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8月羽日に︑令和2年度
子ども議会が︑役場の議場
において開催されました︒

決定されました︒

子ども議会は︑町内の小
中学生W名(うち議 長 1 名 )
の児童・生徒が︑町議会の
しくみや流れを学び︑また
町づくりについての思いや
希望を話し合っことを通し
て︑子どもの考え方や発表
能力を高めることを目的と
し︑毎年開催されて い ま す ︒
今年は︑新型コロナウィ
ルス感染症の影響もあるた
め︑開催するのか検討しま
したが︑何事も新型コロナ
ウィルスのせいにしてやめ
てしまうのではなく︑子ど
もたちの経験や学びの機会
を大切にし︑できることか
らやっていこうと︑開催が

0

中村達希議長にょり議会が
進行し︑議員の質問は一般質
問^^にょりー^1問で一^わ

れ︑その内容は︑今年は新型
コロナウィルス感染症の影響
に関するものが多く出されま
した︒

子どもたちは︑みんな落ち
着いて︑わかりやすく発言し︑
町が現在直面している事柄を
的確に質問していました︒
町長は︑﹁毎年︑子どもた

ちの質問内容は︑よく考えら
れていて今の問題を的確にと
らえている︒本物の議会と変
わらない内容となっている︒﹂

と話し︑子どもたちの質問に
対して1問ずつ丁寧に町の施
策も六Xえながら答弁し︑子ど

もたちはその答えに︑うなず
きながら︑納得した様子で聞
いていました︒

質問が素晴らしかったので
質問は全文を︑答弁は要約し
て︑載せています︒

︻質問︼

誰もが住みやすい町づくりにつ
いて

九度山小学校6年

神保成希議員
私は︑九度山の町づくりにつ
いて子どもやお年寄りにとつて
の視点から質問したいです︒例
えば九度山町にはスーパーがあ
りません︒だから︑買い物に行
こうと思ったら高野口か橋本に
出ることになるため︑橋を渡ら
ないといけないということにな
ります︒これは︑車を運転でき
る人にとつてはそんなに気にな
ることではないかもしれません
゛︑︑
力 車を運転することができな
い高齢者は︑タクシーを使って
行くことになるため︑簡単では
ありません
ここ九度山では︑若い夫婦に
住んでもらえるような取り組み

誰もが住みやすい町の実現につ

︻答弁︼

ながるのではないのでしょうか︒
これからの町づくりについて
のお考えを教えてください︒

神保議員の発言のとおり︑﹁
誰もが住みやすい町づくり﹂を
進めることが町の魅力を高める
と考え︑取り組んでいます︒
新婚夫婦や子育て家族には︑

家賃補助やチャイルドシート購
入補助︑そして中学生まで医療
費の無償化などを行い︑住みや
すい環境を整えています︒
乃歳以上の高齢者にはシルバ
ータクシーチケットを配布し︑

外出しやすくなるようにしてい
ます︒

他にも町内に買い物をする場
所が無い問題を解決するため︑
道の駅に農産物以外の食材や日
用品も並べてもらえるようにし
ました︒さらに高齢化が進むの
で︑買い物支援などが今後の検
討課題と考えます

んどん減っています︒

区は過疎化が進み︑人口がど

が行われていると聞きました︒
同じように小さな子どもや高齢
者にとつても優しい町づくりが︑

災組織の設立促進に取り組ん
各地域では日頃から皆さん
で防災教育や避難訓練などを

古川議員の︑こ質問のとおり︑

来ると言われている南海トラ

実施されています︒

︻質問︼

フ地震がす︑こく心配です︒も

具や感震ブレーカー設置に補,
助金を創設しています︒

ば︑町のホーム︒ヘージに京大

︑

僕は︑自然や歴史の豊かな河
根地区のことをみんなに知っ
てほしいと思っています︒
そこで︑河根地区を通るこ
の京大坂道をPRして︑色々
な人達にこの道を歩いてもら
い 河根地区や九度山町の良
さを広めることができたらい
いなと考えています︒たとえ

でいます︒

しそんな大きな地震が起こっ
ても︑町のみんなが安全に避
難することができるような町

最後に︑議員こ提案の町全
体の防災訓練は︑参加する行

雨にょる士砂崩れもですが︑

うと同時に︑九度山町は大丈
夫なのかなと思いました︒大

であってほしいです︒
ホーム︒ヘージで防災マップ

九度山町の感染症対策につい
て

九度山小学校6年

を見ることができますが︑町

政機関などと調整して︑今年
度末頃に実施する予定です︒

坂道のPR動画をアップする︑
SNSに道沿いの名所の写真
を投稿する︑イベントでウォ
ークラリーをして︑まちなか
だけでなく︑京大坂道の名所
をチエックポイントにする︑
中屋旅館を民泊に利用するな
どはどぅでしょうか︒河根地
区の活性化についての考えを
聞かせてください︒

町では︑観光産業に大きな 号
力を注いでおり︑町を﹁世界 月

︻答弁︼

正木太遥議員

遺産﹂﹁まちなか﹂﹁自然体験﹂勧

僕たちは︑

こども地域学習に参加し︑河
根中学校の横を通っている京
大坂道を歩きました︒丹生神

社や中屋旅館塩竃︑千石橋
などの歴史を知り︑むかしは
たくさんの人々がこの道を歩
き︑河根の地で疲れを癒やし︑
高野山へお参りしたことがよ
くわかりました︒今︑河根地

︺

正木議員ご提案の﹁中屋旅 W
館の民泊活用﹂は﹃滞在型の

考えます︒

都市部との交流を図りたいと報

の三つのゾーンに分け︑活用 口
しています︒河根・丹生川地
区は︑﹁自然体験ゾーン﹂と
ま
して︑歴史と自然を活用した や
﹃滞在型の体験観光﹄を軸に︑<

6月に伊都地方

河根地区の活性化について
河根中学校3年

︻質問︼

さらに︑家具の転倒防止器

観光客を完全に止める事は
難しいため︑各施設では来館
者全員に検温やアルコール消
毒などの感染予防対策を徹底

自分はどこに避難すれぱよい
のか知るには︑それだけでは

が懸念されます︒

しています︒

不十分な気がします︒

のみんなが︑どこが危険で︑

ます

今後は︑感染拡大状況を踏
まえ︑観光施設等の臨時休館
などにょり︑感染予防に努め

新型コロナウィルス感染症の
影響で大きく損害が生じた経
済活動の再開が本格 化 す る と ︑
人の移動などにょる感染拡大

古川咲樹議員
私は︑九度山町の感染症対
策について質問したいです ︒
今︑テレビは新型コロナウィ
ルスについてのニユースが流
れない日がないと言っていい
ほど︑感染が拡大してきてい

ます︒正直最初は何となく
他人事のような気がしていま
したしかし︑今は違います︒
感染者がどんどん出ている中
で︑旅行をすすめる﹁G O
t 0 キャンヘーン﹂がスタ
ートし︑県外から多くの人 が ︑
和歌山県に来ています︒

す︒

九度山町は士砂崩れの危険
があるところが多いため︑私
たちが学校でする避難訓練を
町全体でするのもよいのかな
と考えたのですが︑特に地震
について︑防災マップの他に
対策があれば教えてほしいで

私たちが住むここ九度山町
も︑真田幸村ゆかりの地とし
て︑真田ミユージアムをはじ
め︑道の駅等︑観光客に向け

まずは︑備蓄物資や防災資
機材︑消防団装備品の充実や
消防車両の更新などを進めて
いまt︒また︑士砂災害の危
険箇所が多いため︑迅速かつ
正確な避難情報の発信にも努
めています︒つぎに︑自主防

行っています︒

杉原議員がご心配される地
震について︑町でも防災マッ
プのほか︑様々な取り組みを

︻答弁︼
︻質問︼

私は︑九度山町の災害対策
について質問したいです︒少
し前に大雨の日が続いていた
時︑日本各地で洪水と同じく
らい土砂崩れにょる被害が出
ました︒すごく怖いなあと思

杉原蒼弥議員

九度山町の災害対策について
九度山小学校6年

た施繋あり︑他県ナンバー
の車が町内を走っているのを
よく見ます︒観光客が来るこ
とは街の活気にもつながるの
でょいとも思うのですが︑ 何
か密にならないような制限や
対策のようなものも必要なの
ではないかと思います︒町と
して︑さらに感染が拡がらな
いようにど の よ う な 対 策 を お
考えでしょ・ フ か
︻答弁︼

広報くどやま令和2年11月号〔2〕

体験観光﹄を実現するために
らつて通学してい ま す ︒ 先 日 ︑

ころ︑検討しますとの回答を

︑

とのことです︒

,︑

2つ

に歩道をつけてはどうでしょ
うか︒歩道が整備されると︑

通学する際に車道との区別が
明確につき︑事故につながる

ガードレールを

危険性が低くなります︒
2 つめは︑ガードレールに
ついてです︒山道や歩道に︑
ガードレールをつけてはど︑つ
でしょうか0

設置することで︑曲がり角に
気づかず脱輪したり︑車と歩
行者が接触したりする事故の
危険性が低くなると思います
以上のことから︑歩道の整備︑
ガードレールの設置をしては
どぅかと考えます︒いかがで
しよ︑つか︒

︻答弁︼

ーつめの歩道の整備ですが︑

町内で通学・通勤等に利用す
る道路は︑おもに国道や県道
です︒九度山駅から丹生橋ま
での県道は︑歩道拡幅を含め
た整備事業が始まりました︒
また︑町内を通る国道37
0号についても︑県道と同様
に道路整備事業が決定されま

中垣敬斗議員

感じています︒

︻答弁︼

町内には︑道の駅役場な
どの無料開放駐車場や丹生川
流域の有料駐車場があります
無料開放している道の駅の

時問帯に一方通行を行ない︑
当面の安全対策としています︒
2つめのガードレールの設
置ですが︑高低差がある場所
や見通しの悪い場所には︑す
でに設置していますが︑様々
な条件にょり設置できていな
い箇所もあります︒

今後は︑道路の改良工事で
設置を進めるほか︑山間部で
は道路の端がわかるような誘
導標を検討したいと考えます︒

︻質問︼

九度山町への力フエ・コンビ
二の誘致について
九度山中学校3年

和田樹議員

子どもたちの質問はどれも︑
今起きている問題や不安など
日々の生活の中で︑敏感に感
じている思いを素直に表現し
ているものでした︒
自分が住んでいる町につい
て︑どぅすればよりよくなる
か︑どんな町に住みたいのか︑
自分たちで考え︑質問してい
るまなざしは︑真剣で︑まっ
すぐ前を見据えていました︒

然豊かな河川を守ります︒

アウトドアのお客様が増加し
たことが一番の要因と考えま
す︒今後は︑今まで以上に清
掃活動や注意喚起を行い︑自

えています︒今年は新型コロ
ナウィルス感染症の影響で︑

以前に比べるとゴミの量が増

中垣議員が感じたとおり︑

います︒

また︑川遊びの方が多くなる
期間は︑会員が清掃活動を行

禁止啓発の幟や看板を設置し︑
コミの減量化に努めています︒

九度山町観光協会が農林総合
研修センター﹁さえもん﹂周
辺の三力所で運営しています︒
この料金収入で︑不法投棄

を徴収していません︒
丹生川流域の有料駐車場は︑

駐車場は︑夏は川遊びの方の
利用が多くなりますが︑観光
客なども利用するため︑料金

ます︒

私は力フエ・コンビニの誘
致をしてはどぅかと考えてい

︑

した︒

.

■

理由は2つあります︒ーつ
めは︑カフ工を増やすことが︑
九度山町全体を活性化するこ
とにつながると思っからです︒
より多くの若い観光客に来て

均
舟

町道についしては︑通学路に
指定されている道路は︑家屋
が接近して建っており︑幅も
十分でないため︑車道を狭く
して安全な歩道を設置するこ
とは困難です︒現在は︑通学

◎

︻質問︼

.

整備をしてはどぅかと考えて

.

駐車場の有料化について
川

した︒

九度山町にある美しい自然
を守っていくことは地域に住
む私たちにとつて重要なこと
ですが︑ゴミの処理や保全活
動等にもお金が必要だと思い
ます︒例えば︑最近川へ遊び
に来た方たちにょるごみのポ
イ捨てが増え︑以前に比べる
と川が汚れてきているように
森脇議員ご指摘のとおり︑
新型コロナウィルスの感染が
再び広がる中︑今年度末まで
にすべての小中学生に1人1

台タブレット端末が利用で
きるように準備しています︒
また︑wiFi環境も今年度
中に整える準備をしています︒
学校で一人一台利用できる
環境が整えぱ︑各家庭に貸し
出してオンライン授業を行う
ことは可能となる予定です

るのではないかと考えます︒
いかがでしようか︒

そこで駐車場を有料化して
はどぅでしようか︒有料化す
ればその収入で︑処理をする
町の負担も少なくなると思い
ます︒さらに︑人を雇うこと
ができれぱ町の雇用にも繋が

中学校の先生方がプリント
だけでなく本当の授業に近い
学習ができるようオンライン
授業に取り組み配信してれま

は自宅待機となりました︒

新型コロナウィルス感染拡
大にょる緊急事態宣石の発令
にともない︑町内一斉に臨時
休校とし︑児童・生徒の方々

︻答弁︼

います︒いかがでしょうか︒

も早い各学校へのタブレット
等の支給と︑wiFi環境の

ん以上の理由から︑少しで

しかし︑再び全国で新型コ
ロナウィルスの感染が拡大す
る中︑状況にょっては再度オ
ンライン授業が実施される可
能性もないとはいいきれませ

できました︒

す九度山町内の通学路など

の提案をしたいと思います︒
ーつめは︑歩道についてで

います︒それについて︑

私は︑九度山町内の道路の
整備をしてはどぅかと考えて

龍葵衣議員

九度山中学校3年

いて

九度山町内の道路の整備につ

︻質問︼

,

町も︑県にすべてを任せる
のではなく︑できる範囲で対
応して︑早期復旧に努めます

い

また︑安全点検は︑県が週
一回のパトロールや随時の維
持作業を行っています︒時期
にょって対応が遅れる場合も
ありますがご理解いただきた

得ています︒
カーブミ一フ1は︑現地調査

とても魅力的な意見ですが ︑

を行い︑必要な箇所について

議が必要です︒

家主さんの事情もあるため協

大雨のため赤瀬橋から河根に
向かう道が水没し︑車が通れ
ない状態になり︑学校が臨時
要望を行います︒

すことで︑更にまちの魅力を
高め︑住民の皆さまがより便
利に生活できるよう取り組み

0

道路冠水は︑町でも 確 認 し ︑
県へ早急な対策を要望したと

います︒谷議員こ指摘の落石︑

赤瀬橋から河根集落までの
道路は︑和歌山県が管理して

︻答弁︼

でしょうか︑教えて下さい︒

また河根地区の人達が安全に
通勤や買い物に車で行けるよ
うに︑赤瀬橋から河根への道
の安全点検はどのように計画
されているのか︑また︑今後
防災のための土砂崩れや落石
を防止するネットを 増 や す ︑
事故防止のため力ーブミラー
を増やすなどの対策はあるの

で学校に登校できるように︑

そこで︑僕たちが安全に車

いるそうです︒

ため︑所々に落石があり︑車
が通りにくいときもありまし
た︒僕たちは︑車が安全に通
れないと通学できません︒ク
ラスでも︑通学路で心配なこ
とはないか話し合 い ま し た ︒
みんなの話では︑特に赤瀬橋
から河根中学校までの道が細
く︑カープも多いので︑親が
注意しながら運転してくれて

また︑その後雨が続いた

休校になりました︒

他にも民泊などに活用でき
るように﹁空き家バンク﹂を
実施し︑地域の建物を有効活
用することが︑発展に繋がる
と考えます︒

また︑ご指摘の情報発信は
必要不可欠です︒平成部年度
に観光ホーム︒ヘージを独立さ
います︒

せ︑定期的に内容を更新して
地域のことを一番知ってい
るのは︑地域に住む方々です
ご意見は地域の実情であり ︑

今後も情報を共有しながら活
性化に努めます︒

︻質問︼

安全な通学路について
河根中学校3年

谷俐空議員
僕たちは︑河根中学校ま で ︑

それぞれ親の車で送迎しても

もらえるだけでなく︑高齢者
の憩いの場として利用しても
らうことができます︒

︻質問︼

ます︒

ます︒いかがでしょうか︒

2つめは︑コンビニを増や
すことで便利になるからで す ︒
生活に必要なものをすぐに買
いに行くことができ︑高齢者
の皆さんにとつても近くに買
い物ができる場所があると安
心だと思います︒以上の理由
から︑カフエ・コンビニの誘
致をしてはどぅかと考えてい
︻答弁︼

︑こ提案にあるとおり︑カフ

新型コロナウィルスにとも
なう臨時休校にょり︑九度山
中学校ではオンライン授業が
実施され︑希望する生徒にス
マートフオンを貸し出してい
ただきました︒学校から動画
配信とともに機器の貸し出し
があったため︑休校中も安心
して各自で勉強をすることが

にしてはどぅでしょうか︒

ギガスクール構想の中︑令
和5年には1人1台タブレッ
ト等の端末をもつ時代がくる
と言われていますが︑昨今の
社会的な事情等を踏まえ︑少
しでも早く各学校へのタブレ
ツト等の支給とWiFi環境
の整備をし︑使いやすい環境

森脇楓華議員

九度山町内学校におけるタブ
レットの普及について
九度山中学校3年

エ・コンビニを誘致する こ と
は町の活性化や福祉にとつて
効果的であると考えます︒
カフ工が高齢者の方々にと
つて憩いの場になってい る と
聞いています︒

助金制度を作りました︒

このことから︑今年度から
新たにお店等を始める方を応
援する目的で︑起業家支援補
一方で︑コンビニを誘致す
るには開業に適した士地が少
ない︑商売として成り立つか
どぅかという課題もありま す ︒
もう一方で︑町にお店が増
えているのは事実です︒これ
は︑﹁九度山町が好き﹂と 思
つてくれる方がいるからです︒

そのように考えてくれる方を
できる限り応援しお店を増や
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なぎなた和歌山大会夏季大会にて優秀な成績

高齢者インフルエンザ予防接種の自己負担金について

8月30日、九度山町文化スポーツセンターにおい
て第44回和歌山県なぎなた夏季大会が開催され、下
記の通り優秀な成績をおさめました。
●中学生打ち返しの部

●中学生演技の部
第2位福本響・森遥希チーム(九度山教室)
第3位奥野沙季・諏訪恭廣チーム(九度山教室)

..

※予防接種を受ける日の年齢が該当していること

12月10日は人権を考える強調月間です。

■期間令和2年10月1日から令和3年1月31日まで

9月8日、役場において防災協定の締結式が行

・刑を終えて出所した人、その家族
・犯罪被害者等
・インターネットによる人権侵害

高齢者
障害のある人
同和問題

・ホームレス

アイヌの人々
・外国人

・感染症患者(H I V・ハンセン病等)

脇

0

〔力広報くどやま令和2年村月号

0‑

い

・性的指向
・性同一性障害者
・北朝鮮当局によって竝致された被害者等
・人身取引(トラフィッキング)

K協定締結式

われ、本町と和歌山弁護士会との間で「災害発生
時における法律相談業務等に関する協定」が締結
されました。

ら、同和地区の出身だから、外国人だからということで差"11を受けることもありますどれも悲しく痛

子ども

イ、,、ー・'S'、
'ξヒ̲ミ全̲̲1聖̲ー、・,・'動

和歌山弁護士会と九度山町が防災協定

仲良くすること」としています。「人権」は難しいものではなく、誰でも心で理解し、感じることのでき
るものです。しかし現実の社会では、保護者からの虐待によって子どもの命が奪われたり、パートナー
からの暴力によって心や身体に深い傷を受けたりすることがありますまた高齢だから、障害があるか

女性

、/^)・く急、イil"

災害時の法的トラブルに備えて

が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持つ権利」であり、誰にとっても身近で大切なもの、日常
の思いやりの心によって守られるものです。子どもたちに対しては、「命を大釖にすること」「みんなと

日本国内のキな人権課頴

D

.

「人権」とは「すべての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」あるいは「人間

ましい人権問題です。このようなことがどうして起こるのでしょうかどうすればこのようなことをな
くせるでしょうか。ここでは、今起きている人権課題を紹介します身近なもの、身近でないもの様々
あるかもしれませんが、「人権」を考える機会をつくってみませんか?

.

■問い合わせ住民課予防接種担当(合54‑2019)

「人権」という言葉からあなたはどんな印象を受けますか?「とても大切なもの」それとも「何だか堅
苦しくて難しいもの」、噛分には関係ないもの」でしょうか?

ノ

0

■対尿者①65歳以上の者
②60歳以上65歳未満の者で、心臓・腎臓または呼吸器の
機能に1級相当の障害を有する者(接種券が必要です。)

寿如必゜Y春又広。Y春如命゜Y春又広。イ心如必゜Y春又広。X

/

曼唱

※伯月のお知らせ版2ページに掲載していた自己負担金は、不要となりました。

第3位森遥希(九度山教室)

UU

工耳

※伊都郡内・橋本市内の指定医療機関以外で接種される場合は、お問い合せください

^

11月11日

︑

こ

例年、高齢者インフルエンザ予防接種は1,000円の自己負担金が必要でしたが、本年度に限り、

0

.

この協定は、九度山町で災害が発生した際、町
が法律相談会を開催する場合に和歌山弁護士会か
ら弁護士を派遣いただき、さまざまなトラブルの
早期解決を図ることを目的としています。

'協定を結んだ和歌山弁護士会の山崎会長と岡本町長

また、本協定には、災害を原因としてトラブルが発生した場合に、裁判に訴えるのではなく、弁護
士が中立の立場で、申立人と相手方の間に入って話し合いを行い、早期に解決することを目指す「災
害ADR(裁判外紛争解決手続)」の開催や広報周知に関する事項なども定められています。
締結式では、和歌山弁護士会から代表して山崎和成会長が出席され、「災害が起こらないことが一番
だが、もし災害が発生したときは、住民の皆様のトラブルを早期に解決する手段として、本協定を活
用して頂きたい」と話されていました。

相互連携による地域社会の発展と住民サービスの向上を目指して
第一生命保険株式会社と九度山町の包括連携協定

鳳美変

9月14日、役場において包括連携協定の締結式が
行われました。この協定は、第一生命保険株式会社と
当町において、健康増進やワーク・ライフ・バランス
子育て支援、高齢者支援、産業振興等の分野において
連携し、活力ある個性豊かな地域社会の形成と発展、
および町民サービスのより一層の向上を図ることを目
的としています。
広報くどやま令和2年11月号〔6〕
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戦没者等のこ遺族の皆さまへ
<◆

︽◆

特別弔慰金

<
、ーー.^

の請求はお済みですか?

口

︻集・発行︼九度山町役場総務課

支給対象者
令和 2年4月1日時点で「公務扶助料」や「遺族年金」等を受ける方

(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のこ遺族
お一人に支給します。
...................

........

戦没者等の死亡当時のこ遺族で

‑T64810198

1 令和 2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の
受給権を取得した方
2戦没者等の子
3戦没者等の①父母②孫③祖父母 4兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかど
うかにより、順番が入れ替わります。

4上記 1 3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
,給内容
額面 25万円、 5年償還(1年に 5万円)の記名国債
....................

..............

※特別弔慰金は、こ遺族を代表するお一人が受け取るものです。こ遺族間の
調整は記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
一主:

亘月

.■

=■

=

和歌山県伊都郡九度山町九度山1190

※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

令和2年明旧 令和 5年3月31日まで

丑0736

※この期間を過ぎると請求できなくなりますので、こ注意ください。

',

︽.

(54)

.

まだ請求されていない方、受給資格について等
質問がありましたら、お問い合わせください。

2019

九度山町役場福祉課 54‑2019
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