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19

町道改良事業費
避難路整備工事費

億１９４９

７５万６千円

１４７万円
１０５万円

勤 務 評 価 に よ る 人 件 費 の 減 額、 農 林 水 産 業 費、 災 害 復 旧 費、
財 産 収 入 の 増 額 等。
小規模土地改良事業費

主な補正内容

既 定 の 予 算 額 に ３ ７ １ ４ 万 ４ 千 円 を 追 加 し、 総 額
万 ５ 千 円 と す る。

一般会計

の結果、原案のとおり同意、可決した。

告１件、同意１件、議案９件が提案され、慎重審議

の８日間の会期で開催した。今回の定例会には、報

12

自主防災組織資機材購入費
災害時要支援者地域支援資機材購入費

６５８万円
２５０万円

35

６８万３千円

収納状態

26

防災対策で購入予定の
折りたたみ式リアカー

織及び区長より小型の組
み立て式リアカーの要望
があり購入する。
リアカーは１台７万５
６００円で 台分である。

問 町長として職員の評
価をされた上で勤勉手当
を支払うに当たり、どう
いう所感を持っているか。
町長 仕
   事を前向きに取
り組む姿勢が必要であり、
その心構えで今後も働き、
住民福祉の向上、住民サ
問 町道改良事業の用地
ービスの向上に努めても
購入で２５０万円計上さ らう。
れているが、詳細説明を。
産業建設参事 阿尾地内
の急傾斜事業の仮設道路
プラス避難場所の用地で
ある。
工事用の道路が最終的
には町道となることから
計上している。
山林の部分が１８７８
㎡、単価４００円、宅地
の部分が ・ ㎡、単価
２万１５００円である。

10

問 勤
   務評価により減額
された職員はあるのか。
又、住民からの苦情等に
より対象となるのか。
総務政策課長 標
   準 名、
優秀 名の勤務評価の結
果である。
標準未満については、
人事面において訓告、戒
告、懲戒処分等を受けた
職員の場合、若しくは勤
務等において遅滞並びに
怠慢等における処罰の対
象となった職員に関して
標準未満という手当で反
映させる。
今回のケースではない。

66

12

防災相互通信用無線機購入費

80

問 災害時要支援者地域
支援資機材購入費につい
ての説明を。
総務政策課長
海岸筋
（９地区）の自主防災組

24

24

問 阿尾不毛の湿地帯整
備事業の進捗状況と今後
の予定は。
産業建設参事 緊急雇用
に関しての事業は、１８
６０㎡の範囲で約１ｍ程
度の深さでタイヤ・瓦等
を撤去する事業で、２カ
年計画考えていたが平成
年度でほとんど撤去さ
れた。
県の公園事業について
は、本年度はほとんど終
わっているが道路の舗装、
駐車場整備等が残ってい
る。

平成 年度には不法投
棄をされないようにフェ
ンスを建てる計画で、そ
の後は県道の拡幅を予定
している。
問 地域振興補助金の説
明を。
総務政策課長 比井崎財
産区、田杭地内の風況調
査が更新されることで、

条例・規約改正

日高町保健福祉医療費の支給に
関する条例の一部改正

わなければいけないという規定が削除される。

御坊広域行政事務組合
規約の一部変更
ふるさと市町村圏事業が、広域的ソフト事業
の実施により圏域の一体性を高めるという所期

県の補助要綱の改正に伴い、第９条第２項の
保険給付を受けた日から起算して１年以内に行

の目的を達成できたとの結論に達し、構成市町
の緊急性の高い事業等に財源を充当すべく平成

住民福祉課長 その通り
であり、広報なり色々な
方法で知らせていくつも
りである。

問 削除されるというこ
とは地方自治法第２３６
条の５年間請求が行われ
ない場合は時効により消
滅するということか。

上げの１０％が温泉館の収入となっている。
７月から１０月にかけては１００万人達成イベントを実施した。
今年度１１月末までの入館者数は３万９４４９人、前年比１０
４・５％で、近年減少し続けてきた入館者数が、わずかながらも
増えている。
周辺の温泉施設はいずれも入湯客が減少傾向にあるとのことで
あり、当温泉館が微増となっていることは、集客努力が一定実っ
たものと評価する。
今後の運営方針については、引き続き検討していく。

25

問 各市町に返還される
ということになるのか。
総務政策課長 日高町に
は出資総額、運用益を合
わせて約９７３０万円程
度が平成 年度中の３月
末までに返還される見込
みである。
返還金は緊急性の高い
事業等、重要な政策等に
充てる予定であり、現時
点では看護学校の負担金
を考えている。

温泉館特別委員会中間報告

年 ３ 月 日 を も っ て、 ふ る さ と 市 町 村 基 金
年間 万円となっている。
（事業）を廃止するもの。

教育委員の
任命に同意

山下幹雄氏の任期満了にともない、玉井誠氏

委員会レポート

31

24

23

を新たに任命することに同意した。

今年度当初予算
計上に当たっては、
人件費１８４万９
千円、清掃委託料
１８９万円の減額
をおこなった。
また、集客のた
めの取り組みとし
て、特産品販売な
どを開始し、売り

（９月３日１００万人を達成）

25

12

氏
誠
玉井

月

1
平成 25 年

3

4
月

1
平成 25 年

栄

議員

問 シルバ
ー人材セン
ター設置の
進展状況は
どうなって
いるのか。
町長 アン
ケート調査
を町内の老
人クラブ会
員約２，２
００人対象
に実施し、
回答は約半数あった。
その中で「シルバー人
材センターができた場合、
参加するか」の質問に、
「参加する」と答えた方

時期は、いつ頃になるの
か。
町長 新年度において、
必要であれば現施設の一
部改修を行い、改修後速
やかに開所したい。

茂美

開設

問 私は昨年 月議会で、
子育て支援センター設置
の必要性を質問したが、
今どのように取り組んで
いるのか。
町長 設置場所は、子育
て中の親子が気軽に集ま
り、相互
交流や子
育ての不
安・悩み
を相談で
き、また
交通の便
も考慮す
れば、ふ
れあいセ
ンターが
最適と考
え、社会
福祉協議
会と調整
を行って
いる。
問

問 高齢者のサ
が、そのうち ％である。
ロン作りを、入
問 「参加する」と答え
浴も楽しめる温
た方の数字が低いと思う
泉館施設で行っ
が。
てはどうか。
町長 「参加する」と答
町長 介護予防
えた ％を人数にすると
の「運動教室」
約２００人で、数字だけ
修了者の方々が
を見れば多くはないが、
中心となった町
設置する方向で進めてい
内５か所での自
きたい。
主サークル活動
に、毎月一回、
町が運動指導員
の派遣支援をしているが、
その活動が温泉館でも行
われる場合には、同じよ
うな支援をしていく。

19

19

問 このシルバー人材セ
ンターも、地域型である
べきで、住んでいる地域
の生活環境によって、高
齢者のしてもらいたいこ
とは違うと思う。
例えば、田畑を持って
いる高齢者は、草刈りや
管理等で、車の運転が不
安な高齢者なら、外出の
付き添い援助等であると
思う。
何を手伝ってもらいた
いかの声を十分聞いて取
り組んでもらいたい。

問 介護予防の為にも歩
くことは健康に良いし、
温泉館を利用したウォー
キング教室等の開催はど
うか。
町長 温泉館を利用した
ウォーキング教室等の開
催は、担当課が平成 年
度実施に向け検討してい
る。

他の質問
・「 町 の ご 意 見 箱 」 へ の
回答のあり方
・鳥獣害対策

25

12

町内の公園でふれ合う親子

問 次年度に向けての
①防災対策 ②福祉施策
③産業施策 ④教育施策
を伺いたい。
まず 南海トラフ巨大
地震想定では、最大波高
ｍと、予想されて
いるが。
町長 避難道路や広
場等、計画を進めて
いる。
また、高台に避難
するよう働き掛けて
いる。
問 避難誘導灯等、
新しい補助事業はあ
るのか。
町長 簡易な避難路、
場所、誘導灯、等が
ある。

鳥獣害対策と耕作放

あり、今年度分すべて利
用した人は、１１０名で
あり、継続して実施を考
えている。
問

問 現在、耕
作放棄地とな
っている面積
は。

棄地対策を問う。
討している。
町長 捕獲報奨、防護策、
耕作放棄地問題も深刻
電気柵、箱わな補助の継 な問題であり、農業委員
続を考えている。
会で、解消に向け指導を
今回、新たにサル対策 行っている。
に囲いわな等を中心に検
今後、県、ＪＡ、農業
委員会等連携
を密に、遊休
化防止に努め
たい。

小浦緩衝帯予定地

教育長 ３小学校は、築
年から 年経過して、
耐用年数 年となってお
り、夏休み、内原小学校
の耐力度調査を実施した
結果、建物の安全性が確
認され３小学校の空調設
備設置調査も実施し、
年度設置に向け取り組
んでいる。

34

47 52

問 補助金を受けられ
るのが設置の大前提だと
思うが、受けられる場合、
補助残については、どの

25

産業建設参事    ように予算措置を講じる
年度では、 のか。
町長 一般財源で対応し
㌶となって
たい。
いる。

23

問 現在、日
高中学校では、
来年２月頃の
完成を目指し
て、空調設備
工事が行われ
ている。
今後、町内
３小学校にも
設置の方向で
の取り組みを
求めたいが、
考えを伺いた
い。

27

11

問 高齢者外出支援
事業を評価してくれ
ている人々が多い。
継続実施の考え
は。
町長 高齢者の日常
生活の便宜を目的に
実施している。
本年 月末現在、
対象者１２９６名、
内申請者７６７名、
利用者は６０９名で

10

議員
源昭
山本

月

1
平成 25 年

5

6
月

1
平成 25 年

問 我が国の平均寿命は
世界最高水準となり、高
齢者介護の問題が深刻で
ある、町内での要支援・
介護者は４１５人で、最
近では独居老人が特に目
立ち、気になるところで
ある。
そのような中、８月に
突如行方不明となる事件
が起きたがいまだに未解
決である。
所在がすぐわかる高齢
者位置探索サービスの採
用はどうかと考えるが。
町長 現在日高町では認
知症の方が 名いるが、
徘徊すると思われる方の
実数は把握できていない。
しかし、数名おられる
と認識している。
サービスの要望もない
のが現状だが、認知症ゆ
え機器を持たない心配も
ある、しかし徘徊による
行方不明は心配であり、

47

ＧＰＳがあれば居場所の
特定ができ、危険を少し
でも軽減できるのであれ
ば、導入に向け検討して
いきたい。

正巳

一人暮らしは不安での〜

議員

問
年前に比べるとデ
ジタル回線の進歩ととも
にシステム自体も高性能
なものに変わりつつあり、
携帯電話・パソコンで、
都会にいる家族が田舎の
状況が確認できるシステ
役立っていると聞いてい ムもできているが、担当
る、その状況は。
課はどのように考えてい
健康推進課長 県下でこ
るか。
住民福祉課長 新
の事業を行っているのは
   しい通
７市町村である。
信システムが開発されて
費用は毎月２千 いく中で３社程説明を聞
円程度かかる。
いている、料金のことも
あり今後検討していきた
問 次に、現在採
い。
用している独居老
人等緊急時支援業
務委託は、すでに
年以上経ってい
問 日高町人口約７千８
るが、成果は。
住民福祉課長
００人の内 才以上は２
現在１２３名が 千１４０人、内要支援者
加入しており 年 ・要介護者は４１５人で
度実績では誤報も あり、 年前と比べると
多いが、真報 回、 ５％上がっている。
内救急車が出動し
高齢者人口は増えるば
たのが８回であっ かりで、福祉業務担当の
た。
住民福祉課、および健康
推進課の業務が非常に混
雑・複雑になっている。
一括して福祉業務を担
当する窓口を集約しては

23

15

10

10

清水

問 県内ではすでに 才
以上の要介護認定者を対
象に、徘徊高齢者位置探
索サービスの利用を呼び
かけている市・町もあり

65

10

65

問 地域支え合い体制づ
くり事業という事業があ
り、この新見守りサービ
スシステムは補助金の対
象となっている、一度勉
強しておいてもらいたい。
町長 勉
   強する必要は十
分ある。
担当課で、各市町村で
取り組んでいる状況も調
べ十分勉強する。

どうか。
町長 検討に検討を重ね
た結果、これが一番ベタ
ーであると取り組んでい
るが、何事も住民サービ
スの向上が目的なのでそ
う言うことも視野に入れ
勉強する。

問
月に日高・由良・ 高・由良の境界を北上、
広川の３町にかけて自衛 広川との３町境界まで山
隊信太山の部隊によるレ 中で訓練、４日早朝、日
ンジャー訓練が行われた。 高町で終了した。
日早朝、柏海岸をゴ
憩いの場である浜や生
ムボートで出発し、海上 産の場である山に、ある
自衛隊基地に上陸後、日 日突然小銃を手にした迷

利を謳っている憲法に照
らして、自衛隊による軍
事訓練を、そう簡単に容
認すべきではないと思う
が。
町長 安全性に十分配慮
されれば認めざるを得な
いと思っている。

経営体育成事業は、農
機具購入等助成で平成
年度では、５名６件、本
年度は、９名 件、現在
１名の方が手続中となっ
ている。

23

問 農業に対する助成や
支援制度について、広報、
相談体制の充実が必要。
町長 農
   業全般において
産業建設課で相談体制を
とっている。
広く住民の方に知って
いただく事も大切であり、
町広報誌等への掲載もし
ていきたい。

11

考えるべきである。
今回のレンジャー訓練
も憲法と結びつけて考え
ていただきたい。
災害救助に対しては本
当に感謝している。
しかし、戦争に駆り出
されようとしている自衛
隊員の命を守るため、ま
た、平和的に生存する権

問 青年就農給付金「経
営開始型」は、 歳未満
で独立して農業を始める
人に年間１５０万円を最
長５年間、同じく「準備
型」は、農業技術・経営
の研修を受ける人に、年
間１５０万円を最長２年
間給付される。
また、「経営体育成支
援事業」で、農機具購入
等への助成などがある。
各種支援制度の利用状
況は。
町長 青年就農給付金事
業「経営開始型」で２名、
「準備型」の利用はない。

45

彩服の自衛隊員が数十人
現れるというのは異様な
光景である。
彼らは災害救助の訓練
をしているわけではない。
日常生活の場での武装
部隊による軍事訓練を容
認すべきではな
いと思うが、ど
うか。
町長 訓練につ
いては、安全性
に十分配慮され
ており、容認で
きるものである
と考えている。
問 アメリカと
ともに海外で戦
える軍隊として
の自衛隊を作り
上げていくとい
う方向に進んで
いることを危惧
する。
戦後 年、平
和憲法の下、自
衛隊は海外に出
て人を殺すこと
なく、一人の自
衛隊員も殺され
ることなくきた。
そのことの意
味を、今、深く

67

議員
佳奈子
西岡

7

3

月

1
平成 25 年

7

小銃を手に訓練する自衛隊員（柏ビーチ）

8
月

1
平成 25 年

する東海地震に備え昭和
年には東海地震特別措
置法が制定され様々な防
災対策をおこなってきた。
しかし、昨年の東日本
大震災では連動型地震の
発生により、巨大化する
津波による甚大な被害が
発生した。
それによって、今まで
は単独型の想定で考えて
いたが、東海・東南海・
南海の連動型地震に備え
る必要性に迫られている。
南海トラフの地
震は東日本の地震
に比べ震源域が極
めて陸地に近く、
直下型地震のよう
な激しい揺れにな
ると想定される。
それによる家屋
の倒壊が東日本大
震災の比ではなく、
かなりの被害が出
るものと思われる
との説明であった。

月７日には、中日本
高速道路株式会社の駿河
湾沼津サービスエリアに
て震災時の避難場所及び
救援物資などの後方支援
基地としての機能につい
ての視察をおこなった。
この施設には、ヘリポ
ート・地下水利用設備
（飲み水以外の利用目的
でトイレその他に１日に
２００㎥の水量で６６０
人の利用が十分な規模）
・自家発電設備（無給油
で 時間運転可能）の設
備があり災害時には、周
辺住民や東名高速利用者
等の避難所となる。
又、陸上自衛隊と災害
発生時における相互連携
協定を２０１２年３月に
中部方面隊・同年６月に
委員会は、町の一次産
東部方面隊とそれぞれ締 業振興のため、 月 日
結をしているとのことで 石川県羽咋市神子原地区
あり、災害時には非常に での米のブランド化など
心強い体制であると感じ について視察をおこなっ
るものである。
た。
町当局の今後の取り組
神子原地区は、平成
みに期待をするとともに、 年当時、人口が 年でお
町民が一丸となって防災 よそ半分の４５９人、高
対策に取り組んで行かれ 齢化率 ％の限界集落と
るよう切望し委員会報告 なり、耕作放棄地が増え
といたします。
るなどの状況にあった。
その年から米のブラン
10

20

24
17

ド 化、 移 住 者 の 受 け 入
れ、農業法人の設立など
様々な取り組みを始め限
界集落からの脱却を目指
した。
４年後の平成 年に高
齢化率は ・５％に減少
し、月額 万円を超える
所得をあげる農家があら
われたり、農業法人売り
上げなどで、年間８千万
円をこえるお金が集落に
入る状況が生み出された。
また、 家族 人が他
県から移住したり、 代、
代の人たちが戻ってく
るなど、Ｕ・Ｊ・Ｉター
ン現象がおきている。
米のブランド化にあ
たっては、戦略のひとつ
としてローマ法王への献
上 を 実 現 し、 神 子 原 米
が、日本の歴史上初めて
ローマ法王に贈られた米
となった。
その後、さまざまなメ
ディアに取り上げられた
ことから、当時、農協へ
出せば１万３千円であっ
たものを、ブランド米と
して４万２千円で売るこ
とに成功した。
51

（沼津 SA のヘリポートにて）
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24

平成 年に、農家が出
資し農業法人・株式会社
神子の里を設立し、直売
所をオープンした。
平成 年からはＪＡは
くいとも提携し、農薬、
肥料、除草剤を使わない
自然栽培農法に取り組ん
でいる。
当町においても、更な
る農業振興に取り組むこ
とを求める。

19

22

新年あけましておめ
でとうございます。
皆様方におかれまし
ては、健やかに新春を
迎えられたことと、広
報委員一同心よりお喜
び申し上げます。
引き続き、大きな災
害が起こらないことを
願うと共に、自助の為
には常に危機意識を持
つように心掛けて頂き
たいと思います。
本年も防災・減災へ
の取り組みが中心とな
ることから、ご愛読頂
いている皆様方からの
ご意見をお待ちしてい
ます。
金㟢 昭仁

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

当委員会は 月６日に
静岡県地震防災センター
にて地震津波に対する防
災対策について視察をお
こなった。
静岡県では、１００年
から１５０年周期で発生
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