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第２回定例会は６月１９日から２６日まで、８日間の
会期で開催した。
今定例会には同意１件、議案１０件が提案され、慎重
審議の結果、それぞれ原案のとおり同意、可決した。
志賀小学校体育館改修

一般会計補正予算
億７

11

90

志賀保育所の教室を改修

問 ０・１
歳児の定員
増は何名を
見込んでい
るのか。

住民福祉課

長
現 在
０歳は２名、
１歳は８名
の入所とな
っているが、
今 回、 ０・
１歳児 名
の増を見込
んでいる。

問 産休のための臨時事
務員、派遣委託料につい
ては、人材派遣会社に委
託する方が、 万円程度
高くなる。
何故町が自ら募集しな
いのか。
町長 即実務する人が必
要なため、やむを得ず派
遣会社に委託する。
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既定の予算額に２億２３１８万７千円を追加し、総額
６０４万５千円とする。

問 災害対策費の街路灯
整備後の維持管理は。
総務政策課長 海岸地区

の防災機能強化のため、
教育長 通信情
報のことで、教 停電対応型街路灯 基に
育用のテレビの ついては、町で電気代等
デジタル化によ 維持管理を考えている。
り、校内のＩＣ
問 災害対策費の孤立集
Ｔの環境整備を
するものである。 落通信確保用無線機購入
費の内容は。
総務政策課長 山間部や
沿岸部で、道路が寸断し
たら孤立となる海岸線の
集落と原谷・池田・役場
の ヵ所を考えている。
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34

問 ＩＣＴ備品
購入の内容は。
教育長 電子黒
板 が 小 中 学 校 で ４ 台、
型デジタルテレビが小
学校で 台、中学校で９
台である。

42

主な内容 —
—
人事院勧告による人件費の減額、地域活性化・経済危機対
策臨時交付金などによる増額等。
・志賀保育所の改修および保育所３園に太陽光発電設置
７８２５万７千円
・各小学校にＩＣＴ備品購入
１３０２万４千円
・中学校にＩＣＴ備品購入
５３９万９千円
・志賀小学校屋内運動場改修工事
３０５０万３千円
・町道池田上志賀線舗装工事
１０００万円
・街路灯整備、孤立集落通信確保用無線機購入
１７４１万５千円

問 ３園に太陽光発電を
設置すると電気代はどう
なるか。
住民福祉課長 現在３保
育所で年間電気代２６０
万円であるが、設置する
ことにより約 万円程度
減額となる。

95

問 当町への地域活性化
・経済対策臨時交付金の
少子高齢化の対応、安心
総額とその使途は。
総務政策課長 総額の見
安全の実現を推進するの
込み額は１億４３１２万 が目的である。
３千円で地球温暖化対策、 問 ＩＣＴとは。

３保育所に太陽光発電設置
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六 月 定 例 会
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問 供用開始後
３年以上も経過
している処理区
の接続率のアッ
プにはどのよう
に取り組むのか。
上下水道課長

定期的に戸別
訪問をし、接続
率のアップに努
力する。

日高町ペット霊園の設置等

に関する条例の制定

訴訟の提起
について

近年ペット愛好家の増加にともない、
ペット霊園の需要が高まる中、現在設
置を規制する法令がないため、近隣住
民からの苦情やトラブルが全国的に問
題となっている。
今後、あらかじめ設置に関する手続
きや施設および管理の基準を設け、町
民の生活環境の保全を図るため、本条
例を制定するもの。

宅内工事現場

問 これまでにそういっ
た事例はあるのか。
町長 今までにも、業者
から打診があったので、
今回提案した。

日高町が平成 年
から 年までに５回
に渡っておこなった
老人保護措置の費用
を請求しても、支払
いを拒否している者
がいるため、法的手
段により支払いを求
めるため、議会の議
決を求めるもの。
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下水道事業
補正予算

供用開始年度

問 下水処理施設加
入促進事業補助金の
内容は。
町長 事業の最終年
度を迎え、１戸でも
多くの加入者を促進
するため、宅内改造
後 万円の補助をす
る事業で、地域活性
化経済危機対策臨時
交付金で対応する。

15

下水処理場の接続率

既定の予算額に５２３６万６千円を追加
し、総額５億８１２０万５千円とする。
主な内容 —
—
地域活性化・経済危機対策臨時交付金
事業により、管路施設等改修工事関係費
３７５２万６千円、下水処理施設への加
入促進工事６７１万円、下水処理施設加
入促進事業補助金７５０万円等。

小池処理場

月

7
平成 21 年

3

4
月

7
平成 21 年

固定資産評価委員

平成

年第２回臨時会

第２回臨時会は５月 日に開催し、報告
９件、議案４件が提案され、慎重審議の結
果、それぞれ原案のとおり承認、可決した。

職員の給与に関する
条例の一部を改正

議員

職員の勤務時間に関する

条例の一部を改正

人事院勧告により、平成 年４月１日から国家
公務員の勤務時間が原則１日７時間 分に改訂さ
れたため、地方公共団体も同様に改正するもの。

問 勤務時間の短縮につ
いては、民間とか上部機
関と違って地方自治体は
住民サービスが基本であ
るため、サービスがおろ
そかにならないよう十分
検討し、その取り組みを
お願いしたい。

町長 住民サービス低下
にならないよう十分検討
しながら取り組む。

問 ８時間から７時間
分になると、始まり終
わりの時間はどうなるの
か。

町長 始ま
りは同じ８
時 分、終
わりは５時
分となり、
施行は７月
１日からと
なる。
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反対討論

佳奈子

今回の勧告は、本来中
立であるべき人事院が政
府の意向に添っておこな
った勧告であり、定額給
付金で地域経済を盛り上
げるといいながら、公務
員のボーナスカットをす
ることに矛盾を感じる。
この条例案に反対する。
西岡

45

役場庁舎内
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21

45
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人事院勧告により、職員の平成 年６月期の期
末手当および勤勉手当を暫定的に引き下げるもの。

問 職員のボーナスは平
均して幾らぐらいカット
されるのか。
予算全体では幾らぐら
い削減となるのか。
総務政策課長 職員平均
約６万８千円の減額とな
る。
予算全体では職員 名、
特別職３名、議員 名で
合計６９９万８千円の削
減となる。
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㟢繁一氏の任期満了にともない、引き続き選
任することに同意した。

㟢山 新一 氏
和歌山県町村議会議長会
から特別功労賞（政策委員
の在職通算５年以上の者）
を受けた。

21
11

㟢 繁一 氏

㟢山新一氏を新しく選任することに同意した。

一松輝夫議長

問 町民憲章の最初に
「人が町をつくり町が人
をつくる」と掲げている。
その中で特に人づくり
が大切ではないかと考え
るとき、これから地域を
担っていく子ども達に重
点を置き更に子育て支援
策を実施していく必要が
ある。
そこで医療費無料を小
学校卒業までに繰り上げ
てはどうか。
町長 以前より医療費助
成事業の最終目標を中学
校卒業時までと考えてお
り、この場で明言できな
いができるだけ早い時期
に実施したいと考えてい
る。

滋明

議員

で、そういう意味からも
完食できる環境にしたい
が今後の課題として検討
していきたい。

問 クーラーを設置すれ
ば減少すると思う。
これについてはいろん
な意見があるが以前比井
小学校に扇風機を設置す
る際室温を測っていると
思うが記録がないか。
教育長 平成 年度の予
算審議の中で 度位にな
っているとのデーターが
ある。

問
度と言えば体温以
上、このような劣悪な環
境のなか勉強においても
学力、思考力の低下に繋
がると思うが、町長にも
見解を伺いたい。
町長 この件については
教育委員会で十分検討し
て結論がでた後、報告い
ただいたならば十分検討
していきたいと思ってい
る。
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天満

室温の高い教室

教育長 今のこの時期、
大変蒸し暑い時もあり完
食は大人でも難しい状況

その他の質問
学童保育について

38

問 実施時期について今
一度伺いたいが、事務的
な問題もある事から来年
度から実施の解釈でよい
か。
町長 早い時期に実施し
たいと考えているので信
用していただきたい。

のしやすい環境をつくる
のも一つの方法だと思う
が考えは。

｜

問 残食量
を減らす改
善策はない
か。
教育長 今
後も栄養士、
教職員等に
よる食育指
導により食
べ物の大切
さの指導を
していく。
問 実施時期についてハ
問 これに
ッキリ言っていないが、
ついては家
それは中学校卒業までを
庭と一体となった取り組
含めてか。
そのとおりである。 みも大切だが、私は食事
町長

｜

月

7
平成 21 年

5

問 テレビ放送の完全デ
ジタル移行まで後２年と
迫った中、新聞誌上で、
ケーブルテレビにおける
「デジアナ変換」につい
て、情報通信審議会の答
申案が明らかになった。
内容は完全移行後も、
アナログ方式に変換した
地デジを数年ケーブルテ
レビで届け、今までのテ
レビでそのまま観れる
「デジアナ変換」の導入

60

議員
正巳
清水

ーブルテレビ連盟からは、
正式な通知は届いていな
いとのことである。
国の支援策等の方針が
決まっていない現時点で
は、デジアナ変換を実施
するかどうかは、今後の
動向によるとの回答を得
ている。
実施運用期間について
は、３年から５年と報道
した報道機関もあったよ
うだが、今後の動向を注
視し、対策を講じたい。
問 デジタルテレビの世
帯普及率が ％になっ
たが、相当な遅れがでて
い る、 和 歌 山 県 は 番
目で、さらに遅れている。
デジタル化への意識調
査では、９割の方が持っ
ているが、この度の大不
景気で、経済的余裕がな
いのが大きな要因である。
日高町は、ケーブルテ
レビの普及率が約 ％
と高く、買い換えるまで
の、緊急避難的措置だが、
選択肢が広がり、非常に
効 果 が 大 き い と 考 え る。
実施は各ケーブルテレ
ビ会社に判断を委ねると
もいわれていることから、

問 町営斎場は場所的な
問題もあり、十分な駐車
場がない、事ある都度混
雑し、交通整理が必要に
なっている。
町当局も狭いという認
識は持っていると思うが、
何か抜本的な対策はない
か。
町長 駐車
場の現状は
認識してい
るが、地理
的状況もあ
り、確保は
難しいと考
えている。

町とＺＴＶはどんな考え
を持っておられるか。
町長 この事については
早く知らせるのが基本で

ていただきたい。
町長 何とか出来ないか
と、常々思っているが、
地理的状況があり簡単に
できるもんではない今後
も検討していく。

すので、今後もＺＴＶと
話し合い、早い時点で町
民に知らして行きたい。

問 現状、
約 ％の方
が斎場を利
用されてい
る、いつも
念頭に置い

日高町斎場

34

70

デジアナ変換できるかどうか
を、国が支援するとのこ
とである。
しかし事業者も費用が
要ることから、導入につ
いては十分に検討するこ
とになると考える。
町とＺＴＶは、どんな
考えを持っているのか、
また数年と言われている
期間についてはどの程度
かお答え願いたい。
町長 ＺＴＶに問い合わ
せたところ、総務省やケ

30

6
月

7
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問 かつて日高町の産業
の主は第１次産業であっ
たが、現在では年々減少
してきて第１次産業であ
る 農 漁 業 は、 全 体 の 約
％、逆に第３次産業が
約 ％とサラリーマン化
して、当町の産業構造は
大きく変化してきている
現状にある。
各産業における共通の
課題は高齢化と後継者不
足であると言われるが、
このままでは第１次産業
である農漁業のしめる割
合はさらに減少してくる
ものと考える。
そうなるとこの中山間
に位置する零細農家の耕
作地放棄が進行し、荒廃
化が進み引いては自然破
壊に繋がってくる。
最後にはこの自然を守
るのは行政の役目となっ
てくるのではと懸念する
ところでありますが、当
町の産業振興への対策は。
町長 今後、より一層関
係団体との連携を密に情
報の共有化とサポート体
制の強化に努める。
問 国県頼りの机上施策
を大いに反省し、これか

らは地域にあった独自の
産業振興に強いリーダー
シップをもって取り組む
べきである。
金を出すばかりが産業
振興ではありません。
金がなければ知恵を提
供するのも産業振興です。
いかがですか。
町長 ご質問のとおりで
す。
今後は地域にあった発
想をし、産業振興に一生

懸命取り組んで行かなけ
ればと考えている。

興対策の中でも「日高町
の特色や地域資源を活か
夢と希望の
した町づくりに取り組ん
でいる」と言われました もてる町
が、今回いとも簡単に産
湯海水浴場の廃止を決断
問 先日、日高川町長に
された。
私は言っていることと、 当 選 さ れ た 玉 置 町 長 は
することに大変矛盾を感 「日高川町を活気あり夢
のある日本一の町づくり
じます。
この存続にはもっと真 に取り組む」と大変な意
剣に積極的に取り組むべ 欲を見せておられます。
本年度より長期総合計
きであったと考えますが
画の策定に取り組んでい
いかがですか。
町長 産湯海水浴場の火
るところでありますが、
は消したくないという思 めまぐるしく変遷する世
いからあらゆる可能性に 情の中、 年先をしっか
ついて真剣に取り組んで りと見据えた夢と希望の
きたが、時間的制約もあ もてる、そして誰もが一
り、今回は行政としては 度住んでみたいと思われ
残念せざるを得ない結果 るような将来計画を大い
となった。
に期待するところであり
ますが、その熱意をお伺
いします。
町長 隣町といたしまし
て、日高川町に負けない
ような町づくりに全力で
取り組んでいかなければ
ならない。
長期総合計画について
も、町の発展と希望のも
てる計画にしたいと考え
ている。

問 今後は行政としてど
のように取り組んでいく
のか。
町長 今回議員さんのお
陰で海水浴場が存続でき
たことに心から感謝して
いる。
今後は議員さんとの話
し合いの場を持ちながら
やっていきたい。

10

ほ〜っとけ
ない！
問 町 長 は「 開 設 以 来
年以上も続いてきた産
湯海水浴場は町を代表す
る重要な観光資源であ
る」また、先程の産業振

40

今年も開設される産湯海水浴場

20

60

議員
新一
楠

月

7
平成 21 年

7

8
月

7
平成 21 年

問 ３月議会で町長は、
「保育所の民間委託につ
いて検討する」と言われ
た。
発言の真意は。
町長 限られた条件の中
で、乳幼児保育、延長保
育、障害児保育の充実、
一時保育など、多様化す
る保育サービスを実施す
るためには、保育士の確

保ができ、柔軟に対応で
きる民間活力の活用も必
要ではないかと考えた。

保護者や町民の願いに
応えるのは、町の責任で
あり、町の直接運営で
「できない」ということ
はない。
保育にお金がかかるか
ら民間委託をしたいと考
えられているのか。
町長 保育サービスの向
上のためには、民間委託
がベストであると考えて
いる。
問 正規職員
の保育士さん
の人数を増や
し、臨時職員
であっても労
働条件を引き
上げることが
必要。
民間に安く
委託しようと
考えるのでは
なく、町が保
育に責任を持
つべき。
町長 サービ
ス充実のため
には民間委託
はやむを得な
い。

問 新型インフルエンザ
が秋以降に第２波ともい
える流行が起こるのでは
ないかといわれている。
町の取り組みは。
町長 国内で感染者が確
認された日に対策本部を
立ち上げた。
広報や町有施設への消
毒液配備をしている。
今後、町内や近隣市町
村で感染者が発生した場
合、イベントの中止、学
校・保育所の休校、休園
等必要な処置を講じる。

その通りである。

問 厚生労働省の出して
いる指針の内容も変化し
てきている。
世界的な状況も日々刻
々変わっている。
最新の情報を正確につ
かむことが大切だと思う
が。
町長

問 大阪、神戸での流行
の時、保育所や高齢者、

障害者施設の休業に対す
る家庭の対応が難しいと
報道された。
町で何ができるか事前
に検討を。
町長 十分勉強する。

問 日本感染症学会は
「高齢者には肺炎球菌ワ
クチンの投与が有効」と
提言している。
助成制度の創設を。
町長 任意の予防接種で
あり、助成の考えはない。

問 一回の接種で５年〜
年の効果がある。
季節性インフルエンザ
も含め、肺炎によって重
症化し、死亡することを
防ぐ意味からも助成制度
の検討を。
町長 大事なことだと思
う。
検討する。

─ その他の質問 ─
火災警報器の設置

10

問 具体的には。
町長 志賀保育所を民間
に委託、残る２園を正規
職員で運営する。
問 多様なニーズに応え
るのは当然。

民間委託の方向が出された志賀保育所

議員
佳奈子
西岡

問 ３月 日の平成 年
度県立高校入試は、日高
地方、または当町の生徒
にとって、今までの中で、
悲壮感漂う一番厳しい受
験となった。
特に、日高・日高中津
・紀央館高校では合わせ
て、定数より 人もオー
バーした。
ここまで狭き門にしな
ければならないのか、ど

うしてこのようになった
のか、本当に疑問だ。
中学校での受験指導は
どうか。
教育長 自己実現の達成
を目標に掲げ、３年間を
通じて計画的、継続的な
進路指導を実施し、進路
相談を充実させ、生徒の
自己理解、情報活動を援
助している。
年度・

年
20

どうなる高校受験 （日高中学）

度は前期・後期の２回、
チャンスがあった。
日高町内からでも、和
歌山の高校へ普通科への
受験機会があった。
これに合格すると、日
高地方の高校へ受験する
生徒が、必然的に少なく
なる。
今回は１回になり、大
変厳しい状況であったと
思う。

問
年度までは推薦制
度があって、しっかり頑
張った生徒は和歌山へ行
った。
入試制度が、急に変更
され、今回のような状況
が生み出された。
変更後、本来だったら
対処してくれるべきこと
が、そのまま放置された。
今の現状がこのまま続
くと、来年度も厳しい状
況が生み出されてくる。
是非とも、日高管内の
教育長皆が一度、この件
について話し合いをして、
県教育委員会へ直言する
べきと思うが。
教育長 機会があれば、
現状を話していきたい。
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問 先生方が生徒のため
に、一生懸命指導してく
れているのを保護者の方
は感謝していると思う。
普段、生徒に目標を高
く持つように指導されて
いると聞くが、今回は、
目標を一つ下げざるを得
ない。
このような事態をどう
思うか。
教育長

19

議員
秀司
松本

月

7
平成 21 年

9

12

47
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問 下水道
処理施設か
ら出る汚泥
を堆肥化す
る施設を考
えてはどう
か。
町長 町か
ら出る汚泥
の量が限ら
れているこ
とや、投資
・運営経費
のリスクが
大きい。
できれば、
民間にやっ
てもらうの
が一番良いと認識してい
る。

問 委員会で行って来た
紀の川市にある民間施設
では、本当に汚泥の臭い
を感じなかった。
又、処理した堆肥を農
地に還元をする。
土地が肥え、おいしい
野菜が出来る。
結局、ブランド化にな
り、町おこしになる。
十分勉強すべきと思う。

10
月

7
平成 21 年

４月
日に
那智勝
浦町観
光協会
を訪問
し、海
水浴場
の管理
運営に

ビーチの管理は町がお
こない、シーズン中は、
駐車場の運営、および施
設の管理については観光
４月 日
協会がおこなっている。
「資源の再利
販売行為は漁業協同組
那智海水浴場はＪＲ那
用」をテーマ
智駅のすぐ前に位置し、 合、浜の宮区、観光協会
に紀の川市に
長さ８００メートルで、 の３者がそれぞれおこな
ある株式会社
約３００台収容の町所有 っていた。
ヴァイオスを
遊泳期間については、
の駐車場を持ち、年間約
視察した。
５万人の利用客がある海 ７月の第一土曜日から８
この会社は、
月最終日曜日までとして
水浴場である。
し尿処理施設
運営形態は、町が観光 いたが、駐車場有料期間
等の処理過程
協会に年間６００万円を、 は最終お盆の翌週くらい
で出る汚泥を
海水浴場の予算として補 までとしていた。
使って有機質
那智勝浦といえば規模
助し運営している。
も大きく、当町とは比較 肥料として再生している
にならないが、当町の海 リサイクル施設である。
この施設から再生され
水浴場予算ゼロとは大き
な違いがあると感じた。 る肥料は、副産物である
観光協会もＪＲ紀伊勝 が有機質肥料として、１
浦駅の一階に置き、職員 袋３００円で販売し農家
数名を抱え頑張っている。 の方からは大変好評を得
当町は観光協会の専任 ている。
また、心配された臭い
職員がいないため、無理
かもしれないが、いずれ もほとんどしない。
最近、化学肥料の価格
にしても観光協会が主と
なって海水浴場を運営す が高騰しているが、これ
るのが一番いいのではと はリン等の枯渇問題から
感じた委員が多かった。 生産国が輸出規制をおこ
なっており、そのため原
材料が高くなり、肥料の
高騰に繋がっていると思
われる。

として利用することを考
えれば、環境面と合わせ
一石二鳥となると考えら
れる。
今回の研修で委員から
も、自分たちの地域にも
このようなリサイクルが
必要であるとの意見があ
った。

この広報紙は再生紙を使用しています。

リサイクル施設

滋明

天満

日本は資源の乏しい国
であり、し尿は昔から窒
素やリンなどを多く含む
ことに着目し、肥料とし
て使用されてきた。
こうしたことから、廃
棄汚泥だけではなく、現
在消却処理されている汚
泥そのものを、再生肥料

この議会だよりが皆様に届
く頃は梅雨も明けていると思
います。
今年は春先から世界各地で
新型インフルエンザが流行し
ましたが、再度、冬場にむけ
要注意とのことですが、皆様
におかれましては食中毒の季
節のおり十分注意するととも
にお身体ご自愛下さい。

委員会レポート

ついて調査した。
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観光協会より説明を受ける
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