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日から

日までの会期で開催した。

６ 月 定 例 会
第２回定例会は６月
今定例会には報告５件と議案

件が、それぞれ提案され、慎重審議の結果、

問 地域応援商品券事業
の詳細説明を。
企画まちづくり課長

問 地区支援感染症予防
備品等購入補助金の説明
を。
総務課長 空気清浄機の
購入や集会所の修繕など、
感染症予防にかかる費用
を補助するもの。
各区ごとに一律 万円
プラス区民１人当たり２
００円を上限とする。
問 新型コロナウイルス
感染症検査助成金の説明
を。
企画まちづくり課長
問 海岸清掃委託料で行
県外の人と接する町民
う清掃作業の内容は。
を対象として、ＰＣＲ検
査の費用を補助するもの。
企画まちづくり課長
産湯で２カ所の他、方
町民以外でも、成人式
杭・小浦・柏の海岸を清 や出産のために里帰りす
掃するもので、週に２回、 る人も対象となる。ただ
合計 回を考えている。 し、１人２回を上限とす
る。

《 補足説明 》

ＰＣＲ検査費用の補助は、町民であれば理由を

問わず対象となります。１回の上限額は２万円で
す。

海岸清掃を委託（写真は産湯海岸）

すべて原案のとおり可決した。

一般会計補正予算
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◇◆◇主な内容◇◆◇
【歳入】
温泉館使用料の減免を令和４年３月
日まで延長することによる３４２万
２千円などの減額と、子育て世帯生活

町民１人につき１万円
分の地域応援券（商品
券）を配布するもの。
町内にある店舗事業者
から加盟を募る。
１万円の内訳として、
全加盟店で使用できる共
通券を５千円、小規模店
舗の加盟店のみで使用で
きるものを５千円と考え
ている。

20

15

支援特別給付金事業費補助金９９０万
円、新型コロナウイルス感染症対応地
方創生臨時交付金（３次補正）１億１
３８９万４千円などの増額。
【歳出】
地域応援商品券事業８７８６万２千
円、温泉館イベント関係費１０５万円、
新型コロナウイルス感染症検査助成金
８００万円、飲食店応援給付金６００
万円、飲食・宿泊・旅行業給付金５０
０万円、新型コロナウイルスワクチン
の集団接種にかかる費用５５０８万２
千円などの増額。

20

31

県が支給する額の３分の 世帯以外の世帯に対して
子供１人当たり５万円を
２を支給する。
給付するもの。
問 新型コロナ感染症予
対象は 歳未満の子供
防関係費など、感染症予 （障害児の場合は 歳未
防対策の具体的な内容は。 満 ） で 、 令 和 ４ 年 ２ 月
企画まちづくり課長
日までに生まれた子供
も対象となる。なお、ひ
とり親世帯については、
県から支給済みである。
18

令和３年３月 日をも
って廃校となった旧比井
小学校施設の、今後の有
効活用に繋げるために土
地建物などの鑑定を行う
もの。

企画まちづくり課長

問 土地建物鑑定料の説
明を。

28

工事請負契約

日、６社により指名競争入札を行った。

日高町保健福祉総合センター電気設備改修工事
契約金額 ５４８９万円
契約の相手方 株式会社 狩谷電気店
５月

％

日

（低入札のため、低入札価格調査を行った。）
・

令和４年３月

今後の有効活用が期待される旧比井小学校

問 飲食店応援給付金の
説明を。

外で飲食を伴う事業を行
っている場合、店舗のあ
る市町村で同様の給付を
受けていない場合も対象
となる。
問 飲食・宿泊・旅行業
給付金の説明を。
企画まちづくり課長

和歌山県が実施する飲
食・宿泊・旅行業給付金
の対象事業者に、町が上
乗せして給付するもの。

消毒液・マスクの他、
サーマルカメラを各小中
学校と保健福祉総合セン
ターに２台ずつ、武道館
・文化会館・斎場・内原
保育所・志賀保育所に各
１台など、合計 台を購
入する。
また、農改センター・
温泉館・保健福祉総合セ
ンターにサーモグラフィ
ーを設置する他、二酸化
炭素の濃度測定器を 台
購入する。その他、避難
所の感染症対策として、
サーキュレーターを 台
購入する。
問 子育て世帯生活支援
特別給付金の説明を。
子育て福祉健康課長

20

落札率
期
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30
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31

工

18

53

15

厚生労働省の令和３年
度新型コロナウイルス感
染症セーフティネット強
化交付金事業として、住
民税非課税世帯及び家計
急変世帯の内、ひとり親

24

サーモグラフィ
（温泉館みちしおの湯）
サーマルカメラ
（役場庁舎内）

企画まちづくり課長

他府県に発令された緊
急事態宣言の影響を受け
た町内の飲食を伴う事業
所・民宿を対象に、１店
舗当たり 万円を支給す
るもの。
町内で事業を行ってい
る者であれば対象となり、
減収などの条件は問わな
い。また、日高町民が町
30

月

7
令和３年

3

条例改正
日高町税条例

町道路線の廃止・認定

24

ＪＲ疎口踏切の廃止に伴い、町道疎口線を
町道疎口 号線と、町道疎口 号線とする。

•

5

国民健康保 険
税条例
◇ 固定資産税
令和３年度の評価替え
にともない税額が増加す
る土地について、新型コ
ロナの影響を踏まえ、令
和３年度に限り、前年度
の税額に据え置く。

える場合は速やかに接
第６次
種。前倒しは２日まで
長期総合計画
となっている。
日高町に住民票があり
町外に住んでいる人は、 日高町が 年後に目指
日高町役場からのクー す将来像、またそれを実
ポン券をその自治体の 現するための計画と体系
接種所に持って行けば などを示した基本構想と、
接種できる。
その基本構想に基づき今
後行う施策を策定したも
新型コロナ
の。
歳以上の町民２千人
第３次交付金
を対象にアンケート調査
月 日、新型コロナ （有効回答数が７７９件、
第３次交付金（限度額１ 有効回収率 ％）、第５
億１３８９万４千円）の 次計画の達成状況調査、
対応について、担当課か 各課のヒアリング、グル
ら説明を受けた。
ープディスカッションを
実施し、作成
されたもので
ある。
委員会では、
アンケートの
有効回収率が
低いこと、第
５次計画の達
成度が高くな
いことが指摘
され、第６次
計画では高評
価がでるよう
にすることを
求めた。
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◇ 国保税減免
新型コロナの影響で減
収となる被保険者の、申
請減免を、令和３年度も
実施する。
◇ 住宅ローン控除
住宅ローン控除の適用
期限を令和４年末までの
入居者を対象とする。

新型コロナ
ワクチン接種

2

2

接種日は、毎週木曜日
と土曜日の午後、日曜
日は終日。
７月末までに、 歳以
上の人への接種を完了
したい。
接種間隔についての国
からの通知では、 回
目と 回目の間隔は３
週間空け、３週間を超

委員会レポート

1

４月 日、新型コロナ
ウイルスワクチン接種の
取り組み状況について担
当課から説明を受けた。
主な内容は以下の通り
である。

18

新型コロナワクチン接種

介護保険条 例
◇ 介護保険料減免
新型コロナの影響で減
収が見込まれる場合等の
減免規定を、令和３年度
も実施する。

氏（産湯）
氏（萩原）

◎ 固定資産 評 価 審 査 委 員 の 選 任 に 同 意
繁一
護

氏（萩原）
氏（池田）
氏（小中）
氏（柏）
氏（上志賀）
氏（中志賀）
氏（谷口）
氏（小池）
氏（小浦）
氏（比井）
氏（阿尾）
氏（御坊市）

1

﨑
楠山

理
幸一
秀樹
直美
孝
泰治郎
秀一
雄太
恒雄
豊
文壽
浩二

廃止された踏切（池田地内）
65

◎ 農業委員 会 委 員 の 任 命 に 同 意
笠松
滝本
野田
稲葉
阪口
深海
前井
白井
鈴木
山本
白井
戸上
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•
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月

7
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榮 今年４月の改正災害
対策基本法の成立で、町
の運用はどうなるのか。
町長 従来の「避難準備
・高齢者等避難開始」は
「高齢者等避難」に変わ
るが、発令のタイミング
は変わらない。
「避難勧告」と「避難
指示」は一本化し、これ
までの「避難勧告」のタ
イミングで、「避難指
示」を発令する。

榮 新型コロナウイルス
感染症対策として、避難
所の過密を避けるために
分散避難が必要である。
各避難所の収容可能人
数の掌握はできているの
か。

榮 地震・津波・台風・
ドバイスし、マイ・タイ
榮 町と住民が災害に対
する危機意識を共有する 洪水・土砂崩れ等の恐れ ムラインの取り組みを伝
ために、各地域ごとのワ がある時、住民が取るべ えていく。
ークショップの開催を町 き避難行動は地域によっ
榮 避難所開設の体制作
て違いがある。
に求める。
町長 各地区や各自主防
住民一人ひとりの防災 りはどうなっているのか。
町長 台風であれば職員
災組織が、目的を立てて、 行動計画「マイ・タイム
避難訓練やワークショッ ライン」の作成を、町が ２名１組で、中央公民館
プを行うのが良いと考え もっと推進すべきではな ・武道館・小浦公民館・
日高博愛園みちしお、計
いか。
る。
町に連絡してもらえば、 町長 「マイ・タイムラ ４カ所を開設する。
また、特別警報の可能
出向いていって十分協力 イン」は、災害時に自分
自身がとる標準的な防災 性が高いと判断すれば、
する。
行動を時系列的に整理し、 これら４カ所に加え、学
自ら考え命を守る避難行 校の体育館や農村環境改
善センターなどの大規模
動計画である。
その検討過程で、自ら な避難所の開設を検討す
の様々な災害リスクを知 る。
り、どの様な避難行動が
榮 コロナ禍での避難所
必要か、いつ避難するこ
とが良いのかを自ら考え、 運営はどうなっているの
各家庭で作成するのが一 か。
町長 災害時の避難所運
番である。
営マニュアルをもとに、
感染症対策を施しながら、
避難所運営を行っていく。
榮 理想はそうでも、各
住民に任せて作成できる
ものなのか。
ワークショップ開催時
に、各住民が作成できる
よう町が支援すべきでは
ないか。
町長 各地区や各自主防
災組織からの要望があれ
ば、町として積極的にア

町長 ソーシャルディス
タンスを考慮し、収容可
能人数を各施設ごとに算
出し、町ホームページの
防災関連の中で公表して
いる。
避難所が収容可能人数
を超えそうな場合には、
新たに別の避難所を開設
する。

榮 コロナ禍で分散避難
が必要である。
安全であれば自宅、親
戚や知人宅、車中泊、テ
ント泊、ホテル泊等ある
が、やはり住民にとって
町の避難所が一番心強い
場所となる。
そこで今後、各避難所
の混雑状況をリアルタイ
ムで配信するサービス
「ＶＡＣＡＮ（バカ
ン）」の利用も考えても
らいたい。

他の一般質問
日高町での起業支援の
方向性を問う
コロナ禍で公衆トイレ
使用禁止の対応は適切
なのか

•

•

議員
茂美
榮

月

7
令和３年
【一般質問】

5

田杭区でワークショップを開催（２０１８年）

「正常化の偏見」
「私は大丈夫」「ここは
安全だ」この考えがいざ
となった時に自分の行動
を遅らせるのだという事
を忘れず、またこの先の
南海トラフ大地震をも想
定し、先生方もいま以上
に防災に対する意識の向
上を目指し、児童、生徒
たちに教育を期待する。
教育長 そういう偏見が
被害を大きくする事だと
思う。教職員に対しても
阪神淡路大震災から 年、
東日本大震災から 年と
10

26

若い先生の中には経験し
ていない方も居られる。
教える側がしっかりと心
に刻んでおかなければな

らない。そういった研修
は今後も必要である。

内閣府ＨＰより

教育長 各教科の中に防
いつか起こるであろ
と、理科の分野で科学的
うと専門家たちも予測し 災教育に関連する領域や な学習が増え、自分で考
ている南海トラフ大地震。 単元がある。詳しく言う える取り組みへと発達段
年、 年先を見据える と、小学校低学年におい 階に応じて学習をしてい
と、現在の児童・生徒た ては、避難場所の確認や る。
ちが、自然災害の恐ろし 高台への避難、津波の威
さを防災教育として学ぶ 力などの状況判断の学習。
いざとなった時、行
必要があると感じるが。 中学年になると、そこに 動をしていく上で重要な
教育長 命の大切さの教
土砂災害、自然の水の威 のが瞬時の判断であると
え、命を守るための教育 力についての学習。高学 思う。それには発達段階
は学校教育でも大変重要 年になってくると、特に の学習が有効であると考
である。
理科の分野で天気の変化、 えるが、町長の考えは。
町長 児童、生徒たちが
大地のつくりの変化、自
具体的にどの様な取 然災害から人々を守るた 自らの命を守る行動が出
り組みを行っているのか。 めの学習。中学校になる 来るよう防災意識を根付
かせる事は非常に重要で
あり効果的だ。

内閣府ＨＰより

議員
充彦

6
【一般質問】

月

7
令和３年

30

40

議員
佳奈子
西岡

月

7
令和３年
【一般質問】

7

西岡 コロナ禍による学
生の財政的な窮状につい
て、改善の見通しが見え
てこない。コロナ対策の
支援制度も必要な学生に
十分に届いていない。
根本的な問題として高
等教育の学費が高すぎ、
奨学金制度が不十分とい
う問題がある。本来は国
政において解決すべき課
題であるが、町独自の取

西岡 ジェンダ
り組みも必要である。
るにあたり解決すべき問
ーとは、社会が
コロナ収束後も見据え 題が山積し、非常に困難
構成員に対し押
ながら、町の制度として、 であると考える。
し付ける「女ら
給付型奨学金、無利子の
西岡 和歌山県内 の自
しさ、男らし
貸与型奨学金制度の創設
さ」「女性はこ
治体で独自の奨学金制度
を求める。
町長 奨学金制度を単独
うあるべき、男
を設けている。みなべ町
で創設している自治体は では給付型と貸与型、日
性はこうあるべ
少なく、財源の確保が必 高川町は貸与型の奨学金
き」などの行動
要であり、給付・貸与の 制度がある。
規範や役割分担
条件の設定、滞納者への
などを指し、一
例えば、わずかな支援
督促など、制度を創設す かもしれないが、月２万
般には「社会的
円を 人に給付と仮定す ・文化的につくられた性
ると初年度が４８０万円、 差」と定義されている。
４学年分で年間約２千万 政治的につくられ、歴史
円。捻出できない額か検 的に押し付けられてきた
ものといえる。
討を。
町長 大学に行かない人
ジェンダー平等社会の
もいる。公平性や財源の 実現とは、あらゆる分野
ことを考えると制度創設 での真の「男女平等」、
は難しい。
さらには、男性も女性も、
多様な性をもつ人々も、
西岡 施策の一つひとつ
差別なく、平等に、尊厳
どれを取っても町民すべ をもち、自らの力を存分
てに公平ということには に発揮できるようになる
ならない。世代、世代に 社会の実現である。
必要な施策を判断してい
「日高町男女共同参画
ただきたい。
計画」に関わっていくつ
高校卒業して学びたい か問う。
という世代への支援が良
「男女平等の視点に立
くないと感じる。今後も った学校内の慣行の見直
検討することを求める。 し」とあるが、どのよう
なことが考えられるのか。
また、男女混合名簿の活

学びへの支援を

20

11

用の現状と認識は。
教育長 差別につながる
ような慣行は今はないと
考える。
男女混合名簿は各学校
で作成しており、できる
だけ活用するよう指示し
ているが、運用は学校に
まかせている。

西岡 入学式や卒業式は
どうなっているか。
教育長 男女別の名簿を
もとに執り行っている。

西岡 それらの行事での
男女別名簿は合理性があ
る話か。
教育長 合理性はないと
考える。平等な社会を築
いていく上では考えてい
かねばならない。
運用について、教師、
生徒、ともに男女混合名
簿について認識し、話し
合った上ですすめていく
ことが大切だと考える。

西岡 「男子が先、女子
が後」が良いのかという
教育にも関わってくる中
身である。問題提起とし
て受け止めていただきた
い。

た。また、洋式トイレも
完備され、自動洗浄手洗
い器となり、衛生面の向
上も図られていた。増築
部分の校舎東側には外部
から使用できるトイレも
新設され、屋外行事の際
は大変便利になる。

車両を横付けできるよう
になり、緊急時の対応に
も配慮した造りとなって
いた。
２階部分は、ほぼ形は
変わらず、階段を含め、
内装、照明等全体的に明
るくなり、木目調で木の
ぬくもりを感じる造りと
なっていた。
仮設校舎については、
撤去作業が進められてい
たが、５月中にグラウン
ド整地も終わり、現在は
通常通り使用している。
委員からの「増改築に
ついて保護者の意見等は
な か っ た か。」 の 質 問 に
対しては、好評な意見が
多く、支援学級の保護者
は、２教室に分かれたこ
とを大変喜んでいたとの
事である。
また、図書の整理につ
いて、整理途中であり、
司書１名が週２回在駐し、
作業を行っているとのこ
とであった。
委員から、図書整理の
ための職員の複数配置、
廃棄予定図書の有効活用
についての意見があり、
教育委員会に申し入れを
行った。

統合後のスクールバス
の運行については、２コ
ースで、従来の田杭～阿
尾産湯～小浦～比井～小
坂コースと小池～学校経
由～小杭～柏～上志賀の
コースがあり、問題なく
運行されているとの事で
ある。
当委員会としては、統
合後の学習環境や、未整
理となっている図書等、
いくつか課題はあるもの
の、今後も見守っていき
たい。

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。

総務福祉常任委員会
新型コロナワクチン接
種について
空き家対策について

産業教育常任委員会
比井漁港集落道改良工
事の進捗状況について
久志地区及び小浦地区
のほ場整備について

12

編集後記

東京オリンピック

・パラリンピック開

催まで１週間となり

ました。国民のオリ

％

パラ開催については

無観客・中止が

第一である」との菅

「国民の命と健康が

ンピックには甘い。

国民には厳しくオリ

の事。あきれ果てる。

の販売も検討したと

いる中、会場で酒類

金まで取ると言って

ルを守らなければ罰

飲食業者にはルー

助長。

リンピックで人流を

るばかり。一方、オ

には我慢の要請をす

３密の回避等々国民

抑制、時短・休業、

の中止です。人流の

全の一番はオリパラ

総理の言う安心・安

を超えています。菅

70

雅文

総理の言葉がむなし

く響きます。

宮本

この広報紙は再生紙を使用しています。

新設駐車場では、ＬＥ
Ｄ照明が完備され、照明
使用は、近隣への配慮と
して、日没から４時間の
み使用可能ということで
あった。
今回、１階部分で目を
引いたのはステージ付き
音楽教室で、学校として
も今後利用頻度が増える
のではと考える。保健室
も、以前は校舎裏側であ
ったが、今回、グラウン
ド側の職員室隣になった
ことにより、保健室前へ

増改築した志賀小学校

委員会レポート

５月 日「統合後の志
賀小学校について」調査
研究をおこなった。
まず初めに、教育委員
会より、小学校の増改築
工事について説明を受け、
その後、現地で校舎を見
学した。
１階部分は、増築によ
り校舎東側に３教室とト
イレ、給食配膳室が新設
され、体育館と校舎棟の
間に音楽教室が新設され
ていた。以前は特別支援
学級が教室を半分ずつ使
用していたが、２教室使
用できるようになってい
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