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第３回定例会は９月

日から
年度一般会計、

日まで 日間の会期で開催した。

20
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今定例会では決算特別委員会を設置し、平成

11

することにした。
この他、令和元年度補正予算・条例改正等議案
満了に伴う選挙管理委員会委員の選挙をおこなった。

（平成３１年３月３１日現在）

が提案され、慎重審議の結果、原案の通り可決した。また、任期

件、報告１件

特別会計、水道事業会計の決算認定７件を、これに付託して審査

30
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３, ４６８戸（ ２２戸の増加）
７, ９３０人（ １２人の増加）
８０万２, ３７２㎥（６，８８２㎥の減少）
給水戸数
給水人口
年間総給水量

３８億５, ６０３万円
２４億１, ３８４万円
一般会計歳出決算
特別会計歳出決算

主な特別会計歳出決算

９億９, １９０万円
３億６, ９５３万円
８億６, ３９３万円
１億８, ８４８万円
国民健康保険特別会計
下水道事業特別会計
介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会計

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、

１, ６２１万円の赤字決算である。

歳入

監査委員の意見

昨年度と比べ、収入未済額で１３８万３千円減少してお

り、国民健康保険税でも収入未済額が３１０万５千円の減

となっている。しかしながら、税・料の収入未済額の一部

が長期化・固定化しており、その発生・増加に十分留意し、

引き続き最大限の徴収努力を望むものである。

一般会計

実質収支額２億５２９０万２千円の黒字決算であるが、

依存財源による財政事情に変わりはなく、経常収支比率が

高い状態が続くことが懸念される。財政調整基金残高が前

年度比３６３７万９千円の減少となっている。また、地方

債残高は４７４０万２千円の減となっているが、志賀小学

校の増改築工事や公共施設の修繕などにより、将来負担比

率の悪化も懸念されることから、より一層の健全財政の堅

持を心がけていただきたい。

水道事業

経常利益は引き続き赤字決算となっているため、水道料

金の改定も考慮し、更なる経営改善に取り組まれたい。

今後とも快適で安全・安心な住環境整備に努めるととも

に、住民福祉の向上に寄与されるよう望むものである。

令和元年 10 月

3

元年度一般会計補正予算
億９６９１万６千円とする。
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利用割合によって補助す
る。
日高町の場合、約 ％
の９４３万３千円を負担
する。
70

問 幼児教育無償化に伴
い、紀州っ子いっぱいサ
ポートで第３子以降、無
償となっていた副食費は
どうなるのか。
住民福祉課長 紀州っ子
いっぱいサポートは、こ
れからも継続し、保護者
負担がないよう対応して

いく。
問 長期欠席で給食を食
べなかった場合の給食費
の徴収はどうなるのか。
住民福祉課長 １カ月丸
々休まれた場合は、基本
的に主食費、副食費、ま
たバス代も徴収しないが、
１日でも来た場合、１カ
月分として主食費６５０
円、副食費１８５０円を
徴収することを考えてい
る。

問 埋蔵文化財調査委託
の方は、近々入って、調
料が１５００万円減額し 査をする中で、埋蔵物が
た説明を。
あれば書類に残す必要が
産業建設課長 ５月の中
あるので、時間がかかる
頃から末に掛けて、試掘 ことから、１月末の調査
をした。その結果、当初、 期間としている。
５００㎡で計上していた
問 避難誘導施設整備工
調査面積が、３６０㎡程
度の調査で済むのではな 事の今後の予定は。
総務政策課長 各地区か
いかということで、１５
００万円の減額となった。 ら要望があれば、随時、
取り組んで行きたいと考
えている。

問 その埋蔵文化財調査
の進捗状況と今後の予定
は。
産業建設課長 現在、県
の文化財センターと調査
の契約をしている。現場

給食風景（比井保育所）

既定の予算額に８２４４万９千円を追
加し、
主な内容は移住支援事業における移住
支援金で１００万円、印鑑登録システム
改修委託料で１１０万円、母子保健情報
連携システム改修委託料で１３２万円、
ひだか病院負担金３５５０万５千円、新
ライスセンター改修事業補助金で９４３
万３千円、ため池ハザードマップ作成委
託料で１２００万円、比井漁港集落道改
良工事で２５００万円、用地購入費で３
００万円、避難誘導施設整備工事で１５
４万６千円等の増額。

改修される新ライスセンター

44

問 移住支援金の説明を。 問 新ライスセンター改
総務政策課長 和歌山県
修事業補助金の詳細説明
が地方創生推進交付金を を。
産業建設課長 新ライス
活用して実施する県就活
支援サイトに掲載してい センターは平成 年に竣
る企業への就業、または 工したもので、 年以上
企業支援事業により東京 経過し、乾燥設備などが
区で直近５年以上連続 老朽化のため、乾燥機と
して在住、または勤務し もみすり機の能力の向上、
ていた方が県内に移住し 色彩選別機を導入するも
た場合に、給付するもの のである。事業費は１億
である。補助額は、世帯 ３５００万円、内 分の
の場合で１００万円、単 １の１３５０万円を、新
身の場合で 万円である。 ライスセンターを利用す
る農家のある６市町村で、
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条例改正
保育所条例
指定管理者制度による
保育所の運営管理を可能
とするもの

が期待される。そういっ
たことから、６月に一般
公募、８月 日に指定管
理者となる候補者を選定
した。現状では、指定管
理者の関係条文が整備さ
れていないため、改定を
行うものである。

臨時会

保育所の指定管理者決定

どうなるか。
町長 来年度３名の見込
みであり、志賀保育所で
受け入れたい。施設は、

月４日開会の臨時会において、内原保育所、 休園と考えている。
志賀保育所の指定管理者が決定された

問 共立メンテナンスを
選んだ理由は。
町長 日常の保育内容、
給食、保護者との連携、
職員の給与等、地域との
かかわりなど評価した中
で判断した。

31

問

比井保育所の管理は

30

30

問 委託ができるという
条例の下での選定は、条
例に基づかない行為と言
わざるを得ないが。
町長 「指定に関する手
続き等に関する条例」に
基づき募集した。

反対討論
保育内容への町の関与
指定管理者
が限定的になることを懸
株式会社 共立メンテナンス
念する。働く人の身分も
紀の川営業所
５年契約のもとで新たな
指定の期間
不安定雇用となる。
令和 ２年４月１日から
住民・保護者・働く人
令和 ７年３月 日まで
への説明がないままに進
められてきたことは、住
問 会社の概要と実績は。 問 予算面で、年間２億 民自治の立場に立つべき
町長 本社は東京都、昭 ４～６千万円程度という 地方自治体としてあって
和 年設立、東証一部上 見込みが示された。平成 はならないことである。
年度決算と比較すると
場で 年間の増収増益で
子どもの心と身体を育
３～５千万円の上乗せと て、生きる力を育む保育
ある。
なるが、適切な提示と考 所を直営で運営すべきで
問 なぜ期間を５年と決 えているのか。
ある。
町長 議決後にしっかり
めたのか。
西岡 佳奈子
町長 近隣町への視察や、 精査したい。
実情を踏まえ５年とした。
賛成討論
問 住民からの苦情な
保育士が安定的に確保
どが役場へ来たとき、責 でき、待機乳幼児の解消、
任を持って役場が介入し、 土曜日の１日保育や日曜
解決することを求めたい。 祝日の臨時保育の検討等
町長 町としてしっかり 々、事業者の創意工夫が
した対応を考えている。 発揮できる。保育サービ
スの向上に期待する。
榮 茂美

10

印鑑条例

38

54

印鑑証明書に旧氏の記
載を可能とするもの

10

30

特別職の非常勤の
ものの報酬条例

問 今回の改定に至った
経過は。
町長 民間委託を可能と
する保育所条例改正後、
運営方法を検討してきた。
指定管理者制度の場合
は、事業者が自主性・独
自性を発揮でき、新たな
アイデアや、手法により、
保育内容を充実すること

保育所の指定管理が決定された

小中学校に学校運営協
議会を設置することに伴
い、協議会委員の報酬を
年額１万円とするもの
問 どのような方に委員
になっていただくのか。
教育課長 保護者、地域
住民、学校運営に資する
活動を行う方や学識経験
者、学校長及び教頭など
で構成する予定である。
現在の学校評議員の方々
も、運営協議会委員へ移
行していただく。
問 学校運営協議会委員
の人数は。
教育課長 比井小学校９
名、志賀小学校 名、内
原小学校 名、日高中学
校９名で、総数では 名
を予定している。

10
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榮 ３年間で予算総額５
千万円近くのシティプロ
モーション・海外観光客
誘致事業の成果は。
町長 シティプロモーシ
ョン事業では、ニッポン
全国鍋グランプリへ参加
し優勝したことで日高町
を広くＰＲすることがで
きた。また、クエ鍋発信
などを行うことにより、
日高町の知名度は向上し
ているものと思う。
海外観光客誘致事業で
は、ベトナムからのツア
ー観光客が平成 年 名、
今年度はそれ以上の予約
があると聞いている。
両事業の成果は、着実
に上がっていると考える。
榮 クエの食に関して原
価の高い天然にこだわら
ず、養殖も扱う近隣市町
と協力すればどうか。
町長 日高町は天然クエ
鍋で近隣市町の養殖クエ
とは差別化を図り、紀州

榮 天然クエ鍋だけだと
日高のクエで登録商標を
取得しているだけでなく、 限界があるので、これか
平成 年度にはプレミア らは日高町ならではのク
和歌山にも選ばれている。 エの歴史・伝統文化・交
これからも天然クエにこ 流といった独自の発信が
必要ではないか。
だわりたい。
町長 日高町にはクエに
まつわる素晴らしい
伝統文化があるので、
十分検討していきた
い。

榮 ベトナム観光客
の日高町の滞在時間
が数時間で、滞在内
容も黒竹の民芸品作
りと昼の弁当提供だ
けでは、この事業の
意味がない。もっと
日高町の魅力を出せ
る内容が必要ではな
いか。
町長 今後は、受入
れ態勢とか日高町の
良さを引き出せるよ
う十分考えて行く。

榮 松本町長の公約
である防災コミュニ
ティ公園整備事業の
実現への見通しがつ
かないのであれば、
町民にきちんと説明
し撤回した上で、第

２期日高町総合戦略で新
たな町作り構想を示して
もらいたい。
町長 財 政 的 な こ と も
あり実施を見合わせてき
たが、今後は本部会議や
有識者会議で十分議論し、
次期総合戦略に位置づけ
るかどうかを諮っていく。

榮 内原駅舎活用事業も
この第１期５年間で進展
がないが。
町長 駅舎の老朽化が進
む中、今後の事業の中身
や見通しも大事なことな
ので、十分議論し検討し
ていく。

榮 日高町への企業進出
意向調査は、５年間で
件の目標であったが。
町長 町有地で適地がな
く、事前調査は実施して
いない。今後は、企業誘
致を次期総合戦略に位置
づけるかどうか検討して
いく。

他の一般質問
「福祉の町づくり」

50

30

65

榮 日高町を広くＰＲし
知名度を向上したという
が、ふるさと納税は低迷
し、町の温泉館の入場者
数は過去最低である。現
実に良い効果が表れてい
ない。
町長 これまでの取り組
みで、すぐ目に見える形
で効果が表れるとは思わ
ないが、費用対効果がど
の位かは、今後の有識者
会議などで検証していく。

日高町クエ鍋が日本一に輝く

議員
茂美
榮

令和元年 10 月
【一般質問】
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議員
佳奈子
西岡

6
【一般質問】

令和元年 10 月

西岡 今年度、乗合タク
シーの試行運転実施方針
が出されたが、状況は。
町長 ７月に和歌山運輸
支局で地域公共交通会議
設置・運営に向けて専門
官と協議。８月に地域公
共交通研究会に住民代表

西岡 路線バスと同
じコースを避けると
すると、どのような
ルートが考えられる
のか。
総務政策課長 現在
の路線に接続する形
を検討している。例
えば、原谷から内原
駅、柏から武道館、
方杭から比井など。
また、現在の路線バ
ス運行ルート上であ
っても、バスの運行
がない時間帯に乗合
タクシーを走らせる
ことが可能かどうか
などを事業者と協議
し、試行ルートを選
定していきたい。

西岡 合わせて７００万
円を超える補助金が阿尾
線に支出されている。現
状を踏まえた上で、今後
について研究していただ
きたい。
地域住民にとって路線
バスはなくてはならない
のか、それに変わる仕組

西岡 日高町から南海バ
ス阿尾線への運行補助金
が２２４万４千円。国・
県の補助は。
総務政策課長 国・県か
らそれぞれ２３８万２千
円がでている。

西岡 委員会で視察した
の方と共に参加するなど、 ースの運行は避けなけれ
調査・研究している。
ばならない。利便性向上 串本町で、隣接の古座川
現段階の課題の一つと のためには、御坊市まで 町のコミュニティバスが
して路線バスの存続・廃 の運行が必要だが、当町 串本町の古座駅、串本駅、
止の問題がある。
の地域公共交通会議では 串本病院への運行をして
乗合タクシーなどデマ 町内の運行のみに限られ いるという話を聞いた。
ンド型交通導入にあたっ る。それらの課題を検討 日高町から御坊市への乗
ては、路線バスと同じコ し、方針を持ち、関係団 り入れも対応できると思
体と協議・調整を図 うが。
町長 町境界を越えて運
った上で、地域公共
交通会議を開催する 行する場合、関係市町と
段取りとなっている。 協議し、意思の疎通を図
る必要がある。それぞれ
の公共交通会議を開催し
なければならないと考え
ている。

スピード感をもち、乗合タクシー試験運行を

みができれば路線バスが
なくても良いと考えるの
か、住民の意向を丁寧に
くみ取る必要もある。住
民の声をどう把握されて
いるか。
町長 地域公共交通会議
を開くに当たって、住民
のみなさんの意見を聞く
ことが大事である。路線
バスは廃止されると復活
できることはないと思う
ので、慎重に取り組んで
いきたい。

西岡 路線バスのない地
域から路線バスへつない
だり、バスが走っていな
い時間帯に乗合タクシー
試行運転を計画するので
あれば、スピード感を持
ち取り組みを。
町長 地域公共交通会議
などで検討し、スピード
感を持って、できること
があれば進めていきたい。

他の一般質問
「公契約条例の制定を」
「個人情報保護条例に反
する自衛隊への情報提
供中止を」

議員
弥
井垣

令和元年 10 月
【一般質問】

7

井垣 健康増進法の一部
を改正する法律が施行さ
れ、当町でも例外なく本
年７月より庁舎内・敷地
内ともに禁煙となり、職
員または来庁の喫煙者は
苦慮している。
また、職員が喫煙でき
ないことがストレスにな
り、業務に支障をきたし

ていると考えられないか。 ればならない状況であれ
確かに、行政機関は敷 ば、規定を満たした喫煙
地内禁煙となっているが ボックスの設置を求める。
町長 法律が施行された
「屋外で受動喫煙を防止
するために必要な措置が ことに伴い、本年７月よ
とられた場所に、喫煙場 り庁舎内・敷地内を禁煙
所を設置することができ とした。
来庁の喫煙者にはご不
る」となっている。
当町の職員等が庁舎敷 便をお掛けしているとは
地外に喫煙しに行かなけ 思うが、法の趣旨を理解
していただき、
協力をお願いし
ている。
また職員が喫
煙できずにスト
レスが溜まると
しても、日常業
務に支障をきた
す事がないよう
にしなければな
らない。
特定屋外喫煙
場所の設置は可
能なので、バス
車庫周辺及び水
防倉庫周辺に設
置を検討した。
しかし、庁舎
から離れている
ことから、職員
の離席が長時間
となり、業務に
支障をきたす可
能性がある。よ
受動喫煙を防止出来るボックス

また、たばこ税が約４
って、屋外喫煙場所の設
４００万円あるので、喫
置は断念した。
一部の喫煙者のために 煙者にも配慮を願いたい。
町長 たばこ税は目的税
公費で喫煙ボックスを設
置することは、町民の理 でないため、その使途は
解が得がたいと考え、喫 特定されていないが、町
煙場所の設置は現在、考 民全般の施策に有効かつ
効果的に活用している。
えていない。
特定の屋外喫煙場所の
井垣 検討したとのこと
設置は町民の理解が得が
だが庁舎の側は検討しな たいと考える。
かったのか。
総務政策課長 一度は検
井垣 「屋外で受動喫煙
討したが、特定屋外喫煙 を防止するために必要な
場所の設置は「利用する 措置がとられた場所に、
ものが通常立ち入らない 喫煙場所を設置すること
場所に設置すること」と ができる」これが法律で
なっており断念した。
ある。
公費が無理なら寄付さ
井垣 現在、職員がどこ
れるとどうか。
で喫煙してるかご存じか。 職員が敷地外に喫煙し
町長 見掛けるのは教育
にいく行為は大変好まし
委員会の外側である。
くないと考えるが。
町長 庁舎隣接の敷地外
井垣 それを見て、何か
での喫煙については今後、
感じないか。
減らしていく。
町長 『たばこは、なか
設置については条件が
なか、やめれないんだな 揃うなら検討していく。
ぁ』との思いで見ている。

井垣 喫煙している場所
は道路であり、喫煙場所
には好ましくないと考え
る。

宮本 この事業の投資効
果と夢は。
町長 海外からの交流人
口の拡大を目的としてい
る。
宮本 近くの国ではなく
何故経費のかかるベトナ
ムなのか。

宮本 ふるさと納税には
２通りの考え方がある。
返礼品による経済効果と

宮本 前年
町長 ベトナムは親日度
宮本 投資効果は。
度の日高町
が高く、競争相手がなく、 町長 黒竹民芸品造り体
への寄付額
大人数で来町される事も 験、温泉館で休憩、食堂
は１９８万
ない。
で昼食をしている。
円、美浜町
宮本 ３年間の経費は。
宮本 そんな小さな事で
は４８００
町長 ２１００万円であ
万円、高野
はない。将来の投資効果、
る。
町は１９６
将来の夢である。
町長 直ぐに効果は表れ
億円、みな
べ町３１０
ない。
４万円。こ
の数字につ
いてどのよ
うに考えているのか。
町長 少ない。今後一層
力を入れ取り組む。
宮本 例えば、千人が
来町して、１千万円の
経済効果がある等、具
体的な目標は。
町長 少しでもお金を
使って頂くことは重要
である。しかし、具体
的な目標はもっていな
い。

宮本 日高町の売りは
何か。
町長 クエ、海岸線、
黒竹である。
宮本 具体的な投資効
果もなく、クエも希少
の中、本年度は３年計
画の最終年度である。
来年度も同様の予算
を組むのか。
町長 幾らかの資金は

出す。

寄付その物の効果である。
２００億円もあれば ％
を返礼しても１００億円
の地元経済効果がある。
このような発想は無かっ
たのか。
町長 考えたが、突っ込
みが足りなかった。今ま
でのような事のないよう
にしっかり取り組む。

宮本 返礼品の中にクエ
の名前が無いが。
町長 クエは希少であり、
業者との折り合いがつか
なかった。
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宮本 産業建設課
と総務政策課の連
携が出来ていない
のではないか。
町長 今後、十分
連携する。

宮本 経済は需要と供給
の関係、必要であれば高
く、不要であれば安く、
方法はある。「鍋
グランプリ１位
・クエ鍋セット
券」はどうか。
町長 関係各位と
相談する。

返礼品にクエ鍋セット券を

議員
雅文
宮本

8
【一般質問】

令和元年 10 月

温泉館の食堂で昼食をとったベトナム観光客

令和元年 10 月

9

委員会レポート

３人をピークに年々減少
しており、平成 年度は
万９０７４人となった。
今年度から、「温泉館
海の里みちしおの湯活性
検討会」を立ち上げ、会
議を２ヶ月に一回程度開
催して、運営改善に取り
組んでいきたいとの説明
があった。
まず、町民の福祉施設
という点で、６月 日か
ら６月 日まで実施した
アンケートでは、町民の
利用は ・ ％で、非常

き続き選任することに同意した。

30
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に少ない事が報告された。
町民の利用を増やすため
に、委員から「福祉施設
であるなら、無料にして
はどうか」という意見も
出された。 観光施設と
いう点からは、委員から
「赤字を解消することが
必要ではないか」、赤字
解消のために、「入館料
の値上げ」、「指定管理
者に委託」などの意見が
出された。

第３学童保育所
を開設

22

「みちしおの湯」の運営について
８月１日に、温
泉館の運営につい
て委員会を開催し
た。
平成 年に「町
民の健康の維持増
進を目的」として
開館した福祉施設
であったが、開館
して間もなく観光
施設として予算計
上されることにな
った。
入館者数は平成
年の 万７８９

3

96

固定資産評価審査委員に、力津俊博氏を引

13

選挙管理委員

﨑山 孝也氏（萩原）
生戸 良一氏（田杭）

12

10

次の方々に決まりました

選挙管理委員 補 充 員
小笠原 浩一氏（萩原）
小川 都季子氏（谷口）

７月 日、第３
学童保育所の事業
内容の説明を受け、
現地視察を行った。
本年７月 日、
保健福祉総合セン
ター（ふれあいセ
ンター）内に開所
した。
定員は約 名で、
町内全域を対象と
している。
これにより待機
児童の解消が図れ
た。

総務福祉常任委員会
◦保育所運営について
◦まちづくりについて

産業教育常任委員会
◦放課後子ども教室につ
いて
◦第１学童保育所への進
入路について

第３学童保育所

16

40
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11

力津 俊博 氏
（谷口）

小宮

正昭氏（高家）
久和氏（田杭）
清原

堤

泰隆氏（池田）
真幸氏（下志賀）
稲葉
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５段階の警戒レベルを明
記して、防災情報が提供
されることとなった。
自らの命は自らが守る
という意識の徹底、地域
の防災リスク、災害時の
取るべき避難行動の周知
という点が提言された。
５段階に分けられた警
戒レベルは、レベル１と
２については注意報的な
意味合いである。レベル
３では高齢者等は避難、
レベル４では全員避難と
して、避難のタイミング
を明確化している。レベ
ル５は既に災害が発生し
ている状況で、命を守る
最善の行動が必要である。
次に、昨年の台風によ
るその後の検証点につい
ての説明では、町の水防
体制、避難所、通信関連、
がれき・ごみの処分、停
電対策などについて検証
したことの説明を受けた。
特に停電に関しては強化
を図っていきたいとのこ
とであった。
警戒レベルの情報が出
された時、住民の受け止
め方や各地域、各家で状
況が異なるという点があ
り、その対応としては、
各地区、各地域で、土砂
災害に対するワークショ
ップを開催してほしいと
のことであった。今後、
各地区へさらに積極的に
ＰＲしてはと望むもので
ある。
次に、日高川町防災セ
ンターを視察した。この
施設は昭和 年の紀州水
害、平成 年の紀伊半島
大水害など、過去に発生
した災害の経験を活か
し、また、いつ起こるか

わからない災
害に備えて計
画したとのこ
とであり、災
害時には避難
所として５０
０人が避難で
き、救援物資
の集積拠点と
なるとのこと
であった。ま
た、高速道路
から近いこと
から、緊急車両、大型車
両の直接進入が可能なよ
うに計画されている。
センター内には、防災
展示スペース、防災学習
シアター、水圧体験がで
きる設備、か
まどベンチに
よる炊き出し
スペースなど
などがあり、
備蓄倉庫には
川辺地区を対
象とした６千
人、１日分の
食糧を備えて
いる。
備蓄品の種
類は食糧、水
のほか毛布、
紙おむつなど

編集後記

猛暑も終わり、祭
りの笛、太鼓の響く
今日この頃です。
先日の国連総会で
の 歳少女のスピー
チにはびっくりしま
した。「地球温暖化
が進んでいるのに大
人達は何をしている
のだ！」にはハッと
しました。
私たち大人には美
しい地球・環境を残
す責務があります。
県道脇、海岸筋に
はゴミが散乱、特に
海岸に打ち寄せられ
るビニール袋の山、
最近の風水害は年々
大きくなり、地球温
暖化が身近になって
ます。
地球温暖化防止に
対し、私達一人一人
が出来る範囲の事を
心がけましょう。
宮本 雅文

この広報紙は再生紙を使用しています。

を備蓄しているが、何が
必要なのか、今後、早急
に勉強しなければとのこ
とであった。間仕切りに
ついては１ｍ程度の比較
的低い高さの物を採用し
ている。
日高川町防災センター
の視察では、各市町の連
携、情報交換が重要であ
り、広域的な防災につな
がるのではと感じた。そ
の拠点として、この防災
センターがその一翼を担
うかもしれない。町とし
て、減災、被害者ゼロを
目指して、今後さらに各
市町の連携を深められる
よう望むものである。

かまどベンチ

16

委員会レポート

総務福祉常任委員会は
去る７月 日、総務政策
課より災害時の警戒レベ
ルの運用、昨年の台風に
よるその後の検証内容に
ついて説明を受けた。
運用については、平成
年３月に改正されたも
のであり、方針としては
「自らの命は自ら守る」
という意識を持ち、自ら
の判断で避難行動をとる
こととなっている。この
方針に沿って、自治体や
気象庁等から発表される
防災情報により、住民が
とるべき行動を直感的に
理解しやすくなるよう、
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令和元年 10 月

日高川町防災センター

