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問 シティプロモーショ
ン事業と海外観光客誘致

事業は、１つの事業費で
一体に進めるということ
か。
どこが主体となって進
めていくのか。
産業建設課長 今まで商
工会が主体となっていた
クエフェア、クエ鍋グラ
ンプリ、ベトナム観光客
誘致事業を引き継いで、
大々的に進めていく。
商工会を中心に展開し
ていってもらうように計
画している。
観光客の誘致事業と、
クエ料理、町産品等の新

商品の開発等
も、この事業
の中に含まれ
ている。

問 何カ年計
画となってい
るのか。
また、総事
業費は幾らと
試算している
のか。

産業建設課長

地方創生の
交付金対象で
あり、ＫＰＩ指標目標を
みながら、３年までは国
費の対象となる。
今年が１９１０万円、
来年度は１３００万円、
再来年は１３００万円。
ＫＰＩの見直しで収益が
上がるようだったら続け
ていける。収益が上がら
なかったり、採算が採れ
ないとなると、見直しを
していかなければならな
いと考えている。

問 災害対策費２００万
円の説明を。
総務政策課長 小浦地区
において、津波被害等か
ら逃れるために、高台へ

問 防災倉庫の設置場所
と、資機材の内容の説明
を。
総務政策課長 防災倉庫
は、小浦峠の配水池の空
いた部分に設置を予定し
ている。
資機材は、脚立、投光
器、電動ドラム、チェー
ンソー、ウィンチ、発電
機、飲料水タンク、折り
たたみのポリ容器、ライ
ト、防水シート、毛布、
ジャッキ、ＬＥＤランタ
ン、ラジオ、メガホンな
どである。

設置する防災倉庫、なら
びに資機材一式である。

防災倉庫設置予定場所（小浦）

６ 月 定 例 会

万円、

計上した。東京へ２人、
埼玉へ４人、ベトナムへ
３人分を計上している。
シティプロモーション
事業は、クエフェア開催
４８０万円、鍋グランプ

リ８３０万円、海外観光
客誘致事業６００万円で
ある。

第２回定例会は６月 日から 日まで、８日間の会
期で開催した。
今定例会には報告４件、議案 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

—

づくりソフト事業費交付金１００万円、

誘致事業２０１６万２千円、長寿社会

シティプロモーション・海外観光客

主
— な内容

20

10

小規模土地改良事業３６０万５千円、
小規模がけ崩れ対策事業負担金

67

地域防災組織育成助成事業２００万円
など。
問 商工費の内訳の説明
を。
産業建設課長 旅費につ
いては、地方自治体職員
旅費が補助金の対象とな
らないことから、独自で

観光に訪れたハイさん一家（前列）

13

問 長寿社会づくりソフ
ト事業費交付金１００万
円について、財源が雑入
となっているが、財源の
出所と交付金の使用目的
の説明を。
産業建設課長 長寿社会
づくりソフト事業費交付
金は、公益財団法人地域
社会振興財団の補助金で
ある。
事業主体は、「徳本さ
んで日高おこし隊」であ
る。
講演会や展示会、商品
開発から販売というよう
な事業を計画している。
事業費は１７７万３１
８０円で、その内１００
万円が補助金である。

％。工期 平成 年２月２日。

日高中学校校舎大規模改修工事
契約金額
２億７７８８万４千円
契約の相手方 株式会社 中村建設

５月 日、６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 ・ ％。工期 平成 年３月 日。

条例改正

日高町国民健康保険税条例
の一部を改正
財源を確保するため、一人当
たり税額を９・ ％引き上げる

30

工事請負契約

日、７社による指名競争入札の結果、

比井漁港集落道改良（その２）工事
契約金額
６００４万８千円
契約の相手方 株式会社 中村建設
５月
・

株式会社 中村建設が落札した。
落札率

へ繋がっている。施工場
所は比井小学校側である。
問 工事の延長は。
産業建設課長 １００ｍ
を予定している。

30
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２．
１０％

２．
７０％

７．
９０％

７．
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所得割額

92

改正後の
税率・金額

改正前の
税率・金額

改正後の
税率・金額

改正前の
税率・金額

改正後の
税率・金額

改正前の
税率・金額

項 目

介護納付金分

後期高齢者支援金分

基礎課税分（医療給付費分）

もの。

国民健康保険税引き上げ

30

問 一人当たり平均９・ ％の税
額アップということだが、一般会
計からの繰り入れをして、税額を
抑えるということを検討されなか
ったのか。
町長 平成 年度が医療給付費の
増加などがあり、厳しい状況であ
った。
税負担を抑えたいということは
あるが、平成 年度の実績のこと
もあり、状況を見ながら取り組ん
でいきたい。

27

27

30

68

28

28

84

問 比井漁港集落道改良
（その２）工事の施工場
所は。
産業建設課長 避難道路
で、比井の海側から比井
小学校の少し北側の県道

避難道路を整備（比井）

25

94

資産割額

３０．
００％
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１０．
８０％

９．
２０％

１１．
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１１．
６０％

均等割額

２８，
２００円

３３，
６００円

１０，
２００円

９，
５００円

１２，
２００円

１２，
０００円

平等割額

２２，
７００円

２６，
６００円

８，
２００円

７，
５００円

６，
４００円

６，
３００円
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榮 今の土曜保育は、保
護者のニーズに合ってい
ないと思うが、保育の利
用時間と利用人数は。
町長 土曜保育は、午前
８時から 時までで、利
用者は内原保育所で５人
程度、志賀保育所で 人
程度、比井保育所の利用
者はいない。

12

10

榮

茂美

議員

榮 本当に、こうした懸
念の声が現場にあるのか。
町長 現状は、やはり少
し厳しいのではないかと

榮 今の社会は働き方が
定的な確保が重要で、そ
多様化していて、土曜・ れが出来ると判断できた
日曜・祝日も働かざるを 適切な時期に実施したい。
えない保護者もいる。本
榮 各保育所で行ってい
来、働く保護者を支援す
るのが保育所の目的では る土曜半日保育を、１ヵ
所で１日保育を行えばど
ないのか。
町長 土曜１日保育のニ
うか。
ーズは低くないと思うが、 町長 １ヵ所に集めての
実現するには保育士の安 保育は、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
施設での保育となり、ま
た、日頃接していない子
どもも多くなることから、
その子その子にあった保
育の仕方が難しくなる恐
れがあるなど、保育の質
を維持する事に懸念があ
り、実施する考えはない。

土曜１日保育を１ヵ所でどうか

32

榮 ３年後の
平成 年度か
ら、小学校の
英語教育は、
５年生から教
科化に、３年
生から必修化
が完全実施さ
れる。今後、
小学校に英語
の専科教員が
必要ではない
か。
教育長 小学
校における外

国語の指導は、教科化さ
れた後も、学級担任が学
習指導要領に基づき丁寧
に確実に指導することが
主体であると考える。

他の一般質問
「日高町の拠点整備事業
とは」

榮 例えば、比井小学校
にＡＬＴを配置して、英
語教育に特化した小学校
として、小規模特認校制
度を導入する考えはない
のか。
教育長 教育委員会とし
ては考えていない。

榮 英語を母国語とする
ネイティブスピーカーが
いる環境では、いかに子
の判断である。
ども達の英語力が伸びる
榮 町長の公約「土曜１
かの例がある。小学校に
日保育の実施」は、今年 も、外国語指導助手（Ａ
度中、つまり町長１期目 ＬＴ）の配置が必要では
の任期中に実現できるか。 ないか。
町長 ９ 月 ま で は 現 状
教育長 教職員は、自分
維持となるが、それ以降、 の担任する子ども達に対
来年５月 日の任期まで して、様々な教科を授業
に努力していきたい。
として取り組んでいくの
が本来の姿であり、教育
委員会としては、十分に
それをサポートしていく。

10

西岡 今年度からの学校
図書館図書整備等５カ年
計画では、その前の計画
に比較して約 倍の地方
財政措置となっている。
学校司書の採用、配置
を。
教育長 人材の確保や予
算面での課題等が考えら
れ、現状では難しい。
学校支援員の有効活用
という視点から、図書館
の充実にむけた具体案を
検討していくよう指導し
ていきたい。
図書の充実、図書
西岡

西岡 当町の高齢者外出
支援事業は独自施策とし
て喜ばれているが、この
施策でカバーできる範囲
は限られている。
通院や買い物などの日
常生活、人権としての移
動権を考え、公共交通の
充実、交通弱者の支援に
本気で取り組んでいただ
きたい。
町長 高齢者外出支援事
業も実施から６年が経過

し、事業が根付いてきて
いる。制度の充実を検討
していきたい。

西岡 免許証を返納した
ドライバーに対する支援
制度検討の考えは。
十分検討していき
町長

たい。

西岡 交通弱者は 歳以
上の高齢者だけではない
と思うが。

バス ･ タクシーは重要な公共交通

司書の配置で学校図書室の充実を
の活用に大きな役割を果
たすのが学校司書だと思
う。財政措置が増やされ
る中で、美浜町や日高川
町では採用してきている。
学校支援員は、その目
的があって雇用している
のだから、学校図書につ
いての事務も求めるとい
うのは違うのではないか。
学校図書館を充実させ
ていくためには学校司書
の配置が必要だと思うが。
教育長 必要だとは考え
る。今後、配置について
検討していきたい。
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議員
佳奈子
西岡
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7
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1.3

町長 重度心身障害者の
方には福祉タクシー券の
制度で助成している。拡
大について検討していき
たい。

西岡 高齢者外出支援事
業、福祉タクシー券とも
に福祉的な施策として充
実していただきたい。
一方、近年の法整備の
中でいわれているのは、
バスやタクシー、鉄道な
ど地域公共交通を社会資
本として位置づけ、町づ
くりの視点で考えること
が必要だということであ
る。日高町の町づくりの
一つの柱にしていくこと
が必要だと思うが。
町長 そうできれば理想
だが、地形の問題など難
しいと考える。今後、複
数自治体で取り組む事業
が計画された場合には、
積極的に検討していきた
い。

西岡 待っているのでは
なく、提案をしていただ
きたい。
町長 機会があれば、し
ていきたい。

地方新聞に「平成 年
度に保育所民間委託」が
掲載されたことについて、
担当課の考え方を聞いた。
担当課長からは、
『年々、退職等で正職員
が減少している。』
『臨時職員の確保が非常

４月１日に開所した第
１学童保育所は、１階平
屋建て床面積１４４㎡、
収容予定人数最大 名、
駐車スペースが９台の施
設となっている。
天井も高く広々した空
間で、トイレ設備も充実
しており、全体の造りは
紀州材を使用している。
特に床については子供達
も居心地が良いとの評価
であった。
委員会でも良い施設だ
との評価であったが、駐
車場廻りに街灯がなく、
また、駐車場を出てすぐ
の道路が狭くなっている
ので、安全面を考えると
早急に駐車場に街灯の設
置と、一部道路拡幅を実

『子ども（園児）にとっ
て最善の施策なのか。』
などの意見が出た。
委員会としては、保育
業務は保護者が安心して
子どもを預けられる環境

施するように執行部に求
めた。
国道からの進入路につ
いては、送迎の車による
混雑が予想されるため、
現在の道路幅員 ｍでは
通行に支障を来すことが
想定される。幅員５ の
待避所を設けることで解
消する計画であるとの説
明を受けた。
委員会では待避所にお
いては問題はないだろう
との意見であったが、国
道から進入する際の入口
には、両サイドにフェン
スがある為、普通車やワ
ンボックス車だとフェン
スが気になり入りづらい
との意見が多く、執行部
に早急にフェンスの改善
を強く要望した。
また、待避所完成後の
街路灯の設置も求めた。
民間委託問題に揺れる保育所

を整えることが最も重要
であると考える。
この点を民間委託する
ことによって向上出来る
かどうか検討・協議を求
めたい。

2.5

m

編集後記

件、全て原案通り可決

狭くて改善が必要な進入道路

でみて下さい。

和人

今年の夏は是非、産湯海水浴場へ足を運ん

ャワーも設置されました。

湯海水浴場に椰子の木が植えられ、ミストシ

難を極めていますが、明るい話題として、産

されて閉会しました。町を取り巻く状況は困

今定例会も、議案

10

夏本番を迎えて、お体ご自愛下さい。

清水

この広報紙は再生紙を使用しています。

に困難になっている。』
『今後、正職員の採用が
困難等の理由により、民
間委託の方向で考えてい
る。』とのことであった。
その後、民間委託した
場合の費用分析の概算等
の詳細説明を受けた。
委員からは、
『基本的には町が責任を
もって保育すべきであ
る。』
『民間委託
した場合の
メリット・
デメリット
が分かりづ
らい。』
『費用が安
くなるだけ
の理由では
反対だ。』
『民間委託
するのであ
れば土曜日
の１日保育
の確約が条
件だ。』
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