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２９年度決算認定

平成

年第３回定例会は９月 日から 日まで
11

年度一般会計、特別会計、水

11

年度補正予算等議案７件、同意２件、

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、８３４万円の赤字決算である。

諮問２件が提案され、慎重審議の結果、原案のとお

また、平成

道事業会計の決算を認定した。

今定例会では平成

日間の会期で開催した。

30

主な特別会計歳出決算

歳入

監査委員の意見

万３千円増加

昨年度と比べ、町税で２３６７万７千円の収

入増となったが、収入未済額で

・３％で、前年比

う望むものである。

・９％の増

めるとともに、住民福祉の向上に寄与されるよ

今後とも快適で安全・安心な住環境整備に努

に取り組まれたい。

め、水道料金の改定も考慮し、更なる経営改善

経常利益は引き続き赤字決算となっているた

水道事業

堅持を心がけていただきたい。

となっていることから、より一層の健全財政の

来負担比率が

９万１千円、更に地方債残高の増加により、将

念される。財政調整基金がマイナス１億４３５

なく、経常収支比率が高い状態が続くことが懸

であるが、依存財源による財政事情に変わりは

実質収支額２億５７００万８千円の黒字決算

一般会計

収努力を望むものである。

発生・増加に十分留意し、引き続き最大限の徴

未済額の一部が長期化・固定化しており、その

０７万１千円の増となっている。税・料の収入

している。国民健康保険税でも収入未済額が３

40

21

29

１０億７，３７８万円
３億５，２８９万円
８億５，８７５万円
１億８，９３５万円
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

68

30

21

３，４４６戸（ １８戸の増加）
７，９１８人（ ９人の増加）
８０万９，２５４㎥（５，０９１㎥の増加）
給水戸数
給水人口
年間総給水量

４３億３, ８７２万円
２４億７, ４７８万円
一般会計歳出決算
特別会計歳出決算

（平成３０年３月３１日現在）

決算特別委員会報告
日、 日の３日間にわ
本委員会に付託された
平成 年度一般会計歳入 たり審査を行った。
歳出決算、平成 年度各
１点目として、税（住
特別会計歳入歳出決算、
平成 年度水道事業会計 民 ・ 固 定 資 産 ・ 軽 自 動
決算について、９月 日、 車 ） 、 国 保 税 、 負 担 金

副町長として選任したいと議会に同意を求めら
れ、全員一致で同意をした。

（保育・学校給食）に対
する収入未済、不納欠損
に更なる徴収努力が必要
との意見が聞かれた。特
に学校給食費の収入未済
については、更なる対策
の利便性が非常に悪く、
進入しにくいとの指摘が
あった。執行部からは、
現地を調査し検討したい
との事であった。

年７月

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。

％）

日、工事請負契約について審議

年 第２回臨時会

計においても慎重審査が
行われ、認定に当たって
は、一般会計、国民健康
保険特別会計では、反対
討論が行われたが、委員

平成

平成

日

・

進入しにくい内原学童保育所入り口

13

副町長に田中達也氏

12

教育委員に吉田隆一氏

を検討すべきとの意見が
５点目、保育所及び小
あった。執行部からは、 学校の送迎バス委託料に
現在滞納している方への ついて、委託費用に対し、
対応及び新たな滞納者を 乗車人数が非常に少ない、
出さないよう努力して行 乗車人数をもっと増やす
くとの事であった。
などの対策を講ずるよう
求める意見があった。執
２点目、工事請負契約 行部からは、保護者の方
全般に対し、入札率が非 に送迎バスの利用につい
常に高い傾向が見受けら てお願いして行きたいと
れるが、今後、業社選定 の事であった。
を含め適正な入札執行が
行われるよう指摘があっ
６点目、災害対策にお
た。また、工事入札全般 ける備蓄食料品等に対し、
に対し、入札内容等の調 保管場所の分散化を検討
査をとの意見も出された。 すべきとの意見があった。
執行部からは、分散化に
ついて、検討して行きた
いとの事であった。

し、原案の通り可決した。

工事請負契約の締結

工事名：志賀保育所増改築工事

年２月

契約の相手先：株式会社小林建設

工期：平成

落札額：６４２１万６８００円（

28

29

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。

７点目、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
れている点について、対
応を講ずるようにとの意
見があった。
特別会計・水道事業会

99

31

３点目、臨時福祉給付
金について、１割以上の
方が、申請しないまま給
付が終わった事に対し、
申請事務の扱いに問題点
が有ったのではないかと
の指摘があった。

４点目、内原小学校学
童保育所への国道からの
進入路について、利用者

97

23

30

14

田中 達也 氏
（有田市）
吉田 隆一 氏
（高家）
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年度一般会計補正予算

億３７３万７千円とする。

既定の予算額に６４２０万８千円を追
加し、
主な内容は、町例規集更新委託料１６
７万４千円、内原保育所ブロック塀撤去
及びフェンス設置にかかる改修工事２４
５万円、国保日高総合病院負担金３４７
１万７千円、漁港施設維持補修工事２０
０万円、ブロック塀等耐震対策事業補助
金２００万円、志賀小学校ブロック塀撤
去及びフェンス設置にかかる改修工事２
３１万円、萩原集会所修繕費７６１万５
千円、予備費１千万円等の増額。
漁港施設整備事業費１億６１４万４千
円等の減額。
小学校の２件であった。

ブロック塀の耐震等

問 ブロック塀撤去後、
ネットフェンスまたは目
隠しフェンスを設置する
ことになっている説明を。
総務政策課長 一部目隠
しフェンスを設置する理
由は、運動場の土が風に
よって舞い上がるのを防
止するためである。
問

事業費補助金の詳細説明
を。
総務政策課長 基本的に
道路に面したブロック塀
で、高さが ㎝、延長２
ｍ以上を対象と考えてい
る。費用は、撤去に要す
る費用で、実費あるいは
㎡当たり８千円の、どち
らか少ない方を対象とす
る。撤去した後、新たに
フェンス等を設ける場合
は、実費あるいは１ｍ当
たり１万６千円の、どち
らか少ない方を対象とす
る。撤去、改修、それぞ
れ 万円を上限として、
各 件を見込んでいる。
10 10

問 この補助事業の対象
となる危険なブロック塀
は町内に何件あるのか把
握しているか。
総務政策課長 ６月に広
報紙で対象となるような
ブロック塀がないかと広

報した。その結果、 件 日高町の観光推進戦略プ
の調査依頼が来た。その ロジェクト協議会が事業
件については、県が直 主体となって実施してい
接調査に行き、危険の有 る。
平成 年度のシティプ
無を確認すると聞いてい
る。ただ、全ての民家に ロモーション事業でクエ
おいてブロック塀を調査 フェアと日本全国鍋グラ
するのは、なかなか困難 ンプリ２０１８へ参加し
た。クエフェアでは１２
である。
０万９３００円、鍋グラ
問 自己申告していない
ンプリでは１０３万８千
ところでも危険なブロッ 円、合計で２２４万７３
ク塀があると思うが、今 ００円の収益があった。
後、町として調査する予
この事業は、国庫補助
定はあるか。
事業で、補助対象経費で
総務政策課長 今のとこ
収益が発生した時は、補
ろ予定はない。
助金と相殺して補助金を
戻すようになっている。
問 漁港施設整備事業費
当初、実績報告等をし
減額の説明を。
て、補助金を受けたが、
産業建設課長 これは交
その後、県から指摘を受
付金事業で、当初予算で け、 年度でその補助金
２億５千万円を計上して の返還を求められた。会
いたが、国からの内示額 計上は、事業主体である
が１億４２３９万４千円 協議会から２２４万７３
であった。そのため工事 ００円を雑入とし町に返
費を減額するものである。 還して頂き、国の補助率
が２分の１であることか
ら、１１２万３６５０円
を国へ返還するものであ
る。
52

52

問 観光費の地方創生交
付金返還金の説明を。
産業建設課長 地方創生
推進交付金事業のシティ
プロモーション海外観光
客誘致事業で、これは、

29

30

41

問 ブロック塀の改修工
事、内原保育所と志賀小
学校の他になかったか。
総務政策課長 町の公共
施設をすべて調査した。
高さが道路面から２・２
ｍ以上、基礎が入ってい
るか、鉄筋が入っている
か、老朽化、傾き、ひび
割れがないか等を調査し
た結果、適切でないと思
われる公共施設のブロッ
ク塀は内原保育所と志賀

撤去、改修される志賀小学校のブロック塀

30

60

問 隣家の火災により被
害を受けた萩原集会所の
被害状況は。
教育課長 １階研修室の
天井が窓から約２ｍ焼け
ている。２階集会室は天
井が全面とダクト、障子
４枚、畳 枚が被害を受
けた。

工事期間は１、２ヶ月
ぐらいである。しかし、
台風 号の影響で業者が
すぐに工事に着手できる
とは限らないので、これ
から検討する。

弁護士等による職員の研
修を実施し、その後、日
高町の例規集全般のどこ

に影響があるのかを、町
の方針に基づき調査する
ものである。

年度水道事業会計補正予算

既定の予算額に１２０９万６千円を追

加し、１億２９１万６千円とする。

主な内容は、県道柏御坊線水道管移設

工事７０２万円、県道井関御坊線水道管

移設工事５０７万６千円。

29

21

問 修繕費と共済保険金
は同額を見込めるか。
教育課長 火災が原因で
あるものについては、１
００％である。屋上の防
水シートも全面改修する

問 県道拡幅による水道
年度については、水道
管の移設工事であるが、 管の移設工事はなかった。
県工事ということで県か 他の市町村からも、意見
らの補償費はどうなって は出てないと聞いている。
いるのか。
上下水道課長 平成 年
問 町長は今回の件に対
度以降、道路管理者が行 してどのような見解か。
町長 町としては、県か
う工事により発生する移
設撤去工事については、 ら補償費を出してほしい
補償費はなくなっている。 と思っている。しかし、
会計検査の指摘によるも 法的にそういうことにな
っているので、それに従
のである。
わなければならないと考
える。

問
年度以降、既にこ
ういう状態で工事が行わ
れてきていたのか。県に
対して、他市町村から何
らかの意見はなかったの
か。
上下水道課長
年度、

28

問 改修の工期は。
教育課長 議会議決後、
早急に取りかかりたい。

人権擁護委員

30

28

28

人権擁護委員に楠原晃紹氏、塩㟢貢氏を推薦し
たいと議会に意見を求められ、議会は適任とする
答申をした。

32

被害を受けた萩原集会所
予定であるが、これにつ され、フルタイムの会計
いては焼失した部分だけ 年度任用職員、パートタ
か、全面みてくれるのか、 イム等に別れ、フルタイ
保険会社の判断待ちであ ムの場合は時間外勤務手
当、通勤手当、期末手当、
る。
退職手当などが支給され
ることになる。このこと
から、関連する条例を全
て改正しなければならな
い。
委託の内容は、臨時職
員の把握、各課でヒアリ
ング等を行い課題を見つ
けること、労務に詳しい
問 町例規集更新委託料
で会計年度職員任用に係
る説明があった。この詳
細な説明を。
総務政策課長 会計年度
任用制度は、平成 年度
から実施される。これは、
現在の臨時職員が厳格化

28

楠原 晃紹 氏
（志賀）
塩㟢 貢 氏
（比井）

10 月
平成 30 年

5

議員
茂美
榮

6
【一般質問】

10 月
平成 30 年

榮 今後、いつ和歌山に
南海地震や南海トラフ巨
大地震が起きてもおかし
くない。また台風 号で
は、町内でも深刻な被害
を受けた。自然災害への
町の備えと対策に更なる
強化が必要ではないか。

21

榮 避難の呼びかけ
で、「 毛 布 と 食 料 を
用意して、各自が避
難所に来て下さい」
と町内放送を繰り返
していたが、放送を
聞いていた１人住ま
いの高齢者は、車も
無い中で大変心細い
思いをしたと聞いて
いる。どう考えるの
か。
町長 放送は、高齢
者やお身体の悪い方
が、時間的に余裕を
持って避難してもら
うために、前日から
行った。地域や、隣
近所の人が、お互い
協力して避難しても
らいたい。

情報を出していたが、地
域性で遠い方もいる中で、
町内避難所は１ヵ所だけ
であった。適性だったの
か。
町長 避難箇所は中央公
民館１つにして、その中
で、多くの方が来たら農
村環境改善センター
も開けていこうと考
えた。
町内でも大きかった台風 21 号による被害（日高新報社提供）

町長 町民の生命と財産
を守ることが、行政の重
要課題と考えている。今
後も、防災対策に引き続
き努力していく。
榮 大型台風 号の接近
前に、早くから避難準備

21

榮 町の災害時要援護者
の個別計画はできている
はずである。民生委員が
要援護者の掌握をして、
各地区で説明はしていて
も、町民は十分理解して
いないのではないか。
住民福祉課長 個別計画
は本人の同意が必要であ
り、今後、常に更新して
いくためにも協力をお願
いしていく。

榮 近年、雨量の多いと
きには、西川や志賀川が
氾濫危険水位に達すると
のことで、町が避難勧告
を出すようになったが、
対象者の避難行動に結び
ついていない。各地域の
災害に応じた避難訓練の
実施が必要ではないか。
町長 各地区の実情に沿
った防災訓練は、現在４
地区より要望があり、津
波、土砂災害などの災害
種別に応じた避難対策ワ
ークショップを実施して
いる。

榮 この避難対策ワーク
ショップは、すでに阿尾
地区が実施し、今回で、
まだ計５地区の実施であ

る。町内は 地区あるの
で、早急に計画的に実施
してもらいたい。
町長 地域の中で自ら自
分で避難する、また隣近
所で共助するといったこ
とが大事なので、こうし
たワークショップ等で周
知していく。

他の一般質問
「温泉館運営の今後の見
通し」

榮 現在、町職員の防災
士は保育士で３名しかい
ない。今年度、初めて役
場職員６名が取得予定と
のことだが、今後もっと
計画的に、役場職員の防
災士を増やし、防災の人
材育成に力をいれてもら
いたい。
町長 大事なことだと思
うので、順次、防災士の
資格を取るように計画し
ていく。

榮 学校や公共施設の窓
ガラス飛散防止フィルム
の設置を望むが。
町長 全てを一度にとは
いかないが、検討してい
く。

21

西岡 台風 号は当町に
も大きな被害をもたらし、
特に長引く停電で生活は
不便を強いられた。固定
電話や携帯電話が使用で
きなくなる事例も多く、
テレビ、インターネット
の情報も入手困難となっ
た。町の情報提供はどの
ような状況だったか。

【主な機能】

◯役場からの放送が受信機スピーカーから流れる

◯録音・再生機能つき

への配備を求めたい。
町長 今まで通り、希望
者に貸与していきたい。

西岡 今年３月の消防庁
の報告書では全国で５３
８市町村が全戸配備をし
ている。財源についても
示されている。検討して
いただきたい。
町長 国による財源の対
象世帯は限定がある。

西岡 国による財政措置
の改善を求めることも含
め、財源の確保に力を尽
くしていただきたい。
町長 国の財政措置が全
戸対象になれば考えてい
きたい。

西岡 台風
号襲来時
とその後の
上下水道の
状況は。
電源の確
保はどうだ
ったか。
町長 上水
道の水源で
ある日高川
からの送水
が停電で停

止し、予備水源へ切り替
えたのち、６日午前０時
分通常運転に戻った。
停電の長期化に備え、川
辺町周辺土地改良区に非
常用電源確保を要望した
い。
上水道萩原浄水場は自
家発電により通常運転と
同じ状況となり、主要ポ
ンプ所では設置している
発電機を稼働させ、配水
池への送水を行った。
下水道は、処理場や中
継ポンプに移動式発電機
を配置、また、バキュー
ムカーで汚水を処理場へ
運びながら停電復旧まで
対応した。

たい。

町長

西岡 高家の処理場は公
共下水にも匹敵する規模
の大きさとなっている。
非常用の発電機の設置を。
十分検討していき

西岡 土地改良区からの
水は由良町、印南町も水
道の水源としている。連
携して取り組みを。
町長 十分話し合ってい
きたい。

30

用も行っていきたい。
西岡 ＳＮＳの活用はツ
イッターだけだが、フォ
ロワー数が少ない。フェ
イスブックでも発信を。
町長 費用対効果をふま
え考えていきたい。

◯２通りの電源（コンセント、乾電池）

西岡

◯緊急放送は最大音量で

町長 避難準備情報、各
種警報の発令、それらの
解除等、防災行政無線で
放送するとともに、防災
メール、ツイッターでお
知らせした。停電に備え、
住民のみなさんには、電
池対応のラジオ等を常備
していただきたい。また、
情報の伝達に公用車の活

停電時の情報提供
手段として
有効なのは、
ラジオとと
もに、防災
行政無線戸
別受信機で
ある。台風
時など、屋
外スピーカ
ーの音が聞
き取れない
時、また、
今回のよう
な停電時に、
役場から丁
寧な情報提
供をするの
にも有効だ
と思う。
現在、希
望者に対し
て無償貸与
がされてい
るが、全戸

21
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防災行政無線戸別受信機

議員
佳奈子
西岡

10 月
平成 30 年
【一般質問】

7

8

10 月
平成 30 年

農業の改正法が施行され、
新たな農業委員会制度が
始まり、わが町でも６月
議会で 名の農業委員の
任命に同意し、新農業委
員会制度のスタートとな
った。
新たな制度の主たる使
命は「農地利用の最適
化」を積極的に推進して
いくことが何よりも重要
であり、農業委員会より
委嘱された農地利用最適
化推進委員６名を加え計
名の委員で日高町の農
業をリードする体制とな
った。
従前は、担い手への農
地集積、集約化、遊休農
地の発生防止・解消につ
いては任意事務であった
が、新たな制度ではこれ
らの事務は農地等の利用
の最適化を強力に進めて
いくために必須事務に位
置付された。
農業委員会会長からは、
今までの延長ではなく、
初心に返って一から皆さ
んの意見を聴きながら会
として進めて行き、いか
に有利な助成金・交付金
を受けられるか事務局と
協議をしながらやってい
遊休農地の解消を期待する（内原地区）

きたいと力強く宣言され
た。
委員会では、農業委員
会の改革制度なので、今
まで以上に積極的に行動
を起こして、遊休農地が
これ以上増えない事を願
い、今後の農業委員会の
発展を期待する。

台風

号で被害に遭

充彦

体に留意して下さい。

です。皆さま方もお身

スポーツ、食欲の秋

れます。

った夏を忘れさせてく

音色が響き渡り、暑か

周辺では笛、太鼓の

きました。

り過ごしやすくなって

か。ようやく涼しくな

お身体は大丈夫でした

上の猛暑で皆さま方の

さて、今年も例年以

く事を期待したい。

で行政を引っ張ってい

今後、町長との両輪

同意されました。

定例会において議会で

在であった副町長が今

行政においては、不

題であります。

電の対策は、今後の課

わが町で長引いた停

す。

お見舞いを申し上げま

われた方々に、心より

21

芝
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委員会レポート
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去る７月 日、農業委
員及び推進委員の役割に
ついて調査、研究を行っ
た。
農業委員会から稲葉会
長、執行部から産業建設
課長並びに担当者で計
３人が出席し、説明を受
けた。
平成 年４月１日から
28
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遊休農地の解消を期待する（志賀地区）

