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いい年でありますように
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月 定 例 会
12

14

一 般 会
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37

主な補正内容

既定の予算額に７０４万２千円を追加し、総額 億７３７５
万９千円とする。

計

平 成 年 第 ４回 定 例 会 は、 月 日 か ら
日までの８日間の会期で開催した。
今 回 の 定 例 会 に は、 議 案 件、 同 意 １件
が 提 案 さ れ、 慎 重 審 議 の 結 果、 原 案 の と お
り可決・同意した。

12
18

町長選挙無投票による選挙関係費 ４６１万７千円の減額や、
庁舎耐震補強設計委託料１６２万８千円、保育所児童送迎バス
購入費５７１万４千円、乳幼児医療費１５０万円、農改センタ
ーの耐震補強及び改修工事設計委託料１６７万６千円、道路維
持補修工事費５００万円の増額等。

１８年 度 補 正 予 算

質疑

問 保育所の臨時職員の民間委託につ
いては、町が行う保育が、本当に責任
を持てるのか心配するが。
町長 委託契約の中で、そんな心配の
ないような方法で取り組む。

問 職員の勤務評価の結果は減額とい
うことか。

総務課長 本年度より評価が始ま
った段階で十分な評価が出来なか
った、今後もっと検討する。

楠

新一議員

今 回 の 補 正 予 算 で は、
職員の勤務評価による減
額補正が計上されている
が、何かにつけて厳しい
行財政改革の中で、職員
の意欲と資質の向上を図
るためにも、この勤務評
価が減額するばかりでな
く、今後十二分に活かせ
ることを求めて賛成討論
とする。

賛成討論

問 送迎バス運行の管理委託をす
ると概算でどれだけ経費が節減さ
れるのか。
企画財政課長 小学校と保育所を
一本化することにより約７００万
円の節減となる。

経費節減に取り組む送迎バス

2
月

1
平成 19 年

耐震補強が必要な農改センター
問 機構改革の目的は住民サービスの向
上や、仕事の効率化、経費の削減である。
職員の構成等どのように考えているか。
町長 そういったことを総合的に４月１
日の異動に向けて十分検討する。

特 別 会 計

既定の予算額に１１０９万円を減
額し、総額８億７６３４万８千円と
する。

主な内容は、処理場等の修繕費３
００万円、下水道基金積立金５３２
万円、農業集落排水事業管路施設工
事費５８０万円の増額や、水道管移
設工事にともなう水道補償費２５３
３万５千円の減額等。

問 修繕費の主なものは。
上下水道課長 比井の通報装置、阿
尾のマンホールポンプの修繕、ふれ
あいセンターのブロアーポンプ等。

問 水道補償費の減額内容は。
上下水道課長 当初計画していた萩
原地内の幹線パイプ１５０ミリ鋳鉄
管を移設しなくて済んだため。

第３回臨時会

平成 年第３回臨時会は
月 日に開催した。
この臨時会には、議案３
件が提案され慎重審議の上、
原案のとおり可決した。

18

20

年度
一般会計補正予算

11

条例改正等

反対討論

19

これまで扶養されていて、保険料の必要が
日高町課設置条例
なかった人から徴収することになる、また医
療給付増が値上げに直結するなど、様々な問
題点を抱えることを指摘し、反対討論とする。
機構改革により、現在の９課１室を５
西岡 佳奈子議員
課１室とし、平成 年４月１日から施行
する。

3.5

既定の予算額に、１億６
５３１万４千円を追加し、
総額 億６６７１万７千円
とする。

18

和歌山県後期高齢者医療
広域連合の設立
高齢者の医療の確保に関する法律の規定に
基づき平成 年２月１日から和歌山県内全市
町村を構成団体とした和歌山県後期高齢者医
療広域連合を設立する。
問 後期高齢者医療とは。
住民福祉課長
才以上の方、 才以上の寝
たきりの方は、国保等から抜けて、広域連合
の医療給付となる。

65

問 設立することのメリットは。
住民福祉課長 今のところ、どのようなメリ
ットがあるのか把握出来ていない。

75

日高町小規模土地改良事業
分担金徴収条例

10

問 災害復旧の着工完成は。
建設課長 年内にすべて発
注し、３月末完成を予定し
ている。

主な内容は、県知事選挙
費８００万円、小規模土地
改良事業費６５０万円、農
地災害復旧費７３３７万７
千円、農業用施設災害復旧
費６１２３万３千円、河川
災害復旧費１５１３万３千
円等。

37
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住民参加型直営施行（舗装工事）について
は 分の２以内、それ以外の水路、農道につ
いては 分の 以内とする。
10

月

1
平成 19 年



議員

この４年間、非常に誠実で温厚
で我慢強く職務を遂行されてきた。
単独を選択し、行政を遂行して
いく中で、一番適任者であり、今
後の益々の活躍を期待して賛成討
論とする。

賛成討論

助役 小宮正昭氏の任期満了に
ともない、再任することに全会一
致で同意した。

助役の選任

氏
正昭
小宮
山本 善啓

３議員勇退

性一

議員（７期）

今期をもって、３人の議員が勇
退を表明されました。

中村

仁志

議員（４期）

広報委員として４年。

辻村

広報委員として 年。

長司

議員（２期）
広報委員として４年。

岡本

10

4
月

1
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編集風景

今 期 最 後 の 編 集 作 業 に 熱 意 が こ も る。
御愛読ありがとうございました。

西岡

佳奈子

議員

国はすべての小

問 ９月議会におい
て学童保育を含む
「放課後子どもプラ
ン」について研究を
求めた。
その後、説明会も
おこなわれ、「放課
後の子どもの安全で
健やかな活動場所を
確保し、総合的な放
課後対策として実施
する」など、具体的
な内容も明らかにな
っている。
「プラン」実施に
ついてどう考えてい
るか。
教育長 共働きなど
留守家庭の子どもが
増えてきていること
から、学童保育を開
設、実施する方向で
検討していきたい。
問

学校区で開設の方向をも
っている。
また、「放課後子ども
プラン」による２つの事
業（学童保育と放課後子
ども教室）を一体的に取
り組む必要性など、難し
い問題も出てくる。
早急に検討していって
ほしいが、具体的にはど
う考えているか。
教育長 ３小学校とも希
望があるということであ
れば、例えば、放課後子
ども達がバスを利用して
１ヵ所に来て、３小学校
の児童が一緒に保育を受
けるという方向で検討で
きないかと考えている。
多くの課題も出てくる
と思うが、慎重に検討し
ていきたい。

問 障害者自
立支援法施行
による利用者、
事業者の厳し
い状況につい
ては、これま
でにもお聞き
をし、共通の
認識をいただ
いていると思
う。
先日、通所
授産施設代表
者の方たちが、利用料負
担軽減についての要望書
を提出されたと思うが、
どう応えられるか。
町長
月８日、要望書
をいただいた。
要望の趣旨を熟読し、
利用者の方々、ご家族、
事業所のご苦労を改めて
実感している。
軽減策実施に向け、取
り組んでいく。

そ
—の他質問 —
健康診断の推進について

問 現時点で考えている
軽減策は。
町長 施設利用料を取ら
ないような方法を考えて
いる。

12

月

1
平成 19 年



放課後の子供たちの安全を

6
月

1
平成 19 年

議員
昭仁
金﨑

本年度１小学校

問 和歌山県下において
で 月に１件あったが、
も、 ％を超える数字で すでに解決済みである。
「いじめ」があるという。 以前は、特にないと聞
町内の小中学校の状況 いている。
は、また対策のひとつと
アンケートについては
してアンケート等を実施 「いじめ」を見逃さない
しては。
ように調査を実施するよ
う要請したい。
教育長

90

11

問 心の奥
車を無免許で運転して
底で根強く いるような危険な状態で
残る事とな ある。
る言葉の暴
所持率と今後の対策は。
力について、 教育長 所持率は小学校
もっと注意 で５・１％中学校で ・
すべきでは
２％であり、今後も数値
ないか。
は上がると思っている。
教育長 児
安全面から考えると必
童・生徒へ 要であり、出会い系サイ
の言葉遣い ト等の使用であれば不必
については、 要と思う。
校長会・学
各家庭においても使用
校訪問・教 方法について話し合って
育研究会等 いると聞いている。
で機会ある
家庭教育・社会教育・
毎に、指導 学校教育の３者で善処し
していきた た取り組みをしていく。
い。
携帯電話の危険性等を
保護者の方々に対して啓
発していく。

問 生徒を取りまく環境
と学校についての考えは。
教育委員長 大人社会で
も子どもが相当犠牲にな
っていると感じる。
一人の問題ではなく、
全体で大人が真剣に考え
取り組むべきと考える。

28

問 言葉のいじめと同様
問 バズセッションを実
に注意すべきは、携帯電 施したり、大学の教授や
話等の伝達ツールである。 企業の経営者を招き、夢

問 もっと
児童・生徒
とコミュニ
ケーション
を取るべき
ではないか。
教育長 休憩時間・掃除
の時間を利用し話す機会
を取るように指導してい
る。

楽しい学校生活

のある話を聞かせること
により、目標を持つ人間
や社会に対応できる人材
育成が出来るのではない
か。
教育長 子供も大人も大
変厳しい状況にある。互
いに連携していくことが
大切であり推進していく。

問 社会に対応できる人
材育成についての考えは。
町長 互いに連携しなが
ら、地域の子ども達は私
たち大人が自分たちで育
てることが重要だと考え
る。

問 原則補助金の一律一
割減の考え方では今後の
町づくりにマイナスでは
ないか。
町長 新年度は、各補助
金の費用対効果を十分精
査し、財政健全化計画を
念頭に予算配分を行いた
い。

問 日高町の歴史を語る
文化財である民俗資料が
白蟻の被害にあったとか、
寄贈者に一部返却された
などの話を聞くが、大切
に保管されているのか。
教育長 保管場所の移動
等によって、民俗資料を
管理する教育委員
会として迷惑を掛
けお詫びする。
寄贈頂いた方の
意を酌んで、大切
に保管し、教材と
して活用していく。
問 寄贈者名を記
載した民俗資料台
帳はあるのか。
教育長 今年の８
月、民俗資料を整
理した後で、台帳
を作成したが当時
の台帳がないので
寄贈者名はわから
ない。
問 厚意で寄贈さ
れた町民の名前を
記載できるよう努
力されたい。
教育長 確認でき
る範囲で確認して
いく。

問 貴重な民俗資料がな
くなっている主な原因は、
保存する資料館がないこ
とである。
長期総合計画では、懸
案事項となっているが、
早期に建設することが大
切ではないか。

町長 農改センターの耐
震改修はじめ比井保育所
や武道館の耐震診断、ま
た津波対策など、緊急を
要する事業がある。
これらの事業に目途が
つけば民俗資料館の建設
に取り組む。

歴史を語る古い井戸

議員
性一
中村

月

1
平成 19 年



問 日高町第４次長期総
域のボランティアが主体
合計画では、住民参加の となる。
町づくりを推進するとな
学童保育も地域住民の
っている。
協力を得る住民参加の町
住民主導で取り組んで づくりを推進されたい。
きた事業名等、伺いたい。 町長 鳥獣害の懇談会等
町長 具体的には、高齢
は、要請があれば今も、
者保健福祉計画、学校給 取り組んでいる。
食運営委員会、地域ふれ
今後も前向きに進めた
あい活動やあいさつ運動 い。
等数多くある。
若者の意見を聞き若者
に定住してもらう。
介護予防については若
いボランティアの入会が
難しい。
学童保育については、
地域と学校、家庭が一体
となって取り組む。

問 今農家が困っている
鳥獣害対策では、町職員
が被害にあっている農家
と懇談会等おこなって、
町内の被害状況を把握し、
被害マップを作成する。
その上で専門家から猿
やイノシシ等の生態と対
策を農家の方々と共に聞
き地域全体で取り組む。
若者の要求を聞き、町
づくりへの参画意欲を高
め、若いエネルギーを発
揮してもらう。
また人材育成等に努め
る。
介護予防については地

8
月

1
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月 日、交通マナー
と職員の懲戒処分の基準
等について担当課より説
10

27

明を受けた。
最初に、 市町村別交
通マナーランキングは、
平成 年から 年の３年
間の人身事故統計などを
もとに県警交通企画課が
作成、９月４日に発表さ
れたもので、日高町がワ
ースト１となっている。
２万５４３６件の人身
15

事故を対象に、事故につ
ながる過失のあった運転
者数を市町村別に集計、
点数化をして順位をつけ
た結果である。
この発表を受けての対
策として、例年の全国交
通安全運動期間の取り組
みに加えて、役場への懸
垂幕、広報車や広報誌、

ワースト 1 返上を

ＺＴＶによる広報など交
通安全についての啓発を
おこなっていくとのこと
であった。
次に、新たに作られる
懲戒処分の基準について
説明を受けた。
全国的に続発する飲酒
による交通死亡事故、公
務員の飲酒運転等の状況
を受け、人事院から示さ
れた指針に基づき、県の
指針も参考に作成をされ
た。
この基準は、懲戒処分
の標準的な処分例を明ら
かにすることにより、不
祥事を防止し、町民の町
政に対する信頼を確保す
ることを目的とするもの
である。
説明を受けた標準例の
うち、「交通事故・交通
法規違反関係」について
は、飲酒による事故また
は違反について県の基準
よりも軽い処分が規定を
されていたが、委員より、
厳格な規定を求める意見
が出された。
委員会として、酒酔い
運転による交通事故につ
いては停職処分をなくし、
免職処分のみにするなど、

内容の再検討を求め、担
当課において県と同等の
処分例とするよう検討さ
れることとなった。
後日、委員会の求めに
応じた内容で懲戒処分の
基準が施行された。

委員会
は、バイ
オマス事
業につい
て長野県
中野市を
視察する
など、調
査・研究
を進めて
いる。
こうし
た中、集
落排水事
業の汚泥
を始め、町内のバイオマ
ス資源等について、生活
環境課長、産業課長、上
下水道課長に出席を求め、
説明を聞き、質疑をおこ
なった。
現在、民間業者が計画
しているバイオマス事業
については、用地選定の
段階にあり、関係課等と

の調整を図りながら、計
画を進めているとのこと
である。
それぞれ担当課では、
バイオマス事業そのもの
については、地球温暖化
の防止など、今日的な問
題に対しての取り組みで
あることから、協力的に
対応しているが、委員会
からも、町としてもさら
に積極的に進めるように
求めた。

編集後記

新年あけましておめで

とうございます。

この２年間広報委員会

委員長として、皆様方に

親しまれる議会だより作

りに７人のメンバー一同

精一杯取り組んでまいり

ましたが、まだまだ勉強

不足な面があり反省して

います。

次回からは新メンバー

による議会だよりになり

ますが、皆様のご愛読を

委員一同心よりお願い申

し上げます。

善啓

この広報紙は再生紙を使用しています。
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