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第３回日野町議会定例会会議録 

 

平成２４年６月１４日（第３日） 

開会  ９時１７分 

散会 １１時５４分 

 

１．出席議員（１４名） 

 １番  村 島 茂 男   ８番  小 林  宏 

 ２番  中 西 佳 子   ９番  西 澤 正 治 

 ３番  齋 藤 光 弘  １０番  東  正 幸 

 ４番  堀 江 清 一 郎  １１番  池 元 法 子 

 ５番  蒲 生 行 正  １２番  平 山 敏 夫 

 ６番  冨 田  幸  １３番  對 中 芳 喜 

 ７番  髙 橋  渉  １４番  杉 浦 和 人 

 

２．欠席、遅刻、途中退席および早退議員 

   な  し 

 

３．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（１９名） 

 町 長  藤 澤 直 広  副 町 長  岡 村 明 雄 

 教 育 委 員 長  音 羽 覚 子  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 一般質問 

 ８番  小林  宏君 

１０番  東  正幸君 

１３番  對中 芳喜君 
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会議の概要 

－開会 ９時１７分－ 

議長（杉浦和人君） 皆さん、おはようございます。全員ご起立をお願いいたします。 

 一同礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 ただいまの出席議員は、全員であります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元へ印刷・配付のとおりであります。 

 日程第１ 一般質問を行います。 

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

 なお、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。 

 それでは、８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 通告に従い、一般質問いたします。 

 １、町並み、景観保全等の取り組みについて。 

 ①歴史ある町並みなど、町の景観を大切にし、活用する検討委員会を創設します

と、４年前、平成20年６月発表されましたが、いまだ設置されていません。なぜな

のかお尋ねします。 

 ②第５次総合計画、都市計画マスタープランでは、景観の方向性、大切さをしっ

かりと位置づけされていますが、空き家、空き地の増加等、現実にはほとんど取り

組まれていません。 

 ③古民家を持っている人の相談窓口の設置、気軽に相談できるシステムづくり等、

対策が必要と思いますが、お尋ねします。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 改めまして、おはようございます。ただいま小林議員から、町

並み、景観保全等の取り組みについてご質問をいただきました。 

 日野町は、この間も５月の日野祭に大変多くの人に訪れていただきました。また、

町中で桟敶窓アートをはじめ、ひなまつり紀行をはじめ、住民の皆さんの力でいろ

いろな催しが開催され、その都度たくさんの人が訪れていただいております。 

 あわせて、そういうイベントがなくても日野の町を訪れようということで、三々

五々、歩いておられる方も見受けるわけであります。そして、そうした方が来られ

ますと、日野の町はきれいですねというふうに言っていただきまして、大変うれし

く思っております。地域に住んでおられる方の美意識と言いますか、景観を大切に

する、そういう思いが、ここへ訪れる人の心をとらえているのではないかなという

ふうに思います。 
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 しかしながら、一方で、この町の町並みを維持していくということは、なかなか

個人の財産でありますことから、大変であることも事実であるというふうに思って

おります。この間、観光協会のまちかど感応館が整備をされ、町の中の一大拠点に

なりました。そして、商工会のご努力によりまして、風流郷亭が開設をされました。

そしてまた、むべの木の館も開設をいただいたわけであります。こういう住民団体

の力もお借りしながら、そしてまさに、そこに住んでいる皆さんの力で維持をして

いただいているというふうに思っております。 

 しかしながら、この間、山中邸のギャラリー仁正寺藩がクローズされたというこ

とでございまして、どうしてもやはり日野祭を中心として、綿向神社からの旧のこ

の風情のあるたたずまいを何とか維持していく、よくしていく、これは本当に大事

な課題であると、このように私も考えているところでございます。 

 そうした中で、こういう景観の活用につきましては、第５次総合計画、さらには

都市計画マスタープランの策定という一大事業がございましたことから、そうした

中でも並行して目的や方向性を検討してまいりました。尐し時間がかかっておるわ

けでございますが、検討委員会の創設につきましては、日野まちなみ保全会や桟敶

窓アートの会など、各種団体の皆さん、さらにはそこに住む人たち、まさに景観を

日々守っていただいている、維持していただいている人たちなどとの協働の中で、

町並み、景観保全の推進に向けて、検討委員会の創設を含めて考えていきたいなと、

このように思っております。 

 また、第５次総合計画において目標を掲げ、都市計画マスタープランでは、その

現状と課題をもとに、取り組みの方向性も策定したところでございます。今後の課

題としては、良好な市街地の景観形成に向けた町並み保存活動や、緑化活動の推進

などの取り組みをさらに進める必要があると考えております。また、歴史資産に対

する住民意識を高めるとともに、日野まちなみ保全会などの活動団体と連携を図る

ことによって、歴史的町並みの景観保全に努めることが必要と考えております。そ

うした中で、空き家情報登録制度の取り組みを含めて、空き家、空き地の活用方法

の検討にも取り組んでいくこととしたいと、このように考えております。 

 次に、古民家を持っている人の相談窓口等の設置でございますが、古民家という

のは、一般的には伝統的な日本建築による建物を指すようでございますが、これら

は適正に管理がされれば、百年以上の耐久性があると言われております。町並み、

景観保全の観点からも、空き家のまま放置されずに、有効活用されることが望まし

いと考えております。 

 町では、平成21年５月に、空き家の有効活用と定住促進による地域の活性化を目

指して、空き家情報登録制度を創設し、空き家所有者と空き家の利用を希望される

方の橋渡しをしております。いわゆる古民家に限った制度ではございませんが、空



3-5 

き家の利用を希望される方に貸したい、あるいは売りたいとお考えの場合は、この

制度を利用していただくことも方法の一つであると考えます。町の広報やホームペ

ージで制度の周知を図っているところでございますが、ぜひご活用をいただければ

と、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） ただいま町長の方からは、町並みを保存すること、守っていく

ことが大切なことである、それと、まちなみ保全会等とも協働して、何としても景

観保持に向けて努力をしていくという答弁をいただきました。 

 それと、検討委員会の創設を考えていると、それの時期ですね。いつごろか、そ

れが明言できましたらお願いしたいと思います。 

 それと、おこがましいですが、検討委員会設置には官民一体となった組織づくり

が必要であると思います。また、でき上がった案に対しまして、一般住民にどのよ

うに理解していただき、取り組んでいくか。一般の住民の協力がないと、なかなか

成功はおぼつかないというふうに考えます。 

 また、民家改造に対しましても、町から一定の補助金制度を創設するとか、改造

には地元建築組合に依頼すると。現状では宅建業者のなすがままで、この先20年、

30年先のことを考えると、日野町はゴーストタウンとなってしまうのではないかと

危惧しています。 

 また、都会にも田舎暮らしを希望される方が多くおられると思います。インター

ネット、広報を通じて努力しているということでございますが、そういう方に対し

てもっと幅広く広報活動を発揮して、特典を与えるとかいうことも考えていただい

て、条件としては、町に住む以上は町づくりに協力してもらえると、そういうこと

も考えていただけたらと思います。 

 また、検討委員会を創設して取り組まれたら、すぐに目に見えるものではないと

思います。ただ、おくれればおくれるほど町の大切な財産がなくなっていき、取り

返しが困難となると思います。そのためにも、できるだけ早く息の長い取り組みを

始め、進めていく必要があると考えます。 

 そこで、現段階で町として、すぐに取り組みを進められることはどのようなこと

だと思い、考えておられるのか、お聞かせいただければお願いします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） このままいけば、日野町がゴーストタウンになるのではないか

というご心配もいただいております。そのようにならないように、町を挙げて住民

の皆さんとともにこの町をよくしていく、そういう決意で私も頑張りたいと、この

ように思っております。 

 また、田舎暮らしの希望もあるだろうということでございます。そのとおりであ
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りまして、この間、日野町へ都会の方から移住されてきていただいている方は、何

人もおられます。そして、こちらへ変わってきていただいた方が、地域で活躍をさ

れているという事例も尐なくないわけであります。そういう意味では、私達のこの

町は決してへんぴな田舎ではなくて、豊かな自然と伝統と歴史にはぐくまれた、す

ばらしい地域なのだ、こういう誇りを、もう一度ここに住む者こそが再確認する必

要があるのではないかと私は思っています。 

 そうした中で、空き家登録制度などを今取り組んでおるわけでありますが、実態

はなかなか出し手がないと。祭りのときは帰ってくるから、まだ仏さんが置いてあ

るから、何か処分しようと思ったら整理しないといけないから、こういうようなこ

とも含めて、なかなか出し手がないと。逆に、空き家を取得したい、借りたいとい

う、受け手の方は希望が多いと、このように思っておりますが、そういう意味では、

おっしゃるように広報活動を強めて、何としても有効活用するような、そういう仕

組みをつくっていくことが大事であるというふうに、私も思っております。 

 そして検討委員会について、官民一体の組織で、一般住民の理解が必要だという

ことでございますが、おっしゃるとおりでございまして、これはやっぱりすべての

町並みは、それぞれの個人の皆さんの財産でございまして、役場行政が一方的に、

直接指示できるものではありません。一定の制限をかけるとするならば、よほどの

議論をした上で、住民合意のもとでなければできないわけでございますので、小林

議員ご指摘のとおり、住民の皆さんの理解が何よりも大事であって、それを前提に

進めるための議論は、当然役場、各種団体だけではなくて、地域の皆さんの声が反

映されるような中ですることでなければ、絵にかいたもちになるのではないかと、

私はそのように、おっしゃるとおりであるというふうに思っております。 

 そういうような中で、いろいろな議論を通じて、町並み保存に対する具体的な施

策についてもコンセンサスが得られてくれば、具体的な施策、補助なども含めて議

論が広がっていくのではないかなと、このように私は思っています。そういう意味

では、できるだけ早く、そして息の長い取り組みをというご指摘はまさにそのとお

りであるというふうに思っております。 

 この間、会津若松からも市長などお見えになっておりますが、会津若松も町並み

保存に大変な努力をしているというお話でございました。いろいろな努力をされて

いるところも改めて勉強をし、それも役場行政だけでなくて、住民の皆さんと一緒

に勉強する中で、できるだけ早く検討委員会の立ち上げをしていく準備をしたいな

というふうに思っております。 

 具体的な細部にわたりましては、建設計画課なり企画振興課なりから補充の答弁

をさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 
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建設計画課長（岸村義文君） 小林議員さんからの再質問にお答えをさせていただき

ます。 

 今、検討委員会設置の時期についても、町長の方からお話があったとおりでござ

います。その中で、マスタープランも今回作成いたしました。それの中でも、目的

や方向性の検討をしてきたところでもございますので、そういう中で、今後できる

だけ早い時期にという考えも持っております。 

 そして、官民一体という話でございます。当然まちなみ保全会や桟敶窓アート等

のいろいろな団体があります。そういう団体も含めて、行政とともに取り組みはや

っていく必要があるかというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 そして、すぐに取り組めること等でございますが、現在のところは、空き家情報

登録制度等がございます。そういう面での取り組みが一番重要かなというふうにも

思っております。 

 そういう中で、今後、時期も含めて具体的な取り組みができるようにというふう

に思っておりますので、地域の皆さんも含めて、いろいろご協力、ご理解をいただ

きたいと思っております。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（高橋正一君） 小林議員さんから、空き家対策につきまして広報を積

極的に進めることが大切だということ、また、そのようなものに特典を与えるよう

な制度も将来的には考えていくことが必要だ、そんなご質問をいただきました。 

 空き家の情報登録制度の現況についてご報告を申し上げます。空き家の登録制度

につきましては、先ほど町長申し上げましたように、21年からやってございますが、

現在までに11家族さんがこの制度を使っていただいて、借りていただいた、または

買っていただいたという実績になってございます。 

 現在、５月末時点では、いわゆる空き物件、貸したい、売りたいという物件は、

今ホームページに上げてございますのは、４つの建物、４件でございます。現在登

録申請の相談中ということで、今、調査をしておるものが３件ございまして、それ

が登録されれば７件ということになるかなと思っております。 

 それから、借りたい、買いたいというご希望の方でございますが、これにつきま

しては、５月末現在で89名の方が登録をいただいてございまして、内訳は、町内の

方が28人さん、それから町外の方が25名さん、それから滋賀県外の方が36名さんと

いうことで、登録をしていただいているところでございます。 

 特典とおっしゃいましたが、そういう制度につきましても、今後必要があれば研

究をしていかなければならないと思っております。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 
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８番（小林 宏君） 今、答弁で、借りたい人が89件あると。21年から借りていただ

いている、また買っていただいている家族が11家族と。この数値の大きな開きは、

どういうところに原因があると思われますか。 

 それと、県外でお勤めになっておられ、こっちの実家に祖母なり親がおられて、

その方が高齢で亡くなられた。でも県外で仕事をしているので、こちらへ帰ってこ

ないで空き家になっていると、そういうことが気軽に相談できる窓口ですね。例え

ば、電話などの窓口を１本引いて、そういう方の要望にこたえる。そういうことは

考えてはいただけませんか。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（高橋正一君） 小林議員さんの再質問にお答えさせていただきます。 

 １つは、先ほど申し上げました11という家族の実績と、借りたい、買いたいとい

う希望者89名の開きということでございます。11家族さんにつきましては、この空

き家登録制度を使っていただいて、日野町の方に移住といいますか、お住みをいた

だいたという数でございます。基本的になぜかといいますと、原因の大きなものは、

貸したい、売りたいという物件が数が尐ないということで、こういう現状になって

いるものと思われます。 

 それから、相談窓口ということでございます。町の方ではこの登録をするにあた

りまして、そこの家の間取りとか現状とかいうものを調査させていただいて、写真

等もホームページの方で公開させてもらっていることもございまして、現状のとこ

ろは最初のご相談は電話でございますが、１度役場の方にお越しをいただいて、ど

ういう状況でということをしっかりお話を伺わせていただいて、こちらの方が現地

に調査に行かせていただいて、登録をさせていただくという形にしておりますので、

１度は役場の方にご来庁いただくという形に、貸し手さんの方につきましてはさせ

てもらっているところでございます。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 要望しておきます。 

 先ほど、町長答弁からも、町並み保存、空き家対策、そういうことに強い決意を

持っているという、力強い言葉をいただきました。できるだけ早く検討委員会を創

設していただいて、何回も使って恐縮ですが、ゴーストタウンという形にならない

ように鋭意努力をお願いしたいと思います。 

 ２、学校給食について。 

 ①あらかじめ提出いただいた資料によると、平成22年度生鮮食料品使用量一覧表

では、５年間で年間３万5,740.3キログラム、うち地場産が3,411.6キログラム、率

で約9.54パーセントと、地産地消の推進にはほど遠く、寂しい数値であります。時

間を要するということで、提出資料も22年度のみでありました。地産地消の拡大に
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真剣に取り組む意欲、覚悟、使命感を持っているのか、甚だ疑問に思います。また、

生産、供給体制の構築に向けた取り組みがなされているのかも疑問視します。 

 そして、学校給食地場産物使用調査結果、県教育委員会スポーツ健康課資料でも、

日野町は低い数値であります。しかし平成22年度は、平成19年度から23年度の調査

の中では高い数値となっております。 

 ②学校給食の負担の徴収方法等については、具体的に定めがないと言われており

ますが、小学校の給食費徴収実務について。 

 ③①と同じく、あらかじめ資料を提出いただいております。それによりますと、

平成22年度未納額44万7,500円。内訳は、22年度分31万1,000円、過年度分13万6,500

円。平成23年度未納額61万4,500円。同じく内訳は、23年度分28万6,000円、過年度

分32万8,500円であります。件数に対する資料提供はありませんでした。 

 学校給食費の徴収状況の調査の結果について、文部科学省が平成24年４月、報道

発表しました。その中で、１、未納の主な原因についての学校の認識、２、未納者

に対する対応方策、３、効果のあった未納者に対する対応方策、４、未納の場合の

対応者、５、特定の者の負担とならないような配慮の有無、６、特定の者の負担と

ならないような配慮の方法。以上に関する町の取り組み。 

 また、学校給食が適切に実施されるためには、保護者の方々に適切に負担してい

ただくことが不可欠ですとしています。 

 ④大津市の市長は、５月９日の定例記者会見で、給食について業務委託の配食サ

ービスを、幾つかの学校で来年度から導入する考えを示されました。あわせて、経

費的なものも配慮したと言われております。また守山市は、中学校スクールランチ

を５月21日よりスタートされました。近江八幡市は、市立の全園・全校で、2013年

度から完全給食実施。調理場も、大半の小学校で現在行っている自校方式を順次廃

止し、給食センターで一括して行うセンター方式に変えられます。これにより、市

は人件費など、年１億円の経費節減を見込んでおられます。３市の給食の取り組み

姿勢、給食方針について。 

 ⑤３月議会でも取り上げましたが、その後の中学校側との協議、話し合いの進捗

状況。 

 また、昨日の髙橋議員の質問に、次長は「学校とは何回となく話し合い、協議を

している」と答弁されましたが、このことについても返す内容について。 

 ⑥給食費徴収方法について。 

 ⑦本町の学校給食衛生管理マニュアルのほかに、どのようなマニュアル、基準に

沿った運営を行っておられますか。 

 また、文部科学省告示第64号学校給食衛生管理基準を事前にいただいております。

このことについても。 
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 ⑧幼稚園６園の、給食配ぜん方法、衛生管理について。 

 ⑨小学校５校の給食施設の改修の目安が、桜谷小学校施設・設備整備は平成22年、

日野小学校は施設が29年、設備が24年、南比都佐小学校は施設が31年、設備が26年、

西大路小学校は施設が32年、設備が27年、必佐小学校は施設が33年、設備が29年と、

大変厳しい状況であります。老朽化をどのようにとらまえておられますか。 

 ⑩音羽教育委員長には、公私何かとご多用のところを大変ご足労をおかけいたし

まして、まことに恐縮に存じます。本日はありがとうございます。よろしくお願い

いたします。 

 私ども議会は、今日まで真剣な議論を重ねてまいりました。中学校給食問題の内

容につきましては、既にご承知いただいていると思います。 

 私があえて教育委員長にお尋ねしたかったのは、物の道理であります。教育では

道理や道徳を教えるのは当然であり、大切なことであります。学校教育の中で、例

えば、ホームルームなどで大事なことを決める場合、生徒全体で意見を交わし、そ

して一定の意見が出たときは、民主主義のルールにのっとって多数決で決めている

と思いますが、これがもし学級委員長が、自分の思い、考えを押し通そうとしたら

どうなるでしょうか。何らかの問題が生じることは間違いないと思います。 

 私が申し上げたいのは、物の道理が通らなくなったら、教育の観点から見ても理

不尽な話になるということです。教育委員長も先刻ご承知のとおり、議員は住民か

ら選挙で選ばれた住民代表で、住民の声を代弁する者の集まりで、合議体でありま

す。いろいろな議論を重ねながら、一定の方向を見出していくのが議会であります。

先日、教育委員さんとの話し合いで、委員さんから「教育には費用のことは考えな

くてもいい」というお話がありました。仮にこのことは理解しても、方式の決め方

は、多数の人に理解、信任の得られるように決めるのが順当、妥当かと思います。 

 町長は平成16年９月議会において、「町民の納得ずくで決めるという姿勢は、町政

の基本であると考えている」と述べています。今回の直営方式の決め方について、

問題がないとは言えません。大事なことを決めるときは皆でと何度も言ってこられ

ましたが、甚だ矛盾しています。町は独自のアンケート調査を実施する時間は十分

にありましたが、そのことにも着手しませんでした。一方、民間のローカル紙が意

識調査を実施され、圧倒的に民営化の支持が多かったと思います。 

 町長は直営方式を打ち出しておりますが、私は民意を酌み取り、反映させている

とは決して思っていません。このような姿勢、決め方に、教育観点からどのように

思われますか。 

 以上、①から⑩までお尋ねいたします。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君の質問に対する教育長ならびに教育委員長の

答弁を求めます。教育長。 
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教育長（奥村 薫君） 小林議員から、学校給食について質問をいただきました。 

 まず１点目でございますけれども、学校給食における地産地消の実績につきまし

ては、重量ベースで平成22年度に集計しておりまして、年間35トン程度のうち、町

内産野菜は9.5パーセントとなっております。平成23年度につきましては、ただいま

集計中でございます。地場産物使用の品目数ベースでは、毎年６月と11月の各１週

間に使用した牛乳、肉などを含む県内産の品目数を調査しておりまして、平成19年

度で9.6パーセントと9.7パーセント、平成23年度で8.6パーセントと14.5パーセント

になっております。時期的に町内で調達できる品目の種類が限られておりまして、

伸び悩んでおります。 

 地産地消の取り組みとしましては、生産農家のネットワークを持つＪＡグリーン

近江を中心に調達に努め、地域の農家のボランティアによる協力を得るなどしてお

りますが、必要な時に必要な量を調達するためには、商品としての生産品目数と、

その生産者数のすそ野を広げていくとともに、地元商店の協力を求めていく必要が

ございます。このため、必要な品目の量、時期等を見える形にするなど、農林課と

ともに必要な方策の研究を進めているところでございます。 

 次に２点目の、小学校の給食費徴収につきましては、口座振替を主としておりま

すが、一部現金の取り扱いもございます。 

 ３点目の学校給食費の未納につきましては、議員ご指摘のように、平成22年度で

累計44万7,500円、うち現年度分31万1,000円、平成23年度で累計61万4,500円、うち

現年度分28万6,000円となっております。平成23年度においては、平成22年度の未納

分のうち11万9,000円を完納できまして、引き続き収納督促に努めております。 

 学校の方では、未納があった場合は担任を通じまして、文書でまず保護者に通知

をしております。それでも収納できなかった場合は、管理職が改めて何回か文書を

発行するなど、あるいは電話をするとか、そしてまた家庭訪問をさせていただくと

か、できるだけ収納できるように努めておりますが、なかなか困難な場合もあると

いうことをご理解いただきたいというふうに思っております。 

 ４点目の、大津市、守山市における中学校のスクールランチにつきましては、弁

当の持参が困難な生徒への支援のためのものとして、業者配食を基本にされておら

れるようでございます。 

 大津市におきましては、16校、約9,300人を対象として、約１割が弁当を持参され

ていないとのことで、小中学校でアンケートを実施し、方向を定められ、当面はモ

デル校方式で取り組まれるとのことです。 

 守山市では５月21日から実施しておられ、４校、約2,500人を対象に、地場産品の

活用を図り、１食500円で１週間前に学校に予約し、学校教育課が取りまとめて市内

業者に発注し、市が弁当を配送されています。３週間で合計30人弱の利用となって
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いるとのことでございました。 

 近江八幡市につきましては、平成25年度から全園・全校で給食をセンター方式に

より完全に実施する方針で、自校方式を順次廃止し、センター方式に変えられると

のことです。 

 各市、それぞれの状況をもとに判断され、取り組まれている状況でございます。 

 次に、中学校との協議につきましては順次取り組んでおりますが、新学期に入っ

てからは管理職と主幹教諭との協議を実施しまして、配ぜんワゴンの配送方法を検

討している段階で、今後さらにさまざまな問題整理、課題の明確化、体制の整備を、

中学校とも協議しながら進めてまいります。 

 次に、中学校の給食費の徴収方法につきましては、現在の中学校での諸費用の徴

収方法を加味しながら、具体的な検討をしているところでございます。 

 次に、学校給食の調理につきましては、学校給食法に基づく学校給食衛生管理基

準に基づき行うもので、衛生管理＆調理技術マニュアルや洗浄消毒マニュアルなど

を活用し、運営しているところでございます。 

 ８点目の幼稚園給食の配ぜん、衛生管理につきましては、学校給食と同様に考え、

対応しております。各幼稚園から、用務員が清潔にした公用車により集配を行って

おりまして、配ぜんは教諭が行っております。 

 調理は集配時間に合わせて運搬時間の短縮に努め、公用車には専用のトレーを敶

き、消毒し、クラスごとに分けた給食を外気と遮断して積み込んでおります。 

 用務員は、給食調理員と同様に定期的に検便を行い、配送後の給食につきまして

は、園長等が園児の食事30分前に検食するなど、衛生管理に努めているところでご

ざいます。 

 ９点目の小学校の給食施設につきましては、桜谷小学校が今年で27年目となり、

日野、南比都佐、西大路、必佐の順にほぼ６年かけて建築してきた経緯から、順次

改修等の検討をしていく必要がございます。 

 今後の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

てまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 教育委員長。 

教育委員長（音羽覚子君） まずはじめに、今議会に招集を受けながら定時に出席で

きず、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くおわび申し上げます。 

 まず、お尋ねのことにつきましては、４月に開催されました学校給食問題検討特

別委員会においてもお答えさせていただいたところで、重複することもあるかと思

いますが、よろしくお願いいたします。 

 さて、学校給食につきましては、子どもたちに食を提供するということだけでな

く、家庭の食事と同じように、子どもたちにとっては自分たちの身近なところ、自
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分たちのためにだれがつくっていて下さるかということが目に見えるというのは、

すごく大事なことだと考えております。 

 民間委託でも、あいさつとか、子どもたちのふれあいをしているという事例は聞

きますが、民間委託ですと常に競争にさらされ、コスト削減を迫られます。そうい

った意味では、定められた時間内に定められた給食を効率よく調理することが、最

大限達成しないといけないことであり、人の移動も激しく、子どもたちとのふれあ

いや教職員とのかかわりが日常的にあるものではなく、二の次になり、できない場

合の方が多いのではないかという心配があります。調理する場所が違うだけで、お

弁当を買ってきて配ぜんしているのと変わらなくなるのではないでしょうか。 

 そうならば直営で行い、調理員のだれだれさんという位置づけでいて下さる方が、

子どもたちにとってもいいのではないかなというふうに考えております。民間委託

を一切否定するというのではなくて、教育の場にいる子どもたちにとって、その方

がいいのではないかという考えです。コストはできるだけ工夫して削減すべきだと

思いますし、それは当然のことだと思っています。 

 これは給食費負担とは別の問題ですが、町の宝である子どもたちにとって、一番

よい方法を行政の責任でやっていただきたいのです。家計でも、どこにお金をかけ

るかはその家庭ごとの価値判断によります。日野町では、子どもたちのところに大

切な財源を使わせていただく、いわば町の未来への投資ということになります。 

 子どもたちによくして下さるような熟練の調理員さんにいて下さることは、民間

であってもそれ相当の給料を支払うということが必要になってきます。どこかで人

の雇い方を変えるか、低い人件費の人と組み合わせない限り、コスト削減というこ

とはできません。直営は、ある程度身分を安定させながら、経験年数を積んで、し

っかりとした業務を学校教育の一環として、教職員と一緒になって取り組める、安

心した体制ができると思います。 

 以上のようなことから、中学校給食は民間委託よりも直営の方が望ましいのでは

ないかと考えております。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 答弁漏れがあったかと思いますが。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（久村重次君） 小林議員さんからの答弁漏れということで、まず、給食の

未納の関係の件数の部分でございます。 

 平成23年度の部分では、過年度分として８名、22年度分として23人、トータルで

28人でございます。これにつきましては、重複されている方がおられます。平成24

年度、現在の時点では、過年度分が８人、平成22年度分で11人、平成23年度分で14

人でございます。 
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 また、中学校との協議の回数でございますが、23年11月以降、設計予算の承認を

いただいた後の部分でございますが、学校へ出向きまして、学校の方でも給食検討

委員会を立ち上げていただいております。その中では、４回の委員会に出席をし、

学校との協議をさせていただきました。そのほか、学校と教育委員会、また栄養教

諭との学校視察ということで、１回寄せていただいております。そのほか、教育委

員会事務局等におきまして、校長と数回の給食にかかわります協議を行ったところ

でございます。 

議長（杉浦和人君） 教育委員長、答弁のすり合せがうまくいかなかったのだと思う

んですが、質問の趣旨は、決め方について教育観点からどういうふうに思われます

かという質問だと思うんですが。 

 暫時休憩します。 

－休憩 １０時０７分－ 

－再開 １０時０８分－ 

議長（杉浦和人君） 再開いたします。 

 教育委員長。 

教育委員長（音羽覚子君） 失礼いたします。 

 決め方ということですけれども、ただいま私は教育委員会の教育委員長という立

場ではありますが、教育委員会自体が合議制でありますので、全部で教育長をまぜ

まして５人の教育委員がおりまして、５人の話し合いの中でいろいろな意見を出し

まして、その中で何かを決めるということではなくて、私は教育委員というのは、

例えばこの給食問題についてですと、子どもたちにとってどんなことがいいのかな

ということを考えて、それを意見として言います。それを行政の立場では教育長が

発言をしていただき、それを子どもにとってどのように、その意見を受けてどのよ

うにしていったらいいかというのをしていただくのは、議員の皆さんというか行政

の立場ですので、教育委員会の中で１つ決めるとか、そういうことではないと考え

ております。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 答弁漏れがあったと思うんですが、３市の取り組み姿勢、給食

方針について、奥村教育長。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） それぞれの各市、状況が異なるということでございまして、

規模そして学校の数とかいろいろな状況が、本当に市とか町によって違う状況でご

ざいます。そういった中で、それぞれの状況の判断のもとに取り組まれているとい

うふうに理解しております。 

議長（杉浦和人君） 小林 宏君。 
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８番（小林 宏君） もう１つ漏れていると思います。未納の主な原因、それから６

番の部分、当町ではどういう形になっているのか。この答弁がありません。 

議長（杉浦和人君） 教育委員会、教育次長。 

 暫時休憩します。 

－休憩 １０時１１分－ 

－再開 １０時１２分－ 

議長（杉浦和人君） それでは再開いたします。 

教育次長（久村重次君） 小林議員さんからの答弁漏れの部分で、未納の調査の状況

の部分でございますが、今現在持っておりませんので、後日小林議員さんにお答え

をさせていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 地産地消の拡大に向けて、細かい説明はありましたけど、本当

に生産供給体制を構築する意思があるのかどうか。教育委員会だけでは無理だと思

います。やっぱり農林課、それと生産者、ＪＡなど、官民挙げて組織づくり、体制

づくり、供給、生産づくり、これが大切だと思います。ここらについてどういうお

考えを持っておられるのか。 

 それと、中学校の給食ですね、徴収体制はどういう形にされるのか。それも答弁

なかったと思います。 

 それと昨日、髙橋議員が８項目にわたって中学校の給食について質問されました。

それを除いて、ちょっと内容で、次長の答弁がなかったので言います。中学校の衛

生面です。それと、配送、配ぜんはどういう形をとられるのか。給食時間をいかに

確保されるか。授業時間との絡みもあります。それと、部活動への影響はどうか。

また、異物混入、そういったことに対する注意喚起、これも大切だと思います。そ

れと、先生の校務負担増もそのようになると思います。それをいかに軽減して給食

を実施していくか、これも大切なことだと思います。それらについて、お考えを、

また学校側との話の内容をお聞かせ下さい。 

 それと、さっき６園への配ぜん、配送ですね、万全を期しているということでご

ざいますが、時間的に大丈夫か。それと、ちり、ほこり、それで今申しました異物

混入、そういった面は大丈夫なのか。こういう配送、配ぜんを、最寄りの管轄の保

健所には届けておられるのかどうか。 

 それと、音羽委員長には大変明晰な答弁をいただきました。ただ、２点だけ再質

問をさせていただきます。 

 お話の中に、これは民間バッシングと受け取られるような内容の発言があったと

思います。そこら、どういうようにお考えか。 

 それと、民営にすることによって経費は下がります。そういう経費は、もうしよ
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うがないとお考えなのか。血税を使わせていただくわけです。そういった住民への

思いも考えていただいて、そこら、もう一度ご答弁いただければありがたいです。 

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） 小林議員さんからの再質問にお答えをさせていただきます。 

 まず地産地消の問題でございますが、議員もご指摘のとおり、日野町ではなかな

か野菜農家さん等がおられなく、そういった現状がございますので、農林課ととも

に今現在、昨年あたりからも検討はしておるわけでございますが、やはり生産農家

さんが尐ない、大規模でされておられるところがないというようなことで、なかな

か地産地消の推進が難しいということがございます。 

 これについては、ＪＡグリーン近江さんで一定の各農家さんの集配も含めた形で、

学校給食への食材調達という形をしていきたいと思ってはおりますが、なかなか進

まない状況でございます。やはり、生産農家さんを増やしていただくような方策が

まず大切ではないのかなと思っておりますので、今後とも農林課、またＪＡグリー

ン近江さん等と早急に進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

します。 

 中学校の給食費の徴収方法につきましては、先ほどもお答えいたしましたように、

現在の中学校での諸費用の徴収方法を加味しながら行っていきたいと思います。し

かしながら、新たな業務は負担となりますので、そういった部分は十分調整をしな

がら、学校とも話し合いを行いながら進めていきたいと思っております。 

 続いて、昨日の髙橋議員さんの質問にも関連する部分で、給食の配送方法、そう

いった部分、また給食時間の調整、また校時により、給食による部活の短縮、異物

の混入、その他もろもろの、やはり給食を実施する部分で、いろいろな形で問題が

生じてくるかと思います。そういった部分におきましても、中学校との協議を進め

ていって、一つ一つ解決をしているところでございます。 

 先日も運搬につきましてはお答えをいたしておりますとおり、実際のワゴン車を

持ってきまして、授業への影響がないのか、そういった部分でも検証もさせていた

だいておりますので、そういった形で今後も調整をしていきたいと思います。先生

の負担をできるだけ尐ない方法で考えていきたいと思っております。 

 それと、幼稚園の配送の部分につきましては、保健所につきましては調理施設の

立入調査も行っております。その立入調査の中で、幼稚園への運搬についても説明

をいたしている部分でございますので、保健所もご存じの部分でございます。しか

しながら、やはり衛生面等につきましては今後とも十分な検討を行っていきたいと

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） 教育委員長。 

教育委員長（音羽覚子君） 失礼します。 
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 すいません、民間委託に対するバッシングというのはどの点だったんでしょう。

人の異動も激しくと言わせていただいた、その辺のことなんでしょうか。 

８番（小林 宏君） それと、作り手のぬくもりが伝わらないとか。 

教育委員長（音羽覚子君） 目に見えるとか見えないということですか。 

８番（小林 宏君） はい。 

教育委員長（音羽覚子君） 同じことになりますけれども、決して否定するわけでは

ありません、最初に申していますけれども。どうしても委託となりますと、効率よ

くということが中心に、業務の中でなってくると思います。直営となりますと、や

っぱり子どもたちとのかかわりは多くなってまいりますので、決してバッシングし

たわけではなくて、望ましいと考えているというだけのことです。 

 もう１つ、コストのことですね。単純に額面だけ見ますと、民間委託の方がコス

トは低く抑えられるということですけれども、でも、できるだけ子どもにはやっぱ

りコストをかけていただきたいというのが、私も１人の親ですので、親としての思

いですので、だからコストを考えないというのではなくて、コストだけを考えるの

ではなくて、多尐コストのかかることもあると、子育てにお金が全然かからないと

いうことはないので、学校教育の現場のことですので、それはお願いできたらと、

考えていただきたいとは思います。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 今、次長から、保健所の方は大丈夫だということなんですが、

大丈夫ですね、認めているわけですね、幼稚園の配送、配ぜんを。 

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） 再質問にお答えいたします。 

 保健所につきましては、先ほども言いましたように、毎年各給食調理場の立入調

査もございます。そういった部分で、幼稚園についても方法については説明してお

る部分ですので、問題ないということでございます。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） これから中学校給食に向けて、いろいろ問題もありますし、大

変なことだと思います。しかし、みなさんが喜んでいただく、または児童生徒もよ

くやってくれたと言われるような努力をしていただいて、安心・安全な給食を確立

していただきたいと思います。 

 それと、音羽教育委員長様には、公私ご多用のところ、本当にご苦労さまでござ

いました。また、失礼な言葉遣いもあったと思います。何とぞお許しを賜りたいと

思います。本日はまことにありがとうございました。 

議長（杉浦和人君） ここで暫時休憩いたします。再開は、10時45分から再開いたし

ます。 
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－休憩 １０時２６分－ 

－再開 １０時４５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。 

 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） それでは通告に従いまして、原発問題と農業問題について質問

をいたします。 

 まず最初に、原発問題でございますけれども、福島原発事故から１年３ヵ月余り

になったところでございますが、被災者は放射能汚染から尐しでも逃れようと、全

国各地で、しかも慣れない土地で困難な生活を強いられています。 

 今週月曜日に発行されました週刊誌アエラに、「謎の黒い土」と題して、高濃度の

放射性セシウムに汚染された物質が、首都圏をはじめ、東海、関西など各地で検出

され、最高で１キログラム当たり557万ベクレルと超高濃度であり、41地点のうち36

地点で１キログラム当たり10万ベクレルを越えているとされています。 

 放射性セシウムの濃度が１キログラム当たり１万ベクレルを越えると、ドラム缶

にコンクリート詰めなどして、厳重に管理されなければならないとされていますが、

このように厳重な管理が義務づけられているにもかかわらず、放置されているので

あります。 

 原発の水蒸気爆発によって放出された放射能汚染はこのように深刻で、長期にわ

たって回避しがたい被害を起こすこととなりました。その結果、多くの国が、原子

力からの離脱と自然エネルギーへの本格的な活用へのかじ取りが進んできていると

思うのであります。 

 しかし、関西電力大飯原発３・４号機の再稼働への動きが急であります。関西広

域連合は再稼働を容認し、再稼働が時間の問題となっています。今はすべての原発

が停止されていますが、日常の生活にはそう影響ないのかなと、このように思って

おります。そうした中で、今日の新聞にも出ておりましたが、大飯原発の再稼働に

地元町長は同意をしたということが載っております。このように、全国的な原発の

再稼働への状況があります。 

 そうした状況は、全国的にはどのようになっているか。特に、滋賀県近隣の原発

の状況について、お尋ねするところでもございます。 

 また、一口に脱原発といっても、核廃棄物の最終処分場の問題の解決や、高レベ

ルの核廃棄物は、何千年、いや何十万年も安全管理されなければなりません。原発

ゼロへの政治的な決断について、政府に脱原発の道筋を迫るといいますか、段取り

など、どう考えればいいのか。町長のお考えをお尋ねするところでございます。 

 また、脱原発を言う限り、代替エネルギーとして自然エネルギーへの転換は最近
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ではどの程度まで進んでいるのか、現状あるいは見通しでも結構ですので、お尋ね

するところでもございます。 

 そんな中で、バイオマス、太陽光発電（非住宅系・住宅）、風力（陸上・洋上）、

中小水力発電（河川部や農業用水路）、地熱などについてもお尋ねしたいところでご

ざいます。 

 そうした中で、自然エネルギーを生かした地域産業として仕事起こしはできない

のか、エネルギーの地産地消ができないのか、お尋ねするところでもございます。 

 いずれにいたしましても、エネルギー消費の削減に力を入れるときでありますが、

当町としてどのように考えておられるのか、お尋ねするところでございます。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 原子力発電に対するご質問をいただきました。 

 現在、稼働している原子力発電はないということで、今、大飯原発の再稼働に向

けた動きが急であると、そのとおりでございます。原子力発電所の状況につきまし

ては、54基ある原発が、５月５日の北海道電力の泊原発３号機の停止によって、す

べて現在稼働をしていないという状況でございます。 

 再開に向けてストレステストなどが実施されておりまして、平成24年６月４日現

在で、22基の原発において経済産業省の原子力保安院へ報告書が提出されておりま

す。福井県に立地する原発では、14基中８基について報告書が提出されておりまし

て、大飯原発３、４号機につきましては、報告内容を妥当とする審査書が提出され、

再稼働について国および地元で最終的な協議がされているやの報道があるところで

ございます。 

 こうした中で、脱原発などに向けて、どういう段取りでどう考えていくのかとい

うことでございますが、今もご指摘がありましたように、原発問題をめぐっては、

そもそも現在、安全性が確保されているのかということがあるというふうに思って

います。 

 福島原発における過酷事故が起こった、その起こった原因はどうなのか、事故原

因の解明がまだできていない中で、解明ができていないということは、対策が講じ

られないということでありますから、そういう意味では新しい安全基準がしっかり

と構築されていない中での再稼働というのは、問題があるというふうに私は思いま

す。 

 あわせて、そもそも先ほどご指摘ありましたように、核燃料の最終処理が安全に

できないという現状でありますので、そもそもそういうものを使っていっていいの

かということであります。 

 これまでは、大丈夫、安全、クリーン、安いよという宣伝が、安全神話のもとで

繰り広げられてきたわけでありますが、そうじゃなかったということが明らかにな
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り、みんなが気づいた。そして、世界各地で脱原発の流れが強まっているというこ

とでありますので、私としては、脱原発の方向にこの国もエネルギー政策を転換さ

せるべきだと、このように思っておりますし、安全確保が担保されない中での再稼

働は、問題があるというふうに思っております。 

 こうした流れをどのように広げていくのかということでございますが、やはりこ

れは国政におけるエネルギー政策のあり方の根本の問題でありますので、私はやは

り国政レベルでしっかりと脱原発へのかじ取りをする、そういう状況をつくらなけ

ればならないのではないかと、このように思っておるところでございます。 

 さて、自然エネルギーへの転換の状況でございますが、資源エネルギー庁がまと

めておりますエネルギー白書2011によりますと、2009年度の１次エネルギー国内供

給に占める、太陽光発電等による自然エネルギー供給は、約6.3パーセントというこ

とで、そういう取りまとめがされておるということでございます。 

 また、自然エネルギーを生かした地域産業振興ということでございますが、国が

定めました、太陽光発電などの再生可能エネルギーによる電力の全量買い取り制度

が実施されたこともあり、国や県では事業者向けの再生可能エネルギーの導入促進

に向けた支援制度が実施されておりまして、こうした制度が活用されるよう、町と

してもＰＲをしてまいりたいと考えております。 

 次に、エネルギーの消費の削減に力を入れるべきだということでございますが、

当然のことでございます。東日本大震災以後、エネルギー問題については非常に関

心が高くなっておりまして、電力不足による節電対策など、身近な問題として取り

組まなければならないというふうに思います。 

 こうしたことから、家庭や職場においても省エネルギーの意識を持って、身近な

ところから実践していくことも大切であると、このように思っておりまして、町と

いたしましても、この夏の節電対策についていろいろ検討をし、実施しようとして

いるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 22基の原発の再稼働が、ストレステストの実施によって進めら

れているということでございます。答弁では、もちろん安全性が確保されない限り、

ということでありますけれども、なかなかそういう技術ができていないので、糾明

してもそこまで行かないかなと思うわけでございますけれども、国政レベルでの問

題だということでありますけれども、その状況をつくらなければならないというこ

とでございます。 

 そうした中で、先日も全国の首長会といいますか、脱原発首長会か何か、そんな

のができているのかなという報道があったんですけども、そこら辺の動きはどうな

のかということもお聞きしたいなと思います。 
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 それと、先ほど代替エネルギー、自然エネルギーの転換はどこまで進んでいるの

かということで、自然エネルギーが6.3パーセントいうことでございますけれども、

太陽光発電とか風力発電、あるいは小水力発電など、そういう細かいことまでは分

からないのか、もし分かれば教えていただきたいなと思います。 

 そして、自然エネルギーを生かした地域産業ということで、今、答弁では太陽光

発電どうのこうのとはありましたけれども、やはりこの日野町は山林資源がありま

すし、そうたくさんはないのかも分かりませんけれども、そうした木質のチップと

か、あるいはまたそれをペレットにして燃料にするとかいうような、森林組合やそ

ういうところもありますけれども、そういう考えはないのか。 

 また、畜産のふん尿等がございます。それは肥料等で再生はしてもらっているん

ですけども、そうした物について、発電といいますかメタンガスといいますか、そ

ういうものを地域産業として起こしていけないものなのか。そうしたものは行政と

しては考えておられないのか。そこら辺の、日野町ができる、私は素人としては小

水力発電もある程度できるのではないのかな、木質チップとかペレットとかふん尿

とか、そういうこともできるのではないのかな。また、そうした木質チップをつく

る製造工場とか、そういうことも地域といいますか、行政が主導で何とかできるの

じゃないのかなという、企業起こしといいますか、そういうことをどういうふうに

考えておられるのか、もう１つお願いしたいなと思います。 

 それと、エネルギーの消費削減に力をということでございますけれども、家庭と

か工場とかという答弁でありましたけれども、１つ思いますのに、役場の職場の中

でも自動販売機が置いてあると思うんですけども、ああいうのは本当に要るのかど

うか、また、日野町ではどれだけあるかは調べておりませんけれども、そういうよ

うなのを本当に、廃止した方がええのかなという思いがあるんですけども、そこら

辺、自動販売機、仮に１台で１世帯ぐらいの消費電力を賄えるのか、そこら辺の数

値が分かれば、お願いしたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 脱原発社会をつくることについて、道筋はどうなのかというこ

とで、国政レベルの課題だというふうに申し上げましたが、判断は国政レベルの課

題が大きくなるわけでありますが、当然ご指摘のように、そういう世論をどうつく

るのかということは、それぞれの地域から声を上げていくということが大事である

ということは間違いがないことだというふうに思っています。 

 現在、嘉田知事が、原発再稼働に対する７項目の提言を、京都の知事と一緒にや

られまして、結果的には関西広域連合のなかでのやむなし的なところに埋没をして

しまったという状況でありますが、決して自分の考えは変えていないんだと知事は

おっしゃっていますけれども、外から見ると妥協したのかというようなことにもと
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られているのが現状でありまして、改めて京都と連携をして、原発地元の滋賀県と

して声を上げるということでされております。 

 しかしながらといいますか、そうしたことにつきましても、県内の首長の中でも

再稼働は慎重であるべきだということは大方の認識になっておりますが、ただ、今

の関西広域連合的な、この夏場を乗り切るためには産業界との関係もあり、やむを

得ないのでないかと、こういうご意見をお持ちの首長さんも当然おられるわけでご

ざいますので、なかなかそこは、それぞれ首長としても意見があって当然だという

ふうに思っております。 

 そういう中で、脱原発首長会議が全国的には組織をされておりまして、私もそれ

に参加をさせていただいたわけでございます。何らかの形でといいますか、できる

ところでしっかりと、そういう脱原発社会への転換を訴えていく取り組みを、でき

る範囲でしていくことが、私は大事なのかなというふうに思っておるところでござ

います。 

 また、町における木質ペレットなどのお話もございました。どれをどの程度組み

合わせれば、どれぐらいの効果が生まれるのかということがあるかと思いますが、

里山整備をやって、さらには間伐をやって、できた材木をチップだとかそういうも

のに使えないのかというのは、総合計画の作成の段階でもいろいろ議論になったと

ころでございまして、たくさんのエネルギーが生まれるかどうかということもあり

ましょうが、そういう社会に変えていくんだという強い思いも込めて、今おっしゃ

っていただいている木質系の問題、さらには小水力の問題、バイオマスの問題も含

めて、これはそれぞれの関係する皆さんと議論を始めていくようにしていきたいな

と、このように思っているわけでございます。 

 役場の自動販売機の問題などが、ご指摘がございました。確かに便利な社会、こ

れは自動販売機だけにかかわらず、便利な社会をどうしていくのかと、かっこつき

の便利でありますけれども、そこは本当に私達、国民生活の中でもう一度便利さを

見直すことも必要なのではないかなと、このように思っておりますが、今日この時

点で、役場の自動販売機をすべて撤去するというような議論はしておりませんので、

ご指摘のありますように、いろいろな部分で節電対策はどうあるべきなのかという

ことについては、また真摯に議論をしてまいりたいと、このように思っております。 

 以下の部分以外の答弁につきましては、また課長の方からさせていただきたいと、

このように思います。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（森口雄司君） 自然エネルギー転換率が6.3パーセントでございますが、

その内訳が分からないかというご質問にお答えしたいと思います。 

 資源エネルギー庁の最新データが、2011の白書でございます。その中の数値結果



3-23 

が2009年度となります。その資料によりますと、6.3パーセントの内訳は、水力が3.2

パーセント、太陽光や地熱などの、いわゆる新エネルギーが3.1パーセントと、この

ようになっております。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 太陽光が3.1パーセント、水力が3.2パーセントということでご

ざいますけれども、先ほど言いました非住宅系、あるいは住宅は個人ですけれども、

仮に庁舎自体に太陽光パネルを張るとかいうような、大きな会社とかいうところに

そういうパネルか、発電できるような装置を設置するとか、そういうような各企業

さんへの指導とかいうことはどういうふうに考えておられるのか、もう一度お願い

したいなと思いますし、小水力発電というのは、やっぱり自然エネルギー、そこそ

こあると思うんですけども、そういうようなのは分かっていないのか。農業用水路

の発電とかもあると思うんですけども、そこら辺のデータは何も調査されておられ

ないのか、そこら辺をお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） 東さんの再質問でございます。 

 町から各企業に、今、太陽光等をつけて下さいというような指示はしておりませ

んし、することも考えていません。ただ、企業も自己発電といいますか、そういっ

たことで、町内ではダイフクまたファンケルの方で設置をしていただいているよう

です。 

 町の庁舎にもという考え方については、耐震のときに一度考えて、検討はしてい

こうとは考えております。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（池内俊宏君） ただいま農業関係の水力発電等につきましてご質問をいた

だきましたので、お答えをさせていただきたいと思います。 

 滋賀県の方では、再生可能エネルギーにつきまして、小水力発電等の研究という

のか、調査をされておられます。そうした中で、小水力発電の利用の可能量につい

てはどれぐらいあるかということで、調査研究をされておられました推計値では、

１年間に１億9,600万キロワットアワーの利用ができるのではないかというような

推計値もございます。 

 しかしながら、小水力発電につきましては、初期経費が結構高いというような一

方で、単体での発電量が小さいということで、事業の採算性がなかなか低いのでは

ないかといった課題があるというようなことで、調査研究を進められているという

ふうに伺っております。 

 そうした中で、小水力発電だけではございませんが、農業用水利施設を有効に活

用しながら、地域の住民の皆さんとかかわりを持ちながら、どういった取り組みが
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できるのか、実証調査をしてみようというような状況にあるというようなところで

ございます。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） やはりこれからは、自然エネルギーを原発にかわるエネルギー

として活用すべきだと思いますし、要望をしておきますけれども、日野町でもこれ

は多尐はできるんじゃないかと思います。今、小水力発電、１億9,000万キロワット

アワーということでございますけれども、これを見てみますと、結構エネルギーと

してのポテンシャルといいますか、そういうようなのは大きいのではないかな。非

住宅系の太陽光発電でも１億6,000万キロワットアワーということで、11年度環境省

の調査が出ておりますけれども、それに滋賀県だけでも匹敵するのかなという思い

でございますので、そう小さいものではないのかなという思いでございます。 

 そうしたことから、町を挙げて一遍この再生エネルギーといいますか、自然エネ

ルギーの活用はどの程度なのかというような勉強会とか、講師を呼んで、そういう

ようなのもしてはどうかなという思いはあるんですけれども、要望としてお願いを

しておきたいなと思っております。 

 それでは、次に農業問題でありますけれども、昨年度、菅総理がＴＰＰを言われ

まして、そのすぐ直後に、今後の中心となる経営体（個人、法人、集落営農）はど

こか、どうやって農地を集めるのか、中心となる経営体と、それ以外の農業者（兼

業農家、自給的農家）を含めた地域農業のあり方を集落・地域における話し合いに

よって決めるという、人・農地プランというものが発表されたわけでございます。 

 このことについて、人・農地プラン（地域農業マスタープラン）が各地で動き出

しておりますけれども、当町はどのように対応されるのか、お聞きしたいなと思い

ます。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 農業問題についてご質問をいただきました。 

 農業をめぐる現状は、後継者不足、耕作放棄地の増加など、なかなか困難な状況

にございまして、５年、10年先はどうなるのかなというような心配もいたしている

ところでございます。 

 そこで、集落、地域に暮らす農家の皆さんをはじめとして、自分たちの地域農業

の将来について、どのような経営体が中心になって地域農業を担っていくのか、ど

うやって中心となる経営体に農地を集めていくのか、こういう人と農地の問題につ

いて地域で考えていただくために、国では平成24年度、25年度の２年間に、人・農

地プランの作成を進めるとされたわけでございます。 

 日野町におきましては、農地の形状、経営形態、これまでの農業の取り組み経過

などを考えると、集落によりさまざまでありまして、日野町を１つにまとめたプラ
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ンを作成するには無理があることから、プランの作成にあたっては、集落や地域を

基本的な単位と考えておりまして、そうした単位ごとに人・農地プランの作成を進

めていくということでございます。 

 現在のところは、日野町農業再生協議会とも協議をしながら、５月17日に農業組

合長会議で事業説明を行い、６月９日には農政動向を学習するための地域農業再生

フォーラムを開催いたしました。今後は６月をめどに希望集落を取りまとめる予定

であります。希望集落にあっては、集落内でアンケート調査を行い、プランの原案

を作成いただく中で、町や日野町再生協議会もかかわって、作成の支援をしてまい

りたいと考えております。 

 そうした中、第１弾として、町が設置します検討会での検討を経て、12月ごろに

は人・農地プランを決定する予定であります。また、取りまとめに時間がかかる集

落については、２年間、引き続き対応をする予定でございます。 

 人・農地プランに位置づけられますと、青年就農給付金、農地集積協力金、スー

パーＬ資金の５年間の無利子化などの支援があることから、現在までに４つの集落

から作成の意向があり、別の２集落では集落説明の依頼があり、説明会を行ったと

ころでございます。 

 集落や地域において、将来の農業のあり方について、住民の皆さんが自主的に話

し合っていただくことが大変大事なことであるというふうに、私は考えております。

ただ、この人・農地プランが、そのまま丸ごと、本当に現在の農政にマッチしてい

るのかどうかというと、これはこの間の６月９日のフォーラムにおいても、講師の

先生から、今の農政の動きが必ずしも一直線というものではなくて、尐し右往左往

しているかのような発言もございましたので、人・農地プランの制度のあり方につ

いて、しっかりと集落の皆さんにお知らせをする中で、基本的には地域の農業をど

う支えていくのかという議論をしていただくためのツールとして活用いただければ

いいのかなということでありまして、国が言うことを丸のみして、この人・農地プ

ランの作成に基づく事業がすべてすばらしいというような観点で町が進めるのでは

なくて、よいとこ取りといいますか、甘いも辛いも含めて取り組んでいくというこ

とになるのかなというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） そのとおりだと思うんですけども、やはり各集落でアンケート

をとられて、希望集落ということでございますけれども、日野町全体として、仮に

この希望集落が出てこなかったら、その集落はずっとだめだなのか。やはり日野町

としては全体として１つにして報告ということはできないのか。そこら辺はどうな

のかということをお聞きしたいと思いますし、先ほど、この農地プランによってい

ろいろな資金が出るということで、集積協力金とか青年就農給付金とか、そこら辺
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のところ、詳しく分かればお願いしたいなと思いますし、この青年就農給付金とい

うのは、農地計画しなかったらそれはできないのか。また、スーパーＬ資金とはど

ういうものなのか、尐し説明をお願いしたいなと思います。 

 もちろん町長も言われたとおり、そのままうのみにするんじゃなくて、やはりこ

の前の再生会議の講演にもありましたように、何かちぐはぐな部分が、そういうこ

とを読んでいても感じられます。この人・農地プランの中には、認定農業者という

項目がないわけでございますけれども、そこら辺は省いているのか、そうでもない

ように思うんですけども、新たな経営体ということは、会社のことを考えているの

か、そこら辺はどういうふうにとったらいいのか、ひとつまた答弁ができましたら、

よろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（池内俊宏君） ただいま、人・農地プランにつきまして再質問をいただき

ました。 

 まず、全体として１つに日野町ができないのかというようなことでございますが、

先ほど町長の答弁にもございましたとおり、集落によっていろいろな経営形態なり、

やり方があるということでございますので、なかなか日野町を１つにまとめるとい

うのは難しいなというようなことで、それぞれの集落単位での取り組みをお願いし

ておるところでございます。 

 それと、支援の内容についてもう尐し詳しくということでございますが、人・農

地プランでの支援の方法、内容ということでございます。 

 １つは、青年就農給付金というようなことでございますが、これは新たに若い方、

45歳未満の方が就農をされると、そこに助成金が出るというような中身になってご

ざいます。 

 また、農地集積協力金につきましては、人・農地プランをつくった中心となる経

営体に農地を集積することにより、今まで戸別所得補償で農地を耕作しておられた

方が、もうできないということで集積を、そういう人・農地プランの計画に基づい

てされる経営体にお願いをするということになりますと、そこで営農、農地を集積

するための協力金というのが出るという制度になってございます。 

 それと、スーパーＬ資金につきましては、使い道については特にないわけでござ

いますが、農業経営の安定化に向けて大規模経営をやっていこうという方につきま

しては、一定の金利が低い資金があるわけでございます。そのうちのスーパーＬ資

金、個人でいいますと、１億5,000万円ぐらいが上限になっているようなものでござ

いますが、通常の償還では10年据え置きの25年償還というようなものでございます。

そういった資金を借りようと思われる方につきましては、認定農業者であれば借り

られるわけなんですが、当然利子は低いことには違いございませんが、一定の利息



3-27 

が発生をするということで、それを５年間につきまして利子を無利子にするという

ような制度があるというようなことでございます。 

 そのような制度があるということでございますので、そういったことを活用した

いというような認定農業者なり、そういう中心となる経営体の方、あるいは集落営

農の方、法人の方につきましては、人・農地プランを作成いただく中で、有利に活

用をいただいてはどうかというふうに思っておるようなところでございます。 

 また、認定農業者との関係ということでございますが、直接、認定農業者という

ような言葉は、人・農地プランの中では余り使われておらないというのは、先の講

演会でも私も勉強させていただいておったところでございますけれども、従前の認

定農業者は認定農業者でそのままあるということでございますので、２つがある中

で、明確な区別というのは別にない、認定農業者は認定農業者、中心となる経営体

は中心となる経営体ということで進んでいくということですので、それはその計画

の中で、あるときには１つになることがあるでしょうし、あるときは別のまま進ん

でいくこともあるということになるのかなというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） そうした中で、今、戸別所得補償制度に加入しているというよ

うなことが言われましたけれども、例えば、集落で集積あるいはそういうようにし

ようと思いますと、いわゆる集落の中で耕作放棄地は放っておいてくれという個人

があるわけなんですけども、そういう遊休農地に対しては、そういうふうな転換協

力金とかいうものは出ないのか、そういう人には出ないのか、もう一度お聞きした

いなと思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（池内俊宏君） 耕作放棄地につきましてでございますが、人・農地プラン

で計画をつくっていくということは、耕作放棄地は出さないということが前提にな

るのかなというふうに思いますので、そこは何らかのクリアをしていただくと、耕

作放棄地の状態をなくすということが前提になるのかなというふうに思っておりま

す。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 先ほど言いましたように、耕作放棄地も放っておいてくれとい

う個人があるのですが、本当にそういうのは対応に困っているところでもございま

すので、またひとつ指導を仰ぎたいなと思っております。 

 これも今、町長が言われましたとおり、やはり考えてやっていかないとだめなん

ですけども、なかなか集落に入っても真剣に考えられないというのが現実でござい

ます。そこら辺のまた指導も、何かとよろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 次に、13番、對中芳喜君。 
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13番（對中芳喜君） それでは就学前教育、保育の問題について、質問をさせていた

だきます。 

 まず最初に１つ目でありますけれども、今、特に国会におきましては社会保障と

税の一体改革と称して、消費税の大増税の法案を、国民の大きな反対世論を無視し

て押し通そうとされようとしているわけであります。またそれと並行して、待機児

童の解消を目的に、子育て新システムの関連法案が、今国会で審議されております。 

 とりわけ子育て新システムには、数々の問題点が浮き彫りになりつつあるわけで

あります。私なりに考えてみますと、その１つには、国は公立の保育所の建設補助

をやめ、また運営費も一般財源化するなど、公的保育から手を引いてきている中で、

果たして本当に待機児童の解消につながらないということであります。 

 ２つには、公的保育の実施責任や、公的な実施義務を児童福祉法から削除して、

市町村の役割を後退させようとしていることであります。 

 ３つには、保育が介護保険制度のようになって、必要な保育が受けられなくなる

ということであります。 

 ４つには、保育への市場化が認められ、営利目的に道を開くことにつながるとい

うことであります。 

 また５つには、幼保一体化が強調されることにより、子育てにとって切り離して

考えることができない保育と教育を分断して、保育の低下を招くことにつながると

いうことであります。 

 こんな中で、保育環境が充実されるのか、また待機児童の解消につながるのか、

だれしも不安と怒りを抱かずにはいられないものであると私は思うわけであります。 

 そのような状況のもとで、去る６月12日には、民主党は消費税の大増税の法案を

成立させるために、子育て新システムで明記されております、幼稚園と保育所の機

能をあわせ持つ総合こども園の創設を撤回して、現行の認定こども園を拡充する、

自民、公明の主張を受け入れる方針を固めたと報じられております。 

 しかし、内容的には大きな隔たりもなく、自民、公明政権から検討されてきた保

育制度の改革にほかならないものであります。 

 いずれにいたしましても、営利企業の参入を広げる保育の市場化と安上りの保育、

保育も金次第という制度に変えてしまうという、極めて危険な道と言わなければな

りません。 

 私は本来、保育の中には教育的なものが含まれていると思っております。子ども

たちは生活の中で実に多くのことを学び、育っていきます。就学前の教育に求めら

れることは、字が書けたり計算ができたりすることではないと思っております。周

りの大人や友達とのかかわり合いの中で、失敗や成功を重ねながら何かを知ること

の楽しさ、難しいことに立ち向かうおもしろさを経験していくこと、さらには生き
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る意欲につながるものを育てることが、何よりも大切だと思うものであります。一

口で言うならば、幼稚園と保育所がともに築き上げてきた歴史と経験を、大いに尊

重した就学前教育、保育が大切だということであります。 

 もっと別の言い方をすれば、将来を担う子どもたちに対してよりよい成長を願う

ためにも、就学前の時期に、行き届いた教育、保育を行政の責務として行うシステ

ムこそ、今特に必要であるということだと思います。それが大人の果たす役割では

ないでしょうか。 

 幸いにいたしまして、藤澤町政は子育てに力を入れてこられました。合併した尐

なくない自治体では、民間化に就学前教育、保育をゆだねてしまう傾向となりつつ

あります。しかし日野町は合併せずとも、現在ある保育施設、幼稚園施設を町の責

任として、役割を今後も果たしていこうとされておられます。 

 ただ、全国的に問題となっております、待機児童の解消問題や就学前教育、保育

施設への両極端な児童数の問題の解決が急務となっております。日野町には公立保

育所が３園、民間保育所が１園、公立幼稚園が６園存在しており、子どもたちが利

用しやすいように対応するならば、問題の解決が図れる物理的保障は現実に存在し

ていると思っております。 

 日野町だからこそできる就学前教育、保育のシステムの確立こそ、求められてい

るのではないでしょうか。私はそういった意味から、町の構想を伺うものでありま

す。 

 ２つ目の問題であります。 

 日野幼稚園鎌掛分園に、３歳児保育が実施されて早14年となりました。日野町で

初めての試みであって、県下でも早い取り組みの一つと言われておりました。当時

は保護者のニーズに合致したこともあり、３歳児20名、さらには４歳児、５歳児も

20名近くの園児となり、ともに日野小学校へと巣立っていきました。鎌掛地区の園

児数は１けた台であったものの、大半が他の地区からの園児であったことも１つの

特徴でもありました。 

 しかし、近年お母さんたちの労働の拡大や、目と鼻の先にある日野幼稚園に通園

したいという保護者のニーズにより、３歳児には今なお20名近くは鎌掛分園に通っ

てもらっておりますけれども、４歳児、５歳児となるにつれて日野幼稚園などに通

園される傾向が増え、２けたを割る傾向が続いてきております。ついに今年度は、

３歳児は20名、５歳児は７名でありますが、４歳児はゼロとなってしまいました。 

 今現在、鎌掛地区の子ども数は１学年に５名に満たないこともあり、特に４歳、

５歳児に至っては１けた台前半の子どもの数となっており、幼稚園保育に支障をき

たすとの思いから、日野幼稚園に通園せざるを得ない状況が生まれることが十分に

予測されるものであります。このような傾向が続くならば、分園そのものの存廃が
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大いに懸念されるところであります。 

 今日の状況は、やはり女性の社会進出が増えてきたことにより、保育所を希望さ

れる保護者や、幼稚園に至っては預かり保育を選択される傾向が増すものと思われ、

それに対応する対策が、町全体として求められているのではないでしょうか。 

 とりわけ鎌掛分園において、改めて対策を求めるものであります。そのためには、

例えば、幼稚園の１学級の児童数の緩和であります。幼稚園の設置基準では、１学

級35人以下となっております。日野幼稚園は、４歳児、５歳児は１学級35人までに

は届きませんけれども、30人を超える学級が多く存在してきております。子どもた

ちにとって、先生にとっても大変であり、尐しのゆとりも必要かと思い、30人以下

にするなどの町独自での緩和はできないものでしょうか。それができるならば、鎌

掛分園を希望される保護者も増えてくるのではないでしょうか。 

 いま１つは、日野幼稚園と同様に、預かり保育を実施してもらえればと思うもの

であります。そうすれば幼稚園を選択する幅も広がり、日野幼稚園への園児の集中

も緩和されるのではないでしょうか。 

 私はなぜそのことを求めるかといえば、小規模園である鎌掛分園には、それなり

の実施していく条件があると見ております。その１つには、同じ小学校区内に２つ

の幼稚園があり、ともに同じ日野小学校にそろって入学し、通学できるという条件

です。小規模の分園ではありますけれども、１学級十数名がそろって小学校に入学

していくことは、子ども同士にとって心強いものであると思うわけであります。 

 ２つには、保育所に多くの入園希望をする傾向が、多尐なりとも和らぐというこ

とであります。特に日野地区において、新興団地周辺には多くの子どもたちがおら

れるもとで、日野幼稚園での預かり保育の実施により、多尐なりとも保育所入所傾

向が、すべてとは言えませんけれども和らいできているのではないでしょうか。そ

の上、同じ小学校区内である分園に新たに預かり保育を実施すれば、それ以上の効

果はあらわれるものと思っております。 

 ３つには、預かり保育に欠かせない保育専用の教室の確保という問題であります。

幸いにして、旧小学校校舎や幼稚園もあるわけで、利用は可能だと思っております。 

 そこで、私は特に強調したいことは、地域における就学前の教育、保育の確保に

ついて、単に教育委員会任せでは成り立たないと思っております。それは残念なが

ら、私達が苦渋の選択をした鎌掛小学校の統廃合問題においても、地域として専門

的な対策会議を数年にわたって取り組んできた経過があります。やはり、地域全体

の問題として取り組むことも、とりわけ大切なことであると思っております。 

 また、若者への住宅対策もそれなりに取り組んできたこともあります。そういっ

た地域の総意をつくり上げる検討組織の中で、地域なりの汗をかく覚悟もしており

ます。そういったことも考慮に入れながら、ぜひ町として汗をかいていただきたい。
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このことを特に申し上げて、私の質問を終わります。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君の質問に対する、町長ならびに教育長の答弁

を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 對中議員の方から、就学前教育、保育の問題についてご質問を

いただきました。 

 現在日野町では、保育所は低年齢児を中心に、入所定員を上回る申し込みをいた

だいております。一方、幼稚園では、日野幼稚園の３歳児以外は定員を下回ってい

る状況でございます。 

 こうした中で、保育所では保育ニーズに対応するため、こばと園での延長保育、

さらにはあおぞら園の増築による定員の拡大など、順次実施をしてまいりました。

また、平成24年度の保育所の入所希望者が急増したこともありまして、保育所にお

いて待機児童を出さない施策や、幼稚園における集団生活のあり方、さらには施設

の有効活用などについて、庁舎関係各課による小学校就学前の教育・保育・子育て

支援体制等に関する検討委員会などでも議論をし、これらを総合的に勘案する中で、

今後こばと園の改築や、保育所の定員拡大等を含めた対応を検討してまいりたいと

考えておりまして、町内にある施設の有効活用とあわせて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） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 對中議員から、鎌掛分園の存園等についてご質問をいただき

ました。 

 幼稚園の学級規模につきましては、文部科学省の幼児教育アクションプログラム

で、幼児の年齢や発達状況に対応したきめ細かな教育を推進するため、幼稚園設置

基準の原則35人以下を30人以下に引き下げるなどの改正も視野に入れた、適切な学

級規模のあり方について検討するとされてまいりました。 

 また、学校基本調査では、幼稚園の30人以下の学級は、既に全体の約９割に迫る

状況にございまして、幼児人口の減尐で、小人数教育が可能になっているとも言わ

れております。 

 こうした状況のもとで、町内の幼稚園の学級規模を30人以下にすることは、特別

な支援を要する園児が増加している中で、きめ細かな教育を推進する上で有効であ

るというふうに考えております。鎌掛分園の預かり保育等の課題につきましては、

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、ご理解をお願いしたいと思い

ます。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） 最初の１番目の質問の中で、保育所の待機児童を解消するため
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の対策として、いろいろ検討委員会も今設けられて、定員の拡充なんかも含めてや

っていこうということがうたわれているわけで、それはいいわけで、特にこういう

日野町の、２万3,000人のこの町で、１学年200人程度の子どもにぜひ目配りできる、

待機児童を出さないという姿勢をあくまで貫いていただきたい。やはり公的な責任

を果たしていくというその姿勢は、この日野の、逆に言えば誇りにしていくべきだ

と私は思います。それにかんがみて、保育所的にはこういう問題がありますけれど

も、幼稚園ではまだまだ定員を割っている、そんな状況でもあるわけあります。ぜ

ひニーズにこたえるためにも、その点では今後ともよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 そこで、鎌掛分園の預かり保育の問題とか、30人以下の定員の緩和の問題であり

ますけれども、あまりこれをばかり言うと、地区エゴ的なことで私もよく言われる

のはつらいわけでありますけれど、私はどちらかといえば地区的なことも考えなが

ら、全町的な立場でもやっていく、例えば、日野全体で物事を見ていけば、そんな

に何十分もかかるわけではないので、そういう立場も兼ね備えているわけです。そ

ういう意味で、現在ある幼稚園のところ、そこに保育所的な扱いがなかなかないわ

けです。そういった部分もフォローしていくという意味合いが、特に今必要かなと

いうことを思います。そういう意味で、預かり保育的な話をしたわけであります。 

 そういった立場からも預かり保育をやっていただきたいし、ぜひこれは住民のニ

ーズが特に問題だと思います。ニーズをつくるのは、地域の世論でつくっていかね

ばならないということは十分分かっておりますけれども、そういった意味で、特に

幼稚園の中で保育的な要素のない地域については、補完するというのか、そういう

立場から預かり保育がどうかというような意味も込めて言っているわけでありまし

て、その点についてだけ、ぜひお考えをお聞かせいただきたいし、福祉課的なサイ

ドからもどう見られたらいいのか、その点についてのお考えも聞かせていただきた

いと、このように思います。 

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） 對中議員さんからの、就学前教育、保育問題についての再

質問でございます。 

 預かり保育をという部分でございます。昨日も蒲生議員さんの方からも、そうい

った全町的な就学前教育をというような部分も言われておりました。 

 今現在では、やはりお答えをさせていただいておりますとおり、保育ニーズに合

うような形でということで、現在検討をいたしておるところでございます。そうい

った場合、やはり施設の問題も大きなこともございます。保育所の全体的な定員拡

大の問題もございますので、そういった部分も含めた中で引き続き検討をさせてい

ただきたいと思いますので、ご理解のほどをよろしくお願い申し上げます。 
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議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（岡 常夫君） 福祉課的な立場からということでございまして、これは当

然就学前の子どもさんにつきましては、ゼロ歳児から５歳児まで、日野町の本当に

大切な宝物の子どもさんでございます。 

 これらにつきまして、先ほども議員もおっしゃっていただきましたように、国の

方の新システムのいろいろな議論がされている中で、総合こども園は３歳児を教育

と義務づけずとか、ゼロから２歳児の入所を義務づけずとか、いろいろな課題、問

題点がございました。それが先ほどおっしゃっていただきましたように、今日明日

の国の議論も含めてでございますが、総合こども園については撤回をし、認定こど

も園の部分を中心に今後議論をというような話もされております。これらの動向も

当然参考にさせてもらいながら、町として、今後の保育ニーズを毎年200人の子ども

さんが生まれられるとしての想定をしていくと、保育所側としては、保育所の定員

を超える人数の入所申し込みがあるであろうという部分は、もう見えてくるわけで

ございます。その中で、日野幼稚園の預かり保育で、日野のあおぞら園を希望され

る方から何人か幼稚園の方にお移りをいただいた部分もございますし、それらをや

っぱり総合的に関連をさせながら、保育所だけ、また幼稚園だけという議論じゃな

くして、町全体で就学前の教育、保育を考えていくという立場は当然必要でござい

ます。 

 それらにつきまして、今後も、これまでも行っておりますけども、関係課の連携

を密にしながら議論を進めてまいりたいと思いますし、おっしゃっていただきまし

たように、待機児童が出ないように、よりよい方策をできるだけ早い時期にお示し

ができるように考えてまいりたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） これで質問は終わるわけであります。これ以上の話はなかなか

出ないと思います。分かっております。 

 そこで私は、特に就学前までに徹底して、この教育というのか保育をやっていく

日野町というのをつくり上げることが必要かな。これは昨日の蒲生議員もちょっと

そういった意味合い的な話をされましたけども、ここは今、特に必要だと思います。

今、民間化の方向が、流れが来ている中で、これを行政の責務としてやり上げてし

まうという、大きな私は子育ての課題だと思います。ぜひそういった立場を私達も

とっておりますし、ぜひ町行政側もそういった立場で、今後ともよろしくお願い申

し上げて、私の質問を終わります。 

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

以上をもって本日の日程はすべて終了いたします。委員会審査および調査につきま

しては、15日には午前９時から厚生常任委員会、午後２時から学校給食問題検討特
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別委員会、18日には午前９時から産業建設常任委員会、午後２時から企業誘致・幹

線道路整備特別委員会、19日には午前９時から総務常任委員会を、それぞれ開き、

委員会の審査および調査をお願いいたします。各委員会の招集につきましては、委

員長の通知を省略いたしますので、あらかじめご了承をお願いいたします。 

 ６月22日には本会議を開き、委員長報告を求めますので、定刻ご参集をお願いい

たします。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 一同起立。礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご苦労さまでございました。 

－散会 １１時５４分－ 

 


