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第５回日野町議会定例会会議録 

 

平成２４年９月１４日（第３日） 

開会  ９時００分 

散会 １５時０５分 

 

１．出席議員（１３名） 

 １番  村 島 茂 男   ９番  西 澤 正 治 

 ２番  中 西 佳 子  １０番  東  正 幸 

 ３番  齋 藤 光 弘  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 

 ８番  小 林  宏     

 

２．欠席、遅刻、途中退席および早退議員 

   な  し 

 

３．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（１９名） 

 町 長  藤 澤 直 広  副 町 長  岡 村 明 雄 

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

 教 育 次 長  久 村 重 次  総 務 課 長  平 尾 義 明 

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

 税 務 課 参 事  西 沢 雅 裕  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  学校教育課参事  神 田 松 雄 

 会 計 管 理 者  西 川 光 夫     

 

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 

１１番  池元 法子君 

 ５番  蒲生 行正君 

 ８番  小林  宏君 

 ７番  髙橋  渉君 

 １番  村島 茂男君 

１３番  對中 芳喜君 
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会議の概要 

－開会 ９時００分－ 

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

 一同礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 ただいまの出席議員は、全員であります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元へ印刷・配付のとおりであります。 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 昨日に引き続き、一般質問通告表に基づき、順次発言を許可いたします。 

 暑い時期ですので、上着を外していただいても結構かと思います。 

 11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） おはようございます。朝一番の質問で、大変緊張をいたしてお

ります。議長をはじめ皆さんご存じのように、私は大変気が小さく、きつい質問は

できませんが、単刀直入に質問をいたしますので、明快な答弁をよろしくお願いい

たします。 

 それでは、通告に従いまして、いじめ問題について質問をいたします。 

 連日、大津の中学生いじめ自殺事件についての報道がされています。ご遺族の悲

しみ、無念さは計り知れません。心から亡くなられたご子息とご遺族の皆さんに、

哀悼の意を表明いたします。 

 今回の事件をめぐっては、学校と教育委員会にいじめ問題に対する対応力がなく、

隠ぺい的な状況があることに国民の怒りは向けられています。いじめによる自殺は

今回初めてではなく、2006年に福岡県、北海道でもあり、文部科学省はこれらの事

件を受け、その年、「いじめ問題への取組の徹底について」を出しており、この通知

では、子どもを守るべき学校、教職員の認識や対応に問題がある例や、自殺という

最悪の事態に至った後の、教育委員会の対応が不適切であった例が見られ、保護者

をはじめ国民の信頼を著しく損なっていることを指摘し、実際にいじめが生じた際

には、保護者や地域住民の信頼を確保することが重要であり、事実を隠ぺいするよ

うなことは許されないとはっきり述べられています。しかし、今回の大津の事件を

見ると、結局同じ過ちを繰り返していると言わなければなりません。 

 一昨日の新聞に載っておりました、文部科学省調査でのいじめを把握した件数は、

全国の小中学校で７万件。でも、これでも認知できたのは38パーセント。この中で、

最多は中学校１年生で、学校の仕組みや環境の変わりがあり、いじめが起こりやす

いと言われています。日野中学校での調査では、いじめはゼロだとのこと。これが
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本当ならうれしいことですが、実際はどうなのでしょうか。 

 そこで、何点かお尋ねをいたします。 

 なぜこのような隠ぺいが繰り返されるのでしょうか。当局の考えをお聞かせ下さ

い。 

 ２つ目に、いじめが子どもたちの不登校のきっかけの一つと考えられるとも言わ

れておりますが、日野中学校での不登校の状況と、いじめとのかかわりをどうとら

えられているのか、お尋ねをいたします。 

 ３つ目に、自殺に追い込まれる、追い込むことに対して、命の大切さの指導が必

要ではないかと思われますが、どのようにされているのでしょうか。 

 ４つ目に、実態がつかめないことの一つに、教師が子どもたちとちゃんと向き合

う余裕がない、多忙な実態があるのではないでしょうか。 

 ５つ目に、いじめ対応マニュアルをわが町は策定していないと聞いておりますが、

日野町独自の対応、対策はどのように考えておられるのか、お尋ねをいたします。 

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

教育長。 

教育長（奥村 薫君） おはようございます。池元議員さんから、いじめ問題につい

て５点質問をいただきましたので、お答えいたします。 

 まず１番目、隠ぺいが繰り返されるという点でございますけれども、隠ぺいとい

いますと事実を隠すということでございますけれども、発達途上の子どもたちの状

況について、個人情報の保護等もございまして、すべてを公開することはできませ

ん。また、人数や件数、学年を公開することで、その子どもが特定される場合もご

ざいます。いじめの場合、いろいろなことが考えられますが、まず、保護者を含め

まして、加害者、被害者の言い分が食い違い、なかなか事実が把握できないことも

ございます。また、家庭の問題等もありまして公開できないケースもあると思いま

す。 

 しかし、学校だけで解決できないケースにつきましては、日野町では情報を学校

だけでとどめることなく、まず教育委員会と連絡を取り合い、さらに内容によって

は児童相談所など、関係機関と連携して取り組むようにしているところでございま

す。 

 次に、不登校といじめのかかわりでございますが、いじめが不登校の原因となっ

ているケースは、最近の報告ではございません。しかしながら、不登校の原因はさ

まざまでありまして、中には友人関係の問題でいじめもあるかもしれないとの認識

を持ち、再登校に向けて粘り強く対応しているところであります。 

 ３点目の、命の大切さの指導ですが、議員ご指摘のとおり、命の大切さ、尊さを

教えることはとても大切なことだと思います。それとともに、自尊感情や自己肯定
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感を高める指導の大切さも言われておりまして、学校において授業や行事など、あ

らゆる場で一人ひとりのよさや、一人ひとりがかけがえのない存在であることを気

付かせるように、指導いたしております。 

 ４点目ですが、議員のおっしゃるように、いじめを早期に発見できない要因の１

つに、教師の多忙さがあることも事実です。町としましては、独自に中学２年生の

学級編成を６クラスの35人学級にしたり、各小中学校に学習支援員、特別教育支援

員などの配置等を行いまして、多くの教職員で子どもたちを見守る体制づくりをし

ております。さらにＩＣＴ、いわゆるパソコンなどの充実を行い、教員の教材準備

や事務処理が迅速に行われ、授業の改善などが進み、子どもと向き合える時間が尐

しでも多くなるように進めてきているところでございます。親しい友人間や登下校

時のいじめなども考えられますので、保護者や地域の皆さんの目配りやご協力もよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 次、５点目の、いじめ対応マニュアルの策定の件でございますが、日野町では学

校現場と教育委員会事務局が、連絡、連携をとりあい、早期発見、迅速な対応をし

てきております。各学校ではストップいじめアクションプランをつくり、子どもた

ち自身もいじめを許さない行動に向けて取り組んでおりまして、１学期、各学校の

いじめに対する取り組みについて、報告を受けたところでございます。 

 何か事が起こるたびに、それに対応するマニュアル作成が求められます。確かに

大切なことで、今回を機にいじめ対応マニュアルの策定に向けて研究していきたい

と考えておりますが、学校の負担が重くならないよう、実効性あるものにしていき

たいと思います。 

 学校で起こることはいろいろ複雑で、マニュアルどおりにいかないこともござい

ますが、まずは子どもたちの安全・安心が守られるよう、いじめの未然防止、早期

発見、早期対応に、今後もしっかりと取り組んでまいりたいと思います。 

 また、先生方には安心して、何よりも授業が大切にできるようにと思っておりま

す。子どもたちが育ちあう授業の準備や教材研究、そして子どもたちと向き合う時

間こそ大事に確保できるよう、今後とも支援していきたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 池元法子君。 

11番（池元法子君） それでは、再質問をさせていただきます。 

 いじめは、からかいや無視、物隠し、侮辱的な言葉などにとどまらず、殴る、け

るの暴行、金銭をおどし取るなど、極めて深刻なものです。さらには携帯やネット

を使った陰湿ないじめも増えています。それらは特定の人間に対する軽蔑、侮辱の

態勢であり、暴力によって服従を強いるものであり、長期にわたって相手の体も心

も徹底して痛めつけるなど、ふざけや遊びとは決定的に違っています。まさに人間

性の破壊につながるものなのです。今回のように命を落とすまでに行かなくても、
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精神を病み、一般的な日常生活を送れなくなった人も尐なからずいます。決して放

っておくことのできない問題です。 

 しかし、学校は何よりも子どもの人権が大切にされるべきところであり、子ども

たちが生き生きと勉強や運動をし、そして友達をつくり、大人となる重要なところ

ではないでしょうか。いじめの深刻化の背景には、子どもたちのストレスの強まり

や学校現場の多忙化、上意下達など、大人社会全体の弱肉強食、勝ち組、負け組等

の風潮もいじめの温床ではないかと思われます。子は親の鏡と言われるように、大

人社会の反映と言えるのではないでしょうか。 

 このような事件が起きると、私たちは即座に答えを出すことを求めてしまいます。

いじめ問題を克服する一番の力は、子どもや教育の中にこそあります。子どもの人

権をないがしろにするような捜査のあり方や、一方的な厳罰化、これでは事態の根

本的な解決にはならないように思われます。 

 これは、エルムという不登校の子どもたちに勉強を教えている学習塾の先生のお

話でありますけれども、子どもは子どもの集団の中で育つというのが、根本的な、

基本的な考え方というふうに言われています。同世代の子どもたちから評価された

り、またときには批判を受けながら、自己形成をしていくことが重要です。そこで

は、いじめがあった場合には、みんなで徹底的に話し合うことになっています。全

員にかかわる問題だということです。被害者も加害者も、みんなでその子たちの思

いを共有できるような集団をつくっていかなければならない、そういう思いで塾を

されています。 

 このように、子ども同士の取り組み、本当に仲間意識ですね、それからまた教育

関係者の協働、子どもたちからの教育者に対する信頼、そういう教育的な粘り強い

取り組みが必要だと思いますが、今、日野中学校では、こういう子ども同士の取り

組みなどはされているのでしょうか。お尋ねをいたします。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課参事。 

学校教育課参事（神田松雄君） おはようございます。池元議員から、いじめについ

ての再質問をいただきました。 

 中学校現場で、子どもたちがいろいろとそういう教師とともにつながり、また、

いじめに対するそういう共有したりとか、そういう活動、あるいはまたその根本に

あるストレスを解消、また自己肯定感、そういったものの育成につながるような活

動があるのかどうかというご質問でございますけれども、ご存じのように、日野中

学校の方では１年生から３年生までを縦割りの異年齢集団というのを形成しまして、

学校では群と呼んでおりますけれども、その群活動を大きな学校行事、生徒会行事

でもございます合唱コンクール、それから体育祭、そういった中で、その集団で取

り組みを進め、当日も活動をしております。３年生が最高学年としてリーダー意識
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を持ち、２年生、１年生に経験を生かして合唱の指導、あるいは体育大会における

集団演技、また対抗リレーなどの対抗競技にかかわりまして指導し、２年生、１年

生もその集団の中での所属感、あるいは存在感を感じながら、自分が大切な存在な

んだというようなことを意識する、そういう活動を展開しているところでございま

す。 

 ちなみに、小学校におきましても運動会、あるいは遊びの中で異年齢集団を取り

入れて、１年生から６年生までが一緒に遊ぶ、また高学年の子が低学年の子に対し

て指導したり、あるいは一緒にその仲間の中で遊ぶ中で、友達同士、そういったも

のを大切にする、またその集団の帰属意識を高める活動を、ずっと小学校から中学

校に向けて展開をしているということがございます。 

議長（杉浦和人君） 池元法子君。 

11番（池元法子君） その異年齢集団の活動については、されているのは知っている

のですが、例えば異年齢集団でもいいし、その学級活動の中でも、そういういじめ

の問題について、子どもたち同士が話し合える場を持たれているのかどうかという

ことと、それとまた、日野町では独自で、県下でも優れた教育相談センターを開設

しています。そこには臨床心理士さんもきちっと置き、本当にいい取り組みをされ

ているのだと思いますが、その中で、やっぱりこのいじめなどの相談というのはき

ちっとされているのかどうか。そのあたりもお願いをしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課参事。 

学校教育課参事（神田松雄君） 池元議員の、いじめに関する再々質問にお答えしま

す。 

 まず、学級あるいは学年の中で、そういったいじめとか、そういったものの話し

合いとか、そういうような活動がされているかということでございますけれども、

ご存じのように、道徳の授業とか、そういう中で教材を投げかけ、いじめの問題、

あるいは仲間の大切さ、命の大切さ、そういったものを考えさせる時間はございま

す。 

 ただ、いじめが起こって、そのことについて解決し、被害者、加害者の理解を得

て、学級の中で、あるいは学校の中で問題意識として、こういう問題が学校であっ

た、あるいは学年であった、クラスであったというようなことを投げかけてする場

合もございますが、これはあくまで被害者、加害者がそういった問題を投げかけ、

みんなに考えてもらっていいかというようなことで、理解が得られないとできない

問題ですけれども、理解が得られたときには、学級や学年、あるいは学校でそうい

った問題を投げかけ、みんなで考えるというような形をとっていくようには指導し

ておりますし、そのように対応をしているところでございます。 

 そしてまた、日野町には子育て・教育相談センターがございますけれども、昨年
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度、23年度の報告の件数でございますが、来所された件数は1,606件、うち電話相談

が118件、小、中合わせまして45件の電話相談があったというようなことの報告を受

けております。うちの、いじめに関する相談はなかったということで、報告を受け

ているところでございます。 

 このように、日野町ではいろいろな形で、いろいろな相談を受ける機関として設

置されておりますし、いろいろな面で子どもたちや保護者の方、地域の方にもこう

いう相談機関があるということを今後も十分周知願いながら、いろいろと連携しな

がら、早期発見、早期対応に努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） 池元法子君。 

11番（池元法子君） あとは要望なんですけれども、これも一昨日の新聞に載ってい

たことですが、ＯＥＣＤ加盟国31カ国のうち、教育への公的資金は３年連続で日本

は最下位、平均学級規模も加盟国の中で２番目に多い、学習環境が悪いというふう

に報告をされています。 

 教育委員会は、学校の取り組みを励まし、教育条件を整える立場に立たなければ

ならないと思いますので、ぜひこのことの改善を国や県に求めることなども必要で

はないかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 また、困った子は困っている子と見る日野町の見方で、どの子にも目を向けられ

る、いじめのない日野町になることを願って、私の質問を終わらせていただきます。 

 次に、水道問題についての質問に入らせていただきます。 

 私はこの間、何度も、県下で、いえ全国的にも高額である水道料金の引き下げを

求める質問を行ってきました。2011年度の20立米当たりの水道料金の平均値は2,794

円であり、それに比べて日野町の水道料金は断トツの4,515円であり、なんと平均の

1.6倍にもなります。引き下げの声が多いのは当然のことです。 

 そこで、次の点についてお尋ねをいたします。 

 今までの議会で、町長から水道事業運営委員会で引き下げを提案する旨の答弁は

いただいておりますが、その進捗状況、実施時期などをお尋ねいたします。 

 ２つ目に、給水停止件数が、昨年度の延べ件数で日野町は132件ということですが、

昨年度までは給水制限をされていましたが、それがどうして給水停止に変えられた

のか、その理由をお尋ねいたします。 

 また、特に夏場の猛暑で、停止は命にかかわると思いますが、そのことをどのよ

うに配慮されているのでしょうか。 

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） おはようございます。水道問題について、池元議員からご質問

をいただきました。 
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 水道料金の改定の問題につきましては、何度もご質問をいただいておるところで

ございますが、６月議会で答弁といいますか、これまでから答弁させていただいて

おりますように、今年度の日野町水道事業運営委員会に、料金値下げを視野に資料

提供をさせていただくと、こういうことでございまして、８月29日に今年度第１回

の運営委員会を開催させていただきました。また、委員の皆さんが新しく選任をい

ただいたことから、平成23年度事業の決算状況や将来の収支予測など、日野町の水

道事業をめぐる状況について、説明をさせていただいたところでございます。 

 そうした中で、水道料金の引き下げについても課題になっておると、こういうこ

とも申し上げながら、今後、月１回程度開催をして、具体的な料金改定の取り組み

について、協議をお願いするということとしておるところでございます。 

 次に、水道料金の未納者に対する給水停止でございますが、以前は給水停止では

なく、給水制限としてわずかに水道水が流れる措置をとっておりましたが、滞納状

況の改善が図れないことから、日本水道協会の指導や県下の状況を見きわめ、現在

では法や条例に照らした厳格な措置をとっております。 

 給水停止を実施するに当たっては、事前に通知をいたし、支払いの催告と相談を

促しております。また、やむを得ず給水停止に至る場合については、生活実態の把

握に努めるとともに、夜間まで職員が待機し、本人からの連絡や相談を待って、す

ぐに開栓できる態勢をとって慎重に行っているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 池元法子君。 

11番（池元法子君） すいません、私の聞き方が悪かったのですが、今、運営委員会

でこれから月１回やっていくということは伺いましたが、その改定の実施時期がい

つからになるのかということを聞きたかったんですが、来年度ということならあり

がたいと思います。それをお聞きするのと、滞納状況の改善が余り進まなかったと

いうことで、この給水停止の方に変えられたということですが、これに変えたこと

によって、どれぐらい改善が見られたのかをお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） おはようございます。今、池元議員さんの方から、再

質問を２点いただきました。 

 水道の方の改定についての実施時期についてでございますけれども、先ほど町長

の方からご答弁させていただきましたように、現在、水道事業運営委員会の方へ資

料提供させていただいて、その辺の協議をしていただいて以降ということでしてお

りますので、その辺の実施時期につきましては、昨日の齋藤議員さんのご質問の中

でもございましたように、できるだけ早い時期に実施ができるように努力をしてま

いりたいと思っております。 

 続きまして、給水停止による効果でございますけれども、決算資料の方でも、昨
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日、監査委員さんの方からご指摘がありましたように、基本的に給水停止という形

に入らせていただいて、うちの方としてその辺の状況を見きわめながら、十分注意

するように実施しなさいよというご指導も受けておる中で、先ほど町長の答弁にあ

りましたように、実施をさせていただいて、平成23年度におきましては、現年分に

ついての滞納分が、平成22年度1,000万ほどありましたけれども、約半分、６割近い

金額になったところでございますし、そして、滞納されている総額が尐し下がった

というような状況も出ております。しかし、その辺の状況につきましては、十分生

活の状況も把握しながら努力をしてまいりたいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 池元法子君。 

11番（池元法子君） どれぐらい引き下げができるかと聞いても答えられないと思い

ますが、前回、２割程度の値上げになっていました。昨日の齋藤議員の質問の答弁

の中で、当該年度の純利益が5,200万余りあり、また、この30年間、6,000万程度の

利益が見込めるというふうに言われたと思います。そうなると、給水収益が５億

6,300万ほどですので、１割ぐらいは下げられるのかなと思いますので、ぜひその方

向でお願いをしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 次に、５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） おはようございます。それでは一般質問通告書に基づきまして、

今回も分割方式にて質問を行わせていただきます。 

 私の一般質問の場合、今日までの事例からして、１つの質問事項に約20分間を使

用しており、60分間の制限時間内では３つの質問が限度であります。しかし今回、

無理を承知で倍の６つの質問をさせていただきます。 

 なぜ多くの質問となったのかと申しますと、以前にも申し上げましたが、役場管

理職時代と比べて、議員にならせていただいてからの方が、格段に要望、苦情、質

問等が増加いたしております。担当課に伝えれば済むこと、議会でただすべき事項、

筋違いの事項等に仕分けをして対処いたしておりますが、住民の声を反映させるた

めに、今回６つの事項をただすこととなりました。いつも申し上げておりますこと

でありますが、再質問や再々質問をする必要のない、住民が納得できるご答弁を、

冒頭に、今回は特に制限時間の関係上からも強く求めておきます。 

 また、申しわけございませんが、６つの事項すべてを口頭にてただすことができ

なかった場合、残りました質問事項は、以前、高岡さんがやられましたように、通

告書のとおりでございますので、通告書に基づいてご回答のほどをよろしくお願い

申し上げておきます。 

 今、申し上げましたように、議員とならせていただいてから、格段に要望、苦情、

質問等が増加しております。去る８月の西大路水落町出身者からの苦情に対しまし
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て、町長以下、森口住民課長、安田専門員には真摯に対応をしていただき、ありが

とうございました。特に、森口住民課長には事のてんまつを報告いただき、評価さ

せていただきます。よくあることでありますが、住民からの要望、苦情、質問等を

担当課に伝えても、経過等の処理状況報告を全くなされないことがあるところでご

ざいます。これでは一方通行の行政であります。今回はまじめな対応をいただき、

評価させていただくところでございます。 

 それでは、第１問目の質問、３歳児保育の町内全幼稚園での実施について、教育

長のお考えをお伺いいたします。 

 ６月議会でも申し上げましたが、私はどの地区の子にも、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が、

真の子育て支援であると思っております。 

 そこで、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

尐ない、いない地区の幼稚園である、西大路幼稚園と南比都佐幼稚園での３歳児保

育を強く求めてきました。３月議会の再々質問でも申し上げましたが、どこの地区

の公民館でも行っておられますが、幼稚園に通う前の幼児が集うサロン、西大路地

区ではちびっこサロンとの名称でございますが、このようなサロンがあります。こ

の西大路地区のちびっこサロンは、毎月第１と第３の金曜日に開催されています。

このサロンには、西大路地区以外からも、日野地区や必佐地区からもお子さんがお

見えになっておられます。このちびっこの親御さんは、西大路幼稚園で３歳児保育

が行われたら、このまま西大路に来られるのに、西大路幼稚園に通わせたいと言っ

てもおられます。しかしながら、残念なことに、西大路幼稚園の３歳児保育は未実

施であります。 

 小学校と幼稚園での、通学、通園区域柔軟化対応モデル事業を平成22年度から本

格実施をされていますが、この事業を活用されている方は、在学途中で他地区に転

居された方がもとの小学校に通学されている場合であり、小規模校や園を望んで他

地区から来られている児童や園児は皆無であります。 

 ３歳児で一たん自らのお住まいの学区の幼稚園に入園した園児が、４歳時に西大

路幼稚園に転園されることはありません。３歳児保育未実施の幼稚園は、まず最初

の段階で、スタートで出おくれております。いくら教育委員会が通学通園区域柔軟

化対応モデル事業をＰＲされても、西大路地区と南比都佐地区は大きなハンデを最

初から背負っております。 

 以上、３月議会、６月議会でもただしましたが、教育投資は乳幼児期が効果的で

あります。どの地区の子にも、必要な幼児教育を町は公平に提供すべきであります。

幼稚園３歳児保育を実施されている学区には、ご存じのように保育所もあります。



 

3-12 

逆に、保育所がない西大路学区と南比都佐学区に限って、幼稚園３歳児保育が実施

されていません。３月議会での教育長の答弁は、今後研究してまいりたい、６月議

会での答弁は、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、でありました。 

 そこで、お伺いいたします。 

 １つ目は、毎月行っておられます定例の教育委員会では、議会の報告がなされて

おり、一般質問事項について論議をなされておられますが、この半年間、教育委員

会でのご論議はどうであったのか、どのような研究をなされてこられたのか、お伺

いいたします。 

 ２つ目は、現在の教育委員さんに西大路地区の委員さんがおられませんが、教育

委員さんのご意見はどうであったのか、研究の成果はどうであったのか、お尋ねい

たします。 

 ３つ目は、例年、幼稚園入園児申し込み受け付けは、10月10日前後に始まります。

平成25年度の幼稚園入園児申し込み受け付け開始まであと１ヵ月を切りましたが、

西大路幼稚園と南比都佐幼稚園で３歳児保育を実施されるのか、お伺いいたします。 

 以上、明解な教育長の答弁を求めます。 

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） 蒲生議員さんから、３歳児保育についてのご質問をいただき

ました。１点目、２点目、あわせてお答えしたいと思います。 

 ご質問の、西大路幼稚園と南比都佐幼稚園で３歳児保育を取り巻く状況に関して

でございますが、保育所は保育を必要とする子どもたちの育ちを保証するために、

全町的なバランスを考慮した中での現在の配置としているものでございまして、３

歳児保育につきましては、日野幼稚園、同鎌掛分園、桜谷幼稚園および必佐幼稚園

で実施しておりますが、町域全体で充足している状況でございます。 

 こうした中で、幼稚園での３歳児保育の実施につきましては、議会での議論の状

況を教育委員会で報告してまいりましたけれども、就学前教育全般をとらえ、適正

な集団の確保による保育を重視する必要性のご意見が多くございました。 

 このような状況の中で、保育現場では子ども子育て新システムも視野に、３歳児

保育を含め、適正な保育集団の確保のための幼稚園と保育所の連携、統合保育の実

施について、実態に即して課題を挙げて議論してきたところでございます。ですが、

いましばらくの間、議論の積み重ねと試行が必要な状況となっているところでござ

います。 

 ３点目ですが、以上のような状況でございますので、平成25年度の西大路幼稚園

と南比都佐幼稚園での３歳児保育の実施につきましては、本年度と同様の対応とさ



 

3-13 

せていただきたいと思っておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、再問を行わせていただきます。 

 いましばらく論議が必要というご回答でございました。そういうような回答にな

るのかなと、こういうような想定もいたしておったところでございますが、９月４

日付の新聞報道にあったところでございますが、子育て支援策の原案が９月３日に

判明をいたしております。原案によりますと、現在の３歳児については20人を先生

お一人でみておられるのを、15人に１人とこういうふうにするところでございます

が、それはとりもなおさず、３歳児の１クラスの定員の20名を、15名に改めるとこ

ういうところでございます。このことは日野町の幼稚園施策に大きな変化をもたら

すこととなります。 

 日野町の幼稚園の３歳児の定員は、今、充足していると、こういうふうにおっし

ゃられましたが、現在120名、日野幼稚園２クラス40名、日野幼稚園鍵掛分園１クラ

ス20名、必佐幼稚園で２クラス40名、桜谷幼稚園１クラス20名であります。１クラ

スの定員を15名に改めますと、この編成が変わってまいります。 

 私は、今の120名の定員で日野町全体では充足しておる、こういうところでござい

ますので、日野町の幼稚園の３歳児の定員は現在の120名のままとし、日野幼稚園２

クラス30名、日野幼稚園鎌掛分園１クラス15名、必佐幼稚園２クラス30名、桜谷幼

稚園１クラス15名に改め、新たに西大路幼稚園１クラス15名、南比都佐幼稚園１ク

ラス15名を加える、このように改められてはどうかと考えます。こうすれば、他地

区から西大路に、日野地区の日野幼稚園の方から西大路幼稚園に、必佐幼稚園の方

から南比都佐幼稚園に通われる方も増え、柔軟化が現実のものになってくるのかな

と、こういうふうに考えるところでございますが、教育長、奥村先生のお考えをお

伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） ９月３日に、政府の子育て支援策の原案が、３歳児15人に１

人の保育士、あるいは待遇改善等が示されたところでございますけれども、実現す

れば、子どもたちにとっても保育者にとってもよいことだなというふうに思ってい

るところでございます。 

 しかしながら、日野町では保護者の方で保育園を希望される方、また幼稚園を希

望される方、いろいろでございますし、３歳児の保護者の希望者が、送迎の問題と

かいろいろございますけれども、15人定員にした場合の５園１分園に、うまく入園

していただけるかどうかの検討がやはり必要ではないかなというふうに思っており

ますし、また西大路幼稚園で３歳児保育をしようと思いますと、教室が足りません

ので増築をしなければならないということもございますので、先ほどお答えしまし
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たように、もう尐し町内すべての就学前教育、保育のあり方を検討させていただき

たいというふうに思いますので、ご理解のほどよろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 現在、西大路幼稚園の教室が足りない状態、３歳児をすれば足

りないと、こういうところでございますが、これは１クラス20名を15名にしたら、

日野も１クラス増やすとすれば足りなくなります。これはどこでも同じことです。

それを理由にされるのはいかがなものかなと、こういうふうに思うところでござい

ます。 

 今回はたくさんの質問を通告いたしております。１つ当たり10分以内に終わって

いかないとできないところでございますので、既にもう過ぎておりますので、奥村

先生とご論議をしたいところでございますが、これ以上、議論をする時間がござい

ません。 

 私の考えは、６月議会でも申し上げましたが、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、４歳、５歳児に保障す

べきであると思っております。幼児教育をしっかり受けた子どもは、受けなかった

子より高校中退をせず、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、今や世界の共通認識となっております。学習到達度を

高めるためには、分け隔てなく、どの地区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。 

 私自身、至ってドライな性格と自分自身は思っておりますが、３歳児保育の町内

全幼稚園での実施については、このことに関しましては、実現まで粘り強く訴え続

けてまいります。それでは、早期に３歳児保育が町内全幼稚園で実施されることを

願って、次の質問に移ります。 

 続いて、通告書２つ目の質問を行わせていただきます。 

 ２つ目の質問は、小学校体育館トイレの洋式化についてであります。町のお考え

をお伺いいたします。 

 私が教育次長当時、記憶が定かではありませんが、平成20年ごろだったかなと思

いますが、必佐地区の行政懇談会の席で、当時、必佐公民館の副館長をなされてお

られた嶋村さんより、老人学級等の行事を催しても、公民館のトイレが和式である

ため参加できない方がおられます、公民館トイレを洋式化に改修していただきたい
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と要請を受けました。町長もご存じだろうと、こういうふうに思います。 

 早速、町内７公民館の実態を調査いたしました。鍵掛地区では、わざわざいっと

き自宅に帰って用を足される方があるとのことでありました。総じて、お体がご不

自由な方に優しいトイレに改める必要性を求められておりました。そこで、尐なく

ても１穴は洋式化に改修いたしました。そのとき、公民館だけでなく教育施設すべ

てを調査し、改修が必要な施設は改修しておくべきであったと、公民館の改修のみ

にとどまったことを、今になって反省をいたしております。とかく、行政マンは言

われたことを行うが、そこまでで終わってしまいます。残念でありますが、外から

行政を見るようになって、このことに気づいております。 

 去る９日の日曜日に、西大路地区の敬老会が、西大路小学校の体育館で開催され

ました。町長もご参加なされたところであります。西大路地区社会福祉協議会では、

１人でも多くの方に敬老会にご参加いただけるよう、昨年から送迎バスを、昨年は

１台、今年は２台出されています。また、足腰が弱っておられるご老人の立ち上が

りが容易にできますように、昨年までは座っての行事でありましたが、今年からは

いす席での行事に改められました。ご老人に、お体がご不自由な方に優しい行事と

なるよう、年々改善に努力をいただいております。しかしながら、残念なことに、

なかなか参加者が増えないところであります。 

 そこで、参加されない方に参加されない理由をお聞きいたしましたところ、わが

家はウォシュレット付洋式トイレであります、小学校体育館は和式であり、足腰の

弱った老人には、特に男性と異なり女性には厳しいところがあり、和式トイレでは

きついから参加できないとのことでありました。 

 ９日の西大路地区敬老会の来賓あいさつで、私は小学校体育館トイレのウォシュ

レット付洋式化を求める一般質問を行うことを申し上げ、懇親会の席では反応はい

かがと注視しておりましたところ、多くの方から小学校体育館トイレのウォシュレ

ット付洋式化を望むお声をいただき、意を強くしたところであります。 

 先月でございますが、大腸ポリープ除去の手術を受けるため、湖東記念病院に入

院いたしました。湖東記念病院のトイレは、すべてウォシュレット付洋式トイレで

あります。そこで、日野記念病院はどうかと見てみましたら、やはりすべてウォシ

ュレット付洋式トイレでありました。病院であり、別に感心することでもなく当然

のことでありますが、町もこうあるべきかなと思いました。人間教育を行うべき学

校、お互いを認め合う優しさを育てる学校、その最初の教育機関であります小学校

のトイレは、美しくあるべきと私は思います。近江八幡市の小中学校のトイレは、

すべてウォシュレット付洋式トイレに改修をなされたと聞き及んでおります。 

 そこで、住民の声がすぐ届く町政を掲げられる町長に求めます。 

 町内の小学校の体育館には、洋式トイレが、残念ながら現在皆無であります。弱
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者を大切にする町づくり、小学校体育館トイレのウォシュレット付洋式化を求めま

すが、町長のお考えをお伺いいたします。 

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

長。 

町長（藤澤直広君） 学校へのトイレの洋式化の問題でございますが、学校でござい

ますので、本来、教育委員会の方で答弁するのが筋なのではないかということでご

ざいますが、私の方へということでございます。 

 これまでから、学校、園の洋式トイレの導入につきましては、校舎の既存のトイ

レの改修により、順次対応をしてきております。小学校の体育館についても、今後、

順次実施をしていくと。子どもにとっても、家のトイレが洋式でありますと、和式

がなじみにくいという話も聞いております。 

 一方、これまでから公衆的なトイレについて、直接便器に触れる洋式についての

抵抗感ということもあったわけでございまして、現在のところ、順次すべてを洋式

トイレにするのがいいのかどうかと、こういう議論もあろうかというふうに思って

おりますので、学校の先生方が子どもたちとの関係も含めて、その思いを把握する

中で必要な対応をしていく必要があるだろうと、このように思っておりますので、

その一環として、小学校の体育館についても教育委員会の方で議論をしていただき

たいなと、このように思っております。 

 なお、ウォシュレットについてということでございますが、町内全体をどのよう

にしていくのか、さらには維持管理をどのようにしていくのかということなどもご

ざいますので、総合的に考えていく必要があるのではないかなと、このように思っ

ております。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、再問を行わせていただきます。 

 順次改修していきたいというところでございまして、そのように早急にお願いを

いたしたいと思います。ただ、ウォシュレット付は維持管理が大変、このことは私

も認めるところでございますが、しかし、それにつけても求めていきたいなと、こ

ういうふうに思います。 

 現時点では、とりあえず小学校体育館トイレの洋式化を求めましたが、最終的に

は、今、町長も答弁いただきましたように、町民会館わたむきホール虹等の集客施

設を含め、すべての教育施設のトイレのウォシュレット付洋式化を求めるところで

あります。 

 また、教育次長当時の反省を踏まえ、教育施設のみにとどまらず、公衆トイレを

含める町内全公共施設のトイレの、ウォシュレット付洋式化を求めるところであり

ます。特に、観光地の公衆トイレはその市町の顔であります。公衆トイレが美しく
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ない市町は、その市町の印象を悪くいたします。逆に、公衆トイレが美しく、まし

てウォシュレット付洋式トイレであれば、女性に最高に評価されるものと考えます。

しゃくなげ渓をはじめとする観光地の公衆トイレ、また、玄関口であります日野駅

前の公衆トイレ、既に駅前観光案内所のトイレ、便所は洋式化されておりますので、

さらに進めてウォシュレット付洋式化を求めるところでございます。この点、先ほ

ど順次行っていくというところでございましたので、お答えは結構でございます。

一日も早く町内すべての公共施設トイレがウォシュレット付洋式化されることを願

って、次の質問に移ります。 

 続いて、通告書３つ目の質問を行わせていただきます。 

 ３つ目の質問は、日野町職員の給与について、職員を統括する責任者の副町長に

お伺いいたします。 

 昨年度、政府は東日本大震災の復興財源を捻出するため、国家公務員の給与を削

減されました結果、地方公務員の給与水準が国家公務員に比べまして相対的に高止

まりしているので、給与の均一化を図るため、地方公務員の給与削減を求める方針

を決められました。国家公務員の給与水準を100とした指数、ラスパイレス指数で、

地方公務員の水準は、平成22年４月現在、98.9でありました。日野町はそのとき98.1。

ところが、国家公務員の給与が7.8パーセントカットされました結果、今年度、平成

24年度は、地方公務員の指数が約107に上昇していると言われております。 

 今春、総務省が発表した最新版の地方公務員給与実態調査結果に基づき、週刊東

洋経済では自治体ごとの平均年収額を算出され、全国自治体・公務員給与ランキン

グ、市区町村上位1000一覧を出されています。全国千七百数十市区町村の中で、日

野町は上位の455位で、平均年収額が623万3,000円。滋賀県下では19市町の中で６位

でありました。 

 市区町村の平均年収１位は、福島県相馬市でありました。平成22年度の645位から

急上昇であります。その原因は、東日本大震災後の残業の増加であります。災害対

策本部や仮設住宅の整備を担当する部署などで、大量の時間外勤務が発生したこと

によります。相馬市だけでなく、防災拠点である庁舎が無事であり、原子力災害に

よります避難区域に該当しなかった市町村で、いち早く避難所運営や仮設住宅の建

設が進められた市町村の順位が急上昇しているそうであります。当たり前かなと、

こういうふうに思いますが、滋賀県下19市町の順位を見ますに、上位1000位以内に

位置する市町は、県下１位で全国43位が草津市で、平均年収額が709万5,000円、県

下２位で全国49位が大津市で、平均年収額が705万1,000円、県下３位で全国290位が

彦根市で、平均年収額が641万2,000円、県下４位で全国345位が近江八幡市で、平均

年収額が633万5,000円、県下５位で全国356位が守山市で、平均年収額が631万6,000

円、そして、先ほど申し上げましたとおり、県下６位で全国455位がわが町日野町で、
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平均年収額が623万3,000円、県下７位で全国462位がお隣の東近江市で、平均年収額

が622万6,000円、県下８位で全国476位が野州市で、平均年収額が620万9,000円、県

下９位で全国767位が長浜市で、平均年収額が595万8,000円、県下10位で全国789位

が高島市で、平均年収額が593万1,000円、県下11位で全国796位が湖南市で、平均年

収額が590万9,000円、県下12位で全国863位が栗東市で、平均年収額が577万3,000

円、県下13位で全国883位がお隣の甲賀市で、平均年収額が571万6,000円、県下14

位で全国898位が米原市で、平均年収額が567万8,000円でありました。 

 なお、滋賀県下６町の中で、全国自治体・公務員給与ランキング、市区町村上位

1000の中に入っている町は、日野町のみでありました。日野町以外の県下５町は、

1000位以内に入っておられません。 

 一般質問通告書締切日に発売された、週刊誌フラッシュ９月18日号でも、47都道

府県＆280市町村、これは上位と下位でございますが、地方公務員の給与を一挙公開

との見出しで、上位と下位の市町村名が示されました。ともに概算数値であるため、

週刊東洋経済の順位とほんの尐しの違いはありますが、傾向は同じでありました。 

 そこで、職員を統括する責任者の副町長にお伺いいたします。 

 １つ目は、私の調べでは、総務省が発表した最新版の地方公務員給与実態調査結

果には、平成23年４月現在の地方公務員のラスパイレス指数は98.9で、日野町のラ

スパイレス指数は98.4で、全国順位が513位、県下19市町の順位が６位、これは６位

が３つあったところでございまして、６位でも８位でもあるところでございますが、

日野町のラスパイレス指数は、平成21年４月現在で95.4、平成22年４月現在で98.1、

これが平成23年４月現在で98.4と、年々上昇してきております。 

 そこで伺います。 

 10月号、10月１日に発行される広報ひのに掲載される、日野町の平成23年４月１

日現在のラスパイレス指数をお示し下さい。 

 ２つ目は、総務省が発表した最新版の地方公務員給与実態調査結果には、諸手当

月額が示されています。日野町の諸手当月額は、草津市、大津市に次いで第３位の

多さで、月額10万9,991円であります。この時間外手当等の諸手当月額が、日野町の

順位を押し上げていることが明白となっております。６月議会での再質問で申し上

げたことでありますが、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

ていないように思われます。 

 広報ひので公表されている、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人当たり平均支給月額は、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

年度とを比較すると、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
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える増額となっております。平成23年度決算については、詳しくまだ見比べて調査

はいたしておりませんが、平成23年度は減額となると思ってはおります。 

 そこで伺います。 

 全国の中の上位に位置する455位、滋賀県下の中で、８市より上の６位、滋賀県下

６町の中で、かけ離れた１位、この順位をどう思われますか。お伺いいたします。 

 断わっておきますが、決して日野町職員の給与が高いことがいけないと、こうい

うふうに申し上げているのではありません。時間外手当が多いと、こういう点でご

ざいます。 

 ３つ目は、私個人としては、決して、今申し上げましたように、日野町職員の給

与が高いとは思っておりません。しかし、これは住民の負託にこたえて頑張ってい

る職員に対してであり、私事を優先し、公務を二の次と考えている、また権利の主

張を第一とする職員に対してであります。私に届く住民の声からして、日野町の時

間外手当等の諸手当月額が、私は日野町民の感覚とかけ離れているように思えます。

行政コストの削減をしなければ町民の理解が得られないと考えますが、お考えをお

伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（岡村明雄君） 町の職員の給与について、ご質問をいただきました。 

 まず１点目のご質問の、ラスパイレス指数についてでございますけれども、議員

もこのことは十分ご承知だと思いますけども、ラスパイレス指数というのは、地方

公共団体の一般行政職員の学歴別および経験年数別にグループ化をし、それぞれに

ついて平均給料月額を算出した額を国の職員構成に当てはめて、国家公務員の平均

給料月額を100として算出された指数でございます。 

 当町の平成23年４月１日現在のラスパイレス指数は、議員ご指摘のとおり、98.4

でございます。これにつきましては、これもご承知だと思いますが、総務省が出し

ております全国の全団体の平均が98.9でございます。そして、県内の市町村の平均

は98.6でございます。こういった点からいうと、町の指数が飛び抜けて高いという

ふうには、私は思っておりません。 

 次、２つ目に、週刊東洋経済に掲載をされました、自治体の公務員給与ランキン

グについてでございますけれども、この平均年収額は、総務省が発表をいたしまし

た平成23年度の地方公務員給与実態調査の結果をもとに、平成23年４月分の給与、

それから22年度分の期末勤勉手当から算出されたものでございまして、これもご指

摘のとおり、４月分として支給をした給料および各種手当の１人当たりの平均月額

に、12ヵ月を乗じて算出をされております。したがいまして、４月に大きな、日野

町の場合ですと統一地方選挙をやっておりました関係で、そういうふうな選挙など

あって時間外手当が増え、年収手当が高くなると、こういったことになるわけでご
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ざいます。先ほどの相馬市の考え方と同じようでございます。 

 このようなことから、この東洋経済の平均給与額の、これは推計になるわけでご

ざいますけれども、この推計はかなり荒っぽい、乱暴なものだというふうに私は思

っております。職員給与費の状況は、日野町人事行政、先ほどお話がありました、

10月に公表を毎年しておりますけれども、この中で、普通会計決算ベースで１人当

たりの給与費として平均年収額を算出しております。本年10月に公表予定の１人当

たりの給与費は557万7,000円でございまして、日野町と類似団体とはほぼ同額とな

っております。なお、平成22年度の普通会計決算ベースにおける１人当たりの給与

費は557万6,000円でございます。県下で11番目となっているところでございます。 

 とは申しますものの、ラスパイレス指数とか、今、１人当たりの給与費というの

は、それぞれ町の職員の給与レベルを判断する１つの指標でございます。しかしな

がら、これは年齢構成等がかなり数値に大きなあらわれかたをするものでございま

すので、かなり年齢構成で影響が出るものでございます。そういうものでございま

すので、給与というのはやはり総合的に判断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。 

 日野町の職員給与につきましては、国や県よりも突出した支給をしているという

ふうには思っておりません。また、日野町ではいち早く人員削減を行う中で、職員

の給料につきましては、平成17年４月から５年間、全職員一律３パーセントを削減

するとともに、調整手当等の廃止も行ってまいりまして、18年度以降、そういった

ものの廃止をして、人件費の抑制に取り組んできたところでございます。 

 しかしながら、今、蒲生議員ご指摘のとおり、時間外手当等につきましては、職

員が行政改革によりまして大幅に10パーセントほど、36人ほど減っているというこ

ともありまして、確かに増えている状況でございます。これを何とかしないといけ

ないなと、このようには思っておりますが、先ほどいろいろ一般質問等の中で、住

民の皆さんのご要望や、行政に対する要求が大変たくさんございます。特に、時間

外においても職員は一生懸命それに対応するように、これはさせていただいており

ますので、時間外が増えるというのはある面、致し方がないのかなと。一方で職員

の削減、一方でサービスの向上、あるいは地方分権によっていろいろな仕事の増加、

これをこなしていくということでございますので、時間外が多いというのは私も問

題意識は持っておりますけれども、これを一律にこれだけにせよというのは、やは

り部署によってはできませんので、そこらあたりは今後課題というふうには考えて

おりますので、そのことも含めまして、住民の皆さんに町の職員の給与等について

ご理解が得られるよう努めてまいりたいと、このように思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 
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５番（蒲生行正君） 想定していたような回答でございました。そのような回答をな

されるのが普通でありますと、こういうふうに思うところでございますが、総務省

が発表いたしました、地方公務員給与実態調査結果による平成23年４月１日現在の

ラスパイレス指数の最低値の市区町村は、これご存じだと思いますが、72.9の大分

県姫島村であります。また、姫島村は、週刊東洋経済の全国自治体公務員給与ラン

キング、全国千七百数十市区町村の中の自治体の中で、最下位でありました。平均

年収額は約400万円であります。姫島村は、平成の市町村合併のとき、近隣の４町と

の合併協議会から脱退され、その後、自主独立路線を貫いておられます。そこで、

１人当たりの職員給与をおさえ、多くの村民を村役場の職員として雇用する、ワー

クシェアリングを行っておられます。 

 そこでお伺いいたします。 

 給食調理員等の、正規職員数と臨時職員数が同程度の職場において、姫島村のよ

うなワークシェアリングを行ってはどうかと考えますが、お考えをお伺いいたしま

す。 

 また、昨日の質疑で明らかになりました。教育長は、法上は特別職でなく、一般

職員でございます。教育長の年収の方が、校長職の年収よりも70万円以上も、今後、

尐なくなることが明らかになったところでございますが、同じ特別職としてどう思

われているのか、お伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（岡村明雄君） 職員全体の給与費を減らして、その分たくさん雇ったらどう

かと、簡単に言いますとワークシェアリングというのはそういうふうなことだと思

います。 

 しかしながら、職員の給与というのは、当然これ、蒲生議員も十分ご承知だと思

いますけども、従前よりいろいろなことが積み上がってきておりまして、一気に給

与レベルを下げるというふうなことは、なかなか至難のわざでございます。 

 ただもう１つは、先ほどお話をさせてもらいましたように、行政改革の中で職員

の数が減っております。その分、特に現業職員については臨時職員さん等でお願い

をしていると、これも一種のワークシェアリングではないのかなと、このように思

っております。それがよいか悪いか別としまして、そういったことで、今、蒲生議

員がおっしゃるように、ここの一番低い、大分県の姫島村のようなことが本当にで

きるかというのは、ちょっと私は疑問があるのですが、それについても勉強してい

かないといけないなと、このように思っています。 

 それから、教育長の報酬等についてのご質問がありましたが、これについては私

はコメントは控え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） 蒲生行正君。 
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５番（蒲生行正君） 時間がないので、論議するのはまたいずれの機会かにいたした

いと、こういうふうに思いますが、日野町民の感覚とかけ離れず、町民の理解が得

られる職員給与に改められる、決して私、高いとは、こういうふうに申し上げてい

るのではないので。昨日も教育長の給料は低いと、逆に私は言っております。これ、

若干他の人と感覚が違いますので、その点は間違わないようにお願いいたしておき

まして、次の質問に移りたいと思います。 

 続きまして、通告書４つ目の質問を行わせていただきます。 

 ４つ目の質問は、日野町職員の公用車等における交通事故についてであります。

この事項も、職員を統括する責任者の副町長のお考えをお伺いいたします。 

 今議会にも、またまた専決処分として、町職員の公用車等における交通事故によ

る損害賠償が報告されております。車社会の今日、交通事故は誰しもが起こし得る

ことであります。私自身もいつ起こすか分かりませんが、それにしても、昨年から

日野町職員の公用車等における交通事故による損害賠償が続いて起こっております。

このことを危惧いたしております。 

 昨年の教育委員会の管理職員における人身事故のとき、当時の西川総務課長の言

では、今日までの職員の事故の前例に倣って、口頭処分を行っておられますが、こ

の処分は世間の感覚とかけ離れた、甘い甘い大甘の処分との声が住民の中にありま

す。 

 近年、多くの自治体で交通事故を起こした職員に対しての処分が見直され、非常

に厳しくなってきております。特に大阪市では橋下さんが市長になられてから、あ

らゆる面で職員への規律の徹底ぶりが際立っております。これは、橋下市長の、税

金で養われ、身分保障のある公務員は、民間よりも厳しくてしかるべきであるとの

考えに基づいております。滋賀県においても、児童生徒を指導する学校教員の場合、

加害者でなく被害者であっても、おかしなことですが、交通事故に遭ったら、滋賀

県教育委員会から厳し過ぎるくらいの処分が行われております。 

 全国の自治体の中には、自動車運転事故職員の懲戒等に関する規程や、交通道徳

高揚に関する規程や、交通違反行為等をした職員の懲戒処分等の基準を定める規程

や、自動車事故（違反）行為に係る懲戒処分等の基準に関する要綱や、交通事故職

員の懲戒等に関する基準等々の規程や要綱や基準にて、処分の基準や処分の加重、

軽減、監督者等の責任などを定めておられる市町村があります。 

 この事項も、職員を統括する責任者の副町長にお伺いいたします。 

 １つ目は、私用車を含めて、平成22年度から今年度までの職員の交通事故件数は

何件起こっているのか、お伺いいたします。 

 ２つ目は、当時の西川総務課長は、今日までの職員の事故の前例に倣って、口頭

処分としたとのことでありました。しかし、今日まで管理職員が公用車を運転して
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人身事故を起こした事例は、私の承知する範囲内ではないと思いますが、事例があ

ったとすれば、そのときの事故内容と処分内容、そしていつかを明らかにして下さ

い。 

 ３つ目は、同程度の内容の事故であっても、交通安全管理者として他の職員の模

範となり、事故撲滅の指導をすべき立場である管理職員の公用車での人身事故は、

一般職員の交通事故と比べて処分に加重があってしかるべきであると考えますが、

職員を統括する責任者の副町長のお考えはいかがでしょうか。お伺いいたします。 

 ４つ目は、私は全国の交通事故処分を定めた自治体の例に倣い、日野町も時代に

即した規程や要綱や基準を定めるべきであると考えますが、副町長のお考えはいか

がでしょうか。お伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（岡村明雄君） 職員の公用車における交通事故について、ご質問をいただき

ました。 

 最初に、職員がそういうふうな交通事故を起こしたこと、まことに申しわけなく、

住民の皆さんにおわびを申し上げます。 

 ご質問の、私用車を含めた事故件数でございますが、平成22年度が14件、これは

職員が被害を受けた部分も含めての話でございます。平成23年度が23件、平成24年

度は８月までで15件でございました。 

 そうしたことから、私の方に報告が上がってきている今年度の状況を見て、これ

は、どういうことだということで、８月に再度、注意喚起をさせていただいたとこ

ろでございます。公用車等の事故は、大体がバックしたときにこつんと柱に当たっ

たとか、そういうのが主でございますけれども、それにしましても町の財産の公用

車がそういうふうになるということは、これはだめだということで、８月の上旪に、

私もこれはもっとしっかりせよと、管理職はきちんと管理をせよと、こういったこ

とで注意を喚起したところでございます。大変申しわけないと思っております。 

 次に、管理職員が公用車を運転して人身事故を起こしたのは、ご指摘のとおり、

昨年の１件でございました。過去さかのぼって調査をしたところ、昨年の１件でご

ざいました。 

 その１件の人身事故についてでございますけれども、公務員はその公務の特性、

役割から高い倫理観が求められておりまして、交通事故に係る処分等についても、

公務における規律と秩序を維持するために必要であると、このように考えておりま

して、このため、当該管理者に対しまして、任命権者である教育長の方から、これ

は口頭による訓告を言い渡しております。管理職の立場である者については、一般

職と比べてその責任は当然重大であると、これは私も認識をしております。今後に

つきましても、そのことはきちんと管理職員に徹底をしていきたいなと、このよう
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に思っています。 

 次に、交通事故処分に関する規程等を定めることでございますが、ご質問、通告

をいただきまして、こういったことを尐し研究させていただいて、滋賀県にも聞か

せていただきました。滋賀県の方では、それは現在持っていないということでござ

いましたが、ほかの県内の市町では、そういうものをつくっているところもござい

ます。ただ、交通事故というのは、状況がその都度大変大きく変わりますので、特

に悪質といいますか、暴走運転とか飲酒運転とかによる事故等と、先ほど申しまし

たような、点数を引かれるぐらいの、ぐらいと言うと言葉、語弊がありますけれど

も、そういった小さな事故といろいろございますので、現在個別に判断をさせてい

ただいている処分の形でもう尐しやっていきたいなと、このように思いますが、蒲

生議員が今仰せのように、いろいろなところのそういった規程等についても、これ

は研究をしてまいらないといけないなと、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、職員を統括する責任者の副町長に再問をさせていた

だきます。 

 非常に甘い大甘な処分であると、こういうふうに思います。藤澤町政は、何かに

つけて職員に対して甘い、世間の感覚とかけ離れた、職員を優遇する町政と言われ

ても、この点致し方ないと、こういうふうに思います。 

 交通事故を起こした職員への処分は、１つに、町に与えた行政全般への影響を考

慮すべきであります。今回の事故の場合、教育長、教育委員長をはじめとする、教

育委員が同乗している公用車での事故、日野町内で最も交通量が多い、国道307号線

と477号線の交差点での事故でありました。多くの方に影響を与えております。 

 ２つ目に、町に与えた損害の程度を考慮すべきであります。この事故は、加害者

である町職員がノーブレーキで信号待ちの車２台に追突するという、100パーセント

の重大な過失により発生し、車２台を大破させ、親子３人に重軽傷を与えました。

また、今事故によります物損は100万円を超えております。人身の損害も多大なもの

となっております。今なお被害者は、事故の後遺症に悩まされておられると聞き及

んでもおります。 

 ３つ目に、相手方の過失の程度を考慮すべきであります。この事故は、加害者で

ある町職員の100パーセント過失の事故であり、軽減の事由がありません。 

 ４つに、交通安全指導をすべき管理職員としての職責を考慮すべきであります。

加害者である町職員は参事職であり、交通安全管理者として他の職員の模範となり、

事故撲滅の指導をすべき立場であります。 

 ５つに、公安委員会の行政処分の程度を考慮すべきであります。 

 私には、これらの点を考慮しての処分とは思えません。これらを考慮して処分の
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再検討をすべきと考えますが、副町長のお考えはいかがでしょうか。お伺いいたし

ます。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（岡村明雄君） 先の事故の処分について、先ほど申し上げました、その処分

について非常に甘いのではないかということで、再検討をしてはどうかと、こうい

うご質問でございます。 

 私は、その処分がもう既に行われておりますし、それから後の対応等について、

誠意を持って職員も対応しているというふうなことも聞いておりますし、公安委員

会の行政処分等も聞かせていただきましたけれども、これも１つの、おっしゃるよ

うに検討材料であると思いますけれども、既に処分が終えておりますので、再度の

処分の検討は、私は考えておりません。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 職員をかばいたい気持ちは、管理職になれば当然、そのことは

副町長の立場は分からないわけではございませんが、先ほども若干、副町長として

の今後の意気込みを語っていただいたんですが、最後に職員の交通事故撲滅に向け

ての副町長の意気込みと、具体的にどう取り組まれるのか、再度お伺いいたしたい

と思います。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（岡村明雄君） 交通事故は、本当に、なかなか撲滅するということは難しい

ことかと思いますが、こういうふうに申します私も、事故というのはいつ起こすか

分からない、そういったことで、十分気をつけていかないといけないと、このよう

に心に銘じておるところでございますが、先ほど申しましたように、とはいいます

ものの、事故の発生が多い。これは大変な問題だなということで、問題意識は持っ

ております。 

 具体的にどういうふうに取り組んでいくかというのは、交通安全管理者、事業所

の管理者等、これはそれぞれの事業所が寄って協議をしている会議等もございます

し、ここは内部でどういうふうな取り組みがさらに必要かというのは検討をしてい

った上で、実施ができるものは逐次実施をしていく必要があるのかな、このように

思っております。 

 とにもかくにも、やはりみんなが、職員が気をつけるようにはしていかないとい

けないということで、さらにそこの部分については、今後も課長会等、職員に徹底

をするようにとりあえずさせていただいて、具体的などういうふうなことに取り組

めばいいのかということについては、内部で今後、協議・検討をしてまいりたいと、

このように思っています。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 
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５番（蒲生行正君） 制限時間が限られておりますので、詳しく論議することはでき

ませんが、職員の事故、交通事故撲滅を願って、次の質問に移ります。非常に早く

今回はやっているつもりですが、時間が押し迫ってまいりました。 

 続いて、通告書５つ目の質問を行わせていただきます。 

 ５つ目の質問は、ごみ処理業務の中部清掃組合と各市町の役割分担について、管

理者であります町長のお考えをお伺いいたします。 

 中部清掃組合への東近江市のごみ収集・運搬委託業者であり、東近江市が許可し

た、市内の事業所のごみ収集運搬業者のＭ業者の不正搬入問題については、５月９

日以降、大きく新聞で報道されてきております。この新聞報道での東近江市の市民

環境部長や廃棄物処理対策課のコメントは、当事者であるのに第三者的なコメント

であります。去る８月23日の中部清掃組合議会での、この問題に対しての東近江市

の行政姿勢、また東近江市の市議会議員のお考え方は、かつて事務局長を務めてい

た者から見れば、腹立たしさを覚えるところでありました。 

 ごみ処理業務の中部清掃組合と各市町の役割は、組合設立当初から明確に分担さ

れております。中部清掃組合の業務は、中部清掃組合立清掃センターの管理運営に

関する条例第４条に明確に示されております。すなわち、中部清掃組合の業務は、

ごみの最終処分であります。ごみを処理する過程の収集運搬業務は、組合に加入し

ている各市町の業務であります。このことは会計処理上も明らかであります。中部

清掃組合の予算にはごみ処理費があり、各市町にごみ収集事業の予算が計上されて

います。 

 そこで、管理者である町長にお伺いいたします。 

 １つ目は、今回の不正搬入問題は、東近江市が委託され、また許可されている業

者が起こした事件であり、あくまでも東近江市の問題であり、第一義的に東近江市

が責任を持って解明し、解決すべき問題であります。東近江市の行政姿勢を見てい

ますと、中部清掃組合に責任を転嫁したいように見えます。ここは管理者である日

野町長がリーダーシップを発揮され、管理者会で東近江市の責任の所在と、組織の

欠陥を明らかにされるべきであると考えますが、町長のお考えをお伺いいたします。 

 ２つには、去る８月23日の中部清掃組合議会での、竜王町の若井議員の一般質問

において、今回の不正に関して、市町の負担割合をさかのぼって変えられるかの発

言がありました。今回の不正に関して、もしも市町の負担割合をさかのぼって変え

ようとするお考えがあるとすれば、日野町の負担が増えることとなります。平成24

年度の決算数値を用いてからの負担の調整であれば納得ができるのですが、東近江

市の失態から、過去にさかのぼっての負担の調整に、日野町民の納得が得られると

お考えでしょうか。町長のお考えをお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 
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町長（藤澤直広君） 中部清掃組合におきます、東近江の業者の不正搬入事件につい

てのご質問をいただきました。 

 そうした中で、中部清掃組合と構成市町の役割分担についてどうなのかというこ

とでございますが、ご指摘のとおり、収集運搬業務は市町が担当し、ごみ処理業務

は中部清掃組合が担当するということになっております。今回の不正搬入問題は、

東近江市のごみ収集運搬業務の中で、委託業者が行ったものだと認識をしておりま

して、現在、東近江市において問題解決に向けた取り組みがされているところでご

ざいます。 

 こうした東近江市の許可委託業者であり、許可を受けた業者が東近江の収集の中

でやったものであるということについては、管理者会の中でも議論をいたしている

ところでございまして、東近江市において、事件の解明と対応を、今されておると

いうことでございます。 

 そうした中で、東近江市の責任の所在と組織の欠陥を明らかにということでござ

いますが、東近江市のこの業者がこうした中で行ったということについてはそうで

ございますが、組織の欠陥ということにまでは、私がどうのこうのと言うことでは

ございませんが、担当課長会議を開く中で、現在の収集のあり方などについて、不

正の再発に対してどのような対応をすべきなのかということについては、２市２町

の課長会議の中でいろいろな角度から議論をし、再発防止のための対応を検討し、

また実施することといたしておるところでございまして、中部清掃組合ができる対

応と構成市町が行う対応について、両方の面で議論をいたしておるところでござい

ます。 

 次に、負担割合についてのご質問でございますが、まだこの事件の全容がしっか

りと明らかにされたわけではございません。そういう中で、不正された手数料の収

入、さらにはそれをどう見るのかなどの考え方がございますので、事件の全容が解

明された中で、当然、管理者会で議論をすることになりますが、手数料が入ってく

るということになれば、必ずしも日野町の負担が増えるということにはならないと

いうことにもなりますので、事件の解明の経過の中で、どのように今後対するのか

ということについては、重々管理者会としても今後の中で議論してまいりたいと、

このように思っています。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） いつものように時間が迫ってまいりました。 

 中部清掃組合と各市町の役割分担を、より明確にされることが大切であると、こ

ういうふうに思っております。時間の都合上、次の質問に移ります。非常に、あと

尐しですので、早口で口述書を読む形で進めたいなと、こういうふうに思います。 

 続いて、通告書６つ目の質問を行わせていただきます。 
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 ６つ目の質問は、町税収納対策について、担当責任者としてご努力をいただいて

いる、税務課西沢参事にお伺いいたします。 

 政府は、平成24年度の赤字国債発行に必要な特例公債法案が成立するめどが立た

ないことに伴い、９月分の地方交付税の交付を延期されました。このようなことは、

終戦後67年たって、財源不足を理由とする延期は初めてのことであります。このこ

とにより、地方自治体の資金繰りが厳しくなります。町財源の約２割を占める地方

交付税の交付延期は、日野町にとって由々しき事態であります。昨日の質疑で、日

野町への交付は６日遅れで済んだとのことであり、この点は安堵いたしたところで

ございますが、このような事態になってまいりますと、町税収入の確保がより大切

になってまいります。 

 しかしながら、経済のグローバル化による長引く不況によりまして、労働者の雇

用条件の悪化、新規学卒者の就労機会の削減、生活困窮者の増加等々により、地方

自治体においても、税をはじめとする滞納増加が危惧されております。滞納の背景

には、生活の困窮のほか、納税意識の希薄が大半ではないかと思われ、個人的債務

を優先し、納税に対する意識が極めて低い方が多いのではないかと考えられます。 

 そこで、今日まで町民の間での不公平感を招かないよう、滞納整理等にご努力を

いただいている、一定の成果を上げられている、税務経験が町職員の中で最も豊富

で、税の収納担当グループリーダーとして窓口責任を担っていただいている、日夜

ご努力をいただいている、税務課西沢参事にお伺いいたします。 

 １つ目は、滞納者への早期納付に向けた指導、取り組みをなされていますが、平

成22年度以降の滞納繰越額ならびに徴収実績はいくらか、お伺いいたします。 

 ２つ目は、23年度末における滞納者の所得構成がどうなのか、お伺いいたします。 

 時間になりました。３つ目、４つ目は通告書のとおりでございます。 

（通告書の内容） 

 ③水道使用料等々の税外債権との共同取り組みはどのようにされているのか。 

 ④今後の新たな取り組みについての考えと収納担当グループリーダーとしての決

意を伺う。 

議長（杉浦和人君） 税務課参事。 

税務課参事（西沢雅裕君） 町税収納対策についてご質問をいただきましたので、お

答えをいたします。 

 １番目の滞納繰越額と徴収実績につきましては、平成22年度に発生しました滞納

繰越額は、一般会計で3,539万9,545円でありました。平成22年度以前からの繰越額

は１億581万1,386円でございます。また、平成23年度に発生しました滞納繰越額は

3,370万3,352円で、平成23年度以前からの繰越額は１億792万4,920円となっており

ます。平成22年度中の滞納繰越分に係る収納額は2,657万8,530円です。平成23年度
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中の滞納繰越分に係る収納額は2,192万8,326円でございました。 

 次に、滞納者の所得構成でございますけれども、営業所得者につきましては、所

得金額赤字の方が７名、100万円以下の方が13名、200万円以下が13名、300万円以下

がお一人、500万円以下が３名、500万円以上が１名ということで、合計38名となっ

ております。給与所得者につきましては、収入金額が100万円以下が57人、200万円

以下が85人、300万円以下が71人、500万円以下が67人、500万円以上が８人の、合計

288人でございます。年金の所得者につきましては、収入金額が100万円以下が46人、

200万円以下が16人、300万円以下が５人、400万円以下がお一人ということで、合計

68名となっております。 

 ３番目の税外債権についてでございますけれども、日野町で債権を有する担当課

で構成する、日野町町税等滞納対策会議というのを随時開催しておりまして、各課

との連携・調整を図りながら、滞納整理における問題点等の整理を行い、担当者の

間で情報の共有を図っております。 

 今後の取り組みということですけれども、滞納額の圧縮については、専門的な知

識やノーハウを身につけた職員の育成を図ってまいりました。その結果、差し押さ

えなど、より効果的な収納対策に、今日まで職員一丸となって取り組んでまいりま

した。今後も県との共同徴収などでさらなる滞納額の圧縮に努めるとともに、法律

に基づいて滞納処分を実施し、積極的な差し押さえによる換価を進めてまいりたい

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） ここで、暫時休憩いたします。 

－休憩 １０時５８分－ 

－再開 １１時１５分－ 

議長（杉浦和人君） それでは再開いたします。 

 休憩前に引き続き、一般質問を行います。 

 ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 通告に従い、分割質問方式により、一般質問いたします。 

 １、雤水。雤水は、時には大小にかかわらず、災害（異常な自然現象や人為的原

因によって、人間の社会生活や人命における被害、大小や原因にかかわらず、人的

被害をもたらす事態と定義づけています）を発生させます。以下、雤水対策につい

てお尋ねします。 

 ①大窪一区双六町町内において、先月８月に２回にわたり、雤水により側溝があ

ふれ、道路が川と化し、３軒が床下浸水しました。こういった事例が他の地区にも

起こっているのかお尋ねします。 

 ②双六町住民の皆さん、雤水対応、対策に苦慮しておられます。町長はこうした

状況をどのように把握され、受けとめておられるのかお尋ねします。 



 

3-30 

 ③双六町に雤水が集中する要因は何か、いかがに分析されておられますか。お尋

ねします。 

 ④こうした状況下における行政の役割、責任について、考えをお尋ねします。 

 ⑤行政懇談会における常套句、緊急性の高い箇所から順次整備を考えております

という回答。床下浸水はいかがですか。お尋ねします。 

 ⑥天災、人災について、広辞苑から引用すると、天災は暴風、地震、落雷、洪水

など、自然界の変化によって起こる災害。一方、人災は人間の怠慢、過失、不注意

などが原因となって起こる災害とあります。双六町の場合はいかがですか。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） 小林議員から、双六町における雤水対策について、ご質問をい

ただきました。 

 双六町の雤水対策については、昨年度の日野地区の行政懇談会におきまして、区

長さんから地域の増水状況のお話を聞かせていただいたところでございまして、そ

の中で床下浸水が起こっているということでございましたので、早急に対応しなけ

ればならないと、このように考えまして、既に昨年度に測量調査設計を行い、今年

度は地域において設計内容等の協議をしていただいているところでございまして、

平成25年度には工事に着手することと予定をしているところでございます。 

 さて、そうした中でのご質問でございますが、側溝があふれ、道路が川となり、

増水している箇所はほかにもあるのかということでございますが、他の地域におい

ても何ヵ所かはあるというふうに認識いたしております。また、床下浸水につきま

しては、他の地域で現在のところ聞いていない状況でございます。こうした双六町

の増水状況についてでございますが、先ほど述べましたように、昨年度の行政懇談

会において、区長さんから増水状況の写真を提示していただき、説明をいただき、

そして床下浸水のお話も聞かせていただき、直ちに調査し、対応することとしたと

ころでございます。 

 次に、こうした状況の要因でございますが、双六町周辺地域の排水は、ほとんど

が野田川に向かって排水されております。こうした中で、近年の集中豪雤が大きな

要因となって、地域の流末となっております、双六町、清水町に雤水が集中してい

ると考えております。町といたしましては、早期に対応する必要があると考えてお

ります。なお、工事完了までの間、浸水が想定されておるお宅に土のうを設置させ

ていただいて、対応をしているところでございます。 

 ところで、行政懇談会における緊急性の高い箇所ということでございますが、双

六町地先の床下浸水等は緊急性が高いところと判断をし、対応をしているところで

ございます。 
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 次に、天災、人災についてでございますが、双六町地先の増水は、近年の気象の

変化に伴い、局所的な集中豪雤が多発し、下流域に流入する流量、到達時間が早く

なっていることが原因というふうに考えてお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） 再質問いたします。 

 今、町長、説明をされました。これは存じております。 

 まず、床下浸水は災害であると思います。まずこのことを確認させていただきま

す。また、整備をいただくということなんですが、これは町の責任において行うべ

きであると私は考えます。この点についても確認させていただきます。 

 今の答弁で、大窪一区双六町以外には床下浸水は起こっていない。この地区のみ

ということで確認させていただいておきます。 

 把握された時期、行政の責任について、答弁がなかったと思います。それと、町

長は、東日本大震災時からきずなという言葉をよく使われておられます。きずなは

私も大事であると思います。反面、近年それだけきずなが薄れてきているのかとも

思います。 

 さて、災害の大小はあるにせよ、床下浸水の被害に遭われた住民の皆さんは苦慮

されておられます。そうした中で、町の関係者、特に町長は、被害に遭われた方々

へ言葉のお見舞いにでも行かれましたか。 

 答弁がありましたが、応急的に土のうを用意されたようであります。これはこれ

で適切であったと思います。しかし、こうした対応だけでは不十分この上なく、と

ても抜本的な対策とは言えません。水は上から下へ流れることは言うまでもありま

せん。雤水が側溝をあふれている、この問題について、側溝の排水容量計算や流域

が整備されていないことにあると思います。側溝は道路の一部であります。道路管

理者として責任を感じておられないのか。大窪一区双六町の床下浸水は、社会生活、

人的被害を受ける事態となり、行政の怠慢によってもたらされた、まさに災害と申

し上げて過言でないと私は考えます。 

 日野町は、過去に村井地区、松尾地区でも浸水問題が生じたと聞いております。

そのとき、当時の町政の対応として、例えば村井都市下水路、日野中央都市下水路、

上野田都市下水路として整備されました。現在考えておられるつづくり政策ではな

く、抜本的な取り組みとして、例えば大窪都市下水路整備を考えるつもりはないの

か。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 双六町における床下浸水については、大変ご苦労をおかけして

いると、このように思っております。 

 町長は会いに行ったのかというご質問でございますが、私はもちろん、行政懇談
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会の要望箇所につきましてはすべて行っております。しかし、当該お宅の方とお会

いしたということではございませんが、大事なことというふうに受けとめましたこ

とから、早急に建設課で対応をしてまいったところでございます。 

 土のうだけでは十分でない、抜本的な対策をということでございますが、土のう

だけで十分ではないと考えておりますので、抜本的な対策ということで工事を実施

すると、こういうふうにしてまいりたいというふうに考えております。あわせて、

この地域につきましては住宅が立ち並んでおりますし、排水対策につきましては、

やはり流末の方からどう処理していくのかということが大事でございますので、こ

れまでから町として考えは述べさせていただいておりますが、いわゆる雤水排水対

策、つまり、現在は汚水対策をまず下水の方でやっておりますが、汚水対策が一定

のめどがついた段階で、雤水排水対策をやっていかなければならないと、こういう

ふうに考えておりまして、その点については野田川の改修をどう位置づけていくの

かなども含めて、これまでから行政懇談会でも一定の考え方を述べさせていただい

ているところでございます。 

 そういう意味では、住居がたくさん建ち並んでおりますので、排水を局所的にす

る改修だけではなかなか難しいというふうに思いますが、現在、いわゆる道路側溝

を活用して排水がされているような部分もございますし、近年の集中豪雤によって、

これまではそうつからなかったところがつくという状況となっておりますので、緊

急的な対応とともに、抜本的な、大きな視野に立った雤水排水対策という観点から

も、今後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ので、

よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 小林議員さんの再質問にお答えをさせていただきます。 

 床下浸水の考え方として、当然、床下浸水は災害という認識も持っております。

そういう中で、町として早急に対応しなければならないということで、昨年度に、

町長から答弁ありましたように、測量設計、今年度については地域の方で一定の協

議をしていただいているという状況で、工事については来年度、25年度からの工事

着手というふうにも考えております。 

 そして、床下浸水でございますが、これについても、現在町で聞いておるのはこ

この地域だけということで、これも巡回して分かるかというと、なかなかありませ

んので、地域から報告があって初めて分かるということで、ご理解いただきたいと

思います。 

 そして、都市下水路の関係でございますが、都市下水路については、公共下水道

を今現在進めております。そういう中の公共下水道については、汚水の整備と雤水

の整備がございます。先ほど町長から答弁ありましたように、雤水整備を進めると



 

3-33 

いう形、計画があるのですが、その区域については、都市下水路事業としては事業

が取り組めないというふうになっております。以前に上野田都市下水路、村井都市

下水路、日野中部都市下水路の整備をやった時点では、公共下水道の事業認可をま

だとっていない時期でしたので、市街地の雤水の排除という形で以前に取り組んで

きたという経過がございますが、現在では下流からいきますと、必佐、内池から西

大路にかけて、市街地の雤水の整備については公共下水道事業の雤水排水対策とし

て取り組むというふうになっております。 

 ただ、この事業を待っていますと、かなり遅れてくるということもございます。

そういうことから、この事業については幹線が中心になりますし、枝線については、

当然、道路側溝とした中でその事業の流量も含めて、調整を取りながら早く取り組

める事業という形で、道路側溝の事業で取り組みを現在考えているところでござい

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） まず、議長に確認させていただきます。行政の責任という部分

で、答弁がなかったのですが、これは再質問の部分でよろしいですか。 

議長（杉浦和人君） 答弁もれということで、建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 答弁漏れで申し訳ございません。 

 行政の責任においての工事についてでございますが、行政として、やはり災害的

な要素もございますので、早急に責任において対応をやっていきたいというふうに

考えております。地元ともそういう中で協議を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） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 再々質問いたします。 

 ただいま、建設計画課長から災害という言質、確認をいただきました。ありがと

うございます。また、行政の責任において整備を行っていただくということで、ま

ことに前向きなことをいただきました。ありがとうございます。御礼申し上げてお

きます。 

 余計なことではございますが、皆さん、十分にわきまえておられるかと承知して

いますが、あえてふれますと、公務員として、町民のため、高い気概と使命感を持

ち続けていることが必要であるということでございます。今まさに、今の建設計画

課長の言葉はそれに当てはまると思います。今後ともよろしくお願いしたいと思い

ます。これはこれで終わります。 

 ２、私は、あらゆる形態の身体的または精神的な暴力、暴力に大小の別なく、暴

力にいかなる権利もないということを、暴力を認めず、強く否定することをまず申

し上げます。 
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 また、日野町議会基本条例第15条、「議員は、町民の負託に応えるため、高い倫理

観が課せられていることを自覚し、町民の代表として良心と責任感を持って、議員

の品位を保持し、識見を養うよう努めなければならない」と制定しています。私は、

一議員、公人として尊重し、受けとめ、遵守するものであります。 

 以下、暴力についてお尋ねします。 

 ①暴力について、広辞苑から引用すると、乱暴な力、無法な力、殴る、けるなど、

相手の身に害を及ぼすような不当な力や行為とあります。そこで、暴力、あわせて

私人、公人について、町長の見識、考えをお尋ねします。 

 ②暴力について、また暴力現場に居合わせたとき、どのように対処されますか。

副町長の見識、考えをお尋ねします。 

 ③暴力について、また暴力が小学校、中学校で起こったとき、教育委員会教育長

の見識、お考え、指針、対応、また過去の事例があれば、事例も含めてお尋ねしま

す。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 小林議員から、暴力について、私人、公人について、見識、考

えはどうかということでございますが、だれもが同じことだと思いますが、暴力に

つきましては許されるものではないということであるというふうに、私も認識をい

たしております。 

 また、私人、公人という言葉もいろいろな場面で出てくるわけでありますが、私

人というのは公的な立場を離れた一個人ということで、公人とは公職にある人と、

こういう意味で現在使われているのではないかと、こういうふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（岡村明雄君） 暴力についての見識は、今、町長がご答弁された見識と、私

は同じでございます。 

 暴力現場に居合わせたときに、どのように対処をするかというご質問でございま

すが、気持ちとしてはそういう現場にいた場合にはとめたいなと、暴力については

だめだよということで、とめたいなというふうに思っておりますが、とめることで

私に危害が加わるとか、そういうふうなケースバイケースがございますので、気持

ちとしてはとめたいと思いますが、実際、そういうときに立ち会った場合には、や

はり警察に通報するのかなと、このように思っております。 

 その上で、これもケースバイケースですけども、よく顔見知りの人がそこでけん

かしていたら、これはとめないかんわなということで、これはそういう行動に出ま

すし、全然見知らぬ人がけんかをされておったら、これはやっぱり警察に通報する

のが一番いいのかなと。ケースバイケースでの対応になるかな。一概に、すべて割

って入ってとめるというふうな、できればそういうふうにできるぐらいの、自分に
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力があればいいかなとは思いますが、なかなかそういうわけにはいかないので、今

思っていることで何か対応ができるかなというふうなところでございます。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 暴力についてでございますが、暴力行為は社会において許さ

れない行為でありまして、学校においても、いかなる理由があっても暴力に訴える

ことは許されないと考えております。子どもたちにもあらゆる場を通じて、このこ

とを指導しているところでございます。 

 学校で起こっている事例の多くは、友人間での悪ふざけがエスカレートして、暴

力行為に及ぶケースでございます。学校現場で暴力行為があった場合、まず事実を

確認し、問題を起こした子どもとの信頼関係に配慮した対応に基づきまして、暴力

の背景にあるものをきめ細かく把握、理解し、指導しているところでございます。

ケースによりましては、家庭にも必要な協力を求め、加害者はしっかり反省した上

で被害者に謝罪するようにしております。なお、その事後も同じことが繰り返され

ないよう、見守りを行っております。 

 過去の事例ということでございますが、注意を受けた生徒が先生の足をける等の

暴力をしたケースがありました。その後の指導でしっかり反省し、謝罪もし、落ち

着いた生活がおくれるようになったという報告を受けております。 

議長（杉浦和人君） 小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 指針、対応は。 

議長（杉浦和人君） 暫時休憩します。 

－休憩 １１時４２分－ 

－再開 １１時４３分－ 

議長（杉浦和人君） 再開いたします。 

 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 対応については、尐し触れさせていただいたと思います。 

 指針につきましては、各学校でどのようにしていくかということをそれぞれ決め

ておりますので、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 答弁で、町長、副町長、教育長、すべて暴力は否定されました。

安心しました。 

 あってはならないことですが、残念なことですが、暴力事件が後を絶ちません。

公人、私人が暴力を起こしたときの社会に与える影響、社会から受ける批判、問わ

れる責任が、公人と私人では大きく違うと思います。 

 現場に居合わせたとき、警察に連絡する、知り合いであればとめに入るという、

副町長の答弁を受けました。もう尐し突っ込んでいただくかなと思っておりました
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が、暴力を受けた人をいたわり、体を気遣い、程度を問わず手当てをするのは、私

は当然のことだと思います。決して被害者をその場に放置して立ち去るというよう

な、人倫にそむくようなことはあってはならない。また、考えられないことであり

ます。 

 町長、副町長、教育長、責任ある地位におられます。率先垂範する立場にありま

す。町長、副町長、教育長の答弁には倫理観というのが欠けていると思いますが、

その点についてお尋ねします。 

町長（藤澤直広君） 暴力行為については許されるべきものでないというふうに、副

町長、教育長、私も、万民がそのように思っておるということでございますので、

社会通念上、そういう社会をつくるために努力をする必要があるのではないかなと、

このように思っています。 

 倫理観というお言葉でありますが、暴力行為ということは許されるべきものでな

いということでございますので、それ以上倫理観という概念をどこの部分で回答さ

せていただいたらいいのか分かりませんので、私の方で、今、現時点で倫理観とい

う言葉に対する答弁を、どのようにさせていただいたらいいのかということは思い

つかないので、その点については差し控えさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 暴力は否定されました。 

 しっかりと暴力を見据えて、その場に立ち会ったときもしっかりとした対応がで

きるように、平素から人間を鍛える、精神を鍛える、そういうことが大事であろう

かと思います。決してその場から立ち去るようなことはあってはならないと思いま

す。 

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。 

－休憩 １１時４９分－ 

－再開 １３時２０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。 

 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。 

 本日、２項目の質問に当たりまして、私の方としては、私の考え方ならびに方策

について当局の方と擦り合わせをしたいと、このような目的で質問をさせていただ

きますので、ご答弁の方をよろしくお願い申し上げたいと、こういうふうに思いま

す。 

 まず第１項目めでございますが、中学校の給食実施についてお尋ねをいたします。 
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 中学校の給食実施につきましては、改修計画当時より、重要、必要な計画案件だ

とお聞きをいたしております。去る８月17日に給食室新築工事安全祈願祭が行われ、

建築工事が始まっております。また、厨房備品の発注も終わり、来年４月予定の給

食開始へ向けて、着々と準備が整いつつあります。給食の実施を心待ちにされてい

た方々は、ようやく実現するなと喜んでおられる現状でございます。生徒、保護者

ならびにまた教育現場の方たちに、ためになり喜ばれる給食となるよう、万全の体

制づくりに我々は努めなければならないというふうに考えられます。 

 ただ、運営面での調理を、直営または民間委託で実施するのかについては、給食

問題検討特別委員会で討議が重ねられ、また、本会議においても両方法の主張が展

開されましたが、結論に至っていない現状であると私は考えております。学校現場

の給食実施に、準備期間の不足により支障を来さないために、また、先に行われま

した町長選挙において公約に掲げられたこともあり、多くの町民の方々が関心をお

持ちでございます。直営か民営委託か、どちらに決まったのかと尋ねられるのが現

状でございます。この方たちには、ご理解いただくために内容の説明が必要である

というふうに、私は考えております。そのためには両方法での理解を深め、結論を

導き出し、さらにその方法での問題・課題の解決に対峙する時期に来ていると思わ

れます。それには給食問題特別委員会におきまして、集中的な討議が行われること

が望ましいと考えられます。給食問題特別委員の方には大変な仕事だと思いますが、

これをお願いすることが一番ベターだというふうに考えております。 

 以上、私の持論を述べさせていただきましたが、当局はこの問題にどのように対

処されようとしているのか、お尋ねをいたします。 

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

教育長（奥村 薫君） 中学校の給食につきまして、髙橋議員さんからご質問をいた

だきました。 

 おかげさまで、中学校の給食の建築工事につきましても順調に進めさせていただ

いております。ありがとうございます。 

 学校給食につきましては、これまでから子どもたちの教育の一環として位置づけ

まして、食育の推進と子どもたちの食の安全・安心の確保を優先しているところで

ございます。 

 中学校給食の調理の運営方法につきましては、直接に町が調理員を雇用して給食

を行うこととして、来年４月からの実施に向けて中学校と協議を進め、万全を期し

ていきたいと考えております。業務に当たりましては、可能な限り効率的な運営に

努めてまいりますので、子どもたちのためにご理解・ご協力をお願いしたいと思い

ます。 

 なお、建築工事に伴う授業への影響につきましては、毎週、学校教職員を交え、
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工事打ち合わせを行い、随時状況を確認し、適切な対応に努めているところでござ

います。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 教育長の方から答弁をいただきました。 

 今、直営方式をもって運営を進めたいというようなお話が主張されておりました

が、それはそれとして、当局の提案としてよろしいのですが、しかしながら、当局

の責任がそこに伴うということなのです。なぜならば、それに対して納得いただけ

るような形の説明をしなきゃいけないということなのです。そこの、説明して納得

いただける部分がないから、今、こういった形の給食特別委員会においてその対策

をしなさいよということを、僕は提案を申し上げているわけなのです。 

 その状況が、今、お分かりなのかどうか、これをお聞きしたかったんです。だか

ら、このままですか。もうあと何もしないのですか。この部分を私はお尋ねしたい

と。もう一度、答弁をお願いします。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 中学校の給食につきましては、これまでからいろいろご議論

いただいてまいりましたけれども、やはり私は子どもたちの安全・安心の給食のた

めに、直営でお願いしたいというふうに思っております。来年の４月から始めるた

めに、子どもたちや保護者、また学校等に心配をかけず、安心できるように給食を

開始したいと思っておりますので、町で責任を持って実施してまいりたいというふ

うに考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） ちょっとかみ合っていないので、お聞きします。 

 主張は主張で、それは結構だと僕は思っているんです。当局として直営で行うと。

しかしながら、提案したならば、それを納得させるための説明責任があるというこ

とを言っているんです。その場は、この学校給食特別委員会でそのようなことをき

ちっと説明されたらいい。これをしないんですかと言っているんです。 

 今の現状というのは、僕もそうですし、それから先ほども言いましたように、町

民の方もどちらにするのか、このようなことでお聞きになっている現状なんです。

せめて、我々、議会として統一した形のものをもって臨まなきゃいけない、それに

は、今、給食特別委員会で、一定方向の中でまとめなきゃいけない、理解を得なき

ゃいけない、これが当局としての責任だと、こういうふうに考えているわけです。

もう一度答弁をお願いします。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（久村重次君） 髙橋議員さんからの再質問にお答えをさせていただきます。 

 本会議の場、また給食特別委員会におきましても、町としての方向、方式につい



 

3-39 

ては説明はさせていただいて、その都度いただいております。一定、給食特別委員

会におきましても、今、議員さんからの質問の部分につきましては、こちらの方と

してもお答えをさせていただいておるつもりでございます。納得する説明という部

分は、ちょっと私には分からないわけでございますが、従来から日野町にとっては

直営で行ってきておりますので、そういった部分では、やはり先ほども教育長が言

いましたように、安心また安全な部分で、町の方で雇用した調理員さんで給食を実

施をしていきたいというような部分でさせていただいておる部分だと思います。 

 一定、給食特別委員会におきましても、説明の部分、なかなかご理解いただけな

い部分があろうかと思いますが、こちらとしては納得いただけるような形でその都

度資料等も提示をさせていただき、説明はさせていただいておるものと思っており

ますので、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） 髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 背景といたしまして、私も学校給食特別委員会、すべての委員

会に傍聴させていただいております。その中での意見交換等々において、とてもじ

ゃないけど、結論的な要素が出たような委員会になっていないと、このような理解

をいたしておるのが１つでございます。それから、委員会のメンバーさんの部分を

見ましたときにおいて、本当にそれに対して理解されておられる方が何人おられる

かというのが１つ、それから、今、説明はいたしましたよと、委員会の中の委員の

方の質問に対して答えましたよと、答えた内容、僕も委員会に傍聴いたしておりま

すが、的確な答えというのはできていないと、このような判断をいたしておるのが

現状でございます。 

 例えば例を挙げますと、労働者派遣法に民間委託すると接触すると、このような

形の発言がありました。しかしながら、ご存じのように、その違反するようなこと

であれば、近隣市町村が民間委託にしますか。また、インターネットで調べてみま

した。それは違反はしないと、即違反することじゃないと、民間委託が、このよう

な形の部分が出ておる。しかしながら、委員会においては民間委託すると労働派遣

法に違反するよと、このような部分が発言がされているというようなこと。そうい

ったことを１つに見ても、正確な答弁になっていないと、こういうふうに思われま

す。 

 もう一度申します。先ほど言いましたように、直営での部分で主張されるのは結

構。それに対して、納得までいかなくても、しっかりとした説明を、もう一度特別

委員会でおやりになることを申し上げ、この質問に対しては終わりたいというふう

に思います。 

 なお関連ですが、給食施設の建設工事によりまして、騒音等、授業に影響が出な

いように、学校現場との連絡を密にしてほしいというようなことでございますが、
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各教室に扇風機２台ですか、つけていただきまして、騒音等々については今のとこ

ろ問題ないというような形で報告を受けております。ただ、これからのこともあり

ますので、ひとつ注意していただきたいというふうに思います。 

 それでは、第２項目めの地産地消につきまして、お尋ねをいたします。 

 日野町の地産地消対策につきましては、第５次総合計画、また日野町地域福祉・

健康づくり・食育計画が策定されておりまして、ともに平成23年度より27年度の計

画が示されております。その中でも、やはり日野町としても重要な位置づけになっ

ていると理解をいたしております。本日はその中で、学校給食での地産地消に絞り

ましてお尋ねをいたしたいと、このように考えます。 

 滋賀県では食育推進計画において、学校給食における地産地消の利用を、平成24

年度で25パーセントを目指すと目標を掲げて、取り組み推進を図っておられます。

日野町では、第５次総合計画の中で学校給食における食育計画の推進と掲げられ、

「学校給食における安定した地産地消の推進のため、関係機関に呼びかけるなど、

町内の生産者の育成の確保を図ります」、このようなことが目標として掲げられてお

ります。また、食育計画の実施計画では、「地産地消運動を通じて、保育所、学校で

の食育の推進につなげていきます」と、このようなことも書かれておるというよう

なことです。ともに、食育を行う上で地産地消が大事であり、推進・拡大を図りま

すと、このようなことだというふうに理解をいたしております。 

 そのような中で、日野町の学校給食の地産地消の実態はどうなのかということで

ございますが、６月議会の一般質問で小林議員からも指摘がありましたが、誇れる

ような状態ではありません。 

 学校給食地産地消使用調査が、毎年６月と11月の第３週の５日間において実施を

されております。その資料を事前に提出をいただきました。その資料によりますと、

参考までに数字を述べさせていただきたいというふうに思います。 

 ６月の調査状況ですが、平成21年度、県平均20.8パーセント、日野町10.3パーセ

ント。平成22年、県平均22.8パーセント、日野町17.4パーセント。平成23年、県平

均23.6パーセント、日野町8.6パーセント。11月。平成21年、県平均24.8パーセント、

日野町10.6パーセント。平成22年、県平均24.1パーセント、日野町21.3パーセント。

平成23年、県平均27.3パーセント、日野町14.7パーセント。このような数字になっ

ております。これは、県下19市町別にこの資料が出ております。 

 じゃ、日野町のこの率なんですが、これ以上下がることはない位置です。絶対下

がらない位置です。それからまた、日野町の学校給食の年間の地場使用実績ですが、

平成22年、総量として３万5,740キロ、地場産3,412キロ、年間、地場使用率9.5パー

セントです。平成23年、総使用量２万9,634キロ、地場産2,707キロ、9.1パーセント。

むしろ使用率が下降していると、このような現状になっています。 
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 これらの実績を見まして、６月議会で小林議員が対策質問をされております。教

育長はこのような答弁をされております。現状、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の協力を得るなどしているが、必要なときに必要

な量を調達するため、商品としての生産品目数とその生産者数の裾野を広げるとと

もに、地元商店の協力を求める必要がある。そのために、必要な量、時期等を見え

る形にするなど、農林課と研究を進めている、と、このようなご答弁をされている

ということでございます。また、教育次長におきましては、生産農家が尐ない現状

であり、増やす方策が必要である。農林課、ＪＡグリーン近江等々と早急に進めて

いきたい、このような形でご答弁をされております。地産地消は、食育で大事なこ

とだと言われております。この対策だけで地産地消の拡大が本当に図れるのかどう

か、心配をいたしております。 

 そこで、お尋ねをいたします。 

 先ほども言いましたように、25年度４月より中学校の給食開始が予定をされてお

ります。このことも含めて、地場産の調達計画がなされていると、こういうふうに

思われますが、もととなる食料品の年間使用量、中学校で何キロと想定されている

のか、お尋ねをいたしたいというふうに思います。 

 ２点目ですが、先ほど申しましたように、教育部局より地場産の調達拡大に向け

て農林課と研究をしている、また生産農家さんを増やす方策をともに進めていきた

いとの対策が出されていますが、農林課ではどのような取り組みをされているのか。

また、今後の取り組みをどのように考えておられるのかをお尋ねいたしたいという

ふうに思います。 

 ３点目ですが、滋賀県では地産使用率を、24年度25パーセントの目標と置かれて

います。日野町でも地産率を上げる、上げるためには目標値を置かなきゃなかなか

向上しないのは、これはもう原則でございます。現在、日野町では、24年度どのく

らいの地場産使用率を考えておられるのか。 

 以上３点をお聞きしたいと、このように思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 髙橋議員から、地産地消に係るご質問を３点いただきました。 

 町長部局の方からは、農林課の取り組みについてどうなのか、こういうご質問で

ございましたので、まず最初にその点について、答弁をさせていただきたいと思い

ます。 

 現在、地場産野菜を生産・販売されているグループは、ブルーメの丘や、毎週水

曜日にＪＡグリーン近江東支店の夕市で販売されているＪＡ青空市場部会や、南比

青空市場がございます。 

 しかし、日野町で野菜を生産・販売されている農家は尐のうございまして、学校
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給食へ地場産野菜等を供給するには、販売用野菜を生産する農家やグループを増や

すことが必要になります。 

 まず、現在、学校給食への供給に協力していただいておりますＪＡを通じて、青

空市場部会の会員の皆さんに、野菜の生産や拡大、学校給食への提供をお願いして

おります。青空市場部会では、今年度は学校給食について小学校の栄養教諭を招い

て、学校給食の現状について学校の立場からの考え方などを聞く研修会を実施する

など、取り組んでいただいておりますが、生産農家の皆さんから、なかなかまだす

ぐによい返事をいただくということにはなっておりません。引き続き、ＪＡや学校

教育課と教育委員会と連携しながら、地場産物の生産拡大に向けた取り組みを研究

していく、このことを指示しておるところでございます。 

 あとの２点につきましては、教育委員会から答弁を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） 地産地消についての１点目のご質問でございますけれども、

平成25年度から実施を予定しております、中学校給食における年間食料品使用量に

つきましては、具体的な献立は作成していないために、文部科学省が示す「学校給

食における食事内容について」において参考にするようにされております、標準食

品構成表に基づく試算となりますが、主要食材では年間で約66トンと想定しており

ます。 

 次に３点目ですが、平成24年度の地場産使用率の目標につきましては、今年度か

ら使用率の向上を図るため、冷凍野菜やカット野菜を生野菜に順次切りかえ、カボ

チャを新たに町内から調達するなど、町内産の活用を可能な限り広めております。

絶対的な供給力が小さいため、急激に向上できる状況ではございませんが、米を含

めた重量ベースでの使用率を、実績でおおむね14パーセントのところを18パーセン

トに近づけるよう努力するとともに、町内産の活用促進を基本に東近江圏域からの

調達による補足も考慮し、地場産使用率の向上を図りたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 再質問させていただきます。 

 提案も含めましてですけど、今、第１点目の中学校の給食が66トンの予測をされ

ているということですが、そうしますと、今現在、実施しています幼稚園あるいは

小学校、合わせるとこれが90トンぐらいになるのですか。 

 したがって、ここにも地場産の使用が行われるわけです。現在の供給量そのもの

自体ですと、必然的にまた使用率が低下するというような形になるわけです。これ

に対して、対応は絶対していかなきゃいけない現状だというふうに思います。だか

ら、まずこの第１点目の質問に関しては、そこも含めて地場産使用率が上がるよう

な形でひとつ考えていただきたいと、このように考えます。 
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 それから、今、地場産の拡大に向けての調達、農林課を主体に取り組んでいただ

いている様子を、町長からお聞きをいたしました。しかしながら、現実として今の

調達では、教育部局としては不足しているよと、このようなお話をお伺いしている

わけです。 

 積極的にそういった生産農家数をあげる必要があるだろうということなんですが、

僕が何人かの農家の方に、現状を、お伺いいたしました。なぜできないのか、この

資料等々を見せながら、お聞きをいたしております。 

 僕がお聞きしたのは、今、畑だけで９反ですから、１町近くを野菜としてやって

おられ、主に出荷は市場であり、それから直接料理屋等々に出荷されているお方な

んですけど、これを見て、例えば言っておられるんですけど、白菜ですと、今、こ

の資料を見ますと、地場産で360キロ昨年度お使いになっているわけですね、360キ

ロというのは何個ですかと。大体、白菜１個、３キロから４キロとすると、120個。

今の１件か２件の農家の量じゃないですか。ほとんどの家、農家の方ですと、白菜

をおつくりですよね。地場産としてこれだけの供給しかできていないんですよ。な

ぜなんですかとこの人は言われているんです。生産者が尐ないと言われますが、本

当なんですかというのを言っておられました。だから、その人は、意欲的なお方で

して、言ってもらえば協力するよと、このようなお話でございました。 

 僕は提案したいのですが、今も町長の方からお話がありましたように、調理現場

とそれから生産者との会合を開きながら、お互いに理解しあって広げていこうとい

うようなことなんですが。同じようなことで、今そういった形の、生産者とそれか

ら調理、栄養職員との意見交換会を早急にやったらどうかなというふうに。意欲あ

る人で集めていただいてやったらどうかなと、この提案を１ついたしたいというふ

うに思います。 

 それから、そんなことはないだろうというふうに思いますが、疑問点を幾つか挙

げます。例えば、ホウレンソウというのがありますよね。農家で野菜をつくってお

られる方は、ほとんどホウレンソウというのをつくっておられるわけなんですけど、

日野町の昨年度の給食での使用率が1,005キロになっているんです。その内容なんで

すけど、冷凍100パーセントです。地場産どころか、市場からも入っていない。すべ

て冷凍なんです。これはどういうことなのですか。考え方はよくないんですけど、

調理に手間をかけられないよと、一番簡単ですよね、冷凍物ですと、ほとんど洗わ

なくていいですね。そういううがった考え方なんですけど、そういった感じで調理

場の現状があるならば、地場産を増やせませんよ、受け入れ態勢ができていないん

ですから。幾つかそういうのがあります。カボチャ、去年が465キロですか、すべて

カット物です。地場産どころか、市場でもない。それは確かに手間がかかると思い

ます。調理するのに、切るとか時間がかかります。しかし、その前の年、これは尐
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しでもやっぱり丸物が入っているんです。反対にそういった形に、冷凍であるとか

加工している物、こちらに移行していると。この現実。 

 したがって、僕はこれは地産地消を進めるに当たって、二面的な要素があるんじ

ゃないかなというふうに思います。どういうことかというと、調理場に、今、言い

ましたように、そういった問題が起こっていないか、起こっているならばそれを解

消しなきゃいけない。地場産を受け入れられる態勢にしなきゃいけない。これが１

点です。それから、もちろん今、農家の方に、生産者の方につくってもらえる体制、

それをきちっと整えなきゃいけない。これが必要だというふうに思います。その対

策も必要です。 

 この二面性から攻めていかないと、地産地消は進まないかなと、こういうふうに

考えている次第でございますが、今、述べましたことに対して、教育長、何かあり

ましたらお答えして下さい。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（久村重次君） 髙橋議員さんからの再質問にお答えをさせていただきます。 

 ただいまは、ご提案なりいろんな問題点なども出していただき、ありがとうござ

いました。町としても、できる限り、今まで基本に置いておりましたのは、できる

だけ日野産を使いたいという部分でございます。生産量の問題等についても、日野

中学校が入ってきますと、そういった部分では足りなくなってくるんじゃないかと

いうことでございますが、たちまちのところは、東近江産または滋賀県産をという

ような部分で、その部分については解消をしていきたいなと思いますが、やはり基

本的には日野産を使っていきたいという思いでございます。 

 それと、生産者との話し合いの部分、ご提案もいただきましたが、これにつきま

しても今年度ではあったんですが、栄養教諭との話し合いも持たせていただきまし

た。そういった部分では、受ける側、生産者側との問題点等も、尐しではあるかと

思いますが、解決できる部分は改善をしていきたいと思っておるところでございま

す。 

 それと、農家の体制、また受け入れ態勢でございますが、受け入れ態勢につきま

しては、先ほども言わせてもらっておるとおり、今年度から新たに地場産活用の部

分で、臨時さんの雇用もさせていただいておりました。十分ではございませんが、

そういった部分で態勢を整えていきたいと思っております。農家の体制につきまし

ては、ＪＡグリーン近江、また生産農家さんと、そして農林課と、その部分につい

ては協議を今後していきたいと思っております。 

 なかなか地場産活用におきましても、時間的な余裕がないという部分で冷凍の部

分も入っておりましたが、今年度からはカボチャ等につきましても、臨時雇用によ

って上げさせていただいております。今後ともそういった部分、機器の改善も含め
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て、また受け入れの態勢等も検討した中で、地場産活用、地産地消の率を上げてい

く努力をいたしたいと思いますので、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） 髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 地産地消につきましては、非常に大事なことだというふうに思

っておりますし、そのご理解はいただいているんじゃないかなというふうに思いま

す。 

 いろいろな会議の方から出ていますように、地産地消につきましてはいろいろな

メリットがあるだろうと。例えば、東近江から買ったって、顔の見える農家じゃな

いですよね。やはり、児童生徒に説明するには、東近江市産というよりも日野産と、

この方が地産地消の意味が非常に分かりやすいんじゃないかなというふうに思われ

ます。そういった意味で、日野町をベースに地産地消という形のものの拡大に努め

ることがひとつ必要だなと、このように思うわけでございます。 

 そういった意味の中で、先ほど申しましたように、順位的に、もうこれ以上下が

ることはありません。したがって、きちっとした形の持続できるような体制に、今、

する必要があるんじゃないか。短期的に、短絡的に率を上げるんじゃなくて、持続

可能な体制づくりをしていくと、このような形が必要かなというふうに思います。

そういった意味の中では、やはり生産農家の方に理解をいただき、体制づくりをす

るということが非常に大事かなというふうに思います。そういった意味で、先ほど

申し上げました形で、今の１回や２回で意見交換したって、できるものじゃありま

せん。したがって、何回もそういった形のものを積み上げながら、最終的には委員

会に持ってくるのも結構でしょう。しかし、今の段階では下準備で、いきなり委員

会でやったって、できるわけはないんです。そういった形の体制づくりを今からや

る必要があるんじゃないかなというふうに思います。 

 非常に大事なことでございますので、積極的な形で臨んでいただきたいというこ

とをお願いしまして、質問を終わります。 

議長（杉浦和人君） 次に、１番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） それでは、通告書に伴い、分割方式で３点ほど質問させていた

だきます。 

 私は、今の髙橋議員、また午前中の蒲生議員のように、前置き、または肉づけ、

下調べなどは、できない方ですが、そのかわりに率直に質問させていただきます。

したがって、隣に座ったときにない頭を絞らなくてもいいような、きちっとした答

弁をひとつよろしくお願いします。 

 まず１番目なんですけれど、日野消防署の建てかえ、新設についてお伺いします。 

 東近江消防、愛知郡消防広域化に伴い、老朽化した日野消防署、南出張所、永源

寺消防署の建てかえが迫ってきています。特に日野消防署の建てかえは、早くから
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取りざたされています。行政組合会議でも愛知消防との合併の条件として、日野消

防署の建設の計画もあると聞きます。当然、これまでの慣例から、用地確保はそれ

ぞれ市町で対応することになっています。当然、今の消防署をつぶして建てかえる

わけにはいきません。 

 そこで、お尋ねします。 

 訓練施設等の必要性から、約5,000坪は必要と言われています。適当な用地の確保

について、町はどのように考えておられますか。 

 また、これまでに予定地の目安について、内部で話し合っておられますか。例え

ば、用地交渉、開発申請、造成工事等に係る必要な期限など、その内容を、分かる

範囲で結構ですのでお聞かせ下さい。 

 また、無線のデジタル化の期限が28年５月です。最長の期限としても、それまで

に新設、完成が必要と思われます。デジタル化だけを先にした場合、この庁舎の上

にアンテナを上げるとか、そういう話も出ておったと聞いております。それにはや

はりケーブルも長く、中継基地、また施設基地を下につくって一緒にしなければ、

二重の経費が多額に出費がかさむと思います。このところから、必然的にしっかり

と次の時代に似合った消防署を建てていただいて、安心・安全を願いたいと思いま

すので、的確に今の３点、ご返答をよろしくお願いします。 

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

町長（藤澤直広君） 日野消防署の建てかえなどについて、ご質問をいただきました。 

 東近江行政組合は、10月１日をもって愛知郡消防と統合をし、東近江行政組合消

防本部として再スタートするわけでございますが、消防体制を充実すること、さら

には住民サービスの向上を図ることなどが期待されているところでございまして、

またさらに、消防救急無線のデジタル化等の整備を、計画的かつ効率的に進めるこ

ととされております。 

 また、日野消防署の改築も計画に掲げられており、現在のところ、平成25年度実

施設計、平成26年度工事完了の予定となっております。改築場所につきましては、

現段階のところ、現在のところを考えておるところでございます。なお、面積につ

いては、私の聞き間違えかも分かりませんが、5,000坪という広大なものにはならな

いと、このように認識をいたしております。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 再質問させていただきます。 

 町長答弁のように、大変広大な土地ですので、用地が大変だとも思いますけれど、

やはりこのままの状態で業務を続けていかなければならないわけですから、違う土

地、ところへ行くというのが的確かなというのは、私は思います。 

 そして、南消防署の方も、まだ先で分かりませんが、なくなるかも分からないと
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いう話も聞いておりました。竜王の方に増やし、日野からカバーできるというよう

なことで、もう尐し下の方ですね、307号の近くが適切かなという話も聞いておりま

す。 

 そこで、話はどんどん進んでいるということですので、１つ聞きたいのは、尐な

くとも平成25年の用地確保で予算を計上するつもりは考えておられますか。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） 再質問にお答えをいたします。 

 日野消防署につきましては、日野町の消防活動の拠点、また地域の防災の核であ

るというふうなことで認識をしているところでございます。場所につきましては、

今も町長申しましたとおり、現在の場所で不都合を感じているわけではございませ

んので、現段階では現在の場所で改築を考えているところでございます。 

 面積の話でございますが、先に建てられました能登川の消防署の面積が、大体

3,700平米ぐらいというふうに聞いておりますので、最低それぐらいの面積は確保し

たいなというふうに思っています。役場の敷地の一部をそちらの方に回してはどう

かというふうに考えているところでございます。 

 南出張所につきましては、まだ現在、どこにというのは決まってございませんの

で、日野町としましては、現段階で現場所での改築を考えているところでございま

す。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 予算計上とデジタル化の方についての問題は、どのように思わ

れておりますか。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） デジタル化につきましては、行政組合の方で整備をされま

す。この日野消防署もデジタル化になりますので、その工事とあわせて26年度に実

施をしていただきたいなと、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） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 分かりました。 

 また、今の状態で不自由は聞いておられないということですけれど、やはり我々

見ておっても、日ごろの訓練、いろいろなことをやっておられるんですけれど、だ

んだん、近代いろいろな事案、また風水害、いろいろな災害で多種多様な訓練をさ

れておられます。やはり車庫の前でやっているというのでは、まだ十分できていな

い部分があると思いますので、役場の土地で、確保できるのであれば、5,000坪とま

では言いませんが、できたらもう尐し広い土地のところでできるようにしていただ

きたいたいと、要望として思います。 

 それでは、２つ目に移らせていただきます。 
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 ２つ目は、先ほども尐し冨田議員の方からも出ていましたけれど、行政懇談会の

方で出ております出雲川の現状についてということで、質問させていただきたいと

思います。 

 地元、必佐地区では、行政懇談会において、いつも出雲川の危険性に伴う要望が

出ています。行政懇談会は８月11日にありました。その後日、14日でしたか、大変

大雤が降りまして、私もその小御門地区から出ておった場所等を見回りに行きまし

た。やはり、集中豪雤にしては驚くような水位になっておりました。当然、浚渫を

求めておったところは、水が盛り上がるような流れ方をしておりました。危険だな

というのを痛感しました。その辺のことで、やはり日野川まで行くと、そのぐらい

の雤でもダムを保有しているせいか、かなり水量は尐ない、そういうふうに見受け

ました。やはり、出雲川は危険だなというのを痛感したところです。 

 いつも、危険度の高いところから順次という町の返答の中にあるように、まさに

水害は人力では絶対にとめられないものの１つであります。その辺で、懇談会後も

どうしてもこれだけは頼むぞと、そういうような声も出ておりました。やはり毎回

毎回見送っているというのでは、大変区長会にも申し開きならんなという話をして

いたんですけど、水が引いた後を見てみますと、やはり川の浚渫が必要なところが

あります。また、のり面の補強が必要なところがあるというところも見受けました。

どこまで把握しておられるのか、また要望だけの箇所ではなく、川全体の見回り等

も含めてどのように考えておられるのか、建設計画課長に聞きたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 出雲川の災害対策といいますか、改修のご質問をいただきまし

た。 

 近年の気象の状況の変化に伴い、局地的な集中豪雤も多発しておりまして、河川

に流入する流量、到達時間も早くなっておりまして、大変ご心配をいただいている

ところでございます。 

 出雲川につきましては、毎年、行政懇談会要望で、護岸のり面のライニング、浚

渫、河川改修の要望をいただいております。こうした要望につきましては、県に対

し状況を説明し、要望を逐一やっているところでございます。そうした中で、近江

鉄道の鉄橋付近の浚渫については、今年度において実施の方向となりました。 

 護岸工のライニングについては、平成17年度より休止状態であり、さらに県に要

望をしたところでございます。 

 河川の改修につきましては、予算的にも高額な費用になることから、難しい状況

というふうに県から聞いております。 

 日野町の１級河川は17河川あり、河川は道路と違い、パトロールなどによる監視、

見回りについてもなかなか難しく、県においてなかなか十分にできていない状況で
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ございます。河川の状況を一番よく知っておられる住民の皆さんから、毎年、行政

懇談会で要望という形などで情報を提供いただいていることは、大変ありがたいこ

とでございます。町といたしましても、そうした情報をもとに現場を確認し、県に

報告をし、対策を求めているところでございます。引き続き、地域住民の皆さんの

ご協力を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） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 今の町長の答弁は、この前の懇談会でもいただきました。その

あと、やはり今、言っていたように、そこの小御門地先の区長さんでございました、

元消防署に行っておられた方で、大変おとなしい温厚な方でしたけれど、やっぱり

その中で、もう今年はこれだけは引けんのや、かなり断固として言っておられまし

た。懇談会の後も私のところに来られて、ちょうど１人しか残らなかったもので、

こんこんと頼むでという話も言われてまして、それは杉浦議長の方にもしゃべらせ

てもらいまして、これは一遍かけようやないかというので２人で相談しまして、県

の土木事務所にも行って、現状のいろいろな話をさせていただきました。その辺は、

行政懇談会の質疑にあったと思うんですけれど、100万前後の浚渫費用やないかなと

いうような返答でしたので県の方にしゃべらせてもらいましたら、今年度中にやら

せてもらうという返答をいただきました。 

 そのついでなんですけれど、今の477号から豊田、中山の地先です。そこの、ごみ

がかなり臭かったとか、ごみがひどくなります。走ってもらったら分かると思うん

ですけど、ずっと日野町下ってきて、もう中山の信号を過ぎたところから、完全な

山の中にあります。それまでは開けていますが、完全な山の中で、我々もごみ拾い

とか、防犯団体で行ったことがあるんですけれど、そこから急にすごいごみになり

ます。やはり、待避所みたいなところなんかは、そこでご飯を食べるのか知らない

ですが、いろいろな弁当の食べ残しのごみ、またジュース等の缶が大量にあります。

びっくりするぐらいそこにあります。以前でしたか、住民課長に福永さんがおられ

たときですけど、家庭ごみまでどっかり置いてあって、開けたところ名前が全部入

っていましたので、その方に注意をしてもらったという経緯があります。その辺も

どうしてもしてほしいと要望があって、それも何とかさせてもらいますという返答

をいただきました。 

 だから、いつも県の方に要望と言っておられますけれど、一生懸命やはり我々も、

こうやって行って頼んできました。それでええやないかというのでなくて、やはり、

これを言うと地元の方は、なんや、なんや、役場、聞いてくれてないやないかと、

一生懸命やってくれてるのにと、それではだめと思います。前回の６月議会に私も

言わせてもらいましたけれど、やはり汗をもっと見せていただいて、地元の方によ

い結果をもたらすように努力を目指していただきたいなと思いますが、その辺のこ
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とはどうですか。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 村島議員の方から再質問いただきましたので、答弁の

方させていただきます。 

 まず、出雲川の小御門地先の浚渫については、議長さんなり村島議員さんの方か

らいろいろ県にも動いていただき、県の方からも今年度でやるという返事もいただ

きました。大変ありがとうございます。 

 町の方も、一緒にきちっと要望も含めてやらせていただいているところです。そ

して、行政懇談会でいただいた要望、県関係の要望についても、すべてやはりきち

っと、重点項目も含めて、要望は町としてはさせていただいているつもりでござい

ます。動いていないとかそういうのではなしに、きちっと動くところはこれからも

動きますし、既に動いているところでもございますので、その辺はご理解いただき

たいと思います。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） それはまたよろしくお願いします。 

 それでは、３番目の農家民泊について、何点か質問させていただきたいと思いま

す。 

 私はこの農家民泊は大変いいことだと思っていますし、この質問をしようと思っ

たときに、３軒ほど農家民泊をされているお家の方にしゃべらせてもらいました。

大変、この２日間、充実してよい経験やなというので喜んでおられまして、細かい

話もさせていただきました。 

 平成20年から始まったと聞いております農家民泊も、初年度は大変尐人数のスタ

ートと聞いておりますが、このところかなりの数の生徒が来ていると聞いておりま

す。そこで、安心・安全の立場から見て、何点かお聞きしたいと思います。 

 １つ目として、受け入れ宿泊客の紹介は、どのような形態の業者なのか。旅行業

者からされておられるのか、こちらから誘導してやるのか。 

 そしてから、受け入れ、宿泊の予算。その都度交渉するのか、あるいは当方が一

方的に提出されておられるのか。 

 そして、24年度５月までの民泊実績についてもお聞きしたいと思います。民泊件

数で、総人数、受け入れ家族、延べで結構です。 

 民泊紹介業者は何社おられるのか、多い順で結構ですので、お願いします。そし

て民泊の報酬は１泊１人5,000円であると聞いていますが、団体の内容によって変わ

ることがあるのか。また、報酬は宿泊費なのか食事代なのか。 

 また、その税務申請はどのようにしておられるのか。 

 そして、町が取り組みを強化している田舎体験の事業の宣伝です。これだけずっ
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とたくさん来られるということは、全国の旅行会社にどのようにしておられるのか。

特定の業者がおられるのか、その宣伝方法等はあるのか、その辺も教えていただき

たいと思います。 

 そして保険ですけれど、調べてみたところでは、近江日野田舎体験推進協議会が

受け持っていると教えていただきましたが、普通、旅行に行くときは、行く方側が

掛けるのが普通と思うのですが、それはどうしてなのかというような点。 

 他県の民泊受け入れの農家を、いろいろインターネットの方で出てきますので、

調べました。そうしたら、やはり報酬の常習性が出てくるという兼ね合いで、同じ

家がいつも泊めるということで常習性があるというので、簡易旅館業ですね、簡易

宿泊所の許可を受けているところがかなり増えてきたと。政府もそのような許可を

簡単にとらせるような手段をとっているということが載っておりました。日野町の

場合はどのようにとらえているのか。 

 以上７点、お尋ねします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 農家民泊についてのご質問をいただきました。 

 日野町において、地域住民の皆さん、日野町を元気にしたい、農村の暮らしに生

きがいを見出したいなどの思いをもって、積極的に取り組みを町民の皆さんにして

いただいていることは、大変ありがたいことであるというふうに考えております。 

 平成21年度に初めて教育旅行を受け入れ、その流れは長浜市、米原市、愛荘町、

豊郷町、甲良町、多賀町、東近江市、甲賀市などに拡大をいたし、受け入れ家庭は

滋賀県下でも約500件を数えるに至っております。田舎体験の取り組みが、地域住民

の元気、生きがい、楽しみを生み出す地域振興策として、日野町から発信できてい

ることは大きな喜びでございます。最近では、近隣の市議会議員さんからも、取り

組みを参考に、自分の町でもさらに進められないかなどと、視察に来ていただくこ

ともございます。議員各位のご理解とご協力をよろしくお願いしたいというふうに

思います。 

 さて、その中身について何点かご質問をいただきました。 

 まず、農家体験の受け入れにつきましては、ＪＴＢや日本旅行、近畿日本ツーリ

ストなどの旅行会社などから送客をしていただいているものでございます。 

 次に、受け入れに係る予算につきましては、それぞれの学校などの旅行行程に従

い、その都度、近江日野田舎体験の料金を協議会が示しております。なお、旅行会

社によって料金単価を変えるなどの対応はしていないということでございます。 

 次に、実績でございますが、平成24年度５月までの実績で、平成21年度から受け

入れを始め、受け入れ件数は48件、民泊総人数は4,877人となっております。受け入

れをしていただいた家庭数は約230軒でございます。 
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 教育旅行などの紹介業者は、多い順に、ＪＴＢ、近畿日本ツーリスト、日本旅行、

トップツアーの国内大手４社に加え、農協観光など、合計９社でございます。 

 次に、体験指導料として１人5,000円を受け入れ家庭に支払っておりますが、団体

が体験される時間の長さによって変わります。また、報酬につきましては、材料費

を含む体験指導料として支出をしております。 

 税務申告につきましては、受け入れ家庭において適切な対応をお願いしていると

ころでございます。 

 次に、近江日野田舎体験の宣伝についてでございますが、教育旅行の取り扱いが

多いＪＴＢや近畿日本ツーリスト、日本旅行、トップツアーは当然のことながら、

地域によっては中小の旅行会社にも宣伝し、宣伝方法につきましては、担当者が営

業所を訪問して宣伝するほか、インターネットを見て問い合わせがあった場合など

は説明を行い、資料を送付するなどによって、全国からお越しいただけるよう宣伝

をいたしております。 

 次に、保険の加入につきましては、旅行される学校などは、当然、旅行会社の旅

行傷害保険に加入されます。近江日野田舎体験で加入している保険は、近江日野田

舎体験側の瑕疵による損害賠償に備えるためのものでございます。 

 次に、旅館業、簡易宿所の許可についてでございますが、田舎体験の取り組みは

日野町だけで行っているものではなく、長浜市から竜王町までの４市６町で組織し

ております、びわ湖・近江路観光圏協議会を中心に県内に拡大をしておりまして、

それぞれの地域振興、地域活性化のために取り組まれております。知事も日野町の

取り組みの視察に来られるなど、ご支援をいただいております。県当局からは、順

次、簡易宿所営業の許可を得るよう指示を受けており、手続を順次進めているとこ

ろでございます。 

 あわせて、これらの体験型教育旅行の受け入れによる農山漁村の活性化に対応す

るため、全国的に取り組みをされている、農村生活体験の教育旅行などに伴う民泊

に取り組むための指針の策定などを、町村会などを通じて、県にも要望をいたして

おるところでございます。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） いろいろな点で聞かせていただきまして、安心した部分がたく

さん出てきたと思います。 

 いろいろな、これだけのやはり人数ですので、皆さん喜んでいただいているとい

うのは表立ったことで、何かやはり１つ間違うと大変なことになると思います。現

在でも、Ｏ－１５７がありました。相手の方、またこちらが保険を掛けているとい

っても、もしか何かあって、そういうような食中毒が出るとか、またそこで死亡す

るような事犯が出るとかなれば、やはり保険では済まない部分というのが出てくる
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と思いますし、その辺は再質問でさせていただきたいのですけど、民泊ということ

ですので、そこの家で、皆で食事をとってもらうわけなんです。 

 先ほどから聞かせてもらっていますけれど、給食問題では、直営で、民間では信

用ができない、民間ではきちっとしたものができない、そういうような感じに私は

受け取ったんですけれど、やはりそれなら、そういう食事はきちっとした管理のも

とで出していかなければ、民間のつくったものというのは信用できないと、給食特

別委員会でそんな話が出たことがあったんですけど、それで実は教育長にも詰め寄

られる議員さんがおられました。その辺のことを考えますと、大変食事とかも、特

に暑い夏場です。冬は幾分と大丈夫と思いますけれど、やはり温度が高くなってく

ると、食品衛生管理法とかを受けてきちっと食事を出すわけじゃないですので、各

家庭で子どもたちに体験させるということで、どうしても生半可なところが出てく

ると思いますので、その辺のことはきっちりやっておられるのか、その辺の指導等

あるのか、教えていただきたいと思います。 

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、農村民泊につきまして再質問をいただきま

した。 

 特に、来ていただきましたら、やはり子どもたちの安心・安全については大変気

を使っておるところでございます。特に食事の面とか、また体験におきますけが等、

そういった部分には大変気を使っております。 

 そういった部分につきましては、年度初め等に受け入れ家庭にご参加いただきま

して、受け入れのための研修会を毎年行っており、食事の安全などにつきましては、

特に食中毒については注意をしながら、皆さんに協力をお願いしているところでご

ざいます。 

 今後も引き続き、受け入れ家庭の研修を行うとともに、またインストラクターと

しての研修会も年何回かしております。この９月も３回しておりますが、そういう

ことをしながら、受け入れ家庭の受け入れに対する思いを高めていきたいというふ

うに思っておりますので、今後とも皆様方のご理解をお願いしたいと思います。 

 特に食事につきましては、食品衛生の部分では、一緒に食事をつくるという部分

で、法的な部分については、緩和されたところで、今現在、子どもたちと家の方と

一緒に食事をつくるということでお願いしておりますので、その点よろしくお願い

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） 最後、要望で終わらせてもらいますけれど、やはり5,000人近

くも来られるということで、大変危険とは背中合わせになっていると思います。い

ろいろな体験、私も聞かせてもらったところへ行くと、裏の竹やぶへ行っていろい
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ろな木を切って、竹とんぼをつくったとか、作業的なこともされておられますし、

危険とは背中合わせに必ずなると思いますので、その辺のことをしっかりとしてい

ただきたいと思います。尐しこれで感じたのが、やはり給食問題に触れさせていた

だきますけれど、ちょうど形態が、皆さんで、民間の方で食事をつくり、そして一

緒に食べて、そこでとれたものをできるだけ使うようにしていますというのを聞い

ていました。まさにこれは地産地消も生きていますし、民間でやっていくというの

が姿かなと思いますので、私の意見としては、こうしてどんどん農家民泊をやって

いこうとしたら、やはり民営化で、民間がつくるというのもありかなと、私は痛感

しています。 

議長（杉浦和人君） 次に、13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、平和問題１つに対しましての質問をしたいと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

 アメリカが、アジア・太平洋戦争の末期の1945年８月６日に広島に、また９日に

長崎に原爆を投下してから、67年目に今年はなるわけであります。原爆の爆風と熱

線、さらには放射線は一瞬のうちに両市を壊滅させ、広島では14万人以上、長崎で

は７万3,000人以上の命を奪ったと言われております。助かった人たちも、今日また

原爆症で苦しみ、毎年尐なくない方たちが亡くなっているのも事実であります。核

兵器の使用は人類に対する犯罪であります。核兵器は一刻も早く禁止し、廃絶しな

くてはならないと、私は特に思うわけであります。世界的な動きとしては、核兵器

禁止条約を求める声が、世界の政治の舞台でも、さらには人間社会の中でも圧倒的

多数となってきております。 

 昨年、ちょうど秋の国連総会で、核兵器禁止条約の交渉開始を始める国連決議に

賛成、あるいはその考え方に指示をしている国は146ヵ国に上り、全世界の人口の80

パーセントを超える国々が、核兵器禁止条約の交渉開始を支持しております。 

 ただ問題なのは、そんな世界的な大きな流れの中で、今なお核兵器禁止条約の交

渉開始が実現しないのは、アメリカをはじめとした、ほんのわずかの核保有国と、

その同盟国政府が拒否しているからであります。ここを突破するためには、一層の、

私達日野町も含めて、国際世論の構築と結集が求められているわけであります。 

 一方、日本の政府はどうかといえば、今日に至っても、核兵器禁止条約の交渉を

求める国連決議に棄権の態度をとり続けております。これは、日米軍事同盟による

核抑止と核の傘にしがみついていることであり、世界的に見ても恥ずかしいことと

言わなければならないと、私は思っております。あらためて、この被爆国の日本政

府にふさわしい行動をとることが、今、強く求められているわけであります。2015

年には国連のＮＰＴ、これは核不拡散条約と言いますけれども、これの再検討会議

が開かれます。これからそれに向けて、国連、各国政府、さらには各自治体、草の
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根運動の協働の力をさらに発展させて、核兵器のない世界への扉を開くことが、私

たちに課せられた重大な責務でもあるわけであります。 

 今、日本国内では史上最悪規模の福島原発事故を体験しました。原発ゼロの日本

を目指す運動が、空前の規模で発展してきております。毎週金曜日の首相官邸前の

行動、さらには原発大集会には10万、20万という人々が参加し、声をあげているこ

とは、日本の歴史を変える、すばらしい希望ある出来事だと、私は思っているわけ

であります。核兵器のない世界を目指す運動と、原発ゼロの日本を目指す運動が、

どんな形であっても核による被害者を出してはならないという点で大きく連帯して

いくことが、とりわけ大切なことと言えるわけであります。 

 こうした大きな流れの中で、日野町におきましては、核兵器を廃絶し、恒久平和

を実現することを基本理念とした、非核日野町宣言を議会で決議して28年目を迎え

ております。また、松尾公園には、非核平和の塔が建って20年目を迎えています。

非核日野町宣言に至っては、平和を愛する住民や平和運動団体による3,000名を超え

る議会請願書名によって、議会を大きく動かした歴史が日野町にはあるわけであり

ます。その宣言を受けて、日野町と住民とが力を合わせて、非核平和の塔の建碑と

なったわけであります。その平和の塔には、国連軍縮特別総会にリレーされた原爆

の火が、電気に移しかえられて点火しております。また、平和の塔の土台には、住

民から平和への願いと氏名を書き込んだ、1,125個の石が埋め込まれておるわけであ

ります。まさに日野町行政と住民参加のもとで築き上げた、誇りある平和への取り

組みでもあり、それをさらに発展させていくことが、日野にとってとりわけ大切な

ことと言えるものであります。 

 そもそも、日野町での平和への取り組みの原点は、1955年３月６日に取り組まれ

ました、「原水爆やめてくれ！日野平和まつり」であります。今からちょうど57年前

であり、日野町が合併する前のことであります。当時、旧日野町は人口１万人であ

りました。その中で6,000人以上が参加した、まさに町ぐるみの取り組みであったわ

けであります。今日、私は、そういった意味で持ってきたわけでありますけれども、

これがちょうど57年前の、日野で唯一残っているポスターであります。この裏張り

しているわけですけれども、あと、どこかで修正するように頼もうかなと思ってお

りますけれども、これは57年前のポスターであります。 

 この中には、主催は原水爆やめてくれ！日野平和まつり実行委員会とともに、日

野町、町議会、公民館、そして日野の平和サークルが入っているわけであります。

こういう形を１日取り組まれたということで、その新聞報道も、これもコピーして

持っているわけですけれども、これが書いているわけであります。このときに、ち

ょうどＮＨＫの録音も、ラジオ録音がされたということも、この中にも書かれてい

るわけであります。こういう形で、57年前にこういうようなことがあったわけであ
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るわけですけれども、それを契機に、広島や長崎で毎年開催されております原水爆

禁止世界大会、これは第２回目から日野が参加するということになったわけであり

ます。 

 「原水爆やめてくれ！日野平和まつり」や非核日野町宣言、さらには非核平和の

塔の建碑など、町の平和への取り組みの歴史にも残る意志を受け継ぎながら、今日

では、私たちは粘り強く日野町の反核平和の集い、８月６日ないし８月９日には取

り組みをしているわけでありますけれども、そういった取り組みへと発展させてい

るわけであります。 

 以上、今日までの経過や、核をめぐる流れをいろいろと私は述べてきましたけれ

ども、核兵器をなくす問題はこの世から戦争をなくすことになり、まさに真の民主

主義の扉を開くことにつながる問題でもあります。そういった、日野町における歴

代からの貴重な取り組みを教訓にしながら、私は改めて次の３つの点について伺う

ものであります。 

 まず最初に、日野町の平和行政への取り組みであります。とりわけ日野町は、日

本非核宣言自治体協議会、さらには平和市長会議に加盟されております。事務局は

長崎、さらには広島が持っておられるわけでありますけれども、この中には述べら

れているのは、全国、さらには全世界の自治体に宣言を呼びかけていく問題とか、

それからこういった非核宣言をした自治体との協力体制をつくろうといった趣旨も

書かれております。さらには、平和市長会議の中では、世界の都市との連携を図り

ながら、この核兵器をなくす、こういった意識を国際的な規模で喚起、国際連合的

な役割を果たしていこうということが述べられているわけであります。これに日野

町が入っているということは、そういった意味では、今日までの歴史を受け継いで

きている唯一の証拠だと、私は思っているわけであります。 

 そういう日野町が、特に非核日野町宣言、議会の控室にも書かれているので、ぜ

ひ見ていただきたいと思いますけれども、その中に強調しているのは、やはり核の

脅威を広く町民に知らせて、同時にそういった世論を喚起に努めるというのがポイ

ントになります。ここで、今、言われているというので単につくったらいいだけで

なくて、それをどのように広めるかが、今、大きな課題だと私は思っているわけで

あります。そういった意味から見て、日野町の行政の取り組みがどうであるのか、

ぜひその点をお聞かせいただきたいと思います。 

 ２つには、特に生徒たちへの平和教育の取り組みであります。よく私も聞かせて

もらっておりますけれども、中学校では長崎への修学旅行、それを中心とした平和

教育をしているんだという話を聞いているわけであります。小学校、さらには中学

校での平和教育は、どういう教育をされているのか、ぜひその実態を述べていただ

きたいと思うわけであります。特に、この平和教育の問題は、やはり人の命を大切
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にする問題でもあるわけであって、いじめの問題、暴力の問題、そういったものを

解決する上でも根本となる問題だと、私は思っているわけであります。そういった

立場から、特に学校での平和教育がどのようにされているか、ぜひその点について

のご説明もよろしくお願いしたいと思います。 

 ３つには、隣にある大きな松尾公園であります。夕方も行きますと、お子さん連

れがたくさん来られており、また、平日にはゲートボールなんかもされている。す

ごく、そこに集まってこられる方も、徐々に増えてきているわけであります。その

一角に、非核平和の塔が設置されております。実は見ておりますと、非核平和の塔

に非核日野町宣言の宣言文が書かれております。そして、裏にはそれをどのような

経過で建碑されたのか、経過が述べられております。実はこれについて、やはり20

年近くたちますと、どうしてもそこに傷がついていて、プレートに書かれているそ

ういった塗料がもうはがれてきているわけです。そういった意味から、ぜひこのプ

レートをじかに刻みこむようなプレートに切りかえるべきではないかなということ

を、私は絶えず思っているわけでありますけれども、そういった点についても、ぜ

ひお考えがありましたら述べていただきたい。 

 このことを述べまして、私の平和問題についての質問をまず終わりたいと思いま

す。 

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

長。 

町長（藤澤直広君） 對中議員から、平和問題についてのご質問をいただきました。 

 1955年３月６日の、日野平和まつりのポスターも提示いただいたところでありま

すが、大変長い歴史の中で、日野町の平和に対する住民の皆さんの思いが続いてい

るということで、改めて敬服する次第でございます。 

 核兵器廃絶の問題、そんなもんできるのかという世論がある中で、国連も含めて

原水爆禁止の大会などに連帯のメッセージ等が送られるということで、こつこつと

取り組んできていただいている運動が、今まさに大きな国際世論になっているとい

うふうに思います。そういう意味では、原発問題も、そんなもんやめられるのかと

いう話がある中で、今まさに国民の多くの世論が原発やめたらどうや、こういうこ

とになっているわけであります。さらに、沖縄におきます基地問題についても、す

べての勢力が沖縄の米軍基地の問題について、同じ方向で議論がされているという

ことからいたしますと、これまで非現実的だと言われてきた核兵器の廃絶だとか、

原発問題だとか基地問題について、ことの本質が明らかになるにつれて、これを根

本から見直そうという世論が国民的に広がっていることは大変大事なことであり、

こつこつと地道に活動を続けてきていただいている皆さんに、敬意をあらわすとこ

ろでございます。 
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 そうした中で、日野町におきましては、平成16年９月に日本非核宣言自治体協議

会に加盟をし、また21年12月には、核兵器廃絶を実現させるとともに、世界の恒久

平和の実現に寄与することを目的とする、平和市長会議に加盟をいたしております。 

 日野町におきます平和に関する取り組みといたしましては、毎年８月に日野町戦

没者追悼式を開催しております。また、恒久平和祈念のため、毎年８月６日、９日、

広島、長崎における原爆投下の時刻、および終戦記念日の15日に、１分間のサイレ

ンを鳴らして黙禱の周知をしており、新聞折り込みもしておるところでございます。

また、平和関連活動をしていただいている団体に、補助金も支出をさせていただい

ております。戦争体験の風化と言いますか、私も含めて戦争を体験していない世代

が多数になる中で、しっかりと戦争の恐ろしさ、原爆の恐ろしさ、こうしたことを

伝えていくことが大切であると、このように考えておりまして、そうした活動をさ

れる住民の皆さんとともに、できる取り組みをしていく必要があると、このように

思っております。 

 次に、３点目の平和の塔のプレートについてでございますが、プレート表面に傷

や、一部文字が見えなくなっている箇所などがございます。今後修繕をしてまいり

たいと考えております。 

 ２番目の質問につきましては、教育委員会の方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） 平和教育についてのご質問でございますけれども、平和教育

は、大変重要な教育であるというふうに考えております。 

 小学校では、社会科や総合的な学習の時間等で、戦争体験をされた地域の方のお

話を聞く機会を持ったり、地域学習で地域の様子を学習したりすることによって、

戦争の悲惨さや命の大切さ学んでいるところでございます。 

 中学校では、議員もご指摘のとおり、毎年３年生が修学旅行で被爆地長崎を訪れ、

原爆資料館などを見学し、実施に被爆体験者のお話を聞いて、平和について学習を

しております。戦争を繰り返してはいけないこと、平和を維持する努力、身近にあ

っては仲間を大切にし、暴力をなくす努力をしなければならないことなどを学んで

いるところでございます。 

 また今年、東近江市にできました県の平和祈念館で、この夏休み、町の教育委員

会主催で教職員研修を行い、指導者が平和について学び、子どもたちにも伝えられ

るようにしているところでございます。戦争を直接体験された方がだんだん尐なく

なっておりまして、教員も若くなっている中、平和の大切さをしっかりと伝えてい

くことが大切であるというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、再質問させていただきたいと思います。 
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 最初の平和行政の取り組みであります。私、そういった戦没者の関係、サイレン

を鳴らす問題とか、平和活動組織へのそれなりの支援というような話は分かるわけ

でありますけれども、同時にこれは、やっぱり新しく、どうやって広げていくか、

全国的にいろいろ議論、苦労もされておられます。そういった意味から見ていくと、

日本の非核宣言自治体協議会とか平和市長会議、これに日野は入ってもらっており

ます。滋賀県下の方も大分入ってもらいましたけれども、そういう中で年に１回、

長崎でこの協議会の総会、また平和市長会議の総会が、何らかの形で開かれている

わけであります。以前そんな話もしたかと思いますけれども、旅費は若干かかりま

すけれども、ぜひそういった自治体間での交流という意味から見ても、どういうこ

とを皆さんで広めるためにやっているかというのは、ぜひその協議会の総会なんか

に行っていただいて、勉強もしていただいて、そういう交流もやっていくというこ

とが、特にやっぱり私は必要かなと思うわけです。そういう意味で、この全国会議

に余り参加されたという話を聞いておりませんけれども、その点について、そのご

意向なんかをぜひ聞かせていきたいということと、私もあと１つ考えておりました

のは、日野町に入ると、非核日野町宣言の町というプレートがかかっております。

これはまだ、歴としてよく立派に建っているわけでありますけれども、その当時に、

日野町はそういうアピールをするために、町役場の封筒に「非核宣言のまち日野」

というような、そういった文言を書いた封筒が一時あったわけです。それが今、こ

の頃はどっちかというと近江日野のてんびん坊やの関係が多いわけでありますけれ

ども、すべてするようにとは言いませんけれども、こういったものも中に入れてい

くというのも必要ではないのかなという、それは手づくりでもできるわけであって、

そういう努力はぜひお願いしたいということを思いますけれども、その点について

のご意見を聞かせていただきたいと、このように思います。 

 それから、生徒への平和教育の問題で、大体、平和教育はそこまでぐらいかなと

いうことを思うわけです。ただ、私達がよく心配しているのは、小学校、中学生の

生徒たちは、大人もそうでありますけれども、意外と偏ったマスメディアに左右さ

れる、そういった傾向になります。大阪あたりを見ていると、これがほんまかなと

いわれるほどの状況に染まってしまう傾向もあるわけ。そういう意味から見て、私

は特に正しい歴史をきちっと学ばせていくためにも、日野にもそれは生きた教材が

あるということだと思います。そういう意味では、戦争体験のお話も聞いていただ

くというのも事実だと思います。同時に、先ほど今、話しました、平和まつりの問

題、非核日野町宣言、さらに非核平和の塔、これが何十年、皆さんの力でできたの

だという、例えば、松尾公園に行ってもらって、そこを実際見てもらうとよく分か

ります。そういった内容を、皆、書かれているものがプレートに張っております。

これは先生も含めてでありますけれども、意外とそれを知らないでいるのではない
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かなということを思います。そういう意味で、ぜひそういう場を使ってでも１つの

教育をする。学校教育の平和教育の１ページに、ぜひその部分が入らないのかなと

いうことを思うわけですけども、その点についてのご意見を聞かせていただきたい

と思います。 

 それから、３番のプレートの関係で、いろいろありがとうございます。ぜひ住民

からも支援を、もっとうねりをというのならば、私達もそういった財源的なことも

いろいろ考えながらも取り組んでもいきたいなと思っておりますけれども、あと１

つは、ぜひこういうプレートと同時に、307号線か、また477号線沿いに、松尾公園

非核平和の塔とか何かがかけられないかなという、これはこちらがつくって書いて

いいのかどうかも分かりませんけれども、ぜひこういう、平和運動をやっている団

体でつくってくださいというのだったらしますけれども、町としてどうであるのか

なということを考えておりまして、その点についての、もしお考えがありましたら

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） 町長。 

町長（藤澤直広君） まず、全国会議に加盟はしているけれども、余り行っていない

んじゃないかということで、行ったらどうやと、こういう話でございます。 

 確かに加盟はさせていただいているものの、比較的開催地が遠いことなども含め

て、まだ参加はさせていただいておりません。遠さの部分と時期的な部分などがご

ざいますので、今後、日程等が調整をつくことなども含めて、１度検討してみたい

なというふうに思っております。 

 また、封筒にそういう記載をしてはどうかということでございます。確かに、町

にはいろいろな行政課題等がございますので、何を優先するかというのは大変難し

い部分でございます。そういうことが、いろいろな打ち出しが印刷との関係で、さ

らにはシールを張るとかいうこともあるかと思いますけれども、可能なのかどうな

のかということについて、一度研究をしてみたいと、このように思います。 

 また、松尾公園に平和のそうしたモニュメントがあるということについて、知ら

せるような看板などの設置はできないのかと、こういうことでございましたが、も

うひとつ、まだどういうイメージでもって看板のイメージをするのかということに

ついては、まだまだ今日聞いたばかりでございますので、そういうことが、これま

た可能なのかどうかということも含めて、内部で考えてみたいというふうに思って

おります。 

 いずれにいたしましても、おっしゃるように戦争体験が風化をせざるを得ないと

いいますか、そういう体験者が尐なくなっているわけでありますので、しっかりと

戦争の実相を伝えることが大事であるというふうに思っております。町長懇談室の

前に、一定の展示物をガラスボックスに展示させていただいておりますが、案外と
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言いますか、割とよく見ておられるのです。そういう意味では、ささやかな展示で

はありますが、大事なことだなというふうに思っております。そして、そうした場

合に、やはり国民があの戦争で大変な犠牲を強いられたという観点と、そしてもう

１つは、大変辛いことではありますが、アジアの国々にこの国が加害を加えたとい

うことについて、加害責任についてもあわせて明らかに学ぶことが大事であります

し、あの無謀な戦争に突き進んだ、そういう軍国主義教育の非民主的な社会のあり

ようについて、こうした他方向からの点で、戦争の実相を伝えることが大事であり

ます。そういう意味では、今ご指摘のように、あったことをなかったことにするか

のような発言も出されていることについては、大変危険な流れであるというふうに

思っておりまして、正しい歴史の実相を伝えることは大変大事だというふうに思っ

ております。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（久村重次君） 對中議員さんからの、平和問題の教育部門につきましての

再質問をいただきました。 

 ただいまは、いろいろな貴重な品等を見せていただきました。学校におきまして

も、そういったことについては本当に大切な部分なのかなと思います。 

 今年におきましても、夏休みの教職員の研修の中で、平和について学んでいただ

いた部分でございます。日野の学校に来られた先生方も、そういった日野の平和運

動の部分、なかなか知らない方も多いかと思います。そういった意味では、今後そ

ういった部分、夏の研修の中で日野の平和問題について、またそういった研修の中

で入れていきたいなと思っております。 

 それと、各小学校におきましても、体験なんかにつきましては、やはり地域の方

のボランティアさんによります体験学習もしていただいておりますので、今後とも

そういった部分につきましては続けていく中で、日野町の平和教育を今後とも進め

ていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） もうこれで質問をしないわけでありますけれども、松尾公園の

ところに、ちょうど20年前に非核平和の塔ができましたけれども、それの３年後に

村井の池田志づさんを筆頭に、遺族会の婦人部100名ほどの方が力を出して、あそこ

に生命の碑という碑を建てられました。あれも立派なものです。池田さんの方が立

派な部分もあるわけですけれども、あの中には、戦争で夫を亡くしたご婦人方たち

が固まって、池田さんと一緒になってああいうようなものをつくったという、もう

二度と戦争を繰り返してはならないということがうたわれて、碑は、きちっと石の

中に刻み込んでおられますけれども、そういうようなのもあるわけで、意外とあそ

こは、松尾公園でありながら、平和の問題がぐっと納まっているという部分でもあ
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るわけです。意外とそういう意味では、非核平和の塔というと、こちら側の對中の

方ばかり言ってると、こうなりますけれども、そうでなくて、平和の広場とか松尾

公園（平和の広場）とか、何かそういうような形でも、全体的に共通する部分があ

るのかなと思います。ぜひその点も行政の方でもお考えいただきたいなと１つは思

いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 また、日野町の今日までの歴史経過、平和に対する、住民がやっぱりそれなりに

動いているということも生きた教材として、これは教職員でなくても小学生、中学

生の方、一遍あそこの松尾公園のところへ行って、プレートの裏を見てみというよ

うな話までできるぐらいまで、ぜひやっていただきたいなということを、このこと

を私、最後に述べまして、終わらせていきたいと思います。 

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を終わります。委員会審査および調査につきましては、18

日午前９時から予算特別委員会、午後２時から総務常任委員会を、19日午前９時か

ら厚生常任委員会、午後２時からは産業経済常任委員会を、20日午前９時からは学

校給食問題検討特別委員会を、午後２時から企業誘致・幹線道路整備特別委員会を、

それぞれ開きますので、委員会での審査および調査をお願いいたします。各委員会

の招集につきましては、委員長の招集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。 

 ９月25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 １５時０５分－ 


