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第３回日野町議会定例会会議録 

 

平成２４年６月１３日（第２日） 

開会  ９時００分 

散会 １６時４６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  平 尾 義 明 

 企 画 振 興 課 長  高 橋 正 一  税 務 課 長  山 田 繁 雄 

 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  池 内 俊 宏 

 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 井 宣 夫  生 涯 学 習 課 長  福 永  豊 

 会 計 管 理 者  西 川 光 夫  学校教育課参事  古 道  清 

 

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 議第５０号 日野町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定

について 

 〃  ２ 議第４７号から議第５０号まで（専決処分について（日野町税条

例の一部を改正する条例の制定について）ほか３件）および報第

２号から報第４号まで（平成２３年度日野町一般会計継続費繰越

計算書ほか２件）について 

〔質 疑〕 

 〃  ３ 議第４７号から議第４８号および議第５０号（専決処分について

（日野町税条例の一部を改正する条例の制定について）ほか２件）

について 

〔討論・採決〕 

 〃  ４ 議第４９号 日野町保育所入所児童に要する費用の徴収条例の一

部を改正する条例の制定について 

〔委員会付託〕 

 〃  ５ 一般質問 

９番 西澤 正治議員 

１番 村島 茂男議員 

３番 齋藤 光弘議員 

１１番 池元 法子議員 

４番 堀江清一郎議員 

２番 中西 佳子議員 

５番 蒲生 行正議員 

６番 冨田  幸議員 

７番 髙橋  渉議員 
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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。 

 なお、時節柄、暑い時期でもございますので、上着を外していただいて結構かと

思います。 

 はじめに、会計管理者から行政報告があります。 

 会計管理者。 

会計管理者（西川光夫君） 改めまして、おはようございます。 

 議長のお許しをいただきましたので、私の方から、平成23年度の各会計の状況に

つきまして、行政報告をさせていただきます。本日お手元に配付させていただいて

おります、平成23年度出納閉鎖状況の資料をご覧願いたいと思います。去る５月31

日に、平成23年度の各会計の出納閉鎖を実施いたしましたので、その概要をご報告

申し上げます。 

 まず一般会計につきましては、歳入91億435万4,945円、歳出86億675万9,006円、

差し引き４億9,759万5,939円の残額となりました。なお、歳入歳出差し引き額から、

継続費逓次繰越ならびに繰越明許費に係る一般財源2,708万9,000円を差し引きます

と、４億7,050万6,939円の残額となりました。 

 次に、各特別会計の報告をいたします。 

 はじめに、国民健康保険特別会計は、歳入20億1,706万9,525円、歳出19億3,090

万9,690円、差し引き8,615万9,835円の残額となりました。 

 簡易水道特別会計は、歳入2,044万4,084円、歳出2,036万154円、差し引き８万3,930

円の残額となりました。 

 住宅新築資金等貸付事業特別会計は、歳入235万2,884円、歳出189万8,434円、差

し引き45万4,450円の残額となりました。 

 公共下水道事業特別会計は、歳入９億9,331万5,788円、歳出９億9,288万649円、

差し引き43万5,139円の残額となりました。 

 農業集落排水事業特別会計は、歳入１億8,204万7,971円、歳出１億8,021万3,738

円、差し引き183万4,233円の残額となりました。 

 介護老人保健施設特別会計は、歳入7,052万7,535円、歳出7,048万1,970円、差し
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引き４万5,565円の残額となりました。 

 介護保険特別会計保険事業勘定は、歳入15億1,110万7,020円、歳出14億9,729万

7,656円、差し引き1,380万9,364円の残額となりました。 

 介護保険特別会計介護サービス事業勘定は、歳入772万4,835円、歳出734万6,706

円、差し引き37万8,129円の残額となりました。 

 後期高齢者医療特別会計は、歳入１億9,058万6,430円、歳出１億8,846万4,428円、

差し引き212万2,002円の残額となりました。 

 以上、平成23年度の出納閉鎖状況のご報告といたします。 

議長（杉浦和人君） 会計管理者の行政報告は終わりました。 

 日程第１ 議第50号、日野町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定につい

てを議題とし、提出者から提案理由の説明を求めます。 

 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、議第50号、日野町議会委員会条例の一部を改正する

条例の制定についての提案説明をさせていただきます。 

 既にご承知のとおり、日野町の議会は、昨年４月、町民に信頼される公正で透明

な開かれた議会構築に向けて、日野町議会基本条例を施行し、今、議会改革に取り

組んでいるところであります。そのため、基本条例第５条第２項には、議会は、本

会議のほか、すべての会議を原則として公開すると明記しております。しかし、現

行の日野町議会委員会条例の第16条では、傍聴の取り扱いについて、委員会は、議

員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができるとなっております。原則

公開をうたった議会基本条例と整合性を図るために、今回、各常任委員会および特

別委員会については、原則公開とすると同時に、委員長が特に必要があると認める

ときには非公開とするという文言を入れる、そういった条例の一部を改正するもの

でございます。どうかご審議のほど、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） 以上で提案理由の説明を終わります。 

 日程第２ 議第47号から議第50号まで（専決処分について（日野町税条例の一部

を改正する条例の制定について）ほか３件）を一括議題とし、各案に対する質疑に

入ります。 

 また、報第２号から報第４号まで（平成23年度日野町一般会計継続費繰越計算書

ほか２件）についても、質疑を許可いたします。 

 質疑はありませんか。 

 ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 皆さん、おはようございます。 

 それでは、議第49号、日野町保育所入所児童に要する費用の徴収条例の一部を改

正する条例の制定について、質疑を行わせていただきます。 
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 まず最初に申しておきますが、提出案件自体に対して疑義を唱えるものではござ

いません。 

 今議会、行政改革についてと題しまして、一般質問を行わせていただきますが、

行政改革の一環として、この条例についての疑義をただすことといたします。 

 去る５月25日の議会運営委員会で、竹村総務政策主監は、滋賀県下13市６町の中

で、保育所入所児童に要する費用の徴収に関して、条例として定めているのは日野

町のみで、他の13市５町は規則での定めでありますとの説明がありました。条例は

議会の議決が必要ですが、規則は議会の議決は必要でなく、首長が単独で制定する

ことができます。しかし、条例と規則の優劣は原則ないとされています。保育所入

所児童に要する費用の徴収は、国の算定基準に基づいて、県の指導により行われて

きております。私は、県下他市町と同じように、規則に改めてはどうかと考えると

ころでございます。３月議会で、平成24年３月31日限り、その効力を失う時限条例

である、日野町介護報酬改定臨時特例基金条例を廃止する条例を提案されました。

私は、近隣市では提出されていないのに、なぜ提出されるのかとただしました。映

画のトム・クルーズのミッションインポッシブルのように、自然消滅してなくなり

ます。そのような条例を廃止する条例、今なお当時の西川総務課長の答弁に納得し

ておりませんが、そのことはさておき、行政改革の面から、今回の条例の制定は、

規則に改めれば不要でありますし、前回の条例を廃止する条例は不要であります。 

 担当課長には答えられないところでございますので、行政改革担当課長の高橋企

画振興課長に、事務事業の改善、行政改革面から、どう思っておられるのか。今後

これらの改革を行っていこうとされるのか。昨年６月議会でただしました、一集落

のみで管理されている財産区の集落への返還を含めて、お尋ねいたします。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 企画振興課長。 

企画振興課長（高橋正一君） 蒲生議員の方から質疑がございましたので、お答え申

し上げます。 

 まず、今の保育所の関係する条例の件でございます。これにつきましては、現在

まで、日野町として条例として置いてきたという、最初からの経緯というものもあ

るかと思いますが、そういうものも研究する中で、おっしゃられました行政改革、

特に事務の効率化という視点で、今後ご質問がございました内容につきまして、庁

内の方で研究をしてまいりたいというふうに思います。 

 それからもう１点ございました、財産区の関係につきましても、引き続き研究を

してまいりたいと思っております。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 研究していくと、こういうご答弁をいただいたところでござい
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ます。続きの方につきましては、一般質問を行いますので、その中で行っていきた

いと、こういうふうに思いますので、そのときには明確な答弁をお願いいたしてお

きます。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、まず最初に、議第47号の専決処分、日野町税条例の

一部を改正する条例の制定についてであります。 

 地方税法が改正されたことに伴う日野町税条例の一部改正であります。その中で、

まず最初に、固定資産税の関係についてであります。特に住宅用地、土地に関する

固定資産税、これは、特に国の通達で、土地の評価額を取引価格に近づけるために、

地価が下がっても税が増えるという、今こういった現象が起こってきているわけで

あります。そのために負担調整処置が今行われております。そこで、その処置とし

て、条例の別表にもあるように、80パーセントを今回90パーセント、それをさらに

24年、25年度分の処置とされるわけであります。 

 そこで１つ聞かせていただきたいのは、町として、この町税として、どのような

影響、どのくらいと見られているのか、ぜひその点について説明をお願いしたいと

思います。 

 また、この平成26年度以降、負担調整率処置が廃止されるということになってお

ります。これは、特に国の制度にも問題があるわけでありますけれども、住民にと

って、やはり結果的に固定資産税の増につながるという、そういった影響を受ける

のかと私は思うわけでありますけれども、その点についてのご説明もお願いしたい

と思います。 

 続きまして、同じところで２つ目の、東日本大震災に関係する部分の特例もこの

条例の専決処分には載っているわけであります。条例の第22条の２、さらには、今

回専決処分で提案されております議第48号の国保税条例の一部改正にも関連するわ

けでございますけれども、特に譲渡期限の延長の特例が出されているわけです。土

地の売買とかいうことに、収入が増えるという、そういうことになるわけでありま

すけれども、日野町には、被災者が十何人かおられるということも以前から聞いて

いるわけでありますけれども、この町民税とか国民健康保険税、この該当はどのよ

うになるのか、その影響なども伺いたいと思います。 

 続きまして、議第49号の日野町保育所入所児童に要する費用の徴収条例の一部を

改正する条例の制定についてであります。２つの点について聞かせていただきたい

と思います。その１つは、国による所得税や住民税の年尐扶養控除、また特定扶養

控除の廃止によって、税負担が増える。こういったことが取りざたされております。

廃止によって生まれる諸制度への雪だるま式なそういった影響があるということも
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言われております。そこで、保育料までは影響を受けない処置がとられるわけであ

りますけれども、これはすべての方がこういった影響を受けないと見てとってもい

いのかどうか。この保育料についての限定した分についてご説明もお願いしたいし、

また同時に、この特別処置が、これはここには余り明記されておりませんけれども、

時限的なものなのかということがよく聞かれるわけでありますけれども、その点は、

この条例上読み取れませんけれども、どうなのかもご説明お願いしたいと思います。 

 さらに２つ目には、保育料の軽減に該当する世帯の中に、今回の改正の中で、備

考６の（２）ウ、つまり精神障がい者関係が新たに追加されたわけであります。こ

れについては、今日まではどうであったのかなということをちょっと思うと同時に、

新たに追加された部分についての理由の説明もお願いしたいと、このように思いま

す。 

 また次、報第３号で平成23年度一般会計繰越明許費についてであります。農業体

質強化基盤整備促進事業、いわゆる各集落での農道舗装とか、また用排水路の整備

の事業、こういったことを地域全体でやっていこうということであるわけでありま

すけれども、特定財源が明記されております。この中で、起債が7,180万円というよ

うな特定財源がうたわれております。この点で、例えば今年３月の補正では、7,200

万円の起債ということがうたわれました。その差は20万円でありますけれども、多

分20万円の起債は何かの部分に使われるんだなということは思いますけれども、も

しその点が分かりましたら、ご説明もお願いしたいと思います。同時に、この整備

促進事業についてでありますけれども、今回、億という大きなお金の繰り越しであ

ります。そういう中で、各集落で100ヵ所以上に及ぶ事業が一斉に今年取り組まれる

わけであります。そういう中で、当時、昨年聞き取りもいろいろされまして、駆け

込みで書類をそろえたという、そういった集落もある中で、実際はいざ実施されれ

ば、逆に欠こむ可能性も十分あるのかなということを思います。そういうことが起

こった場合、やっぱりこの予算枠を有効に活用するという、繰り越しの予算枠を有

効に活用することが必要だと思いますけれども、そういった場合は、地元の追加工

事というのか、追加事業を採択するという、そういうことがあり得るのかどうか、

その点についてのご説明をお願いしたいと思います。 

 また、最後ですけれども、中学校給食施設整備事業の中で、これは先ほど述べま

した基盤整備促進事業とも関係しますけれども、同じく特定財源の起債が２億5,310

万円明記されております。そういったことを見ますと、３月の補正では２億5,670

万円という、そういった補正予算が組まれました。その差が360万円ほどあるわけで

す。また、その他の特定財源の中では、これは教育施設の整備基金でありますけれ

ども、特定財源、今回明記されているのが9,101万4,000円であります。３月の補正

の予算でいきますと、9,228万円ということになっております。その差は126万6,000
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円ということになるわけでありますけれども、これも先ほどと同じように、何らか

の用途に使われるということだと思うわけでありますけれども、その説明も同時に

お願いしたいと、このように思います。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 税務課長。 

税務課長（山田繁雄君） おはようございます。 

 今、對中議員さんの方から、税条例の改正に伴いまして、何点かご質問をいただ

きましたので、お答えさせていただきたいと思います。 

 まず、固定資産税に関する部分でございます。住宅用地の据置特例の廃止に伴い

ます経過措置につきましての関係でございますが、この部分につきましては、平成

９年の評価がえのときに、固定資産税の負担が急激に増えないようにと、増減しな

いようにということで、課税標準額の80パーセント以上に達した場合は、据置特例

という制度が設けられました。以後、平成23年度までこの制度を活用してきたとこ

ろでございます。この制度につきまして、先ほど議員ご指摘のありましたように、

26年度でもって廃止するということになるわけでございます。24年度、25年度につ

きましては、課税標準を90パーセントということで、10パーセント上げるというこ

とになってきます。 

 日野町の今の影響でございますが、宅地として今回24年度で課税させていただい

ている部分につきまして、１万1,571筆の宅地につきまして課税をさせていただいて

おります。このうちの試算させていただきましたところ、30.1パーセントが該当す

るかなということで、3,487筆の宅地について影響が出てくるかなというふうに試算

をさせていただきました。具体的に申し上げますと、課税標準額としまして、80パ

ーセントから90パーセントになった場合には、8,775万円の増ということになるかと

思います。これに固定資産税の税額を適用させていただきますと、税額にしまして

122万円程度の影響が、負担増になってくるのかなというふうに思います。ですから、

これが廃止された場合には、26年度からは245万円余りの増になるのかなというふう

に、現在のところでは試算をさせていただいているというところでございます。 

 ただ、今回の改正につきましては、宅地だけでございますので、商業地、また非

住宅用地、いわゆる雑種地につきましては、据え置きをそのままされるという形に

なりますので、問題として上がってくるのは、同一納税者の方が住宅地と雑種地を

持っておられる場合に、なぜ住宅地だけ税額上がるのかということの疑問を持って

いただくことが発生してくるのかなというふうには思います。ただ、同じ評価額で

も、負担水準100パーセントと80パーセントで払っていただいている、税負担をして

いただいている部分につきましては、多尐は不公平感が改正されていくようになる

のかなというふうに思っているところでございます。 
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 続きまして、住民税の関係でございます。東日本大震災によります居住用財産の

敷地に係る譲渡期限の延長につきまして、先ほど議員さんもおっしゃっていただき

ましたように、日野町には、現在７世帯16人の方が県の方に登録をいただいており

ます。ただ、実数は、日野町に避難いただいてから出生された方等もございますの

で、18人の方が避難されているということになるかと思います。このうち、大震災

に伴います津波によりまして被災を受けられたのが２世帯４人ということになりま

す。ただ、この２世帯４人の方は持ち家でございません。アパートで居住されてい

たという方でございますので、今回のこの住民税の改正に伴いまして、たちまち影

響を受けるという方ではございませんので、国保につきましても同じように影響は

ないというふうに把握しておりますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（岡 常夫君） 先ほど對中議員の方から、議第49号、日野町保育所入所児

童に要する費用の徴収条例の一部を改正する条例の制定につきましての質問をいた

だきました。 

 まず１点目でございますが、今回の国の方の指示によりまして、年尐扶養控除廃

止の影響が生じないように、年尐扶養控除を行ったものとみなした税額を算定して

保育料を定めるということで、今回の提案をさせていただいているものでございま

す。保育料が日野町にとって一番大きなものでございますが、国・県の関係でも、

ほかにも児童福祉法に絡みますもの、また、母子および寡婦福祉法ならびに母子保

健法に関係します高等職業訓練終了支援給付金であるとか、養育医療の関係でも、

この年尐扶養控除廃止の税額増による負担が生じないようにというふうな感じで、

各省庁から関係機関の方に通知が行っているものでございます。町で直接関係する

ものとして、今、保育料の部分でご提案申し上げたものでございます。 

 それから、時限的なものかということでございますが、国からの通知につきまし

ては、平成24年度以降分という表現がされているものでございます。これは、政府

の税制調査会の中に設置されました、控除廃止の影響に係るプロジェクトチームと

いうのがあるんですが、税額と連動している保育料等に関する負担に影響が生じる

ことを遮断するということで、正式に時期は明言されておりませんが、単年度では

ないということで担当課では考えているところでございます。 

 ならびに次のご質問でございますが、今回の条例の一部改正の中で、在宅障がい

児者のいる世帯に、精神保健および精神障がい者福祉に関する法律の関係の45条の、

精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けられた方というのを挿入させていただきま

す。これは昨年度末に、県の方から県下に指示、指摘等があったものでございます。

現実的に、24年度の今後保育料の算定を行う中で、所得税がかかっておらず、町民

税が非課税ならびに町民税のみのうちの第２、第３階層の方に該当する部分であり
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ますので、24年度につきましても、恐らくこのことに該当する方はないんじゃない

かなということで考えております。 

 以上、ご質問いただきました２点につきましてお答え申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（池内俊宏君） ただいまの對中議員から、報第３号、平成23年度日野町一

般会計繰越明許費繰越計算書の中の農業体質強化基盤整備促進事業につきまして、

２点ご質問をいただきましたので、お答えをさせていただきたいというふうに思い

ます。 

 １点目は財源内訳の関係で、起債につきまして、7,180万円の繰り越しになってい

るが、補正予算では7,200万円ということで、差し引き20万円についてのご質問であ

ったというふうに思います。今回の国の補正予算に伴います起債につきましては、

補助分につきましては充当率が100パーセントで、交付税への基準財政需要額へ50

パーセントが算入されるというもので、また継ぎ足しの単独分につきましては、充

当率の引き上げ部分は、通常の当初の充当分75パーセントの50パーセントが交付税

に算入されるという有利なものでございます。そうした中、この20万円につきまし

ては、平成23年度に雇用いたしました臨時職員の経費を、ここで起債で借り入れを

させていただいたということで執行させていただいたというものでございます。 

 もう１点でございますが、なかなか短い期間の中、この事業につきまして、各区

長様あるいは農業組合長様に、要望の取りまとめをさせていただいたということで

ございます。そうした中、現在のところ、詳細につきまして、事業内容ですとか地

元負担のこともございますので、地元の方と調整をさせていただいてございます。

そうした調整の結果あるいはその入札執行の結果等で、残が出てきたらどのように

するのかというような中身であったかと思いますが、議員おっしゃっていただきま

すように、残すというようなことは余りどうかなということもございますので、そ

この取りまとめの金額の状況を見ながら、広く追加要望できる程度の金額となるの

か、そこまでならないのかといった状況を見きわめながら、必要な時期に追加要望

ができそうであれば、させ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） 教育委員会次長。 

教育次長（久村重次君） 對中議員さんからの、報第３号に係ります日野中学校給食

施設整備事業の部分のご質問にお答えさせていただきます。 

 この減額というか、当初よりか落ちておる部分につきましては、設計料、またボ

ーリング調査を行ったため、その部分、起債、また繰入金を減額しているものでご

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） あえて質問というわけではありませんけれども、今特に固定資
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産税の問題が言われましたけれども、こういうような26年度以降の状況になるとい

うことで、私たちよく思うのは、俗に言えば、一定お金のあるような、また商売の

ばっちりやっているような、そういうところについては、なかなか固定資産税がそ

う上がらなくて、一般庶民の日常的な土地が、どんどん上がっているという、全国

的に、そこらすごく今問題にされているわけであります。そういう意味で、これ、

日野町だけの問題じゃありませんけれども、国全体の固定資産税のこの扱い、土地

の値段が下がっているのに、何で税金は増えるんだという、こういう矛盾は、やっ

ぱり払うためにも、私たち、ちょっと注視して見ていく必要があるのかなというこ

とを、私は意見として述べさせてもらっておきたいと思います。あえて、これにつ

いては、税務課長さんの方に聞こうと思いませんので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 それで、１つ聞かせていただきたいのは、例えば、先ほど保育所の入所の関係で

ありますけれども、特に精神障がい者関係については、該当はないということであ

りますけれども、今回新たに、こういう県からの指導もあってということで追加さ

れたわけでありますけれども、今日までもそうであったのかということだけをぜひ

聞かせてもらいたいと、このように思います。 

 また、この報第３号の特に農業体質強化基盤整備促進事業でありますけれども、

全体のお金の関係は分かりましたけれども、新たな追加の問題でありますけれども、

やはりちょっとばたばたっととりあえず申請を出せというパターン、本当に末端ま

で知られないままやってしまっているという傾向も、申請されている傾向もあって、

やはり一定の時間、余裕というようなことも持てるような、ぜひそういったことを

考えながら、各集落にも新たな予算枠を有効に活用するという、そういう立場から、

一定の時間も持たせて取り組んでもらうという、そういう姿勢をぜひお願い申し上

げたいと、このように思います。 

 中学校給食施設整備の、このボーリング調査云々の件、もう尐し分かりやすく言

ってもらえませんか。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（岡 常夫君） 具体的に、これまでどうだったのかということでございま

すが、実際に保育料を確定させていただく前に、本人さんから源泉徴収票であると

か確定申告の写しであるとかを提出いただいて、その所得税の額等を参考に保育料

を決定させていただくところでございますが、状況によっては、障がい者の控除等

をされておかれる欄に印があると、このうちにはおられるんだなというのが分かり

ますが、世帯構成ならびに所得の状況によっては、それが明確に見えない場合があ

ります。その場合は、そのうちで持っておられる手帳等の提示をいただいて、それ

によって判断をさせていただくということでございます。実際に母子家庭の皆さん
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の場合は世帯構成の中で分かるわけでございますが、そのほかに、身体障がい者福

祉法の手帳ならびに療育手帳、また特別児童扶養手当等の関連も、はっきり区分で

きるのが、源泉徴収票なり確定申告では分からない部分がありますので、その辺は

面接であるとか、また保育料決定時のそれぞれの対応の中で、事務処理としてさせ

てもらっているところでございます。 

 これまでにも、その影響がどうだったのかということでございますが、実際に、

先ほど言いましたように、第２、第３階層の部分でございますので、この辺につき

まして、それぞれの項目で、母子家庭の皆さんなり身体障害者手帳をお持ちの皆さ

んが、これまでも余り該当をされる方はなかったんじゃないかなということで考え

ているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 教育委員会次長。 

教育次長（久村重次君） 再質問で、もう尐し詳しくという部分でございます。 

 まず設計料につきましては、変更をしておりますので、その増額の部分450万円ほ

どと、あと、ボーリング調査、土質調査が必要でございましたので、30万円余りを

いたしました。合わせまして486万5,700円となっております。それに係ります部分

で、起債の方、また繰入金の方が360万と126万6,000円を落とさせていただいた部分

でございます。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 ないようでありますので、質疑を打ち切りたいと思いますが、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、質疑を終わります。 

 日程第３ 議第47号から議第48号および議第50号（専決処分について（日野町税

条例の一部を改正する条例の制定について）ほか２件）についてを議題とし、討論

を行います。 

 討論はありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、討論を終わります。 

 これより採決いたします。 

 議第47号から議第48号まで（専決処分について（日野町税条例の一部を改正する

条例の制定について）ほか１件）について、別に反対討論がありませんので、一括

採決いたしたいと思いますが、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、一括採決いたします。 

 議第47号から議第48号まで（専決処分について（日野町税条例の一部を改正する
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条例の制定について）ほか１件）については、原案のとおり承認することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。起立全員であります。よって、議第47号から議

第48号まで（専決処分について（日野町税条例の一部を改正する条例の制定につい

て）ほか１件）については、原案のとおり承認することに決しました。 

 議第50号、日野町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について、原案の

とおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。起立全員であります。よって、議第50号、日野

町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定については、原案可決と決しました。 

 日程第４ 議第49号、日野町保育所入所児童に要する費用の徴収条例の一部を改

正する条例の制定について、委員会付託を行います。 

 お諮りいたします。委員会付託については、お手元へ配付いたしました付託表に

より、厚生常任委員会に付託いたしたいと思いますが、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、お手元へ配付いたしました付託表により、

厚生常任委員会に付託いたします。 

 日程第５ 一般質問を行います。 

 お手元に印刷配付の一般質問通告表に基づき、順次発言を許可いたします。 

 ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） それでは、通告に従いまして発言をさせていただきます。 

 ２点質問をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 第１点目でございますが、道路整備問題についてをお伺いいたします。滋賀県で、

今年度の国からの県道整備に当てる交付金内示額が、５月17日、新聞紙上に載せら

れておりました。県の要望額に対して、39パーセントと非常に尐ない額でございま

した。 

 県は、今年度当初予算の整備費に87億円という大変大きな金額を示されておりま

した。県は一括の交付金などで活用していただいて、県道整備費を45億円というよ

うに計上されました。目標額の約半分でございます。このことについて、町当局は

どのようにお考えですか、お伺いをしたいと思います。 

 ２点目ですが、主要地方道土山蒲生近江八幡線は、平成８年10月から、土山町、

日野町両町の関係集落にて改良期成同盟会が発足して、長年にわたり要望活動が行

われてございます。地元県会議員をはじめ、関係各位のご尽力をいただき、平成20

年８月に、滋賀県道路整備アクションプログラムに載せていただきました。その後、
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毎年東近江の県土木、また甲賀土木事務所へ、そしてまた本庁、県道路課などへ要

望活動を行っておりますが、よき答えはなかなかいただいておりません。５年目に

なる本年度は、アクションプログラムの見直しとなっております。事業計画が円滑

に押し進められるように、努力のほどをお伺いしたいと、このように思います。 

 続きまして、３点目でございますが、みんなの会ニュースの５月号外で、公共事

業の文中、県道土山蒲生近江八幡線、西明寺安部居線、内池バイパス線の県事業も

進められますというように、記載しておられました。このチラシを配布されて見ら

れた当地元の期成同盟会の役員から、今年度から工事が始まるのか、というような

ことも聞かれまして、ええっということで、大変びっくりしたようなことでござい

ます。事業に着手されていれば妥当かと思いますが、いかがなものか、この点をお

伺いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治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。 

 ただいま西澤議員から、道路整備問題についてご質問をいただきました。 

 特に地元の土山蒲生近江八幡線の課題は大変大きな課題であります。 

 振り返りますと、名神名阪連絡道路の絡みも含めて、なかなかこの部分が県事業

に出てこなかったときに、西澤議員と一緒に東近江土木事務所へ行き、その足で道

路課長のところへ行き、強く要望したことを今も思い出すわけでありますが、そう

いう中で、今地元の皆さんなどとともに、法線決定をはじめとしたルート選定など

が進むまでになり、アクションプログラムに位置づけられておるということであり

ますし、今ご指摘ありましたように、改めて次のときにも継続してアクションプロ

グラムの中に位置づけられるように、地元も頑張っていただいておりますし、そし

て私たちも、そして県も一緒になってこの事業は進めていかなければならないもの

と、このように、道路行政については大変大事な重点路線と私も考えておるところ

でございます。 

 そうした中で、今第１点目のご質問がございましたように、社会資本整備交付金

につきまして、県の道路予算87億円に対して、国から大幅に削減され、33億7,000

万円の内示ということになり、今日の新聞にも、このことは出ておるわけでござい

ます。これについては、私も国の方へ行く機会がありまして、国会議員さんにも、

これは何とかしてもらわないといけないなという話をしてまいったわけであります。

国の言い分と県の言い分が、何かすれ違っているようなことも、新聞報道等でも言

われておるわけでありますが、やはりそれぞれの町の事業や県の事業を積み上げて、

国に要望していくということでありますので、それはやっぱり県の事務ベースと国

の事務ベースのレベルの中で、きちっとすり合わせも含めて、もっと綿密な取り組
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みがされないと、こんな39パーセントの要望内示というようなことは、これはぐあ

い悪いということで、何としてもこの点については、国の補正予算をはじめとして、

対応してもらわなければならないと、こういうように私も思っておりますし、知事

の方も、そのようにお話をされているというふうに思っております。 

 そうした中で、町の交付金につきましても、予算額１億300万円に対して、5,300

万円ということで、約半分ということになっております。こうしたことにつきまし

ては、４月27日に、県の土木交通部の道路課長が直接お見えになって、交付金の内

示状況について、役場まで来ていただきまして説明をされたところでございまして、

その場で、町といたしましては、町の事業がおくれることにならないように、市町

村の予算の確保を、強く要望をしてまいったところでございます。滋賀県では、今

後のことも含めて、国に対して、なぜこういう状況になったのかという原因究明を、

要請されているところでございまして、そうしたことについても、論点が整理され

た段階で、市町に説明があるのではないかと、このように思っております。しかし

ながら、このままでは事業の完了年次がおくれることになりますので、町としては

予算の追加補正を、強く県に求めていきたいと、このように考えておるところでご

ざいます。 

 次にアクションプログラムについてでございますが、平成25年度以降、事業着手

の予定をされておりまして、継続して組み込まれ、計画どおり進められるよう、期

成同盟会の皆さんとともに、進めてまいりたいというふうに思っております。議員

もいろいろとご苦労いただいておるところでございますが、同盟会の要望活動では、

１月に知事、東近江、甲賀の両土木事務所へ、そして４月にも両土木事務所へ、ま

た５月には土木交通部長へ要望活動を実施しており、当路線の推進にあたって、同

盟会はもとより、甲賀市との連携を図りながら進めておるところでございます。当

路線の重要性、経済性等は、県でも承知していただいておりますが、現時点で想定

される事業費が50億円と高額でございまして、県の財政事情から、なかなか厳しい

ということでありますが、それを上回る効果が期待できるということで、強く引き

続き、地元の皆さんとともに要望活動を強めていきたいなというふうに考えておる

ところでございます。 

 さて、次に、みんなの会のニュースの号外で、県道事業の中で、事業も進められ

ますということでございますが、この３つの道路改良は、大変重要な事業と私は考

えておりまして、これは、常日ごろから申し上げておるところでございます。土山

蒲生近江八幡線については、今冒頭申し上げましたけれども、西澤議員と一緒に土

木事務所や県庁にまで、直接要望活動に出向いたことを覚えておりますが、平成22

年度に、頓宮鎌掛道路ルート検討会で、道路整備における課題、必要性について意

見交換をし、ルート選定がされていることから、県の事業として進めていただいて
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いると考えております。また、西明寺安部居線については、地元において、期成同

盟会が設立され、ＰＲの看板も設置され、地域において事業をするとの思いが強く

伝わっており、私の思いとして、事業は進んできているというふうに判断をいたし

ております。また内池バイパスにつきましても、平成22年度に、県において現地測

量と詳細設計業務が行われており、着実に進んでおるものと考えております。 

 この間、日野町におきまして、例えば必佐バイパス、蓮花寺バイパス、これも着

実に進めていただきましたが、やはり地元の盛り上がりがある中で、そしてそれを

きちんと県につなぐ役場の役割、こういうものは一体として世論が、熱意が高まる。

そういう中で、厳しい財政状況のもとにあっても、県としても、こちらの方を見て、

調査費等をつけていただいているものと、このように思っておりますし、西明寺安

部居線につきましても、かなり期成同盟会が停滞をしておりましたが、荒川前議員

のご尽力などもありまして、今現の東西両桜谷の町会議員さんたちも、大変ご努力

をいただいておりますし、県会議員の井阪議員さんも頑張っていただいておりまし

て、これまで尐し休眠状態であったものが確実に動き出して、世論は高まっている

というふうに思っておりますので、やはり道路事業の実施にあたりましては、地元

期成同盟会の皆さん、そして町、県が一体となって、機運を盛り上げていく。そう

いう中でこそ、進められるものであると思っておりますが、そういう立場で、地元

も役場も、しっかりと今進めようというふうにしておりますので、私も、この事業

は強い期待も含めて進めていけるものと、行っているものと思っております。ただ、

具体的な工事着工ということにまで、当然なっているものでございませんので、引

き続き工事着工に具体的に至るまで、地元ならびに議会の皆さんの力強いご支援と

ご協力、一体となって進めていただきますよう、よろしくお願いしたいと思ってお

ります。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） 再質問させていただきます。 

 この土山蒲生近江八幡線は、アクションプログラムに載せていただくときに、藤

澤町長と私、県の道路課長の方へ寄せていただいたこと、私も覚えております。そ

こで町長は、もう机たたいて、すごい勢いで応援をしていただきました。おかげさ

んで、そのときには、アクションプログラムに載せていただいたということで、本

当によかったなと、このようには思っておりますが、なかなかそれ以後、遅々とし

て進んでない。一生懸命に、それぞれ担当課の課長さん、または努力をしていただ

いておりますが、本当にこの国の予算、県の道路予算などが、このような低い金額

では、なかなか土山線までには回ってこないな、このように思っておるわけでござ

います。ぜひとも力強い努力をお願いしたいと、このように思います。 

 建設計画課長、そこら辺のこと、どうでございますか。もう１つ馬力をかけて、
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町長とまた机をたたいてでもお願いしたいというようなことを思いますが、いかが

でございますか。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 西澤議員の方から再質問いただきました。 

 土山蒲生近江八幡線の今後の取り組みの意気込みということでございます。この

事業については、アクションプログラムの中で、平成25年から29年まで、この５年

間に事業着手というふうにもなっております。その計画に基づいた形で、きちっと

取り組みをしていただくように、当然町長の方からもありましたように、期成同盟

会、甲賀市、日野町とともに、きちっと県の方に、効果が出るということを訴えて

いきたいというふうに思います。昨年から12月、１月、４月と何回も要望には行か

せてもらっております。やはり、地元の熱意いうのが非常に大事かというふうに思

いますので、その辺も含めて今後取り組みたいというふうに考えておりますので、

ご理解、ご協力の方をお願いしたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） 本当に道路、日野町はもう滋賀県の奥座敷になってきたという

ように感じております。せっかく、土山に高速のインターができたわけでございま

す。やはり、都市圏行くのにも一番近い道だと思っております。ぜひとも、土山線

には力強い努力をお願いしたいと、このように思います。また、西明寺安部居線、

内池バイパスも、日野町にとっては、非常に大きな道路の幹線でございますので、

力強いご支援、ご努力をお願いしたい、このように思います。 

 続きまして２点目の生活保護についてをお伺いしたいと思います。野田政権下に

おいて、税と社会保障一体改革特別委員会にて、生活保護費の支給水準の引き下げ

を検討する考えが出されました。膨れ上がる社会保障費の抑制策かとも思われます

が、当町における支給者は何人ぐらいであるのかをお伺いしたいと思います。 

 また、芸能人の母親が生活保護費を不正受給されていたということが、テレビ、

雑誌で連日報道されておりました。そのことにより、保護制度の信頼を、大きく失

われたということになってしまったわけでございます。当町においては、妥当性、

検証をどのように図っておられるのか、お伺いをしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 生活保護制度、税と社会保障の一体改革などについて、ご質問

をいただきました。今もお話ありましたように、現在、税と社会保障の一体改革と

いうことで、国会で議論がされているわけでありますが、なかなか社会保障の充実

というよりも、むしろ消費税の値上げの方ばかりに目が向いておって、一向に社会

保障の充実の方は、政権が公約を取り下げるかのようなことになっておりますので、

消費税値上げ法案なのかと、こういうような心配をいたしておるところでございま
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す。 

 そうした中で、社会保障、そして生活保護は、憲法25条の精神、健康で文化的な

最低限度の生活を営む権利がある、こういうようなことを担保する、大変大事な、

重要な制度であるというふうに、認識をいたしております。 

 しかしながら、この町におきましても、とりわけリーマンショック以降、かなり

生活保護の部分が増えてまいったわけであります。それはやはり、何と言いまして

も、労働者派遣法をはじめとして、派遣切り、さらには低賃金、こういうところで、

働いていても生活が成り立たないワーキングプアというものが、日本全体に広がっ

てきている。一方で、大きな企業の中での内部留保が進んでいる。こちらには所得

がたまり、労働者の方には所得が行かないがゆえに、行政で負担しなければならな

いという、この悪循環があるのではないか。しっかりと人々が暮らせるような賃金

を、働けば出すことができる。出さねばならない。そういうような経済社会を、も

う一度しっかりつくっていく。そのことが、私は大事であるというふうに思います

し、そして、その根本に、労働者派遣法の無原則な拡大が、低賃金の人たちを蔓延

させる原因になっている。そして、そのことが生活保護の拡大につながっていると

いうことなのではないかと、このように思っておりまして、ぜひ社会全体が、しっ

かりと働けば、まじめに働けば暮らしていけるというような経済社会を再構築する。

それが、一番大事な、そして近道なのではないかな、こういう気がいたしておりま

す。そういう中で、生活保護につきましては、日野町では６月現在、91世帯143人が

該当とされておるところでございます。支給対象者や支給額については、国の定め

る基準に基づき、日野町を所管する滋賀県東近江健康福祉事務所において、慎重な

審査の上で決定をされております。また、個々の支給額につきましては、申請者の

年齢や世帯人員、家賃の有無や子どものいる家庭への教育扶助加算などを考慮して、

決定をされております。また保護家庭が得ている就労収入や公的な手当、親族から

の援助がある場合は、基準額からそれらの収入分を差し引き、保護基準額に満たな

い分の差額を支給することになっておりまして、支給決定後の検証も含め、生活実

態などを定期的に確認をしているところでございます。 

 また、生活保護は、他の施策などによる収入等が優先されるため、保護の可否決

定にあたっては、他の制度や保有資産の売却等による活用、親族等からの扶養援助

を最優先に求めるとともに、金融機関への預貯金調査の結果等により、町と協議の

上、県が判断をされているところでございますので、県とともに、生活保護の支給

にあたっては、その後のフォローも含めて、生活実態の大変さも含めて、親身に相

談を実施いたしておるところでございます。 

 こうした中で、芸能人の問題が、あたかも不正受給かのようなキャンペーンとし

てとられて、生活保護制度を後退させるための事例というふうに宣伝されているこ
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とは、憲法の趣旨からいうと、あれでいいのかなと、こういう気を私は強くいたし

ております。扶養義務ということが、必ずしもあるわけでございませんので、この

ことについては不正受給ということではなくて、制度の中で、ああいうようなキャ

ンペーンがされたものというふうに思っております。確かに、扶養も含めて助け合

って生きる社会を、しっかりと構築するということは大事なことであります。多く

の国民の皆さんが、安易に生活保護に頼っておられるということではなくて、しっ

かりと頑張っておられる。そして、そういうような中においても、やはりセーフテ

ィーネットとして、国が社会保障の国民の権利として、生活保護は受けていただく

ものでございまして、そこは権利であるということを、私たち行政の人間はしっか

りと頭において、住民の皆さんの暮らしのために、しっかりとサポートをしていか

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） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） 再質問させていただきます。 

 近年、世の中、景気が低迷しておりまして、仕事もなく、高齢者は低年金で生活

も大変苦しいような状態でございます。生活保護というのは、本当に大事なシステ

ムじゃないかなと、このように私も思っております。 

 しかし、なかなか権利ばかり主張されて、義務を怠っているというのはよくござ

います。やはりここら辺のことは、きっちり権利は権利でしていただいて、義務は

義務で、きっちり負うていただく。このようなことを、私は思うわけでございます。

子が親を扶養する。これは当然なことでございます。こういうことが近年薄れがち

になっているのではないかなと思うわけでございます。このごろ、東北の震災以来、

きずな、きずなということが、本当に大事に大きく言われております。やはり、子

が親を面倒見る。できることはするということでございますので、しっかりその点

をわきまえていただいて、これもそこそこ浸透していただかないと、本当にこの経

費は大きく伸びて、それぞれ経費もかかりますので、大変なことかと思います。こ

こら辺もきちっと精査していただきたい。このように思うわけでございますが、そ

の点、担当課長いかがでございますか。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（岡 常夫君） 生活保護制度について再質問をちょうだいいたしました。 

 扶養義務の観点からということでございますが、生活保護法の中でも、条文の中

で、保護は生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力、その他あらゆるもの

を、その最低限度の生活の維持のために活用することを、要件として行われるとい

うことで、４条の１項に定められているんですが、一方４条の第２項の方では、民

法に定める扶養義務者の扶養は、保護に優先して行われるということで、あえて要

件という言葉が生活保護法の中で使われておりません。ということは、扶養が保護
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に優先するということは、なかなかここで判断が難しいんですが、親子関係、世帯

の中のいろいろな人間関係等のこともありますので、一概にどうこういう部分はあ

りますが、扶養義務者、子ども等が親に対して支援、援助をするという場合ですが、

その援助の金額については、正式な定め等ございませんので、援助をした部分だけ

を、収入認定の中から収入とみて収入額とするということになります。そのような

ことから考えますと、保護費をその分減額させてもらうということになります。全

体的に考えますと、生活保護法の中でいきますと、扶養義務者による扶養は、保護

の前提条件とはされてないということで、今回の例も含めて、年老いた親に対する

子どもの扶養義務は、比較的弱い義務というふうにされております。反貧困ネット

ワーク等も、今回の事件、報道等を入れまして緊急声明を発表され、政府の方へ、

冷静な対応をという呼びかけをしているところでございます。実際に、全国統一の

基準等で、専門のケースワーカーが、それぞれのおうちなり家族の状況、資産等を

把握する中、また日ごろの検証、また相談にのる中で、一定の基準の中で生活保護

の制度を活用し、うまくいけば就労、また生活保護の廃止に向かっていっていただ

けるように、指導なりお話をさせてもらうのも、１つのケースワーカーと町の役目

でもございますので、それらを含めて、適正に今後も対応をしてまいりたいと、こ

のように考えておりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） この保護制度には、それぞれいろいろ憲法とか民法とか、いろ

いろしばりはございます。昔から、子が親を見るというのは、ずっと流れで当然な

ことでございました。それぞれ、いろいろな立場もございますが、道徳的なことと

いいますと、ずっと昔は、先祖代々、親から子、子から孫へと、このように続いて

きました。こういう道徳的なことも、十分に教育の中には入れていかなければなら

ないな、このように思うわけでございます。ぜひとも、こういう教育も１つ、指導

の方、教育長、またよろしくお願いしたいと思いまして、質問を終わります。 

議長（杉浦和人君） ここで暫時休憩いたします。再開は10時30分から再開いたしま

す。 

－休憩 １０時１５分－ 

－再開 １０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、一般質問を許可いたします。 

 １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） それでは、通告書に従い、質問を３点ほどさせていただきます。 

 まず第１番に、事務の簡略化についてというところで、住民課での諸証明自動交

付機設置について伺います。近年、近隣の町では、交付機設置をしておられる行政
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機関が増えてきております。東近江市役所に出向き、担当の方とお話ししたところ、

時間外や休日発行に際し、大変便利になったと住民からお喜びの声を聞いていると

の返答でありました。 

 日野町では、23年度、年間稼働日数を250日としまして、住民票発行件数１万505

件、１日平均42件、印鑑証明7,676件、１日平均30件、諸証明発行5,642件、１日平

均22件、戸籍等発行件数7,504件、１日平均30件、合計３万1,327件、１日平均にし

ますと約125件となっております。それに対し、先日諸業務内容を調べてみますと、

窓口業務として、住民担当５人が手数料収納、レジでの保管、閉庁後、レシートと

現金を照合し金庫保管、そして翌日、申請書とレシートと現金を照合し、調定決議

書作成、納入通知書とともに金融機関へ納入と、大変工程が複雑ですが、内容とし

ては簡単で、同じ処理を繰り返すという業務です。これだけの利用と業務手間の簡

略化、また時間や利用日数拡大を考慮しますと、多尐高額な設置費がかかるとして

も、長い目で見ますと、導入検討価値が十分あると思いますが、今後どのようにお

考えか伺います。 

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） 窓口業務の簡略化などについてご質問をいただきました。住民

課の窓口業務、さらには税務課もあるわけでありますが、日々、たくさんの方が訪

れていただいておりまして、そこの対応に遺漏があってはならないと、私も思って

おるところでございます。 

 こうした証明書の発行等の業務もあるわけでありますが、いわゆる戸籍上の届け

出の問題など、なかなか家庭の事情も絡んで、複雑な届け出、さらには最近では、

犯罪が絡むかのような印鑑証明の問題などもありまして、住民課の窓口というのは、

大変ナイーブな、一つ一つが身分や財産にかかわってくるような仕事を私たちはし

ているというふうに考えておりまして、５人程度の職員がてんてこ舞いでやってお

ると。さらには、また年度がわりの４月等、住所移転等が盛んなときは、大変たく

さん来ていただいているなというふうに思っているわけでございます。 

 そういうふうに、諸証明の発行につきましては、大変ナイーブな問題といいます

か、慎重な対応が必要でございまして、当然のことではございますけれども、自動

交付機を利用するには、本人を確認するための専用のカードが必要となりますし、

機器の設置にも、多額の経費や維持管理費が必要というふうになるものでございま

す。自動交付機が利用できる証明書の発行件数から見て、現状の交付機設置に要す

る経費を投資しても、なかなかその高額な投資に見合うような簡略化は、まだ求め

ることができないというふうに判断をいたしております。ちなみに、そういうカー

ド、住民基本台帳カードなどの所持者は、まだ数百人しかないということでござい



2-22 

まして、この点については、もう尐しといいますか、なかなか現時点では、投資に

見合うような事務の効率化にはならないのではないかと、このように思っておりま

す。 

 また、こうした中で、休日や夜間の利用者に対しましては、事前の申し出により

まして、午後６時まで窓口対応していることや、郵便による交付も行っております。

また日ごろ、区長会などでも言っておるわけでございますが、地域にいる役場職員

を大いに活用いただいて、役場とのいろいろなやりとりは、役場職員がしっかりと

つないでいくと、こういうことも申し上げているところでございまして、当面、機

械の設置という高額な投資よりも、いかに窓口業務の中で、住民の皆さんの利便性

を向上させていくのかということなどについて、判断をしてまいりたいと、このよ

うに思っております。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 当然、町長の答弁のとおりでございますけれど、東近江市の担

当の方を通じて、業者の方へも聞きましたけど、どんどん全国的に増えていってい

ると。それで、コンピューター関係、オンラインで結ぶわけですので、そういうシ

ステム等も、かなり全国的に普及していくとともに、大変こう安くなっていくのは、

もう目に見えていると。今は高いけれど、数年のうちに削減してくると、そんなこ

とも聞いておりますし、甲賀市の方では、７月ですか、大変高額で3,000万円ぐらい、

１機。それに対してのオンライン費用というようなことを言っておられましたが、

東近江市は中古を購入することを検討するというような話も聞きました。そういう

ように、システムを尐し変えればできるというような話を検討しておられました。

そのような中で、愛荘町も上手にやっておられますよということで、聞かせてもら

いますと、愛荘町では、住民票、印鑑証明のほかに、戸籍や税務関係の証明も、自

動交付機で利用することもできます。今、言っておられたように、難しい部分も出

ますけど、やはり住民票、印鑑証明等は、とても頻繁に多いですし、楽になってき

ています。また、本年１月からはコンビニにおいて、住民票等に加えて、戸籍関係

の交付が可能になったと聞かされました。また、諸証明の発行件数に占める自動交

付機、コンビニ交付の割合は、全体の28パーセントとなり、特に印鑑証明の利用は

大変高くなってきたという説明でありました。このことから見ても、機械の購入金

額だけではなく、事務処理の簡略、住民票、印鑑証明は別としましても、戸籍、税

務関係の個人情報の保護面というのを見ても、我が町もおくれをとらず、前向きに

検討していただきたいと思いますが、いま一度お考えをお聞かせ願いたい。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（森口雄司君） 事務処理の簡略化などの面から、愛荘町で実施しておられ

る自動交付機の設置やコンビニでの交付について、前向きに検討いただきたいとい



2-23 

う再質問をお受けしました。 

 まず、自動交付機の設置につきましては、機械本体の経費として、今もご指摘が

ありましたように、約3,000万円ほどの経費が必要じゃないかなと、このように思っ

ております。これに加えまして、当町に見合う住民票や印鑑証明を交付するための、

開発費用が必要ではないかと、このように思っております。現在、当町で年間に住

民票と印鑑証明を交付する手数料が、約370万円でございますから、費用対効果の面

から見ても、かなりの投資ではないかなと、このように考えております。 

 また、コンビニの交付については、利用者が、必要に応じてどこでも気軽に証明

がとれるということでは、有益ではないかなとこのように考えますが、自動交付機

と同様に、住民基本台帳カードなどの専用カードがないと、交付できないという課

題がございます。こういったことから、現状においては、なかなかその効果が低い

んではないかなと、このように思っております。しかしながら、今後においては、

交付機の開発費によるコスト削減が図られ、ご指摘のとおり、全国でそういった普

及が図られてきますと、交付機の金額が下がったり、また開発費の費用が下がって

くるんじゃないかなと。このようなことになってきますと、開発のそういった課題

の解決につながるのではないかなと、このように考えております。さらに、愛荘町

の状況なども研究してまいりたいと、このように思っておりますので、どうかご理

解のほど、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 聞かせてもらったところでは、最新鋭で3,000万強ということ

を聞かせてもらいました。普及型といいますか、住民票、印鑑証明、諸証明、その

程度であれば、900万台ぐらいに落ちついてきているということも聞いておりますの

で、人件費の削減等々にもつながると思いますし、大変機械も優秀で、間違いとか、

釣銭の間違っているとか、そういう簡単なミスはノーミスでやっているということ

を聞いていますし、その辺を踏まえて、前向きにまた検討よろしくお願いします。 

 それでは、続きまして２つ目、町道野出山本線についてお伺いします。町道野出

山本線は、３月末に開通されたことは既にご承知のとおりであります。総事業費４

億2,740万円。予算内訳は、交付金１億5,530万円、起債２億4,390万円、一般財源2,820

万円で賄われることもご承知のとおりであります。 

 道路というのは、言うまでもありませんが、起点から終点まで何らかでも通過で

きるのが原則であります。 

 そこでお伺いします。１つ目、この道路の取り付け口となっている県道石原八日

市線のＴ字路付近に、この先通り抜けできませんの看板を目にしました。当然町道

を管理する町が立てたものと理解しますが、まず、この根拠についてお尋ねします。 

 ２つ目に、この道路に関しては、ダイフクさんから、当初３億円を公共事業に使
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ってほしいと、寄附の申し出があったように聞いていますが、事実ですか。 

 ３つ目に、町は町道野出山本線が、あたかも全線開通したかのようなアピールを

していますが、実質的には、ダイフクさんの北門への取り付け道路となっています。

一方、ダイフクさんとすれば、当然巨額な寄附をしているのだから、ダイフク専用

道路との思いがあるのではないですか。 

 ４つ目、町がとるべき行為は、寄附者の善意も考慮しながら、尐なくともダイフ

クさん北門より先線の山本までの間を、軽自動車ぐらいは通れる措置を講ずべきで

はなかったかと思いますが、この点についても、どのようにお考えられておられる

のかお伺いします。 

 最後に、町は一方で巨額の寄附を受け、一方で国の交付金を受け取る措置は、利

口な措置かもしれませんが、私から言えば、寄附者の善意を無視しているように思

います。なぜなら、一般の人が通れない道路に巨額の投資をしたことになるので、

早急にその対策を講じるべきと思いますが、この点について適切な答弁を求めます。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 道路の問題についてご質問をいただきました。 

 通り抜けできませんという話でありますが、日野町内にある道路につきましては、

いろいろな道路がございまして、町道とはいいながら、文字どおりなかなか通れな

いところがございます。例えば、先ほど話題になっておりました鎌掛の土山蒲生近

江八幡線、これは土山インターから、ナビで見ると通れるようになっておるんです

けれども、かなり狭い道路であって、離合困難ということで言われておりまして、

そういう意味では、ナビで出ている県道であっても、なかなか山の中は通り抜けが

できにくいということもありまして、町道も県道も、あるいは国道も含めて、なか

なか離合困難、さらには通行が難しいというところは、町内も含めてありますので、

そういうところについては、しっかりと住民の皆さんにも、利用者の皆さんに事前

にお知らせをするということは大事なことなのではないかなと、このように思って

おります。 

 そうした中で、町道野出山本線についてでございますが、これは、ご承知のよう

に、長い経過がございまして、特に西桜谷地域におきまして、ダイフクの通勤車両、

さらには工事車両等によりまして、307号線のあの界隈が安部居、中在寺、北脇、そ

して向こうの方から野出、蓮花寺含めて、大変交通が渋滞をするということで、こ

れは何とかしてほしいというのが長年にわたる西桜谷地域の要望でございました。

そうした中で、１つは蓮花寺バイパスで通過交通を蓮花寺の中から逃すということ

でありましたが、野出、さらには北脇、中在寺などをはじめとして、一方からの通

行ではなかなかはくことができないということで、もう１つつくっていこうという

ことが、大きな盛り上がりの中でこの事業に着手することとなったわけでございま
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す。 

 そうした中で、地域全体の要望、そして直接用地を提供いただく野出地先の皆さ

んも道路委員会を設置されていろいろご議論をする中で、ああした法線になったと

ころでございまして、開通式には嘉田知事や杉浦議長もご臨席いただきまして、皆

さんの、よく長い路線ができたなあという喜びの中で終わりましたし、またダイフ

クの社長もお見えになって喜んでいただいたということで、そういう意味では、会

社にとっても地域にとっても、そして我々行政にとっても、短時間ですべての協力

関係のもとでうまくあの路線が開通ができたものと、このように思っているところ

でございます。 

 そうした中で、それからの先線についてどうするのかということでございますが、

これは町内各所にいろいろな道路の要望をいただいておりますことから、それぞれ

それの必要性、有効性、緊急性を考えた上で対応を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。 

 同じ野出山本線については、ご承知のように、山本地先から湖南サンライズまで

の歩道整備に現在取り組んでいるところでございまして、まずは野出山本線につい

ては、湖南サンライズ地域の子どもたちの安全確保という意味で、この箇所の工事

をしっかりとやり遂げることが一番大切なんではないかなと、このように思ってお

りまして、地元の皆さんとともに進めておるところでございます。どうかよろしく

お願いします。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 町長の答弁で、１つずつの項目、ちょっと返答になってないと

思いますが、私が言っていますのは、町長が言っておられるのはよく分かるんです

けれど、一遍現地へ行ってもらったら、知らない者でも、この先行き止まり、通り

抜けできませんと書いてあっても、ちょっと行きたくなるんですね。あの道はどこ

まで行けるのかなと。突き当たったところ、土日なんかだと、門が閉まっています。

本当にあれっという形で、これ、町道野出山本線、名前が違うんやないかと。野出

ダイフク線かなというような感じに受けると思います。それで言ってるのが、そこ

で通り抜けできませんというのは、どのような意図でついているのか、それを言っ

ていますし、その辺の、ダイフクさんから、当初３億円、公共事業に使ってほしい

と寄附があったのは、それは事実ですかというのを聞いていますし、ダイフク専用

道路と思いがあるのではないですかと。その辺のことでずっと聞いております。 

 やはり、今開通式のことを言っておられますが、野出の地先、特に私は反対側の

地域ですので、山本の住民の声を聞かせていただきますと、どうなったんのやと。

あれ、山本へ真っすぐ来るのやなかったんかと。説明はしていましたけど、ぐるっ

と回る道、ここ、今現在迂回している道と、今町長が最後言われた歩道の整備、こ
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ういう地図ですよということは見せましたけど、やはり町道野出山本線開通という

感じで聞くと、すかっとここまで来るんやないかという、地元住民の簡単な考えか

もわかりませんけども、期待は大きいので、その辺のことをもう一度答弁お願いし

ます。 

議長（杉浦和人君） 質問者の答弁に適切に答えられるように理事者側に求めます。

町長。 

町長（藤澤直広君） 通り抜けの看板につきましては、それは先ほど申し上げました

ように、町内には、なかなか離合困難、さらには通行困難の道がありますので、そ

れは事前にきちんと表示するのが責任かと、このように思っております。 

 寄附の３億円の問題については、これは議会にもきちんと報告をさせていただき、

決算も予算も認定をいただいておりますことから、それは何も隠した金ではござい

ませんので、ここでほんまですかということよりも、きちんと予算、決算の中で明

らかにさせていただいておるところでございます。 

 また、山本の皆さんが、あの先線どうなっているのかと、こういうことを言われ

たということでございますが、現在山本で歩道設置の事業をやっておりますので、

当然建設計画課の職員も、常日ごろから山本の役員の皆さんとはお話をさせていた

だいております。その時点で、建設計画課の職員のそうした部分への説明が不十分

であるとするならば、今後もあの地域で歩道設置の事業を進めさせていただいてお

りますので、その中でそういう誤解が生じないように、しっかりと建設計画課の職

員の方から、山本の役員さんなどにも伝えさせていただきたいと、このように思い

ますので、そこが不十分であったとするならば、これは建設計画課の中でもう一度

反省をして、地元の皆さんとの意思疎通をしっかりと図るというふうにしていきた

いというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 野出の関係で、３億円の話につきましては、これはダ

イフクの方から、一般寄附として日野町の公共施設整備のために役立ててほしいと

いうことで、３年間いただいております。この道路に役立てでなしに、この道路も

含めて、広く公共事業に役立ててほしいという思いの中で、ダイフクさんから寄附

をいただいたものでございますので、その辺ご理解いただきたいというふうに思い

ます。 

 それと、専用道路的な考え方でございますけども、現在は、広く多く利用されて

いるのはダイフクの企業さんかなというように思います。ただ、野出区の人につい

ては、今まで大変細い道路を利用されて、果樹園なり山なり水田の方に行かれてお

りましたが、この道路ができたことによって、野出区民の方については有効利用を

していただいているということもございますので、よろしくお願いしたいと思いま
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す。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） そういうことで、ダイフクさんとすれば、当然多額な寄附をし

ているのですので、あちこちじゃなくて、やはりダイフクさんの近くで使ってほし

いなというのは気持ちの中にあると思いますし、また、山本側の、サンライズから

裏に抜ける細い道がありますよね。その辺でも、かなり傷んでいますし、その辺も

いろいろな法律等も絡んでくると思いますが、尐しでもそういうところに、目に見

えた動きしてもらえると大変ありがたいかなと思いまして、次の問題にも続けたよ

うな形になりますけれど、よろしくお願いします。 

 次は行政懇談会についてです。これも今の含みになるんですけれど、昨年度初め

て、地元地区の行政懇談会に私も参加させていただきました。まだ地区では区長と

かその辺の役員もしていませんので、初めての経験でした。 

 回答を聞いていますと、一部を除き、大半が検討や県への要望で終わったように

見えました。その後の対応を聞いてみても、思わしくないようです。今年度も、地

元へ要望提出の状況を聞かせてもらっていました。そうする中で、どうせ同じ答え

なので、どういった要望の仕方がいいのだろうと、そういう仕方を、要望じゃなく

要望の仕方、それを相談されていました。ちょっと聞いていてがっかりしたんです

けれど、これでは本来の懇談会の趣旨から遠のいているように思います。このよう

な対応では、次回の開催に向けて、各自治区からの要望姿勢が弱くなり、町への期

待に失望しかねないと思いますが、どのようにお考えか、お尋ねします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 行政懇談会は、例年町内７地区で開催いただいており、要望等

の内容につきましては、町が直接執行できる項目については、全体要望項目を精査

し、ご要望にこたえられるよう対応をしてきているというふうに思っております。 

 昨年度の懇談会は、７地区全体で326項目の要望をいただいておりますが、多い部

分は建設要望でございまして、227項目、約７割となっております。その中で、年度

内に処理ができた項目については、85項目、約37パーセントでございまして、そう

いう意味では、たくさんの項目が処理できたと、こういうふうに思っているわけで

ございます。また、国道や県道、河川等の県の管理施設につきましては、要望をい

ただいた部分について、町としてしっかりと県に要望をしておるところでございま

す。 

 昨年度は、日野町において集中豪雤、台風等で河川の災害が発生し、限られた県

予算の中で、復旧工事等も実施していただいております。また聞かせていただきま

した要望項目に関しては、例年２月初旪ころに、区長会長会を開催し、今年の要望

については、このように進みましたよと、ここはできてないですよなども含めて、
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進捗状況等を説明しているところでございます。 

 こうした行政懇談会は、各地域のご要望をお聞きすることとあわせて、区長さん

などと行政が懇談し、町政に反映するための大切な機会であると考えております。

行政懇談会の議題や懇談の持ち方に関しましては、最近では、重点テーマを設けて、

まちづくりに対する提案や課題について、お互いに意見を出しながら話し合いをし

ていただいている地区もございまして、懇談会の方法や進め方について、今後各地

域でも、いろいろとご検討いただければありがたいなというふうに思っております。 

 いずれにいたしましても、行政懇談会が、町の将来に向けたまちづくりに効果的

なものになりますように、今後も積極的に対応していきたいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 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37パーセントの実現、それもよく分かりますし、また、地元としては、実現

できなかったというのが重くのしかかってきて、他地区の実現とはまたこう思いが

変わってくるのは、どこでも同じと思いますし、聞かせてもらってますと、やはり

建設計画課に重くのしかかってるなと。それで財源の問題、いろいろな部分で無理

やなというのは、我々も聞いていて納得するところも多々ありました。だから、そ

の説明ですけれど、やはり汗、こういう努力しているんですよという、各自治会に

伝わるような、汗をかいたこの汗を、もっと適切な見せ方がないのかなと、そのよ

うに思いますけど、課長等のご意見を伺います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 村島議員さんの方から再質問いただきました。 

 行政懇談会における要望の中で、町の方もいろいろとこう汗をかけということで

ございます。県の方への要望というのは、やはりどうしても町でできない、県に頼

るしかないということで、県の方に要望をしていかざるを得ないというところがご

ざいます。そういう中で、県に対する要望については、昨年度もすべてができてお

りませんが、地元の役員さんとともに、一緒に現場を把握して、きちっと役員さん

の方から説明をいただくというやり方もしているところもございます。町の職員が

見た中で、一定、ここはひどいというところについては、きちっと役員さんの声を、

県に直接聞いてもらうということも含めてやっておりますし、町の要望については、

町の職員が、きちっと地元の役員さんとともに現場を歩かせてもらう。または、で

きるものについては、事前にきちっとこの分についてはやらせていただくことも含

めて、協議の方をさせていただいておりますし、今後もきちっとこういうコンタク

トをとった中で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） １番、村島茂男君。 
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１番（村島茂男君） 再三申していますけれど、要望を出された地区というのは、自

分の要望に固執されておられるところがありますし、要望しながらも、多分無理や

ろうな、無理やねんけど、やっぱりこれは要望として、どうしても引けないと思っ

て、出してこられるというのがあるように伺いましたので、できれば、そのように

頑張って、再三申しますけれど、一生懸命動いているんやと、こういうことをして

いる、県へ要望しているんやという汗を伝えていただいたら、その方もそれなりに

納得してもらえると思うので、またよりよい要望を出していただけると思いますの

で、その辺をよろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 次に、３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 通告書に基づいて、２点質問させていただきます。 

 はじめに、通学路の安全確保についてお尋ねいたします。日野町は、３月22日に

交通死亡事故ゼロ1,000日を達成いたしました。このことは、町民みんなの交通安全

に対する意識のあらわれであり、各地域での交通安全の取り組みの成果のたまもの

であると思います。子どもの通学路につきましては、グリーンベルトなどの表示に

よる安全環境の整備、そして交通立ち番や安全ボランティアによる見守りをしてい

ただいていますことや、各学校での安全教育の指導をしていただいている成果とし

て、感謝申し上げたいと思います。さらにこの記録を、日々更新させていきたいも

のであります。ところが、死亡事故ゼロが途絶えたという情報をお聞きしたのです

が、残念に思っております。先週６月５日にも、東近江警察署から署長が来られて、

議会との懇談会があったところであり、また協力の要請があったところであります

が、残念に思います。 

 さて、４月末、京都府亀岡市で、集団登校中の児童の列に自動車が突っ込み、児

童が多数死傷する事故が発生をいたしました。その後も、全国で立て続けに同様の

事故が起きています。警察庁の統計によりますと、登下校中の交通事故で死傷した

全国の児童数は、昨年１年間で、2,485人にのぼるとのことであります。このような

状況の中、全国の小中学校の通学路の安全を点検し、必要な対策を講じられようと

されております。当町においても、毎年通学路の危険箇所の点検がなされ、要望書

が提出され、対応していただいているところでありますが、今回の教訓からは、さ

らに踏み込んだ通学路の安全確保の見直しが必要と考えられます。 

 そこで質問をいたします。 

 １つ目に、通学路の危険箇所の状況把握をされているのか、お尋ねをいたします。 

 ２つ目に、通学路の安全確保の具体的方策として、関係機関等の協力体制の整備、

安全教育の充実、安全環境の整備、通学路の見直しなどの対応は、どのようにされ

るのか、お尋ねをします。 

 そして３つ目に、南比都佐小学校では、県道日野徳原線の車の通行量が多く、非
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常に危険な状態であります。５月19日にも、下駒月地先のカーブのところで、タン

クローリーが横転する事故があったところであります。学校や駐在所からも、下駒

月から清田までの間に、ガードレール設置の要望を聞いております。早期の設置を

お願いするものであります。町としてのお考えをお聞きします。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君の質問に対する町長ならびに教育長の答弁を

求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 通学路の安全確保についてのご質問をいただきました。 

 ご指摘のように、たび重なる各地での悲惨な事故を見ますと、本当に子どもたち

の安全確保というのは、大変大事な課題であるというふうに認識をいたしておりま

す。 

 ３点のご質問をいただいたわけでございますが、私の方から、３番目の質問につ

いてお答えをさせていただきたいというふうに思っております。 

 京都のあの事故の後、南比都佐小学校の校長さんより、県道の学校付近の安全対

策として、ガードレールの設置の要望をいただきました。東近江土木事務所へ、要

望を早速しておるところでございます。 

 また国、県道の通学路は、５月に東近江土木事務所で緊急点検に入っていただい

ております。当道路の交通事情は、新名神高速道路、名阪国道等への交通量が多く、

また大型車の混入率の高い路線であります。県におきましても、通学路の点検を実

施され、交通安全対策事業が実施されると思われますが、どこをどのように行うか

は、現在県の中で調整されているところでございます。 

 また６月４日には、南比都佐小学校ＰＴＡよりも要望をいただいたところでござ

います。町といたしましても、県に対策をいただくよう、要望をしてまいりたいと

考えております。 

 なお、教育委員会へは、県教委から、通学路における交通安全の確保の徹底につ

いて依頼があり、道路管理者、警察、学校、保護者との合同点検を実施し、交通安

全の観点から、危険箇所の抽出を実施したいと考えておるところでございます。 

 最初の２つの質問項目につきましては、通学路の問題でございますので、教育長

から答弁させていただきます。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 齋藤議員から、通学路の安全確保についてのご質問をいただ

きました。 

 まず、通学路の危険箇所の状況把握についてでございますけれども、例年は、毎

年開催されております地区別懇談会や要望書などから、危険箇所や改善が必要な箇

所について、把握するように努めております。今回亀岡市等の痛ましい事故以降、

県教育委員会と文部科学省から、通学路における危険箇所の数や集団登校班の数の
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調査の依頼がまいっておりまして、調査を行い、報告したところでございます。今

また町長の答弁のように、県や町の道路管理者、そして警察、学校代表者、教育委

員会等関係者が、合同で通学路の点検を実施するために、日程調整をしているとこ

ろでございます。 

 次に、安全確保の具体的方策でございますけれども、まずは子どもたちの安全の

ために、子ども安全リーダー、またスクールガードさん、そして尐年補導員や安全

なまちづくり協議会の皆さんなど、本当にたくさんの地域の方に、見守りやご協力

をいただいておりまして、今まで大きな事故がなかったことに、改めてお礼を申し

上げたいと思います。 

 通学路は、生活に密着した道が通学路になっておりますことから、歩行者、運転

者、双方がお互いに注意しながら往来することが重要でございます。 

 学校、園の安全教育につきましては、小学校では毎年交通安全教室を開催して、

警察や関係機関の方にもご協力をいただきながら、模擬道路をつくるなど、実践面

も含めまして安全指導全体計画を作成し、指導しておるところでございます。中学

校でも、ＤＶＤやパンフレットを活用しまして、自転車の正しい乗り方、また自転

車が最近は加害者になることもあることなども、指導してもらっております。また、

梅雤時や降雪時など、特に注意を必要とする時期にも、重点的に指導しております。

幼稚園でも、警察などの協力を得まして、正しい歩行、自転車の乗り方などの指導

をしております。今後とも一層、子どもたち自身が、命を大切にし安全に行動でき

る能力や態度を育てていきたいと思っております。しかし、子どもたちだけでは避

けられないといったような状況もございます。引き続き、地域の皆さん方の多くの

見守りを、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

 また、通学路につきましては、今回の点検も踏まえまして、多方面からの助言も

受けながら、より安全な通学路となりますように、検討、見直しを行ってまいりた

いと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 今の答弁で、通学教育については熱心に指導していただいてい

るということで、分かったんですけど、今回の痛ましい事故があったということか

ら、通学路の危険箇所の調査をされたということでありますが、どのような形で危

険箇所の調査をされたのか、再度質問をさせていただきます。 

 また、危険箇所を調査された結果を、どうであったのか、もう尐し具体的に報告

できる範囲でお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 教育委員会次長。 

教育次長（久村重次君） 齋藤議員さんから、通学路の安全確保についての再質問を

いただきましたので、お答えをいたします。 
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 教育長が答弁いたしましたように、事故以来、県教委から調査がまいりました。

そういった部分で、通学路の安全性についてという部分で、各小中学校の方へ依頼

をさせていただきました。 

 まず、通学路の基準、どういうような方法でしておるのかという部分、それと、

通学路の中で、どういった箇所が危険なのか、具体的な部分で報告もいただいてお

るところでございます。学校からの部分では、すべてなかなかたくさんあって書き

きれないというところもございますが、箇所数としては、４月時点で16ヵ所の危険

箇所があるということでございます。 

 それと、危険箇所の対策は、どういったことなのかというところでは、先ほども

言いましたように、定期的なパトロール、また立ち番を行っておる、そしてＰＴＡ

でのパトロール、立ち番、またスクールガードさんなどの協力をいただいて、対応

をしておるということでございます。 

 それと、事故以来、子どもたちにも、そういった交通安全について、再度交通安

全教室など、また自転車の乗り方など、口頭、また文書で連絡、通知もさせていた

だいたところでございます。これについては、５月時点でも報告も県教委の方へさ

せていただきましたが、今後につきましては、再度警察、また行政機関等の中で再

度点検をし、実施調査も行っていきたいと思います。そういった部分で、今後とも

通学路については、よりよい安全対策をとっていきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 土木事務所の方で、一定、今日、緊急点検いう形で、

安全点検の方はさせていただいております。 

 町長の方からありました、５月にさせていただいておりますが、これについては、

道路管理者として国道、県道の歩道または車道も含めて、安全点検をしております。

これは、土木事務所の職員が、自転車に乗って、現地を見た中で点検をしていると。

結果については、どのように行うかなどについては、今現在、県の方で内部調整で

やられておるというのが実情でございます。町においては、教育委員会の方で、今、

日程調整をしていただいている中で、道路管理者としても、一定参加もさせていた

だいた中で、点検も含めて一緒にやらせていただきたいというふうに考えておりま

す。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） かなり緻密に調査をされたということであります。それをきち

っとまた対策を講じていただくということをお願いしたいものでありますが、毎年

学校、ＰＴＡからの要望が６月ごろに出されていまして、町として要望に対して、

県に対策を要望するもの、そして町で対策ができるもの、地域に対策をお願いする
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ものと、それぞれ安全対策の対応をしていただいております。今回の交通事故は、

通常では考えられない、想像を超える事故であり、いつどこで何が起こるかとも限

らないということが実証されたかと思います。ですから、二重、三重の安全対策が

必要であると言えます。今回の各学校からの要望は、そういう意味で、前回までの

要望とは、より吟味された形での要望書が、出されているのではないかと思います。

今回の事故の教訓を生かせるよう、しっかりとその要望書の重みを受けとめていた

だき、実現していただきますことを切にお願いし、要望しておきます。よろしくお

願いいたします。 

 次に、介護予防事業についてお尋ねいたします。第５期介護保険制度の見直しに

より、平成24年度から介護給付費が年々増加し、65歳以上の被保険者の保険料負担

が増えています。これからもまだまだ、高齢化に伴い増加すると推測をされます。

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

に力を入れていかなくてはなりません。当町においては、予防事業として、元気塾、

おたっしゃ教室、健口教室等の介護予防に取り組んでいただいております。 

 ＰＰＫ運動に取り組んでいる長野県では、男性の平均寿命は日本１位、女性も第

３位と長寿健康県で、しかも老人医療費が全国で一番尐ないそうであります。この

ため、今全国の目が長野県に集まっています。その秘訣は、介護予防活動が盛んな

ことです。ＰＰＫは、ぴんぴんころりの略称で、病気に苦しむことなく元気に長生

きし、病まずにころりとこの世を去るための健康運動です。町がこの運動の取り組

みを推進することができれば、健康寿命を延ばし、人生を快適に保ち続けることが

できる人が増えるのではないでしょうか。介護給付費の抑制、また後期高齢者医療

費の抑制、さらには健康保険料の抑制にもつながるのではないかと思います。ぜひ

検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか、お尋ねをいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 介護予防等についてご質問をいただきました。 

 ご指摘のように、進む高齢化社会の中で、介護保険制度を持続していくために、

介護を必要とせず、元気で自立して生活できる、そういう対応が求められていると

思っております。 

 当町の介護予防事業につきましては、元気塾、おたっしゃ教室、健口教室とあわ

せて、健康推進協議会に委託しております料理教室、高齢者生活改善事業、また各

地区公民館や体育協会へ委託しております、介護予防ウォーキング事業などがござ

います。それぞれ、関係する組織、団体と連携して取り組んでおります。 

 長野県のＰＰＫ運動は、昭和54年に南信州の高森町の中高年齢者の体力健康づく

りとして、健康長寿体操が考案され、ＰＰＫのキャッチフレーズで始まり、その後

各市町村に広がったと認識しております。生活習慣病である高血圧、高コレステロ
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ール症、糖尿病、腰痛などにならないように、毎日散歩や運動をする。そして脳の

老化を防ぐため、生涯学習、趣味、仕事、旅行などをして、脳細胞を常に刺激する

と言われています。ＰＰＫ運動は、介護予防だけの一環ではなく、比較的若い時期

からの健康づくりを全面に掲げた、保健、医療、福祉の連携した取り組みが土台に

あり、介護予防運動につながっているものと思います。 

 日野町においても、保健センター事業や介護予防事業などにおいて、こうした視

点を踏まえて、各種事業に取り組んでおります。平成23年度からスタートした第５

次日野町総合計画の、健康づくりに関係する各施策に基づき、住民課、福祉課、介

護支援課、生涯学習課の４課が集まり、健康づくり関係課連絡会を立ち上げ、定期

的に協議も行っております。本年３月11日に開催した、日野町健康づくりフォーラ

ムは、大変多くの町民の皆さんの参加を得る中で、健康寿命と生活習慣病と題した

講演会をはじめ、健康推進員、おたっしゃ教室サポーター、スポーツ推進員による

パネルディスカッションや、健康づくりを日野小唄からと題した体操、町民参加の

ウォーキングなどを実施し、好評でございました。町民の皆さんの、健康づくりに

対する関心の高まりが期待できるものと考えております。このフォーラムも、健康

づくり関係課連絡会が分担して取り組みを進めてきました。今後におきましても、

町民の健康づくりと連携させた取り組みとして、介護予防事業を位置づけてまいり

たいと考えております。長野県のＰＰＫ運動をさらに研究する中で、日野町のこう

した取り組みを、さらに前進させていき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） 今の答弁によりますと、日野町においても、いろいろと介護予

防に関して取り組みをしていただいているということであります。 

 それで、単発的なイベント等を予防対策としてやっているだけでは、なかなか予

防という形での効果、結果が出てこないのではないかなというふうにも思います。

今聞いていますと、関係各課の健康づくり関係課連絡会を立ち上げて、取り組みも

検討されているということでありますが、今後さらに健康寿命を伸ばしていただく

ためにも、介護予防の事業の取り組みを前進させていただきたいというふうに思い

ます。 

 介護支援課長としてお聞きしたいのですが、介護予防の取り組みに対して、どの

ような健康づくりをして、どのようなまちづくり、介護予防を推進していきたいと

いう思い、構想を持っておられましたらお聞かせ願いたいと思います。 

 そしてもう１つは、こういったイベント、またおたっしゃ教室等の取り組みの中

で、どのくらいの方々が参加されているのかというところもお聞かせ願いたいと。

できたら、お願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 介護支援課長。 
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介護支援課長（川東昭男君） 齋藤議員さんから再質問をいただきました。 

 最初の、日野町でやっています介護予防事業の取り組みの状況でございますが、

１つは運動機能向上教室ということで、元気塾をやっております。年によって人数

はばらばらでございますけれども、23年度におきまして、これから数字を申し上げ

たいと思います。回数は46回で、参加者は延べ277人。それから口の機能、口腔機能

の教室ということで健口教室、これを３回、延べ９人。それから健康推進員に委託

しております、高齢者の食生活の生活改善ということで、これは委託でございまし

て、６回、延べ164人。それからおたっしゃ教室でございますけれども、これはおた

っしゃ教室としての実施につきましては、43回、延べ591人でございます。それから、

介護予防ウォーキングの関係でございますけれども、７団体25回になってございま

す。ウォーキングにつきましては、まず体育協会に委託しておりますガチャコンウ

ォークということが２回で81人。それから健康推進員さんが実施していただいてお

りますウォーキングが２回で150人。それから公民館では、７つあるんですけれども、

昨年度は５館で実施していただきました。いろいろな名前をつけて、ふるさと再発

見だとか、巡礼ウォーク、里山ウォーク、ふるさと街道ウォークだとか、いろいろ

工夫をしながら、進めていただいているところでございます。 

 それから、介護支援課長として介護についてどう思っているかということでござ

いますけれども、やはり先ほどご指摘いただきましたように、日野町の介護保険料

給付費が年々上がってきていると。４期ではおおむね14億でございましたけれども、

５期につきましては14億5,000万はかかるだろうというふうに給付費を見込んでお

りまして、やはり議員がご指摘のように、介護予防に力を入れなければ、この経費

がどんどん上がっていくというふうに思っております。 

 先ほど議員が指摘いただきました長野県の状況でございますけれども、長野県は

健康づくりにはかなり力を入れておられまして、健康診断の受診率が高い。病院や

診療所、施設が尐ないということで、住民の自覚が高いということ、その辺が平均

寿命が長い割には、１人当たりの老人医療費が全国で最低だというふうに言われて

いるところだと思います。日野町の取り組みにおきましても、そういったぴんぴん

ころりの運動が、おたっしゃ教室であったり、そういったウォーキングであったり

というふうに位置づけて取り組んでいるところでございますし、介護保険料につき

ましては、長野県より滋賀県の方が４期も５期も平均安いということになってござ

いますので、介護予防と介護保険料の関係は健康づくりの関係かなというふうに思

っています。第５次の総合計画の中で、いきいきとして長生きできる環境づくり、

まちぐるみの食育で健康づくり、安心できる地域医療・保健体制、それから健康や

生きがいにつながる生涯スポーツといった、こういった４点の施策に基づきまして、

これに関係する４課が集まって、３月11日に開きました健康フォーラム含めて取り
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組みをしておりますし、今年もウォーキングのコースの募集だとか、町民に参加し

やすい、そうした介護予防だとか健康づくりの取り組みに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） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 今聞いていますと、かなり回数も重ねて取り組みもしていただ

いているということであります。 

 介護支援課は、介護を支援する仕事だけでなく、介護を必要としない健康づくり

を支援することも大きな仕事であると思います。介護の要因をなくすことが介護予

防につながります。人と人とのつながりが健康や寿命に関係あると言われておりま

す。人づきあい、近所づきあいをされている方、元気で長生きできる可能性があり、

地域活動を全然されていない方に比べて、活動に参加されている人の方が、元気で

長生きできる可能性が高いということでも言われております。健康長寿のスローガ

ンを掲げ、健康づくりのシステムを構築することが介護予防につながるというふう

に思います。ぴんぴんころり運動が、今説明していただいたとおりかと思いますし、

関係各位の関係連絡会、そういったところ一丸となって、ＰＰＫ運動の取り組み推

進を検討されますことを要望いたしまして、私の質問を終わります。 

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、通告しております質問についてお尋ねをいたします。 

 この議会終了後、６月26日告示、７月１日投票で町長選挙が行われます。そこで、

今回私は、藤澤町政２期目最終議会における、次期の町の構想についての質問をい

たします。 

 ８年前、国が合併を押しつける中、議会でも合併推進派の議員が多数を占め、庁

舎の職員も合併しなければならないとの思いで仕事をされていた中、本当に合併し

て日野町がよくなるのか。大きくなることが、財政が豊かになることになるのか。

行財政の効率化といって、庁舎を減らし、職員を減らし、議員の数を減らすことは、

住民サービスの低下になるのではなどなど、この日野町が好きだという町民が、勉

強や研修を重ね、その結果、市町村合併が財政面でも地方自治の面でも地域産業の

面でも、そして何よりも、住民の暮らし、教育や地域福祉、地域交通、まちづくり

等、そのようなものが、政府が言うようなバラ色の未来を地域にもたらすものでは

ないことを確信しました。何度も署名活動、直接請求署名も３回も行い、まさに日

野町民の力で藤澤町長を誕生させ、合併せずに自律の道を歩む現在の町があります。 

 町長は就任当初から、町の行財政改革に取り組み、節約と工夫を重ね、16年と比

較して、基金は７億5,000万円から13億円に増やし、実質公債費比率などは、いずれ

も毎年減らしてきています。合併しなければ特例債が受けられず、下水道工事も中

学校の建て替えもできないと言われていたところですが、福祉施設や公共事業も、
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合併した町と比べ遜色なく、いいえ、それ以上に元気な町として、合併した市や町

から、日野町民は賢い選択をしたとうらやましがられています。このように２期８

年、町長として苦しい財政を立て直しながらの自治体運営は、決して楽ではなかっ

たと思いますが、その裏には、町職員の知恵と力の大きな強力があったからこそで

きたのではないでしょうか。 

 ３期目の挑戦にあたり、町長のまちづくり構想をお尋ねいたします。具体的には、

福祉、教育、暮らし中心にした質問になりますが、１つ目に、今回の選挙の一番の

争点かと言われております、日野中学校給食の運営方法について伺います。 

 ２つ目に、日野町も保育ニーズが低年齢化し、今年は待機児童が出たとのこと。

町の保育ニーズにこたえる、保育行政のあり方について伺います。 

 ３つ目に、日野町の子どもの医療費の無料化の拡大についてのお考えをお聞かせ

下さい。 

 ４つ目に、町の水道料金の問題です。水道料金は全国的に10立方メートル当たり

の料金は、高いところと低いところで10倍の差があり、我が日野町の水道料金は、

ご存じのようにトップクラスです。生活に１日も欠かすことのできない水道水の引

き下げについての町長の決意について伺います。 

 以上、よろしくお願いします。 

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） 池元議員から、最終議会になっての、また今後についてと、こ

ういうことでございます。 

 改めて、そうした質問をいただきますと、８年が経過しようとしているわけであ

りますが、尐し感慨深いものがあるわけでございます。 

 確かに８年前、合併問題がいろいろ議論になりましたが、私は、合併をして、果

たして自治体の財政が豊かになるのかということであります。もう１つは、合併を

して、自治体のサービスが向上するのかということであります。そしてもう１つは、

何よりも、合併をして住民の自治が前進をするのかどうか。この３点が、大変大事

な課題であるというふうに思ってまいりましたし、今もそのように思っております。

そうした議論を通じて、この町では、大変な、どうしたら町がよくなるのかという

議論が交わされたわけでありまして、どちらの立場にあった人であったとしても、

それはこの町を思う気持ちから議論が広がった、深まった。そのことが、今、今日

の日野町の町民の皆さんが、町のことを一生懸命考え行動する、そういう自治の力

が輝く町になる、大きな１つの要因になったのではないかというふうに私も思って

おります。 

 私の就任した当時、平成の大合併、さらには地方財政危機という大変な状況のも
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とでありました。中学校、こんなもんで建つのかというような話もあったわけであ

りますが、ご指摘のように、町職員も一生懸命、行政改革をはじめとした取り組み

を進める中で、いろいろな事業が前進したことは大変ありがたいことでありますし、

規模が適正な、こういう規模だからこそ、住民と役場が顔が見える関係のもとで、

信頼関係を持って、いろいろな事業が進む。これこそが真の自治なのではないかな

と、こういう気が改めてしているわけであります。 

 第５次総合計画策定にあたっても、懇話会の委員の皆さんから、役場の職員はよ

く準備をし、一生懸命町のことを考えているというようなことを言っていただいた

ことは、大変うれしいことでございました。また、福祉の職場で頑張っている職員

に対しても、そういう言葉を、障がい者の家族の皆さんなどから、あの人は変えん

といてやというような話も含めて、評価をいただいていることは大変ありがたいこ

とでありまして、顔が見える関係のもとで、役場職員が一生懸命住民の皆さんとの

協働を進める。トータルとして、まちづくりがしっかりと進められる。そういう町

をつくるこそが、この第５次総合計画の根本であるというふうに、私は思っており

ます。そうした中で、「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」という、すばらしいキャッチフレーズができました。ここには、みんなで協

力し合って町をつくっていこう。さらに、日野には、未来につなぐべき宝があるん

だという自覚があるわけでありますし、また、今は分からない宝を発見していこう

という、気概もあるというふうに思っています。そういう総合計画に基づいて、今

後のまちづくりを元気に、そして温かく進めていくことが、大変大事であるという

ふうに思っておりまして、住民の皆さんとともに、議員各位のご協力をぜひお願い

をしたいというふうに思っております。 

 そうした中で、具体的な項目についてご質問をいただいたところでございます。 

 最初、中学校の給食の運営方法でございますが、議会からも意見をいただいてお

るところでございますが、町の宝である子どもたちの食の安全の確保と食育。さら

には、学校教育の一環として、密接不可分なことでございますから、やはりしっか

りと行政の責任において取り組んでいくことが、大変大事だというふうに私は思っ

ておりまして、教育委員会でもご議論いただいておりますが、直営による実施がい

いのではないかと、大切なのではないかと、このように私も思っておるところでご

ざいます。 

 次に、保育ニーズについての質問でございますが、平成24年度保育所の入所にあ

たって希望者が急増したわけでございまして、今後そうした待機児童を出さないた

めの施策として、幼稚園における対応、さらには、こばと園の改築や保育所の定員

拡大なども含めて取り組んでまいりたいというふうに考えております。現在この町

において、１学年当たりの子どもたちの数は約200人ぐらいでずっと推移をしており
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ます。尐子化が言われる中で、一定の水準でもって子どもが生まれ育っているとい

うことは大変ありがたいことでございまして、そうした子どもたちの健やかな育ち

に、しっかりと責任を持つ施策を講じていく。そしてその中で保育ニーズにこたえ

るということは、大変大事であるというふうに認識をいたしております。 

 次に、子どもの医療費の問題でございますが、子どもの医療費助成につきまして

は、乳幼児の福祉医療費助成制度として昭和48年度にスタートさせ、以後、県の制

度とあわせて、町単独事業を実施することにより、平成21年10月からは、２期目の

公約でございましたが、就学前の乳幼児の医療費の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、償還払いを

しておるところでございます。さらに、子どもの医療費無料化の拡大につきまして

は、助成する医療費の推計がどのようになるのかどうなのか、財政の部分も分析を

しながら、どういう制度を前進させることがこの町にとっていいのかということを

一生懸命検討しながら、議論をして研究してまいりたい、このように考えておりま

す。 

 次に水道料金でございますが、水道料金につきましては、平成23年度日野町上水

道事業の決算見込みが、滋賀県企業庁の値下げもございまして、平成22年度に続き、

5,200万円程度の黒字となるところでございます。これまで５年程度を見越して、料

金の値上げということを、当時大変な中でさせていただいたわけでございます。そ

うした中で、議会のご協力も含めて、県の水道水の値下げなどもありましたことか

ら、おかげさんで、現時点で順調に水道事業が運営することができているというこ

とは大変ありがたいことでございまして、そうした中で、平成23年３月に策定をい

たしました日野町水道ビジョンがございますので、そこをにらんでみますと、私と

しては、今後料金値下げを日野町水道事業運営委員会に図り、協議をしていただく

ことが必要なのではないかと、このように思っておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） 何点か質問と要望をさせていただきます。 

 まず、給食問題につきましては、私も、直営でやってもらう、そのことが最善だ

と思っております。町の将来を担う子どもたちの成長期を、健全で豊かなものにす

るために、本当に教育の一環としてしていただくよう、充実、発展、これ以上に充

実発展させるようにやっていただきたいということをまず要望いたします。 

 保育面につきましては、こばと園の改修や増員の問題が出ましたが、そのあたり

は、具体的にご検討されている、進められているのかというところをお尋ねいたし

ます。 

 医療費無料化の問題については、小学校に上がった途端に、通院の場合は医療費

を払わなければならないんですね。特に、慢性疾患を持つ子どもたちの親御さんに
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とっては本当に大きな負担になりますし、慢性疾患でなくても、いくら払わなけれ

ばいけないのか。例えばレントゲンを撮るとか、そういう検査が入ると、何千円、

何万円にもなりますので、若い、まだまだ収入の尐ない親御さんたちにとっては、

ひやひやもんなんですね。そこら辺のことも考えていただいて、一部負担があって

も、一月1,000円でいけるとかいうようなことがあれば、安心していけるというとこ

ろもありますので、ぜひそういうところも考えていただきたいというふうにも思い

ます。全国的に見たら、子育て応援として、子どもの医療費の無料化を拡大してい

るところが増えてきています。愛知県の東郷町、ここでは入院、通院とも、18歳ま

での無料化をしています。兵庫県の相生市では、幼稚園、小学校、中学校の給食費

の無料化とともに、中３までの医療費の無料化に踏み切っています。やはり、そう

いうふうな取り組みをされるところは、若い人が、ここに住みたいと思ってこられ

るということにもなりますので、町独自の、日野町らしい、そういう医療費の無料

化の拡大、ぜひしていただきたいと思います。そこら辺の決意というのか、どうい

う拡大の仕方があるのか、幾つかあると思いますので、その点をお尋ねいたします。 

 水道料金については、以前にも、私何度も質問をしていますように、値下げを視

野に入れた、運営委員会にちゃんと諮っていくというふうに答えられて、その方向

でぜひ行っていただきたいと思いますし、本来の水道事業の目的というのは、公共

の福祉を増進するように運営されなければならないというふうに規定されています

ので、本当に生活する、生きていくことに欠かすことのできない水道料金が、生活

を脅かすような高料金と今なっているわけですね。そこをぜひ改善していただく、

そのことをお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（岡 常夫君） １点目に、保育所の関係で、こばと園の改築等につきまし

て、再質問をちょうだいいたしました。 

 日野町の町立の保育所の３園のうち、現在こばと園につきましては、耐震化が図

られておらないということで、日野町の既存建築物の耐震改修促進計画というのを

つくっておりまして、27年度末までに、これに対応をしようと。しなければならな

いということで、町の計画がございます。このことも含めまして、町として今年度

の主に低年齢児を中心とした入所希望者の増のこと、また今後の200人推計で、お生

まれになっていくということからいきますと、保育所の伸び、利用の希望の伸び等、

総合的に見ていきますと、こばと園の改築と、そして定員の拡大というのは、もう

絶対に必要やというふうな状況になってまいります。そのようなことを含めまして、

まず、こばと園の改築ならびに定員の拡大でございますが、既存の町立のあおぞら

園、さくら園なりの状況、ならびに幼稚園での預かり保育のことも含めて、町とし

て早急にこの対応を考えてまいりたいというふうに思っております。実際に来年度
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の募集が10月から始まりますので、できるだけ早い時期にこの方法をお示しさせて

もらえないとだめなのかなと思います。実際に、こばと園でも定員60人のところ72

名、わらべさんの方も100名の定員のところ120名、あおぞら園も75名の定員のとこ

ろ89名、119から120パーセントの入所の率になってございます。これを超えると、

先ほどおっしゃっていただきました待機が多く出るということになりますので、今

後200人で、ほぼお生まれになる方の推計を考えるとともに、町全体の保育ニーズな

らびに幼稚園のあり方も含めて検討をしてまいりたいと思いますので、またご支援

の方、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） 子どもの医療費無料化の拡大につきましてご質問をお受け

しました。 

 現在、日野町においては、いわゆる就学前の乳幼児について無料化をしているわ

けですが、今ご指摘にありましたように、小学校へ入った途端に医療費が要ると、

そういった不安を感じておられるということも事実なことでございます。今、全国

の状況もお聞かせいただいたわけですが、この医療費の無料化については、全県的

に県内の状況を見ましても、尐しずつ拡大してきているところで、今年度において

も、４月ないし10月から、さらに拡大していく市町の状況も聞いているところでご

ざいます。 

 これにつきましては、今もご指摘のありましたように、方法としましては、一部

所得による負担金をいただくという方法もございますし、一気に小中学生を無料化

にするんじゃなく、小学３年または小学６年と、段階的にしていくという、いろい

ろな方法が考えられるんじゃないかなと、このように思います。これについては、

いずれにしましても、先ほど町長の方から言いましたように、医療費の推計、こう

いったものを含めた財政の状況が一番の問題にもなってくるんじゃないかなと思い

ますし、そこらを十分検討を加えた中で、さらにどのような方法がよいかを検討し

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） 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、水道料金についての再質

問をいただきました。 

 お話のように、今の大変な社会情勢の中で、平成17年に水道料金の値上げをお願

いして、住民の皆様には大変な形でご協力をいただいているということは、肝に銘

じているところでございます。 

 先ほど町長答弁にございましたように、日野町水道事業運営委員会で８月から本

格的な協議をしていきたいと考えておりますので、どうかよろしくお願いいたしま

す。 
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議長（杉浦和人君） ここで、昼食のため、暫時休憩をいたします。再開は１時30分

から再開いたします。 

－休憩 １１時５２分－ 

－再開 １３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、お昼一番ということでございますが、通告書に基

づきまして、ご質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 まず１つ目は、通学の交通安全についてお尋ねいたします。午前中に齋藤議員さ

んから、交通安全の関係につきまして、それぞれご答弁していただいております。

ご答弁の内容について重複しているところにつきましては、割愛をさせていただき

たいと思います。 

 お話もありましたように、京都、亀岡市で交通事故、登校中に子どもが、多くの

方が死傷したという事故で、あのとき前後には、非常に各全国においても、いろい

ろな事故が起こっているわけでございます。日野町内にも、今日お話がありました

ように、21年６月26日から無事故で、５月末で1,070日まで無事故でございましたが、

残念ながら事故が発生したというようなことを齋藤議員が言っておられましたが、

本当に尊い命を落とすということは、これこそ我々にとっても責任かなというよう

な思いでございます。その点につきましてご質問をさせていただきます。現在、小

中学校の通学経路につきまして、それぞれ点検をしていただいて、16ヵ所の危険箇

所があるということを、ご答弁をいただいております。具体的に、その点のことを

お聞かせ願いたいと思います。 

 ２つ目につきましては、グリーンベルトの設置。これは道路幅の狭いところ、子

どもたちが安心して通学できるために、グリーンベルトが設置をされております。

しかしながら、私の桜谷の地域で、現在通学をしているところも、半川原から中之

郷の公民館のあの通りは、非常に道路幅も狭く、また朝の通学、通勤等々で車も多

くて、非常に危険な箇所の１ヵ所じゃないかなと、このように思うわけでございま

す。そういうグリーンベルトの設置について、１つお尋ねをさせていただきます。 

 それと３つ目は、教育長からもございました、この交通安全教室と一緒に、幼稚

園、小学校、中学校、それぞれの取り組みをしていただいております。その内容に

ついてお聞かせを願いたいなと、このように思うわけでございます。交通安全とい

うのは、本当に基本的なことを、とおり一遍じゃなくて、何回も何回もご指導、ア

ドバイス等々して、子どもさんはもちろんのことですけれども、保護者の方にも、

交通安全の教育については徹底をしていただかなくてはならないのかなと、このよ
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うに思うわけでございますので、その点について、ご答弁をよろしくお願いいたし

ます。 

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

 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 堀江議員から、通学の交通安全についてのご質問をいただき

ました。堀江議員さんには、いつも通学路の見守りをいただきまして、大変ありが

とうございます。 

 それでは、まず通学路についてでございますが、齋藤議員にもお答えしたところ

でございますが、毎年開催されます地区別懇談会や学級懇談会などで出される通学

路に関する意見、要望を検討しまして、より安全な通学路の見直し決定をしている

ところでございます。 

 次に、グリーンベルトの設置についてでございますが、４月の亀岡市の事故を受

けまして、全国的に通学路の危険箇所の点検と安全対策がとられているところでご

ざいます。通学路として危険な路線につきましては、町において、町道の山本地先

を含めまして、５路線についてグリーンベルトを設置しております。また県道にお

きましても、大窪、小井口、佐久良地先の２路線について設置をしていただいてい

るところでございます。 

 安全点検等につきましては、県教委より、通学路における交通安全の確保の徹底

について依頼がございまして、交通安全の観点から、危険箇所を抽出し、道路管理

者、警察、学校、保護者等と合同点検を実施しまして、グリーンベルト等の安全対

策が必要であるかの検討をしてまいりたいと考えております。 

 ３点目の交通安全教育でございますが、齋藤議員にお答えしましたように、特に

中学校におきましては、年度当初の４月に、ＤＶＤ等を活用しまして、自転車の乗

り方等も指導しているところでございます。中学生等、安全な走行ができていない

生徒がいるかもわかりませんけれども、もし見かけられましたら、また声をかけて

やっていただければというふうに思います。 

 具体的にどんなということでございますけれども、例えば、小学校の交通安全の

全体計画の中でございますけれども、月別に計画を立てまして、それぞれの月に１

年生ではどういう、２年生ではこういう内容ということで、具体的に計画を立てて

指導をしております。例えば、学年を見てみますと、交通安全の部分で、道路の歩

行と横断、交通機関の利用という項目で、目標としましては、道路の役割、きまり

や、道路におけるさまざまな危険について理解し、安全な歩行ができるようにする

ということで、内容としましては８点ございます。 

 道路のきまりと安全な歩行の仕方を確認しよう。２点目が、通学路の交通事情に

応じた安全な通学の仕方を確認しよう。３点目が、交差点の危険について知り、安
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全な行動の仕方を確認しよう。４点目が、雤や雪の日の安全な歩行の仕方を確認し

よう。５点目が、明るい服装や反射材の効果を知ろう。６点目が、安全な集団歩行

の仕方を確認しよう。７点目が、必要な配慮を考えよう。年尐者とか高齢者とか、

障がいのある方への配慮でございます。それから８点目が、公共交通機関等利用時

のマナーについて考えよう。細かいことはなかなか申し上げられませんが、きめ細

かく、発達段階に応じた交通安全教育をしているところでございます。 

議長（杉浦和人君） ４番、堀江清一郎君。 

４番（堀江清一郎君） 日野町から、こういう痛ましい事故は絶対にもう出さないと

いうことで、それぞれ交通安全の教育指導等々をしていただいております。やはり

これは一遍したからいいじゃなくて、回を重ねることによって子どもの認識度を高

める、また保護者の認識度が上がる。すべての方が交通安全の認識を一層深めるた

めには、回数を１回でも多く取り組んでいただければ、なお認識度が上がるんじゃ

ないかなと思うわけでございます。 

 それと、危険な箇所等々は16ヵ所と聞いておるんですけれども、町当局が実際そ

の場所を、学校から指摘というのか、言われているところに確認に行かれたか、ち

ょっとその点お尋ねいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育委員会教育次長。 

教育次長（久村重次君） 堀江議員さんからの、通学の交通安全についての再質問に

お答えをいたします。 

 実際、現場に行って点検をしたのかという部分でございます。例年、危険箇所と

言われる部分につきましては、ＰＴＡ、また地区の行政懇談会等で写真等もつけて

いただいております。同じ箇所が上がってきておるのが現状でございます。実際は、

直接行ってはおりませんが、写真等で十分把握ができております。そういった部分

で、毎年、ＰＴＡからの要望につきましては、建設計画課と一体的な形で対処もし

ておりますし、また県道等につきましては、県の方にというようなことで対処をし

ておる部分でございますので、その点ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） ４番、堀江清一郎君。 

４番（堀江清一郎君） 再々質問ということで、回答は結構でございます。 

 １つ、学校の方から、危険の箇所は町政に述べられてきているということであれ

ば、ぜひ改善をしてほしいという要望でございます。言われたことについては、現

地確認をしていただいて、緊急に直していかなくてはならないところは直していく

ということが一番大事かなと。行動に移す、これが一番だと思います。ぜひ、そう

いう言われたことは行動に移す。言ってます、聞いてますじゃなくて、まず自ら行

動に移していただいて、ぜひ交通安全の確保をやっていただきたい。１つお願いい

たします。交通安全のとこにつきましては、これで終わらせていただきます。 
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 続きまして、税収入につきましてご質問させていただきます。23年度の国民健康

保険の収入未済および不納欠損についてご質問させていただきます。平成22年度の

決算を見ますと、町税の未収入額が２億3,245万、不納欠損が9,877万という形でご

ざいます。つきましては、この23年度の５月末に会計を閉じられております。町税

ならびに国民健康保険の収入未済額および不納欠損はどのようになっておるか、お

尋ねいたします。それと、今後の税収見込みについてお尋ねいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 地方税につきましては、貴重な町の財源でございまして、地方

税、町税ならびに国民健康保険税につきましては、鋭意、しっかりと徴収をさせて

いただき、滞納の圧縮などに取り組んでまいらなければならないものと、このよう

に考えておりまして、そうした方向で現在取り組んでおります。 

 なお、今ご指摘ありました、23年度末における町税ならびに国民健康保険税の収

入未済額および不納欠損額については、23年度分について、税務課長から報告をさ

せていただきます。 

 また、今後の税の税収の見込みでございますが、今年の予算でお示しをさせてい

ただいているところでございますが、現時点での把握できる部分については、これ

も税務課長の方から答弁をさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 税務課長。 

税務課長（山田繁雄君） 町長の方から指示がございましたので、平成23年度の町税

ならびに国民健康保険税の収入未済額と不納欠損額につきまして、前年度の比較額

についてお答えをさせていただきます。 

 まず、町民税におけます収入未済額は、現年度分が1,315万5,880円です。滞納繰

越分が4,492万921円。合計5,807万6,801円で、前年度比較いたしまして315万5,063

円の減となっております。不納欠損額は、23年度が271万5,725円、前年度比117万

5,978円の増でございます。 

 次に、法人町民税でございます。現年度分が48万2,700円、滞納繰越分が108万6,900

円、合計156万9,600円で、前年度比36万2,700円の増となってございます。不納欠損

額は、23年度が６万円で、５万6,600円の減でございます。 

 固定資産税は、現年度分が1,900万7,272円、滞納繰越分が5,898万972円で、合計

7,798万8,244円で、前年度比332万9,425円の増となってございます。不納欠損額は、

23年度が560万8,700円で、9,153万9,904円の減でございます。 

 軽自動車税は、現年度分が105万7,500円、滞納繰越分が293万6,127円、合計399

万3,627円で、前年度比11万9,721円の減となっております。不納欠損額は、23年度

が54万8,147円で、21万2,647円の増でございます。 

 町たばこ税につきましては、滞納および不納欠損はございません。 
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 町税合計で申し上げますと、現年度分が3,370万3,352円、滞納繰越分が１億792

万4,920円、合計１億4,162万8,272円の収入未済でございます。前年度比41万7,341

円の増となってございます。不納欠損額は、23年度が893万2,572円で、前年度比9,020

万7,879円の減でございます。 

 続きまして、国民健康保険税でございます。現年度分が2,794万7,065円、滞納繰

越分が8,180万5,204円で、合計１億975万2,269円が収入未済でございまして、前年

度比346万9,632円の増となってございます。不納欠損額は、23年後が565万4,592円

で、前年度比105万5,507円の増となってございます。 

 今後の税収見込みでございますが、平成15年度以来、県地方税務協議会や県地方

税滞納整理機構を設置しまして、専門的な知識やノウハウを身につけた職員の育成

とともに、差し押さえなどによりまして、効果的な執行体制を図ってまいりました。

こうした中で、先ほど述べましたように、若干でございますが、対前年度比と比較

しまして、残念ながら増というような結果になっておるところでございますが、今

後とも、滞納の縮減に向けまして、全庁的な体制で取り組みを進めてまいりたい。

特に、関係各課との連携調整を図りながら、滞納整理におきます問題点等を整理し

ながら、法的措置などを、積極的に取り組みを行っていきたい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） ４番、堀江清一郎君。 

４番（堀江清一郎君） それでは、再質問をさせていただきます。 

 ただいま、税務課長の方から、未収入、またその欠損額、特に固定資産税の不納

欠損額が非常に多く、23年度も560万8,700円出ております。また、町税合計では893

万2,572円。非常に大きな不納欠損。これは不納欠損となれば、もう入ってこないと

いうお金でございます。我々の本当に町の運営等々になれば、この皆さん方の税金

等々で賄いをされておるお金が、未収入であれば、まだまだ回収できる可能性は考

えることがあるわけですけれども、不納欠損額になれば、もう入ってこないと。非

常にこの大きなお金が、日野町にとっての損減になってきているわけでございます。 

 その点につきまして、今、庁内全体で取り組んで、とにかくやっていくという税

務課長さんの方からお話がございました。例えば、他の市町村で、このようなこと

を取り組んで成果が出たとか、そういうお話、もしも聞いておられたらお聞かせ願

いたいと思うんですけれども。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（山田繁雄君） 堀江議員さんの方から再質問をいただきましたので、お答

えさせていただきます。 

 不納欠損につきましては、不納欠損を行う場合の前提条件として、地方税法に基

づきまして当然処理をさせていただいているというところでございます。要件等に
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つきましては、できる限り不納欠損を出さないようにということを前提にも行って

いるわけでございますが、破産、また長引く景気の動向等によりまして、このまま

いたずらに執行停止を引き延ばしても、税額を収めていただける見込みがない、ま

た差し押さえの財産等もないというような、いろいろな税務調査の中で、やむを得

ず不納欠損の処理をさせていただいているというようなところでもございます。 

 こうした中で、全国的な収納の対応というものにつきましては、日野町だけの問

題でございませんで、全国的な問題でもございます。当然、滋賀県におきましても、

非常に大きな課題ということになってございます。こうしたことから、将来的に、

各、今のあります県税事務所単位で、大きな機構として取り組みの方法を検討して

いこうということでの、今検討会議も、専門部会を設けて対応をさせていただいて

おりますので、これから３年後、５年後に向けまして、こうした大きな体制でもっ

て対応をして、滞納額の縮減が図っていけるようにという形での取り組みをさせて

いただければなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたしたいと思

います。 

議長（杉浦和人君） ４番、堀江清一郎君。 

４番（堀江清一郎君） 今、税務課長さんの方から、いろいろな形で、今後の税収に

挙げての取り組みというお話を聞かせていただきました。ぜひ、これは税務課だけ

じゃなくて、庁内全体が、このことは大きな問題であります。やっぱりみんなの責

任でございます。この庁内挙げて、このことの収納を確保するためには、どのよう

なことをしたらいいか。あるいは、またどういう方法で未然に防いでいくかと。あ

るいは、またお隣の、こういうすばらしいやり方で税収が上がったんやと、いろい

ろなことを勉強していただきまして、今後ともこの町税収納率を上げる努力に努め

ていただくようよろしくお願いをして、この問題については終わらせていただきま

す。 

 続きまして、学校給食問題につきまして。学校給食公設民営化につきまして、付

帯決議を出させてもらっているわけでございます。その付帯決議の中で、いろいろ

と議会等々、あるいはまた学校給食問題検討特別委員会で、いろいろなことを質問

させてもらっております。それ以後、執行側といたしまして、この付帯決議の内容

につきまして、どのようなことを検討して、どのようなことをやっていただいたか

ということをまずお聞かせ願いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 給食の付帯決議に対する現在の状況でございます。 

 １番目の、中学校給食の民営化に向けての業者選定に早急に着手することにつき

ましては、給食調理業務を民間委託する場合、どのような形態になるかの資料を学

校給食問題検討特別委員会において提示し、説明させていただいた経緯がございま
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す。町としましては、食材調達を含めた業務のほぼすべてを民間にゆだねなければ、

委託業務として法的に成立しないというふうに考えておりまして、町の宝でありま

す子どもたちの食の安全確保、また食育とともに、学校教育と密接不可分な関係に

ございます学校給食を町の責任として重視していることから、中学校給食開始は直

営による取り組みを進めてまいりたいと思っておりますので、ご理解をいただきま

すようにお願いいたします。 

 ２番目の食材料につきましては、教育委員会学校教育課が購入しまして、会計処

理をしております。食材の選定につきましては、現場関係者による選定会議におい

て、献立をもとに選定協議しております。主に加工品で、一括大量調達可能なもの

については、県の学校給食会の指定する業者から、米や加工の容易な生鮮品等につ

きましては、各校において地元商店等からの調達、またはＪＡグリーン近江から一

括調達しております。効率的、経済的な物資調達は必要なことでございまして、地

元商店等の理解や協力のもとで進めていきたいと考えているところでございまして、

当面、保護者、学校関係者等を含めた学校給食運営委員会、仮称でございますけれ

ども、発足し、議論を進めたいと考えております。 

 なお、市等での学校給食会につきましては、大津市のように大量発注が可能で、

スケールメリットがある大きい団体において設立され、物資発注にかかわる業務を、

会計処理を含めて独立して行われているものでございまして、中小規模の団体では

ないようであります。 

 地場産品使用率の向上に関してですけれども、現在のところ、農林課とともに、

地場産野菜等の調達ルートを持ち、活用のために尽力をいただいておりますＪＡグ

リーン近江の協力を得ながら、体制整備を含め、取り組みの具体化に向けた検討に

入っているところでございます。 

 ３番目の給食調理員につきましては、平成９年以降、退職者の補充をせず、現給

食調理場を維持する上で、必要最小限の正規職員の配置で対応しておりまして、さ

らに今年度末の退職により、安全な学校給食、食育の維持向上のためには、正規職

員の補充が必要になっております。ご理解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） ただいま、教育長の方からご答弁いただきました。 

 この地場産品の、日野町でキャベツなり大根なり、あるいは多くの野菜等々をつ

くるということについては、消費者にしろ、あるいはまたつくっている生産者にし

ろ、お互いが安心して食材をいただけるということになれば、徹底した、日野町で

そういう野菜づくりをぜひしていただきたい。毎週水曜日になると、ＪＡさんの方

で３時ごろからいろいろな野菜を、農協のところで販売をされております。それに

行きますと、非常に大根にしろキャベツにしろ、すべての野菜が、立派なものが出
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されております。この近くで、こんな立派なものができるんやな。やっぱりやった

らできるんやなというようなことを思っております。ぜひ、ＪＡさんを含めて、地

元でとれた野菜は、地元で加工して安心して食材にしていただけるということで、

一日でも早くそのようにしていただけるように、ぜひお取り組みをしていただきた

いわけでございます。 

 人件費につきましては、たびたび我々の方からお話しさせていただいております

民営化、尐しでも人件費を削減して、尐しでも安くなった分については、調理器具

とか、それぞれの分に使っていただくというのが、一番の我々の付帯決議を出した

ことでございます。その点につきましても、今後ひとつ、頭から直営で行くという

ことよりも、お互いにひざを交えて、もっともっと話を詰めていくという努力も必

要でございます。ぜひ、町民の皆さんの望んでおられる姿は、一日でも早く給食を

つくりたいという思いでございます。ぜひお話をさせていただいておることを、一

日でも早く給食ができるようお願い申し上げまして、私は終わらせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 次に、２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 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。 

 まず最初に、節電対策について伺います。福島第一原発事故後、原発への強い不

信の中、関西電力大飯原子力発電所の再稼働への動きが、安全性が暫定的なまま、

急速に進められているように思います。先月、関西電力管内で、一昨年夏比、15パ

ーセント以上のこの夏の節電目標が打ち出され、滋賀県でも、この夏の総合的な節

電対策に取り組む、夏の節電クールアクション2012の基本方針を決めて、節電目標

2010年比で15パーセント以上と定め、電力需要のピークカット対策を重点的に取り

組むことを示され、それが紙上に載っておりました。関西電力調べによりますと、

滋賀県の昨年度の分野別電力使用量の構成比は、家庭用21.66パーセント、商業用

19.61パーセント、産業用57.55パーセント、その他1.18パーセントとなっており、

この割合から見ても、家庭用の節電だけでは困難な状況となってまいります。県で

は節電の取り組みとして、本年度からは、中小企業に再生可能エネルギー導入への

支援、低炭素社会づくり活動への助成、そして、家庭向けには、太陽光発電システ

ム設置補助の拡充などが挙げられておりましたが、日野町でも、この夏の厳しい電

力需要に対応するため、今後の節電対策についてお伺いいたします。 

 １つ目は、日野町の企業や商業の方々との意見交換をされたのか。また、その中

で、要望や対応はどのようにされるのか、お伺いいたします。 

 ２点目は、県では、県庁率先の行動として、昼休み消灯、定時退庁の徹底などの

取り組みが載っておりました。町として、公共施設や行政の取り組みをお伺いいた

します。 

 ３点目は、家庭では節電努力をしていただいておりますが、やはり限界があり、
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無理をしすぎると、熱中症など危険も発生いたします。昨年も、多くの熱中症にな

られた方々がおられました。他市では、学校などは、ミストシャワーなどを入れて

おられるところも聞いておりますが、この熱中症予防に対する啓発等は行われるの

か、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、節電対策についてご質問いただきました。 

 今年の夏が乗り切れるかどうか、大変注目をされている課題であるということで

ありまして、行政としても努力をしなければ、できる努力をしなければならないも

のと、このように思っております。 

 さて、町内の企業の皆さん等との課題でございますが、企業協議会などの会議に

おきまして、いろいろ聞かせていただいておりますが、15パーセントの節電という

のは難しいという意見が出ておりました。また自家発電設備をお持ちの事業所では

活用されていますが、燃料費の増大などに苦慮しているということでもございまし

た。 

 次に、公共施設における節電対策の取り組みについてでございますが、日野町役

場が率先して、電気使用量の削減やピーク時の電力カットを重点に位置づけ、６月

から９月の間に省エネ節電対策に取り組んでおります。具体的には、冷房の28度設

定による運転、ゴーヤ栽培によるグリーンカーテンの設置、昼休み時の事務室照明

の消灯などにより節電に努めるとともに、需給逼迫時には、さらに施設の照明や空

調機等の運転調整を行い、ピークカット対策を実施することといたしております。

また各公共施設につきましても、所管課を通じて、より一層の節電対策に取り組む

よう、周知をしておるところでございます。 

 次に、３点目の熱中症予防でございますが、滋賀県において実施される熱中症予

防・しが地域声かけプロジェクトに、町としても呼応していく予定でございます。

具体的には、環境省熱中症予防情報をもとに、県から熱中症警報が発令されますと、

各市町や学校、施設などに情報が伝達され、注意喚起を図ることになります。昨年

度も、熱中症の注意喚起のチラシを作成し、高齢者向けの事業参加者や介護保険利

用者、乳幼児健診、子育てサロンなどで周知を行うとともに、有線放送などでもお

知らせをしたところであり、本年度も実施する予定でございます。また、地域での

声かけについて、関係団体などに協力をお願いし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） ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 企業との懇談をされたということで、15パーセントはかなり厳

しいということでございましたが、町に対して要望ということはなかったのでしょ
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うか。これといって、対策ということはかなり厳しいと思うんですが。それをちょ

っとお尋ねしたいと思います。 

 あと、庁舎の空調ですとか、いろいろな節電をしていただけるわけなんですが、

それは大体何パーセントぐらいこれで削減できるという見通しがありましたら、聞

かせていただきたいというふうに思います。 

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、節電に対しまして、企業等からの要望等で

ございます。 

 これにつきましては、節電そのものについて、特別に話をさせていただいたとい

うことではございません。会議等のその他の中で、皆さんから今どういうような取

り組みをしているかという意見を聞かせていただきました。今後もまた会議等もご

ざいますので、そういった部分でまた改めて聞かせていただき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） 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） 中西議員さんから、庁舎のいろいろな取り組みによって、

どれぐらい節電できるのかということでございます。一昨年、空調機の整備をやら

せていただきました。それによりますと、22年と23年を比べますと、７月では6.5

パーセントの減、８月では24.5パーセントの減、９月では30.5パーセントの減、10

月では56.9パーセントの減ということがあらわれております。今年も引き続いて、

これぐらいの節電はできるかなと、このように考え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） 節電をあおるのではなく、限りあるエネルギーを大切にしなが

ら、皆さんが安心して生活していただけるように、取り組みをよろしくお願い申し

上げます。 

 続きまして、交通安全対策について質問させていただきます。同じ質問にならな

いようにしておりますが、重なりましたらご容赦いただきたいと思います。 

 登校中の子どもたちを襲う、痛ましい交通事故が相次ぎました。日野町も、安全

確保がされていない通学路が多くあります。子どもたちを守るためには、危険箇所

の総点検をはじめ、運転者の安全意識の啓発、地域社会の協力が不可欠です。 

 日野町では、第９次日野町安全計画を立て、交通安全対策を進める上での重点を、

①高齢者および子どもの安全確保、②歩行者および自転車の安全確保、③生活に密

着した身近な道路および交差点における安全確保の３点を挙げられております。平

成22年度は、24時間死者数はゼロとなっていますが、道路交通事故の発生は、依然

として年100件前後で推移しており、悲惨な交通事故防止に向けた施策が必要と考え

ます。 
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 何点かお伺いいたします。 

 １点目は、平成22年度の本町全交通事故件数90件。そのうち、65歳以上の高齢者

の事故件数は27件の30パーセントで、高い率になっています。中学校以下の子ども

の事故件数は６件の6.7パーセント。県内他市町村の子どもの事故発生率と比較する

と、高い比率になっております。高齢者や子どもの事故発生が多い原因は何なのか。

また、対策はどのようにされるのか、お伺いいたします。 

 ２点目は、国道307号、477号の事故が多くなっております。平和堂新店舗の建設、

開店や、冬季の積雪時など、松尾、特に大谷付近は、危険箇所がさらに多くなり、

学校近くの中学生や高校生は危険度が大変増すと考えます。対策をお尋ねいたしま

す。 

 ３点目は、交通事故のない町を目指すためには、運転者の安全運転意識の向上や

マナーの向上も大切だと考えますが、運転者への啓発はどのようにされるのかお伺

いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 交通安全対策について、何点かご質問をいただきました。 

 まず最初に、事故の発生率と原因と対策でございますが、確かに統計上は子ども

や高齢者の事故が多い数字となっておりますが、一方でといいますか、土台となる

人口１万人当たりの事故発生件数は、平成23年県内で最も尐ない町ということに日

野町はなっておりまして、各地域における地道な活動がこうした結果を出していた

だいているものと感謝をしておるところでございます。 

 子どもや高齢者事故にかかわらず、交通事故は複数の要因が重なり起こるもので

ございまして、高齢者事故では、加齢に伴う身体機能の変化も１つの要因ではない

かと思われます。交通事故防止の対策としては、道路環境の整備も必要なことでご

ざいますが、交通安全教育の推進も重要なことであります。町では、高齢者による

交通安全シルバーキャラバン隊を組織し、高齢者自らが交通事故防止活動に積極的

に参画し、交通安全意識を高めていただくとともに、地域での交通立ち番をしてい

ただくなど、交通安全の啓発においても大変活躍いただいているところでございま

す。子どもたちについては、保育所、幼稚園、小学校など、それぞれの年代におい

て、継続した交通安全教育を行っているところでございます。 

 次に、平和堂の新店舗建設に伴うことでございますが、現在、滋賀県土地利用に

関する指導要綱に基づく手続が進められております。先に、事業計画に対する関係

機関の意見が付されたところですが、現在これらの意見に対して、事業者と関係機

関との間で協議が行われております。この計画は、国道307号、477号の交差点に隣

接した区域での商業施設ということで、来客等による交通量の増加がある可能性が

あります。今後、事業計画の具体化の段階において、開発許可申請により許可を受
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ける必要がありますことから、その過程において、それぞれの関係機関における確

認がされることとなります。町としましても、交通安全対策をはじめ、いろいろな

視点から計画に対してしっかりと確認を行って、対応してまいりたいと考えており

ます。 

 次に、運転者への啓発でございますが、交通安全週間を通じた啓発や交差点での

交通立ち番を継続的に実施することで、安全運転意識の高揚およびマナーの向上に

つなげてまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 運転者への啓発なんですけれども、危険箇所というところに、

危険の看板ですとか赤色灯ですとか、かなりガードレールがない部分とか、そうい

うところが目立つと思うんですけれども、もちろんセミナーとか、そういう意識の

向上は大切だと思うんですが、その危険な場所にも、そういう啓発できるようなも

のを設置するとか、警察との連携が必要だと思うんですが。道路も町内は30キロに

なっておりますが、40キロのところもありますので、また、道路に30と書いている

部分も、消えていて見にくいというところもありますので、低速で走っていただけ

るような啓発をしていただければと思うのですが、その点はいかがでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（森口雄司君） ただいま中西議員から、運転者への啓発ということで、危

険箇所への看板、さらにはそういった啓発活動をどうしていくかというご質問だっ

たと思います。これにつきましては、いろいろ種々、行政懇談会での要望等もござ

いますし、また運転者自身には、それぞれ事業所によって、安全運転管理者が設置

されて、そういったところからの指導もございます。さらには、先に言いました行

政懇談会での要望事項などを取りまとめた中で、速度制限なり、また横断歩道の設

置なり、そういった部分は、啓発なりそういった要望を取りまとめて、警察署を通

じて公安委員会の方にお願いをしていきたいと、こういうように思っておりますの

で、どうぞよろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 危険だと言いながら、やっぱり事故が起こってからでは遅いで

すので、迅速な対応をどうかよろしくお願いいたします。 

 続きまして、３点目に、公共交通についてお伺いいたします。日野町は、広大な

土地の中、ＪＲ沿線もなく、自動車が近年では主流となってきておりますが、公共

交通は、駅や学校、また病院、買物などへの交通機関として、日常生活の中で欠か

せないものでございます。特に、バス路線については、３月議会でも、髙橋議員よ

り、全集落への路線設定ができないかとの質問があり、町長は、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
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きたいとのご答弁をされました。本町では福祉乗車証制度を行っておられますが、

町営バスが入っていない集落、また近江バス路線の集落では、一度も使えないとの

声をお聞きいたします。このような不公平な状況について、どのようにお考えでし

ょうか。 

 また、本町の町営バス５台ございますが、そのうちの２台がステップつきのバス

があります。このステップが大変故障が多く、使えない状況が多々あります。この

ステップを直してほしいという声を私も大変多く伺うんですが、なかなか直せない

という状況にあると思うんですが。私もこの町営バスに乗車をいたしましたが、足

の悪い方や高齢者には、乗り、また降りるときにも危険なところがあるなというふ

うに感じました。安全性について、この対策というのか、どのように考えておられ

るのか、お聞きいたします。 

 また、定期的に実施されております乗降者動態調査の結果での問題点、それを踏

まえて改善された点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） 公共交通についてご質問をいただきました。 

 町営バスの利用者に関しましては、町が実施した動態調査結果などから見ていま

すと、現状では、前年度に比べて減尐傾向となっておりまして、具体的には、通学

に利用している児童数の減尐が主な要因でございます。一方、福祉乗車証を利用さ

れている利用者は増加傾向になっていると思っております。 

 これまでの調査結果、ならびに利用者の方や各自治会などからのご意見とご要望

などから、例えば、運行時間や回数に関すること、バス停までの距離が遠い集落の

こと、また、町営バス運行に関する費用対効果の視点など、幾つかの課題があると

認識しています。これらの問題を解消するため、引き続き動態調査を行い、利用者

の皆さんから、ニーズの把握や各自治会などからの要望など、さまざまなご意見を

お聞きする中で、町のよりよい公共交通の体系が確立できるよう、検討をしてまい

りたいと考えております。 

 次に、町営バスのステップについてでございますが、現在運行中のバス５台のう

ち、２台の車両の乗車口に、通常の乗車ステップの下から外側に張り出す形で、補

助ステップの機能がついています。しかし、現在のバス運行においては、この補助

ステップが、バス停の物理的構造による段差と干渉することにより、運行の支障と

なることがあることや、利用者が乗車される際には、足などに接触する危険性も考

えることから、補助ステップは使用をしておりません。バス運行にかかわって、利

用者の安全確保に関しては、運行を業務委託している湖国バスに対して、引き続き

安全な運行に注意するよう指導を行ってまいります。今後、バス車両の更新時期な

どにおいて、乗降時の段差が尐なくできる車両の導入の可能性等についても研究を
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していきたいと考え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） 申しわけありません。 

 乗降者動態調査での結果と問題点を、私、聞き逃したのかもわかりませんが、そ

の点についてお答えいただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（高橋正一君） 中西議員から、バスの運行に関しまして、動態調査等

の結果のことについてということで再質問いただきましたので、お答えさせていた

だきます。 

 毎年定期的に実施をしてございます動態調査によりまして、先ほど町長の方から

もお答えを申し上げましたが、人数、利用者の動向を把握するということが１つ、

それから、バス停までの距離のこと、またバスの運行に関する費用対効果の、どの

ぐらいの利用度があるか、そういうことを経年的に調査していこうと、そういうも

のでございます。 

 先ほど、町長の方も申し上げましたが、22年度に比べまして、23年度につきまし

ては、子どもたち、特に小学校の子どもさんの利用者の人数が減ったということで、

利用者数は減ってございます。それとあわせまして、一般の利用者の方、また福祉

乗車証をご利用された方は、一部増加をしてございます。合計としては利用人数が

減っていると、こういう状況でございます。今後、バスダイヤの編成なり、そうい

うことに関しまして、こういう動態調査結果をもとに、さらに皆さんにご利用して

いただきやすいような公共交通の編成に向けまして、研究をしていきたいと考えて

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） 動態調査で、人数とかそういうものの把握は、やっぱりバス会

社の方でもできるんじゃないかなというふうにも思いますので、できましたら、そ

こに乗っていて、こういうところが改善点だとか、こういうふうにバス停の位置を

変えられたというのは聞いたことがございますが、そういうような、こうして改善

していくという点の調査というものを続けていかれるのなら、していただきたいと

いうふうに感じます。 

 利用者に安心して乗車していただき、デマンドタクシーも有効に使っていただけ

ることと思いますが、本当に車に乗れなくなったらどうしようというふうに、不安

を抱えていらっしゃる声を大変よく伺いますので、公共交通の充実をさらに要望し

て終わりたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 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



2-56 

て質問を行わせていただきます。 

 12月議会では、60分間の制限時間内にどうにか４つの事項についての質問を終え

ることができましたので、３月の議会でも４つの事項について質問いたしましたが、

３つ目を終えた段階で、あと５分となってしまいました。そこで今回は１つ減らし

まして、３つの事項について質問をさせていただきます。 

 いつも申し上げておりますことでございますが、再質問や再々質問をする必要の

ない、町民が納得できるご答弁を冒頭に求めておきます。 

 第１点目の質問。預かり保育と３歳児保育の活用推進について、教育長のお考え

をお伺いいたします。 

 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。就学前の子どもたちの育ちを支えるべきであ

る。どの子にも、幼児教育や多様な保育を提供することこそが、真の子育て支援策

であると思っております。そこで、３月議会では、３歳児保育の全幼稚園での実施

を求めたところでございます。特に、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３歳児保育を強く求めました。今議会では、預かり保育と３歳児保育の活用推

進を求めるものでございます。 

 平成19年６月に学校教育法が改正され、預かり保育が法律上に位置づけられ、平

成20年３月には幼稚園教育要領が改正され、預かり保育が教育活動として適切な活

動となるよう、具体的な留意事項が示されました。今や、全国の幼稚園の８割が午

後の預かり保育を行っております。しかし、日野町では、分園を含めまして６園あ

る中、１園、率にして16.7％の実施にとどまっております。住民の思いとはかけ離

れていないでしょうか。５月１日現在、保育所に入所している園児が、西大路地区

で９名、南比都佐地区では倍の18名おられます。預かり保育を地域の幼稚園で行わ

れれば、この人数が尐なくなり、保育所にゆとりができることともなります。そこ

で、せめても、保育所未設置地域の幼稚園である西大路幼稚園と南比都佐幼稚園で

の預かり保育を強く求めるものであります。 

 次に、幼稚園への送迎は保護者の務めでありますが、大規模化した日野幼稚園で

はこの送迎に問題が生じております。自動車にての送迎、特に雤天時のお迎えの車

が道路をふさぎ、交通上の危険、騒音等々の問題が生じております。また、今年度

の日野幼稚園鎌掛分園の４歳児は０人となっております。鎌掛分園は自然豊かな地

にあり、送迎時の問題も尐ないと思えます。そこで、日野地域への一極集中を改め、

日野町内、各地域の均衡を図るため、日野幼稚園で実施されている預かり保育を、

保育所未設置地域の幼稚園である日野幼稚園鎌掛分園の実施に、箇所を変更されて

はどうかと考え、お伺いをいたします。 
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 次に、例年、幼稚園入園児申し込み受付は10月10日前後から始まります。３月議

会での西大路幼稚園と南比都佐幼稚園での３歳児保育実施についての教育長答弁は、

今後研究していきたいでありました。そこで、平成25年度の幼稚園入園児申し込み

受付開始まで、あと４ヵ月となりました。３月議会で求めました西大路幼稚園と南

比都佐幼稚園での３歳児保育実施に向けて、どのような研究をされておられるのか、

お伺いいたします。 

 以上、明快な答弁を求めます。 

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

 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 蒲生議員から、預かり保育と３歳児保育についてのご質問を

いただきました。 

 まず、西大路幼稚園と南比都佐幼稚園での預かり保育につきましては、園児数や

保護者のニーズなど、地域の実情をかんがみ実施してこなかった経緯を議員もご承

知のことと存じます。保育所につきましては、保育に欠ける子どもたちの育ちを保

障するために、全町的な保育ニーズを考慮した中で現在の配置となっておりまして、

幼稚園につきましては、就学前教育として各小学校区に配置し、その中の預かり保

育は、在園児で希望される人だけを対象に実施しているものでございまして、４・

５歳児の園児数が尐ない園での実施は難しいのではないかと存じております。 

 次に、鎌掛分園で預かり保育をしてはどうかということでございますけれども、

日野幼稚園の預かり保育事業は、４・５歳児を対象に定員30名で実施しております。

現状では定員を下回っておりまして、このまま日野幼稚園での実施を考えています。

ただ、現在、全町的な就学前教育および保育へのニーズ、ならびに適正な集団保育

の確保のための対応を検討しているところでございますので、ご理解をお願いしま

す。 

 ３つ目の西大路幼稚園と南比都佐幼稚園での３歳児保育についても、町全体の３

歳児保育が充足している状況でございまして、子ども・子育て新システムの方向を

見きわめる中で議論してはどうかと考えております。今日の新聞で、幼稚園と保育

所を一体化した総合こども園創設撤回が決められたようでございますけれども、い

ずれにしましても、日野町として、まずは子どもたちの教育・保育環境を第一に考

えまして、保護者の送迎の問題、施設の状況あるいは地域の状況等を考えまして、

町内すべての子どもたちの適切な就学前教育、保育のあり方を研究してまいりたい

と思っておりますので、ご理解のほどお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、教育長に再問を行わせていただきます。 

 今、議会の方でも論議がされておるところでございまして、国会に提案されてい
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る子ども・子育てシステムの方向性も見きわめると、こういうようなことでもござ

いましたが、６月９日付の新聞報道では、「民主、自民、公明３党の実務者による社

会保障税一体改革関連法案の修正協議が８日から始まりましたが、３党の主張が折

り合わず、合意までの道のりは険しさをうかがわせた。子育て支援の柱である保育

所と幼稚園を一体化する総合こども園の創設に関しては、自公両党では、待機児童

の解消につながらないと、反対で足並みをそろえている」と報じています。昨日の

３党協議では、民主党が折れられ、大方まとまってきましたが、私が申し上げてい

る預かり保育と３歳児保育の活用については、何も国の子育てシステム法案の成立

を待つ必要はなく、すぐに実施できることであります。先生はどう思われるのでし

ょうか。私は、保育の受け皿を日野町内すべてに行き渡らせ、学校教育法に基づく

教育を、すべての３歳児、４歳児、５歳児に保障すべきであると思っております。

すべての日野町内、全地域においてであります。 

 幼児教育をしっかりと受けた子どもは、受けなかった子より、高校を中退せず卒

業する比率や年収が高く、犯罪による逮捕率は低いという調査に基づき、ノーベル

経済学賞を受賞したアメリカの労働経済学者ヘックマン氏は、教育投資は乳幼児期

が効果的であることを示されました。ＯＥＣＤ、経済協力開発機構の調査により、

15歳の学習到達度を高めるためには幼児教育が必須というのが、今や全世界の共通

認識となっています。学習到達度を高めるには、分け隔てなく、どの地域の子にも

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

ります。就学前の子どもたちの育ちを支えるべきであります。これこそが真の子育

て支援策であると私は思っております。教育長、奥村先生、どう思われますか。お

考えをお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 再質問をいただきましたので、お答えしたいと思います。 

 幼児教育の重要性につきましては、議員ご指摘のとおり、私も大変重要であると

いうふうに考えております。さまざまな子どもたちの課題等もございますけれども、

そのことは、幼児教育をしっかりとすること、一人一人に合った適切な教育をする

ことによって、また対応をしていくことによって、子どもが安心して成長できると

いう部分がございますので、非常に大事な分野であるというふうに考えております。 

 そうした中で、先ほども、国の総合こども園とは関係ないということをおっしゃ

られましたけれども、しかしながら、担当課、担当省のいろいろな問題ですとか、

いろいろなかかわりが町の方もございまして、どのようにしていくかというのは、

いろいろな複雑な問題が絡んでいるのではないかなというふうに思っております。

ただ、先ほども申し上げましたように、日野町として、日野町の子どもたち全員、

どのように就学前教育、保育を進めていくのかということは、国がどうこうという
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ことではなくて、日野町としてどう進めていくかということはしっかりと考えてま

いりたいというふうに思っております。すべての子どもたちが健やかに成長できま

すように、教育ができますように考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 子どもへの願いは教育長も私も同じであると、こういうふうに

思います。今後も、この質問はたびたび重ねていく所存でございます。できるだけ、

言っている理解、方向性は一緒だと思いますので、全地域の子どもが同じように受

けられるような体制に持っていってくださるようにお考えいただきたいのかなと、

こういうふうに思いまして、次の質問に移らせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 大変失礼ですけれども、質問の途中ですけれども、ここで３時

まで休憩いたします。再開は３時から行います。 

－休憩 １４時４３分－ 

－再開 １４時５８分－ 

議長（杉浦和人君） それでは再開いたします。 

 休憩前に引き続きまして、蒲生君の質問を続けていただきたいと思います。 

５番（蒲生行正君） それでは、続きまして、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、行政改革について、何点か町のお考えをお伺いいたします。 

 今日まで、何回となく行財政改革が行われてきました。昭和60年10月、平成８年

７月、平成11年３月、平成18年３月と、何回も行政改革大綱を作成し、簡素で効率

的な行政システムに取り組んでこられています。このほかにも、日本の経済情勢等

により、厳しい財政状況となるたびに財政健全化対策が立てられてきました。私も

何度かこれらの策定にかかわったところでございますが、かつての対策は、どちら

かというと、内部、職員に厳しい対策が中心でありました。平成18年３月に策定さ

れた、平成17年度から平成21年度までの５ヵ年間を推進期間とする日野町行政改革

大綱、日野町行政改革実施計画（集中改革プラン）は、これまでより、より一層外

部に対して厳しい対策が盛り込まれました。今日まで、なかなか手がつけられてこ

なかった事項に対しても取り掛かられ、私は大いに評価したところでもあります。

しかし、推進期間が過ぎると、もとに戻ってしまう。このようなことでは改革とは

ならないところであります。行政改革は、エンドレスで終わりがあるものではない

ところです。 

 国では、民主党政権が平成21年度に、平成22年度予算編成のために導入された手

法、事業仕分けが一躍注目を集めたところであります。今年度も６月７日から、事

業仕分けの府省庁ごとの事業の無駄を洗い出す、府省庁版事業仕分けが始まってい

ます。県下大津市では、平成22年度から28年度までの７ヵ年を行政改革プランの期
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間と定められておられますが、前期３年間の集中改革プランが本年度で終えるため、

平成25年度からの後期４年間のプランを策定するため、５月31日に、外部から意見

を聞く行政改革推進委員会が設置されています。このように、行政改革はエンドレ

スで、終わりがあるものではないところです。 

 そこで、町の行政改革についてのお考えを町長にお伺いいたします。 

 １つ目は、平成18年３月に策定された、平成17年度から平成21年度までの５ヵ年

間を推進期間とする日野町行政改革大綱、日野町行政改革実施計画（集中改革プラ

ン）の進捗状況を、平成24年２月１日に日野町ホームページに掲載されましたが、

いささか遅きに失するのではないでしょうか、お伺いいたします。 

 ２つ目は、策定時に関係した議会になぜ報告説明をなされていないのか、お伺い

いたします。 

 ３つ目は、職員による甘い内部評価であり、有識者による外部評価をなぜ出され

なかったのか、お伺いいたします。今日、学校教育部門をはじめとするあらゆる面

で、外部評価が導入されてきています。なぜ、なされなかったのか。 

 ４つ目は、学校給食施設の統廃合の検討の進捗評価を、目標を達成したもの、ま

たは予定どおり取り組みが進んでいるものとされています。自校方式を推進されて

おり、矛盾していないのか、お伺いいたします。 

 ５つ目は、定員管理の今後の取り組みを、引き続き集中改革プラン実施計画に基

づき、計画的な職員数の抑制に取り組んでいきますとされている。その意気込みと、

具体的にどう取り組まれるのか、お伺いいたします。 

 ６つ目は、行政改革はエンドレスで、終わりがあるものではないところです。平

成22年度からの大綱、実施計画がないところですが、策定されないのか、お伺いい

たします。 

 ７つ目は、国のように、事業仕分け、提言型政策仕分けを行う考えがないのか、

お伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 行政改革について、蒲生議員から何点かにわたりご質問をいた

だいたところでございます。 

 日野町の行政改革実施計画の集中改革プランにつきましては、ご指摘のとおり、

平成17年度から21年度までの５年間を計画期間として取り組んできました。現在、

町のホームページで公表しています内容は、平成21年度末でのこの計画の最終年度

における集計状況でございます。平成22年度以降の行政改革の取り組みに関しては、

事務事業の改善や定員管理、給与管理などの項目や、平成21年度末において目標が

達成できていない項目について、平成22年度以降においても継続して取り組むこと

として、町の行政改革推進本部で決定して、取り組みを進めております。結果とし
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て、そうしたことから集計事務や公表が遅くなったものでございます。 

 ２点目の議会への報告説明に関しましては、時期的な関係もあり、報告のタイミ

ング等を勘案して、ホームページでの公表を行ったものでございます。 

 ３点目の評価についてでございますが、町では、これまでにも自律のまちづくり

行動計画、事務事業評価等の経験もございますことから、庁内の職員によって評価

を行ったところでございます。 

 ４点目の質問につきましては、後ほど、教育長から答弁をさせていただきます。 

 ５点目の集中改革プランの定員管理についてでございますが、行政需要に対応し

た組織、機構の見直し、指定管理者制度の導入、退職者の補充抑制などの取り組み

によりまして、平成17年４月１日231人であった職員数を、５年後の平成22年４月１

日には206人とし、25人、10.8パーセントの減となったところでございます。職員数

のピークであります平成８年度は248人でございましたので、42人、16.9パーセント

の減となっております。その後の取り組みにつきましては、障害者自立支援法など

の法律改正や、農地転用に関する事務の委譲などによる事務量の増加や、また、福

祉などの窓口職場における多種多様な相談の増加など、複雑かつ多様化する行政需

要に対応していく中においても、できる限り職員数を抑制し、組織力の維持向上に

努めてきました。今後、平成24年度から30年度までの７ヵ年で、53人の職員が定年

を迎えることになります。こうしたことを考慮しながら、計画的な採用を行い、適

正な定員管理に取り組んでいきたいと考えております。 

 ６点目の新たな計画策定に関してでございますが、先の第５次日野町総合計画の

策定の過程において議論をし、総合計画に記載しております「自治をかなえる町の

運営を進める」の項目の中で、財政運営や組織の運営に関して、効率的で簡素な行

政の執行に向けてしっかりと取り組んでいくことは大切であるというふうに考えて

おりまして、現時点でその項目に基づいて取り組みを進めていきたいと、このよう

に考えております。 

 次に、７点目の事業仕分けについてでございますが、行政の効率的な執行に、引

き続き積極的に取り組んでまいりたいと考えておりますが、国で実施されたような

形の事業仕分けについては、現在のところ考えていないのが現状でございます。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） ４点目の学校給食施設の統廃合のご質問についてでございま

すけれども、集中改革プランにおきましては、児童数の減尐により、学校給食施設

の統廃合、調理の拠点化等を検討することを取り組み内容としておりました。この

ことにつきましては、平成18年度におきまして、学校給食を、日野小学校での拠点

調理方式によって、西大路幼稚園および西大路小学校への集配を試行しまして、拠

点調理検討委員会で議論をいただきました。試行結果自体については、費用対効果
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の点で芳しくなく、他校での実施についても施設整備上の課題がございまして、全

地区対象に平成19年度から進めるのは不可能であるとの結果考察となりました。こ

うしたことから、給食施設整備検討委員会の提言をもとに庁内議論を進めていくこ

とが今後の取り組みとして挙げられております。 

 現在のところ、中学校給食の実施に向けて取り組んでいるところでありまして、

拠点調理についての議論は試行段階で終了したことになっております。今後、小学

校の給食施設改修を検討していく段階におきまして、児童数の推移ならびに食の安

全、食育、教育効果を見きわめながら検討していく必要があると考えております。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 今、町長ならびに教育長からご答弁をいただいたところですが、

ホームページに掲載したというところですが、皆さん、ホームページを開いて、ど

こを見て探しているのか、さっぱり私は分かりませんでした。担当課長に聞いても、

担当課長もすぐどこに載っているか分からなかった。これが現状です。これで、ホ

ームページに載せたと言われても、これはごまかしでしかありません。今の、そう

いうのではなく、当時議会で委員として杉浦議員が入っておられたと、こういうよ

うに思っておりますが、そういうのにきちっと入っておられたなら、そういう報告

を議会へするのが、普通なら通常であろうと。こういうようなホームページにおい

て、この分からないようなホームページに載せて終わっているというのはいかがな

ものかなと、こういうふうに思うところですし、また内部評価にとどめ、普通はこ

ういうものは、公に開かれてつくったものは公で評価してもらう、外部評価をする、

これが普通であろうと、こういうふうに思うところですし、また次の大綱はつくら

ないと言いますが、つくられないということですが、数値目標をきちっと持ったも

のがなければ、これはいくらどこどこに書いてあるといっても、絵にかいたものに

なってしまうと、こういうところでございます。 

 学校給食施設については、ミニセンター化というので、日野小学校と西大路幼稚

園、西大路小学校でやった。これは全くの失敗であったところでございまして、そ

のことを云々と、こういうふうなご答弁をいただくつもりで申し上げたところでは

ございません。それらを踏まえまして、また幾つか再問をさせていただきたいなと、

このように思います。 

 今申し上げました、学校給食施設の統廃合の検討をされたと。日野町立学校にお

ける給食施設整備検討委員会報告書、この報告書には、自校方式の場合には、公設

民営についても、昨今の情勢を踏まえ導入を検討すること、給食センターの場合に

は、センター化に伴い、調理および運搬について、民間活力の導入を検討すること

と記されており、自校方式の場合にも給食センターの場合にも、どちらにしても民

営を推奨されておるところでございます。日野町行政改革大綱では民間委託等の推



2-63 

進が掲げられていますが、この面からもおかしいと思うのは私だけなのでしょうか。

もう一度お伺いいたします。自校方式も推進されており、矛盾していないでしょう

か。給食担当部局の教育委員会にお伺いいたします。 

 次に、先ほど、かつての対策は、どちらかというと内部、職員に厳しい対策が中

心でありましたと申しました。時間外手当１つをとっても、休日出勤は定額、夜10

時以降の残業は禁止。残業は月20時間以内で、超えた分はカット等々であったよう

に思います。藤澤町長になられてからは、時間外手当には手がつけられていないよ

うに思うのですが、広報ひので毎年公表されている日野町人事行政の運営等の公表

を時系列的に見ますと、時間外手当の職員１人当たり平均支給年額は、平成16年度

25万4,000円、平成17年度32万円、平成18年度29万6,000円、平成19年度32万8,000

円、平成20年度28万円、平成21年度35万8,000円、平成22年度38万5,000円でありま

す。平成16年度と平成22年度を比較すると、額にして13万1,000円、率にして51.6

パーセントと、５割を超える増額となっております。藤澤町長の行政改革は、町民

に対して厳しく、職員に対して甘い改革であったことが数字上明らかになっていま

すが、このことをどう思われますか。行政改革担当課長の高橋企画振興課長にお伺

いいたします。 

 次に、これも行政改革担当課長の高橋企画振興課長に、数字的なことですのでお

伺いいたします。特別職の給与の削減。平成17年１月１日から特別職の給与を削減

しました。町長10パーセント、副町長、教育長７パーセントとありますが、この数

値が私には理解できません。町長の給与74万円の10パーセントは７万4,000円ですが、

５万6,000円、7.6パーセントしか削減されていません。また、副町長の給与61万5,000

円の７パーセントは４万3,000円ですが、３万円、4.9パーセントしか削減されてい

ません。また、教育長の給与58万5,000円の７パーセントは４万1,000円ですが、２

万7,000円、4.6パーセントしか削減されていません。私には理解不能ですので、分

かりやすくご説明をお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

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

 行政改革の中で、親子方式等を検討していくという部分がございます。給食施設

整備検討委員会報告書の中でもいただいておりますように、拠点調理も含めて検討

するということがうたわれています。その後、教育委員会におきまして、一定の方

向についてご議論をいただいておるところでございます。この中では、やはり自校

方式の部分については、自校方式を基本としてということが望ましいという結論を

していただいておる部分でございますので、これに基づき、今後、大規模改修、ま

た給食の施設整備とあわせまして、今後も庁内におきまして議論をしてまいりたい

と思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 
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議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（高橋正一君） 行政改革に関連しまして、企画振興課長ということで

ご質問を２点いただきました。 

 １点は、職員の時間外手当の経年変化ということでございました。これにつきま

しては、具体的な数字を今持ってございませんけれども、そのときどきの行政需要

の増加、それから年々増えてくる行政事務の増加、こういうものに伴いまして、時

間外が増えてきているという事実はございます。それがその計画的にこの金額にし

ていく、そこまでは今のところは考えてございませんので、そういう経過であった

ということしかないのかなというふうに思ってございます。時間外手当につきまし

ては、先ほど議員がおっしゃいましたように、月20時間を超える時間外があったと

きにつきましては、20時間以下でも当然でございますけれども、特に20時間を超え

る場合には、どういう行政事情があってどういう仕事をするのかということを、担

当課長がしっかり把握をして総務課長に報告する、こういうルールは続けていると

ころでございます。 

 それから、もう１点の特別職の給与のことでございます。これもちょっと今、私、

何年の答申ということでは持ってございませんが、当初町長が１期目就任されたと

きの報酬額といいますか、特別職の給与から10パーセントということで計算をした

額でございまして、その後、特別職の報酬審議会によりまして、条例本則の報酬自

体が下がったという事実がございまして、今の報酬額から言いますと10パーセント

になっていないものと、このように認識をしております。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 学校給食の問題については、それぞれ小学校の中においても今

後議論をしていくと、こういうところですが、この議論は内部だけで行うと、これ

はもう今日的には、そういう考え方は改めていただきたいなと思いまして、外部を

含めてやっていただきたいなと、こういうふうに思うところでございます。 

 今の高橋課長の説明、私よく理解できない。給料が下がったら、率は上がるのと

違いますか。逆になっている。ちょっと理解できないんですが。もしあったら、そ

のときいくらの給料で、こうであったと。もう尐し言ってもらえますか。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（高橋正一君） 再質問ございましたので、お答え申し上げます。 

 町長就任当時の特別職の報酬の条例がございまして、その額が、確か76万円とい

う額があったということでございます。そこから10パーセントを下げると。そうい

うことで計算をした額でございまして、その後、特別職の報酬の本則の額が下がっ

たので。 

５番（蒲生行正君） 76万円だったら７万6,000円になるはずです。５万6,000円です
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わね。 

議長（杉浦和人君） 暫時休憩します。 

－休憩 １５時２４分－ 

－再開 １５時２５分－ 

議長（杉浦和人君） 再開いたします。 

 企画振興課長。 

企画振興課長（高橋正一君） すいません。再度申し上げます。 

 町長就任当時の特別職報酬審議会の町長の報酬は、76万円ということに条例でな

ってございました。それの10パーセント削減ということで68万4,000円という額を適

用したということで、その後に特別職の報酬の条例の額が、74万円に本則が引き下

げられました。それで、その本則から10パーセントといいますと、もう尐し下がる

わけですけれども、そうじゃなくて、当初の76万円の10パーセント削減という額を

今やっていると、そういうふうにご理解いただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 今言われたことで、額的には理解ができました。 

 ただ、この書いておられるのは、平成17年１月１日から特別職の給与を削減しま

した。町長10パーセントというのを書かれています。ということは、今出しておら

れるものが間違っていると、こういう形になります。その点は分かってもらえます

ね。だから、きちっと、それならそれで改めないとだめですね。 

 先ほど、一番最初も申し上げましたように、きちっとした大綱を持って、こうい

うふうな数値目標をきちっと掲げてやってもらうと分かるんですが、今の、今後も

こういう数値目標を掲げた大綱をきちっと新たにつくっていただかなければ、頭の

いい人は分かるかしりませんが、私には理解不能ですので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 それでは、次の質問に移らせていただきます。 

 続きまして、一般質問通告書に基づきまして、３つ目の質問を行わせていただき

ます。３つ目の質問は、住宅施策について、12月議会で質問いたしました、住宅に

関しましての提言の研究状況等について、３点、町のお考えをお伺いいたします。 

 まず第１点目は、空き家管理条例制定に向けてどのような調査研究をされておら

れるのか、伺うものであります。半年前に質問をいたしましたときには、昨年11月

時点では、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

き家管理条例の制定自治体は９自治体でありました。５ヵ月後の本年４月時点では、

国土交通省による調査では、空き家条例を施行していると答えたのは22都道府県の

54自治体。所有者にかわり行政が取り壊す代執行を規定するのは、12自治体に上っ

てきております。空き家管理条例を制定される自治体は今後ますます増加すると思
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われます。いずれ制定されるのであれば、藤澤日野町長が、滋賀県下で一番最初に

制定されたという、先進自治体の誉れを得られてはどうかと思うところであります。

本年１月以降、空き家問題研究会の設置要綱を定め、建設計画課を担当課とされ、

三重県名張市への先進地視察研修を行うなど、調査研究をされておられると聞いて

おります。制定に向け鋭意取り組んでおられることに敬意を表する次第であります。

今後、いつごろまでにどのような調査研究をされ、いつごろをめどに制定をなされ

るか、お考えをお伺いいたします。 

 次に、第２点目は、条例制定までの間の、危険性のある廃家への町の行政指導と

地元区への報告のあり方を伺うものであります。昨年の質問以降、森口課長、当時

参事であった池内課長と協議し、音羽区長が住民課へ出向き、写真を添えて町から

の要請を依頼いたしました。当時の担当者は寺本さんでありました。早速１月19日

付で、２月17日までに今後どうされるのかの回答を求める通知を出していただきま

した。その写しをいただきました。寺本担当者より、２月17日を過ぎても返事がな

いとの報告をいただき協議をし、もう１ヵ月間は待つこととしました。３月20日を

過ぎ、再通知を出そうと思うので、最新の写真の提供を求められ、当方より提出し、

３月中に起案し、４月に入ったところで催告通知を出すとのことでありました。寺

本担当者は人事異動で住民課より去られることとなりました。４月３日に音羽区の

役員会があるので、催告通知を出されたか、寺本担当者にお聞きしましたところ、

もう決裁が下りているころなので、引き継ぎ者が出してくれるでしょうとのことで

ありました。音羽区の区長も交代されているので、また私は、今年度音羽区の役員

でもありますので、写しを議会事務局に預けておいてもらえれば、私から区長にお

渡ししますと申しておきました。しかし、半月たっても写しがいただけませんでし

た。森口課長に、どうなっているのか申して、ようやく写しをいただきました。こ

の写しをもらうのも非常に大変でございました。催告通知は４月10日付でありまし

た。通知１つを出すのに半月もかかっている。これはどういうことなのでしょうか。

３月議会の一般質問で、齋藤議員が、人事異動による引き継ぎ業務についてと題し

て質問をなされました。担当者の異動により、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。担当レベルでのそれぞれの引き継ぎはきちんとされて

いるのか、疑問があります。寺本担当者はきちんと起案して、あとは発送するだけ

の状態で引き継いでおられます。引き継いだ担当者が発送を怠った。ほうっておか

れたのでしょうね。３月議会で齋藤議員が注意されたことが、その直後に生かされ

ていない。情けないですね。副町長、やはり議会の反省会が必要ですね。そう思わ

れませんか。催告通知は、５月７日までに今後どうされるのかの回答を求める通知

でありました。５月19日に音羽区の役員会があるので、その前に、返事があったか

担当者に聞きに伺いました。すると、ゴールデンウイークの前に返事があったとの
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ことでありました。驚きました。前任者なら、そのことの連絡をしてくれたはずで

す。区長が出向いてお願いをされたことに対して、こちらから尋ねるまでほうって

おく。副町長は、町長の行政姿勢を、日ごろから住民の話をよく聞き、すぐに行動

される方と申されていますが、職員が逆の姿勢では、この評価も怪しいものとなっ

てしまいます。梅雤に入り、雤と高温により、管理されていない空き家を雑草が覆

ってきました。空き家管理条例の制定までの間、住民の願いに背を向ける担当者で

は、今後の廃家への町の行政指導と地元区への報告をしっかりしていただけるのか

心配でなりません。町長より、住民が安心できる回答を求めます。 

 次に、第３点目は、日野町住生活基本計画、町営住宅建設計画の策定に向けて、

どのような調査研究をされているのか、伺うものであります。私は12月議会で、日

野小学校区に次ぐ市街化区域住居系地域の面積を有しているにも関わらず、人口が

減尐しており、小学校の児童数も減尐し続けている西大路小学校区内に、子どもを

持つ世帯向けの町営住宅を建設すれば、土地利用上の基本的課題解決の一助となり

ますことから、西大路地区の市街化区域内に町営住宅の建設を求めたところであり

ます。全国的に子育て支援として、子育て世帯は経済的な負担が大きいことから、

入居に配慮が必要な世帯と考え、優先枠を設けて公営住宅への入居を優遇する、子

育て世帯優先入居制度を導入されている自治体が増加してきております。このよう

な子育て世帯優先入居制度や、過疎地域に低家賃公営住宅を建設する施策を、日野

町住生活基本計画、町営住宅建設計画の策定に向けて調査研究されておられるか、

お伺いいたします。 

 以上、３点につきまして、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） 住宅施策について、３点にわたりご質問をいただきました。 

 空き家の問題に関する調査研究につきましては、庁内各関係課による空き家問題

研究会を設置し、これまで会議を行い、また先進地視察を実施したところでござい

ます。会議の中では、各課の現状の取り組み状況についての情報共有、および条例

制定している先進地視察についての協議を行いました。 

 そうした中で、先進地視察については、今年４月から条例制定された三重県名張

市へ訪問をいたしました。名張市では、新興住宅地の雑草等の繁茂により相談、苦

情が多く、空き家の管理に関する相談等も増加傾向となり、所有者等への行政指導

の根拠として条例制定されました。条例は、市内の空き家等が放置され不良状態に

なることを防止することにより、市民の清潔で安全な生活環境の保全を目的に、約

１年間、先進地の状況等を調査研究し条例化されたものです。また、情報提供に伴

う実態調査、指導または勧告、措置命令、公表といった内容の行政代執行について

は、財産権の関係等の問題もあり難しいことから、今後の課題となっております。



2-68 

条例を制定された直後ではありますが、抑止効果が期待できる、警察から防犯パト

ロールの連携相談があったなど、意見を聞かせていただきました。こうした先進地

の状況を参考に、引き続き調査研究を行ってまいりたいと考えております。 

 県下で一番に制定をしてはどうかと、こういうご意見をいただいたわけでござい

ますが、確かに、できるならばそういう意気込みでやっていくことは大切だという

ふうに思っておりますが、現時点でいつごろここまでということにはなっておりま

せんが、引き続き調査研究を行ってまいりたいと、このように思っております。 

 次に、地元区との報告等の問題でございますが、空き家問題への相談については

住民課で対応をいたしております。今、るる地元とのやりとり等について、蒲生議

員からの経過等のご発言がございました。基本的に、おっしゃるように、住民が安

心して役場と地域がつながるということが大切なことであると認識をいたしており

まして、個別のこの点につきましては住民課長から発言をさせていただきたいと思

います。 

 次に、住宅建設計画の策定についてでございますが、住生活基本計画につきまし

ては、町民の住生活の安定確保および向上の促進に関する施策の基本的な方針、目

標、具体施策等を定め、町民の豊かな住生活の実現および魅力ある地域社会の形成

等に資することを目的とした、日野町住生活基本計画の策定を進めております。町

営住宅は低所得者などの住宅困窮者に対するセーフティーネットであり、今後は住

宅の供給戸数を増やす量的な充足から、質的な向上を重視し、バリアフリー化を進

め、環境への負荷を抑え、快適に暮らせる町営住宅の供給を図っていく必要がある

と思います。人口減尐、尐子高齢化が進む社会において、だれもが安心して将来に

わたり快適に暮らすことができるよう、町営住宅のあり方について、基本的な考え

方を定めるとともに、必要となる町営住宅管理戸数の目標数を推計することも必要

であると思っております。また、良質な町営住宅ストックの形成のため、長寿命化

に向けた維持管理やコストの縮減等に関する基本方針も策定することとしておると

ころでございます。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（森口雄司君） ２点目の質問に対しまして、町長から、具体的な経過につ

いて指示がありましたので、ご報告を申し上げます。 

 音羽の空き家の件でございますが、１月12日に音羽区長様から、当該空き家につ

いてのご相談がありました。町から所有者への連絡を依頼されましたので、同月19

日に文書を送付したところでございます。しかし、所有者から町に返事はありませ

んでした。返事がなかったことから、地元より再度通知の依頼があり、４月10日、

同様の文書内容で再通知をいたしました。４月25日に所有者から担当者に電話連絡

があり、近々に取り壊しを予定しているが、取り壊し費用の関係で時期が現在分か
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らないので、正式に決まるまで自治会には報告しないでほしいという内容でござい

ました。管理者の要望もあり、自治会に報告はしていませんでした。 

 今後も、地元と連携を十分図って問題の解決に努めてまいりますので、どうかご

理解をよろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） １点目につきましては、よろしくお願いいたしたいと思います

が、先ほど、町長答弁の中で、名張市は条例制定されたことにより、警察が防犯パ

トロール等してくれたと、こういう回答をいただいたんですが、第２点目にこれが

引き継いでくるところなんですが、第２点目の、条例制定までの間に、危険性のあ

る廃家への町の行政指導と地元区の報告のあり方にもかかわってくるんですが、ゴ

ールデンウイークの最終日、５月６日に、森口課長もご存じですが、中国残留者で

あった山川佐太郎さんが、埼玉県でお亡くなりになって、生まれ故郷の日野町でお

葬式をしたいと、こういうところでございまして、５月６日、日野町の火葬場の布

引ではできないので、水口でお願いをして、それも朝８時からお葬式を行ったとこ

ろですが、その日の朝８時からといって、朝早く起きたんですが、その日に我が家

にはどろぼうが入られまして、議員報酬ですと４ヵ月分ほど、どろぼうに持ってい

かれた。ちょうど４月末に、連休に子どもが結婚いたしましたので、そのための経

費等置いておったのが持っていかれたと、こういうところでございますが、我が家

の防犯対策が不十分であった、こういうような反省は自分自身がしなければならな

いんですが、どろぼうの侵入経路は、荒れ果てた空き家の方からであったようでご

ざいます。まさに、そういうところが現実にあるところでございまして、そういう

ことを、自分の恥を言って申しわけないんですが、管理されずに荒れ果てた空き家

は犯罪を引き起こすもとになっております。こういう点を踏まえて、きちっと対応

をしてもらう必要があるのかなと、こういうふうに思うところでございます。それ

を、先ほどの職員の形では、なかなかこれは安心はできないなと。これが現実の問

題でございます。きちっと安心できるような町の行政であってほしいなと、こうい

うふうに思うところでございます。 

 ３点目ですが、私の申し上げているのは、全国的に、子育て支援として、子育て

世代は経済的な負担が大きいことから、入居に配慮が必要な世代と考え、優先枠を

設けて公営住宅への入居を優先する、優遇する子育て世代優先入居制度を導入され

ている自治体が、全国的に増加してきております。これ、ホームページなどで調べ

てもらえば、いくらでも全国の状況が分かると思いますので、また見てほしいと思

いますが、そういう状況でございます。これらを踏まえて、この新しい今年度策定

されます日野町住生活基本計画、町営住宅建設計画の中で、こういうものを組み入

れるように調査研究をされてはどうですかと、こういうふうに申し上げているんで
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すが、その回答は、先ほど町長の回答にはなかったところでございます。その点の

回答をいただきたいと思います。また、この町営住宅の建設計画の策定にあたって

は、各層の町民の皆さんのご意見を聞く場を設けて策定されたらどうかと。また、

庁内だけでつくる、そういうようなのはやめていただきたいと思いますので、その

点のお考えをお伺いいたしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 蒲生議員さんの再質問にお答えをさせていただきたい

というふうに思います。 

 子育て支援、子育ての関係での世帯優先入居制度でございます。これにつきまし

ては、全国的な取り組みをされている市町村もありますので、その辺の研究も含め

て、今後やっていきたいというふうに考えております。 

 それと、計画の策定の中で、いろいろな住民さんの意見も含めてお聞きして、計

画を策定ということでございます。今後、これから策定の方、業者の方に委託をし

た中でやっていくというふうに考えております。その中で、担当課含めて、いろい

ろ協議をさせてもらった中で、どのような方法、アンケートなりをとるのかも含め

て検討はさせていただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 今議会の質問を終えるにあたって、副町長に１つ要望をいたし

ておきます。 

 やはり、議会の反省会は必要だと、こういうふうに思います。やはり、そういう

ようなものを今後行っていただきたいと思いますし、町長の行政姿勢は、日ごろか

ら住民の話をよく聞き行動される方、こういうふうに副町長はおっしゃっておりま

す。職員の姿勢が逆では、これではだめですので、職員を総括する副町長として、

職員の姿勢をきちっと正すように、今議会終わったら、また反省会を持って、そう

いう訓示をされたらどうかなと、こういうふうに要望いたしておきます。 

議長（杉浦和人君） 次に、６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 私も、この一般質問通告書に基づいて質問させていただきます

が、朝から、齋藤議員、堀江議員、中西議員、いろいろな方が質問をされておられ

ますので、重複することがございましたらご容赦をお願いしたいと思います。 

 これは、皆さんよくご存じのとおり、去る４月23日、京都府亀岡市で、集団登校

中の小学生らが10人死傷した事故に端を発して、全国各地で子どもたちの悲惨な交

通事故が相次いでいることはご存じのとおりであります。このことから、滋賀県は、

子ども事故の８割が登下校時に発生しているとして、先ほど答弁の中にありました

ように、県の管理道路で通学路に指定されている418キロの緊急点検を５月中に行う
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ということで、５月の緊急点検をされたと。そして、結果を待っているところだと

いうことはお聞きしました。また、５月29日には、文部科学省、国土交通省、そし

て警察庁の副大臣会議において、道路管理者の市町村や教育委員会、警察署に対し、

小学校、中学校などの通学路を合同で点検し、８月末までに危険箇所を報告するよ

うにとの要請をすることが決められましたという報道もございました。 

 これらのことから、若干重複するかもしれませんが、質問をさせていただきます。

先ほど答弁の中で、町は通学路の交通危険箇所を把握し、16ヵ所だというふうにお

聞きしました。ここに書いております国道、県道というのは、この地区は東近江土

木事務所の管内でありますが、この国道、県道と町道との16ヵ所の内訳等が分かれ

ばお願いをしたいと思います。また、この件に関しましては、確かそんなに答弁は

なかったと思うんですが、教育委員会の方が現地で調べたということではないと。

地元から上がってきたものだというふうにお聞きしましたんですが、これで漏れが

ないのかも重ねてお伺いしたいと思います。 

 それから２点目、防犯危険箇所あるいは防犯灯の設置箇所、信号機の設置等につ

いて、今の登校の児童に問題はないのか、また、そのようなことで地元からの要望

は出ているのかどうか、あるいは把握しているのかどうか、お伺いをいたします。 

 ３点目でございますが、これはなかなか尐ないと思います。小学生は、明るいう

ちに下校、登校は問題ないと思うんですが、下校中は夕方になるのは中学生かなと

思いまして、猿をはじめとする有害鳥獣が出没するような危険箇所はないのか、そ

の把握をしているのかどうか。また、そのような箇所があるということであれば、

その対策を講じているのかをお伺いいたします。 

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

す。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） 冨田議員から、通学路の安全確保等についてご質問をいただき

ました。 

 通学路の危険箇所の問題については、後ほど教育長から答弁をさせていただきた

いというふうに思います。 

 私の方から、２つ目の防犯等に係る質問にまず答弁をさせていただきたいと思い

ますが、町内の全域におきましては、各地域単位で、安全なまちづくり協議会の皆

さんが青色防犯パトロール車などで巡回をいただくなど、活動をそれぞれ展開して

いただいており、大変感謝をしております。防犯灯の設置につきましては、通学路

を重点的に、行政懇談会および各小中学校ＰＴＡからの要望にこたえて設置をして

おります。また、平成22年、23年度には、蛍光灯からＬＥＤ防犯灯へ器具交換も順

次行い、要望にこたえているところでございます。信号機の設置についても、防犯
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灯と同様に、各地区の行政懇談会や各小中学校ＰＴＡなどの団体から要望を取りま

とめ、東近江警察署に提出しているところでございますが、現在、県の交通安全予

算等の関係によって、要望どおり信号機が設置することがなかなか難しい状況でご

ざいまして、引き続き必要性を訴えて要望をしてまいりたいと、このように考えて

おります。 

 続きまして、通学路における有害鳥獣の出没に関する点でございますが、猿をは

じめとする有害鳥獣対策については、地域住民の皆さんには大変なご努力をいただ

いております。町としての猿害対策につきましては、猟友会の協力を得て、銃器駆

除を実施しておりますが、銃器による駆除は抜本的な解決にはなりません。猿は学

習能力が高いことから、特効薬的な施策は難しく、花火等による粘り強い追い払い

の必要があると考えております。また、通学路での猿による被害についてですが、

直接的な被害を受けたことはありませんが、登下校中に猿を確認したという報告は

受けております。通学路での個別の案件につきましては、その都度、教育委員会、

学校、ＰＴＡなどと連携して取り組んでまいりたいと考えております。また、追い

払い用の花火は役場農林課で配布しており、学校やＰＴＡでも活用をいただいてい

るところでございます。なお、通学路の有害鳥獣の出没危険箇所については、交通

危険箇所の把握に係る質問とともに、教育長から答弁させていただきます。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 通学路の交通危険箇所に関するご質問についてお答えしたい

と思います。 

 日ごろから、スクールガード、また子ども安全リーダー、尐年補導員、また安全

なまちづくり協議会の皆様、本当に多くの方々に見守りをいただきまして、ありが

たく思っているところでございます。 

 齋藤議員さん、堀江議員さんにもお答えしたことと重なりますけれども、亀岡市

の事故の後、それぞれの学校の通学路の危険箇所について調査をいたしたところで

ございます。16ヵ所ということで、内訳というふうなご質問でございますけれども、

今回の調査では、国道、県道、町道等の区分はしておりません。そして、現地で調

べたものではないということで、どうなのかということでございますけれども、今

調査をしている最中でございますので、またそれを集約した段階で、再度検討して

まいりたいというふうに思っております。 

 具体的に現地調査ということで申し上げますと、一昨年、桜谷小学校で、安部居

の通学路の変更の届け出がまいりました。地図で確認を私もしたんですけれども、

ちょっとどうかというふうに考えましたので、実際に私も歩いてみました。やはり

ちょっと心配な部分がございましたので、その通学路というのは、ＰＴＡのご要望、

あるいは学校等が協議して決めて報告をもらうことになっているわけなんですけれ
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ども、再度検討してもらうようにしまして、尐し変えてもらったというふうな経緯

もございます。 

 猿の件でございますけれども、昨年度、桜谷学区と南比都佐学区から、通学路に

猿が出没し、子どもたちが危害を受けないか心配しているという通報を数回受けま

した。その都度、農林課と相談しまして、猟友会に協力を求めるとともに、追い払

い用の花火を学校に配備してもらっているところでございます。今年度も、迫の児

童の下校時に猿が出て、教職員が花火で追い払ったというふうに聞いております。

また地域の方々にもご協力をいただいて、見守りをお願いしているところでござい

ます。 

 通学路には、交通事故の危険ですとか防犯上の危険、あるいは地震等の災害の危

険、また今の猿等の危険など、本当にさまざまな危険がございます。環境整備と、

それから子どもたち自身の安全教育も進めているわけでございますけれども、あわ

せて、今後とも皆様方の見回り等、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 今の教育長の答弁なんですけれども、16ヵ所という箇所数をお

っしゃっていただいて、県道がどんだけで町道がどんだけか分からない。全く分か

らない返事で、どう理解したらいいのか、全く分かりません。 

 私どもも、皆さんどの議員さんも一緒だと思いますが、行政懇談会等で区長会の

方に出席もしたりします。そうしたときに、こういうような具体的な話、あるいは

町道のどこであるのとか、あるいは県道のどこであるというようなことの把握もで

きていないようでは、説明のしようもないということです。 

 私は思うんですが、今のまちづくり安全協議会、あるいは、いろいろな老人会と

か地域の役員の方がおられますが、区長さんを通じてでも、危険箇所を洗い出せと

か、あるいはその危険箇所をこの地図に載せてくれとか、何かそういうことの調査

依頼というんですか、そういったことをされたことは多分ないでしょうし、されよ

うという気はないんですか。 

 それで、今の猿の問題につきましても、教職員に花火を渡したところで、何とも

ならないと思うんです。今、具体的に申されました、多分迫の子どもたちがちょっ

と遭遇したというのは、多分私の家の近所じゃないかと思うんです。この辺も、花

火ぐらいではどうもしようがないんで、今の農地に張っているような防護策を、何

とかそういった、本当に猿が出るというところというのはほとんど尐ないと思いま

す、町内、今の交通危険箇所に比べますと。何かそのような具体的な考えはないの

か、お聞かせをいただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 教育委員会教育次長。 

教育次長（久村重次君） 冨田議員さんからの再質問にお答えをさせていただきます。 
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 危険箇所の16ヵ所の部分でございますが、これにつきましては、文科省の方から、

緊急的な部分で県へ依頼があり、またそれが教育委員会の方へ来ました、５月１日

時点で報告をした部分でございます。各学校ごとで箇所を挙げていただいておりま

す。そこでこの部分が国道なのか県道なのか町道なのか、ちょっとそこの部分につ

いてはしておりませんが、各学区ごとで緊急的な部分で報告があったものを報告を

させていただきます。まず、日野小学校につきましては、大窪１区の河原田町地先、

這い上がり地先の幅員が狭い部分でございます。桜谷小学校につきましては、安部

居から佐久良、ここの部分については歩道がないということで、特に、常永橋のと

ころ、対向するところがない、そこが危険だということ。そして、杉、杣、川原に

ついては、道路を横断するところに歩道橋がないので危険であるという部分。そし

て、西大路小学校につきましては、これは仁本木地先の部分で、幅員が狭いという

ことから、ゴルフ場等への車が多い。そういったところで危険だというところでご

ざいます。南比都佐小学校につきましては、グリーンバイパス、上迫、下迫のとこ

ろに信号がないということ、これは以前から出ておる部分。そして、南比都佐の学

童前の交差点、信号があるけれども交通量が多く、スピードもよく出ていて危険だ

ということ。そして、下駒月の広域農道と県道のＴ字路、清田の会議所の交差点、

信号がないということ。国道307号線の別所のところ、信号がないということ、交通

量が多いというところです。曙の踏切の部分でございます。これは、鉄道と自動車

の往来がある、そういった部分で危険だということ。そして、必佐小学校でござい

ますが、小御門地先の点滅信号のところ、テクノ高槻の交差点、ここは信号機がな

いというところです。そして内池から出雲の里までの通学路、幅員が狭いというと

ころ。山本のカーブの幅員。そして、徳谷の信号機付近。そして必佐小学校前の部

分、信号機のところが危険だというようなところで、以上16ヵ所になるかと思いま

すが、緊急的な部分で、この部分が上がってきております。 

 それで、あと、先ほども議員の方からも言われておりますように、６月７日付で、

再度通学路の安全点検について各学校の方に依頼をしております。通学路の定期的

な安全点検について、どういうふうにしていったか。そして、危険箇所等について

も報告をいただくということになっております。そういった部分で、具体的な部分

を、もう尐ししたら、その部分についてはまとめていきたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたしたいと思います。 

 もう１つの猿の問題でございますが、こちらもなかなか方策がなく、行きまして

も、その時点ではもういなくなるということがございますので、すべてその通学路

の部分について、猿害の柵をするとか、そういった方法もあるかと思いますが、な

かなかそこまでするのはどうなのかなと思います。やはり、これにつきましては猟

友会の方々、また地域の方々の協力を得た中で、安全対策を今後ともしていく方法
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しかないのかなと思っておりますので、今後ともご協力のほどよろしくお願い申し

上げます。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 今、教育次長から、箇所まで言っていただいた以上は、県道で

あるのか、あるいは町道であるのか、これぐらいの把握は十分できるんじゃないか

というふうに私は思います。 

 それと、この箇所名を言われましたが、行政懇談会から上がってきたものではな

いんですね。当然、私もここで質問している以上、日野町のことは隅々まで分かっ

ているつもりではないんですが、やはり地元のことは地元の方が一番ご存じだと思

いますので、一度何らかの形で、この交通危険箇所、あるいは猿害の関係も含めて、

区長さんを通じるなりして対策を講じる、あるいは危険箇所を洗い出すというよう

なことをされたらいかがかなというふうに思っておりますし、できるだけそういう

形で今後進めていただけたらというふうに思っております。 

 それでは、２つ目の質問に入ります。 

 夏の節電対策に伴う庁舎内の残業抑制というふうに申していますが、ご存じのよ

うに、これも大飯原発を再稼働すると総理大臣は申してます。それであっても、や

はり節電は必要なんかなというふうに思われておりますし、先ほどからも15パーセ

ントの節電が必要だとかいう議論はされております。先ほど、蒲生議員の中で、行

政改革の中でも話がありましたように、今、いい機会だと思います。それでこれを

機会に、残業も月20時間ですか、これでカットがされてない、あるいはされるよう

に決まっているのかどうか。昼休みとか休み時間に消灯するのは、これは結構です

けれども、残業はかなりの時間まで電気がついているように思います。こちらの方

が節電に最も効果があるんじゃないかというふうにも思われますので、この今の原

発問題に端を発して、恐らく全部の職員が残業超過業務を行っていると思われませ

んので、それでいてあれだけの電気をともしているというのは、非常に無駄だろう

というふうに思いますので、その点について、これを機会に、残業時間のカットと

か、あるいはそういうことの啓発を職員の方に、あるいは、これを役場以外のとこ

ろの公共施設にも向けて、やっていただけるような手だてを講じていただけないか

ということ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） 時間外についての話でございますが、時間外勤務につきまして

は、公務のために臨時または緊急などの必要性に応じて、所属長が命じる中でやっ

ているところでございますが、ご指摘のように、長時間の残業は、職員の健康管理

の面からも好ましくないというふうに思っております。しかしながら、一方で、職

員の配置を、仕事が増えるけれども職員の配置がなかなかできないということの中
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で、結果として職員に残業をしてもらわなければならないという悩ましい状況もあ

ることも事実でございます。そうした中で、できるだけ残業の縮減に努めるという

ことで、毎週水曜日はノー残業デーとして定めて、速やかに退庁するよう、当日呼

びかけておるところでございます。また、深夜に及ぶ時間外は大変健康にも悪うご

ざいますので、この点についても、退庁を促すよう取り組んでおるところでござい

ます。 

 また、時間外勤務が多い職員については、その理由を総務課長に報告をしていた

だいて、どのように対応するのかということについても議論をしておるところでご

ざいます。 

 いずれにいたしましても、過度の時間外勤務は職員の健康管理上も好ましくない

ことでございますので、削減のためにできるだけ取り組んでまいりたいと、このよ

うに思っております。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 当然、皆さんもご存じのように、なかなか民間企業では、この

ような残業手当とか、あるいは手当のカット等も行われておる昨今でございます。

ひどいところは、残業があれば家に持ち帰ってやっているというような企業さんも

耳に挟みます。こういったことを、特にこの今の節電を機会に、尐しでも残業も抑

え、節電にも努めていただくようにお願いをしておきまして、質問終わります。 

議長（杉浦和人君） 次に、７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） ７番、髙橋でございます。通告書に基づきまして、２項目の質

問をさせていただきます。 

 まず１項目めでございますが、教育行政についてお伺いをさせていただきたいと

いうふうに思います。これからの社会を動かしていく子どもたちを、主権者たる立

派な大人に育てるために、地域社会全体で取り組みを行っておりますが、とりわけ

学校では、日々、直接的に子どもたちに接して、教育という重要な任務を担ってい

ただいて、ご努力をいただいていると、こういうような状況になっております。そ

の中において、教育委員会さんをはじめ、各機関から施策の変更、また新規の導入、

新しい取り組み等が出されますが、学校現場には、これらの事項を的確に着実に教

育の場につなげる責任が求められております。そのために、早期に情報なり計画を

入手して、問題、課題の整理と対応を行って、目的とする効果が十分発揮でき、児

童生徒のためになる体制を整えていかなきゃいけないと、こういう形の任務があり

ます。この点からちょっとお伺いをさせていただきたいというふうに思います。 

 １点目ですが、中学校の給食導入について今進んでいるわけでございますが、学

校との連動はどのようになっているのか。１つには、どのような計画を学校当局に

示されているのかということですね。それから、学校現場に、実施にあたっての課
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題、問題等が示されていないのかどうかということでございます。ちょっと失礼な

がら、どのような計画を示されておられるのかというようなことなんですが、当然

これはやっておられると思うんです。したがって、項目ごとにちょっと挙げますの

で、できましたら、中身だけ教えていただきたいというふうに思います。 

 １番目ですが、実施目的と、それから背景の説明はなされておりますか。２番目

ですが、いつから給食実施を行うのかという形の明示をされておりますか。３番目

ですが、施設場所とその考え方、これは示されておりますか。４番目ですが、いつ

からどのような工事を実施するのか、工程表はあるのかどうかですね。それから５

番目ですが、工事による安全対策はどこが行うのか。６番目ですが、学校行事、授

業に工事での影響はないのか。結構、工事の重機、資材等におけるスペース等が発

生すると思うんですが、そういったことが学校当局に発生するのかどうかという、

それから、騒音による授業への影響はないのかどうか、こういうのが示されている

かどうかですね。それから、これは学校当局が考えなきゃいけないんですが、案と

して教育委員会が持っているかということで、７番目ですが、厨房から教室までの

運搬ルート、配ぜん場所、昼食時間等の学校が実施すべき事項について、案は示さ

れているのかどうかですね。この７項目について、恐らく実施をされておると思う

んですが、失礼ですが、ちょっと内容についてお聞かせ願いたいというふうに思い

ます。 

 それから、その２点目ですが、現在の日野小学校をはじめ、中学校について、35

人学級の編制をされていると思うんですが、小学校は４年生までですよね。中学校

は１・２年生ですか、35人学級編制ですね。そういった形で学級編制がなされると

いうことで聞いておりますが、それについて、今実施されているところにおいての

成果、それからそれに対して課題、それから来年度25年度に対して、どういう考え

方をお持ちなのかということですね。というのは、１つはその中におきまして、課

題として、教室の確保はどうするのかということ。特に、日野小学校に関しての問

題。それから日野中学校もそうですね。されるとするならば、中学校の教室の問題

というのが浮上してくるんじゃないかなというふうに思います。それから担任教師、

教員人数、それに対する問題点はないのかどうか。このような形を考えられますの

で、これについてお聞かせ願いたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君の質問に対する教育長の答弁を求めます。 

 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 教育行政についてご質問をいただきました。 

 議員ご指摘のように、教育は法令等に基づきまして、文部科学省とか県の教育行

政基本目標等に従いまして、町独自の課題等も踏まえまして、学校現場で年間計画

等を立てまして、多くの業務を教職員が分掌し、実践努力をしているところでござ
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います。個人が分掌する業務もございますし、何人かが委員会を構成しまして行う

業務もございます。中学校には、研究推進委員会ですとか学校保健委員会等、17の

委員会を組織しておりまして、その中の１つとして、校長、教頭、主幹教諭、学年

主任、生徒指導主事、養護教諭、食育担当、担任代表等で構成する給食委員会を設

置しておりまして、随時情報の共有を図りまして、円滑な給食の実施のために協議

をしているところでございます。また、校長、教頭、主幹教諭とは随時その運営等、

必要な課題につきまして協議をしております。今後、給食の運搬、配ぜんや、後片

づけ等の問題点を整理し、課題を明確にして、体制の整備を図っていくため、給食

配ぜんワゴンの校内試走など、具体的な取り組みを進めていく段階となっておりま

す。一方、校長の方には、学校給食を通した中学校の食育推進のための具体的な計

画を進めるよう指導しております。 

 ご質問いただきました細かい点につきまして、それぞれ教育委員会の方から、今

言いました給食委員会等に話をしているところでございますが、詳しくは次長の方

から説明をさせていただきます。 

 次に、35人学級についてでございますけれども、国の制度では、全国的に小学校

１年生、また滋賀県独自の施策で小学校２・３年生、そして４から６年生で学年選

択ということと、それから中学校１年生の35人学級が実施されております。日野町

では、今年度から中学校２年生でも、町独自に35人学級を実施しております。昨年

度１年生のときに、県の措置で６学級でございました現在の２年生ですけれども、

本来５学級に減るところを、６学級のままで学級編制ができたということでござい

まして、個に応じたきめ細かな指導で落ちついた学習が継続できているというふう

に聞いております。先だっても、授業を何回か見に行っておりますけれども、落ち

ついた学習をしているところを見て、安心したところでございます。町のいろいろ

な経済的な予算等もつけていただき、ありがたく思っているところでございます。

一方、小学校の方では、町内すべての学級が35人以下の学級になっております。 

 課題としましては、中学校は教科担任制でありまして、１学級増やすには、１人

の教員の増だけでは無理でございまして、教科の授業数の増加分を、免許を持った

教員の補充が何人か必要になってまいります。その教員を確保するということが重

要になって、課題となっているところでございます。今後は、国や他市町の動向を

見ながら、さらに研究を行いまして、子どもたちにとってよい教育環境を継続して

いきたいというふうに考えております。 

 教室の確保も重要な問題でございますけれども、やはり、先ほども言いましたが、

子どもたちの最適な教育環境という点で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） 教育委員会教育次長。 
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教育次長（久村重次君） 髙橋議員さんから、教育行政についての部分で、中学校の

給食の部分での具体的な項目を挙げられましたので、その部分についてお答えをさ

せていただきます。 

 まず、実施目的、そういった部分につきましては、やはり中学校へ行った中で、

食育の現状なり、そういった事柄から、やはり全国的にもそうですが、日野町にお

きましても、中学校のみ給食が実施されていないということ、そういった部分で、

子どもたちの健やかな成長を願うために実施するというようなことで、目的等につ

きましては説明をさせていただいたところでございます。 

 それと、２点目の実施日につきましては、一応25年１月末を工事完了で、今現在

進めておるところでございます。３点目の場所につきましても、現在の校舎の西側、

ピロティーの横にするということで、以前から中学校には説明をさせていただいた

部分でございます。 

 ４点目につきましての工程表の部分でございますが、これにつきましては、具体

的入札後、業者との調整にもなろうかと思いますが、詳細の部分は業者からの工程

管理表になってくるかと思いますが、できるだけ夏休み中に、授業に影響しないよ

う行っていきたいというようなことで思っておるところでございます。 

 ５点目の安全対策につきましては、やはり工事中については、工事車両等の関係

もございますので、仮囲い等、また、といについては夏休み中に完了をしていきた

い、そういった部分で安全対策を考えていきたいと思っております。 

 ６点目の騒音につきましては、ボーリングの部分もございますが、またＲＣの部

分でございますので、一定、型枠等、また生コン車等の部分がございます。そうい

った部分については、授業に支障を来さないように、休み中、休業中等にしていく

方法、土日とかそういった部分で業者と打ち合わせをしていきたいと思っておりま

す。 

 ７点目の厨房からクラスへの搬入の部分でございますが、これにつきましては、

一定教育委員会からの運搬ルートについては、学校の方にお示しをし、何回となく

学校との協議をさせていただきました。先日、６月11日にも実際配ぜんのワゴン車

を用いて、学校に行きまして、校内を試走等もさせていただきまして、一定、学校

の理解を得たものと思っておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 今、ご説明をいただきました。 

 １つ、この工事というのは、そうしますと、夏休み中に完了するわけじゃござい

ませんよね。あの大きな工事についても、継続して行われるというふうに理解をし

ているんですが、夏休み中に終わるということは、まずこれは不可能ですよ。継続

して、１月末までの工事です。中の厨房関係の分は遅くなるでしょうけど、それに
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しても長い期間行われますよね。そうしましたときにおいて、例えば、土日につい

ても、クラブ活動、行事関係、あるんでしょう。そういったところの部分を、今か

ら学校当局は計画的にやらなきゃいけないんですよね。そういったことから、支障

が出るのかないのかということですね。この辺が、今学校当局としては組めないな

と、こう言っているんですよ、現場として。現場が理解してやらないと、反対に、

学校給食そのもの自体について、僕は意義があることだというふうに思うんですが、

そのこと自体はいいんですが、ほかのところに悪い影響が出ないかということなん

です。だから、そういった意味で非常に心配しておりまして、できるだけそういっ

た形のものについて、早い形で、学校当局におろしてやって、実際もう工事をやる

わけですから、問題あるならある。あるということを明確にして、そうしたら、対

策はどうしようという形のものに進んでいかないと、ないですよで、あったら困る

んですね。そういった形の、僕は、責任が教育委員会にあると思うんですよね。ぜ

ひ、そういった形で進めていただきたいというふうに思います。 

 それから、先ほどの35人学級編制の問題についても、日野町については先行して

やられているというようなことです。ただし、これ、言いましたように、教員の採

用とか、県の方じゃなく、独自にやらなきゃいけないですね。そうすると、これ学

校当局に任すんですか。任せてしまうんですか。教育委員会はタッチしないんです

かというような形で、施策そのもの自体はいいんですが、学校当局に全部ほうり投

げてしまう。あとは頼むよ。これじゃだめだと思うんですね。やっぱり責任ある体

制、責任ある教育委員会として、これからやっぱり体制づくりをひとつお願いした

いというふうに思います。何事も、これから起こることですので、責任感という形

を持って、体制づくりに、学校当局と協力してつくっていくという形、これだけは

ひとつお願いをしておきたいというふうに思います。 

 そういった意味で、今僕が挙げました項目について、もう一度、学校当局と理解

を深めていただきたいというふうに思います。僕、学校当局、行ってきました。か

なり僕は問題あるというふうに感じております。だから、そういった意味で、もっ

ともっとコミュニケーションをとっていただいて理解を深めていただきたいと、こ

のように思っております。 

 それでは、２項目めの方の質問に入りたいというふうに思います。有線放送の施

設廃止に伴う対応についてとお尋ねを出しております。これは３月議会でも質問が

あったというふうに思っておりますが、昭和35年11月に西桜谷地区より業務を開始

されましたグリーン近江農業協同組合の有線放送が、平成25年３月31日をもって廃

止されることが決定されておりますが、ポイントについては、施設の老朽化により

維持管理費の増大、更新には多額の投資がかかることと説明をされておりますが、

加入者も年々減尐しまして、本年５月末で3,075件と、加入率40パーセントというこ
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とも要因になっているというふうに考えております。しかし、現在使用されている

機能としての部分なんですが、主体として電話なんですけど、情報伝達機能として、

ちょっと調べをさせていただきました。 

 平成23年４月から24年３月までのこの１年間、どういった形、どこの団体関係が

どのぐらいの回数を使用されているのかという形でちょっと調べさせていただいた

んですが、役場関係、年間1,406回です。それから、ＪＡ関係が305回、警察、消防

が175回、それから国・県が128回、それから公民館が54回、青年団、女性会が27回、

学校が19回、その他とありまして、サークル、ボランティアと、ご存じのようにペ

ージングがあるんですけど、これは1,131回。合計１年間で3,245回。このような件

数が通話のほかに情報伝達として使用されているというような実績なんですよね。

先ほどの加入者の減尐等々において、維持が不可能になっているということは現実

なんですけど、ある一方の現実として、これだけの情報が流れている。ご存じのよ

うに、見るというのはなかなか意識して見ないと見ないんですが、耳で入るのはほ

うっておいたって入ってくるんですね。そういった形で、有線放送なので、ほうっ

ておいたって耳に入ってくるから、ああ、そうだ、今日は議会があるなとかいうよ

うな形のも飛び込んでくるわけですね。これについて、前回のときについても、こ

の機能に関しては考えてないというようなお考えだったんですけど、もう一度再考

する、分析されて再考する気はないのか。この重要性、これだけの回数が使われて

いることに対して、その辺のところが、もう一度分析されてはどうかな。あるいは、

分析されたのかなという形のものをお聞きしたいのが１点でございます。 

 それから２点目ですが、特に防災関係については、安全安心のまちづくりの観点

からも非常に重要なことだと考えられますが、現在設置されている防災行政無線で

の屋外拡声器の情報伝達、これですが、現実的にどうかな。一般的に言われている

のは600メーターです、無風状態で。風上だと、半減以下ですね。日野町については、

広域化になっている。非常に広い範囲ですね。そうすると、相当な数が必要だとい

うことが１つ目です。２つ目、夜間外へ出ますか。わざわざ聞きに外へ出ますか。

台風のときに使えますか。まず、さっき言った600メートルといいますと、恐らくそ

の範囲ぐらいしか聞こえないですよ。そういった形の利用状況、使用状況から見て、

今の拡声器設置だけでは非常に難しい面が出てくるんじゃないかなというふうに思

っております。そういった意味で、安全・安心なまちづくりの観点から、もう一度

見直す必要があるんじゃないかなというふうに思いますが、その原点として、どの

ような情報を発信しようとしているのかというところから入っていかなきゃいけな

いだろうというふうに思います。したがって、どのような情報を発信されるのか。

どのような手法を使って行われるのか。受け手に対して、どういう形の機種なり、

それが必要なのかどうか、この辺についてお伺いをしたいというふうに思います。 
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 それから、あわせまして、今言いましたように、はじめのその情報伝達機能、今

分析されて必要だと考えるか、必要だと考えないというところに分岐点があるわけ

なんですけど、今の安全・安心な防災関係と、もし必要だと考えるならば、それを

連動してできないかどうか。この辺の検討も考えられるんですが、それを考えない

のかどうか。この辺もお聞きしたいというふうに思います。今ちょっと調べてみま

すと、いろいろなところでいろいろな手法を使って、今防災関係含めて、コミュニ

ティー関係についても各自治体やっております。その機種も開発されております。

そういったものを含めて、これをやれということじゃないんですが、そういった形

のものについて、これから検討しようという形の姿勢があるのかどうか。それから、

それに先立ちまして、住民の声を、必要なのかどうかということを聞く必要がある

と思うんですが、そういった体制づくりをやるのかどうか、あわせてお聞きをした

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） 有線放送についてなど、ご質問をいただきました。 

 髙橋議員もご指摘のとおり、有線放送、私も好きで、勝手に鳴ってくるので楽し

んで聞いておるところでございます。しかしながら、近年加入率が減尐しておる。

あるいは、もともとこれは農家の方でありましたから、町中ではなかったというこ

とでありますので、加入率が大変尐ないということでございますので、情報提供と

しては低下をしてきているというふうに認識をいたしておりますので、４割を切る

加入率のもとで、これを役場が引き継ぐということは困難なのではないかと、この

ように認識をいたしております。 

 そして、２点目の防災対策の点でございますが、今もご指摘ありましたように、

どのような情報をどのように発信するのかという点でのご意見はまさにそのとおり

でありまして、防災上、どのような災害を想定して、どのような情報を伝える必要

があるのかどうかということであります。日野町においては、幸いといいますか、

例えば津波はないわけでありますので、じゃ、何の災害を想定して、どのように伝

える、どの時期に伝えるのか。だから、どういう対応が必要なのか、こういうこと

を、ご指摘のとおり想定した上で、日野町防災計画の見直しの中で検討をしていく

必要があるというふうに考えているわけでございますので、見直しを今現在やって

おりますので、その中で重々議論をしてまいりたいと、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） １つ、ここで述べなかったんですけど、今、年々加入件数なら

びに加入率が減っているというようなことなんですけど、１つには、ご老人世帯が

施設に入られる要素、それから若い家族のところへ行かれる要素、こういった形の

もので減尐しているのは１つですね。それから増えない理由、２つありまして、１
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つには、新たに電柱を立てて、今新興住宅、その辺に関して、そういった設備はで

きないよというようなことで、したがって、入りたくてもそういう形ができないと

いうこと。それから、この２年半ぐらいですが、有線がなくなるということは、も

う全部広報されているわけですね。したがって、今さら投資できないということで、

急激にそういった形のものが減尐してきているということなんです。したがって、

ほしいなという人も、２年半後に、そのときによって、今でしたら半年後ですけど、

そういった形で加入しないとかいうような面がございますので、必ずしも、今の出

ている数字そのもの自体が、傾向値が、この情報機能としての必要性がないという

形ではないですので、その辺はやっぱり理解していく必要があるんじゃないかなと

いうふうに思います。 

 それから、ちょっとお聞きしますが、この３点目におきましては複合機能、した

がって情報伝達機能と防災にかかわって安全・安心な機能と、この辺は検討される

のかどうか、お聞きを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。 

企画振興課長（高橋正一君） 髙橋議員から、コミュニティーに使うもの、それと防

災に使う情報ということで、それの複合的な使い方、設置の仕方、利用の方法等の

検討はということのご質問でございました。 

 日野町の町の方で行ってございます町の広報機能としましては、１つは、広報ひ

ので紙ベースのお知らせをしているということと、町のホームページでお知らせを

しているというのが２つでございます。そして、最近では１つ、ＮＨＫ総合テレビ

のデータ放送というのも活用をさせていただこうというふうに検討してございます。

それから、有線放送がなくなると、そういうこともございますが、町の方としては、

もう尐し広報できる一般行政情報を配信する手段が必要やと、そういう考えから、

現在有効かなと考えて研究してございますのは、携帯電話のメール機能を利用して

お知らせをするという機能を、研究を今しているところでございます。 

 先ほどございました防災機能の方、例えば、防災機能のお知らせをする方法が、

現在のところ、これというふうに決まってはございませんので、それと町のコミュ

ニティーのお知らせ、双方をどう組み合わせていくかというのは、防災機能の広報

の手段等の検討とあわせて、それはもし使えるものであれば、当然あわせて使って

いくということが有効でございますので、そういう研究はしていかなければならな

いものと思っております。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 私のとらえ方として、検討はしていただけるというような形で

ございますが、ただ、もう迫っております。来年３月31日をもってというようなこ

とでございますので、特に防災関係、これについては、早い形で検討が必要じゃな
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いかなというふうに思われますので、早期での検討をお願いしておきたいというふ

うに思います。 

議長（杉浦和人君） 以上で９名の諸君の質問を終わりました。その他の諸君の一般

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日に行いますので、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 １６時４６分－ 


