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第５回日野町議会定例会会議録 

 

平成２４年９月２５日（第４日） 

開会  ９時２２分 

閉会 １１時４６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（１７名） 

 町 長  藤 澤 直 広  副 町 長  岡 村 明 雄 

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

 教 育 次 長  久 村 重 次  総 務 課 長  平 尾 義 明 

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

 住 民 課 長  森 口 雄 司  福 祉 課 長  岡  常 夫 

 介 護 支 援 課 長  川 東 昭 男  農 林 課 長  池 内 俊 宏 

 商 工 観 光 課 長  塚 本 信 雄  建 設 計 画 課 長  岸 村 義 文 

 上 下 水 道 課 長  中 井 宣 夫  生 涯 学 習 課 長  福 永  豊 

 会 計 管 理 者  西 川 光 夫     

 

４．事務のため出席した者の職氏名（２名） 

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

日程第 １ 議第５３号から議第６２号まで（財産の取得についてほか９件）

および請願第５号から請願第６号まで（「所得税法第５６条廃止」

に向けた見直しを含む意見書提出を求める請願書ほか１件）につ

いて 

〔委員長報告・質疑・討論・採決〕 

 〃  ２ 議員派遣について 

 〃  ３ 委員会の閉会中の継続審査・調査について 
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会議の概要 

－開会 ９時２２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 議第53号から議第62号まで（財産の取得についてほか９件）および請

願第５号から請願第６号まで（「所得税法第56条廃止」に向けた見直しを含む意見書

提出を求める請願書ほか１件）についてを一括議題とし、各委員長より審査結果の

報告を求めます。 

 暑い時期でございますので、上着を外していただいても結構かと思います。 

 それでは、総務常任委員長 ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 皆さん、おはようございます。それでは、平成24年第５回９月

定例会の総務常任委員会の委員長報告をいたします。 

 去る９月18日午後１時56分より、第２委員会室において開催いたしました。出席

者は委員全員と議長、執行側より藤澤町長をはじめ関係職員の出席がありました。 

 町長のあいさつをいただき、続いて議長のあいさつをいただきました。 

 はじめに、委員長から本委員会に付託されました案件について、委員会の審査は

案件ごとに行い、議案の説明については既に議員全員協議会において受けておりま

すので、直ちに質疑に入り、全案件の質疑終了後に一括に討論を行い、その後採決

を行う旨諮り、承諾を得ました。 

 １時58分、議第53号、財産の取得について、質疑に入りました。 

 委員より、株式会社中西製作所は、製造販売で設備も整い、信頼できる業者かと

思われるが、これだけの設備が整えば、学校給食として何食を想定されているのか。

また、食缶、食器、トレイや包丁もたくさん要るが、今回の備品に含まれているの

か。２階のランチルームのテーブルやカートの取得は、今後どうするのか。カート

洗浄が３ヵ所あるが、設備は要らないのか。また、どういうものか。図面右端の１

階調理室には、厨房設備は要らないのか。残飯の処理は中学校ではどうされるのか。

機器の中で88番が図面にあるが、明細に記載されていないが何なのか。以上、８点

について質問します。教育次長より、人数については、生徒600人、職員も含め650

食を予定しています。まな板やトレイは消耗品費で購入を予定しており、いす、テ

ーブルは備品購入費で別途発注する予定です。カートについては、財産の取得の中
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に挙がっていますが、図面の64番にあたり、20台を購入する予定です。カートの洗

浄は66番に記載してありますが、カートを洗って置いておくところで設備はありま

せん。残飯処理は、各小学校では外に残飯処理機を置いており、同じような対応を

考えています。88番の記載については後ほど説明させていただきます。 

 委員より、おかず等を入れておくものや食缶は、同じように別途購入されるのか。

教育次長より、食缶については別途発注することにしています。 

 委員より、１階右端に調理室ほかとあるが、ここはどういったもので、厨房機器

は要らないのか。教育課参事より、調理室の室外機の位置という表示になっていま

す。 

 委員より、厨房機器は毎日使うものであり、不具合などあっては困ることになる。

今回の入札で、もう尐し近い業者の選定はなされたのか。教育次長より、給食の部

分は専門の分野で選び、一括購入による業者選定として、備品購入の指名願により

実施した。指名願の提出や仕様の関係からも、町内業者は除かれています。 

 委員より、県内の業者は入っていなかったのか。総務課長より、近隣では、近江

八幡、大津、京都、大阪の５社を選んでいます。 

 委員より、機器に不具合が出て困った場合、遠い業者であると時間がかかるが、

そういった場合、サポート体制はとれるのか。教育次長より、今回の業者は京都営

業所であるので信頼をしています。日常点検は調理師さんでお願いしており、でき

るだけ早く対応していただく業者となっています。緊急の場合は他の小学校の施設

を借りることとなりますが、今までにこのような事態は起こっていません。 

 委員より、そういった対応は早くすることの確認をしていただいておけば、安心

かと思われます。 

 委員より、今後の計画について、２階のランチルームの予定は１月の工事完了以

降かと思うが、日程はどの辺を想定しているのか。２階ランチルームも備品購入か

と思うが、700万円以上で議会の議決事項になると想定されていると思うが、どうか。

繰越明許なのですが、結果的に工事請負が減って、厨房をすべて備品にされるとい

うことで工事の予算を流用されると思うが、どのように予定されているのか。また、

中学校の給食施設が新しくなると、各小学校が劣ると思われる。小学校も、最低限

中学校の例に倣って改善したい点があればお聞かせ願いたい。教育次長より、１月

末に給食棟が完成し、備品の搬入が完了すると、試運転をしていかなければならな

いと考えています。また、調理員にも慣れてもらうため、年明けのできるだけ早い

時期に準備を図りたい。できれば、現在の３年生の生徒に食べてもらえたらと考え

ています。ランチルームの備品はテーブルといす等なので、経費的には大きくなく、

単体で備品購入を予定しています。基本的に、工事請負費から備品購入費へ流用し、

財産取得を図る予定でいます。各小学校の施設は新しい備品を購入していないので、
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スライサーは必要になってきます。また、フライヤー等を近代的な物に変えること

で、尐しでも地場産活用が図れる部分もあり、今後、計画的な購入に向けて調理員

等と協議をしていきたいと思っています。 

 委員より、繰越金の補助金1,800万円については、起債や一般財源が変わるだけで、

この点は変わらないと解釈していいのか。教育次長より、繰越明許でもあり、国庫

補助金については一定の必要面積での補助金算定であるので、変更はありません。 

 学校教育課参事より、委員よりご質問のありました、88番が付されている機器は

何かというご質問でございますが、機器リストの84番が正しい表記でございます。

記載誤りとして訂正をお願いいたします。 

 ２時19分、他に質疑なく、質疑を終了し、２時20分、議第54号、特別職の職員の

給与等に関する条例および日野町教育委員会教育長の給与および勤務時間等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について、質疑に入りました。 

 議長より、本会議で蒲生議員が言われたが、教育長は校長より低い給与であるが、

特別職は政治的公約により10パーセントカットでいいが、教育長は別のところであ

って、違うと判断する。同じ扱いという答弁でしたが、なぜ政治的な公約を教育長

本人にもってこられたのか。ここは町長の方で、取り扱いについて修正するなりさ

れてはどうか。町長より、町３役の給与削減は、８年前の１期目の選挙のときに10

パーセントカットの公約であり、選挙の公約に掲げたものは大事にしなければなら

ないと思ったもの。２期、３期とも、独自カットの公約は掲げていないが、一連の

厳しい財政状況の中、今、楽観できる状況ではないので、初心に返って10パーセン

トカットをしていこうと、改めて提案を決めた。語弊はあるが、どの町も３役セッ

トでされていることもある。ただ、１期目は報酬月額が違いましたので、本俸の部

分と附則の部分もございましたが、本俸10パーセント、副町長７パーセント、教育

長については校長級とのバランスも考慮しながら、９パーセント、７パーセント、

５パーセントという形で協力を求めた。全国の地方自治を取り巻く状況が厳しいこ

とに変わりないという意味で提案させていただいた。 

 議長より、町３役は収入役がいた時代を言うもので、教育長は特別職ではない。

自分の思いに協力願ったというものならば、職員さんにも協力を願うという姿勢が

あればと思う。いずれにせよ、政治家は選挙の後の姿勢が大事であり、そのような

観点を持っているならば、今後、職員にも何らかのお願いをされたい。 

 ２時26分、質疑なく、質疑を終了し、２時27分、議第57号、日野町防災会議条例

および日野町災害対策本部条例の一部を改正する条例の制定について、質疑に入り

ました。 

 委員より、防災会議の事務的な事業目的が明確になり、本来の防災会議となるわ

けですが、近年の会議開催の状況をお聞かせ願いたい。いざとなれば災害対策本部
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が中心となって動かれるわけで、簡単な審議だけではいけないと思うが、力関係な

ど、重要な位置づけをしてほしいと思う。総務課長より、近年は、平成24年２月27

日に計画の見直しにあたって開いています。その前は、平成17年４月26日、平成13

年６月22日、平成11年３月15日に、さまざまな一部修正で会議をしています。災害

対策本部と防災会議の役割を明確にするということで、今回の改正となっています。

災害対策本部につきましては情報収集に応援要請を、防災会議は計画や重要な事項

を審議する場合、町長から諮問を受けて答申できるよう明確となったものです。 

 委員より、防災会議では町長が中心となっておられると思いますが、専門的では

ありませんので、全国では防災士などのアドバイスを受ける職員を置く動きがある。

町では職員の養成など、お考えはないのか。総務課長より、大きな市町では危機管

理局や室などの部署をつくり、専門的に対応されている。町では、専門的ではござ

いませんが、総務課に担当がいます。防災会議の中には消防の方や気象庁などの職

員に入ってもらいますので、そこで専門的なアドバイスなどをいただきたいと考え

ています。 

 他に質疑なく、質疑を終了し、２時34分、一括討論に入りました。討論なく、２

時35分、総務常任委員会に付託されました議第53号、54号、57号について、反対討

論がなく、一括採決しました。全員賛成であります。よって、議第53号、財産の取

得についてほか２件は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上で本委員会に付託されました案件については審査を終了し、２時36分、会議

を閉じ、町長より閉会のあいさつを受けました。 

 ２時55分、再開し、引き続き会議を開きました。ここで山田税務課長に出席依頼

していることの報告をしました。 

 請願第５号、「所得税法第56条廃止」に向けた見直しを含む意見書提出を求める請

願書についてを議題とし、会議を進めました。請願の趣旨説明の前に山田税務課長

に発言を求め、所得税法第56条の説明をしてもらうことに委員の同意を得た後、山

田税務課長から説明を受け、引き続き紹介者から請願の趣旨説明を受け、３時４分

より質疑に入りました。 

 委員より、56条、俗に白色は脱法的というか所得の分割というか、払っていない

が払ったという形で納税額を低く抑える可能性があると言われるが、青色も同じで

はないか。 

 委員より、この請願については説明を受けたが、青色申告をすればということも

あるが、書類の義務化など言われている。配偶者や親族の人権を認めることが必要

と考える。昨日に男女共同参画のつどいがあったが、配偶者と差をつけることでな

く、働き分で認めていくことが大切と考えます。 

 委員より、日野町で青色と白色の申告件数はどうか。税務課長より、町の電算処
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理により件数を出したもので、全体の申告件数が１万8,564件あり、そのうち、確定

申告が4,142件、うち事業所得者が1,851件です。確定申告のうち、青色申告が911

件、白色申告が3,231件あります。うち、白色の事業所得が940件となっています。 

 委員より、請願書の上から７行目の、青色申告義務の300万円の制限があるのに、

義務を果たしていない上で権利の主張をされているように思う。白色申告者も記帳

義務はあるが、その意識が見えない。民主商工会自体、色目で見てはいけないが、

そういう部分が大きいと言われている。 

 委員より、10人が10人、同じ形もあり違う場合もあり、問題の人もある。そのこ

とによって全体が押しなべられて見られるのは問題。現に働いている人を認めてあ

げる、正しい部分をつくり上げることが必要と考えます。問題点は問題点として見

ていただきたい。 

 委員より、民主商工会自体が、青色と白色申告がどれだけなどきっちりと示され、

どのような指導をされているのかが大事であると思う。 

 委員より、二十数年前、私が白色申告をしていた際、公然とは必要経費を見ても

らえなかった。そこで身につまされ、税務署へ行くことになったが、青色申告には

必要な経費が認められていることもあり、青申の普及をしていくことが大事でない

か。税務課長より、制度の抜本的な問題ではなくて、零細事業者が廃業しないよう

な制度が必要であって、56条の廃止によって解決するとは思えないと考えます。 

 委員長より、前回の請願の際にも税務課長より説明を受けたが、この廃止のメリ

ットと、56条の廃止で57条への影響について伺いたい。税務課長より、56条と57条

は一体的であると思います。平成26年１月からは同じような記帳が義務づけられま

す。メリット・デメリットというよりも、２年を猶予期間として青色に進んでくこ

とが望ましく、行政としても指導していく中で制度の活用をいただくことが大事で

あると考えています。全国1,742市町のうち300自治体が採択し、近畿では20市14町、

滋賀では旧安土町で採択されていると聞いています。 

 委員より、平成26年から義務づけとなった場合、今まで努力してこなかった人が

できるかという疑問がある。それならどれだけ努力するかであり、今からしてほし

い。 

 委員より、近隣の市町には請願が出ているのか。局長より、日野町は平成21年６

月に請願が出され、以降、竜王町に平成23年３月、愛荘町平成21年６月、東近江市

平成21年６月、甲賀市平成22年９月、近江八幡市平成22年６月と、それぞれ請願が

出され、不採択となっています。２回目の請願は日野町だけとなっています。 

 他に質疑なく、質疑を終了し、３時29分、討論に入りました。 

 委員より、請願の６行目のくだりについて、私は権利を主張せず義務を果たして

ほしいという面で納得がいかないため、この請願に反対する。 
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 委員より、家族従業員の給与を経費として認められない制度に矛盾がある。世界

的な例ではアメリカが認める方向にあり、日本がどうかというと矛盾する。総論全

体として見る上で、賛成の立場で討論する。 

 以上、討論なく、討論を終了し、３時32分、採決に入りました。 

 請願第５号、「所得税法第56条廃止」に向けた見直しを含む意見書提出を求める請

願は、賛成尐数で、不採択すべきものと決しました。 

 ３時33分、山田税務課長に退席いただきました。 

 引き続き、請願第６号、陸上自衛隊饗庭野演習場における日米合同演習の中止を

求める請願書を議題とし、紹介議員から請願の趣旨説明を受け、３時36分より質疑

に入りました。 

 委員より、他市町の請願状況はどうか。局長より、９月議会において、甲賀市、

高島市、豊郷町、近江八幡市、東近江市に請願が出され、甲賀市、高島市、豊郷町

では委員会において不採択、近江八幡市、東近江市は９月20日の委員会で審議予定

とされています。竜王町、愛荘町、甲良町、多賀町では出ておらず、町では日野町

と豊郷町のみとなっています。 

 委員より、日本が今、領土問題でぎくしゃくしている中で、日本とアメリカが演

習をしっかりと協力しないといけない。演習なら問題ないと考える。 

 委員より、高島市の不採択は納得いかない。演習を地元が認めているのは何かあ

るのか。高島市の結果は理解できない。 

 委員より、演習の近くで住民の生活の場があることは危険を伴い、許せないこと。

防衛もありますが、どちらかというと中止を求める。 

 委員より、関西電力の大飯原発再稼働を地元が認めたことと関連すると思う。高

島市が不採択している中、安全上認めていると感じる。 

 他に質疑なく、質疑を終了し、３時45分、討論に入りました。 

 委員より、高島市が不採択されたことと今日の世界情勢を見る中で、演習を認め

ることは大事であり、請願に反対する。 

 委員より、７月に民主党が防衛白書を出され、日常から米軍と行動を共に、海外

で活動することが記載されている。日本国憲法を持っている日本として、武力行使

につながる問題はきっちり反対していくことが大切で、請願に賛成する。 

 以上、討論なく、討論を終了し、３時45分、採決に入りました。賛成３名で同数

であり、委員長判断で決します。 

 委員長より、委員長は反対であります。高島市議会がこの請願を不採択とされた

ことを重く受けとめ、高島市の動向を静かに見守ることが大切と考えるものです。 

 よって、請願第６号は不採択と決しました。委員長の責任において委員会報告を

行う旨諮り、承諾を受けました。 



4-9 

 ３時50分、総務常任委員会を閉会しました。 

 以上、総務常任委員会委員長報告といたします。 

議長（杉浦和人君） 次に、産業建設常任委員長 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） それでは、平成24年日野町議会第５回定例会の、産業建設常任

委員会の委員長報告をいたします。 

 委員会は、去る９月19日水曜日午後１時57分より、第２委員会室で開会しました。

出席者は、議会より村島委員、齋藤委員、冨田委員、髙橋副委員、東委員長、對中

委員、杉浦委員であります。執行側より、藤澤町長、岡村副町長、竹村総務主監は

じめ各関係課長、職員であります。 

 開会あいさつの後、町長よりあいさつを受け、今回、委員会への付託案件は、議

第56号、日野町猟区入猟承認料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてほか

１件であります。 

 まず、議第56号、日野町猟区入猟承認料徴収条例の一部を改正する条例の制定に

ついてを議題とし、既に全員協議会において説明を受けていたので、質疑に入りま

した。 

 委員より、入猟承認料を3,000円に引き下げることにより入猟者が増えるという効

果は余り望めないように思うが、以前、林業センターで、土曜日、日曜日に職員が

出て受け付けをされていたが、現在はどうされているのか。また、平成23年度は19

人が入猟されているが、町内・町外の内訳はどうか。近年の状況もお聞きしたい。

答弁として、以前は林業センターにおいて、当日の朝、受け付けをしていたが、現

在は猟区のある日の直近の執務時間内に申し込みを受け付けし、当日の朝に担当職

員が日直室において承認証と腕章を交付する。平成23年度の入猟者はすべて町内の

方で、平成18年度以降は町外の入猟者はいないということであります。 

 委員より、猟区は鎌掛生産森林組合・綿向生産森林組合・三峰山南山生産森林組

合の３生産森林組合の区域であると思うが、それ以外のところも入っているのかお

伺いする。答弁として、猟区の区域の地権者は、鎌掛生産森林組合・三峰山南山生

産森林組合・綿向生産森林組合・西明寺生産森林組合の４生産森林組合である。 

 委員より、猟区の区域設定については生産森林組合からの要望ということである

が、すべての生産森林組合ではなく、地元を含め、２年から３年にかけて協議して

いただき、４年後の猟区のあり方について尋ねる。答弁として、今後の猟区の見通

しであるが、やはり森林組合の作業員の危険回避が必要であります。狩猟期間は11

月15日から２月15日までであり、ニホンジカは３月15日までとなっております。日

の出から日の入りまでの間、狩猟ができるわけですが、乱場であればどこのだれか

も分からない状態であり、猟区であれば入猟の承認許可が出ていることでだれが入

っているか分かり、情報を得て安全確保、危険回避をしていただきたいということ
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が森林組合の意向でもあるということであります。猟区の設定については地権者の

了解も必要であり、その中で、猟区の区域が減尐してきていることも事実でありま

す。猟区は本来、野生動物の保護と秩序ある狩猟を目的としていたが、獣害も増え、

今回、入猟の承認料を引き下げる中で多くの人に猟区で狩猟を行っていただき、猟

区からけものを乱場に追いやることにより鳥獣駆除にもなり、まずは入猟承認料を

引き下げ、入猟者を増やすことにより猟区の活性化を図っていきたいと考えている。

また、今後においては、地元および生産森林組合の意見もお聞きする中で、入猟の

承認料の引き下げによる経過を確認し、検討していきたいと考えている。 

 続いて、議第60号、平成24年度日野町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）についてを議題とし、質疑に入りました。 

 委員より、農業集落排水処理管理費1,100万円は、県営の砂防工事に伴う補償工事

と聞いたが、財源はその他ということであるがどういうことなのか。また、工事請

負費はどのような工事をされるのか。答弁として、農業集落排水処理管理費1,100

万円の財源については、諸収入、雑入、雑入の県営工事の移転補償費としている。

歳出の1,100万円は下水道施設の補償工事費としている。農業集落排水事業費の工事

請負費は、平成24年度、25年度において、原地区の農業集落排水処理施設の機能強

化工事として、管路の不明水の対策と原地区の施設の機能回復を実施する。 

 委員より、機能回復のための工事ということであるが、他の施設においても実施

されるのか。答弁として、機能強化工事は供用開始から７年経過した時点で実施で

きるが、南比都佐地区が平成元年に供用開始し、１番目に機能強化工事を実施しま

した。原地区が９番目で、これにより９施設全部が１回目の機能強化工事が終わる

ところです。 

 委員より、農業集落排水施設の老朽化や、将来的に公共下水道に接続していくの

かお聞きしたい。答弁として、９施設を稼働しているが、年々修繕費が増加してい

る。国50パーセント、県10パーセントの補助を受け、機能強化工事により機能回復

を行っている。９施設の汚泥処理に対しての費用は800万から1,000万を要している

が、汚泥は今後リサイクルしていきたいと考えている。また、公共下水道への接続

については、農建協定の中で、農業集落排水処理区域で使用開始から30年経過した

時点で公共下水道に接続可能となり、平成16年に検討委員会を設置し、維持管理費

の削減や使用料などの不公平を是正し、行政で方向性を示してほしいと答申が出さ

れているところであります。 

 委員より、農業集落排水事業費において、当初、委託費で計上されていた140万円

が、平成24年、25年の機能回復工事の工事請負費になった経過はどうであったんか。

答弁として、機能強化工事の請負工事を実施するにあたって、実施設計積算を委託

料で業者に発注してきたが、原処理場の事業費を積算すると担当者で行えると判断
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し、委託の必要がなく、委託料を工事請負費に変更することとした。 

 以上で質疑を打ち切り、討論に入り、討論なく、採決に入り、議第56号、日野町

猟区入猟承認料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてほか１件について一

括採決に入り、全員起立賛成により、原案どおり可決すべきと決しました。 

 以上で、当委員会に付託されました案件の審議はすべて終了し、町長あいさつを

受け、２時37分、閉会をしました。 

 以上で、平成24年日野町議会第５回定例会、産業建設常任委員会の委員長報告と

いたします。 

議長（杉浦和人君） 次に、厚生常任委員長 11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） それでは、平成24年第５回９月定例会における厚生常任委員会

の委員長報告を行います。 

 当委員会は、平成24年９月19日水曜日、午前８時58分より第２委員会室において、

議会より委員全員、執行側より藤澤町長、岡村副町長、竹村総務政策主監をはじめ、

各担当課長、参事の出席のもと、会議を行いました。 

 町長あいさつの後、厚生常任委員会に付託された案件について、順次審査に入り

ました。まずはじめに、議第55号、日野町環境審議会条例の一部を改正する条例の

制定についての審議に入りました。他の常任委員会と同様に、直ちに質疑に入りま

した。 

 委員より、本件に関して異議はないが、条例では委員は15人以内となっているが

何人なのか。また、民間団体、学識経験者とあるが、どのような方かとの質問に、

現在13名で、うち３名が議員からであり、10人のうち、民間諸団体の代表として、

企業協議会、工業団地、商工会、ＪＡグリーン近江、エコライフ推進協議会から６

名、学識経験者として、八日市布引ライフ組合、県環境事業所、医師会、自然調査

団体から４名を選出し、町長が委嘱しているとの答弁。 

 また委員より、工業団地では地元からの委員はおられないのかとの質問に、当局

より、委員会の所掌事務が公害防止協定に関することの調査審議ということもあり、

委員は企業団体からの推薦が基本となっていると答弁がありました。 

 また委員より、議員３名分の補充を考えているのかとの質問に、近隣市町の状況

や人口規模などから補充せず、10名で対応していけると考えているとの答弁があり、

また委員より、出席率のよい議員３人が減ると、ますます出席が減り審議が滞る懸

念があるので、出席率を上げるようにとの意見に対し、当局より、会議の開催は、

委員の出席しやすい時間帯、参加しやすい環境を整えていきたい旨の答弁がありま

した。 

 他に質疑なく、次に、議第59号、平成24年度日野町国民健康保険特別会計補正予

算（第１号）について、質疑に入りました。 
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 委員より、特定健康診査等事業の内容と、昨年度の生活習慣病予防等のセミナー

の実施の効果についての質問があり、事業費の86万8,000円のうち委託料70万8,000

円は、健診の啓発事業として、東近江圏域で近江鉄道の電車２両と近江バス４台に

「特定健診、ガン健診を受けましょう」という車両ラッピングと、看板による啓発

広告に取り組むもの。実施は10月以降に１年間の予定で行い、全額県補助金による。

また、旅費16万円については、特定健診にかかわる臨時職員の通勤費に充てる。啓

発事業の成果についてはまだまとまっていないとの答弁があり、また委員より、歳

入の共同事業交付金で高額医療費共同事業交付金、保険財政共同安定化事業交付金

とは、どのような交付金か。また、財政調整交付金のうち、その他特別調整交付金

はどのような交付金なのかとの質問に、当局より、医療技術の高度化や医療供給体

制の充実に伴い、高額な医療費発生件数が増加する中で、保険者の財政運営の不安

定化を解消するために、県国保連が主体となって共同事業するもの。このうち、医

療費が80万円を超える場合の、超えた分についての交付金が高額医療費共同事業交

付金であり、保険財政共同安定化事業交付金は20万円を超えるものについての交付

金である。先ほどの、全額県補助の啓発事業が、その他特別調整交付金扱いとなる

旨の答弁があり、委員より、未納で１年が過ぎた場合の取り扱いについて、審査委

員会などの対応がとられているのかとの質問に、平成23年度の状況は、８世帯９人

が資格証明書発行となっている。この対応については、マニュアルを基準に、文書

催告、電話催告、呼び出しを行い、１年間まったく納付がない場合は資格証明書、

現年分の半額以上の未納の場合は３ヶ月の短期被保険者証を、過年度の未納があり

悪質な滞納者は、１ヶ月の短期被保険者証の対応をしているとの答弁があり、また

委員より、現在の国保の財政状況を問う質問が出され、当局より、まず国保財政の

７割を医療費が占めている。現状では、本年７月分の一般被保険者の療養給付費が、

昨年平均に比べて大幅に伸びており、大変憂慮すべき状況であるとの答弁があり、

他に質疑なく、次に議第61号、平成24年度日野町介護保険特別会計補正予算（第１

号）、議第62号、平成24年度日野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）とも

に質疑なく、討論に入りましたが、討論なく、議第55号、日野町環境審議会条例の

一部を改正する条例の制定についてほか３件について、採決に入り、全員賛成によ

り、原案どおり可決すべきものと決しました。 

 ここで付託案件の審査をすべて終了し、町長あいさつを受け、９時36分、委員会

を終了いたしました。 

 以上で厚生常任委員会の報告を終わります。 

議長（杉浦和人君） 次に、予算特別委員長 ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 予算特別委員会委員長報告を行います。 

 ９月18日午前９時より午前10時55分まで委員会を持ちました。出席者は委員12名
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と議長、すなわち全議員が出席し、執行側からは町長、副町長、教育長以下、総務

政策主監、教育次長、担当課長、参事などの関係職員が出席。 

 町長と議長よりあいさつを受けた後、議第58号、平成24年度日野町一般会計補正

予算（第１号）のうち、まず第１条、歳入歳出予算の補正のうち特定財源を除いた

歳入と歳出に入り、第２款・総務費、第３款・民生費、第４款・衛生費、第６款・

農林水産費およびこれに伴う特定財源ならびに第３条、債務負担行為の補正につい

て、担当課長より説明を受け、質疑に入りました。 

 委員等よりの質疑は、歳入では、第15款・県支出金、しが地域支え合いづくり促

進事業費補助金について。歳出に入り、第２款・総務費では交通安全施設対策事業、

町税等過年度還付金について、第３款・民生費では障害児地域活動支援事業、障害

者地域生活支援事業について、第４款・衛生費では予防接種事業について２人から、

第６款・農林水産業費では有害鳥獣駆除事業について２人から、あと、農道維持管

理事業について、長寿の森奨励事業について質疑があり、担当課長と参事より答弁

がありました。 

 また、要望として、有害鳥獣駆除事業に関して、「かぞえもん」への来年度以降の

補助要望と、用途廃止された教育財産の普通財産への移管手続をスムーズに行うよ

う要望が出されました。 

 ほかに質疑、要望なく、次に、説明員の交代のため、15分間休憩に入り、10時13

分に再開し、第７款・商工費、第８款・土木費、第10款・教育費、第12款・災害復

旧費およびこれに伴う特定財源ならびに第２条、継続費の補正、第４条、地方債の

補正について、担当課長より説明を受け、質疑に入りました。 

 委員等よりの質疑は、第７款・商工費では観光施設管理事業について、第８款・

土木費では道路維持補修事業については２人から、あと、河川管理事業について、

第10款・教育費では小学校管理運営事業について２人から、あと、中学校管理運営

事業について、文化財保存事業について、第12款・災害復旧費では国庫補助道路橋

梁災害復旧費について２人から質疑があり、教育次長と担当課長と参事より答弁が

ありました。 

 また、要望として、地元業者育成面から、工事請負、修繕、備品購入に関して要

望が出され、副町長より研究するとの答弁がありました。また、草刈り委託経費に

ついては、当初予算で計上されるよう要望が出されました。 

 ほかに質疑、要望なく、ここで質疑を終え、討論に入りました。討論なく採決を

行い、全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 町長よりあいさつを受け、予算特別委員会を閉じました。 

 以上、予算特別委員会委員長報告といたします。 

議長（杉浦和人君） 続いて、諸般の報告を行います。 
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 学校給食問題検討特別委員長 ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 平成24年第５回定例会、学校給食問題検討特別委員会委員長報

告をさせていただきます。 

 去る９月20日、午前９時より第２委員会室において、学校給食問題検討特別委員

会を開催いたしました。出席者は、委員全員と議長、執行側より藤澤町長ならびに

奥村教育長以下、関係職員の出席のもと、町長、議長のあいさつを受け、執行側よ

り中学校給食の実施について、運営方法、学校現場との調整事項、準備内容の説明

を受け、質疑、意見交換に入りました。 

 委員より、今議会の一般質問でも、当局より直営化の納得いく説明がないと話さ

れた。今までメリットとして示されたのは、安心・安全、地産地消を挙げられてい

た。これは民営の方が安心・安全と思う。地産地消も、日野町は19市町中最低であ

る。他市町は民間委託をされたりして、逆に地産の率が増えているのに、なぜか直

営の方が減っている。数字上、きちんと示して説明があれば直営にも納得がいくが、

今までできていない。学校給食の未納額は、平成23年度61万4,500円。中学校給食が

始まれば100万円を超えてしまうと思うが、徴収事務は教員がするのか。また、人員

が、前回説明より正規職員が１人、臨時職員が２人増えているがどういうことかと

の質問に対し、メリット・デメリットの説明もさせていただき、直営化の答弁もし

てきましたが、納得をいただいていない状況です。地産が低いのは発注方法に問題

があった。献立作成が遅かったのではないかと思う。生産者と協議の上、増やす方

向で考えていきます。給食費の徴収については、各小学校と同じく、中学校も学校

の方でと考えている。職員数は、素案ですが、新衛生基準でいくと必要となる。自

校炊飯をすると毎日1.5人は必要となり、配ぜんの要員として２人要り、人員増は避

けられないとの答弁がありました。 

 委員より、地産地消を早くから言われており、取り組んできたことは何かとの質

問に対し、地産地消と人員体制は多分に関係する部分があり、日野町の場合は人員

を圧迫したことと、日野町産としたため数字が伸びなかったと答弁がありました。 

 委員より、資料に運営方法が直営とあるが、いつ決まったのかとの質問があり、

運営については一貫して直営でいきたいと説明をしてきた。住民の代表としての議

会と執行側が折り合った執行でないといけないと思いますが、ご理解いただいてい

ない部分がある。検討特別委員会で議論いただき、進めていただきたいとの答弁が

ありました。 

 委員より、県内公立学校の500人から700人規模の調理員の数は何人かとの質問に

対し、6.1人となっている。中学校の水準ですとの答弁がありました。 

 委員より、大規模なところは研究をしておられる。近隣の市で稼働されたところ

の状況は調査されたのかとの質問に対し、稼働されてからの状況は調査できていな
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いとの答弁がありました。 

 議長より、閉会中の調査研究が義務づけられている。当局も答えられるように常

に情報を得て、それを議会に提出し、議論していただきたい。教育委員会も、議会

によい情報を提供していただくことを念頭に置いていただきたいとの意見がありま

した。 

 委員より、直営化は町長選挙で決着がついていると思う。今さら直営か民営かの

質問はおかしいとの意見があり、また、町民すべてが直営と言っていない。直営に

するにしても説明を求めるとの意見もありました。教育長より、中学校の給食につ

いては直営か民営かで議論をいただいておりますが、経済的な面で直営の方が経費

がかかる可能性があると思う。しかしながら、教育上の観点、子どもたちに食育を

進める学校の職員として教育にかかわっていただき、直接に教育委員会が責任を持

って実施するということで、直営でお願いしたいとこれまでから申し上げてきた。

経費等、人員についても十分検討し、効率化が図れるようにしていく。私としては

直営をお願いしたいとの答弁がありました。 

 委員より、経済面の比較検討はされているのかとの質問に対し、過去の委員会で

出した資料しかない。これからという部分については詳細が出ていないので、現在

比較する資料はないと答弁がありました。 

 次に、執行側より、桜谷小学校大規模改修に伴う給食施設の改修内容について、

説明を受け、質疑に入りました。 

 委員より、桜谷小学校、西大路小学校、南比都佐小学校も児童数が減尐傾向にあ

る。各小学校が自校式で運営していくと、経済的に大変な負担になる。教育長は以

前、小学校において民営化も視野に入れていると話された。費用面を考えて考慮し

ていかれるのかとの質問があり、教育長より、同時期に建設されているので、改築

等も同時期に回ってくると思われる。その経費も考えていかなければならないこと

は十分認識している。地域の皆さんの要望、子どもたちの教育について、多くの皆

さんで議論を経て考えていきたいとの答弁がありました。 

 委員より、将来の宝である子どもたちをどのように育てるのかという観点で一番

に進めてほしいとの意見がありました。また、町税をいかに効率よく使わせていた

だくか、十分な検討をお願いしたいとの意見がありました。 

 閉会にあたり、町長よりあいさつをいただき、午前11時に終了いたしました。 

 以上で学校給食問題検討特別委員会委員長報告を終わらせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 次に、企業誘致・幹線道路整備特別委員会委員長 ６番、冨田 

幸君。 

６番（冨田 幸君） それでは、平成24年第５回定例会、企業誘致・幹線道路整備特

別委員会の委員長報告を行います。 
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 去る９月20日午後１時56分より、第２委員会室において企業誘致・幹線道路整備

特別委員会を開催いたしました。出席者は、委員全員と杉浦議長、執行側より藤澤

町長をはじめ、担当課職員の出席を求め、町長および議長のあいさつを受け、６月

以降本日までの経過について、外池商工観光課参事ならびに橋本建設計画課参事の

説明を受け、直ちに意見交換に入りました。 

 委員より、日野第２工業団地企業協議会役員会は毎月開催されているようですが、

その内容は何か。また、近江金石会情報交流会の内容は何か。答弁として、毎回違

うテーマで行っております。例えば、７月は関西電力の計画停電の説明、安全衛生

委員会で視察した結果報告、レクリエーションや安全対策の研修、講習。調整・連

絡をされています。団地内の清掃委託の範囲、看板の新調、氏郷まつりの寄付金の

額の決定、協議会で実施する事業の具体的な検討をされています。町長との懇談会

では、第２工業団地内の舗装の要望、水道のループ化等の要望。近江金石会は、日

野町・竜王町・近江八幡市・米原市・長浜市から各２社ずつ参加し、情報交換を行

った。県に対する意見や活発な経済活動の推進。県からは、企業の撤退を危惧して

おり、長く操業を続けてほしい要望があった。日野町からは第１、第２工業団地企

業協議会の会長が出席。他市町も市町を代表する企業が参加しており、今年で２回

目である。 

 委員より、平和堂の新店舗について、進展具合と地元協議の経過報告を願いたい。

答弁、開発に係る調整中である。具体的に県や町に話は出ていない。６月に平和堂

の担当者と話をしたが、２月の状況と変わっていない。具体的に動くことになれば、

日野町に説明するとのこと。商工会と地元商店街については、現在の店舗を残して

ほしいとの要望が出されています。 

 委員より、地元との関係、状況の進展はないのか。答弁として、ギンザ商店街、

商工会ともに、現在の店舗を残してほしい以外の動きはありません。 

 議長より、東近江市では給食の納入業者が土地を探している場合、教育委員会の

担当者が東近江市に立地するよう用地の担当者と連携しているが、日野町ではどう

か。また、県道のアクションプログラムについて、西明寺安部居線は強力に推して

いけるのか。答弁として、こちらから企業に売り込むことはしにくい。県の企業誘

致推進室に情報を聞きに行っております。直接企業から5,000坪の土地がないかとか、

空き工場を探しているなどの電話は結構ありますが、工業団地の空きがない状況で

ある。運送業者から３万坪などの問い合わせがあるが、マッチする場所がないのが

実情であります。県には足しげく通っています。メガソーラー発電について問い合

わせがあり、企画振興課が対応しますが、情報共有し連携をしています。情報があ

れば商工観光課に連絡するようにお願いしてあります。次の答弁として、地域ネッ

トワークでは、東近江地域から彦根方面、能登川方面、日野方面のネットワーク整
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備が必要との意見も出ていました。地域の重点項目で、通学路の安全確保の問題に

ついては、西明寺安部居線は通学路の設定ができているのでプラスの点数になる。

起終点の整備済みの道路が重点地域となったことについては、必佐バイパスができ

ているので、その続きの内池バイパスについては点数がいただけるのではないかと

思っております。日野町から要望している路線の見通しとして、次回のワーキング

で点数が示されるが、継続事業についてはオーケーが出るだろう。新規については、

西明寺安部居線は通学路で、付加点数がつく可能性が大である。内池バイパスにつ

いては、県としても必佐バイパスをとめておくことはできない思いがある。次回ワ

ーキング以降でないと分からない状況でありますが、いずれにしても積極的に要望

はしていきます。さらに、今までに開催された地域ワーキングで、いろいろな意見

を各委員から出してもらい、第２回目でまとまったのが重点項目です。５年前の重

点項目は、インターチェンジや鉄道駅等とのアクセス道路の整備と通学路の整備で

あった。今回は、各委員から出された問題点から判断された重点項目が、工区の起

終点が改良済みの道路の整備と通学路の整備である。通学路は５年前から引き続き

重点項目として挙がってきたものです。今現在は、どの路線がアクションプログラ

ムに挙がるかは未確定です。第３回で県から提示が示されます。 

 議長より、西明寺安部居線の総延長と工事費はいかがか。答弁として、北脇から

中之郷までの第１工区、中之郷から東部農道までを第２工区と分けている。延長は

それぞれ第１、第２工区共に約2.5キロメートルで、工事費は第１工区で概算15億円

です。 

 議長より、起点は西明寺ではないのか。答弁、西明寺安部居線は、東部農道があ

る小野までを考えている。中里山上日野線が改良済みであり、小野地先の農道も改

良されている。また、農道から小野の集落へも一定改良されている。西明寺安部居

線は、特に通学路が大きな要因になると考えています。 

 委員より、町道西大路鎌掛線の補償交渉はどこまで進んでいるのか。答弁として、

用地が６件ある。現在は建物の補償交渉を進めています。建物は２件あるが、１件

は用地も含めて了解をいただいた。あと１件は交渉を進めていく。 

 委員より、477号、小御門の歩道の設置とグリーンバイパスの歩道設置の経過をお

願いします。答弁として、継続中の小御門の477号歩道整備については、引き続きア

クションプログラムに挙げてほしいことと、国道307号グリーンバイパスの木津から

深山口間の歩道整備について、交通安全施設は入れてもらいやすいと考えているが、

第３回地域ワーキングの中で提示されると思う。町として、この２件については何

とか入れてほしいと思いで県に話をしています。 

 委員より、小御門は建物にかかる予定であるが、それがネックになっているので

はないのか。答弁として、継続事業であり、今年度で用地測量の予算化をしている。
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建物がかかるが協力的である。 

 委員より、地域ワーキングは今年11月８日が最後か。答弁として、地域ワーキン

グは３回で終わります。第１回、第２回をまとめ、重点項目も配点に考慮され、東

近江地域ワーキング提言書が作成されます。 

 以上でしたが、その他についての意見がございました。 

 委員より、近江鉄道の除草剤による被害の経過報告をお願いしたい。答弁、９月

３日に議員全員協議会で経過報告をさせていただいた。その夜に、あかね文化ホー

ルで事故説明がありました。日野町の沿線の農家の方も来られていました。近江鉄

道より、事故の要因として、通常６月の除草剤散布が７月になったことにより、雑

草が伸び繁茂していたことから、例年より高い位置から多くの薬剤を散布したこと

によるとの説明であった。除草剤は３種類で、そのうち２種類は葉から吸収するも

ので非農耕用、あと１つは水溶剤で根から吸収するものであり、この除草剤から食

品衛生法の基準を超える残留農薬が検出された。会場からは、被害への補償や補償

に向けたスケジュールの説明を求められたが、当日は示されませんでした。食の安

全と近江米のブランドを守るため、近江鉄道沿線60キロメートルの幅200メートルの

圃場の補償を行うとのことであった。これはその後、県が残留農薬についてサンプ

リング調査を行い、沿線片側100メートルの範囲で十分であるとの判断をされたもの

である。また、耕作者の把握と刈取りの自粛、出荷の自粛をお願いしている。現在

は、近江鉄道が刈り取ることの承諾書を取っている。承諾された圃場には赤い旗が

立てられ、順次、飼料用稲の機械でわらごと丸めて刈り取られている。現在のとこ

ろ、刈り取った稲穂の処分方法は決まっていません。補償の内容もまた決まってい

ません。町としては、近江鉄道の対応がスムーズに進むように、県とともに協力を

していきます。 

 委員より、これは要望でございますが、町も協力をして、近江鉄道にスケジュー

ルを示すよう働きかけをお願いしたい。来年度作付できるのか等について、今後の

対策もお願いしたい。 

 委員より、国道・県道の草刈りについて、県から計画は来ているのか。答弁とし

て、国道・県道の草刈りについての行程はもらっていない。今年は除草の処分先が

決まらなかったため、草刈りが遅れました。町からも要望したが、早くできなかっ

た。来年は早期に実施してもらえるよう要望をしていきます。地元での道路愛護計

画は県に報告しており、その状況で翌年の事業の参考にされているようです。 

 以上で、意見交換を打ち切り、午後３時、町長のあいさつを受け、委員会を閉会

しました。 

 これで、企業誘致・幹線道路整備特別委員会の委員長報告を終わります。 

議長（杉浦和人君） 以上をもって各委員長の報告を終わります。 
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 ここで暫時休憩いたします。 

－休憩 １０時４５分－ 

－再開 １１時００分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、質疑を打ち切りたいと思いますが、

ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 議第54号、特別職の職員の給与等に関する条例および日野町教

育委員会教育長の給与および勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制定

について、私は質疑、一般質問を通して意見を述べてまいりましたが、町長答弁は

場当たり的であり、副町長は答弁すらでき得なかったところであります。よって、

反対する立場で討論をいたします。 

 総務委員長報告は、全員賛成により、原案のとおり可決すべきものでありました。

私は、特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正につきましては、藤澤町長の

当初からの選挙公約でもあり、可決すべきもやむを得ないところでありますが、日

野町教育委員会教育長の給与および勤務時間等に関する条例の一部改正につきまし

ては、反対いたします。 

 13日の私の質疑で申し上げ、答弁により明らかになりました。私は、昨年の12月

議会で特別職報酬等審議会の開催を求めました。その結果、平成16年11月以来、実

に８年ぶりに８月に特別職報酬等審議会を開催され、特別職の給与の審議をなされ

ました。13日にも申し上げましたが、特別職と教育長の給与はもっと正当に評価さ

れるべきであると、私は思っております。だから、特別職報酬等審議会の開催を求

めたところであります。しかるに、８月に開催されました特別職報酬等審議会は、

最初から結論ありきの審議会でしかなかったのかと思えるところでございます。 

 13日の私の意見、私の質疑、私は教育長の年収が校長級の年収を下回るようなこ

とになってはいけないと思っております。教育長の給与の削減にあたっては、校長

級の年収と比較検討をなされたのか。この問いに対しての町長答弁は、校長級の年

収を考慮したでありました。この町長答弁は、まさに場当たり的でありました。今
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回の教育長の給与の一部改正を行われようとする以前に、本則での教育長の年収が

校長級の年収を下回っているのであります。その年収差をなお拡大しなければなら

ない理由がどこにあるのでしょうか。この教育長の給与の一部改正が行われれば、

教育長の年収は校長級の年収より70万円以上も尐なくなります。このようなことが

本当にいいのでしょうか。本来、特別職報酬等審議会に資料として校長級の年収を

示して、教育長の給与を審議していただくべきではなかったのではないでしょうか。

なぜこのような初歩的なことをなされなかったのか。そこには、最初から結論あり

きの審議会を催された意図が見え隠れしております。 

 一般の方がどう思っておられるのかを知る手だてといたしまして、私はヤフーの

知恵袋をよく参考に見ております。ヤフーの知恵袋に、「教育長の給与は校長先生よ

り高いのか教えて下さい」がありました。この問いのベストアンサーに選ばれた回

答は、「金額は市町村によって違いはあるでしょうが、年齢も校長より上であり、そ

の市町村の教育行政の責任者であるということから、退職金等を含めて、校長より

給料は高いことになります」でありました。申すまでもなく、教育長は校長の上に

立ち、校長を指導し、事あれば全責任を取るべき立場であります。ゆえに、私は教

育長の年収が校長級の年収を下回るようなことになってはいけないと思っておりま

す。 

 14日の一般質問では、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

長のお考えをただしました。なぜ、日野町職員の給与で教育長の給与についてただ

したかは、副町長にはよくお分かりのことと存じます。 

 通例、教育長は教育委員会の事務局の長であります。また、教育長は、教育公務

員特例法の第２条によって、教育公務員であり、一般職の地方公務員として服務規

律が適用されております。このため、予算説明書の給与費明細書の特別職の長等は

町長と副町長の２人となっており、教育長は一般職にカウントされております。ゆ

えに、教育長の給与は人事院勧告にもとづく校長の給与の改定に準じて改正される

べきが本来であると、私は思っております。特別職の職員の給与等に関する条例の

一部改正に伴って教育長の給与の一部改正が行われるのは、筋違いであります。 

 この後、原案に賛成の討論はされると思いますが、ただいまの私の反対討論に対

して、真摯に向き合った討論をいただけるようお願いをいたしておきます。 

 以上、特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴って教育長の給与の一部

改正を行われることに反対して、私の討論を終わります。 

議長（杉浦和人君） ほかに討論はありませんか。 

 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、議第54号、特別職の職員の給与等に関する条例およ

び日野町教育委員会教育長の給与および勤務時間等に関する条例の一部を改正する
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条例の制定について、私は原案に賛成し、委員長報告に賛成の立場で討論させてい

ただきたいと思います。 

 今、討論があったわけでありますけれども、私はまず最初に、今回の特別職など

の給与の削減は、特に平成17年１月から町長の公約に基づいて今日まで実施されて

きたわけであります。その給与について、この８月に開催されました報酬等審議会

において、職責さらには近隣の町との均衡を踏まえながら、現行の町長74万、副町

長61万5,000円、教育長58万5,000円の据え置きの答申が出されました。町長はじめ、

副町長や教育長のそういった仕事は責任も重く、削減する必要はないとも私は考え

ておりますが、地方財政の状況が依然好転しないといったことから、町長の政治姿

勢として引き続き給与の削減をされるということであります。私はその姿勢を是と

する、そういった立場で賛成するものであります。 

 先ほど討論の中で出ました、教育長そのものについてのとらまえ方の問題があり

ました。私は、単純な物の見方、考え方、現実を直視する必要があるんではないか、

こういった立場から述べていきたいと思います。 

 その１つには、教育長は、地方教育行政法で示されている教育委員としては特別

職であります。同時に、教育公務員特例法から見ると、一般職と同様の規定が適用

されているわけであります。つまり、教育長というのは教育委員として任命にあた

って、議会の同意が必要であります。日野町もそういった同意を今日までやってき

たわけであります。その上、特別職の身分と一般職の身分をあわせ持っているとい

うことであって、つまり単純な一般職の身分でないということは明らかであります。

これは、具体的にいきますと、日野町の報酬等審議会の答申におきましても、これ

までからずっとそうでありますけれども、参考意見として教育長の給与について触

れられていることからも明らかなことであります。また、これまでの慣例からも、

町民から見ても、教育長は町長とか副町長と並んで町の代表的な役割を担ってこら

れていることからしても、町長の政治姿勢に沿って給与を削減することはごく自然

なことと言えるものではないかと、私は思っているわけであります。 

 ２つには、先ほど学校長との年収の総額の違いの話が出ました。私は教育長の現

行の給与額で比べても、学校長の年収総額から低くなってはいるものの、町の報酬

等審議会において参考意見として現行どおり答申が出ました。それに沿って決定さ

れたものであるということが１つ言えると思います。同時に、学校長との比較につ

いて、あくまでも県下のあの数字は最高の年収総額をもらっている方との比較であ

って、日野町や近隣地域の実情によることに重きを置かれていない、そういった部

分があると思います。そういった意味から見ても、地域の実情を加味せず、単純的

な比較はやはり好ましくない、このことはだれが見ても明らかなことではないかと、

私は思っております。それと同時に、指摘しなければならない問題といたしまして
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は、昨年の12月の議会におきまして、教育長らの、ほぼ今回の提案と同額の給与削

減提案が出されております。これに対しましては、ここにおられるすべての議員が

賛成してきたわけであります。同じ流れの中で、この９ヵ月たてば反対を表明する、

そういった態度というのは、やはりなかなか筋が通らない態度だと私は言わなけれ

ばならないと思います。 

 最後に１つ、私は今、蒲生議員が反対討論されましたけれども、私は特に住民に

うつる感情として、議会の中には会派を構成しております。その中には清風会の会

派があるわけであって、その会派の代表であるわけであります。そういう中でまた、

総務常任委員会では全員が賛成したわけであります。それなのに、今回その会派の

代表である蒲生議員が反対の立場をとられる、こういったことは、やはりなかなか

統一が取れていない、何のための会派か、このことが私は問われるんではないか、

このように思うわけであります。やはり、多数の野党の責任、これが大いに住民に

問われる問題だと私は思っているわけであります。そういったルールある議会づく

りも、今、特に必要だと私は思うわけであります。 

 報酬等審議会が答申いたしましたように、削減しなくても地方財政が好転し、現

行の給与が支給される、さらにそれを上回れる、そういった状況に日野町が一日も

早くできることを私は念願して、賛成の討論といたします。 

議長（杉浦和人君） ほかに討論ありませんか。 

 ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 請願第５号、「所得税法第56条廃止」に向けた見直しを含む意

見書提出を求める請願書の紹介議員として、採択の賛成の立場で討論をさせていた

だきます。 

 日本の経済を根底で支えているのは中小業者であります。その中小業者の経営は、

大半が事業主と家族の労働によって成り立っています。この長引く不況の中で、中

小の事業所や商店では人を雇う余裕などなく、事業主の妻や子どもの働きによって

苦境を乗り切ろうと懸命の努力をされています。 

 所得税法第56条の規定により、自営業者の配偶者や家族が自営業に従事した際、

働いた事実があるにもかかわらず、その給与は事業所の必要経費に算入しないとさ

れ、認められていません。そのため、事業主の所得から控除される働き分は、配偶

者で86万円、家族は50万円で、家族従業者はこのわずかな控除が所得とみなされ、

社会的にも経済的にも不安を抱え、自立できずにいます。さらに、後継者不足にも

拍車をかける状況にあります。私は、時代おくれとも言われている所得税法第56条

廃止に向けた見直しを改めて強調し、お願いするものです。 

 そこで、所得税法第56条には３つの矛盾点があると考えます。 

 その最大の矛盾は、家族従業員の給与を経費として認めないことです。すなわち、
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実際に働いている人の正当な給与を、税法上否定していることであります。人は働

いたらその労働にふさわしい給与を受け取るのは当然のことです。仮に、家族従業

員が年間150万円の給与に匹敵する労働をしても、所得税法第56条のもとでは、妻の

場合、専従者控除額86万円だけ、そのほか親族の場合は50万円だけしか認められな

い。これはおかしな話です。外に働きに出れば150万円の給与が得られる労働をして

いるのに、家族従業員というだけで、実際に人が働いたという事実もその給与も認

めない、これは家族従業員の人格を税法上否定していることになります。 

 ２つ目の矛盾は、なぜ青色申告なら家族従業員の給与を経費に認めるのですか。

青色申告制度とは、一定の帳簿書類を備え付け、記帳したものに対し、税制上の各

種の特典を与えようというもので、第56条の例外として、家族従業員の給与を必要

経費に認めています。そもそも、実際に行われた人の労働について、当局が申告形

式をもって認めるとか認めないとか勝手に判断すること自体、おごりも甚だしいこ

とです。さらに、所得税法第56条の目的と、青色申告からなら認めるという例外規

定の間には、全く整合性はありません。財務省によれば、所得税法第56条の目的は、

中小業者が家族に給与を払う形をとって意図的に所得分割を行い、納税額を低くす

るのを防止することであります。もちろん、労働の実態がないのに家族へ給与を支

払ったことにするなどは、あってはならないことです。しかし、所得税法第56条は、

こういう一部の意図的、脱法的な所得分割を防ぐために、実際にまじめに働いてい

る家族の給与まですべて否定してしまっているのです。また、意図的な所得分割は

青色申告でもあり得ることで、いくら記帳していても、税務調査の際に家族従業員

への支払い給与が労働実態より過大であるとして、否認されるケースがあります。

このことからも、所得分割と申告形式とは関係がないと言えます。したがって、所

得税法第56条の目的からすれば、青色申告だけ例外として、家族従業員の給与を経

費に認める根拠は何もないのです。 

 ３つ目の矛盾は、記帳が条件というなら、白色申告も1984年から記帳義務となっ

ているではありませんか。また、世界の主要国では家族従業員の給与を経費に認め

ているのではないかという追及に対し、財務省は、それらの国では記帳が義務づけ

られていると答弁してきました。家族従業員の給与を経費に認めるには、記帳が大

前提というわけです。ところが、実は日本でも1984年、昭和59年から青色申告者以

外の白色申告者でも、年間所得が300万円を超える場合は記帳と記録の保存義務が課

せられているのです。したがって、記帳をしてくれば家族の給与も経費に認めると

いうのなら、84年から白色申告者も家族従業員の給与を経費に認めるべきだったの

です。 

 以上の３つの矛盾点からしても、白色申告者も家族従業員の給与を経費に認める

べきであります。今日では、配偶者や親子関係でも個人の人格が認められておりま
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す。また、男女共同参画社会など、社会の意識は大きく進歩してきています。国民

主権の法体系にあった今、明治時代の古きしきたりを引き継いだ所得税法が、大き

く取り残されている状況にあると言えます。 

 こうした中、全国的にも地方議会から意見書の採択が年々増え続けています。現

在350以上の地方議会で意見書採択がされています。全国地方税理士会などからも、

同様の改善要望が国に提出されています。日野町の事業者の過半数が白色申告者で

あるとお聞きしています。こうした中、日野町議会も多くの家族従業員の切実な願

いを真摯に受け止めるべきであります。議員の皆さんが所得税法第56条廃止に向け

た見直しを含む意見書提出を求める請願書採択に賛成していただきますようお願い

を申し上げまして、賛成討論といたします。 

議長（杉浦和人君） ほかにありませんか。 

 ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） 私は、総務常任委員長の報告に対しまして、賛成討論をいたし

ます。請願第５号、「所得税法第56条廃止」に向けた見直しを含む意見書提出を求め

る請願でございます。委員長報告は不採択です。不採択に対し、ただいま反対の立

場で討論がございました。私は委員長報告に賛成の立場で討論をさせていただきま

す。 

 今回出されました請願は、平成21年６月議会にも出されております。内容は全く

同様の内容でございました。同議会でも不採択となっているのでございます。 

 ただいまは、何点か反対意見を申されました。私は、税法上認められた申告によ

り、認められた経費の控除によって節税をされるのではないかと、このように思い

ます。民商指導のもとに、それぞれ納税申告方法がされております。私は不透明性

さえ感じるものでございます。青色申告により、税制負担の公平性また透明性を高

めるのが自営業者や事業主の責務と思います。よって、委員長報告に対し、私は賛

成でございます。 

 以上、賛成討論といたします。 

議長（杉浦和人君） ほかにありませんか。 

 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、請願第６号、陸上自衛隊饗庭野演習場における日米

合同演習の中止を求める請願につきまして、総務常任委員会では不採択でありまし

た。私は請願に賛成の立場から討論を行いたいと思います。 

 既にご承知のとおり、この10月下旪から11月上旪にかけまして、アメリカ陸軍と

陸上自衛隊の日米合同演習が、高島市今津にある饗庭野演習場で行われるわけであ

ります。饗庭野での合同演習は、1986年以降、今年で12回目となるわけであります。

問題となる大きな点として、日本をアメリカと肩を並べて戦争をする、そういった
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国にしていくことにつながるということで問題だと、私は思っております。もちろ

ん、日本の誇りとする平和憲法にも反する行為であります。まさに、日米安保体制

での日米軍事同盟の強化の一環と言わなければなりません。 

 民主党、野田政権は、この７月に防衛白書を発表いたしました。その白書の中に、

アメリカの要求もあったとは思いますけれども、軍事力には軍事力をという、軍事

対抗主義を打ち出していることが大きな特徴であります。具体的に言うならば、日

米合同演習や偵察活動、米軍の海外基地建設への協力など、日常から米軍と行動を

ともにし、海外で作戦行動を行うということであります。中でも見過ごせないのは、

軍事対決に発展する恐れのある緊急事態にも対応することになっていることであり

ます。武力行使も辞さないアメリカへの支援を約束すれば、自衛隊が偵察活動や米

軍基地防衛などで作戦に参加し、武力行使そのものを行うことにつながるという、

大きな危険性があるわけであります。 

 今回の日米合同演習は、防衛白書と全く無関係ではないわけであります。アメリ

カが海外で行う戦争への支援を想定した演習と言わなければなりません。現に、今

日まで合同演習で、ここ数回、演習場内の都市型訓練施設を使ってアメリカ兵に人

へのとめ刺し方を教わるなど、人殺し訓練も現実に行われてきているわけでありま

す。今回来る米軍歩兵部隊というのは、アメリカ戦争やイラク戦争などで、アメリ

カが行ってきた戦争に参加してきた部隊でもあるわけであります。この点から見て

も、合同演習はこれまで以上に自衛隊の海外での戦争とか、海外派兵の訓練となる

ことが、当然予測されるものであります。今回注目されております、欠陥機と言わ

れるオスプレイが日本に配備される可能性が大きい中で、今日まで日米の合同演習

な中でも、この輸送用ヘリコプターを使って訓練を行ってきた経過から見ても、い

ずれ日米合同演習で同機の訓練が行われることは必至であります。 

 以上、さまざま述べてきましたけれども、過去11回の合同演習は住民に不安と危

険をもたらしてきており、中止を求める運動や声が日々高まってきております。住

民の生命、さらには財産、権利、生活にかかわる問題としても、さらには平和憲法

の理念にも反する、また非核日野町宣言を行ってきているこの日野町としても、ア

メリカ軍と肩を並べ、自衛隊が海外で武力行使を行うことにつながるような日米合

同演習は、絶対に認めるわけにはいかないと思います。私はそのことを強く訴えま

して、賛成討論といたします。 

議長（杉浦和人君） ほかにありませんか。 

 １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 請願第６号、陸上自衛隊饗庭野演習場における日米合同演習の

中止を求める請願書に対し、反対を、また、委員長報告の不採択に対しては賛成の

討論をさせていただきます。 
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 高島市の市議会のホームページ、23年２月臨時会議事録の閲覧に基づき、発言さ

せていただきます。 

 先ほど、對中議員は海外に向けたと大きな視野で見ておられましたが、私は地元

の方について調査させていただきました。 

 饗庭野基地特別委員会につきましては、基地周辺の障害防止と民生安定に関する

事項を所管事項とし、平成17年７月に設置され、改めて平成21年２月に設置をされ

ました。 

 当委員会では、所管事項であります饗庭野演習場の周辺における障害防止や民生

安定が尐しでも早く図られ、周辺住民の安全で安心な生活が確保できるように尽力

してまいりました。今年度におきましても、防衛省に対し要望事項の調査を行い、

道路事業や獣害対策施設整備事業などの進捗に対して寄与してきたものでございま

す。 

 このようなことから、当委員会の設置目的であります基地周辺の障害防止と民生

安定に関する事項の調査研究につきましては、去る２月17日に開催しました当委員

会において、一定の成果を上げることができたことを確認いたしましたことから、

当委員会の基地周辺の障害防止と民生安定に関する事項の調査研究は終了いたしま

した。 

 以上、饗庭野基地特別委員会の終了報告といたします、とあります。 

 また、24年３月定例会では、かねてから防衛省関係機関に要望活動を重ねてまい

りました饗庭野演習場の砲撃音に対する周辺集落の防音対策でございますが、今回

ようやく国の対策として採択され、現在、その区域指定等の手続きが始まったとこ

ろでございます。今後、防音対策工事が進みますと、周辺地域の方々に長年ご迷惑

をおかけしてきた懸案事項が解決へと踏み出すことになりますし、当該工事に市内

業者が参加することで、地域経済の活性化につながるものと期待しております、と

記載してあります。 

 また、去る24年６月本議会では、基地予算の増額等を求める意見書が、議長名で

国へ出されてもおります。地元高島市では、発足時より、協議・調査・要望等をし

ておられ、請願書は不採択になっております。このことから見ても、わが町が請願

するのはいかがなものかと思われます。よって、この請願書に対し、反対の討論を

するものであります。 

議長（杉浦和人君） ほかに討論はありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、討論を終わります。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。議第53号および議第55号から議第62号まで（財産の取得につ
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いてほか８件）については、別に反対討論がありませんので、一括採決いたしたい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、一括採決いたします。 

 各案に対する委員長報告は、議第53号および議題55号から議第62号まで（財産の

取得についてほか８件）については、原案可決であります。各案は、委員長報告の

とおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。起立全員であります。よって、議第53号および

議題55号から議第62号まで（財産の取得についてほか８件）については、委員長報

告のとおり原案可決と決しました。 

 議第54号、特別職の職員の給与等に関する条例および日野町教育委員会教育長の

給与および勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決い

たします。 

 本案に対する委員長報告は、原案可決であります。本案は、委員長報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 多 数－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。起立多数であります。よって、議第54号、特別

職の職員の給与等に関する条例および日野町教育委員会教育長の給与および勤務時

間等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、委員長報告のとおり原

案可決と決しました。 

 続いて、請願第５号、「所得税法第56条廃止」に向けた見直しを含む意見書提出を

求める請願書についてを採決いたします。 

 本請願に対する委員長報告は、不採択であります。したがって、原案について採

決いたします。請願第５号、「所得税法第56条廃止」に向けた見直しを含む意見書提

出を求める請願書については、原案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求

めます。 

－起 立 尐 数－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。起立尐数であります。よって、請願第５号、「所

得税法第56条廃止」に向けた見直しを含む意見書提出を求める請願書については、

不採択と決しました。 

 続いて、請願第６号、陸上自衛隊饗庭野演習場における日米合同演習の中止を求

める請願書についてを採決いたします。 

 本請願に対する委員長報告は、不採択であります。したがって、原案について採

決いたします。請願６号、陸上自衛隊饗庭野演習場における日米合同演習の中止を
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求める請願書ついて、原案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 尐 数－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。起立尐数であります。よって、請願第６号、陸

上自衛隊饗庭野演習場における日米合同演習の中止を求める請願書については、不

採択と決しました。 

 日程第２ 議員派遣についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。会議規則第112条の規定により、お手元へ配付の議員派遣一覧

表のとおり議員派遣をいたしたいと思います。 

 お諮りいたします。派遣の変更および緊急を要する派遣の場合は、議長において

決定いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認めます。派遣についてはそのように決定いたし

ました。 

 なお、派遣された議員は、派遣の結果を議長まで報告をお願いいたします。 

 日程第３ 委員会の閉会中の継続審査（調査）についてを議題といたします。 

 各委員長からお手元へ印刷配付いたしました文書表のとおり、会議規則第71条の

規定に基づき、閉会中の所管事務の継続審査（調査）の申し出がありました。 

 お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査（調査）と

することにご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継

続審査（調査）とすることに決しました。 

 以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 お諮りいたします。予算特別委員会、学校給食問題検討特別委員会および企業誘

致・幹線道路整備特別委員会は、問題調査のため、引き続き設置いたしたいと思い

ますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、引き続き設置をいたします。閉会中の調査

をお願いいたします。 

 以上をもって、本日の会議を閉じ、平成24年第５回定例会を閉会いたします。 

 町長あいさつ。 

町長（藤澤直広君） 閉会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 秋分の日も過ぎ、日の入りも早まってきたような感じをしております。暑さ寒さ

も彼岸までと、こういうふうに言いますが、まさにその実感をいたしております。 

 議員の皆様方には、３日の開会日以降、本会議に提案いたしました案件につきま
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して慎重なご審議を賜り、全議案、原案どおり可決いただき、お礼を申し上げます。 

 平成23年度の各会計決算につきましては、決算特別委員会で継続審査をいただく

ことになっております。引き続きよろしくお願いを申し上げます。 

 さて、町内でも稲刈りが大分終わってまいりました。今年は豊作という声も聞い

ているところでございます。一方で、近江鉄道の除草剤散布による沿線の圃場での

被害について、農家の皆さんには収穫時期、大変なご心労であると思っております。

近江鉄道では、路線の両側100メートル範囲の水田を対象に補償するとし、稲の搬出

作業が行われているところでございます。町といたしましても、県とともに、近江

米、日野米の安心・安全を守るため、引き続き関係機関と協力しながら対応をして

まいりたいと考えております。 

 さて、東日本大震災から１年半余りが経過をいたしました。先日来、９月23日に

は会津若松の会津まつりに参加をいたしましたが、引き続き会津若松市は、福島県

における震災対策の中心としてご奮闘をされておったわけでございます。そうした

中で、原発近くの大熊町におきましては、今、新聞報道でも仮の町という形で、大

熊町でありながら、会津若松市の中で町政執行をされる苦労をされているやに聞い

たところでございます。あわせて、青森県のむつ市からもお見えでございましたが、

まさにむつ市は核燃料再処理施設の問題で、大変な課題を背負っておられる市でご

ざいました。 

 一方、政府の方では原発ゼロを目指す、そういう方針が出されたわけではござい

ますが、間髪入れずに閣議決定を見送る、後ろ向きの姿勢に転じたところでござい

ます。世論が高まる中で、しっかりとエネルギー政策についても議論をしなければ

ならないものと、このように思っております。 

 ところで、野田内閣が改造内閣をつくっていく、こういう方向が示されているわ

けであります。特に、赤字国債特例法については、その動向をしっかりと注視して

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。 

 さて、９月は人権啓発強化月間でございます。５日にはふれあい学習会を開催い

たし、作家の鎌田 慧さんを講師に迎え、講演をいただいたところでございます。 

 ９月17日には国の出先機関の移管について、関西広域連合と近畿市長会、町村会

との意見交換が行われ、町村会副会長として参加をしてまいりました。出先機関の

事務権限の移譲に関し、活発な意見が出されたところでございまして、今後も注視

をしなければならないというふうに思います。 

 ９月23日には、先ほど申し上げましたが、蒲生氏郷公ゆかりネットワーク宣言を

締結しております会津若松市において会津まつりが行われ、参加をさせていただき、

今年は日野祭曳山囃子方交流会ならびに日野町商工会手作り甲冑隊から町民の皆さ

んが祭りに参加をされたところでございます。日野祭のはやしが流れる中で、会津、
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松阪、日野の甲冑隊が蒲生氏郷公の一陣として、第一線を行進していただきました。

大変見ごたえのあるものであり、先人の皆さんの足跡を歴史に学び、受け継ぎ、次

世代につなぐことの大切さを実感したところでございます。 

 さて、スポーツの秋、文化の秋でございます。10月から11月にかけて、町内各地

域では盛りだくさんの行事が予定されております。町民の皆さんが元気で参加され

る姿は、大変頼もしいものでございます。10月７日には各地区で町民運動会、14日

にはスポーツ天国の日を開催、10月13日と14日には「日野まちなか歴史散策＆秋の

桟敶窓アート」が実施されます。27、28日には恒例の「氏郷まつり“楽市楽座”2012」

の開催が準備されております。それぞれの事業について、町民の皆さんをはじめ、

議員各位のご支援とご協力をよろしくお願いいたします。 

 結びになりましたが、議員各位におかれましては、公私ともご多用のことと存じ

ますが、健康には十分ご留意いただきまして、議員活動はもちろんのこと、各方面

でのご活躍を心からご期待申し上げ、閉会のごあいさつとさせていただきます。あ

りがとうございました。 

議長（杉浦和人君） 去る９月３日から本日まで、提出案件の審議にあたられました

議員各位のご苦労に深く感謝を申し上げます。 

 猛暑が続きましたこの夏も、ようやく秋を感じる季節となってまいりました。秋

といえばスポーツの秋、芸術の秋、読書の秋であります。 

 議員各位におかれましては、議会はだれのためにあるのか、何のためにあるのか、

ますます自己研さんに努められ、町政発展のためにご奮闘をお願いいたしますとと

もどもに、各町内におきますそれぞれのイベントにも参加をいただき、住民の皆さ

んとの対話の機会を持たれるよう強く望みます。お体には十分ご自愛いただきなが

ら、住民福祉の向上に、ますます議員活動に精励されますことを心からお祈り申し

上げまして、第５回定例会を閉会いたします。 

 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。 

－閉会 １１時４６分－ 



4-31 

 

地方自治法第１２３条の規定により署名する。 

 

 

 

         日野町議会議  長  杉 浦 和 人 

 

 

 

              署名議員  冨 田 幸 

 

 

 

              署名議員  小 林 宏 

 

 

 

 

 


