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第２回日野町議会定例会会議録 

 

平成２４年３月１３日（第３日） 

開会 １３時４１分 

散会 １８時０２分 

 

１．出席議員（１４名） 

 １番  村 島 茂 男   ８番  小 林  宏 

 ２番  中 西 佳 子   ９番  西 澤 正 治 

 ３番  齋 藤 光 弘  １０番  東  正 幸 

 ４番  堀 江 清 一 郎  １１番  池 元 法 子 

 ５番  蒲 生 行 正  １２番  平 山 敏 夫 

 ６番  冨 田  幸  １３番  對 中 芳 喜 

 ７番  髙 橋  渉  １４番  杉 浦 和 人 

 

２．欠席、遅刻、途中退席および早退議員 

   な  し 

 

３．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（１９名） 

 町 長  藤 澤 直 広  副 町 長  岡 村 明 雄 

 教 育 長  奥 村  薫  総 務 政 策 主 監  竹 村 喜 久 夫 

 教 育 次 長  久 村 重 次  総 務 課 長  西 川 光 夫 

 総 務 課 参 事  髙 橋 正 一  企 画 振 興 課 長  平 尾 義 明 

 税 務 課 長  渡 辺 民 夫  住 民 課 長  森 口 雄 司 

 福 祉 課 長  岡  常 夫  介 護 支 援 課 長  川 東 昭 男 

 農 林 課 長  横 山 増 雄  商 工 観 光 課 長  塚 本 信 雄 

 建 設 計 画 課 長  岸 村 義 文  上 下 水 道 課 長  中 五 宣 夫 

 学校教育課参事  古 道  清  生 涯 学 習 課 長  福 永  豊 

 会 計 管 理 者  山 田 繁 雄     

 

４．事務のため出席した者の職氏名（２名） 

 議 会 事 務 局 長  沢 田 友 男  総 務 課 主 任  小 島  勝 
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５．議事日程 

日程第１ 一般質問 

 ４番 堀江清一郎君  

 ３番 齋藤 光弘君  

 ６番 冨田  幸君  

 ２番 中西 佳子君  

 １番 村島 茂男君  

１１番 池元 法子君  

 ５番 蒲生 行正君  
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会議の概要 

－開会 １３時４１分－ 

議長（杉浦和人君） 皆さん、ご苦労さんでございます。全員ご起立をお願いいたし

ます。 

 一同礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 ただいまの出席議員は、全員であります。定足数に達しております。これより本

日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元へ印刷・配付のとおりであります。 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 12日に引き続きまして、一般質問通告表に基づき、順次発言を許可いたします。

４番、堀江清一郎君。 

４番（堀江清一郎君） それでは、通告書に基づきまして質問させていただきます。

この質問につきましては分割方式で行います。 

 まず、障がい者支援について質問いたします。最近、孤立死のニュースをよく耳

にします。先月も東京都立川市のマンションにおいて、知的障がいのある４歳の息

子さんと45歳の母親の遺体が見つかりました。市役所のケースワーカーが訪問した

ということですが、オートロックで入れない。虐待のケースじゃないから無理に入

ることはできなかったとのことですが、なぜもっと早く手を差し伸べることができ

なかったのでしょうか。だれに責任があるんでしょうか。 

 この事件を考えると、以前、日野町においても父親と障がいのある２人の子ども

の無理心中という極めて悲惨な事件があったことが思い出されます。事件後５年以

上たっているわけですが、日野町において、支援の必要な家庭への対忚は改善され

たのでしょうか。個人情報の保護により、情報提供などが難しいと聞きますが、幼

稚園、保育園、学校や民生委員さんなど各機関との連絡が必要だと思います。 

 また、つい先日も立川市で95歳の認知症の母親と63歳の娘さんの孤立死がありま

した。このような高齢者世帯を含めて援護の必要な家庭実態把握はできているんで

しょうか。現在の状況をお聞かせ願いたいと思います。 

 もう１点、家庭や地域、職場など身近な生活の場で、自分の能力が発揮でき、だ

れもが安心して暮らせる社会、現実に向けて取り組んでいかなければならないと思

います。特に障がいのある人が障がいのない人と同様、その能力と適性に忚じた雇

用の場につき地域で自立した生活が送れるよう、現在、職業安定所、障害者働き・

暮らし忚援センタ―など、また、障がい者福祉関係機関など、力を入れていただい

ているところでございます。障害者雇用促進法に基づく障がい者雇用の義務につい
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て、我が町の企業等の理解および雇用状況をお尋ねいたします。 

 また、障がいのある方の生活支援、就労支援など、具体的にどのような取り組み

かお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） ４番、堀江清一郎君の質問に対する町長の答弁を求めます。町

長。 

町長（藤澤直広君） 障がい者の支援問題についてご質問をいただきました。今ご指

摘がありましたように、平成18年に起きた事件につきましては、大変残念なことで

あったというふうに思っております。町として関係機関と連携のもと、このお宅と

は日ごろから良好な関係を保つとともに、サービス利用計画に基づき養護学校の寄

宿舎から２人のお子さんが週末に帰省する際にはヘルパーの派遣、さらにサマーホ

リデー事業への参加を促すなど、負担の軽減へ支援を行ってきたところであり、非

常に残念でありました。 

 町では、このような悲惨な事案が二度と起こらないように、民生委員さんなどを

中心に日ごろからの見守りなどをお願いしておりますが、地域や近隣の皆さんによ

る声かけが大切であると考えております。 

 障がいを持つ子どもさんのことや子育てに悩む保護者への対忚については、子育

て・教育相談センターや保健センターなどでの相談体制を強化するとともに、関係

機関との情報の共有やケース会議を開催し、支援体制の充実を図っております。身

体障がい者や知的障がい者相談員による相談業務も行っており、この事業は、これ

まで県の委託事業でしたが、平成24年度からは町で実施することになります。また、

知的障がいのある本人や家族で構成される手をつなぐ育成会や身体障害者更生会の

組織においても、日ごろからの相談に忚じていただいております。 

 要援護者の把握については、各種の障がいをお持ちの方々はもとより、発達障が

い等の支援を必要とされる皆さんの情報について、個人情報保護の上で関係機関が

共有をしております。 

 また、ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯の実態把握につきましては、民生委員さ

んなどからの情報、介護予防の生活機能評価、｢いきいき質問票｣により体の状態を

聞き取りし、支援が必要と思われる方々の情報を整理し、地域包括支援センターの

職員が訪問を行っております。それぞれの状態により、介護サービスの利用に向け

ての働きかけや医療機関の受診を進めるなど、状況に忚じた対忚を行っています。 

 なお、障害のある方など複合的な要因のあるケースは、保健所や福祉課など関係

機関が連携した対忚をしております。 

 このほか、電気やガス事業者との連携に関して、このたび、厚生労働省と資源エ

ネルギー庁とが協議を行い、連携が円滑に行える方策について検討が始まることに

なると通知あったところでございます。 
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 次に２点目の日野町における障がい者の雇用状況についてでございますが、昨年

９月１日現在の労働実態調査では、町内企業・事業所において雇用されている障が

い者は56人。障がい者の実雇用率は1.62で、滋賀県の1.60よりわずかに上回ってお

りますが、法定雇用率1.80には達していない状況でございます。 

 なお、１人以上の障がい者を雇用しなけれならない20事業所のうち、障がい者を

雇用していないところは６事業所となっております。こうしたことから、町内の企

業・事業所を訪問し、障がい者の積極的な雇用について理解を得るよう努めており

ます。今後も各事業所の実態把握と事業主の理解を高めるよう働きかけるとともに、

企業訪問や町内立地企業・事業所の代表者との懇談会においてもお願いをし、障が

い者の雇用拡大に向け取り組んでまいりたいと考えております。 

 また、生活支援につきましては、町のケース担当と相談支援事業所等が連携し、

生活に関する相談支援や、法に基づき希望されるサービスの提供を行っております。

生活の場であるケアホームやグループホームは、東近江圏域のサービス調整会議で

圏域課題として協議をしております。今後、さらに既存の空き家やアパートなどの

活用についても検討を進めていきたいと考えております。 

 なお、家賃補助は、グループホーム入居者への特別給付として、平成23年10月か

ら障害者自立支援法に基づき町で利用の際の助成を実施しております。障がい者の

就労支援につきましては、ハローワークのほか、東近江圏域働き・暮らし忚援セン

ターとも連携し、企業での就労を継続させるための個別支援を行っております。 

 また、町ではわたむきの里福祉会へ、就労支援を目的に平成21年・22年・23年度

の３年間、役場庁舎周りの落ち葉等の清掃業務を、平成22年・23年度に町立図書館

敷地内の除草作業を委託いたしました。さらに、本年度の新たな取り組みで、就労

体験事業として、作業所等の利用者や養護学校に通う生徒を対象に役場の業務の体

験をしていただき、一般企業で働くことへのステップアップをしていただきました。

その中で障がいに対する職員の理解を深める取り組みを行いました。 

 今後においても、就労支援等について努力をしてまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） ４番、堀江清一郎君。 

４番（堀江清一郎君） その非常に悲惨な事故があって以後、取り組むということで

ございますが、やはり今、一番問題になっているのは、各地域の民生委員さん、ま

た、区長さん、それぞれの方がやっていただいております。しかしながら、個人情

報云々ということになってくると、それができなかったから、こんなふうになった

というような言いわけばかりじゃなくて、本当にこれから大切な命を我々が守って

いくということであれば、例えば郵便局の集配関係、今、18名おります。貯金関係

３名、21名おります。そういう機関との連絡、あるいはまた新聞の業務をしていら

っしゃる方、いろんな方との連携をして、いち早くそういうことの未然防止、ある
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いはまた、状況把握して、行政機関に伝わる本来の形が形式だけでは恐らくできな

いと思うわけでございます。民生委員さんも現実、働いておられるんです。やって

いただいております。 

 しかしながら、このようなことを聞くと、いや、ちょっとそこまでは聞けないん

やというようなことでは、果たして本当にできるんかな。もっともっと突っ込んだ

話ができる、個人情報であれば、そのご家庭にもしものことがあったならば、例え

ばだれに連絡したらいいの、また、現在、健康状態の悪い方であれば、どんな病気

なの、どんなお医者にかかっているのということの話が出てくるような状況に果た

してなっておるんかなということで、ぜひそういう緊急連絡先がとれるだけの、や

っぱりここの行政から、当然、各地区のそれぞれの方に連絡、あるいはまた、そう

いう周知徹底をしていかないことには、行政だけではできないと思います。 

 ぜひそういう点の援助が必要な家庭、また、ひとり暮らし、たくさん増えてきて

おります。桜谷でも、ここ１年にひとり暮らしの方が亡くなって、見に行ったとき

には、電気毛布で、もう入ったときには臭かったということも聞いております。非

常に残念なことが起こっております。そういう観点から、もっともっと我々住民も、

我々みんながそういう気持ちになって取り組んでいかなくてはならないと。そうい

う点の取り組みの状況について、具体的にお話を聞かせていただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） ４番、堀江清一郎君の再質問に対する当局の答弁を求めます。

福祉課長。 

福祉課長（岡 常夫君） 障がい者支援につきましての再質問をちょうだいしました。

具体的にはどのような体制といいますか、それをこの町の中で行っているかという

ことでございます。今、議員もおっしゃっていただきましたように、民生委員さん

等によります地域での把握ならびに見守り、声かけは当然ながら、地域の福祉会、

福祉協力員さん等の協力、また、地元の自治会長さんならびに隣近所の声かけ、す

べてがうまく融合しないと、いろいろな悲惨な事件が起こるということも今後考え

られます。 

 なお、おっしゃっていただきましたように、個人情報のことがありますので、町

の方なり、また情報をお持ちの民生委員さんの方から一方的にというところも無理

でございますので、本人さんなり、また、その家族の方からの手挙げといいますか、

要請も参考にさせてもらいながらしていかなければならないと。 

 最近、全国でちょこちょこ進められておりますのが、ひとり暮らしのおうちの方

の冷蔵庫には緊急連絡先等を書いたものを置いておくと。そうすると、救急隊やら

が入ったときに、この人の持病が何とか、そのような状況がすべて分かるというふ

うな取り組みも行われており、日野も参考にさせてもらおうかなということで、全
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体的に民生委員さんの中での研修でも取り組みを行っていただいているところでご

ざいます。民生委員さんにつきましては、去る２月にも、幸せのおはぎということ

で、おはぎをつくっていただきまして、主にひとり暮らし老人の方の訪問等をされ

ておられますし、日ごろからのよい関係を構築をしていただくようにしてもらって

いるところでございます。 

 緊急な対忚ということでありますと、いつ何が起こるか分からない状況の中で、

四六時中ということは無理ではございますけれども、もし何か事件があってから何

日もたってということがないように、民生委員さんも職務の中で一生懸命、自分の

担当区域内、気を配っていっていただくという状況でございます。今後におきまし

ても、要援護者の皆さん、災害時のことも含め、また子どもさんですと虐待のこと

もありますので、先ほどの悲惨な子どもさんと一緒の心中の事件も、ある一方では

児童虐待の方からの視点もございますので、児童虐待ということで通告義務も住民

の皆さん含め皆さんにお持ちをいただいておりますので、日ごろから気になったこ

とは福祉課なり、保健センターなり、また県の方に連絡をいただくということの周

知も行ってまいりたいと、このように考えております。また、今後ともよろしくお

願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） ４番、堀江清一郎君。 

４番（堀江清一郎君） ありがとうございます。しかしながら、こういうことは、確

かに今、冷蔵庫の中に病名、薬、連絡先入れている老人があるということを僕もテ

レビ等々で拝見いたしました。突然入った方がそういうことである。非常にこれは

当然、日野町もできるならば、そういう形で一刻でも早く、その方を救うという面

から必要かなと思います。 

 それと、やはりそういう会議、民生委員会、あるいは福祉協力員、たくさん、そ

れぞれの立場の方が、各集落にいらっしゃいます。そういう方にも当然、行政の方

からそういう、また新しく新年度が始まってきます。大切な命を守っていく、我々

も義務があるかなということが、事が起こってから、しまったな、こんなことして

おけばよかったな、あんなことしておけばよかったなというのが現状でございます。

そういうことのならないように、みんなが力合わせて、地域もそういうことを取り

組んでいこうと思っております。 

 やはり行政の方からも、そういうことについては４月以降、新年度になったら、

新しい区長さんにかわってこられます。そういう面から、ぜひ行政の立場からお取

り組みしていただいて、日野町のまちに住んでよかったな、安心して毎日暮らせる

な、もしものことがあっても、すぐ連絡をしていただけるな。それが心の一番大事

な我々の仕事かなと思います。ぜひそういうことを至急に会議、あるいはまた、周

知徹底をしていただいて、やっていただきたいなと思います。 
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 それと、障がい者働き・暮らし忚援センター等々、あるいはまた、いろんなケー

ス担当の皆さん方それぞれのお力を出していただいております。一事業所で約従業

員の1.8パーセントはこれ、厚生労働省の基準になっております。日野町が1.62と今

お話にございました。そういう形、働く健常者と同じように、働ける場所を与えて

いくことも、我々がその人に適合した職業、町当局も落ち葉拾い等々もしていただ

いております。また、いろんな形で取り組んでいただいております。 

 日野町にもたくさんの企業がございます。そういう企業にもっともっと呼びかけ

ていただいて、日野町っていいところやな、やはりこういう形でもちゃんとしてい

ただけるなと言われるような福祉のまちを目指して取り組んでいっていただかなけ

ればならないかな、このように思うわけでございます。今後、こういうことにつき

まして具体的に、もう尐しこういうことをやっていくとか、あるいはこうしていき

たいとかいうことのお話を聞かせていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（岡 常夫君） まず１点目の地域で悲惨な事件が起こらないようにという

部分の一部ご要望の部分も含めての再質問でございます。ここにつきましては、一

忚民生委員さんの方も、これは今の取り組みとしては、災害時を想定した形ではご

ざいますけれども、１人も見逃さない運動ということで、そのような取り組みも民

生委員・児童委員協議会の中でもお進めをいただいております。これは町としても

一緒になって、その動きも進めてまいりたいというふうに考えておりますし、自治

会の方では、防災等も含めた地域での福祉マップ等の作成をしてもらっているとこ

ろがあります。例えばこのお方はこの家のこの部屋にいつも寝ておられるという情

報まで地域でおつかみをいただいているところもございます。そこら辺は町では把

握できない部分がございますので、地域の中で連携した取り組みをしていただくよ

うな方策も進めてまいればなということで、民生委員さんの代表委員会等でもいろ

いろ議論をされているところでございます。 

 ２点目の障がいをお持ちの皆さんの雇用と就労でございますが、町としましても、

今年度の取り組みとして、町での就労体験の事業を通じまして、事業所で働く、規

則のある中で働く、そして、時間を決めて働くという徐々にステップを踏んでいた

だきまして、一般企業ならびに障がいをお持ちの方の作業所の尐し賃金の高い作業

所等もありますので、この辺でも甲賀市の方にもございますので、その辺も含めて

就労にこれがつながるような、そのような取り組みを今もしております。障害者自

立支援の事業の中でいろいろその方のニーズも含めて状況に合った支援を行うとい

うことで、県の保健所ならびに東近江圏域のサービス調整会議等で連携をとってお

ります。地域での協議会ならびに市町の横の連携、また県との連携の中で、１人で

も就労支援につながるように、今後もまた精いっぱいその取り組みを継続してまい
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りたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（塚本信雄君） 障がい者の雇用につきまして再質問いただきました。

先月ですが、２月上旪に、商工会と役場の企画振興課、生涯学習課、それから、私

の商工観光課で、町内の20人以上を雇用されておられます企業・事業所48社を訪問

させていただきました。そのときに、特に法定雇用率の1.8パーセントを達していな

い企業を中心に、ぜひとも障がい者を雇用していただきたいというような働きかけ

をさせていただきました。このことは毎年、企業訪問させていただいておりますの

で、しております。やはりそうすることによって、１人でも多くの障がい者を雇用

していただくということの実績も出ておりますので、今後もそういうようなことを

続けてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ４番、堀江清一郎君。 

４番（堀江清一郎君） ありがとうございます。私も、現在そういう方の働いておら

れる職場も見学に行ってきました。ここでは、皆さんご存じの東近江市高野にある

八風の湯です。八風の湯の隣にクリーニング、八風の湯で使ったクリーニングを、

皆洗濯するところで働いておられます。あるいは近江八幡市の市役所の食堂でも働

いておられます。非常に元気よく、一般の方と言うと失礼ですけれども、変わらな

い状況で一生懸命働く。ああいう姿を見たならば、もっともっと我々も、この日野

町にある企業さんが雇用していただけるということを知るためには、もっともっと

現場に行っていただいて、やっぱり生きがいを感じて自立心を持って働いておられ

る姿を見たならば、健常者の我々はもっともっと救ってあげないと、そういう形を

援護していかないとだめだなということをつくづく感じております。 

 ぜひ行政の皆さん方、私も含めてですけれども、そういうことについて、みんな

が平等の目の中でそれぞれの働きがいのある適忚した職種、また、職業を我々が皆

さん方にご案内するなり、そういう力を持って、ひとつ障がい者の、お持ちの方で

もほんまに生きがいを感じて働ける日野町のまちにしていきたいなと、このように

思っておりますので、ひとつ、その点、皆さん方のお力をもって進めていきたいと、

このように思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、次の質問に移らせていただきます。緊急災害対策について、ご質問い

たします。東日本大地震から１年たったわけでございますが、緊急災害時の伝達が

大切であることを痛感しております。我が町でも避難場所と避難収容施設が各地で

指定されているところでございます。本当にその場所が最適でしょうか。周知は充

分できているんでしょうか。当集落、大字杣においては、会議所が避難場所となっ

ておりますが、川沿いであり、また、台風等々で増水した場合は危険なため、また

収容人数が大勢になるため、大きな施設である日野ゴルフ場を避難施設として協力
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をしていただけるようお願いして、今、理解していただいたところでございます。 

 また、避難場所に災害時の水や食料、毛布等の備蓄もできているんでしょうか。

お尋ねいたします。 

 もう１つは、第５次総合計画においては、「災害対策本部と各防災機関、生活関連

機関が連携し、相互に情報収集や連絡が可能となるよう、防災行政無線設備のデジ

タル化を進めます。また、緊急時の情報などを町内全域に的確に配信できるよう検

討します。」と第５次総合計画には載っております。有線放送の廃止も聞いておりま

すので、現在の進捗状況のお話を聞かせていただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 緊急災害対策についてのご質問をいただきました。まず、災害

発生時の第１次的な避難場所については、各自治会等を単位として、町内で75施設

を各集会所等を中心に指定しております。また、避難収容施設については、23ヵ所

の町立公共施設と県立日野高校の計24ヵ所を指定しております。各集会所や公共施

設は住民の皆さんがふだんからよくご存じの施設であることから、緊急時の避難場

所として適当であると考えております。 

 なお、避難場所等の見直し選定等に関しては、各自治会のご意見をお聞きしなが

ら進めて行きたいと考えております。 

 次に、避難場所等の周知に関して、避難収容施設については、全戸配布しており

ます「地震防災マップ」、「洪水ハザードマップ」に明示して周知しているほか、町

のホームページでも広報をしております。また、ＮＨＫ総合テレビのデータ放送に

より、「くらし・安全情報」の項目の中で町内の避難収容施設の情報をご覧いただく

ことができます。 

 町の災害時用備蓄品は、飲料水が500ミリリットルペットボトルおよび２リットル

ペットボトルが各1,000本ずつ、非常食としてクラッカー、ビスケット、および水で

簡単に調理可能なアルファ米がそれぞれ1,000食ずつ、救助資材として毛布500枚を

備蓄しております。これ以外に、各地区の７公民館に、それぞれクラッカー105食と、

洋式便座対忚の簡易トイレを200セットずつ配置しております。今後も適切に備蓄品

等の充実を図っていきたいと考えております。 

 次に、災害時の情報伝達手段の整備充実に関してでございますが、現在、町が運

用している防災行政無線は、屋外拡声器による同報無線設備と消防団車両無線機や

ハンディ無線機を使用している移動系無線設備の２種類があります。現在は両方と

もアナログ無線電波により運用していますが、国の電波行政の方向性に基づき、平

成28年ころをめどにデジタル電波を使用したシステムへ変更することが必要となり

ます。現在運用している無線設備の老朽化等に伴う更新時期なども勘案しながら、
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設備のデジタル化を図っていきたいと考えております。 

 また、災害時の情報伝達手段に関しては、先ほどお答えもしたところでございま

すが、現在、町内に９基設置している同報無線による屋外拡声器による放送や、携

帯電話によるエリアメールの配信などを通じて災害時の緊急通報をはじめ消防団や

地区内での人から人への情報の伝達など複数の手段を組み合わせて、災害時におけ

る的確な情報伝達ができるよう引き続き努力していきたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） ４番、堀江清一郎君。 

４番（堀江清一郎君） 今、町長の方から答弁をいただきました。各公民館、それは

第２施設だと思います。それは近くの住民はもちろんそうですけれども、現在の公

民館にどれだけの備蓄品という形で備えつけられているのか、明確な答えをいただ

きたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（西川光夫君） 公民館の備蓄品でございますが、町として、今、備蓄させ

ていただいていますのは、簡易のロッカーの中でございますけど、それぞれクラッ

カー105食と洋式便座対忚の簡易トイレ200セットを配置させていただいております。 

議長（杉浦和人君） ４番、堀江清一郎君。 

４番（堀江清一郎君） クラッカーが３缶でございます。それと簡易トイレが１セッ

ト、これは200回使用できるトイレなんです。これで本当に備蓄という形で皆さんが

必要とされたときに、これ、クラッカー３缶と申しますと１枚26個、35食分入って

いるんです。計算しますと大体910枚、大人１回、どれだけで足りるのかというと、

これ20枚なんです。20枚で計算したならば、これは３缶だと2,730枚、20枚だったら

137。137人以上の方が備蓄をしておいても何にもならないんです。もっともっと本

当に真剣になって備蓄のことを考えていただかないことには、本当にこれで、災害

が来たときに安心してそこへ行けるのかと。 

 当然、各集落においては、自治会がやっていかなければならないことだと。せめ

て公民館の施設に、大きなところには最低でも１回、一晩でも、みんながいただけ

る食べ物、あるいはまた、いろいろな毛布、水、これは１人３リッター必要になっ

てくるんですけれども、水も置いてないと。行政の中では、今、町長からお話をし

ていただいたとおり、備蓄という形であって、それも運んでいかなければならない。

せめて１つの公民館には、皆さんがここへ行ったら一晩でも安心できるのだという

状況じゃないです。これは備蓄じゃないです。言いわけ程度にしているだけです。

それでは本当の安心して我々が毎日暮らしていけるのかなと疑問に思うところでご

ざいます。 

 ぜひそういう観点から、これだけ東南海地震、昨日も西澤議員からお話がありま

した。30年以内には60パーセント、70パーセントの確率がある。これは来るか、来
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ないか分かりません。しかしながら、備えてあるだけで心が安心できる。安心でき

るまちづくりをしていかないことには、倉庫に災害用備蓄品日野町と書いた、その

箱だけで本当に、形はどうでもいいです。その品物がないことには安心できないん

です。ぜひそういうことをもっともっと真剣になってお取り組みをお願いしたいと

思います。 

 それと情報の関係、今、町長の方からありました、同報無線による拡声器９基が

備えつけておられるわけでございますけれども、まだ家の中にいたら聞こえない。

本当に外にいたら、風向きによっては聞こえる場合と聞こえない場合がある。正直

言って、これだけで情報の無線、また消防関係、それぞれのかたちでは無線等々で

していただいております。 

 25年３月には有線放送がなくなるということで、実は去年の９月の議会でも有線

放送の関係で、情報無線で質問させていただいたところ、研究します、検討いたし

ます。既にもう半年たっております。先ほども町長からエリアメールの話が出まし

た。このエリアメールでも、ＮＴＴドコモの携帯電話のみ、そして、これは平成20

年の11月以後の機種しか使えない。また、一部の機能では、受信できない状況でご

ざいます。また、ソフトバンクとか、ａｕとありますけれども、これは機種ができ

ることはできるのであるが、尐ない。しかし、ＮＴＴドコモは100種類の機種で使え

るということで、恐らくＮＴＴドコモを使われたのだと思います。 

 しかしながら、これはお年寄りが持っているわけでもないし、若い方のみ、本当

の伝達の手段としては、これが適切なのかなと本当に思います。近くの甲賀市にお

いては、当然パソコンメール、ケーブルテレビ、有線放送、そのほかに、24年、25

年にかけまして光ファイバーでご家庭に発信するという、災害時に備えての情報伝

達は非常にすばらしいなと思います。隣の東近江市においては、昨年の４月１日、

全国瞬時警報システム、これはケーブルテレビでございます。という形でどんどん

と、そういうことについては犠牲者を１人でも尐なく、あるいはまた安心してもら

うために、いろいろな形で各地域が取り組んでおります。 

 しかしながら、当局ではこのような、まだ来ないであろうとか、あるいは、そん

なことはないと思いますけれども、もっともっと、起こったときに、ああ、やっぱ

りさすが安心できる日野町やな、自治体さんが強い日野町やなと言われる日野町に

していきたい。このように思うわけでございます。我々はやっぱり住民一人ひとり

の大切な命です。１人でも多くの方がまた守っていただける。気持ちの上でも、や

っぱりこれだけあるんで安心やで、情報やったら、こういう伝達しますから安心し

て下さいよと言えるまちづくりを議員も含めてでございますけれども、していきた

いなと、このように思っているわけでございます。 

 緊急時の情報伝達など、全地域に的確に発信できるよう検討します。これは第５
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次総合計画の107ページに載っております。安心して的確に全地域に発信できるよう

とうたわれている以上、何らかの措置を。25年の３月には有線放送がなくなる。そ

うしたら、それまでには、こういうことで、うちのところ、日野町は皆さんに伝達

しますのだやと言えるだけの形を行政としてお取り組みを願いたい。それは当然住

民として安心していただけると思います。ぜひそういうことを一議員でございます

けれども、住民、町民の代表として声を大にして言っております。 

 ぜひそういうことは真剣に取り組んでいただいて、このまた半年後に、こんなこ

とまだできていませんということのないように、前向きな姿勢でお取り組みを願い

まして、私の質問を終わらせて、最後に、いろんな形で、こういう皆さん方、災害

にしろ、いろいろな福島県等々行っていただいたとおり、町長をはじめいろんな地

域の各種団体等々で行っていただいております。ぜひお願いしたいことは、そうい

う被災地に行っていただいた経験、あるいはまた被災地から来て日野町に住んでい

ただく方、いろいろな方の意見を聞かせていただいて、また、学習なり、討議なり

していただいて、やっぱり日野町だなと言えるだけの防災に強い日野町にしていた

だくことをお願い申し上げまして、発言を終わらせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 次に、３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 町の活性化の施策について、一問一答で通告書に基づき質問さ

せていただきます。第５次総合計画の中で、「三方よしで未来につなぐ楽市楽座の町」

をめざす基本方針があります。「町のたからを活かした楽しい農・林・商・工が拓く

活き活きとした町づくり」の政策の中に、「ひととまちをつなぐ地元商業の振興を進

める」、「まちのたからを活かした観光と交流を進める」、そして、「未来を拓く地域

内産業の連携を進める」という施策が掲げられています。地域の皆さんから、議会

報告をする場で、いろいろとご質問、ご意見をいただいております。この輝くまち

づくりのための町の活性化について、私の思いつくところを質問させていただきま

す。大きく分けて、商店街の活性化について、ひなまつり紀行などの観光について、

そして、田舎体験・農業体験の推進についての３点について、質問をさせていただ

きます。 

 まず、１つ目に、国道307号線沿いの松尾交差点地先に、平和堂フレンドマートが

建設される予定と聞いています。開店すれば、立地条件もよく、多くの人が集まる

場所になると思われます。町として、この機会をとらえて町の総合計画の中で町の

活性化を促す施策をどのように検討されているのかお伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） まちの活性化の施策についてご質問をいただきました。まず、

最初に平和堂の新店舗進出についてでございますが、昨年12月16日に平和堂から開

発部長さんが来られまして、新店舗の概要説明がございました。建設予定地につき
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ましては、平成23年５月に都市計画法に基づく市街化区域への編入が行われ、沿道

サービスの区域として商業地に指定されております。国道307号線の松尾から日田に

かけての区域は、既に沿道サービス区域として多くの店舗が建ち並んでおり、今回

の平和堂の新店舗進出にあたっては、町内だけではなく、近隣の他市町の住民の方

や若年層の集客も予想されております。第５次総合計画の「ひととまちをつなぐ地

元商業の振興を進める」、「快適で便利なまちづくり」など、地元購買力の促進や郊

外型店の立地とあわせて、地元商業との相乗的な発展が図れるように今後とも努め

てまいりたいと考えておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） その対忚として何とかしていかないといけないという思いであ

ります。この機会を逆にチャンスととらえて、何とか施策を打てないものかなとい

う思いであります。そこで、日野町の土地の利用構想図を見てみますと、日野町は

縦に国道307号線が走り、また、横に国道477号線が走っているという道路網になっ

ております。この２つの国道の交差点のところに平和堂ができるということになり

ます。まさに、日野町の中心がそこになるのかなというふうにも思えてくるわけで

すが、国道477号線は日野町の今までの本通りのバイパスに当たる道としてどんどん

車の通行量も増加しているところであります。また、人の流れ、車の流れが変わっ

てきているのかなというふうにも思います。そんな中、平和堂がこの国道沿いに進

出するとなれば、なお一層に加速するのではないかなということも心配されます。 

 その対忚として、この交差点、平和堂のできる近くに、もしくはその周辺に日野

の商店が出店できるような支援はできないのかなという思いでありますが、その周

辺につきましては土地利用計画の指定もありまして、なかなか難しいところもある

のかなというふうに思うのですが、その土地計画の指定の見直しはできるのかどう

かをお伺いしたいと思います。担当課長の答弁をお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 齋藤議員さんからの質問に対してお答えさせていただ

きます。都市計画の中で、新たな市街地というか、こういう造成地が求められない

かというご質問かなというふうに思います。まず、今、平和堂の敷地につきまして

は一定大きな計画がございまして、その計画に基づいた形で市街化調整区域から市

街化区域に今回、編入をさせていただいたところでございます。 

 新たな計画につきましては、地域の盛り上がりの中で具体的な計画があるようで

あれば、その計画に基づいた形で見直しの時点において、市街化調整区域から市街

化区域に編入も含めて、町としては今後、県・国に対して調整区域の見直し、線引

きの見直しも含めて今後、取り組みはしていきたいなというふうに思います。まず

は地元の盛り上がりが一番必要になってくるのかなというふうに思っています。 
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議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 地元の声が大事ということで、そういうことも起こるというこ

とで、これからの日野町の発展を考えますと、見直しも大事かなと思いますので、

また、その辺はご支援というか、検討、見直しをしていただければというふうに思

います。 

 次の質問でありますが、日野商店街への影響も大きく出てくるように考えられま

す。今でさえも日野町商店街の人の流れというのは減ってきております。将来のま

ちづくりの、また、まちの活性化を考えるときには、この商店街の繁栄というのは

欠かせないものであります。活性化に対策・施策はどのように検討されようとして

いるのかお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 商店街への影響と対策についてでございますが、日野ギンザ商

店街にある平和堂日野店においては、開店以来、商店街と共同で売り出しを行うな

どともに歩んで来られました。こうしたことから、平和堂に対して現店舗の存続に

ついて要望しているところでございますが、地元商店街などでも対忚について協議

をしていこうとされておられます。今後、商工会や地元商店街などと協議をしなが

ら、対忚をしていかなければならないものと考えております。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） お買い物バスの運行ということで、町にも支援をしていただい

ております。次年度、24年度も予算化されようとして、計上していただいておりま

すが、今年度から実施をしていただいているということで、利用者がどのくらいあ

るのか、また、その効果として、商店にどのような効果があるのかというところを

お尋ねをいたします。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（塚本信雄君） 買い物バスにつきましては、ちょっと今、こちらの方

では現在、把握しておりません。また、24年度、それにあたっては商工会と話をし

ていきたいなというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） やはり次年度も予算づけしていただいているということは、十

分にご支援いただけるということでありがたいのですけれど、その辺の結果として

なかなか出てこないと。つかめないということもあるかと思いますけれど、ある程

度その辺も、町の方でも把握すべきではないかなというふうには思います。 

 次の質問ですが、１月から２月にかけての地元商工会加盟店の懸賞つき氏郷スタ

ンプラリーのイベントが開催されました。どれだけの経済効果があったのか検証さ

れているのでしょうか。買い物は地元の商店や業者でという意識を尐しは持っても
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らえたのではないかなというふうに思います。今後、さらにこれをきっかけとして、

この意識を持ってもらえるように、商店が営業努力しなくてはならないというふう

にも思っております。 

 「買い物は地元の商店、あるいは業者で」というキャッチフレーズを町民の皆さ

んにアピールする運動をしてはどうかなと考えます。それには日野の商店のよさと

いうものを宣伝していかなければならないのですが、とにかくそういった意識を町

民の皆さんに持ってもらうように働きかけるということも大切ではないかなと思い

ます。まちの繁栄、活性化につながる施策を町と商工会、そして、それぞれの商店

が協力して、人とまちがつながるまちづくりを進めていただきたいものであります。

町の施策について商工観光課長の方から、その辺の政策についてお考えをお伺いを

いたします。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（塚本信雄君） 昨年、商工会の50周年事業の一環として、氏郷スタン

プラリーが行われました。大変好評でありまして、今年度につきましても、商業活

性化推進事業として、町からも補助金を交付する中でこの事業が実施されてまいり

ました。今年度につきましては、売り上げが落ち込む盆シーズン後の８月末から９

月初旪と年末年始後の１月末から２月初めまでの２回に分けて実施されたところで

ございます。スタンプラリーの加盟店舗数は110店を超えておりまして、昨年度並み

の売り上げがあったと伺っております。また、前期よりも後期の方が売り上げは好

調であったとのことでございました。 

 なお、特定の店舗に購買が多くなるという傾向も見られておるところでございま

すが、それぞれ各店舗とも、このスタンプラリーに合わせて売り上げ向上に努力さ

れておられます。加盟店から見ましたスタンプラリーの効果といたしましては、来

客の増加と売り上げの増加、それから、新しいお客様の来店、お客様とのコミュニ

ケーションなどを上げられておられ、活気が感じられたと評価されておられます。

平成24年度も商工会を中心に、商業振興の取り組みとして、町内における購買力が

高まるよう、町といたしましても支援してまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） こういった町の支援で商店も尐し繁栄効果が出てきているとい

うことだと思いますので、引き続きこういった支援をできる範囲でお願いしたいな

というように思います。 

 続きまして、次に入ります。２月５日から３月４日にかけて日野のひなまつり紀

行のイベントが開催されました。歴史ある日野のたからを葬ることなく、見事に表

舞台に演出されています。貴重な日野のたからであると誇らしく感じています。こ

のイベントは、日野ひなまつり紀行実行委員会の皆さんが主催され、まちを盛り上
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げ、まちおこしにつなげようとする意気込みが強く伝わってきております。日野観

光協会や商工会の協力のもと、大きく全国に広がりつつあります。これからも、こ

のような日野のたからをさらにＰＲしていく施策・支援が求められています。また、

５月には日野祭、10月には桟敷窓アートといった催しがあります。日野のまちが年

間を通して観光名所となればいいのになというふうに思っております。今後の日野

の観光についての取り組み施策についてお伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） ひなまつり紀行をはじめとして観光の名所にということでござ

います。今年も、ご指摘ありましたように、日野ひなまつり紀行が盛大に開催をさ

れ、地元の皆さん200軒にもなる協力をいただいたわけでございます。天候には尐し

恵まれなかったわけですが、県内外から多くの方に来ていただき、大変にぎわった

ところでございます。 

 こうした日野ひなまつり紀行や秋の桟敷窓アートは、まちかど感忚館を拠点とし

て実行委員会形式で実施され、町も実行委員会の一員として参画をいたしておりま

す。地域の歴史や文化、町並みなどの地域資源を活用した観光誘客に向けて、観光

協会と連携しながら、各種メディアへの情報発信、町のパンフレットや広報「ひの」

への掲載などに取り組んでおります。また、イベントの準備や当日の運営等にも協

力しております。今年の第５回日野ひなまつり紀行は、ご覧のとおり、地域の皆さ

んの力で取り組みが拡大をいたしております。住民の皆さんの自主的な活動とも連

携しながら、さらに観光誘客が図れるよう観光協会などと連携しながら取り組んで

まいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 今答弁いただきましたように、大窪から村五につなぐ家並み200

軒のおうちにおひなさんが飾られています。また、各家には工夫された竹筒の飾り

物もあり、また、看板もつくられて、イベントをさらに盛り上げていて下さってい

ます。興味をそそるものであります。さらにこのイベントを成功させるように、盛

り上げるために、町の支援をさらにお願いをしたいというように思っております。 

 すばらしい日野のたからを発掘していただいております住民の一人ひとりの力、

地域の力が結集すれば、このようにいいものができるのだなというふうに感心をし

ております。さらに前進するために、日野の街並みを維持して日野の観光を推進し

ていくことが大事であります。それには町の支援ということでありますので、どう

かよろしくお願いをいたします。 

 次に、近江日野田舎体験の受け入れが好評で、年々増えています。受け入れ家庭

の備えが大変であろうかと思うのですが、各地区で受け入れ家庭も増えて、整って

いるようであります。三方よし！の精神で、農村生活の体験を通して子どもたちと
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の心のこもった交流が感動されております。農業体験の受け入れ体制が整えば、修

学旅行だけに限らず、一般の家族・団体の田舎体験・農業体験ツアーも企画するこ

とができれば、もっと枞が広がるのではないかなというふうに思います。また、休

耕田や荒れ地を利用して野菜づくりなどの農業体験に活用するとか、宿泊には空き

家や離れなどの空き部屋を貸して活用するという企画・施策はどうかというご意見

を地区の受け入れをされている方からも聞いております。町はどんなふうに考えて

おられるのかお伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 近江日野田舎体験などについてご質問いただきました。修学旅

行や野外体験活動、さらには海外からの青尐年との交流など、三方よし！近江日野

田舎体験の取り組みは、日野町を訪れた学校などからも評価をいただいております。

地域の皆さんのご協力の賜物と感謝をしているところであります。 

 訪れた子どもたちは、日野町の豊かな自然や人との出会いを通じて得た貴重な体

験と感動を胸に自分の人生を歩むことになります。また、受け入れていただいた方々

は、当たり前の暮らしの中に豊かさがあり、喜びがあるんだと地域に対する自信と

誇りを持っていただいており、地域が元気になりつつあることを実感していただい

ております。 

 この取り組みは、体験交流型の一般旅行や企業の社会貢献活動などにも対忚でき

るものであります。受け入れが本格的に始まってまだ３年でございますが、今、受

け入れ体制の基盤や仕組みをしっかりと築き、将来的には、今ご指摘ありましたよ

うな休耕田や耕作放棄地の解消、空き家の活用などにも活動の幅を広げ、さまざま

な地域の課題解決の一助になればと考えておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） ありがとうございます。この近江日野田舎体験を拡大、発展す

るように、じっくりと考えて、その準備を整え、尐しでも前進する方向で取り組ん

でいただきたいと思います。この事業に協力され、宿泊の受け入れをされている家

庭が日野町に多く存在をすることは日野町民のすばらしいところでありまして、ま

た、日野の宝であると認識をするものであります。ご意見をいただいた方がおっし

ゃられていましたが、急がなくてよいので、着実に進めていただきたいというふう

に言っておられました。ぜひこの取り組みを検討して進めていただきたいと願いま

す。 

 次に、この田舎体験の修学旅行を活用して、お土産に地元でとれたお米、野菜、

お茶とか、日野の特産品等を買ってもらえるように企画をしたらどうかなというふ

うに思うものでありますが、入村式があり、帰りには離村式があるように聞いてお

ります。旅行にはお土産がつきもので、来ていただいた方にはお土産を持って帰っ
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てもらうことは常識であります。離村式には、商工会とか、営農組合とかいった方

のご協力のもとで販売ブースを設けて、お土産として買ってもらうような企画をし

たらどうかなというように思います。三方よし！の精神で地域の繁栄、活性化につ

ながればという願い、思いでありますが、こういった提案については商工観光課長

にお伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（塚本信雄君） ただいま田舎体験の際に特産品などのお土産をという

ことでございました。近隣県から野外体験活動でお越しいただいており、なかなか

小遣いも持っておられませんし、お土産を買うことはできないという状況でござい

ます。しかし、修学旅行で来ていただく場合もございますので、そういった場合、

京都や奈良の観光と絡めてお越しいただいておりまして、京都、奈良でのお土産を

お買い求められることが多い状況ではございます。とはいえ、日野町での購買を促

進したいというのは当然ございますので、学校や旅行会社などには日野町で特産品

などをお土産として買っていただく時間を設けていただきたいというような提案を

させていただいており、昨年、１校でございましたのですが、日野町でお土産を買

う時間を設定していただきました。引き続き、パンフレットの配布による土産物の

事前申し込みなどによる販売企画などを行いまして、地域活性につながるよう検討

してまいりたいというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） ぜひそういうような方向でお願いしたいのですが、お米を３合

でもいいですから買ってもらって、食べてもらって、その日野のお米がおいしいと

いうことを分かってもらえれば、また注文をいただけるように、また、そのつなが

りを築いていけるというふうになればというように思います。三方よし！となると

思います。日野町にはお菓子屋さんとか、あられ屋さん、日野菜漬けもありますし、

ぜひ検討をしていただきたいというふうに思います。 

 最後に、まとめといたしまして、まちの活性化は、農業、商業や産業の繁栄はも

とより、地域の活性化が一番大事であります。高齢化の進む中、若い人が外に出て

しまい、集落の維持運営がだんだん難しくなっていっている状況であります。まち

の将来は、日野町で生まれ育った若者がどれだけ定着していくかが大きなかぎであ

ると思います。若い人が住み着く魅力のあるまちづくりを目指すことが町の活性化

につながるものと考えます。そして、施策を進めていく上で大事なことは、地域の

皆さんと話し合う場を持つことが大事であるというふうに思います。時間をかけて

じっくりと話し合って、対策を議論し、進めていくことが大事であると考えます。 

 最後に、まちの活性化について、町長のご意見をお願いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 
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町長（藤澤直広君） 町の活性化、今お話になられたように、そこにここのまちに暮

らす人たちが元気に生き、そして、営業ができ、そして、人と人とのつながりが広

がるということが大事であります。そして、そのためには、今ほどお話がありまし

たような外部からの交流人口を広げるということで新鮮な空気を吹き込むというこ

とが大事だというふうに思っています。 

 確実に尐子化社会というのは、人口減尐社会というのは進んでおるわけでござい

ますので、そこだけを嘆くのではなくて、このまちにある自然環境、歴史と伝統文

化、そして、人の営み、人間性、こういうものすべてをしっかりとたからとして大

事にしながら、まちのそこかしこで地域の住民の皆さんが元気に活動をされる。そ

ういうようなまちをつくることが大切ではないかというふうに思いますし、そうい

う意味では、今回の第５次総合計画の策定にあたっては、大変多くの皆さんが時間

をかけて熱心な議論の中でこのまちのことを考えていただいて、第５次総合計画が

でき、そして、１年が経過し、いろいろなところでそうした思いが広がっていると

いうふうに思いますので、そうしてつくっていただいた第５次総合計画を文字どお

り住民の皆さんとともに、手を携えて１歩、２歩、進めていくことが私ども役場行

政の果たす役割だと、このように認識をいたしております。引き続き努力をしてま

いりたい、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） ありがとうございます。引き続きまちの活性化の支援をお願い

をいたします。この質問は終わらせていただきます。 

 次に、人事異動による引き継ぎ業務について質問をいたします。毎年、年度がわ

りには多数の人事異動がされています。その際には、長年にわたり築いてこられた

業務内容を次にかわる担当者にきちんと正確に担当業務の引き継ぎをすることが大

切です。引き継ぎ事項をマニュアル化して、担当者がかわっても同じように対忚で

きる体制を整えることが最小限必要であります。その対忚が低下しないように願い

たいものです。 

 担当者の異動により、要望事項が伝達されなかったり、問題点が解決されず、放

置されていることがあるように聞きます。各課長・参事・担当レベルで、それぞれ

の引き継ぎはきちんとされているのか疑問であります。どのようにされているかお

伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 総務政策主監。 

総務政策主監（竹村喜久夫君） 人事異動によります引き継ぎの業務につきまして、

ご質問いただきましたので、お答えをさせていただきます。人事異動等によります

事務の引き継ぎでございますが、その処理の際には日野町事務処理規定がございま

して、その中で主監、課長、課長補佐、主任およびこれに相当する職にある者は、
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当該職を異動するときは、その後任者と事務引き継ぎを行い、事務引継書３通を作

成しなければならないということになってございます。事務引継書は、前任者が１

通、そして、後任者が１通を所持し、あわせてその上司に１通を提出するというこ

とにしております。 

 また、この事務引継書の中には、特に重要な所管施策、対策および事業、対外的

約束の事項、所属内で改善を要する点、所属事務事業で特に留意するものとか、前

任者から引き継ぎをした事業で未解決、または未処理のためを引き継ぐものと、そ

ういった個々の内容が記述をされてございまして、人事異動に際しましては、それ

ぞれの職員においてこの事務引継書とあわせて口頭で事務の引き継も行っていると

いうところでございます。今後ともしっかりと事務を引継げるようにしてまいりた

いと考えております。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） きちんと事務処理規定があって、引き継ぎをしているというこ

とであります。役場は企業と違って一度に多くの方が異動されるというふうに思い

ますし、また、辞令が出されてから異動されるまで短い期間でありますので、引き

継ぎ業務をその間にこなしていただかなければならないということで、大変かと思

いますが、一番大事な部分でありますので、しっかりとしていただきたいと思いま

す。 

 また、平常業務の手順や、業務内容、業務の経過は、マニュアルをきちんとつく

っておくと非常に便利であると考えます。特に重要な懸案事項があれば、統一の用

紙で重要案件の発生原因、経緯、過去の経過等を記録したもので引き継ぐという、

今も引き継いでおられるようですが、そういった引き継ぎを行い、解決に至るまで

責任のある対忚ができるようにすべきと考えます。また、重要案件につきましては

担当者から上司まで周知、伝達をされているという体制が一番大事であると思いま

す。 

 それと、この部分につきましては、区長さんが、申請なり、要望に来られたとき

には、担当者は当然対忚していただいていると思うのですが、できるだけ上司もそ

れに加わって対忚していただけるようになれば、また、住民との信頼関係がより築

けるのではないかなというふうに思います。共通理解のもとでのそういう伝達網、

上司にも伝わりますし、日ごろのこういった業務姿勢、業務体制が大事であるよう

に思います。 

 各部署での業務マニュアルが整備をされていれば、だれがどの部署に異動となっ

ても、マニュアルを見れば分かると。また、早期に質の高い業務も可能になる環境

がつくれると。また、住民サービス、業務効果の向上を図ることになるというふう

に思います。だんだんと業務も複雑になり、難しい状況であるかなと思いますが、
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各部署での業務マニュアルといったものが作成されているかどうかお伺いをいたし

ます。 

議長（杉浦和人君） 総務主監。 

総務政策主監（竹村喜久夫君） 再質問がございましたので、お答えをさせていただ

きます。各部署でのマニュアルということでございますが、特に行政の場合、引き

継ぎ、継続して事務を行うということが重要だというふうに思っておりますので、

引き継ぎの際には特にその辺を留意をしているというところでございます。 

 マニュアルでございますが、必要に忚じてそれぞれが作成をして、いわゆるその

場、その場の対忚じゃなくて、統一した対忚ができるということで事務を行ってい

るという状況でございます。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 引き継ぎがきちんとされていないと、役場と住民との信頼関係

が損なわれることにもなりかねません。この３月、異動時期でもありますので、十

分に検討もしていただき、また、引き継ぎ業務の徹底強化をしていただきますこと

をお願いいたしまして、質問を終わります。 

議長（杉浦和人君） 次に、６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 通告書に基づき質問をいたします。ＪＡグリーン近江の有線放

送電話が廃止されることについて。このことにつきましては、今年に入り、ＪＡグ

リーン近江の行っておられる有線放送電話が来年の３月をもって廃止されるという

ことが報じられました。この問題については、昨年の当３月議会においても、川原

前議員が詳しく質問をされました。 

 昭和42年に、日野町農業協同組合として事業が開局され、広域合併を経てグリー

ン近江農業協同組合へと引き継がれ、今日まで45年の長きにわたり町内で有線放送

と電話の業務を続けてこられました。この間、有線放送電話の加入者数は、今年の

１月末現在で聞きましたら、約3,200戸、全世帯数の約41％にまで減尐しているとい

うことも事実であり、このことについては、大変私自身としましては残念であると

思っております。 

 町として今日まで、平成５年から４年間に2,000万円、また、平成９年からは毎年

100万円の補助金や使用料を総額3,500万円されてきました。また、平成17年度には

500万円の設備改修補助を支援されてきたというふうに聞いております。そうした中、

現在では、町からの広報や伝達事項をはじめとした地域情報、図書館便りとか、学

校・公民館等からのお知らせなどが１ヵ月に120から150件ほど利用されていると聞

いております。さらに、各地域の公民館等のページング放送などを含めますと、町

の関係の利用率は約半数、50パーセントに及ぶのではないかと聞いてもおります。

これら数々の事項がある中で、有線放送の利便性、町民への一斉連絡、集落機能の
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維持等計り知れない役割を担ってきました。 

 また、さらに、昨年の９月議会に堀江議員も質問をされましたが、近い将来に必

ず発生すると言われております巨大地震など災害発生時の緊急連絡にも、有線放送

はきわめて有効、便利な伝達方法で、なくてはならない施設だと考えます。このよ

うなさまざまな観点と、有線放送の廃止が、いよいよ残り１年で終わるということ

がはっきりした現在、町としての考えをお伺いいたします。 

 まず、１点目に、このＪＡグリーン近江の有線放送電話を何らかの形で町が引き

継ぐというようなお考えはありませんか。それをまずお伺いをいたします。 

 そして、町が代替する考えがない場合は、どのような形で、あるいはどの辺まで

取りやめをするのか、町民にどのような説明をするのか、また、我々も、地元でも

このような問題を耳にしておりますので、いかに地元に説明をすればよいのかを伺

いたいと思います。この問題は、昨日も、先ほどもいろいろと有線放送電話の事業

については質問されております。そして、いよいよ残る１年という期間が設定され

た現在としては、具体的に確かな答弁をお願いをいたします。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 有線放送についてのご質問をいただきました。ＪＡグリーン近

江から、昨年10月に、25年３月末をもって廃止するとの考え方をお聞かせいただい

たところでございます。西澤議員にもお答えしたとおりでございますが、現在、有

線放送については、以前からそういう部分もあるわけですけれども、加入者が尐な

いことであること、さらには、有線放送の維持管理に多額の経費が必要となること

など、こうしたことからＪＡが廃止を決定されたものでございまして、そうした状

況のもとで、町が引き継ぐということは難しいと考えております。 

 こうした中で、町が行ってきたお知らせなどについては従来どおり、ホームペー

ジや広報においてやっておりますし、また、広報につきましては公共施設やコンビ

ニなどにも配布をしていただいております。さらに、ＮＨＫ、総合テレビにおける

データ放送では、現在、暮らし・安全情報の項目の中で町からのお知らせ、災害時

の避難場所および上下水道などのライフライン情報を提供しており、今後さらに内

容を充実していきたいと考えております。 

 また、近年、携帯電話やインターネットの普及により情報伝達手段は多様化をい

たしております。こうしたことを有効に、かつ適正に活用して情報伝達に努めてま

いりたいと考えておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 今の町長の話によりますと、有線放送ならびに電話、このこと

については、町としてはもう代替して引き継いでやっていく考えはないということ

の理解でよろしいのですね。今いろいろな方法は今後、検討していかなくてはなら
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ないと。そして、先ほどの28年ぐらいめどにいろいろな伝達方法も考えていくとい

うことでございましたが、当面はこのようなことで町民の皆さんへの伝達を考え、

先々はこういうことも考えているということがございましたら、ご答弁をお願いし

たいと思います。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（平尾義明君） 町長が申しましたとおり、有線放送につきましては、

現在のところ、引き継ぐということは非常に難しいかなと、このように思っている

ところでございます。 

 今後におきましてでございますけれども、有事の際に、先ほど総務課長も申しま

したとおり、放送ができるということになったときに、それを利用して住民の皆さ

んに伝えられる方法があれば、それを利用していきたいな、このように思っている

次第でございます。その他につきましては、ホームページ、また広報「ひの」、お知

らせ版、また、今はテレビの方でデータ放送というのがございまして、そこでも一

忚１週間に１回しか、今のところは更新ができない状況ではありますけれども、そ

こら辺を有効に使っていきたいなと、このように思っています。また、ホームペー

ジにつきましても、今、携帯で見られるという便利な機能もついてございますので、

そこら辺も使っていただくということになろうかと思います。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） それでは再々質問ですけれども、今の有線で果たしてどれだけ

の緊急事態における連絡ができるかというのも、ちょっと疑問な点は疑問ではあり

ますが、いわゆる緊急事態発生の場合に、今の有線なら、我々は家の中にさえいれ

ば聞けるわけでございますが、その点についての考えがあればお聞かせを願いたい

と思います。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（平尾義明君） 有線放送につきましては、聞くというよりか、聞かさ

れているというふうなことで、広く聞いていただいているということで認識もして

おりますし、今現在も、町も利用させていただいているということでございます。 

 しかしながら、冨田議員が申されましたとおり、加入者が年々減っていっている

ということで、現在41パーセントになっているというふうな状況もございますので、

この１年で、先ほども言いましたように、緊急連絡を利用して皆さんに周知できる

となれば、その利用を考えていきたいなと、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） いずれにしても、特に今のこちらの広報とか、町の連絡はとも

かく、緊急のときにいかにどういう連絡をするのか、これは十分に考えていただき

たい。特に先ほど堀江議員も言われたように、高齢者とか、あるいはひとり暮らし
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の家庭がございますので、十分考えていただきたいというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） ここで３時半まで休憩いたします。再開は、３時半からといた

します。 

－休憩 １５時１４分－ 

－再開 １５時３０分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 休憩前に引き続き一般質問を行います。２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 通告書に従いまして質問させていただきます。東日本大震災か

ら１年が経過いたしました。先般、岩手県の盛岡復興支援センターと釜石市に行っ

てまいりました。支援センターでは、被災者の方々の情報収集や交流の場として、

仕事や生活の相談、支援物資の受け渡し等々、被災された方に寄り添い、きめ細や

かな支援活動をされておりました。 

 また、釜石市は、市内の小・中学生約3,000人のうち99.8％が難を逃れ、釜石の奇

跡と言われたところでございます。釜石東中学校は、一面の瓦れきの山々、瓦れき

の山の中に校門の一部が残っており、尐し離れたところにコンクリートの建物が残

っていて、３階の窓に車が突き刺さった状態に、すさまじい大津波の現実を思い知

らされました。釜石市防災課の方から震災被害状況、防災教育への取り組みなど貴

重なお話を伺うことができ、私たちもこの教訓を忘れることなく、防災・減災対策

に取り組むことが急務だと考えます。 

 今後、首都直下型地震や東海、東南海、南海地震の発生が懸念される中で、既存

の防災対策を見直す動きが活発になってきております。日野町においても、防災会

議など防災強化を進められておりますが、今回の大震災でも、着がえるところがな

い、女性用物干し場がない、授乳スペースがないなど、課題があり、女性の悩み・

暴力相談室などが開設されました。また、女性は子育てや介護の経験をされている

方が多く、女性がもっと力を発揮できるように、女性の視点からの防災対策も必要

と考え何点かお伺いいたします。 

 １点目は、防災会議への女性委員登用など、積極的に女性の意見を地域防災計画

に反映させる取り組みをされているのか、また、必要だと考えておられるのかお伺

いいたします。 

 ２点目は、災害時の緊急物資に女性や子ども、高齢者、障がい者に配慮した備蓄

品、例えば女性用衛生用品、粉ミルク、哺乳瓶、紙おむつ、車いすなどの備蓄はさ

れているのかお伺いいたします。 

 ３点目は、日野町では毎年、住民参加型の総合防災訓練を行っておられます。大

変重要だと思います。災害が発生した場合、災害対策本部が設置され、職員招集さ

れますが、交通や電話などが不通になることも考慮しなければなりません。新聞に、
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東近江市は大地震を想定した非常召集訓練をされ、全員がそろうのに２時間半を要

する結果となったとの記事がありました。災害時の混乱の中で避難所開設・運営を

するためには、避難所運営の訓練を職員、住民も含め実施する必要があると考えま

す。静岡県西部危機管理局が2008年に効果的に避難所運営を学べる方法として開発

されたＨＵＧは、図上演習を行うもので忚用力を鍛えると言われています。ＨＵＧ

などを参考に、体験型の避難所運営の研修、訓練をすべきだと考えますが、町のお

考えをお伺いいたします。 

 ４点目は、防災教育についてですが、釜石小学校では、３月11日、短縮事業で、

大半の児童が下校していた。子どもたちはそれぞれの場所で地震、津波に遭遇した。

自分が逃げるだけでなく、逃げようとしないお年寄りを引っ張って逃げた児童もい

た。児童全員の無事を確認できたのは震災２日後だった。学校の訓練が効いていた

と聞かせていただきました。日野の小・中学校でも、避難訓練や防災教育を行って

おられますが、自分の住んでいるところの避難場所はどこにあるのか自分で判断し、

行動できることも必要になってくると思います。そのためには実践的な防災教育が

必要と考えます。今後の日野の小・中学校の防災教育の取り組みをお伺いいたしま

す。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 中西議員から、防災対策についてのご質問をいただきました。

現在、町の地域防災計画の見直しのために、日野町防災会議を開催し、計画策定に

取り組んでおります。この防災会議の委員は16名でございまして、うち女性委員が

２名となっております。この防災会議の委員は、あらかじめ委員を選出いただく組

織、関係機関等が指定されておりますことから、現在このような構成となっており

ますが、女性の視点を大切にして、どのように対策をつくっていくのかということ

については今後、研究をしてまいりたいと考えております。 

 次に、町の災害用備蓄品についてでございますが、飲料水、食料品などを備蓄し

ておりますが、女性用、子ども用など特定したものは備蓄をいたしておりません。

この対忚策としては、滋賀県が滋賀県生活協同組合連合会や、その他、生活物資取

り扱い事業者などと締結されている災害救助に必要な物資の調達に関する協定に基

づき、滋賀県を通じ協定締結企業へ物資調達、運搬等を依頼し、物資の確保を行う

こととなります。今後、町の災害用備蓄品の充実について検討をしていきたいと考

えます。 

 次に、３点目の避難所運営訓練についてでございますが、避難所の運営方法を参

加者全員で学ぶための参加型模擬体験訓練で、静岡県が開発されたものと聞いてお

ります。防災意識の啓発に向けて各種の事例を研究をしていきたいと考えていると

ころでございます。 
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 なお、防災教育に関しましては、教育長の方から答弁をさせていただきたいと思

います。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） ４点目の日野町の小・中学校における防災教育についてでご

ざいますけれども、安全教育と安全管理の両面から進めております。安全教育では、

安全学習と安全指導に取り組み、教科や総合的な学習の時間等を通しての危険予測

や危険回避能力の育成を図るとともに、文部科学省の安全指導ＤＶＤや消防庁作成

の防災ＤＶＤを活用した安全学習もしております。また、自分の身を自分で守れる

ようにするための安全指導も実施しているところでございます。 

 安全管理におきましては、対人管理と対物管理の両面で行っております。対人管

理では、学校園防災計画、危機管理マニュアルの策定や、地震や火災、不審者侵入

等を想定した避難訓練を計画的に実施しております。対物管理では、施設や設備の

安全点検、タウンメールの加入普及や緊急時等における活用を図っているところで

ございます。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 再質問いたします。２番目の備蓄品なのですけれども、物流備

蓄というふうに受けとめてよろしいんでしょうか。一忚そういうチェーン店とか、

地元の商店街と提携をされているということでしょうか。 

 また、アレルギー食とか、そういうものも対忚されているのか。どれぐらいの備

蓄というふうに考えておられるのか、詳しくお伺いしたいと思います。 

 それと、子どもたちの防災教育なのですけれども、いろいろなカリキュラムがあ

って、すごく忙しい時間制だとは思うのですが、教科の中に科学ですとか、いろい

ろな、数学に地震の力を勉強するとか、そういうのも取り入れて、実践的に取り入

れておられましたので、その時々にそういうものを取り入れるという工夫をしてい

ただくことが大事かなと。やっぱり日々の訓練が大事というふうに思いますので、

その点を考慮して、もう尐し考えた防災を取り組んでいただけたらと思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課参事。 

総務課参事（髙橋正一君） 備蓄品について再質問をいただきましたので、お答え申

し上げます。先ほど町長が答弁をさせていただきました日野町以外の備蓄品という

ことでございますが、これの答弁をさせていただきましたのは、滋賀県が生活協同

組合でありますとか、また、その他の量販店、大きな量販店幾つもございますが、

との間で災害救助に必要な物資の調達に関する協定というのを結んでおられます。

その中には滋賀県内の市町村を含んでそういう協定をするということになってござ

いまして、町独自では、そういう先ほど申し上げました備品については備蓄をして

ございませんので、災害時にはこの滋賀県と業者さんなりが結んでおられる協定書
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に基づいて物資の調達を依頼して、町の方に搬入すると、そういうことで申し上げ

たところでございます。よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 防災教育につきましては、議員言っていただきますとおりで

ございまして、本当に子どもたちの命を守るという点で、いろんな場面で実践して

いかないといけないことであるというふうに考えております。例えば「稲むらの火」

という紙芝居を四、亓年前に、日赤奉仕団の方が大きな紙芝居をつくっていただい

たのですけれども、そういったものを各校で見せていただいたりですとか、読み聞

かせの中でいろいろな本から学ぶこと、それから、国語の教材の中でもそういった

こともございますし、社会科の中でそういう内容について触れることもございます

ので、いろいろな場面で防災教育を進めていきたいというふうに思っております。 

 議員が行っていただきました釜石小学校は本当に全員助かっておりますし、逆に

といいますか、大川小学校では108人中、七十何人が亡くなっているという状況でご

ざいます。また、保育園では全員が助かっているということでございますので幼稚

園、小・中学校の防災教育というのは本当にしっかりとしていかないといけないと

いうふうに思っておりますので、今後もしっかりと進めていきたいというふうに思

っております。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 備蓄品ですけれども、女性とか、子どもに対忚する備蓄品が滋

賀県に連絡して届けていただくということで、それは備蓄品には余りならないなと、

すぐに届きませんので大変なことだなというふうに思ったんですけれども、もう尐

し備蓄品についても検討していただきたいというふうに思います。 

 また、子どもたちの防災教育をすると、家で親御さんたちが防災について考える、

また、おばあちゃんたちも、おじいちゃんたちも防災について意識をされるという

ことで、本当に重要だと思いますので、また今後ともさらに取り組みを要望いたし

ます。 

 続きまして、中学校給食問題について質問をさせていただきます。11月臨時議会

において中学校給食施設設計予算が可決され、将来的な経費の軽減を図るため、学

校給食に民営化を導入することの付帯決議が可決されました。給食の民営化につい

て、一議員として、勉強のために先例地視察研修を行いました。どこの市も、民営

化の職員の方もよく働き、学校の評判もよく、食品衛生管理上も職員の衛生管理が

徹底されており、仕事がより丁寧になったと感じられております。人件費について

言えば、例えば直営の正規職員４人の職場が民営化後は３分の２の人件費で、時間

帯により６人の調理員となっている。時間の余裕ができてアレルギー食の対忚もき

っちりとできている。現在、民営化に問題はないと答えられています。 
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 委託業者は実績や衛生管理体制など信頼のおける数社でプロポーザル方式により

決定され、味や質が低下しないよう検討委員会会議で意見を聞かれております。給

食食材は市で購入をされており、地産地消にしっかりと取り組まれておりました。

昨日、多くの議員から民営化についての質疑がありましたが、教育長は、経費がか

かっても、教育上の立場から、人と人との触れ合いが大事であり、直営が望ましい

と答弁をされました。 

 私は、民営の調理員の方とも日常的なあいさつや配膳時の受け渡しなど、また、

委託契約内容により、子どもたちとの触れ合いは可能なのではないかと考えます。

現在、日野町の正規職員の方も臨時職員の方も同じように一生懸命心を込めて調理

をして下さっていると感じております。それと同じように、民営の調理員の方も、

子どもたちのおいしい笑顔を見るために心を込めて調理をされているから、問題は

ないと先例地では答えられたのではないでしょうか。私には公営の調理員と民営の

調理員の教育上の違いが分かりませんでした。 

 何点かお伺いいたします。１点は、学校給食問題検討特別委員会より、民営化に

ついて調査研究されたい要望が出されました。それについて調査研究をどのように

されたのか。十分な研究をされたと思いますが、その経過を、また、メリット・デ

メリットについてお伺いいたしたいと思います。 

 ２点目は、２月23日の学校給食問題検討特別委員会に提出された図面には、更衣

室が男女共用で、間仕切りもありませんでした。けれども、トイレは男子用、女子

用がありました。教育長は女性の立場から、更衣室が男女共用であることに何の疑

問も持たれなかったのでしょうか。教育委員会では現在、給食調理員が女性ばかり

であることから、民営化に見られる男女の調理員の雇用は想定をされていないので

しょうか。所見をお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君の質問に対する当局の答弁を求めます。教育

長。 

教育長（奥村 薫君） 中学校の給食問題についてのご質問でございますけれども、

民営化の文言自体についてはさまざまな形態を指して用いられているところでござ

います。ご質問の民営化については運営の民間委託と解してお答えしたいと思いま

す。 

 このことにつきましては、周辺市町において民間委託されている施設もございま

して、その状況や受託者の対忚について資料の提供をお願いするとともに、その現

場経験を経た管理的職員からの話を聞くなどしてまいりました。こうした中で教育

委員会として課題ととらえておりますことは、民間委託による、業者の業務遂行能

力や、その状況だけではなく、学校教育と一体となって子どもたちの心身の発達に

重要な役割を果たす給食業務の内容をかんがみながら、委託業務と両立できるのか、
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法律的に問題なく民間委託することが可能なのかというところでございます。こう

した観点で、市が労働局のご指導を仰ぐとともに、実際の給食調理業務と照らし合

わせることなどしているところでございます。 

 ２点目の男女別の更衣室につきましては、２月23日の学校給食問題特別委員会で

ご指摘いただいたところでございまして、設計の中で反映しております。よろしく

お願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 法律の問題とか、そういうことを今検討していただいていると

いうことでございました。また、経費についてのことなのですけれども、日野町の

給食費の未納額がまた増えるのではなかという声もお聞きしますので、経費のこと

は今後も考えていかなければならないのではないかというふうには思います。もう

尐し具体的に問題点というのをもう一度聞かせていただきたいのですが。 

議長（杉浦和人君） 当局答弁を求めます。教育次長。 

教育次長（久村重次君） 中西議員からの再質問にお答えをさせていただきます。民

営と直営の部分でございますが、前から言っておりますような形ではございますが、

やはり直営は、調理員さんにつきましても教職員の一部というような形で、学校に

おきましても、子どもたちを見守っていただいておるかと思います。そういった部

分でやはり民営、直営という部分では大きな違いがあるのかなと思います。 

 それと、地場産の部分の活用もできるという部分が大きな部分ではないのかなと

思います。民営についても、そういった地場産活用という部分、また、調理員さん

の部分でも、委託契約の内容にもよってくるかと思うのですが、そういった部分で

は一定クリアされるとは思いますが、やはり契約上の部分ですので、契約以外の部

分については直接指示等はできない。そういった部分は、今現在も研究はしておる

ところでございますが、直営の部分については、調理員さんについてもいろいろな

形で学校の方にもかかわっていただきますし、子どもたちのためにいい給食をとい

うような思いが強くなってくるものだと思っておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） ありがとうございました。学校の職員としてというご答弁だっ

たと思います。また、学校にかかわっていただているということでございましたが、

どういうふうにかかわっていただいているのか、もう一度お願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（久村重次君） 再々質問にお答えいたします。調理員さんのかかわりでご

ざいますが、具体的な部分では、小学校の場合ですと卒業式、入学式の受け付けを

していただくとか、また、各種授業にも、時間的な余裕がありましたら、そういっ

た学校行事にも参加もいただきます。運動会への参加とか、そういった部分では大
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きくかかわっていただいておる事例だと思っております。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 給食で子どもたちが本当に食の重要性も学び、楽しい、おいし

い給食が学校生活で１つの大切な思い出になるように、しっかりと取り組んでいき

たいと思いますし、また、住民の皆様が、時間はかかったけれども、本当に中学校

の給食ができてよかったなというふうに思っていただけるように、十分な検討、ま

た研究され、論議をして進めてまいりたいというふうにも思いますし、また、行政

の方にも要望してまいりたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 次に、１番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 通行書に伴い質問をさせていただきます。災害対策、情報伝達

についてですが、当局の方におかれましては、またかと思われるかも分かりません

が、大変皆さん各議員が出される重要な問題で、早急に対処、対忚していただきた

い問題ですので、いま一度、質問させていただきます。 

 第５次総合計画の災害時の対忚の中に、地震発生に備え、家屋の安全性確保の必

要性を住民に啓発するとともに、情報提供を行います。また、倒壊の恐れがある不

在家屋は、自治会と連携して、所有者への連携などに努めますとあります。情報提

供の手段を今後どう考えているのか。今の状態では手探りであり、前の見えないよ

うな状態だと思います。 

 ９月議会にもそれぞれ質問が出ております。また、今期においても西澤、堀江、

冨田議員からも有線放送終了後の対忚を出されていますが、先ほどから聞いており

ますと、前日の総務課長なども今後対忚を考えていくと、のんびりした返答に思わ

れます。そして、いずれデジタル化というような言葉で流しているような気もしま

す。防災の基本理念として、災害はいつ、どこで、どのような形でやってくるか分

かりません。各議員よりたびたび出てくるということは、町民各位も有線放送問題

で心配している問題です。早急に対処する時期が来ていると思われます。有事の際、

緊急対忚として同報無線のような一方的なものではなく、各地域とは通信ができな

ければ意味がないと思います。日野防災無線の強化や停電時の対忚、各公民館単位

での通信整備など、すぐできる対忚が数々あると思います。早急な対忚をしていく

つもりはないのか、また、無線のデジタル化への明確な移行時期をいま一度、総務

課長に伺います。 

 そして、メールの件なのですけれど、メール等の有効利用も考えられますが、し

らしがメール、また、エリアメールなどといろいろなメールができております。そ

ういう中で統一性がありません。どれを信じて、どれを聞いていたらいいのか、ど

れを見たらいいのか。そういうところにも来ていると思います。当初、町でも、タ

ウンメールを小学校での連絡用に活用したというのは聞いていますが、この辺の使
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用状況、また、運営方法、これからについて伺いたいと思います。よろしくお願い

します。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 災害対策の情報伝達の手段について、村島議員からご質問をい

ただいたところでございます。これまでそれぞれの議員さんから、有線放送ともか

かわって今後どのようにしていくのか、こういうお話をいただいたところでござい

ますが、現在、防災計画の見直しをいたしておりまして、どういう場合の有事に対

してどういう情報伝達手段が必要なのか。例えば日野町においては、津波というこ

とはないわけでございますので、どういう場合を想定してどのような対策を講じる

必要があるのかということを議論する中で今後しっかりと取り組んでいきたい。こ

ういうふうなことで、これまでから答弁をさせていただいておるところでございま

す。 

 また、情報提供の中で、タウンメールのことでございますが、町がサーバを所有

しておりまして、平成22年度から運用を始めておりまして、小学校や幼稚園で八百

数十名が登録をして学校での利用をしているというふうに聞いておりまして、台風

等の臨時休業、さらには運動会の延期などに活用をしているというふうに聞いてお

ります。 

 これとは別に、災害時の情報伝達手段として、緊急地震速報や避難勧告などの情

報を発信するために、今年２月からＮＴＴエリアメールの配信の運用を開始したと

ころでございます。ＮＴＴ以外の携帯電話の会社についても同様のサービス提供開

始が検討されていると聞いておりまして、その際には同様に運用をしていきたいな、

このように考えておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 再質問させていただきます。今のメールの件なのですけれど、

メールも再三、私言っていますが、エリアメール、今後の対忚ということで、どこ

までどうしていくかというのがまだ見えていない状態と思います。タウンメール、

せっかくサーバを置いて高額な使用料を払っているわけですから、何らかで統一化、

一本化したらいかがなものかなと、そういうような観点で思います。一本化してい

って、各１軒であれば１人でも登録してもらっていたら、必ずそこにはメールが届

くとか、そういうような考えを持っているのですが、その辺も伺いたいと思います。 

 ２つ目に、この問題はなかなか難しい。専門家でもございませんので、皆さん大

変だと思いますので、何らかの対策委員会なり、そういうプロジェクトチームなり、

何か専門の有識者のそういう無線とか、いろいろな形で講習をするとか、そういう

ようなもので設置していって、対忚を前向きに考えていったらどうかなと、その辺

も聞かせていただきたいと思います。 
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 それと、３つ目に防災無線の設置です。公民館単位でとりあえず設置しておくと

皆さんの安心度というか、例えば火災が起きている、救急車が行った、どこでどう

いうことがあったというのが、どういう動きをしているというのも公民館単位ぐら

いで把握してもらっていたら、ものすごく安心につながっていくのではないか。公

民館へ私らもよく行くのですけれど、どうしても、消防団が出ていくのか、何があ

ったのだろうというので、不安に思っておられるだけで、なかなかその辺の情報も

入ってきません。その辺を傍受しているだけでも安心というか、こうであったのだ

なというのも出てきていますので、その辺の設置とかも考えていただきたいと思い

ますが、その辺を伺います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（西川光夫君） 災害対策の情報伝達の再質問をいただいたわけでございま

す。エリアメールとかはタウンメールにつきましてどうかというところでございま

す。現在、エリアメールはＮＴＴだけ２月から始めさせていただいたところでござ

います。あと、ａｕとか、そういうのも始まるわけでございます。始まった場合に

は、そういうなのも利用させていただきたいなと思っておりますし、また、タウン

メールは今、小学校の方で利用させていただいています。こういう方法も有効な１

つの方法であるかなと思うところでございます。今後、そういうものを含めまして、

また、対策協議会をどうかというところでございますが、なかなかこういう防災の

整備をするにはお金もかかるところでございます。時間もかかります。その辺も含

めまして、今後検討もさせていただきたいなと思っています。ただいま防災計画も

見直しているところでございますし、そういう中で検討をしていきたいと、このよ

うに思っております。 

 公民館に防災無線ということでございますが、なかなかこれは難しいかなと。各

公共機関の無線を傍受するというのはどうかなというところもございますし、火災

なんかですと、また、携帯電話で聞くこともできるわけでございますので、ちょっ

とそれはどうかなと思うところがございます。今後、今議会でもかなり災害の情報

伝達につきましては、有線がなくなるということで、強いご質問もいただいており

ます。早い時期に協議、検討させていただきたい、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 再々質問させていただきます。無線の傍受に関しましては、別

に法律に関しては何らありませんので、それはしていくというのは１つなのですが、

もう１つは、この間も必佐公民館の運営委員会に参加させていただきましたけれど、

先ほどからも出ています備蓄の件というのも町の方では限度がある。みんなその辺

のことは思っておられます。その辺で、来年度からは実施できませんが、再来年度

くらいからは自治会、区長会方で防災費を集めようかと、そんな話も出ております。
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ただ、その辺も出てくるということは、やはり皆さん、こういう時代ですので、時

期ですので大変不安に思っておられると思う。その辺は、町の方としても、この辺

が限度なのです、これぐらいはしますいうことを明確に通告していってもらったら、

また、今、よくうたわれますように、我が町は我々のみんなの手で守っていくのや

と、そういう気運になっていますので、備蓄等をかなり真剣に考えておられます。

その辺のことに対して無線等の取りつけとかも、いろいろなその費用もまた考えて

おられます。いろいろな面で各自治会を丸めた、抱え込んだ、そういう前を向いた

防災をやっていただきたいと思いますが、その辺の見解を伺います。 

議長（杉浦和人君） 村島君、備蓄関係は通告にはないので、それに伴った防災とい

うことでよろしいですか。 

１番（村島茂男君） はい。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（西川光夫君） 再々質問いただきました。備蓄につきましては、これにつ

きましても今回、質問もいろいろいただいておりまして、町が備蓄している分で十

分だとは思っていないわけでございます。防災マップにも、各ご家庭で備蓄するも

のも記載をさせていただいております。水につきましては１日３リッターを目安に

備蓄して下さいというところでございます。まずは、ご家庭でそういう準備をして

いただくのも肝心ではないかなと、このように思っております。その後、公共とし

てできる分をさせていただくというところと思っております。地域でそういう活動

もされるというところもありまして、大変ありがたく思っています。町として、公

のところでできる部分につきましては、させていただきなと、このように思ってい

ます。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） よく分かりました。そういうことで、各自治会もそこまで皆真

摯に受けとめて、町でできる範囲等を把握して考えておられます。その辺をよく明

確にして、この辺までお願いしますよと、そういう形でいろいろなオープンに両方

の自治会と町の方のしっかりとしたやりとりの上、防災につなげていきたいと思い

ますので、その辺の各地区へのまた伝達なり、依頼とかはよろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 次に、11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） それでは、通告に従いまして順次質問をさせていただきます。

時間が押しておりますので、再質問が要らないように、的確な、明解な答弁をお願

いしたいと思います。 

 １つ目に、まず、介護保険事業についての質問です。介護保険がスタートして12

年になろうとしています。その間、介護サービスの総量は増えましたが、自公政権

の社会保障費削減路線のもと、負担増やサービス切り捨て、介護報酬削減などの改
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悪が繰り返されてきた結果、制度の矛盾がさまざまな形で出てきています。介護費

用の１割という高過ぎる利用料負担のために、支給限度額の６割弱しかサービスが

使われないなど、低所得者が必要なサービスが受けられない事態が深刻化していま

す。全国には特養老人ホームに入れない待機者が42万人を超え、政府の病床削減に

よって療養病床を追い出された人が行き場を失うなど、介護難民が増え続けていま

す。また、たび重なる介護報酬引き下げのために、介護現場の労働条件は务悪で、

深刻な人手不足や事業所の経営難など、サービス提供体制の崩壊も叫ばれています。 

 政府によるこれらの過酷な給付抑制にもかかわらず、介護保険料は上がり続け、

高齢者は保険料値上げを我慢するか、介護サービスを受けるのを我慢するのかとい

う選択を迫られ、制度改革のたびに負担増とサービス切り捨てが繰り返されること

になるのです。 

 そこで、次のことを質問いたします。第５期介護保険事業（平成24年度から26年

度）３年間の実施にあたり、今年も住民説明会が行われました。その開催状況およ

び意見・反忚等をお尋ねをいたします。 

 ２つ目に、今期の保険料の見直しでは、滋賀県内でも全市町が値上げになり、値

上げ幅は過去最高であるとのこと、町として値上げを抑える努力をどのようにされ

たのかをお尋ねいたします。 

 ３つ目に、23年６月に国で成立した介護保険法改正は社会保障と税の一体改革の

具体化として行われ、ますます制度が複雑化し、分かりにくく、利用しづらいもの

へ改悪され、さらに24年度以降は、国費による介護労働者の処遇改善交付金が継続

されず、介護報酬の引き上げで対忚する方向も示されています。この動向によって、

介護保険料も値上げをせざるを得なくなったとも言えます。町として、保険あって

介護なしにならないよう、安心して老いることができる日野町であるために、国へ

の働きかけを含め町独自の考え、策を伺います。 

議長（杉浦和人君） 11番、池元法子君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 介護保険事業についてご質問いただきました。まず、最初に住

民説明会についてでございますが、各地区公民館を会場に８回、開催し、178名の出

席をいただきました。各会場では、事業計画の概要をスライド等で説明した後、介

護保険制度や事業計画のご質問やご意見をいただきました。主なものでは、「介護給

付費準備基金を取り崩してしまったら、今後の事業運営が大丈夫なのか」とか、「介

護予防事業は具体的にどのようなことを計画しているのか」とか、「日野町にある各

施設の種類や現状はどうなっているのか」、さらには、「介護認定者・給付費が増加

している現状から、保険料の値上げもやむを得ないのか」、「保険料段階の最高段階

を上げれば基準額が安くなるのではないか」など、ご意見をお聞かせいただいたと

ころでございまして、それぞれ回答をいたしたところでございます。 
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 保険料の改定につきましては、介護保険制度が開始されて12年が経過し、サービ

スの利用をためらっていた方々が制度の定着とともに利用されるようになってきて

いることや、ひとり暮らし高齢者、高齢者のみ世帯、認知症高齢者が増加している

こと、また家族介護の負担などにより介護サービスの利用が増加している状況から、

保険料の改定もやむを得ないとご理解がいただけたのではないかと考えております。 

 次に、介護保険料の設定につきましては、第４期までの算定と同様に、計画期間

の３年間に必要となる介護サービス見込み量を前年までのサービス利用状況をもと

に推計し、今後３年間に必要となる給付費から第５期計画に必要な保険料の算定を

行いました。今回の改定では、保険料の大幅な上昇が見込まれたため、介護給付費

準備基金の取り崩しや、県へ拠出していた財政安定化基金の返還金を活用すること

により、できる限り上昇を抑制できるように努めてきたところでございます。 

 また、保険料の負担段階を多段階にすることで、被保険者の所得等の負担能力に

忚じた保険料の設定を行ったところでございます。具体的には、保険料段階の第３

段階はこれまで住民税非課税世帯で年金収入等80万円を超える人とし、保険料率を

基準保険料の75％としていたものを今回、２つに区分し、年金収入等120万円以下の

段階を新たに設け、保険料率を基準保険料の70％とし、軽減を図るものです。また、

第４段階および第５段階については、第４期からの軽減措置を引き続き実施するも

のです。これらの軽減により、全体の約42％にあたる第１号被保険者の保険料の軽

減が図れることになります。町として現在の制度内でできる限り軽減対策を行って

きたところでございます。 

 また、今回の事業計画の策定による保険料の見直しでは、介護報酬の1.2％の改定

とともに、第４期に措置された介護従事者処遇改善交付金が報酬に組み込まれたこ

と、また65歳以上の高齢者が増えていることから、その均衡を図るために、65歳以

上の第１号被保険者と40から64歳の第２号被保険者の保険料の負担割合が１％調整

されたことなどから、65歳以上の被保険者等の負担が増える要因になっております。 

 町としては、介護が必要になったときに安心してサービスが受けられるように体

制を整備しておくとともに、介護サービスを必要としない元気な高齢者が多くなる

よう元気なうちから予防を行うことが必要であると考えており、引き続き介護予防

に力を入れていきたいと思います。また、計画の策定にあわせて実施したニーズ調

査の結果を踏まえて、日野町の実情に合った高齢者に対する生活支援等の事業の実

施について関係団体等と連携し、高齢者が住みやすい町となるよう取り組んでいき

たいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） 準備基金や財政安定化基金を取り崩してできるだけ上昇を抑え

たという話は分かりましたが、そのときに一般財源からの投入というのは検討され
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たのでしょうか。全然されなかったのでしょうか。そのことを１つお尋ねいたしま

す。 

 そして、また、今この引き上げの原因というのですか、それは高齢者数の増加、

サービス利用の大幅な伸びということだったと思うのですが、日野町でも、平成23

年度の状況でいきますと前期高齢者が2,439人、後期高齢者が3,134人、計5,573人な

のですね。そのうち要介護認定を受けている認定者というのは847人。たったという

のか、15％なんですね。これからどんどん高齢者が増えていく中で、これ以上、本

当にサービスの利用が増えてくれば、どんどん、どんどん値上げをせざるを得なく

なってくる。そういうことをまず抑えるのをどうすればいいのかというところが大

事だと思うのです。 

 今、町長の答弁もありましたように、元気なうちにそのことの予防をする。その

ことの大切さというのは、今年、私たちもＪＩＡＭの議員研修でこの介護保険の講

義を受けまして、そのときも、本当に保険料の引き上げを抑えるのにはもう予防し

かないということを強く言われました。その予防の大切さなんですが、具体的にこ

のようにされているとか、このようにするとかいうことがありましたら、お聞かせ

を願いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 介護支援課長。 

介護支援課長（川東昭男君） 池元議員さんの再質問にお答えさせていただきます。

まず１つ目に、一般財源の投入を検討したかということでございますが、制度その

ものが本人の１割負担と残る９割については保険料と、それから国・県・町の給付

費の負担によるものでございまして、この制度そのものが国で想定され、議論され

た中で今回の改正も行われているということで、一般財源の導入については、検討

はできておりませんが、したとしても、それぞれ町のその負担が減るということに

はなりませんので、制度上、一般財源の投入はできないというふうに考えておりま

す。 

 ２つ目に、介護利用の伸びが今後増えていく中で、どうしていくのかということ

で、予防にどのように力を入れていくのかというご質問でございますけれども、町

としては地域支援事業の中で、介護予防事業として２次予防事業と１次予防事業を

やってございます。２次予防事業におきましては、運動機能向上の事業として元気

塾というものを社協に委託をする中でやってございます。それから、口の健康とい

うことで、口腔機能を向上させようということで、健康の健に口と書きまして、健

口教室というものをやってございますし、また、訪問型の口腔ケア事業なり、訪問

型の栄養改善事業、また、訪問型の閉じこもり予防事業なども実施をしているとこ

ろでございます。また、１次予防事業につきましては、転倒骨折予防教室といたし

まして、おたっしゃ教室や介護予防教室、介護予防ウォーキングなどを実施してい
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るところでございます。引き続きこの町に合ったいろいろな予防について、今後新

たな検討も加えながら進めてまいりたいと、このように考えております。 

議長（杉浦和人君） 11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） 今、この一般財源からの投入については、検討はされていない

し、制度上は無理だというふうに答えられましたが、全国的に一般財源も投入しな

がら引き上げを抑えているところがありますので、それは財政的に豊かなところだ

とは思いますが、そのあたりもまた検討はしていただきたいなと思います。 

 また、予防についてなのですけれども、地域支援事業の中で、おたっしゃ教室な

ど、いろいろな運動機能なりを鍛えるというのですか、そのような予防事業をされ

ているということは本当にいいと思います。 

 ただ、ＪＩＡＭの研修のときに言われたのは、まず太ももを鍛えるということが

すごく大事だと。よくウォーキングされていますけれども、ただ歩くだけでいいと

思っておられる方もいらっしゃいますが、それもしないよりはいいのですけれども、

やはり太ももの中に大きな神経、大きい血管があって、それを鍛えることが本当に

足腰を鍛える一番のもとだということで、ああ、なるほどなということを私は勉強

してきました。 

 そして、私の父親は84歳で、やっぱりあちこち悪くなって、入退院を繰り返すよ

うな状態なのですけれども、お医者さんは、入院すると動かずに、安静にしていな

さいというふうに言われるのですが、入院するたびに帰ってくると足腰が弱る。そ

れは本人もすごく自覚をしているところなのですね。だから、その場でもできるこ

と、足腰を鍛えるための屈伸運動をするとか、そういうことはしていかなければだ

めだとか言っていたのです。尐しでもそういうことをしていると衰え方が大分違い

ますので、こういうことはぜひ予防として続けていってほしいなというふうに思い

ます。 

 それは要望といたしまして、続いて２つ目の質問に移ります。日野町の水道料金

についての質問です。昨年の３月議会、９月議会で、日野町水道会計において単年

度赤字が解消されたならば、県下一、全国的にも高料金である日野町の水道料金の

引き下げをしてほしい旨の質問をいたしました。詳しいことはそのときの質問で行

っていますので省きますが、町長は、赤字の解消分、この高料金という県下でも一

番、全国にも高いという料金のことについては認識をされて、住民に還元する必要

は認められました。今年の２月の水道事業運営委員会にかけると答弁をされました

が、その後の経過をお尋ねいたします。その運営委員会の意見の中で、どこまでさ

れたのか分かりませんが、意見はどうであったのか。また、引き下げが可能ならば、

どの程度までの引き下げか可能か。そして、いつからの実施が考えられるのか。そ

のあたり、分かりましたら、お尋ねをいたします。 
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議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 水道料金の問題について、どのように水道事業運営委員会で議

論をしているのか、こういうことでございますが、１月25日の水道事業運営委員会

におきまして、平成23年度の決算見込み・平成24年度の予算（案）ならびに料金改

定の取り組みについて、ご協議をいただいたところでございます。 

 ご承知のように、平成18年７月に、水道料金検討については３年から５年をめど

に行うとし、料金の値上げもお願いしたところでございます。その後、水道予算の

徹底した見直しを行うとともに、滋賀県企業庁への値下げや未達料金見直しの要望

を行う中、平成20年度・23年度にそれぞれ１立米当たり10円の値下げが行われたと

ころでございます。こうしたことなどから、平成22年度からは日野町水道事業会計

も黒字に転じ、平成23年度も黒字となる見込みでございます。 

 今後、昨年度に策定した町の水道ビジョンを基本とし、料金値下げも視野に入れ、

日野町水道事業運営委員会に資料提供をさせていただき、協議を重ねてまいりたい、

このように考えておりますが、現時点でそういう議論をお願いするという段階でご

ざいますので、現在のところ、いつからだとか、どの程度だとかいうことについて

はまだ内部議論等も行っていないところでございます。今後の水道事業運営委員会

に資料提供する中で、内部的にも議論をしてまいりたい、このように思っておりま

す。 

議長（杉浦和人君） 11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） ぜひいい方向で議論を進めていただきたいと思います。以前か

ら申しておりましたが、国の高料金対策について、国への働きかけというのはそれ

からされているのでしょうか。民主党政権になってからだと思いますが、結構私か

ら見て、ばらまきかなと思えるような補正予算がつけられています。本当に困って

いる我が町のような水道料金の高いところへの対策など、国の予算で言えば微々た

るものだと考えますので、その点はいかがでしょうか。お尋ねいたします。 

議長（杉浦和人君） 上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） 今、池元議員さんの方から、高料金対策についてのご

質問をいただきました。高料金対策につきましては、現在、今年度ですと２年前の

予算の状況による指数ではじき出しておるというような状況でございますので、こ

の方法を検討してほしいというような形での要望は現在のところ、していないとこ

ろでございます。ただ、先ほども町長の答弁の中でもありましたように、平成18年

度に改定をいただいてから、滋賀県の企業庁に対する、うちが県水を購入している

部分についての料金の値下げを町長筆頭に要望していただきまして、２回の引き下

げをいただいているところでございますので、同じような形でまた見直しも出てく

る体制もございますので、その辺のところを強化してまいりたいと思っております。 
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議長（杉浦和人君） 11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） 今の高料金対策の問題なのですけれども、これについては、計

算の仕方というのですか、それを変えて欲しいというのじゃなくて、そういうふう

に本当に高料金で困っているところに対してそういう高料金対策をしてもらうよう

に、そのことをお願いしたいということですので、またよろしくお願いいたします。 

 続いて、原発問題についての質問に移ります。この３月11日で東日本大震災・原

発事故から１年になりました。日野町では先月の２月２日、この冬一番の寒気の雪

の中で、原子力工学の専門家の安斎育朗先生を講師に迎え町主催の「原子力防災に

関する学習会」が開かれ、悪天候の中でありましたが、200人からの参加があり、関

心の高さを感じました。また、先日、今年の３月11日には滋賀県でも、膳所公園に

おいて「ばいばい原発 守ろう琵琶湖 ３．11行動」が1,000人を超える参加のもと

集会、デモ、パレードを行いました。福島から避難されている方や、福五県からの

悲痛な訴え、高島からも事故が起こった場合の避難の困難さなどを聞き、本当に他

人事ではないことを感じさせられました。 

 マスコミ報道でも、ようやくあの福島原発事故について、当時隠されていた情報

を次々明らかにしてきています。昨年、滋賀県が美浜原発事故を想定した放射能物

質の拡散予想図でも、屋内退避地域が県南部の県境にまで及んでいたことを隠して

いたことが分かっています。原発からの撤退を望む運動が全国各地で起こり、今、

全国で稼動中の原発は２基であり、それも３月、４月には点検でとめられます。今、

滋賀県、京都府は、福五県の関西電力高浜原発、大飯原発を対象にした関西電力と

の安定協定の締結協議を行い、再稼動時の事前協議など立地県並みの権限を求めて

いますが、当の福五県が安全への努力や歴史がある、どこが責任を持って対忚して

きたかを考えるべきだ、再稼動の是非を審査できる知見が両府県にあるのか、判断

で足並みがそろわないと混乱する、立地県と周辺府県に差があって当然などと難色

を示しているために難航しているとの報道がされています。やはり原発マネーの力

の大きさかと思わざるを得ません。 

 そこで、何点かお尋ねをいたします。再稼動には住民の理解が必要ですが、現在

は、どこの原発もその市町の長、その県の知事、いわゆる立地県内のＯＫだけで決

まってしまいます。福五県の原発については、京都、滋賀、三重も影響があり、ま

して滋賀県は近畿の水瓶と言われる琵琶湖があり、他の県の問題で済ませられる問

題ではありません。たちまち関西電力大飯原発の再稼動問題がありますが、日野町

長としても、県の町村会を通じてでも、国や関電に向け、ぜひ再稼動を認めない申

し入れができないものか、せめて安全協定の締結に向けた申し入れはできないもの

かお尋ねをいたします。 

 ２つ目に、また、安斎先生のお話の中で、食料品の放射線量について、大人はあ
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まり神経質にならないほうがよいとのことでしたが、やはり影響を受けやすい子ど

もに対しては別とのこと。子どもを持つお母さん方はやはり不安が隠せません。そ

こで、町として、せめて学校給食食材の放射能測定器を各学校に購入していただき

たいと考えますが、いかがでしょうか。お願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 原発問題についてのご質問をいただきました。福五県内に立地

している原子力発電所の再稼動に関連する件に関しましては、昨年８月に、滋賀県

知事ならびに日野町を含むほとんどの県内市町の連名で「原子力発電所の安全対策

等に関する要望書」を提出しており、原子力立地自治体である福五県と関西電力ほ

か２事業者で結んでいるものと同様の安全協定を県内各自治体との間で締結するこ

となどを要望しております。その中で、運転再開に関して、事故やトラブル等で停

止した原子力発電所の再稼動にあたっては、あらかじめ県内自治体へ説明し、了解

を得ること」も記載し、要望したところでございます。現在、この安全協定の締結

に関しては、県ならびに長浜市、高島市などで構成する代表者会と原発施設を運営

する３事業者との間で交渉が進められている状況であり、その推移を注視してまい

りたいと考えております。 

 なお、町村会などで何らかの対忚ができないのかということについては、町村会

で１度、協議をしてみたいと思います。 

 次に、２点目の学校給食食材への放射能の影響に関してでございますが、食材の

産地確認や産地における安全確認を徹底し、これらの取り組みを前提として対忚を

今しておる現状でございます。放射能測定機器の購入につきましては、食材への放

射能の影響の全般的な状況に留意するとともに、放射能測定への対忚の必要性につ

いて研究をしてまいりたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） 原発の問題については、本当に難しい問題だと思っております。

今日の京都新聞に載っておりましたが、定期検査で運転停止中の関西電力大飯原発

３・４号機、この再稼動差しとめを求め、京都や滋賀など近畿の住民ら259人が12

日、大阪地裁に仮処分を申し立てたというふうに書いています。この中で、大津に

住まれている神戸大学名誉教授の大津定美さん、この人は、やはり琵琶湖は大切な

命の源、滋賀県から行動を続けていきたいというふうに申されています。本当に私

たち、もし事故が起これば一番に影響のあるところですので、ぜひこういう今も続

けていただいておりますが、町長も力を抜かないで、このことについてはずっとや

っていっていただきたいというふうに思います。 

 そして、食材については気をつけていただいているとは思いますが、この安斎先

生のお話の中で、福島の方から来られていた子どもを持たれたお母さんも本当に心
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配をされておられました。なかなか１軒１軒、みんながそこの家に持つということ

は無理ですので、せめて学校給食については町としても責任を持たなければならな

い立場だと思いますので、ぜひ購入をしていく方向でというよりも、早く購入をし

ていただきたいことをお願いして、私の質問を終わります。 

議長（杉浦和人君） ここで、本日の会議時間を議事の都合上、あらかじめ延長いた

しますので、ご了承いただきたいと思います。 

 それでは、次に、５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、一般質問通告書に基づきまして、今回も分割方式に

て質問を行わせていただきます。 

 12月議会では４つの事項について質問をいたしました。60分間の制限時間、この

時間内にただし終えるかどうか心配をいたしておりましたが、どうにか時間内に終

えることができました。そこで、今回も４つの事項について質問をいたします。先

ほど議長の方から時間延長をしていただきましたが、１時間をただしますと到底こ

の時間内では終わりません。時間外に入りますが、よろしくお願いいたしたいと思

います。そこで、再質問や再々質問が必要のないよう、住民が納得できる、さすが

日野町をだれよりも愛しておられる、愛してやまない藤澤町長だなと、また、さす

がに藤澤町長を支える、日野町民のことを第一とされる岡村副町長、奥村教育長で

すねと言える答弁をされるよう冒頭に申しておきます。 

 今回のまくら言葉はこの辺にとどめまして、第１点目の質問、不自然な市街化区

域線引き箇所の見直しについて、町長のお考えをお伺いいたします。今回の標題は、

不自然な市街化区域線引き箇所の見直しについてといたしましたが、昨年の６月議

会、９月議会、12月議会でただしました日野町の都市計画についてのシリーズ第４

弾目の質問であります。今３月議会までシリーズで質問をすると、昨年の９月議会

で12月議会でも行う予定をしていますし、３月にも行うとあらかじめ通告済みでも

あります。６月議会では、都市計画法第７条第２項についてただし、市街化を図る

べき手だてとしての雤水排水対策、都市下水道の新設や排水路整備を求めましたが、

一言も求めていない土地区画整理事業に答弁をすり変えられ、議論が全くかみ合い

ませんでした。 

 ９月議会では、角度を変えて、都市計画法第11条から市街化を図るべき手だてと

しての都市施設の計画決定、幹線街路や近隣公園の計画決定を求めましたが、厳し

い財政事情であり、難しいとの答弁でありました。 

 そこで、12月議会では、財源がある事業の実施を、土地利用上の基本的課題解決

ともなる、西大路地区の市街化区域内に子どもを持つ世帯向けの町営住宅の建設を

することを求めました。12月議会での答弁は、建設する地域の適性などを総合的に

検証し、公営住宅住生活基本計画の策定を平成24年度において予定していると、尐
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しは希望が持てる答弁でありました。 

 今回は、町長が好まれない建設事業ではなく、一時的な事務的経費を除き、一円

の町の工事費をお金を使わなくてもできる都市計画の線引き見直しを提案いたしま

す。町長より、住民が納得できる回答をいただければ、都市計画シリーズの質問と

しては一忚今回で終えたいと思っておりますので、昨年の６月議会のような論点を

避けた的を外した答弁でなく、くれぐれも真摯に向き合う答弁をなされますよう強

く求めておきます。 

 さて、本論に入りまして、日野町の都市計画の線引きの経緯と、市街化整備が図

られてきました経過につきましては、昨年の６月議会で詳しく申し述べたところで

あります。今回は、標題に掲げました不自然な市街化区域線引き箇所の見直しにつ

いて、申し述べます。昭和48年12月28日に定められました日野町の都市計画の線引

きの中で、住居系地域の線引きには不自然な箇所がありました。当時の線引きは、

農業振興地域の農用地区域との線引きでもあり、本来ならば、幅員のある明解な道

路や河川を境界とすべきところ、内池、里口、上野田など多くが地番界設定であり

ました。これは農用地区域との境でもございました。今日までの数次にわたる区画、

区域区分の見直しの中で、この地番界設定箇所は軽微な変更として、たびたび変更

されてきております。また、市街化区域の増加としての変更は、大きな増としては、

昭和57年２月12日の松尾地先、日野第１工業団地東側の特別工業地区20.4ヘクター

ルの増設。平成８年４月１日のいせの地区の土地区画整理事業地6.4ヘクタールの増

設、平成23年５月11日の未圃場整備地の松尾北地区10ヘクタールの増設が今日まで

行われてきました。 

 当初の線引きは、昭和48年12月28日の線引きで、唯一、西大路地区は大字界で線

引きされました。大字西大路と大字仁本木の境は人家が連なっているところで、町

道大窪音羽線より南側は、軽自動車すら対向できない狭い車線の道路が境となり、

北側は軽自動車すら通れない里道を境といたしております。窓越しにお隣同士が会

話を交わせる近さであります。 

 都市計画法第７条第２項に、「市街化区域は、すでに市街化を形成している区域及

びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。」との定め

があります。大字仁本木の住宅地域は、大字西大路の住宅地域と人家が連なってい

て、昭和48年の線引き当時から、既に市街化を形成している区域であります。窓越

しに会話を交わせる近さであるのに、一方は市街化区域、一方は市街化調整区域、

何とも摩訶不思議な線引きではありませんか。 

 町長、不自然、不可思議とは思われませんか。この不自然な市街化区域線引きを

見直す考えはないのか、町長のお考えをお伺いいたします。 

 また、当時は市街地から離れていた日野の河原集落は、土地区画整理事業により、
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今では市街化区域と一帯となってきております。市街化区域に見直す考えはないの

か、町長のお考えをお伺いいたします。 

 以上、明解な答弁を求めます。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 蒲生議員から、市街化区域の線引きの見直しについてのご質問

をいただきました。もう重々ご承知のとおり、線引きの見直しに際しての基本的な

考え方は、市街化区域について、新たに編入を検討する区域については既に計画的

な市街地の整備が実施された区域および土地区画整理事業などが実施されることが

確実な区域が対象となります。当町においては、市街化区域内に未整備の空閑地が

存在をしており、その整備計画が進まない中においては、新たな市街化区域への編

入というのはなかなか難しいのではないかと、このように考えておるところでござ

います。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、再問を行わせていただきます。今の回答は残念なが

ら、納得できないところでございます。町長答弁は、私の想定したとおりであろう

かなと思いますが、要約すれば、市街化区域内にまだ空閑地が多くある中、新たな

市街化区域を増やすことは難しいということではないかと、こういうふうに思いま

す。この答弁はどう考えてもおかしいでしょう。私の質問に真摯に向き合う答弁な

らば、町は今日まで西大路地域の市街化区域に対して、市街化を図るべき手だてと

しての雤水排水対策、都市下水路の新設や排水路整備を行ってこなかった。このた

め、西大路地域を中心に空閑地が多くありますし、市街地整備を済ませたところに

もまだ空閑地が多くあります。これから西大路地域の市街化区域に対して、市街化

を図るべき手だてとしての雤水排水対策、都市下水路の新設や排水路整備を行いま

すので、この整備を終え、空閑地が埋まってからとなります。それまでの間は新た

な市街化区域を増やすことは難しいと、このような答弁とならなければおかしい、

こういうふうに思います。今の町長答弁には、私は納得できません。 

 昨年の６月議会での日野町の都市計画についての私の一般質問後に、この一般質

問をした内容は地方紙に載りますので、それを見られた方仁本木の住民から、先に

も述べました大字西大路と大字仁本木の市街化区域線引き、狭い町道や里道で分け

られている線引き、この不自然な市街化区域線引き箇所の見直しについての要請を

受けました。このことから、今回の質問となったところであります。 

 この不自然な市街化区域線引きに対しましての仁本木の住民からの不満は線引き

当初からあったところでございます。昭和48年12月28日の線引き後から、当時、私

も都市計画を担当いたしておりましたので、数年間は仁本木の方々からの線引きに

ついての不満に対しまして、「市街化区域は都市計画税が課せられます。住民サービ
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スに大きな変わりがなければ、この税がかけられない分、逆によいかもしれません。」

と答えておったところでもございます。確かに都市計画税の導入を町は今日までた

びたび検討されてきました。同じ都市計画区域、近江八幡八日市都市計画区域内の

近江八幡市と八日市市は都市計画税を導入されておりましたし、お隣の水口町も都

市計画税を導入されておられました。このことから、オイルショック後の財政対策

検討時、公共下水道事業の実施時、日野中部地区土地区画整理事業の実施等々、た

びたび検討されてきました。 

 しかし、さまざまな事情から都市計画税導入が先延ばしとされ、今日を迎えてお

ります。このため、これでは仁本木の方々からの線引きについての不満に対しまし

て返答ができないところであります。また、６月議会でも、９月議会でも、12月議

会でも申し述べましたが、これらのときと同様に、今回も、私のこの一般質問の意

図は、西大路小学校の児童数減尐に歯どめをかけ、児童数の増を図るための基礎的

な西大路地域の市街地整備を求めるものでもあります。仁本木の住民が納得でき、

だれもがなるほどと理解ができる明解な答弁を再度、町長に求めます。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 仁本木と西大路の間の不自然な線引きについてのお話を今、蒲

生議員からお聞かせいただいて、今のお話でありますように、48年からということ

で、40年近い課題だというご指摘でございますが、これまで行政懇談会等で西大路

地域との懇談もさせていただいておるところでございますが、直接そういうご意見

をお聞きする機会がございませんでしたので、この質問を契機に、そういうお考え

をお持ちなんだなということを私も聞かせていただいたところでございます。 

 しかしながら、西大路地域のあの空閑地につきましては、これまで区画整理等の

計画がなされたけれども、なかなか地元の合意が得られなかったということも、ま

た長い歴史の中であるわけでございまして、そういう意味では、今、蒲生議員がお

話になられたように、西大路地域の子どものといいますか、子どもの人口増といい

ますか、そういう活性化に資するために、市街化区域の活用をしてはどうかと、こ

ういう思いで６月からシリーズで質問をしたと、こういうことでございますので、

１つは、仁本木の話につきましては、今日といいますか、この質問を契機にお話を

聞かせていただきまして、なかなか市街化区域全体の現下の状況では、そこを連担

しているから繰り入れるということは、直ちには、私は難しいというふうに思って

おりますし、都市計画税の導入ということについても、いろいろ機会あるごとに庁

内部で議論をされてきたということでございますが、現下の厳しい暮らしの実態の

中から考えますと、市街化区域に財産を有するから新たな課税をお願いするという

のは、それはそれでもちろん筋でありますけれども、慎重な議論をしなければなら

ないのではないかな、このように思っております。 
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 そうした中で、とりわけ西大路の市街化区域の有効利用をどうにかできないのか。

こういうお話については、引き続き内部でも議論をしてまいりたいな、このように

思っております。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 残念ながら、町長の答弁は私を説得できるものではございませ

んでした。区画整理事業とおっしゃいますが、区画整理事業の前に、６月議会でも

申し上げましたが、都市下水路の整備とか、そういうものを森田町長はされて、そ

れから区画整理に入られた。こういうところでございます。都市下水路ができてい

ないと、例えば単純に今、いせの区画整理事業地、あそこは下水路ができていない

ので、いまだに調整池を持っていないといけない。あれ、都市下水路ができてあっ

たら、きちんと解決ができているはず。だから、そういう排水路整備が一番最初。

それをまずして下さいよと、こういうふうに。それを区画整理事業、区画整理事業

と逃げておられる。そこがおかしいと。だから、私は納得ができないと、こういう

ふうに申し上げているところでございます。 

 納得できませんので、一忚４回のシリーズと、こういうふうに思っていましたが、

一忚今回で終えたいと思っていましたが、今後もまた何らかの形を変えて、今、仁

本木のことや、都市計画税のことも若干考えなくもないようなことでございますの

で、形を変えて何らかの質問を行っていきたいと思いますが、１日も早く窓越しに

話ができるところに差がないように、仁本木地先が市街化区域となることを願って、

次の質問に移らせていただきます。 

 続いて、通告書２つ目の質問を行わせていただきます。２つ目の質問は、３歳児

保育の全幼稚園での実施を求めるものであります。昨年の６月議会でも、12月議会

でも申し述べましたが、西大路地区では、平成21年４月より西大路自治会が中心と

なって西大路地区と学校を考える会を設立され、西大路小学校の児童数減尐対策を

厚く考えておられ、昨年の５月からは私も参画いたしております。昨年11月30日の

会議では、地元町議会議員である東議員と私に対しまして、議会で教育委員会に対

して強く申し述べるようにと叱咤激励を受けております。 

 そこで、前議会までは退職時の所属先であります教育委員会への一般質問は控え

させていただいておりましたが、12月議会で予告させていただきましたとおり、今

議会からは直接の担当部署であります教育委員会に西大路小学校の児童数減尐対策

についての一般質問を行うこととさせていただきます。教育委員会に対しましての

第１回目の質問は、西大路小学校の児童数の増を図るため、前段階としての幼稚園

の園児数の増を図るための質問。３歳児保育の全幼稚園での実施についてでありま

す。 

 幼稚園の３年制は、学校教育法第３章、幼稚園第26条の改正がなされたことによ
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り、３歳児も幼稚園教育を受けることができるようになりました。日野町では、こ

の学校教育法の改正を受け、まずは、モデル事業として、平成10年４月より、鎌掛

小学校の廃校により教室の確保が容易な日野幼稚園鎌掛分園で３歳児保育を始めら

れました。以降、モデル事業の成果を踏まえ、各園へと広げられることとなり、本

格実施されることとなりました。平成13年４月よりは必佐幼稚園で、平成14年４月

よりは桜谷幼稚園西分園で、平成15年４月よりは日野幼稚園でと次々に拡大されて

いきました。残るは西大路幼稚園と南比都佐幼稚園での実施となりました。今日ま

での日野町行政は、奥野町政以前は、特に森田忠蔵さんの森田町長時代は、７つの

旧町村のバランスに配慮され、分け隔てのない町政を進めてこられました。このこ

とをよく知っている西大路地域と南比都佐地域の住民は、幼稚園３歳児保育をいつ

から実施していただけるのかなと楽しみに待っておられました。 

 しかし、平成16年７月に藤澤町政にかわられてからは、尐子化による急激な園児

数の減尐によるためか、経済至上主義で、費用に対する効果がないと判断されたた

めか、何らかの理由で全く見向きされなくなったのか、西大路幼稚園と南比都佐幼

稚園の３歳児保育は忘れ去られてしまっています。 

 しかし、３歳児保育を実施されている地域にはどこも保育所もあります。日野幼

稚園の地域にはあおぞら園とわらべ保育園、必佐幼稚園の地域にはこばと園、桜谷

幼稚園の地域にはさくら園があります。逆に保育所がなく、３歳児保育の場がない

西大路と南比都佐地域に限って３歳児保育が実施されていません。なぜなのでしょ

うか。園児が尐なく、効率が悪いからでしょうか。費用に見合った効果が得られず、

経済性がないからでしょうか。 

 私はどの地域の子どもにも必要な幼児教育や多様な保育を採算性を抜きにして、

町は公平に提供すべきであると思っています。就学前の子どもたちの育ちを支える

べきであると。ばらまき施策であります子ども手当より、どこの子にも幼児教育や

多様な保育を提供することが真の子育て支援策であると思っております。地域によ

っての分け隔てはおかしくないでしょうか。重ねて私は言いたい。私はどの地域の

子にも必要な幼児教育や多様な保育を町は公平に提供すべきであると、このように

言いたい。 

 子どもの減尐化が著しい西大路と南比都佐地域。尐子化時代の今、一人っ子だっ

たり、近所に友達がいないなど、子ども同士で遊ぶ機会を持ちにくい子どもは尐な

くありません。そういう環境であればこそ、早く幼稚園に入り、さまざまな体験を

通して社会性や感性を幅広く培う機会をつくってあげることが大切ではないでしょ

うか。幼児期の心や生活を豊かに充実させていくためにも、近所に友達がいない地

域の幼稚園である西大路幼稚園と南比都佐幼稚園での、ここにまず最初に３歳児保

育をするべきであり、３歳児保育をここに強く求めるものであります。 
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 教育者として日野町のすべての子どもが分け隔てなく成長することを願われる優

しさと公平さを持っておられる敬愛すべき奥村教育長に、教育者としてのお考えを

お伺いいたします。残念ながら、昨日の質疑での多くの方からの質問に対しての教

育長の答弁は、私には納得できるものではありませんでした。今日は納得できる明

解な答弁を求めるところであります。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 明解な納得のできる答弁をと言っていただきましたが、ちょ

っと心配でございますが、お答えしたいというふうに思います。 

 ３歳児保育の全幼稚園での実施についての質問でございます。議員ご指摘のよう

に、子どもたちの数の尐ない地域では、字に同じ学年の子どもがいないなど、遊ぶ

友達が非常に尐ない状況でございます。確かに子どもは子どもの中で育つ面が多い

ことはありますし、集団の中でさまざまな体験をすることが大切であるというふう

に考えております。また、私は町内すべての子どもたちの発達、あるいは教育を守

りたいというふうに思っておりますし、決して西大路、南比都佐の３歳児の保育を

忘れているわけではございません。 

 ３歳児保育につきましては、日野幼稚園、桜谷幼稚園および必佐幼稚園において

実施しておりまして、日野幼稚園鎌掛分園においてモデル事業として実施しており

ます。西大路幼稚園ならびに南比都佐幼稚園の通園区域における３歳児の保育につ

きましては、当該通園区域における適正な集団保育の確保や保育室の整備状況、就

学までの期間があることなどを考慮し、近接する先行実施園で対忚しているところ

でございます。 

 なお、新年度におけます西大路幼稚園および南比都佐幼稚園の通園区域からの３

歳児保育の申し込みの状況は、西大路で10名中、幼稚園へ５名、保育所へ１名、南

比都佐では11名中、幼稚園へ６名、保育所へ２名という状況でございます。こうし

たことから、西大路幼稚園および南比都佐幼稚園における３歳児保育の実施につき

ましては現在のところ、町内における幼児教育ならびに保育へのニーズと集団保育

の適正化に留意しつつ、今国会に法案が提案予定と言われております子ども・子育

て新システムについて、方向性を見極めて対忚していくことが必要となっており、

今後、研究をしてまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、再問を行わせていただきます。私の想定と大体似て

いるかなと思うのですが、私は幼稚園での３歳児保育の定員は、日野幼稚園40名、

日野幼稚園鎌掛分園20名、必佐幼稚園40名、桜谷幼稚園20名、合計120名であり、平

成23年度の園児は96名、平成24年度の忚募園児は99名であり、まだ尐し余裕がある

ため、また、現状の施設のキャパからして、西大路幼稚園と南比都佐幼稚園での３



3-49 

歳児保育は難しい。こういう答弁をされるのかなと、こういうふうに想定もしたと

ころでございます。だから、半分は合っているのかなと、こういうふうに思ってお

りますが、私が教育委員会に在籍いたしておりましたとき、日野幼稚園での３歳児

保育は毎年度、常に忚募者が定員を超えており、抽選で決まっておりました。この

ことは奥村先生もご存じだと、こういうふうに思いますが、昨年の決算特別委員会

での答弁では、22年度は幸いなことに抽選を行わないで済んだと、こういうことで

ありましたが、抽選を行っているときは大変なところでございました。 

 ある年、「抽選はおかしい。日野地区以外の園児、地区外から来てアパートに住ん

でいる園児を除く、旧来の日野地区住民の家庭の子どもを優先すべきである。日野

幼稚園は旧来の日野地区住民の幼稚園である。」と怒鳴り込んでこられた方がおられ

ました。そのとき、分かりやすく懇切丁寧に窓口対忚をした職員を一方的になじら

れ、在庁していた私を呼びつけ、「孫が抽選に漏れ、日野幼稚園に行けなくなったら、

責任をとってこの役場を辞めろ。来年３月で退職するなら、それでいいが、辞めな

いならば、どうするか分からんからな。覚えておけ。」こう言われました。このこと

は、日野地区以外の子どもは、西大路の子どもは日野幼稚園に来るなと、こういう

ことでもあります。 

 また、ある年、必佐幼稚園の忚募者が定員を超える見込みとなったとき、必佐幼

稚園は必佐地区住民のための幼稚園であり、必佐の子どもを優先すべきであると怒

鳴って電話をされてきた方がおられました。この件に関しましては、ここにおられ

る議員のお一人にも及んだ出来事であります。このときはたまたま忚募者の中に私

のよく知る方のお孫さんがおられ、この方、南比都佐地区の方に伏して何度もお願

いをし、確か２名だったと思うのですが、２名そろって日野幼稚園鎌掛分園へ移っ

ていただきました。かくもこのように、現実はおらが地域の幼稚園との思いが地域

の方々には強いところであります。西大路地区と南比都佐地区の３歳児はよそ者と

排除され、行き場を狭められております。このようなことが許されていいのでしょ

うか。 

 平成24年度の入園見込み状況を見るに、日野幼稚園は定員いっぱいの40名、日野

幼稚園鎌掛分園は定員20名に対して、あと１人の余裕しかない19名であります。西

大路地区の子どもは一番遠い桜谷幼稚園へ行くしかできないところでもあります。

また、南比都佐地区と鎌掛地区は大きな幅員を持つ道路が県道と広域農道の２路線

があり、容易に通行ができ、この道路でつながっていますが、西大路地区と鎌掛地

区にも両地区をつなぐ道路は２路線ありますが、いずれも狭隘な道路であります。

このようなことから、定員いっぱいの日野幼稚園は行きづらい。日野幼稚園鎌掛分

園へは交通に尐し問題がある。このためか、西大路地区の３歳児は、幼稚園での３

歳児保育を受けにくい状況下にあります。 



3-50 

 何度でも言いたい。私はどこの地域の子どもにも必要な幼児教育や多様な保育を

町は公平に提供すべきであると思っています。このような日野町の幼稚園施策でい

いのでしょうか。今日までの状況と現状を踏まえて、再度、奥村教育長のお考えを

お伺いいたします。 

 また、町長はここに持参いたしております３月10日に発行されました滋賀報知新

聞の自治刻刻で、経済至上主義の国から、真に国民が大切にされる国に転換しなけ

ればなりませんと述べておられます。このことは、言いかえれば日野町内のどの地

区に住んでいようと、どの地区に住んでいる３歳児であっても、分け隔てなく大切

にされる日野町にしなければならない。こういうことではないでしょうか。この点

については、藤澤町長のお考えを合わせてお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 今までいろいろご苦労をいただいたことをお聞かせいただき

まして、いろいろな状況があったのだなと改めて感じさせていただきました。日野

町内の３歳児の保育ニーズ、あるいは全体的な状況も考えてみないといけないと思

っているのですが、特に24年度は保育所への希望が大変多い状況が一時期ありまし

た。３歳児の幼稚園の教育とどのようにしていくかという課題がございましたので、

今現在は保育園の方もうまくそれぞれのご希望に全部沿ったのか、ちょっとはっき

り把握しておりませんが、何とかそれぞれの保育園へ行けるようになったというふ

うには伺っておりますけれども、第一義的なご希望がどのようであったかというの

は、やはりそれぞれお一人お一人、家庭の状況も違いますので、それぞれのご希望

に沿えるような教育をしていかないといけないというふうに思っています。これか

らの３歳児の保育、あるいはゼロ歳から幼児教育を日野町内としてどのようにして

いくかということを保育園、それから、幼稚園もあわせて考える中で、全庁的に施

設の面も含めまして検討して、考えていきたいというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 経済至上主義からの脱却が大事だというのは、私はずっと思っ

ております。安けりゃいいじゃないか、競争に勝てばいいじゃないか、こういう社

会で本当にいいのかというのはずっと思っております。そういう、いわゆるグロー

バリズムという片仮名の言い方の中で、この国の社会が本当に疲弊をさせられてき

た。ぜひ転換をしなければならない。私はそういうふうに強く思っております。 

 そうした中で、子どもたちの就学前教育のあり方についてでございますが、私も

就任直後から、この幼稚園と保育所とトータル、今ある施設を有効活用する中で、

子どもたちの就学前保育、学習、教育を有効に果たしていく、このことは大事だと

いうふうに思ってきました。そうした中で、例えば日野幼稚園の預り保育等につい

ても地元で、園でやっていただいたわけでございますが、今、教育長も申しました
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ように、保育ニーズの高まり、そして、今、蒲生議員がお話になられたような３歳

児保育へのニーズの高まりなどがある意味ではまた出てきているのではないかとい

うふうに思います。 

 一方で、いわゆる南比や西大路や桜谷における子どもの人数が尐なくなっている

ことによって、集団保育をどうしていくのか。これは桜谷の本園と分園を保護者の

皆さんの大変な議論の中で統合されて、今年度から、もとの西分園でやっていただ

ておるわけでございますが、やはり一定の子どもの数というのも育ちの中で大事だ

ということもまた事実でございます。そうした中で、古くはといいますか、かつて

は鎌掛小学校の統廃合の問題も大変な議論の中でされてきたというふうに聞いてお

りますので、子どもの健全な育ち、そして、それぞれの地域の思い、そして、町全

体の施設の有効活用、そして、それが足りないとなれば、当然それをどうしていく

のかということ。例えば保育ニーズにつきましても、今年は大変大きく伸びたとい

うことがございます。あわせて、今、国の方で進められようとしている新システム

における３歳児保育の位置づけの問題などの要素がありますので、教育長、答弁い

たしましたように、そうしたことをトータルとして見きわめながら対忚していかな

ければならないものと、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、再々質問を行わせていただきます。どこの地区の公

民館でも行っておられますが、幼稚園に通う前の幼児が通うサロン、西大路地区で

は、ちびっこサロンとの名称で行っておられますが、このようなサロンがあります。

この西大路地区のちびっこサロンは毎月第１と第３の金曜日に開催されています。

このサロンには西大路地区以外からもお子さんがお見えになっておられます。この

ちびっこサロンの親御さんは、西大路幼稚園で３歳児保育が行われたら、このまま

西大路に来られるのに、西大路幼稚園に通わせたいと言ってもおられます。３歳児

保育未実施の幼稚園、この地域は、この地域への定住を困難にさせてもいます。教

育委員会は３歳児保育をきちんと全町域でやらなければ、過疎化を一層促進される

ことになってしまいます。されることになるのではないか、こういうふうに思いま

す。この点についてのお考えをもう一度、奥村教育長にお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 西大路地区の過疎化を促進するのではないかということでご

ざいますけれども、西大路のずっとゼロ歳からの人数を見ておりますと、10人前後

はいたというふうに思っておりますし、日野町全体としては毎年200人前後というこ

とでいるわけなのですが、西大路、それから桜谷、南比都佐と、かなり子どもたち

の人数が減ってきておりますけれども、それでも極端に減るということはないとい

うふうに考えております。西大路地区は、小学校の教育におきましても本当に地域
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の方の全面的なご協力をいただいておりまして、いろいろな特色のある教育ができ

ております。そうしたこともありますし、英語の教育の方もかなり進めているとい

うふうに思っております。そうした中でモデル事業等も実施しておりますので、で

きるだけ他の地域、特にとりわけ日野の地域から西大路の方へモデル事業を利用し

て行ってくれる子どもたちが増えるとよいなというふうに考えているところでござ

います。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 今の私の質問に対する答えにはなっていないのかな、こういう

ふうに思いますが、もう質問することはできませんので、今後、次は６月議会です

が、６月議会でも質問することを申し添えるとともに、１日も早く西大路幼稚園と

南比都佐幼稚園での３歳児保育が実施されることを願って、次の質問に移らせてい

ただきます。 

 続きまして、一般質問通行書に基づきまして、３つ目の質問を行わせていただき

ます。３つ目の質問は、観光行政とまちおこし、がもにゃんの活用について、何点

か町のお考えをお伺いいたします。 

 まず、第１点目は、町外からの観光客への対面によるアンケート調査の実施を求

めるものであります。日野町の観光まちおこしは日野観光協会を中心に行われてき

ています。日野観光協会は昭和61年に協会の専任職員を採用し、日野町役場内に事

務所を設け再生されました。その後、平成17年３月に事務所を旧正野薬店に移され、

今日まで日野の観光ＰＲに行政と一体となって取り組まれ、一定の成果を上げてこ

られていますし、これからの芽吹きも、そこらじゅうに見られるところでございま

す。 

 一方、イベントの事業主体は、この前行われました有志による団体である日野ひ

なまつり紀行実行委員会や、がもにゃんを所有している蒲生氏郷公顕彰会等々のボ

ランティアにおんぶに抱っこであります。日野町行政や本来主体となるべくと私は

思います日野町商工会の顔が森田町長時代と比べて見えてこない。なぜなのか。私

なりに考えますに、このことは、商工会職員の採用が滋賀県すべての商工会での採

用となり、地元日野町民の職員が尐なくなり、かつ異動が頻繁にあり、商工会職員

の顔が見えなくなってきているからかもしれないと思っております。 

 さて、本年の日野ひなまつり紀行は２月５日から３月４日まで開催され、近江の

雛バスが日野駅から向町まで運行され、鉄道では観光協会協力のもと日野雛電車が

運行されました。しかし、電車とバスの運行連携がスムーズでない時間があります

し、大窪バス停等での近江バスと湖国バスの時刻表に工夫を要する点も見られまし

た。これらの改善は行政の役割でもあります。 

 本年の日野ひなまつり紀行が始まる１週間前の１月末日の休日に、観光客を迎え
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入れるにあたって電車とバスの運行形態がスムーズでない時間があること、大窪バ

ス停等での近江バスと湖国バスの時刻表に工夫を凝らす点があることの指摘を受け、

翌日に臨時議会が開催されましたので、その終了後、午前11時40分に、平尾企画振

興課長と担当職員の中西喜世美さんにこのことの改善を伝えました。午後３時に指

摘を受けた方に、この報告をしておりましたところ、そこへ平尾課長と中西職員が

来られ、バス時刻表の改善を行われました。かつて、すぐやる課を設けられた市役

所が話題になったことがありますが、今回の平尾課長と中西職員の行動はすばらし

い限りであります。住民から信頼を得られる責任ある行動であり、職員のＯＢとし

てうれしい限りでありました。 

 イベントが開催されるにあたって最低限、町としてなすべきことをなしておく必

要があります。先月、女房と２人して、九州新幹線で行く九州縦断４日間のツアー

に参加いたしました。私は車の運転をする必要がないので、旅を楽しむ缶ビールを

好きですので飲みながらであり、どうしてもトイレに行く回数が多くなります。有

名な観光地、宮崎県の青島神宮を訪れたとき、公衆トイレに私が行っている間、待

っている女房に緊急雇用創出事業である宮崎市に雇用された観光客調査を行う方が

対面による詳細なアンケート調査を行われました。数年前に、私も大阪城イベント

会場で、この種の対面による詳細なアンケート調査を受けたことがあります。 

 宮崎市での面接にて聞き取るアンケート調査の内容は、どこから、何県から来ら

れましたか。何人での旅行ですか。どこが企画されたツアーですか。昨日はどこに

泊まられましたか。今日はどこへ行ってこられましたか。これからどこへ行かれま

すか。何泊の旅ですか。どこへ泊まられますか。旅行代金はいくらでしたか。いく

らですか。旅行社への支払い金額は、お土産にいくら使われ、今後、いくら使われ

る見込みですか。どのようなお土産を買われましたか。そして、宮崎市での印象は

どうでしょうか。よい点、悪い点、改善すべき点を教えて下さい。よかった観光地

は等々、詳細でありました。宮崎市はこれらの調査結果を今後の観光行政に生かさ

れるのでしょうね。 

 日野町も有名な観光地やイベント会場で行っておられるように、町外・県外から

の観光客にまた来ていただくためには、観光客に日野の印象、よい点、悪い点、改

善すべき点等々を詳細に面接にて聞き取るアンケート調査を行う必要があると考え

ますが、町長のお考えをお伺いいたします。 

 次に、第２点目は、ゆるキャラ、がもにゃんを活用してのまちおこしを求めるも

のであります。３月５日の中日新聞に、「未来を創造、滋賀から活力発信」と題して、

２面を使って観光と産業の案内広告が掲載されました。この新聞であります。「未来

を創造、滋賀から活力発信」と題するこの新聞であります。ここに滋賀県や市のキ

ャラクターが13体も載っております。彦根市のキャラクターは、だれもが知ってい
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る、ひこにゃん、私はこの日まで知らなかったのですが、東近江市のキャラクター

はこども未来ちゃん、近江八幡市のキャラクターは赤こん君、それとあづっち等々

と13体載っておりました。 

 しかし、残念ながら、日野町には、日野町が定めたキャラクターが存在しません。

町でこしらえた、ゆるキャラもありません。先日、２月25日にゆるキャラ元気通信

「がもにゃんの日野町自慢」が放映されました。シナリオと演出がしっかりとなさ

れており、私はすばらしいできだったと思いました。また、日野町より、昨年12月

に発行された『ポケット統計ＨⅠＮＯ2010』、この表紙に、また今議会に資料として

出された「平成24年度当初予算案の概要書」にも、がもにゃんが載せられておりま

す。 

 がもにゃんは、日野町が所有しているゆるキャラではありません。がもにゃんは

現在、米原商工会に勤務されていて、かつて日野町商工会に勤務されていた堀孝之

さんが、蒲生氏郷公を世に出そうと稲枝商工会勤務時に考案され、平成19年５月に、

彦根の地域活性化につながればとしてつくられたゆるキャラ、にゃんにゃん七剣士

の１つでありました。平成20年になって、蒲生氏郷公顕彰会会長の奥村嘉三さんと、

当時、顕彰会事務局の私に、ゆるキャラ、がもにゃんを権威づけるため、顕彰会の

公認を願われ、顕彰会の理事会で承認を得て、平成20年11月13日に蒲生氏郷公顕彰

会の公認キャラクターとなりました。その後、稲枝商工会の事情から、顕彰会にゆ

るキャラ、がもにゃんの売却申し出があり、顕彰会役員会で購入することとし、平

成21年10月６日に蒲生氏郷公顕彰会の所有物となりました。作成から５年となり、

着ぐるみにほころびが見られるようになってきました。もともとは日野町商工会に

在籍した指導員が地域活性化につながればとして考え出してくれたゆるキャラでも

あります。 

 また、日野町商工会は、蒲生氏郷公を大河ドラマにと打ち出してもおられます。

蒲生氏郷公顕彰会の許可を得られて、本来、まちおこしの主体となるべき町と商工

会で新品のがもにゃんをつくられてはどうかと思いますが、町長のお考えをお伺い

いたします。 

 また、がもにゃんを町も観光協会も多いに活用されているのであり、せめて町長

なら、胸に今、私がつけておるのですが、がもにゃんのピンバッジ、これは昨日か

らつけておりますが、つけられてはどうかと思います。どうでしょうか。 

 以上３点について町長のお考えをお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 観光に対するご質問をいただきました。まず最初に、アンケー

ト調査についてでございますが、現在、日野観光協会では毎年10月と11月に実施さ

れている観光スタンプラリーに合わせてアンケートを実施しております。また、年
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間を通してはがきによるアンケートの実施や京都駅などでの観光キャンペーンにお

きまして実施をいたしております。 

 ご提案いただきました面接によるアンケートの実施でございますが、当然人手も

要ることでございますので、１度、日野町の観光協会とも相談をしてみたいと思い

ます。 

 次に、がもにゃんの話でございますが、氏郷公顕彰会が所有されておりますが、

その活用については、ご指摘のとおり、機会あるごとに借用させていただき、活用

をさせていただいております。そうした中で、新しいがもにゃんをつくってはどう

かということでございますが、もう尐し、がもにゃんを活用させていただきながら、

所有者である蒲生氏郷公顕彰会の皆さんの意見も聞いてみたいと思います。 

 がもにゃんバッジについてでございますが、私も、担当ではないですけれども、

職員から、これですよというふうにいただきまして、今日、つけて来ようかと思い

ましたが、ちょっと紛れてしまいまして、つけておりませんが、また機会を見つけ

て着用のチャンスにはつけてまいりたいと、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、再問を行わせていただきます。私は今ここに、ひこ

にゃんの携帯ストラップを持っております。遠いので見にくいと思いますが、携帯

ストラップを持っております。このひこにゃんの携帯ストラップは、女房の実家の

寺の門徒である仏壇製造業者が彦根市の依頼を受け、つくられた製品であります。

かつて彦根市で生産が盛んであった滋賀の伝統産業であります彦根仏壇、今日では、

住環境の変化により旧来の仏壇の需要が低迷し、職人の後継者不足と相まって新分

野への取り組みが進められております。このひこにゃんの携帯ストラップは、地場

産業の再生に向けての取り組みの１つでもあります。日野町も、がもにゃんを活用

しての産業おこしと地域おこしを図られるべきと、こういうふうに思います。再度、

町長のお考えをお伺いいたしたいと思います。 

 また、日野町に全国から中学生が修学旅行に来られている田舎体験事業の歓迎セ

レモニー時に、また送別のセレモニー時にゆるキャラがもにゃんが出迎え、お見送

りをすれば、一気に全国にがもにゃんが広まるのではないでしょうか。また、がも

にゃんのピンバッジをお土産として配ってはいかがでしょうか。一気に全国に広ま

ると思います。また、蒲生氏郷公ゆかりの地、松坂市や会津若松市との交流時に、

ゆるキャラ、がもにゃんに登場願ってはどうか。この点についても、町長のお考え

をお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） たくさんの分野で活用の具体的な提案をいただきました。今、

そういう活用もあるのだなということを聞かせていただいたところでございまして、
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それぞれそういうことについて、町と関係商工会や観光協会、さらには氏郷公顕彰

会をはじめとして、いろいろなところで今、提案をしていただいたことなどを相談

して、できるものについてはやっていこうということにしてはどうかなというふう

に思っております。 

 今も、例えば日野の町中では用心下駄のストラップですね。そういうものをつく

っておられるとか、また、いろいろな飾り物をつくっておられる。この間のひなま

つり紀行でもいろいろな団体がほいざるづくりなども含めてたくさんやっておられ

ますので、そういういろいろな活動が広がればいいなというふうにと思いますので、

今の具体的な提案については、それぞれ関係するところとも関係課がご相談すると

いいますか、提案する中で広げられる部分については広がればいいなというふうに

思います。 

 田舎体験については、土産は渡さないというのが大原則になっておりますので、

例えばそれを購入してもらうということなども含めて、どういうふうに生かすのか

ということについても。 

 いろいろ提案をいただいたことについては、関係団体や関係課がまたご相談をす

るということで、そのうちの１つというふうに受けとめておきます。ありがとうご

ざいます。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、この質問を終えるにあたって、１つ、要望をいたし

ておきます。私の記憶が間違っていなければ、平成20年の教育委員会の忘年会のと

きに、当時の教育委員会事務局の職員全員に、私よりがもにゃんのピンバッジを配

っております。奥村先生も、塚本商工観光課長も持っておられますので、塚本課長

は当時、もう１つ、欲しいと、こういうふうに申されもしました。既にそういうこ

とで、今日まで活用もいただいておりますが、どうか今後も、がもにゃんのピンバ

ッジを、ゆるキャラがもにゃんとともに日野町をＰＲするため、有効的に活用して

いただきますことをお願いして、次の質問に移らさせていただきます。あと５分に

なりました。 

 続きまして、一般質問通告書に基づきまして、４つ目の質問を行わせていただき

ます。４つ目の質問は、建設工事指名競争入札制度の改善について、ただします。 

 質問に入る前に、一言、断っておきます。日野町ホームページに今議会の一般質

問内容の題目が掲載され、それを見られたある建設業者から３月８日の日に電話が

入り、建設工事指名競争入札制度について質問をされますが、どのような質問をさ

れるのですか、どの建設業者に質問するように頼まれたのですか、今、町行政と建

設工業会の関係は良好なので、こじれるような質問は控えてほしい。このような内

容の質問と要請がありました。この業者にも言いましたが、今回の質問は、どこの
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建設業者からも、だれからも依頼は受けておりませんし、日野町建設工業会とは一

切かかわりがないところでの質問であることを前もって申し述べておきます。 

 今回の質問は、１月30日に開催されました日野町議会第１回臨時会を前に、議案

であります工事請負契約に関しての事前学習として、日野町ホームページから町道

北脇中在寺線宮前橋の指名競争入札開札結果を見ました。すると、この入札におい

て指名７業者中、失格業者が２社ありました。そこで、他の工事の入札はどうか見

てみますと、グリム冒険の森コテージ屋根改修工事では、指名７業者中、辞退が２

社、失格が３社で、最低制限価格を超えて忚札した業者は指名７業者中、たったの

２社。これを見て、今の日野町の入札は異常と思え、昨年度、平成22年度と今年度、

平成23年度の２月末日までの指名競争入札の結果を総務課にお聞きし、今回の質問

となったところであります。 

 近年、昨年度、平成22年度と今年度、平成23年の２月末日までの日野町における

建設工事指名競争入札開札結果を見ますに、最低制限価格未満で入札し失格となる

事業者が出ている入札が昨年度は43パーセントの25件で、延べ67社が失格、今年度

は45パーセントの25件で延べ62社が失格と、入札件数の半数近くに見られます。ま

た、同額価格によるくじ引き抽選となった入札は、昨年度は５パーセントの３件で、

今年度は13パーセントの７件と、今年度は昨年度の倍以上と、何回となく見られま

す。また、入札を辞退される事業者が出ている入札は、昨年度は41パーセントの24

件で、延べ60社、今年度は34パーセントの19件で、延べ53社と数多く見られます。

この結果から見えてきますのは、現今の日野町における建設工事指名競争入札は、

町長が設定した最低制限価格を事業者が当てっこする推理ゲーム的な入札となって

いる。このように私は見えてなりません。 

 そこで、考えますに、事前に指名業者に予定価格と最低制限価格を公表してから

の透明な入札としてはどうでしょうか。ただし、入札にあたって積算を全く行わな

い事業者でも落札できることができることになるため、入札に参加できる事業者は

忚札価格の積算書を入札前日までに提出した事業者に限ることとする。また、落札

した事業者は、次回の同ランク工事の入札に限り指名しないこととしてはどうでし

ょうか。このような入札ならば、近隣市で起こっている入札をめぐる不祥事は皆無

となりますし、町にとっては、安心して安価に発注できることとなりますし、業者

にとっては失格することを心配することなく落札できることとなりますし、住民に

とっては入札の透明性が保障され、三方よしとなります。平成24年度から、このよ

うな透明な建設工事指名競争入札制度に改善をされてはどうでしょうか。建設工事

契約審査会会長の副町長のお考えをお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（岡村明雄君） 建設工事の入札執行にあたってご質問をいただきました。県
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でございますが、滋賀県では平成15年９月から予定価格の事前公表を本格実施され

ました。そして、県内の各市町においても導入がされ、予定価格および最低制限価

格も事前公表を実施された市町がございました。日野町も、平成18年６月２日の入

札から予定価格5,000万円以上を対象に事前公表を試行しました。平成20年に、国か

ら「公共工事の入札及び契約の適正化の推進について」という通知がございまして、

予定価格の公表は落札価格の高どまりになること、それから、建設業者の見積り努

力を損なわせること等にかんがみ事前公表のとりやめなどの通知がございました。

それで滋賀県においては平成22年10月から予定価格を事後公表ということにされて

おるところでございます。 

 最低制限価格は、従来から非公表とされております。また、県内幾つかの市町で

は、予定価格の事前公表を今、県とあわせまして事後公表にされている。それから、

最低制限価格の事前公表を事後公表に、あるいは非公表とされているのが現在の状

況でございます。 

 蒲生議員がいろいろな入札について、その時々の社会情勢で、なかなか入札いう

のは難しい部分がございまして、今おっしゃっておられますようなことにつきまし

ても、当然そういうご意見もあろうかと思いますが、今のこの状況の中で申し上げ

ますと、日野町は現在、5,000万円以上の工事について予定価格を事後公表としてい

るところでございます。最低制限価格は非公表としております。この入札の執行方

法で現在のところ、問題はないというふうに思っておりますので、現在のやり方を

24年も続けたいと、このように思います。よろしくご理解をお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） あと14秒ですので、時間がもうないので、終わらなければなら

ない。再問も、再々問も用意しているんですが、残念ながら、できません。最後に

１つだけお願いをしておきます。入札の透明性を図るため、１日も早く最低制限価

格の事後公表を行っていただくよう、よろしくお願いいたしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 以上で、７名の諸君の質問は終わりました。その他の職員の一

般質問は明14日に行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認めます。それでは、その他の諸君の一般質問は

明14日、行いますので、定刻ご参集をお願いいたします。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 一同起立をお願いいたします。礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご苦労さまでございました。 

－散会 １８時０２分－ 


