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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。

また、令和３年度補正予算及び条例等議案８件、諮問２件、報

の決算を認定した。

今定例会では、令和２年度一般会計、特別会計、水道事業会計

13

水道事業会計

営業収益・営業外収益から営業費用・営業外費用を引くと、2,

４６０万円の赤字決算である。

給水戸数
３, ５４８戸（ ４９戸の増加）
給水人口
７, ８７７人（ ２６人の減少）
年間総給水量 ８０万８, ０３５㎥（１３，１２４㎥の増加）

（令和３年３月３１日現在）

歳入

監査委員の意見

例年よりもさらに厳しい経済情勢の中で、昨年度と比べると

寄付金は４４１８万３千円の収入増となっているが、町税は

万８千円の収入減で、収入未済額は、徴収猶予制度により増大

しており、依然として厳しい状況である。税・料における収入

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

一般会計

分留意し、引き続き最大限の徴収努力を望むものである。

歳出

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。

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症対策として、特別

定額給付金事業や地方創生臨時交付金を活用した各種事業、ま

億円の増となっており、今後も新型コロナウイルス感染

た志賀小学校増改築事業などにより、歳出総額は昨年度と比較
し約

千円増の

億７３２万９千円で、地方債は、対前年度末地方債

住民福祉の向上に寄与されるよう望むものである。

今後も、快適で安全・安心な住環境整備に取り組むとともに、

も増加している中、業務に取り組み、着実に成果を上げている。

しかしながら、職員においては、コロナ禍で事務及び事業量

より一層の健全財政の堅持を心がけていただきたい。

出の増加も見込まれることから、事務事業の見直しなどを含め、

センター建設工事にかかる負担金、公共施設修繕などによる支

イルス感染症対策、御坊広域清掃センター施設整備、クリーン

残高で２億７１５７万５千円の増となっており、新型コロナウ
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告１件、発議１件が提案され、慎重審議の結果、原案の通り可決

主な特別会計歳出決算

88

また、財政調整基金は、対前年度末基金残高で９５１８万８

症対策に要する費用の増加が懸念される。
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10

８億５, １７１万円
４億３, ５５６万円
８億７, ３０４万円
２億 ３０９万円
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

した。

５８億５, ４９４万円
２４億２, ６７２万円
一般会計歳出決算
特別会計歳出決算

令和３年 10 月
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局に、それぞれ委託して
いる。

２年度一般会計決算
紀伊内原駅運営
問 紀伊内原駅、駅前広
場駐車場の管理委託につ
いて説明を。
子育て支援センター
問 子育て支援センター
の利用者数が減少した要
因は。
子育て福祉健康課長

日まで休館としたため。
また、毎月１回のイベン
トの規模を縮小したこと
による。
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新型コロナ感染症の影
響で利用者が減ったこと
と、４月 日から５月

鳥獣追い払い用花火
問 鳥獣追い払い用花火
の購入が前年度より少な
い要因は、効果が少なか
ったためか。
産業建設課長 令和元年
度から始めたもので、猟
友会による追い払いも行
った。令和２年度は被害
が少なかったため、花火
を使用して追い払いを行
った回数が少なかったと
認識している。
温泉館
問 温泉館の警備委託料
の説明を。
企画まちづくり課長

閉館時のセキュリティ
と、駐車場の交通誘導に
係る費用。駐車場の交通
誘導は夏休み期間の土日
・祝日とお盆期間、併せ
て 日間、午前７時 分
から午後６時 分で実施
した。
30

問

攻めの農業支援事業
攻めの農業実践支援
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駅前駐車場の一時利用は郵便局で対応

企画まちづくり課長

内原駅構内運営委員会
は６月末に解散。以降、
駅公衆トイレの清掃につ
いてはシルバー人材セン
ターに、駐車場の一時利
用の事務については郵便
13

事業補助金の説明を。
産業建設課長 農協が事
業主体となって行ってい
る事業で、水稲防除作業
の省力化を目的にドロー
ン１機を４４７万円で購
入した内の ％を補助し
たもの。令和３年度は農
協が受託した農地 ヘク
タールと、農家から委託
をされた１ヘクタールの
防除作業を行った。
11

学校給食費
問 学校給食調理委託料
１食分の単価が上がった
説明を。
教育課主幹 調理業務に
係る人件費の増による。
町負担額が税別で５円値

災害協定
問 災害協定の締結につ
いて説明を。
総務課長 日高町と紀南
段ボール株式会社（和歌
山県田辺市）並びにＪパ
ックス株式会社（大阪府
八尾市）との間に結ばれ
た協定で、当町が被災時
に段ボールのベッドと間
仕切りなどを、こちらか
らの要請に基づいて手配
してもらうもの。
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上がりした。

放課後子ども教室
問 放課後子ども教室推
進事業と子どもの居場所
づくり事業について説明
を。
教育課主幹 令和元年度
の放課後子ども教室は、
中央公民館で週に１回実
施していたが、令和２年
度は各学校で週に１回実
施したため、参加人数が
１２０人から４３７人に
増えた。
また、子どもの居場所
づくり事業については、
新型コロナウイルス感染
症の影響で実施しなかっ
た。

反対討論

この決算では、実質収
支が２億４７４６万２千
円の黒字、財政調整基金
も９５１８万８千円の増
加との報告です。しかし
これは、昨年明らかにな
った町道高家中央線にか
かる国からの交付金不正
受給の解決が遅れ、返還
すべき財源約１億円も含
まれた決算となっていま
す。決算に影響を与えて
いることを、町の責任と
して重く受け止めていた
だきたい。最後に、住民
の生命と暮らしを守る町
政をめざすことを求め反
対討論とします。
西岡 佳奈子

実施回数が増えた放課後こども教室
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問 令和３年度分の工事
い。
問 助成の方法は。
産業建設課長 当初予算
その内３橋については、 が約２８００万円追加さ
で修繕が必要な４橋の内
子育て福祉健康課長
歳以上の方について １橋について、測量設計 令和２年度繰越予算と３ れて、令和３年度の工事
は、個人負担無料という 委託料と工事請負費を計 年度予算をもって、修繕 費は最終的に幾らになる
通知文を送る。 歳未満 上していたが、委託業務 工事を行う予定である。 のか。
産業建設課長 当初予算
の方については、１回２ の精算減により委託料か 残る１橋（内の畑地区の
千円のクーポン券を配布 ら工事請負費へ予算配分 高露橋）については、令 で３４５万３千円を計上
する。
を変更し、修繕工事の進 和４年度に工事を行う予 している。それに今回の
補正２８０４万７千円の
捗を図る。修繕が必要な 定である。
予算配分を変更して、県
問 橋梁長寿命化の使途
４橋（原谷地区の新出橋、
道比井紀伊内原停車場線
変更がされているが、長 池田地区の小井橋、小杭
側から工事を着工してい
寿命化に取り組む橋につ 地区の小杭橋、内の畑地
く。それと同時に、天満
いての変更等があるのか。 区の高露橋）に変更は無
井橋の橋台、橋脚の撤去
工事を補正予算を含めた
工事請負費で行う。

65

３年度一般会計補正予算

億８８７６万６千円とする。

既定の予算額に６４６万４千円を追加
し、
主な内容は、歳入で、地方特例交付金
の決定により２８２万６千円、新型コロ
ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
金で７６０万７千円、土地売払収入で３
５４万３千円、前年度繰越金で６７４６
万２千円、社会資本整備総合交付金債務
弁済金で９３３万４千円などを追加。
歳出で、町例規集更新委託料で２９７

自己負担４千円減額に係
る分である。

25

万円、インフルエンザ予防接種委託料で
２０５６万５千円、農業機械購入助成に
かかる農業経営改善支援事業補助金で

問 インフルエンザ予防
接種の関係費委託料の説
明を。

万５千円など。

企画まちづくり課長

問 それぞれの年齢区分
での対象人数と見込み人
数は。

問 農業経営改善支援事
業補助金の説明を。
産業建設課長 当初予算
で 万円を計上していた
が、７月に認定農業者１
名の方からコンバインを
購入したいとの申請があ
り、当初予算分を執行し
た。その後、新規就農者
１名から草刈り機を、認
定農業者１名から、田植
え機を購入する申請があ
り、補助額で合計 万５
千円を補正するものであ
る。

65

子育て福祉健康課長

問 町道高家中央線の予
算の振替が行われている
が、その理由と、替えた
ことによって工事請負費、
公有財産購入費、補償補
填及び賠償金等が当初予
算からどう変わったか。
産業建設課長 当初予算
で用地購入２件と物件補
償２件、道路改良工事延
長 ｍを施工する予算計
上をしていたが、天満井
橋北詰の宅地の物件補償
と用地買収について、交
渉がスムーズにいったこ
とから、令和２年度の繰
越予算で契約締結をする
ことが出来た。これによ
り、用地購入費と物件補
償費を減額して、工事請
負費へ予算配分を変更し、
工事の進捗を図る。

50

65

歳以上の対象者は２
３５７名、 歳以下は１
４２５名、 歳～ 歳は
４０８１名である。接種
率 ％を見込んでいる。

撤去される天満井橋

46

歳以上の高齢者につ
いては、インフルエンザ
予防接種の自己負担分の
無償化による分で、 歳
以上 歳未満については、
自己負担２千円減額に係
る分である。 歳以下に
ついては、インフルエン
ザ予防接種２回分に係る

65

80
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人権擁 護 委 員

３年度国保会計補正予算
既定の予算額に３２９０万８千円を追加
し、９億２９１２万３千円とする。
主な内容は、歳入で、繰越金２９７０万
４千円、令和２年度診療報酬精算還付金で
３２０万１千円。歳出で、国民健康保険基
金積立金２５５７万３千円、一般会計繰出
金で３５９万４千円など。

３千万円を繰り入れた。
６月の試算で、税額を確
保する見込みであったの
で、税率の変更は考えな
かった。７月の本算定で
は運営協議会答申での１
人当たり税額よりは上が
っている。当初予算を算
定する段階では、コロナ
の影響で所得が低くなる
という見込みで基金から
も繰入れたが、所得があ
まり下がらなかったので、
１人当たりの税額が上が
ったのではないかと思わ
れる。
いきいき長寿課長 基金
残高が増えた要因は、平
成 年度に医療費が下が

意見書を政府に提出

コロナ禍による厳しい財政状況に対処し
地方税財源の充実を求める意見書

ったこと。また共同事業
交付金が拠出金を上回っ
たことにより、繰越金を
基金に積むことになった
ことが大きい。平成 年
度から国民健康保険の県
下統一化がスタートし、
令和３年度は４年目を迎
えた。令和３年度の当初
予算においても３千万円
を基金から繰り入れてい
る。
今後の国民健康保険基

金の活用については、運
営協議会と和歌山県の国
民健康保険の運営方針に
基づいた取り組みを実施
していく中で、有効かつ
適切に活用していく。
資産割の廃止もいわれ
ている。資産割をなくす
と、所得割にも、全体的
にも影響が出てくる。そ
の検討の中で、激変緩和
措置など、基金を活用し
ていきたい。

１．令和４年度以降３年間の地方一般財源総額については、令
和３年度地方財政計画水準を確保するとされているが、社
会保障関係経費が増大している現状を踏まえ、十分な総額
を確保すること。
２．固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度
の根幹を揺るがす見直しは、断じて行わないこと。また、
生産性革命の実現や新型コロナウイルス感染症緊急経済対
策として講じられた固定資産税等に係る特例措置は、国庫
補助金により対応すること。
３．炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地
方税又は地方譲与税として地方に税源配分すること。

30

人権擁護委員に楠原晃紹氏、塩﨑貢氏を推薦し
たいと議会に意見を求められ、議会は適任とする
答申をした。

教育委 員
教育委員に前田幸伸氏を任命したいと議会に同
意を求められ、議会は同意をした。

問 当初予算の時に国保
税の税率を引き下げると
いう考え方があったかと
思う。６月に税率改正が
行われず、前年度繰越金
が２９７０万４千円でそ
の内２５５７万３千円を
基金に積み上げ、基金の
今年度末見込みが２億９
１４万２千円となってい
る。
年度当初に言われた１
人当たりの税額の引き下
げが実質行われたのか。
また、２億円を超える
基金の妥当性の説明を。
参事（税務課長） 当初
予算では、必要な税額を
確保するために基金から

29

楠原 晃紹 氏
（志賀）
塩﨑 貢 氏
（比井）
前田 幸伸 氏
（志賀）

議員
茂美
榮

6
【一般質問】

令和３年 10 月

榮 平成 年２月に設立
した日高地域鳥獣被害対
策本部は、どういった活
動をしているのか。
町長 日高地域７市町長
と日高振興局長で組織す
る対策本部で、関係課長
と担当による幹事会で業

23

榮 ３点目、追い払
い。
町長 追い払い用花
火の講習会を開催し、
花火の購入助成を行
っている。
大規模な被害が予
想される時には、鳥
獣追い払い隊を結成

榮 ２点目、柵の設
置。
町長 農作物鳥獣害
防止対策事業で、柵
の設置補助を農家の
方々に利用してもら
っている。

務運営し、鳥獣被害対策 ても被害は減らないので、
の効果的な推進を目的に、 以下４点の取り組みと合
相互に連携して活動して わせてやるべきだと言わ
いる。
れたが、日高町は取り組
めているのか。
榮 昨年の本部研修会で、
１点目、収穫しないで
鳥獣害対策専門家から、 放置したままの果樹や野
野生動物の捕獲だけ進め 菜がサルを餌付けしてい
る状態なので、そう
いった誘引物の除去
を行う。
町長 放棄果樹の対
策や、収穫しない野
菜やヒコバエの早急
な耕起をお願いして
いる。
町内全域でテレメトリー調査の実施を（写真は上志賀地区）

するなど状況にあった対
応をしていく。

榮 ４点目、エサ場や隠
れ場となるヤブをなくし
見通しを良くする。
町長 平成 ～ 年度に
かけ緩衝地帯の整備を行
い、維持管理を地区の
方々で実施しているが、
関係者の高齢化などによ
り負担が大きくなってい
る状況である。
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榮 昨年７月から上志賀
地区で実施しているテレ
メトリー調査はどうなっ
ているのか。
町長 昨年７月以降のサ
ルの移動範囲で、上志賀

榮 以上４点の取り組み
と捕獲を地域一体となっ
て取り組めば、必ず鳥獣
被害は減少するとの専門
家の意見なので、ぜひ実
行してもらいたい。
町長 日高町鳥獣害防止
対策協議会と関係者が情
報を共有し、地域として
取り組むことの重要性を
啓発、周知することで、
関係者の意識の向上に努
める。

22

地区から高家地区にかけ
ての移動においては、上
志賀地区での目撃情報が
圧倒的に多く、受信機に
反応のある時やサルを目
撃した場合は、地区の方
が協力し追い払いを行う
とともに、サルの群れが
集中する場所に中型ワナ
を設置した。

榮 サルの群れの行動域
の掌握で、捕獲の効率化
と追い払いの負担軽減が
できる。今後、テレメト
リー調査を町内全域に広
げてもらいたい。
町長 テレメトリー調査
は重要で、それを継続し
て行うことで、より正確
なサルの行動域を掌握で
きる。
原谷、萩原、池田、比
井崎地区を行動範囲とす
るサルの群れも存在する
ので、各地区で取り組ん
でもらえるよう、地域の
意向を聞いていく。

他の一般質問
「日高町のデジタル社会
とは」
「町民プール運営の今後
の考え方」

「地震だ逃げ
ろ」が鉄則であ
る。
町長 それが前
提である。

宮本 町には
名の防災士の資
格を持った職員
がいるが、各地
区の防災状況把
握等その人材を
総合的、組織的に活用出
来ていないのではないか。
町長 職員全員が地域の
事を考え、取り組む事が
大事である。今後十分検
討する。

津波の遡上が懸念される西川

宮本 天路山の道路工事
で山を削り、土砂の量も
減り、地形も変わってい
るので、出来ないでは無
く県に説明すれば良い。
町長 何とも言う事は出
来ない。

宮本 比井から小浦公民
館までの避難は難しい。
比井小学校を避難所に出
来ないのか。
町長 土砂災害の区域に
入っているので出来ない。

16

蓄品を各地区に配備すべ
きである。
町長 小浦公民館、阿尾
備蓄倉庫、田杭集会所に
保管している。
宮本 避難所運営体制は
大丈夫か。
町長 短期は町職員、長
期は自主防災会・区が行
う。

宮本 町のホームページ
と言われても、高齢者に
は難しい。

74
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非常食や水等の備

宮本 東日本大震災時、
川沿いにある大川小学校
では生徒１０８人中 人
が死亡・行方不明になる
「まさかの坂」が起こっ
た。西川の避難体制、避
難経路は大丈夫か。
町長 状況により無理に
西川を超えて避難せず、
職業訓練センターに逃げ
ると良い。町ホームペー
ジの動くハザードマップ
で津波の動きを確認すれ
ば良い。

宮本 その訓練はしたか。 町長 地元と相談しなが
町長 パーテーション設
ら出来るかどうか検討す
置訓練は産湯・小浦区で る。
行った。
宮本 産湯集会所を避難
所として利用するのか。
町長 津波ではなく、風
水害の時に職員が待機し
て使う。
宮本 総事業費約 億円
を掛けて建設中の比井漁
港集落道（天路山道路）
を避難所・避難場所とし
てどのように利用するの
か。
町長 一時避難場所とし
て利用する。
宮本 備蓄倉庫的なもの
を建てる考えはないか。

10

宮本
年以内に東南海 ころで 年である。現在
地 震 が 発 生 す る 確 率 は の助成金制度も新しく区
％～ ％である。各地 長になった方は知らない。
区の防災体制は十分であ もっと積極的に提案、広
るか。発生する前にその 報すべきである。
準備を積極的に主導して
宝くじ助成金制度を利
いくのが町の仕事である。 用したのは２地区である。
町長 資機材は自主防災
町長 積極的でないとの
会設立時に町が整備して 事であるが、自主防災会
いる。不足分は自主防災 には防災意識を高めても
会自身で助成事業を利用 らう中で日頃平時の時に
して整備出来る。
積極的に支援・協力して
いく。
宮本

助成を受けた防災資機材
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宮本 整備したのは早い
地区で平成 年、遅いと

17

議員
雅文
宮本
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7

西岡 日高町は、和歌山
大勢いることに、誇りを くりが不可欠である。
県内でも数少ない人口増 持ち、行政運営を行なっ
産休・育休あけから安
加の町である。昨年実施 ていくことが必要だと考 心して子どもを預けられ
された国勢調査でも増加 える。
る保育所、子どもと一緒
し、これで 年間人口が
特に近年は、子育て世 に遊んだり子育てを相談
増え続けているというこ 代の人たちの転入が多く、 できる場所、小学校入学
とになる。増加の要因は、 町の施策への期待も大き 後の学童保育、日常的に、
地形や地価、利便性、生 い。核家族・共働きがあ また臨時に預けることが
活基盤・環境整備などさ たりまえの中で子育てを できる仕組み、保健・医
まざまだと思うが、日高 していくためには、その 療面でのサポート、教育
町に住みたいという人が 子育てを支える仕組みづ 内容・環境の充実、そし
て財政的な支援等々、子
どもの成長段階に応じた
様々な支援の充実が求め
られる。
財政支援として出生祝
い金制度の創設を。
町長 以前、お祝いの品
を贈呈していたが、平成
年度を最後に廃止した。
お子様の誕生は、大変お
めでたいことではあるが、
町からのお祝いの品やお
祝い金を贈呈する必要が
あるものとは考えにくい。
今後も実施する予定はな
い。

30

西岡 ファミリーサポー
トセンター利用料への助
成を。
町長 利用料は基本１時
間６００円であるが、ど
うしても必要な時に利用

西岡 新型コロ
する場合がほとんどで、
ナ感染拡大を防
適正な金額と考えている。
ぐための検査に
ただし、ひとり親家庭に
ついて問う。文
対しては、半額補助をし
科省が発表した
ており継続していきたい。
抗原検査キット
西岡 ファミリーサポー
の活用はどのよ
トセンターは非常に好評
うな状況か。保
である。そんな中で、長
育所、小・中学
時間の利用になると負担
校、学童保育所
となってくるとのことで
などでの感染拡
ある。県の「紀州っ子い
大を防ぐため、
っぱいサポート」の育児 町として抗原検査キット
助成事業がある。１世帯 の活用をすべきだと考え
年間１万５千円が上限で るがどうか。
教育長 ４箱（ 回分）
対象者も限定されるが、
ひとつの支援制度として が９月中に配布される予
定である。
取り組みを。
町長 運営に係る４者協
教職員の使用が想定さ
議の場で検討していきた れているが、補完的対応
い。
として小学校４年生以上
の児童生徒が使用するこ
子育て支援の充実につい とも考えられると記載さ
ての他の質問項目
れている。使用は、本人
◦町立保育所の０・１歳 の意思、児童生徒の場合
児定員の増員
は保護者の同意の上で学
◦土曜日の保育時間を平 校長の判断で実施を決定
日と同じ時間に
となっている。学童保育
◦子育て支援センターの 所も同様の対応を考えて
運営内容
いる。
町長 国からの検査キッ
◦学童保育の早朝・延長
トに加え、町独自で手配
保育料金の軽減
◦多子世帯への財政支援 するよう指示したところ
である。
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議員
佳奈子
西岡
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子育て支援の町づくりを

抗原検査キットの活用を

令和３年 10 月
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25

る比井地区からの要望で、
当初の計画では、平成
年から６カ年で、総事
業費は約 億５５００万
円と見込み、取り組んだ
事業である。
平成 年度には、埋蔵
文化財の問題で、発掘調
査や道路法線の変更など
が必要になったことや、
当町の補助要望額に対し、
交付決定額が少なかった
事などの諸事情もあり、
令和２年度繰り越し予算
をもって令和３年度内の
事業完了を目指している
との事である。
令和３年度をもって集
落道整備の最終年度を迎
えるが最終的には、総事
業費９億７６００万円で、
事業内容は、マイナス２
ｍ物揚げ場改良（延長
・９ｍ）、集落道路（延
長９８６ｍ、道路幅員５
ｍ）、避難路２カ所（延
長２２４ｍ、幅員２ｍ）、
避難広場１カ所（標高
ｍ、面積１６５０㎡）、
他、安全施設一式と測量
設計一式である。また、
文化財の発掘調査費、道
路法線の変更設計費で、
別途、町単独費用として、
１８６５万円が必要とな
った。
現地視察においては、
漁港側その１工事の進捗
率が ％程度で、工期内
の 月 日完成予定であ
るが、比井小学校側から
の、その２工事の進捗率
が ％程度で、文化財確
認調査等の遅れにより、
工期内の完成は難しく、
月末までの延長を考え
ているとの事であった。
委員からは、盛り土や、
のり面の掘削により地形
が変化したことによる災
害や、海への影響がない
29
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８月 日、比井漁港集
落道改良工事の進捗状況
について調査研究をおこ
なった。
まず初めに、産業建設
課より、工事の進捗状況
と総事業費等の説明を受
け、その後、現地視察を
行った。
この事業は、地元であ

完成間近の比井漁港集落道改良工事

11

30
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令和３年度内の
完成を目指して

25

のか等の質問も出たが、
下から高く積み込まれた
ブロック壁は、補強土壁
工（多数アンカー）とい
う新たな工法が用いられ
強度を増していた。また、
のり面等においては、吹
付処理をおこない、直接
に民家等への影響はない
との事である。
水の関係も、ため池な
どに分散して水を流し、
地区西側では海へ流すよ
うに計算されているとの
事であった。雨水によっ
て、海への影響も心配す
るところだが、工事開始

補強土壁工

より、湾内が濁ったこと
があるものの、水の流れ
等による影響は、今のと
ころないものと考える。
しかし、最近の集中的な
雨量などで濁り水となり、
土も湾内に流れている可
能性があるので、工事が
完了すれば、補助事業な
どによる、港の浚渫を検
討したいとのことであっ
た。
今後は、ガードレール
や防犯灯等、安全施設を
取り付け、その１工事の
できたところより、舗装
工事を施工し、年度内の
完成を図るとの事である。
当委員会としても、集
落道の完成による利便性
の向上と、住民の安心・
安全を図るため、今後の
進捗を見守っていきたい
と考える。

その他の活動
◦小浦地区、久志・中志
賀地区ほ場整備現場視
察

活動計画
◦各小中学校の通学路の
安全性について

10
令和３年 10 月
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集団接種は 10 月３日でひとまずは終了

29

編集後記

ドイツのメルケル

首相が退陣されます。

年にわたり、世界

歳まで旧東

佳奈子

でしょうか。

に届く言葉ではない

声を聴き、国民の心

基づく政治。国民の

を守るための科学に

求められるのは、命

今、日本の政治に

ます。

あるべき姿だと感じ

た。政治家としての

びかけられてきまし

がら協力と連帯を呼

国民の心情に訴えな

ことの重大性を説き、

して自由を制限する

そ、民主主義国家と

いいます。だからこ

ドイツに暮らしたと

彼女は

物理学者だという

りました。

として世界中に拡が

人々の心に響くもの

れてのスピーチは、

コロナ禍での折に触

てきました。中でも、

の政治に影響を与え
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空 き家 対 策

27

積極的に

も実績が無く、空き家対
策の成果が見受けられな
い状態である。
委員会としては、和歌
山県の「空き家バンク事
業」や、国の「空き家対
策総合支援事業」・「空
き家再生等推進事業」を
町主導で積極的に活用す
るとともに、固定資産税
の減税措置を検討するこ
とを望む。

活動計画
◦電子計算費の執行につ
いて
◦新型コロナウイルス感
染症対策について

35

西岡

この広報紙は再生紙を使用しています。

30

７月２日、空き家対策
について企画まちづくり
課から現状の説明を受け
た。
当町においては、平成
年度から５カ年で『日
高町空家等対策計画』が
策定されているが、空き
家の戸数は、平成 年度
の調査で２４３戸、平成
年度では３１７戸、令
和２年度では３７２戸と
増加の一途である。また、
特定空家の指定について

年々増加する空き家
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めている。その間、８月
２日からは町内診療所で
の個別接種も始まり、町
内２診療所でもワクチン
接種を受けることが出来
る。
また、近隣病院の集団
当町のワクチン接種は
コロナ ワク チ ン
ふれあいセンターにおい 接種については、ひだか
接種状況は
て集団接種を５月６日か 病院・北裏病院・和歌山
ら、 歳以上の方を対象 病院で実施された。
ふれあいセンターにお
７月２日と９月１日の に始まり、 歳～ 歳の
２日に渡り、新型コロナ 方は７月 日から、 歳 ける集団接種は、 月３
ワクチンの接種について、 代の方は７月 日からと、 日に接種を希望する全て
子育て福祉健康課から現 高齢の方から接種が進め の方の２回目接種を終え
状と今後の予定について ら れ 、 ８ 月 日 か ら は ることにより終了する予
歳以上の方の接種も始 定であるが、今後の状況
説明を受けた。
によっては再開すること
も検討する。などの説明
を受けた。
委員からは、ワクチン
の供給体制や保育士・教
職員の接種状況について
などの質問があり、８月
日までに希望者への２
回目の接種を終了したと
のことであった。
一時、ワクチンの供給
体制に不安を感じること
もあったが、これまでの
ところ全体的に混乱も無
く接種が進められている。
今後も引き続き、事故
の無いようにしてもらい
たい。
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