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国体ホッケー競技が無事終了

水道事業
5,245万円の大幅赤字
小学校の適正配置は
坂井市の教育の取り組み
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26年度決算認定

平成

年度第３回定例会は９月８日から 日まで 日間
18

11

年度一般会計、特別会計、水道事業

26

年度補正予算、条例等議案７件、諮問１件、

27

給水戸数

3,398 戸

（42 戸の増加）

給水人口

7,878 人

（10 人の増加）

79 万 6,261㎥（10,002㎥の減少）
年間総給水量

なった。

主な特別会計歳出決算額
国民健康保険特別会計
９億１，５６０万円
下水道事業特別会計
３億２，７４２万円
介護保険特別会計
７億４，５６６万円
後期高齢者医療特別会計
１億７，１３０万円

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・ 特 別 損 失 を

引くと、5,245 万円の赤字決算である。

（平成 27 年 3 月 31 日現在）

また、任期満了に伴う選挙管理委員会委員の選挙をおこ

可決した。

報告１件が提案され、慎重審議の結果、原案のとおり同意

また、平成

会計の決算を認定。

今定例会では平成

の会期で開催した。

27

３９億６，
８９０万円
２１億５，
９９７万円
一般会計歳出決算
特別会計歳出決算

監査委員の意見

審査の意見

歳入面において、厳しい経済情勢の中、税・料

ともにわずかではあるが増加したが、収入未済額

の一部が長期化・固定化しており、早期段階での

納付催促に努められたい。

一般会計について

一般会計においては、財政調整基金７４５０万

４千円の積み立て、実質収支額２億２５８２万円

の黒字決算であるが、経常収支比率が高い状態が

続くことが懸念される。

下水道事業について

内原東処理区の接続率は向上しているが、他の

処理区と比較すると低い状態にあり、新規加入と

接続率向上の促進に更なる努力を求める。

水道事業について

会計制度の見直しや漏水対応等の予期せぬ出費

のため赤字決算になっている。

有収率は前年度より１％低下しており、 今後

も管路の維持管理に注意を払い、経営改善に取り

組まれたい。

全ての対象者が申請をさ
れた結果であったのか。
住民福祉課長 臨時福祉
給付金の給付率は ％、
子育て世帯臨時特例給付
金は１００％である。

81

問 臨時福祉給付金の給
付率が低いように感じる
が、 年度分ははどうす
るのか。
住民福祉課長 基本的に
は同じであるが、近隣市
町の状況も聞いた上で、
郵送での受付なども検討
する。

27

年度決算質疑

問 臨時福祉給付金、及
び、子育て世帯臨時特例
給付金は、対象となる人
の申請が必要であったが、

問 今の広報では、内容
必要ではないか。
教育長 他の地域の子ど
が学用品費などで、詳細
も達も乗車させて欲しい な中身がわからない。
教育課長 学用品だけで
という声は聞いているの
で、今後も教育委員会の なく、校外活動費、学校
中で十分論議をしながら 給食費、修学旅行費用も
取り組みをしていきたい。 あり、今後、もう少しわ
かり易い形で広報してい
くよう努める。
問 就学援助制度につい
て、全ての児童・生徒の
保護者に文書配付してい
るのか。
教育課長 広報でのＰＲ
だけである。

通園バス
志賀保育所

スを志賀小学校の児童も
一緒に通学利用している。
問 小学生は何人利用し
ているのか。
柏から、 、
年度と６人である。
教育課長

き続き推薦したいと議会に意見を求められ、議

人権擁護委員に前田智教氏、楠原晃紹氏を引

問 上志賀や小池は乗れ
ていないが、小学生の乗
れる範囲を増やす検討が

26

一 般 会 計
問 志賀保育所の園児の
通園バスの利用率が、人
数的に非常に少なくなっ
ているが、バスの運行は
効率的に行われているの
か。
住民福祉課長 利用者は
年度３名、 年度５名
で、 人乗りマイクロバ

27

人権擁護委員

27

26
29

会は適任とする答申をした。

前田 智教 氏
（小浦）
楠原 晃紹 氏
（上志賀）

問 新規就農経営継承総
合支援事業により５名が
支援を受けているが、現
状はどうなっているか。
また、事業終了後の町
の関わり方は。
産業建設課長 独り立ち
して行う方、親の下で就
農される方等、５名につ
いては十分やっている。
毎年、申請書により経
営状況を見ながら指導を
行っており、事業終了後
も相談を受け入れる。

就農のイメージ

26

10 月
平成 27 年

3

小宮

正昭氏（高家）

野田

尚範氏（産湯）

和彦氏（荊木）

選挙管理委 員 補 充 員
玉置

30

26

年度決算質疑

集合型（漁業・農業集落排水）接続率

接続を勧めている。

＊空き家、造成地等、居住のない場所を除く。

下水道
問
年度においては、
旧来の加入者の接続が、
新規加入者の接続を上回
っており、担当課の努力
を評価する。今後につい
てはどう考えるか。
上下水道課長 今後も努
力していきたい。

上下水道課長

それ以降については、有
収率も高め、掛かる費用
水
道
を抑えるために努力して
問 収益的収支が５２４
いきたい。
５万円の赤字ということ
問 町長は「値上げ」の
で、「 年 度 に も 水 道 料
金値上げか」という新聞 発言はされていないとの
報道がされていた。町長 ことだが、このまま赤字
の考え方が示されたもの が続くとなれば、そうい
か。
うような考えもあるとい
町長 各新聞社が、値上
うことでよいか。
町長 漏水など、突発的
げになるのではと予測さ
れたもので、私の発言で なことが起こり得る中で
はない。
は、値上げもあり得るが、
町民の負担がなるべく大
問
年度が大幅赤字で きくならないよう、しっ
あったが、 年度はどう かり取り組んでいきたい。
か。
上下水道課長 予算ベー
問
年度の有収率が
スだが、 年度も多少の
・６％となっているが、
赤字になる見込みである。 漏水に対する調査、修繕
をされ、どこま
で改善されてい
るか。

80

問 内原東処理区の接続
率が他の処理区と比べて
低いが、接続率向上に対
して、どういう努力をさ
れているか。
上下水道課長 各戸訪問
や、聞き取り調査をし、

個別型（町管理の合併浄化槽）接続率

選 挙 管 理委員

清原 久和氏（田杭）

次の方々に決まりました

正 氏（上志賀）

西 裕子氏（原谷）

26

75

85

戸上

玉置 俊則氏（中志賀）

年４月から８
月の有収率は、
・２％であっ
たが、調査・修
繕を行い、９月
以降の有収率は
・３％となっ
ている。

26

原水購入費用も赤字の要因（日高川）

27

27

26

接続率
９４．８％
９３．７％
９５．７％
８３．５％
７５．１％
８２．３％
接続戸数
２５１
１４７
６６
２６８
６５８
１，
３９０
加入戸数
（＊）
２６５
１５７
６９
３２１
８７７
１，
６８９
処理区
阿尾・産湯
比井
小浦
谷口・小池
内原東
計

接続率
９７．
５％
接続戸数
６６９
加入戸数
６８６

正興氏（原谷）
柳木

26
接続率（平成27年３月31日現在）
下水道事業

4

10 月
平成 27 年

問 公共工事の残土を置
く為の場所はどこの土地
を借りて、どのような公
共事業の残土を置くのか。
また、その期間の説明を。
産業建設課長 場所は志
賀小学校より東に３００
ｍ付近の町道天満線沿い
で志賀川に架かる天満橋
を渡ってすぐ東側の土地
を借りる。そこに阿尾地
区の避難広場工事、そし
て比井地区の避難道路及
び避難広場工事から搬出
される残土を一時仮置き
をして、計画されている
町道高家中央線、県道柏

御坊線等の改良工事に流
用する。

問 その町道の幅員とダ
ンプカーの通行による危
険性は。
産業建設課長 幅員は５
。十分大型車両が対応
できる。

問 学校が対応しなけれ
ばならいことは。
教育長 実施される時期
が来たら、学校と連絡を
取りながら対応していき
たい。

残土仮置場予定地

災害地

問 台風 号災害で農地
被害２件、農業用施設７
件の説明を。
産業建設課長 農地につ
いては２００万円で、場
所は池田地区１件、志賀
地区１件である。農業施
設については１８３０万
円で、場所は原谷地区で
水路が２件、萩原地区道
路が１件、志賀地区道路
が３件、産湯地区水路が
１件である。

11

m

年度一般会計補正予算

鹿ヶ瀬峠のささゆり復活再生事業地

問 行政放送の負担金に
ついての説明を。
総務政策課長 ＺＴＶが
事業費の２分の１、日高
町・由良町・日高川町が
それぞれ６分の１を負担
する。事業費は１４９０
万４千円で、日高町の負
担は２４８万４千円であ
る。
問 熊野古道ささゆり復
活再生事業補助金につい
ての説明を。
産業建設課長 日高町語
り部の会が実施主体であ
る。かつて鹿ヶ瀬峠には
ささゆりが群生していた。
そのささゆりを再生する
もので、県の地域・ひと
・まちづくり補助事業に
採択されている。
問 全体の事業費と県・
町の補助金の額は。
産業建設課長 全体事業
費は１００万円、県の補
助金は 万３千円、残り
の２分の１が町である。
問 来年度以降の補助は。
産業建設課長 補助金は
単年度のみである。

48

27
既定の予算額に６３０１万１千円を追
加し、 億４６８０万２千円とする。
主な内容は行政放送サービス関連機器
整備負担金２４８万４千円、志賀学童保
育所周辺整備工事３８６万３千円、国保
日高総合病院負担金３１９９万５千円、
消防備品購入費１４４万７千円、避難路
整備工事、避難誘導灯設置工事５３２万
円、農地災害及び農業用施設災害復旧費
２１０１万２千円等。
41

10 月
平成 27 年

5

6

10 月
平成 27 年

氏
氏
氏
氏

問 個人情報に関する制
限と特定個人情報に関す
る制限、提供の制限の説
明を。
総務政策課長 個人番号
を利用できる範囲は、社
会保障、税及び災害対策
に関する特定の事務に限
定している。特定個人情
報の提供制限等について、
行政機関個人情報保護法
及び独立行政法人等個人
情報保護法は、法令の規
程に基づく場合を除くほ
か、本人の同意を得ない
で第三者に提供すること
を認めていない。

（柏）
（小池）
（産湯）
（阿尾）

問 第 ８ 条 の ２ で、
「本
人の同意を得ることが困
難な時には、本人の同意
がなくても特定個人情報
を 利 用 で き る。」 と あ る
が、この判断について説
明を。
総務政策課長 個人情報
保護審査会の意見を聞い
て、町長が判断する。
問 本人の委任による代
理人が自己にかかる特定
個人情報を開示請求でき
るとあるが、委任による
代理人の識別方法は。
総務政策課長 委任状を
出して頂く方法になる。
問 日高町個人情報保護
審査会の構成の説明を。
総務政策課長 人格的に
優れ、公正・中立な判断
ができ、町政全般につい
て理解があり、個人情報
保護法について学識経験
を有する者となっていて、
現在５名で構成している。

28

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
行政手続きにおける特
定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する
法律の施行に伴い、平成
年 月から郵送される
個人番号を知らせる通知
カード及び平成 年１月
から申請により交付され
る個人番号カードの再交
付の手数料を定めるもの。
10

問 個人番号通知カード
をなくしたとき番号だけ
を知ることは可能か。

27

条 例 改 正
日高町個人情報保
護条例の一部を改
正する条例
行政手続きにおける特
定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する
法律が平成 年 月５日
から施行されることに伴
い、本条例の一部を改正
し、新たに罰則規定を設
けるもの。
問 マイナンバー法第２
条に規定する特定個人情
報についての説明を。
総務政策課長 個人番号
をその内容に含む個人情
報のことである。

農業委員の 推 薦

直美
隆
重治
文壽

住民福祉課長 通知カー
ドの再発行ということに
なる。

問 現在、交付されてい
る住民基本台帳カードの
効力は。
住民福祉課長 有効期限
内は有効である。

無料であ

問 最初に発行する通知
カード及び番号カードは
無料か。

住民福祉課長

る。

日高町学童保育所
設置条例の一部を
改正する条例

志賀小学校敷地内の学
童保育所新設に伴い、現
在の日高町子どもクラブ
の名称を第１日高町子ど
もクラブに、新設の学童
保育所の名称を第２日高
町子どもクラブと定める
もの。

第２日高町子どもクラブ

10

第２回臨時会において、日高町農業委員会委
員に、議会から次の方を推薦した。
稲葉
白井
森下
白井

マイナンバーカード（予定見本）

27

23

茂美

議員

診啓発の実施を今後も継
続し、受診率アップへの
一つの手段として、特定
健診受診時にかかる個人
負担額無料化を前向きに
検討していく。

問 個人負担額
を無料化すれば、
確かに受診率は
上がると思うが、
健診や町の運動
教室への参加で
貯めたポイント
を、町内で使え
る商品券に交換
できる「健康ポ

28

榮

言われたが、その後の健
診率の推移と、目標に向
けての取り組みは。
町長 健診受診率の推移
は、ここ数年、横ばい状
態である。
目標に向けての取り組
みは、健診対象者への個
別通知、広報等による受

問 それは、来年度の実
施を視野に入れたものか。
町長 来年 年
度に対して、個
人負担額の無料
化に向けて取り
組んでまいりた
い。
温泉館で高齢者サロンの開催を

問 町の介護保険料の値
上げは、将来的にあるの
ではないか。
町長 町として、運動教
室や認知症予防等の介護
予防事業を継続実施し、
介護保険料の抑制に努め
ていく。
問 介護保
険料を抑え
るには、健
康で元気な
お年寄りを
増やすしか
ない。
大事なこ
とは、住民
の健康管理
である。
２年前に
「特定健診
受診者の受
診率 ・
％で、目標
が ％」と

30

65

10 月
平成 27 年

7

イント制度」の導入は考
えていないのか。
町長 御坊保健所管内で
の統一事業として「ヘル
スポイント事業」を行っ
ている。
これは、ポイントが貯
まれば応募でき、後日、
抽選によって当選者に商
品が贈呈される事業であ
る。

問 近隣では、町商工会
の買い物ポイント制度を
利用して、ポイント加算
で受診率をアップしてい
る町もあるが。
町長 町の商工会がポイ
ント加算するような取り
組みを今後すれば、その
時点でまた考えていける
と思う。

問 高齢者を孤立させず
地域での見守り的な役目

として、高齢者サロンの
設置を求める。
町長 高齢者の居場所づ
くりは重要だと思うが、
皆さんの協力が必要であ
り、現状としては、その
取り組みに対して少し時
間がかかるのではないか
と考える。

問 私は以前から、町の
温泉館での拠点型高齢者
サロンづくりを提案して
いるが。
町長 拠点型高齢者サロ
ン事業は、地域の老人ク
ラブや自治会で機運が高
まれば検討していきたい
が、目立った動きはない
と認識している。
現在、町内５ヵ所に運
動指導士を派遣している
が、温泉館でそうした自
主的サークル活動が行わ
れるなら、指導者等を派
遣し継続実施を支援して
いく。

他の一般質問
「温泉館と海の家の運営
について」
「町のゴミ資源化への取
り組み」

8

10 月
平成 27 年

問 改良事業として継続
中の井関御坊線の進捗状
況と今後の予定は。
町長 井関御坊線は、町
内総延長約７・７㎞の
内、約２・ ㎞が２車
線で改良済みである。
現在、用地の同意を得
ている原谷地内より改良
工事を実施しているが、
国道 号までの早期の完
成を目指したい。

3

問 柏御坊線の進捗状況
は。
町長 柏御坊線の上志賀
・中志賀間約１・ ㎞
は、本年度より着工予定
である。
柏・上志賀間の早期事
業化も引き続き要望して
いきたい。
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町長

問 御坊由良線の進捗状
況は。
御坊由良線の田杭

8

辻村

昌宏

議員

問 毎年これ位の予算が
・阿尾間は、御坊由良線
整備促進協議会も組織し、 投入されているのか。
産業建設課長 年度によ
要望活動を行っており、
早期事業化に向け取り組
んでいる。
産湯から比井の斎場ま
では測量設計が完了し、
工事着手に向け取り組ん
でいる。
一方、比井・柏間につ
いては、道路幅が狭く又、
道路線形の悪い箇所が多
く、生活道路として、ま
た「みちしおの湯」に通
じる県道でもあり、今後、
関係機関と十分協議を重
ね取り組んでいきたい。
問 予算配分は。
産業建設課長 各路線の
過去３年間の実績は、御
坊由良線６２００万円、
柏御坊線５１００万円、
井関御坊線１億２千万円
となっている。
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問 政府は昨
年「まち・ひと
・しごと創生
法」を制定し
た。
現在、総合
戦略を策定中

他の一般質問
「鳥獣害対策への補助に
ついて」
「防災コミュニティ公園
の整備について」

集中的に投資して頂いて だと思うが、日高町の進
いる。
むべき方向性は。
町長 本町は、下水道の
問 原谷地内は何年ぐら
整備や地籍調査事業の完
いで、完了するのか。
了など生活環境基盤の整
産業建設課長 原谷地内
備に努めるとともに、子
は、延長で約 ％改良さ ども医療費無料化の対象
れており、時期的なもの 拡大や、学童保育所・子
って変更はあるが、地籍 はわからないが、今まで 育て支援センターの運営、
調査が完了しており、用 よりは早まると思う。
高齢者外出支援事業の実
地買収がスムーズにでき、
施など、子どもから高齢
問 柏御坊線の用地買収
者に至る福祉制度の充実
の進捗は。
に努めてきた。
産業建設課長 予算ベー
更に、地価の安さや津
スで約 ％完了している。 波浸水想定区域の発表な
どを背景として、近年、
幸いにも人口が増加傾向
にある。
これらを踏まえ、「安
全に安心して暮らせる環
境づくり」を根幹とした、
「定住拠点」としてのま
ちづくりを目指す、とい
うイメージを持っている。
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問 御坊由良線の比井・
柏間の協力体制は。
産業建設課長 比井・柏
区間については、阿尾・
田杭間の事業の進捗等を
見ながら、新たに促進協
議会を立ち上げて、要望
活動に移っていくという
形になる。

拡幅改良中の県道（原谷地内）

問 学校給食が、平成
年 月の開始から 年が
経過した。
町が雇用している栄養
士が臨時職員となってい
るが、児童・生徒の食を
預かる専門職の雇用のあ
り方としてふさわしくな
いと考える。正規職員と

して雇用すべきではない
か。
教育長 資格を持ってい
る栄養士であり、毎月の
献立作成、学校への食育
指導、材料の発注、警報
発令時の登録業者への対
応等、臨時職員であるか
らといって何ら問題が生

問 町長の考えは。
町長 栄養士には、
安全・安心な学校給
食を実現してもらわ
なければならず、食
育などの教育として
の学校給食充実のた
めには必要である。
教育委員会の意見
を聞きながら、判断
していきたい。

じたこともなく、運営し
てきている。ただ、臨時
職員であるため、毎年の
採用試験や、本人の都合
による年度内途中での退
職等、何度か大変な時期
があった。
今後も学校給食を続け
ていく中で、栄養士は必
要不可欠な人材であ
る。今以上に安全・
安心、そして美味し
いと喜ばれる学校給
食を実施していくた
めに、正規職員とし
ての雇用にむけ検討
していきたい。

11 年が経過した学校給食

問 各区に各種集会所が
あり、町の公共施設が集
会所の役割を果たしてい
る区もあるが、区によっ
て建設・維持管理等され
ている区もある。
各区において集会所は
なくてはならないもので
あり、その建設・維持管
理等についての行政とし
ての関わり、費用負担等
は、できる限り公正を目
指していかなければなら
ないと考える。
老朽化で建て替え、修
繕が必要な集会所等もあ
ると思うが、行政として
の関わりをどう考えるか。
町長 基本的に各区の集
会施設の建設や維持管理
等については、その地域
で負担されるべきと考え
ている。
集会所等の新築・建て
替えの相談があった際に
は、自治総合センターが
実施しているコミュニテ
ィ助成事業を紹介してい
る。また、申請に当たっ
ては、相談に乗り、お手

伝いをさせていただく。

問 美浜町では、 の区
のすべてに一つ以上の町
有の集会施設があり、各
区が負担しているのは、
日常の維持管理費という
ことである。
日高川町では、自治振
興補助金という制度が設
けられ、例えば、３千万
円の建設費用の場合、コ
ミュニティ助成事業補助
金１５００万円、町補助
金９００万円、地元負担
金６００万円ということ
になる。
集会所の建設・修繕等
について、町が責任を持
つ方向へ向かうのが一番
よいと思うがどうか。
町長 財源的にも大きな
予算が必要になると考え
るので、今後、勉強して
いきたい。

他の一般質問
「公共施設等へ
無線ＬＡＮ環境整備を」
「戦争法案について」

12

議員
佳奈子
西岡

10 月
平成 27 年
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10 月
平成 27 年

問 本年、１月 日に文
部科学事務次官より公立
小学校・中学校の適正規
模・適正配置等に関する
手引きの策定についての
通知がされた。この通知
を受け教育委員会はどの
ような対応をしたのか。
教育長 文部科学省は、
約 年ぶりに「公立小・
中学校の適正規模・適正
配置に関する手引」を見
直した。
この手引きは、地域の
実情に応じて、教育的な
視点から少子化に対応し
た活力ある学校づくりの
ための方策、基本的な方
向性や考慮すべき要素、
留意点等をまとめたもの
であり、学校の統廃合の
推進だけを求めていない。
教育委員会としては将
来的には統合も考えてい
かなければならないが、
今後の児童・生徒数の推
移を十分に把握し、保護
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稲垣

者や地域の方々の意見を
聞くことが大切であると
捉えている。
問 将来的には統合も考
えていかなければならな
い学校とはどの学校で、
その学校の児童・生徒数
の推移を今現在どのよう
に把握しているか。
教育長 町内３小学校と
も大規模校とはいえない。
その状況の中で、比井小
学校は現在、複式学級を
２学級もっている。
問 手引きでは、「概ね
複式学級が存在する学校
は、一般に教育上の課題
が極めて大きいため、学
校統合等により、適正規
模に近づくことの適否を
速やかに検討する必要が
ある」とされているが、
速やかに検討しているか。
教育長 速やかに年度年
度によってやっている。

崇

議員

問 保護者の意見、地域
の方々の意見を聞き、そ
して、統合か統合しない
かを考えなければならな
い。そのために、アンケ
ートをとっていく必要が
あると私は考えるが、教
育長はどうか。

問 町施設の
ほとんどが未
だ従来型の蛍
光灯を照明器
具として使用
している。Ｌ
ＥＤは長寿命、
教育長 状況については、
低消費電力と
十分に把握している。し
いった利点が
かし、教育委員会から年
あり、最近で
度計画のような形の中で
は、一般家庭
声を掛けていくというこ
や小規模事業
とは考えていない。
所においては
その明るさと
コスト面からＬＥＤに交
換する家庭、事業所が増
えてきている。議場も照
明をＬＥＤに交換してい
る。交換費用は５年で償
却できると聞いている。
町施設の照明もＬＥＤ
に交換してはどうか。
町長 公共施設の照明の
ＬＥＤ化については、経
費削減につながる一方、
まだ使用できるものを取
り外すことに対する町民
の理解が得られるか、検
討すべき課題がある。
照明器具の耐用年数等
も考慮し、今後、計画的
に交換できるよう検討し
ていく。
小規模学級の授業風景

問 空き家等に関する施
策を総合的かつ計画的に
実施するための基本指針
において、実施体制の整
備とあるが、この実施体
制の整備はどうか。
総務政策課長 実施体制
の整備については、町内
の関係部局による連携体
制と、協議会の組織の設
置となっている。現時点
では、町内における空き
家の実態把握が最優先事
項と考えている。計画の
策定となれば、協議会設
置の必要性が発生してく
るので、その時に設置の
検討をする。

問 データベースの整備
はどの程度進んでいるか。
総務政策課長 具体的に
は、まだ把握できていな
い。

特徴としては、タクシ
ー事業者と契約してタク
シーを路線バスのように
既定の運行路線と運行時
間に従って走らせるもの
で、完全予約となってい
の１市４町からなる、湖
る
。
東圏域公共交通活性化協
このため、運行時間で
議会を設立し、１事業主 あっても予約が無ければ
体として地域公共交通確 タクシーは走っていない。
保維持改善事業（国土交
通省）の補助金を受けて
運営をしている。
当初は平成 年に彦根
市が単独で実施していた
が、周辺４町の生活圏域
が彦根市を中心としてい
る等の理由から、平成
年、周辺４町も参加し
た協議会での運営となっ
た。
事業の目的は、鉄道駅
やバスの停留所のない
「公共交通不便地域」の、
主に、高齢者や自動車を
運転しない方の日常生活
に必要な移動手段を提供
していて、又、将来的に
路線バスを廃止した時の
代替手段として活用する
目的も併せ持ち、バス路
線の合理化や、乗り継ぎ
の改善なども行なってい
る。
行政負担分
（事業費）
2,100円

利用者負担分
450円×2＝900円

2,100円

450円

450円

利用する人は１時間前
にタクシー会社に予約を
入れる必要がある。
利用者が支払う運賃は
移動距離によって変動し、
１人１乗車当り４５０円
または９００円の２種類
となっている。
実際のタクシーのメー
ター運賃で精算し、差額
分が１市４町の負担額と
なる。
利用者の年齢は、昨年
９月実施のアンケートに
よると、 才以上 ・１
％を占めており、高齢者
のニーズの高さが顕著で
ある。
年々、利用者が増加し、
公共交通不便地域の人の
利用が多く、高齢者の利
用割合も高い。
事業の目的を十分に達
成していた。
当町と彦根市では環境
が大きく違うが、御坊市
を中心とした日高圏域で
考えると、同様の事業の
必要性を感じるとともに、
展開する事も可能である
と感じた。
60
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彦根市議会副議長から歓迎の挨拶（彦根市役所にて）

委員会レポート

去る８月 日、滋賀県
彦根市の乗合いタクシー、
通称「愛のりタクシー」
について視察研修を行な
った。
視察の経緯としては、
日高町においても、「買
い物難民」「買い物弱
者」と言われる住民が増
加傾向にあるため今回の
視察となった。
まず、最初に彦根市議
会副議長より歓迎のお言
葉をいただき、市の担当
課から同事業の説明を受
けた。
彦根市と周辺の愛荘町、
豊郷町、甲良町、多賀町
25

22

20

10 月
平成 27 年

11

メーター運賃 3,000円

「愛のりタクシー」費用負担の例

12

10 月
平成 27 年

全国学カテストで常に
上位にランクされている
福井県（全国中学学カテ
スト８年連続１位）の坂
井市において、丸岡中学
校と丸岡南中学校を視察
した。
丸岡中学校では柳原教
頭より、平成 年度丸岡
中学校スクールプランを
中心に説明を受けた。
内容としては、教育目
標や校訓を基に丸岡中が
27

目指す、中
・長期的目
標を設定し、
７つの具体
的な重点目
標を掲げ、
さらに具体
的な取り組
みを実施し
ているとの
ことであっ
た。取り組
みの一端を
紹介すると、
「主体的な
学び」と

して「生活日誌」を有
その後、大型囲いわな
宣
効活用する、「
を設置している上志賀、
言」のチェック「夢・希
久志両地区を視察した。
望を育む自己実現」とし
上志賀地区に設置して
て、夢や目標が持てるよ
いるものは、テレビカメ
うな授業づくりを行う、
ラにより監視ができ、遠
「チャレンジ 」を推奨
隔操作で画像を確認しな
することで、地域参加の
がら、檻を閉じることが
推進につなげるなど、さ
去る９月３日に町内の 出来るものである。県の
まざまな取り組みがなさ ニホンザル大型囲いわな リースによるものだが、
れているようである。
の現場視察を行った。
捕獲頭数は一番多く、同
次に、丸岡南中学校に
有害鳥獣対策について、 型のものは、最近、萩原
移動し、学校施設を見学 担当課の出席により郡内 地内にも設置され早速１
し た 。 こ の 中 学 校 は 、 市町別、年度別ニホンザ 頭捕獲されたということ
年前、丸岡中学校の生 ル捕獲状況と、日高町内 である。
徒数の増加により分離し の地区別、年度別ニホン
久志地区の囲いわなは、
たとのことであるが、施 ザル大型囲いわな捕獲状 上部の開口部より侵入さ
設の充実には目を見張る 況の説明を受けた。
せ、高さや壁面の内側の
構造を工
ものがあった。
夫するこ
福井県と和歌山県、坂
とにより、
井市と日高町の違いを検
脱出でき
証するだけで、学力の向
ないよう
上につながるかどうかは
にして捕
疑問であり、和歌山県に
獲するも
は和歌山県の良さがあり、
のである。
日高町には日高町の良さ
平成
があることも事実であり、
年度は町
この視察を参考にしつつ、
内４カ所
議会として後押しできる
で 頭捕
ところは後押ししていき
獲されて
たい。
いるが、
今年度は
未だ７頭

の捕獲しかなく、ニホン
ザルの知能の高さなのか
とも考えられる。
今後も、撲滅は難しい
と思われるが個体数を減
らす努力を続けていただ
きたい。

編集後記

月６日、紀の国わ
かやま国体が閉幕しま
した。
日高町では、少年ホ
ッケーの試合が５日間
にわたり繰り広げられ、
日高町の高校生を含む
和歌山県選抜チームが、
男子３位、女子４位と
大健闘されました。
懸命にボールを追っ

てグラウンドを走る姿
は、本当に美しいもの
でした。

感動を与えてくれた
選手のみなさん、チー
ムスタッフ、そして大
会を支えてくれた多く
のスタッフのみなさん、

西岡

佳奈子

ありがとうございまし

た。

この広報紙は再生紙を使用しています。
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委員会レポート

産業教育常任委員会は
去る８月 日、福井県の
教育の取り組みについて
の視察を行った。

恵まれた教育環境の丸岡南中学校

福井県坂井市
教育現場視察
26
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to
22

より一層の
サル対策を

監視カメラでサルを捕獲する囲いわな（上志賀）
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