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平成21年度予算

３月定例会は３月

日から

日間の会期で開催した。

一般会計予算

９％の減額予算である。

件、

業の振興など現状維持の前年度比３・

齢化福祉対策、農林水産業並びに商工

最重要課題として防災対策、少子高

歳出予算は

円と大きく抑制した予算である。

調整基金からの繰り入れを１億２千万

額交付となり厳しい町財政の中、財政

とにより、地方再生対策費も上乗せ増

道路特定財源が一般財源化されたこ

歳入予算は

日に閉会した。

年度報告１件、一般会計補正予算など議案４件内特別会計補正予算２

内６件の特別会計、水道事業会計。

町長の施政方針を受けて提案された同意一件、一般会計をはじめ議案

12

件についてそれぞれ慎重審査の結果、原案のとおり可決し、

平成

13

14

２億
６２０万円
２億１，５５９万円
２，６７９万円
６，４９５万円
収益的収入
収益的支出
資本的収入
資本的支出

25

20

事業費８５１万１千円の
負担割合と１人当たりの
費用は。
教育課長 本年度は 名
で、国・県の補助金は１
０８万６千円、保護者負
担は２７９万円、町負担
は４６３万５千円、１人
当りの費用は 万３７０
問 今年の温泉館（みち
しおの湯）の入館者数と
その努力目標は。
産業建設課長 ７万１千
人を見込んでいるが、本
年度は値上げもあり厳し
い。
新しい催しも企画し入
館者の増に努力する。
問 地籍調査につ
いては 年度で現
地調査が終わり、
年度ですべての
作業が終了すると、
固定資産税の見直
しになるのか。
税務課長 予定で
は 年度からやっ
ていきたいと考え
ている。
問 小中学校費の
扶助費、要保護・
準要保護・児童就
学援助費それぞれ
の人数と、就学援
助費についてはど
のように認定され
ているのか。
教育課長 中学校
では 名、小学校
では 名となって
いる。

20

０円である。
問 斎場業務一括委託の
詳細説明を。
住民福祉課長 今回、火
葬業務・開放業務等、斎
場業務のすべてを一括し
て委託可能な株式会社昌
栄メンテを考えている。

本年度は利用者倍増を見込む（学童保育所）

一般 会 計

学童保育の人数と、

要綱では「教育委員会
が就学援助を必要と認め
る者」となっているが、
明確な基準はなく今後検
討する。

反対討論

２年連続となる学校給
食費の値上げ、保育所で
は、より一層派遣会社に
依存する傾向となってき
ている。
温泉館では４４００万
円の収入に対して、 年
度補正予算を含め１億６
００万円の支出であり、
抜本的な対策が求められ

非常にやりくりの苦し
い中、随所に工夫の跡が
見られ、また、行革の効
果が現れている。
町長・職員が一丸とな
って日高町発展に頑張っ

ていただきたい願いを込
めて賛成討論とする。
山本 善啓 議員

クエのまちおこし応援
歌関係費補助金の創設、
このようなメリハリのあ
る観光振興はいろんな産
業振興につながると考え
る。
今一番大事なことは、
スピードある町長のリー
ダーシップであり、まち
づくり・まちおこしに積
極的な取り組みを要望し、
賛成討論とする。
金㟢 昭仁 議員

楠

新一

議員

る。
本年度一般会計予算に
また、雇用のための交 ついては、限られた財源
付金活用も今後の対応と の中で、幅広く配分され
なっており、住民の福祉 ていることは認めるが、
を推進する予算になって しかし依然として厳しい
いないと考え、反対する。 当町の基幹産業である農
西岡 佳奈子 議員 漁業、また日高町全般の
産業、国からは地方再生
活性化対策費が交付され
賛成討論
ている中で、産業振興に
もっと積極的な取り組み
を強く求めて賛成討論と
する。

20

問 去年に引き続き学校
給食費が値上げとなって
いる理由と金額は。
教育長 安心・安全な給
食を提供したい思いの中、
検討したところ小学校で
は２４５円から２７０円
に、中学校では２７０円
から３００円に値上げせ
ざるを得ない状況である。
問 日高町の将来計画で
ある新総合計画の取り組
みについての考えは。
町長
年からの 年間
の新たな総合計画につい
ては、今後の最も大事な
ことであり、議員さん、
町民の方々にもご協力を
いただきながらしっかり
取り組みたい。

10

問 福祉タクシーの助成
事業委託料の詳細説明を。
住民福祉課長 ワンメー
ターの金額を補助するも
ので、事業全体を社会福
祉協議会に委託している。
問
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条例制定
日高町企業立地の促進

既定の予算総額に２億４５１１万７千円を追加し、 億２６３１万２千円とする。

産業集積の形成及び活

５万円、志賀小学校校舎改修工事費３３２７万円、高家集会所改修工事費１３８９万円など。

高総合病院負担金１１０３万円、温泉館改修工事費４７００万円、消防庁舎改修工事費９８

公用車（ハイブリッド車３台）購入費９１５万円。定額給付金１億２２６３万円、国保日

主な内容

性化に関する法律の施

これらのうち、日高病院負担金を除く事業費、また、 月議会で予算計上したバス購入費

等による地域における

行に伴う固定資産税の

37

特別措置に関する条例

については、 年度に繰り越した。
問 今回補正のハイブリッド車購入や４件の
改修事業、どのような補助事業が適用されて
いるのか。
総務政策課長 国の２次補正で決まった地域
活性化・生活対策臨時交付金で交付金の主旨
は、経済対策・景気対策が主なものである。
問 地域活性化対策として是が非でもやらな
ければならない事業なのか。
総務政策課長 この機会に補助制度がなく、
起債対象とならない事業をピックアップした。
問 この事業全てが緊急性の高いものとは考
えにくい。
９８００万円の内３割を基金として予算計
上出来たのではないか。
総務政策課長 要綱では３割を基金として計
上出来るが、この点も含め検討して決定した。

ハイブリッド公用車

21

12

下水道事業

今年度で下水道事業全体が完了（写真は高家処理場）

問 個別型である浄化槽
設置工事、 基が計上さ
れているが、事業完了と
なるのか。
上下水道課長 市町村設
置型として５カ年計画で
実施してきた交付金事業
としての個別型事業につ
いては本年度で全て完了
となる。

集積区域内において設
置した事業者が所有する
家屋もしくは構築物また
これらの敷地である土地
に対して本町が課する固
定資産税を３年間の課税
免除を行う条例
問 集積区域とこの条例
を制定している自治体は。
税務課長 集積区域とは
和歌山県で４市 町１村
で紀中から南であり制定
は全てである。
問 企業誘致について計
画があるのか。
町長 現時点ではないが、
企業誘致には前向きに全
力を挙げて努力したい。

16

特別会計

4
月

4
平成 21 年

輝夫

進

議長

副議長

日高町の発展のた
め、また町民の皆様
の生活が暮らしやす
いものになるよう最
善の努力をいたすつ
もりですので、皆様
のご協力をお願いい
たします。

請願書
産業教育常
任委員会は３
月定例会に提
出された「産
湯区の土地に
関しての請
願」について
審査した。
日高町の観
光資源の内、
産湯海水浴場
は年間数万人
の利用者があ
り、クエ・温
泉館とともに
日高町の観光

任期満了に伴い、再任することに
同意した。
の柱となっている。
現在、問題となってい
る駐車場がなければ、海
水浴場としての開設は不
可能、従ってなくてはな
らない土地であること、
及び町内の産業全般が厳
しい状況の中、海水浴場
の閉鎖は、地域経済並び
に観光関連産業に及ぼす
影響が大きい。
また、開設できなけれ
ば夏場のシーズンには、
県道沿いや周辺の土地は
混雑し、大渋滞となり、
管理者もいないことから
海岸はゴミの山となる。
審査の中で、夏場の駐
車場の使用だけではなく、

平成

年

他の公共用地としての活
用策なども考えてはどう
か。
また、土地の購入に対
しては、適正な価格で購
入すること。
運営管理等の受け皿作
りが必要不可欠であるな

月の海開き

どの意見があった。
採決した結果、全員賛
成して採択となった。
その後、本会議におい
て審査の結果、全員賛成
した。

7

一松

市ノ瀬
２月の臨時議会に
おきまして、皆さん
のご支援により、副
議長に選出され心よ
り御礼申し上げます。
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。
今後ともよろしく
お願い申し上げます。

功績が認められての表彰
全国町村議長会において一松輝夫議長が多年に
わたり地域振興発展に寄与貢献された功績と議長
職７年以上の在籍として表彰を受けました。
また、郡議長会臨時総会において、前議長会長
が辞職したことにより、一松輝夫議長が会長に就
任しました。

20

守氏
玉石
教育長

月

4
平成 21 年

5

6
月

4
平成 21 年

18

進

議員

問 保育士の派遣は労働
者派遣法 条の２の規定

で派遣期間は３年以内と
なっている。
日高町の場合は、平成
年４月より実施してお
り、平成 年３月末で終
了となる。
それ以降どのように考
えているのか。
町長 現段階では、これ
以上同じ派遣保育士で派
遣業務を続けることがで
きないので、今後は、保
護者の方々の意見を聞き
ながら、保育運営の向上
のため、 年度中に方針
を出し保護者・議会の皆
様に、意見を聞いた上で
早期に、結論を出したい
と考えている。

給付金の
支給時期は

19

問 定額給付金の支給方
法について。

充実した保育行政を

町長 総務省定額給付金
室の調べによると、平成
年３月１日時点におい
て、全国で６９８の市町
村が、定額給付金の給付
時期に合わせプレミアム
付き商品券を商工関係団
体、地方公共団体が、共
同で発行を予定しており、
それ以外に、消費拡大セ
ールを予定している。
当町は、３月補正の予
算編成時に、商工会と協
議等をおこなったが、商
品券発行については、今
回は見合わすとの回答で
あった。
支給方法については、
原則として口座振り込み
の方法を予定している。

21

問 支給の時期について。
町長 申請書は、３月
日の送付を目標に。
受付は４月６日から始
め１階ロビー奥に専用窓
口を設置する。８日から
各地区に出向き、受付を
おこないたい。一度に大
量の口座振り込みをおこ
なう関係で金融機関との
調整に時間がかかる関係
から、４月下旬を予定し
ている。

30

22

21

市ノ瀬

問 平成 年度より始め
臨時保育士を派遣に切り
た委託業務について。
替えた。
当町は、保育士のみ派
遣会社に委託している理
由は。
町長 従来の臨時職員と
しての保育士は、御坊・
日高地方においては人材
不足であり、必要人員を
確保することが非常に困
難な状況にある。
当町では、平成 年に
は必要人数を確保するこ
とができず非常に苦しい
保育運営になり、保育業
務の向上を常に考えてい
かなければならないにも
かかわらず、現状を維持
するのが精一杯であった。
そこで和歌山県ではま
だ実績がなかったが、全
国的には派遣保育士が普
及してきており、厳しい
財政事情の中で保育の充
実を図るには現時点では
最良ではないかと判断し

19

40

問 町内自主防災組織の
設置状況は
町長 町内 地区の内、
田杭・阿尾・産湯・小坂
・比井・小浦・方杭・柏
・上志賀・池田・原谷の
地区で設置されている。
今年度、下志賀・谷口
区が、準備を進めている。

問 未設置地区への取り
組み状況は。
町長 災害時の地域の組
織的な活動の重要性を訴
え、働きかけを行ってい
きたい。

問 太陽光や風力
を利用した避難誘
導灯の設置を検討
しては。

問 新聞記事では、由良
町で今年度１６０基、約
１３００万円の予算で、
停電時に対応できる誘導
灯が計画されている。

問 比井小学校の
運動場や、産湯海
水浴場の駐車場の
土地を確保しては
どうか。また、産
湯の土地について
は、色々な利用も
できる。
是非考えてはど
うか。
町長 比井小につ
いては、小型ヘリ
コプターであれば、
利用できる。
町長 現在、調査を進め
海水浴場の土地
は、民間会社の了 ている。
更に検討をしたい。
解が必要である。

問 ヘリコプターの発着
場所を海岸地区にも設置
を。
町長 機動力のあるヘリ
コプターの活用は大変重
要であり、救護物資や、
負傷者等の搬送など幅広
く活用できる。
確保できる適地があれ
ば設置したい。

停電対応街路灯

いつまで検討されるの
か。
町長 隣接町の現地を見
て、補助金制度の活用を
はかり、地域のため、設
置に向けて取り組みたい。

今後の利用方法は（産湯海水浴場）

議員
源昭
山本

月

4
平成 21 年

7

11

21

8
月

4
平成 21 年

議員
滋明
天満

問 以前質問した『半世
紀を経過した橋の改良』
の答弁で「橋梁の長寿命
化修繕計画策定事業によ
り点検を実施しその結果
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」と言われた
が、天満井橋の点検結果
と今後の対応について伺
いたい。
町長 欄干の腐食、小規
模なひび割れ等の報告も
受けており、平成 年度
に点検結果を基に橋梁の
修繕計画を策定し補修工
事を行う。
天満井橋の改良につい
ては道路改良の中で架け
替え等一体的に計画する
ことが最良と考えるが、
高家西線とリンクさせ、
財政面も考慮し考える。
問 町長もこの橋を見て
心の中では何とかしなけ
ればと感じていると思う。
町の幹線道路で橋を通
過する際、速度を落とし
徐行並みの早さで走行し
なければならない道路は
他には無いと思う。
答弁では補修していく
とのことだが、根本的に

21

橋の架け替えをしない限
り、南北線の道路整備は
未完成のままだが、町長
の見解は。

町長 現状は十分理解し
ている。
次期長期総合計画時に
も十分考慮する。

改良が待たれる（天満井橋）

問 地球的規模で様
々な環境破壊が進ん
でいる今、今後、法
規制や自治体などに
よる環境規制が強ま
るのではないかと思
われる。
多額の設備投資は
できなくても、身近
で取り組める環境対
策があるのではない
か、例えば家庭や学
校給食から出る生ゴ
ミや、自然界にある
生物資源を再利用す
る取り組みを考えて
行くべきではないか。
町長 環境問題につ
いては出来ることか
ら取り組んでいかね
ばならない。
現在、一事業所と
して地球温暖化対策
実行計画を策定し職
員全体で取り組んで
いる。

問 廃棄する生ゴミ等を
処理し、堆肥として田畑
に還元し、それによって
第一次産業での有機栽培
として役立ててはどうか。
当町でも、学校給食の
残食で年間約４９００㎏
が廃棄されており、この
量は副食（おかず）だけ
で主食分を加えると更に
増大する。
また家庭から出る可燃
ゴミも全体で年間約１４
００トンで生ゴミが大部
分を占めている状態であ
る。
これらのことから将来
に向け前向きに取り組ん
ではどうか。
町長 現在の長期総合計
画にもゴミ処理体制の充
実を掲げているが、次期
長期総合計画においても
引き続き将来に向け、資
源の有効活用や再利用に
積極的に取り組んでいく。

問 産湯海水浴場前の土
地（駐車場として借地）
が売却予定地となって問
題になっているが、第三
者に売却となると、駐車
場なしの海水浴場となり
開設は不可能に近い。
またその後、㈲産湯海
水浴場も、解散する旨報
告があったが、クエ、温
泉館とともに海水浴場も
重要な観光資源である。
現実をどのように考え
ているか。
海水浴場の閉鎖は
町長

温泉館、旅館、民宿と観
光産業及び、地域経済に
及ぼす影響が大きいと思
う。
また海水浴場としても
重要な土地であると考え
る。

問
年度６万８千人、
年度はおよそ６万人の
入館者と見るが、売上げ
よりも投資金額の方がは
るかに大きく、今後もこ
のような状態が続くと考
える。
これ以上自治体で運営
するのは無理ではないか。

20

郡内の観光ルートへの
影響も大きいと考えるが。
町長 閉鎖した場合はそ
ういう問題が出てくるの
はそのとおりだと思う。
問 解決するには土地の
問題と、運営管理者の問
題があるが、日高町土地
開発基金の中に数千万円
の残高がある。
これを買収資金として
使えないか。
町長 全然使われないこ
とではないと思う。
問 土地の話が進めば、
運営管理者を検討しなけ
ればならないが、あまり
時間がない中、もう一度
産湯側にお願いしてはど
うか、あるいは観光協会、
商工会、漁業組合でも検
討願えないか。
町長 産湯区側で運営し
てもらうのが一番ありが
たいと思っている。
問 観光協会、旅館、民
宿組合含め町に要望書、
議会には請願が来ている。
早急に検討していただき
たい。

指定管理者制度等考え
てはどうか。
町長 今までも検討した
が、出した結果で取り組
んでいる。
今後も皆様にご協力い
ただいて前向きに検討し
取り組んでいく。

これ以上の投資は？

駐車場がなければ海水浴場は無理
問 海水浴場として開設
できなかった場合、海岸
はゴミの山になり、道路
は車であふれ、パンフレ
ットその他から海水浴場
の名前の削除作業等、大
変な作業がある。

21

議員
正巳
清水

月

4
平成 21 年

9

10
月

4
平成 21 年

問 町内の風力発電計画
の全体像は。
町長
年度に西山と大
平山、 年度に大平山第
２が補助金認定を受けて
いる。
そのほかの計画もある
が、実施するかどうかの
判断は事業者であり、町
が関与すべきではないと
考える。
また、認可された事業

でも、計画を中止するこ
ともあると聞いている。
事業計画に不確定要素
がある以上、町による事
業計画の公表や地元説明
は、不安を助長しかねず、
計画が確立し次第、事業
者と相談の上で公表して
いきたい。
地域のみなさんのご理
解とご支援が得られない
状態で、強引に事業を推

西山

議員
佳奈子
西岡

20 19

進する考えはない。

問 大平山第２風力は大
平山とは別の事業であり、
アセスメントの追加調査
で通るような話ではない。
きちんとしたアセスメ
ントの実施も縦覧もせず
補助金認定を受けている。
事業者であるジャネッ
クスに対して不信感を持
つ。
町長はどう考えるか。
町長 事業者としてやる
べきことはやっていただ
いていると思っている。

大平山

問 推進の立場から後退
をしたと考えてよいか。
町長 推進の気持ちは変
わっていない。

問 健康被害に関する報
道や自然環境に対する影
響を考えると、私は現時
点で風力発電を全面的に
推進するという考え方に
立てない。
慎重に考えるべきだと
思うが。
町長 地球温暖化防止の
の観点からも非常に重要
であり、地域のみなさん
のご理解とご支援が得ら
年度補助金認定を
れれば推進していきたい。 問
受けた大平山第２風力計
問 そう考えるのであれ
画についての認識は。
町長 大平山第２風力は
ば、健康被害や環境問題
など、町の責任を明確に 大平山風力の増設と位置
し、町長自身が説明すべ づけ、環境アセスメント
の追加調査をし、２つの
きと思うが。
町長 事業の計画等に不
事業を合わせて再評価し、
確定要素がある以上、町 環境に与える影響は少な
が全面的に前へ出ていく いと判断しているとのこ
のは問題も出てくると思 とである。
う。
事業者が法令を遵守し、
事業者と相談の上で取 関係地区の同意を得られ
り組んでいきたい。
た場合には町として協力
していきたい。

20

産業教育常任委員会
当委員会は、去る２月 日田辺
市の農業法人㈱秋津野（秋津野ガ
ルテン）を訪れ地域の農業等につ
いて視察研修をおこなった。
この地区はみかんと、将来のあ
り方について真剣な取り組みをし
ており、１年中みかんを出荷でき
るように、新品種を導入したり、
ジュース工場を造ったりして、様
々なハード事業やソフト事業を興
し、地域住民を巻き込み、いつま
でも元気な地域を目指している土
地柄である。
そして昨年 月には約１億１千
万円をかけて、旧木造校舎を住民
出資での購入を決議、秋津野ガル
テンがオープン、事業内容は農家
レストラン『ミカン畑』、ミカン
の木オーナー制度、貸し農園制度、
等々で、地域を支える会社を設立、
地域づくりの活動の場として位置
づけていた。
また、所得の向上にともない担
い手の確保、後継者づくりに魅力
ある農業経営に取り組み、積極的
な村づくり活動を自分たちで展開
していると感じた。
11

23

総務福祉
常任委員会
当委員会は２月 日に環
境問題について委員会を開
催した。
当日は住民福祉課より身
近な環境問題について説明
を受けた。
その中で町民から環境関
連で、苦情処理の対応につ
いての相談があると報告が
あり、苦情には、野焼き、
不法投棄、油漏れ、犬の糞
や鳴き声それに空き缶のポ
イ捨て等が多いと説明があ
った。
これらの件についての取
り組み状況は、まず現地確
認のうえ付近への影響調査
をおこない、また区長及び
関係機関と協議するなどし
て対応しているとのことで
あり、委員会の中でも町の
広報紙に載せてはどうかと
の意見もあった。
26

人工透析患者
を始め多くの患
者は、和歌山県
単独医療費助成
制度（重度心身
障害児・者、ひ
とり親家庭、乳
幼児、老人）に
より、治療を受
けながら社会の
一員として社会
生活を営むこと
ができている。
しかし、昨年
３月に和歌山県
新行財政改革推
進プランが策定
され、その見直し案で示され
た内容は、一部とはいえ自己
負担を強いるものであり、低
所得者にとっては厳しい内容
となっている。
県においては行財政改革を
推し進める中にあっても、住
民の命と健康を守り、子育て
を支援する制度として、かけ
がえのない本医療費助成制度
を存続されるよう強く要望す
る。

以上の内容の意見書を県に
提出した。

県単独医療費助成制度の
存続を求める意見書

月

4
平成 21 年

11

秋津野ガルテンでの視察研修

きてら直売所

12
月

4
平成 21 年

２月１０日、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。

議

長
一松 輝夫

清水
◎天満
○楠

正巳
滋明
新一

総務福祉常任委員会
西岡佳奈子
玉置 正之
松本 秀司

○金﨑 昭仁
◎清水 正巳
楠
新一

産業教育常任委員会
市ノ瀬 進
山本 源昭
山本 善啓

副議長
市ノ瀬 進

○楠
◎金㟢
清水

新一
昭仁
正巳

議会広報特別委員会
市ノ瀬 進
西岡佳奈子
天満 滋明
山本 善啓

○玉置
◎山本
松本

正之
源昭
秀司

議 会 運 営 委 員 会
西岡佳奈子
天満 滋明
清水 正巳

一部事務組合議会議員

清水
天満
楠

正巳
滋明
新一

市ノ瀬

よろしくお願いします。

百年に一度の不景気と
言われている今日ですが、
季節の移り変わりは早い
もので、桜が満開となっ
たとたんに編集をした議
会だよりも、皆様のとこ
ろに届く頃には田植えの
準備も始めているかと思
います。
私も十年ぶりに議会だ
よりの委員の一員として
参加させていただきます。

編集後記

和歌山県後期高齢者医療広域連合議会議員
金﨑 昭仁
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
玉置 正之

金﨑 昭仁
市ノ瀬 進
松本 秀司

上下水道対策特別委員会
◎西岡佳奈子
○玉置 正之
楠
新一

源昭
善啓
正之

行財政改革検討特別委員会
◎山本
○山本
玉置

◎印は委員長
○印は副委員長
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