町長選を控え、
骨格予算
新型コロナ感染症支援事業
空き家対策を
不足する内原小学校教室

新年度予算

２～４
６～８

５
一般質問

９～ 10
10

委員会レポート

ロシアによるウクライナ侵略に抗議

【発 行】 日高町議会 〒649-1213 和歌山県日高郡日高町大字高家626
【編 集】 議会広報特別委員会 T E L（0738）63-3810
Eメール gikai001@town.wakayama-hidaka.lg.jp

4 月 25 日

第 169号

令和４年

比井集落道が完成

2
月

4
令和４年

３月定例会は３月
で開催した。

日から

日まで、

日間の会期

14

議案

件、また令和３年度一般会計補正予算、特別会

令和４年度一般会計、特別会計、水道事業会計など

24

資本的収入

９, ９６６万７千円

資本的支出

１億８, ６２１万３千円

計補正予算など議案７件、発議１件について、それぞ

４７億

５５３万５千円
特別会計

２５億１, ８７６万２千円
予算総額

７２億２, ４２９万７千円
水道事業会計

収益的収入

２億２, ５６１万５千円

収益的支出

２億

８６０万４千円

れ慎重審議の結果、原案のとおり可決した。

一般会計予算

歳入予算は

歳入の主なものは、地方交付税と国・
県補助金などで、全体の ・１％である。
自主財源については、町民税１０８４万
４千円、固定資産税１２５０万９千円、
ふるさと納税寄付金２億５千万円などの
増額となったが、依然として厳しい財政
状況である。

歳出予算は

15

11

一般会計

65

高齢者外出支援事業委託料、保育所指
定管理委託料、学童保育委託料、こども
医療費などの民生費が 億２１８２万２
千円、 ・３％と大きなウエイトを占め
ている。
衛生費では新型コロナウイルスワクチ
ン接種関連費、予防接種委託料、各種健
診などで、６億１４２万１千円。
農林水産業費では県営ほ場整備事業負
担金、テナル池測量設計委託料などで、
３億３７２８万２千円。
土木費では道路維持補修工事、橋梁長
寿命化工事、町道高家中央線改良工事な
どで、２億７６６８万円。
教育費では３億９３００万円。
などとなっている。

32

13

令 和４年 度

一般会計

総務課長 ふるさと納税
の寄付金で３億円を予算
計上している。
その内、返礼品と経費
町税増収
で約１億９８００万円、
問 町民税が１０７８万
基金に６千万円積立てし、
円、固定資産税が１２５ 残りの４千万円強は一般
０万円の増収見込みとな 財源にと考えている。
っている要因は。
税務課長 町民税につい
選挙の公費負担
問 町長選挙、町議会議
ては、昨年度コロナ禍の
影響で町民所得が下がる 員補欠選挙、町議会議員
と予測し、２％減で予算 一般選挙、それぞれの負
措置をした。令和４年度 担金の説明を。
は減額措置をしていない。 総務課長 町長選挙費及
固定資産税については、 び町議会議員補欠選挙費
昨年度、事業者等のコロ については、自動車、ポ
ナ減免で４００万円相当 スター、ビラの公費負担
を減額していること、建 分を各４陣営分予算計上
物の新築軽減措置が終了 している。
町議会議員一般選挙費
したこと等による。
については、同様に 陣
ふるさと納税
営分を予算計上している。
問 １陣営当たりの公費
負担は。

問 地域づくり推進事業
基金の増額の説明を。

条例改正
日高町立集 会 所
設置及 び 管 理 に 関 す る 条 例

れらの改修工事をするた
総務課長 町長選挙では、 比井崎集会所
問 比井崎集会所改修の
めの設計委託料である。
自動車で最高 万２５０
全体改修となることも想
０円、ポスター 万５２ 設計委託料の説明を。
教育課長 主に園児用の
定している。
１５円、ビラ５千枚３万
トイレを大人用に改修す
７５５０円。
ブロック塀補助金
町議会議員選挙では、 るためのものであり、多
問 ブロック塀等耐震対
自動車 万２５００円、 目的トイレの設置と、男
ポスター 万５２１５円、 女別トイレの設置をする。 策事業補助金が、前年度
また、床板の補修が必 の倍の予算となっている
ビラ１６００枚１万２０
要な箇所もあるので、そ ことの説明を。
１６円である。
総務課長 従来は、ブロ
ック塀の撤去に 万円、
改修に 万円の最大 万
円であった。令和４年度
は県から 万円の上乗せ
があるので、合計最大
万円の補助になる。

４万５千人である。
問 見込み人数は、実績
に照らし合わせるとどう
なのか。

企画まちづくり課長

問 昨年度は減免、使用
料減額等があったが、今
年度は、それらを含まず
に何名の入館を見込んで
いるのか。

温泉館みちしおの湯

10

企画まちづくり課長

32

35

るが、４万６８４４人と
なっている。
令和４年度も引き続き、
策を考えながら、４万５
千人を目指したい。
問 修繕費、２３８５万
９千円の説明を。

企画まちづくり課長

主としてエアコンの修
繕で、４系統あるうちの
第２系統部分、ロビー、
エントランス、リラクゼ
ーション部分に約１２０
０万円。それと、ボイラ
ー関係で約６４０万円、
一般修繕分で約４００万
円等である。

骨粗しょう症検診

問 骨粗しょう症の検診
が新たに加えられている
ことの説明を。

子育て福祉健康課長

高齢社会の進展により
骨粗しょう症の増加が予
想される。早期に骨量減
少者を発見し、骨粗しょ
う症を予防することが大
事で、今年度新たに計上
した。
対象者は３３５名で、
その内の ％程度、 名
を見込んでいる。

80

20

40

10

10

令和元年度は３万７０
８５人、令和２年度は４
万１７１名人、令和３年
度は２月までの状況であ

20

18

令和４年３月 日をもって廃所とする
比井保育所を、比井崎集会所として活用する
31

32

35

月

4
令和４年

3

改修工事をする比井崎集会所（旧比井保育所）

4
月

4
令和４年

一般会計

は、滑り台、鉄棒、ブラ
ンコの取り換えと境界柵
を設置する。
問 高家住民公園の遊具
も使用禁止になっている
が、修繕しないのか。
住民生活課長 高家住民
公園の遊具については、
令和３年度の修繕費で対
応する予定である。
問 高家住民公園の遊具
はいつから使用出来るの

か。
住民生活課長 現在業者
に早急に取り掛かるよう
依頼している。
問 長期間使用禁止にす
るのではなく、事前に修
繕は出来なかったのか。
住民生活課長 遊具の点
検の結果を受け、危険性
があるという所をテープ
を張って使用禁止として
いる。

国保会計

後期高齢者
医療会計

と等の現状を踏まえての
結論であること。
資産割を廃止すること
は、多くの世帯に影響を
与えるため、国民健康保
問 資産割が廃止となっ
たが、保険税をどのよう 険基金を適切かつ有効に
問 本年 月から後期高
な考え方で計上されてい 活用し、国民健康保険税
率の急激な変化を抑制す 齢者医療の自己負担が２
るのか。
割に引き上げられる。所
いきいき長寿課長 昨年、 ること、また、被保険者
資産割の廃止について運 に対して広報等を通じて 得制限等の説明と２割に
営協議会に諮問をした。 周 知 す る こ と を 要 望 す 引き上げられる被保険者
る。」との答申を受けた。 の人数は。
運営協議会からは、
いきいき長寿課長 １人
「資産割の廃止について それを踏まえたうえでの
運営をしていきたいと考 世帯は年金収入とその他
『了』とする。
の合計所得金額が２００
和歌山県国民健康保険 えている。
問 資産割が課税されて
万円以上、２人以上世帯
運営方針、県内市町の状
況、また、日高町の国保 いた被保険者は、減税に は、年金収入とその他の
合計所得金額が３２０万
財政が比較的安定してい なると考えてよいか。
税務課長 その通りであ
円以上の場合、２割負担
ること、その時点の基金
となる。
保有額が約２億円あるこ る。
令和２年の所得を基に
算出した場合、１割から
２割になる人は１人世帯
で１３４名、２人世帯で
１３２名である。正確な
人数は令和３年の所得が
確定してからになる。

10

予防接種

子育て福祉健康課長

問 予防接種委託料が大
幅な増額となっている説
明を。

昨年に比べて１２００
万円以上の増額となって
いるのは、日本脳炎予防
接種が、令和３年度は、
ワクチン不足で実施出来
なかった。その分も令和
４年度で行う。
また、子宮頸がんワク
チンの積極勧奨を令和４
年度から再開するにあた
り、対象者が大幅に増加
することによる。

住民公園
問 修繕費４４１万１千
円の説明を。
住民生活課長 萩原住民
公園においては、滑り台
の取り換えと隣接する砂
場の修繕をする。
小中住民公園において
は、滑り台、ラザーウェ
イブ、ブランコの取り換
えと境界柵を設置する。
谷口住民公園において

長期間、使用禁止となっている遊具

要介護認定を受け在宅生活の方に５万円を給付
農水産業経営サポート事業

補正予算 （第９号）

３ ４ ８ ０ 万 円 を 増 額 し 、補 正 後 の 予 算 を

億４６２８万４千円とする。

令和４年度に繰り越す。

日高中学校体育館屋根改修工事。全額を

ー 内容 ー

52

令和３年度一般会計
補正予算 （第８号）
億１１４８万４千円とする。

５ ０ ５ ３ 万 １ 千 円 を 増 額 し 、補 正 後 の 予
算を

新型コロナ感染症対策費１億５００万円、

ー 主な内容 ー

52

問 体育館雨漏り修繕と
カバー工法（今ある屋
県営ほ場整備負担金１８６７万８千円の増
のことだが、現状と工事 根にもう一枚屋根をかぶ
額や、保健福祉総合センター電気設備改修
内容の説明を。
せる）で予算計上した。
教育課長 ３月 日に学
工事関係費４４０２万２千円の減額等。
校から雨漏りの連絡があ
援するもの。令和元年分 り確認した。
問 農水産業経営サポー
の収入が 万円以上あり、
ト事業の説明を。
令和３年分の収入が令和
産業建設課長 コロナの
影響で経営が落ち込んで 元年分と比べて 万円以
いる農業者・漁業者へ支 上減収している事業者に
対し、減収
令和４年１月 日臨時会を開催し、令和３
分の２分の
年度一般会計補正予算を審議、可決した。
１に相当す
令和３年度一般会計補正予算 （第７号）
る額（限度
２億２７４７万８千円を増額し、補正後
額 万円）
を給付する。 の予算を 億６０９５万３千円とする。
農漁業に必
ー 主な内容 ー
要な燃料、
歳入では、ふるさと納税による収入を、１
または資機
材費で、町
億円増額し２億円とするもの等。歳出では、
内に店舗の
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
ある事業所
１億２千３００万３千円、ふるさと納税返礼
で購入した
品及び手数料５９９７万円の増額等。
ものを対象
とする。

50

農漁業者への支援を実施

10

10

18

18

臨時会

51

１人 1 万円の商品券を配布
（写真は昨年の商品券）
〇

在宅介護応援給付金
〇

高齢者食品等提供事業
〇

地域応援商品券事業
〇

月

4
令和４年

5

新型コロナ感染症支援事業

令和３年度補正予算、令和４年度予算で新型コロナ感染症支援事業が可決した。
町民1人当たり１万円分の商品券を配布

65歳以上の高齢者に３千円相当の食料品等を配布

コロナの影響で減収となった農業者・漁業者に支援

上記のほか、PCR検査助成、学校保健対策、路線バス事業者への支援などを実施する。

榮 民法改正で今年４月
から 歳成人となるが、
何が変わるのか。
町長
歳成人になると
親権に服さなくなり、携
帯電話の契約、アパート
などの賃貸契約、ローン
などの金融に関する契約
などの法律行為を、親権
者の同意がなくても、自
分の意思で行うことが出
来る。

榮
歳成人で、親の同
意なしでクレジットカー
ドを作り、お金がなくて
も欲しい物を購入できる。
今までの 歳成人でも、
知識や経験の乏しさから、
悪質な業者に狙われやす
かったのに、 歳成人が
詐欺的な契約被害に遭っ
たり、悪徳商法のターゲ
ットになる危険性は十分
あると思うが、町はどう

日高地域消費生活相談窓口（御坊市役所１階）

対応するのか。
町長 消費者被害につい
ての知識がないまま契約
を取り交わしてしまい、
被害に遭うことのないよ
う周知していくが、まず
は各家庭において話す機
会を持ち、理解を深めて
もらうことが一番重要で
あると考える。
榮 町からの周知と各家
庭の教育で、被害防止の
効果は期待できるのか。
町が消費者セミナーと
か講演会の開催をして、
家庭や地域の消費者意識
の向上に努めればどうか。
町長 日高地域消費生活
相談窓口に相談すれば、
地域の小さなグループで
も、消費生活に関わる啓
発講座の開催は可能であ
る。
榮 消費生活に関する相
談窓口はどこか。
町長 日高管内の１市６
町が共同運営する「日高
地域消費生活相談窓口」
を御坊市役所１階に設置
して、相談活動に当たっ
ている。
当町では第２・第４火

榮 小中学校での取り組
みはどうか。
教育長 消費者教育は発
達段階に応じて行われる
ことになっているが、地
域性や社会の動向も加味
した上で、それぞれの学
校が工夫した取り組みを
行うことが重要であると
考える。

榮 ご意見箱が、平成
年４月より町の公共施設
４カ所（役場、中央公民
館、ふれあいセンター、
温泉館）に設置されて
年になるが、利用状況は。
町長 今までに３１２件
のご意見を、 歳未満か
ら 歳代までの方々から
いただいている。

23

80

10

他の一般質問
◦松本町政２期８年間で
取り組めなかった課題
への考え方

11

20

18

18

18

曜日に巡回相談窓口を設
置して、相談業務にあた
っている。

榮 児童生徒の保護者を
対象に、消費者教育セミ
ナーの開催はどうか。
教育長 小さなグループ
にも、消費者生活相談員
を講師とした出前講座の
開催は可能である。

榮 紙での投書だけでは
なく、メールでのご意見
も受け付け、回答を公表
希望の場合は、回答掲示
板や町ホームページで公
表すべきではないか。
町長 町ホームページに
お問い合わせフォームは
あるが、回答への公表は
していない。町ホームペ
ージで検索しやすい環境
作りを進めていく必要が
あると思うので、十分対
応していきたい。

榮 今年４月から 歳成
人となれば、毎年１月４
日に行う成人式は、来年
からどうなるのか。
教育長 式典名称を「成
人式」から「二十歳を祝
う式典」に変更し、日程
・対象者・お祝いの記念
品等、今まで通り開催す
る。

18

議員
茂美
榮

6
【一般質問】

月

4
令和４年

18

宮本 国勢調査結果につ
いて、人口が増加した市
町村は日高郡市では日高
町のみである。何が功を
奏したのか。
町長 住環境整備、子育
て支援等の施策による。
宮本 「美浜町とみなべ
町の一部が過疎地域に指
定され、郡内指定されて
いないのは日高町のみで

76

宮本 人口増加は大変喜
ばしい事であるが、諸手
を挙げて喜んでばかりは
いられない。日高町は安
心・安全、福祉、環境整
備等に先行投資してきた
のである。人口増加の影
響で町税、交付税は増加
しているが、経常収支比
率は悪化している。何故
か。
町長 町税、交付税等の
経常的な収入の増加以上
に社会保障関係費等の経
常的な支出が増加したた
めである。
宮本 人口が増加すれば
費用も大きくなる。人口
増加は県、国の重要施策
であるが、未達成である。
民間では達成すればボー
ナスに直ぐ反映される。
日高町の今後のため、特
別に国、県に交付税や補
助金の増額を要請すれば
どうか。
町長 財政状況を十分説
明し、地方財政制度の改
善を働きかける。
宮本 強く要望すること
を望む。

宮本 日高町の空家は３
７２軒、中でも阿尾地区
が 軒と多い。現在空家
解体の補助金として 万
円の制度がある。最近５
年間の実績は 件である。
そのうち満額 万円の補
助を受けたのは 件であ
る。 万円未満が 件で
平均約 万円である。こ
れは解体費用ではなく、
廃材処分料に対する補助
金のためである。重機の

入らない所は処分料は少
ないが解体費用は高くな
る。補助金の対象を処分
料ではなく、解体費用に
改正してはどうか。
町長 前向きに考えるが、
選挙前であり、「する」「し
な い 」の 答 弁 は 差 し 控 え
る。

宮本 解体後の宅地の固
定資産税の特例措置の猶
予期間を設けてはどうか。
町長 住宅が
建っている土
地の課税は評
価額の６分の
１が課税標準
額となる特例
措置がある。
本来は解体後、
減免措置はな
くなるが、本
年１月１日を
適用日として
５年間の減免
期間を規定す
る。

増加する空き家

人口が増加している日高町
ある。指定されると借入
等優遇措置がある。」と
報道された。これに対し
てどう思うか。印南町は
経常収支比率は ・７％
で県下１位である。
町長 人口の減少に伴い
地域社会の活力が低下し、
生産機能及び生活環境の
整備等が低位にある地域
への特別支援措置である。

20

50 34

15

50

19

69

50

議員
雅文
宮本

月

4
令和４年
【一般質問】

7

西岡 空き家対策ついて
これまで何度も取り上げ
てきたが積極的な対策が
されていない。国交省が、
「空き家対策における事
例集、条例又は法令に基
づく緊急安全措置の取り
組み」を紹介している。
それらを参考に、条例を
制定してはどうか。
町長 空き家が年々増加
する傾向にあり、対策を

進めていかなければなら
ない。条例については今
のところ考えていない。

周辺に危険を及ぼす状態の空き家
企画まちづくり課長

西岡 最新の調査で町内
の空き家が３７２軒。そ
のうち管理不全が２２３
軒と増えてきている。特
定空家の決定、またその
検討はしているか。

していない。

西岡 昨年 月議
西岡 令和元年の一般質
会で農漁業者への
問時、またその後の議会、
燃料代支援を求め、
委員会でも指摘をしてき
町長は、「情報収集
た。専門家の調査を待つ
し、できる限り助
までもなく危険な物件を、
成していくという
特定空家と決定する準備
考え方で検討して
・検討が、なぜ、おこな
いきたい」と答弁
われていないのか。
された。検討の結
町長 どういう形で指定
果は。
できるか十分検討しなけ
町長 今議会の令
ればならない。
和３年度補正予算に、農
水産業経営サポート事業
西岡 体制がないのであ
れば、できる体制を作る を計上した。減収分の一
ことが必要ではないか。 部補てんとして燃料もし
町長 今後、対応してい
くは資機材を補助対象と
し、経営の一助になると
けるようにしたい。
思っている。
国においても対策が検
討されているところであ
り、今後も情報収集しな
がら制度拡充を国・県に
働きかけるとともに、価
西岡 特定空家として決
定、除却等の勧告をした
場合、固定資産税住宅用
地の特例が解除される。
今年度、新たに設けられ
た除却後の税の軽減との
関係で、勧告前に除却す
れば町独自の税の軽減を
受けられることになる。
その両方の仕組みを利用
して特定空家に対応でき
るのでは。
十分検討したい。

町長

格の動向を注視していき
たい。

西岡 国の制度として、
自治体がおこなう支援制
度に対して、特別交付税
で２分の１を交付すると
されている。活用できな
いか。
町長 燃油の高騰が続く
ようであれば、制度化し
ていきたい。

西岡 農水省によるとＡ
重油の価格が令和２年５
月が 円、今年３月が１
０９円。町内のある農家
の方は、 年前の 倍の
値段で、この冬の燃料代
が１カ月 万円増えてい
るとのことである。
日高川町を参考に、一
定のラインを超えた時に
支援をするというよ
うな、町独自の取り
組みを。
前向きに取り

燃料代が高騰している

1
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1.5

他の一般質問
◦町立保育所卒園後
の空白期間改善を

組む。

町長
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8
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所付近から、萩原地内御
坊湯浅線の交差点まで、
用地買収を進めながら施
工中である。柏御坊線で
は、中志賀クエモニュメ
ント前から、上志賀町道
池田上志賀線交差点まで
の延長 ｋｍ区間を、御
坊由良線では、阿尾～田
杭間と小浦～方杭間を、
御坊湯浅線では池田地内
で町道との交差点より北
側１３０ｍ区間と産業建
設課の説明を聞きながら

1.8

拡幅改良工事現場の視察
を行った。
当委員会としては、今
回の拡幅改良工事により、
町内主要県道などにおい
て、地域住民の生活道と
して利便性と安全性が確
保されるとともに、海岸
線の路線が風光明媚な路
線になることや、他府県
から訪れた方々が、リピ
ーターとして日高町に来
てくれる事を期待してい
る。

県道拡幅工事（阿尾～田杭間）

委員会レポート
医師の判断もあり、普通
学級に入れるか、支援学
級に入れるかは、予測は
しづらい。」との事であ
った。
当町の人口推移は、２
０１１年の震災以降に急
激に増加しており、内原
校区にも移住者が増えて
きている現状で、宅地造
成の状況からみても、今
後５年から 年と増え続
けることが予想される。
校舎も昭和 年に建築
され修繕を重ねているも
のの老朽化が進んでおり、
学校側からも相談が来て
いるとの事である。
当委員会としては、小
学校の教室が不足してい
るという問題と校舎自体
が老朽化している課題を
認識し、今後、必要な増
改築および大規模改修計
画や、増改築等にかかる
国庫補助の申請、当面の
対応を学校側と協議し、
１日でも早く児童たちの
教育環境を整備する事を
町執行部に対して強く要
望する。また、今後も引
き続き注視していきたい。

進む
県道拡幅
委員会は「県道拡幅工
事の進捗について」調査
研究をおこなった。町内
に主要県道３路線と一般
県道３路線の６路線があ
り、そのうち４路線で現
在、拡幅改良工事が行わ
れている。
井関御坊線
（総延長 ｋ
ｍ）では、旧農協原谷支

7.7

不足する

基に説明を受け、新たに
身体的障害の児童が入級
すれば、たちまち、対応
出来る教室を作らないと
いけない状況であるとの
事で、議員からは、「年
々人口が増加している現
状で、予測が出来なかっ
たのか。」との質疑も出
たが、「保護者の意向や

間仕切りして利用されている特別支援教室

35

12

10

35

内原小学校教室
委員会は、「内原小学
校校舎の現状と今後につ
いて」の調査研究をおこ
なった。
教育委員会から内原小
学校校舎の、現在の使用
状況や今後の児童数の推
移、又、昭和 年から現
在に至るまでの増改築や
耐震補強等の経緯につい
て説明を受けた。
現在、普通学級が各学
年２クラスで クラスと
特別支援学級が３クラス
の編成となっている。
４月からは、同じクラ
ス数で予定しており、そ
のうち特別支援学級では、
自閉症・情緒障害学級の
児童 名が２クラスと知
的障害学級１クラスに児
童５名が入級する予定で
ある。
現状の校舎の配置図を
12

月

4
令和４年
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２２４万円から、令和
２年度は３６０９件、４
５４２万３千円。本年度
の１月末現在では２万７
７９２件、１億７４８９
万７４００円と、大幅な
増額となっている。
本年度の予算額は、
２度の補正により、当初
予算の５千万円から２億

円となっており、令和
４年度は３億円を見込ん
でいるとのことであった。
増額の要因は共通返礼
品の活用により品目数の
増加を図ったことと、取
り扱うポータルサイトの
増加によるものである。
しかしながら、町内産の
返礼品については協力者
・品目数、共に伸び悩ん
でいるのが現状である。
本年度の予算ベースで
寄付額２億円のうち、返
礼品費と送料・手数料な
どの経費が約６割を占め、
町の収入としては残りの
４割と、前々年度に町民
が町外に行った寄付額の
％が普通交付税に参入
されている。
人気の返礼品は柑橘類
で、本年度も約半数を占
めており、サバコロッケ
やクエ鍋セットも少数な
がら選ばれている。など
の説明を受けた。
委員会としては引き続
き増額となるよう、執行
部に更なる努力を求める
と共に、地元産の返礼品
目数の増加についても積
極的に取り組んで行くよ
う求めた。

さばコロッケ

ロシアによるウクライナ侵略
について抗議する決議

３月 日の本会議において議員発議により、左
記の通りロシアに対する抗議を可決した。

クエ鍋

２月 日、ロシア軍はウクライナへの軍事攻
撃を開始した。今なお続く攻撃は苛烈を極め、
多くのウクライナ国民が犠牲となっている。そ
ればかりか、プーチン大統領は核攻撃の可能性
にさえ言及している。
このことは、国際社会ひいては我が国の平和
と秩序、安全を脅かし、明らかに国連憲章に違
反する侵略行為であり、断じて容認できない。
ここに日高町議会は、ロシア軍による攻撃や
ウクライナの主権侵害に抗議し、即時に完全か
つ無条件でのロシア軍の撤退と、世界の恒久平
和の実現にむけた国際法に基づく誠意を持った
対応を強く求める。
また、政府においては、邦人の確実な保護や
我が国への影響対策について万全を尽くしてい
ただきたい。

の目標、

編集後記

持続可能な

です。

になることを祈るばかり

一日も早く世界が平和

ると背筋が凍る思いです。

てた隣国です。そう考え

は日本海ひとつだけを隔

事紛争ですが、ロシアと

遠く離れた場所での軍

る決議」を可決しました。

イナ侵略について抗議す

で、「ロシアによるウクラ

当町においても今議会

上がっています。

シアに対する非難の声が

い事実です。世界中でロ

失ったことは間違いのな

くの人命とお金を無駄に

いを見せていますが、多

者両国の言い分が食い違

日々の報道では、当事

した。

クライナ侵攻が起こりま

さかのロシア軍によるウ

ければいけない時に、ま

て地球環境に取り組まな

の国と地域が一丸となっ

れ始めて約７年。世界中

いわゆるＳＤＧｓが叫ば

17

楠山博之
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急激に増える
ふるさと納税
２月 日委員会を開催
し、総務課からふるさと
納税について説明を聞い
た。
当町へのふるさと納税
額は、令和元年度の 件

返礼品の一番人気は果物。特にみかんが人気。
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