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国土交通省の
ガイドライン
に適合せず、
また、改造も
困難なため、
小型バス２台
を購入して対
応したい。

問 児童措置
費の土地鑑定
料の説明を。

住民福祉課長

買換えが決まった送迎用バス

についていない子ども達
に学習意欲の向上や、大
人とのふれあいによるコ
ミュニケーション力の向
上などを目指すもので、
町内３小学校で実施した
いと考えている。夏休み
中に各校７回程度実施し、
児童の対象人数について
は、１回当たり 名程度
で、１回当たりの時間は
３時間以内と考えている。
参加費は無料であるが、
傷害保険の掛け金として
１回当たり 円を頂く予
定である。
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を進める。他の団体の会
議室利用などは断る予定
である。
問 送迎バスを２台購入
する説明を。
総務政策課長 平成 年
に登録した、内原小学校
の児童並びに内原保育所
の園児を同時に送迎して
いる中型バス１台が故障
したために買い換えるも
のである。同様のバスを
新車で購入することは、

以前から継
続的に探して
いた志賀保育
所の駐車場用
地について、近隣の地権
者の方が前向きに協力し
てくれるとのことである
ため、土地と建物の補償
鑑定料として計上した。
土地の面積は約５１２㎡
で、約 台が駐車できる
と考えている。

問 子ども居場所づくり
推進事業の説明を。
教育課長 小学校４年生
～６年生の子どもへの学
習支援や、大人との交流
事業を実施するものであ
る。具体的には、宿題や
家庭学習をする習慣が身

50

６ 月 定 例 会

などは、原則としてセン
ター内で実施場所等を変
えながら、計画的に工事

第２回定例会は６月９日から 日まで、７日間の会
期で開催した。
今定例会には報告５件、同意１件、議案５件、発議
１件が提案され、慎重審議の結果、それぞれ原案のと
おり同意・可決した。

—

一般会計補正予算

主
— な内容

園児・児童送迎用バス２台購入１３
６０万７千円、保健福祉総合センター
改修費７８６３万６千円、小規模土地

了させたい。
問 同センターで行って
いる事業は、工事中はど
うなるのか。
住民福祉課長 社会福祉
協議会が行っている事業

20

10
保健福祉総合センター（ふれあいセンター）

15

改良事業５００万円、消防団員退職報

13

奨金１５７万７千円など。
問 保健福祉総合センタ
ー改修工事の内容は。
住民福祉課長 空調設備
の室内機が 台。同、室
外機が 台。照明器具の
ＬＥＤランプ交換が８７
３台。本年 月までに完
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2
月

7
平成 28 年

問 当初予算で約３億円
していたが、内示された
を予定していたと思うが、 額が１億６３５１万４千
詳細説明を。
円であった。
産業建設課長 当初、避
難道路整備工事費で２億
９８５１万４千円を計上

また、避難道路へ繋ぐ避

早期の完成が望まれる避難道路（比井）

減額の割合
１００分の５０
１００分の７０
１００分の９０

期末手当の減額

この度の熊本地震で被害
を受けられた方々に対し、
心よりお見舞い申し上げる
と共に、一日も早い復興を
願い、議員一同で 万円の
義援金を送りました。

議会活動ができない期間
６か月以下であるとき
６か月を超え１年以下であるとき
１年を超えるとき

減額の割合
１００分の３０
１００分の５０
１００分の８０

義援金

議員報酬の減額

条例制定・改正
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議会活動ができない期間
９０日を超え１８０日以下であるとき
１８０日を超え３６５日以下であるとき
３６５日を超えるとき

日高町長期欠席議員の議員
報酬等の特例に関する条例

議員の職責及び町議会への住民の信
頼の確保に鑑み、その信頼に反した場
合における報酬及び期末手当の減額に
ついて定めるもの。

難路工事に約１千万円を
議員報酬等の特例に関する特別委員会は、
予定している。
議員が長期欠席した場合の報酬等の減額を
条例で規定することについて、慎重な議論
問 当初予算説明時には、 を重ねた結果、今議会において条例を制定
その１工事部分で、避難 することを決定した。
広場を含む延長２２０ｍ
本会議への発議、採決の結果、可決した。
ということであった。今
回の工事契約は１億円余
りということだが、どの
日高町国民健康保険税条例
程度の工事を見込まれて
の一部を改正（専決処分）
いるのか。
産業建設課長 延長 ｍ
で、避難広場の手前まで
の施工となる。
問 今回の工事請負契約
は、その１工事として、
１億７２４万
円で提案され
ているが、設
計額はいくら
か。その２工
事についても
合わせて答弁
を。
産業建設課長

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、２割
軽減の対象となる世帯を拡大するもの。

賦課限度額の引き上げ
基礎課税額（医療給付費分）
万円 →
万円
後期高齢者支援金分
万円 →
万円
19

工事請負契約

13

５月２日、７社による指名競争入札の結果、 株式会社 中村
建設が落札した。落札率は 、 ％。工期は平成 年２月 日。
29

問 今年度の今後の見込
みは。
産業建設課長 当初の６
割弱の内示という状況で
ある。予算も厳しい状況
で、今後の予定は立って
いない。
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96

その１工事
の設計金額は、
１億１０６０
万４９６０円
である。その
２工事は約４
６００万円を
予定している。
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月

7
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榮 昨年３月議会で、町
長は「土曜日の一日保育
は要望の高いニーズであ
り、新たに７名近くの保
育士を確保し、それが整
い次第、進めていきた
い」と答弁したが、確保
できたのか。
町長 ４年前から比べる
と、正職員と臨時職員を

榮

茂美

合わせて５名の減少で、
保育士の確保は難しくな
ってきている。
榮 保育士の確保が難し
いのであれば、各保育所
で行なっている土曜日半
日保育を、一ヵ所の保育
所に集めて一日保育にす
ればどうか。

土曜日の１日保育の実施を

議員

町長 現状の方法だけで
なく、民間の力を借りる
ことも大事であり、民間
委託の導入も検討すべき
であると考えている。

榮 民営化は一部か、全
てか。
町長 一部の保育所にな
るのか、全ての保育所に
なるのかについても、合
わせて検討する。

町長 子どもにとっては、
いつもと違う環境への適
応の問題があり、保育士
にとっても慣れない施設
での保育になる場合があ
り、今のところ実施する
考えはない。
榮 新たに７名近くの保
育士の確保は、今後でき
るのか。
町長 保育士は確保した
いと思っているが、臨時
職員である以上、毎年、
全員分を募集することに
なり、離職と新規採用と
で増減し、常に追加とい
うことにはならず、土曜
日一日保育を実施するほ
どの保育士が確保できな
いでいる。

榮 ３保育所の統合の考
えはあるのか。
町長 今のところ、私の
考えにはない。

榮 この問題を先延ばし
にしていないか。
町長 保育所の運営方法
の検討は、今年度中に十
分行ない、運営方法を変
更するのであれば、来年
度以降の実施に向けた取
り組みを行なっていく。

榮 毎年、多人数の保育
士を確保しなければなら
ない今の町営の雇用形態
が、問題ではないのか。

榮 学童保育
の利用希望者
の増加に伴う
今後の対応は。
教育長 やむ
を得ない措置
として、高学
年の児童や保
護者の勤務時
間帯等を勘案
して、お断り
することもあ
るかもしれな
いが、今後の
対応として、
学童保育所の増設も含め、
町長部局と協議をしてい
く必要があると考える。

榮 学童保育しか選択肢
がないため、そこに人が
偏って流れ込んでいるの
ではないか。放課後子ど
も教室の設置を望むが。
教育長 今年の夏休みに
取り組む「子どもの居場
所づくり推進事業」の成
果を踏まえ、課題等を洗
い出し改善できる点は次
年度の事業に反映・充実
させ、今後とも、今回の
事業で取り組んでいきた
い。

西岡 備蓄食糧の状況は。 せる必要があるのでは。
町長 備蓄用ビスケット
町長 その方が望ましい
４０５６食、パン缶４０ と思うので、用地や倉庫
２０食、アルファ米３０ など検討していきたい。
０食、 リットル保存水
西岡 避難所の総数と収
３０１６本、野菜ジュー
ス３００缶を備蓄。
容可能人数は。
町長
カ所で２５６７
西岡 十分な量と思われ
人の収容が可能。うち耐
るか。特に水が少ないの 震性のある避難所 カ所
ではないか。
では２３９６人が収容可
町長 不安な点もあると
能である。
思うが、水道貯水タンク
西岡 指定避難所で、耐
に緊急遮断弁をつけ、確
保できるようにしている。 震化されていない地区集
会所も耐震化が必要だと
思うが。
西岡

1.5

備蓄場所を分散さ

37

町長 現状
では地区集
会所への町
単の補助は
考えていな
い。

26

西岡 避難
路の確保や
救援活動な
どをスムー
ズに進める
ために、倒
壊の恐れの
ある危険な
ブロック塀
の撤去や耐

食糧の備蓄は十分か

議員
佳奈子
西岡

震化などへの助成制度に
取り組んではどうか。
町長 実施できるよう取
り組みたい。
西岡 家具転倒防止器具
の設置について、補助制
度などの取り組みを。
町長 県の補助もあるの
で、実施に向け取り組み
たい。
西岡 熊本地震では、福
祉避難所が機能しなかっ
たという報道があった。
当町では博愛園みちし
おとふれあいセンターが
福祉避難所として指定さ
れているが、契約はされ
ているか。
町長 博愛会とは覚書と
協定書を交わしている。
ふれあいセンターは町の
施設なので対応できる。
西岡 福祉避難所として
一定の機能を果たすため
には、社会福祉協議会職
員の皆さんの協力が必要
だと思う。そういう話は
されているか。
町長 具体的な話し合い
はできていないので、今
後、取り組みたい。

福祉避難所の指定

西岡 内閣府の福祉避難
所に関するガイドライン
では「福祉避難所は、よ
り専門的な支援や援護の
必要性が高い避難者のた
めに確保されるものであ
り、一般の指定避難所で
生活可能な避難者に対し
ては、対象としない旨に
ついて、予め周知してお
く」とされている。この
点についての周知は。
総務政策課長 自主防災
会並びに区長会等で周知
徹底に努めたい。
西岡

他の一般質問 —
—
介護予防・日常生活支援
総合事業について

西岡 津波対策だけでな
く、内陸部の大地震の可
能性も踏まえ防災対策を。
町長 一人も死者が出な
いよう、最善の努力をし
ていきたい。

い。

が現在２カ所だが、他の
高齢者福祉施設とも協議
し、提携しておいてはど
うか。
取り組んでいきた

町長

指定福祉避難所のひだか博愛園みちしお

月

7
平成 28 年

5

6
月

7
平成 28 年
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町を応援したい、日高町
に寄付をしたいと思って
いただけるよう取り組ん
でいきたいと考えている。
今後は楽天株式会社や
ふるさとチョイスなどに
よる方法も含め、町の魅
力を発信できるよう検討
していく。
稲垣 プロジェクトチー
ムを作ってはどうか。
町長 職員には限りがあ
るが、担当課で、しっか
りとこのふるさと納税を
推進していくことが大事
なことと考える。今後、
早急に、積極的に取り組
んでいく。

稲垣 『福祉避難所は２
稲垣 去る５月 日に知
事の行政報告会があった。 カ所』ということだが、
翌日、地方新聞２社が、 この２カ所で、十分に足
「障害者や高齢者の福祉 りているのか。
町長 現在は２カ所であ
避難所を兼ねた障害者施
設の建設を計画しており、 るが、今後、そういう対
その場所に荊木にある中 象になる場所とも協定を
紀地域職業訓練センター 結ぶような形で考えてい
のマツゲングラウンド東 かなければならないと思
側駐車場を提供してもら っている。
えないか。と知事に要望
稲垣 日高町内にもう１
した。」と第一面で報じ
ていた。この記事を読ん つ福祉避難所が増えるこ
で、私は大変感銘を受け とは、高齢者の方にとっ
たが、町長はどう感じた ても大変喜ばしいことと
思う。町として、この施
か。
町長 今回の件について
設建設に積極的に協力を
は、私としても、大変有 していってはどうか。
り難いことと期待したが、 町長 日高町だけが協力
当該施設の今後の利用予 していくということは非
定との兼ね合いから、今 常に大変なことだと思う。
回は叶わなかったようで その点については、町村
ある。町としては障害児 会・御坊市が足並みを揃
者福祉の向上に、できる えて、それを支えていく
だけの支援、協力を今後 という形が一番良いと考
もしていくつもりである。 える。私もできるだけ協
力をしていきたいと考え
ている。
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２８２万５千円である。
日高町民が他の市町村等
へしたふるさと納税は、
８年間で５０６万８千円
であった。
稲垣 近隣のある町では、
昨年、楽天を利用して、
ふるさと納税のＰＲをし
たところ、一ヶ月で約５
００万円ものふるさと納
税があったと聞いた。当
町もこのような取り組み
をしてはどうか。
町長 ふるさと納税は、
自主財源の乏しい当町に
は貴重な財源の１つであ
ると考えている。数多く
の市町村の中から、日高

クエ鍋セット

稲垣 ふるさとを離れて
も、自分が生まれ育った
ふるさとを応援できるよ
うにと、平成 年から始
まったふるさと納税につ
いて、町はこれまでどの
ように取り組んできたか。
町長 ホームページ上に
ふるさと納税のコーナー
を設け、寄付を頂いた方
々に、礼状と、町の広報
誌を送付していた。平成
年度からは、『日高町
ふるさと納税推進事業実
施要綱』を制定し、納税
応援事業者を募集、返礼
品を送っている。今後も
引き続き、納税応援事業
者並びに返礼品の充実を
図り、少しでも多くの方
に、寄付を頂けるように
と考えている。

あわび

20

稲垣 昨年度までの実績
はどうか。
町長 平成 年度は３名
で 万５千円、平成 年
度は３名で 万円、平成
年度から平成 年度ま
では０件、平成 年度は
２名で６万円、平成 年
度は５名で１０４万円、
平成 年度は７名で１１
９万円、８年間の合計は

日高町の返礼品一例（イメージ写真）

27

24
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議員
崇
稲垣

始めに、組合の沿革や
予算、各部署の担当業務
内容等について説明を受
けた。次に、消防司令セ
ンター並びに、デジタル
無線システムの説明を受
けたあと、消防本部に配
備されている各種車両の
特徴や機能の説明を受け、
最後に郡内一の最新型車
両である大型特殊車両の
機能説明を受けた。

平成 年度から運用を
開始した高機能消防指令
センターは、従来の固定
電話はもちろんのこと、
ＩＰ電話からの通報も瞬
時に位置確認が出来、携
帯電話については、ＧＰ
Ｓ機能を利用して位置を
特定出来ることから、よ
り速く、より確実に現場

高機能消防指令センター
へ向かうことが出来るシ
ステムとなっていた。
救急や災害・火災の現
場では、１分１秒の遅れ
が被災者の生命や財産を
失うことに繋がるため、
たいへん頼もしく感じら
れたが、救急や災害、火
災が重なった場合は周辺
からの応援体制や、消防

団との連携も必要な場合
が出てくるなど、休日で
あっても緊急に出勤・出
動する過酷な勤務体制で
あるのも実状であった。
また、大型特殊車両に
ついては、他府県で災害
が起こった時などにも、

応援部隊として大いに活
躍できるものだと感じた。
同時に運用を開始した
デジタル無線システムと
併せて、その成果を大い
に期待するものである。

各種の緊急車両が並ぶ

委員会レポート

総務福祉常任委員会は、
去る４月 日、日高広域
消防事務組合消防本部の
視察を行った。

田口

英穗氏（再）

監査委員の選任について同意を求め
られ、同意した。

監査委員に 田口英穗 氏

25

月

7
平成 28 年

7

27

8
月

7
平成 28 年

委員会レポート
地区鎌田谷川、下志賀地
区平野谷川、高家地区三
又谷川の３地区の説明を
受けた。本事業は県営事
業で実施され、４～５年
で完成予定とのことで、
委員会は去る４月 日、 負 担 割 合 は 国 ％、県
％で町及び地元負担金
砂防事業、町道高家中央
線改良工事、比井避難路 は不要である。採択基準
新設工事について産業建 は「１件当たり事業費で
設課から説明を受けた。 １億円以上」、「土砂災害
砂防事業については、 危険箇所の公表等の警戒
本年度より実施する池田 態勢にかかわる措置を持
たれているもの」、「今後
の豪雨等により多量の土
砂が流下する恐れがあり、
民家や公共施設等の保護
に効果があるもの」とな
っている。本年度は主に
測量設計とのことであっ
た。委員からは町内の危
険箇所などについて質問
があった。
次に、町道高家中央線
改良工事について説明を
受けた。全体概要は総延
長７８０ｍ、車道幅員
５ｍ、歩道幅員１・５ｍ、
事業費は約５億円、負担
割合は国 ％、町 ％、
本年度は要望額５千万円
で橋梁の詳細設計、用地
買収、物件補償、工事と
のことであった。委員か
50

35

３地区とも本年度は測量
設計であり、工事着手に
は至っていないため、中
志賀地区の三河谷川の砂
防堰堤を視察した。
今回、説明を受けた事
業については、国の予算
配分により完成が遅れる
恐れがあるが、災害にか
かわる事業であるため、
計画通りの完成、さらに
早期の完成ができるよう
関係機関へ強く働きかけ
るように要望した。

日の熊本地震により被災さ

費は約 億５５００万円。
負 担 割 合 は 国 ％、県
％、町 ％、本年度は
３億円（現在は１億６千
万円の内示）を予定して
いるとのことであった。
委員からは完成時期など
について質問があり、平
成 年から５力年計画で
あるが、難しいのではな
いかとのことであった。
その後、現地を視察し
たが、砂防事業について
は池田、下志賀、高家の
10

25

11
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祈りいたします。

井垣

弥

ていただき、平穏無事で過ごせることをお

おります。皆様方も体調には十分気をつけ

また、これから暑い夏を迎えようとして

します。

った際には、是非ともよろしくお願いいた

せんが、町内の皆様に被写体のご協力に伺

の出来る写真が撮れていないかもわかりま

早１年半が経過しております。中々、満足

さて、私事ですが広報カメラマンになり

します。

に留意されご活躍されることをお祈りいた

共に、復興に尽力されている皆様には安全

れた方々には心からお見舞い申し上げると

先ず、４月

50

16

比井地区避難道路
らは橋梁の高さや河川と
の交差角度、地元区及び
地権者への説明状況等質
問があった。計画は５カ
年であるが、予算の配分
等により完成が前後する
とのことであった。
最後に、比井地区避難
道路新設工事について説
明を受けた。この工事は
漁村再生交付金事業によ
り実施するもので、工事
の概要は避難道路が延長
１０１９ｍ、幅員５ｍ。
避難路は２カ所あり、延
長２７２ｍ、幅員は２ｍ、
避難広場は２カ所で、面
積は２６６０㎡、総事業

この広報紙は再生紙を使用しています。
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拡幅をする町道高家中央線

50

65

