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2
月

1
令和３年

令和２年第４回定例会は
間の会期で開催した。

月

日から

令和２年度 一 般 会 計 補 正 予 算
既定の予算額に２億３４９４万５千円を
追加し、総額 億１７８８万４千円とする。

万円、保健福祉総合センターの高圧電力
受変電施設（キュービクル）及び発電機
の新設等にかかる電気設備改修設計・電
気設備改修工事監理業務委託料、電気設
備改修工事計１億２０４２万４千円、ひ
だか病院負担金で１０８万２千円、比井
漁港集落道改良工事で４２００万円、津
波・高潮危機管理対策工事で５４００万
円などの増額。

件

日までの８日

18

今定例会では、令和２年度補正予算・条例など議案

11

が提案され、慎重審議の結果、原案のとおり可決した。

11

12

コミュニティ助成事業補助金で２５０

ー 主な内容 ー

61

よって、事務所・会議室
・調理室、館全体の３分
の２を１日間、 時間発
電できる。
日程は、設計に約２～
３カ月、工事は起債の関
係もあり、来年度への繰
越という形で進めたいと
考えている。
問 完成時期の見込みは。
センター長 キュービク
ル等の製造で約３カ月、
設置工事で約３カ月で、
来年 月以降の完成とな
る。

24

問 漁村再生交付金事業
の舗装工が計上されてい
るが、事業はこれで完了
か。
産業建設課長 今回の補
正により、道路舗装９８
６ｍを施工することで、
事業は完了である。

比井避難道路舗装

問 コミュニティ助成事
業補助金の詳細説明を。
総務政策課長 高家地区
の祭礼道具で、四ツ太鼓
の天幕、獅子舞、獅子の
衣装、太鼓、幟（のぼり）
である。

コミュニティ助成事業

10

保健福祉総合センター
電気設備改修
問 保健福祉総合センタ
ー電気設備改修事業の詳
細説明を。
センター長 センターの
キュービクルと自家発電
機は、現在、地下１階に
設置している。
本年７月４日に大雨が
降り、地下から大量の水
が溢れ出して、設備が浸

現在設置
している発
電機の能力
は１５０Ｋ
ＶＡである。
今回はその
２倍３００
ＫＶＡを考
えている。
これを設置
することに

センター長

水寸前の事態となった。
キュービクルには６６０
０Ｖの高圧電流が流れて
おり、浸水すると非常に
危険である。また、自家
発電機は設置当初の基準
で、消火栓と排水設備の
ための電力を供給するも
のとなっている。
今後、事務所等への電
気供給ができる自家発電
機の設置と、浸水の恐れ
がない所へ
移動するた
め、設計及
び改修工事
をする。
問 新しい
発電機の能
力と改修工
事の日程説
明を。

新設移転されるキュービクルと自家発電機

この度、県の補正があ
り、小浦と比井の水門２
門について自家発電装置
の製作据え付け工事を施
工するものである。
問 水門の操作はどうす
るのか。
産業建設課長 ＺＴＶの
回線を使い、役場から遠
隔操作できるようになっ
ている。回線が切れた場
合は現地に行き操作する
ことになる。

令和３年度新

住民生活課
いきいき長寿課
子育て福祉健康課

条例改正

リットはない。
問 新しくできる企画ま
ちづくり課の事務分掌に
「重要施策の企画及び総
日高町
合調整に関すること」と
課設置条例
あるが、企業誘致なども
令和３年度に機構改革を この課で担当するのか。
実施し、課の分割を行う。 「総合調整」は各課の調
整をするということでよ
いか。
町長 企業誘致というの
も町づくりにとって大事
なことである。企画まち
づくり課は、現在の総務
政策課の企画分野と、産
業建設課の商工・観光分
野の連動したもので、将
来の町づくりを考えてい
く課になっていく。
「総合調整」は、各課
の今後の計画などについ
て調整し、連携していく
ことになる。
問 企画まちづくり課が
大変重要な課になる。課
長職には町を引っ張って
いける職員を充てていた
だきたい。
町長 新しく町を担って
いく課であるので、しっ
かりと取り組んでいくよ
う進めていきたい。

機構改革で課を分割

パソコン教室を間仕切り支援学級を配置
入学児童の中で、自閉症
・情緒障害学級に３名、
また知的障害学級に１名
の入級が予定されている。
現在２年生４名の自閉症
・情緒障害学級たんぽぽ
Ａに、新入生の３名が入
る予定である。しかし、
たんぽぽＡの教室は非常
に狭く、教室の確保が必
要である。パソコン教室
を間仕切り、支援学級の
教室を配置する。年度内
に工事を完成させ、新年
度を迎えたい。
問 それで、十分な支援
はできるか。
教育課長 十分できると
いうふうに捉えている。

住民福祉課
健康推進課

問 課を増やすことによ
るデメリットはないか。
町長 一つの方向に向か
って課長また課員同士が
連携を深め、よりよい意
見を出しながら、町民へ
の対応のスピードアップ
がおこなわれる。住民サ
ービスの向上というメリ
ットを考えている。デメ

総務課
企画まちづくり課
産業建設課

貸し出し用
ＷｉＦｉルーター

内原小学校
特別支援学級の教室

問 モバイルＷｉＦｉル
ーター等の予算が計上さ
れているが、どのように
活用するのか。
教育課長 本年６月に小
中学校児童・生徒自宅の
インターネット環境の調
査をしたところ、 世帯
にインターネット環境が
なかった。これらの家庭
にＷｉＦｉルーターを貸
し出し、小中学校児童・
生徒全員が自宅でも遠隔
学習が出来るような環境
を整える。
問 通信の契約および通
信費用はどうなるのか。
教育課長 今回の予算に
計上していないが、町が
持つべきものという把握
である。使用料、あるい
は扶助費など、どこで予
算を持たなければならな
いか財政とも十分協議し
ていきたい。

27

問 内原小学校の特別支
援学級新設について詳細
説明を。
教育課長

総務政策課
産業建設課

水門自家発電設置
問 津波高潮危機管理対
策の工事の詳細説明を。
産業建設課長 小浦漁港、
比井漁港、産湯漁港にあ
る計４門の水門について、
台風や地震による停電時
でも水門の開閉が自動で
出来るよう、自家発電機
を設置するものである。
令和２年度当初予算で、
水門４門の測量と設計の
委託料を計上し、現在設
計中である。

停電時も水門の自動開閉を可能にする

月

1
令和３年

3

工事請負変更契約
志賀小学校校舎・屋内運動場改修工事
契約金額 ２億５９９８万１３０４円

「後期高齢者の医療窓口負担の
現状維持を求める請願」不採択
全日本年金者組合日高支部より提出された請
願について、付託した総務福祉常任委員会より

11

して「若い世代の保険
料上昇を少しでも減ら
す」ことを挙げているが、
議論のすり替えであり政
府の責任放棄である。高
齢者の医療費に占める国
庫負担分は、老人保健制
度が始まった１９８３年
の ％から ％に減少し
ている。少なくとも国庫
負担を ％に戻し、国と
しての公的役割を果たす
べきである。

高齢者を「お荷物扱
い」し、世代間の対立を
あおるのではなく、戦中
戦後、また、高度成長期
を担って来た人達が安心
して医療や介護が受けら
れる制度こそが求められ
る。
関連法案提出はＲ 年
の通常国会、実施はその
翌年 月以降であり、今
こそ、意見をあげるべき
と考える。 西岡佳奈子

3

日に第４回臨時会を開催し、発議１

第４回 臨時会

35

○財産の取得

する。

を行い、期末手当を減額（０・

ヶ月／年）

例、並びに議員報酬に関する条例の一部改正

人事院勧告に従い、職員の給与に関する条

○期末手当の減額

結果、原案の通り可決した。

件、議案２件について、それぞれ慎重審議の

月

10

不採択の報告を受け、本会議での採決の結果、

12

（９８２万３千円の増額）
不採択となった。

11

・契約の相手方 株式会社中村建設

12

・契約の目的、工期については変更なし
【審査結果報告】

ることからやむを得な
い。」など国の方針に賛
成の意見と、「この変更
は高齢者の負担を重くし、
医療を受ける権利にかか
わる問題であり、国の社
会保障の責任の中で対応
するべきだ。」と請願に
賛成の意見があった。
採決の結果、賛成少数
で委員会としては不採択
と決定した。

45

27

45

11

台を随意契約する。

和歌山電工株式会社

９８５万５００円

契約の相手方

契約金額

コンピューター

ＧＩＧＡスクール構想に要する、教職員用

05

教育委員に尾﨑雅彦氏

尾﨑 雅彦 氏
（志賀）

《委員長報告に対する
反対討論》
歳以上の医療費窓口
負担で、一定収入以上の
人に２割負担を求めるこ
とを政府が決定した。
対象者は３７０万人と
多く、経済的事情による
受診抑制で高齢者の命と
健康を脅かすものとなり
かねない。
２割負担導入の理由と
75

増改築工事が進む志賀小学校
教育委員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。

15

総務福祉常任委員会に
付託された、標記の請願
について、 月 日と
日に審査を行った。
請願は「後期高齢者の
医療窓口負担が、一部の
人を除き１割負担である
が、政府として２割負担
への動きがある中で、現
状を維持するための意見
書を国に提出してほし
い」との内容であった。
月 日付けの新聞報
道等で、医療窓口負担２
割導入（年収２００万円
以上、対象人数３７０万
人）という報道の中での
審査であった。
「負担を若い現役世代
に押し付けている現状は
好ましくない。」「国の
財政や将来的に少子高齢
化になることを考えると、
年収条件や負担上限もあ

45

4
月

1
令和３年

榮 比井小学校は少人数
学級で、教職員の目が行
き届いた教育の利点があ
るが、令和３年４月、志
賀小学校に統合となり多
人数学級となる。
各学校の児童生徒数と
学級人数の推移は、今後
どうなるのか。
教育長 児童生徒数につ
いては、内原小学校は３
００名程度、志賀小学校
は２００名から少しずつ
減少、中学校は２５０名
程度でしばらくは推移す
るものと考えている。
学級人数については、
来年度の中学１年生と再
来年度以降の志賀小学校
で、 人以上の学級編成
になると考えている。

30

30 人以下の少人数学級の編成を求める

榮 児童生徒の多人数対
要望していく。
各学校に１名ずつ配置し
応や新型コロナウイルス た。スクールサポートス
榮 各学校の児童生徒の
感染症対応等で教員の負 タッフは、内原小学校に
学力はどの位か。
担が増す事によって、現 １名配置し、志賀小学校
教育長 各学校の児童生
場の教育力が低下しない にも配置される。
徒の学力は、平均的な状 よう対応を求める。
課題は、支援員などを
教育長 全ての授業では
況にあるが、算数・数学
引き受けてくれる方が少
・国語において活用する ないが、担任の先生と２ ないことである。
問題が平均より低く、活 人体制でチームティーチ
用問題に課題が見られる。 ングによる授業を実施し、 榮 教員免許がなくても、
全国平均より高いから 多人数への対応をしてい ＩＣＴなど何かに精通し
ている学校支援ボランテ
安心、低いからダメだと る。
平均点で一喜一憂するの
令和２年９月以降、新 ィアを募集してはどうか。
教育長 ボランティアの
ではなく、各学校の課題 型コロナウイルス感染症
を見つけ改善している。 対策による学習指導員を、 方の教育力や資質をどう
担保するか、また問題が
起こった時の責任をどう
するか等の課題がある。

榮 教科別に、理解度の
低い子ども達は別の教室
に移動し、少人数で理解
を深めてもらう習熟度別
指導が必要ではないか。
教育長 別室で教える専
門教科の職員数を揃える
のが難しいと考える。
学力が定着しにくい児
童生徒に対しては、夏休
みの学力補充、定期考査
前の質問教室、授業時数
以外に 分程度の基礎学
力を定着させるための時
間等を設けて、各学校が

15

30

榮 最近、町内で子育て
世代に向けた分譲地が増
えている。
今後の子どもの数の推
移が気になるが、 人以
下の少人数学級が望まし
いのではないか。
教育長 個々の児童生徒
に応じたきめ細やかな教
育には、 人学級を含め
て少人数学級が必要であ
り、今後も国や県に対し

30

議員
茂美
榮

月

1
令和３年
【一般質問】

5

取り組んでいる。

榮 文部科学省は、事情
があって学校に登校でき
ない児童生徒に対し、学
校の判断でオンライン学
習でも出席扱いとするよ
う通知しているが、活用
してはどうか。
教育長 実施にあたって
は、幾つかの要件や留意
事項があり、１人１人の
ケースについて判断して
いく必要がある。
今後、検討を要すると
考える。

榮 小学生において利用
が多い学童保育で、英語
も含めて、子ども達への
学習支援を求める保護者
の声がある。
教育長 学童保育の中で、
英語教育を含めた学習支
援は難しいと考える。

他の一般質問
・日高町ＩＣＴスマート
タウン事業の取り組み
を
・産湯海水浴場駐車場の
利用について

議員
昌宏
辻村

辻村 令和元年度の決算
において、財政調整基金
の減少、地方債残高が増
加している。更に、公共
施設の修繕費の増加、新
型コロナウイルス感染症
対策に対する支出増も危
惧されている。また、健
全化判断比率の将来負担
比率が、早期健全化の基
準値からは大きく下回っ
ているが、近年増加傾向
にある。

財政調整基金が近年減 落道の整備、学校・保育 改修予定となっているが、
少している点と、将来負 所などの大型事業を積極 事業費と日高町の負担額、
担比率が増加傾向にある 的に実施したためである。 負担方法は。
町長 清掃センターの改
点について、町としてど
更に今、比井小との統
のような分析をしている 合に向け、志賀小の増改 良工事では、本体工事費
のか。
築を行っており、地方債 で 億８千万円、クリー
町長 財政調整基金は、
残高の増加と基金の減少 ンセンターの新設工事は、
見込み額で、 億９千万
令和元年度末で約 億円、 は避けられない。
前年度比で約２億円の減
将来負担比率は、令和 円、合計１０１億７千万
少である。平成 年度末 元年度で ％、早期健全 円の見込みである。
町の負担額は両事業で、
をピークに、平成 年度 化基準の３５０％を大き
以降、減少が続いている。 く下回っているが、平成 約９億７千万円、負担の
これは、比井漁港での集
年度から５・７％上昇 方法は、各年度、各期の
負担金として負担する。
している。
平成 年度で１０７・
辻村 各期の負担に応じ
５％をピークに減少した
が、平成 年度以降は、 てということは。
総務政策課長 起債償還
増加傾向である。
今後、志賀小の校舎増 の最終年度は、令和 年
改築など大型事業は終了 度だが、構成市町村で按
するが、社会保障費や公 分した額を年に４期に分
共施設の老朽化による経 け、支払いする。
費の増大が見込まれる。
辻村 本年度、個別施設
予算編成にあたり、限
られた財源の中、事業の 計画策定が予算計上され
「選択と集中」による施 たが、この事業が実施さ
策の優先化・重点化を図 れれば、多額の費用が必
り、中・長期的な見通し 要ではないか。
町長 町有施設について
を踏まえ、将来にわたっ
て持続可能な財政運営を は本年度、計画を策定し、
築 年を越える施設が大
行っていく。
半を占めている。建て替
辻村 今後、クリーンセ
えや解体を含め、今後の
ンター、清掃センターが、 在り方を検討して計画に
10

25

27

72
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6
【一般質問】

月

1
令和３年

新設が予定されているクリーンセンター

30

47

20

53

22

反映させる。

辻村 将来負担率の算出
には、クリーンセンター
や清掃センター、町有施
設の改修、社会保障費も
入っているのか。
総務政策課長 予定され
ているものは含まれない。

辻村 町長として実施し
たい施策があると思うの
で、しっかりと町の財政
を考えながら取り組んで
いただきたい。

用語の説明
＊財政調整基金
町が単独費として支出
する時の資金を貯めてお
く貯金。家庭の預金に当
たる。

＊将来負担比率
将来負担すべき実質的
な負債の比率。地方債残
高と基金の増減に大きく
影響を受ける。

井垣 高齢者支援施策に
ついて、新たな施策の考
えはないか。
町長 新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大状況
などにもよるが、現在実
施している事業を継続し、
できるだけ多くの高齢者
の方に参加をしていただ
けるよう、広報などによ
り事業の周知に努め、社
会情勢の変化に対応しつ
つ高齢者のニーズにそっ
た支援の展開を図ってい
きたい。
井垣 例えば、個人の趣
味についての補助であっ
たり、スマートフォン等
の購入補助とかは考えら
れないか。
町長 個々の趣味等につ
いては自己負担で願いた
いと考える。しかしスマ
ートフォン等については
今後、国・県等が一部負
担となった場合は考えた
い。
井垣 団体への支援との
ことだが、町民は個人へ
の支援を望んでいると考
える。検討を重ねて高齢
者支援施策に期待する。

井垣 ９月議会で同僚議
員が「人工芝テニスコー
トの整備」について一般
質問を行った。町長の答
弁は、「中学校のテニス
コートを整備するのが最
善である」であった。中
学校のテニスコートを整
備することは必要で歓迎
すべきことで進めるべき
だ。
しかし４年前、テニス

コートを設置して欲しい
として１５１７名もの署
名があったと記憶してい
る。中学校のテニスコー
トを整備することで、町
民のためのテニスコート
整備といえるのか。
町長 適地や、どのよう
な整備が望ましいのか考
えて、早期の実現を求め
られる中で、利便性のよ
い用地を確保し、新設す

人工芝を予定している日高中学校テニスコート

議員
弥
井垣

月

1
令和３年
【一般質問】

7

ることは、時間的にも財
政的にも難しいと判断し
た。テニスコート設置に
関する要望は「２面分の
人工芝のテニスコートを
作る」「２面分の人工芝
のテニスコートに夜間照
明ライトを作る」という
ことであったため、要望
書にはお応えできたこと
になると考える。

井垣 要望書に記載はな
かったかもしれないが、
「町営のテニスコートが
欲しい」との声であり、
しかも１５１７名もの署
名があった。結構な人数
の方が納得出来ていない
と感じるが町長はいかが
か。
町長 全てにお応えする
ことにはならないと思っ
ている。
今回の件は教育長とも
相談して、学校教育、社
会教育の両面から有効に
使えるのではないかと考
え整備することとしたも
のである。
町営テニスコートのた
めの適地がないというこ
とと、中学校・町営、二
つのテニスコートを整備

することは厳しい。

井垣 中学校のテニスコ
ート整備を否定するわけ
ではない。
ただ一般の方々は中学
校では気軽に利用出来な
いのではないか。
適地がないというが、
色々あるのではないか。
町長 今出来る中で考え
て最善の方法だと判断し
た。
現在、農改センターで
も子ども・大人ともに譲
り合いながら使用してい
るように、中学校におい
ても十分、利用出来ると
考える。

井垣 同僚議員が何度も
質問し、中学校からも要
望があり、町のテニスコ
ート整備と中学校のテニ
スコート整備と混同して
いるのではないか。
町長 財政的な状況を考
え現時点では二つのテニ
スコート整備は難しい。
中学校で十分、一般の
方々にも開放でき学生も
使用できるということで
理解頂きたい。

町長
月末現在で、金
額は２千５０７万２千円
で、件数は１９８６件で
ある。
宮本 昨年の 倍以上で
ある。施策についてはど
うか。
町長 既存事業の存続、
廃止を含めて徹底して経
費削減を計り、優先度、
緊急度、費用対効果等を
総合的に勘案する。

宮本 最大の効率化、経
費節減は人材の育成であ
る。その考えはないか。
町長 一番重要である。
力を入れる。

宮本 優先順位を付ける
事は経費節減である。新
型コロナウイルス感染症
の影響で町の収入はどう
なるのか。
町長 国税が減るので地
方交付税、地方譲与税も
減るが、地方交付税の総
額を確保するため、地方
財政審議会が総務大臣に
意見書を提出している。

宮本 財源の確保はどう
するのか。
町長 ふるさと納税の増
加に一層の力を注ぐ。

宮本 令和元年度決算を
見ると、今のところ心配
はないとのことであるが、
人口増加によって固定資
産税と住民税で２千万円
程度増加し、財政力は僅
に改善しているが財務諸
表は悪化している。人口
増加は素晴らしいことで
あるが、経費もかかる。
財政調整基金（預金）
は右肩下がり、地方債
（借入金）は右肩上がり
での今、抜本的な改革を
しないと悪化の一途をた
どるのではないか。
町長は現在の財政状況
をどのように認識し、ど
のような施策を考えてい
るのか。
町長 財政調整基金は減
少、地方債残高は増加傾
向、新型コロナウイルス
感染症の町財政への悪影
響は計りしれず、強い危
機感を持っている。

10

宮本 昇格試験を導入し
て職員が勉強をする雰囲

気をつくるのが大事であ れでもあると
考える。
る。
家族葬であ
町長 民間のような試験
に合格すれば給料がポン れば駐車場の
問題もない。
と上がる制度はない。
利用のＰＲを
宮本 ＮＨＫのコロナア
してはどうか。
町長 日高町
ンケート調査では収入に
斎場は施設を
変化無し ％、減った
％、増えた２％となって 提供するのみ
いる。国が第３次の経済 で式の準備、
政策を実施するとのこと 運営・進行、
であるが、今回は本当に 遺体の管理、
困っている人、又は社会 後片付けを家
資本の充実の為にピンポ 族でしなけれ
イント的に利用すれば良 ばならない。
葬儀場として利用出来
いのではないか。
る機能はあるが、あえて
町長 第３次経済政策の
内容は示されていないが、 利用をＰＲするものでは
地域経済、住民生活の支 ない。
斎場が出来て 年、葬
援、新しい生活様式の取
り組み等に有効活用する。 儀が行えることは皆が知
っている。
これらの理由から、そ
れぞれに合った葬儀場を
選択していただければと
思う。
24

宮本 昨年度、火葬１０
０人に対して葬儀場とし
ての利用者は 人、今年
度はそれぞれ 人に対し
て２人となっている。
新聞の会葬御礼欄を見
ると、 ％程度は家族葬
である。これはコロナの
影響もあるが、時代の流

61 15

宮本 利用を止める理由
を聞いているのではない。
町長の答弁は「利用を
していらない」というイ
メージである。
利用を促進するべきで

20

宮本 昨年度の経費が約
１２００万円である。財
政が厳しい中、少しでも
収入を増やすべきである
と考える。

る。

宮本 「ＰＲの必要はな
い」とのことであるが、
知らない町民もいるため
質問をした。
町長 広報とかで周知す

はないか。
町長 葬儀というのは家
族で色々と理由がある。
自分に合った斎場を選べ
ば良い。

利用が望まれる日高町斎場

11

宮本 今年度のふるさと
納税額はどうか。

71

50

議員
雅文
宮本

8
【一般質問】

月

1
令和３年

西岡 第６期きのくに教
育審議会は、県立の全日
制高校を今後 年間で現
在の 校から 校程度に
削減するとの答申をし、
県教育委員会は、令和３
年３月末を目標に「再編
整備実施プログラム」を
策定するとしている。
当町のある海草・有田
・日高の紀中エリアでは、
年後に必要な学級数は

日高高校

「海南から日高までで２５学級」との答申が示されている

学級程度。普通科高校
３校、普通科と専門学科
を併設した高校や総合学
科と専門学科を併設した
高校１校に再編整備すべ
きとしている。
希望する全ての子ども
に豊かな高校教育を保障
するためにも、地域から
声を上げていくことが必
要である。どのように考
え、対応されるか。
25

紀央館高校

議員
佳奈子
西岡

町長 県教育委員会の説
明では、保護者や地域、
各自治体などの理解を大
切にし、特色ある高校を
再編整備にしていきたい
ということであった。今
後の動向を注視していき
たい。
教育長 県教育委員会が
県立高校のあり方を考え
ることに対し、意見をい
う立場にはない。地域の
声を聴き、地域の理解を
得ることを大切に、時代
に即した特色ある学校を
創造していってくれると
信じる。
西岡 積極的な対応の方
向性が示されなかったこ
とは大変残念に思う。
動向を注視するのでは
なく、意見をあげていく
ことが重要。御坊市や郡
内の他の町、県会議員の
方達とも連携して取り組
んでいただきたい。
町長 子ども達への影響
も出てくる。各市町と連
携し、情報交換し、みな
さんの声を聴きながら進
めていきたい。

西岡 町内公共施設のト
イレや公衆トイレの現状
は、様々な形態や機能の
物がある。町民が各種施
設を利用する時、また、
観光等で訪れていただい
た方が利用する時など、
少しでも衛生的で機能的
なトイレ、手洗いを利用
していただきたいと思う。
和式のトイレや昔なが
らの洋式便座を、洋式の
温水洗浄暖房便座に、小
便器を自動洗浄に、手洗
い場蛇口の自動水洗化な
ど、新型コロナ感染症対
策も含めた改善に取り組
んでいただきたい。
町長 トイレの数は、和
式トイレ１７６台、洋式
トイレ１４３台、うち温
水洗浄暖房便座 台、小
便器１９８台、うち自動
洗浄 台、トイレの蛇口
２９０個、うち自動水洗
１１２個である。
私も町民や観光などで
訪れた方々には、少しで
も衛生的で機能的な、ま
た新型コロナ感染症対策
が施されているトイレ、

88

93

月

1
令和３年
【一般質問】

9

15

29

20 15

手洗いを利用していただ
くのは理想的だと考えて
いる。
現地で状況を確認し、
大規模な工事が不要で、
部品の交換・付け替えな
どにより、容易に改修で
きる場合には、新型コロ
ナ感染症対応地方創生臨
時交付金を活用し、取り
組んでいきたい。また、
改修ができなかったトイ
レなどについては、今後、
施設の大規模な改修など
の際にあわせて改修する
よう検討していきたい。

西岡 調査資料で見ると、
農改センターが和式が９、
洋式が２となっている。
利用頻度、敬老会での利
用も考えると改善が必要
ではないか。内原小学校
も和式が多い。町民プー
ルと萩原集会所は和式の
トイレだけとなっている。
必要性の高いところから
取り組みを進めていただ
きたい。
町長 少しずつでも改修
していきたい。

20

20

委員会レポート

11

志賀、比井小学校

委員からは、「仮設校
舎での授業やグラウンド
が使えない状況等で児童
達がストレスを感じてい
ないか。」「改修・増築
工事が３月末までに完了
しなかった時、仮設校舎
に比井小学校の児童達
が入ることは可能なの
か。」などの質問があっ
た。

温泉館の運営
・日高・由良）観光連携
で３町の飲食店などで使
用できる５００円の割引
券を配付、その他、感染
対策として、パーテーシ
ョンの設置、消毒の徹底、
体温計の使用、密になら
ないような対応に努めた
結果、８月以降の入館者
数は昨年度と比較して増
加している。９月は５４
４名の増で前年同月比１
１９％。 月は１５７０
名の増で前年同月比１７
５％であった。また町民
の利用率については、こ
れまで ％であったのが、
％に増加したとの説明

を受けた。
委員からは、
「イベント終了
後の入館者数の
減り方が気にな
る。」「入館料を
半額にしたことが
入館者数の増にな
っていると思う
が、今後はどのよ
うな方向でいくの
か。」「町民の利
用率をどう考えて
いるのか。」など
の意見が出された。

総務福祉常任委員会
・新型コロナウイルスに
おける対応について

常任委員会は次回定例会
までに次の項目について
調査研究を行います。

いろいろなイベントをしている温泉館

産業教育常任委員会
・温泉館の運営について
・志賀 比井小学校統合
に係る進捗について

10

11

20

編集後記

あけましておめで
とうございます。
新型コロナウイル
ス感染症もとうとう
第３波が到来、昨年
の今頃とでは、生活
様式が一変してしま
ったのではないでし
ょうか。

この「議会だよ
り」が皆さんのお手
元に届く頃にはどの

ようになっているで
しょうか。終息に向
かっていることを祈

っています。
幸い（？）御坊保

健所管内は感染され
た方は少ないようで

すが・・・。

マスク、手洗い、
うがい。

終息後も、他の感

昌宏

染症対策として実行
していきたいもので

す。

辻村

この広報紙は再生紙を使用しています。

よりも進んでいるような
状況であるが、改修部分
の方は、若干遅れが出て
いて、 月末の進捗率は
％を予定していたが、
％の出来高である。工
程表の予定では、 月の
終わりで ％を予定して
いる。」との説明を受け
た。
月 日、担当課より
入館者増に向けた取り組
みとして、開館 周年記
念タオルの贈呈、スタン
プイベント、テレビ和歌
山でのＣＭ広告、ガチャ
ガチャイベント（町内の
小学生には、１人２回分、
計１０００回分について
無料参加券を配布）、ま
た年間を通して、町内の
子どもには入館料を無料
とするなどのイベントを
実施。
９月からは新型コロナ
ウイルス関連として、全
ての入館者に対し入館料
の一部免除、３町（美浜

･

11

改築・増築工事の現地を視察

10

38

統合の進捗状況
月５日、志賀・比井
小学校統合に係る経過と
今後の予定について担当
課から説明を受けた。
説明事項は、仮設校舎、
校舎改築増築工事、新設
駐車場、比井
小学校の閉校
式及び閉校記
念行事、比井
小学校史の発
行についてで
あった。
月 日に
は、校舎改築
増築工事の進
捗状況等を調
査するため現
地視察を行っ
た。担当課よ
り、「増築の
方は順調、ま
だかなり工程

10

11

10
月

1
令和３年
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