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一般会計補正予算
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問 細かな改正案となっ
ているが、基礎課税につ
いては全てがアップ、後
期への支援分、介護費に
ついては増額の分と減額
の分とが提案されている
が、一人あたり、世帯あ
たりではどうなるのか。
税務課長 一 世帯あたり
平均２６００円、一 人あ
たり２４００円程度のア
ップとなる。

西岡

佳奈子

議員

町民被保険者の収入が
下がっている中で、税収
の確保が出来ないから税
率を引き上げる、少しで
もそれを抑えるための努
力をしていただきたかっ
たという考えから反対す
る。

反対討論

基礎課税分の引き上げ、後期高齢者支援金等課
税額の引き下げ、介護納付金課税の引き下げ等。

日高町健康保険税条例の一部を改正
億６３４

問 内原小学校屋根改修
工事費が計上されている
が現状はどうなっている
のか。
教育次長 既設の防水シ
ートが損傷してきており
放っておくと雨漏りの原
因となるため、今回夏休
み中に塗膜防水工法で改
修すべき予算を計上した。

博 愛 園 み ち し お

既定の予算額に５８０７万２千円を追加し、総額
７万１千円とする。

今回の増設で 床とな
り、 特 養 と な る こ と で、
介護報酬が下がると町か
らの介護給付費負担金の
軽減、更に利用者負担も
軽減となり介護保険料へ
の負担も軽減となる。
また、この増築により、
水道使用量、下水道料金
のアップも見込まれる。

問 斎場駐車場造成工事
費２０５万円の内容と駐
車台数は。
町長 ４１４㎡を借用し
造成して、 台程度駐車
できる。
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―主な内容―
認知症高齢者グループホーム潮風ひだか建設補助金３７０
５万円、博愛園みちしお増築補助金１０００万円、斎場駐車
場関係費、２１２万５千円、緊急雇用創出臨時特例基金活用
事業不法投棄ゴミの撤去委託料４５０万円、内原小学校屋根
改修工事関係費５８８万３千円の増額等。
問 グループホーム潮風
ひだかの内容とその財源
内訳は。
住民福祉課長 今 回 新 設
の潮風ひだかは平成 年
４月１日開設予定で 人
を対象とした認知症対応
型グループホームで、３
７０５万円はすべて県費
補助です。

問 クエのぼり設置工事
費 万円の内容は。
産業建設課長 鯉のぼり
と同じようなもので、ク
エの町をＰＲすべく産湯
海水浴場に一基設置する。
クエのぼりそのものが
約 万円程度、支柱立て
込みが 万円程度で計画
している。
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第２回定例会は６月 1 ５日から２２日まで、８日間
の会期で開催した。
今定例会には報告６件、議案４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。
内 原 小 学 校

34

問 博愛園みちしお増築
への町単独補助１０００
万円のメリットは。
町長 現在日高町在住で
博愛会で 名雇用されて
いる。
今回 床増築されると
更に 名程度の雇用が見
込まれ地元雇用が期待で
きる。
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2
月

7
平成 22 年

六 月 定 例 会

問 今年に入り、町長に
対し、多くの団体から次
期町長選への出馬要請が
相次いでいる。
２期８年における
学校給食の実施や乳
幼児医療の無料化拡
大、下水道事業の推
進等々の実績が、高
い評価を受けたもの
であると考える。
体調も十分な様子
でもありますし、当
然出馬を考えている
のではないかと思う
が、任期も残すとこ
ろ後４ヶ月となっ
た、このあたりで、

正巳

議員

微力ではあるが、住民
福祉の向上と、町政発展
の為、今秋の町長選挙を
目指して参りたい。

開館以来 周年を機会
に、高齢者を中心とした
福祉サービスの充実、一
方では観光の柱として、
委員会での協議内容も十
分考慮の上、健全な運営
に向けより一層努力をし
たい。
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問 食料品
などの日常
の買い物が
困難な「買
い物弱者」
と言われて
いる方が、
全国で６０
０万人に上
ると言われ
ている、日
高町でも数
百人が対象
だと考える。
又病院等
移動手段の
確保も益々
深刻になっ
てきている
が、福祉タ
クシー券助
成の対象者
拡大や、配
食サービス
の充実等、
買い物弱者

の対策を次期公約に組み
入れていただきたい。
町長 当 町 に お い て も、
急速な高齢化の進展と共
に、今後も増加するもの
とみられることから、自
治体と民間業者が協力体
制を進め、買い物弱者の
対策等々を次期公約に組
み入れ、健康で安心して
豊に暮らせるまちづくり
を進めて参りたい。

問 今日高町には 才以
上の方が２１２８人おら
れ、これから益々困難者
が増えてくる。
移動手段としてはコミ
ュニテイバス・デマンド
バスの考えもあるが、と
りあえずは町内の実態を
早急に調べて、次の段階
に入って頂きたい。
町長 町全体の中で大事
な事であるので、十分検
討する。

65

清水

態度を明確にしてはどう
か。
町長 術後の検診を受け
たところ健康面は全く問
題ないとの診断をいただ
いた。
私の任期も、後僅かと
なったが、年明けから多
くの方々から出馬要請を
いただき、力強い激励を
受けている。

問 日高町発展の為、３
期目に向け、頑張って頂
きたいが、やり残してい
ることもある。
温泉館については何ら
かの対策をして行かねば
大きな負担
となってく
る事は間違
いない、ど
んな考えを
持っている
か。
町長 近年
の入館者数
の減少等に
より厳しい
運営を強い
られ強い危
機感を持っ
ている。

３期目めざし出馬表明

月

7
平成 22 年

3

4
月

7
平成 22 年

問 全国で年間１万人以
上が発症し、３５００人
が死亡されている。
昨年 月に予防ワクチ
ンが国内で初めて承認さ
れ、 月から任意接種が
始まった。
歳以上から接種でき
るとのことである。
当町の子供の将来を考
えると、町内小学生・中
学生を対象に実施される
ことを強く望むものであ
る。
町長 予防接種が大変有
効でワクチンで唯一予防
することが出来るガンと
いうことです。
子育て支援や少子化対
策に取り組み、大事に育
て上げた貴重な人材を失
うことは社会にとって大
きな損失であり、次代を
担う人材を大切に育てる
ため、或いは、ご不幸な
家庭を少しでも減らすた
め、予防接種が出来ない
ものかと考えましたが、
医療費の無料化を中学生
まで引き上げを決めてお
りましたので、財政負担
のことも考え、接種を見
送りした。

問 町内一学年女子生徒
結果、人口減に歯止めが
名程度であり、ワクチ 掛かっているように思わ
ン接種は一人３回必要で、 れるが、今後人口増加に
接種費用は一回で１万７ 向けた取り組みが、大き
５００円、３回で５万２ な行政課題になると思う
５００円掛かるが、若い が。
町長 近隣
将来ある子供達の為に、
年間２００万円程度支出 市町村と比
してもよいのではないか。 較して、土
将来花も実を結ぶであ 地が安価で
ろう子供達の為に早い時 あることの
期に実施していただきた ほか、町内
全域の地籍
いと思うが。
町長 出来るだけ早いう
調査が完了
ちに実施したい。
し、境界が
明確になっ
た。
また下水
道事業が町
内全域で完
了したこと
などが、民
間業者によ
るアパート
建設や宅地
分譲が進む
要因となり、
加えて、医
療費無料化
の対象年齢
の拡大や、
０歳児保育、
学童保育な
どが、転入
問 日高町は
地理的条件が
よく、また町
長の決断によ
り、他の近隣
市町村よりも、
いち早く少子
化対策等に取
り組み、中学
卒業まで医療
費無料化、０
歳児保育、学
童保育の充実
等、子供の育
てやすい環境
整備を行った

増加に影響していると思
う。
今後も、財政運営の健
全化に努めるとともに、
さらなる行財政改革を積
極的に推進し、子供から
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お年寄りまで、健康で安
心して暮らせるよう各種
施策を講じ、人口減少の
歯止めにつなげたい。

増える住宅

議員
正之
玉置
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問 ３期目の町長の公約
を聞く。
町長 私なりに１期・２
期目は、土を耕し、種を
まき、水をやり、肥料を
まき、大きく育ててきた
ことで、一定の成果があ
ったものと認識している。
３期目はこれに花をさ
かせ実を稔らせるよう誠
心誠意、努力することを
考えている。
現在策定中の長期総合
計画に基づき、少子高齢
者対策の推進、東南海・
南海地震に備えた防災対
策の充実、農漁業、商工
業、観光産業の振興、県
道を主軸とした道路交通
網の整備等々に加え、自
治体と民間業者が連携し
ながら買い物弱者対策に
取り組むほか、財政運営
の健全化に努め、さらな
る行財政改革を積極的に
推進し、子供からお年寄
りまで、健康で安心して
暮らせるような各種施策
を講じ、活気あるまちづ
くりを考えている。
問 東内原地区の加入者
等、萩原・荊木・高家等
の加入者数及び現在宅内
工事の完了数について。
町長 東内原地区の加入
及び接続状況で、５月末
現在萩原地区では２２７
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接続率増を待つ高家処理場
件加入者に対し、宅内接
続が１２５件で、 ・１
％、荊木地区は２４６件
の加入者に対し接続が１
２８件で ・１％で、処
理区合計では８３９件の
加入者に対し３７４件で
52

・６％の接続状況であ
る。

問 平成 年から着手し
い宅内工事が３年以内と
なっているが現在萩原荊
木地区で ％であるが
年３月までに完成が出来
るのか。
上下水道課長 下水課と
しては、出来るだけ多数
の方に接続していただく
ように努力して、１００
％に近づけられるように
頑張っていきたいと考え
ている。

44

23

20

52

問 数年前に
つくり子供連
れの方が多く
利用されてい
るが、公園又
はトイレをも
っときれいに
すべき、管理
はどの課でさ
れているのか。
町長 住民福
祉課と上下水
道課で管理して清掃業者
とも関連があり見張りを
しているような状況であ
り、今後二度とそんな問
題を出さないような指導
をして、課挙げて皆さん
に喜んで頂くよう取り組
んでいきたいと思ってい
る。

宅内配管工事現場

議員
進
市ノ瀬

月

7
平成 22 年

5

6
月

7
平成 22 年

議員
佳奈子
西岡

問 阿尾不毛の価値をど
うみるかということが今
後の取り組み方に関わっ
てくる。

問 阿尾不毛一帯につい
て県が園地計画にとりか
かったという報道があっ
た。
現在、実施計画にとり
かかっているときく。
計画の策定、整備にあ
たっては地元住民や町、
生物、地質などの専門家
の意見や要望の集約、反
映が不可欠。
計画の概要、また今後
の事業の進め方は。
町長 遊歩道、自然資源
の案内標識を中心とした
散策路と駐車場、野鳥観
察小屋などの整備を考え
ていただいている。
設計初期段階から環境
関係有識者、町および教
育委員会、地元区、県道
管理者などの意見を聞い
て設計を進めると聞いて
県と話をしたい。
いる。
建設課長 維持管理を町
町内の意見を集約調整
し県に要望していきたい。 が持つとなった場合、経
費のことも考えなければ
ならず、そのことも考慮
し検討していきたい。
問 現在の県の計画の中
には公衆トイレが含まれ
ていないが、どう考えら
れているか。
町長 県内外から観光に
きていただくとなると公
衆トイレが必要だと思う。

問 周辺町で相次いでシ
ルバー人材センター事業
がスタートしている。
高齢者の就労や社会参
加の場を広げ、住民生活
の身近なニーズに応える
など高齢化社会の中で求
められている組織である。
設立主体がどこになる
にせよ準備段階でリード
していかなければならな
いのは町である。
設立に向けての取り組
みを。
町長 安心して任せられ
る委託先が確保できなけ
れば難しい。
広さ的には県内一の規
十分研究検討したい。
模、野鳥やトンボ、ヨシ
問 シルバー人材センタ
の群落など、貴重な自然
環境だといわれている。 ーが必要と考えられてい
地元の皆さんや学者さ ないのか。
町長 高齢化社会に向け
ん等の意見を十分調整し
て取り組んでいただきた て必要になってくると思
っている。
い。
町長 喜んでいただける
やはり町がリードしな
よう取り組んでいきたい。 ければ進まないと思うの
で、関係者にも集まって

公園整備が予定されている阿尾不毛

いただき、いい方向にな
るよう取り組んでいきた
い。
会員さんが何人くらい
集まってくれるかという
ことも問題だと思う。
真剣に研究検討してい
きたい。

問 立ち上げの準備段階
で県の補助金もある。
県や労働局にも相談し、
取り組みを進めていただ
きたい。
町長 取り組んでいくと
いう事でご理解いただき
たい。
事務局、芯になる人が
一番大事だと考えており、
そのことも十分勉強させ
ていただきたい。

問 県道谷口交差点の拡
幅工事について、いつ頃
完成できるのか。
町長 改良工事は、平成
年度から実施している。

現在施工中の工事につい
ては谷口橋から西側は８
月 日、その後東側の工
事は、 月末に完成予定
と聞いている。

産業建設課長

問 交差点の
現状は、道路
がでこぼこだ
ったり、雨水
がたまってい
たりとかが続
いており、通
行に支障があ
ると町民の声
をよく聞く。
できる限り
早く工期を進
めるよう、県
へお願いして
ほしい。

県に対して
は要望をして
いくが、従来、
県道はコンク
リート舗装が
先にされてお
り、これをす
べて取り除い
て、アスファ
ルト舗装にす

る計画のため、工事の時
間もかかるのでご理解も
お願いしたい。

問 現在の工事にともな
い、終日時間制限がおこ
なわれ、片側通行となっ
ている。
町民から信号の待ち時
間が長すぎるのではない
かとの不満の声を多く聞
くが、もう少しスムーズ
に車が流れるようできな
いか。
町長 歩行者や車両等の
安全を第一に考え、信号
機を設置し、待ち時間を
秒短縮し混雑の緩和を
してもらっている。

問 待ち時間が２分 秒
になったが、朝夕の通勤
ラッシュの１時間を以前
に調べた時、車両が約１
０００台が交差点を通行
する。
信号待ちを避けて、脇
道の小中学校の通学路を
車が入っていく。
もう少し待ち時間を短
くできないか。
産業建設課長 長い片側
通行区間、単純な信号機
で時間調整ができない。
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問 谷口橋が完成してか
ら、工事があまり進んで
いないように思うが、そ
の理由は。
産業建設課長 繰り越し
た予算との関
係上。

工事中の谷口交差点

議員
秀司
松本

月

7
平成 22 年

7
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12

ご理解願いたい。

問 これから夏の海水浴
シーズンを迎える。
町外からたくさんの人
が来る。
朝夕の通勤時間帯につ
いて、もう少し検討して
ほしい。

問 町が駐車場
用地約１７００
坪を６２００万
円で購入。
今シーズンか
ら町も出資する
日高町地域振興
株式会社が、産
湯海水浴場を運
営していくとい
うことである。
今後、町民に
何らかの形で考
慮されるべきで
あると思うが。
町長 駐車場料
金等については、日高町
地域振興株式会社で決定
することになる。

問 町民が今まで以上に
海水浴場に足を運んでく
れたらありがたい。

8
月

7
平成 22 年
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訪問し所長から保育業務
についての説明を受けた。
今年から当保育所では
園児数が 名と少ないた
め、２歳と３歳児合わせ
て７名で１クラス、４歳
と５歳児で１クラスの複
式保育を実施していると
のことである。
その後志賀・内原保育
所を視察
した。
また各
保育所と
も今年度
から保育
士全員が
バスに添
乗するこ
とにより、
更なる保
育の充実
が図られ
ている。
視察後
の委員会
で、各委
員からは
保育行政

について関心度が高い昨
今、役場から離れている
施設ではあるがもっと保
育所に出向いて実状等を
把握し適切な指導も必要
ではないかとの意見があ
った。
また新年度から、町が
直接雇用した臨時保育士
を含めての保育業務につ
いてはスムーズな運営が
出来ているのではないか
との意見であった。

当委員会
は、温泉館
の今後の運
営等につい
て、３回に
わたり開催
した。
開館以来、
丸 年とな
ることから
経緯を聞いた後、検
討に入った。
開館当初は 万人
の入館者を見たが、
年度は６万人に、
売上げも、５千２百
万円から３千万円に
まで落ち込んでいる
事、途中からは、
すべて臨時職員に切
り替えたり、又入館
料の値上げを行った
が、入館者数の落ち
込みをカバー出来ず、
累計赤字はますます
増大している。
実績経費から見る
損益分岐入館者数は
約７万人であり、以

前からもこの事について
は、議員からは指摘をし
続けているが、福祉での
施設である旨の回答だけ
で、特別に福祉的な対策
又改革案を出していない
のが現状である。
近隣町の温泉は町民の
利用を高める為に、高齢
者に低料金での利用を実
施して、福祉面でも対応
し、増客につなげている、
又経営方式（指定管理者
方式、民営化）も運営方
法（特産品販売等）もこ
の辺で見直し、増収につ
なげる必要ありとの指摘
が多く、執行部に要望し
た。
その後執行部からは従
業員数の見直し、又高齢
者福祉対策としての対応
を検討する旨の回答があ

ったが、実施時期、高齢
者対象年齢等細部の決定
は決まっていない。
特産品販売等は実施に
向け検討していきたいと
の回答であった。
又、海水浴シーズンに
は駐車場に長時間にわた
り車を止めるお客様が多
く混雑すること、温泉館
利用のお客様専用駐車場
であることから、駐車場
入り口で入館料金を徴収
することも検討した。
いずれにしても、何か
手を打っていかなければ、
更に大きな負担となって
くることから委員からは
厳しい意見が出た。

国の方では、消費税議論が出されていますが、時

期尚早であるような気がします。
多くの声を聞き判断することも大事ではないでし

ょうか。
議会だよりも出来るだけ多くの方の声を反映でき

るような充実した中身に心掛けて頑張っています。

多くの御意見をお待ちしています。
金㟢

この広報紙は再生紙を使用しています。
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委員会レポート
委員会は
５月 日に
開催し、昨
年まで実施
していた派
遣保育士に
頼る保育所
運営を改め、
新年度から
町が直接雇
用した臨時
保育士によ
る保育所運営を視察した。
当日、視察前に担当課
から各保育所の定員、園
児数、保育士の配置等の
説明を受けた。
保育士は全員で 名、
そのうち正職員 名、臨
時職員 名である。
次に今年度より志賀保
育所に於いて、０歳児、
１歳児、２歳児の定員を
倍増しての保育所運営の
計画を立てたが、今現在
では各クラスに於いて定
員に達していないとの説
明であった。
その後、比井保育所を
23

保育風景（比井保育所）
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