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６ 月 定 例 会
第２回定例会は６月 日から 日まで、８日間の会
期で開催した。
今定例会には報告５件、議案 件が提案され、慎重
審議の結果、それぞれ原案のとおり可決した。
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と す る。
主
— な内容

８５万円など増額。

億６２６万９千円

難路整備工事（方杭・産湯・谷口）２

種委託料及び給付費で４７３万円、避

事で６００万円、風疹ワクチン予防接

５８万５千円、温泉館ボイラー取替工

の改修にかかる工事関係費で２億６６

内原小学校の便所棟の増築及び校舎

—

円 を 追 加 し、 総 額

既定の予算額に３億２３８２万６千

一般会計補正予算

18

町長等の給与・職員の給与の臨時特

問 学校建設費の詳細説
明を。
教育課長 内原小学校校
舎の外壁改修、床改修及
び屋上防水を施工する。
又、体育館と本校舎の
間に、仮設校舎として、
工事期間中に職員室とし
て使用し、改修後に会議
室として使用する仮設教

室を建築する。
本校舎北側に
２階建ての便所
棟の増設を施工
するものであ
る。

問 鳥獣害対策
強化事業補助金
の説明を。

産業建設参事

報奨金は変わらないが、
今まで県費だけで補助金
が出ていたが、基金積立
という国からの補助金で
増額され、町の単費がそ
の分減ることになる。

問 温泉館ボイラー取り
替え工事の詳細説明を。
産業建設参事 平成 年
年が経過

問 子ども子育て支援事
業ニーズ調査業務委託料
の内容は。
住民福祉課長 全国で一
斉に実施される調査で、
保護者の教育、保育、子
育て支援事業の利用に関
する意向と子どもや保護
者の置かれている環境等
を把握し、計画に反映さ
せるものである。

内原小学校便所棟建て替え予定地

３月竣工以来

12

39

例に関する条例で７９８万７千円の減
額。

13

2
月

7
平成 25 年

問 ２台のボイラー取り
替えだが、見積もり・入
札他はどうなっているか。
産業建設参事 予算計上
に当たり、見積もりは取
っている。
契約するにあたり入札
または見積もりになるか
は検討して決めたい。

し、設置している２台の
ボイラーの内、１台が故
障し、業者に修理を依頼
したが、使用年数が経過
していることもあり、修
理が困難なため。
他の１台についても同
様の故障の危険性が高く、
合わせて、２台のボイラ
ー取り替え工事を行うも
のである。

温泉館のボイラー交換

56

問 町内の橋梁で他に危
険な箇所はないのか。
産業建設参事 萩原跨線
橋の補修工事で町の長寿
命化工事は完成する。

随意契約
西日本旅客鉄道株式会社
契約額 ６４２３万５千円

萩原跨線橋補修
工事委託契約

問 工事は、３校同時に
進めるのか。
教育課長 同じ作業を３
校順番に繰り返して完成
する予定である。

契約額
落札率

99

問 日高町デジタル防災
行政無線施設設備工事の
請負業者の内容は。
総務政策課長 ㈱サイバ
ーリンクスが落札した。
現在町内の防災無線の
メンテナンスの委託先で
ある。

79

産業建設参事 工事完成
後の精算した金額が最終
的な契約となる。

問 現在の防災行政無線
が浸水予想地域にある場
合、設置場所の見直しは
あるのか。
総務政策課長 海岸を利
用する人達を考慮して、
海岸筋に建設予定である

２社による指名競争入札による契約
株式会社 サイバーリンクス
（和歌山市）
２億６５９６万５千円
・ ％

デジタル防災行政無線
施設整備工事請負契約

31

小学校エアコン設置
工事請負契約

10

である。
工期は平成 年 月
日を予定している。

社による指名競争入札による契約
株式会社 狩谷電気店（御坊市）
契約額 ７７１７万５千円
落札率
・ ％
56

問 町内３小学校の空調
設備工事の入札状況はど
うだったか。
教育課長 ５千万以上の
工事なので、低入札調査
制度を採用し一番低価格
の狩谷電気店に決定した。
入札額は７７１７万５
千円で入札率は ， ％
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問 発注差額が出た場合
はどうするのか。

が検討する。

問 浸水予想区域の設置
は、検討すべきではない
か。
総務政策課長 津波が来
る前の避難の放送が、聞
き取りやすいことを重視
したい。

問 設置しても水没倒壊
すれば不便をきたさない
か。
総務政策課長 津波対策
として、早く避難しても
らうことを第一の手段と
して設定した。

低位置にある防災行政無線（比井地区）

76

76

問 萩原跨線橋の補修工
事の必要は、町が判断し
たのか。
産業建設参事 町が橋梁
の長寿命化に必要と判断
して、運転ダイヤのこと
もありＪＲ西日本に委託
して施工する。

改修予定の萩原跨線橋

11

月

7
平成 25 年

3

職員の給与の
臨時特例に関する条例の制定

24

89

条例制定・改正
議会全員協議会にて説明
（６月 日）

10

った。
加えて、景
色と温泉施設
があるという
ことで条件と
してはベスト
な場所と判断
し申し入れに
至った。

15

日高町使用料 及 び 手 数 料 徴 収 条 例 の
一部を改正す る 条 例
民間会社がスクーバダイビング事業を実施
するため、温泉館「海の里」１階研修室を事
務所として貸し出しするもので、使用面積１
平方メートルにつき年間７６５０円を目的外
使用料として徴収するための改正。
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問 これら
を財源に何
か事業を考
えているの
か。
町長 現時
点では考え
ていない。

㈲エストレンから温泉
国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、本年７
館を利用したスクーバダ 月から来年３月末までの間、国に準じた措置を講ず
イビング事業の申し入れ るよう要請を受けている。
があり、６月 日に方杭
平成 年度国の減額後の給与月額と比較したラス
区及び柏区との間で覚え
パイレス指数は１０４・０であり、平成 年度の当
書きを締結。
町における経験年数階層の変動を加味したラスパイ
６月 日に比井崎漁業
レス指数は１０２・５である。
協同組合と契約を締結し、
今回の国の要請はラスパイレス指数は１００まで
日高ダイビング協会が設
引き下げるものである。
立された。
問 今回の削減によって
問 日高町職員組合との
テスト潜水を行った結
果、珊瑚で、これまで田 得られる金額はいくらか。 話し合いで理解は得られ
総務政策課長 職員数
たのか。
辺の天神崎が本州最北端
町長 職員組合の役員の
といわれていた珊瑚の枝 名で７月から来年３月ま
ミドリイシが見つかった。 でで９１５万７７１２円 方々と話し合いをし、了
解をもらっている。
また岩礁等の安全性も となる。
確認できたとのことであ

25

問 公務員
の給与削減
は来年３月
で終わるが、
４月以降は

どうするのか。
町長 今年は１年限度で
国から要請があったが、
来年度については考えて
いない。

反対討論

地方交付税の削減を前
提に、ある種まやかしの
数字であるラスパイレス
指数を使い、給与削減を
求めるのは、地方に対す
る不当な要求であり、反
対する。

西岡佳奈子

町長等の給与の
臨時特例に関す
る条例の制定

日高町特別職報酬等審
議会が開催され「職員と
同様の減額」と答申を受
けた。

問 この条例によって、
不必要となる予算はいく
らか。
総務政策課長 町長、副
町長、教育長の３名を合
わせて 万４１８３円の
減額となる。

49

撮影

阿部 秀樹 氏

枝ミドリイシ

4
月

7
平成 25 年

問 今年５月末の一般紙
に、大きな被害が予想さ
れる「南海トラフ地震」
が発生する切迫性はかな
り高い、との政府見解が
発表された。
３月下旬には和歌山県
が新たな津波浸水想定を
発表しているが、今の町
の取組みが知りたい。
町長 県の新たな浸水想
定の公表で、当町でも津
波ハザードマップ、土砂
災害ハザードマップの作
成や地域防災計画の見直
しに取り組んでいる。
現在は、避難所や避難
路等の整備、見直しに取
りかかっている。
問 毎年７月下旬に県下
一斉津波避難訓練を実施
してきたが、今までは沿
岸部だけの訓練であった。
今回の津波浸水想定で
は、町の内陸部にも津波

栄

議員

問 今回、避難路の整備
事業も行われており、そ
の避難先に防災倉庫を設
置し、防災用品の備蓄を
してはどうか。

荊木）にも訓練の参加を
呼びかけている。

茂美

は押し寄せてくる。
津波避難訓練の見直し
は、しているのか。
町長 今年度の避難訓練
は、海岸部９地区だけで
なく、内陸部の浸水想定
区域６地区（小池・下志
賀・谷口・小中・高家・

防災倉庫の備蓄充実を

町長 備蓄倉庫に適した
場所を選定し、そこに非
常食などを備えていきた
いと考えている。

問 ため池の下の民家は、
地震による決壊等の不安
を感じている。
町長 ため池の防災対策
には、ため池等整備事業、
農業用施設災害復旧事業、
小規模土地改良事業等の
補助事業を利用し改修を
進めている。

問 長年、利用せず放置
されたままのため池もあ
り、埋め立てて有効利用
する計画はないのか。
町長 ため池廃止事業を
活用すれば埋立ては可能
であるが、水利権、ため
池が無くなることによる
保水能力に代わる周辺排
水路への手立て等、二次

災害を起こさないための
精査が必要である。

問 ため池の見回り点検
等のソフト面対策はされ
ているのか。
町長 平成 年度から定
期的にため池診断を行い、
安全性を確保するための
老朽度調査を行っている。

―他の一般質問―
「内原駅について」
「交通手段の確保を」

問 地震の大きな揺れか
らくる被害を最小限にく
い止めるため、窓ガラス
が大変多い保育所や学校
には、ガラス飛散防止フ
ィルムを取り付けるべき
ではないか。
教育長 子どもの安全上
のことを考えると大事な
ことで、町長部局とも検
討しながら、やっていか
なければならないと考え
る。

17

月

7
平成 25 年

5

6
月

7
平成 25 年

問 公民館図書室の充実
町長 夢のある質問だが、
についてどう考えるか。 今ここで、答弁できない。
教育長
年３月末現在 教育委員会の意見を尊重
で１万３９２５冊の蔵書 していきたい。
があり、日曜祝日、正月
問 平成 年
前後を除き開室している。
度からの「新
毎年約３００冊の新刊
学校図書館図
図書を購入し、充実を図
書整備５カ年
るとともに、町民からの
計画」では、
リクエストにも対応して
図書標準の達
いる。
成を目指すこ
今後、さらに利用者サ
とや新聞配備
ービス向上に努める。
などとあわせ
問 学校図書室と公民館
て、学校司書
図書室とのネットワーク
の配置につい
作りも課題だと思うが。
ても地方交付
教育長 今後の検討課題
税による財政
措置がされている。
だと思う。
当町の現状は。
公民館図書室の内容を
教育長
年度末で、町
もっと学校の子どもたち
や地域住民にもＰＲして 内全ての学校が図書標準
の蔵書数を達成している。
いきたい。
学校司書の配置はおこ

25

問 最後に、町づくりの
ひとつとして、乳幼児か
らお年寄りまで集える図
書館、文化の拠点として、
また、子育ても応援でき
る夢のある図書館の建設
に取り組んでいただきた
い。
教育長 将来的に建設で
きればすばらしいと思う。

なっていないが、内原小
学校に司書教諭を配置し
ている。
今後も学校図書館への
支援に努めたい。
問 今回措置されている
学校司書予算は、１週当
たり 時間の職員を、２
校に１名程度配置すると
なっている。
すぐに雇用ということ
にはならないと思うが、
学校図書の有効活用や、
環境充実など考え検討を。
教育長 現状では、担当
の先生と児童・生徒によ
る図書委員会で、貸し出
しや整理など図書館活動
をおこなっている。
学校司書の雇用が理想
だと思うが、今の子ども
たちの活動を応援してい
きたい。

問 県道比井
紀伊内原停車
場線は非常に
交通量の多い
道路だが、特
に、役場前か
ら谷口三叉路
間の舗装の傷
みがひどく、
単車での通行
では、危険を
感じる場所が
何箇所もある。

早急な改修が必要だと
思うが、どのようになっ
ているか。
町長 県単独事業での改
修を要望しているが、県
財政が厳しいこともあり
進んでいない。
非常に傷んでいる箇所
があることは十分承知し
ており、特に交通量の多
い路線でもあるので、早
急な補修を強く要望する。

傷みが激しい県道（小中地内）

議員
佳奈子
西岡
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30

問 自治体のクラウド化
は、総務省、及び県の情
報政策課が中心となり、
県内各自治体に取組を強
化するよう進めているが、
未だ導入実績がなく、よ
うやく日高郡内の４町
（由良、美浜、日高川、
日高）が初名乗りを上げ
た。
このシステムの最大の
メリットは、費用の割り
勘効果によるコストの削
減であるが、わずか４町
ではあまり期待できない。
費用的にはどれだけの
削減を目指しているのか。
又、今後、他町の参加
見込みは。
町長 自治体のシステム
には、大きく住民の情報
を取り扱う基幹系システ
ムと、職員の事務のため
の情報系システムとの２
つに分ける事ができる。
郡内４町が進めている
のは、職員向け情報系シ
ステムの共同利用です。
主にインターネットや
メールの利用といった外
部との接続部分を統一す
ることを目的としている。
費用的には約５年間で
１３００万円（ ％）の

ループの中で対応し進め
ていきたい。

報システムを変更したば
かりだが、今後どうする
のか。
町長 十 分 慎 重 に 対 応
していきたい。

問 システム変更に伴う
財源措置はないのか。
現在の所

総務政策課長

ない。

自治体クラウドとは、地方公共団体が自庁舎で保有・管理していた情報システムを、インターネットを通じ
て外部の民間のデータセンターで保有・管理し、共同利用するための取組で、 費用が大幅に抑えられ、セキュ
リティ、災害からの面でも安心であり、今、全国で推進中である。
今までは国のシステムが変わるごとにシステム変更料が各町ごとに発生したが、クラウド化すればデータセ
ンターで修正すると全町に対応でき費用は格段に安くなる。

自治体クラウドとは

問 現在郡内６町で３社
の業者がそれぞれのシス
テムで入っている。
現在使用のシステムの
契約時期も全町違うし移
行には時間と多額の財源
がかかる、当町も昨年情

問 全国的にも今２割の
町村しか進んでいない。
その為に、国から和歌
山県に自治体クラウド推
進の担当者を派遣してい
ると聞いている。
町でも多く加入する
方がより費用も抑えられ
ることから、神奈川県で
は県下全町村加入で事務
組合を作り一斉に進めて
いる。
町村会でも中に入って
もらって調整すればいい
のではないか。
町長 難しい問題点も多
くあるが、１度勉強会を
開いて検討したい。

1

コストダウンになる。
今後は南部、印南町も
加入の予定である。
問 基幹系システムもこ
の４町で進めるのか。
総務政策課長 基幹系シ
ステムについては、町ご
とに取引している業者が
異なるのでワーキンググ

現在の情報系サーバー

議員
正巳
清水

月

7
平成 25 年

7

36

8
月

7
平成 25 年

13

22

状況を見てみると、 市
町村が設置済みであるが、
内、法人団体は 市町、
任意の団体５市町、未加
入４市町とバラバラの状
況であり、残り８町村が
未設置であった。
郡内でも南部町だけが
公益社団法人登録してい
るが、御坊市、美浜町、
由良町、印南町は団体と
しては存在するが、未加
入または任意団体であり、
日高川町及び日高町は未
設置の状
況であっ
た。
委員か
らは、こ
の こ と
（法人、
任 意 団
体）につ
いての質
疑が多く
出 て い
た。
さて日

高町は先に述べたとおり
来年度設立予定とのこと
であるが、設立前の十分
な準備活動は、設立後の
センターの充実と発展に
もつながることから、最
低６ヶ月程度の準備期間
が必要といわれている。
しかし未だ当町にはそ
のような動きが無く準備
が遅れているのではと当
委員会では感じている。
常任委員会では他、雇
用関係、法的な規制、関
係法律等、さらに十分な
勉強をするため引き続き
調査研究を続けることに
した。

委員会は、５
月 日に平成
年度から和歌山
県緊急雇用創出
臨時特例基金活
用事業で里山環
境保全整備事業
の実施した（上
志賀・久志・比
井・小浦・方
杭）の５地区を
視察した。緩衝
帯のこれまでの管理状態、
これからの管理及び評価
について現地に出向き調
査をした。
完了している上志賀・
久志の２地区については
管理の方法は違うが、関
係者で話し合いが出来て
おり、継続した管理が期
待できる。
効果としては「獣が発
見しやすくなり、対処も
早くできるようになっ
た」との報告もあり関係
者は大変喜んでいるとの
ことであった。
残りの３地区について
は事業が完了して間もな
いと言うこともあり、効
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果は確認できてはいない
が期待しているとのこと
であった。
いずれにしても、高齢
化及び農業従事者の減少
など心配されることが多
い中で、今後の管理がど
れだけ出来るかにより効
果が見えてくる。
また別の効果としては、
休耕する予定の所が伐採
をしたことで継続するよ
うになったとの報告もあ
り放棄地の広がりに少し
のブレーキになると期待
している。
しかし、里山保全に関
係する緊急雇用事業が平
成 年度で終わり、今後、

夏・高校野球が始ま

緩衝帯の申請が出てきた
場合、地元負担による事
業になることから実施に
は期待が出来ない。
最後にまとめとして、
実施した５地区に継続し
た管理を期待すると共に
今後益々増えるであろう
耕作放棄地対策も執行部
に求める。

る

ここ数年は地元や知

人の子供さんが出場し

ているので、紀三井寺

家族にし

球場に足を運んで応援

している。

てみれば、３年間の懸

命な練習を見ているだ

けに、何とか練習の成

果を出して一戦でも勝

ち続けて欲しいという

思いは私にも十分伝わ

ってくる、だから熱が

入る。そんな結果もこ

の紙面が届く頃には決

まっている。

正巳

がんばれ地元球児。

清水

この広報紙は再生紙を使用しています。

委員会レポート
委員会は、去る５月
日、和歌山県シルバー人
材センター連合会から事
務局長を招き、来年度設
立予定のシルバー人材セ
ンターについての調査研
究を行った。
連合会事務局からは人
材センター設立に当たっ
ての基本的な考え方、設
立前の準備活動、組織づ
くり、及び人材センター
事業概要等々について詳
しく説明を受けた。
考え方の基本は、働く
意欲のある高齢者が主体
となり、就業を通じて、
収入の獲得の他、自身の
生き甲斐の充実と社会参
加を実現、ボランテイア
精神で地域社会の活性化
に貢献し、自主的に組織
運営されることが基本で、
さらに地域全体に広がり
のある準備活動に行政の
積極的な協力、援助が必
要であると感じた。
県下の 市町村の設置
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