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第２回日野町議会定例会会議録 

 

平成２４年３月１４日（第４日） 

開会  ９時００分 

閉会 １２時４８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（１８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 

 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 

 ７番  髙橋  渉君 

 ８番  小林  宏君 

１０番  東  正幸君 

１２番  平山 敏夫君 

１３番  對中 芳喜君 
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会議の概要 

－開会 ９時００分－ 

議長（杉浦和人君） 皆さん、おはようございます。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ので、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。 

 昨日に引き続き、一般質問通告表に基づき、順次発言を許可いたします。 

 ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） おはようございます。７番、髙橋でございます。 

 東日本大震災が発生いたしまして、１年になります。今なお34万人を超える方が

避難生活を送っておられる深刻な状況が続いております。改めまして、お亡くなり

になられました方のご冥福、また、被害に遭われました方へのお見舞いを申し上げ

ておきます。 

 それでは、通告書に基づきまして、４点の質問をさせていただきます。 

 まず、第５次総合計画についてでございますが、質問の内容に入らせていただく

前に、今日質問します内容につきまして幾分か背景となる部分がございますので、

その部分の背景を説明させていただきたいというふうに思います。皆さん、かなり

熟知されておられると思いますが、平成22年に実施されました国勢調査の人口調査

の結果でございますが、それとのかかわりの中で主な質問に入りたいと、こういう

ふうに思っておりますで、ちょっと説明をさせていただきたいというふうに思いま

す。 

 国勢調査の時点における日野町の人口は２万2,870人でございます。平成12年との

比較では99パーセント、49人の減尐ということでございますが、17年との比較では

100.3パーセントと61人の増加となっております。一方の14歳未満の年尐人口でござ

いますが、3,043人で、平成17年度比で94パーセントと減尐をいたしております。生

産人口におきましては99パーセント、やや減尐しておりますが、ほぼ同人数だとい

うことでございます。また、老齢人口が104パーセントというふうな形で増加をいた

しております。そういった意味で、尐子高齢化が見られる現象になっているという

ようなことが１点でございます。 

 もう一方で見ますと、これを日野町７地区における分析をさせていただきますと、

どういうことになっているかといいますと、全体では、さっき言いましたように、
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17年度比で100.3パーセントというような形で増加をいたしておりますが、実は５地

区において人口減尐が大きく起こっているというようなことでございます。東桜谷

におきましては17年度比で92パーセント、鎌掛地区では93パーセント、西桜谷おい

ては94パーセント、南比都佐地区では94パーセント、西大路で97パーセント、こう

いう状況になっております。必佐地区が４人増でほぼ100パーセントと。一方、日野

地区におきましては、107パーセントというような形で大きく増加していると、こう

いう現状になっております。12年度比で比較しますと大きな差が出ておると。さっ

き言いましたが、５地区においては相当な落ち込みをしているのですが、日野地区

においては112パーセントです。この10年間です。このような人口分布になっている

という背景があるということでございます。 

 それから、必佐地区においては人口の減尐が起こっていない、日野地区において

は大きく伸びているということでございます。この２地区の全体の構成比が合わせ

ますと63パーセントというような形の基準になっておりまして、これは17年度比で

３パーセント伸びているということでございます。そして、将来の人口を占う年尐

人口でございますが、どういう形になっているか申し上げますと、東桜谷が平成10

年に比べまして74パーセント、この５年間で74パーセントになっているということ

です。それから、鎌掛地区が92パーセント、西桜谷が85パーセント、南比都佐が80

パーセント、西大路が75パーセントということでございます。今申しました全体の

人口の伸び率が大きかった日野地区でございますが、ここが108パーセントです。年

尐人口が108パーセント伸びているというようなことでございます。これを見ると、

減尐地区がますます減り、増えている日野地区がますます増えるという人口分布図

が見られるのじゃないかなというふうに思います。 

 こういったことを受けまして、これからの政策に生かしていくことが大事じゃな

いかなというふうに思いますので、これに関連して幾つかの部分が本日の質問の中

に入ってまいりますので、その辺を背景に置いてお答えいただければなと、こうい

うような形で思っております。 

 それでは、まず、第５次総合計画についてでございますが、「ひびきあい『日野の

たから』を未来につなぐ自治の力で輝くまち」を目指してと、うたわれた第５次総

合計画がまちづくり懇話会、総合計画懇話会など、多くの方のご参加、協力を得ら

れて、２年間の歳月をかけて策定されました。そして、昨年４月より実施に移され

ました。この計画は、基本構想と基本計画は10年間を、実施計画は３年とするが、

毎年見直しを行う期間計画となっております。また、まちづくりの最上位に位置づ

けられ、すべての施策がこの方針に基づくものであると認識いたします。また、施

策の中にもそういったことが伺える現状になっているというふうに認識をいたして

います。 
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 そういった中におきまして、24年度の策定にあたり、23年度の検証が当然なされ

ているものというふうに考えますが、検証結果はどのようなものであったのかお尋

ねをいたします。 

 また、総合計画をより効果的にするためには、住民の皆さんに内容を知っていた

だき、協力、参画を求めることが必要だと考えます。この１年間、さまざまな周知

のために努力されたと思いますが、住民の方の認知に対してどのような認識をお持

ちなのか説明を求めたいというふうに思います。 

 次に、行政の取り組みといたしまして、「自治をかなえる町の運営を進める」とい

うことで３つの施策が書かれております。「住民とともに自治をかなえる町の運営の

仕組みづくり進める」、「地域とともに『自治の力』を支える組織の活力を高める」、

「まちづくりを支える健全な財政運営を進める」とありますが、具体的にこのよう

な中で対策はされたのか、また、進捗はあったのかをお尋ねします。特に１番、２

番の「住民とともに」、「地域とともに」という文言がありますが、これに絡めての

評価があれば、細かく説明をお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉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） おはようございます。 

 第５次総合計画の進捗状況などについてご質問をいただきました。平成23年度に

第５次総合計画がスタートした初年度でございます。取り組みの全体的な評価や課

題の整理についは年度終了後となるわけでございますが、今年度からそれぞれ事業

に取り組み、また、町中でも取り組んできていただいたところでございます。第４

次総合計画から継続して取り組んでまいりました道路などの完了した事業もござい

ますし、近江日野田舎体験などのように、さらに充実した事業もございます。また、

自治の力で輝くまちづくりの基礎である自治会をはじめ、公民館のこれからの取り

組みの方向を住民の皆さんと考える取り組みも進めているところでございます。直

接住民生活にかかわる福祉や上下水道、交通などについても計画に沿って取り組み

を進めております。現段階では、今年度の目標達成に近い進捗状況にあるのではな

いか、このように思っておりますし、また、住民の皆さんの意識も、こうした総合

計画の策定の経過も踏まえて、大変高いものがあるというふうに認識をいたしてお

ります。 

 次に、２点目の、「自治をかなえる町の運営を進める」ために係る３つの施策は、

第５次総合計画を実現するための基盤として、行政が責任を持って進めていかなけ

ればならないものと考えておりまして、特に今年度取り組んだものとして、施策１

の「住民とともに自治をかなえる町の運営の仕組みづくりを進める」では、住民の

参画により、今後の地区公民館のあり方や課題への対策の検討を進めております。

また、自治活動の先進事例等の紹介など、ホームページを活用した情報の共有化を
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図りました。 

 施策２の「地域とともに『自治力』を支える組織の活力を高める」では、成果目

標を明確にする中で、効果的・効率的に業務が遂行され達成できるように、財政と

リンクした行政評価の仕組みづくりを進めております。また、自治体の情報システ

ムの効率的な構築と運用を実現する仕組みとして「自治体クラウド」を滋賀県町村

会において、調査・研究を進めているところでございます。 

 施策３の「まちづくりを支える健全な財政運営を進める」の項目についての具体

的な対策と進捗についてでございますが、健全な財政運営を進める上での指標とな

るものの一つとして、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判

断比率がございまして、地方公共団体は、毎年度、前年度の決算に基づく健全化判

断比率をその算定資料とともに監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表し

なければならないとされておりまして、日野町におきましても、毎年度、「健全化判

断比率」として定められた４つの財政指標を報告させていただいております。 

 平成22年度決算に基づく財政指標の実質公債費比率が1.3ポイント、将来負担比率

が11.1ポイント、両方とも前年度に比べ改善されたところでございます。平成23年

度においては、公債費残高の抑制、将来負担の軽減のために町債である縁故債の繰

上償還を行ったことにより、平成23年度決算では、両指標ともさらに改善すると見

込んでおります。 

 また、町の財政構造の弾力性を判断する一つの指標として使われるのが「経常収

支比率」でありますが、平成22年度決算による指標は、前年度に比べ0.9ポイント改

善をされました。 

 また、財政調整基金については、平成23年度当初予算においては、取り崩しを余

儀なくされましたが、早い時期に繰り戻しができました。また、財政調整基金につ

いては、平成15年度末現在が約７億円でしたが、平成23年度末現在高見込では約10

億6,000万円となり、約３億6,000万の増を行うことができました。 

 減債基金についても、町債の繰上償還の財源として取り崩しを行いましたが、本

議会で提案させていただいております一般会計補正予算（第５号）において、取り

崩した額とほぼ同額を積み立てる予算を計上させていただいたところでございます。 

 減債基金につきましても、平成15年度末現在高が約5,000万円でしたが、平成23

年度末現在高見込では約２億6,000万となり、約２億1,000万の積み増しができたと

いうことでございます。 

 今後も、健全な財政運営を行うにあたり、総合計画に基づいた取り組みを進めて

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） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） この総合計画について、昨年、いろいろな形で住民の方に周知
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徹底される努力をしていただきたいと思うのですが、ただ、私も、何人かにこのこ

とについてお尋ねをいたしました。「そんなのあったの」、「それ、何」というような

形の認識の方も相当おられることは事実でございます。先ほど申し上げましたよう

に、住民の方のご参加があって効果的なものになるものだというふうに思っており

ます。引き続き、住民の方への周知の方をひとつよろしくお願いしたいというふう

に思います。 

 先ほど人口実態での中でお話をいたしましたが、住民の方を巻き込んでというよ

うな形で考えますと、先ほどの人口増加地区、特に人口減尐地区というのが多数ご

ざいまして、ここではこんな一般的な形が言われております。１つには、農地が遊

休になり荒廃するよと、あるいは山林の荒廃が進むよ、行事に支障が出るよ、伝統

文化の継承が難しくなるよ、地域の防災能力が低下するよ、自治活動に支障が出る

よ、その結果、住民の現状の保持のための負担が増えるよ、このようなことが人口

減尐地区において、また高齢化地区において言われている一般的な現象でございま

す。それから、周りの環境として、商業が人口減尐によって衰退するよ、公共交通

の減が起こりますよ、公共施設の利用が低下して統合または閉鎖が発生するよ、こ

れによって地域の生活環境が低下し、先ほどの負担増と重なり若者の流出に拍車が

かかる、こういう現象が発生するよと、このようなことが一般的に言われて、懸念

される材料であるというようなことでございます。しかしながら、現実的に人口減

尐が起こるのは当然だと、これは認めざるを得ないし、そうなるだろうというふう

に思います。 

 しかしながら、ある地域によってはこういうことを起こることを予測しながら、

地域の中で一生懸命それに対して対応を打っておられる地域もございます。しかし

ながら、まだそれに対して着手しておられない地域もございます。今言いましたよ

うに、起こり得るものに対して町として何もしないのか、こういうことじゃないと

思うのです。いろんな形で情報については、行政懇談会あるいは車座懇談会等々に

おいて情報の収集に努められて、現在の問題点等々について調査されていると思う

んですが、さらに突っ込んだ形で問題点に対して、町として取り組んでいく必要が

あるのじゃないかな。最終的に決定権はなくても、聞かれたときにアドバイスでき

る体制が必要じゃないかなと、こういうふうに思っております。提案として、そう

いったプロジェクトを今から立ち上げてもいいのじゃないかなと。これは単独でで

きるものじゃない、総合的にそういった形のものに対応できるシステムをつくって

いかなきゃいけないだろうというふうに思っております。こういった意味からも、

プロジェクトをつくる必要があると私は考えますが、その見解をひとつお聞きした

いというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 
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企画振興課長（平尾義明君） おはようございます。 

 髙橋議員の再質問にお答えをしたいと思います。 

 おっしゃるとおり、これから尐子高齢化がますます進んでいくというふうな中で、

集落については若手がなくなるというふうなことで、かなり悩んでおられます。そ

ういったことを当初から思っておりまして、企画といたしましては、地域活動の先

進事例として、ホームページでいろんな取り組みを紹介もさせていただいておりま

すし、今年から地域づくりのシンポジウム、昨日も言いましたように、大学の講師

の方を呼んで、来ていただいて元気なまちづくりを進めていく、また、来年につき

ましては、女性をターゲットとした活力あるまちづくりを考えておりますし、進取

のまちづくり講座もまた開催をする予定をしております。また、町では出前講座を

持っておりまして、皆さんにいろんな施策について勉強してもらう、その中にまち

づくりについてもありますし、それの取り組みとしては、昨年は、上迫が勉強した

いので何とか教えてもらえないだろうかというふうな取り組みも進められておりま

す。また、この日野地区におかれましては、ＮＰＯを立ち上げられて、私たちで何

かできないだろかというふうな取り組みも進めておられます。そういった取り組み

を補佐、支援することで、昨日も申し上げましたが、自治の力で輝くまちづくり事

業の中の元気ある地域活動推進事業で20万円の事業費のうち、たった10万円しか補

助はありませんけれど、地域の課題を見つけていただいて、それを解決していこう

という、自分たちでやっていこうというふうなことを考えている次第です。今後に

おきましても、いろんな支援、また、町の職員も出向いていっていろんな地域の方

とお話をしながら、地域にも職員がおりますので、使っていただいて、よりよい町

をつくっていきたい、このように考えている次第でございます。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 今いろんな認識を持って、いろんな形の中で住民との接触を持

ち、いい地域にするための努力とされていることは認めますが、もう一つ突っ込ん

だ形で、反対に、地域として活動されていないところの地域に関しては、こちらか

らアプローチするぐらいの積極さを持って対応していかないと、遅くなってしまっ

て手がつけられないというような形にならないように、ひとつお願いをしておきた

いというふうに思います。 

 ２番目に移らせていただきます。 

 ２番目ですが、バス路線、デマンドタクシーも含めて路線に対する考え方をお聞

きしたいと、こういうふうに思います。今まで自家用車の利用者が、高齢により運

転できなくなる状況もあり、また、地域の商店も減尐して、より遠隔地への買い物

頻度が増す中において、町中における公共交通機関はバスのみであり、重要性を持

っているというような形になっております。利用実態として、昨日の議会の中で質
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疑がありましたように、必ずしも当初計画されたような形の利用者数がないという

ことは認識いたしておりますが、利用されている方にとっては貴重な交通機関であ

るというようなことであります。また、先ほど言いましたように、これから高齢者

が進んでまいりますと、利用者の増加も見込まれるというような状況になるのじゃ

ないかなというふうに思います。 

 このような中におきまして、近江バス、町営バス、デマンドタクシーのいずれの

路線も入っていない集落が見受けられるというような状況があります。路線を入れ

るには法的なものをクリアしなきゃいけないという条件も承知をいたしております

が、デマンドタクシーの利用も含めて、公平な住民交通環境をつくるために全集落

への路線設定ができないか、当局の考え方をお尋ねしたいというふうに思います。 

 デマンドタクシーが中心になると思うのですが、路線確定後の部分になりますが、

地域住民の方に路線バスが入っているぞというような形を周知徹底するためにも、

また、集合場所としての目印になるためにも停留所看板が設けられないか、この辺

についてもお聞きをいたしたいと、こういうふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） バス路線等についてのご質問でございますが、町営路線バスは

平成２年９月から運行を開始しております。それ以前は近江鉄道バスが第３種生活

路線として、桜川駅から原の間と平子・西明寺から西大路小学校の間を学童の輸送

を中心に運行されていましたが、平成２年８月に廃止されたことから町が受け継ぐ

形で代替バスとして運行を開始したものです。運行開始後は、学童の送迎の空き時

間に、もっと一般の方にも利用しやすくなるよう路線を延長し、駅や病院へつなが

るようにしてまいりました。その後、集落からの要望をもとに、利用が見込めて、

道路事情、バス停の設置など、バスの乗り入れが可能な集落へも自主運行路線とし

て順次延長をしてまいりました。平成23年７月からは、要望をいただいていてもバ

スが乗り入れできない集落へデマンドタクシーを試行的に運行しているところです。

代替路線として始まりました経緯や道路事情、財政面から、すぐに全町的に路線を

網羅することは困難な状況ですが、今後も公共交通のあり方について検討していく

中で、現在バス停がない集落についても協議をしていきたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） ご答弁いただきまして、検討をしていただけるというようなこ

とでございます。路線がないがために困っておられる方があるということも知って

おいていただきまして、ぜひ早い形で全集落への路線が通るような形で、ひとつ検

討をお願いしたいと、こういうふうに思います。 

 それでは、３点目に入らせていただきます。 

 空き家対策についてお尋ねをさせていただきたいというふうに思います。この問
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題につきましては、昨年の12月の議会におきましても、中西議員、蒲生議員が質問

されております。また、私よりも決算特別委員会で取り上げをさせていただいたと

いう経過がございます。その中で、昨年の12月議会の中西議員の質問がございまし

た。空き家情報登録制度の創設や空き家情報ホームページに掲載するなど、空き家

の活用対策がされているが、現在の状況と今後の取り組みを聞くとの内容の質問が

ございました。町長より空き家情報登録制度の利用に、21年から23年の合計で10件

の物件の賃貸もしくは売買が成立した。また、合計25名の方が制度を利用して移住

されたと評価されておられました。現在の空き家登録数が９件で、空き家利用希望

者登録数59人ということで、空き家の登録数を増やす取り組みが必要とし、「広報ひ

の」への掲載や町外にお住まいの空き家所有者にお知らせし、空き家活用の今後に

対策を示されたというような内容になっております。 

 また、蒲生議員より、住人の転居による長年の無住化により、廃墟となった建物

に対して近隣の方たちがご苦労されていることが紹介され、空き家の適切な管理を

所有者に義務づけ、撤去規定などを盛り込んだ空き家管理条例が９つの自治体で制

定されていることを踏まえて、日野町としても現状から、また将来を見据えて条例

の制定が必要であると要望が出されました。 

 これに対して町長より、空き家に関する相談を年に何回か受けており、こうした

状況が増えてくるのを心配している。そうした中で、土地、建物の財産は所有者が

管理すべきものという原則を基本としながら、危険な状況がある場合は所有者等に

注意喚起を促す対応をしてまいりたい、こういうような発言があったというふうに

記憶をしております。また、さらにこうした状況が増加するようであれば、空き家

管理条例についても勉強を考えるという答弁に対して、蒲生議員より、検討しなけ

ればならないのであるならば、課題が多岐にわたっており、住民課だけでは対応で

きない。各課の連携によるプロジェクトチームを発足させてはどうか。このような

提案がありました。 

 総務政策主監より、基本的に所有者が管理の原則と考えるが、管理が行き届かな

い場合の対応として、行政あるいは地域がどう対応できるかということですが、難

しい課題があると思っております。しかし、他市町で条例化されていることから、

その事例を参考に、防犯防災等、関連各課が連携し、調査研究を行うと答弁されま

した。 

 そこでお尋ねをいたします。空き家登録制度の現状はどうなっているのか。空き

家の登録件数、空き家利用希望者数はどのような状況なのか。 

 また、23年度における賃貸あるいは売買成立は何件なのか。 

 それから、空き家管理条例制定に向けての進捗状況はどうなっているのか。 

 以上、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） 空き家の対策についてでございますが、今お話ありましたよう

に、町外から来ていただくことも含めて空き家を利活用するという部分と、不在に

なって維持管理が困っているから何とかしなければならないのではないかというこ

とと、根本は空き家なのですが、そういう２点といいますか、違う見方からすると

２つの課題が、２つだけではないと思いますけれども、そういうことなのではない

かというふうに思いまして、今、これまでの議会の経過を述べていただきましたが、

そうした状況のもとで役場の中で議論を進めておるというところでございまして、

空き家の今現在の登録等の数については、企画振興課長から、また、維持管理をは

じめとした条例制定についても研究をいたしておりますので、そのことについては

総務政策主監がもう尐し答弁させていただきます。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（平尾義明君） 空き家の状況でございますが、成立が23年度だけで６

家族18人となっています。合わせまして制度開設から11家族27人になりました。現

在の登録者数は65名でございます。お話もございましたように、物件については現

在３件しか空いてございません。 

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） 空き家問題につきましての関係各課の協議の状況に

つきましてご報告をさせていただきます。 

 １月12日に関係課、４課でございます、住民課と建設計画課と総務課と企画振興

課でございますが、その課で協議を行っております。現在、空き家に関します相談

等も受けてございますが、それは生活環境面から、現在住民課で対応しているとい

うところでございます。今後も、住民課を総合窓口にしまして、そして関係課が連

携をして対応していこうということにいたしております。そして、条例が制定され

ているという、そういう先例の状況もございまして、そのようなことも含めた調査

研究を今後行っていくということにいたしまして、先ほど町長からもお話がありま

したように、研究会というような形を内部で設置をさせていただこうというように

考えております。24年度の予算の中にもそういった調査研究に必要な予算も若干計

上を建設計画課の方で見ているというところでございます。 

 そしてまた、この問題でございますが、町での調査研究とあわせて、県の町村会

なんかでも取り上げ、そして県内の６町が共同課題として幅広い議論ができるよう

なことも働きかけていきたいなと、このようにも思っております。なかなか、個人

の財産でございますので、行政がどこまでかかわれるかというところについては難

しいことがいろいろとあろうかと思いますが、今後このような形で調査研究をして

いきたいなと考えております。 



4-12 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 今、登録数が３件でございますが、65名の申し入れに対して３

件でございます。非常に登録数が尐ないですね。これに対して何か問題があるよう

でしたらお聞かせ願いたいと、このように思います。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（平尾義明君） 登録が進まない理由でございますけれども、やはり旧

日野のところはわりに難しいです。まず、日野町に愛着があるということで、帰り

たいということがありますので、仏壇が置いているとか、たまに帰るのでとか、家

の中が片づけられないというふうなこともありまして、なかなか進まない、このよ

うに考えております。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 先ほども申しましたように、人口減尐によって空き家の数も増

してくるのじゃないかなという懸念がされるわけでございます。町中という話もご

ざいましたが、各地域において、それがより深刻化してくるだろうというふうに思

います。そういった意味での手はずもひとつお願いしておきたいというふうに思い

ます。難しい課題であるだろうというふうに思います。しかし、重要であります。

こたえていただける優秀な人材の方が育っている日野町であるというふうに思って

おります。期待をしておりますので、ひとつ進行の方をよろしくお願いしたいとい

うふうに思います。 

 次に、橋梁についてでございますが、修繕および点検についてお聞きをいたした

いと、このように思います。 

 24年度の予算案を見させていただきました。しっかりと計上していただいており

ます。評価をさせていただきたいというふうに思います。しかし、尐し内容につい

ての確認をさせていただきたいというふうに思います。修繕予定の橋梁数は何橋梁

を今計画されておられるのか。 

 また、点検されようとしている橋梁の橋は何ヵ所であるのか。 

 それから、決まっていれば、その橋梁名、特に修繕される橋梁名がわかっていれ

ばお教えいただきたい、こういうふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 橋梁の修繕、点検についてでございますが、平成22年度に橋長

15メートル以上の橋梁44橋について、橋梁長寿命化修繕計画の作成が完了いたして

おります。平成24年度の事業につきましては、社会資本整備総合交付金事業におい

て、橋長15メートル以上の橋梁44橋のうち、町道西大路鎌掛線（高橋）、そして町道

内池山本線（高橋）、町道安土線（安土橋）、町道松尾河原線（六枚橋）の４橋につ

いての修繕およびその他橋梁の橋長15メートル未満の橋梁78橋に対する長寿命化修
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繕計画の策定を考えています。 

 平成24年度の当初予算におきまして、修繕工事および長寿命化修繕計画の策定に

必要な予算を社会資本整備総合交付金事業で取り組むことで予算2400万円の計上を

させていただいたところでございます。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 24年度から修繕ならびに橋の点検を実施されるというような形

でお話を聞きました。ただ、20橋梁の修繕が必要な中で、今４橋梁というようなこ

とでございます。あと16橋梁の修繕が必要だという形になっております。来年度も

国、県への要望をしていただき、引き続き修繕が行われるような形で働きかけてい

ただきますようお願いをしておきたいというふうに思います。 

 以上をもちまして、質問を終わらせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 次に８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 通告に従い、分割方式で質問いたします。 

 昨年来、平和堂日野店（大窪地先）が撤退されて、国道307号線沿いの松尾地先に

移転されるとのうわさが流れ、聞こえてきます。振り返りますと、平和堂が旧日野

町役場跡地にオープンいたしましたのは昭和57年１月15日で、早30年の年月がたち

ました。その当時は、日野町の商店は黒船の襲来のような騒ぎでした。当時は、大

型店が出店するには、小売店を保護する意味で商業活動調整協議会、略して商調協

を開き、売場面積、休業日数、開店時間を決定し、大型店はそれに従わないと出店

できなかったが、現在は商調協はなくなり、大企業小売店立地法と法律も変わり、

その大型店が出店することにより、周辺の環境がどのようになるのか。例えば出店

したことにより交通渋滞が起こらないかとか、周辺の環境がどう変わるのかの真意

で、小売り店舗には一切関係のない法律に変わってしまいました。平和堂日野店が

オープン以来、地元商店街は大型店を敵対視するのではなく、共存共栄するべく取

り組んでこられました。 

 25年５年には、平和堂が国道307号線沿いの松尾地先に移転する計画があります。

このことは、地元商店街はもとより、将来の日野町商業地図、規模を一変するおそ

れがある大きな問題であります。以下、お尋ねします。 

 １、昨日の町長の答弁で、12月16日にあいさつがあったということですが、平和

堂側から、撤退、移転について行政、担当課へのあいさつ、説明等ありましたか。

あったのであれば、移転の時期、内容、理由をお聞かせ下さい。お尋ねします。 

 ２、撤退のうわさは、事実か、事実でないのか、確認の意味でお尋ねします。 

 ３、平和堂日野店（大窪地先）進出時に旧役場を売却するについて、行政側と平

和堂側との取り決めか、覚書があるのか。また、撤退時の店舗跡地の整備や有効活

用について取り決めでもあるのか、お尋ねします。 
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 ４、大窪地先から、松尾地先への進出はどちらの地先にも大きな影響があると思

いますが、行政としてしっかりと取り組んでいかなければ将来の日野町に大きな禍

根を残すことになると思いますが、町長はどのようにお考えかお尋ねします。 

 ５、この問題は、行政だけでなく、商工会との連携を密に取り組むべき問題であ

ると思います。町長の考えをお聞かせ下さい。お尋ねします。 

 ６、（仮称）平和堂新日野店の計画概要について、お尋ねします。 

 ７、地元雇用優先確保、地元雇用拡大に向け行政、担当一丸となっていただき、

一汗も二汗もおかきいただきたい。そして、１人でも多くの雇用確保、獲得を期待

するものです。決意のほどをお尋ねします。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏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） 平和堂の進出についてのご質問をいただきました。 

 １点目は、既にお話させていただいているところでございますが、（仮称）平和堂

新日野店の進出につきましては、昨年12月16日に平和堂の開発部長さんがお見えに

なり、計画概要について説明があったところでございます。新店舗の開業にあたっ

ては、新たな顧客の獲得、特に若い人たちも来る店舗にしていきたいとのことでご

ざいまして、開店予定は平成25年５月ごろということでございました。 

 次に、現日野店の状況でございますが、現時点において撤退の話はございません

でした。活用について、現在、社内で検討中であるということでございました。 

 次に、現日野店の役場敶地との関係でございますが、昭和57年に現平和堂日野店

が開業いたしましたが、旧役場敶地を売却するにあたっての不動産売買契約以外に

は、町と平和堂の取り決めや覚書は確認できておりません。ございませんでした。 

 なお、地元の大窪堀端町との「平和堂日野店駐車場についての確認書」が取り交

わされていると聞いております。 

 ４点目の新店舗の開業に伴います交通渋滞、騒音などの問題でございますが、今

後、開発許可申請手続きの中で、松尾その他近隣住民の生活に支障を来さないよう

に、滋賀県公安委員会等との関係機関と協議がされることとなると考えております。 

 一方、現店舗は近隣の多くの皆さんも利用されておりますので、存続されるよう

に要望をしておるところでございます。 

 次に、商工会との関係でございますが、ご指摘のとおり、大変大事な課題でござ

いまして、商工会に対しても、今年１月６日に新店舗の計画概要の説明が平和堂か

らされたと聞いておりまして、今後、商工会とともに議論をしてまいりたいと考え

ております。 

 次に、新店舗の計画概要でございますが、場所は307号線沿い477号線に囲まれた

松尾地先で、面積約４万平米、建物面積約１万4,000平米と聞いておりまして、平和

堂直営での食料品、衣料品、住居関連品の取り扱いのほか、テナントと専門店の構
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造で平屋建てモール型のショッピングセンターとなり、おおむね甲賀市甲南にあり

ます平和堂と同規模というふうに聞いております。 

 ７点目の地元雇用につきましては、大変大事な観点でございまして、今後、平和

堂と協議をする中で、１人でも多くの町民の皆さんが雇用されるというふうになる

よう要望してまいたりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 撤退されるかどうかまだ明確でないということなのですが、そ

の時期はいつごろかという、そういう説明もございませんか。 

 それと、撤退、進出に対して、大窪地先、松尾地先への影響ということで、商店

街の空洞化、それと町並み、景観の維持が果たして、平和堂が閉鎖した場合、保て

るのか。それと、移動手段を持たない、自動車、バイク、自転車に乗れない、いわ

ゆる買い物弱者、こういう方がどうなるのか。これも撤退がはっきりしていないと

いうことで、お答えになれないのか分かりませんが、店舗が幽霊ビル化した場合に、

防犯面とか、夜間の街路灯の照明とか、そういった面の影響はどうなるのか、町と

してどういうふうにそういう点、平和堂側に申し立てられるのか。 

 それと、店舗、これもまだはっきり撤退されるということでないので、これもお

答えになれないのか分かりませんけれど、これを更地にされるのか、それとも平和

堂で有効利用されるのか。 

 それと、松尾地先への影響なのですが、交通渋滞、交通事故が心配されます。そ

れと、一部は通学路にもなっております。生徒の安全確保は大丈夫なのか。 

 まだ営業時間の把握ができておりませんが、周辺地域への騒音、住環境への悪影

響、ここらも十分平和堂側と話し合いをしていただきたいと思うのですが。 

 それと、概要なのですが、飲食店等の別棟の配置も考えておられるということな

のですが、これも間違いございませんか。 

 それと、駐車場の車の収容台数が700台ということなのですが、この辺も確認させ

ていただきます。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（塚本信雄君） 平和堂に関しまして再質問いただきましたので、お答

えさせていただきます。 

 12月に平和堂さんがお見えになりまして、その後も平和堂さんともお話もさせて

いただいています。その中では、撤退という話は一言もございませんでしたので、

そういった部分の話は一切、現在しておりません。でございますので、もし撤退後

という話は現在のところ全くしておりませんので、そういったことについてはまた

こちらからも話を持っていこうというふうに思っていません。ただ、尐なくとも、

今の店舗が撤退しないような形で、さらに継続してほしいという話の方を現在して
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いるところでございます。 

 交通渋滞や営業時間、そういった部分については、先ほど町長の答弁でありまし

たように、今後、関係機関と協議をされるというように思っております。 

 さらに、概要につきましては、２月にもお話を聞いてまいったのですが、12月に

説明いただいたとき以上にはまだ現在進んでおらないということでございまして、

別棟の配置とか、どういった店舗が入るということについてはお話はございません

でした。 

 駐車場につきましては、まだ具体的な何台置けるということは聞いておりません

が、全体の面積というものはありますが、駐車場の面積というのはまだ計画の概要

には示していただいておりませんが、尐なくとも、先ほど言われました500台とか、

そういった台数になるかというように思っております。現在、そういうふうにしか

聞いておりません。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 飲食店等の別棟の配置については、どうですか。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長、答弁をきっちりと。 

商工観光課長（塚本信雄君） 先ほどお話ししましたように、概要の中のテナントと

か、そういった話についてはまだ決まっていないということでございました。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 30年前、平和堂進出時に、行政と平和堂との間で取り決めとか

覚書がないということなのです。これも30年と聞いておりますが、撤退、そんなこ

と今話すのはおかしいのですが、撤退されるときにどういう形で整理して撤退され

るか、そういうことを話し合われる考えはありますか。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（塚本信雄君） まだ平和堂さんの方からは撤退という話はございませ

んし、現在の店舗が来られたときにも一切覚書とか、また、撤退を前提に建てられ

たということは聞いておりませんので、こちらの方から、撤退後はどうするかとい

う話を持ち出すよりも、今現在としては、今の店舗を存続してほしいという話の方

から入っていきたいというように思っております。 

議長（杉浦和人君） 暫時休憩します。 

－休憩 １０時０２分－ 

－再開 １０時０３分－ 

議長（杉浦和人君） 再開いたします。 

 ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 要望になります。生徒の通学路、一部かかると思います。子ど

もたちの安全・安心確保のために十分関係機関と話し合いをしていただき、交通事
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故に遭わないように対処をしていただきたいと思います。 

 ２番に入ります。 

 滋賀県内の６町、自治体クラウドの整備を目指すとの新聞報道がありました。以

下お尋ねします。 

 １、自治体クラウド整備に至った経緯、町の考えをお尋ねします。 

 ２、県町村会では昨秋から、自治体クラウドの整備について検討してきたとあり

ます。検討会議の回数、内容についてお尋ねします。 

 ３、県内13市のクラウド整備の状況、全国で取り組みが進んでいるとありますが、

数値についてお尋ねします。 

 ４、自治体クラウド整備について、国・県の指導、働きかけがあったのかお尋ね

します。 

 ５、昨年11月には神奈川県内の14町村で取り組む自治体クラウドの現状を視察。

また、担当課職員による共同準備会を立ち上げ体制づくりをスタートさせたとあり

ます。視察で何を感じ、学ばれたのか、また、体制についてお尋ねします。 

 ６、機器更新の時期に合わせ可能な町から順次取り組みたいとありますが、日野

町の取り組み時期についてお尋ねします。 

 ７、今後、町長を含めた組織を発足させる予定とあります。見通しについてお尋

ねします。 

 ８、共同利用することで維持管理費が４割ほど削減できるとありますが、数値で

お示し下さい。お尋ねします。 

 ９、プライバシーの侵害、個人情報の流出、悪用されないのか、素人ながら心配

します。懸念するに及ばずか、お尋ねします。 

 10、こういった情報が直接議員に知らされず、新聞報道で初めて得るということ

に釈然としないものを覚えました。お尋ねします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 自治体クラウドに関するご質問をいただきました。 

 経緯などでございますが、総務省では、電子自治体を推進するため、平成22年に

「自治体クラウド推進本部」を設置し、情報システムの経費節減と住民サービスの

向上を目指す「自治体クラウド」への取り組みが進められております。 

 このような状況の中で、昨年東日本大震災が発生いたしました。震災では多くの

命と財産が失われました。同時に、被災地域の役場庁舎に設置された情報システム

機器などが津波によって消失するという事態も起こりました。こうしたことから、

災害時における情報システムの保護対策が重要視され、住民情報をデータセンター

に預けネットワークを介して情報を処理する「自治体クラウド」の取り組みが加速

をしておるところでございまして、滋賀県町村会においても、今年度から調査研究
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をしておるところでございます。 

 町村会では、研修会を含め３回の会議により、自治体クラウドは今後の情報シス

テム運用における有効な手段であるとの共通認識に至ったところでございます。 

 次に、県内13市のクラウド整備の状況でございますが、クラウドシステム利用ま

たはシステム共同利用の取り組み実績はございません。また、全国的な状況につい

て集約されたデータは公表されておりませんが、総務省の「自治体クラウド開発実

証事業」として北海道の29市町村、京都府の25市町村、佐賀県の６市町、徳島県の

８市町、大分・宮崎県の10市町がシステム共同化に取り組まれ、また、神奈川県・

秋田県・奈良県においても取り組みが進められているということでございます。 

 総務省は、実証事業をはじめ自治体クラウドの整備について支援をしておりまし

て、県におきましても来年度からシステムの共同利用による効果分析等を行う計画

を持たれているところでございます。 

 町村会で視察した神奈川県町村会のシステム共同利用については、事務の標準化、

カスタマイズと呼ばれるシステム改修の制限を行うなど、課題を克服しながら取り

組みを進められました。このことは共同利用を行う上で重要なことであると感じ、

同時に、取り組み方法について参考になったところでございます。 

 クラウドの取り組み時期につきましては、町の情報システム機器の次回更新時期

である平成28年度を想定した取り組みが有効であると考えております。今後、町村

会において県等の協力を得ながら、さらなる自治体クラウドの調査研究を進めてい

きたいと考えております。 

 次に、クラウドシステムの利用による経費削減効果についてでございますが、そ

れぞれの地域において取り組みが進行中であることから、実績が確定しておりませ

ん。おおむね２割から４割程度の削減を目標に取り組まれている状況でございます。

町村会によるクラウド利用における経費削減効果につきましては、算出までには至

っておりません。また、共同利用する際の情報保護につきましては、安全な回線を

利用するなどの措置をとる必要があると考えております。 

 クラウドシステムの利用につきましては、総務省の「自治体クラウド開発実証事

業」の成果や課題を検証するとともに、効果分析等の結果を踏まえ、情報保護の安

全性や災害時の行政事務の継続性を考慮した上で、町として最善の選択をしなけれ

ばならないと考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 経費削減ということで、２割から４割見込めるということなの

ですが、導入による人員削減、それと行政のスリム化が図られる、そういうことは

期待できますか。 

議長（杉浦和人君） 町長。 
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町長（藤澤直広君） 現在でもコンピュータにかかわっている職員は数尐ない、１人

ないし一・半ということでございますので、これによって人員削減ができるという

ことは考えておりません。ただ、いわゆるコンピュータの管理業務についての経費

を削減することが可能になるのではと、このように期待をいたしておりますが、当

然、６町におきましていろいろ現時点で個別のコンピュータ運用をしておりまして、

出ております帳票などもいろいろでございますので、それをどう共通化するのか、

それぞれの市町におけるこれまでの運用やあり方なども一定制限して統一化しなけ

ればなりませんので、その辺も含めて重々議論をする中で経費の削減を目指してや

っておるというところでございますので、これによる人員削減などについては基本

的には考えられないというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） ３番目、付帯決議についてお尋ねします。これも一部重複しま

すが、ご了承賜りたいと思います。 

 １、用語解説では、付帯決議について、議会または委員会で審議・審査される事

案の議決の際、その事案につけられる、町への意見や要望の決議のことを言う。町

に対して、努力や善処を求めるものであり、法的効力はない。本会議において付さ

れた付帯決議は議会としての機関意志であり、政治的影響力、事実上の影響力があ

る。このことについて教育長の考えをお尋ねします。 

 ２、学校給食問題検討特別委員会会議において、付帯決議が法的効力はないとは

いえ、余りにも認識、自覚がなく、軽視されていると考えます。いかがですか、お

尋ねします。 

 ３、中学校給食における、給食予定時間の考えをお尋ねします。 

 ４、地産地消について、これまでいろいろな意見が交わされてきましたが、私は

正直、あまり評価していません。現在の生産、供給体制で果たして可能なのか疑問

に感じています。現状の体制で十分可能と考えておられるのか、お尋ねします。 

 ５、ここでは中学校給食についてのみ触れますが、時流である公設民営化につい

て、調査、研究される考えを本当にお持ちですか、お尋ねします。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 小林議員から付帯決議等についてのご質問をいただきました。 

 まず、付帯決議につきましては、議案を議決する際につけ加えられる議会の意見

や要望のことをいい、法律的な効果は伴いませんが、政治的に尊重されるべきもの

とされておりますことから、真摯に受けとめ、決して軽視することなく対応を研究

しているところございます。 

 次に、付帯決議についての認識でございますけれども、今もお答えしましたとお

りでございまして、12月の学校給食問題検討特別委員会におきましても、付帯決議
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や議会での議論を踏まえ、民間委託について研究した内容を報告させていただいた

ところでございます。 

 ３点目の中学校の給食予定時間につきましては、実際の運営にあたり詳細を中学

校現場において検討し決定するため、現時点においては定めておりません。 

 なお、現状の校時を申し上げますと、12時45分から13時までが昼食時間で、昼休

みが13時から13時20分となっており、給食実施にあたっては準備時間等が必要にな

りますので調整が必要と存じております。 

 ４点目の地場産物の供給、活用につきましては、過去においても議会でご質問い

ただき、地域での前向きな検討をお願いしましたが、需要に見合う供給が困難であ

りました。現状では、供給体制が十分であるとは言えない状況でございます。今後

は、地場産物の活用体制を充実させるとともに、需要量の事前把握により、生産者・

流通関係者と連携しまして、供給体制の確立に努め、食育の推進上におきましても

重要な位置となる地産地消を推進してまいりたいと考えております。 

 ５点目の公設民営化につきましては、昨日、中西議員のご質問でお答えしたとお

り、今日までの議会での議論をもとに民間委託について調査研究をしているところ

でございます。よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 付帯決議を重く受けとめているということでございました。そ

れならば、付帯決議、しっかり受けとめていただいて、調査研究、もっと熱を入れ

ていただきたいと思います。 

 それと、昨日の答弁で、小学校においては民営化も視野に入れています、また、

法律的に委託を行うことが適正であるのか云々と答弁されました。これには、大変

失礼だが、いまだこの域かと私は感じました。 

 それと、教育委員会は、子どものために経費のことは余り考えなくもよいとの論

法の答弁が昨日ありました。民営化を導入することによって経費が安くなるという

ことは今日の議論の中で歴然と証明、判明されていると思います。ならば、最近、

給食費の未納家庭もあると言われており、子どもなりに肩身の狭い思いをしている

のではないかと考えます。民営化を導入することによって給食費を下げるとか、あ

るいは思い切って半減するとか考えられたらどうかとも思いますが、お尋ねします。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 子どもたちのために経費を考えていないというように言われ

ましたけれども、昨日もお答えしましたとおり、経費を全く考えてないと、そうい

うことではございません。貴重な財源でございますので、大事なところには経費を

つけるべきであると思いますし、節約できるところは節約していかないといけない

というふうに考えております。しかしながら、この中学校の給食開始にあたりまし
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ては、やはり直営でお願いしたい、昨日もお話ししたとおりでございます。 

 それと、給食の未納問題でございますけれども、給食費は今現在、幼稚園、小学

校では月3,500円いただいておりますけれども、それはほとんど食材の費用でござい

まして、あと人件費とかにつきましては町の方で負担しているということでござい

ますので、民営化と直営に関しては、給食費、保護者負担とは余り影響がないのか

なというふうに考えております。 

（不適切発言あり） 

教育長（奥村 薫君） 確かに給食費の未納もございまして、大切な問題であるとい

うふうに認識をしておりますけれども、一方で、子ども手当か、子どもの手当かい

ろいろ分かりませんけれども、そういったもので給食費については考えていく必要

もあるかなというふうに思っておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（久村重次君） 小林議員からの再質問の部分で１つ答えられていない部分

がございました。民間委託の法的な部分について問題があるという答弁の部分でご

ざいますが、ここの部分につきましては、12月に学校給食問題検討特別委員会の方

でもお答えをいたしました。民間委託の部分で問題がないかということで、国の機

関等へ出向きまして、そういった部分では、一定、新聞等でも出ております偽装請

負の問題、そういった部分が出ておりましたので、果たしてそこは問題ないのかと

いう部分で調査研究をさせてもらったところで、12月で報告をさせてもらった部分

でございますので、その点の方は御理解をいただきたいと思います。 

 それと、給食費が民営化になれば半減、下げていってはという部分でございます

が、先ほども教育長から言われたように、給食費については賄い材料、また、それ

に伴います消耗品の経費を給食費というような形で積算をしておる部分でございま

すので、半分という部分には当然ならないものと思っております。できるだけこう

いった部分については今現在も経費の節減に取り組んでおり、できるだけ安い給食

費ということで設定をしておるところでございますので、御理解のほどよろしくお

願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） これも答弁なかったと思うのですが、小学校においては民営化

も視野に入れている、中学校は民営化は視野に入れていないのか、どうしてこうい

う矛盾が生じているのかお尋ねします。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 昨日の答弁の中で小学校もというようなお話ということでご

ざいますけれども、将来的な構想の中で、幼稚園、小学校、それから昨日、保育園

の問題もございましたけれども、施設の改修、就学前あるいは小学校の教育を全町
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的にしっかりと進めていく上でどのようにしていくかという構想の中で、民営化等

いろいろ研究していきたいというふうにお答えいたしたところでございます。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） せっかく学校給食問題検討特別委員会というものが設置されて

おります。十分に議論を重ね、また、教育委員会の方からも条件提示、内容提示を

もっと広くしていただいて、活発な議論をしながらよい方向に進むように努力した

いと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ここで暫時休憩いたします。再開は、10時40分からいたします。 

－休憩 １０時２７分－ 

－再開 １０時４０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。 

 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） それでは、通告書に従いまして質問をさせていただきます。 

 尐し昔の話になるのですけれども、国民健康法ができましたのは戦前の昭和13年、

国家総動員法の中で創設されたそうであります。戦後、昭和26年に地方税の改正で

国民健康保険税なるものが創設されたとしております。その後、1958年、昭和33年

でありますが、貧困と疾病の脅威から、すべての国民の生活と健康を守るための社

会保障体制の骨格ができたと非常に評価し、厚生行政にとってはまさに画期的な出

来事であったと示されておりました。 

 また、その同年の暮れには、国民が疾病にかかったとき保険によって医療の給付

が受けられる仕組み、国民皆保険の計画の達成のための新国民健康保険法が制定さ

れました。 

 また、翌年の４月には、国民が所得の機会を失った場合、年金の給付が受けられ

る制度として、国民年金法が制定されたのでありました。 

 昭和36年、国民皆保険がスタートし、その当時、私も中学生だったと思うのです

けれども、役場の大先輩であります木田信次さんだったと思うのですが、そういう

人たちが私の家に来て、国民年金を両親に勧めていたことを思い出すのでございま

す。 

 保険の方ですが、出発直後は国庫負担の割合は低く、保険の給付割合は５割であ

りました。つまり、窓口で医療費の半分を利用者が負担しなければならず、保険証

のない人がたくさんあったと記されております。そうした中でも、岩手県の沢内村

では、60歳以上の老人医療費の無料化が昭和36年から始まっております。その後、

国の健康保険事業は改善されながら、昭和38年には世帯主が７割給付になり、その

後、家族も７割給付となったとしております。 
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 また、昭和44年には、東京都が70歳以上の老人医療費無料化を実施し、昭和47年

には老人福祉法が改正され、70歳以上の医療費の無料化が実施されました。ついに

昭和49年、足かけ15年が経過するわけですが、国民皆保険が完全達成されたとして

おります。 

 しかし、喜びも束の間、いいことは長くは続きませんでした。昭和58年には老人

保健制度が実施され、窓口負担制度が導入され、本人１割負担と同時に国庫負担の

大幅な削減がされております。既に昭和62年には国保収納率３パーセント向上運動

と題して、その制裁措置の実施が義務づけられ、窓口負担も２割となり、平成15年

からは３割負担となっております。平成20年から、75歳以上の後期高齢者医療制度

が実施されたところでもございます。 

 そこで、国保加入者の世帯の構成を見てみますと、皆保険体制の発足当時には農

業・自営業者が67.5パーセントを占めておりましたが、2008年ごろになりますと16

パーセント以下まで低下し、本来なら被用者保険に加入すべきところ、正規の従業

員として雇用されずに非正規労働者の加入が余儀なくされ、無職者と合わせると67

パーセントから70パーセントになっているとされております。また、非正規労働者

の賃金は男性で222万円、女性で172万円と推定され、正規労働者の６割程度であり

ます。国保加入世帯は、こうしたことから当然貧困化でありまして、国保税の滞納

世帯の20パーセントを超える結果となっているとされております。無収入者もあり、

国保世帯のここ５年間の平均所得は130万円で推移しているとされ、それに対して国

保税の所得に対する負担率は平均で14.4パーセントであり、協会けんぽは4.19パー

セント、健康保険組合は3.73パーセントとなっているとされております。 

 このように国民健康保険税は非常に重い保険税になっているのでございます。そ

のことから、この国民健康保険税はなぜこんなに重い保険税なのか、過去のデータ

などからお尋ねしたいと思います。 

 また、どのようにとらまえておられるのかお伺いいたしたいと思います。 

 このように非常に高い保険税であることから「払いたくても払えない」で滞納と

なり、短期証・資格証明書の直近の発行状況をお伺いするところでもございます。

100万円未満と100万段階での階層別にご回答をお願いしたいなと思います。 

 そうした中で尐しでも払える国保にということで、国保法第77条に各市町が独自

に行う「申請減免」の改善充実が求められていますが、これは国会で2010年９月こ

ろに言われたことだと思うのですけれども、どのように改善されたのかお伺いいた

したいと思います。 

 また、患者の窓口負担の減額や免除制度でありますが、厚労省は「国の基準は１

つの最低限で、上積みを市町村が行うのが望ましい」としております。どのように

対応したのかお伺いいたしたいと思います。 
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 また、国保広域化についてお伺いしますが、「医療制度の安定運営を図るための国

民健康保険等は保険者としての規模が小さいことでリスク分散ができず不安定な財

政運営に陥りやすいとして広域化を推進すべき」としておりますが、その状況と積

極姿勢と言われる市長会・町村会側と負担増を警戒する知事会側との対立があると

聞きますが、本当にこれで被保険者にとってどうなのかお伺いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正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） 東議員から国民健康保険についてのご質問をいただきましたが、

１点目の保険税のとらまえ方でございますが、国民健康保険につきましては、被用

者保険と異なり事業主負担がないこと、被保険者の保険料負担能力が全般的に低い

ため、その財政基盤が強固でないことなどの事情を考慮するとともに、医療保障に

対する国の責任を果たすための措置として、従来から大幅な国庫負担・国庫補助が

行われてきました。このうち、保険給付費については45パーセントを国庫負担とし

てきましたが、昭和59年度からは38.5パーセントに改正され、その後、平成18年度

には34パーセントになりました。 

 さらに、今国会には年尐扶養控除の廃止による地方税収増との関連から、これを

32パーセントとし、直近の率である34パーセントとの差の２パーセントを都道府県

調整交付金とすること、また、平成25年度まで暫定措置として実施してきた基盤安

定の恒久化などを盛り込んだ「国民健康保険法の一部を改正する法律」が提出され、

現在、審議がされているところでございます。 

 なお、後期高齢者医療制度の創設に伴い、国保財政に新たな交付金制度も調整さ

れました。 

 今後におきましても、国保の安定運営を行うことが最重要でありますことから、

被保険者の皆さんに健康づくりへの関心を高めていただき、かかりつけ医を持つこ

とやジェネリック医薬品への切りかえの推奨などを啓発し、医療費の適正化に努め

てまいりたいと考えます。 

 次に、短期証および資格証明書の発行状況でございますが、本年３月１日現在、

短期証は全134世帯で、そのうち所得100万円未満が76件、100万円以上200万円未満

が30件、200万円以上300万円未満が16件、300万円以上が12件でした。資格証明書は

３世帯ですべてが所得100万円未満でした。 

 次に、保険税の減免対応ですが、不慮の災害や事業の休廃業などにより生活が著

しく困難となった者などに対する減免は、平成22年において納税義務者等の所得の

判定基準について、次の２点について改正をいたしました。 

 まず１つ目は、今まで世帯全員の所得や資産の状況を確認していたものを、擬制

世帯主を含む国保加入者のみとしました。 

 ２つ目は、納税義務者等が保有する預貯金の合計額が生活扶助額に基づく世帯の
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支出合計額に18を乗じた額以内としていたものを、24を乗じた額としました。 

 この２点について、資産保有額基準の拡充をいたしました。 

 次に、４点目の質問でございますが、医療費にかかる窓口負担の減免制度につい

てですが、生活困難な被保険者に対して、医療機関の窓口で負担する医療費分を減

免することが国保法で定められております。この制度を運用するためには、認定基

準や期間などを自治体が要綱などで定める必要があり、当町においては、県内の実

施状況も踏まえ、「日野町国民健康保険一部負担金の徴収猶予および免除に関する要

綱」を定め、平成23年４月診療分から適用を行っております。 

 制度の内容は、生活が著しく困難になった場合、例えば震災、風水害、火災など、

資産に重大な損害を受けたとき、また、干ばつ、冷害ならびに事業などの休止や失

業等により収入が著しく減尐したときなどに、該当者申請により窓口での減額や免

除、および徴収猶予が実施できる制度です。日野町は、国基準に加え、入院者のお

られる世帯の通院分についても免除の対象としています。このうち国基準に該当す

る入院の免除分の２分の１は、国の特別調整交付金を受けることができます。 

 なお、広報やホームページで周知を図るとともに、民生委員児童委員の皆様にも

説明をいたしましたが、この制度の該当となられた方は、日野町において現在のと

ころ、まだございません。 

 最後に、国保の広域化についてでございますが、平成22年の国民健康保険法改正

により、23年１月に「滋賀県国民健康保険広域化等支援方針」が策定されました。

制定の趣旨として、市町の国保は、高齢者や比較的所得の低い人が多いという構造

的な問題があり運営が厳しくなっている現状があることから、これを改善するため

に、事務や財政の運営を県と市町が共同実施していくことにより、保険者としての

事業運営の安定化に図ろうというものです。 

 財政運営を都道府県単位に広域化することで市町と県との間で問題が生じている

とされておりますが、今後は、後期高齢者医療制度の改革の影響および共同事業の

拡充についての議論をさらに深めていくことが大切ではないかと考えています。こ

れらは、国の制度改革に向けた動きも注視しながら、各市町や関係機関との連携を

密にしながら進めるとともに、県町村会等を通じて国や県に対して、安定的な制度

の確立に向けた要望をしてまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） ありがとうございます。 

 やはり国民健康保険税が高いのは、国庫負担が今まで医療費の45パーセントとし

ていたものが38.5パーセントから34パーセントに減らされたということと、医療費

としていたものが医療給付費の50パーセントに改定されるということが言われてお

ります。また、もちろんそうですけれども、市町村国保に対する国庫支出金も一方
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の方で、1980年くらいは国保総収入の64.2パーセントを占めておったのであります

けれども、2008年には24パーセントまでなっているのでございます。そうした中で、

先ほども出ておりましたが、１つは、事業主負担が社会的扶養の部分かなと思うの

ですけれども、このように思っていきますと、もちろん国庫負担をするのが当然で

ありますけれども、その中で一般財源の投入がないものかなと思うのでございます。 

 昨日も池元議員の方から、介護保険料についても一般財源の投入はというような

問いもあったのですけれども、平成20年度の全国市町村国保税会計収支報告により

ますと、滋賀県でもほとんど一般会計法定外繰入金がされているのですけれども、

１人当たり平均が100単位でされているのが余呉町と湖北町と日野町だけなのです

ね。あと、平均では１人当たり亓、六千円になっております。虎姫でも１人当たり

１万1,000円、甲良町でも１万1,000円、愛荘町でも１万7,000円、竜王町でも１万

1,000円、草津でも１万2,000円ほど、法定外繰入金を１人当たりされているのです

けれども、そこら辺はどのように思っておられるのか、ひとつまた回答をお願いし

たいなと思います。 

 それから、いま一つ、保険税の免除でありますけれども、国保税には、ご存じの

とおり、応益割と応能割によって算出され、応能割は世帯の支払い能力によって賦

課され、そこへ所得割、資産割によって決定されるわけですけれども、応益割は世

帯の被保険者数に応じて賦課される均等割と、１世帯として賦課される平等割があ

ります。これはもちろん他の、普通の健康保険組合とか健保とか共済組合なんかは

存在しないわけでありますけれども、低所得者の国保について被用者保険のような

算定はできないものかお尋ねしたいなと思います。 

 それから、国保税が高いということで、前々回でしたか、議会でも意見書が提出

され、もちろん届いておるわけでございますけれども、全国町村会の場でのそうい

うような発言ももちろんしてもらっていると思うのですけれど、そこら辺のことに

ついてももう一遍お聞きしたいなと思います。 

 もう一つ、短期証や資格証明書が交付された世帯で、医療費の一時払いが困難な

場合は、特別な事情に準ずるということが政府見解で示されておりますけれども、

そういう事例はあったのかどうか、ひとつお願いしたいと思います。 

 それから、国保関係で、滞納者、今言っていただいたのですけれども、滞納者に

よる資産の差し押さえは実際あったのかどうか。あったとすれは、世帯数と対象と

なった滞納額、実際の徴収額はどの程度だったのか、もし分かればお伺いしたいな

と思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 町村会等での国への働きかけはどうなのかということでござい

ますが、国民健康保険の基盤強化というのは大変大事な課題と考えておりますので、
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滋賀県町村会ならびに全国町村会においても重点課題の１つということで議論をし、

要望を上げておるところでございますし、また、私も滋賀県の国保連合会の副理事

長をさせていただいておりますが、毎年11月には国保の基盤強化の全国大会を東京

でやっておりまして、昨年もそれに参加し、それぞれ厚生労働省や、総務省や、さ

らには民主党、自民党など、各関係の政府機関ならびに団体等に要望活動を行って

おりまして、私も一昨年は厚生労働省の方に直接要望に行きましたし、昨年は総務

省の方へ直接要望に行っておりますので、これは全国の市町村挙げて国保の基盤強

化に取り組んでおるということでございまして、その中でそれぞれの議会において

も決議等を上げていただくということは大変大事なことだというふうに思っており

ます。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（森口雄司君） 東議員より、国民健康保険につきまして何点かご質問をお

受けしましたのでお答えしたいと思います。 

 まず、１点目に、非常に国保の財政が緊迫したというか、厳しい中で、一般財源

からの投入ができないかと、こういう質問でございます。国保の財政につきまして

は、非常に厳しいものがあるのはご指摘のとおりでございまして、国からの財政的

な補助、負担につきましても減ってきているのが現状でございます。そういった中

で、後期高齢者医療制度が平成20年度に創設されまして、一般的に若い人に比べま

して医療費が高いとされる、いわゆる65歳から75歳にかけての国保に入っておられ

る前期高齢者の方でございますが、国保についてはそういった方がたくさんおられ

るということで、いわゆる協会けんぽ、さらには健保組合、そういった他の保険か

ら国保への財政支援が行われている財政調整交付の改善が図られております。こう

いった国保への支援がされているというところで、一定、そういった国の負担以外

の部分で財政運営を図られてきているという経過がございます。そういったことも

含めまして、町への一般財源からの繰り入れでございますが、健全な運営を図るた

めとしまして、平成22年度に一般会計からの基金の積立金として日野町では5,000

万円の繰り入れを行ってきた経過がございます。現在、3,000万余りの積立金となっ

ております。 

 そんな中で、国保の運営につきましては、税の負担と医療費の給付を相互に扶助

を行うと、こういったことが国民健康保険の制度でございます。これにつきまして、

財政的な部分で国や県の働きかけ、さらに、今申し上げました前期高齢者の支援金

などの制度を投入しながら健全な運営を図っていくというのが基本ではないかなと、

このように思っております。 

 そういったことから、一般会計からの投入につきましては、いわゆる法定外の負

担ということになりますので、この取り扱いについては十分慎重に取り扱う必要が
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あるのではないかなと。今後におきましても、国保の運営状況を十分見きわめた中

で、その対処をしていく必要があるのではないかなと、このように思っております。 

 ２点目は、国保税のいわゆる低所得者につきまして、被用者保険のように税金が

外せないかと、こういうことでございました。これにつきましては、先ほどご質問

にありましたように、国保税については所得割、資産割、均等割、平等割とそれぞ

れの税率や金額をもちまして税額を算出しております。低所得者につきましては、

総所得の金額に応じまして、いわゆる７割、５割、２割の軽減を図っております。

そういった制度の処置がございますので、特に低所得者の方にという別枠の処置は

ございません。今の軽減によって図られるということになります。ただ、所得につ

いては前年度の所得でございますので、当年度については、いわゆるさきに申しま

した災害等の非常事態的な減免の措置、さらには医療費についての猶予、減免、そ

ういった制度を活用しながら対応していくということになります。 

 次に、資格証明書の関係でございます。資格証明書につきましては、現在、先ほ

ど町長が申しましたように、３世帯でそれをしております。３世帯の資格証明書で

ございますが、その方が医療機関にかかっているかどうかと、こういったことでご

ざいますが、ここらの把握については町ではできませんというか、それを申し上げ

ますと、いわゆる資格証明書についてはお医者さんに全額で、10割負担でかかられ

ると、こういうことになるわけです。これについては、かかられる前に町の方に相

談に来られましたら、いわゆる納付相談も含めまして対応させてもらうと、こうい

う形になろうかと思います。さらに、相談に来られず直接医療機関にかかられます

と10割負担をされて医療を受けられると。残り７割分を町の方に相談に来られると、

そこでまた納付の相談をさせてもらう、こういう形になろうかと思います。現在の

ところ、近年ではそういった相談を受けたケースはございません。 

 以上が住民課にかかる部分でございまして、あと滞納関係につきましては税務課

の方から答弁をさせていただきます。よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 税務課長。 

税務課長（渡辺民夫君） 東議員の方から再質問におきまして、国民健康保険税の滞

納による資産の差し押さえ等につきましてご質問いただいております。 

 この滞納による資産の差し押さえにつきましては、94件の差し押さえをさせてい

ただきました。この差し押さえの対象となった滞納額でございますけれども、3,472

万9,532円の滞納があったわけでございます。これを差し押さえさせていただいた中

におきまして、55件、429万1,037円、これだけを徴収させていただいたという状況

でございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 
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10番（東 正幸君） 資格証明書が発行されて、そのまま帰られると。その後、一時

払いが困難な場合なのですけども、相談がなかったということがあったわけですけ

ども、その場合に、先ほど言われたとおり、直接お医者さんに行かなきゃならない

ので、救急でも行かれたと。そこで病院側からそういう連絡が入ってきた場合は、

そういうような対応もできるようにはきちっとできているのか、そこら辺はどうな

のかということもお尋ねしたいなと思います。 

 よそでは、そういうようなこともきちっとされているそうでございますけれども、

そこら辺のことをお願いしたいし、資格証明書、これも有効期間があるのか分かり

ませんけれども、発行されて、そのままずっとなっているという、あとの方の資格

喪失者というのか、そういうところら辺の状況は把握されているのかどうか。その

人たちとの接触とか何かされているのか、ここら辺をお聞きしたいなと思います。 

 そして、税の実際の徴収ですけども、差し押さえは何によってされたのか、そこ

ら辺はどうでしょうか。ものによってはできないものもあると思うのですけれども、

そこら辺をお聞きしたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（森口雄司君） 再々質問をお受けしました資格証明書の関係でございます

が、まず、そういった方に病院等を通じて把握できているかどうかということなん

ですが、通常は、病院等にかかられて10割払われるかどうか、まずどこの病院にか

かられるかというのは、資格証明者は、どこにかかってもいいわけでございますの

で、県内、県外、いろいろな病院があろうかと思います。そこらがまず、どこにか

かられるかという話がございますので、そこの病院から町の方に連絡があれば、ま

たそれなりの対応ができるんじゃないかなと、こういうことは思いますが、それを

こちらの方でどうこう、各医療機関に連絡をとるという体制は整えておりません。

そういう対応できているのは事実でございます。資格証明書については、本来４月

１日から国保の切り替えでございますので、通常は、保険証を送付すると同時に資

格証明書の方には保険証のかわりに資格証明書をお送りすると、こういう形になり

ます。資格証明書の発行については、当然、こちらの方で事務手続き上、その資格

証明を発行した方については、別途、その名簿をこしらえて保管をしておりますの

で、どういう方がというのは把握をしておりますし、そういった対応で進めてきて

いるところでございます。 

 また、保険証の期間は１年でございますので、毎年４月のときに更新をしまして、

通常の健康保険証と同じように、資格証明書についても１年の期間で把握をして対

象者にお送りをしているということでございます。 

議長（杉浦和人君） 税務課長。 

税務課長（渡辺民夫君） 差し押さえの物件というものについてでございますけれど
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も、ほとんどにつきましては預貯金、それと生命保険の解約権、こういったものに

ついて差し押さえをさせていただいておるところでございます。よろしくお願いい

たします。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） やはり資格証明書、仮に先に病院に行かれて、一時払いが困難

であるという、病院から、そういう場合も想定されますので、医療機関とのマニュ

アルなんかもこしらえてほしいなと思っております。 

 それでは、次にいきたいと思います。 

 ＴＰＰの問題でございますけれども、現在の食料自給率は39パーセントでありま

すけれども、この数値を50パーセントまで上昇するということで、非常に私たち国

民は喜んだものだと思っておりましたけれども、それが何とＴＰＰ参加によりまし

て13パーセントになるという、ただ呆然とするものでございます。産地偽装、ある

いは無認可添加物の使用、無登録農薬の使用、残留農薬、遺伝子組み換えの作物、

ＢＳＥ、口蹄疫、鳥インフルエンザ等々、輸入の農産物はもとより、国内産品も含

めて法律違反や問題が多発しております。しかも、それによって被害を受けたとし

ても、その多くはすぐには目に見えない、すべて口に入れるものだけに非常に恐ろ

しいと思われます。 

 ＴＰＰは農業だけの問題ではなく、他の産業の問題だけでもなく、まさに我々が

暮らす日々、商品としての食料に命を託す消費者の問題なのかも分かりません。こ

れまでの犠牲と努力のおかげで、ほぼ日本では安心して食物を消費することができ

る国となりました。日本では、１つの事件や被害があった場合、原因を究明し、責

任を突きとめ、被害防止のために制度も構築されてきたところでもあります。 

 そうした国民の財産とも言うべき食の安全を確保する体制を守りきることができ

るのかどうか。87パーセントにも及ぼうとする輸入食品から降りかかる国民への被

害を想像しただけでも、恐ろしいと思うのでございます。そうした中で、食品添加

物の問題や、あるいは食品の輸入の検査、残留農薬などがどうなるのか、分かる範

囲でお答えしていただきたいなと思います。 

 もう１つは、ＴＰＰで最も破壊されといいますか、問題は、やはり医療問題であ

ろうかなと、こう思っています。日本でせっかく続いてきた皆保険が全壊されるの

ではないかなと、このように思っております。 

 先日も新聞に載っていたわけですけれども、いち早くアメリカと二国間自由貿易

協定を結んだオーストラリアでは、自国の医療制度に横やりを入れられ四苦八苦し

ているとのことでありました。ＦＴＡの交渉過程で、医薬品分野で、オーストラリ

アでは、国民が医薬品を安く変えるように医薬品管理制度で管理しているそうです。

製薬会社に支払う卸売価格は、専門家で構成する委員会の答申を受けて政府が決定
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し、患者が負担する小売価格との差額を政府が補助しているそうです。オーストラ

リアの医薬品価格は、アメリカの３分の１に抑えられています。先進国のほとんど

がオーストラリアと同じように薬価をコントロールする規制を持っています。日本

でも診療報酬で、点数で薬価を決めているそうです。イギリスは薬による利益の上

限を、フランスも薬剤費に上限を設けています。ところが、アメリカは先進国で唯

一薬価規制が敶かれていません。薬の値段が企業の意のままということで、このビ

ッグファーマ、製薬会社が非常に権力を持っているということで、大変なことにな

っているそうでございます。 

 そういうことで、日本の皆保険がどのようになっていくのか、分かる範囲でお答

えいただきたいと思います。 

 また、そうしたことから、毎日ほど新聞紙上でＴＰＰのことが掲載されておりま

す。現在、県でも、県民の命と暮らし、医療を守るため、住民の合意なしにはＴＰ

Ｐに参加しないことを求める運動が展開されています。当町でも、農業委員会を中

心に運動が広がっていますし、町民みんなが、先日行いました原発の問題でも、あ

れだけ悪天候の中、200名を超える、学習される機会が与えられました。学習の意欲

が非常にうかがえるわけでございます。そうしたことから、やはりこれはみんなが

知っていかないとだめだなという思いでございます。実際、大きな学習会を何とか

開催したいと思いますが、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） ＴＰＰに関するご質問をいただきました。食の安全に関しまし

ては、12月議会でも消費者の立場からの課題についてご質問いただき、遺伝子組み

換え食品や、食品添加物の表示義務、狂牛病の全頭検査、残留農薬基準など、日本

のすべての消費者が影響を受ける問題が含まれていることから、将来にわたって、

日本の食の安全が担保されることが大切であるというふうに答弁をさせていただき

ました。 

 この食品添加物、輸入検査、残留農薬につきましては、例えば、収穫後の農産物

を輸送するときにカビや虫の害を防ぐために散布されるポストハーベストの農薬の

問題もあり、日本では、農薬の残留基準とポストハーベストの残留基準が同一に設

定されていることから、長い期間、船で輸送するにはもう尐し濃い目に使用したい

との輸出国の思いがあるとも報道されています。また、農薬には700を超える種類が

あり、日本では、その残留基準を、国際基準があるものはそれを参考に設定し、そ

うした基準のない農薬は、「人への健康を損なうおそれのない量」として、0.01ｐｐ

ｍを基準として定められていることから、輸入検査が厳しい、国際基準や外国の平

均値ではなく、もっと緩い基準値を採用すべきとの要求も交渉の中で出てくるので

はないか。また、牛肉や牛肉製品については、狂牛病問題から、現在、20ヵ月齢以
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下のものしか輸入されていませんが、すべての月齢のものを輸入するよう要求され

る。また、食品添加物についての表示義務そのものについても廃止すべきとの要求

があるなど、報道をされています。 

 まだまだ他の課題がありますが、こうした食の安全に関する基準は、国民が安心

して口にできる基準として、１つ１つ長い時間をかけて、科学的知見等の合理的根

拠に基づき決められてきたものであると認識しています。 

 ＴＰＰの事前交渉の内容については、公表されていませんので詳細は明らかにさ

れていませんが、長い時間をかけて決められてきた、私たちが、直接、口にする食

の安全について、本当に担保される内容になるのかどうか大変危惧をいたしており

ます。 

 次に、ＴＰＰと医療の関係については、厚生労働大臣が、アメリカ政府からの「公

的医療保険の運用で自由化を求める声明」を、外務省を通じて入手していたと言わ

れております。今後の交渉参加の行方によっては、医療保険の開放、特に混合診療

の解禁まで踏み込んだ内容になることも危惧されております。こうしたことにより、

病院経営や医療保険への株式会社参入といった医療の営利産業化が起こり、個人が

受けられる医療に所得格差が生じることが懸念をされております。「いつでも、どこ

でも、だれでも」が安心して医療を受けられるという日本が誇る国民皆保険制度そ

のものに大きな影響を及ぼすことが心配されており、日本医師会もこの制度を守る

べきと、このように表明をされております。 

 さらに、ＴＰＰの中身においては、いわゆる非関税障壁の撤去という問題も言わ

れておりまして、関税のみではなくてアメリカ企業の輸出等の障害となるものにつ

いては撤廃すべきだ、こういうようなことが言われてくるのではないかという意味

では、例えば郵政関係の保険をはじめとしたことも出てくるのではないか。さらに

は、ＩＳＤ条項ということで、国を民間企業が訴えることができるというような条

項もあること、さらには、４年間交渉の内容は秘密にしておくというようなことな

ども言われておりまして、このＴＰＰが現時点において決して国民の合意を得られ

るものではないというふうに思っておりまして、全国町村会としてもＴＰＰ交渉へ

の断固反対の立場をとっておるところでございます。 

 こうした中で、学習会に関してでございますが、今もご紹介がありましたように、

県内の農林水産業や医療関係、ならびに首長や学者、有識者の有志による呼びかけ

によって、「国民の合意と了解のないＴＰＰには参加しないことを求める」一大県民

運動の呼びかけが行われておりまして、去る３月５日には「ＴＰＰから県民のいの

ちと暮らし／医療と食を守る県民会議」の結成総会が200名を超える出席者のもとで

開催をされ、私も参加をいたしたところでございます。今後は、この県民会議にお

いては、４月22日には県民大集会など具体的な活動等も計画されておりますので、
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こうした団体とも連携して取り組みを進めていくことが大切だというふうに思って

おります。 

 また、町内においても、ご紹介がありましたように、農業委員さんなどを中心に

町レベルの運動もしていこうということが議論されているというふうに聞いており

まして、大変すばらしいことであるというふうに考えております。こうした身近な

ところで、身近なといいますか、町民の皆さんが立ち上がって世論喚起をされると

いうことは大変すばらしいことであると考えておりして、町もまたできる支援につ

いては考えてまいりたい、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） ありがとうございました。 

 このＴＰＰの問題は非常に国内世論を巻き起こしているわけですけれども、やは

り全部に行き渡るというのはなかなか難しいということで、尐しでもみんなの人に

知っていただきたいという思いから、こういうようにみんなで学習していこうとい

う思いでございます。参加というよりも、事前交渉の中止ということが最近農業新

聞等で言われております。そうしたことを据えて、事前交渉の中止を踏まえながら

参加は絶対にしないという方向で今後進んでいってもらうことを願いまして、私の

質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

議長（杉浦和人君） 次に12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 久しぶりの一般質問なのですが、２点について質問いたします。 

 有害鳥獣駆除事業なのですが、この事業については、ワイヤメッシュによるイノ

シシ、シカ防止対策事業を各地区で取り組まれています。一定、行政の方について

も材料費の提供をお願いして、漏れた地域もまたできるような状況をつくっていた

だいたことについては、すごい感謝をします。それと、住民が取り組まれているこ

とについては、敬意を表します。 

 その中で、自分はあえてここに質問を上げさせてもらったのですが、現在取り組

まれて終わっているところを随分見に回りました。その中で、本当に計画書、防護

柵の取りつけの申請のときにどのような状況で申請があって、どのような形で取り

組まれるのかなという部分が自分には余りにも見えなかった。現状、仕上がってか

らですよ。仕上がってから見て、これでどういうふうな申請があったのかなという

ふうに思うのです。これは農林課の姿勢が問われている部分があると思うので、先、

そこの申請時の指導について答弁をお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 12番平山敏夫君の質問に対する当局の答弁を求めます。農林課

長。 

農林課長（横山増雄君） 有害鳥獣駆除の中で、申請時の指導についてご質問いただ

きましたのでお答えをさせていただきます。 
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 防護柵の設置につきましては、有害鳥獣の増加に伴いまして被害防除のために設

置をしていただいているところでありまして、現在では町全体で取り組んでいただ

いているところでございます。平成23年度につきましては、全体で約70キロメート

ルの設置をいただいたところでございまして、今までの累計を今年度末でしますと、

町全体で約185キロメートルになったところでございます。防護柵の設置にあたりま

しては、地元直営施行で実施をしていただいているところでありまして、申請に基

づきまして地元役員さんと現地立会をして、防護効果が十分に得られることや、道

路交通上、支障にならないことなど協議を行いながら進めているところでございま

す。設置場所の所有者等への了解などにつきましては、地元が責任を持って得るこ

ととしておりまして、設置後の管理については、今申されましたように、当然、設

置後についても適正な管理を行うよう指導をさせていただいているところでござい

ます。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 今、現地立会をされたというふうに答弁されたのですが、これ

は、山側に設置されている地域と、道路いっぱいに設置されている地域ありますよ

ね。それもきちっと立会されて、それでよいという判断を行政がされたのですね。

そこが大事なのですよ。そこが自分は大事やから、今どういうふうな申請の指導を

したのかと。道路側に設置されたときに、後で言われました。道路の借用について

や、あとの責任については話し合ったという部分、そこはもう一度きちっと答弁を

お願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（横山増雄君） 設置場所についてでございますが、先ほども申し上げまし

たように、申請につきましては図面等で出していただいていますので、それをもと

に地元の役員さんに立会していただいて、どこに設置をされるかということを現場

で確認をさせていただきます。道路につきましても、町道とか、それ以上の道路に

ついては道を封鎖することができない部分がございまして、地元としては、全体的

に道もとめたいという部分もあるかもわかりませんが、その辺については、道路沿

いに設置せざるを得ないという部分がありますので、認めたというよりも、地元か

らの申請に基づいて私どもも、道路交通上、支障になるものは当然そこの中で指導

もさせていただいておりますけども、道を封鎖できない状況の中では、道路沿いに

設置せざるを得ないというように考えております。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 今の答弁、農林課長、きちっと頭に置いといて下さいよ。２番

目に入って、ここがきちっと出てくるから。確実に、図面が出て、現場を見て、道

路際に建てられる部分が、本当に、後、問題が起きないのかという部分は大事なの



4-35 

ですね。そこを今、申請時の指導はどうであったかというのを自分が聞いているの

で、今こういうふうな答弁をされたこと、そこはきちっと頭に置いといて下さいよ。

２番にいきます。 

 これは観光地、ものすごい目立ったのは鎌掛地区なのですね。鎌掛は、石楠花、

正法寺の藤の花、ダリア園、観光地がありますね。そこの中で、来られた人がどの

ような状況であの柵を見られて感じられるかという部分は、農林課と商工観光課は

同じフロアで隣同士ですよね。ということは、ここの道路沿いを見に行った、立会

をした、その状況であとは見えるのですね。その中で商工観光課と協議をしたか。

そこの部分が自分は全然見えない。そこが大事なんやね。自分が今、この柵をされ

たことについて何も文句を言っているわけではない。どういう状況を招くかという

部分からして、あと、ここの行政の中でどういう協議をするか。それが申請時のと

きに観光の地域の部分をひっくるめてどういうふうな申請の協議があったのかとい

うと、今の答弁では、なかったのやね。そこの、ただ柵の申請だけで。そうすると、

今、現状、仕上がった状況を見て、農林課長はどういうふうに思われたのか、商工

観光課長はどういうふうに思われているのか、そこを先、答弁をお願いします。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（横山増雄君） 防護柵につきましては、ワイヤメッシュの溶接金網を使っ

ておりますので、当然、さびていくという部分がございまして、決して見栄えがよ

いとは思っておりません。ただ、当該地域、鎌掛地域につきましても、集落の中ま

でシカが侵入している状況もありまして、地域農業を守るためには必要な施設と考

えておりまして、農林課としましては、農業生産上、やむを得ないものと考えてい

るところでございます。 

 商工観光と協議をしたかという部分でございますが、その辺については、協議は

しておりません。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） ワイヤメッシュにかかります観光地としての思いでご

ざいます。鎌掛地区におきましては、特に石楠花渓や藤の寺、また、ゴルフ場利用

客などがございます。観光地を訪れていただく方々は、目的地だけではなくて、沿

道の景観も含めて楽しみながらお越しいただいているものと考えています。そうい

うように考えますと、茶色くなったワイヤメッシュというものが景観的に見ればそ

ぐわない面があるかなと思ったり、そういうふうに思っております。しかし石楠花

渓も藤の寺も、鎌掛の方々の御協力のもとに御使用いただいております。観光地を

支えている地域の方々の日々の暮らしを考えますと、必要な施設であるというふう

に考えざるを得ないなというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 
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12番（平山敏夫君） 自分が一番思っているのは、すべてのことが行政の中で協議を

されない限り、一体としての事業に成り立たないというのが自分が言いたいところ

なのですね。ですから、今のここの質問で上げているように、同じフロアでいなが

ら何の協議もしなかったというのは、ただ農林課は農林課の有害鳥獣駆除の部分だ

け考えて、あと観光の部分はどうでもいいような感覚でいるのであったら、もって

のほかの部分があるのですよ。やはり観光地という部分が、今本当に石楠花、石楠

花と皆さん言われてますでしょう。その中で、あの状況でほんまにお客さんが来ら

れて、どういう思いで自分は来られるのかなと思ったら、今、商工観光課長が言わ

れたように、来られる道路も観光地なのだと。そしたら、もってのほかですよ。な

ぜ道路際に建てる必要があったのかという部分は、農林課長が現場に立ち会って、

そこでどういう指導をするかというのが大事なのですよ。そうでしょう。そこを怠

っておいて、今こういう問題になってきたら、やり直しなさいはきかないでしょう。

そうでしょう。自分はそこが言いたいだけ。やはり一体となったことをやっていな

かったら、何も身にならない。自分は自分、自分の今農林課だけのことを考えてい

るとしか思えないのですよ。やはりここはもっと意識を持ってやらないと、これは

ほかの課長さんも覚えておいて下さいよ。自分のところだけじゃなく、すべての課

長にかかってきます。これはいろんな事業についてでも。そこなのです、いつも自

分がここで言わせてもらっているのは。それが全然、今、浸透していない。現実、

あの状況や。そうでしょう。今はほんまに観光客が来られて、意識の部分で、もう

あそこへは行きたくないなと言われたら、一生懸命やっていた商工観光課がむだに

なる。お客さんを迎えて、駐車場の係を一生懸命、若い役場の職員が何人も行かれ

てやっていた部分まで、１人でもですよ、もうここは観光地じゃなくなったなとい

うふうに思われたら、それで終わりなのですよ。そこまで考えてやられていたのか、

いてないのかという部分が、その立会の部分で思うのです。ないでしょう。自分は

ないというふうに今判断しています。そこがもう尐し気持ちを込めてやらなかった

ら、何も身にならないという部分を覚えておいてほしいのです。これは、すべての

部分は今の話の中で、観光地という部分での思いを町長がどういうふうな感覚で、

今、町長は車に乗ってうろうろ――うろうろと言うとだめですね。仕事でされてい

ます。その中で、町長の思いは、今自分が言っている部分も、観光地としての思い、

農林課がやっている部分についてもどういうふうに今感じられていますか。そこを

お願いしたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 有害対策については大変深刻な課題でありますので、これにつ

いてはやらなければならない。そして、それについても全国的な取り組みや日野町

からの要望も含めて、こうした形で材料の現物支給は国庫、もしくは足りない部分
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は町費でやる。そして、それを集落の皆さんが総出で設置をされて、集落ぐるみで

取り組みをされるということは、それはそれで大変大きなことでありがたいなとい

うふうに思っております。しかしながら、その柵の設置の方法については、確かに

圧迫感や見栄の問題があるし、それはやっぱり地域住民の皆さんからもご意見を聞

くこともありまして、まして遠くからお見えの方については違和感を持たれること

もあるのではないかな、こういうことは思います。しかしながら、塚本商工観光課

長が申し上げましたように、鎌掛ならば鎌掛集落がしっかりとそこは支えられ、地

域を支えていただいているわけでありますので、例えば正法寺の藤につきましても、

シカが食べにくるから何とかならないのか、こういう西澤議員のご指摘もございま

して、地域と相談をする中で、あそこにもネットフェンスをつくられたということ

がございますので、鎌掛の皆さんも地域の観光のことは大変熱心にお考えいただい

ておりますので、そうした中での御判断というふうに思いますが、今ご指摘ありま

したように、役場の中できちっと議論をして進めることは有害鳥獣対策だけでなく

て、一事が万事、そういうことが疎かになっていてはいけない、こういうご指摘に

ついてはしっかりと受けとめて、それぞれの事業執行の中で関係各課の連携という

のはいま一度徹底をしてまいりたいと思っております。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 町長言われたように、自分も、集落が取り組まれていることに

ついてはすごい立派な話だなと。イノシシもシカも、自分のところの地域にも出て

きます。自分のところは大きい道路が何本も通っていて、本当にできるかという判

断をすると、できないと思っています。できないから、組合長が相談に来たときも、

もうやめておこうという話はしていました。けれど、尐しはえさになるなという部

分もひっくるめて、そこも苦しんでいる地域なのですよね、同じように苦しんでい

るのです。けれど、大事な部分は、地域の人が一生懸命取り組まれる形にしても、

一体としての考え方を行政がどのように持って、指導をどのようにして、見た目が

これでよかったなとみんなが思えるような状況づくりをするというのが行政の仕事

でしょう。そこを怠ったら、何かの問題が起きてきて、１つの課がよかったな、１

つの課が困ったなでは、全然話にはならないでしょう。そこを自分が先ほどから言

っている部分で、そこを全然していない部分からすると、された地元の人も嫌な思

いをされるのですよ。観光客の人がそこの中で、これ、何をしてあるのという話が

出てきたら、そこを大事に考えてほしいのです。そこは自分が一番感じた部分。 

 ３番目にいくのですが、その他の地域も道路の角いっぱいまで、農道の部分で両

面にされています。確実にフェンスにはつるが巻きつきます。草刈りが難しい状況

があります。メッシュの中につるが巻きついたら、それをきちっと取れるかという

と、すごく取れない。自分のところの山茶花のところにつるが巻いても、本当にそ
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れを取るには、何人かがかまを持って一生懸命取らないと、できない状況なのです

ね。それがワイヤメッシュというと、もっと取れない状況。ということは、角いっ

ぱいに張られていると、そこで当然、車としてはとまりますね。とまって安全確認

ができるかというと、できない状況が生まれてくるというのも見えるのですね。そ

こで、農道で仮に事故を起こされたら、地域と地域の人が事故を起こして、せっか

く地域の者がした部分で、地域の人が事故を起こして、地域同士の者が嫌な思いを

しないといけない、そのことも出てくると思うのです。それを招いたというのは、

やはり道路の部分でいっぱいに建てるなら、交差点の部分、曲がるところの部分に

ついては尐し面を取るなり何なりの考え方をやらないと、ワイヤメッシュだけなら、

ほんまに見通しは何も問題ないと思う。圧迫感だけだと思います。けれど、つるが

巻くことはもう分かり切った話です。皆さんも農業をされているのですから。そう

することによって、交通安全対策の部分からしても、やはり地域の人たちがそうい

う思いになる。農道、町道、県道に建ってますよね。つるが巻いて、仮に、細い針

金でくくってあるだけだから、それで風が吹いて倒れたとしますね、道路の方側に。

そのとき、もし車がそこを通ったときに、どういうふうなことを招くかといったら、

事故起きますよね。その責任は地域にあるのですか、ここにあるのですか、運転手

にあるのですか。そこの部分があるということは、自分が言っているのは、農林課、

商工観光課、住民課、建設計画課、そこの４課がきちっと網１つにしても把握して

いないといけない事業ではあったのじゃないかなというふうに思うのですね。それ

が大事なのです。 

 あと、ここの自分が今言った中の交通安全の部分の協議と、今現状を見て、つる

が張ってくるなという思いを持って、どのように感じられているのか答弁をお願い

したいと思います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 平山議員からの、交通安全上の関係からの問いでござ

います。道路管理上といたしましては、それの禁止行為の中には、交通に支障を及

ぼすおそれのある行為がございます。そういうことから、町道の管理区域に接近し

て防護柵、ワイヤメッシュでございますけども、設置される場合については、明ら

かに車両の通行等に支障を来している場合、または安全が確保できない場合につい

ては適正に設置をしていただくように指導の方をしているところでございます。現

状の中で今後、先ほどメッシュが倒れるということもございますが、そういう場合

についても、おそれがある場合については管理上できちっと建ててもらう行為につ

いても指導もやっていきたいというふうには考えております。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（森口雄司君） 交通安全を担当しております住民課の方からでございます
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が、車両を運転する場合には、運転者には、当然、安全に留意して運転する義務が

ございます。そうした中で、防護柵が交通の支障にならないように、引き続いて交

通安全の啓発に努めてまいりたいと、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 建設計画課長にお願いしたいのですが、交通に支障を及ぼす行

為、設置、今何ヵ所か見に回られたかなと。それで、どういうふうに感じられまし

たか。自分は問題あるなという部分が何ヵ所もありました。課長としてはどういう

ふうに感じられたのかなと、そこをお願いします。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 鎌掛の方で、一定、町道なり県道なりの交差点部分、

特に交差点部分かというふうに思います。そういう中で現地の方も見させていただ

きました。若干、大きな交差点部分については、引き下がれるところについては引

き下がっていただいているのかなというふうには思っております。そういう中で、

メッシュについても、一定、倒れないような行為は地元の方でもやっていただいて

いるかなというふうに思っております。今後についても、その状況を確認しながら、

倒れるおそれ、または危険なおそれがある場合についてはきちっと補強なりをして

いただくような指導はやっていきたいというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 設置されてから直しなさいというのも大変な話ですし、現状直

せるかというと直せない状況だと思います。本当にこれは確実に今の現状より悪く

なるというのは、分かった話でしょう。先ほど言ったように、つるは巻くし、さび

てくるし、さびてきたら、くくっている針金が腐り、それが倒れる。そういうこと

は確実に招いてきますよね。何年か前にされているところがあって、そこも見たの

ですね。そうすると、何年前にされているのか分からないですが、もうまっすぐ建

てたところがぐねぐねになっていて、相当危ない状況。それは川と田んぼとやった

から、全然問題ないところだから何も思わないけど、余りにも道路の近くにいっぱ

い建てらている部分からすると、仕事を増やしたらだめでしょう、行政の職員って。

またここの部分で見に回りなり、指導なり、余計な仕事をしないといけない。指導

するにしても、最初にそれを言っておいてくれたら、もうちょっと考えたのにと言

われる。後になって、交通安全の部分からしても、問題起きないように何とかして

ねと言わないといけないこと自体が、両方が嫌な話でしょう。言いに行く課長も嫌

な話やし、聞いた地元はもっと嫌な思いをするんですよ。そこをもっときちっとや

ってほしいというのが自分の考え方なのです。そこが、横とのつながりも大事にし

てほしいと。そうでなかったら、何の事業をしても絶対、おまえはおまえ、わしは

わしという形でやられたら、どうにもしようがない状況を招くというのは頭に置い
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ておいてほしいと思います。これは、この辺で終わります。 

 次、地域の子育てについてなのですが、質疑の中でも随分しゃべってしまったの

で困ったなというふうに思っているのですが、池田小学校事件があってから幼稚

園・小学校・中学校にフェンスで余りすっと入れない状況をつくられています。そ

れでも自分はうろうろ、うろうろ入って、玄関で名前書いたら入れるのかなという

感覚で入っていたのですが、あれをつくったことによって地域の人たちが本当に学

校の中に入ろうという意識がなくなった、入って下さいというふうな学校の姿勢が

なくなったのだなというふうに思うのです。その中で、子どもが悪くなったとか、

うわさだけの話で聞いた、悪い子を見たから、ああや、こうやという判断だけです

るのはもってのほかだなと。 

 確かに自分のところに民泊に来る子も、随分悪い子がいます。けれど、心から悪

い子なんて１人もいなかった。それが自分の印象。頭のまっ黄々の子もいた。その

子は自分をアピールしたいだけでやっているんだなと。自分は、こういう頭してい

るのもアピールしているだけかなと。尐し尐なくなってきた部分があるからこうし

ているのだけれども、それも１つのアピールかなと。全然そういう部分に違和感は、

自分は感じない、こういう人間なのですね。そうすると、仮にその子を見たときに、

違う受け入れ家庭の人が、私ら、あの子やったらかなわんなとか、いろんな話をこ

っちでぼそぼそ、聞こえないようにしゃべられる。けれど、ちょうど平山さんのと

ころでよかったなと皆さん言われた。けれど、それは、普通、だれとでも、子ども

と接するのは気持ちで接したら絶対何も問題起きないし、子どもたちなりに一生懸

命しゃべってくれるし、すごい楽しい時間を過ごせている。それが、子どもが悪く

なったといって、先生だけに文句言っていたのでは絶対解決しないし、自分は今の

日野中学校の子ども、小学校の子どもも、自分の前通る子は「おはよう」って言う

し、また怖いおっさんおるなという意識も持っているのかなというのもあります。

確かに自分は、悪いことしていたら怒ります。けれど、憎しみ込めて怒らなかった

ら、心込めて怒ったら、別に問題ないと、保護者が何を文句言ってきたっても何も

怖いものはないというふうに思っています。けれど、正直、今、大人が大人と道で

会っても「おはよう」と言う人がいますかといったら、だんだん、だんだん減って

いる状況ですよね。皆さんも感じておられますよね。と思います。それを子どもに

あいさつしなさいとか、声かけなさいとかいうのは、もってのほかだ。これは地域

の人たちが子どもたちや、大人同士が会話をすることによって子どもにも言葉をか

けられる、そこが大事な部分だと自分は思っているのです。 

 昨日の質疑の中でも、いろんな取り組みをされています。されているのですが、

その人たちに頼る部分ではなくて、そこの人たちが地域の人間をいかに巻き込むか

という部分が自分は大事だというふうに思うのです。そうでないと、地域の人間が
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地域の子どもたちを大好きでなかったら、それこそ子どもって育たない。悪いこと

をしていることを黙って目つむって横すっと通っていったのでは、何も変わらない。

その場、その場できちっと怒ることによって、注意することによって変わってくる。

そうだと自分は思うのです。 

 そこで、自分がここで質問したいことは、日野町住民をどのように巻き込もうと

されているのか。巻き込んだ子育てをどのようにしたいのかというのを、考え方を

伺いたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 地域を巻き込んだ子育てをしなければならないのではないかと

いうことでございますが、まさにそのとおりであるというふうに思っています。 

 それと、質疑で、答弁は課長がしたかと思いますけれども、中学校になってから

困らせる子を対応するのじゃなくて、小さいときからしっかりと対応していくよう

な仕組みをつくらなければならない、こういうふうに思っております。 

 昨日の中学校の卒業式も大変感動的な、いつものことであります。いつものこと

という言葉は悪いですけれども、いつも感動的な卒業式に参加させていただいてい

るわけでありますが、文字通り、教職員の頑張り、そして尐年センターなどの頑張

り、そしてもちろんＰＴＡの頑張りの中で、尐し雰囲気の違う子どもたちもおりま

したけれども、みんなが同じ方を向いて賞状を受け取り、来賓の方に顔を向け、歌

を歌いしている姿を見ると、しっかりと子どもたちに声をかけて頑張ることが大事

だなというふうに思っておりますし、そのためにも、小さいころから家庭的な条件

も含めてしっかりと行政が目を向けて解決をする、このことが大変大事だというふ

うに思っております。その解決にあたっては、役場行政のやること、もちろん県行

政がやること、そして民生委員さんなどがやることもありますが、トータルでは、

地域社会全体でしっかりと見守る、そういうようなことを醸し出していくことが私

は大変大事だというふうに思っております。そういう意味では、学校をはじめとし

て、抱えている悩みをしっかり地域にも明らかにし、協力を求める、そしてそれに

こたえる、そういうことが大事だというふうに思っておりまして、特に青尐年健全

育成町民会議をはじめとした各種団体が頑張っていただいておるわけですので、率

直に問題提起をし、町全体で支えていく、解決していく、こういう思いで取り組ん

で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） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 平山議員には、日ごろから子どもたちにも声かけをしていた

だいたり、ご指導していただいておりまして、本当にありがたく思っているところ

でございます。 

 フェンスは学校に人を入れないということではございませんで、子どもたちを守
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る、あるいは防犯上、そして地域のご要望も踏まえて設置してきた経緯があるかと

思いますが、ぜひ地域の方にはたくさん学校に入ってきていただき、また、子ども

たちも地域に行く中で、大人との多くのふれあいの中で子どもたちを育てていきた

いと思っておりますので、今後とも、学校に気楽に入ってきていただきたいという

思いを思っております。そういった意味で、学校だより、「広報ひの」に学校、園の

紹介もさせていただいておりますし、学校だよりにつきましては、役場の玄関に張

らせていただいたりとか、学校の様子を尐しでも地域の皆様に知っていただく中で、

子どもたちとのかかわりも深めていただきたいなというふうに思っているところで

ございます。 

 子どもたちが夢を持って心豊かに成長していくことは、日野町民の共通した願い

であると思っています。しかし、青尐年を取り巻く環境は、尐子高齢化とか核家族

化、地域における連帯感の希薄化、また、情報化社会への急速な変化などによりま

して、子どもたちの意識や行動に尐なからずとも影響を及ぼしているところでござ

います。また、子どもの模範となるべき大人のモラルの欠如から、子どもを対象と

した犯罪などが増加しております。また、家庭放棄など幾つかの要因が重なりまし

て、児童虐待などの事件にも結びついております。こうした中、学校教育分野では、

知・徳・体のバランスのとれた子どもの育成を目指して、各校園の特色を活かして、

工夫して取り組んできているところでございます。また、日野町子育て・教育合同

研究会を学期に１回開催しまして、保育園・幼稚園・小学校・中学校・高等学校の

教職員がそれぞれの現状や課題の交流を行って、一丸となって教育を推進している

ところでございます。 

 教育に対する期待はますます大きくなっている反面、議員がおっしゃいますよう

に、学校現場だけでは教育を進めたり課題を解決することが困難なことも多くなっ

ております。そういった中で、子どもたちの健全育成に向けて、家庭や地域、関係

機関に情報を発信し、協力をお願いしているところです。 

 その１つとして、各種団体で構成しております日野町青尐年育成町民会議では、

家庭、学校、地域の連携によって子どもたちを温かく見守り、健やかに育つことの

できるような環境を整え、また、子どもたちを地域で育てていけるように活動を進

めているところです。 

 具体的には、さまざまな原因で不適応などの課題を持っている生徒が居場所を失

うなどの事案が見受けられることから、そのような生徒たちに尐しでも心のよりど

ころとなるよう、昨年10月から居場所づくりとして「ほっと健じゅく」を勤労福祉

会館で週２回開催しているところでございます。相談員さん２名と尐年センターの

全面的な協力をいただきながら、大人とのかかわり、人のぬくもりや絆を体感する

ことで、豊かな心が育てられ学習への意欲が持てるような取り組みを、中学校とも
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連携しながら進めております。いろいろな課題もございますけれども、一定の成果

も生まれておりますことから、今後も継続的に進めてまいりたいと考えております。 

 今後とも地域の皆様のいろんなご協力をお願いしたいというふうに思っておりま

す。よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 地域をどのように巻き込むかというのがすごい難しい課題だと

いうふうに思うのですが、ここでやっておられる部分からすると、自分のところに

「ほっと健じゅく」の知り合いが来られて、「どこかで焼き芋するところがないかな」

というのがあって、「自分のところの畑でやったらいいですよ」と言って、自分のと

ころの畑に、子どもが10人くらい来てたかな。その１週間前に自分がその子どもの

うち４人か５人を怒ったのです。すごく強く怒った。それの子どもが自分のとこの

畑で焼き芋してて、その人に、「あのおっさんにな、怒られてな」っていうのを話し

た。「あのおっさん、悪いことしてたから怒られたんやろ。自分たちが悪いことして

いるから怒られたのだから、そこはしょうがないよね。おっさんとちょっとしゃべ

ってくれば」と言われ、自分のとこへ尐ししゃべりに来たのです。しゃべって、怒

ってたときの顔と、あと１週間後のその顔とは全然変わっていた部分がすごく救わ

れた部分、自分が怒って、怒ったまま終わってしまって反省している部分があって、

そこで１週間後にその子たちと出会えた部分ですごくほっとした部分が自分の方に

あったというのは、すごい大きいなと。そういう子どもたちって、ほんまに悪い子

っていないなというのが、その場で感じられる。自分のところは民泊を何回もして、

本当にものすごい家庭に恵まない子、先ほど町長が言われたけれど、ほんまに小学

校の時分からどういう生活してたのかなっていう子が自分のところに来たのです。

それを見つけるのがものすごい大変だというふうに思います。これは町長、本当に、

自分のところに来た子どもで、１日1,000円、食費ですよ。１日1,000円、朝起きた

らテーブルの上に置いてるのですね。それが朝、昼、晩の食費です。その子は朝に

なったらご飯、自分のところに来ても食べない。「何で食べないの」って言ったら、

「ここでたくさん食べておくと、家帰ったときに朝飯がないのだ」って言うのです。

「それが耐えられない。ここでお腹いっぱいにしておくことによって、すごくまた

苦しみを味わう時間が長い。昼ご飯も食べないときもあるのだ。夜だけおにぎり３

つ食べて、400円か500円使います。それであと500円くらい友達とのつき合いの部分

で残しておかないといけない」って言うんですね。「ここで朝、昼、晩、お腹いっぱ

い食べると苦痛が始まるのだ」って言うのです。そういう子どもがいるのだ。現実、

いるのです。それは自分も初めて聞いて感じた。これこそ、自分ですら、目から汗

が出たのです。そういう子どもを救うのが、自分は地域、先生、学校もひっくるめ

て、すべてが地域だと思うのです。そういう子どもが本当にいるということは、今
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皆さん、ここにおられる人も初めて感じられる部分じゃないかなと思うのです。１

日1,000円、多いのではないかなと思っても、なんぼ買ってもおにぎり８つか９つ、

それがほんまに成長期の子どもに対していい環境か、いい食生活かといったら、全

然違いますよね。そこがすべての部分で引っ掛かってくる部分、反発する部分かな

という部分もあると思うのです。そこをどうして見つけて取り組む部分が大事かと

いう部分は、今、尐し考えられているのかなというのがあって、尐し考えている部

分があれば教えてほしいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（福永 豊君） 再々質問でございます。お答えさせていただきます。 

 平山議員には、先ほども教育長からお話ありましたように、今の子どもたちに直

接かかわっていただいておりますことは承知をしているところでございます。地域

でかかわれ、地域でかかわれというけれども、どういうふうな状況でかかわってい

くのか、何か案はあるのかというご質問かと思います。日野町青尐年健全育成町民

会議では、今までそれぞれの構成団体で集まっている団体、実行部隊ではないのじ

ゃないかということの批判もいただいておりました。 

 しかし、この「ほっと健じゅく」を開設させていただきまして、常任委員さんの

考え方も大きく変わってまいりました。そういうような状況もありますことから、

平成24年度の町民会議の事業を確認させていただきました。何をやるのかというこ

とですが、地域でもう一度朝のラジオ体操をしっかりと復活をさせていこうという

ことになりました。 

 何が目的なのかということでございますが、平山議員ご承知おきのとおり、どう

いうふうな状況で子どもが毎日生活をしているかということのまず始まりが朝でご

ざいます。その朝を地域の方でしっかりと見ていただきながら、いつもあの子来て

たのにこのごろ来ないなとか、あの子は一度も来たことがないなということが地域

の共通理解として認識いただくようになれば、その点は地域として何かそこの家に

も一歩踏み込んでいけるような状況になるのではないかなというようにも考えてい

ます。そういうようなことから、今も当然、ラジオ体操をやっていただいている地

域はございます。そういうような地域をモデルといたしまして、できるだけ全地域

で、それ、１、２、３というかけ声が遊園地や広場で聞こえるようなことが本当に

子どもを育てる元気な声として生まれていくことを思いまして、常任委員会議では

夏休みの重点事業として取り組むことになりましたので、この成果が生まれるのは

５年後か10年後か分かりませんが、今の中学生のような状況で、中学校になってか

らではもう遅いというのは、言葉は悪いですが、それまでにしっかりと地域で子ど

も育てる１つの事業としていきたいなというふうに思いますので、ご理解をよろし

くお願いします。 
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議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 今言っていただいた部分は、地域で子どもがいる、いないにか

かわらず、隣同士の意識が、どういうふうにかかわりを持つかという部分が今だん

だん減ってきている部分からすると、そこらもひっくるめて取り組む部分ではない

のかなというふうに思います。子どもたちなんて、ほんとうにおかしな方向に育て

たら犠牲者なのだと、子どもが犠牲者なのだという意識を持って取り組むことによ

って変わるのかなと。町民会議がどういうふうな結論を出されて、どういうふうな

協力体制が持てるのかというのを、すべて住民に知らせて、いかに住民を巻き込む

活動をするかというのが第一かなというふうに思いますので、ここの部分は、道路

をつけるとか、そういう部分ではない、一番大事な部分だと自分は思っていますの

で、力強く取り組んでいただきたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 昼食の時間ですけれども、あとの委員会の日程がございますの

で、続行しますので、ご了承をお願いいたします。 

 次に13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、時間も迫っておりますので考えてやっていきたいと、

このように思います。 

 まず最初に、昨年の３月11日の東日本大震災と原発事故から１年が経過したわけ

であります。私は、改めて犠牲になられた方々とそのご家族、関係者に深い哀悼の

気持ちを表明したいと思います。そして、すべての被災者、とりわけ、いまなお避

難生活を強いられている方々に心からお舞いを申し上げたいと思います。 

 それでは、最初の社会保障と税の一体改革について質問させていただきます。 

 野田政権は、社会保障と税の一体改革と称して、消費税を2014年に８パーセント、

2015年に10パーセントに増税する法案を成立させようとしているわけであります。

新年度予算は衆議院を通過しておりますが、年金給付などで消費税増税を前提とし、

その一部を先食いする予算まで含まれているわけであります。野田首相は、消費税

大増税について、「どの政権でも避けて通れない」というだけで、なぜ消費税増税か

のまともな説明は聞かれないわけであります。今、私たち国民の多くは、安心でき

る社会保障をどうやって再生・拡充していくのか、国と地方の財政危機をどうやっ

て打開するのか、そのための財源をどうやってつくっていくのかの答えを求めてい

ると思うのであります。 

 今、特に進められている消費税大増税計画には、大きく３つの問題点があると思

います。 

 その１つには、むだな大型開発の復活、次期戦闘機の購入、政党助成金にメスを

入れず大企業への新たな減税など、むだ使いを続けたままの大増税であるというこ

とであります。 
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 ２つには、社会保障の切り捨てと一体の大増税であるということであります。社

会保障の切り捨てのメニューには、自公政権下で構造改革の名のもとに大きく後退

した社会保障制度を一層切り捨て、最悪の水準に引き下げるものとなっております。

例えば年金では、支給開始年齢の引き下げと年金支給額の切り下げなど、現在の年

金受給者にも、将来の年金受給者である現役世代にも犠牲を強いる内容となってい

ます。医療面では、70歳から74歳の医療費窓口負担を２割にし、定率の窓口負担に

加え定額負担を強いるなど負担増の計画がされています。保育では、子ども・子育

て新システムの名で保育への公的責任を放棄する動きが問題となっているわけであ

ります。社会保障のあらゆる分野で、高齢者にも現役世代にも子どもにも負担増と

給付の削減という連続した計画は、問題と言わなければなりません。 

 その３つとしては、日本経済を悪くし財政破綻も一層ひどくするということであ

ります。消費税を増税して経済が悪くなれば全体の税収は減り、安定財源確保にも

財政健全化にもつながらないことは、ちょうど1997年、今から15年前に当時の橋本

内閣のもとで行われた消費税の５パーセントへの増税で、当時回復傾向にあった景

気をどん底に突き落とし、財政破綻も一層ひどくなった苦い経験で明らかなことだ

と私は思っているわけであります。 

 今、特に必要なことは、この問題では私は反対でありますけれども、対案を示す

ことが求められております。社会保障の財源をどうするか、所得の尐ない人々に重

くのしかかる消費税大増税は、社会保障の財源として最もふさわしくないものであ

ります。社会保障の財源は、応能負担、負担能力に応じた負担の原則を貫いて確保

すべきだと私は思います。 

 私ども日本共産党は、先ごろ、社会保障の改悪を中止し、３つの内容で財源を段

階的に確保しながら、段階的・連続的に社会保障の拡充に踏み出すことを求める提

言を発表したわけであります。 

 その内容の１つには、大企業・大資本家への新たな減税を中止し、軍事費、大型

開発、開発関連予算、政党助成金など聖域を設けず、歳出のむだにメスを入れると

いうことであります。 

 ２つには、富裕層と大企業に応分の負担を求める税制改革、つまりこれまで行き

過ぎた減税を見直し、欧米で特に検討されております富裕層への課税の強化を進め

るということであります。 

 ３つには、国民全体で社会保障の抜本的拡充の財源を支えるために、所得に応じ

た負担を求める税制改革を行おうとするものであります。 

 私どもは、先日、この提言を持って日野の商工会に懇談を行ってきました。その

中で、「力のある方にそれなりの負担を求めることには大いに賛成です」というよう

な答えをいただきました。今、全国でこの提言をもとに各界との申し入れ、懇談を
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行っております。社会保障の拡充と財政危機打開の道は避けて通れない問題である

と私は思いますし、消費税大増税に頼らなくても、国民の立場、さらにやろうと思

えばその打開の道はあると私は特に感じるものであります。 

 そこで伺うわけでありますけれども、野田政権が進めようとしている一体改革に

対して、どのように感じておられるのか。また、私どもの提言を見て、多分町長も

見ておられると思いますけれども、感想などを伺えればありがたいかなと、このよ

うに思います。 

 同時に、消費税は所得がある、なしにかかわらず、すべてに課税される税であり、

結果的には所得の低い人々に重くのしかかる不公平税制であります。その消費税の

大増税が実施されたならば、家計や個人消費がさらに冷え込み、一層の景気が悪化

することは今日までの経過からも明らかであります。中小業者でいえば、消費税は

価格に転嫁できず、身銭を切って払わなければならない現象も起こっております。

経営に致命的な打撃を与えるものであります。東日本大震災、原発被害被災者にと

っては新たな苦難を強いられることになります。町行政においても、新たな消費税

の負担が増えるわけであります。このような大増税は国民、住民にとっても、地方

財政にとっても、新たな影響を与えるものであります。今回の消費税大増税には、

やはりきっぱり反対の態度を示されるべきだと私は思いますけれども、改めてその

認識、見解を求めるものであります。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜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） 對中議員から、社会保障と税の一体改革についてご質問をいた

だきました。ご指摘のように、社会保障と税の一体改革は、政府・与党が社会保障

給付にかかわる安定財源の確保と財政健全化を同時に達成することを目指すとして

いるものでございます。その主な財源を消費税収入とし、税率を平成26年４月に８

パーセント、平成27年10月に10パーセントと引き上げることが閣議決定されたとこ

ろでございます。社会保障につきましては、憲法25条の生存権とかかわって、国が

責任を持って対処すべきものと考えておりまして、改革という名で切り捨てが行わ

れたり、税負担のみが先行するようなことはあってはならないということで現在注

視をいたしているところでございます。 

 また、消費税の増税についてどうなのかということでございますが、基本的には、

直接税中心の税体系が私は好ましいものというふうに思っておりますし、戦後の民

主主義の中でも直接税を中心に累進課税という形が基本ということでやってきたの

がこの国であったというふうに思いますが、その後、直接税、間接税の比率の見直

しということで消費税が導入をされ、３パーセントが入ったということでございま

すが、当時も小さく生んで大きく育てるというような目論見があったというふうに

思っておりますが、まさにそういう３パーセントが５パーセント、さらには８パー
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セント、10パーセント、そして今の議論では、10パーセントでも足りないという議

論がされているわけでございます。特に最近のこの消費税問題は、直接税問題を度

外視して、ある意味では法人税を減税までして、その負担を消費税でカバーする、

財源といえば消費税しかないというような短絡的な議論がまかり通っていることに

ついて、大変問題であるというふうに思っております。税を上げても、結果として

経済が疲弊することなどによって税収が入らなければ、税全体として減収になるお

それもあるというふうに思っておりますし、現下の厳しい国民、中小企業の暮らし、

営業の実態からすれば、反対意見も大変大きいというふうに認識をいたしておりま

して、こうした短絡的な形での消費税の増税というのは好ましくないというふうに

思っております。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） ありがとうございます。 

 これ以上もう話はしませんけれども、特に今言われました社会保障と税の一体改

革の国の成案を見ておりますと、一口で言えば、国の責任を今崩そうという流れが

出てきております。その最たる言葉が書いております。よく言われます自助とか公

助・共助、この３つの助があるわけですけれども、その中で特に言われているのは、

この社会保障と税の一体改革で一貫して貫かれているのは共助の連帯、この枠組み

を強化するというのが強調して書かれている、つまり公助というのが横にのけられ

ているという部分が現実に文章として出てきているわけであって、これは私たちも

注視して、問題として見ていかなければならないかなと、このように考えておりま

す。ぜひ、町長も含めて、町村会でもそういった議論もよろしくお願い申し上げた

いと、このように私は思います。 

 それでは、子どもの医療費無料化について、簡単でございますので、一言よろし

くお願いしたいと思います。 

 安心してお医者さんにかかれるように、そんな親や祖父母の切実な願いのもとに、

近年、子どもの医療費無料化の実施が全国的にも、県下でも大きく広がってきてい

ることは、既に皆さんご承知のとおりであります。それでなくても子育てに要する

費用や、もちろんのこと、家計のやりくりが大変なこの時期に、医療費の無料化は

暮らしを応援することにもつながるものであります。日野町においては、第５次総

合計画基本構想において、「子どもがはつらつと育つまち」、「どの子も安心して健や

かに育つことができるように支援する」とうたわれております。まさに福祉医療費

助成制度の必要性がこの中に明記されているのではないかと私は思っております。 

 私は、この間、幾度となく子どもの医療費無料化の実現を求め、議会で質問して

きました。また、藤澤町長は、選挙公約で子どもの医療費無料化の拡大と拡充を掲

げてこられました。そうした背景のもとで、平成21年10月より町独自で就学前のす
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べての子どもの医療費完全無料化とともに、小学校、中学校の入院の医療費無料化

に踏み切っていただきました。親たちからは大いに歓迎されているわけであります。

私は、昨年の３月のちょうどこの議会において、近い将来において日野町に住んで

いてよかった、安心して子育てができる、将来を担う子どもを大切にする町とさら

に発展するため、義務教育修了まで、いわゆる中学校卒業まで通院、入院の医療費

無料化、完全無料化を求めて質問を行ってきました。町の答弁では、中学校卒業ま

での医療費無料化の提案は、安心して子育てができ、日野町に住んでよかったと感

じていただけるための施策の１つであると理解している。しかし、町財政状況を考

えるとき、直ちに判断しにくい。今後の課題として検討していきたいとあり、私な

りに考えるならば、前向きな回答であったと思うわけであります。 

 そこで伺いたいわけでありますけれども、残念ながら新年度予算には反映されて

おりません。その後の検討はどのようになっているのか、改めて中学校卒業までの

通院、入院の医療費完全無料化を求めるものでありますが、答弁をよろしくお願い

申し上げたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 子どもの医療費の無料化についてでございますが、現在では、

今ご指摘ありましたように、乳幼児の福祉医療費助成制度として、県の制度にあわ

せて町単独事業を実施することにより、小学校就学前までのすべての乳幼児を対象

に助成を行っております。福祉医療費助成は昭和48年に制度をスタートさせ以降、

乳幼児の助成対象年齢を拡大し、平成21年９月までは、就学前の乳幼児について一

部負担をお願いしておったものを、平成21年10月からは、子どもたちと子育て世代

へのサポートを行うため、就学前の乳幼児の医療費無料化を実施するとともに、す

べての小中学生の入院にかかる医療費について、申請をいただいた後の償還払いを

させていただいております。 

 さらに進めて義務教育修了までの医療費の完全無料化について実施すべきではな

いか、こういうご意見でございますが、まだ現在、県内で実施している市町はない

ところでございます。県内の２町においては、小学校の通院までも含む医療費助成

を実施しておられ、また、２市においては、小学校１年から３年までを対象とする

市や所得制限を設けて医療費助成を実施している市がございます。いずれも昨年か

ら開始されておられるわけでございまして、町といたしましては、県内市町におけ

る状況を調査するという中で、もう尐し県下の状況を見ながら検討をしなければな

らないのではないかと、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） 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） ありがとうございます。 

 それでは、この点について若干聞かせていただきたいわけでありますけども、結
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論的に言えば、私は、例えば、昨年改定して、さらに今年も改定するという、そう

いった連続を言っているわけではなくて、平成21年に行って、それから２年以上済

んでいるわけです。この２年間の経過というのは重要視することが必要だと思いま

す。 

 そこでまず聞かせていただきたいのは、担当課の方で、この２年間の状況で乳幼

児の、就学前の完全無料化と小学校、中学校の通院の無料化を実現したわけであり

ますけれども、その内容はどうであったのか、どのように見られているか、ぜひ聞

かせていただきたいというのがあります。そして、それを聞く中で、今後さらに私

も質問を考えていきたいと思いますので、ぜひその点をよろしくお願いしたいと思

います。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（森口雄司君） ただいま對中議員より再質問を受けました。21年10月に就

学前の乳幼児の医療費の無料化を、小中学生の入院の無料化を図ったということの

経過でございますが、特に小中学生の入院の医療費につきましては、22年度は実績

としまして５件で32万3,146円の福祉医療費の償還払いを行っております。今年度に

つきましては、今現在の直近でございますが、７件で92万4,906円という福祉医療費

です。特に入院でございますので、件数が尐なくございますし、いわゆるそこらで

かなり年によって差が多いのじゃないかなと、こんな思いをいたしております。そ

ういう中で、状況としましては、全体的には、この部分で小中学生まで通院を拡大

していくというふうになりますと、かなりの費用がかかってくるのじゃないかなと

いう思いをいたしております。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） つまり小学、中学の入院の無料化、これは大いに結構なことで、

前進であるわけでありますけれども、裏返してみれば、お医者さんにかからないの

は基本でありますけれども、入院されても、極端に大きな経費ということではない

ということは数字的にも明らかだと私は思います。そこで、ぜひ、私は医療費の無

料化の本丸は何かといえば、通院ですね。通院をどれだけ拡大していくかによって

大きく日野町のイメージが変わるわけです。そういう意味では、先日も多賀町が、

昨年の４月から医療費の小学校までの無料化をされました。これは全くのうわさで

ありますけれども、多賀町の住民が言われていましたけれども、この間町長選挙が

あって、現町長が勝たれました。あれは医療費無料化をやったからだと、こういう

話が結果的に広がっていたという話は直接聞かせてもらったわけでありますけども、

それだけ医療費の無料化に対して関心を持たれているお母さんたちがたくさんおら

れるということが裏返しとして言えるのではないかなと、私はこのように考えます。

そういう意味で、ぜひ、今中学校まで云々ということを私は考えておりますけれど
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も、せめて小学校のすべて、または小学校の前半までとか、こういうような何か段

階的なこともしていくという、最も重要な部分を一歩でも前進させるという、そう

いった検討をしていただきたいなと私は考えているわけでありますけれども、そう

いった前向きなご検討について、一言だけ答弁をよろしくお願い申し上げたいと思

います。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（森口雄司君） 先ほど入院の医療費の部分の現況の数値を申し上げました

が、通院に関しまして拡大をどうしていくかということでございますが、特に通院

となりますと、かなりの医療費がかかるのじゃないかなと、こんな思いをいたして

おります。そういった試算についてはなかなか難しいものがございますが、既に就

学前の乳幼児の医療費の完全無料化を図っておりますので、これがゼロ歳から６歳

までの医療費の無料化ですので、小中学生になりますと９年間ということになりま

す。６歳までの部分を、尐し乱暴な計算でございますが、人数的に換算してみます

と、年額6,060万円ほどの費用が町単で必要になってくるというようになってまいり

ます。なかなかこれだけをすべてというと非常に難しい問題がございます。さらに、

それにかかわりますシステムや受給券の経費なども別途必要になってまいりますし、

そういう部分では、なかなか一気にというのは難しいですので、既に甲賀市さんで

は、いわゆる所得制限を設けると、こういう方法もございますし、大津市さんは小

学校３年まで、多賀町・豊郷町については小学校６年までと、こういったいろんな

ケースがございますので、そこらを研究しながら進めてまいりたいと、このように

思っております。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、今の社会保障と税の一体改革、さらには医療費の無

料化の問題につきましては、つまり憲法で保障されている生存権というのか、命、

暮らしを守っていくという、そういう立場での私は質問で今回させていただいたわ

けであります。ぜひそういった立場で、今後、行政の方もよろしくお願い申し上げ

たいと思います。ありがとうございました。 

議長（杉浦和人君） 以上で、通告を受けました一般質問はすべて終了いたします。

以上をもって本日の日程は終わります。議会改革の観点から、この一般質問を振り

返り、質問者の質問、答弁者の答弁とうまくかみ合わない部分も多く見られました。

事後は、お互いに善処されるよう強く求めていきたいと思います。そして、また、

町長部局から教育部局に不適切な発言もありましたが、事後はそのようなことがな

いように注意を促しておきます。 

 委員会審査および調査につきましては、本日午後２時から学校給食問題検討特別

委員会、15日、午後１時30分から、また16日、午前９時からは予算特別委員会、19
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日には、午前９時から総務常任委員会、午後２時から厚生常任委員会、21日には、

午前９時から産業建設常任委員会、午後２時から企業誘致・幹線道路整備特別委員

会をそれぞれ開き、委員会での審査および調査をお願いいたします。各委員会の招

集につきましては、委員長の通知を省略いたしますので、ご了承をお願いいたしま

す。 

 ３月26日には本会議を開き、委員長報告を求めますので、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。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 １２時４８分－ 


