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第２回定例会は6月16日から23日まで、
六月定例会
８日間の会期で開催した。
今定例会には報告1件、同意1件、議案13件（うち工事請負契
約1件）が提案され、慎重審議の結果、原案のとおり可決した。

補正予算
一般会計
既定の予算額に８５７万９千円を追加し、 億

円、乳幼児医療システム改修委託料

万 ６千円、

国保日高総合病院負担金 万６千円、災害対策費
として避難標識板や、自主防災組織資機材購入費

日高町国民健康保
険税条例の一部を
改正する条例

5.1

36

主な内容は、年金システム改修委託料 万３千

１７２０万１千円とする。
68

２６９万５千円、同和対策住宅新築資金貸付金の
繰上償還分１２４万９千円等。

農業委員会委員の
定数条例の一部を
改正する条例

日高町保健福祉医
療費の支給に関す
る条例の一部を改
正する条例

国民健康保険税の被保
組織の統一化及びスリ
険者にかかる所得割額を ム化を図るため、条例で
今までは、年齢に関係
１００分の から１００ 定めるべき委員の定数を なく身体障害者手帳の１
分の に引き上げる改正。 人から 人に改正する。 ・２級の交付を受ければ、
重度心身障害者医療費の
受給対象者となったが、
今回の改正では、 才以
上になって新たに重度心
身障害者になった方を受
給対象者から除く改正。

15

5.8

問 全体での金額の見込
みは。
税務課長 今回計算では
赤字幅が６００万円、そ
れを補う額が要るものと
考えている。

11

問 今までとどう変わる
のか。
産業課長 今までは選挙
による委員は 名、議会
推薦が４名、農協より１
名の 名であったのが、
今回からは、選挙委員は
名、議会推薦が４名、
それから各種団体からの
推薦として、農協より１
名、共済組合より１名、
土地改良より１名の全員
で 名となる。

年度で

問 毎年 才以上で手帳
を取得される方は何名い
るのか。

住民福祉課長

は 名である。

65

20

65

17

65

問 そういう方にとって
は高額な負担となると考
えるがどうか。
住民福祉課長 大変だと
思うが、 才以上になる
と介護保険の方が先に選
択され、医療費について
も１割の自己負担制度と
なっている。

11

15

11

18

83

問 年金システム、乳幼
得制限を設けず、継続し
児医療システムの改修委 ていく。
託先とその改修内容は。
住民福祉課長 いずれも
委託先は紀陽情報システ
ム。
年金システム改修につ
いては、年金未納者対策
及び申請時、申請者の所
得情報等を磁気媒体（Ｍ
Ｏ）で、社会保険庁と情
報交換のための改修。
乳幼児医療システムの
改修については、県の制
度が改正される事により、
県への補助申請時に、新
たに所得制限が必要とな
るための改修であるが、
日高町では現行どおり所

自主防災資機材

62

工事請負契約
内原東地区処理施設建設工事
４億２千万円（消費税込）
（落札率 ・２％）
共和化工株式会社大阪支店
工事業者

問 設計額と調査基準価
格は。
上下水道課長 設計額５
億３９１８万円（消費税
抜き）、調査基準価格４
億５２５５万３千円（消
費税抜き）。
問
社による指名競争
入札の中で、調査基準価
格を下回った業者は。
６社であ
上下水道課長

上下水道課長 積算内容
等いろんな内容を調査検
討し、ヒアリングを実施
した結果、設計書通り適
正に施工できるものと判
断した。

第一回臨時議会

専決処分（７件）

（５月 日）

日高町国民健康保険税条例の一部改正等。

工事請負契約

７８７５万円（落札率 ・１％）

産湯漁港海岸南出川水門（その一）工事

工事業者（株）丸島アクアシステム

日高町中央公民館耐震補強及び改修工事

４８１９万５千円（落札率 ・４％）

工事業者（株）古部組

内原東地区（第１工区）管路施設工事

６７７８万８千円（落札率 ・０％）

内原東地区（第１工区）管路施設町単独工事

４５５万７千円（落札率 ・０％）

工事業者（株）中村建設（合併入札）

内原東地区（第２工区）管路施設工事

８８７２万７１００円（落札率 ・０％）

１７０万９４００円（落札率 ・０％）

工事業者 高見組（合併入札）

合併入札にした理由。

町長 今後、入札に臨む場合、指名審査委員会で十
分検討する。

問 指名業者の選定により落札率に大きな差がある。
高率入札を指摘している中で十分検討されているか。

上下水道課長 同一工区内であり同一業者で施行す
る方が効率的、最適である。

問

内原東地区（第２工区）管路施設町単独工事

92

る。

問 工事完成後の補償に
ついてはどうなっている
のか。
上下水道課長 契約書で
は補償期間は引き渡し後
２年となっているが、故
意または重大な過失によ
り生じた場合は 年とな
っている。

10

29

80

91

18

問 最低落札者を適正と
認めた理由は。

71

91

固定資産評価
審査委員会委員

氏
繁一
崎
氏
道廣
西平

92

任期満了にともない、崎 繁一氏（産湯）
西平道廣氏（荊木）を再任したいと議会の同
意を求められた。
議会はこれに同意した。（任期３年）

内原東地区処理施設起工式

74

月
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問 今の町長が就任され
てからは、若い人たちが
感心をもつ子育て支援の
充実、また情報社会に適
応したケーブルテレビを
軸に町内全域のブロード
バンド化を実現し住民サ
ービスに努めています。
もちろんこれらの施策
が実現出来るのも職員の
皆さんの頑張りがあって
のことと思っています。
さて、行政が行う事業
等については何かにつけ
私たちは大人の観点から
物事を考えがちだが、時
には目線を子供達におい
て考えることも行政に携
わる者として必要ではな

天満

議員

問 子供達に
人気の出る公
園としては遊
具の設置が一
つ大きな要素
になると思う
が。
町長 現時点
で、具体的に
どのような遊
具を設置する
という構想は
まだ持ってい
ない。
今後処理場
の完成時期を
にらみながら、
また、予算も
考慮しながら
具体的な構想
を練っていき
たい。

場所に作りた
いと考えてい
る。

滋明

いかと思われる。
私は経済的負担の支援
も大事だが、子供と一緒
に家族が気軽に出かけ自
然の中で楽しく遊び、心
が癒せるような場所が町
内に一つぐらいあれば良
いと思う。
近くの町に公園がある
からそれを利用したら良
いと言うことでもない。
また、町の長期総合計
画やエンゼルプランの策
定の際に行ったアンケー
ト調査等においても、い
ずれも「子供の遊び場、
公園の充実」の要望が上
位にランク付けされてい
る。
以前この件について質
問した際、町長は前向き
な答弁で場所についても
言及されていたが再度伺
いたい。
町長 高家地内の内原東
地区処理施設に隣接する

問 利用する子供達のこ
とを考えると、どのよう
な公園にしたいと思って
いるか。
町長 公 園 を 作 る 以 上 、
より利用度の高い施設を
作り、子供達が楽しく伸

び伸びと遊べ、安全で安
心して子育てができる公
園を、できるだけ早く完
成したい。

明恵の里公園（有田川町）

問 外部からの意見を参
考にすることも誤った方
向に行かないのではない
か。
産官学連携は今後必要
不可欠であり、協働とい
う点においても、民を加
えた産・官・学・民で
「まちづくり」をしてい
くことが必要である。
その点についての考え
は。
町長 十分受け止め、検
討していく。

問 本年 月に任期を迎
問 ２期目に対しての公
それ以外の１期目の公
える中町長に２期目の出 約については、ほぼ達成 約は。
馬の意思を問う。
できたものと思っている。 町長 今のところ詳しく
町長 長年の悲願であり、
各種団体・有志の方々 は言えないが、行財政改
最大の公約であった「原 から多くの出馬要請や推 革の推進・防災対策の推
発 に 頼 ら な い ま ち づ く 薦をいただいている。
進・少子化対策・下水道
問 共働き家庭の増加、
り」については、所有者
住民福祉の向上と町政 事業の推進・幹線道路の
より町に寄付されたこと 発展のために２期目の出 整備等である。
安全で安心して暮らせる
で、実質的に不可能とな 馬を目指して頑張る。
町で頑張って子育てして
問 これからの「まちづ
った。
いる。
くり」はアイディア勝負
日高町も学童保育を検
である。
討してはどうか。
教育長 平成 年にアン
そのためには十分吸収
した知識を出し合うこと ケートを実施したが、そ
が大切だと思うが。
の時は希望者が少なかっ
町長 大事なことであり、 たが、現在の希望者数は
全職員一丸となって取り わからない。
組む。
一番の課題は場所の確
保である。

２期目を目指して

問 温泉館増客対策に対
しての取り組みについて
疑問を感じる。
健全経営のためには、
条例を改正してでもすべ
きと思うが。
町長 検討した結果、こ
のままでいく。
しかし頭を悩ましてい
ることも事実であり、少
しの間実績をみる。
徐々にでも赤字を少な
くするよう努力していく。

問 希望に対してアンケ
問 さらに町の重荷にな
ート実施の可能性は。
らないように努力すべき
教育長 要望等について
と考えるが。
町長 一人でも多くの方
は、一応ニーズも考えて
実施する方向。
に利用していただけるよ
できるかどうかについ うに努力していく。
ては検討したい。
︱その他の質問︱
問 アンケートの対象は。 風力発電誘致事業の進捗
教育長 保育所年長を含
状況及び住民説明会につ
めて実施できる方向で検 いて
討したい。

15

議員
昭仁
金﨑

月
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議員
佳奈子
西岡

問 ＡＥＤ（自動体外式
除細動器）というのは、
心臓の突然の停止（心室
細動）の際に電気ショッ
クを与えて、心臓の働き
を取り戻す医療機器のこ
とである。
一昨年７月からは一般
市民でも使えるようにな
り、全国的に公共施設へ

の設置が進められている。 町長 重要なことであり、
和歌山県は、今年３月 今後十分勉強する。
までに県庁や各保健所、
問 難しい問題ではなく、
県民文化会館やビッグ・
など ヵ所に設置した。 設置する意思があるかど
救急車が到着するまで うかということだと思う。
の救命措置が生死を分け
１台あることによって
る。
救える命があるとしたら
公共施設への設置を進 大きな意義がある。
めてはどうか。
購入する場合１台 万
円程度、レン
タル方式もあ
ると聞く。
どう考える
か。
町長 現在の
機器は対応で
きる年齢が８
歳、 ㎏ 以上
となっている
が、対象年齢
を引き下げる
検討がされて
いると聞く。
その点も含
めて勉強した
い。
また、救命
救急講習を住
民の皆さんに
受けていただ
くことも進め
ていきたい。
u

16

命を救う AED（自動体外式除細動器）

25

30

問 食育の
取り組みは。
栄養士と
学校の連携
を強めるこ
とが必要だと思うが。
教育次長 チラシによる
郷土料理の紹介、栄養士
が学校へ出向き「食」に
ついて指導をおこなう等、
取り組んでいる。

問 地産地消の取り組み
で、町内産の米を使用で
きているのは非常に良い
と思う。
野菜についてももっと
増やせないか。
教育次長 大量に必要な
ことや、金額の面で難し
い問題があるが、できる
だけ取り組んでいきたい。

そ
—の他の質問 —
日高町の教育と
教育基本法

問 原谷集落から熊野古
道の峠にかけて、地元の
人の強い要望があるが。
町長 現在、新規の進出
も厳しくなっているが、
行政としても頑張って働
きかけていきたい。

問 給食の
問 急速な
割合は。
勢いで携帯
教育次長
電話が普及
実施時の給
しているが、
食率は ％
町内の山間
であったが、
部や海岸線
現在は ％
などで通じ
となってい
ない所があ
る。
る。
通話エリ
アの実態を
把握し、エ
リア拡大の
取り組みを。
町長 毎年、県の指示に
より実態調査をおこない
把握している。
また、それに基づき電
気通信事業者に対し、要
請をしている。
今後も要請していく。

91

98

問 桜の咲く季節となれ
ば、家族連れやグループ
等で花見を楽しんでいる
と聞いているが、一番気
になるのは手洗所がない
ので、ゆっくりできない
と言われている。
期間中だけでも簡易手
洗所の設置を考えてはど
うか。

町長 昭和 年に財団法
人日本桜の会より１００
０本の苗木をいただき植
栽したもので、約 年が
経っている。
手洗所の件ですが、今
まで頂上の手洗所（トイ
レ）を利用しているもの
と把握していたが、今後
花見の期間中だけでも簡

問 小坂峠
から西山ピ
クニック緑
地に通じる
道路標識、
カーブミラ
ー、車の待
避所の標識、
道路幅の反
射鏡等、ほ
とんど破損
しているの
で、早急に
立て替えて
はどうか。
町長 ピク
ニック緑地
は本町でも有数の観光名
所であり、自然とふれあ
う憩いの場として、親し
まれている所である。
近頃は多くの方が訪れ

てくれる場所だけに、交
通安全標識等は欠くこと
の出来ない重要な物であ
ることから、破損状況を
把握し改修に向けて取り
組んでいく。

問 あの道路は何年頃に
完成したのか。
昭和 年である。

町長

問 そうすると 年にな
る。
標識も 年近くになる
と相当いたんでくるので、
事故の起こらない内に改
修をお願いしたい。
町長 訪れてくれる方も
多いので、十分現場を見
てから、できるものから
対応していきたい。

破損がひどい反射鏡

トイレがあればなあ〜
易手洗所等設置できない
か、また場所、水の問題、
費用その他について、検
討していきたいと思って
いる。
しかし、その中でも一
番の問題は水であるので
十分勉強していきたい。

52

30

29

議員
仁志
辻村

月

7
平成 18 年



57

25

山本

阿尾処理場と海抜表示板

源昭

議員

問 先日、新聞紙上で発
表された地震・津波によ
る、建物及び、人的被害
と対策は。
町長 建物は過去の地震
の被害データ、津波浸水
予測結果等で計算し、昭
和 年の建築基準法改正
以前の建物かどうか、ま
た建物の状況を把握し想
定している。
人的被害では、冬の朝
５時が最も多いと予想し
ている。

55

問 平成 年度から、耐
震診断をおこなっている
が、結果は。
総務課長 昭和 年以前
の木造住宅が対象で、１
０２棟を調査し、「倒壊
の危険有り」は 棟とな
っている。

55

16

問 改修した戸数は。
建設課長 町が受け付け
た改修はない。

80
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問 電気の復旧は。
町長 ＮＴＴ西日本や関
西電力では、応急復旧体
制強化等で自主的に対応
を進めている。

問 海岸地区で、断線の
場合の通電方法は。
総務課長 町内ほとんど
の地域は、内原変電所、
島変電所、由良変電所の
３方向から通電され、小
坂峠で断線しても、海岸
地区では、三尾・由良方
面から通電される。

建設組合に入ってい

問 復旧に対する協力や
応援協定はどうか。
町長 町内郵便局と被災
者情報、施設及び用地の
利用等がある。
日高町建設組合とは、
応急復旧業務をおこなう
協定がある。
また、町内で、震度５
弱以上の地震が発生し、
災害対策本部が設置され
た場合、役場内に設置し
ているコカ・コーラ社の
自販機の飲料が無償提供
される「救援物資提供に
関する協定」がある。
問

ない業者とも、協定でき
ないか。
総務課長 組合員以外と
なると、１個人業者との
協定となり、今後検討し
たい。

問 上水道・
下水道の被害
予想は。

総務課長

上水道は、地
震直後、断水
人口６８７９
人、１日後、
５６３９人、
１週間後、３
４３９人と予
想している。
下水では、
処理支障人口
２９０人の予
想だ。

問 上水道に緊急遮断弁
が設置されているが、タ
ンクの水を地区へタンク
車等で、運ぶことが出来
るか。
上下水道課長 遮断弁と
タンクの間に散水栓があ
り、一時的な給水はでき
る。

問 地球温暖化対策の取
り組みを伺いたい。
町長 現在 年度中の燃
料使用量や電気使用量等
の数値を調査中である。
調査が終わり次第、助
役を中心に温暖化対策実
行計画推進体制を構成し、
月までには削減数値を
出したい。

問 磯焼けは海の砂漠化
だと言われている。
またこのまま温暖化が
進めば人類の滅亡にもつ
ながりかねないと危惧す
る学者も少なくない。
役場庁舎内だけでなく
町民にもできる温暖化防
止の取り組みをケーブル
テレビや広報等で粘り強

問 サンフルに通所され
ている方で４月になって
から、利用料負担とサン
フルでの工賃はどう変わ
ったのか。
住民福祉課長 バスを利
用しない方は３月末まで
は無料、４月からは障害
者年金２級の方で月額１
万４千円の利用料負担。

問 応益負
く訴えてはどうか。
町長 役場内の削減目標
担を柱とす
を設定するとともに町民
る障害者自
にも呼びかけ、町ぐるみ
立支援法が
で温暖化防止に取り組む。
４月１日か
ら実施され、
障害者が働
いた工賃よ
りも支払う
利用料が高
くなり、通
所をやめら
れる方が全
国の施設で
出ている。
町内での
状況はどう
か。
町長 新法
の施行により利用者負担
は増加しているが、それ
が原因でやめられるケー
スはない。
問 日高川町では木質バ
イオマス事業に取り組ん
でいるし、滋賀県東近江
市では菜種のバイオマス
事業で、地球の
温暖化防止と地
域の活性化を目
指している。
この事業は温
暖化防止を目的
に農漁村の活性
化を目指した交
付金事業で の
市町村がバイオ
マス構想を公表
している。
当町には ヘ
クタールの耕作
放棄地がある。
農業振興の立
場からもバイオ
マス事業の取り
組みを検討され
たい。
町長 勉強した

い。
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海の砂漠化を防止する鋳鉄製藻場増殖礁（比井地先海中にて）

工賃は同じで１万５千
円から１万６千円である。

問 年金２級の方でも工
賃のほとんどが利用料で
なくなる。
通所を断念する方がで
るのではないか。
住民福祉課長 ほとんど
の方が世帯分離している
のでやめるとは聞かない。

問 新法の応益負担を変
えなければ障害者の自立
は難しいと思うが。
町長 収入増のためサン
フルのパンをより多く購
入していただくよう啓発
する。

問 新法施行により施設
の経営状況も困難になっ
ているのではないか。
町長 少なからずとも収
入面では影響がでている
と伺っている。

10
月

7
平成 18 年

４月 日、障害者福祉
等について調査、研究を
おこなった。
最初に、昨年７月、小
中に開所した知的障害者
通所授産施設・太陽福祉
会「パン工房サンフルひ
だか」を見学した。
施設の定員は 名で、
現在日高町内からは４名
の利用者が通所している。
サンフルでの販売に加
えて町内保育所へのパン
の納入や訪問販売など販
路開拓に取り組んでいる
ことなどを聞いた後、パ
ンの製造や包装、販売の
様子を見学した。
次に、担当課より、自
立支援法の概要及び日高
町の障害者福祉等につい
て説明を受けた。
日高町では現在、身体
障害、療育、精神障害の
各手帳所持者は合計４４
８名となっている。
障害の重い人には医療
費の助成や福祉手当の支
20

20

給がおこなわれている。
今年４月からはじまっ
た自立支援法による障害
者福祉制度では、これま
で含まれていなかった精
神障害者が含まれ、知的、
身体、精神、いずれの障
害を持つ人も共通の福祉
サービスが受けられるこ
ととなった。

６月議会では、２件の
意見書を全議員の賛成で
可決し国に対して送った。

出資法の上限金利の
出
資
法
の
上
限
金
利
の
引き
き下
下げ
げな
など
どを
を求
求め
め
引
る意
意見
見書
書
る
リストラ・倒産による
失業や収入減・生活苦・
低所得などを理由とする
「不況型」「生活苦型」
自己破産が増えている。
国民が安心して経済生
活を送ることができるよ
う、「出資法第５条の上
限金利年 ・２％の引き
下げ」「貸金業規制法の
いわゆる『みなし弁済』
規定の撤廃」などを求め
る。

地方
方の
の道
道路
路整
整備
備の
の促
促
地
進と
と財
財源
源確
確保
保を
を求
求め
め
進
る意
意見
見書
書
る

29

地方にとって真に必要
な道路整備が、より一層
推進されるよう強く要望
する。

11

編集後記

早期改修を望む（県道井関御坊線）

〝健康が一番〟体調
を崩して、はじめて気
付く。色々な意味も含
３名の議員が自治功労
め、事前に、そして先
者として和歌山県町村議
を見て。
会議長会より表彰された。
まだまだ暑い日が続
きます。暴飲暴食をや
議会議長として
め、ストレスをためな
５年以上在職
いことが大事です。
一松 輝夫 議長
私達委員は、読みた
くなる 議
｢ 会だより ｣
の編集に取り組んでい
ます。
皆様方のご意見お
ま ち し て い ま す。
金 﨑

議会議員として
年以上在職
玉置 正之 議員
市ノ瀬 進 議員

この広報紙は再生紙を使用しています。

しかし、一方で、サー
ビスを利用すると費用の
１割を負担することが原
則となり、作業所へ通所
した場合、得られる工賃
よりも利用料のほうが高
くなるという状況が生ま
れている。

「パン工房サンフルひだか」にて

