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六 月 定 例 会

第 ２回定例会は６月 日から 日まで、８
日間の会期で開催した。
今定例会には諮問１件、議案９件が提案さ
れ、慎重審議の結果、それぞれ原案のとおり
可決した。

一般会計補正予算

問 農業振興費の野菜花
き産地活性化とはどのよ
うな事業か。
産業建設課長 農協が事
業主体となり、施設園芸
栽培に空気循環ファンを
導入する事業である。
問 事業負担割合と対象
者は。
産業建設課長 事業費は
３６０万３千円、県が３
分の１、町も３分の１以
内を補助、農協は農家に
対して ％を補助してお
こなうものであり、対象
者はミニトマト部会の
戸である。

16

23

既定の予算額に４０４万４千円を追加し、総額
億９２０４万７千円とする。
主な内容
４月１日付の人事異動による人件費の減額がある
が、農業振興費で１１４万４千円と、小規模土地改
良事業費で４８０万円の追加等。

ハウス内に設置予定の循環ファン

10

問 小規模土地改良事業
費のそれぞれの内訳は。
産業建設課長 中志賀地
内早津川の口池護岸工事
１８０万円、小池地内大
谷池底樋ゲート設置工事
２００万円、萩原地内西
光水路工事１００万円と
なっている。

問 全体的には引き下げ
改正であるが、一人当た
りの税額はどの程度引き
下げられるのか。
税務課長 １３００円程
度引き下がる。

日 高 町 国 民 健 康保 険 税
条 例 の 一 部 を 改正

地方税法等の一部
改正にともない、国
民健康保険の被保険
者に係る税率の改正
をおこなうもの。

日高町使用料及び手数料
徴収条例の一部を改正

ることから、条例改正に
ついては４月 日付けで
専決処分すべきであった。
今回の提案となり誠に
申し訳ございませんでし
た。

昨 年 ５ 月 の 戸 籍 法 改 正 に よ り、 そ の 規
定 が 変 更 さ れ た の で、 本 条 例 の 一 部 を 改
正 す る も の。

問 戸籍法の改正が昨年
の５月、施行が今年５月
１日、そして条例改正の
提案が６月議会となって
いるが、議決日までの空
白期間は支障はないのか。
住民福祉課長 閣議決定
が遅れたため、４月以降
窓口では、住民の方々に
説明しながら実施してき
た。
町長 本来、改正戸籍法
は５月１日より施行され

30

33

16

平成

年第１回臨時議会

第１回臨時議会は５月 日に開催し、報告７
件、議案１件が提案され、慎重審議の結果、そ
れぞれ原案のとおり承認、可決した。

一般会計補正予算

65

てろ過しなければならな
い時期が数ヵ月あり、こ
れらの原因等で３年半で
交換せざるを得なくなっ
た。
町長 ５年の耐用年数の
中で、今回の件で会社と
交渉の結果、３年半分は
町負担、１年半分は会社
負担となった。

反対討論

75

主 な 内 容 は、 給 水 収 益 と し て、 水 道 料 金 改
定 に よ る ２ ４ ０ ０万 円 の 増 額 と 、 資 産 購 入 費
と し て 萩 原 浄 水 場 の Ｕ Ｆ 膜 ４系 統 分 を 購 入 す
る ２ ８ ２ ２万 ４ 千 円 の 増 額 等 。

上下水道課長 メーカー
では、耐用年数は５年と
なっている。
今回浄水場工事に際し
て、原水を直接膜を通じ

問 この議会に提案した理由は。
町長 去る５月 日に発生した中国の四川大地
震で、小中学校の校舎が倒壊し、多くの死傷者
が出たことから、１日も早くこの工事を着手し
て安心したい。

専決処分

地方税法の改正により、最高限度額が 万円
から 万円と３万円の増額。
世帯内の被保険者全員が 歳以上 歳未満の
世帯の世帯主で、年額 万円以上の年金受給者
に対して、特別徴収をおこなう等の改正。

日高町国民健康保険税条例の一部を改正

12

年金からの特別徴収は、特に低所得の人が厳
しい状態に置かれることが考えられることから、
反対する。
西岡 佳奈子 議員

65

問 当初ＵＦ膜の耐用年
数は何年を見込んでいた
のか。
また、膜を交換せざる
を得なくなった理由は。

20

規定の予算額に３３６万４千円を追加し、総
額 億８８００万円とする。
補正内容は、緊急地震速報接続工事費３３６
万４千円の増額。

30

18

人権擁護委員に
鵜上 桂子 氏

33

68

水道事業会計
補正予算
任期満了にともない、引き続き人権擁護委
員として推薦したいと諮問があり、全員一致
で適任と認めた。任期は３年。

ろ過装置ＵＦ膜（萩原浄水場）

月

7
平成 20 年
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問 家庭ゴミの分別につ
いて問う。

市ノ瀬

町長 ゴ
ミの分別
について
は全戸に
分別表お
よび日程
表を配布
しており、
大半の町
民の方々
に理解し
てもらっ
ている。
しかし
ながら、
担当課か
らは各地
域におい
て、一部
の方によ
る不法に
放置され
る行為に
より、大変苦慮されてい
るとの報告を受けている

レジ袋で不法に捨てられている

進

議員

に困っているとの指摘が
あった。
町としても今までもい
ろいろと啓発して、指導
に当たっているが、今後
も引き続き啓発をして、
担当課によるパトロール
にも力を入れていきたい。

のも事実であり、残念に うに設置したが、現在は
問 温泉館
思うが、ゴミ処理につい 残念ながら指定袋以外の
ての基本的な考え方とし ゴミが多く、また土・日
の入館料を
て、ゴミステーションは 曜日の夜に大量にゴミを、
現状のまま
各地域の方々で管理し、 ゴミ収集箱以外の場所に
でなく燃料
町が指定袋等のゴミを指 放置が目立つ。
費の高騰分
に対し、値
定日に収集している。
その対策は。
町長 ゴミ収集箱以外の
町の指定以外でのゴミ
上げを考え
ていないか。
出しおよび不法に投棄さ 放置ゴミについては不法
町長 日高
れた場合、業者は収集で 投棄対策として、看板等
郡市９温泉
きなく、警告ステッカー 設置し解消に努めている
施設で設置
を貼り対応している。
が、効果も上がらず苦労
している
そのため各地域で管理 している。
「ほのぼの
されている皆様には大変
今後も地域との連携に
日高温泉協
ご迷惑をかけている。
より、知恵を出し合い取
町としては、そのよう り組んでいきたいと考え
議会」で使
な行為に対し環境袋での ている。
用料の値上
対応をするほか、あまり
げを検討し
にもひどい状況の場合は、 問 基本から直さないと
ようという
地域の皆様に協力を求め、 何年経っても、繰り返し 意見も出ている。
今後連携をさらに密に
対処している。
だと思う、町として今後
どのような対策をしてい し、十分協議をおこない
くのか。
対応していく。
町長 以前から夏場に海
水浴客等で海岸線も非常
問 ゴミ収集箱を設置し
た目的は、犬・猫・カラ
ス等に袋を破られないよ

問 小中学生の携帯電話
所有率は。
教育長 内原小が２６５
人中 人で８％、志賀小
が１７１人中８人で４・
７％、比井小が 人中１
人で１・４％、小学生全
体で５０９人中 人で６
・１％である。
日高中は、２年生が

73

31

人中 人で ・３％で最
も高い所有率であり、中
学校全体では２１５人中
人で ％である。
21

56

36

問 今後、当町また周辺
地域においても、携帯電
話の所有率は高くなると
考えられる。
早急に検討しなければ

26

使用方法が問われる携帯電話

いけないと考え
るが。
教育長 携帯電
話は、社会全体
でみると大変便
利なものである。
しかし反面、
子ども達へ害を
及ぼす、被害に
遭うということ
も事実である。
携帯電話が、
わが子に必要か
どうか、家庭で
十分検討してい
ただくように指
導している。
問 生徒にどの
ように指導して
いるか。
教育長 小中学
校とも児童生徒
には、原則的に
学校への持ち込みを禁止
している。
全校集会、学級会活動
を通じて児童生徒に県教
育委員会から配布された
ＣＤ（ 年ネット・安心
安全教室「携帯電話とイ
ンターネットの安全な利
用」）を使って指導して
いる。

19

議員
正之
玉置

月

7
平成 20 年
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80

また中学校では、パソ
コンを使用する際に、イ
ンターネットや携帯電話
の使用方法を指導してい
る。

問 有害情報を遮断する
フィルタリングサービス
を利用するように保護者
の方々と話し合いをして
いるか。
教育長 国において設置
されている教育再生懇談
会で次の３点が提案され
ている。
１点目には、必要のな
い限り、小中学生が携帯
電話を持つことのないよ
うに、保護者、学校を始
め、関係者が協力する。
２点目には、小中学生
が持つ場合には、通話機
能等に限定したものが利
用されることを推進する。
機能を限定した携帯電
話の開発と普及に携帯電
話事業者も協力する。
３点目には、小学生の
携帯電話のフィルタリン
グのあり方について、今
後さらに検討する。
このことを踏まえて、
当町においても、さらに
指導強化していきたい。

問 今後の対応は。
教育長 ＰＴＡ総会・学
級懇談会・家庭訪問・個
人面談で保護者に対して
話し合いを持ち、また、
プリントを配布し、さら
に啓発をしていく。

問 あいさつの大事さを
問う。
教育長 子どもの教育は
あいさつから始まるとい
っても過言ではない。
また、地域の安全安心
にもつながり、コミュニ
ケーションにもなると考
える。

問 あいさつ運動は、ま
ず家庭からと思うが。
教育長 家庭教育・学校
教育・社会教育の３つの
教育すなわち地域全体の
教育が必要である。
一番基礎となるのが家
庭がしっかりしているこ
とである。


月

7
平成 20 年

議員
滋明
天満

問 昨年から派遣会社と
保育士派遣の契約を結び
保育行政をおこなってい
るが、この方法を取り入
れる際、町長はさらなる
保育行政の向上に務める
と説明されたが、私には
そう見えず、逆にサービ
スが低下しているのでは
ないかと思う節がある。
それは、昨年からも耳
に入っていることだが、
派遣保育士だけによる添
乗で、保護者から「以前
のように正規の保育士さ
んも含めて全員がバスに
乗ってほしい。」という
声があることである。
これについては、私も
長年通園バスに乗務して
おり、自身の体験からも
保護者の気持ちがよくわ
かる。
それは朝夕の乗降のわ
ずかな時間に、保育所で
のわが子の身体等の様子
について、担任の保育士
と直接会話できることに
意義がある。
私は、このことについ
ては本当に良いことだと
思うが町長はどうか。
町長 契約書の中で事故
の際、責任問題の処遇等

契約の中では乗れな

で今の時点では正職員は
乗れないということであ
る。
問

いとのことだが、気持ち
として以前のように全員
の保育士が乗るようにで
きないか。
町長も良いことだと思

問

それなら

問 昨年の３
月議会で「今
までの正職員
はバスに乗る
のですか、乗
らないのです
か。」との問
いに「４月は
乗っていただ
きます。」と
の答弁をいた
だいた。
契約の中で
乗れないと主
張するのであ
れば、それは
乗せたら駄目
ではないか。
町長 契約の
中ではそうい
うことになっ
ているが、初
めてのことだ
ったので乗る
ように対処し
たと思う。

っているのでは。
町長 私は心の中では十
分わかるが、現状のまま
でいきたい、変更する考
えはない。

楽しいバス通園

ば５月からも乗っていた
だいたら良いのでは。
町長 先ほどから答弁し
ているように、万一事故
が発生した場合を考慮し
た中で、会社と契約して
いるので乗っていないと
いうことである。

問 契約の中で、職務に
ついてびっくりしたこと
がある。
それは比井保育所の派
遣保育士１人が、年間を
通して毎日バスに乗って
いることである。
今年、その人は当町に
は来ていないが、契約し
ているからとはいえ、正
職員との格差が言われて
いる中、この職務に対し
格差はないのか。
町長 派遣保育士さんに
はご苦労だが、本人も納
得し会社との話合いの上
で仕事をしてくれている
と受け止めている。

問 比井崎地区から中学
校に 人、高校に 人の
生徒が自転車で通学して
いる、下校時の遅い時に
は暗い坂道を自転車をつ
いて帰っている。
しかし小坂峠には、山
側の高いところに照明が
あるものの、あまり効果
がない。
しかも６割の
人が女性であ
り、ある女子生
徒の父兄は帰り
は志賀まで迎え
に行くとも言っ
ており、大変気
になるところで
ある。
歩道の上に照
明を付け替えす
るか、また、他
の方法を早急に
検討していただ
きたい。
町長 防犯灯か
ら歩道まで距離
があり、十分な
照度となってい
ない状況である。
限られた予算
ではあるが増設
を検討したい。

犯罪抑止のため、小

坂峠に防犯カメラの設置
はできないか。
町長 設置し「防犯カメ
ラ作動中」の看板を掲げ
ることは、予防、抑止の
上で効果があると考える。
今後関係機関と調整す
る。

問 家庭か
らでる廃天
ぷら油は平
均年間４㍑
と言われて
いるが、ほ
とんどは、
新聞紙に染
みこませた
り、固めた
りしてゴミ
として処理
されている。
地球温暖
化等、環境
問題が深刻だが、廃天ぷ
ら油を精製し軽油代替燃
料として生まれ変わり、
エコ燃料として再利用さ
れているのを十分理解さ
れているか、ＰＲ不足で
はないか。
現在、月一回役場での
回収（太陽作業所）とな
っているが、地区単位で
の回収はできないか。
太陽作業所並びに
町長

問 現状、太陽作業所の
必要量の確保はできてい
るのか。
住民福祉課長 目標２５
００㍑に対し、確保見通
しは１５００㍑ですので
まだ必要であると聞いて
いる。

区長さんと相談の上取り
組んでいく。

廃天ぷら油が軽油に生れ変ります

問 今後の計画において
県道、町道に歩道を付け
る場合には、両方共に明
るくなるような設計に指
導していただきたい。
産業建設課長 十分担当
者と協議しながら進めて
いく。
問

照明の改善が必要
大変暗い小坂峠

議員
正巳
清水

月

7
平成 20 年
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問 来年度から新しい学
習指導要領の移行期間と
なり、小学校５、６年生
に英語活動を週１時間お
こなうこととなっている。
日高町ではすでに小学
校３年生から英語活動が
おこなわれているが、経

過および今後についてど
う考えているか。
教育長
年度より、３
年生から総合的な学習の
時間を活用して「英語活
動」を実施している。
小学校での英語活動が
必修化されると、その時

授業風景（内原小学校）

に教師自身が戸惑うこと
も懸念されるため、経験
を積んで、慣れていくこ
とが重要と考え導入した。
今後も継続していきた
い。
問 英語担当の先生やＡ
ＬＴの先生の
配置など、担
任まかせにし
ない取り組み
を進める必要
があるのでは
ないか。
また、もっ
と先生方とも
話し合いをし、
どんな形で進
めていくのが
一番子ども達
にとって良い
方向になるの
か、議論を深
めていただき
たい。
教育長 人的
なことについ
ては、財政の
こともあるの
で執行部とも
十分検討して
いきたい。

者の健康を守る事ではな
く、医療費を抑える事が
目的となっている。
医療費全体を抑えなけ
ればならないという考え
方そのものがおかしい。
医療費を引き上げてい
く立場に立てば、今問題
となっている医師不足、
看護師不足なども解消の
方向に向かう。
国の歳入、歳出全体を
見直す中で、医療費を確
保していくことは十分可
能だと考える。
今ある後期高齢者医療
制度を良くするというこ
とではなく、一旦廃止を
してもう一度考え直す事
が必要。
そういう働きかけをし
ていただきたい。
町長 高齢者の方々にと
って十分な制度になるよ
う、国に働きかけたい。

問 後期高齢者医療制度
の廃止を国に対して求め
るべきだと思うが。
町長 国の動きを見守り
つつ、高齢者の方々にと
って十分な制度になるよ
う、各市町村長と協調し
て国に働きかけたい。

問
歳以上の人に対す
る人間ドックの補助制度
を設けてはどうか。
十分勉強したい。

─ その他の質問 ─
ため池の防災対策

町長

問
歳以上の人も町の
おこなうガン検診が受け
られるが、申し込み方法
が分かりにくくなった。
申し込みの現状などか
ら考え、きちんとした申
し込みができていなくて
も、検診を受けられるよ
うな態勢を取る必要があ
ると思うが。
町長 十分勉強したい。

問 後期高齢者医療制度
を定めた法律では、高齢

75

75

議員
佳奈子
西岡
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①日高町志賀字上ノ谷１２３２番地（写真）
②日高町志賀字赤坂４８８８番地２
③日高町池田字小井７９０番地４

面積 ５５８．８３㎡
面積 ２８５．７４㎡
面積 ６２１．５７㎡

内３カ所（鑑定済み）を
視察した。
町としては、条件付き
での売却を考えており、
まずは地元区に紹介し、
活用するように」との提 申し込みがない場合には、
言を受けていたことから、 町内を対象に公募する。
６月 日に、町有財産の

議会毎（年４回）に編集する
「議会だより」委員全員がそれ
ぞれの役割（写真・議事録整理
・レイアウト・読み合わせ等）
を分担し、印刷以外は全て、手
作りで３〜４日かけて仕上げて
います。
町民の方々にわかりやすく・

読みやすく・読みたくなる内容
に心掛けています。
中身については、リアルタイ
ムとまでは行かないものの議会
から見る行政運営また議員提案
をお知らせしています。
これからのまちづくりに対し、
ご意見等お待ちしています。

和やかな雰囲気で編集作業が進みます

委員会レポート

昨年、９月議会の監査
報告の中で「町有財産に
ついて、売却等含め有効
19

月

7
平成 20 年
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月

7
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ンターネットの活用や情
報倫理などについて、幅
広く、年間１７８時間の
実習をおこなっている。
そうした中での、コン
ピュータ年間経費は、機

難しいが楽しいな

一方、防災対策につい
ては、各学校において、
対策マニュアルはできて
いるが、これに添った訓
練を重ね、体感させるこ
とが最も重要である。
本年度より、各学校に
地震速報サービスが導入
されるが、地震時におけ
るロッカーなどの固定の
不備が見られた。

皆様方のお手元に届
く頃には、ガソリンも
１㍑２００円になって
いるかもしれません。
食料品等の値上げに
よる家計の圧迫・世界
情勢の変化による景気
減速・凶悪事件・地震
等々、毎日と言っても
いいくらいに暗い話ば
かりです。
そのような中で、地
方自治体としては「協
働」による町づくりが
不可欠である。
議会としても先見の
明がある組織として日
々、研鑽を積むよう心
がけて行かなくてはい
けない。
また、機械が作動しな
「議会だより」は、
かった場合など、二段構
町民の皆様方と議会を
えの対策に欠けているな
つなぐ架け橋として広
ど、今ひとつ危機感が希
く活用していただけれ
薄であると、全委員の一
ばと思います。
致するところであり、今
皆様方からのご意見
後、早急に万全の対策を
・ご感想をお待ちして
強く求めたところである。
います。
金 﨑

この広報紙は再生紙を使用しています。

器、ソフトも含め、５年
間のリースで、小学校で
は９４１万７千円、中学
校では４５２万３千円、
年間１台当たり、いずれ
も 万円となっている。
今後は、機器の一括購
入等も含め、さらなる経
費の削減のためにも、十
分な検討をすべきと考え
る。
11

倒れ止めなどの処置が必要だ

委員会レポート

当委員会は、去る５月
日、防災対策・コンピ
ュータ教育などについて、
内原小学校、日高中学校
を視察した。
まず、内原小学校で、
６年生のコンピュータを
使った授業を視察、小学
校での教育目的は、コン
ピュータに慣れ親しむた
めのものであり、２年生
は週１回、３年生以上は
週２回実施しているとの
ことであった。
また、中学校では、イ
28

