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25年度決算認定

平成

年度第３回定例会は９月 日から 日まで 日

間の会期で開催した。
今定例会では平成
また、平成

年度一般会計、特別会計、水道事

12

年度補正予算、条例等議案 件、同意１

業会計の決算を認定。

25

水道事業会計

営 業 収 益 ・ 営 業 外 収 益 か ら 営 業 費 用・ 営 業 外 費 用 を 引 く と

６０１万円の赤字決算である。

（57 戸の増加）

給水人口

7,868 人

（21 人の増加）

（平成 26 年 3 月 31 日現在）

件、発議２件が提案され、慎重審議の結果、原案のとお

3,356 戸

り同意可決した。

給水戸数

主な特別会計歳出決算額
国民健康保険特別会計
９億２，１０２万円
下水道事業特別会計
３億１，０６８万円
介護保険特別会計
７億
１６３万円
後期高齢者医療特別会計
１億６，９０５万円

監査委員の意見

審査の意見

各会計ともに、行政成果表のとおり、広範囲

にわたる行政がなされており、一定の成果を収

めている。

歳入面において、厳しい経済情勢の中、税は

前年度より幾分減少したが、料については給付

費等の増加にともない増加傾向である。

一般会計においては、財政調整基金７８４８

万８千円の積み立て、実質収支額１億９２５７

万３千円の黒字決算である。

水道事業について

水道においては、営業利益はわずかながら黒

字を確保したものの、経常利益は赤字決算とな

・６％と前

っており、耐震補強工事による施設充実に資金

を投入したこともあるが、有収率

望むものである。

めるとともに住民福祉の向上に寄与されるよう

今後とも快適で安全・安心な住環境整備に努

ら、早急に対処し経営の改善に取り組まれたい。

有収率の悪化は収益の悪化につながることか

なっている。

年度と比較し ％低下したことが大きな要因と

81
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80 万 6,263 ㎥（5,266㎥の増加）
年間総給水量

4.8
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４１億５，
０８１万円
２１億
２４０万円
一般会計歳出決算
特別会計歳出決算

年度決算質疑

弁当にしてもらう話もし
ながら納付をお願いして
いる。

問 保育所バスの運行で、
明を。
一 般 会 計
教育課長 保護者４名分
志賀保育所児童のバス利
問 町税の未納について、 児童生徒５人で、件数は
用が極端に減っているが、
どのような徴収の努力を
件、６万４６２０円で、 効 率 的 効 果 的 な 運 行 は
されているか。
現在４万５４２０円納付 されているか。
税務課長 新しい滞納者
住民福祉課長 小型バス
いただき、残り保護者１
が発生しないよう、現年 名分１万９２００円とな で小学校も併せて運行し
分においても財産があれ っている。
ている。
ば差押え等を行い、不動
利用者が少なくなった
産があれば公売にする等、 問 滞納がでないように、 のは、３歳未満児が多く
できるだけ収入未済額が 給食費をもらえなかった なり、保護者が送迎して
減るよう努力している。 ら、給食を出さないとい いるためである。
うことではないのか。

上下水道課長 加入金が
契約は単年度
であり、 年度 高い安いという議論はあ
からは２社の入 るが、現状のままで考え
札となっている。 ていきたい。
農地転用の件は、農業
委員会との関係もあり、
現時点では答えられない。

下水道

考えてい

問 未接続者の基本料金
を納めてもらうことにつ
いて、考えてもいいので
はないか。

上下水道課長

きたいと思う。

介 護 保 険
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税務課長

問 居宅介護サービス受
給者の介護度別の人数で
み る と、 平 成 年 度、
年度と比べると、介護
度の重い方で、在宅でサ
ービスを受けている方が
増えている。
町内で施設の申込みを
して、待機されている方
は、実数として何人程度
いるのか。
健康推進課長 特別養護
老人ホームの入所待機者
は、現在 人である。

46

弁当も併
用なので、

問 新しい住宅
で集落排水エリ
アであっても合
併浄化槽という
ところが出てきているが、
事前に働き掛けはしてい
るのか。
上下水道課長 新規で宅
地造成された所で、集落
排水エリア内での合併浄
化槽は、協議に来られた
時に、集落排水でお願い
している。

節約されている空調用 LP ガス

問 新規の人が加入しに
くいのは、美浜町 万５
千円、日高町 万円と加
入金が高いからだと考え
る。
また、美浜町の場合、
集落排水に加入しないと
農転の許可をしないとの
条件があり、日高町と違
うところだが、考える余
地はあるのか。
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15

問 学校給食代６万４６
２０円が未納となってい
るが、児童数と現状の説

教育委員会委員
吉田 隆一 氏

問 有害鳥獣捕獲報奨金
の支払い手続きで、簡素
化の要望があるが。
産業建設課長 有害鳥獣
捕獲の確認方法は、平成
年６月から国の補助が
あり、国から示されてい
る確認方法を県が実施す
るようになった。
もっと簡単に正確に確
認できる方法があれば、
県に申し上げていく。

25

問 小学校の燃料費・ガ
ス代が予算よりも大きく
減少した理由は。
また、この契約は単年
度か複数年度か。
教育課長 できるだけ節
約して使ってくれたお陰
である。

30

25
（高家）
再任することに同意した。

志賀保育所はバス利用者が減っている
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中学校体育館改修設計予算が計上された

ha 10

28
ha

問 水痘、成人用肺炎球
菌ワクチン予防接種につ
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年度一般会計補正予算

40

既定の予算額に６５４３万４千円を追
加し、 億３０９４万８千円とする。
主な内容は予防接種委託料５５９万９
千円、農業振興費・多目的機能支払事業
関係費及び負担金１６７万３千円、避難
所運営資機材購入費３４６万７千円、日
高中学校屋内運動場非構造部材耐震改修
設計委託料２８０万８千円、中央公民館
空調設備及び大会議室放送設備改修工事
関係費２２８９万７千円、小災害復旧費
２００万円等。

問 中学校体育館の改修
しかし、農 いての説明を。
健康推進課長 水痘ワク
工事の予定は。
業従事者の高
教育課長 来年度実施し
齢化、後継者 チンの対象者は、生後
たい。
不足により農 ヵ月から ヵ月までの者
業用施設の維 で、平成 年度は経過措
問 どんな工事の内容に
持管理を行う 置として生後 日から
なるのか。
人手が不足し、 ヵ月までの者を対象とし、
教育課長 蛍光灯、音響
１人の負担が １回接種する。
板、つり天井の撤去等で、
成人用肺炎球菌ワクチ
大きくなって
基本的に落下するおそれ
きているので、 ンの対象者は、平成 年
のあるものを除去し、蛍
少しでも個人 度から 年度までは、前
光灯は代替設備になる。
の負担の軽減 年度の末日に各 歳、
を図り、地域 歳、 歳、 歳、 歳、
問 今回、中学校体育館
歳、 歳、 歳の者で、
全体で守って
問
「 子 供 た ち を 守 いこうという制度である。 平成 年度は 年度末に
の非構造部材だが、その
他の学校施設について、 る」と行ってきたが、守
ため池堤の草刈り、水 １００歳以上の者を対象
これに類するような調査 れていなかったというこ 路の泥上げ等の共同活動 とする。
や耐震化の必要はないの とか。
に対する農地維持支払、
平成 年３月末現在の
教育課長 構造体がもつ
か。
非農家も含めた活動に対 対象者は５３９人である。
教育課長 今回は屋内運
ので潰れることはないが、 する資源向上支払長寿命
問 自己負担はあるのか。
動場等が対象であるが、 東日本大震災の時に天井 化の２事業がある。
健康推進課長 両方とも
ほかの施設については、 部材等が落ちてケガをさ
農地維持支払実施は、
対象事業があれば進めて れた方もあるということ
地区、 組織、１７４ 自己負担はない。
いきたい。
で、基準が厳しくなり、
、資源向上支払実施は
問 肺炎球菌ワクチンは
今回の対象となった。
２地区、２組織、
を予定している。
効果が約５年で再度の接
種が可能ということだが、
問 以前からの中山間事
これまで自費で接種をさ
業との関連は。
れた方はどうなるか。
産業建設課長 別事業な
健康推進課長 一度接種
ので重複して実施できる。 を受けた者は補助対象外
となる。
問 公共施設の耐震工事
をする時に、そういうも
のも含めて耐震してきた
のではないか。
教育課長 耐震について
は、構造体が主になり、
今回のつり天井は含まれ
ていなかった。

問 農業振興費、多面的
機能支払い事業の詳細説
明を。
産業建設課長 農地は国
土の保全、水源の涵養、
自然環境の保全、良好な
環境の形成、文化の継承
等の機能を有している。

農業振興で新たな補助制度（草刈り）
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条例制定
来年４月に予定される子ども
・子育て新システム施行にとも

日高町放課後児童健全育成事業
の設備及び運営に関する基準
児童福祉法の改正にともない、
学童保育所の設備や運営に関す
る基準を定めるもの。
問 現状の職員配置数の基準や、教
員・保育士資格者の配置などは、条
例を上回る規定となっているが。
教育課長 条 例 は 最 低 の 基 準 で 規 定
しているので、現状のまま運営して
いきたい。

意見書

新聞を含む文字文化は、日本の
国を形作ってきた基礎的財と考え
る。
さらに新聞は戸別配達網によっ
て内外の多様な情報を、全国くま
なく日々同じ時刻に届けることで、
国民の知る権利と議会制民主主義
を下支えするとともに、文字文化
の中軸の役割を果たしてきた。
我が国が世界有数の先進国とな
ったのは、国民の伝統的な勤勉性
とともに、新聞の普及と識字率の
高さが、学力・技術力を支える役
割を長く果たしてきたことは広く
認めるところである。
しかし近年、深刻な活字離れが
進むなかで書籍とともに新聞も購
読率の低下傾向にあり、さらに消
費税率引き上げによって、新聞離
れが加速するおそれがあると危惧
する。
新聞への軽減税率導入は極めて
大切な施策と考え、その適用を実
現するよう強く求める。

新聞への消費税軽減税率を
求める意見書

２件の請願を採択し、国への意見書を提出した。
「手話言語法」制定を
求める意見書

手話とは、日本語を音声ではな
く手や指、体などの動きや顔の表
情を使う独特の語彙や文法体系を
持つ言語である。手話を使うろう
者にとって、聞こえる人たちの音
声言語と同様に、大切な情報獲得
とコミュニケーションの手段とし
て大切に守られてきた。
「 改 正 障 害 者 基 本 法 」 で は「 全
て障害者は可能な限り、言語（手
話を含む。）その他の意思疎通のた
めの手段についての選択の機会が
確保される」と定められ、同法第
条では国・地方公共団体に対し
て情報保障施策を義務づけている。
本町議会は、政府と国会が左記
事項を講ずるよう強く求める。
記
手話が音声言語と対等な言語で
あることを広く国民に広め、聞こ
えない子どもが手話を身につけ、
手話で学べ、自由に手話が使え、
更には手話を言語として普及、研
究することのできる環境整備を目
的とした「手話言語法（仮称）」を
制定すること。
22

ない新たに３件の条例が制定さ
れた。
日高町特定教育・保育施設及
び特定地域型保育事業の運営
に関する基準
子ども・子育て支援法の施行
にともない、保育所・幼稚園・
認定こども園・家庭的保育事業
等の運営についての基準を定め
るもの。
日高町家庭的保育事業等の設
備及び運営に関する基準
児童福祉法の改正にともない、
家庭的保育事業・小規模保育事
業等の設備及び運営に関する基
準を定めるもの。
問 家庭的保育所などは、研修を終え
た者であれば保育ができるという規定
だが、保育士資格者による保育を定め
るべきではないか。
住民福祉課長 厚生労働省令で従うべ
き基準とされているので、御理解いた
だきたい。

学童保育所

10 月
平成 26 年

5

6

10 月
平成 26 年
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問 町の具体的な高齢者
支援策は。
町長 緊急
通報システ
ム設置、高
齢者外出支
援事業、ゲ
ートボール
大会等のス
ポーツ大
会、介護予
防・健康教
室、配食・
見守りサー
ビス等、各
課で高齢者
福祉の向上
に努めてい
る。

榮

茂美

議員

問 高齢化は急速に進み、 問 高齢者の閉じこもり
いのではないか。
町長 皆さんの意見を聞
今や 歳以上は、８人に や孤立防止、交流の推進
１人の割合の中、日高町 などを目的とした高齢者 きながら、どのような形
の高齢化率はいくらか。 サロンを定期的に開設す であればできるのか十分
町長 今年８月末で ・
研究したい。
ればどうか。
８％である。
例えば、順次各地域へ
赴く「巡回型サロン」や、 問 温泉館の和室は、曜
町施設の温泉館を利用し 日によっては利用者が少
た「拠点型サロン」がい ないので、利用者のご理
解も得ながら、
高齢者サロン
「健康体操教
室」等を定期的
に開催し、その
後、希望者には
自由に入浴とか
レストランの利
用をしてもらえ
ば、町施設とし
ての利用価値が
高まるのではな
いか。
町長 温泉館の
利用・活用とい
う点では大事な
ことだと思うが、

75

高齢者の健康体操教室

温泉館の運営上できるか
どうか調査し考えていき
たい。

問 現在、内原駅舎活用
を考えていると思うが、
高齢者が町の中で、世代
を超えて気軽に交流でき
る場「駅カフェ」構想は
どうか。
町長 駅舎の活用につい
ては、これから構想を練
っていく上で、どういう
形でできるか調査してい
きたい。

問 高齢者が１人住まい、
あるいは認知症になって
も、本人の意思を尊重し、
住み慣れた地域の良い環
境で暮らし続けられる
「地域包括システム」を、
町としてどのように構築
していくのか。
御坊二次医療圏の
町長

中で、保健所や市町村も
含め、医療機関の各分野
で医療・介護の提供体制
のネットワーク作りを行
っている。
また日常生活支援総合
事業の枠組みの中で、幅
広くボランティア団体、
ＮＰＯ法人等の活用も
期待される。

問 高齢者を支えるのは、
地元の見守りであり、そ
の人材力だと思う。
「認知症サポーター養
成講座」修了者に渡すオ
レンジリングを、町長は
じめ役場職員が率先して
着用していけば、皆の意
識が高まり、高齢者支援
の輪が広がるのではない
か。
町長 リング活用の仕方
等は、協議していく。

他の一般質問
「日高町地域活性化ビジ
ョンの策定を」
「６次産業化支援センタ
ー作りを」
「ファミリーサポートセ
ンター」

問 「日高町民一万人へ
の課題」について、人口
増加に伴う町民の働く場
所の確保（企業誘致）に
ついて、中小零細企業が
最適だと提案するが、町
長の考えを聞かせて頂き
たい。

元気いっぱいにあそぶ子供たち
町長 本町では、人口が
増加傾向にあるものの、
一方では残念ながら町内
で働く場の増加に至って
いないのが実情である。
働く場の確保について
は今後進めていきたい。

問 農業従事者の高齢化
により、耕作放棄の農地
について農地転用の手続
きを簡素化、届出制にす
べきでは。
町長 農地法に基づき手
続きを行っているところ
であり、耕作放棄地であ
っても他の農地と同様の
手続きをとって頂くこと
になる。

にも掲載しており、現在
整備を進めているところ
であるが、地区の土地所
有者の協力が必要不可欠
問 農業委員会の運営上
である。
の問題であり、もう少し
問 池田上志賀線の水路、
簡素化してはどうか。
産業建設参事 耕作放棄
雑木伐採、道路路肩の草
していても農地である以 刈等をして頂きたい。
町長 担当課に指示して
上は許可申請手続きをと
おり、来年当初予算に計
って頂きたい。
上し、伐採を実施する予
問 質問通告を見て現場
定である。
問 町職員の
への視察は。
産業建設参事 農業委員
夏季休暇につ
会の事業の中で、年に一
い て、 ８ 月
〜 日を一
度町内の耕作
斉休暇にすべ
放棄地を確認
きだと思うが、
している。
町長の考えは
問 町道整備
どうか。
町長 地方自
について、中
治法遂条解説
志賀地内の町
により、休日
道、城之越岩
とする要件に
之硲線、赤坂
は該当しない
１号、２号線、
片河谷線の一 とされており、今までど
部を早急に道 おりの運用とさせて頂き
路整備計画に たい。
組入れるべき
では。
町長 町道に
ついては長期
総合整備計画

耕作放棄地

13

15

議員
義則
田坂

10 月
平成 26 年

7

8

10 月
平成 26 年

議員
佳奈子
西岡

問 高齢化や路線バスな
ど公共交通網が衰退する
中で、日々の買い物や通
院に困っている方が大勢
いる。
現在日高町では、重度
障害者に対する「福祉タ
クシー券」 歳以上の人
に対する「高齢者外出支
援事業」がある。
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しかし、交通弱者は高
齢者だけではなく、助成
内容も十分とはいえない。
また、この問題は日高
町だけの問題ではなく、
広域的な課題として取り
組む必要がある。
助成制度の充実ととも
に、県や事業者、管内の
自治体などで協議会を設
置し、地域の公共交通の
発展を考える必要がある
と思うが。
町長 高齢者外出支援事
業の拡充を含め継続する
とともに、公共交通機関
を支援し、地域交通の存
続に努めたい。

問 今年５月、地域公共
交通に関する法律
の一部改正があっ
た。
地域公共交通に
ついて、地方公共
団体が先頭に立つ
こと、町づくりの
視点を持つことが
大事とされている。
まず、自治体の
担当者が集まり、
県や振興局にも入
ってもらい話合い
からはじめていく
ことが必要ではな
いか。
町長 地域公共交
通については、バ
ス路線の継続が住
民のために必要だ
と考えている。
振興局や町村会
の中で話を出して
いきたい。

バス・タクシーは重要な交通手段

問 日高町
への原発誘
致はありえ
ないという
認識でよい
か。
町長 原発
誘致はあり
えない。

問 御坊市
への使用済
み核燃料中
間貯蔵施設
誘致の話が
持ち上がっ
た時に、亡くなられた中
前町長は「原子力に関連
する施設に関しては反対
の姿勢を堅持する」と答
弁された。
同じ考え方か。
町長 御坊市長が「脳裏
に一切ない」と答弁して
いる中で、隣接町長とし
て見解を述べるべきでは
ない。

問 福島原発事故から３
年半を経過しても、事故
は収束するどころか、大
量の放射能汚染水問題な
ど非常事態が続いている。
にもかかわらず安倍政

権は、原発を将来にわた
って存続させる立場を明
確にし、原発再稼働に向
け暴走し、さらには、財
界人を引き連れての外遊
で、原発輸出に躍起とな
っている。
福島原発事故から何も
学ぼうとしない姿勢は、
国民の生命を軽んじるも
のと言わざるを得ない。
原発再稼働と海外輸出
についての見解は。
町長 原発再稼働は、原
子力規制委員会の新規制
基準の安全審査に合格し
たもの、各種条件をクリ
アすることなど住民の安
全に向け取り組まれてい
るところであり、その動
向を注視していきたい。
原発の海外輸出は、慎
重な態度で望んでいただ
きたいと考える。

その他の一般質問 —
—
台風や豪雨による
災害対策

問 果樹・野菜は勿論の
こと今まさに実りの秋、
米の収穫時である。
山際の道を車で走って
いると目の前の田から大
きなサルが山に逃げ込む
のをよく見かける。
その田を覗き込むと無
惨にも刈り取りも出来な
い状態で、何ともいえな
い気持ちになる。
国は、地方を元気にす
ると公言するがこの状況
下では心配だ。
町長は、この現状をど
う把握し認識しているか。
町長 被害については、
先の町長選挙の際、各地
区を回りその状況は十分
把握している。
指摘のサルについては
囲い罠を比井・久志・原
谷地区に一基づつ計三基
を設置、本年度も上志賀
地区に県からのリースを
活用し設置をおこなって

天満

おり、さらに、下志賀地
区にも近日中に設置する
予定である。
この囲い罠が、非常に
効果を発揮しており、８
月末現在で捕獲数１３３
頭のうち、囲い罠での捕
獲が 頭と大きな成果を
上げている。
91

問 先日、同僚議員と上
志賀地区に設置している
ハイテク仕様の囲い罠を
見に行った。
管理者が何処にいよう
と携帯の画面を見て檻の
扉を落とせる仕組みにな
っている。
サル被害については、
地元の多くの人から「何
とかならないのか」とよ
く言われる。
また、家に一人でいる
高齢者の方が危害を受け
る恐れの事象もあったと
聞く。

滋明

議員

我々地方だけでは対策
にも限度があり、国会議
員もこの実情を知ってい

問 安倍総理
は次の臨時国
会は地方創生
国会と言って
いる。
地方の我々
としては期待
したいところ
だが法制化し
具体的に動き
出した時、町
がその政策や事業に的確
に対応し、活かしていけ
るかに掛かってくると思
うが。
町長 法制化が進み交付
要綱の概要や各種施策の

法律等を緩和しながら、
互いに行動していかなけ
ればならない。
町長は東京へも度々出
張されると思うが、他の
首長と一緒に国へ強く働
きかけていただきたい。
町長 サルの出没する頻
るのはごく僅かだと思う。 度がはげしくなつてきて
環境省には鳥獣保護法 いることから、町村会と
もあり、これらの法令、 しても県に強く要望して
いる。
国に対しても現状を訴
えて農家の皆さんの一翼
を担えるよう要望活動を
していく。

カメラを設置した囲い罠

10 月
平成 26 年

9

詳細な内容が示されるこ
とから、これらの情報収
集に努め的確に対応して
いく。

問 石破地方創生大臣も
「知恵を出しやる気のあ
る町とそうでない町では
格差が出るのは当然であ
る」とも言っている。
いずれにしても知恵と
やる気を出さなければだ
めで、そこで役場として
も職員はもちろんだが、
私は三役の方にも一肌ぬ
いでいただきたい。
まず、教育長にだが、
関係する施策等が示され
た場合、自身の心意気を
伺いたい。
教育長 教育委員会とし
ては時代を担う子ども達
を明るく・健全に、健や
かに・たくましく育てる
ことが本当の願いである。

問 副町長においても、
同じように知恵を出し職
員と一体となって頑張っ
てもらいたい。
町長におかれては、公
約された施策を一生懸命
に取り組んでいただきた
いと思う。
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２０ｍの津波はこんな高台にも・南三陸町
60

建設が急がれる 病院

委員会レポート

町の中心部は跡形もな
総務福祉・産業教育両
委員会は、去る８月 日、 くなっているが、今は今
宮城、岩手両県を訪問し 後の町作りの為の盛り土
東日本大震災後の復興状 作業が活発に行われてい
況、並びに当時の関係者 る状況であった。
幸い高台に広い面積の
から詳しく説明を受ける
為、震災視察研修を実施 平地又体育館等があり、
町仮役場、ボランテイア
した。
センター等に使っており、
当町でも早急に準備して
おく必要があると感じた。
参考資料から見ると、
安全な場所であるはずの
施設で避難所運営等訓練
を実施してきたが、訓練
を生かせる状況が全く
なく「安全に絶対はな
い」が最大の教訓だった
と書かれていた。
20

最初に訪問した宮城県
南三陸町では、当時消防
署職員であった方が語り
部となって、浸水エリア
の視察に同行して頂き、
当時の様子を詳しく聞く
ことが出来た。
この町は最大 ｍの津
波が押し寄せ、３階建て
の防災対策庁舎、小学校、
病院、海抜 ｍの高台に
あった老人ホーム等が被
害を受け建物被害３千
３００軒（全体の ％）、
およそ８５０名が犠牲と
なっている。
15

10

10 月
平成 26 年

次の岩手県大船渡市
では、東日本大震災の
多くの教訓を語り継ご
うと齊籐賢治（さいと
う製菓専務）さん他市
民有志が立ち上げた津
波伝承館を訪問し、齊
籐さん御自身が撮影し
た津波来襲時の様子の
記録映像の上映の他、
避難体験等の話も伺え
た。
来館者には「あなた
に助かってほしいか
ら」地震だ！津波だ！
さあ逃げろ！のタイト
ルのパンフレットを渡
し、想像を超える地震
津波の恐ろしさを後世
に伝えて行くと同時
に、亡くなった方の多
くは逃げなかった方が
犠牲者となっており、
私たちにも早期の避難
行動をとるようにとの
メッセージがあった。

宮古市の田老地区では
「ガイドによる学ぶ防
災」の研修を受けたガイ
ドさんはお母さんを震災
で亡くしており、津波の
話をするのがつらいと言
っておられたが防潮堤の
上で熱心に説明をし
て頂いた。
総延長２千４３３
ｍの 字型、海抜
ｍの巨大な防潮堤が
地区を取り囲んでお
り、住民は万里の長
城と呼び「津波防災
の町」を宣言するほ
どであったが、それ
を破壊、越流した津
波により地区で１８
５人、全体で５００
人以上が犠牲となっ
た。
防潮堤作成当時の
町長は町民からは大

在は盛り土工事の最中で
あった。

３階まで全滅の田老観光ホテル

X

10

反対をされたそうで
あるが、防潮堤がな
かったらさらに大き
な被害であっただろ
うと言っておられた。
この地区の津波の
高さは平均 ｍと記
録されており、町は
壊滅状態であるが現
16

10 月
平成 26 年

11

大船渡津波伝承館にて避難体験を

12

10 月
平成 26 年

気仙沼市、陸前高田市、
釜石市は車中からの見学
であったが、震災全体で
２万人弱を超える犠牲者
が出ている様子は想像を
超える光景であり、どの
市、町も山を切り宅地に、
余った土はかつての中心
地（商業地）に運び、町

づくりの一歩を踏み出し
たばかりであった。
三陸沿岸は歴史的に大
きな地震津波が明治、昭
和、チリと３つもあり、
その都度活発な防災活動
が行われているにも関わ
らず多くの犠牲者が出て
いる。
しかし震災前日にたま
たま避難訓練を実施して
いた小学校があり、その
学校は全員無事だったそ
うである。
もし私たちの日高町に
あれだけの津波がきたら
壊滅的な被害が出るので
はないかと想像するが、
三陸地方で
言われてい
る「つなみ
てんでんこ」
とは、てん
でん・ばら
ばらに逃げ
なさいと言
う意味だけ
ではなく
「てんでんこ」
ベルトコンベアでの盛り土作業（陸前高田市）

沿岸各地の造成計画高さ看板

で聞いた貴重な体験談を、
今後の地域の防災活動に
役立てて頂きたいと考え
ます。

議員になって４ヶ月
足らず、諸先輩方に教
えてもらいながら日々
勉強中です。
月は秋祭りシーズ
ン、スポーツの秋、そ
して食欲の秋ですね。
笛、太鼓とあちこち
で音色が聞こえてきて

ーツの秋を楽しんで下
さい。
皆様方も体調には十

とてもにぎやかです。
子供達も元気いっぱ
い体を動かして、スポ

10

充彦

分に気をつけてお過ご
し下さい。

芝

この広報紙は再生紙を使用しています。

とは、それ
ぞれが自分
の命は自分
で守るとい
う防災教育
だそうです。
折しも出
発の５日前
には広島で
豪雨による
土砂災害が
発生し、多
くの方が犠牲となった。
最近の異常気象はいつ
どこでどんな災害に遭う
か見当もつかない。
「安全に絶対はない」
「遠くに逃げるのではな
く高い所に逃げよう」
参加の我々議員は両県
高台に住宅用地造成中（宮古市田老地区）

