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平成

年第４回定例会は、

の８日間の会期で開催した。

月

日から

日まで

20

件、同意１件が提案さ

13

内原・志賀小学校の遊具改修工事費８６２万

議会中継 用カメラ設置工事費 ３５ ０万円、

主な補正内容

総額 億２１７７万６千円とする。

既定の予算額に１４３８万５千円を追加し、

一般会計

れ、慎重審議の結果、原案のとおり可決、同意した。

今回の定例会には、議案

12

15

円、人事院勧告等による一般職員人件費２６

質疑

の結果、内原小学校７種
類、志賀小学校８種類に
ついて全面改修をする。

問 それぞれ学校別の予
算枠は。

１９ 年 度 補 正 予 算

教育課長 内
原小学校が４
２１万６千円、
志賀小学校が
４４０万４千
円である。

参事︵産業振

問 中山間事
業の地区数、
総面積と事業
の最終年度は。

興担当︶

地区数 地区、
総面積は 万
５８８８ ㎡で
最終年度は
年度である。

問 有害鳥獣
報償金 万円
の増額理由と
現在の状況は。

21

改修予定の遊具

参事︵産業振

興担当︶

サル 匹分の
増額補正であ
る。
現在の状況は、サル
匹、イノシシ１０５頭、
タヌキ・アライグマで
頭の捕獲となっている。
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19
９万円９千円の増額等。

問 内原・志賀小学校の
遊具改修内容は。
全遊具を点検
教育課長
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教育委員の
任命に同意

今回の教育基本法の改正により、委員のう
ちに保護者である者が含まれるようにしなけ
ればならないとなっているため、保護者であ
る津村久美子氏を任命するため、議会の同意
を求められた。
現教育委員の鵜上桂子氏は、任期満了のた
め退任された。長い間、大変ご苦労様でした。

条例改正
職員の育児休業等に関する
条例の一部を改正する条例
少子化対策が求められる中︑地方公務員
の育児休業等に関する法律の一部改正によ
り︑長期間にわたる育児と仕事の両立が可
能となる一部改正︒
問 今回、法改正の特徴は何か。
総務政策課長 育児をおこなう職員が、職務生活
と家庭生活の両立を支援するため、常勤職員のま
ま１週間あたりの勤務時間を短くすることができ
る育児短時間勤務制度の導入である。
問 業務に支障はないのか。
臨時職員の雇用や、業務の配分等
総務政策課長

で対応する。

日高町住民公園設置及び管
理に関する条例の一部を改
正する条例

高家下水処理場施設隣接地に公園を設置
するため︑高家住民公園を加える︒

問 この管理はどこがするのか。
住民福祉課である。
町長

処理場に隣接する高家住民公園予定地

氏
久美子
津村

月

1
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3

進
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議員

市ノ瀬

温泉館の紹介を実施させ
ていきたいと考えている。

問 平成 年に開館、入
館者が 万人台を突破し
ていたが、平成 年度を
ピークに平成 から 年
度は約９人万台、 年度
には８万人台をきるので
はないか。

問 町内の高齢者の方に
券を発行し、温泉館に気
軽に行けるような方法を
考えては。
町長 担当課の方とよく
検討し、どのような方法
で実施していくか、十分
検討していきたいと考え
ている。
問 全職員に回数券の購
入をお願いしては。
町長 今後課長会を通じ
て職員に協力をお願いし
ていきたい。
問 平成 年当時より、
燃料費また水道料金も大
幅な値上がりをしている。
入湯料金は、現在のま
まで良いか、値上げは考
えていないのか。

町長 燃料費の高騰によ
る負担額の増加は運営上
大きな影響を及ぼしてい
るが、そのため日高管内
の同類施設の関係者との
話し合いも含め検討を行
ってきた。
今のところ他町では、
公共施設の性格上、直ち
に利用料を値上げする考
えはない。

問 温泉館海の里の開館
時は福祉事業の一環であ
ると言いながら、 年ほ

ど前より観光事業に変更
している。
今後「指定管理者制
度」等委託を考えていな
いか。
町長
年度より、臨時
職員に変更したため、大
幅に持ち出しが縮減でき、
成果も出ていることから、
今のところ町直営の現体
制で運営を行って行きた
いと考えているが、今後
運営について十分に検討
していく必要がある。
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どのような PR をしていくか

14

今後入館
者を増すた
めにはどの
ようなＰＲ
をしていく
のか。
町長 イン
ターネット
や雑誌によ
る紹介、ま
た、ほのぼ
の日高によ
るスタンプ
ラリーの実
施をしてお
り、テレビ
や雑誌、広
告等により
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問 平成 年に地域防災
計画が策定され、本年度、
見直し中ですが、近い将
来必ず起こるであろうと
される東南海、南海地震、
今回の見直しの中で大き
な修正はあるのか。
町長 減災対策の設定、
災害対策本部体制の見直
しなど、町の警戒体制等
を見直しすることが
主な項目である。
問 防災計画は地勢
にあった計画でなけ
ればならない。
特に海岸部におい
ては、 集落を結ぶ
道路は唯一県道御坊
由良線のみである。
これが寸断されれ
ば集落はたちまち孤
立する。
一刻を争う場合の
対策は十分できてい
るのか。
町長 そうならない
よう色々と検討を重
ね全力を挙げて取り
組んでいる。
問 能登半島沖地震
の教訓として、地震
防災対策は、あらゆ

ることを想定した防災訓
練、避難訓練を定期的に
実施することであり、そ
のためには、各地区に自
主防災組織を設立するこ
とが最も大事であると聞
いたが、当町の対策、取
り組みは。
町長 毎年 回防災週間
に合わせて、職員非常召

集、消火訓練、応急手当
講習を実施している。
自主防災組織について
は、現在町内 地区で設
立されているが、今後全
地区で設立されるよう努
力する。
10

問 行政は町民の生命・
財産を守ることが最大の

災害時用資機材

9

9

学校では年２〜 回

問 遅れているソフト面
での産業振興に積極的に
取り組むため、産業振興
担当を何名か専門に設け
られてはどうか。
町長 農漁業の振興のた
め、十分検討し、全力を
挙げて取り組む。

または会社経営など、体
質改善を図るべきと考え
る。
そのための行政の支援
が不可欠ではないのか。
町長 お互いに取り組む
事業については，出来る
ものは惜しみない協力を
したい。

使命であり、何事にも備 火災訓練、地震訓練など
えあれば憂いなしと言う、 実施されているとの事で
今後の防災対策への覚悟 あるが、登下校中に地震
の程は。
が起こった場合の指導は。
町長 今後も危機感をも
教育長 物の近くに寄ら
って万全を期す。
ない、広い場所・田んぼ
等へ逃げるように指導し
ている。
問

問 高齢化、後継者不足
と厳しい現状に対し、経
営の合理化、強いては地
域の活性化を図るため、
地域での連帯意識を高め、
個人経営から集団経営、

問 農漁業が年々衰退し
て行くということは、町
の活力も減退し、日高町
が衰退して行くことであ
る。この第一次産業につ
いて、どう認識されてい
るのか。
町長 重要であり、あら
ゆる面での活性化のため、
全力を挙げて取り組んで
いる。
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議員
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問 国民健康保険から脱
退して後期高齢者医療へ
移る人数は。
税務課長 現在の国保被
保険者３２５６名のうち
歳以上８２３名が移行
する。
問 国保税収のうち資産
割額の減収見込みは。
税務課長 資産割への影
響の試算では、 ％程度
減収が見込まれる。

40

問 所得割税率の上がる
可能性は。
税務課長 上げざるを得
ないと思われる。

議員

今後の学校での取り

教育長 ３クラスから２
クラスになることも考え
られる。
中学校に対して「特色
ある学校づくり」「生徒
にとって魅力ある学校づ
くり」を指導している。
問

組みに対して予算的なバ
ックアップを。
教育長 育委員会から要
請があれば、十分検討し
たい。

日高高校に県立中学校が開設される

佳奈子

者の方が高度の医療が受
けられるよう、その状況
を見守りたい。
問 基本健診はどう変わ
る。
住民福祉課長 後期高齢
者医療保険（ 歳以上の
すべての人）、健保（家
族も含む）加入者は医療
機関での個別健診となる。
国保加入者は地域での
集団健診と医療機関での
個別健診となる。

問 ４月、県立日高高校
に附属中学校が開設され
る。
日高郡市の６年生の児
童数（８４４人）と附属
中学校の定員（ 人）を
考えると、１割弱の児童
が附属中学校へ入学する
ことが見込まれる。
日高中学の学級編成や
児童生徒に与える影響等、
どのような問題意識をも
たれているか。
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西岡

問 これまで 歳以上の
人に対しては資格証の発
行（医療保険証の取り上
げで窓口負担が 割とな
る）はできなかった。
これからも、保険料を
滞納せざるを得ない状況
にある人に資格証発行は
すべきではない。
町長 法律で発行するこ
とが定められた。
滞納者の生活状況を把
握し、広域連合と十分協
議して、発行について決
定したい。

問 保険料や医療の中身
の問題等さまざまな問題
がある。
やはり今、中止・撤回
をすべきだと考えるが。
町長 高齢者福祉を預か
る者として心痛む思いで
一杯である。
しかし、国が定めた施
策や法律は遵守しなけれ
ばならない。
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問
歳以上の人につい
て、１ヵ月あたりの治療
の上限を設ける方向で診
療報酬の検討が進んでい
る。
この「包括払い制度」
は問題だと思うが。
町長 現在、国において
検討されているが、高齢

75

75

② 大規模災害における
緊急輸送機能を確保する
こと。
③ 遅れている地方の道
路整備を促進するため道
路特定財源諸税の暫定税
率を 年間延長するとと
もに、受益者負担の趣旨
にそぐわない一般財源化
や転用をすることなく、
すべて道
路整備を
推進する
ために充
てること。

可決

︹請願趣旨︺

採決の結果、賛成少数で否決した。

75

反対討論

大変多くの問題を含んでいる後期高
齢者医療保険制度は、高齢者に堪えら
れない高負担を押しつけ、医療から排
除するものになりかねません。
つきましては地方自治法第 条にも
とづき内閣総理大臣並びに厚生労働大
臣に対する意見書を決議していただけ
るよう請願いたします。

︹請願事項︺
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１ 新たな後期高齢者医療保険制度
は中止・撤回すること。
２
歳〜 歳の窓口負担の２割へ
の引き上げをやめること。
３ 医療に使う国の予算を増やして、
高齢者・国民が安心して医療を受
けられるようにすること。

賛成討論

74

西岡 佳奈子 議員
後期高齢者医療制度にはさまざまな問題点が
ある。この制度が始まることによって、 才以
上の人が、地域で安心して医療にかかり、健康
な生活を送るための保障がなくなってしまうこ
とから、この請願に賛成する。

70

西岡 佳奈子 議員
地方の道路整備は今後も促進されるべきであり、
その財源確保は国が責任を持っておこなうべきで
ある。しかし、道路特定財源については、制度を
堅持していくことが地方の道路整備にはつながら
ず、無駄な公共事業の財源になる等の問題がある
ことから、意見書に反対する。
採決の結果、賛成多数で可決した。

特定財源に関係ある県道改良工事（原谷地内）

否決

後期高齢者医療保険制度の
中止・撤回を求める請願

地方の道路整備の促進と財源確保を求める意見書
道路は
最も基本
的な社会
基盤であ
り、当町
にとって
は、道路
に対する
依存度が
高い中、
未整備区間が多く、道路
整備を求める町民の声に
は切実なものがある。
そうしたことから、救
急活動や救援物資の緊急
輸送を担う道路の整備な
どの防災対策も喫緊の課
題となっている。
このような実情に鑑み、
今後とも地方にとって必
要な道路整備が、より一
層推進されるよう、次の
事項について留意される
よう強く要望する。
① 活力ある地域づくり
を推進するため、道路網
整備の実情に配慮し、地
方が真に必要とする道路
整備を遅らせないこと。
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両委員会は、
月 ・ 日
と石川県輪島
市において、
地震発生後、
「町の復旧・
復興そしてさ
10

30

31

らなる発展へ」とのテー
マで視察を行った。
担当の方から、輪島市
の実体験を元に以下のよ
うなことについて、説明
を聞いた。

① 地震発生
後、できるだ
け早い段階で、
町として当面
どのようにす
るかを広報し
た。
② 情報等に
ついては、固
定・携帯電話
等の使用がで
きなくなる。
また、つな
がりにくくな
ることも想定
し、無線機を
本部および各
地区に事前に
整備しておく。
③ 他の自治
体との災害協
定を結ぶこと
が、経費の面
で負担が軽減
される。
④ 避難場所
としての指定
場所以外に３〜４倍にも
避難場所が増えることで
情報の収集等が大変だ。
⑤ トイレについては、
下水管が破壊されると復
旧までに相当な日数が必
要になり、その間、仮設
家屋倒壊現場（平成１９年３月２５日発生直後）

トイレで対応するが苦情
は絶えなかった。
⑥ 高齢者要支援マップ
を作成していたから、一
人暮らしや高齢者の方々
が行方不明かどうか短時
間で把握できた。
⑦ マスコミ対策につい
ては、立場の違いから生
じる様々なトラブル。
⑧ 被災者からの様々な
不安の中から出る要求・
苦情への対応が非常に大
変。
⑨ ２次災害を防ぐため
に、建築物危険度判定の
実施、り災証明等発行す
るために
家屋被害
状況調査
の実施が
平行して
行われた。
⑩ 大き
く捉えて、
観光あっ
ての輪島
市だけに、
伝統産業
・地場産
業の打撃
が大きい。

現時点では地震発生前
の約７割の観光客数、売
り上げでは半分以下であ
る。
今後の計画は、復旧・
復興に当たっては生活の
再建を第一に、福祉環境
等の充実を図るとともに、
道路・上下水道などの都
市基盤の整備や伝統産業
など、地場産業の再生や
地域コミュニティーや伝
統文化などを一体的に再
生していくことが必要と
なる。
委員会は、以上のこと
を参考に防災機材等の再

商店街の状況（ 平成１９年３月２５日発生直後）

確認をするとともに、防
災訓練・避難訓練をあら
ゆることを想定した中で
定期的に実施すること。
また、各種団体・自主
防災組織への働きかけ、
そして全住民が危機意識
を常に持つことで被害を
最小限に抑えることがで
きるとまとめた。

編集後記

謹賀新年

新春を迎え、皆々様

のご多幸をお祈り申し上

げます。

今年から議会中継が

テレビで放映されますが、

議会だよりも、より身近

な情報誌として、ネコに

負けないネズミになるよ

う頑張りますので、今年

もよろしくお願い申し上

げます。

楠 新一

この広報紙は再生紙を使用しています。

