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2
令和２年 10 月

第３回定例会は９月

日から

日まで

日間の会期で開催した。

14

の決算を認定した。

今定例会では、令和元年度一般会計、特別会計、水道事業会計

24

（令和２年３月３１日現在）

また、令和２年度補正予算及び条例等議案９件、諮問１件、報

９億１, １３５万円
３億８, ５７８万円
８億７, １１７万円
１億９, ５７８万円
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

主な特別会計歳出決算

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、２，２０３万円の赤字決算である。

歳入

監査委員の意見

昨年度と比べ、町税において１８８２万５千円の増である

が、その他の料は減収となっており、依然として厳しい状況

である。また、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

依然として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

億１２１４万１千円。地方債においては、対前年度末地

においては対前年度末基金残高で、１億９４０１万５千円減
の

住民福祉の向上に寄与されるよう望むものである。

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、

いても検討いただきたい。

が懸念され、より一層の経営改善を含め、温泉館の存続につ

ロナウイルス感染症の影響により、入館者数のさらなる減少

だきたい。温泉館の入館者数が年々減少しているが、新型コ

直しなどを含め、より一層の健全財政の堅持を心がけていた

症対策への支出の増加も見込まれることから、事務事業の見

加傾向である公共施設の修繕、また新型コロナウイルス感染

方債残高で、４５７６万１千円の増となっており、今後も増

10

11

告１件が提案され、慎重審議の結果、原案の通り可決した。

３, ４９９戸（ ３１戸の増加）
７, ９０３人（ ２７人の減少）
７９万４, ９１１㎥（７，４６１㎥の減少）
給水戸数
給水人口
年間総給水量

４０億６, ５９６万円
２３億６, ４０８万円
一般会計歳出決算
特別会計歳出決算

令和２年 10 月

3

意を得られた方の情報は
各避難所に配布できるよ
うに進めている。また、
警察署、及び消防署との
共有も考えている。
問 役場防災担当あるい
は自主防災会との関係が
非常に大事なことになる
と思うが、検討はしてい
るのか。
住民福祉課長 必要な部
分だと思うので、連携し

子ともに預かり、サポー
トを行っている。

ルス感染症の影響は大き て、日高町版「紀の国わ
いが、子ども無料サービ かやま文化祭２０２１」
スなどのイベントを行い、 を開催する予定である。
先ずは集客にしっかりと
取り組んでいく。その後、 ・保護者学級
問 保護者学級について
状況を見てから、存続に
の説明を。
ついて考えたい。
教育課長 各小学校の保
護者を対象として、人権
に関わる問題に対する理
解と認識を深めるために、
講演会等を行った。
令和元年度の実績は、
内原小学校で６時間、参
加人数が４７９名。志賀
小学校で６時間、参加人
数が２５２名。比井小学
校では８時間の１８６名
の保護者を対象に人権教
育を開催した。

・国民文化祭
問 第 回国民文化祭と、
当町の取り組みについて
の説明を。
教育課長 令和３年度に
和歌山県で「紀の国わか
やま文化祭２０２１」と
して、第 回全国障害者
芸術・文化祭と併せて開
催される予定である。
当町においては、毎年
実施している「ふれあい
祭り」の規模を大きくし

36

21

ながら対応していけるよ
うに検討したい。

・温泉館
問 温泉館につい
て、監査委員の意
見書のなかでは、
『存続についても
検討いただきた
い。』という指摘
がされているが、
町長はどう考えて
いるのか。
町長 存続につい
ては、今の時点で
は考えていない。
新型コロナウイ

・地域見守り協力員制度 ・鳥獣追い払い用花火
問 地域見守り協力員制
問 鳥獣追い払い用花火
度の説明を。
の効果について、どのよ
住民福祉課長 地域にお
うな評価をしているか。
ける社会福祉を図るため、 産業建設課長 一定の効
社会奉仕の精神に基づき、 果があったと認識してい
民生委員、児童委員と連 る。
携しながら行う事業であ
令和元年度は、無料配
る。
布した分に加えて７名の
現在、 名のボランテ 方から１１５本を、今年
ィア協力員に、朝の声掛 度も８月末までに２団体
けなどを行ってもらい、 で１２０本を購入しても
何かあった時には民生委 らっている。
員に引き継ぐ形での活動
また、本年度は購入費
を行っている。
の３分の１を町で補助し
ている。
・産後ケア事業
問 産後ケア事業デイサ
ービスの説明を。
健康推進課長 退院直後
の産後間もない母子に対
して、心身のケアや育児
サポート等を行うための
デイサービスで、バース
・ハウスなかにし助産院
に委託をしている。
また、対象者には出生
届け出時等の面接で事業
の案内を行っている。
１回の利用時間は２時
間以上４時間未満で、母

来年、和歌山県で開催する国民文化祭

30

元年度一般会計決算
・避難行動要支援者台帳
問 システム改修を行っ
た避難行動要支援者台帳
の情報は、民生委員や自
主防災会などの支援をす
る側との情報共有は出来
ているのか。
また、避難する時には、
どのように活かされるの
か。
住民福祉課長 民生児童
委員と共有・連携し、同

バース・ハウスなかにし助産院
（御坊市湯川町小松原）

4
令和２年 10 月

赤字が増え続けている要 条例制定・改正
因は。
上下水道課長 令和元年
要請にいく。
度は、浄水場内の機器交
町長・副町長
問 接続していない合併
換、量水器の交換等で支
報酬減額
処理浄化槽は適切に管理 出が増えた。また、収入
されているか。
町道高家中央線改良事
面では、節水器具の普及
上下水道課長 設置当時
や、令和元年度は消費税 業担当職員が虚偽の公文
の水を貯めた状態で置い 改定もあり、町民の節水 書を作成し、不正に交付
ている。故障する事はな 意識が特に高かったと思 金を受給した件について、
いと考える。
責任者としてその責を負
われる。
問 水が溜まっているか
問 料金引き上げを考え
うため、町長、副町長の
どうかなどの点検は。
ないといけない状況にな 報酬を減額するもの
上下水道課長 点検して
っているのか。
いきたい。
上下水道課長 現金預金
月から４カ月間、町
として約２億円あり、２ 長 は ％ の 減 給 （ 月 額
～３年先に引き上げるよ
万５千円を 万円に）、
うなことは考えていない。 副町長は ％の減給（月
問 赤字決算額が毎年増
問 赤字の大きな要因は
額 万８千円を 万２２
え続け、令和元年度は赤 減価償却費だと思うが。 ００円に）をおこなう。
字額が２千万円を超えた。 上下水道課長 令和４年
度以降に平成
年度統合時の機
器の減価償却が
終了する。そこ
から当年度純利
益が出る見込み
である。今後、
資金残高を減ら
さないよう、投
資のタイミング
と財源を考えて
いきたい。

問 調査が完全に終わっ
町長選挙
たのか。
町議会議員選挙の
町長 県・国へ報告して
終わるということになる。 公費負担
問 報告する中で、 ％、
公職選挙法の一部改正
％という減給が変わる
により、選挙運動の公費
ことはないのか。
町長 国とはまだ協議中
負担（自動車、ビラ、ポ
だが、先日職員の処分を スター）について必要な
した。我々、特別職の処 事項を定めるもの
分を先延ばしすることは
できないと考え提案した。 問 公費負担の上限は。
総務政策課長 自動車は
問
％、 ％の減給の
種別で異なるが、ハイヤ
根拠は。
ー契約５日間で 万２５
町長 過去の日高町の事
例、他の自治体での不祥 ００円、レンタカー契約
事による減額等を参考に ５日間で７万９千円、運
転手の雇用契約５日間で
した。
６万２５００円、ガソリ
ン代５日間で３万７８０
０円が上限である。
ビラは１枚７円 銭、
１６００枚までで１万２
０１６円が上限、ポスタ
ーは、掲示場 カ所で、
万５２１５円が上限で
ある。
財源はどうなるか。
町単独の

総務政策課長

問

35

負担となる。

51

32

85

54

50

20

10

67

55

20

10

20

10

不祥事の責を負い報酬を減額

元年度特別会計決算

問 国保基金残高が平成
年度末が１億９５００
万円、令和元年度末が２
億９５５万円と増えてい
る。どのように活用する
予定か。
健康推進課長 平成 年
度から制度が変わり、医
療費の急激なアップへの
対応など大きなお金が必
要になることがなくなっ
た。しかし、県への納付
金の見通しは不透明であ
るため、国民健康保険運
営協議会に諮りながら有
効かつ適正な活用をした
いと考えている。

30

問 市町村設置型浄化槽
の 戸が未接続となって
いる。接続の見込みは。
上下水道課長 空き家が
２件、更地となり所有者
が変更となっている箇所
が１件ある。他９件は、
設置当時から状況が変わ
っているが、今後も接続

30

13

赤字決算が続く水道事業（浄水場）

17

10

令和２年 10 月

5

万７千円を追加し、

２年度一般会計補正予算
既定の予算額に
億８２９３万９千円とする。

主な内容は志賀保育所駐車場造成工事

６７０万円、インフルエンザ予防接種委
万７千円、町道改良工事高家中央

託料２６６万円、攻めの農業支援事業補
助金
線４００万円等の増額。人件費５０９万
１千円、非常備消防費４２３万７千円、
町民プール監視運営業務委託料２８１万

労力軽減を図るものであ
る。補助率は、県が３分
の１で町が 分の１であ
る。
10

問 自主防災組織資機材
購入費の説明を。
総務政策課長 阿尾自主
防災会がワークショップ
を行ったことにより、資
機材を購入するもので、
主な物は、防災用のハロ
ゲンライト、ＬＥＤの作
業灯、ガスの発電機、ブ
ルーシートなどである。

得

ている部分の１８０ｍに
ついて改良工事を実施し
たいと考えている。

31

81

６千円、長期債償還利子２９５万２千円

05

問 町道改良費の説明を。
産業建設課長 町道高家
中央線改良事業で、今年
度当初では、橋梁上部工
の製作と据え付けなどを
予定していた。
しかし、今回の件が発
覚し、国との協議中であ
ることから、令和元年度
の繰り越し予算で計画し
ていた部分の実施を見合
わせている。
令和２年度の予算につ
いては、執行しても問題
ないということで、とり
あえず天満井橋より北側

の区間について、物件補
償の算定と用地購入。そ
して、既に用地を買って

の 取

学習者用コンピューター７５０台
契約金額 ６１１３万２５００円
契約の相手方 和歌山電工株式会社

財 産

早期完成が望まれる高家中央線

８月 日、２社により指名競争入札を行った。
落札率
・ ％
工 期 令和３年３月 日

71

等の減額。

65

問 インフルエンザ予防
接種委託料の説明を。
健康推進課長 無料化の
対象者は、予防接種法に
基づく定期接種の対象者
で、満 歳以上の方、及
び満 歳以上 歳未満の
方で心臓・腎臓・呼吸機
能・ＨＩＶによる免疫機
能障害があり、身体障害
者手帳１級を保持されて
いる方である。

業で、ＪＡ紀州において、
スマート農業による水稲
農家支援と儲かる水稲経
営モデルの確立、労力軽
減による生産の拡大を目
的とした農業経営発展計
画書を作成し実施する３
カ年の事業である。
具体的にいうと、令和
２年度から令和４年度の
計画で、生産拡大を目的
とした農業機器（ドロー
ン・精米機・コンバイン
など）の導入である。総
事業費が１９４７万円で、
令和２年度はドローンを
導入し、空中散布により

24

44

65

問 攻めの農業支援事業
補助金の説明を。
産業建設課長 今年度か
ら県が新たに実施する事

スマート農業のためのドローン

58
60

6
令和２年 10 月

10

27

10

問 温泉館費の利用促進
に関し、管内でコロナ感
染者が出た場合は。
町長 コロナ対策を十分
にしながら、温泉館へ来
ていただけるようにした
い。

地域振興商品券（見本）
問 農業支援、水産業支
援、それぞれ３万円のク
ーポン券の対象者と申請
方法は。審査等はどのよ
うに行うのか。
産業建設課長 農業者は、
農業所得が給与所得より
も多い方を対象とし、約
名。漁業者は、比井崎
漁業協同組合の正組合員
である方を対象とし、約
名と考えている。
月１日から申請を受
け付け、対象になるかの
確認は、１週間程度掛か
ると思う。その後、クー
ポン券を送付する。

問 飲食店安心・安全確
保支援事業の説明を。
産業建設課長 飲食店関
係のコロナ対策について、
県で５月１日より実施し
ている事業で、サーモグ
ラフィーや、キャッシュ
レスのレジ化、空気清浄
機、アクリル板、パーテ
ーションなどを設置する
補助事業がある。
県は 万円以上が対象
であるが、町は、 万円
未満でアクリル板やパー
テーションの設置を対象
とする。
補助率は事業費の３分
の２以内で、限度額は
万円である。

30

30

九州豪雨災害被災地
へ日高町社会福祉協議
会を通じ、義援金を送
った。

義援金

10

人権擁護 委 員 に 上 谷 眞 由 美 氏

問 １人１万円の給付金、
１人３千円の商品券、新
生児への 万円の給付金、
高齢者への備蓄食品、基
準日と申請方法は。
総務政策課長 １万円の
給付金の基準日は、予算
成立後、設けたい。
申請方法は、前回 万
円給付と変わらなければ、
身分証明書・振込先等に
ついては省略できるよう
にする。
商品券は、１万円の申
請書送付時に同封する。
住民福祉課長 高齢者備
蓄食品の配布は、今年度
歳になる方を対象にす
る。
新生児臨時特別給付金
は、前回４月 日現在が
国の基準だったが、４月
日から令和３年３月
日まで出生された方を
対象とする。

65

31 28

人権擁護委員として推薦したいと諮問があり、
全員一致で適任と認め、答申をした。

第３回臨時会
一般会計
既定の予算額に１億４４６５万１千円を追
加し、総額５８億８２１２万２千円とする。
町民１人に１万円の給付金、新型コロナウ
イルス感染症予防関係費、在宅勤務用通信機器
費など８７７２万３千円、高齢者備蓄食品等費
７５０万円、新生児臨時特別給付金８００万円、
農業支援事業費２１８万９千円、水産業支援事
業費２４９万４千円、地域振興商品券事業費２
６４９万２千円、学校関係の感染症対策費４０
０万円等の増額。

70

80

10

上谷 眞由美 氏
（池 田）

継続審査となっていた
次の請願について採決の
結果、賛成少数で不採択
とした。

「和歌山県に『公立学校
教員に１年単位の変形労
働時間制を適用しないこ
とを求める意見書』の提
出について」

請願者
和歌山県教職員組合
日高地方支部
支部長 吉田収

意見書２件を提出した。

◎新型コロナウイルス感
染症の影響に伴う地方財
政の急激な悪化に対し地
方税財源の確保を求める
意見書

◎防災・減災、国土強靭
化対策と社会資本推進を
求める意見書

榮 今年７月 日に、職 相談など職員間のコミュ
員の公文書偽造、交付金 ニケーションが十分図れ
の不正受給が発覚したが、 るよう、また組織の風通
この問題の根底には、今 しを良くするよう、私が
の日高町役場の体質があ 先頭に立って体質改善を
行う。
るのではないか。
大事なのは、職員が安
心して仕事ができる環境 榮 組織の体質改善とは、
町長は徹して職員を大事
作りではないか。
町長 安心して仕事がで にし、強い信頼関係のも
きるよう、課長はじめ職 と、皆が情報共有して１
員、課員が情報共有及び つになって働く日高町チ
意思疎通ができ、報告や ームの構築ではないか。

職員の先頭に立って町民の信頼回復に努める

榮 ４年前、
１５１７名分
の署名と共に
人工芝テニス
コート整備の
要望書を町民
の代表から受
け取ったが、
整備の場所は
決めたのか。
町長 私自身
町内を回って

いろいろ検討したが、適
した町有地もなく、用地
の確保から考えなければ
ならない。
利便性とか、今後の利
用法もいろいろ考えた中
で、日高中学校のテニス
コート整備をするのが最
善ではないかと考える。
教育長とも相談し、学
校教育や社会教育の両面
の有効活用ができるので
はないかという認識も一
致している。

他の一般質問
・鳥獣害対策は進んでい
るのか
・無人化した内原駅舎活
用の考え方

榮 今回の町の不祥事で、 榮 町長の任期は、残り
町民への説明会の開催を １年８ヶ月である。
望む声があるが。
整備は、いつから取り
町長 今のコロナ禍の中、 組むのか。
町長 方向性は決まった
説明会の開催は、予定し
ので、教育委員会とも協
ていない。
議をして、私の任期中に
は取り組む。

町長 課長の目が隅々ま
町長 議員の指摘通り、
今回の不祥事は上司の信 で行き渡り、風通しを良
頼を裏切ることができず、 くするために、肥大化し
報告・相談ができなかっ ている課を分割したい。
分割の進め方として、
たことにより起こったも
まず業務を洗い出して、
のである。
報告・連絡・相談を確 関連する業務ごとで分割
実に行い、更に強い信頼 を行いたい。
実施については早急に
関係を作り上げていける
行いたいので、調査・検
よう取り組む。
討し、令和３年度に取り
組んでいけるよう機構改
革をして、新たに出発し
たい。
榮 町が提示した 項目
の再発防止策の中に、職
員の配置がある。
今回、不祥事を起こし
た担当職員は、同じ部署
で 年間も勤めていて、
その弊害が出たのではな
いか。
同じ場所での長期勤務
者の人事異動を、今後ど
う進めて行くのか。
町長 課内での担当業務
の変更などを適時行い、
人事異動の幅も広げ、長
期間、職員が同一業務を
担当することがないよう
取り組む。

13

榮 他の再発防止策に、
役場の体制として、機構
改革による課の再編を検
討するとあるが、どう進
めるのか。

22

議員
茂美
榮

令和２年 10 月
【一般質問】
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31

宮本 町道高家中央線改
良工事は生活道路、又避
難道路、通学道路として
町民の方々の熱い思いに
応えるべく平成 年度か
ら予算化したものと聞い
ている。
この工事で担当者が令
和２年２月 日虚偽の申
請書を作成、提出出来た
大きな要因は何か。
町長 担当者は経験、知
識も豊富で上司の信頼も
厚く、事業を任せきりに
し、課内での情報共有が
出来ていなかった。書類
は当該職員が決済を取ら

宮本 仕事は信頼関係が
無ければ出来ないが、牽
制球は投げるべきである。
担当者の停職６カ月の
停職処分及び、総務政策
課長、産業建設課長の処
分に至った判断基準は何
か。
町長 懲戒処分の基準、
審査委員会の答申、県及
び他市町村の事例、本人
の意見聴取により判断し
た。

宮本 賞罰審査委員と不
祥事の調査委員の両方に
名を連ねている人がいる
が、第三者委員会に託す
べきではなかったか。

橋梁工事現場

宮本 住民の方は
色々な意見を持っ
ている。それらの
意見を聞くため、
又住民の方・県・
国への信頼回復の
ためにも住民説明
会をすべきである。

町長 日高町賞罰審査委
か。
宮本 それは正規の話で
ずに申請していた。
町長 何が何でも完成さ
ある。なぜ手順を踏まず 員の規定通りであり、当
宮本 大体、ベテランが
とも申請書に押印出来た 該職員の個人的な金銭の せたい。
不正ではなく、他の職員
不祥事を起こしている。 のか。
宮本 再発防止策はいつ
町長 決裁文書も無く、
が関与する組織的な不正
起こらないようにするの
までにできるのか。
が、管理者の仕事である。 公印使用簿への記載等が では無かった。
町長 速やかに報告する。
公印の押していない申 無く手順を遵守していな
宮本 当事者に顛末書を
請書は有効か。
かった。
町長 無効である。
提出させ、調査したのか。 宮本 再発防止策策定の
町長 報告書を提出させ、 メンバーは。
宮本 工事の現場管理の
町長 各課長から意見を
宮本 公印の管理はどう
規定、マニュアルは無い 調査している。
集約して作成している。
なっているのか、マニュ のか。
宮本 国の補助金は今後
町長 現場に行ったり、
アルはないのか。
町長 公印使用簿に日付、 進捗管理は出来ていない。 予定通り交付されるのか。 宮本 町長はチェック体
交付されない時はどう 制の確立に取り組むと発
件名等を記載して押印す
言しているが、天路山城
なるのか。
る事になっている。
町長 国からの交付金は
遺跡問題の教訓はどうな
協議中であり、今後は不 ったのか。
町長 教育課において埋
明である。
蔵文化財包蔵地のチェッ
宮本 工事はやりきるの
ク体制は出来たが、全庁
レベルでは不十分
であった。

町道高家中央線

議員
雅文
宮本

8
【一般質問】

令和２年 10 月
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西岡 ７月 日、職員に
けがクローズアップされ
よる公文書偽造、交付金 ているが、その経緯を深
の不正受給が明らかにな められているのか。繰り
った。３回の全員協議会 越し事業を完了させるた
が開催され報告を受けて めの努力、事業の進捗管
きたが、組織体制、管理 理がどうだったのかが、
体制の問題は簡単には改 明らかにされなければ、
善されないのではないか 再発防止とはならない。
と感じる。
その点では、上司の責任
不正に請求した日付、 は非常に重いといわざる
不正に受給した日付、不 を得ない。
正に気づいた日付はいつ
本当に事の本質が明ら
か。決算書案の前の段階 かになり、再発防止に向
で気づくことができなか かっていけるか。
町長 職員と共に信頼回
ったのか。
町長 請求は令和２年２
復に取り組んでいきたい。
月 日、収入は３月 日、
西岡 当該職員だけの責
気づいたのは６月中旬で
ある。業務を任せきりに 任にしてしまっているの
し、進捗管理などをおこ ではないかと感じる。管
なっていなかったため、 理する者が、なぜその職
このような不祥事が起こ 員がそこに至ってしまっ
ってしまい反省している。 たかをしっかりつかみ、
今後に臨んでいただきた
い。
町の職員は、町長に雇
われているわけではなく、
町民に雇われているのだ
と、公僕なのだというこ
とを胸に刻み、町民のた
めに働いていただきたい。

31

30

30

西岡 平成 年度からの
繰越分と令和元年度分で
７３００万円の交付金を
不正に受給している。さ
らに 年度分でも契約書
の一部偽造がおこなわれ
ている。つまり２年間に
わたり問題を抱えていた
ということである。
おこなった不正行為だ

17

30

西岡 資源エ
ネルギー庁は
ＦＩＴ法に基
づき認定した
以上の
事業を公表し
ている。５月
日時点の町
内での認定は
１１４件、内
件が運転開
始前、また、
県条例の対象

西岡 条例を制定し、ど
んな計画があるのか、ガ
イドラインが守られてい
るのかなど、把握し対応
する必要がある。

西岡 ガイドラインが遵
守されているかどうかの
チェックは誰がするのか。
町長 町としてはおこな
っていない。

未 満 が 法令、各種ガイドライン
とならない
に基づいた対応がされる
件である。
資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 の よう、行政として適切に
「事業計画策定ガイドラ 把握し、指導していくこ
イン」環境省の「環境配 とが必要。そのためにも
慮ガイドライン」では、 条例の制定を。
町長 地上設置型太陽光
地域住民とのコミュニケ
ーションや配慮、自治体 発電施設は、農地を転用
への相談など実施すべき し設置する場合が多いた
事項が示されているが十 め、農業委員会から「環
分な対応がされていない。 境配慮ガイドライン」に
町内各地に計画されて 沿って設置するよう依頼
いる太陽光発電について、 している。住民から相談
があった場合には、必要
に応じ、事業者へガイド
ラインに沿った対応をお
願いしている。
ガイドラインに沿った
自主的な取り組みが重要
であり、町条例の制定は
必要ないと考えている。

町内の施設・計画を把握し対応することが必要

20
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議員
佳奈子
西岡

令和２年 10 月
【一般質問】

9

33

50
kW

10
令和２年 10 月

高い保育を

指定管理者である株式会
社共立メンテナンス日高
営業所山本所長の出席も
求め、説明を受けた。
住民福祉課長からは新
型コロナウイルス感染症
総務福祉常任委員会は、 拡大防止を考慮しながら
保育所運営について、去 ではあるが、保育士・調
る８月 日、住民福祉課 理師への研修会実施、入
の出席を求め、山澤住民 園式に際しては保護者の
福祉課長他担当者２名に 出席を制限しながら実施
より、前回の委員会から したこと、４月 日から
の経過について、説明を ５月 日まで国の緊急事
受けた。また、保育所の 態宣言や休業自粛要請の
中、登園自粛の協力要請
を行い、平均して ％弱
の方に協力いただいたこ
となどの説明があった。
山本所長からは感染症
予防の影響で通常の運営
が困難であり、予定する
行事を中止、延期する中、
見直しも検討していると
のことであった。保育士
等の配置については、国
の基準を満たしているが、
効果的な運営をする上で
は人材の確保が必要であ
り、募集は積極的にして
いきたい。人材育成につ
いても研修等実施してい
きたいが、現在、新型コ
ロナウイルス感染症の影
響で一部の研修について
見合わせている。また、
効果的な運営に対応する
ため、保護者の方々にア
ンケートによる満足度の
調査を、 月を目途に実
施したいとのことであっ
た。
委員からは保育士の配
置状況、アンケートの現
場への反映時期、新型コ
ロナウイルス感染症予防
対策、感染者が出た場合
の対応などの質疑があっ
た。感染者が出た場合に
ついては、発症者が誰で
あるかにより対応が違っ
てくるので、町、保健所
と連携を取るのはもちろ
んながら、いろいろなパ
ターンを切り分けて、き
め細かい対応をしていけ
るよう、調整中であると
のことであった。

また、発症者が出た場
合は、会社独自でもＰＣ
Ｒ検査を実施できる用意
がある旨の説明もあった。
委員会を通じ、指定管
理者からは効果的な保育
所運営への意気込みが感
じられ、委員会として期
待したい。
保育業務というのは、
将来、日高町を担ってく
れる子ども達の保育であ
る。町執行部においては、
指定管理者とともに質の
高い保育士を確保・育成
し、より質の高い保育を
目指し、子ども達が健全
に成長できるよう、更に
高い目標をもって取り組
んでいくことを望む。

「活動計画」

総務福祉常任委員会
・新型コロナウイルスに
おける対応
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編集後記

最近、自分のスマ
ホにマイナポイント
と接触確認アプリを
インストールした。
マイナンバーカー
ドを取得すると、キ
ャッシュレス決済時
にマイナポイント
（最大５千円分）が、
来年３月末までの買
い物やチャージで付
与される。
接触確認アプリ
（ ＣＯＣＯＡ ） は 、
過去 日間で１ｍ以
内に 分以上、新型
コロナ陽性者と接触
があった場合に通知
が 届 く 。 ＣＯＣＯＡ
は、潜在的な感染者
を発見し、感染症対
策の有効なツールの
１つである。
こうした利用例か
ら 見 て も 、 今 の ＩＣ
Ｔ社会では、住民１
人１台のスマホ環境
が必要である。住民
のネット環境整備事
業を、日高町として
進めるべきであろう。
榮 茂美

この広報紙は再生紙を使用しています。

楽しく体操教室

産業教育常任委員会
・温泉館の運営
・志賀、比井小学校統合
に係る進捗
・ＧＩＧＡスクール
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委員会レポート

より質の

新たな取り組みの英語遊び
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