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18年度行革決算認定

赤字決算である。

平成 年度第３回定例会は９月 日から９月 日ま
での 日間の会期で開いた。
今定例会では平成 年度一般会計、特別会計の決算
を認定。
また、平成 年度関係、同意１件、議案４件が提案
され、慎重審議の結果、水道事業給水条例の一部改正
議案を除き原案のとおり同意可決した。

主な特別会計歳出決算額

老人保健特別会計

８億３，
０６５万円

下水道事業特別会計

８億５，
５６４万円

介護保険特別会計

４億９，
１７１万円

18

３億２，
４５７万円

19

国民健康保険特別会計

３，
０８３戸（４６戸の増加）

給水人口

７，
７５６人（３８人の増加）

年間総給水量

７８万５，
０７７t（４，
６５３ｔの増加）

28

給水戸数

14

営業収益・営業外収益から営業費用・営業外費用を引くと２，
３９７万円の

19

15

（平成 19 年３月 31 日現在）

監査委員の意見

厳しい財政事情の中、各会計共に行政成果表のとお
り広範囲にわたる行政がなされ、効率良く検討の上、
予算執行され、一定の成果を収めている。
歳入面において、特に税の徴収率が向上し、努力の
跡が認められるが、税、料にも収入未済額の一部に長
期化が懸念される。収入未済額の発生、増加に十分留
意し、引き続き最大限の努力を望み決算結果を認めた。

次の事項につき、速やかに措置を講じられたし。
・予算執行について
予算は、目的をもって計上し、執行するものであ
るが、不用額が生じているものも見受けられた。
厳しい財政事情の中ではあるが、執行に当たって
は、目的達成のため十分検討されるよう望むもので
ある。
・町有財産の有効利用について
町有財産について、売却等含め有効利用するよう
検討されたい。
・入札制度について
入札執行に当たり努力の跡も見られるが、地元業
者の育成を図りつつ、競争性の確保と事業効率の向
上に努められたい。
・下水道事業について
集落排水事業の接続率の向上を図り、効率運営に
努められたい。
・水道事業について
単年度決算において、固定的な赤字が継続するこ
とから、中長期的な展望にたった経営努力を望む。

一般会計

12

問 保育料等 万１３２
０円を不納欠損とした理
由と収入未済額８万４千
円の徴収見込みは。
住民福祉課長 平成 年
度で３名、平成 年度で
２名の保育料等について
は、転出先不明のため不

問 供用開始後３年以内
に接続するとなっていた
が、接続されない場合ど
のように対処していくの
か。
町長 今後、十分検討し、
早期接続に向け取り組む。

任期満了（ 月８
日）となるため引き
続き再任に同意した。
任期は３年。

次の方々に決まりました

義彦 氏（産湯）

文徳 氏（志賀）

鍵本

楠山

明典 氏（高家）

護 氏（萩原）

選挙管理委員補充員
力津

10
初井

中筋 天裕 氏（池田）
〈新任〉

廣 氏（志賀）
〈新任〉

曽根

生活困窮や所在不明等の 整理の結果でもある。
ため。
問 短期保険証を発行し
問 ごみの量が減ってき
ている件数は。
税務課長 短期で８件、
納欠損となった。
ている要因は。
住民福祉課長 町民の方
平成 年度分の収入未
資格証で６件である。
済額については今後努力 々がそれぞれの出し方な
して徴収していく。
り、また資源ごみについ
ては、小、中学校や、子
問 町民税、固定資産税、 供クラブ等へ出されてい 下水道事業
軽自動車税において不納 るからと考える。
問 供用開始後の処理区
欠損とした理由は。
税務課長 町民税で６名、 問 経常収支比率が高い
の接続率は。
上下水道課長 阿尾産湯
固定資産税で 名、軽自 ほど一般財源に余裕がな
動車税で５名、それぞれ、 いということであるが昨 処理区 ・１％、比井処
年度より３％増の ・７ 理区 ・３％、小浦処理
％年々上がってきている 区 ・４％、谷口小池処
その要因と今後の目標は。 理区 ・３％となってい
町長 公債費が年々増加
る。
しているのが主な要因で
あるが、今後も行財政改
革を進め、できるだけ抑
えるよう努力する。

特別会計
国民健康保険

93

問 滞納繰越分の徴収率
が上がっている要因は。
税務課長 地方税回収機
構の関係もあるが、滞納

寺井 英世 氏 ( 小池 )

皓 氏（荊木）
〈再任〉

楠山

勲 氏（方杭）
〈再任〉

井上

87

78

86

65

39

13

13

13

ごみの排出量が減ってきている
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一般会計
既 定 の 予 算 額 に 、 ４ ６ ２ ２万 ９ 千 円 を 追
加し、総額 億７３９万１千円とする。
主 な内容は

問 学童保育において当
初 名を予定していたが、
実施してみれば７人、ま
た２学期から実施と急い
だその理由は。
教育長 今までに３回一
般質問を受け、希望する
方がかなりいると考え、
またそのニーズに応える
よう２学期から実施した。

新一

議員

依然厳しい財政状況に
おいて、懸命に行政改革
に取り組んでいる中、予
算編成に際しては、十分
な調査をし、取り組まれ
るよう強く求めて討論と
します。
楠

特別会計

水道料金値上げのための条例の一部改正が提
案され、上下水道対策特別委員会に付託、委員
会は、閉会中も継続して審査することとした。

日高町水道事業給水条例の改正

17

追加

18

１９６１万９千円
２０２９万５千円
８００万円

平成 年度において簡易水道から上水道に移
行し、その後水道事業運営の健全化に努めてき
たが、平成 年度で約２千万円、平成 年度で
約２４００万円の赤字決算となっている。
上水道事業は経営にともなう収入をもって運
営する独立採算性方式であり、健全運営を図る
ため、１ヵ月当たりの基本料金を１３８２円か
ら１８００円に引き上げ、超過料金についても
見直しをおこなう条例の一部改正。

17

身体障害者福祉費精算還付金
国保日高総合病院負担金
道路維持補修工事費

問 道路維持費が昨年に
引き続き、今回も８００ 下水道事業
万円補正されているが、
その内容は。
既定の予算額に、２９
産業建設課長 昨年の災
２１万８千円を追加し、
害等、工事をしていく中 総額 億９０６７万円と
に、災害で採択されない する。
路肩被害が数十ヵ所あり、 主な内容は、下水道基
当初の予算をほとんど消 金積立金２０７９万４千
化したので今後の対応を 円等。
考慮して今回補正計上し
た。

問 浄化槽使用料２万１
千円が過年度収入となっ
た理由は。
上下水道課長 納付書は
毎月発行しているが、入
金状況が十分把握できて
いなかった。
今後、このようなこと
がないように取り組む。

安全・安心な水を供給している
萩原浄水場

11

20

賛成討論
学童保育事業について
は賛成であるが、当初計
画では 名が、実施すれ
ば７人と大きく変わって
いる。
それは急ぎ実施したの
と、また、このために補
助対象とならず、すべて
単独事業となった。
20

万９千円
４０２万４千円

7 人でスタートした学童保育

減額
学童保育関係費
長期償還金利子
92

37

市ノ瀬

進

議員

問 保育園児のバスの送
迎は派遣職員が添乗して
いるが、保育園児の乗り
降りの点検等はどのよう
にされているか。
記録等についてはどの
ように保管されているか。
町長 園児の乗り降りの
際、遺失物などの確認を
し、記録等の保管につい
ては、その都度口頭によ
り人員等を保育所に報告
している。

問 保育士や調理師が、
を確保することができ、
委託会社に変更した後、 安定的な運営ができてい
メリット・デメリットは る。
どのようになっているか。 研修等をおこなってス
町長 今年度、委託に切
キルアップに努めている。
り替えたことで必要人員
仕事に対するモチベー
ションも向上しているも
のと思う。
デメリットについては
保育料金が５００万円が
委託費になっている。

バス運行は派遣会社に委託されている

10 月
平成 19 年



問 記録等の保管につい
ては口頭では記録になら
ず、毎日どの場所で何人
の乗り降りが記録である。
北九州で起こした事故
など乗り降りの記録をさ
れておれば園児が残され
なかったはずである。
当町は記録は一切取っ
ていないのではないか。
町長 各地区で乗り降り
する場合には、十分なチ
ェックをおこない記録を
残すことが大事であると
思われる。
今後そういうことにつ
いては派遣会社に指導し
ていく。

問 保育園児のバス運行
は派遣会社の職員のみで
あるがその理由は。
町長 バスの運行管理に
ついては、これまでの運
行業務だけでなく、維持
管理も委託しおり、バス
の運行による事故の責任
は委託業者が全て負うこ
とになる。

保険等については

問 事故が起きた時保護
者は派遣会社と交渉する
のか。
町長

派遣会社・保護者等の話
し合いは町と話し合う。

問 運転士の業務前の体
調点検は誰がどのように
おこなっているのか。
記録についてはどのよ
うに保管されているか。
町長 運転士間による相
互体調確認をおこない、
安全管理については派遣
会社に十分な指導をおこ
なう。

問 車（バス）の点検に
ついてはどのような記録
を残しているか。
町長 毎日の点検は、運
転士が運転前に、運行前
点検を実施し、運行管理
指示書にて記録している。
その他の法定点検は３
ヵ月または年１回の車検
を実施している。
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議員
正之
玉置

問 当町の或る公園は、
腰丈の雑草が生え、木が
生い茂り、遊具は錆びて
子供たちは安全に遊べな
い。
町長 各種行事の開催時
や、毎年予算編成時に現

問 ジャングルジムを約
３ヵ月間も使用禁止にし
て放置しているのはいか
がなものか。

30

はやくなおして〜

問 遊具の
点検修理は
おこなって
いるのか。
町長 遊具
の安全性に
ついては、
老朽化の程
度を確認し、
錆および摩
問 内原小学校のジャン
その対応を早急にやる
耗の度合い
を把握する グルジム（遊具）は使用 べきである。
教育長 子供たちに申し
とともに、 禁止になっているが、そ
専門業者に の対応は、修理か撤去か。 訳なく思っている、でき
教育長 ７月初旬校長が
よる診断を
るだけ早く改修したい。
おこない、 点検した際に、腐食して
安全に使用 いる部分を何カ所か発見、 問 高家集会所の遊具も
できるよう 教育委員会職員も確認し、 腐食している部分がある
に修繕およ 修理することも検討した が。
教育課長 高家集会所の
び改修に心 が、錆びている部分や腐
がけていく。 食部分が多いため、現在 公園の遊具も約 年経過
使用禁止にしている。
している。
今年内原東処理場の横
に公園ができる。
その関係もあって修理
するか、撤去するか、こ
れから十分検討したい。

地調査をおこなっている。 町長 雑草が生え木が生
い茂っている所は好まし
くない。
今後そういうことのな
いよう現場を確認して指
導していく。

問 美しい町づくりのた
めに、公園という所は、
いつ誰が行っても、安心
安全でなければいけない
のではないか。

草が多くてあそべな〜い

問 西川に架かる橋で、
御坊市に通じている天満
井橋は、完成からすでに
年も経過し老朽化も進
んでいる。
また幅員も狭く欄干に
いたっては手すりのすき
間が広く、通学
する子ども達に
は危険な場所で
あり、車が通行
するにも注意を
要する。
公共性の面か
らも、近い将来
架け替えをして
いかねばならな
い箇所と考える
が、道路整備を
進める上で前向
きに検討されて
は。
町長 平成 年
度において、橋
梁の長寿命化修
繕計画策定事業
により点検を実
施する予定で、
その結果を踏ま
え今後安全性向
上に向け補修等
十分に検討し考
える。

問 この橋は日高平野の
中に位置し、産業経済活
動の要として生産活動、
流通経路として極めて重
要な橋で、現在の幅員で
は産業振興を掲げる町と
して、利便性が著しく損

なわれ大きな障害になっ
ている。
また緊急自動車のスム
ーズな通行、御坊市に一
直線に伸びるアクセス道
路としても、橋の改良は
必要不可欠である。

改良が待たれる天満井橋

議員
滋明
天満

10 月
平成 19 年



56

20

より良い事業を取り入
れ、町の発展と安全のた
めに力を傾注していただ
きたい。
生活産業道路とし

て、利便性向上にむけて
の拡幅計画については、
高家西線とリンクさせ、
財政面も考慮した中で考
えていきたい。
町長

問 工事費の半分を自分
たちが負担してでも関係
箇所を良くしたいとの熱
意、そのことがひいては
町の基盤整備に役立って
いる部分もある。
増額の方向で検討して
はどうか。
町長 増額については、
非常にむつかしい。
現時点では、小規模土
地改良事業と併せおこな
って行くことが最良と考
える。

─その他の質問─
温泉館を「道の駅」に

精査しても良いのではな
いか。
その結果、予算の組み
替えが必要と確認できれ
ば、増額することも改革
の一端と思うが。
また今年度で無くなっ
た事業、縮少した事業も
あり十分対応できるので
はないか。
町長 歳入が増えてくれ
ば増額していかなければ
ならないと思っていると
ころである。
今現時点では現状のま
まと把握していただきた
いが、予算査定に向けて
十分話し合いの場を持っ
て精査したいと思ってい
る。

問 「限られた予算の範
囲内で効率的な事業展開
が必要である」と答弁し
ているが、それであるな
らば、なおさら補助金制
度全般について費用対効
果や、優先順位、またそ
の事業において目的が達
成されているかどうか、
その辺をもう一度詳しく
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西岡

佳奈子

AED の使用方法などを学ぶ

問 ６月議
会でAED
（自動体外
式除細動器）
器の設置
が決まり、
教育委員会
で管理され
ていること
と思う。
今後さら
に、学校や
ふれあいセ
ンター、温
泉館などへ
の配置が必
要だと思う
が。
町長 現在、
武道館と教
育委員会事
務局に各１
器設置して
いる。
また、社
会福祉協議

問 今年３月
「和歌山県住宅
・建築物耐震化
促進計画」が策
定されている。
「計画」によ
ると東南海・南
海地震による人
会が今年８月よりふれあ
的被害想定は、
いセンターに設置してい
冬の５時のケー
る。
スで死者数が最
来年度に小・中学校や
も多く５００８
温泉館等の公共施設に設
人、うち建物倒
置を進めたい。
壊による死者数
が３６７４人となってい
問 来年度といわずにで
る。
きるだけ早い取り組みを。 県内の住宅の耐震化の
町長 早いに越したこと
現状では、県内の住宅総
はないが、現時点では来 戸数約 万戸に対して耐
震化住宅戸数は ％の約
年度にと考えている。
万３０００戸、残り
問 区やスポーツ団体な
万７０００戸が耐震化さ
どの行事に貸し出しでき れていないということで
るような体制も必要だと ある。
思うが。
県では、この平成 年
町長 今ある２器を有効
度 ％の耐震化率を、平
に使ってもらえばよいと 成 年度末までに ％と
思う。
することを目標としてい
る。
町内の住宅の耐震化率
は。
町長 居住している住宅
２４８０戸のうち、耐震
性のある建物は１４６３

67

12

17

85

25

27 67

2

戸で耐震化率は
っている。

％とな

59

問 昭和 年より前の建
物は耐震性が低いという
認識をできるだけ多くの
人に持ってもらうことも
大事。
そのための取り組みは。
町長 これまでも広報し
てきたが、今後、どんな
方法が分かりやすいかも
勉強し、取り組んでいく。

56

問 今の町内住宅の耐震
化率を県の計画目標値
％に引き上げようと考え
ると、６４５戸の耐震改
修が必要となる。
実際問題としてとてつ
もない数字だと感じる。
しかし、命を守る取り
組みであり、助成制度の
活用など、住民の皆さん
に理解を得ていく取り組
みがなければ、一歩も前
進しない。
耐震改修を進めること
についてどう考えている
か。
町長 やはり命を守ると
いうことが大事。
耐震化率向上のために
努力していく。

85

議員

写真左は教育委員会に設置された AED

38

問 町内保育所について
の問題点・苦情等を最近
多く聞くが、事実関係を
問う。
町長 担当課長・担当職
員・各保育所園長に確認
したところ、事実はない
と報告を受けている。

住民福祉課長

を設置してはどか。
町長 各園長の意向や担
当課の話も聞き検討・勉
強会をもつ。
問 これからは今まで以
上にプロの意識を持って
仕事に取り組んでいかな
と誰のための保育所なの

かわからない。
技術等が個々の子供に向
保護者の方も安心して けられなければいけない。
子どもを預けられるよう
保育士にも頑張っても
な保育所であるべきと考 らう。
えるが。
子どもが喜んでいける
町長 保育にあたっては、 ような保育所に、保護者
保育士の言動が子どもに の方々にも喜んでいただ
大きな影響を与える。
けるような保育所にしな
保育士の正しい愛情と ければいけない。
私からも指導していく。

問 日高町子どもクラブ
を開設して頂いたことに
対して、厚く御礼申し上
げます。
しかし、開設までの取
り組み姿勢については疑
問を抱く。
今後の教育委員会の様
々な取り組みをしていく
上で町民の方々から疑問
を抱かせはしないか。
教育長
名の募集に対
して７名でのスタートと
なったが、児童・保護者
には大変喜んで頂いてい
る。

20

問 予算面・中身の充実
度について問う。

問 保育士の研修の成果
について、レポート等で
の報告はあるのか。
住民福祉課長 特にレポ
ート等による報告はない
が、専門性を持っている
職員なので各自ノート等
取っていると思う。

教育長
名以下なので
指導者は１名である。
国・県の補助金につい
ては、今年度は人数・開
設日数が基準に満たない
ため受けられない。
平成 年度には、 名
の希望者がいることから
指導員は２名を考えてい
る。
中身については、保護
者会で内容の充実に努め
たい。
今年度においても入所
児童が増えてくるよう更
に努力する。

12

10

20

問 子どもの
状態を知るた
め、また保護
者と保育所・
保育士を結ぶ
意味も含め以
前に実施され
ていた「おた
より帳」を再
度検討しては
どうか。

各園長を呼び
話し合いを持
つ。
問 住民の多
様化するニー
ズに応えてい
く又保育所に
対しての相談
・不満・苦情
に対応するた
めにも「保育
所相談窓口」

楽しく遊ぶ

議員
昭仁
金㟢

10 月
平成 19 年
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投棄されそうな場所等、
地区の代表者からの要望
によって看板等の設置を
実施。
などおこなっている。
個人個人のモラルの低
下も大きな要因であるが、
現時点では減少に至って
いないことを思えば、さ
らに啓発活動を強化すべ
きと意見をまとめた。

８月８日、 ０トンをピークに年々減
当町の水産 少し、平成 年では３１
業関係の実 ８３トンと半分以下にな
情と今後の っている。
漁獲量の大半はアジ・
課題等につ
いて、産業 サバである。
貝類については、平成
建設課担当
２年では トンあったも
職員・比井
崎漁協職員 のが、平成 年では、１
を交え研修 トンと激減している。
漁獲金額についても同
した。
漁獲量で 様に平成２年に 億８１
は、平成７ ３８万円あったものが、
年の９５２ 平成 年では６億６２４
２万円と４分の１にまで
減少している。
漁獲量の減少について
は、自然環境の変化や、
地球規模的な捕獲、漁法
の高度化などにより、漁
業資源が減少しているも
のと思われる。
また、市場においては、
国際化により外国産が出
まわり、一方、消費の低
迷等、漁業を取り巻く環
境は、非常に厳しい状況
にある。
我が町の第一次産業で
ある漁業を維持すべき対
策は火急の課題であると
認識した。
26

天満

この広報紙は再生紙を使用しています。

熱がこもる研修会

異常気象での暑い夏もようやく終わりを告げ、
ホッとする今日この頃。
今後もこの状態が続けば漁業、農業等にも影響
を及ぼすのでは、温暖化は生態系を変えるかもし
れません。
経済発展、豊かな暮らしを求めた結果の副産物
による悪循環でしょう。
今から昔の生活には戻れないとなると、さてこ
れからどうする⋮？
辛抱と節約も一つの方法かもしれません。
年、１００年先に地球はどのようになってい
るのか、本当に心配です。
50
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44
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委員会レポート

委員会は７月 日にご
みの不法投棄の現状と対
策についての調査・研究
をおこなった。
担当課からの現状説明
では平成 年度は清掃セ
ンターへ持ち込み処分さ
れた実績は 件、相手確
認ができたのは３件であ
った。
対策については、
① 県の委託による廃棄
物の不法投棄監視パトロ
ールを実施。
② 当町・御坊保健所・
御坊警察署の３者連携を
して町内全域を対象にパ
トロールを実施。
③ 各地区において不法
18

13

11

農免道路沿いの現場（若もの広場の上の上志賀地内）
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