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23年度決算認定

平成

日から 日まで 日
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年度一般会計、特別会計、水道事

年度第３回定例会は９月

間の会期で開催した。
今定例会では平成

10

年度補正予算、諮問１件、議案４件、報

80 万 4,651t（4,002t の増加）
年間総給水量

５４８万円

８億９，９２８万円

下水道事業特別会計

２億９，０８７万円

介護保険特別会計

６億

後期高齢者医療特別会計

１億６，０１２万円

水道事業会計

営 業 収 益 ・ 営 業 外 収 益 か ら 営 業 費 用・ 営 業 外 費 用 を 引 く と

1,350 万 9 千円の黒字決算である。

給水戸数

3,247 戸

（16 戸の増加）

給水人口

7,809 人

（5 人の減少）

年度と比べると税・ 料

監査委員の意見

審査の意見

歳入面において、平成

努力を望むものである。

るため、接続率の向上は不可欠であり、なお一層の

下水道事業のより効果的、かつ安定的な運営を図

・ 下水道事業について

のである。

当初の目的を達成すべく、最大限の努力を望むも

不用額が生じているものも見受けられた。

予算は目的をもって計上し執行するものであるが、

・ 予算執行について

の向上に寄与されるよう望むものである。

全・安心な住環境整備に努めるとともに、住民福祉

で、第５次日高町長期総合計画に基づき、快適で安

今後、厳しい財政状況が続くことが予想される中

付催促に努められたい。

収入未済額の発生・増加には、早期段階での納

る。

が見られず、その一部が長期化することが懸念され

ともに幾分の改善は見られるが、収入未済額は改善
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業会計の決算を認定。
また、平成

主な特別会計歳出決算額

告１件が提案され、慎重審議の結果、原案のとおり同意

24
国民健康保険特別会計

可決した。

（平成 24 年 3 月 31 日現在）
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３９億９，
８６９万円
１９億５，
５７５万円
一般会計歳出決算
特別会計歳出決算

海岸部を中心に点在する。早急に新たな津波避難目標

瀬山風力発電事業の候補地となっている小浦地区に

調査が行われ、現状では、小浦区として風力発電施設

設置に対し、同意することは困難であると小浦区長か
ら報告を受けた。

小浦区民の皆さまのご意向を尊重してまいりたいと

考えている。

問 社会福祉協議会の補
助金１６９０万円の決算
について、昨年比 万円
の増額は必要なかったの
ではないか。
住民福祉課長 高齢者外
出支援試行事業は委託さ
れなかったが、５年前か
ら同じ予算で来ていたが、
他の事業が増えたことに
よる人件費の増が見込ま
れた為。
問 大きな役割を担って
いる社会福祉協議会に対
しての予算・補助金等を
もっとわかりやすく出来
ないのか。
町長 予算については担
当課も私自身もヒアリン
グ等も行っている。
福祉対策を実行する中
で社会福祉協議会の協力
なくしては取り組んでい
けないと考えている。
予算等については十分
勉強していく。

ていない。
監査委員からも同様の
指摘を受けているが理由
はどこにあるのか。
上下水道課長 経済的な
理由が大きいと思ってい
る。
各家庭を訪問して「見
積もりを取ってみません
か」等の話をしていきた
い。

国民健康保険

町長 担当課においては
努力していると思ってい
る。
監査委員からの意見書
も真摯に受け止め、下水
道の接続率向上に向け
て、なお一層力を入れて
取り組む。

下水道接続率の向上を

問 健診委託料で 万８
０００円の不用額が出て
いるが、人間ドックを受
けなかったのか。
健康推進課長 定員を遥
かにオーバーした為に抽
選を行い定員人数にした。
日ドックで４名・２

日ドックで１名が結果的
に受けなかったというこ
とである。

問 受けなかった理由を
調査すべきではないのか。
健康推進課長 他の方に
回すということは無理だ
が、追跡調査については
今後検討課題としていく。

介護保険

問 配食サービス委託料
について、これまで行わ
れてきた社会福祉協議会
に加えて、Ａコープによ
る配食サービスと買い物
の配達も行ってもらうと
いう３月議会の説明だっ
た。
実現できたのか。
健康推進課長 １日１食
で昼食の場合は社会福祉
協議会、夕食の場合はＡ
コープで行っている。
配達時には買い物サー
ビスも頼めば行ってくれ
ている。
年間昼食は１４６７食、
夕食は１７２食の合計１
６３９食配っている。
また、買い物を頼まれ
た方は 回あった。
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下 水 道

問 事業開始にあたって
は、供用開始後３年以内
に接続しますということ
で始まっている。
この状態で行くと維持
管理上、大きな支障が出
るのではないか。

15

70

問 集合型の接続率につ
いて、成果表を見ても昨
年度とほとんど変わらず
の３パーセントしか伸び

1

年度決算質疑

当町では、最大１１メートルの津波が押し寄せるこ

その後一部入金されてい
る。

おいて、風力発電事業計画について区民を対象に意向

一 般 会 計

ととなり、
浸水する恐れのある避難場所や公共施設が、

14

検討会が、詳細な津波の想定や被害想定を公表した。

問 収入未済額を解決で
きる方向は見えているの
か。
住民福祉課長 保育料・
バス使用料については、
直接会って全部は無理で
も部分的に納入するとい
うことで確約してもらっ
ている。

地点の設定を行う必要がある。

23
８月２９日、内閣府の南海トラフの巨大地震モデル

問 保育料と通園バスの
使用料の収入未済額、そ
れぞれについて現状の説
明を。
住民福祉課長 保育料現
年分で３名 万６８００
円、滞納繰越分で２名
万８００円、通園バス
の使用料で１名２万６２
００円となっているが、
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年度補正予算

一般会計
億７５４０万円３千
風円
力と
発す
電る
の。
健康被害

既定の予算額に６７８７万５千円を追加し、
総額
万２千円、新規就農

主な内容は、比井保育所の園児及び職員の
ライフジャケット配備
総合支援事業補助金１５０万円、名所・景勝
地魅力づくり事業補助金３００万円、比井地
万円、

区の避難道路整備１５７万５千円を追加計上
するが、小規模土地改良事業補助金
50

問 新規就農総合支援事
業補助金１５０万円の説
明を。
産業建設課長 事業の目
的は農地の荒廃に歯止め
をかける為に国が考えた
事業である。

抜本的に問題が解決に
なるのか。
産業建設課長 この事業
を利用して、ある程度砂
利を採取して砂浜に復旧
できればと考えている。
抜本的に解決方法があ
れば今後は検討していき
たい。

万６千円の減額等。

43

補助金を貰う為には
歳未満の方で県の就農
計画認定を貰った人が５
年間の補助を受ける。
今回の１５０万円につ
いては２名分で、後期分
だけの１名 万円分であ
る。

調査基準価格

問 入札結果が調査基準
価格を下回っている。
下回っている業者は何
社あったのか。
契約にあたり審査の経
過と結果についての説明
を。

問 予定価格について問
う。
教育課長 ５０００万円
以上の工事については、
低入札価格調査制度を導
入している。
上限設計価格７３５０
万円、下限は調査基準価
格６２５８万円だ。

第２回臨時会を８月９日に開催した。
指名競争入札に付した日高町立日高中学校
空調設備設置工事について議決を求める。
株式会社 狩谷電気店が５７４８万７５０
０円で落札。
率にして７８．２１パーセントで仮契約し
た。

教育課長

を下回った業者は３社だ。
町の実施価格と比較し
た結果、機器設備費が
・４パーセントと購入
価格を抑えることにより
低価格の入札をしていた。
過去の実績も考慮して
判断した。

問 ガスによる運転と聞
いているがコスト面では
どうなのか。
教育課長 イニシャルコ
ストは高くなるがランニ
ングコストで計算すると
年でトントンになり、
それ以降はガスの方が安
くなる。
月の固定費については
ガス代は高くつくが、電
気代はかなり抑えられる。
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安心生活支援事業負担金
問 名所・景勝地魅力づ
くり事業についての説明
を。
産業建設課長 産湯海水
浴場の砂利を搬出し、砂
を搬入する他バリケード
や観光案内版の設置、駐
車場の舗装、水路工事の
整備測量設計を行うもの。
予算的には、５０００
万円程度の事業で大半は
駐車場の舗装、水路、バ
リケード設置の費用だ。
問 砂浜の部分は、波の
動き等により難しいので
はないか。

第２回
臨時会
砂利で埋まる産湯海水浴場
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エネルギー問題
問 今、時代が向かおう
としている方向は、大量
に電力を生み出すことよ
りも、必要以上に電力を
使わない「省エネルギー
型社会」であり、また地
元で電力を生み出し、地
元でその電力を使う「地
産地消型社
会」を目指
し始めてい
る。
町民が穏
やかに暮ら
している日
高町に、巨
大で高価な
風力発電機
を、これか
ら次から次
へと設置稼
働して電力
を生み出さ
ねばならな
い必要性が

栄

どこにあるのか。
町長 風力発電事業は、
民間の事業者が、数年間
にわたり日高町内におい
て風況調査を行い、良好
な風況が見込めると判断
されたことから、事業計
画をたて、事業化に向け
取り組まれている。

茂美

議員

問 日高町の低
い山々は、身近
で美しい自然で、
山の高さの半分
以上もある建設
構造物を、山の
尾根に列ねてい
くことは、環境
負荷があまりに
も大きすぎるの
ではないか。
町長 私は、福
島第一原発事故

人にやさしい・
環境にやさしい
施策を

私は、以前から原発に
代わるエネルギーとして、
自然エネルギーを支持し
てきたもので、町有地の
賃貸や官公庁への許認可
等にあたり、積極的に事
業者に協力してきた。
現在もこの考えに変わ
りはない。

正面奥に風車設置予定（池田地区）

を受け、以前にもまして
自然エネルギーの重要性
を再認識し、代替エネル
ギーとして太陽光発電や
風力発電が望ましいと考
える。

問 小浦区の風力発電事
業は、地元区の同意が困
難であるとの報告を受け、
町長は「地元区民の皆様
のご意向を尊重してまい
りたい」と言われた。
地元区民が反対を表明
したからには、町として
風力発電事業を断念すべ
きである。
町長 開発事業者が、本
計画を断念するのか、あ
るいは、時間をかけ区民
の皆様にご理解をいただ
けるよう努力されるのか
は、本事業を計画されて
いる事業者が、自らの責
任において判断されるも

のである。

問 大平山と池田の風力
発電事業計画は、当初
基設置予定であったが、
環境影響に配慮して、今
回、半分以下の９基の設
置計画に変更した。
環境影響に配慮して、
山奥５基を中止し、民家
側に５基設置するという、
人に配慮しないこの説明
には納得できない。
町長 風力推進には、事
業者を信用している。
事業者としての説明義
務を果たしたと思う。

他の質問
「通学路の安全確保を」
「減災対策」
・津波避難訓練
・地震津波ワークショッ
プの開催を
・高台移転の町づくりを

問 住民に支持されない
事業は、やるべきではな
い。
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問 ジャネックスによる
日高池田ウインドシステ
ムが環境影響評価準備書
の縦覧、説明会実施、意
見募集がされている。
今後町長はどのような
意見を上げられるか。
町長 町として、意見を
求められた際には、適切
な環境保全措置を講ずる
とともに、必要に応じて
追加調査等を実施するよ
う求めていく。
問 「方法書」では、騒
音・低周波音について池
田、原谷、由良町阿戸、
里の４地区で調査をする
とされていた。
しかし、「準備書」で
は、池田、阿戸の調査の
みとなっている。
また、池田は４月、阿
戸は６月に調査されてい
るが、全国的に被害が訴
えられているのは、北西
の風が強い冬場が多い。
その時期の事前調査が
されないのは問題。
調査するといった場所
でせず、調査すべき時期
にしていないなど、「準
備書」の信頼性に非常に
疑問がある。

すべき調査ができてい
ないのに、「準備書」の
縦覧をすることそのもの
が、おかしい。
十分な調査をせずに
「準備書」として縦覧さ
れてしまうと、住民は意
見を言う機会がなくなっ
てしまう。
町長は、その点も理解
をして、意見を上げてい
ただきたい。
町長 意見を出すべき点
については、十分検討し、
勉強していきたい。
問 日高池田ウインドシ
ステムは以前、補助金決
定されたときに環境影響
評価をおこなっていると
報告があったが、そのと
きの「評価書」は誰も見
た者がいなかった。
そして今回、環境影響
評価手続きをやり直して
いる。
民家との距離など事業
そのものへの不安と同時
に、ジャネックスに対す
る不安がある。
すすめるべきでない。
町長 事業者を信頼して
おり、風力発電を推進し
たい。

問 災害時、被災地や被
災者の方のニーズと、個
人や団体の多くのボラン
ティアの人たちをマッチ
ングする災害時ボランテ

ィアセンターという仕組
みがあり、社会福祉協議
会が担い手としてクロー
ズアップされてきた。
社会福祉協議会と行政

ーその他の質問ー
・原発ゼロの日本
へ意見表明を
・オスプレイ配備
に反対の声を

との事前の協議、連携が
必要だと思うがどうか。
また、センター設置・
運営訓練に取り組む必要
があると思うが。
町長 現在、社会福祉協
議会において「日高町災
害ボランティアセンター
の設置等に関する協定」
（案）を作成中であり、早
期に協定できるよ
う協議を進めてい
る。
また、毎年県社
会福祉協議会で研
修会が開催されて
いる。
今後とも町と社
会福祉協議会が連
携し、災害に対す
る防災知識・災害
対応力の向上を図
り、災害発生時に
的確な活動ができ
るよう努めていき
たい。

昨年の台風 12 号災害時のボランティアセンター（日高川町）
（日高川町社会福祉協議会 提供）

議員
佳奈子
西岡

問 来年度（ 年度）の
比井小学校の新入学児童
数は４人しかなく、学級
編成においては、２年生
と３年生（今の１年生と
２年生）が合計が 人で、
複式となり５学級編成と
なる見込みであることが
発表されている。
非常に不安であると感
じている方も多く、どの
ような指導要領で複式授
業を進めていくのか考え

を聞きたい。
教育長 小・中学校の学
級編制については「公立
義務教育諸学校の学級編
制及び教職員定数の標準
に関する法律」に基づい
て編制されている。
これに従い、来年度以
降、比井小学校では一部
複式学級編制となる見込
みである。
年度に向けては、教
育水準の維持向上が図ら

二つの学年の児童が16人以

下となる場合。

第１学年の児童を含む学級に

25

あっては８人以下。

問 今
年度中
学校に
エアコ
ンが導
入され
る事に
なり、
現在工
事中で
あるが、
生徒の
体力が
落ちて
いるなか、又、財政的な
事も含め、空調の運用基
準を早期に整備する必要
があるのではないか。
教育長 空調設備の導入
ーその他の質問ー
に当たっては学習環境の
整備充実という点から期
待 を し て い る が、 児 童・ 「 緊 急 連 絡 網 シ ス テ ム に
生徒の体調管理及び体力 ついて」
維持向上に向けて、十分
な考慮が必要であると認
識している。
「いじめ防止について」
今、運用基準の策定を
進めている。

取り付け準備中の日高中学校

れるよう学校への指導・
助言に努めると共に、柔
軟な指導体制がとれるよ
う県教育委員会に働きか
けていく。
問 ２年生と３年生の複
式授業は非常に難しいと
聞いている、先生の加配
をお願いできないか。
教育長 県 単 で 、 週 に
時間の非常勤講師の派
遣を申請したいと思って
いる。

15

複式学級

問 町長、残りの 時間
を町単でお願い出来ない
か。
町長 県教育委員会へ要
望し、最善の体制になる
よう十分検討して取り組
んで行く。
複式対象の比井小学校

議員
正巳
清水

10 月
平成 24 年
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間や定員の拡大などサー 検討する時期にきている 今後、条例の定めに沿っ
た厳格な対応が求められ
ビスが充実し、利用者数、 と考える。
対象児童については条 る。
利用希望者数ともに増加
例で１年生から３年生と
事業実施に当たっては、
してきている。
共働き家庭、ひとり親 なっているが、現在、４ 国・県補助金、保護者負
家庭の増加や核家族化傾 年生以上の児童の受け入 担金、一般財源によって
まかなわれているが、適
委員会は、７月 日、
向の中で、放課後の子ど れもおこなっている。
しかし、現状の施設で 正な保護者負担金につい
８月 日の両日、学童保
もの健全な育成を図る上
育について調査をおこな
から、必要な施策として 希望者が増加傾向にある ての検討が必要であると
中では、本来、保育が必 考える。
った。
定着してきている。
指導員の資格要件につ
当町の学童保育は、平
一方で、財源や運営方 要な児童の受け入れがで
成 年９月開始当初より、 法等については、改めて きなくなる可能性もあり、 いて、当町では保育士・
幼稚園・小中学校等の免
大新東ヒューマンサービ
許所持者と定めているが、
スに業務委託で実施して
学童保育という性格から
きた。
して、資格要件の緩和も
年が経過し、利用時
可能だと考える。
業務委託による実施方
法については、現状では、
教育委員会と学童保育の
人権擁護委員に前田智教氏、楠原晃紹氏を引
現場との間に請負会社営
き続き推薦したいと議会に意見を求められ、議
業所が存在することによ
会は適任とする答申をした。
る弊害がでてきている。
たとえば、現在、学童
保育所の現場には、教育
委員会が直接指示できる
会社の責任者がいない、
逆に、指導員から教育委
員会に直接指示を仰いだ
り、意見を上げたりする
こともできない、また、
教育委員会として指導員
の労働条件や研修状況な
どについて、把握してい
28
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5

前田 智教 氏
（小浦）

楠原 晃紹 氏
（志賀）

8

10 月
平成 24 年

20

学童保育風景

ない、などの状況がある。
これらのことを問題点
として指摘したが、教育
委員会は「業務委託であ
るから当然であり、立ち
入りすぎれば偽装請負に
なってしまう」という答
弁となっている。
「業務委託ありき」の
考え方ではなく、町立の
学童保育所に責任を持つ
という立場から、保育現
場と教育委員会が適切な
関係を築けるよう検討す
べきである。
周辺市町がさまざまな
形態で運営している中で、
現状の委託という方法で
続けることが良いのか、
直営での運営は可能か、
委託先として現在の事業
者がよいのかなど検討す
べきと考える。
学童保育は児童の健全
な育成のために必要な事
業であるが、現状の学童
保育については、あらゆ
る面での検討が必要であ
るというのが委員会とし
ての認識である。委員会
での指摘を真摯に受け止
め、検討することを求め
た。

月 日、来年
度の比井小学校学級編制
の見込み、および町内の
教職員配置の現状と見込
みについて教育委員会よ
り説明を受け、調査した。
比井小学校の児童数は、
来年度の１年生が４名、
２年生が 名、３年生が
６名の予定であり、国・
県が定める基準からする
と２、３年生での複式学
級編制が避けられない状

農業委員の 推 薦

9

直美
隆
重治
文壽

氏
氏
氏
氏

子どもたちに豊かな教育を

況である。
県による複式教育充実
のための非常勤講師派遣
制度があり、申請によっ
て１週間 時間以内勤務
の非常勤講師の派遣を受
けることができるが、時
間的に十分な支援措置と
はいえない。
しかし、この派遣制度
を利用した上で、町が費
用負担することによって
15

（志賀）
（小池）
（産湯）
（阿尾）

第１回臨時会において、日高町農業委員会委
員に、議会から次の方を推薦した。
稲葉
白井
森下
白井

１名の教員を確保するこ
とができる。
複式学級編制ではある
ものの、授業内容に応じ
て学年別に学習指導がで
きるということである。
委員会としては、来年
度の対策として、最低限
この形態での教員確保を
望みたい。
また現在、内原小学校
に町雇用の学習支援員、
志賀小学校に県雇用の学
習支援員がそれぞれ１名
配置されているが、県雇
用の学習支援員は今年度
で終了予定である。
来年度にむけ、両小学
校とも今年度同様の支援
員の配置が必要である。
さらに中学校において
は、支援が必要な生徒の
増加等により、教職員に
大きな負担がかかってい
るという現状があり、早
急な対応が求められてい
る。
子どもたちの学習環境
を整備し、豊かな教育を
保障するのは自治体およ
び教育委員会の責務であ
り、教職員の確保につい
て必要な対策と予算措置
を図られるよう求めた。

請願・意見書

「教育費無償化」の拡充を
求める意見書（要旨）

２００１年以降、学級編成の弾
力化がすすめられ、父母、住民の
要望に応えて独自に少人数学級を
実施する自治体が全国に広がりま
した。
少人数学級は、子どもたちの教
育充実のために誰もが必要である
と認めています。
しかし、それを地方自治体負担
に転嫁されれば、財政力の違いに
よって自治体間格差が生じること
になります。
教育の機会均等を保障するため
には、国が責任を持って少人数学
級を実施することが求められます。
よって、次の事項について実現
するよう強く要請します。
記
１．国の責任で、すべての小・中
学校、高校で 人以下学級を
実現すること

「ゆきとどいた教育」の前進を
求める意見書（要旨）

日高町議会は、住民団体からの請願を全議員の賛成で採択し、左記内容の
意見書を国に提出した。

２０１０年度から「高校無償
化」が始まり、教育の機会均等を
保障するものとして国民から大い
に歓迎されました。
「高校無償化」法の附帯決議に
は、「３年後（２０１３年度）に
『見直し』をおこなう」とあるが、
教育の機会均等を国の責任で保障
するという本来の趣旨に沿った制
度拡充こそ求められています。
次に、有能な若者の修学希望を
財政面で支え、豊かな社会を築く
ためにも給付型奨学金の創設が急
がれます。
よって、次の事項を実現するよ
う強く要請します。
記
１．
「高校無償化」の維持・拡充を
すすめること
２．高校生・大学生に対する「給
付制奨学金」制度を創設するこ
と
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館の上層階に避難するよ
う職員に通達していると
のことであった。
停電時の対策としては、
ガスを動力源にした自家
発電装置により生命維持
に欠かせない医療器具の
電源として使用する準備
は整っている。
引き続き、日高町保健
福祉総合センターでデイ
サービスの状況を社会福
祉協議会事務局長の説明
を受けて視察した。
サービスの利用者は、
１日平均 名ぐらいであ
り、１日の流れとしては
体調のチェック（体温測
定、体重測定）リハビリ
及びレクリエーション等
を行い昼食、休憩を挟ん
で入浴、カラオケ等で７
時間程度過ごされている
との説明であった。
季節によってはイベン
トを行うなど、利用者に
喜んでもらっているよう
である。
利用者に聞くと「ここ

に来るのが楽しみで毎回
近年、要介護の利用者 要であると感じていると
満足して帰っている」と、 が増加傾向であり、限ら のことである。
引き続き、委員会室に
満面の笑みで答えてくれ れた職員での対応が厳し
おいて日高町介護保険
ました。
い状態になっている。
調理に関しては正職員
そんな中で、事務局長 （平成 年度〜平成 年
１名とパート職員３名体 としての悩みは、介護福 度）の状況について担当
制で、配食サービスにつ 祉士の有資格者であって 課から説明を受けた。
介護保険第１号被保険
いては、１日 食の配達 もなかなか正職員になれ
がある、配達先には地元 ない状況である、同じ仕 者の状況については、平
のボランティアが協力し 事内容でもパート職員と 成 年度２１０２人・
てくれる地域もあるが基 して仕事をしていただか 年度２１１７人・ 年度
本的に１名のパート職員 なければこの施設が成り ２１３２人・ 年度２１
がこなしている状況であ 立たないのが現状であり、 １６人・ 年度２１１４
る。
国の介護制度の改善が必 人と４年間で 名の増加
ではあるが 年度を境に
減少傾向にあり、人口に
占める割合は平成 年度
で ．８％である。
次に、保険給付費支払
い状況の総額は平成 年
度４億４７１３万７千円
であり、 年度５億５４
１０万４千円となってお
り、４年間で約１億７０
０万の増加となっており
年々増加をしてる状況で
ある。
高齢者がいつまでも元
気で楽しく暮らせる地域
づくりを目指して、町当
局の健康増進につながる
施策が実施されんことを
期待し委員会の報告とい
たします。
40

ひだか博愛園みちしおで説明を受ける

先日、御坊商工会
館に於いて仏教講演
会を聞く機会があり
参加した。
講師は、歌う尼さ
んで有名な、やなせ
なな師であり、満員
の聴衆のなか、およ
そ一時間半にわたり、
自身のガン体験及び
被災地での出来事、
尼僧と言う立場での
視点などを語りなが

ら、素晴らしい癒し
の歌を、生で聞くこ
とが出来た。

後半には懐かしい
童謡を全員で歌った
が、なぜか目頭が熱
くなり、歳を感じる

とともに、健康であ

った事に感謝し、改
めて残りの人生もそ

うでありたいと、強

正巳

く思った一日であっ
た。

清水

この広報紙は再生紙を使用しています。
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当委員会は８月１日に
日高町の高齢者福祉施設
の視察をおこなった。
まず最初に「ひだか博
愛園みちしお」での防災
対策について増築された
新館を主に施設全体を施
設長の説明を受けながら
視察をおこなった。
災害時の訓練としては、
年２回の消防訓練、消火
訓練、避難誘導訓練の実
施をしているが、地震津
波に対しての訓練はまだ
実施していないとのこと
であった。
しかし、施設長の説明
では津波時の地域避難場
所に指定されている、本
20

