第 168号
令和４年

1 月 25 日

おめでとう新成人
子育て世帯への臨時給付金
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令和３年第４回定例会は
間の会期で開催した。

月８日から

議の結果、原案のとおり可決した。

令和３年度 一 般 会 計 補 正 予 算

既定の予算額に２億４４７０万９千円を

子育て福祉健康課長

臨時特別給付金
問 子育て世帯への臨時
特別給付金の説明を。
万円を一括給付する。
対象世帯に申請の必要
の有無を通知し、申請が
不要の世帯には 月 日
に振り込む予定である。
申請が必要な世帯には１
月 日以降の振り込みと
なる。

企画まちづくり課長

旧比井小学校跡地利用
問 旧比井小学校の賃貸
料について説明を。
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追加し、総額 億３３４７万５千円とする。

ー 主な内容 ー

子育て世帯への臨時特別給付金で１億
５１８４万円、ふるさと納税返礼品など
関連費で２９９８万５千円、小規模土地
改良事業費で１００万円、志賀小学校グ
ラウンド修繕費で３３０万７千円、小浦
公民館のトイレ修繕費で３３６万５千円、
台風 号による災害復旧費（農地２件・

小浦公民館トイレ修繕
問 小浦公民館のトイレ
の修繕について説明を。
教育課長 故障している
便器を含む和式便器４つ
を洋式にし、男性用小便
器を自動水洗に改修する
もの。

排水改良工事を行う志賀小学校グラウンド

災害復旧
問 公共土木施設災害復
旧費の詳細説明を。
産業建設課長 台風 号
で被災した道路３件（原
谷・上志賀・中志賀）と
河川２件（荊木・萩原）
の復旧費用。

が悪くなったため、排水
溝の整備とグラウンドの
不陸整正を行う。
工期は約 日間を予定
している。
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浄化槽設置整備事業
問 浄化槽設置整備事業
費補助金の増額について
説明を。
上下水道課長 志賀地区
や内原地区の農業集落排
水事業エリア外で宅地造
成が進んでいるため、想
定以上の補助金申請があ
った。

復旧工事を待つ被災した道路（原谷）

日までの９日
件、
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報告１件、請願１件、発議１件について、それぞれ慎重審

今定例会では、令和３年度補正予算・条例など議案

16
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令和４年２月と３月の
分で、 万２千円を歳入
に追加したもの。

志賀小学校グラウンド
問 志賀小学校グラウン
ド修繕費の説明を。
教育課長 仮設校舎の撤
去後、グラウンドの排水

14

24
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で３３１２万３千円、などの増額。
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49

農業用施設３件・道路３件・河川２件）
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2
月

1
令和４年

条例改正
令和４年４月１日施行

主な内容
第３回臨時会
◆
人
事院勧告に従い、職
員の期末手当を１年間
月 日、第３回臨時
で０・ ヵ月分を引き
会を開催し、発議１件、
下げる。
議案１件が提案され、い ◆議員報酬の期末手当を
ずれも原案通り可決され
１年間で０・ ヵ月分
た。
を引き下げる。
29

15

15

難聴者の補聴器購入への
公的支援を求める意見書

ワサビ栽培風景（御坊市島）
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難聴はあらゆる世代に発生し、社会生活において様々
な困難をもたらしている。
乳幼児期や学齢期の子供の難聴を放置しておくと、言
葉やコミュニケーション能力の発達に遅れが生じるおそ
れがある。
また、成育途中や成人してからでも、様々な疾病等に
より難聴となり、日常生活や社会生活等で支障が生じて
いる人もいる。
加齢に伴って発症する難聴は認知症やうつ病の発症に
つながり、要介護状態に至るリスクも高いといわれてい
る。
コミュニケーションの重要な役割を担う聴覚機能の維
持や、将来の医療費・介護費の増大リスクの軽減などの
観点から、世代を超えた難聴対策を充実させていく必要
があるが、補聴器は高額で保険が適用されないため、購
入者にとっては重い負担となっている。
国は現在、身体障害者手帳の交付対象となる重度・高
度難聴の場合に限り、補聴器購入費用の一部を支給して
いるが、こうした課題に対応するため、支給対象となら
ない補聴器購入について、公的支援制度を構築するよう
強く国に要望する。

ている。

日高町
保育所条例
◇比井保育所廃所
現在休所となっている
比井保育所を廃所とする。
４月以降は日高町の文
化財の展示や、地域のコ
ミュニティスペースなど
に活用することを検討す
る。

日高町国民
健康保険税条例
◇国民健康保険税
・未就学児の均等割額を
半額に。
・資産割を廃止し、所得
割、均等割、平等割の３
方式とする。
・納期を 期から９期に
変更する。
10

旧比井小学校の跡地利用

11月29日、執行部から旧比井小学校の跡地利用について説明を受けた。

大洋化学株式会社と社会医療法人黎明会の２法人が、１事業者として応募があった。審査の結果、同事業

者を優先交渉権者と決定した。

事業内容は、室内でのワサビ栽培とカフェ、日高町の特産品などを販売するミニ店舗の開設などを予定し

月

1
令和４年

3

榮 令和元年度のふるさ
と納税件数と納税額は、
未だ 件２２４万円と低
調だったが、令和２年度
には３６０９件４５４２
万３千円と飛躍的に伸び
た。その要因は何であっ
たのか。
町長 ポータルサイトで
扱う返礼品 種類が、令
和元年度末には３１０種
類、令和２年度末には５
７１種類に増え、また令
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榮 今年度からの一回
万円以上の寄付導入を案
内すればどうか。
町長 日高町ホームペー
ジで広報している。

榮

10

日高町ふるさと納税

他の一般質問
・施設の有効利用で活気
と魅力ある町づくりを
・飼い猫と飼い主のいな
い猫対策

宿泊券などを返礼品とし は、地域づくり推進事業
和元年度末までは１カ所
榮 日高町ふるさと納税
のみのポータルサイトが、 １億円の目標突破も、目 て登録しており、今後も 基金に積み立てているが、
その活用方法はどうして
今年度では６カ所に増加 前となった。担当課はじ 充実に取り組む。
いるのか。
させたことが要因である め関係者の方々が尽力し
榮 日高町ふるさと納税
町長 経費を差し引いた
と考える。
て取り組まれた成果であ
り、私は高く評価する。 応援事業者への応募状況 寄付金の内、１割程度を
基金に積み立て、残りは
榮 令和３年度のふるさ
今後どう取り組むのか。 はどうか。
総務課長 応募状況は、
一般財源とし、寄付者か
と納税の状況はどうか。
町長 返礼品の充実やポ
町長
月 日現在にお ータルサイトの拡充など、 現在あまり進んでいない。 ら頂いた応援メッセージ
に基づき、子育てや学校
いて、ふるさと納税申込 寄付を行いやすい環境づ
榮 日高町が今年度から
教育、町づくりの財源に
件数１万４３９１件、申 くりに努める。
導入した企業版ふるさと している。
込金額９９３３万５６０
納税の状況はどうか。
０円である。
榮 具体的にどうするの
町長
榮 日高町ふるさと納税
月 日現在にお
か。
寄付メニューを作成し、
町長 返礼品の充実では、 いて１社から 万円の寄
納税者自身が選べるよう
協定を結んでいる市町村 付をいただいた。
にすればどうか。
の返礼品やプレミア和歌
榮 日高町まち・ひと・
町長 今のところ作成の
山に登録されている返礼
品を、日高町のポータル しごと創生推進計画のど 予定はない。
サイトに登録していきた の取り組みに、その寄付
榮 ふるさと納税で日高
を活用するのか。
い。
町長 人口の減少を食い
町を応援してくれる人達
ポータルサイトの拡充
においては、更なるポー 止め、人口を維持するこ との関わりを更に深める
タルサイトの開設を、手 とを目標とした地方創生 ために、ふるさと住民票
数料・知名度やアクセス 及び持続可能な町づくり の導入を検討してはどう
数などを考慮し検討して の取り組みに活用したい。 か。
町長 現在のところ、導
いきたい。
入の予定はない。
榮 地場産の返礼品の状
況はどうか。
町長 クエ鍋セット、サ
バコロッケ、渡船のチケ
ット、温泉館の回数券、
クエフルコース付きペア
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50

議員
茂美
榮

更なる返礼品の充実を望む

4
【一般質問】

月

1
令和４年
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井垣 ２期目の松本町政
では、誠実と実行をモッ
トーとし、町政を推進さ
れてきたと思う。
道路整備では、町内の
県道整備が多くのところ
で実施されており、町道
においても、第１学童保
育所への国道からの進入
路の拡幅改良がなされた
ところだ。
また、防災減災対策と
して、比井漁港集落道
（比井の避難路）や砂防
堰堤の整備等にも力を入
れて取り組んでいる。
教育については、志賀
小学校の増築や大規模改
修に取り組み、学童保育
においては、待機児童を
いち早く解消するために
保健福祉センター内に第
３学童保育所を開設した。
この施策について私は大
変、評価する。
さらに、猛威を振るっ
ている新型コロナウイル
スの対応策にも工夫を凝
らし効果のある取り組み
と、何といってもワクチ
ン接種の対応については、
町職員一丸となって親切
丁寧な対応で混乱なく２
回の接種を実施すること

ができたと、町民からも
高い評価を頂いていると
感じる。
１期目に引き続き、２
期目でも先に述べたよう
な実績を残してきている
が、まだまだ町長として
実現したいこと、やり残

していることがあるので
はないか。
そこで、任期満了まで
５ヶ月を切った今、３期
目の町政を担う覚悟があ
るのか。

松本町長の力強い出馬表明

議員
弥
井垣

月

1
令和４年
【一般質問】

5

町長 一定の評価をいた
だき、大変ありがたく思
っている。
特に職員には、昨年か
らのコロナ禍の中、通常
業務に追われながら、本
当によく頑張ってくれて
いることに感謝する。
これまで５団体１地区
から推薦、出馬要請をい
ただき、厚く御礼申し上
げるとともに身の引き締
まる思いである。
２期目はコロナ禍の影
響で自粛を余儀なくされ、
公約の実現には道半ばだ
と思っている。
次期町長選挙に立候補
し、私の考えについて町
民に信を問う覚悟である。
安心・安全な町づくり
を目指す中、まだまだ防
災、地方創生、県・町道
路改良など多くの課題を
残しており引き続き一層
のスピード感を持って取
り組みたい。
来年４月 日告示の次
期町長選挙に正式に出馬
表明する。

井垣 力強い出馬表明、
大いに期待する。
道路整備について、新

19

築住宅への進入路・危険
な通学路等の取り組みは。
町長 命の道、暮らしの
道は最も重要な課題であ
り、防災・生活・安全な
通学路として整備促進し
ていく。

井垣 新型コロナウイル
ス感染症対策については
どうか。
町長 来年２月５日から
保健福祉センターにおい
て３回目のワクチン接種
を行うよう準備を進めて
いる。
希望されるすべての方
が速やかに接種できるよ
う万全を期す。
また、状況に応じて、
各種対策にもしっかり取
り組む。

井垣 １期、２期で終わ
ることなく３期目の安定
した行政運営を強く望む。

近年、わが町は住み
よい日高町のモットーの
もと、近隣市町から多く
の人達が移り住んできて
おり、人口の増加に伴い
役場前そしてコメリ南側
に多数の住家が増えてき
ている。
この住家のそばには西
川が流れており、清水井
橋から下流を見てみると、
古くなっている石積や飛
び飛びとなって中段部の
所で張りコンクリートが
している状況で、川底に
は石が堆積し川底が上昇
し、また両側には草木等
が茂っていて川幅が大変
狭くなっているといった
状況を把握しているか。
現状を把握してい
町長

る。

早急に浚渫及び改修が望まれる

議員
充彦

6
【一般質問】

月

1
令和４年

このような状況で直
近で河川の改修・浚渫工
事が平成 年頃に行われ
て以降現在に至っており、
その間工事が発注されて
いない現状である。
こうした中、近年の集
中豪雨が継続的に起こる
と、たちまち河川の氾濫
が起こる危険性があるが。
町長 近年の予期せぬ集
中豪雨により、河川の氾
濫や堤防の決壊が懸念さ
れることは私も承知して
いる。河床に堆積してい
る土砂の浚渫等について
は、毎年、県に要望をし
ている。

県への要望活動につ
いて、提案として、区長
会はもとより高家区の西
川愛護会を含めて一緒に
陳情に行くという方法を
とってはどうか。

要望活動については
誰が行っているのか。
産業建設課長
８月頃
に毎年要望活動をしてい
る。特に堆積が著しい所
については、町長に直接
行ってもらうような格好
である。

27

町長 そうやって地元の
方が県へ河川の要望に行
ってくれるということが、
それが一番県に対しても
強く要望が出来る。是非
ともそういう形でお願い
したい。

河川の氾濫や堤防の
決壊が懸念される中、一
遍には行かないが、町民
への不安を除くためには、
出来る事なら毎年、西川

の工事が発注されるよう
工夫を凝らしていただき、
引続き県に働きかけても
らいたい。
町長 河床の浚渫及び改
修については毎年実現で
きるよう引続き積極的に
要望していく。

年明けに西川の一部分で浚渫工事が予定されている

稲垣 私は、日高町の基
幹産業の一つである農業
について、平成 年第４
回定例会において質問し
た。耕作をしていない農
地が年々増えてきている
ように感じるが、３年が
経過し、遊休農地の現状
はどうなっているか。ま
た、遊休農地の増加防止

30

稲垣 認定農業者になる
要件は。
町長 農業経営基盤強化
促進法に基づき、営農類
型・経営改善方向の概要
・経営規模の拡大等につ
いて５年後の目標を明記
し、年間農業所得３２０
万円程度を実現するため
取り組んでいくもので、
町の基本構想に照らし合
わせ達成出来る計画かど
うかを審査し、認定をす

稲垣 認定農業者になる
ことは、実際問題として
難しいのではないかと思
う。認定農業者でない農
家も、利用集積により経
営規模を拡大し、経営改
善に取り組んでいる。利
用集積事業を促進するこ
とで農家の収入増にも繋
がるし、同時に遊休農地

に向け、どのような対策 後で推移しており、大き る。認定対象者は基本的 の発生防止・解消も進む
を実施しているか。町で な増減はない。遊休農地 に性別や専業・兼業の別、 のではないかと思うが、
は平成 年度以降、認定 の解消や、新たに遊休農 年齢や経営規模の大小等 利用集積をされている農
農業者・新規就農者の方 地を増加させないための を問わない。
家への積極的な支援も必
を対象として農業機械の 対策として、区画整理な
要だと考える。
稲垣 年間農業所得３２
購入に助成を行っている どの農業基盤の整備、中
近隣町では、農業者の
が、現在まで何名がこの 山間地域等直接支払事業 ０万円程度は、かなりハ 高齢化や担い手不足等に
補助制度を利用したのか。 ・多面的機能支払事業な ードルが高いと思う。必 よる優良農地の遊休地化、
町長 遊休農地の状況は、 どのハード事業や、認定
ず達成しなければならな 特に水田の遊休地化は周
前 農業者・新規就農者の促 いのか。
平成 年度以降も
辺農地や宅地へ与える影
産業建設課長 達成する
進、農業委員会や農地中
響が懸念されるとして、
間管理機構による農地利 ように助言している。農 この水田を優良農地とし
用集積事業の促進、農家 家の方も努力しているの て保全するため管理者に
への啓発活動などに取り で、引き続いて認定農業 対して補助を行っている。
者として認定している。 これも遊休農地の発生防
組んでいる。
農業機械の購入の助成
止解消の一つの方法であ
稲垣 達成していなくて
については、平成 年度
ると私は考えるが、町長
２件、令和元年度１件、 も、引き続き目標設定が はこの点についてどう考
令和２年度０件、令和３ されていれば、認定農家 えるか。
町長 利用集積事業の促
年度３件の申請があった。 として認められるという
ことで良いか。
進は重要な施策であると
産業建設課長 そのとお
考えており、農地を借り
りである。
受け、経営規模の拡大と
農地管理に取り組まれて
いる農家に対して、何ら
かの補助を行っていくの
も、一つの方法ではない
かと考えている。
これについては、今後
どのような支援が出来る
か、前向きに研究をして
取り組んでいきたいと考
える。
62
ha

早期の再耕作が必要な遊休農地

30

30

議員
崇
稲垣

月

1
令和４年
【一般質問】

7

30

議員
雅文
宮本

宮本 先日、京都市が財
政破綻云々と言う事が報
道され、市民の方は突然
の報道に驚きと怒りをあ
らわにしていた。市民の
方は全く知らなかった。
寝耳に水だと言う事であ
る。あり得ない事である
が、日高町でも同様の報
道があれば町民の方は同
じ反応をすると考えられ
る。
町は決算の状況を毎回
広報誌で広報しており、
毎年度、数億円の黒字に
なっている。しかし、本
当に額面通りなのか。公
共団体の予算・決算には
公債（借入）や財政調整
基金（預金）の取崩しが、
収入として計上されてい
る。
一般企業の決算は赤字
になればその穴埋めを借
入や、預金の取崩しで補
うが、公共団体は国の会
計基準に従い前もって穴
埋めをするため、借入が
出来なくなったり、取り
崩す預金が無くならない
限り赤字決算にはならな
い。一般企業会計ではこ
のような決算は到底、認
められない。町民の方は

黒字と言えば黒字と判断
するのではないか。
決算報告に注釈を付け
れば町民の方も実態がわ
かり、京都市のような事
にはならないと考えるが
どうか。

町長 民間企業の企業会
計と地方自治体の会計制
度は根本的に異なる。
そのため広報誌に掲載
している決算報告等の財
政状況の公表については、
町民の方に聞き慣れない

専門用語が多く含まれて
おり、数値だけで実態が
把握しづらく本質が伝わ
らない。
今後は専門用語の内容、
性質を解説し、基金（預
金）、地方債（借金）の

状況等、他の財政指標と
組み合わせながら公表す
るなど、内容の充実に努
め、住民の皆さまがより
分かりやすい広報のあり
方について検討し、取り
組んでいきたい。

『２億８千万円の黒字（令和２年度）』と掲載されている広報ひだか

8
【一般質問】

月

1
令和４年

西岡 内原小学校児童数
は増え続け、２０１２年
度２６６人から本年度当
初で３０８人となってい
る。通常学級は毎年安定
的に各学年２クラス、今
年度の特別支援学級は３
クラスとなっている。
現状のままで来年度以
降の教室は確保できるか。

教室の増設や改修など、
児童の成長・発達を保障
するための学校施設が必
要だと思うがどうか。
教育長 内原小学校の学
級数は普通クラスが ク
ラス、特別支援学級が３
クラスである。来年度も
同じクラス数を予定して
いるが、特別支援学級に
入級する児童が増えるた
めため手狭になってくる。
これまでも会議室の転用
やコンピュータ室の改修
などで対応してきた。現
在、来年度に向けて、よ
り広い部屋を確保できな
いか検討している。
今後さらに特別支援学
級入級児童の増加も想定
し検討しなければならな
いと考える。このことに
ついては、家庭科教室や
理科室などの特別教室の
改修や増設も含め、同時
に検討していきたい。
西岡 現時点でどう考え
ているか。
教育長 特別な支援を要
する児童にとってどうか
ということを考えていか
なければならない。増築
も含めて将来的な教室の
確保を考えていきたい。
西岡 町長はどう考える
か。
町長 教育委員会の意見
を聞きながら、学校の環
境を整えていくことを検
討していきたい。

西岡
月３日、和歌山
市で水管橋の崩落という
衝撃的な事故が起き、そ
の影響は和歌山市の４割
に当たる約６万世帯が約
１週間断水するという大
規模なものとなった。
当町の水道の原水は日
高川の表流水で、和佐地
内で取水され、萩原浄水
場まで送られてきている。
町内や川辺町周辺土地改
良区の各種施設の点検・
維持・管理状況は。
町長 町内は、浄水場、
配水池５カ所、ポンプ所
の施
５カ所、管路約
設がある。国のガイドラ
イン等に基づき、点検を
行っている。管路につい
ては実施していない。
土地改良区の施設で当
町の水道関係施設は、ポ
ンプ場３カ所、水槽３カ
所、導水管２ 、送水管
があり、土地改良区
現場技術職員により点検
されている。

89
km

12
km

10

西岡 管路のうち、水管
橋の数は。

km

12

児童の成長・発達を保障する学校施設に

町長 当町の施設で町民
への影響が大きいと思わ
れるものは カ所、土地
改良区の施設で当町と関
連するものは カ所ある。

点検の方法は。
目視である。

他の一般質問
農漁業者への燃料代支援
を

西岡 代替施設というこ
とを考えたときに、御坊
市や美浜町との連携、管
路の接続なども必要では
ないか。
町長 できるかどうかも
含めて検討していきたい。

西岡 和歌山市の事故で
は、目視点検を実施して
いたが崩落した。その事
故の教訓を学んで取り組
みを。また、土地改良区
との日常的な情報の共有
と連携を。
町長 気を引き締め、連
携を深めて対応していき
たい。

町長

西岡

22

5

議員
佳奈子
西岡

月

1
令和４年
【一般質問】

9

18

住宅が多く建てられ、通
学路が増えている傾向で
あるとのことであった。
警察署、学校長、育友会
９月の「推進会議」で
長、総務課、産業建設課、 の対策箇所一覧について
教育委員会で、メンバー 説明を受けたが、千葉県
を構成している。「推進 で下校中の児童の列にト
会議」では、各学校から ラックが突っ込むという
上がってきた危険箇所の 痛ましい事故があり、文
中から、重点課題を設定 科省等からも通学路の見
し、合同点検を行い、歩 通しの良い道路も含め、
道の整備や防護柵の設置 精査するよう指導が来て
などハード面の対策や、 いるとのことである。
交通規制や交通安全教育
今回、視察を行ったな
のようなソフト対策など、 かで、特に下志賀バス停
必要に応じて実施メニュ から中学校に向けての通
ーを検討しているとの事 学路は、町道長堤川原線
であった。
を通り、狭い農道を自転
又、町内では、田畑で 車で走ることや、高低差
あった所に子育て世帯の のある河川、農地のそば
を通学することは、危険
であり、即対策を講じて
もらいたい箇所であると、
委員からの指摘も多かっ
た。
また現在、学校から産
業建設課に対して、県道
では、役場前南側への歩
道整備の要望が、町道で
は、小中地区や下志賀地
区など、道幅が狭く歩道
が無いため、道路拡幅の
要望も上がっているとの
事である。

産業教育常任委員会

17

委員会 レ ポ ー ト

10

通学路の
安全性確保を
月 日「各小中学校
の通学路の安全性につい
て」調査研究をおこなっ
た。
当町では平成 年から
「日高町通学路安全推進
会議」を設置し、「日高
町通学路交通安全プログ
ラム」を策定している。
直近では、令和３年９月
に見直しを行った。「推
進会議」は、近畿地方整
備局、日高振興局、御坊
11

総務福祉常任委員会
か。」 な ど の 質 問 が あ っ
た。
執行部からの答弁は、
「システム改修は開発元
が行うので、委託先は限
定される。
」
「国で規格を
統一する話はあるが、ベ
ンダーの対応もあるため、
直ちに効果が出るかは不
透明である。
」
「公的な歩
掛りなどの積算根拠は無
く、見積りにより予算計
上している。」であった。
電子計算費はＩＴ化に
伴う国の施策や、町民へ
のサービス向上に資する
ものが多くあり、複雑化
する事務処理や煩雑な作
業を助けるためには必要
不可欠なものであるが、
その経費は一昔前からす
ると想像を超える規模に
膨れ上がっている。厳し
い財政状況を鑑みると、
あらゆる可能性を模索し
て、その経費削減の努力
を望むところである。
27

増加する
電子計算費
月 日委員会を開催
し、総務課から電子計算
費の執行について説明を
受けた。
説明では、ＩＴ化やデ
ジタル化に伴い年々その
業務を拡大し、経費も増
加の一途を辿っている。
経費が増加している要
因は、その業務の拡大に
併せて、セキュリティ対
策や被災時のデータ保護
などのための、クラウド
システムの導入などによ
るものであった。
委 員 か ら は、
「システ
ムの改修が必要になった
とき、委託先が限定され
るのではないのか。
」
「国
で規格を統一して経費を
安くできないのか。
」
「委
託契約に先立つ、積算の
根拠はどうなっているの

当委員会としても、優
先順位はあると思うが、
中学校への農道ルートや、
拡幅についての要望、又、
横断歩道や白線が消えか
かっている箇所等につい
ては、出来るだけ早い対
応を望むと共に、安心し
て子育てが出来る環境を、
早く実現することを要望
する。

編集後記

新年明けましておめ
でとうございます。
今年の干支は寅です。
寅年は「成長」や「始
まり」の年だそうです。
昨年は新型コロナウイ
ルスの感染拡大が私た
ちの生活に大きな影響
を与え、いろんなこと
で皆さんもご苦労した
かと思います。しかし、
一方でオンラインでの
会議や授業、またウー
バーイーツなどの利用
が拡がりました。
本年は、これらの新
しい芽が「成長する」、
新しい日常が「始ま
る」年になって欲しい
ものです。
稲垣 崇

この広報紙は再生紙を使用しています。
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1
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狭い通学路（志賀地内）

