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令和３年第１回定例会は３月
した。

水道事業会計

辻村 昌宏 議長

日から

日までの

22

日間の会期で開催

13

件、発議３件、請願１件について、

令和３年度一般会計、特別会計、水道事業会計、また、令和２年度一

６ ８ 億 ３ ，８ ８ ９ 万 ２ 千 円

19

この度、議長

予算総額

の重責を担うこ

般会計・特別会計補正予算など議案

２ ４ 億 ６ ，５ ４ ３ 万 ５ 千 円

ととなりました。

特別会計

備工事など、前年度比 ％の減額である。

家中央線改良工事、中学校テニスコート整

金、津波・高潮危機管理対策工事、町道高

性評価委託料、県営事業（ほ場整備）負担

管理委託料、ため池劣化状況評価・豪雨耐

ウイルスワクチン接種委託料、保育所指定

高齢者外出支援事業委託料、新型コロナ

歳出予算は

依然として厳しい財政状況である。

産税の１２２０万３千円などの減額となり、

税２００万８千円、評価替えによる固定資

については、所得減少の見込みによる町民

補助金、基金繰入金などである。自主財源

歳入の主なものは、地方交付税と国・県

歳入予算は

一般会計予算

それぞれ慎重審議の結果、原案のとおり可決した。

４ ３ 億 ７ ，３ ４ ５ 万 ７ 千 円

その職責の重大

一般会計

さに身の引き締

令 和３年 度

まる思いであり、
全身全霊をかけ、議会運営に努めてまいる
所存であります。
町政とは「車の両輪の如く」と表現され
ます。日高町がより良い方向へ進んでいけ
るよう、議会としても全力で取り組んでま
いります。

稲垣 崇 副議長
この度、副議

10

２億４，６０４万６千円
２億５，８９２万１千円
９，４４６万４千円
１億７，９７５万６千円
収益的収入
収益的支出
資本的収入
資本的支出

長の任を努めさ
せていただくこ
とになりました。
浅学非才であ
りますが、副議
長として、議長をしっかり補佐し、町政の
推進と議会の円滑な運営に努めてまいりま
す。
皆さまのご支援とご協力をお願いいたし
ます。

3.7

2
月

4
令和３年

一般会計
温泉館使用料

80

住民福祉課長 対象人数
が 名増加。２冊目以降
の購入者の分も加味した
ことから増額となった。
町長 １冊目は無料。こ
れまで２冊目以降は１万
円だったのを８千円にす
る。

保育所指定管理

49

問 指定管理委託料が昨
年度より１２００万円余
り増額の説明を。
住民福祉課長 人件費で
の増額が大きな要因であ
る。保育士が２名増える。

内訳は人件費で１億７８
８０万円、運営費が３９
８０万円、管理費が２６
６８万円である。

水道事業
問 水道事業会計への繰
り出しが増額となってい
る説明を。
上下水道課長 今年度、
基準外繰り出しとして、
受水費の４分の１、１千
万円を計上した。
問 今後も継続してこの
負担をしていくというこ

とで良いか。
町長 状況をみながら対
応していきたい。

観光推進戦略
問 観光推進戦略プロ
ジェクト協議会補助金の
説明を。
産業建設課長 シティプ
ロモーション海外観光客
誘致事業が令和元年度で
終了した。今後の日高町
の観光戦略を主体となっ
て考えていくプロジェク
ト協議会に補助金を１１
５万円。
地方創生で開発したサ
バコロッケのプロモー
ションで１０５万円、海
外観光客誘致事業で１７
０万円、クエフェアに代
わるイベント等を検討す
る費用として 万円の計
４５０万円である。

問 町特産品開発補助金
の説明を。
産業建設課長 日高町な
らではの商品開発を促進
し、地域産業の活性化を
図ることを目的に、試作
品の製作に要する原材料
費や商品化のためのデザ

町特産品開発

60

問 温泉館等使用料が減
額となっている説明を。
産業建設課長 新型コロ
ナウイルス感染症の関係
で、昨年の９月から３月
末まで入館料減免を行っ
たところ入館者が増えた。
現在もコロナの状況が続
いている中でもあるので、
続けて４月から９月末ま
での半年間、減免措置を
するためである。

修繕される昭和５７年建築の文化会館

文化会館外壁改修
問 文化会館修繕費の説
明を。
住民福祉課長 外壁の修
繕は２５８万８千円、多
目的トイレの改修で１０
５万円、オート洗浄トイ
レ・手洗の取り換えで
万円、扉・照明の取り換
えで 万円、その他で
万円、計３９３万８千円
である。

52

30

問 高齢者外出支援事業
委託料が約 万円増加と
なっている説明を。

高齢者外出支援

72

インの委託費、品質検査
費などを補助する。補助
率は２分の１以内、１件
につき 万円が限度額で
ある。

問 テニスコート整備工
事の説明を。
教育課長 日高中学校の
テニスコート２面を人工
芝に改修する。工期は年
度内で、工事中の残り２
面は、仕切りなどをして
使えると考える。

テニスコート

50

問 夜間照明の整備は。
教育長 補助金の出る事
業がある。その申請をし
ながら今後考えていく。

問 残りの２面の整備は
考えているのか。
町長 まずは２面から進
め、今後は財政的な状況
によって検討していく。
教育長 町民の方々に出
来るだけ開放し、使用状
況を見ながら残り２面に
ついて考えていく。

人工芝に改修される中学校のテニスコート

月

4
令和３年

3

4
月

4
令和３年

特別会計

必要な情報を入れておく
もので、５００人分を予
算計上している。
問 ひとり暮らしの 歳
以上の人が対象とのこと
だが、対象年齢の引き下
げが必要では。
健康推進課長 今後検討

国民健康保険
問 国保税について、昨
年度より減額の予算計上
となっているが、どう考
えているか。
税務課長 基金から３千
万円を繰り入れ、税負担
の軽減をはかる。

億７０６２万

令和２年度 一般会計補正予算（第８号）

１億４８７１万９千円を減額し、補正後の予算を
６千円とする。
ー 主な内容 ー

千円などの増額。

業３７４５万２千円、非接触型自動水洗器具取替事業２１６２万１

を令和３年度に振り替えたことなどによる減額と、水道料金減免事

保健福祉総合センターの電気設備改修工事１億１４６４万９千円

59

総務政策課長 アール設
計株式会社の小川央朗様
より、新型コロナウイル
ス感染症の対策に使って
いただきたいということ
で、１００万円を寄付し
ていただいた。

件を令和３年度に繰り越す。

また、町道高家中央線改良工事６４３０万円、比井地区漁港集落

道改良工事２億４８５万円など

問 一般寄付金につ
いて説明を。

寄付金

90

していく。
問 配布の方法は。
健康推進課長 対象者の
方に郵送でお知らせし、
申請者に配布する。

問 国保税について、国
保運営協議会への諮問・
答申はどうであったか。
健康推進課長 ３・ ％
減、一人当たり７万４６
７８円とすることについ
て諮問し、「了」との答
申を得た。

水道事業

75

10

った。
水道料金減免
事業完了は令和４年３
問 水道事業会計繰出金
月末の予定である。
の説明を。
総務政策課長 令和３年
非接触型自動水洗器
４月から９月までの６カ
問 非接触型自動水洗器
月間、水道基本料金及び
メーター使用料を減免す 具取替費用の説明を。
るもの。一般家庭の場合、 総務政策課長 新型
１７５２円を６カ月間減 コロナウイルス感染
症の拡大防止対策と
免する。
して、公衆トイレを
含む公共施設の小便
比井地区避難道路
器 器、水道の蛇口
１３３器を非接触型
自動水洗器に取り替
える。
問 比井漁港集落道改良
工事の繰り越しの理由と、
事業完了までの見通しは。
産業建設課長 県が指定
する文化財包蔵地の範囲
が広くなったため、現場
において文化財がないか
どうかの調査・確認を行

非接触型自動水洗器

17

問 下志賀地区町道平野
線の水道管布設替事業の
説明を。
上下水道課長 住宅の増
加とともに、山側の高台
にある住宅への給水が不
足する恐れがあるため、
配水管を ㎜から ㎜に
布設替えする。

50

75

希望者に救急医療情報キットを配布

介護保険
問 在宅医療介護連携推
進事業、需用費増額の説
明を。
健康推進課長
歳以上
のひとり暮らしの方を対
象に、救急医療情報キッ
トを配布する。
キットは、救急車を呼
ぶ場合に備え、かかりつ
けの病院や、服用してい
る薬、緊急連絡先などの

75

10,710円
1,890円

第２段階

3,300円

3,150円

第３段階

4,620円

4,410円

第４段階

5,940円

第５段階

6,600円

第６段階

7,920円

7,560円

第７段階

8,580円

8,190円

第８段階

9,900円

9,450円

第９段階

11,220円

⇨

条 例 制 定・改 正

6,300円
1,980円

日高町立比井崎体育館の
設置及び管理に関する条例の制定

問 手話通訳者の派遣等、
手話による意思疎通支援
に関する施策は。
住民福祉課長 町の講演
会などで、手話通訳者の
派遣を受けるという対応
をしている。今後も取り
組んでいく。

5,670円
第１段階

日高町立比井小学校の廃校に伴い、同校体育

保険料

館を社会体育施設として活用するため、設置及

問 町の具体的な取り組
みは。
住民福祉課長 手話の普
及・理解のため、広報誌
やホームページを活用し
た普及啓発など取り組ん
でいきたい。また、町職
員全体が認識を高めるた
め、手話を体験できるよ
うな機会をつくっていき
たい。

介護保険条例の一部を改正

保険料

臨時会

（令和３年３月

令和３年度一般会計補正予算

億８０３６万７千円とする。

日）

町道高家中央線改良事業にかかる交付金不

問 返還金が、当初報
告を受けていた７３０
０万円から増額となっ
ている理由は。
町長 事業用地１件に
ついて適正な事務処理
と認められず、４３４
万２７８６円増額とな
った。

基づき、本人に支払っ
ていただく。

円、長期債繰上償還１９７４万８千円。

返還金７７４５万円、加算金９７１万２千

返還するもの。

正受給事案について、決定により交付金等を

を

１億６９１万円を増額し、補正後の予算

25

問 加算金の根拠と利
率は。
総務政策課長 交付金
については「補助金等
にかかる予算の執行の
適正化に関する法律」
で年 ・ ％となって
いる。起債については、
特約条項で繰上償還の
場合の加算金が明記さ
れている。

95

介護保険料基準月額を６６００円か

改正後の

ら６３００円に引き下げるもの。

介護保険料改正（令和３年度分）

44

問 １千万円を超える
加算金となっているが、
財源についての考えは。
町長 不正等により町
に損害を与えたという
ことで、誓約書をいた
だいている。誓約書に

10

び管理に関する条例を制定するもの。

手話言語条例の制定
手話が言語であることの認識に基づき、手話
の理解及び普及に関する基本理念、町の責務及
び町民の役割を明らかにするとともに、町が推
進する施策の基本事項を定め、全ての町民が共
生することのできる地域社会を実現することを
目的に制定するもの。

改正前の

所得段階

「比井崎体育館」として
再活用が始まる

月

4
令和３年

5

榮 運転免許返納者や移
動手段の確保が困難な町
民への対応は、今後どう
するのか。
町長 平 成 年 度 か ら
歳以上の方々には、高
齢者外出支援事業として、
バスやタクシーなどの公
共交通機関の利用料金の
一部を助成し、利活用し
てもらっている。
歳未満の方々への外

榮 例えば、町内バス路
線がない公共交通空白地
域を対象に、月々の利用
料一部負担の定額タクシ
ー乗り放題サービス事業
はどうか。
町長 これは事業者が効
率的な車両運用につなげ
るために提供するもので、

榮 町に委託事業の考え
がなく、町の支援もない
中、事業者がこうした事
業の導入を検討するだろ
うか。
まずは町の考え方、方
向性だと思う。
昨年６月議会で、バス
停を目的地とするデマン
ド型乗り合いタクシーの
実証実験の見直しを求め
たが、どうなったのか。
町長 町としては、地域
公共交通検討会で話し合
った結果、交通の利便性
を向上する方法に、バス
停まで運行するデマンド
型乗り合いタクシーの実
証実験の実施という結論

地方公共団体が行うサー
である。
しかし、第６次日高町 ビスではないと考える。
長期総合計画策定におけ
榮 他にも、事前予約制
る町民へのアンケート調
査では、町の問題点とし で、電話やウェブサイト
て交通の便が悪いとある。 から利用日時と乗降場所
を申し込んで利用するド
今後検討していく。
ア・ツー・ドアのデマン
ド型交通サービス事業は
どうか。
町長 導入するのはあく
までも事業者であって、
町独自で導入する予定は
ない。
榮
歳以上の高齢者で
なくても、若い人が事情
により交通弱者になる場
合がある。
交通弱者は一律年齢で
は決まらないと考える。
交通手段に、本当に困
っている方々に対する支
援が大事だと考える。
歳以上に限っての交
通施策ではなく、町民全
体の外出支援事業が必要
ではないのか。
町長 町民誰もが利用で
きる新たな公共交通施策
は必要と考える。

75

75

75

75

出支援については、自家
用車による移動がほとん
どで、移動支援の必要性
は感じていない。
榮 町長がそのように感
じる根拠は。
町長 一昨年と昨年に各
区長 人と老人クラブ会
長 人に、日高町公共交
通に関するアンケート調
査に協力して頂いた結果

町が考える乗り合いタクシーの移動はバス停まで

議員
茂美
榮

6
【一般質問】

月

4
令和３年

23

21

19

となっている。
この実証実験を行った
上で結果を踏まえ、既存
施策の高齢者外出支援事
業なども含め、今後の是
非について検討していく。

榮 町が、今回結論とし
て出したデマンド型乗り
合いタクシーの実証実験
は、松本町長のこの任期
中に行えるのか。
町長 令和３年度中に行
って、今後の日高町の交
通施策の方向性を出した
い。

榮 今年９月には、国に
デジタル庁が発足し、デ
ジタル化社会が急速にや
ってくる。
ＡＩ活用やアプリ活用
の交通サービス事業につ
いての調査研究も、今後
取り組んでもらいたい。

他の一般質問
◦児童生徒の問題行動、
不登校等生徒指導上の
諸課題

町道高家中央線道路
改良事業が当初の計画か
ら大幅に遅れている。
現在の進ちょく状況、
並びに今後の日程は。
町長 用地買収について
は土地所有者が 名おり、
順次買収を進めている。

令和２年度末で 名から
買収を終え、残りの方に
ついては今年度末で終え
る予定である。
物件補償については関
係者５名のうち１名につ
いては平成 年度で終え
ている。残りの方につい

ても今年度に予算
化しているので終
える予定である。
改良工事につい
機構改革に対する考
ては、道路延長７
８０ｍのうち令和 えは。
町長 町政を行ううえで
２年度末で橋梁部
ｍを除く４０２ 町民のために仕事をする
ｍが完成している。 事、この気持ちが一番重
橋梁については左 要であると考えている。
岸の橋梁下部工事
４月からのスタート
が完成している。
今後の日程につい となる訳だが、現行の６
ては、令和６度末 課１室から８課１室とな
完成を目指したい。 ると、情報の共有が出来
るのか。
40

当初の計画で
は平成 年度完成
だったが、現在大
幅に遅れている原
因について、町民、
または区民に説明
をすべきではない
のか。
町長 区民の方に
十分説明をしてい
きたい。

住民への説明が待たれる高家中央線

令和６年度末の完成
については早いと思うの
か。
町長 １年でも早く国へ
要望をあげていき、精一
杯取り組んでいく。

町長 週一度課長会を開
催し、その中で情報の共
有を行っていく。

コロナワクチンの対
応などしていかなければ
ならない「子育て福祉健
康課」、重要施策などを
所管としていく「企画ま
ちづくり課」の今後の対
応は。
町長 ３月１日付けで健
康推進課に職
員を配置し、
今後はその職
員を中心に迅
速な対応をし
ていく。また
企画まちづく
り課において
は、長期総合
計画や総合戦
略に基づき、
各種施策を推
進するほか温
泉館や商工業
・観光の充実
に努める。

４月からスタート（機構改革）となる庁舎内

31

議員
充彦

月

4
令和３年
【一般質問】

7

26

29

21

清水 高家中央線と高家
下志賀線との交差箇所か
ら南向き御坊市方面に進
む道が、軽自動車が１台
通るのが精いっぱいの道
幅で、延長約 ｍを、十
分な幅員確保が望まれる
が、道路拡幅の予定は。
町長 御坊市との境界ま
で、延長約３００ｍあり、
この間には、農地と町道
の両側に住宅の建ってい
る箇所があり、また御坊

市側の市道西小松原高家
線と県道御坊由良線との
交差点までは、約 ㎞の
距離があり、御坊市と協
議をしながら事業化する
必要があると考える。

路だと考える。町道高家
中央線の現工事と並行し
て進めるべきではないか。
町長 町としても自然災
害により、一人の犠牲者
も出さないという目標に
取り組んでおり、 月に
実施している避難訓練で、
津波ハザードマップを参
考に、避難行動を取って
頂くことが大事である。
11

この

ｍの区間を

清水 当町にも、クエ料
理を売りにした民宿や地
元飲食店があるが、民宿
では、クエ鍋のピーク時
の１月の売り上げが前年
対比で、 ％～ ％減で、
民宿７軒の平均値である。
飲食店も、食材ロス等、
厳しい状況が続いている。
町長は、どの業界が影響
を受けていると思うか。
町長 すべての方が影響
を受けていると思ってい
る。民宿や飲食店なども、
相当なダメージを受けて
いることは承知している。

拡幅すれば、御坊由良線 有効活用の方策を幅広く
に出るまで、ほぼ車が対 検討し、６月定例会に関
向出来、大型の緊急車両 連予算を計上したい。
も通行できる道路となる。
事業化となれば時間もか
かるので、町単独事業で
も、地権者と話し合い交
渉を進めるべきではない
か。
町長 家の老朽化による
倒壊の心配もあるが、今
後、社会資本整備交付金

事業で実施すれば補助事
清水 この沿線上に３軒
の空き家があり、みなさ 業の対象になるので、物
ん協力すると言っている。 件保償等、町の負担にな
また、更地にすると、固 らないように取り組んで
定資産税が上がるので、 行けたらと考える。
どうにかならないのか。
私が調査したところ、佐
賀県の有田町などでは、
固定資産税の減免措置で、
５年間差額分を補助する
とあり、この取り組みを
取り入れている自治体は
清水 ２月２日に、内閣
増えている。当町も考え
府より第３次分が公表さ
てはどうか。
れ、当町に１億１４００
町長 防災面からも、倒
壊する恐れがある空き家 万円が交付されるが、ど
を更地にして、固定資産 う使うのか。
税減免にする取り組みは、 町長 町民全体にいきわ
十分検討する価値はある たる事業、商工業者、観
光などに対する支援事業、
と考える。
児童、生徒に対する支援
事業などをはじめとして、
清水

30

道幅の狭い町道高家中央線
1.3

清水 日高町も津波ハザ
ードマップが完成したが、
この高家下志賀線との交
差点付近は、海抜約４ｍ
で、 号線が詰まるとこ
の道路が唯一の代替え道

42

議員
和人
清水

8
【一般質問】

月

4
令和３年

30

85

清水 町長を筆頭に、職
員は、今の状況だと、民
宿や飲食店の売り上げが
どうなっているとか、比
井崎漁業の魚は、どれく
らいの値段で売れている
のかなど、気にしてほし
い。今回の３次のコロナ
支援金は、本当に困って
いる方や、その業界を調
査していただきたい。

80

宮本 ワクチンは４月下
宮本 コロナワクチン接
旬に届くとの事であるが、
種のスケジュールはどう その個数は幾つか。
町長 ９７５回分である。
なっているか。
町長
歳以上の高齢者
宮本 接種の方法と場所
には４月中に接種券の発
送及び接種予約受け付け はどうか。
町長 基本的には集団接
を開始し、５月上旬に接
種を開始する予定である。 種をふれあいセンターで
行う。

宮本 町道高家中央線改
良工事において、令和２
年６月に発覚した不正受
給金７３００万円は令和
３年２月末現在未返還と
なっているが、返還日は
決定しているのか。
決定していない。
町長

ペナルティーの加

宮本 なぜ早く返還出来
ないのか。
町長 国、県と精査中で
あり、精査が終了次第に
返還命令が出る。
宮本

算金は年 ・ ％と大変
高く年間約８００万円に
なるがその起算日はいつ
か。

町長

３月

95

受領日の令和２年
日である。

10

宮本 課長に配って議員
には配れないのか。
町長 返還金の確定後に
配布する。

宮本 昨年９月議会にお
いて不祥事の再発防止策
は速やかに作成し、公表
するとの事であったが、
できたのか。
町長 作成し、課長職に
は配布運用している。

30

として年齢の高い方から
を考えている。

宮本 高齢者外出支援事
業タクシー券について、
町長は昨年３月議会での
質問に対して２冊目以降
の購入代金１万円の減額
を検討すると答えたがど
うなっているか。
町長 販売状況を分析す
ると頻繁にタクシーを利
用され、複数札購入され
ている方も多く、１万円
から２千円引き下げ、８
千円にする。
宮本 交通手段のない人
への対応はどうか。
町長 民間のバス会社に
委託し、送迎する。
宮本 地区で集合場所を
決めて送迎するのか。
町長 運行経路、詳細に
ついては検討中である。
宮本 緊急事態への対応
はどうか。
健康推進課長 応急処置
に必要な医薬品を準備、
医師は複数体制を執る。

町道高家中央線

宮本 町内の 歳以上の
対象者は約２４００人で
あり、優先順位をどのよ
うに決定するのか。
町長 具体的には決まっ
ていないが、１つの方法

２冊目から８千円のタクシー券

宮本 今までの経過をみ
るとまだまだ改善する意
欲を感じるがどうか。
町長 今後十分検討して
支援する。

65

議員
雅文
宮本

月

4
令和３年
【一般質問】

9

65

西岡 状況の把握が難し
い部分があるとは思うが、
今、申し上げた方たちを
対象として支援制度を。
町長 検討していきたい。

所・学童保育所の職員が
合わせて約 人。ひとり
３万円であれば２１０万
円、５万円であれば３５
０万円。感染予防に苦労
しながら、日々子ども達
の保育をしている人に対
して、町として慰労金制
度を設けることで、日々
の働きに感謝する事も必
要ではないか。
町長 従事されている方
には、心から感謝申し上
げる。議員の提案も参考
に検討してみたい。

70

他の一般質問
新型コロナワクチン接
種について

•

保育所・学童保育所
職員への慰労金を

西岡 保育士・学童保育
指導員等への支援・慰労
金について提案する。
昨年、医療・介護の事
業所で働く人に国からの
慰労金制度が設けられた
が、保育所や学童保育、
児童福祉施設などで働く
人たちへの支援制度は創
設されなかった。
密接が避けられない仕
事で、感染予防に務めて
いただいている方たちへ
の慰労金は本来国の責任
において行われるべきも
のだと考えるが実現して
西岡 昨年来、国保税の
いない。
令和２年度の町立保育
減免や生活福祉資金の貸
し付けを受けている人の
状況は把握されているか。
税務課長 国保税の減免
は４世帯である。
総務政策課長 生活福祉
資金は延長等も含め 件
である。

自宅外通学の学生支援を

52

西岡 新型コロナウイル
ス感染症対応地方創生臨
時交付金の第３次交付金
について、現時点で考え
られている内容は。
町長 交付金限度額１億
１３８９万４千円が示さ
れている。町民全体に行
きわたる事業、商工業者
・観光などに対する支援
事業、児童・生徒に対す
る支援事業などをはじめ
とし、有効活用の方策を
幅広く検討し、６月定例
会に関連予算を計上した
い。

いている。幅広く検討し
て、できることがあれば
していきたい。

困窮者への支援を
西岡 生活困窮者への支
援を提案する。
国では、一人親世帯や
所得が低い子育て世帯に、
子ども一人当たり５万円
の給付の方向性が出てい
る。この制度への上乗せ
も一つの方法だと考える
がどうか。
町長 検討していきたい。

感染予防に努めながらの保育

学生への支援を
西岡 大学・専門学校生
への支援について提案す
る。
新宮市は食料品送付、
串本町は３万円の給付を
おこなった。全国各地で
このような事例がある。
日高町の学生が、学年で
人、例えば半数が自宅
外の学生と仮定すると、
４学年で１６０人。ひと
り１万円として１６０万
円、３万円として４８０
万円。他の自治体の事例
も参考に検討を。
実情は私もよく聞
町長

80

議員
佳奈子
西岡

10
【一般質問】

月

4
令和３年

委員会レポート
ビＣＭ広告を放送し、「ど
のようにして当館を知っ
た か 」 や、
「割引をする
ことによって来館する回
数が増えたか」等のアン
ケート調査をしていると
のことであった。
委 員 か ら は、
「テレビ
ＣＭの効果はどうか。」

「 町 民 の 利 用 率 は。」「 イ う答弁であった。
ベントを実施して、前年
その後、「現在では、
度に比べかなり入館者数 町民の利用率も上がり、
が増えているが、イベン 入館者数も増えている状
トは今年度で止めるのか、 態で、町民に愛される温
引き続きしていくのか。」 泉館であれば存続しても
等の意見があった。
良いのでは。今後、設備
去年の３月から、当委 の維持修繕など、益々赤
員会は１年掛けて継続調 字も出てくると思うが、
査し、最初の委員会では、 まず存続していくのであ
「 赤 字 経 営 で こ の ま ま 続 れば、町民の利用率の目
け る の か。」 と の 議 論 が 標を何％とするのか、担
され、町長出席の委員会 当課の考えはどうか。」
では、「残したい。」とい という議論を続けて来た。
担 当 課 か ら は、「 テ レ
ビＣＭに関しては６ヶ月
の契約であり、半年では
評価をしにくいところが
ある。」「町民の利用率は
・ ％である。」「来年
度は、今までやっていた
スタンプイベントを計画
している。また、町民の
入館料割引を、引き続き
やっていきたい。」「アン
ケ ー ト 調 査 で、 ％・
％という数字が出てい
る が、 来 年 度 の 目 標 は、
町内利用率 ％を一つの
目 標 と 考 え て い る。」 と
の回答であった。
委員会としては、
１．集客を増やす知恵を
もっと出すこと。
17

18

温 泉 館 の運 営
１ 月 日 の 委 員 会 で、
担当課より令和２年 月
現在の入館者数とアンケ
ート調査結果等の説明を
受けた。
新型コロナウイルス感
染症拡大防止による休館
などが影響し、７月末ま
では、前年度の約半数の
入館者数であったが、８
月以降は前年度と比べ入
館者が増えている。９月
から、新型コロナウイル
ス感染症への対策として、
全ての入館者に対し、入
館料の一部免除を実施し
たことにより、入館者が
大幅に増えている。 月
末で、前年度より７７０
人減の状況まで回復して
いる。 月は前年度と比
べて、１７５・３％増で
あるとの説明であった。
また、テレビ和歌山で、
月曜と木曜の週２回テレ
12

12

２．町民の利用率を ％
以上を目標とすること。
３．無料バスの送迎運行
をすること。
４．トラック市などを積
極的に実施すること。
５．土産物のスペースを
も っ と 大 き く す る こ と。
以上について要望する。

活動計画

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。

25

総務福祉常任委員会
新型コロナワクチン接
種について
新型コロナの第３次交
付金の対応について
第６次日高町長期総合
計画について
•

•

産業教育常任委員会
統合後の志賀小学校に
ついて
町道花折線について

•

•

•

26
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月

4
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11

町民のみなさま、もっとご利用をお願いします。

53

25

17

意見書

新型コロナウィル
ス感染症対策で、医
療・介護従事者への
支援等を国及び県に
求める意見書を提出
した。

一．医療機関や介護
事業所などに従事す
る職員の賃金・一時

金の確保をすること。

一．医師、看護師は

じめ医療従事者、介
護従事者を増やし安
全安心の医療・介護

体制をつくること。

辻村

昌宏

稲垣

崇

副議長

長

○西岡佳奈子
清水 正巳
井垣 弥

議

◎榮 茂美
宮本 雅文
楠山 博之

○清水 正巳
稲垣 崇
西岡佳奈子

議会広報特別委員会

◎楠山 博之
稲垣 崇
榮 茂美

総務福祉常任委員会

○清水 正巳
楠山 博之
清水 和人

議 会 運 営 委 員 会
◎西岡佳奈子
井垣 弥
充彦

○井垣 弥
西岡佳奈子
辻村 昌宏

産業教育常任委員会
◎清水 和人
宮本 雅文
充彦

一部事務組合議会議員

和歌山県後期高齢者医療広域連合議会議員
辻村 昌宏
御坊広域行政事務組合議会議員
西岡 佳奈子
御坊市外五ヶ町病院経営事務組合議会議員
楠山 博之
日高広域消防事務組合議会議員
井垣 弥
御坊日高老人福祉施設事務組合議会議員
榮 茂美

編集後記

先日１４６年余の歴史に幕を下ろす事になった
比井小学校の閉校式に出席しました。
その間、校舎建て替えは何回かありましたが、
永きに亘り比井崎地区の子供達の思い出のある学
舎であります。想えば私が１年生になる前の年末
に学校が全焼になり、私達は青年会場での新学期、

他の学年はお寺等々だった事、冬は弁当を炭のコ
ンロで暖かくしてくれて美味しかった事やら、当
時をしのび、懐かしさでいっぱいであります。

最後は校歌斉唱ではなく演奏となりましたが、
コロナ感染症の事もあり出席者は声を出すことも
無く、心の中で歌っていたと感じました。
私達の１年後輩は学年２クラスもあり今の現状
を見ると格段の寂しさを感じます。新学期からは
志賀小と統合となりますが、私達議会も、統合に
関し十分な応援をしてきたつもりですが、今後も
見守って行きたいと思っています。
志賀小の皆さん仲良くして下さいね。
清水 正巳

この広報紙は再生紙を使用しています。

12
月

4
令和３年

２月１２日、臨時会を開催し、正副議長の選挙、各常任委員の選任、各組合議会議員の選挙等、
議会構成をおこないました。
※ ◎印は委員長 ○印は副委員長

