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３月定例会は３月

日から

日間の会期で開催した。
10

会計、水道事業会計など議案

件、発議１件、また令和元年度一

町長の施政方針を受けて提案された令和２年度一般会計、特別

10

15

４ ５ 億 ４ ，３ ０ ３ 万 円

特別会計

２ ３ 億 ８ ，７ ８ ７ 万 円

予算総額

６ ９ 億 ３ ，０ ９ ０ 万 円
水道事業会計

２億３，６９０万円
２億６，９１１万円
１億 ５９６万円
１億９，３４４万円
収益的収入
収益的支出
資本的収入
資本的支出

日に閉会した。

般会計・特別会計補正予算など議案６件について、それぞれ慎重

一般会計

審議の結果、原案のとおり可決し

令 和２年 度

％の増額予算である。

事、 町 道 高 家 中 央 線 改 良 工 事 な ど で、

定管理委託料、比井漁港集落道改良工

志賀小学校校舎増築工事、保育所指

歳出予算は

あることに変わりは無い。

ったが、依然として厳しい財政状況で

自主財源については、若干の増額とな

・ 県 補 助 金、 基 金 繰 入 金 な ど で あ る。

歳入の主なものは、地方交付税と国

歳入予算は

一般会計予算

19

前年度比で

5.1

2
月

4
令和２年

一般会計

託料の説明を。
画で修繕していく。
総務政策課長 施設ごと
令和２年度で、火葬炉
の対応方針を定める計画 第１炉の制御盤、火葬炉
で、今回は、役場庁舎他 設備機器、電動架台等を
財政調整基金
問 今年度の財政調整基
施設の状態や維持管理、 修繕し、その後、段階的
金からの繰入金と財政運 更新等にかかる対策の優 に改修していく。
営状況はどうか。
先順位等を、個別に策定
総務政策課長 志賀小学
引きこもりサポート
する。
問 日高圏域引きこもり
校の増改築、保育所の指
サポート事業の説明を。
定管理等で４億円を繰入
男女共同参画計画
住民福祉課長 自宅に引
れし、残高６億円となり、 問 男女共同参画計画の
きこもり、社会参加をし
非常に厳しい財政状況で 策定とは。
住民福祉課長 政治や経
ない状態が６ヵ月以上続
はあるが、今後も健全な
財政運営に努めていく。 済活動への女性の参画状 く、 ～ 歳の方を対象
態、男女共同参画に関す にした支援事業である。
る意識、男女間の暴力の
美浜町のＮＰＯ法人ヴ
個別施設計画
問 個別施設計画策定委
状況等について、住民へ ィダ・リブレにおいて、
の意識調査を 常勤職員２名、事務職員
行い、計画の １名の対応で、日曜以外
策定を行う。 の朝９時から 時まで開
策定委員は 所する。
名を予定し
利用者の負担はない。
ている。
保育所指定管理
問 保育所指定管理委託
斎場の修繕
問 斎場の修
料２億２６５１万円のな
繕費が高額と かで、人件費はいくらか。
なっているが。 住民福祉課長 約７割弱
が人件費である。
年以上経過
している火葬
場を、毎年約
１千万円ずつ
かけて５年計

住民福祉課長

10

20

15

64

17

ロタウイルス感染症
予防接種
問 ロタウイルス感染症
の予防接種の説明を。

通行止め等は行わず、
夏休みでの工事を計画し
ている。

学校司書
問 新たに採用する学校
司書１名は、どのような
勤務になるのか。
教育課長 令和２年度で
は、小学校３校、中学校
１校、中央公民館の計５
ヵ所を、順番に回っても
らう勤務形態を予定して
いる。

小学校のパソコン
問 小学校費の電算借上
料１１７９万９千円の説
明を。
教育課長 平成 年から
令和３年度までの期間で、
内原小学校 台、志賀小
学校 台、比井小学校
台の合計 台のパソコン
をリースし、授業に使用
している。

40

28

14

問 電算借上料が非常に
高額で、同じ業者での契
約が続いているが、一度、
その内容等の見直しが必
要ではないのか。
教育課長
検討する余
地はあると思う。

91

健康推進課長 乳幼児期
ため池ハザードマップ
問 ため池ハザードマッ
にかかりやすい感染性胃
腸炎で、今回新たに定期 プ作成委託料４千万円の
予防接種の対象となった 説明を。
産業建設課長 町内１０
ことから、全額公費負担
で今年 月から実施する。 ６ヵ所の防災重点ため池
について、ハザードマッ
プを策定している。令和
２年度で 池を策定し終
了する。

花火購入費用補助
問 農作物鳥獣害防止緊
急対策事業の説明を。
産業建設課長 サル追い
払い用の花火の講習を受
けられた農家の方で、１
人当たり 本程度の花火
購入費用の３分の１を助
成する。
花火の講習は無料であ
る。

町道改良
問 第１学童
へ入る町道改
良工事の説明
を。

産業建設課長

内原小学校の
グラウンド側
へ拡幅し、全
幅５ｍの町道
になる。

37

40

比井地区避難道路・広
場
問 比井漁港集落道改良
工事２億５千万円の説明
を。
産業建設課長 文化財調
査が終了し、道路法線を
変更して、令和２年度か
ら工事を再開
し完成する予
定である。

第１学童への町道拡幅

10

20

月

4
令和２年

3

38

５年計画で斎場改修

63

条例改正

農村環境改善センター

問 冷暖房使用について
大幅な値上げになるが、
その根拠は。
産業建設課長 令和元年
度の空調設備改修時、時
間当たりの費用を試算、
比較した結果、ガス方式
の方が安価であったこと
から、空調の設備をガス
方式に変更した。その時
の試算で時間当たり約３
千円の費用が必要という
ことであった。これに合
わせて改正したい。

日高町使用料及び
手数料徴収条例の一部を改正
（農村環境改善センター使用料）

農改センター多目的ホール使用料改正

入場料無料 １時間当たり 冷暖房使用の場
の場合
5,000円
合、１時間当た
入場料有料 １時間当たり り3,000円を使
の場合
10,000円
用料に加算する。

特別会計

増を予定をされていると
のことである。しかし、
令和２年度末の基金見込
み額が約１億９千万円あ
国民健康保険
り、その取り崩しで、税
問 予算を組むにあたっ
額を抑えた予算編成を出
て、国民健康保険運営協 来たのではないか。
町長 県下統一保険料準
議会に諮問をされている
と思うが、その内容は。 備段階にあり、基金を残
健康推進課長 令和２年
しておくことは適正だと
度国民健康保険税額を一 考えている。今後、状況
人当たり０・ ％の増と を見ながら、できること
することと、基礎課税限 があれば対応したい。
度額を 万円から 万円
に、介護納付金課税限度
額を 万円から 万円に
下水道事業
引き上げることを諮問し、
後期高齢者医療
問 下水道法適用支援業
いずれも了との答申を得
に移行することを推進し
務委託料について説明を。 ている。当町も令和５年
問 ２年に一度の保険料
た。
上下水道課長 国が集落
４月１日より、下水道事 改定の年であるが、その
問 １人当たりの税額の
排水事業を公営企業会計 業会計について、公営企 内容の説明を。
業法を適用したいと考え、 健康推進課長 所得割率
新教育長に森順氏
０・ ％の増、均等割額
計上した。
４４９２円の増額となる。

44

17

61

16

教育長として任命したいと議会に同意を求め
られ、全員一致で同意をした。

問 下水道事業は独立採
算できる状況ではないと
思うが。
上下水道課長 公営企業
法の「全部適用」を目的
とせず、財務に関する規
定を適用する「一部適
用」とする方式としたい
と考えている。

71

問 特例軽減を受けられ
なくなる人の見込み人数
は。
健康推進課長 現行の８
・５割軽減が７・ 割軽
減に、８割軽減が７割軽
減に変更となる。それぞ
れ３２９名、２５６名の
見込みである。

高家下水処理場

75

備考

使用料

区分

順 氏
（荊木）
森

4
月

4
令和２年

令和元年度
一般会計補正予算（第６号）
９７７０万５千円を減額し、補正後の予
算を 億４２９９万円とする。
ー 主な内容 ー

臨時会

令和２年２月

後の予算を

日臨時会を開催し、令和元

億４０６９万５千円とする。

２億６６４５万３千円を増額し、補正

令和元年度一般会計補正予算 （第５号）

年度一般会計補正予算を審議、可決した。

13

繰り越す。

問 今後の予定は。
教育課長 ４月～６月
にかけて仮設校舎を建
設。その後校舎及び屋
内運動場の大規模改修
と増築工事を一体でお
こなう。令和３年３月
までに改修及び増築工
事を終え、４月に学校
統合となる。

問 総事業費と財源に
ついて説明を。
教育課長 工事、設計、
土地購入費等の合計で

約７億１千万円である。
総務政策課長 令和元
年度分としては、総事
業費４億９９８３万２
千円に対し、国庫補助
金９７５１万４千円、
地方債２億６１６０万
円、地域づくり基金１
６７７万４千円、一般
財源１億２３９４万４
千円、地方債の内５８
４７万円が交付税措置
されるため、純然たる
町負担額は３億４３８
４万８千円となる。

修事業２億９０１４万４千円を令和２年度に

業１億２０５万８千円、校舎・屋内運動場改

志賀小学校仮設校舎建設・電気機械設備事

８２７４万８千円の増額等。

志賀小学校校舎・屋内運動場改修工事２億

ー 主な内容 ー

49

ひだか病院負担金２４５２万７千円、漁

現在の天満井橋

港施設機能保全工事１４５０万円の増額や、
プレミアム付商品券事業関係費３９３５万
３千円、農村環境改善センター改修工事９
５１３万６千円の減額等。
また、町道高家中央線改良工事１億３４
５０万円、志賀小学校駐車場整備事業３９
８０万円等６件を令和２年度に繰り越す。

町道高家中央線改良
２年程度の通行止めを考
問 町道高家中央線の予
えている。
算が繰り越されるが、予
定通りに進んでいないと
プレミアム付商品券
問 プレミアム付商品券
いうことか。
産業建設課長 天満井橋
関係費が減額されている。
の橋梁下部工を施工する 対象者の人数、実際に購
計画であったが、昨年９ 入をされた人数、割合、
月に橋梁の耐震基準が一 金額等はどうであったか。
総務政策課長 ２３００
部変更になり、設計のチ
ェックをした関係で発注 人の予算計上をしていた
が、実際の対象者が１５
が遅れている。
２７名で、その内、商品
問 今後の工程は。
券を購入された方が４７
産業建設課長 左岸は、
４名、 ％、購入金額１
２月 日に発注済み。右 １６４万円であった。
岸は５月末に発注する予
定。令和２年度に橋梁上
部工を据え付けるところ
までを計画している。
右岸の下部工発注時に、
天満井橋を通行止めとし、

工事請負契約

志賀小学校仮設校舎建設

御坊市湯川町財部６９８ー６

54

28

契約金額
１億１６６０万円
契約の相手方 株式会社 谷口組

31

８社による指名競争入札。落札率 ・ ％
98

48

月

4
令和２年

5

榮 町は企業誘致をどう
考えているのか。
町長 考えていかねばな
らない課題と認識してい
るが、町内に誘致をする
適切な場所がなく、総合
戦略への掲載は見送るこ
とになった。しかし企業
誘致を諦めたわけではな
い。
進出希望の企業があれ
ば、適宜対応していく。
榮 ローカルベンチャー
誘致に特化した活動内容
や条件を出して、地域お
こし協力隊の募集をすれ
ばどうか。
町長 募集を考えていく
のであれば、役場の体制
も整え、何をしたいか方
向付けをした上で、それ
に適した方々を募集して
いくことになる。

榮 大企業の誘致ではな
く、少人数のベンチャー
企業やＩＣＴ企業が日高
町で頑張ってもらえるよ
う、町が応援するもので
はないのか。
町長 日高町の地域資源
を活用し、地域に新たな
市場、新たな経済を創出
するような企業があれば、
非常にありがたい。積極
的に協力する。

例えば、今年４月か

榮 災害や感染症予防な
ど非常時に備える為に、
今、国が推進しているテ
レワークで働けるサテラ
イトオフィス整備での誘
致はどうか。
誘致場所がない。
町長

榮

ら比井保育所が休園、来
年４月から比井小学校が
廃校となり、町の空き施
設となるが、その利用は
考えているのか。
町長 今後の使用につい
ては、地元地域の方々と
相談しながら進めていく。

榮 それなら、日高町の
温泉水が養殖事業に適し
ているかどうか、民間に
試験養殖を要請してもら
いたい。
町長 県水産振興課や比
井崎漁業組合など、養殖
事業に知識のある関係機
関などにも意見を聞き、
またどのような企業が陸
上養殖に取り組んでいる
のかを調査・研究する中
で、企業への打診につい
て考えていきたい。

町長 温泉水の分析は、
県田辺水産試験場で確認
している。
結果は、「陸上養殖を
計画する場合、対象魚を
試験的に飼ってみて調査
することが一般的であ
る。」との意見である。

他の一般質問
・異常気象と町内の水害
の危険性
・２年後の 歳成人への
町の対応は

榮 温泉資源
を活用した地域
戦略はあるのか。
町長
観光資
源として、温泉
館は今年 周年
を迎えるので、
町内の小学生以
下の子ども達の
入館料を無料に
し、感謝イベン
ト等の実施で、
更なる集客に努
めていく。

20

榮 温泉水を使った高級
魚トラフグの養殖資源と
いう考え方もある。
今、ご当地トラフグが
人気で、全国に広まって
いる。
日高町の温泉水が、ト
ラフグの養殖に適してい
るかどうか、調べてもら
う価値はあると思うが。

18

榮 ローカルビジネス創
出のために、県が進めて
いるワーケーション事業
に、日高町も参加すれば
どうか。
町長 ワーケーションは
仕事と休暇を合わせたも
のであり、日高町の農業
・漁業といった一次産業
を活用して、町の魅力を
提供できないか検討する。

4 月から休園の比井保育所有効利用を

議員
茂美
榮

6
【一般質問】

月

4
令和２年

宮本 高齢者外出支援事
業（タクシー券）の利用
状況は、申請者９８５人
に対して利用者は８４０
人、利用率 ・２％であ
る。地区別でみると内原
地区３９９人で ・１％
志賀地区は１９１人で
・８％、比井崎地区は
２５０人で ・３％、中
でも阿尾地区は 人、
・１％と高い。
この利用率についてど
う思うか。
町長 タクシー券の利用
率は比井崎地区が最も高

宮本 検討の期限はいつ
までか。
町長 令和２年度は予算
計上しているので、令和
２年度中に検討する。
出来る限り皆様の負担
を考え、軽減出来るよう
十分検討する。
宮本 半額の５千円につ
いてはどうか。
町長 半額を含めて色々
な考え方や、各地域一律
といかないので、十分検

討する。
宮本 取り組みに
当たり１２０枚、
全てを使い切った
３６０人の人に意
見を聞いたりアン
ケートを取ると
か、２冊目の負担
について気持ちを
聞いたらどうか。
町長 十分検討す
る。

タクシー券

海岸筋住民の負担軽減を

いのは、買物や通院とい から言えば、この方達の
った日常的な移動距離が 負担を軽減し、２冊目以
長くなっているのも一つ 降は半額以下に出来ない
の要因である
か。
町長 現状は最善ではな
宮本 １２０枚全てを使
いと認識している。
い切った人は、町内で阿
尾地区が 人で１番多い。 宮本 最善ではないと言
柏、小杭を含む海岸筋 う事は前向きに検討する
は１回の料金も高く、直 と言う事か。
町長 効果的な制度の検
ぐ使い切る。
「 ２ 冊 目 、 ３ 冊 目 も 討をしていく。
欲しいが、１万円は負担
海岸線、原谷などは距
が大きいので買っていな 離がある。１回分は直ぐ
い」と言われる方もいる。 なくなる。
本来、福祉という意味
ただ増額、助成を増や
すにあたり、地域をどこ
で線引きするか難しい面
もあるので十分検討する。

タクシー券の申請手続き

議員
雅文
宮本
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月

4
令和２年
【一般質問】
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議員
佳奈子
西岡

8
【一般質問】

月

4
令和２年

西岡 情
報化社会
の中で、
インター
ネットの
適切な活
用は不可欠となっている。
特に行政にとっては、役
場と住民をつなぐ手段と
して、防災やイベント情
報、生活情報などを必要
な時に発信できる。また、

町外に広く町をＰＲする
手段としても大きな可能
性を持つ。
ホームページの充実と
各種ＳＮＳの活用で積極
的な情報発信を。

インターネットでの積極的な情報発信が必要

西岡 加齢性の難
して理解するための調整
聴は、日常生活を とリハビリが必要という。
不便にし、コミュ
慶応義塾大学医学部小
ニケーションを困 川郁教授は「脳がリハビ
難にするなど生活 リに応じて変化する能力
の質を落とす大き は若ければ若いほどある。
な原因となる。ま 言葉を正確に聞き取れな
た、最近では、う いという段階から、補聴
つ病や認知症の危 器にちゃんとならして、
険因子になること 補聴器の音に脳をトレー
も指摘されている。 ニングしていくと 代、
加齢性難聴者の
代になってもうまく使
補聴器購入に対す える。」と言われている。
る助成制度導入を。 補聴器購入への助成、
町長 会話の聞き取りに
あるいは現物支給する自
くさはあろうかと思うが、 治体が広がりつつある。
今のところ町単での助成
東京都江東区では、耳
制度は考えていない。
鼻咽喉科で検診をおこな
い、その結果、補聴器が
西岡 補聴器は、眼鏡と
必要と判断された場合に
は違い、つけてすぐに快 現物給付し、その後の調
適に聞こえるわけではな 整も区の事業でおこなっ
く、補聴器から入ってき ている。
た音を、脳の中で言葉と
認知症予防の観点から
も検討を。
町長 難聴とうつ病、認
知症の関係など、私もわ
からないので、勉強する
ことはできるかと思う。

補聴器が生活の質を高める

80

他の一般質問
・太陽光発電の適切な設
置のための条例制定を

90

町長 先進的な事例を参
考に、創意工夫し、様々
な内容を発信できるよう
取り組んでいく。
西岡 総務省調査では、
スマートフォン所有割合
が世帯で ・２％、個人
で ・７％。インターネ
ット利用者の内ＳＮＳ
（ソーシャルネットワー
クサービス）を活用して
いる個人の割合が ％と
なっている。
これらの発信手段を利
用しないのはもったいな
いと思うが、町長の考え
は。
町長 現在はインターネ
ットやＳＮＳの情報発信
が必要だと思う。

79

60

西岡 総務省調査ではラ
イン利用率が他のＳＮＳ
よりも高い。
昨年５月、ラインの地
方公共団体プランが始ま
っている。どういう活用
ができるのかなど、研究
していただきたい。
町長 費用対効果など研
究、検討していきたい。

64

30

53

令和元年度までの返礼品（一部）

業者は町内 社で、 商
品を取り扱っている。
この制度の意義につい
ては周知のことであるが、

デマンド交通と
高齢者外出支援

少しでも緩和できるよう、
また無くせるよう努力し
ていただきたいと望むも
のである。

町内を走る路線バス

ことであった。
委員からは職員の勤務
体制、処遇問題、待機乳
幼児の問題、土曜保育な
どについて質疑があった。
特に待機乳幼児問題は、
指定管理者がクラス分け
を工夫することによって
解消され、土曜保育につ
いては前向きに検討して
いるとのことであった。
また、３月５日には指
定管理に関する「基本協
定書」「年度協定書」「年
度計画書」について説明
を受け、質疑を行った。

２月 日、保育所の指 ・新型コロナウィルスに
おける対応について
定管理者制度に関し、現
在までの経過と今後の予
定について調査を行った。 意見書
新型コロナウィルス
経過は共立メンテナン
感染症から国民の生命
スとの打ち合わせ６回、
と生活を守るため意見
新規入所児童の保護者説
書を提出した。
明会の開催、志賀・比井
保育所の園児交流会が実
１．検査や医療体制の
施された。今後の予定と
充実強化、マスクや消
しては、園児交流会を数
毒液の安定供給を講じ
ること
回、指定管理者から保護
２．貸付制度や給付制
者への入所説明会、保育
度の財政処置を講じる
士・調理師の実務研修な
こと
どが予定されているとの
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40

10

23

市町村間の寄付額に対す
デマンド交通は、今年
る格差も出てきている。 度、試行運転をするとの
年度より楽天市場から
町の寄付額はそれほど ことであったが、未だ実
の受付もできるようにし、 伸びていない。そのよう 施されていない。関係機
現在に至っている。実績 な中、昨年、県内の幾つ 関との協議も実施してい
としては平成 年度、
かの市町村と協定を結び、 るが、難しい面もあるよ
件で１９８万円、今年度 その市町村の特産品を共 うである。また、区長会、
は１月末でわずか 件で 通返礼品として取り扱え 老人会での説明の中では、
２０９万円の寄付があっ るようにし、品数を増や 「今の路線バス区間は運
た。また、返礼品協力事 すとのことであった。
行できないのであれば利
また、受付についても 用 は 少 な い の で は な い
「ふるさとプラス」「ふ か」「デマンド交通より
るさとチョイス」「ふる 高齢者外出支援事業を拡
ぽ」などのポータルサイ 充してほしい」「バス路
トに掲載し、寄付しやす 線も残してほしい」など
いよう進めている。
の意見があったとのこと
委員からは、「協定を であった。
結んでいる自治体間での
委 員 か ら は、「 高 齢 者
返礼品の数」「町の取り 外出支援事業の方が利便
組みがあまりにも消極的 性がいいのではないか」
ではないか」などの意見 「 デ マ ン ド 交 通 と し て 順
があった。
調に進めば路線バスの利
一人でも多くの人に日 用 も 増 え る の で は な い
高町を応援してもらえる か」などの意見があった。
努力をすることを強く望
町としては実証実験と
むものである。
いう形で令和２年度に実
施できればとのことであ
る。
委員会としては町民の
外出に対する不公平感を
29

委員会レポート

ふるさと納税は、平成
年度から始まり、平成

20

月

4
令和２年

9

10
月

4
令和２年

最大の問題点であった
電柱の移設について、町
長を始め執行部及び委員
会による関係機関への要
望活動等により、当初予
定していた時期より早い

２月１日に移設工事が完
平成 年第 回臨時会
了した。
において、比井小学校と
２月６日に工事の入札
志賀小学校の２校統合と
２月 日、委員会を開 し、その時期は平成 年
が執行された。委員会か
ら、工事中は周辺住民等 き、①令和２年度の集客
月 日からに決した。
への配慮を十分するよう のための施策。②今後見
当特別委員会では、今
にと執行部へ注意を促し、 込まれる修繕・改修。③ 後の進め方や具体的な内
当該事案についてはこれ 指定管理等について担当 容について、教育委員会
で調査を終了することに 課から説明を受けた。
から説明を受け、審査を
委員からは様々な質問 行った。
した。
や意見があった。以下は、 教育委員会からは、新
その抜粋である。①町民 たに組織された統合推進
を無料にして集客をして 委員会での意見の内容、
は。② 年先ぐらいまで、 保護者説明会やアンケー
毎年係る費用の推定をた トの結果、スクールバス
てているのか。③温泉館 の運行案、工事発注の時
に特化した人材を置くべ 期などについて説明があ
きではないか。④損益分 り、委員からは統合後の
岐の入館者数は。他にも 校名や制服、校歌はどう
多くの質問・意見が各委 するのか、事業採択の予
員より出された。
定や厳しい工事スケジュ
当該案件については委 ール、総事業費などにつ
員会での質問・意見をま いての質疑があった。
とめ、担当課より改めて
長期間に及ぶ仮設校舎
回答又は執行部の考え等 での授業や、工期につい
を聞くこととし、引き続 ても非常に厳しいことが
き調査・研究することに 想定される。委員会とし
した。
ては、事故も無く予定通
り令和 年 月 日に、
新しい校舎で新学期を迎
えることを望むものであ
改良工事が完成した進入路交差点

る。
なお、本特別委員会に
ついては、今後も更なる
研究が必要との意見も出
されたが、今後は、所管
である産業教育常任委員
会において、引き続き調
査・研究を望むと共に、
この報告をもって調査を
終了し、解散することに
決定した。
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編集後記

新型コロナウイルスの

影響で、至る所で様々な

行事が延期、中止が発表

され、我が町でも卒業式

の中止が検討されました。

し か し 、「 ６ 年 間 、３ 年

間 の 児 童、 生 徒 の 成 長 を

保 護 者 に み て 頂 き た い。
」

という校長先生達の強い

気 持 ち に よ り、 予 防 を し

っかりとしたうえで粛々

と卒業式が執り行われた

ことはとても良かったこ

そしてその後、感染は

と だ と 思 い ま す。

収束をすることなく、拡

大するばかりで、都市部

では緊急事態宣言が発令

されました。

今や「三つの密」を避

ける、しないは、私たち

の義務であるように思え

ます。一人一人が責任を

持った行動をし、感染拡

大を共に防ぎ、自由な日

稲

垣

崇

々を取り戻しましょう。

この広報紙は再生紙を使用しています。
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