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平成 年第３回臨時会
月

日、第３回臨時会を開催し、損害賠償の額を定めること、

一般会計補正予算の議案を審議し、原案の通り可決した。また、

◇◆◇ 行政報告 ◇◆◇

13

町長より行政報告があり、比井地内の埋蔵文化財「天路山城跡」

94

への文化財保護法違反について説明があった。
― 主な内容 ―
【損害賠償】
和歌山県民文化会館横
のコインパーキングにお
いて、駐車中の由良町所
有公用車の左後方バンパ
ーへ接触したもので、７
万４４７２円を全額保険
により支払われることと
なった。

比井地内の埋蔵文化財「天路山城跡」への文化財保護法違
反についてでございます。
去る９月 日、県教育委員会より、比井地内で実施してい
る避難道路整備工事は、埋蔵文化財包蔵地内ではないか、と
の指摘がありましたので、直ちに工事を中断するとともに、
文化財専門職員の派遣要請をし、９月 日に現地を確認して
いただいたところ、工事施工場所が埋蔵文化財包蔵地内であ
ることが判明いたしました。
避難道路整備工事につきましては、設計時に埋蔵文化財包
蔵地内であるか否かを教育課に確認をしたところ、範囲外で
あるとの回答であったため、文化財保護法第 条第１項に基
づく通知をしないまま現在まで工事を進めた結果、「天路山
城跡」の本丸、二の丸、土居の一部を壊すという事態となり
ました。
本件につきまして、議員の皆さまをはじめ、町民の皆さま、
また、関係者の皆様方に多大なご迷惑と、ご心配をお掛けし
ましたことに対し、深く反
省し、お詫びを申し上げま
す。
今後二度とこのようなこ
とのないよう、再発防止に
努めるとともに、埋蔵文化
財包蔵地などの認識を高め、
文化財の保存、活用に努め
てまいります。
また、本臨時会には、現
状の把握と今後の対応のた
め、範囲を測量するための
予算を上程させていただい
ております。これらを基に
関係機関と誠意を持って協
議してまいります。
11

30

31

【一般会計補正予算】
比井地区の漁村再生交
付金事業に係る測量委託
料で３００万円を、阿尾
地区での急傾斜地崩壊対
策事業にかかる県営事業
負担金で２００万円を、
それぞれ計上した。

急傾斜地崩壊対策事業
阿尾地区

10

平成

年第４回定例会は

月

12

た。

一般会計補正予算
既定の予算額に５２８万を追加し、総額
億１４４６万７千円とする。
ー 主な内容 ー

日から

漁港施設機能保全事業避難道路整備工事
で８３０４万９千円の減額や、野菜花き産
地強化事業補助金２７２３万３千円、被災
農業者向け経営体育成支援事業補助金で３
６５８万円、農村環境改善センターの空調
及び電気設備の改修にかかる設計委託料で
９１８万円、内原小学校駐車場整備の測量
設計及び工事費で１５８６万４千円、人事
院勧告及び人事評価等による人件費２６８

日までの８日
件、発議１

台風被害
問 野菜花き産地強化事
業補助金と被災農業者向
け経営体育成支援事業補
助金の説明を。

件が提案され、慎重審議の結果、全て原案のとおり可決し

間の会期で開催した。今回の定例会には議案

30

万７千円等の増額。

産業建設課長 野菜花き
産地強化事業は県費補助
事業で、台風 号と 号
で被災したハウスが対象
となる。 名 棟に対し
て２７２３万３千円を補
助するものである。
また、被災農業者向け
経営体育成支援事業は国
庫補助事業で、台風 号
で被災した農業用ハウス
と農業用倉庫の復旧及び
撤去費が補助対象となる。
ハウスで 名 棟と、農
業用倉庫で 名 棟に対

して３６５８万円を補助
するものである。

適用指導教室
問 日高地方教育関係負
担金 万円の説明を。
教育課長 御坊市の適用
指導教室「メイト」に関
する負担金で、市外から
の受け入れ定員２名のと
ころ、小学生と中学生、
各１名が途中入室したも
のである。

れの修繕費として増額す
るものである。

36

31

21

21

台風で被災した農業用倉庫

台風で被災した農業用ハウス

農業水利施設
問 農業水利施設保全合
理化事業の説明を。
産業建設課長 若野頭首
工の２期工事に関する負
担金、 万９千円の追加
である。
頭首工の下部にある、
河床を保護するブロック
が陥没しているため、こ

70
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農村環境改善センター
問 農改センター空調・
電気設備改修設計委託料
の詳細説明を。
産業建設課長 当センタ
ーの空調設備全般と自家
発電設備、並びに、照明
のＬＥＤ化に係る設計委
託料である。
現在の空調設備は設置
から 年以上が経過し、
老朽化が進んでいる。故
障の内容によっては部品
の調達が困難なものもあ
る。
自家発電設備は、当セ

老朽化が進む空調設備

ージされた消化設備に更
新するものである。これ
により、自家発電設備が
更新されるまでの期間の
火災に対応できるように
なるのと、自家発電設備
の規模を抑えることが期
待できる。

導入を予定しているパッケージ型消火設備
内原小学校駐車場
問 内原小学校駐車場の
詳細説明を。
教育課長 主に教職員の
車を駐車するためのもの
で、約 台が駐車できる

義援金

この度の北海道胆振東部地震で被害を受けら
れた方々に対し、心よりお見舞い申し上げると
共に、一日も早い復興を願い、議員一同で 万
円の義援金を送りました。

10

議決後、直ぐにとりか
計画である。
これにより、屋内運動 かり、今年度末に完成し
場横の駐車スペースは来 たい。
場者用にする予定である。

小学校駐車場整備予定地

ンター建設当時から使用
しているもので、現在、
故障中である。また、当
センターが災害時の指定
避難所となっているため、
規模・能力の大きなもの
に更新したい。
併せて、多目的ホール
の照明設備を、現在の水
銀灯からＬＥＤに変更す
ることを考えている。
問 農改センターの空調
及び電気設備の改修工事
費用は、いくらくらいを
考えているのか。

産業建設課長 空調設備
で約１億１千万円、自家
発電設備で約５８００万
円、水銀灯からＬＥＤへ
の変更で約１６００万円
を考えている。
問 農改センター費の消
火設備改修工事の説明を。
産業建設課長 現在、当
センターにある消火栓は
電力が無いと使用できな
いため、停電時に自家発
電設備が無くても使用可
能な、各種設備がパッケ

20

4
月

1
平成 31 年

15

芝 台風 号の被害金額
は。
町長 家屋については詳
細な金額はわからないが、
事業費として農業ハウス
で１億２１００万円、倉
庫等約５千万円、比井崎
漁港で約３４３万円、公
共施設で約７４０万円で
ある。
芝 災害事後、職員も被
害状況を見て回ったとの
事だが、見て回ってどの
様に感じ、どの様な対応
をされたのか。
町長 屋根瓦やカーポー
トなどの破損や農業ハウ
ス、倉庫に甚大な被害が
ある事がわかり、被害に
遭われた方々の負担を少
しでも軽減するため、が
れきの収集に努めた。

町長 周りの市町と比べ
ると対応が遅れたと思っ
ている。
芝 長引いた停電地域へ
の対応は。
町長 温泉館の無料開放
に努めた。
芝 停電地域の住民の方
々へ備蓄している保存食
や非常用の水の配布は考

芝

えられなかったのか。
町長 町としても協議が
出来なかった。今後は事
前に協議をして対応をし
ていきたい。

充彦

議員

食料を用意し避難者の対
応にあたった。今後はよ
り一層互いに住民と協力
しながら積極的に取組み、
自然災害に対応していく。

芝 今回の台風での教訓
芝 県道御
をどう活かしていくのか。
町長 台風 号で対応出
坊由良線の
来なかった点を台風 号
阿尾・田杭
においては、町内５カ所
間の道路沿
に避難所を開設し、備蓄
いの防犯灯
が枝等で覆
いふさがれ
灯りも暗く
防犯灯の機
能をはたし
ていないが。
町長 十分
灯りが届い
ていない箇
所については、生徒達の
通学により安全を期する
ため、予算措置をし定期
的に維持管理を行ってま
いりたい。

芝 今の時期は日没も早
く、下校時には既に暗く
なりかなり危険である。
早急に防犯灯の数を増や
すべきだと思うが。また、
生徒達の安全を最優先す
るなら、一定期間を設け
て通学バスの運行も検討
されては。
町長 増 設 に つ い て は 、
町内の防犯灯は電柱２本
につき１個を基本とし、
カーブ付近に多めに設置
している、全体の整合性

もあるため増設は考えて
いない。
教育長 通学バスについ
ては状況的に考えていく
ことが必要である。今後
保護者やご本人とも協議
をしていきたい。

芝 防犯灯の増設がダメ
なら、道路に付ける誘導
灯の設置の検討を。
町長 一度県と協議して
検討したい。

芝 教育委員会の
方でも防犯灯の機
能をはたしていな
い通学路が無いか
常に気にかけてい
ただき、都度、町
長部局に要望して
いただきたい。

枝で覆いふさがれていて暗い防犯灯
（阿尾・田杭間）

24

有効活用を期待される保存食

21

芝 近隣市町と比べたら
遅い対応ではなかったか。

21

月

1
平成 31 年
【一般質問】

5

榮 平成 年４月の町長
２選後の所信表明では、
公約の内容が、道の改良、
防災対策、志賀小学校の
大規模改修、観光振興、
高齢者福祉の充実の５つ
しかないが。
町長 私の２期目の公約
は、６月議会で所信表明
した通りであり、健全財
政を堅持しながら、これ
までの経験を生かして、
皆さんのご期待にそえる
よう誠心誠意、職務に邁
進していく。
榮 公約５つの説明が、
文章にしてわずか７行で
は、町民の方々の理解は
得にくいし、納得されな
いと思う。もっと丁寧な
説明を。
町長 この５つの公約を、
重点的に取り組んでいく
ことが大事だと考えてい
る。

町長 道の改良は継続事
業であり、地域の方々の
承諾をいただきながら、
地域の要望として進めて
いる。一歩一歩、確実に
早期に取り組んでいく。
榮 ３番目の公約に、志
賀小学校の大規模改修が
あるが、平成 年度には
着手するのか。
町長 小学校統合の進捗
状況の中で、同じく大規
模改修を進めていきたい。

榮 志賀小学校の大規模
改修は、当初、比井小学
校の統廃合とは別の話で
あると私は聞いている。
統廃合は、３年後を目処
に進めたいとの事だが、
計画がずれ込めば町長２
期目の任期中に、志賀小
学校の大規模改修はでき
ないということか。
町長 平成 年度を目処
に、スピード感をもって
取り組んでいく。

榮 町長１期目の公約で
ある防災コミュニティ公
園整備事業は、この２期
目に継続しないのか。
町長 １期目の公約では
あるが、以前から答弁し
ているように、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と考
えている。

榮 この公約をメインに
掲げて町長に当選したの
で、２期目でも実現でき
ないのなら、規模を縮小
して小中住民公園での実
施はどうか。
町長 縮小も考えられる
が、やはり現状のしなけ
ればならないことを優先
していく。

榮 小中住民公園では、
平日の午前中、町内の高
齢者の方々がグランドゴ
ルフを活発に楽しまれて
いる。午後は学生や子ど
も達、夕方からは若い方
々がテニスコートとして
利用できるよう人工芝コ
ートの複合施設として整
備すれば、日頃町長が言
う「子どもからお年寄り

31

まで住んで良かったと思
える町づくり」が進むの
ではないか。自身の公約
を、もっと真剣に考えて
もらいたい。

榮 町内放送で流す防
災行政情報を、町民が携
帯電話やパソコンの電子
メールで、町外でも受け
取れるメール配信サービ
スを初めてはどうか。
町長 情 報 の 伝 達 に は
有効であると考え、平成
年度当初予算に上げて、
現在の戸別受信機とあわ
せて情報の伝達を行って
いけるようにする。

他の一般質問
「保健福祉総合センター
の今後の活用方法は」

31

30

榮 公約の１番目に挙げ
た主要県道や町道の改良
では、具体的な場所、整
備の必要性、現状の説明
をして、町民の理解、協
力、支援が必要だと思う
が。

2 期目の公約で志賀小学校大規模改修

議員
茂美
榮

6
【一般質問】

月

1
平成 31 年
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【漁業】
稲垣 町のホームページ
では、漁業について「海
とともにある暮らし」、
「農業と並んで、本町産
業の中では重要な位置を
占めています。」と載っ
ている。農業と並んでと
いうことは、漁業も町の
基幹産業の一つであると
私は考えるが、町長はど
う考えているか。
また、近年の漁業を取
り巻く環境は、非常に厳
しい状況であるのではな
いかと思うが、町では、
漁獲量や水揚げ金額をど
うとらえているか。
町長 漁業についても農
業と並んで、重要な産業
であると考えている。し
かし、近年、漁業を取り
巻く環境は、担い手の高
齢化や後継者不足などの
問題を抱えており、当町
においては、過去 年間
で水揚げ金額は、約７億
５千万円から約４億４千
万円、漁獲量も約３８０
０ｔから約１８００ｔと
減少している。

10

稲垣 このような非常に
厳しい状況を町はどのよ

うに考え、どのような取
り組みをしてきたのか。
町長 漁獲量の減少は、
巻き網漁業の減少が大き
く影響し、漁獲金額の減
少をもたらしてると考え
る。そういった中、町独
自の取り組みとして、漁
場環境の改善と水産資源
の育成を目的とし、比井
崎漁業協同組合が主体で

実施する、アワビ、ヒラ 入に対しても補助をした。 いて、平成 年度に比井
崎漁業協同組合と近畿大
メやクエなどの放流につ
稲垣 水揚げ金額の減少
学養殖種苗センターと町
いて、平成 年度より補
助している。また、労働 が漁業従事者の減少とな で、日高町で養殖に適し
作業の軽減と労働時間の り、漁業集落の人口減少 ている場所の調査実施を
短縮を図ることで、遠方 に直結していると思う。 したが、水深や波浪など
への流通を可能にし、漁 私の調べたところによる によって、その時は適し
価の上昇を目的とした事 と、漁業集落の全ては数 た場所がないとの結果で
業を平成 年度に実施し、 十年後には消滅集落にな あった。そういった中で、
鮮魚小型自動選別機と鮮 るとされる準限界集落で 今後、町でも漁業者の後
魚出荷箱用氷入れ機の導 ある。準限界集落とは、 継者育成や、漁業収入の
歳以上が ％を超え、 増加に繋がるような施策
後継者のいない集落であ を比井崎漁業協働組合な
る。人口減少の原因はま どの関係機関と協議して、
さしく後継者がいないこ 進めたいと考えている。
とにある。そこで、消滅
集落が発生しないように 【農業】
稲垣 農業機械購入助成
後継者が安心して住める
環境づくり、職場づくり の要件である ａの面積
をしなければならないの 拡大について、 万円を
受給した方と、 万円を
ではないか。
町長 国の事業で、新規
受給した方が同じという
漁業就業、就業者総合支 のは、不公平ではないか。
援事業などがある。また、 町長 今の点について、
県の事業で、青年漁業者 勉強して、またそれにつ
等養成確保資金制度があ いて考えていきたい。
り、漁船や漁具などの購
入に対して無利子の制度
を設けている。
しかし、これらの事業
は、採択条件などが厳し
く、町内の漁業者が取り
組んでいないのも現状で
ある。そこで、養殖につ

15 50
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26
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議員
崇
稲垣

月

1
平成 31 年
【一般質問】

7

後継者不足で空きが目立つ漁港

55

50

西岡 高齢者が安心して
暮らせる町づくりについ
てお伺いする。移動手段
の問題をこれまで何度も
質問・提案してきたが、
前進は見られない。どう
検討してきたか。
高齢者外出支援事
町長

業の継続と、地方路線維
持費補助金により充実を
図ってきた。今後もその
考えに変わりはない。
また先日、和歌山県タ
クシー協会と、乗り合い
タクシーについて話し合
いをした。コスト面、ニ

低料金で利用できる乗り合いタクシーの仕組み作りを

ーズ、バスとの競合の問
題等々あるので、一度試
験的に乗り合いタクシー
の運行を行えないか考え
ている。その上で、どの
方法が一番効果的である
か検討し、選択していく
必要がある。
西岡 現時点で仕組みに
ついての考えはあるか。
総務政策課長 試験実施
する場合も、地域公共交
通会議を設置し、協議す
ることとなるため、詳細
な答弁は差し控える。

西岡 二つの事業共に充
西岡 試験運行に向けて
是非取り組みを進めてい 実させていただきたいが、
ただきたい。そのために、 学童保育の代わりにはな
系統的に取り組む職員の り得ない。現状の施設で
配置や、専門的な企画を 待機があるのであれば、
行えるコンサルティング 別の施設を考えていただ
事業者をいれるなど、具 きたい。農改センターや
体的に検討していくため ふれあいセンターなど空
の体制を採っていただき きスペースを活用できな
いか。通年か、長期休暇
たい。
町長 どういう形で進め
中だけの臨時の開所かも
るか、検討したい。
含めて、場所を探し、受
け入れ人数を増やすこと
を求める。
教育長 学童保育につい
ては第１学童保育所、第
２学童保育所に開設場所
西岡 住民のみなさんの
要望に応え、暮らしを支
えていくという立場で取
り組むことを求める。

他の一般質問
・学校給食費への助成を
・小中住民公園の整備
・要介護にならないため
に

西岡 来年度の申し込み
状況、２０２０年度から
の子ども子育て支援事業
計画に向けてのアンケー
ト結果など踏まえ、様々
な面から検討していただ
きたい。

西岡 学童保育の待機児
が限定されている。代わ
童解消の取り組みを。
るものではないが、子ど
教育長 平成 年度は第
も達が参加できる事業を
１学童保育所で、通年希 検討していく必要がある
望の５・６年生６名、夏 と思っている。
休み等に希望の 名を待
西岡 第３の学童保育所
機とさせていただいた。
学童保育とは別に、子 を開設するなど、新たな
どもの居場所づくり事業、 受け入れができる体制づ
放課後子ども教室など実 くりの検討を。
教育長 第３学童保育所
施してきた。この二つの
事業の充実に取り組んで の開設は、今のところ考
えていない。他の二つの
いきたい。
事業の開所日数などにつ
いて検討が必要だと考え
る。

30

22

議員
佳奈子
西岡

8
【一般質問】

月

1
平成 31 年

町長から「保育所自体
は町が引き続き管理し、
運営を民間に委託するこ
とで、保育所を安定的に
運営しつつ保育内容を充
実していきたい。私が責
任をもって、よりよい保
育所運営に努める。」と
の方針が示された。
委員からの質疑・意見
で は、「 民 間 に 委 託 す べ
き で は な い。」「 町 が 責 任
をもって保育所運営すべ
きだ。」「民間委託を考え
る前に町で保育所運営を
続けていくには、どうし
たら良いか検討すべき
だ。」「保育を受ける子ど
も、また保護者が安心し
て、預けられる環境を作
るためには、優秀な保育
士の十分な人数の確保等
が必要だと思われるがど
うすべきか。」「ゆらこど
も園・いなみこども園の
視察も含め良好な保育所
運営と感じたことから民
間委託でも大丈夫と思わ
れ る。」 等、 委 員 か ら 活
発な意見が出された。
保育所職員数の現状を
みると正規職員８名、臨
時職員 名。正規職員の
内、６名の方は数年間で
退職となる見
込みであり現
状のままでの
保育所運営は
非常に困難に
なる。
委員会では
賛成・反対、
両方の意見が
議論された。
委員会とし
ては、「よりよ
い保育所運営」

のために十分
な検討を求め
る。

町長から３保育所民間委託が示された

総務大臣より感謝状

いなみこども園を視察

一松輝夫議員が、議員として 年以上在職
の功績に対して感謝状が贈呈された。

35

氏

輝夫

一松

33

ゆらこども園を視察

総務福祉常任委員会は
去る 月 日、「保育所
運営等について」町長、
担当課長出席の下、委員
会室で会議を開いた。
先ず町長から今後の保
育所運営方法についての
考えを聞いた。
11

12

委員会レポート

より良い
保育所運営の
検討を

月

1
平成 31 年

9

10
月

1
平成 31 年

委員会レポート
９％、両校区あわせて
・１％であった。
月７日に開催された
第３回小学校統合に掛か
る検討懇談会では町長か
ら「懇談会として方向性
り比井・志賀２校での統 を示して頂きたい」旨の
合を考えている旨の説明 お願いをした。
また 月 日の比井崎
が一貫してあった。
平成 年７月４日に開 地区の保護者説明会では
催した第５回目の委員会 「今、子どもを志賀保育
には、初めて町長に出席 所に通園させているが比
を求め考えを聞いた。町 井小学校に入学する際に
長からは教育委員会が推 は１名となるため志賀小
奨する比井・志賀２校で 学校に通学させてあげた
の統合を考えているとの い」等の切実な意見があ
った。
説明があった。
志賀小学校区からのア
直近の第６回目となる
委員会は去る 月 日に ン ケ ー ト 結 果 を み て も
委員会室にて町長・教育 「統合をやめることは考
長・教育課長の出席の下、 えられない」等の意見が
あった。
会議を開いた。
この会議において教育
長より次の説明があった。 教育長の説明にはなか
ったがアンケート結果を
見ると「統合しないほう
がよい」と答えた方は比
井小学校区で ・４％、
志賀小学校区で５・６％、
両校区あわせて７・７％
あり、「少人数の方が、
子ども一人ひとりに目を
むけてもらえる」「統合
すれば志賀小が手狭にな
11

30

８月から９月に掛けて
の比井崎地域、志賀地域
でのアンケート結果につ
いて、両校区あわせて回
答率 ・７％、その内、
比井小学校区では「統合
すべきである・統合はや
むを得ない」が ・４％、
志賀小学校区では ・

り、子ども達の負担が増
える」「学校がなくな
れば、過疎化が更に進
む」等の回答理由の意見
がある。

志賀小学校

比井小学校

校舎の問題・町民の理
解等、問題は山積してい
るが、町長・教育長には、
より一層、連携・関係を
密にとり「子ども達のた
めに」取り組んでくれる
ことを期待する。
71

75

23

29

29

29

16

10

編集後記

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４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。
４年間ありがとうご
ざいました。

委員長
副委員長

榮 茂美
楠山 博之
西岡佳奈子
井垣 弥
芝 充彦
稲垣 崇
清水 和人

この広報紙は再生紙を使用しています。
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72

子ども達のため
の取り組みを
委員会は、平成 年２
月の教育総合会議で、今
後の比井小学校児童数の
減少を考え統合の話が議
論され公になり、町の重
要課題と位置づけ平成
年３月 日に設置した。
また町民から意見等を
聞く機関とし小学校統合
に掛かる検討懇談会が設
置された。
第１回の平成 年４月
日の委員会では、町内
３校での統合、または比
井・志賀２校での統合、
現行のまま町内３校での
存続と、委員からの意見
は割れていた。
教育長からは、当初よ
18

11

11
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