氏（柏）
氏（上志賀）
氏（中志賀）
氏（下志賀）
氏（小池）
氏（小浦）
氏（産湯）
氏（阿尾）
氏（上志賀）

氏（産湯）
氏（萩原）

条例改正

◇基礎課税額の賦課限度
額を 万円から 万円
に引き上げる
◇法定軽減の拡大
◇税率・額を引き下げる

11

要録・各種調査書の作成
をするものである。
取扱うデータは暗号化
し、インターネットには
接続せず、データセンタ
ーとの通信には専用回線
を使用する。
問 クエのまちづくり事
業補助金の説明を。
産業建設課長 クエフェ
アに対する補助金である。
昨年度は地方創生推進
交付金事業を活用したが、
本年度は従来どおりクエ
のまちづくり事業として
クエフェアを実施する。

鍵本 信和
滝本 幸一
野田 秀樹
稲葉 直美
孝
阪口
深海 泰治郎
稲葉 伸秀
白井 雄太
鈴木 恒雄
森下 重治
白井 文壽
戸上 浩二

問 引き下げ額の見込み
は。
税務課長 １人当たり税
額、前年度 万３７７３
円が８万８１９円、 ・
％の減額、１世帯当た
り前年度 万８０７８円
が 万９０４６円、 ・
８％の減額となる。
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問 道路台帳更新委託料
の説明を。
産業建設課長 道路台帳、
並びに付属する平面図の
デジタルデータ化と、平
成 年度に実施した橋梁
一斉点検のデータも併せ
て、ＧＩＳで情報を共有
することができるように
するものである。
問 校務支援システムの
説明を。
教育課長 ７月から導入
し、本格的な運用は来年
度からとなる。
学籍情報・出欠・成績
・保健健康情報などの情
報管理と、通知表・指導

工事請負契約

５月 日、７社による指名競争入札の結果、
・

年２月７日

58

28

29

後期高齢者支援金分
介護納付金分
改正前の
改正後の
改正前の
改正後の
税率・金額
税率・金額
税率・金額
税率・金額
２.１０％
２.０５％
１.９５％
１.７０％
９.２０％
５.３０％
１１.６０％
５.８０％
９,５００円
８,６００円 １２,０００円
９,２００円
７,５００円
６,７００円
６,３００円
４,８００円

所得割額
資産割額
均等割額
平等割額

株式会社中村建設が落札した。
落札率

期 平成

31 74

96

13

27

工

95

基礎課税額（医療給付費分）
改正前の
改正後の
税率・金額
税率・金額
７.９０％
５.６０％
３３.００％
１４.００％
３３,６００円 ２２,７００円
２６,６００円 １７,７００円

目

項
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国民健康保険税引き下げ

榮 町の活性化には、人
々が気軽に集い交流でき
る拠点の整備が必要だと
考える。
内原駅舎活用事業の計
画が策定されて４年にな
るが、町はどう取り組ん
でいるのか。
町長 昨 年 ６ 月 議 会 で
「財政面も考慮した中で、
優先的に行う事業もあり、
直ちに実施することは困
難である」と答弁した通
り、現在も同様の考えで
ある。

望むが、今の利用状況は
どうなっているのか。
町長 昨年度実績では、
地域子育て支援事業で７
２１０人、デイサービス
事業で４２８９件、会議
などで２１２１人、各種
検診などで約１８００人
のご利用を頂いた。
榮 子ども達の居場所づ
くりとして、１階ロビー
を図書フロア、自習フロ
アとして活用し、高齢者
の交流の場を子ども達と
同じ１階にすれば、見守
り的な役目も働いて、異
世代の活発な交流が期待
できると思うが。
町長 図書の購入に掛か
る費用や、利用されるお
子さんの安全面と施設の
管理面からも人員の配置
が必要となり、現時点で
は、子ども達の居場所づ
くりの利用は考えていな
い。
榮 町内で、世代を超え
て交流できる環境整備が
必要である。
今後、保健福祉総合セ
ンターでの活発な活用も
考えてもらいたい。

榮 町のご意見箱が、役
場・中央公民館・ふれあ
いセンター・温泉館とい
った公共施設内４カ所に
設置されているが、利用
状況と、その対応はどう
しているのか。
町長 平成 年の実施以
来、２３１件のご意見が
あり対処している。

榮 ご意見への回答は、
町ホームページや、ご意
見箱の傍の掲示板に掲載
し公表しているが、最近、
回答が無いという声を聞
く。
町長 無記名、また公表
を希望しない方について
は、公表は行っていない。
平成 年度は、公表希
望者が２件であった。
公表を希望しない方に
ついても、その意見内容
は十分精査し、対処して
いる。

23

榮 ご意見用紙には、名
前・住所・電話番号・年
齢・性別といった個人情

29

榮 これは戦略不足では
ないのか。実現の見通し
もつかないものを、正式
に日高町の総合戦略に策
定したことになる。財政
が厳しいのは、どこの市
町村も同じである。実現
してこそ総合戦略である。
町長 総合戦略推進本部
会議と地方創生有識者会
議で、その旨説明し、理
解をいただいている。
榮 では、既存の保健福
祉総合センターを、町の
交流拠点としての活用を

内原駅舎で町の交流拠点づくりを

議員
茂美
榮

4
【一般質問】

月

7
平成 30 年

報を求めていて、その上、
公表希望に丸印がないと
回答の公表はしないとの
ことだが、なぜご意見箱
の利用者の詳しい個人情
報が必要なのか。
町長 回答を希望する人
には、それらを書いても
らうようにしている。

榮 以前「記入用紙は備
え付けているが、投稿す
る用紙は限定していない
ので、ご家庭のメモ用紙
でもお気軽にご意見をお
寄せ下さい」と言われた。
町民は、気軽に無記名
で意見を出し、その回答
も望んでいるのではない
か。
町長 無記名だと不特定
多数となるので、やはり
はっきりとした形でお願
いしたい。

他の一般質問
シティプロモーション
・海外観光客誘致事業の
検証

清水 県内の被害総額は
過去６年間で３億２００
０万〜３億５０００万円
と高い水準を示している。
県も 年で被害半減を掲
げ、平成 年度より夜間
銃猟を導入し、昨年は２
月〜３月期にシカの生息
密度の高い５力所で１０
０頭の捕獲を計画した。
昨年、原谷でも夜間銃猟
が行われ、日高町猟友会
からも何人か回収作業等

に協力に行ったと聞いた
が、その結果はどうであ
ったのか。
町長 野生鳥獣による農
作物被害は当町での深刻
な問題であり、昨年度の
被害金額は約７８０万円
となっている。
平成 年５月に法改正
され、一定の条件下で夜
間銃猟が可能となったこ
とにより、和歌山県では
平成 年度から実施され

た。
原谷地区では平成 年
度で 頭、平成 年度で
４頭の捕獲実績となって
いる。予算的には平成
年度で１３００万円、
平成 年度で１４００万
円の事業費であった。
10
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28

清水 当町として、どれ
だけ捕獲しないと増えて
いくのか、目標数値はど
れくらいなのか、現在の
捕獲数はどのように
なっているのか。
産業建設課長 有害
鳥獣の必要捕獲頭数
は 、 平 成 年度〜
年度末の３年間計
画で被害防止計画を
立てている。具体的
な捕獲目標数がニホ
ンジカで年間２５０
頭、サルで年間２０
０頭、イノシシで年
間５５０頭としてい
る。平成 年度の捕
獲頭数はニホンジカ
で２４０頭、サルで
頭、イノシシで５
５７頭であった。

29

32

30
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清水 日高町でくく
り罠をかけられる人

91

他の一般質問
職員の意識改革と若手
職員の育成を

清水 昨年も京都の高校
は何人いるのか。また、
くくり罠に対する安全対 にイノシシが乱入した事
策は充分できているのか。 件が報道されていたが、
産業建設課長 罠の免許
当町でもいつ起こっても
を 持 っ て い る 名の内 おかしくない環境であり、
５名の方から申請があり、 今後、猟友会との連携は
カ所にくくり罠を設置 不可欠である。
している。
町の猟友会は、地元消
危険な部分はあるが、 防団のような組織と何ら
くくり罠を設置している 変わらない役割を担って
周辺に看板でお知らせす いると考える。毎年の狩
るようにしている。
猟者登録費用、狩猟税、
猟友会費等、鉄砲と罠は
別々に費用が掛かってい
る。農業被害、生活被害
と合わせ、猟友会の存続
が、今後重要になると考
えるが、町長はどう思う
か。
町長 捕獲頭数の推移と
被害金額を考慮すると、
まだまだ被害が収まって
おらず、今後、農作物被
害だけでなく、生活被害
も想定されるので、実施
隊などの取り組みを日高
町猟友会など関係機関と
協議し、さらなる連携を
深めてまいりたい。

18

清水 農業被害や生活被
害も対応しなければいけ
ないが、休みを返上して
猟に行ってくれる内原分
会のような組織は貴重な
存在になると思う。今の
ままでは鉄砲の免許を取
って猟友会に入ろうと思
う若者が増えると思うか。
現在の町猟友会の増減は
どうなっているか。
町長 現状は、限られた
人数で行っており、免許
を取ってそれに携わって
いただくのが一番大切だ
と思う。
産業建設課長 猟友会へ
登録している方は、現在
名で、近年横ばい状態
である。

14

43
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増え続ける野生動物

26

27

議員
和人
清水

月

7
平成 30 年
【一般質問】
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西岡 学校給食衛
生管理基準（平成
年改定）では、
「ドライシステム
の導入、あるいは
ウエットシステム
のドライ運用」と
なっている。確認
されているか。

西岡 学校給食実
施基準では施設面
積の基準がある。
委託先は合致して
いるか。
教育長 把握でき
ていない。調査し
ていきたい。

西岡 学校給食を実施、
西岡 昨年３月、御坊保
入」の２点はできていな
委託するにあたって、学 健所から指摘された点は い。美浜町・由良町教育
校給食法に基づく基準は 改善されているか。
長とも対策を協議してい
遵守されているか。
教育長 大量調理施設衛
きたい。
教育長 給食開始当初か
生管理マニュアルに基づ
ら「法令ならびに通知を き４点の指摘をうけたが、 西岡 温度の管理は大事
厳守」するという項目を 「原材料保管庫のクーラ なことである。昨年３月
契約書に明文化している。 ー設置等の検討」「保冷 の指摘後、委託先と話を
設 備 を 有 す る 車 両 の 導 されたか。
教育長 委託先と
は話していない。
栄養士と情報共有
を図り、改善でき
る点について伝え
てきた。

配送時の温度管理も求められる

21

議員
佳奈子
西岡

6
【一般質問】

月

7
平成 30 年

教育長 現状はウエット
準に基づきお伺いした。
システムである。
栄養士にかかわる部分は
お答えいただいたが、委
西岡 「食品用と調理器
託先の運営状況など把握
具洗浄用のシンクを共用 できていないことが多々
しない」とされているが あった。
確認されているか。
学校給食である以上、
教育長 確認できていな
施設の状況、調理師さん
い。できるだけ確認した の状況について、当然把
い。
握していなければならな
いと思うが。
西岡 基準には「栄養教
教育長 十分把握できて
諭等の研修機会の確保」 いない点については反省
とある。栄養士の研修は。 し、今後の取り組みに活
教育長 県が主催する研
かしていきたい。由良町
修会等、取り組んでもら ・美浜町とも協議しなが
っている。
ら、視察に行くなど検討
したい。
西岡 「学校給食調理員
西岡 教育委員会の責任
の研修機会の確保」とあ
る。把握されているか。 を再認識していただきた
教育長 把握していない。 い。教育委員会の体制的
に難しいのであれば、そ
西岡 「学校給食従事者
の点も考えていただきた
の健康管理」という項が い。
教育長 職員体制につい
あるが、栄養士、調理師
の健康診断等の状況は。 ては、町長部局とも協議
教育長 栄養士は健康診
をしていきたい。
断、検便、ノロウイルス
検査等実施している。調 他の一般質問
理師は把握できていない。 公文書の管理
補助事業パンフレット
の作成配布を

西岡 先ほどから学校給
食法に定められている基

27
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核兵器禁止条約に調印することを求める意見書

２０１７年７月７日、国連会議で、核兵器禁止条約が圧倒的多数で採択
されました。

条約は、その前文で核兵器の非人道性を告発し、核兵器による惨害を防

ぐ唯一の確実な道として核兵器の廃絶を明確にし、第１条で核兵器の「開

発、実験、生産、製造、取得、保有、貯蔵」「使用と使用の威嚇」「譲渡」、

日後、正式に発効することとなっています。

支配地域内での「設備や配備」を含むすべての行為を禁止しています。
力国以上が調印、批准の

50

記

よって、下記の事項を強く要望します。

積極的役割を果たすことが、求められます。

今、唯一の戦争被爆国である日本の政府として、核兵器禁止条約発効へ

と非核化へ大きく舵が切られ、北東アジアの情勢が激変してきています。

核兵器のない世界を望む国際的世論が高まり、朝鮮半島では、戦争終結

ています。

約への加盟を要請し、条約の１日も早い発行を求める」特別決議を可決し

平和首長会議は、昨年８月「核兵器保有国を含むすべての国に対し、条

器廃絶国際署名」が、国連に届けられました。

の多くの方々の願いを託した「ヒロシマ・ナガサキの被爆者が訴える核兵

求する」との「非核・平和の町宣言」を行っています。また昨年、日高町

を守るため、非核三原則を堅持し、すべての核兵器が廃絶されることを希

日高町は、「世界の恒久平和の実現と、かけがえのない美しい地域の自然

90

年６月

日

和歌山県日高郡日高町議会

一、日本政府が核兵器禁止条約に賛同し、調印することを求める。
平成

30
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「議員としての反省点は
無かったか。」など、多
くの質問が出た。
「震災直後に最重要な
ことは？」の質問には、
「水である。」との答え
であった。
湧水池に汲みに行けば
という意見もあったらし
いが、避難所で使うのは、
感染症などの恐れもあり
使えないということであ
った。
我が町、日高町でも水
の備蓄は十分であるか、
検証する必要がある。
最後に、今回の視察研
修を受け、有事の際、議
員は個々の行動を控え、
議長を中心とした議会の
危機管理体制を考えなけ
ればならないと感じた。

復興中の被災地

12

委員会レポート

ったとの説明であった。
また、震災前は熊本市ま
で車で１時間足らずだっ
たが、主要道路の通行止
めと南阿蘇の地形的（中
山間地域）な要因が重な
り、３時間半も掛かる不
便さであったと聞いた。
現在は復興も進んでお
去る５月 日、熊本地
震についての復興状況や り、俵山トンネルルート
現況など、熊本県南阿蘇 は一昨年 月 日開通、
阿蘇長陽大橋ルートは昨
村を視察した。
南阿蘇村では、副議長 年８月 日開通した。
元通りとはまだまだ言
と議会事務局より説明を
えないが、交通インフラ
受けた。
最初に、地震発生から 整備も着々と進ん
現在に至るまでの詳細説 でいるようであっ
明を受け、質疑・応答形 た。
委員からの質問
式で行った。
説明の中で特に気にな では、「初期対応時
った点は、人命救助、行 に自主財源は幾ら
方不明者の捜索を最優先 必要であったか。」
に行ったが、建物の倒壊 「 一 次 避 難 所・ 二
（全壊・半壊合わせ１６ 次 避 難 所、 そ の
００棟）が多かったため、 後、仮設住宅に入
最後の発見者が見つかる 居するに至るまで
まで、事後４カ月も掛か どうであったか。」
25

月

7
平成 30 年

7

去る５月 日、熊本市
みなみ土地改良区におい
て農業施策について調査
研究を行った。
熊本市の水はすべて地
下水で賄われている特異
的な所であって、海苔の
24

29

養殖が盛んで、今回の視
察先の南区は特に米と施
設園芸が盛んである。
熊本市みなみ土地改良
区は、平成 年より統合
を進めてきた、大門樋・
三本松・天明土地改良区
が、平成 年１月に合併
した組織である。
合併により運営基盤強
化され、役員総代と事務
局の体制も整備され、関
係機関と連
携し、水管
理、施設整
備の向上を
図っており、
平成 年度
の一般会計
予算は２億
２千万円で
ある。
主な収入
は、賦課金
で５千万円、
補助金で６
７００万円、
借入金と繰

入金で８５００万円、お
よび受託料等である。
今回、参考になったの
が、補助金の収入である。
全額が国から直接補助
を受けており、地域の活
性化を主として全国的に
珍しい土地改良区が主体
となってやっているので
あった。
主な事業として、施設
の補修（防草シート、芝
張り、農道のひび割れ補
修など）、地域環境の保
全（外来水草除去、水浄
化ＥＭ団子づくり、外来
タニシの除去など）、ま
た多面的機能の増進（高
齢者と農業体験を通じた
交流、伝統行事の継承な
ど）、このような活動費
は国からの補助金で賄っ
ているのである。
集積に力を入れ、組織
をつくり、事業化すれば、
前進していくのではとア
ドバイスを受けた。
委員会では、我が町で
はとても考えられない発
想で、行政・農業委員会
・土地改良区・ＪＡの在
り方、繋がりについて、
改めて考えさせられた。

２０２５年国際博覧会の誘致に関する決議

２０２５年に「いのち輝く未来社会のデザイ
ン」をテーマとする国際博覧会を大阪・関西が一

体となって開催することは、新たな産業や観光の

イノベーションが期待できるなど、大きな経済効
現在、町内でも年々増
え続けている耕作放棄地
に対する問題解消等、農
業を取り巻く環境等につ
いて、行政も今後の方向
性について、一度勉強さ
れてはと思うのである。

がある。

在感を示す絶好の機会となり、極めて大きな意義

文化交流等を促進するとともに、県内各地域の振

興や住民の生活向上にも寄与することが期待でき

る。

よって、日高町議会は、大阪・関西における国

際博覧会の開催を支持するとともに、誘致実現に

向けた国内機運の醸成など、必要な取組みを国、

く。以上、決議する

平成３０年６月１９日

熊本市みなみ土地改良区から説明を受ける委員
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29

日高町議会

日、任期満了に伴う日高町長選に

体のみならず、和歌山県における産業振興や観光

ご意見、感想よろしくお願いします。

弥

議会だよりについて町民の皆様方からの

お見舞い申し上げます。

お祈りいたします。また被災された方々に

となりました。亡くなられた方のご冥福を

日本豪雨災害において多くの尊い命が犠牲

さて、先般の大阪府北部地震、そして西

関として慎重審議に努めてまいります。

スに期待します。また我々、議会は議決機

しました。町行政の舵取りとトップセール

おいて無投票で２期目の松本町政が発足致

５月

地元大阪府市、経済界と共に積極的に推進してい

井垣

この広報紙は再生紙を使用しています。

また、このような国際博覧会の開催は、圏域全

10
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果をもたらすとともに、全世界に向けて圏域の存

