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特別会計

２９億３，
３７１万円

予算総額

６５億４，
６７９万円

水道事業会計

１４

２６

人 件 費 の 削 減、 普 通 建 設 費 の
縮 小 な ど の 一 方、 高 齢 化 の 進 展
に よ る 福 祉 費 や 防 災 対 策 費 の 増、
少子化対策として乳幼児医療費
の 拡 充 な ど 対 前 年 度 比 ０． ％
の増額予算である。

三 位 一 体 改 革 等 に よ り、 税 源
移譲と定率減税の廃止による税
収 の 伸 び が 見 込 ま れ る が、 一 方、
地方交付税の削減それにともな
い、 臨 時 財 政 対 策 債 の 減 額 な ど、
以然として厳しい状況にある。
行 財 政 改 革 を 進 め る 中 で、 財
政調整基金 ３億円を取り崩した
予算である。

１５

1億7,874万円
2億1,809万円
4,717万円
7,991万円

歳出予算は

歳入予算は

一般会計予算

３月定例会は３月 日から 日間の会期で開催した。
町長の施政方針を受けて提案された一般会計をはじめ、議案
件、同意１件、５件の特別会計、水道事業会計。
平 成 年 度 一 般 会 計 補 正 予 算 な ど 議 案 ７件 、 特 別 会 計 補 正 予 算
３件 に つ い て 、 そ れ ぞ れ 慎 重 審 議 の 結 果 、 原 案 の と お り 可 決 し
日に閉会した。

３６億１，
３０８万円

１８

一般会計

１２

収益的収入
収益的支出
資本的収入
資本的支出
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平成19 年度予算

議案審議

税については、国では
％の減で、それにともな
い臨時財政対策債の ％
の減など、今後も地方交
付税については厳しい状
況にある。

介護保険

問 税源移譲によって住
民税が昨年度の２４００
人に加えて、新たに６２
７人が課税対象となる。
連動して介護保険料額
値上がりの影響を受ける
人数は。
住民福祉課長

遊休農地解消総合対策促
進事業とは。
産業課長 今年度より新
しい導入事業であり、原
谷地区で５年間農地管理
者と企業との利用契約に
基づき、農地を農作業体
験の場として使用させる
もので、必要な資機材等
を整えるために支援する
事業。
総事業費は１３７万４
千円、負担割合は県費２
分の１、町費４分の１、
地元４分の１となってい
る。
遊休農地の解消総合対
策事業とは、３ヵ年以上
耕作放棄した農地で、所
料の値上がりする方があ 有者と耕作者で耕作契約
ると考えるが、今のとこ をして元の農地に戻し、
ろ試算はできていない。 耕作者に対して補助する
事業。
問 定率減税廃止等の影
あたり１年目 万
響で保育料の上がる可能 円、２年目５万円、３年
性がある。
目２万円で事業費１２８
そうならないための基 万円。（事業実施地区、
準の見直しは。
原谷・池田・高家・志賀
住民福祉課長 国からの
地区）
正式な改正通知が着き次
第、所得税階層の金額の
問 地方税回収機構への
変更・改正を考える。
本年度委託件数は。
税務課長 すでに町で差
企業の農園整備事業、 し押さえている 件であ
問

る。

問 有害鳥獣駆除報奨金
の詳細は。
産業課長 猿１頭当たり
２万円で 頭分、イノシ
シ、シカ１頭当たり５千
円で 頭分、アライグマ、
野ウサギ等で１頭当たり
３千円で 頭分等、総額
１２１万３千円を計上し
ている。
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問 地域防災計画策定委
託とは。
総務課長 現在の計画は、
平成 年から 年となっ
ており、その計画内容に
ついて、災害ビジョン見
直し、避難準備情報の追
加など中身が相当変わっ
てきているので、計画の
立て直しをするため。

問 農林水産事業の中で
一番予算が小さいのが水
産業振興費である。
一次産業の活性化、振
興の観点から十分な予算
措置といえるのか。
町長 第一次産業につい
ては大事であり、今後も
各関係団体と連携しなが
ら取り組む。

30

一般会計
問
年度一般会計全般
を通して、人件費を減額
の一方、物件費が増額と
なっている理由と本年度
行財政改革に取り組む主
なものは。
企画財政課長 人件費の
減額は、議員定数の削減
と収入役の廃止によるも
のであり、物件費の主な
ものは、地籍調査事業委
託料の増額によるもの。
行革については、先の
件と小学校・保育所のバ
ス等の運行管理で５台か
ら４台に、本年度退職者
４名の内、定員適正化計
画に基づき、保育士１名
のみ採用、臨時保育士等
の民間委託、乳幼児医療
費の拡大等である。
問 町民税収の増額理由
と地方交付税の状況は。
税務課長 税源移譲と定
率減税の廃止等で昨年度
より１億１９４４万円の
増額見込みとなる。
地方交付
企画財政課長
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バスの運行管理を人材派遣会社へ委託
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住民福祉課長 ２５６名
の増で８３３万円の増額
となる。

特別会計
下水道事業
問 農業集落排水事業内
原地区の進捗状況は。
上下水道課長 旧内原東
地区については、平成
年度で管路工事は全て完
了し、本年度は中継ポン
プ施設を施工する。
旧内原西地区は、本年
度３９３０ｍ の管路布設
工事を実施すると、 ％
の進捗である。
現在工事中の処理場施
設工事については、 年
２月末完成予定である。

国民健康保険

問 保険税が昨年度と比
べて８１４万円減額とな
っているが、保険税率の
引き下げは。

税務課長
年度におい
て税率を下げたい。

内原東下水処理場（２０年２月末完成予定）

条例改正

心身障害者福祉手当の
支給対象の範囲を広げ、
支給に対し所得制限を設
ける。
また、一人の支給月額
を３千円から４千円に引
き上げる条例の改正。

問 日本宝くじ協会助成
金とは。
企画財政課長 内原東地
区下水処理場の西隣りに
公園整備をするもので、
整備面積は１２０９ ㎡、
公園中央に水を基調とし
た池を作り、散策道路、
植裁、複合遊具等を設置
する。
事業費３千万円の計画
である。
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日高町保健福祉医
療費の支給に関す
る条例

問 改正により減る人数
と予算、その所得制限額
は。
住民福祉課長
世帯で
万２千円の減額となり、
所得制限額は、扶養親族
一人当たり２３０万円未
満、二人になると２６８
万円未満となる。

２５

日高町心身障害児者
福祉手当支給条例

７９

18
80
20

乳幼児医療費にかかる
日高町税条例
日高町ひとり親家
支給対象者の年齢を６歳
庭児童激励金支給
町県民税の全納報償金 から９歳に広げることと、
条例
を廃止する条例
入院時の食事療養費を自
己負担にするという条例
町単独施策であり、今
問 残る全納報償金は。
の改正。
回、所得制限を設けるた
税務課長 特別徴収制度
めの条例改正。
のない固定資産税は残る。 問 改正により増える人
数と予算は。

小学校３年生まで医療費無料に

問 寄贈された阿尾の土
地の有効活用について。
町長 全域、煙樹海岸県
立公園の第３種特別地域
及び県鳥獣保護区に指定
されている。
海岸に面した広大な土
地は当町の貴重な財産で
あり、その保全と活用は
町の責務であると認識し
ている。
風力発電事業が採択さ
れ、工事が順調に進むと、
大量の土砂が発生するこ
とから、歩道付き２車線
の県道整備と津波避難対
策用地及び企業用地とし
て、有効活用したい。

進

議員

50

見通しが悪く、危険な箇
所であることから、田杭
区民の方々から早く取り
組んでほしいとの要望で
ある。
町長 この件については
県の方へ以前にも話をし
ている。
ヨハネス・クヌッセン
機関長２月 日、 年の
命日を迎え田杭区民の方
々が供養塔に常に新鮮な
花を添えていただき慰霊
の気持ちを捧げ続けてい
る。
できるだけ早い機会に
整備・拡幅等も考え今後
は県に対して全力をあげ
て取り組んでいきたい。
10

問 阿尾側より約１００
ｍ 南道路についてどのよ
うな改修をするのか。
町長 阿尾不毛土地有効
活用計画があり風力発電
事業で発生する土砂によ

り、造成をおこない、直
線、歩道付２車線、延長
４００ｍ の県道で整備を
計画している。
改修時期については、
風力発電事業の進捗に併
せ、県当局と道路整備予
算の位置づけも必要とな

−

ることから、数年の時間
を要すものと考える。

その他の質問
温泉館について

見通しが悪く狭い県道（田杭地内）

市ノ瀬

12

この場所は上り坂で

問 田杭側の
山の切り取り
部の改修につ
いて。
町長 田杭区
が平成 年
月に麻生外務
大臣から感謝
状を賜るきっ
かけとなった
ヨハネス・ク
ヌッセン機関
長の遺徳を偲
ぶ大変重要な
箇所と認識し
ている。
拡幅改良計画について
は、カーブや上り坂で見
通しの悪い箇所であるこ
とから、関係機関と十分
協議し、整備計画を検討
した後に、県当局に要望
していきたいと考えてい
る。
問
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玉置

正之

問 小型風
力発電と太
陽光発電を
併用した装
置を。
町長 災害
時に停電し
た場合、照
明機器等の
電源確保の
手段として、
製品の特性
や防災対策
における効
果を熟慮し、
災害発生時
における安
全確保のた
め検討した
い。

議員

風力と太陽光を利用した小型発電装置（由良小学校）

問

高速道路へ建てる看

板についてその内容は。
産業課長 観光協会・旅
館民宿・㈲産湯海水浴場
等で資金を出してもらっ
て、町が補助して設置す
問 新年度に向けて、新
る予定。
たな入館者対策を考えて
看板の大きさは、幅７
いるか。
ｍ ・高さ５ｍ である。
問 町の広報
町長 観光協会等で取り
場所は、広川南のトン
誌・議会だよ 組んでいる体験型観光に ネルの北側であり、大き
り・公用封筒 おいても、温泉を利用し くクエの写真を中へ入れ、
・ホームペー ていただくとともに、旅 下段は温泉館みちしおの
ジの広告掲載 館・民宿とタイアップし 湯、産湯海水浴場もＰＲ
から、企業名 て、クエとの相乗効果を する予定である。
をのせて走る 図る。
公用車まで、
一方、入湯客ばかりで
民間企業から はなく、研修室での町内
広告収入を得 外の文化サークルや、各
る自治体が全 種団体の教室の開催、ま
問 一つの対策として学
国で増えてい た、コミュニティルーム
るが。
前廊下での作品の展示等 校関係者が統一したウイ
町長 県及び
を積極的に働きかけ、増 ンドブレーカー等を着用
先進地自治体 客に努める。
することにより、校庭・
の事例も参考
校舎から一目で先生か一
問 町民の利用率を上げ
にして取り組
般の人か一目瞭然判断が
んでいきたい。 るには。
付く。
産業課長 みちしおの湯
先生方の理解を得て犯
は町の宝だということで、 罪のない美しい町を作る
町の職員並びに議員さん のも教育改革の一つであ
も常にＰＲをしていただ ると思うが。
教育長 校長会で話をし
いて、入湯客を増やして
いきたい。
て職場で検討し、協力で
きるように要請していき
たい。
問 封筒等に
みちしおの湯またクエの
宣伝を入れて、県内はも
ちろん県外へ郵送しては。
総務課長 検討し、出来
るだけ、採用していきた
いと考えている。

問 給食が実施されて早
２年以上が経過した。
全国的に滞納が大問題
になっているが、当町は
大丈夫か。
教育長 滞納ではないが
口座振替で徴収する分で、
残高不足による引落不能
が毎月数名いる。
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問 地場農産物の活用は
どの程度か。
米については町

内産であるが、野菜等は
量、価格、登録業者数の
問題があり大変難しい。
問 農漁業の振興を謳い
ながら、他地区の農産物
ばかりでは産業振興には
ならない。ＪＡ・生産者
との調整を願うが。
教育次長 ＪＡとも相談
していきたい。
問 保護者負担額に見合
う内容になっているか。
教育長 何ら苦情もなく
喜んでいただいていると
思っている。

問 インフルエンザ予防
接種済証が２ヵ月経過後
問 食材の町内納入業者
役場から郵送で家に送っ
の占める割合は。
てくる、しかも同一家族
教育次長 登録 業者の
でも別々に送って来てい
内、町内業者は３業者で、 る。
金額的には分からない。
他県では接種後すぐ医
療機関で発行している所
も多くあり、日高町は２
千人規模の対象者がおり、
労力・経費また済証の早
教育長

学校給食
早くも２年

議員
正巳
清水

月

4
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問 今年度において正職
員から臨時職員に替え、
尚かつ昨年度と同程度の
入館者数が見込めるが、
損益はどうなるか。
町長 約１５０万円程度
の持ち出しになる見込み
である。
さらに維持管理費の縮
減に努めたい。

問 観光協会との連携及
び町内団体に対しての呼

期の必要性から考えると
何とか簡素化できないか。
個人情報問題も必要以
上に意識しすぎではない
か。
町長 済証については市
町村長が交付するものと
なっている。
これまでも簡略化でき
る方法はないかと管内で
検討したが、県からの指

びかけも甘いのではない
か。
町営が故にできないこ
とが多いが、最近では町
営の温泉施設にも指定管
理者制度を導入している
所も見受けられる。
もう一度検討してはど
うか。
町長 現時点では町営の
ままでと考えているが、
今後も指定管理者制度に
ついても勉強していく。

導のもと現在に至ってい
る。
今後日高町が音頭をと
り管内及び県に対し簡素
化できるよう働きかけて
いく。
個人情報についても難
しい問題がたくさんあり
今後も検討していきたい。
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議員
佳奈子
西岡

問 県内でも有数の湿地
帯として、動植物の宝庫
となっている阿尾不毛の
造成計画について。
田杭地区の皆さんの命
綱ともいえる県道整備、
また、津波避難対策用地
などに対応するための造
成計画については、住民
の命を守る取り組みとし

て歓迎する。
しかし、同時に「企業
用地」の造成に言及して
いることに憂慮する。
どう考えているか。
町長 風力発電事業で発
生する大量の土砂で造成
をおこない、県道整備と
津波避難対策用地および
企業用地としての有効活

用を考えてい
る。
不毛地内県
道は、不法投
棄や防犯面で
危惧される地
域でもあり、
造成面積を不
毛全体の半分
以下にとどめ
る計画で企業
用地を検討し
ている。
発生土量な
どにより変動
するが、海岸
よりの一帯は
天然のビオト
ープ（＊）と
して保全する
計画である。
問 造成は、
県道バイパス、
津波避難対策用地にとど
めておくべきだと思う。
それ以上の造成は、重
要な自然を本当に破壊し
てしまうことになる。
改めて専門家に調査を
してもらうべきでは。
町長 西山の風力発電の
関係でおこなわれた調査
結果を聞いたうえで、必

県道の改良は悲願（阿尾不毛地内）

要であれば調査をお願い
したい。

問 専門家の方に調査を
してもらい、保全の方法、
造成の影響を検討しても
らうことが必要だと思う
が。
町長 町の税収増や観光
資源など地域の活性化に
つながることから、風力
発電計画を積極的に推進
している。
風力発電建設残土処理
についても協力したいと
考えており、阿尾不毛に
埋めることで、県道バイ
パスや災害対策なども含
めて、一石二鳥で進めた
いと取り組んでいる。

開設の時期は。

問 学童保育実施に向け
ての取り組み状況は。
教育長 難しい問題がた
くさんあるが、必要とし
ている親がいるので、で
きるだけ早く開設できる
よう検討していく。
問

自信を持って計画を進
めている。

問 県道のかさ上げにつ
いては一石二鳥で考えれ
ばよい。
しかし、企業用地とし
て、最大半分まで造成す
るというような、一石二
鳥、三鳥というような考
え方は持ってほしくない。
町長 湿地が大事だとい
うことは分かっている。
必要最小限の造成とい
う気持ちは持っている。

＊ビオトープ
地域の野生の生きもの
がくらす場所

教育長 ２学期ぐらいに
は開設できればと考えて
いる。

問 できるだけ早く、夏
休みに対応できるという
のが一番良いと思うが。
教育長 できれば開設を
したいと話し合っている。

問 機構改革の目的と目
標は。
町長 行財政改革の一環
として、組織のスリム化、
効率化により、多様化す
る住民ニーズに迅速かつ
的確に対応し、住民サー
ビスの向上、地域の活性
化につなげたい。

問 機構改革については、
この１年間の状況を見
今後の行政運営に大いに てほしい。
期待するところであるが、
同時に職員の意識改革も
十分にできているのか。
町長 職員は全体の奉仕
者として、住民福祉の増
進のため取り組む義務が
ある。
問 本年度から実施され
る、国の目玉事業である
「頑張る地方応援プログ
ラム」やる気のある地方
が独自の施策を展開する
そのアイデアに交付税優
遇措置を
設けると
ある。
機構改
革もでき
た今、地
域の活性
化に向け、
知恵の出
しどころ、
積極的な
取り組み
をすべき
と考える
が。
町長 こ
のことに
ついては、
早急に研
究し、乗
り遅れな
いように
取り組む。

機構改革で住民サービスの向上を

議員
新一
楠

月

4
平成 19 年



問 本年度
から実施さ
れる紀の国
森づくり税、
以前から説
明不十分、
また、県民
の理解を得
られないま
まの見切り
発車だとか
反発も出て
いるが、ど
のように考
えているか。
町長 この税についての
詳しい書類また、説明も
なく、中身もわからない
状況であるが、すでに県
で決定しており、協力せ
ざるを得ない。

惑する。
民意をどのように問う
のか。
町長 そうなった場合、
議員の皆さんと相談し、
問 今までの経過から見
住民の皆さんと話し合い、
て、町長の合併理念には、 十分検討して結論を出し
いまひとつ理解しがたい。 たい。
合併は将来に希望がも
て、住民の納得がなけれ
ばならないと考えるが。
町長 合併は、行政運営
の効率化による経費の節
減が大きな要因であり将
来的には必要。
住民の理解と合意の下
で取り組む。

問 １市４町による２次
合併が提示されて２年目
となる。
合併協議会設置を求め
られて来た場合どう対応
するのか。
町長 関係市町村の自主
性を尊重するとなってお
り、早急な協議会立ち上
げはないと確信している
が、そうなった場合、議
員の皆さんと相談しなが
ら取り組む。

問 単独ありき、合併あ
りきでは、住民は益々困

10
月

4
平成 19 年

議員
滋明
天満

問 新年度より保育士の
派遣と、スクールバスの
運行管理を人材派遣会社
に業務委託するとのこと
だが、万全の態勢で取り
組んでもらいたい。
今回、このような方針
に至った経緯は。
町長
年度にお
いて臨時職員 名
を確保したいとこ
ろであったが、２
名分が不足してい
る。
今後は、０歳児
等が増えることが
見込まれ、障害を
もった子供への対
応も、これまで以
上におこなってい
きたいことから、
必要な保育士の確
保は緊急の課題と
なっていた。
万全の態勢で臨
む。

12

問 派遣会社が保
育士、バス運転手
を募集していたが、
町内からは何名雇
用されているか。
住民福祉課長 臨
時保育士について

18

は現在２名だが、臨時調
理師が３名、運転手が２
名である。
問 民間からの保育士派
遣については県下で初め
ての事でもあり、保護者

や関係者も注目し関心を
寄せているが。
町長 保護者の皆さんに
は心配を掛けないように
万全を期していく。

派遣会社から臨時保育士が派遣される

問 「役所は縦割り行政
対処しなければならない。
だから」と言われる中、
この機構改革により事
今回の機構改革はその面 務組織規則を改正する中
において多少なりとも横 で、２課以上にまたがる
の関係が進むものと期待 事務や、臨時または特別
する。
の事務の処理などを規定
形だけの機構改革で終 する。
わることなく、効率のよ
これにより、必要に応
い組織編制で結果を出し じて委員会等を設置し取
ていただきたい。
り組んでいく。
町長 行財政改革の一環
問 一つ提言したい。
として行政組織のスリム
化、効率化の観点に立っ
温泉館の施設が『道の
て新たな行政課題や複雑 駅』として認定されれば、
・多様化する住民ニーズ 今後の温泉館の発展・展
に、迅速かつ的確に対応 開が期待できるのではな
するため実施するもので、 いか。
住民サービスの向上と地
一つの方法として考え
域の活性化等につなげた られるが検討しては。
町長 この場ですぐの返
い。
答は難しい。
問 今後、町として考え
いろいろな事を勉強し
な け れ ば な ら な い 課 題 なければならず、少し時
（温泉館等）については、 間をいただきたい。
課の垣根をこえて互いに
話し合いをしていくのが
当然だが。
課の垣根をこえて
町長

一松 輝夫 議長
皆さんのご支援に
より議長に選出して
いただき心より御礼
申し上げます。
今議会より 人と
なり改めて議会の役
割が重責となりました。議員一人ひとりが形だ
けの役職でなく、真剣に住民の要望や課題に応
え、最善の努力をしていかねばなりません。
何とぞ町民各位のご支援とご協力をよろしく
お願い申し上げます。

玉置 正之 副議長

松本 秀司 氏

２月の臨時議会に
おきまして副議長に
推挙され誠に光栄に
存じます。
活力ある住みよい
町づくりをめざし、
町政発展のため全力を傾注し信頼される議会の
向上と、議長を補佐し円滑な議会運営に努めて
いきたいと思います。
何とぞよろしくお願い申し上げます。

監査委員に

平成 年３月 日

昭和 年２ 月 日夜、デンマーク船エレンマー
クス号は、日ノ御崎沖で炎上している機帆船を発
見、日本人船員１ 名を救命艇に 救助したが、同船
員は、本船に縄梯子で乗り移るさい、海中に転落
した。
この時クヌッセン機関長は、日本人船員を救う
ため暗夜の荒れ狂う海に飛び込んだが、山のよう
な波に日本人船員とともに波間に姿を消した。翌
日早朝、田杭海岸にクヌッセン機関長の遺体と
エレンマークス号の救命艇が発見された。
以来、地元の田杭区では、供養塔を建て、その
側に救命艇を格納し、その霊を慰めるとともに長
くその遺徳をたたえている。
日高町議会は、クヌッセン機関長の人種と国境
を越え、勇敢にして崇高な人間愛にあふれた行動
を地域の誇りとして、改めて長く顕彰していくべ
きものと肝に銘じるものである。
今後、さらに子供たちの心の教育に活かすこと
や救命艇の保管庫の整備、また県道御坊由良線の
改修や周辺整備などに力を注ぐなどにより、広く
クヌッセン機関長の人間愛にふれる機会を設けた
いと考えるものである。
以上、決議する。
11

32

10

松本 秀司 議員
辻村 仁志 前議員

年）
次の方々が全国議長会より表彰を受けた。

自治功労者表彰（在職

14

11

任期満了にとも
ない、再任するこ
とに同意した。

15

19

月

4
平成 19 年

11

グリーン日高農協から
の請願を全員賛成で採択
し、次の意見書を国に対
して提出した。

日豪ＥＰＡ交渉に
関する意見書
この交渉における農産
物の取り扱い如何によっ

ては、日本の農業・農村
に大きな打撃を与えるだ
けでなく、地域経済をも
崩壊させる懸念がある。
今後の交渉にあたって
は、次の事項が確保され
るよう断固とした対応を
要望する。
① 米、麦、牛肉、乳製
品、砂糖などの重要品
目を除外するなどの例
外措置を確保すること。
② ＷＴＯ農業交渉にお
ける我が国のこれまで
の主張に基づいた整合
性のある適切な対応を
おこなうこと。
③ 交渉如何によっては、
交渉を中断するなど厳
しい判断をもって臨む
こと。

12
月

4
平成 19 年

２月１４日、改選後初の臨時会を開催し、正副議長の選挙、各常任委員の選任、各組合議会議員
の選挙等、議会構成をおこないました。
また、３月定例会で、特別委員会が設置され、新しい議会構成が決まりました。

議

長
一松

輝夫

山本 善啓
市ノ瀬 進
松本 秀司

総務福祉常任委員会
◎金﨑 昭仁
○清水 正巳
西岡佳奈子

西岡佳奈子
山本 善啓
山本 源昭

産業教育常任委員会
◎楠
新一
○天満 滋明
玉置 正之

副議長
玉置

正之

天満 滋明
楠
新一
山本 源昭

議 会 運 営 委 員 会
◎松本 秀司
○市ノ瀬 進
金﨑 昭仁

西岡佳奈子
山本 善啓
楠
新一

議会広報特別委員会
◎清水 正巳
○天満 滋明
玉置 正之
金﨑 昭仁

一部事務組合議会議員

季節の移り変わりは早
いもので、桜が満開とな
ったとたんに大黄砂、そ
の時期に編集をした議会
だよりも、皆様のところ
に届く頃にはそろそろ田
植えの準備を始めている
かと思います。
今年度からは議員定数
削減を実施、又役場内も
機構改革を実施しスリム
になりました。
今後とも議会だよりを、
興味を持って読んでいた
だけるよう委員一同一生
懸命に取り組みますので
よろしくお願い致します。
清水

編集後記

和歌山県後期高齢者医療広域連合議会議員
清水 正巳
御坊広域行政事務組合議会議員
山本 源昭
御坊市外三ヶ町国民健康保険事務組合議会議員
西岡佳奈子
御坊市外五ヶ町病院経営事務組合議会議員
松本 秀司
日高広域消防事務組合議会議員
山本 善啓
御坊日高老人福祉施設事務組合議会議員
市ノ瀬 進

清水 正巳
天満 滋明
楠
新一

行財政改革検討特別委員会
◎山本 源昭
○山本 善啓
玉置 正之

金﨑 昭仁
楠
新一
松本 秀司

上下水道対策特別委員会
◎市ノ瀬 進
○西岡佳奈子
玉置 正之

◎印は委員長
○印は副委員長
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