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６ 月 定 例 会
第２回定例会は６月 から 日まで、８日間の会期
で開催した。
今定例会には報告６件、同意１件、諮問１件、議案
７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。

—

一般会計補正予算

。
主
— な内容

庁舎本館の屋上防水等の維持修繕費
３０２万６千円、社会保障・税番号制
度導入にかかるシステム整備電算処理
委託料３４７万４千円、老人憩の家の
解体撤去工事費７９９万２千円、荊木
区・谷口区の祭りの用具整備に対する
コミュニティー助成事業補助金４９０
万円、消防団員３名退職報償金２５４
万７千円、方杭・小杭地区における避

問 財産管理費の維持修
繕費３０２万６千円の説
明を。
総務政策課長 役場庁舎
本館の屋上で、一部シー
ト防水で施工していたが、
春の嵐等でシートが剥離
した。
今回それを撤去、アク
リルゴム系の塗膜防水を
おこなう予算である。

問 コミュニティ助成事
業補助金の詳細は。
総務政策課長 祭りの関
係で、荊木地区は獅子舞
の覆い赤ちりめん一式、
のぼり６張、はんてん
枚、堤灯６張で事業費
３２７万６千円で、補助
金は２５０万円である。
谷口地区は、屋台の下
の台の新調で、事業費２
４７万円で、補助金は２
４０万円である。
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問 子ども・子育て支援
新制度システム委託料５
１８万４千円は、具体的

にどういったシステムの
委託料か。
住民福祉課長 平成 年
度からの子ども・子育て
支援新制度施行に向け、
新たな給付制度の創設に
合わせた、保育の必要性
の認定や、施設・事業者
の確認、施設間の利用調
整、国との情報連携など、
新たな事務処理をおこな
うため、情報システムの
構築をおこなうものであ
る。

新調する屋台下
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難路整備工事３９６万５千円など。

役場本館屋上の防水対策を施工する箇所
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月
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—

水道事業会計
補正予算

主
— な内容

有収率が低下傾向
にあることから、水

日高町老人憩の家
設置及び管理に関する条例の廃止

の予算を計上したが、ご
利用いただいた関係者の
皆さんには大変ご迷惑を
お掛けすることになり、
改めてお詫びを申し上げ
る。
今後の取り組みについ

平成 年度に実施した耐震診断の結果、及
び津波浸水区域内に位置することから、地区
住民の方々と検討を重ねてきた。
今回、地元区の同意を得、地区住民の安全
を図るため取り壊すことから、関係する条例
の廃止、改正をおこなうもの。
問 取り壊すことは仕方
ないと考える。しかし、
事後処理についての十分
な措置が採られていない
から反対している。
町長 地域の安全を守る
ために、建物の取り壊し
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松本町長所 信 表 明 （ 抜 粋 ）
この度皆様の力強いご支援を受け町政を担わさ
せて頂くことになりました。皆様とともに笑顔で
健康に暮らせる町づくりを目指してまいりたいと
考えています。
公約は災害時の避難場所を兼ね備えた子どもか
らお年寄りまで１日楽しく過ごせるコミュニティ
広場の建設、高等学校卒業までの医療費の無料化
等、これらの実現に向け取り組みを進めたい。

監査委員の選任について同意した。

道管の漏水調査委託
万１

料で６５０万円の増
額、人件費で

千円の減額など。

ては、関係者と町とが協
力しながら十分考えてい
きたい。

問 地域の理解が十分に
得られていないと感じる。
老人憩の家に代わる施
設は確保されているのか。
町長 比井小学校の講堂
や体育館２階ホールを利
用していただきたい。
その他の点については
今後協議して取り組んで
いく。

問 教育委員会は、公民
館分館が廃止で良いとい
う考えなのか。
教育長 廃止は仕方がな
いと捉えている。

問 今の建物は取り壊す
が、こういう施設が必要
なら、条例を廃止する必
要はないと思うが。
教育長 建 物 が な く な
り、分館として機能でき
ないので、条例が必要で
なくなったと捉える。

問 廃止によって、予算
はどのようになるのか。
住民福祉課長
万円ぐ
らいの減額となると思う。
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人権擁護委員として推薦したいと諮問があり、
全員一致で適任と認めた。

問 漏水調査は、町内全
域ということか。
上下水道課長 流量計等
も設置して、ある程度範
囲を狭めながらやってい
くことになる。
基本的には町内全域だ
が、水位計やポンプの運
転状況をみながら、漏水
があまりないと思われる
地区は省いていきたい。

取り壊される老人憩の家（比井地内）
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項目

介護納付金

改正前の

改正後の

改正前の

改正後の

税率・金額

税率・金額

税率・金額

税率・金額

所得割額

１.９８％

２.１５％

１.７４％

２.２０％

資産割額

７.７５％

８.５０％

７.９０％

１０.４０％

均等割額

７,３００円

８,０００円

８,６００円

１０,８００円

平等割額

６,１００円

６,６００円

４,８００円

５,９００円

１４万円

１６万円

１２万円

１４万円

賦課限度額

＊基礎課税分（医療給付費分）は据え置き。

平成２７年４月１日以降に新規取得される新車から適用

現行の税額

改正後の税額

軽四輪自動車（自家用）

７, ２００円

１０, ８００円

軽四輪貨物自動車（ 〃 ）

４, ０００円

５, ０００円

現行の税額
原動機付自転車

改正後の税額

５０㏄以下

１，
０００円

２，
０００円

５０㏄超９０㏄以下

１，
２００円

２，
０００円

９０㏄超１２５㏄以下

１，
６００円

２，
４００円

（専決処分）

平成２７年度分以降の税について適用

日高町税条例
の一部を改正

来年４月以降

地方税法等の改正に伴い、原付、軽四
輪自動車、軽四輪貨物自動車等の税率引
き上げ、法人住民税等の改正をおこなう
もの。

原付・軽四輪自動車税引き上げ

日高町国民健康保険税条例
の一部を改正

後期高齢者支援金分

地方税法施行令の一部改正等により賦課
限度額の引き上げと、５割軽減、２割軽減
の対象となる世帯を拡大するもの。（専決
処分）
保険給付費の伸び等により、不足する財
源を確保するため税率を改めるもの。

国民健康保険税引き上げ

平成２８年度分以降の税について重課を適用
１３年を経過した軽自動車税について適用

軽四輪自動車（自家用）
軽四輪貨物自動車（ 〃 ）

１２，
９００円
６，
０００円

＊上記表は一部であり、示した以外にも営業用、三輪、
農耕作業用など改正された。

来年度取得分から軽自動車税が引上げられる
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議会の新しい構成

月 日に開催した臨時会
で、組合議会議員の選出、各
委員会の正副委員長の交代、
欠員の補充についての報告な
どがおこなわれた。

組合議会議員の選出
後期高齢者医療広域連合
清水 正巳
日高病院経営事務組合
楠 新一

欠員の補充
議会運営委員会
井垣 弥
清水 正巳
新議員の所属委員会
総務福祉常任委員会
田坂 義則
産業教育常任委員会
芝 充彦
議会広報特別委員会
芝 充彦
正副委員長の交代
総務福祉常任委員会
副委員長 榮 茂美
産業教育常任委員会
委員長
天満 滋明
副委員長 井垣 弥
議会広報特別委員会
委員長
井垣 弥
副委員長 西岡 佳奈子

5

議員

町長 例年、日高町の７
月の降雨量は、３百ミリ
前後を計測しているが、
昨年７月は、日照りが続
き ミリしかなかった。
平成 年７月も、降雨
量の減少により、河川の
流水量が減少したことに

加え、頭首工による滞留
の影響が重なり、計測数
値が大きくなったものと
推測される。

西川頭首工で水流が

問 清水井橋の少し上流
の頭首工の高さは、もう
少し川の流れが下流に行
くように考えるべきでは
ないか。
町長 この西川頭首工は、
昭和 年に県が設置し、
日高町土地改良区が管理
し、この頭首工から取水
された水は、年間を通じ
て農業用水として供給し
ている。
この頭首工の堰高は、
水路断面、流量、取水口
の位置等を考慮して設計
されているので、これを
低くすることは構造上非
常に困難であると考える。
問

61

茂美

ml

ml

44

22

榮

億３千万ＭＰＮ／百
という驚異的な数字で、
同じ西川・原谷地点では
７万９千ＭＰＮ／百
であり、桁数が違う。
同じ西川であり、どう
いった原因が考えられる
のか。

清水井橋付近の西川

問 町内の河川水質検査
のデータを見て、水質改
善が必要だと思うが。
町長 毎年７月下旬に水
質検査を実施しているが、
測定時における気象状況
や、生活雑排水の流入に
よる影響があると思う。
問 毎年６月上旬に、全
国一斉河川水質検査が行
われ、日高町では３年前
から「ほたるの会」がこ
の活動に参加しているが、
西川の水質が下流に行く
ほど悪くなっているが。
町長 検査数値は、降雨
量の状況による河川の流
水量の増減により、計測
数値に影響が出る場合が
あると思われる。
問 昨年度、西川・清水
井橋付近での水質汚濁数
値が高く、ここでの平成
年度の大腸菌群数は２

22

月

7
平成 26 年
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せき止められた辺りから
下流の川沿いでは、水流
のない暑い日が続くと臭
いがある。
住民の住環境保護のた
め対策を求める。
町長 総体的に下水道事
業を推進してきたことで、
河川の水質改善には一定
の成果があったものと考
える。
今後も、下水道事業の
普及促進に努める。

問 産湯海水浴場へ流れ
込む南出川の水質は良い
が、産湯川の水質が良く
ない。
こうした身近な河川に
皆が関心を持って関われ
るように、役場内に「ほ
たる課担当者」がいても
いいのではないか。
町長 夢広がる名称であ
ると思うが、そういう担
当者を設ける考えはない。

他の一般質問
「紀の国森づくり基金
活用事業」
「ゴミ減量化の取組み
を」

議員
正巳
清水

問 この度の町長選にお
ける公約の中にフィール
ド・コミュニティの建設
なる新しい言葉が出てい
るが、考え方構想を聞か
して頂きたい。
町長 子供からお年寄り
まで、一日楽しく過ごせ
るコミュニティ広場の整
備であり、子供たちが遊
べるわんぱく広場、
トレーニングコー
ス、お年寄りが散策
できるコースを設
け、皆様が憩いなが
ら健康づくりに取り
組むとともに、災害
時の避難場所にも活
用できる総合的な広
場の建設を考えてい
る。
問 このことについ
ては大賛成だが、場
所・建屋のことも考
えているのか。
町長 適地の選択も
含め何点か出して検
討していきたい。
問 かなり大事業に
なり管理費の問題等
々難しい問題も出て
くると考える。

専任担当者を任命し、
十分慎重に進めてもらい
たい。
町長 私としては政治生
命をかけて実行したいと
問 大災害発生後のヘリ
思っているので、構想を
実現に向けて進めて行く。 等による空からの救援・
救助活動を迅速かつ的確
に行っていくために孤立
するおそれのある地域等

に、建物の屋上、平地の
広い場所に地名標示を入
れてはどうか。
町長 上空からの調査は、
迅速かつ広範囲にわたっ
て状況を把握することが
でき、防災ヘリコプター
等による被害調査や救出
・救援・物資搬送等の役
割が期待されるところで
ある。
現在のところ、ヘリコ
プター用対空標示を整備
する計画はないが、議員
ご指摘のとおり、大規模
災害の発生時等には、こ
の対空標示というものが
防災ヘリコプター等の活
動に効果的であるので、
防災ヘリコプターを運用
している和歌山県とも今
後の整備のあり方につい
て、協議し力を入れてい
きたいと考えている。

問 町内海岸線沿いの消
防車庫は津波発生時には
全く役に立たない。
今後の計画は。
海岸線沿い５地区

理想的なコミュニティ広場

町長

の消防車庫は海抜３ｍ〜
ｍ程度の所にあり、ほ
とんどが浸水地域に位置
しているが、早く集結し
て消火活動を迅速に行え
る場所でもある。
現時点では車庫の位置
等を変更する考えはない
が、移転時には地元の皆
さんと協議してまいりた
い。

問 昨年から準備にかか
っているシルバー人材セ
ンターだが設立日はいつ
になるのか。
町長 各地区で説明会の
実施をしたところ、現在
名の入会申し込みがあ
り、７月中の設立総会開
催に向けて準備している。

11

55

6
月

7
平成 26 年

問 先の選挙において町
長は、公約として「子育
て支援の充実」を掲げら
れ、「保育所・学童保育
・クエっこランド」を示
された。
保育所についての具体

住民福祉課長 現在、正
規職員の保育士が 名、
調理師が２名。
臨時の保育士が 名、
調理師が７名である。
歳定年として、５年
後の正規職員は保育士７
名、調理師１名、 年後
は保育士２名、調理師１
名となる。

12

20

たい。

問 臨時職員の給料は。
住民福祉課長 月額 万
３４００円である。

問 保育所の民間
委託・民営化につ
いての考え方は。
町長 近年、保育
士を必要数確保す
るのが困難になっ
てきている。
このような状況
も踏まえ、今後住
民皆様の意見も聞
き、関係者と十分
検討していきたい。
また、子ども・
子育て会議での意
見も考慮し判断し
たい。

問 正規職員の採用を。
町長 十分検討していか
なければならない。

10

ー その他の一般質問 ー
・全国学力テスト
・教育委員会法改悪

の が 「 子 育 て 支 援 の 充 が本来のあり方であり、
的な内容は。
町長 妊婦検診、こんに
実」であると考えている。 その中で充実に取り組ん
ちは赤ちゃん事業、子育
赤ちゃんからの一環し でいただきたい。
町長 子ども・子育て会
て支援センター、保育所、 た子育て支援を行ってい
議での議論・意見も参考
学童保育などが一つとな きたい。
に、住民の意見も聞きな
って、保護者と子どもさ
問 現時点で考えられて
がら、関係者とも話合い
んをトータルで支援する
いることは。
をし、進めていきたい。
町長 現在土曜日
は半日保育だが、
問 よりよい
保育士の体制が整
保育の実現の
えば１日保育にし
ために、計画
たいと考えている。
的な正規職員
の採用、臨時
職員の待遇改
善が不可欠だ
と考えるが、
どうか。
町長 町の保
育料は国基準
額の約 ％で
あり負担軽減
を図っている。
正規職員の
採用や臨時職員の待遇改
善の検討にあたっては、
それらも含め、さまざま
な角度からの検討も必要
になる。

60

問 保育に責任を
問 現状の保育所職員の
負う自治体として、 内訳と５年後、 年後の
保育所の直接運営 見込みは。

54

10

町長

問 保育の仕事の中身に
正規も臨時もない。
近隣市町でボーナスや
経験加算、担任手当など
支給しているところもあ
る。
本来正規職員として採
用すべきだが、待遇改善
について、十分な検討を。
十分検討していき

16

議員
佳奈子
西岡

月

7
平成 26 年

7

保育の充実を（内原保育所）

8
月

7
平成 26 年
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委員会は５月 日に開
催し阿尾の工事現場を視
察した。
視察前に担当課長から
阿尾地区の急傾斜地崩壊
対策事業及び避難広場整
備事業について説明を受
けた。

この急傾斜地崩壊対策
事業については県営事業
で、工期は平成 年度か
ら 年度までの５力年計
画で実施しているもので
あり、事業費は１億９５
１６万５千円で、うち町
の負担金が４８７万８千
円で全体の２・５％であ
る。
そして急傾斜事業と避
難広場事業は現場が同一
であるため一帯整備する
ことにより円滑な事業の
遂行を図るよう、町の避
難広場事業の７９６５万
円を工事委託金として県
と協定を交わし工事を進
めているとのことである。
その後、工事現場を視
察した。
工事用道路を上ってい
くと法面の法枠工事や避
難広場等の作業を行って
おり、広場の幅員は約
メートル、長さが１０
０メートル程度で面積は
１０００㎡を予定してい
る。
避難広場は海抜 メー
トルの所に位置し、広場
から真下の海面を見下ろ
すとその高低差が実感さ
れた。
23

20

選挙にて、松本秀司町長が

日高町議会議員補欠選挙当選者

び申し上げるとともに、こ

また町議会補欠選挙によ

り広報メンバーも入れ替わ

り心機一転メンバー全員、

力を合わせて編集していき

たいと思いますので、皆さ

ん、どしどしご意見よろし

月 日投開票の町議補欠選挙で、芝充彦
氏、田坂義則氏が当選しました。
芝充彦氏は産業教育常任委員会と議会広報
特別委員会に、田坂義則氏は総務福祉常任委
員会に所属します。

この広報紙は再生紙を使用しています。

委員からは避難の際に
どのルートでこの広場に
登って来るのかについて
の質問があった。
担当課長からは今後阿
尾区と相談しながら避難
路の場所、工法について
検討していくとのことで
あった。

弥

井垣

充彦氏

芝

氏

義則

田坂

くお願いいたします。

避難広場予定地（阿尾）

５月１１日の日高町町長

27

10

5

れからの日高町をよりよく

11

して頂きたいと思います。

委員会レポート

阿尾地区に
避難広場整備
－海抜２０m－

急傾斜地崩壊対策事業の現場での説明（阿尾）

誕生しました。心よりお慶

