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平成17年度決算

平成18年第3回定例会は9月7日から9月20日までの14日間の会期で開いた。
今定例会では平成17年度一般会計、特別会計の決算を認定。
また、平成18年度関係、同意1件、諮問1件、議案8件が提案され、慎重審議の結果、
原案のとおり同意可決した。

主な特別会計歳出決算額
国民健康保険特別会計

3億3,124万円

老人保健特別会計

9億 390万円

下水道事業特別会計

7億3,797万円

介護保険特別会計

4億7,063万円

営業収益・営業外収益から営業費用・営業外費用を引くと約2，
000万円の赤字となっている。
平成18年3月31日現在
給水戸数
3,037(戸)
給水人口
7,718(人)

審査の結果

問 農業意向調査︵アンケート調査︶の結
果と今後の取り組みは。
産業課長 対象農家７１７戸のうち、回収
率 ・４％。農業経営については、 歳以
上が最も多く高齢化が進んでいる。
今後は受委託組織を充実させ、遊休農地
の防止に取り組む。

国民健康保険

問 滞納繰越分は何名いるのか、そしてそ
の対応は。
税務課長
名については、一応差し押さ
え等をし、回収機構へも 件行っている。
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各会計の決算並びにその他の会計帳簿、関係書類を審査した
ところ、収支命令と符合し、計数は正確であることを認めた。

問 公債費比率が年々高くなっているが、
ピークは何年頃か。
企画財政課長
年度決算での実質公債比
率は ％、今後の試算では、計画している
事業を消化した場合、ピーク時の ・ 年
度においては ％程度にとどまるものと考
える。

70
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審査の意見
厳しい財政事情の中、各会計共に行政成果表のとおり広範囲
にわたる行政がなされ、効率良く検討の上、予算執行され、一
定の成果を収めている。
歳入面において、特に税の徴収率が向上し、努力の跡が認め
られるが、税、料にも収入未済額の発生、増加に十分留意し、
引き続き最大限の努力を望むものである。
次の事項につき、速やかに措置を講じられたし。

・予算執行 に つ い て
予算は、目的をもって計上し、執行するものであるが、補正
予算計上後、不用額が生じているものも見受けられた。
厳しい財政事情の中、予算計上及び執行には、十分なる注意
を払うよう望むものである。

・町有財産 の 有 効 利 用 に つ い て
駐車場他、町有財産について有効利用するよう検討されたい。

・入札制度 に つ い て

・温泉館に つ い て

入札執行に当たり努力の跡も見られるが、地元業者の育成を
図りながら、さらに競争性の確保と事業効率の向上に努められ
たい。

企業感覚を問われる温泉館
問 監査委員より税、料にも収入未済額の一部に
長期化が懸念されると指摘されているが。
税務課長 徴収できるものは差し押さえ等をおこ
ない回収機構へ、徴収できない生活困窮、特に増
えている所在不明については、３年間の執行停止
をかけている。

老人保健

問 老後における健康の保持と適切な医療
の確保を図るための疾病予防とは。
住民福祉課長 高齢者学級、老人クラブ等
の教室で、保健師等の予防についての話や
アクオでの予防がある。

水道事業

27

入館者の減少が懸念される中、運営管理の効率化を図るべく
努力の跡は見られるが当初計画の入館者を目標に、企業感覚を
持ち更なる経営努力を望むものである。

14

問 現在の未収金とその戸数は。
上下水道課長
年度以前のものについて
は、 万６７１１円、 戸の滞納分を合わ
せると、現在 万４６６９円の未収金とな
る。

16

17年度決算質疑

問 温泉館、当初予算より相当収入済額が減って
いるが。
温泉館長 当初入館者数８万５千人を見ていたが
実績では８万２３０１人と少なかったため。
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81

95

・水道事業 と 下 水 道 事 業 に つ い て
集落排水事業の接続率の向上を図り上下水道とも、より健全
な運営に努められたい。
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調査基準価格を下回った工事競争入札での減額補正

一般会計

既定の予算額を、１５７９万８千円減額
し、総額 億１４０万３千円とする。

４万２千円の減額等。

低価格入札となった公民館工事
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耐震診断が待たれる防潮堤（比井漁港）

問 道路維持費７００万円の増額理由は。
建設課長 当初計画していた１２００万円は、
各地区の路面補修や路肩修理にほとんど消化
したので、今後必要であろう予算を追加計上
した。

問 各漁港の防潮堤測量試験費の目的と内容
は。
建設課長 防潮堤の耐震診断であり、この結
果を踏まえて、津波危機管理対策事業で対応
する。

既定の予算総額に

２ ６ ６ ９万 １千 円 を

追加し、総額 ８億 ８

７ ４ ３万 ８千 円 と す

る。

問 新たに処理区とな
った高家、小中地区の
加入状況は。
上下水道課長 すでに
設置済みの合併浄化槽
１０７戸を除く１３５
戸より分担金を徴収し
ている。

問 地方債の協議制度とは。
主な内容は下水道
企画財政課長 地方分権一括法により今まで
の許可制度が廃止され協議制度へ移行された。 基金積立金 ２７７４
今までは許可を受けて議会に上程していた
万円等。
が、 年度からは議会の議決後、協議をする
ことになる。

中 央公 民 館 耐震補 強 及び 改 修工 事 費 １１ ９

円、漁港施設整備事業費３７５４万２千円、

選挙が無投票のため、関係費１５３万６千

円を追加計上するが、農業委員会委員一般

００万円、道路維持補修工事費で７００万

００４万９千円、小規模土地改良事業費３

主な内容は、国保日高総合病院負担金 ２

36

任 期 満 了︵ ９ 月
日︶となるため、
引き続き再任に同
意した。
任期は４年。

月 日︶となる前田智教氏を引

職員の勤務時間に関する条例の
一部を改正する条例

人事院規則の一部改正にともない、職員の勤務時
間は午前８時 分から午後５時 分までとする条例。

30

平成 年度災害緊急砂防事業の
分担金条例の制定

30

７月５日の豪雨により萩原、志賀地区において家
屋の裏山に崩土が発生しこれを復旧するため、事業
費３５０万円、受益者より分担金 ％ 万円を徴収
する。
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寺井 武和氏 ︵小池︶
稲葉 直美氏 ︵志賀︶
橋本 進 氏 ︵比井︶
武内 敬治氏 ︵小坂︶

第２回臨時会において、平成 年７月 日任期満
了となる日高町農業委員会委員に、議会から次の方
を推薦。

問 採択基準は。
建設課長 基本的に一軒家になると要介護者の
有無により採択が変わるが、全て現地査定とな
る。

10

教 育 委員会委員に
湯川善行氏

求められた。

に 楠 原 晃 紹 氏 を 推 薦 し た い と、 議 会 に 意 見 を

き 続 き、 今 期 で 退 任 さ れ る 曽 我 修 治 氏 の 後 任

任期満了︵
31

議会は適任とする答申をした。︵任期３年︶

35

23

30

智教 氏
（小浦）
晃紹 氏
前田
（志賀）
楠原
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約４００万円、２級河川災害３６件で約５千万円、被害総額

約２億４,０７０万円となりました。

なお、この金額につきましては、県に報告した被害額でご

ざいまして、確定額ではございません。このうち、浸水され

た家庭については、早速消毒を実施し衛生的な生活環境の確

保に努めました。また、農地、農業用施設及び公共施設の災

害復旧については、今後査定を受けた後、全力を挙げてその

復旧に取り組む所存でございます。

農地災害（久志地内）

10 月
平成 18 年
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町長からの災害報告

去る９月６日～７日発生の秋雨前線による雨量は、最大時間雨量６４㎜、最大日雨量２７４㎜という、記

録的な豪雨に見舞われ、早速被害調査を実施しましたところ、床上浸水５棟、床下浸水４０棟、非住家浸水

９棟、農地の冠水約４０haで、農作物損害額約１００万円、農地災害１３９件で約１億１千万円、農業用施
設災害４０件で約７千万円、砂防災害４件で約４００万円、河川災害４件で約１３０万円、県道災害２件で
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問 町民憲章の序文には、
「人が町をつくり、町が
人をつくる」と謳われて
いる。
資源に乏しい我が国が
生き残り、繁栄してきた
のは、人材によるところ
が大きく、最大の資源が
人材であると言われる。
今後更に三位一体改革
が進展していく中で、地
域の発展の源は、何と言
っても人材にある。
この大切な人づくりを
どう考え、取り組んでい
るのか。
町長 町民憲章は住みよ
い町づくりを目指す目標
であり、住民と行政が一

楠

議員

問 それにかける意欲と
具体的な取り組みは。
町長 大事なことであり、
職員の意見も十分聴きな
がら、取り組んでるとこ

問 今、日高町の行政の
一番の課題は何か。
町長 一番大きな柱は行
政改革である。

つによって親近感も沸き
ます。
毎日、防災無線で子ど
も達の見守り活動を呼び
かけているが、この機会
に学校・家庭・地域ぐる
みでのあいさつ運動へと
大いに展開されてはどう
か。
教育長 家庭・学校・地
域が一体となった取り組
みをしてこそ、より効果
がある。
更に充実した取り組み
を進める。

新一

丸となって町づくりを進
めていくことが行政の役
目と、「人づくり、町づ
くり」の組織を創って取
り組んできた。
問 恵まれた自然を大切
にし、快適で住みよい町
をつくると謳われている
が、その自然も最近は一
段と荒廃が進み、この自
然を守っていくのは大変
なことだ。
風光明媚な海岸線や西
山から眺める景観を多く
の町民は誇りにしている
が、海岸道路を通っても、
草木が茂り、ほとんど実
感出来ないが、どのよう
に取り組まれているのか。
町長 今後、渚の駅で検
討する。
問 朝から大きな声であ
いさつするのは実に気持
ちの良いもので、あいさ

ろである。

問 大多数の住民の総意
であった３町合併、更に
２町合併が破綻となり、
現在、単独自立の道を歩
んでいる中であるが、再
び１市４町による２次合
併枠が提示されてきた。
住民の方々からも、困
惑と不安の声が聞かれる。

２期目の公約に際し、
もっとしっかりした決意
の程を、住民に示すべき
だと考えるが。
町長 今後も、行財政改
革を進め、安心して豊か
に過ごせる町づくりを目
指し、自立の道を更に一
歩前進したい。

役場玄関前の町民憲章

問 町内に土砂災害のお
それのある箇所はないか、
調査しているか。
町長 土砂災害のおそれ
のある箇所については、
調査は全て実施していな
いが、急傾斜、崩壊危険
箇所、地滑り危険箇所、
土石流危険渓流について
は把握している。

問 原谷の口橋谷の土砂
の埋め立て地は大雨に十
分耐えられるのか。

問 急傾斜地、崩壊危険
箇所、地滑り危険箇所、
土石流危険渓流が何カ所
あるのか。
建設課長 急傾斜地崩壊
危険箇所のランクが１〜
３まであり、ランク１は
人家が５戸以上、ランク
２は人家１戸〜４戸まで、
ランク３は民家はないが、 町長 原谷の土砂置場に
住宅立地見込み地。
ついては、森林開発面積
このような箇所が、１ が１ 以下であることか
４８カ所、土石流、危険 ら、森林法における林地
渓流も同じランクで１２ 開発許可を必要とする行
４カ所。
為ではないが、規模及び
地滑り危険箇所は、阿 平成 年当時の地元の意
尾地区・志賀地区の久志 向等を踏まえ、県の指導
で地滑り危険箇所が２カ も仰ぎながら、林地開発
所ある。
許可に準じた行政指導を
行ってきたところである。
現在、土砂置場内に目
立った異常は認められず、
先日の６日から７日の豪

ha

12

議員
進
市ノ瀬

10 月
平成 18 年



雨においても、現地を確
認したが、特に異常が認
められなかった。
今後も関係者との連携
を図りながら、逐次状況
把握に努めるとともに、
もしも異常等あれば適切

な対応を行っていく。

問 工法的に安定計算さ
れているようであるが、
現在、全国的に開発のし
た箇所が災害が発生して
いるようであるが、口橋

谷の土砂埋め
立て地が崩壊
するようなこ
とがおこれば
大災害にむす
びつかないか。
災害が発生
した場合どこ
が責任をもつ
のか。
産業参事 責
任問題が発生
した場合は、
地元・業者と
協定書を結ば
れており、町
が立会人とな
り、災害の補
償については
業者が補償す
る協定書が結
ばれている。

─ その他の質問 ─
二期目の町長の公約

土砂置場（原谷）
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問 今年度に、一部課の
見直しをしたが、議会か
らは十分でないとの意見
があり、秋頃までに再度
検討するとの事であった
が、どのようになってい
るか。
町長 現在 ある課・室
等を８つの課・室に削減
する。

問 現状、教育委員会は
別棟になっているが、今
後もそのままか。
教育長 機構改革の中で
は統合できたとしても、
今のところは難しいと考
える。

問 １課ワンフロアにす
る方が目配りが出来て良
いと思うが予定は。
総務課長 １階の住民福
祉課と生活環境課はワン
フロア可能だが、２階、
企財・総務、３階、建設
・産業・管財・は不可能
である。

14

問 地方分権が進み仕事
量は増え、一方、行革が
進むと職員数を減らさざ
るをえない、しかし日高
町では益々力を入れなけ

当町１階フロア
ればならない分野がある。 ではないかと感じるが。
町長 機構改革を進める
一つ目は、農漁業振興
・観光・新規産業をひっ 中で、その意見も出てい
くるめて、町おこし専任 るので取り組みたい。
担当の設置。
問 課の統合では処遇の
二つ目は防災関連専任
担当を作ってはどうか。 見直しが必ず発生するが、
町長 今後進めて行く中
やる気をなくしては困る。
で十分考慮して取り組む。 職員に十分な動機付け
が必要となる。
一般に、自治体の仕組
みを、執行あって経営無
し、とよく言われている
問 課の編成に当たって
は委託費・備品の購入等
折衝窓口の一元化も必要

問 日高町庁舎は１階・
２階・３階となっており
来庁者は非常にわかりづ
らい。
来庁者に大変失礼な事
になっていないか、視察
に行った長
野県中野市
では、１日
１００名の
受付窓口利
用者がおり
大変好評だ
と言ってい
た。
当町も設
置を検討し
てはどうか。
町長 各課
個々に対応
となってい
るが、実質
は住民福祉
課が受付窓

が、幹部の経営手腕が今
後の日高町を左右すると
考える。
町長、２期目の当選を
された暁には、町長の考
え方が表にでている組織

口になっている。
各課への案内方法につ
いても検討し、サービス
を徹底するため受付窓口
についても十分検討する。

を作ってもらいたい。
そのことについてはど
うか。
町長 日高町発展の為に
職員も努力し取り組む。

好評な長野県中野市の受付案内

議員
正巳
清水

問 県民の生命と財産を
修を促進するため、地震
守る目的で、県と市町村 時の死者減少を目的に、
が連携して昭和 年５月 昭和 年以前に建てられ
以前に建築された木造住 たコンクリート基礎をし
宅に対し、無料の耐震診 ていない住宅に対し、基
断を実施してきたが、町 礎工事をしなくても、壁
内では何棟実施したのか。 に筋交を入れるだけの安
町長 １０２棟である。
価な小規模補強も補助対
象としたが、町内で何棟
対象となるのか。
町長
棟ある。

問 県から壁の補強図ま
で示した通知が来ている
のではないか。
町長 ８月４日に要項改
正の通知を受け、８月
日に県から詳細説明に来
ている。
まだ対象者に通知して
いないが通知する。

0.7

問 耐震改修の補助を受
けられる棟数は。
町長
棟あるが１棟も
改修できていない。
問 県全体での改修率は
１割程度と低いため、県
がなぜ改修できないのか
調査した結果、改修費用
が高額となることと、世
帯主が高齢化しているこ
とが主な要因だと分析し
ている。
当町でのゼロ改修の要
因は何か。
町長 改修費等の問題も
あるが、自分の家は自分
で守るという基本で考え
てもらわないと何もかも
行政と言うわけにはいか
ない。

問 今回の避難重視型の
耐震改修は、避難さえで
きればよいというニーズ
に対応したもので、評点
未満の住宅を 以上に
補強すれば補助対象とな
り、設計料・改修費とも
安価な費用ですむという
県の資料である。

補強イメージ

いか。
町長 広報でのＰＲ、ま
た区長会や防災組織での
説明会等で町民の理解を
得るよう努力する。

前の住宅）を対象。

地震から住民の命を守
るという補助事業の目的
を対象者に理解していた
だく行政側の努力が強く
求められているのではな

個人が、費用対効果等実情に応じて補強レベルを選択できるようにする。

●

28

46

77

56

問 耐震改修が進展しな
い認識では県と差のある
答弁ですが、県は耐震改

0.7

80

議員
性一
中村

10 月
平成 18 年



◎避難重視型

●

今回、追加した補助要件である小規模補強では、基礎の大規模な補強が不要となるため補強費が安くなる。

●

工事費用が高額となり、補強工事に踏み切れない高齢者等災害弱者が多く居住する古い住宅（昭和４５年以

10

10 月
平成 18 年

西岡

議員

問 共働き、核家族の家
庭が増えるなど、日高町
の住民の状況が変わり、
学童保育が求められてき
ている。
住民の状況が変化して
きているという認識は。
教育長 そういう認識は
問 学童保育実施につい
持っている。
て、保護者の方から切実
福祉の側面から考えれ
な声が聞かれる。
文部科学省から、放課
後の子どもの居場所づく
問 サルやイノシシ、タ
りを進める「放課後子ど
もプラン」が発表された。 ヌキ、アライグマなどに
厚生労働省の事業との よる農作物の被害が深刻
関係、予算など研究をし 化している。
状況と今後の取り組み
ていただきたい。
学童保育実施には、ク 方向は。
町長 全町的に被害があ
リアしなければならない
ことが多いが、住民の立 り、特に原谷、志賀地域
の被害が多い。
場にたって検討を。
トタンや電気柵などの
教育長 「放課後子ども
プラン」については今後 補助事業や防除装置の貸
し出し、有害鳥獣駆除等
研究していく。
現在、３小学校には独 おこなっている。
今後、狩猟免許所持者
立した空き教室がない。
また、指導員の確保の を増やし、また、要請に
問題等、大変厳しい財政 応じて有害鳥獣対策等の
の中での問題がたくさん 説明会を実施していきた
あり、検討した結果、開 い。
さらに、イノシシ捕獲
設は無理であるという結
許可頭数を増やすことや
論に達した。
狩猟期間延長を要望して

ば、住民福祉課とも相談
していかなければならな
い。

問 財政面でクリアでき
れば前向きに動けるとい
うことか。
教育長 設置場所、指導
員等総合的に検討し、難
しいという結論に達した。

いく。

問 狩猟期間延長の見込
み は。
町長 現在、 月 日か
ら 月 日までであるが、
月 日まで延長される
見込みと県から連絡があ
った。

15

11

15

─ その他の質問 ─
障害者自立支援法

問 町と県、農協、農家、
猟師、一般住民も巻き込
んで対策チームを作り、
被害対策の研究を進めて
はどうかと思うが。
町長 大事なことであり、
取り組んでいきたい。

15

2

3

佳奈子

学童保育が求められる

７月 日から 日にか
けて滋賀県米原市でケー
ブルテレビの活用、長野

ポーター等アナウンサー
は、市民有志の皆さんが
おこなっている。
議会中継は、一般質問
のみ生中継をおこない、
静岡県では、沼津港航
その他の内容については、
路水門「びゅうお」を見
委託会社が編集作成し、
学した。
行政放送動画番組の中で
この水門は、東海地震
放送している。
で予想される津波から沼
中継等の設備は、合併
津市民を守るため、平成
による議場改修の時点で、
年９月に完成した。
テレビカメラ３台を議場
地震計の作動に連動し、
に設置している。
報」の発行による情報発 水門扉が急降下して閉ま
信︵４︶地域安全サポー る自動制御システムが採
ト車事業︵５︶各種取り 用されている。また、現
組みへの財政支援、等が
おこなわれている。
地域での活動として、
小学校のうち、 小学
校区で子供を見守る組織
が結成されている。 組
織２４６０人の登録がさ
れ、地域住民による見守
りやパトロール、付き添
い等の安全対策が取り組
まれている。
その他、放課後の安全
対策にかかわって、学童
保育や児童館等の取り組
みについても紹介をされ、
学校運営から放課後対策
を一貫して教育委員会が
所管している状況が聞か
れた。
上田市では、 年４月
から、県警から２名の警
察官の派遣を受け、生活
安全の担当職員として配
置されている。
また、防犯指導員によ
る「上田市安全パトロー
ル隊」が、週末の駅前パ
トロールをはじめ、通学
路でのパトロールも実施
している。
子供の安全対策の取り
組みでは、︵１︶替え歌
等による子供の安全意識
の高揚対策︵２︶青色灯
装着車によるパトロール
の実施︵３︶「防犯速

14

地管理棟における操作の
ほか、沼津土木事務所か
らの遠隔操作もできる設
備を備えている。
この水門によって守ら
れる面積は
、人口は
約９千人である。
また、静岡県防災セン
ターでは、起震装置によ
る地震体験や津波シュミ
レーションシアター見学
のほか、家屋の耐震補強
工法、家具の転倒防止、
備蓄品など防災全般につ
いて学んだ。

全高約４０ｍの水門「びゅうお｣（沼津市）

上田市にて

15

県上田市で安全なまちづ
くり、静岡県で防災対策
について視察研修をおこ
なった。

米原市では、当町と同
じＺＴＶによるケーブル
テレビが整備されている。
行政チャンネルでは、
市政ニュースや特集番組
などの動画放送と市役所
からのお知らせやイベン
ト情報、出生・死亡など
の文字放送が
流され、文字
放送には音声
を重ねて放送
している。
行政チャン
ネルの内容に
ついて、企画
等は担当課で
おこない、動
画放送の撮影、
編集等の制作
は委託会社に
よっておこな
われている。
文字放送のナ
レーションや
動画番組のリ
議場放送設備を見学（米原市）

50
ha

10 月
平成 18 年
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７月 日米原市で、ケ
ーブルテレビを活用した
農業や商工業の振興等へ
の活用について説明を受
けた。
米原市では、株式会社
ＺＴＶの回線を使用して、
「伊吹山テレビ」という
愛称のチャンネルで、映
像と音声により、地域に
７月 日に滋賀県米原 密着した行政情報や地域
市、 日に長野県中野市、 情報全般について、わか
日は静岡県沼津市にて、 りやすく発信している。
放送内容は、情報政策
それぞれ視察研修をおこ
課が企画、会社が撮影し
なった。
て、番組として制作して
おり、農業面で
は、地域の特産
品やほ場整備な
どの紹介、防除
等の啓発など、
また、商工業面
では、工業団地
内の工場の新製
品の紹介などを
取材したものを
放映している。
26

日、中野市にて、
「農業集落排水事業、堆
肥化施設の活用及び今後
の取り組みについて」説
明を受けた。
中野市は、平成 年４
月、豊田村と合併し、人
口、４万６千人余り、面
積は約１１２平方キロメ
ートルとなっている。
市内には、農業集落排

水事業で
処理区、
公共下水
事業では、
６処理区
が供用を
開始して
いる。
農業集
落排水事
業の処理
区から発
生した汚
泥は、農
地に還元
すること
を基本と
して、平
成 年度に、９億５千万
円あまりをかけ、堆肥化
施設を建設した。
各処理施設から発生し
た汚泥は、移動脱水車で
脱水して、この施設へ持
ち込んでいる。
１日に トンの持ち込
みが可能で、キノコ栽培
で使用後の廃オガと混合、
発酵させ２〜３ヵ月をか
けて、堆肥化している。
製品は１日に、 ㎏ の
袋で、 袋が製造可能と
なっている。
堆肥化された製品は、
下水処理場に併設した堆肥化施設（中野市）
2.2

34

今のところ、モニターに
利用してもらい、利用の
促進を図っているが、将
来は有料販売を目指して
いる。
現在、水洗化率も約６
割であることや、供用を
開始して間もない施設も
あることなどのため、計
画の半分ぐらいしか堆肥
化はできていない。
なお、処理方式の違い
などで一部は、民間の堆
肥化施設へ持ち込んでい
るが、コストとしては、
民間委託の方が安くなる
とのことであった。
また、公共下水事業か
ら排出される汚泥につい
ても、その約２分の１は、
同様の施設で堆肥化して
おり、１袋２００円で販
売している。

移動脱水車

24

ミキサー体験をする委員

11

15

今後の課題としては、
水洗化率の向上に努める
ことのほか、製造された
堆肥の販売先の確保や施
設の維持管理費が多大と
なることを挙げていた。

翌 日は、沼津市の沼
津港に建設された大型展
望水門を視察した。

Ｋ・Ｎ

心も体もあったかく

で進みます。

ら秋から冬へと駆け足

さて、季節はこれか

ました。

心があったかくなり

か。

のことだったでしょう

んだのは８年くらい前

子どもの教科書で読

行の詩。

ずと」というたった

「わたしと小鳥とす

あります。

金子みすゞさんの詩が

んないい。」で終わる

「みんなちがってみ

編集後記

26

して下さいね。

この広報紙は再生紙を使用しています。
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