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第６回日野町議会定例会会議録 

 

平成２４年１２月１７日（第２日） 

開会  ９時０５分 

散会 １５時５８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 査  森 弘 一 郎 
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５．議事日程 

日程第 １ 議第１０２号 日野町議会基本条例の一部を改正する条例の制定

について 

 〃  ２ 議第１０３号 日野町議会委員会条例の一部を改正する条例の制

定について 

 〃  ３ 議第１０４号 日野町議会会議規則の一部を改正する規則の制定

について 

 〃  ４ 議第７５号から議第１０４号まで（専決処分について（平成２４

年度日野町一般会計補正予算（第２号））ほか２９件）および報第

１１号（専決処分の報告について） 

〔質 疑〕 

 〃  ５ 議第７５号および議第１０２号から議第１０４号まで（専決処分

について（平成２４年度日野町一般会計補正予算（第２号））ほか

３件）について 

〔討論・採決〕 

 〃  ６ 議第７６号（人権擁護委員の候補者の推薦について） 

〔採 決〕 

 〃  ７ 議第７７号から議第１０１号まで（滋賀県自治会館管理組合規約

の変更についてほか２４件）について 

〔委員会付託〕 

 〃  ８ 一般質問 

３番 齋藤 光弘議員 

９番 西澤 正治議員 

１０番 東  正幸議員 

６番 冨田  幸議員 

２番 中西 佳子議員 

１１番 池元 法子議員 
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会議の概要 

－開会 ９時０５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102号から日程第３ 議第104号まで（日野町議会基本条例の一部

を改正する条例の制定についてほか２件）についてを一括議題とし、議会運営委員

長の提案理由の説明を求めます。 

 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、議第102号、日野町議会基本条例の一部を改正する

条例の制定について、さらには議第103号、日野町議会委員会条例の一部を改正する

条例の制定について、また議第104号、日野町議会会議規則の一部を改正する規則の

制定について、いずれも地方自治法の一部を改正する法律の制定に伴いまして、こ

の所要の改正を行うものであります。 

 順次、簡単なご説明をいたします。 

 １つは、議第102号の日野町議会基本条例の一部を改正する条例の制定についてで

あります。これは本会議におきましても、委員会と同様に公聴会の開催、さらには

参考人の招致ができるようになったことから、制度の活用を規定してある条項に、

本会議を追加するというものであります。 

 また、議第103号の日野町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定についてで

ありますが、これにつきましては、地方自治法の一部を改正する法律の制定公布に

伴いまして、委員会に関する規定が簡素化され、委員の選任などに関する事項が条

例に委任されたことから、所要の改正を行うものでございます。 

 さらには、議第104号の日野町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について

であります。本会議での公聴会の開催手続、さらには公述人の決定方法、また参考

人の招致手続などの規定を、新たに日野町議会会議規則に追加する、こういったも

のでございます。 

 以上が、議第102号、日野町議会基本条例の一部を改正する条例の制定についてほ

か２件についての提案説明でございますので、どうか皆さん方、ご審議のほどよろ

しくお願い申し上げたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 以上で提案理由の説明を終わります。 
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 日程第４ 議第75号から議第104号まで（専決処分について（平成24年度日野町一

般会計補正予算（第２号））ほか29件）を一括議題とし、各案に対する質疑に入りま

す。 

 また、報第11号、専決処分の報告についても質疑を許可いたします。 

 質疑はありませんか。 

 11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） おはようございます。 

 それでは、私の方から大きく２点についての質問をさせていただきます。 

 議第91号、日野町上水道給水条例の一部を改正する条例の制定についてと、議第

92号、日野町簡易水道給水条例の一部を改正する条例の制定について、これは同じ

ことでありますので、一括して質問をいたします。 

 基本料金については約20パーセント、平均9.2パーセントの減額改定で、本当にあ

りがたいことであると思いますが、８月から水道運営委員会で協議されていると聞

いております。この間の運営委員会での議論内容についてお尋ねをいたします。 

 次に、議第95号、日野町保育所入所児童に要する費用の徴収条例を廃止する条例

の制定についてをお尋ねいたします。 

 これは、今後規則で定めるということになると、こういう費用改定については議

会にかからないことになります。今まで、他市町にはない民主的な方法で、運営委

員会にかけられ、議会にかけられという方法で行われていたと思っています。 

 平成７年度から大幅に保育料の値上げがされたときに、私が初めてこの議会に上

げていただいた年でもありましたが、一挙に25パーセントぐらいの値上げとなりま

した。議会でも大きな議論となり、その年でありましたが、もう一度値上げの話が

保育所運営委員会で出されましたけれども、当時は議員もその運営委員会に入って

おりましたし、さすがに年に２度もの値上げは承知できないという形で、その運営

委員会の委員さんの中でも話が出まして、先送りになったということがあります。 

 今後も保育所運営委員会では話し合われるとは思いますけれども、町民に対して

の周知方法、また議員に対しての説明について、どのようにされるのかをお尋ねい

たします。 

議長（杉浦和人君） 11番、池元法子君の質疑に対する当局の答弁を求めます。 

 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。 

 池元議員さんの方から、議第91号、議第92号につきまして、運営委員会の質疑の

内容ということでご質問いただきました。 

 平成24年８月29日に第１回の水道事業運営委員会を開催させていただきまして、

この間、４回の会議の開催をさせていただいたところでございます。その中で、日
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野町の水道事業の運営状況、水道事業の財政収支の見通しについての検討をいただ

き、また、料金改定についてはどういう形で実施をしていくのかということについ

ての審議をしていただき、さらに、先ほどご質問ありました、基本料金にするとい

うことについての料金体系、今後の料金体系についての質疑もしていただきました。

また、料金の改定率については、全体で約9.9パーセントの減額案ということで、こ

ういう状況の中で、その金額を減額することが可能なのかどうか、また、基本的に

県の水道料金は立米当たり20円が下げられておるので、その辺の金額を削減したら

どうかということでご検討をいただき、また、基本料金の20パーセントの減額とい

うことで、13ミリ、20ミリの一般家庭に対する、もう尐しそちらに重きを置いた形

はできないのかというような検討もなされました。 

 そういう中で、この前ご報告させていただきました、審議委員会の意見書という

ことで、最終にその他付帯意見ということで、今後企業努力をする中で、３年ない

し５年という中で見直しを行い、今後その13ミリ、20ミリというところの方々に重

きを置いた改定を、３年、５年後にやりなさいよというような意見をいただいたと

ころでございます。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（岡 常夫君） 議第95号、日野町保育所入所児童に要する費用の徴収条例

を廃止する条例の制定についてのご質問をちょうだいいたしました。 

 議員ご指摘をいただきますように、保育料の改定等につきましては、まず保育所

運営委員会の方でいろいろ審議をいただきまして、これまでは条例の中で、議会で

もご審議をいただいていたところでございます。 

 今般、廃止をさせていただきます背景につきましては、全員協議会の中でもご説

明申し上げたところでございますが、先日、保育所運営委員会を開催させていただ

きまして、条例の廃止をさせていただくというお話も申し上げたところでございま

す。今後につきましては、この運営委員会の中で議論をいただき、町の規則で同様

の条文を定めていくというものでございます。 

 現在、国の方で、子ども・子育て関連３法の関係の動きがございまして、今後、

国が設置をします子ども・子育て会議の中で、幼稚園ならびに保育所等の保育料に

係る部分につきましては公定価格という形で、現在の国の基準よりも低い基準で定

められるというふうに聞いております。その金額を参考にしながら、町の方でもそ

の金額を上回らない、現状もそれより低い金額で保育料設定をさせていただいてお

りますので、そのような形で設定をさせてもらいたいというふうに考えております。 

 なお、周知の方法でございますが、当然入所を申し込みされる方には、入所申し

込み時に、申し込みの案内等の中に保育料の金額等も明記をさせていただいており

ますし、今後、変更等あったときにはホームページ等でもお知らせし、広報等でも
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状況によってはお知らせをさせてもらわないといけないかなというふうに考えてお

ります。 

 今後とも、国の動きも含めまして、滋賀県下全般を見まして、保育料等の決定に

つきましては慎重に対忚をさせていただきたいと、このように思っておりますので、

よろしくお願い申し上げたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） 保育所入所児童に要する費用の徴収条例の部分なんですけれど

も、周知方法について、入所申し込み時とか、またホームページ、広報で慎重に対

忚するという返事でありましたけれども、議員に対しての説明についてはどうなの

かということ。 

 それと、今、藤澤町政の場合はこの方法でいけるといたしましても、後に町長が

かわった場合に、規則で簡単に変えられるということについては心配があります。

他市町では、この保育料もそうでしたけれども、今までから水道料金の値上げにつ

いても、規則で議会にかけられずにというところがたくさんあるというふうに聞い

ております。 

 今後、ほかのところにもおよばないようにしていただきたいと思いますが、どう

でしょうか。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（岡 常夫君） 大きく分けて、２点のような内容だったと思います。 

 まず、福祉の方で、保育料の関係で議会の皆さんへの周知の関係でございます。

下がる場合はともかく、今後、国の状況等によって、値上げをさせてもらうときも

あろうかなという部分もございますので、そのようなときは常任委員会等でも報告

なりご説明を申し上げることになろうかと思いますので、その節はよろしくお願い

申し上げたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 保育料の関係につきましては、しっかりといろんなところで理

解をしていただく、また、議員の皆さんにもご説明をする機会は当然あるべきであ

るというふうに思っておりますし、予算等の中でも積算根拠の中にも当然出てくる

話でありますので、いつの間にやら勝手にというようなことはあってはならないも

のと、このように思います。 

 あわせて、現時点で、水道料金だとかそういうところに波及をさせるというよう

なことは考えておりません。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 皆さん、おはようございます。 

 それでは、何点か質疑を行わせていただきます。 
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 議第76号、人権擁護委員の候補者の推薦について。それでは、まず議第76号、人

権擁護委員の候補者の推薦についての質疑を行わせていただきます。 

 12月３日の議員全員協議会での高橋企画振興課長の説明では、東西桜谷地区で１

名を推薦することになっており、今回は西桜谷地区からの順番で、西桜谷地区の方

を選んだとのことでありました。どのような手順を踏んで今回の推薦になったのか

を伺います。 

 次に、議第96号、平成24年度日野町一般会計補正予算（第３号）についてお伺い

します。 

 事項別明細書29ページ、第10款教育費・第５項社会教育費・第６目図書館費・図

書館運営事業の備品購入費が、年度末の最終補正、精算補正でもないのに、なぜ635

万6,000円もの多額の減額補正をされたのかを伺います。 

 次に、報第11号、専決処分の報告についてお伺いいたします。 

 この報告は、部下職員に交通安全指導をすべき管理職員である参事が起こした自

動車事故による損害賠償金額の最終処分であると思います。被害を受けられた車２

台の、物損分の賠償額は129万6,425円。被害を受けられた３人の方の、人身分の賠

償額は279万5,093円、合計409万1,518円。この金額が議会に報告された金額であり

ますが、事故を起こした町の公用車の修繕経費にいくら使われたのか。この金額を

含めると、この事故処理に要した総処理金額はどれだけかを伺います。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 企画振興課長。 

企画振興課長（高橋正一君） それでは、議第76号、人権擁護委員の候補者の推薦に

ついての質疑で、どのような手順で推薦の今回の議案に至ったかということでござ

います。 

 先の全員協議会でもご説明させていただきましたが、現任の麻原克司委員さんに

つきましては、平成19年４月から、任期は３年でございますが、２期６年お勤めを

いただきました。それで、麻原さんの方とお話をさせていただきまして、ほかの役

職もあるのでということで代わりたいと、そういうことでございました。これまで

から、地区割りとして人権擁護委員さんにつきましては、桜谷につきましては西桜

谷と東桜谷でお一人が出ていただくと、こういう慣例がございましたので、次期の

委員さんにつきましては西桜谷の方から出ていただくと、そういうことで、町の方

で選定をさせていただいたものでございます。それで、町の方で加藤さんの方にお

願いをさせていただきまして、西桜谷の区長会長さんの方にも、その旨ご報告を申

し上げたところでございます。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（久村重次君） それでは、議第96号、平成24年度日野町一般会計補正予算
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（第３号）に係りまして、図書館費の図書館運営事業の減額の理由をということで

ございますので、答弁させていただきます。 

 今回、この図書館費の備品購入費につきましては、開館以来15年経過しておりま

したシステム更新を行わせていただきました。当初、2,210万6,000円を計上させて

いただいておりましたが、システムの機器一式を入札でさせていただきまして、

1,575万円で落札をいただきました。そういった関係から、今回すべてシステムの更

新ができましたので、減額をさせていただくものでございます。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） おはようございます。 

 報第11号、専決処分の報告についてということで、専第６号、損害賠償額の額を

定めることについてのご質問で、公用車の物損の事故の金額をということでした。

52万3,217円となってございます。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） それでは、再質問させてもらいます。 

 議第76号の人権擁護委員の候補者の推薦についてのところですけれど、私が議員

になってからの地区割り当て的な人事案件は、地区の区長会等で協議されます。地

区区長会長からの推薦書を得られてから、議会提案をなされているものであります。

なぜ、今回は町が先で、ルールを無視されたような形をとったのかを伺います。 

 それと、専決処分の報告についてですけれど、461万4,735円、この大金を交通安

全管理者として、他の模範となるべき管理職員であるべき参事が起こした自動車事

故に要されたものですね。日野町役場職員の１人当たりの給与費用は557万7,000円

と、私たちの民間企業の人間の給与より高く、この事故処理金額で尐額と思われて

いるかも分かりませんが、平成23年の国民平均給与は409万円であります。私ども民

間人の年収より、52万4,735円も高い金額、1.13倍も高い金額であります。 

 ９月議会の一般質問で、副町長に私どもの会派の会長である蒲生議員が、事故を

起こした職員への処分について質問されました。蒲生会長は職員のＯＢでもあり、

副町長と幼なじみでもあります。とどめを刺すところまでの質問を控えられたのか

と私は思っております。 

 人身の最終損害賠償金額が判明していない段階で出された、口頭処分という履歴

書にも残らないような軽い処分。副町長、本当にこの処分が適正であったと思って

おられるのですか。今後、改めて処分されるというお考えはないのか、副町長に伺

います。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（高橋正一君） 議第76号の人権擁護委員の候補者の推薦について再質

問をいただきました。 
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 議員おっしゃるように、人権擁護委員さんにつきましては、その人選につきまし

て、各区長会さんの方に人選をお願いしてきたという経過もあるところもございま

す。今回につきましては、10月31日に麻原さんとお話をさせていただきまして、で

きたら代わってもらいたいわと、こういうお話でございました。12月議会に推薦の

依頼を出して、承認をいただいて、法務大臣の方へ推薦するという日程的なことも

ございましたので、今回につきましては町の方で直接お願いをさせていただきまし

て、区長会さんの方に報告をさせていただいたと、こういう経過でございます。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（岡村明雄君） 職員の事故について再質問をいただきました。 

 確かに今回、職員が起こしました事故に対する経費は、相当数の金品が要ってお

りますが、そういったために保険にも加入しておりまして、保険で処理をさせてい

ただいております。 

 しかしながら、今そういったことで、再度処分を考えることはないのかと、こう

いうご質問でございますが、この件につきましては、再度処分を今後考えるという

ことは、私としては考えておりません。 

 しかしながら、こういったケース、今後これでいいのかという、そういうご指摘

については真摯に受けとめ、今後、他の市町等も含めまして、いろいろ研究をして

いきたいなと、このように思っています。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） これは再々質問ではございませんけれど、この人権擁護委員、

地区割での選任の場合は、地区での活躍、また要望等もあると思いますので、やは

り地区推薦をしっかりしていただいた上で選任していただきたいと思います。 

 それと、事故の処分の方なんですけれど、やはり民間の企業でこれだけの事故を

起こした場合は、なかなか口頭訓告というのでは済まないと思いますし、他の職員

さん、また一般の方から見ても、これはおかしいなというのがかなり出ると思いま

す。その辺もしっかりと、今後、対処をよろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑はありませんか。 

 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 私の方から２点だけお聞きをしていきます。 

 議第82号でございますけれども、長期継続契約を締結することができる契約を定

める条例の制定についてでありますけれども、これを条例化することの意義につい

て、経費の節減や、サービスの向上が見込まれるのか。また、この契約をすること

によって、債務負担行為との関係はどうなるのか、ちょっと分かりませんので、教

えていただきたいなと思います。 

 また、今後、どういうものを予定しているのか、お聞きしたいなと思っておりま
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す。 

 それから、議第85号ですけども、情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改

正する条例の制定についてでありますが、大学助教授が准教授に、大学専任講師を

大学講師にという、名称変更の整合性だけなのか。最近は多くの新制大学が設置さ

れていることから、准教授が教授になったりするそういう過程が、その大学によっ

て相当違うと思うんですけれども、当町で選考、推薦されると思うが、その時に、

何をもって今までされておられるのか、また、どういうふうにされていくのかとい

うことをお聞きしたいなと思います。 

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

 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） 議第82号、日野町における長期継続契約を締結することが

できる契約を定める条例の制定についてのご質問でございます。 

 この条例につきましては、物品を借り入れる契約、また役務を受ける契約で、そ

の契約の性質上、複数年にわたり契約を締結する必要があるものについて、地方自

治法施行令の167条の17に基づきまして、今回条例を制定するところでございます。 

 この趣旨につきましては、事務の合理化、また効率化、経費の節減、良質なサー

ビスを提供することも期待ができるというふうなことでございます。単年度契約を

するよりも、例えば、物品ですとリースという制度がございますので、そういった

制度を利用する、また、４月１日から１年間業務が遂行されるわけですが、それも

ある一定の期間をもって契約すれば有利にできるというふうなことで、今回制度化

をするものでございます。 

 これと債務負担行為の関係でございますが、債務負担行為の場合につきましては、

翌年度以降におけます地方自治体の債務を、法律上負担する内容を持つような契約

ということで、日野町では当初予算でも明示していますとおり、例で言いますと、

県営の日野川地区のかんがい排水事業は、経年にわたりまして負担が求められてお

りますので、そういったもの、また、同じく県営のため池、ほかには日野町の小規

模企業者小口簡易資金貸付事業、こういったものについてしているところでござい

ます。 

 一方、長期継続契約に基づいて行えるものにつきましては、翌年度以降における

相手方からの給付は、毎年度において経費の予算の範囲内で給付をする、払うとい

うふうなことでございまして、決定的な違いにつきましては、今も申し上げました

ように、翌年度の義務費になるかならないかということになります。 

 そういったことで、長期継続契約の場合につきましては、翌年度以降において歳

入歳出予算の金額について、もし減額とか削減があった場合については、この契約

を解除するというふうな契約の条項も盛り込んでいく必要があるのかなと、このよ
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うに今考えているところでございます。 

 続きまして、このできる契約の内容でございますが、まず２条の１号につきまし

ては、物品の借り入れをするというふうなことで、まず、複写機その他の事務機器

ということで、印刷機とかコピー機がありますが、それのリースの契約。また、電

子計算処理機で、ハードと言われます周辺の機器、また、それの運用に必要なソフ

トウエア、また、車両、公用車のリースの契約、ほかに通信機器、デジタル通信機

器とか医療および福祉機器、現在はございませんが、そういったことを予定いたし

ております。 

 ２条の２号の契約につきましては、毎年度当初から経常的かつ継続的な役務の提

供というふうなことで、複数年にわたり契約を締結する必要があるものということ

で、１号に挙がっていますリースの契約の運用または保守の点検でございますが、

例えば、各種電算システムの保守の管理とか、そういった契約を考えております。

また、施設または設備機器の保守の点検ということで、庁舎ですと電話設備の保守

とか、高圧受電の保守点検、そういった契約を考えております。 

 また、施設または設備機器の運転の管理業務ということで、エレベーターの管理

保守点検とか、また施設の清掃業務、庁舎の管理の清掃でございますが、そういっ

た契約、また施設の警備業務、夜間警備、夜間の機械警備の契約、また徴収金の収

納に関する業務ということで、税とか水道料金のコンビニ収納の代行をお願いして

いますが、こういったもの、また配送業務ということで、町の文書の配送の契約、

こういったものを予定しているところでございます。 

 ３号につきましては、前２号に掲げる契約以外の契約で、長期継続契約を締結し

なければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすものということで、特に町長

が認めるということにしておりますけども、今後、例えば、公用車ですね、こうい

った送迎の運転委託とか、そういったことが発生すればこの条項でいきたいなと、

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） 企画振興課長。 

企画振興課長（高橋正一君） 議第85号の日野町情報公開・個人情報保護審査会条例

の一部を改正する条例の制定について、質疑をいただきました。 

 内容は名称の変更だけなのかということと、学校ごとの違いということと、推薦

の方法ということで、ご質疑をいただきました。この日野町情報公開・個人情報保

護審査会につきましては、町が設置するものでございまして、５名の委員をもって

設置するということで、条例の方で定めているところでございます。そのうち、２

名以上ということで規定をしてございまして、２名以上につきましては、１つは弁

護士、それからもう１つは、大学の関係の専門知識を持った方の中から、５名のう

ち２名以上を入れるということに、この条例で定めさせてもらっているところでご
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ざいます。 

 今回、改正につきましては、ただいま申し上げました、大学関係のところでござ

いますが、学校教育法が規定しております名称に整合させるために、１点は大学助

教授というところを大学准教授に変更させていただくということ、それからもう１

点は、大学専任講師というところがございますが、ここを大学講師その他これらと

同等の能力を有する者ということで、学校教育法に整合性を持たせるために改正さ

せてもらうところでございます。 

 それから、学校ごとにどうかというお話でございましたが、これは学校教育法の

中で決められてございます大学という基準の中にあるものでございますので、基本

的には町が委員さんをお願いするということでございますので、この基準に合った

委員の方を町の方が選任をさせていただく、そういうことでございます。その中に

は、一部、大学の方に町の方からそういう専門知識を持った方をご紹介いただけな

いだろうかと、そういう意味で推薦といいますか、することはあろうかと思います

が、基本的には町の方がこの基準に従った方をお願いしていくと、そういうことに

なると思います。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） １つだけ。この長期契約でありますけれども、今聞いておりま

すと、相手が民間とかそういうところでありますけれども、土地の賃貸とか家屋の

賃貸とか、そういう、県が持っておられて町が借りているとか、そういうことも入

ってくるわけですか。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） ただいまの質問ですけども、町ではちょっとそういうこと

がございませんので、また調べて連絡させていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑はありませんか。 

 ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） おはようございます。 

 私も３点ほど質疑をさせていただきます。そのうち、恐らく２点は、先ほど村島

議員が質疑をされたことと重複するかもしれませんが、よろしくお願いしたいと思

います。 

 まず、議第76号、人権擁護委員の候補者の推薦についてでございます。候補者は、

西桜谷公民館の館長さんであります。公民館長さんは町の一般職員ではありません

けれども、教育長から委嘱を受け、常勤職並みに勤務をされておられると思います。

また、紛れもない公務員であります。この公務員が人権擁護委員を兼務して差し支

えはないのか、問題がないのかをお伺いいたします。 

 次に、議第96号、平成24年度日野町一般会計補正予算（第３号）についてお伺い
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をいたします。今回の職員人件費の補正は、ほとんどの款、項、目にわたり、減額

の補正でありますが、事項別明細書19ページ、第３款民生費・第２項児童福祉費・

第１目児童福祉総務費の職員人件費は1,080万1,000円もの、また23ページ、第６款

農林水産業費・第１項農業費・第４目農地費の職員人件費でも818万3,000円の多額

の増額補正であります。人事異動に伴うものであると考えますけれども、この詳細

な理由を伺います。 

 そして、次に３点目でございますが、これも先ほど村島議員が質問をされました

が、報第11号、専決処分の報告についてでございます。このことにつきましては、

９月議会の一般質問で、副町長に私どもの代表であります蒲生議員が、自動車事故

を起こした管理職員への処分についてただされました。蒲生議員は、職員との関係、

あるいは副町長との関係も、先ほど村島議員が話をされたとおりでございます。 

 昨年、この自動車事故の専決処分についての蒲生議員の質問に対して、当時の西

川総務課長の答弁は「今日までの職員の事故の前例に倣って、口頭処分を行った」

でありました。しかるに、９月議会での副町長の答弁では「管理職員が公用車を運

転して人身事故を起こしたのは、過去にさかのぼって調査をしたところ、昨年の１

件のみ」とのことでありました。副町長の認識は、「暴走運転とか飲酒運転による事

故と異なり、点数を引かれるぐらいの小さな事故であった」ということであります。 

 今回の、公用車を含めて自動車３台にもおよぶ物損、ならびに親子３名にもおよ

ぶ人身、総処理金額460万余りの大金を要した、過去に事例のない管理職員の公用車

事故でありまして、私も副町長の認識は非常に恥ずかしいといいますか、一般常識

では考えられないことだというふうに認識をしているところであります。この事故

に対しての、町長の認識をお伺いいたします。 

 また、９月議会での副町長の答弁では、既に教育委員会で処分を終えておられる

ので、先ほどの答弁もありましたように、再度の処分の検討は考えておりませんと

いうことでありましたが、どうもこの回答には私も承服できません。改めて町長の

考えを伺うものであります。 

 また、参事の上司である、教育委員会の最高責任者である教育長への処分はどう

なっているかも、町長にお伺いするところであります。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君の質問に対し当局の答弁を求めます。 

 企画振興課長。 

企画振興課長（高橋正一君） 議第76号、人権擁護委員の候補者の推薦について質疑

をいただきました。 

 公務員である、兼職との関係はどうなのかというようなご質疑でございました。

人権擁護委員法の中で、人権擁護委員さんの推薦につきましては、町長は法務大臣

に対して、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格見識が高く、広
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く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道関係

者の業務に携わるもの及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であって、

直接、間接に人権の擁護を目的とし、またはこれを支持する団体の構成員の中から、

その市町村の議会の意見を聞いて、候補者を推薦するということになってございま

す。それが人権擁護委員法の推薦の内容でございます。 

 また、町が持ってございます条例の中におきましても、人権擁護委員と、今の場

合は公民館長でございますが、兼職を禁止するということにはなってございません

ので、よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） 議第96号、一般会計補正予算（第３号）の人件費関係でご

質問がございました。 

 これにつきましては、説明をさせていただきましたが、今回の人事異動に伴いま

す変更を反映させていただいたところでございます。19ページの児童福祉総務費に

つきましては、幼保一元化の関係で、福祉課へ職員を１名増員しております。23ペ

ージの農地費の人件費につきましても、農業体質強化の関係で１名増員をしている

ことによりまして、増額となっているものでございます。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 職員の事故に対するご質問をいただきました。 

 基本的には副町長が答弁いたしたとおりでございますが、ご指摘のように、職員

が第三者たる住民の皆さんに対しての事故に結果としてなったということは大変残

念なことでありますし、特に人身ということで、被害者となられた方についてはと

んでもないご苦労をおかけしたものと、このように思っておるところでございまし

て、その後、交通安全にしっかりと、もう一度気を引き締めてということで、庁内

においても研修等の取り組みを行ってきたところでございますし、物損そして人身

含めて、被害を受けられた方についてはしっかりと対忚をするようにしてきたと、

こういうところでございます。 

 処分の軽量、軽重につきましては、先ほど副町長が答弁したとおりでございます。

なお、教育長については、そういう意味ではその後の対忚についてはしっかりとや

ってきたと、こういうことで、現在の状況になっておるというところでございます。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 人権擁護委員の件でございますが、このような再質問をしても

うまくかわされるとは思いますが、例えば、今の公民館長の仕事と人権擁護委員さ

んの仕事がどうしても重なるというような場合は、どちらを優先しなければならな

いのか。非常にはっきりしたことではございますけれども、お伺いをしたいと思い

ます。 
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 そして、人身事故の件でございます。副町長、町長の答弁はございましたが、こ

れ、昨年の10月12日に発生しておりまして、私ども、最初にこのようなことを聞い

て、非常にびっくりもしましたし、処分の内容について、驚きもしておったことで

ございます。１年たって、最終のこういう処分が出たということで、今回のこの質

問をしているわけでございますが、そもそもこの事故は、100パーセント職員の過失

による事故であります。人身の損害賠償金も判明していない初期の段階に口頭処分

を出されたことも、私もちょっとどうしても、一般常識からすれば考えられないと

いうふうに思ってもおります。 

 また、先ほども申しましたが、460万円というような、一般社会、企業では考えら

れないような損害を与えて、副町長の答弁の中で、保険には入っておると、だから

問題ないというような問題でないと思います。職員を規律していく、規制していく

立場の町長、副町長あるいは教育長に、それぞれもう一度、今後改めて処分をどう

してもする必要がないとお考えなのか、恐れ入りますが、答弁をお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 事故については大変残念なことでありまして、特に被害に遭わ

れた方については、心より申しわけなく思っておるところでございます。 

 処分につきましては、ああした時点で判断をして行ったものでございまして、そ

のような対忚をしてまいったということで、変更することは考えておりません。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（高橋正一君） 議第76号の、人権擁護委員の候補者の推薦についての

質疑をいただきました。 

 仕事等が重なった場合はどうするのかと、こういうことでございます。この人権

擁護委員さんの任務といいますか、仕事の内容につきましても、現館長でございま

す加藤さんの方に、このような仕事が大体日程的にはございますということで申し

上げた中で、それならばということで承諾をいただいたところでございます。 

 現在、委員をしていただいています他の４名の皆さんも、それぞれ仕事等をお持

ちの中で、この人権擁護委員の活動をしていただいてございますので、先ほどのご

質問につきましては、常識的な範囲の判断の中で任務の方をしていただけるものと、

このように思っております。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 昨年の事故につきましてでございますけれども、大変な事故

でございまして、私も同乗しておりまして、町民の皆様、そして被害者の皆様、本

当に多くの皆様にご迷惑をおかけしたことを、私としても責任を感じているところ

でございます。 

 ただ、その後、相手様にも誠意を持って対忚させていただき、何とか今回終了と
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いいますか、相手さんにも了解をいただいたということでございますけれども、今

後、このようなことのないように、公務員として信頼回復できるように取り組んで

まいりたいというように考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（岡村明雄君） 事故の関係でご質問をいただきました。 

 その中で、先ほど私が答弁をした、保険なので金額的に高くてもよいと、そうい

った考え方でお答えをさせてもらったものでは決してございません。保険であって

も、これはやっぱり事故を起こすということはいけませんけれども、やはり職員、

いろんな場面で車の運転をして、公務を執行しております。そのために、これは保

険は必要なものでございまして、そのすべてについて、公務の場合については保険

をかけております。これはやっぱり必要なものというふうに思っています。しかし、

保険があるので何ぼ事故してもええと、こんな思いは当然ございません。そこはご

理解をいただきたいと思います。 

 そして、今仰せの処分の時期、それから、先ほどのご質問ございました、処分の

内容等、今回の件についてはもう処分が終わっておるという認識をしておりますの

で、今後、そういったことについても、処分の時期等についても、１年たって処分

するということがいいのかどうか、なかなか問題の解決、あるいは警察等の調べ等

について、そういう行政処分が出る時期もいろいろございまして、できるだけ早い、

職員に注意を促すという意味で、処分を過去の事例に基づいてやってきたという点

もございます。 

 今後、そういった点についても、先ほど申しましたように、研究をして、近隣市

町等、あるいは県等の状況も含めまして研究をしていきたいなと、このように思っ

ています。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） お願いになるかもしれませんが、もう一度副町長にお伺いした

いんですが、町としての行政処分、この決め事はないんですか。まして今回、参事

という管理職の者が事故を起こされている。当然、今副町長の答弁にありましたよ

うに、みんないろんな人が車を扱って、あるいは乗っておられます。いつどうなる

かも分かりません。 

 しかし、今回のような、100パーセントこちらが追突したような事故を起こしてし

まった、それに何の行政処分もないというのは、私はどうしても承服しかねるとこ

ろがございます。そういう処分内容とかいうものがないのか、あるいは今後考えて

いくのかどうか、もう一度だけ返事をお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 副町長が答弁いたしましたように、こういう事例が多々あって
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は困るわけでございまして、今後、今こういう事故も含めて、近隣の状況も踏まえ

て勉強していきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑はございませんか。 

 ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、私からも、何議案かについて何点かの質疑を行わせ

ていただきます。 

 まず最初に、議第82号、日野町における長期継続契約を締結することができる契

約を定める条例の制定についてでございます。 

 これは、先ほど東議員から質疑がありまして、第２条の各号でいう契約を、具体

的には１号、２号、３号、各号別にどのような契約を考えているのかと、現状も踏

まえて総務課長から詳しくご答弁をいただいたところでございますが、第３条で期

間をいっておりますが、それぞれ１条、２条、３条、おっしゃられたものは、それ

ぞれ前条の契約期間、５年とは限らないと思いますので、何年間を想定しておられ

るのか、平尾総務課長にお伺いをいたします。 

 次に、第２点目、議第85号、日野町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を

改正する条例の制定について。これにつきましても東議員さんからもご質問があっ

たところでございますが、今回の改正は、学校教育法に規定する職名との整合性を

図るための改正であります。数年前の例規集のコンピューター化、一元管理化によ

りまして、町条例すべてにおいて、たやすく検索が何事もできるようになっており

ます。 

 そこでお伺いをいたします。今回の職名変更による条例改正に伴い、同じ職名を

使用している条例があれば、町条例すべてにおいて、当然、一斉に改正されるべき

であろうかというふうに思います。同じ職名を使用している条例がなかったのかど

うか、念のために確認をさせていただきます。また、もし同じ職名を使用している

条例があったのならば、なぜ今回改正されなかったのか、高橋企画振興課長にお伺

いをいたします。 

 次に、議第91号、日野町上水道給水条例の一部を改正する条例の制定についてと、

議第92号、日野町簡易水道給水条例の一部を改正する条例の制定について。この件

につきましても、池元議員さんからも質問をされ、運営委員会での審議状況につい

てただされたところでございますが、私からも尐しお伺いをいたします。 

 この条例の改正は、滋賀県下で最も高いと言われる、上水道と簡易水道の料金を

改正されるものであります。県下19市町の中で、安い順に何番目であった料金が、

何番目に上がったのか。現時点での県下19市町の平均の料金はいくらなのか。平均

と料金と差が、いくらからいくらに縮まったのかをお伺いいたします。 

 また次に、今回の改正は、１ヵ月の基本料金を２割減額しようとするものであり
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ますが、全給水世帯のうち、基本料金以内の給水家庭が何戸から何戸に変わるのか、

何世帯から何世帯に変わるのか。一般的に考えますに、本来は超過料金が高いため

に、全体の水道料金が高額になっていると考えますが、どうお考えなのか。私は、

基本料金を引き下げるだけでなく、超過料金を引き下げるべきが本質ではないかと

考えますが、超過料金の引き下げを検討されたのかどうか。中井上下水道課長にお

伺いをいたします。 

 次に、議第93号、日野町公共下水道条例の一部を改正する条例の制定について、

２点お伺いをいたします。 

 今回の改正で、水質基準が改正されますが、なぜ今の時期をとらえて改正をされ

るのか。水質基準そのものが従前と変わったのか。変わったとしたら、いつの時点

で変更がなされたのか。 

 次に、下水道の水質基準に基づいて、今日まで特定事業場の水質基準検査を定期

的に実施されているのか。実施されているのであれば、今回の基準を超える事業所

があるのか。基準を超える事業場があるとすれば、基準を超えている事業者に対し

ての指導をどのようにされるのか。中井下水道課長に、これもお伺いいたします。 

 次に、議第96号、平成24年度日野町一般会計補正予算（第３号）に関しまして、

何点かお伺いをいたします。 

 まず、補正予算書６ページ、第３表、地方債の補正の利率についてお伺いいたし

ます。３月議会の予算特別委員会の席で、利率4.0パーセント以内となっているが、

実態とかけ離れている。現在の借り入れ率はいかほどか。現状と乖離しないように

と、当時の西川総務課長に質問をいたしました。西川総務課長の回答は、「1.8から

1.9パーセントで借り入れをしている。利率4.0パーセント以内については、今後考

えたい」でありました。 

 しかし、今補正予算におきましても、利率の変更がなされておりません。今回、

特別会計において、利率が高いとして繰り上げ償還される地方債の借り入れ利率は、

最高2.765パーセントであります。せめて利率3.0パーセント以内に改めるべきと考

えますが、平尾総務課長にお伺いいたします。 

 次に、補正予算書13ページ、歳入、第21款町債・第１項町債・第１目総務債・第

１節総務管理債についてお伺いいたします。 

 12月３日の議員全員協議会での平尾総務課長の説明では、交付税算入が見込める

有利な起債であるとのことでございました。地方交付税は、財政力指数によって変

わってまいります。財政力指数がよくなれば尐なくなり、悪くなれば多くなります。

名目上、元利償還金の何パーセントが交付税算入され、現在の財政力からして、実

質元利償還金の何パーセントが交付税算入されると考えておられるのか。平尾総務

課長にお伺いいたします。 
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 また、先ほどの冨田議員の質問で、職員の人件費の補正について、第３款民生費・

第２項児童福祉費・第１目児童福祉総務費の職員人件費1,080万1,000円、これは職

員１人増によるものであると、こういうお答えでございましたし、また、第６款農

林水産業費・第１項農業費・第４目農地費の職員人件費でも、818万3,000円を職員

１名の増によるためと、こういうふうにおっしゃいました。職員１人で1,000万もの

金額が要っていると、これはちょっと信じがたいところでございますし、もう一度

きちっとしたご答弁をいただきたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） それでは、まず議第82号、日野町における長期継続契約を

締結することができる契約を定める条例の制定についてということで、その中の第

３条、契約の期間についてということの質問がございました。 

 これにつきましては、契約の締結にあたりましては、さらなる経費の節減や、よ

り良質なサービスを提供するものと契約を締結する必要にかんがみまして、定期的

に計画の相手方を見直す機会を確保すべきであるというふうなことを受けまして、

今回、年を限定したものでございます。 

 ２条１号の物品を借り入れる契約につきましては、原則５年を限度と考えており

ます。２号につきます施設等の運転管理または保守、その他の役務の提供の契約に

つきましては、原則３年を限度と考えております。２条３号によります特に町長が

認める契約につきましては、５年を超えない範囲で決めていきたいなと、このよう

に考えているところでございます。 

 続きまして、議第96号の日野町一般会計補正予算の中の６ページでございます。

地方債の借り入れの利率のお話でございますが、現在、借り入れ利率につきまして

は、23年度末に借り入れました一般会計におけます地方債の実績では、先ほど述べ

られましたとおり、大体0.8から1.4程度になっているところでございまして、これ

らはすべて政府系の財政融資の資金および地方公共団体金融の機構からの借り入れ

でございまして、事業完了後の借り入れ分の利率となっているところでございます。 

 現在、金融の情勢、また国の金融施策の状況から見まして、蒲生議員もおっしゃ

いましたとおり、大幅な金利の動向は尐ないかなと、このように今考えております

ので、ご指摘のとおり、今後見直しをしていきたいと考えているところでございま

す。 

 続きまして、13ページの、町債の総務債の庁舎に絡みます借り入れでございます。

これも説明をいたしましたとおり、緊急防災・減災事業債の２億5,000万余り、また、

公共事業債の１億6,000万余りを有利な起債ということで、元利償還金の70パーセン

トおよび50パーセントを地方交付税に算入するものとなる予定をしているところで
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ございます。 

 現在の地方交付税制度におきましては、各自治体を人口10万人の標準団体に置き

かえたと仮定した、基準財政需要額および基準財政収入額を算定して、交付額が決

定をされることはご承知だと、このように思います。 

 また、この算定によります収入額を需要額で除すことで、財政力指数を計算する

こととなっております。この需要額の算定において、元利償還金を基礎数値とされ

るものは起債当時の算入率によるものとされておりまして、現在、一般会計補正予

算（第３号）の29ページにございます公債費の合計でございますが、現在６億3,000

万余りとなってございます。この中に占めます、交付税算入の算入割合は約53パー

セントぐらいとなってございますので、それぐらいになるのかなと、このように今

考えておる次第でございます。 

 ただ、交付税の算定年度の地方財政計画、また経済情勢によりまして税収入等の

収入額が変動することによりまして、基準財政収入額が変動し、先ほどもおっしゃ

っておられました、財政力指数が若干変動する状況がございます。これによって交

付税も決定がされていくわけでございます。 

 町におきましては、今後におきまして、できる限り地方債の新規発行の抑制を図

りながら、発行するにあたりましても可能な限り交付税の算入のあるものを活用し

ていく方針と考えております。 

 続きまして、人件費関係でご説明をいたしましたが、大枠については述べたとお

りでございます。詳細については、もう一度きちっと説明をさせていただきたい、

このように思います。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（高橋正一君） 議第85号の、日野町情報公開・個人情報保護審査会条

例の一部を改正する条例の制定について質疑をいただきました。 

 議員がご指摘いただきました、日野町の条例の中で、大学助教授という表現がほ

かにどうかということでございます。申しわけございません。私が確認といいます

か、認識している中では、今のこの改正をさせていただく条例以外に、大学助教授

という表現はないというふうに、今のところ私は認識をしております。 

議長（杉浦和人君） 上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） 蒲生議員さんの方から、何点かご質問いただきました。 

 １つ目の、議第91号、議第92号の水道料金の変更についての関係でございます。

19市町のどの位置にあるのかということで、現在、今ご指摘のとおり、県下で一番

高い水道料金でございます。そして今回、ご審議いただく条例の制定で値下げを行

いましても、残念ですが県下一という状況でございます。 

 そして、県下の平均的にはいくらかということにつきましては、水道ビジョンの
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時点でございますけれども、一月で2,780円という県下の平均でございます。 

 それと、いくら縮まったかということにつきましては、先ほどお話しありました

基本料金の20パーセントですので、二月で800円、一月で400円が縮まったという計

算になるかと思います。 

 基本水量のご家庭の割合ですけれども、これにつきましては、現在の状況ですけ

れども、13ミリ、20ミリにつきましては、基本水量で済んでおるところ、13ミリで

すと約18パーセントのご家庭が、20ミリですと25パーセントというような状況にな

っております。 

 超過料金の引き下げを検討されるべきではないかというご質問をいただきました。

この超過料金についても、一忚検討をしたところでございますけれども、今回、全

体的に、基本料金を20パーセント、一律に下げさせていただくということにつきま

しては、全国的な流れの中で、基本料金というものをなくすような状況の、重量制

に切りかえていくというような方針も出ております。今回、この日野町、近隣市町

を見ておりますと、基本料金が日野町の場合、相当高いということもございますの

で、その部分を下げさせていただいたということで、運営委員会の方でもご審議を

いただいたところでございます。 

 続きまして、議第93号の公共下水道の条例の改正につきましてでございますけれ

ども、なぜ今改正されるのかということにつきまして。この法案につきましては、

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律の制定公布ということで、国の方の改定がございました。そういうこと

で、近隣市町の状況も見る中で、今回提案をさせていただいたところでございます。 

 この中で、水質基準は変わるのかというご質問もいただきました。水質基準につ

きましては、基準的には変わるものではございません。すべての基準の中で「以下」

という言葉を使われておったのですけれども、「未満」という言葉に改定になりまし

た。基準は変わらないということで言いますと、１以下というところが１未満とい

うような形になりましたので、１が入らないという形に改定をされたところでござ

います。 

 これにつきましては、特定事業の水質検査につきましてのご質問をいただきまし

た。特定事業所につきましては、公共下水道の水質検査を、年に１回、各地点で行

っております。これは、事業所ごとの水質検査ではございませんけれども、投入口

の部分でうちが水質検査を行って、その基準を越えておる場合には、上流へ随時調

査を進めていくというような状況でございます。 

 それと、各特定事業所の水質につきましては、事業所ごとに水質検査はされてお

られますので、うちの方で年に１回水質検査をやっておる中では、今のところ超え

たという状況はございません。もし、超えたということになりますと、うちの方で、
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先ほど申し上げましたように、随時どこからそういう排水がされているのかという

ところを確かめまして、そこへ行政指導という形で入っていかないといけないとい

うように思っております。 

 ちょっと何点かいただいて、ご質問漏れがあったらまたよろしくお願いしたいと

思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） 議第96号補正予算（第３号）の人件費関係でございます。 

 調べてみますと、児童福祉総務につきましては、経験年数の高い方が１名増と、

１名交代がございました。それと、農林の農地費の関係については１名増、経験の

高い人数の方が１名増となってございます。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それぞれに分かりやすくご答弁をいただいたところでございま

すが、まず議第85号でございますが、同じ職名を使用している条例はこれ以外ない

と、こういうところでございますが、先ほども申し上げましたように、例規集のコ

ンピューター化によりまして、名前を入れたらすぐぱっと見ることができます。そ

れをしたら、もっときちっとした答弁ができるのかなと、こういうように思います

ので、されるときには必ずそういうチェックは、今簡単にできますので、職員だれ

でもできますので、そういうチェックをきちっと、課長やったら議会に出す以上は

そこまでのチェックをしてから出してほしいなと、こういうふうに思います。 

 次に、議第92号についてでございます。残念ながら、19番目の料金が、今回引き

下げをしても19番目のままと、こういうところでございます。さらなる引き下げを

やっていただきまして、最下位からせめて18位にもなるように、頑張ってお願いを

したいなと、これは町長にもお願いをいたしておきます。 

 次に、議第96号の一般会計補正予算（第３号）の地方債の利率についてでござい

ます。今後見直したいと、こういう答弁でございます。改めるべきは早急にきちっ

と改めていってもらう。これ３月議会に、平尾課長ではないんですが、西川課長が

言っておられますので、引き継ぎをきちっとされておかなかったのは前任者に問題

があるのかなと思いますが、きちっとお願いいたしたいなと、こういうふうに思い

ますし、改めるべきは改めるようにしていただきたいと、かように思います。 

 次に、同じ補正予算の、地方債の交付税算入について質問をしたところでござい

ますが、有利な起債であると、こういうふうに言われましても、借金は借金であり

ます。私は地方債を借りること自体は反対をしていなくて、大いに今の時期は逆に

した方がええなと、こういうような思いを持っていますが、今回、補正予算書38ペ

ージの平成24年度中の増減見込み額を見ますと、償還見込み額の2.7倍もの借り入れ

見込み額になっております。これでは、2.7倍というのは若干返す分が、非常に大き
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い金額になりますので、そうならないように、後年度に憂いを招かない視点でお願

いをしたいなと、こういうふうに思います。そういう財政運営を願っておるところ

でございます。先ほどの答弁では、今後抑制も図っていきたいと、こういうところ

でございますので、よろしくお願い申し上げます。 

 再問というよりもお願いばかりでございますが、よろしくお願いをいたしたいな

と、かように思います。 

議長（杉浦和人君） ここで暫時休憩いたします。その他の質疑については、再開後

に行います。10時45分から再開いたします。 

－休憩 １０時３３分－ 

－再開 １０時４５分－ 

議長（杉浦和人君） それでは再開いたします。 

 休憩前に引き続き、質疑を行います。 

 その前に、総務課長、上下水道課長から発言を求められておりますので、これを

許可いたします。 

 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） 東議員から質問がございました、議第82号の長期継続契約

の中で、不動産を借りる場合はどうなのかという質問がございました。 

 これにつきましては、地方自治法の昭和38年の改正のときに、不動産を借りる契

約を締結することができるということになっていますので、それによって、町も何

件かそういった契約を交わしているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） 先ほど、蒲生議員さんの方からご質問を受けまして、

排出の基準につきましては、以下から未満に訂正があるということと、１点、項目

の追加がございます。 

 これにつきましては、公共下水道のつなぎ込みをしております流域下水道の接続

等取扱要綱が改正されておりまして、この項目に入っておりますところに、うちの

方で条例化されていない部分が１ヵ所ございました。これにつきましては、アンモ

ニア性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素が380ミリグラムパーリットル未満というこ

とで、この項目を新しく追加させていただくということでございます。 

議長（杉浦和人君） 質疑はありませんか。 

 ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 大きく３点について質疑いたします。 

 １つ目は、議第91号、日野町上水道給水条例の一部を改正する条例の制定につい

てならびに議第92号、日野町簡易水道給水条例の一部を改正する条例の制定につい

て質問いたします。 
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 水道料金の引き下げについて、９月議会一般質問の中で要望しておりましたが、

答弁していただいていましたように、水道事業運営委員会の４回にわたる慎重な審

議を重ねられ、住民の思いを真摯に受けとめ、引き下げ実施の答申を報告していた

だいたことは敬意を表し、評価するものであります。住民にとっての重要なライフ

ラインであります水道の料金が尐しでも引き下げられることは、住民の暮らしにお

いて所得が下がり、家計が厳しい状況にあっては、大変喜ばしい、歓迎されること

であります。 

 また、この12月議会で決まれば来年１月１日からの施行であり、早期の改定を提

案していただいております。早期の対忚に感謝しております。ありがとうございま

す。 

 さて、質問でありますが、料金改定について、現給水収益の9.2パーセントを引き

下げ、基本料金の平均20パーセント引き下げとなると、どれだけの収入減となるの

か。そして、その金額は、県水受水費の引き下げ分の20円下がった分の金額となる

のか。そして、引き下げによる将来の水道ビジョンの方はどうなのか。これでやっ

ていけるのか、お尋ねをいたします。 

 ２つ目は、議第96号、平成24年度日野町一般会計補正予算（第３号）の中の、庁

舎等施設管理事業についてであります。既に、役場庁舎耐震工事について、工事計

画の概要を報告していただいております。耐震基準に合致していないこと、財源が

有利に確保できることから、必要な耐震強化工事をされることは問題はないと思い

ます。心配されることは、耐震壁の増設や介護支援課、電算室等の移転、移設の大

規模改修となります。工事期間は来年２月から１年間の予定となっています。工事

中に、住民の方に不便や迷惑はかからないのか、心配されるところであります。こ

の対忚はどうされるのか、どう考えておられるのか、お尋ねをいたします。 

 ３つ目は、議第98号、平成24年度日野町公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）と、議第99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２号）

についてであります。ともに、今回の補正予算は、将来の財政負担の軽減のために、

町債の繰り上げ償還をしますとあります。将来における財政負担を軽減することは、

賢明な予算措置であると考えます。住民が一番に心配されているのは、町の財政状

況です。借金を減らし、健全財政に努めることは大変重要なことであります。議員

全員協議会で説明もいただきましたが、率として何パーセントの繰り上げ償還をさ

れるのか。それによって軽減される金額はいくらになるか、お尋ねをいたします。 

 以上３点についてお尋ねをいたします。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） 齋藤議員さんの方から、２点ご質問をいただきました。 
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 １点目の、議第91号、議第92号の水道料金改定に伴う収入の減でございますけれ

ども、県水受水量、平成23年度ベースで申し上げますと、先ほどご質問のあった9.2％

の減ということで、約5,176万円の減が見込まれるところでございます。 

 それと、県水の受水費につきましては、これも259万トンが23年度で出ております

ので、立米当たり20円ということで、5,180万円の減額がされているところでござい

ます。金額的に似た形になっておりますので、その分の減額をさせていただいてお

るところでございます。 

 それと、将来についてのビジョン等につきましてでございますけれども、ビジョ

ンでうたっておりますように、累積赤字を減らさせていただくというような状況に

つきましては、この水道の料金を値下げさせていただく中で、累積赤字の減り具合

が尐なくなっていくというような形になりますので、累積赤字はもう尐し抱えたま

まで推移するという形になりますので、その辺はよろしくお願いしたいのと、今後、

先ほどご質問がございました、３年間ないし５年間で新しい見直しをする中で、企

業努力といいますか、その辺も大変厳しい状況ではございますけれども、鋭意改善

に向けて努力していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議第98号の公共下水道の繰り上げ償還についてでございます。資本

費平準化債において、利率の高い借り入れについての繰り上げ償還をすることによ

って、軽減利息を得ることを目的といたしておるところでございます。資本費平準

化債の2.765パーセントの分と2.1パーセントの部分につきまして、民間さんの方か

ら借り入れをしておりますので、繰り上げ償還をいたしまして、約2,471万4,000円

の軽減を見込んでおるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） 議第96号の一般会計補正予算（第３号）の庁舎の耐震改修

につきまして、住民の方々にどういうふうに知らせるのかというご質問でございま

す。 

 このことにつきましては、広報、また組回覧、ホームページ、有線、特には役場

庁舎内に迷わないような案内看板を充実させて、住民の方々に迷惑にならないよう

に考えていきたいと、このように考えております。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 再質問はしませんけど、役場庁舎の耐震工事については住民サ

ービスの低下にならないように、安全対策にくれぐれも配慮をしていただくようお

願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑はありませんか。 

 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、３点ほど聞かせていただきたいと思います。 
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 １つは、議第91号の上水道給水条例の一部改正、さらにまた議第92号の簡易水道

給水条例の一部改正であります。 

 先ほどから話が出ておりましたので、それは抜かせていただきまして、今回、値

下げしていただいても、まだ県下では高い方で１番だと、こういう話であります。

できる限り、私も県下の中で１つでも尐なくなるように、大いに努力もしていって

もらいたいなと思うわけであります。１つ聞かせていただきたいのは、特に日野町

では、県の水道、県水を使っている部分と、それから一部、南比都佐の方の甲賀市

の水道があるわけでありますけども、特に、これは参考でよろしいですけれども、

南比都佐の一部の水道との、今回引き下げした場合、基本料金や超過料金も含めま

して、どこがどう違うんか、どこまで近づいているんかという、そういったことを

ぜひ聞かせていただきたいと、こういうふうに思います。 

 それから、議第96号であります。平成24年度の一般会計補正予算の中で、これは

13ページにあります町債、さらにはこの総務関係であります庁舎の耐震改修の問題

でありますけれども、先ほど、町債の問題については質問がありましたので、それ

は除きますけれども、特に庁舎の耐震改修が24年、25年の２ヵ年で行われる。金額

が５億という大きいお金でありますけれども、私は特に、例えば、よくどこでも問

題になるんですけども、庁舎のことよりもまず別のことやってくれと、こういう話

があるわけです。つまり、そういう観点から見ても、今のこの24年、25年、有利に

借り入れるという起債の部分があるわけですけど、それ以外に、住民の立場から見

てもどうなんかという、そこの位置づけをぜひはっきりしていただきたいなと思い

まして、この時期にしなくてはならない、そういった理由、極端に言えば、２年後

でもいいやないかという、そういうことが言われたときにどうなんかということが

ありますので、ぜひその点についての見解だけ述べていただきたいと、このように

思います。 

 それから、15ページの中に、交通安全対策の街灯設置補助の42万円が今回増額さ

れております。これは、あえて要望も含めてでありますけれども、今、各字内では、

この新設とか交換を、この補助金を使って皆されているわけでありますけれども、

字の総意で行っておられます。そういう意味で、村を明るくしていこうという、そ

ういうことだと思うわけでありますけれども、それと関連してであります。 

 特に、町道、県道、こういういわゆる縄手部分について、やはりなかなかまだ暗

いという、そういったことがＰＴＡとか防犯の中でよく出てきておりまして、この

防犯灯、町や県で新たに増設してもらうという姿勢も、今後、特に必要かなと思い

ます。要望も含めて、そういった観点での要望を聞くということが必要かなと思い

ます。 

 例えば、私達の鎌掛に行く県道、縄手があるわけです。大体、電柱から電柱でな
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くて、電柱から１本抜かして次の電柱に立てるという、防犯灯の設置になっており

ます。できれば、電柱ごとにつけていただくと、見た目にも明るくて、何か活気が

出るようなそんな感じもしまして、ぜひそういう１本飛ばしの設置でなくて、もう

尐し縮めてもらうとか、そういう計画をぜひやっていただきたいなと思いまして、

そういったことについてのご見解をお伺いしたいと思います。 

 あと、最後でありますけれども、これはちょっとぜひ私の間違いか分かりません

ので、聞かせていただきたいのは、25ページの消防費の中で、東近江行政組合の負

担金がマイナス12万2,000円、減額ということになっております。これは消防分担金

です。東近江行政組合の中では議会総務の分担金、これは今回の補正でも53万9,000

円減額するという提案がされております。これは、東近江行政組合と愛知消防との

広域的な合併があって、それで経費が削減されていくという部分でありますけれど

も、私はこの消防分担金の12万2,000円というのは、どこで出されているんかな。東

近江行政組合議会の中でも、ここまではまだ聞いたことありません。もし間違って

いるかも分かりませんけども、その点どうなんかを、ぜひご説明をお願いしたいと

思います。 

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

 上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） 今、對中議員さんの方から、議第91号、議第92号に関

連してのご質問をいただきました。 

 南比都佐地区の一部が、今現在、甲賀市の水道になっております。甲賀市の水道

につきましては、現在、13ミリで平均的に2,950円でございます。うちの方は、現時

点では4,515円になっております。これが一月あたり400円下がり、4,115円というこ

とで、金額的には1,100円ほど、差がまだ出ております。漠とでございますけれども、

立米当たり13ミリでいきますと、改定前でいきますと、126トンぐらい使いますと金

額的にひっくり返ったというような状況が、多分100トン近くまでその量が下がって

くるのかなと思われますので、そのかわり、まだ金額的な差はございます。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） 議第96号の一般会計補正予算（第３号）につきまして、庁

舎等の耐震の工事に絡んでの質問でございます。 

 庁舎につきましては、防災の拠点ということで、東日本大震災のような大きい地

震が、今後、東南海、南海において想定をされているところでございます。収容施

設等については耐震化を順次進めてきておりますので、最後に残りましたこの災害

対策本部を設置します庁舎を、有利な起債もございますので、今回やらせていただ

くというふうなことでございます。 

 もう１点でございます。消防の関係で、25ページの行政組合の負担金のお話でご
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ざいますが、この分担金につきましては、基準財政需要額が確定をいたしましたの

で、この分の減額をさせていただくものでございます。広域合併については、いつ

も申しておりますが、負担が増えることのないようにというふうなお話で、今回統

合もさせていただいたところでございます。共通経費については、愛荘町も持って

いただくというふうなことになってございますので、15ページの行政組合議会総務

関係については、愛荘町も持っていただくということで減額になってございます。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 對中議員さんの方からご質問いただきました、議第96

号の一般会計補正予算の中の、交通安全対策費でございます。 

 街灯設置の補助事業、今回の補正については地域の要望におこたえする形で、街

灯設置の補助金の方の増額というふうに考えております。質問いただきました、町

道、県道、縄手部分の新設については、現在、基本的には電柱１本おきの設置をさ

せていただいておりますが、場所によって、やはり暗くて危険な場所もございます。

そういう場所については、地域の方の要望も踏まえて、きちっと地域の方について

は把握もされておりますので、その要望に基づいた形で、町の職員も含めてきちっ

と現地の方を把握させていただいて、必要なところについては連続した形で設置も

含めて考え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） 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） もう質問はいたしませんけれども、水道問題につきましては、

そういう形でまだまだ差があるという、そういった部分も、今後の課題ということ

をぜひ私たちも含めて認識していかなければならないし、そういう立場で、ぜひ住

民が望んでいることでもありますので、１歩でも２歩でも水道の料金が縮まるよう

に、努力もよろしくお願い申し上げたいと、このように思います。 

 また、今の消防の関係は、結果的に東近江全体の消防分担金は変わらない中で、

町村のお金のやりとりが若干変わるという意味だと思います。分かりました。 

 交通安全につきましても、また地元からもいろいろ、要望も上げさせてもらいた

いと思いますので、ぜひ増設を積極的にお願いしたいと、そういったことを最後に

お願い申し上げまして終わります。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑はありませんか。 

 ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） それでは、議第76号、人権擁護委員の候補者の推薦についてお

伺いいたします。 

 これにつきましては、村島議員、冨田議員の方から質疑がございまして、それに

関連した形で質問をさせていただきたいというふうに思います。 

 まず１点目でございますが、先ほど質問がありました中で、今まで人事案件につ
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いては、地区からの区長会等々において協議をされ、それに基づいて推薦されたと

いうような形になっておりましたが、今回はそれを無視した形になっているという

ようなことでございます。 

 これについての考え方、今後においてもこういったことが起こるのか。基本的に

は、人事案件については地区の協議を経て推薦するというような形の考え方を持っ

ておられるのかどうか。これについて、１つお伺いをいたしたいというふうに思い

ます。 

 それから、２点目でございますが、この人権擁護委員の候補者の推薦については、

この12月の議会に提案するためにというような形がございました。そのために、麻

原氏と10月31日に、最終的にお会いをして、そこで確認をした結果、継続して就任

することができないというような返事をいただいたというふうなことでございます

が、この議会にかけるという日程を考えた場合、どういった形の順序を踏まなきゃ

いけないのかということがあるわけですけど、それに基づいて、恐らく10月31日か

ら12月のこの本議会にかけるまでの間、地元の協議をいただく時間がなかったとい

うような形のご説明だというふうに思うんですが、しかしながら、12月にかけると

いうことが分かっていたわけですね。したがって、この10月31日に返答をいただく

までの間、どのような形の接触がなされたかのかどうか、この辺のところ、お聞か

せ願いたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 企画振興課長。 

企画振興課長（高橋正一君） 議第76号、人権擁護委員の候補者の推薦について質疑

をいただきました。 

 まず１点目の、推薦といいますか、町長が議会に諮るための手続についてという

ことでございます。先ほども申し上げましたが、現在までといいますか、過去にこ

の人権擁護委員さんの推薦にあたりまして、区長会の方で推薦をお願いしたという

経過があるところもございます。今回につきましては、先ほど申し上げましたよう

に、時間的なこともございましたので、町の方でお願いをさせていただきまして、

その後、区長会さんの方にご報告させていただいたということでございます。 

 今後の人事案件についての推薦の方法ということでございますが、それぞれいろ

んな委員さんがおられますので、一概には言うことはできないと思いますけれども、

その選出の方法については、今後どのような形がふさわしいのか、その役職の委員

さんごとについて、町の方も引き続き研究していくというか、そういう立場かなと

いうふうに私は思っております。すべてがすべて、全部の委員さんについて、地区

の区長会さんに推薦を依頼するということではないのかなというふうに思っており

ます。 
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 それから、時間的なことでございました。今回は10月31日に委員さんとお話させ

ていただきましたところ、できたらかわってもらいたいわと、こういうお話でござ

いましたので、推薦をお話させていただく時間的な余裕も尐なかったことから、町

の方で選任をさせていただいて、区長会の方に報告させていただいたということに

なりました。もう尐し早くしていたらできたんではないかと、こういうお話でござ

いますが、その辺も十分反省をさせていただいて、また今後取り組ませていただき

たいと思います。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） まず１点目の件でございますが、委員によっていろんな選出の

方法があると思うんですが、地区からの推薦につきましては、できるだけやはり地

区での協議というんですか、いろんな形で、ものを見る目、人を見る目という形の

ものについては地域の人がよく知っておられると思いますので、どちらにしても、

やっぱり地域の意見を入れていくというのが大事なことだと思いますので、その辺

のところ、十分に検討していただきたいというふうに思います。 

 それから２点目につきましては、やっぱり日程における詰め方というのは問題が

あったというような形に認識をされているということでございます。今後につきま

しては、そういったものについては慎重な日程調整をしていただくということで、

お願いをしておきたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 ないようでありますので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ございませ

んか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第５ 議第75号および議第102号から議第104号まで（専決処分について（平

成24年度日野町一般会計補正予算（第２号））ほか３件）についてを議題とし、討論

を行います。 

 討論はありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、討論を終わります。 

 これより採決いたします。 

 議第75号、専決処分について（平成24年度日野町一般会計補正予算（第２号））に

ついて、原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。起立全員であります。よって、議第75号、専決

処分について（平成24年度日野町一般会計補正予算（第２号））については、原案の
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とおり承認することに決しました。 

 議第102号から議第104号まで（日野町議会基本条例の一部を改正する条例の制定

についてほか２件）については、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。 

 議第102号から議第104号まで（日野町議会基本条例の一部を改正する条例の制定

についてほか２件）について、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求め

ます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。起立全員であります。よって、議第102号から

議第104号まで（日野町議会基本条例の一部を改正する条例の制定についてほか２

件）については、原案のとおり可決することと決しました。 

 お諮りいたします。日程第６ 議第76号、人権擁護委員の候補者の推薦について

は、人事案件の関係上、討論を省略し、直ちに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、これより採決いたします。 

 議第76号、人権擁護委員の候補者の推薦について、原案のとおり適任と認めるこ

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76号、人権

擁護委員の候補者の推薦については、原案のとおり適任と認めることに決しました。 

 日程第７ 議第77号から議第101号まで（滋賀県自治会館管理組合規約の変更につ

いてほか24件）については、委員会付託を行います。 

 お諮りいたします。委員会付託については、お手元へ配付いたしています付託表

により、各常任委員会および予算特別委員会に付託いたしたいと思いますが、ご異

議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、お手元へ配付いたしました付託表により、

各常任委員会および予算特別委員会に付託いたします。 

 日程第８ 一般質問を行います。 

 お手元へ印刷配付の一般質問通告表に基づき、順次発言を許可いたします。 

 ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） それでは一般質問させていただきます。 
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 通告書に基づいて、２点の項目について分割で質問させていただきます。 

 はじめに、介護老人保健施設「リスタあすなろ」についてであります。高齢者人

口の占める割合が年々上昇しており、平成23年には、高齢者率は5,573人の24.4パー

セントとなっています。平成24年には5,633人の24.6パーセントとなっています。将

来推計では、平成24年から平成32年の８年間に500人程度増加し、高齢化率において

は、平成32年で6,138人の28パーセントに至ると見込まれています。 

 65歳以上の高齢者のいる世帯数の推移を見ますと、高齢者ひとり暮らし世帯およ

び高齢者夫婦のみの世帯が増加を続けています。要介護認定者数は、平成23年では

847人となっています。要介護認定者の将来推計では、全体の要介護認定者数は年々

増加し、特に要介護１、２が多くなると推計されています。 

 介護老人保健施設「リスタあすなろ」の利用者も年々増加しています。この施設

は、平成18年度から５年ごとの契約で医療法人社団昴会に指定管理者の指定をされ、

平成23年度から指定管理者の更新をされています。サービス内容は、施設入所、通

所リハビリテーション、短期入所療養介護、居宅介護支援といった介護サービスの

拠点となる重要な施設であります。 

 町の説明によりますと、今後、資産譲渡の計画がされるとのことでありますが、

利用者にとって、また住民にとっては、今までと同じように介護サービスが受けら

れるのか、負担が大きくならないか心配されるところであります。 

 そこで質問いたします。 

 １、「リスタあすなろ」ができたときの経緯、経過はどうか。 

 ２、現在、指定管理者指定をしていて問題はないのか。 

 ３、資産譲渡を検討されている要因は何か。 

 ４、指定管理者でなく民間譲渡となれば、要介護認定、入所判定、料金設定はど

うなるのか。 

 ５、利用者の介護サービスの充実が求められているが、管理体制、介護給付等、

費用適正化のチェック機能は可能なのか。 

 以上、５点について答弁をお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君の質問に対する町長の答弁を求めます。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） 「リスタあすなろ」の譲渡問題とかかわってご質問をいただき

ました。 

 まず最初に、介護老人保健施設「リスタあすなろ」が設置されてきた経緯、経過

についてでございますが、当時から全国的に高齢化が進む中、介護を必要とする高

齢者が増加しており、在宅福祉を支援する施設等の整備が求められておりまして、

平成元年９月30日に日野町地域福祉医療整備対策審議会条例を制定し、議会、医師
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会、各種団体の委員10名による審議会において、日野町の地域における福祉、医療、

介護はいかにあるべきかについてご審議をいただき、平成２年６月４日に答申をい

ただきました。 

 町ではこの答申を受け、ますます進展する高齢化社会に対忚するため、病院と家

庭の中間に位置する施設として老人保健施設を建設し、管理運営を当時の医療法人

社団日野記念病院に業務委託する、公設民営により設置することを決定いたしまし

た。その後、地元をはじめ関係者のご理解とご協力をいただきまして、平成７年３

月20日の開設以降、要介護者の看護、医学的管理下における介護および機能訓練、

その他必要な医療と日常生活サービスを提供することにより、利用者の在宅を支援

するとともに、家庭介護者の精神的、身体的負担の軽減を図ってまいりました。 

 次に２点目、現在、指定管理者の指定をしていて問題はないのかというご質問で

ございますが、平成18年度からは地方自治法に基づく指定管理者として運営管理を

いただいております。施設の管理者である医療法人社団昴会は、日野記念病院との

連携した運営により、利用者に対する医療と介護の一体的なサービスの提供を実施

していただいており、地元の総合病院として、また介護老人保健施設のサービス提

供事業者として大変よくやっていただいており、感謝をしているところでございま

す。 

 一方で、開設から約18年が経過した今日、経年劣化した施設の維持管理の問題や、

利用者ニーズにどのようにこたえていくのかなどの課題があるところでございます。 

 ３点目の、資産譲渡を検討している要因についてのご質問につきましては、今申

し上げました新たな課題と合わせて、町は施設建設にあたり、地方債を借り入れて

おります。指定管理者である昴会は、その償還金に相当する金額を町に納入してお

ります。これまで昴会より、借入金の利息が4.65パーセントと高率なため、借りか

えることを要望されてきた経過がございます。国と協議をしてまいりましたが、制

度上、実現ができなかった経過があります。また、昴会からは介護老人保健施設を

取り巻く環境や、利用者ニーズに即忚するために、効率的かつ効果的な事業運営を

行うため、施設の大規模改修や譲り受けの意向を示していただいております。 

 現下の大変厳しい社会経済情勢の中で、資産譲渡は双方にとって有効な選択肢と

して、それぞれの課題を共有しながら協議を進めてきたところでございます。 

 次に４点目の、民間譲渡となった場合の要介護認定、入所判定および料金設定に

ついてのご質問ですが、要介護認定につきましては、「要介護認定等に係る介護認定

審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」に基づき実施しているものであ

りまして、「リスタあすなろ」との関連性はございません。入所等につきましては、

現在、町職員も出席する入所等判定会において入所者等の決定を行っているところ

でございますが、今後の職員の出席等について協議をしてまいりたいと考えており
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ます。また、介護保険サービスに係る利用料金につきましては、介護保険法に基づ

き設定されるものであり、施設の設置者により異なるものではないところでござい

ます。 

 ５点目の質問でございますが、利用者の介護サービスにつきましては、介護保険

制度のもと、県の事業許可を経て運営するものであり、管理体制や事業所指導につ

いても、これまでどおり適正に行われるものでございます。また、介護給付費の適

正化に関しましては、滋賀県国民健康保険団体連合会から提供を受ける各種の情報

をもとに、事業所との調整を行っているところでございます。「リスタあすなろ」に

つきましても、従来から他の事業所と同様にチェック機能が働いておるところでご

ざいます。 

 最後に、町立施設でなくなることについてご心配をいただいておりますように、

町民の皆さんも心配があると思います。こうした町民の皆さんの不安や心配を払拭

するために、協定を結ぶことなども含め、長年の信頼関係の中で協議を進めておる

ところでございます。今後、町民の皆さんのご理解をいただくために、引き続き努

力をしてまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 再質問いたします。 

 １つ目に、平成７年に開設されて、日野記念病院に業務委託をされていますが、

平成18年から指定管理者制度を取り入れられています。指定管理者制度を取り入れ

ることとなった理由は何かをお尋ねいたします。 

 ２つ目に、現在、施設の維持管理の問題や、利用者のニーズにどのようにこたえ

ていくかが課題であるとのことであります。その課題についてどのように対処され

ようとしているのかをお尋ねいたします。 

 ３つ目に、資産譲渡は町と昴会の双方にとって有効であるということであります

が、「リスタあすなろ」が資産譲渡され、民営化になった場合、利用者にとって有効

でなくてはならないと思います。利用者にとってのメリットは何か、またデメリッ

トは何かと、お尋ねをいたします。 

 ４点目には、入所手続、料金設定等については、また管理体制についてもこれま

でと変わりはないとのことであります。安心もできるのかなというように思うんで

すけど、譲渡をされるときに、今後どのような項目、どのような方法で取り組みが

されて譲渡されようとしているのか。これからということであれば、どのようにさ

れるのかということについてお尋ねをいたします。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君の再質問に対する当局の答弁を求めます。 

 介護支援課長。 

介護支援課長（川東昭男君） 齋藤議員から「リスタあすなろ」の譲渡に係る再質問
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をいただきました。 

 １つ目の指定管理者制度でございますけれども、指定管理者制度につきましては、

「リスタあすなろ」だけではなく、地方自治法に基づき、町の管理財産につきまし

て指定管理者制度を導入する中で、他の施設ともども指定管理をしてきた経過がご

ざいます。そういった中で、現在もしていただいているということでございます。 

 １つは、全国的に今、指定管理制度が行われている中、県内におきますこういっ

た状況につきましては、日野町の病院は民営であると。ほかの県内の、あと介護老

健施設を持っておられる市町については、市立病院の経営というところが３ヵ所ご

ざいますが、日野町は民間ということで、日野町の場合はその経営するノウハウが

ないということで、公設民営というような形でなってございます。 

 そういった中で、指定管理につきましては、先ほど答弁にありましたように、非

常に地元の総合病院として、地元の「リスタあすなろ」の老健施設としてサービス

提供いただいているということで、うまくさせていただいているというふうに思っ

ております。 

 もう１つ、利用者ニーズの課題の件でございますが、利用者ニーズと申しまして

も、現在、施設が非常に老朽化をしているということで、そういった観点で、介護

する職員と、それから施設的にいろんな課題がございまして、例えば、食堂に行く

のに、以前は車いすの方が尐なかったんですけれども、車いすの方が増えることに

よってエレベーターが混雑して、下に移動するのが困難だとか、そういった施設的

な利用のニーズが１つございます。 

 車いすの利用等が増えまして施設改修の件がございますし、非常に中間施設とい

えども長く入所されるという方が、いわゆる特別養護老人ホーム化の希望、施設の

要望が高くなっているということもあわせて、昴会の方ではそういったことも踏ま

えてニーズがあると、このように考えていただいているところでございますし、家

族介護のそういった部分を含めて検討をいただいているということでございます。 

 それから、民間になっても住民へのメリットはなくてはならないというご質問に

ついてでございますけれども、まず、この譲渡にあたりましては、当然そのことが

必要なことでございますけれども、まず譲渡にあたって必要な、いろんな問題がご

ざいますので、そういった問題の課題を整理していくということが大事であろうか

というふうに思います。 

 この間、町が財政融資資金、いわゆる起債、地方債を借りている中で、今後12年

間に元金と利息を合わせて約８億円が必要になってまいります。それから、それと

あわせて施設改修に大幅なお金がかかるということから、非常に地方財政が厳しい

中で、この施設を持ち続けることが大変だという町の状況がございます。 

 それから、利用にあたりましては、先ほど町長の方から説明がございましたよう
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に、介護保険制度で実施している制度でございますので、介護保険制度につきまし

てはどこへ行ってもそれなりのサービスが提供を受けられるということでございま

すので、特に民間だとか、特に公立でなければならないと、そういった部分につい

ては特別な規定もございませんし、町立だから入所だとかそういったサービスの提

供が安全で安心で受けられると、そういうことでなくて、民間業者につきましても

当然県の認可を得た中でサービスの提供をいただいているものでございますので、

そういった心配についてはないと。 

 それから、先ほど質問にもございました、入所につきましても、いわゆる今、条

例や規則の中で入所判定委員会に町の職員が参加して、平等性を図れるということ

でございますが、もしも町立でなくなっても、このことは当然どこの施設でもやっ

ていることでございますし、今後、町の職員が入るかどうかについても、できたら

入れるような方向で協議を進めてまいりたいと、このように思っています。 

 それから、料金設定の取り決めについて、今後どのようにされるのかということ

でございますが、先ほどから言ってますように、料金設定につきましては使用料条

例の中に、いわゆる居住費と滞在費を定めてございます。それについては、今後民

間に委託した場合に、この額でいってもらえるかどうかというのも、協議をする中

で、現状、ずっと話をさせていただいている中では、現状のままの施設運営を進め

させてもらうというような話し合いになってございます。それから、今後出てくる

部分につきましても、いろんな分野で相談もしてまいるということでございますし、

そのように話し合いを進めています。 

 それから、町民のいろんな不安がございますが、これにつきましては、やはりい

ろんな、町立でなくなることに不安があるということから、いろんな心配をしてい

ただいているというふうに思うんですけれども、先ほどからご説明を申し上げまし

たように、町の方もそういった課題を共有しながら一緒に進めていくという中で、

この譲渡については進めていくということでございますので、町の方もいろいろか

かわっていきたいと。ただ、法律上、できないことについては無理かも分かりませ

んけども、それ以外については当然町がかかわって、住民のそういった介護の不安

のないような形で取り組みをしていかないといけないと、このように思っています。 

 ちょっと漏れているか分かりませんが、以上、答弁とさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 再々質問いたします。 

 利用者にとってマイナスにならないように、デメリットにならないように、また、

現状が変わらないように進めていただくようにお願いをいたします。 

 そして、今後進めようとされているのならば、議会の方にも報告をもらえるのか。

また、地元の住民や、そして不安解消にもということでの、利用者に対してもきち
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んと説明をしていただけるのかということについてお伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 介護支援課長。 

介護支援課長（川東昭男君） 再質問にお答え申し上げます。 

 議会に報告ということでございますけれども、報告することはすべて報告してま

いりたいと思いますし、今後、議会にいろいろ条例の関係など、お諮りさせていた

だきますし、また現在、住民に対するそういう説明もしていかないといけないとい

うことを考えていますが、今のところ介護保険運営協議会、第１号、第２号の被保

険者の代表者、それから医師、歯科医師、それから民生委員などが構成します介護

保険運営委員会で、このことをご説明申し上げてきたところでございます。それか

ら、意見については今後また改めてお聞きするということになっていますし、先日

の医師会議においてもこのような状況について報告をさせていただきまして、今後、

意見をいただくと。両方の会議においては、今、齋藤議員が心配していただいたよ

うなことも出ておりましたし、今後町といたしまして、きちっとそのことで町民に

心配をかけないように取り組んでまいりたいと、このように思っています。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 住民の不安にならないようにしていただきますようにお願いを

しておきます。 

 次に、近江鉄道の除草剤散布による被害について質問をいたします。 

 毎年、近江鉄道沿線の除草のため、除草剤散布がされています。例年であれば６

月に除草剤散布がされていましたが、今年は１ヵ月おくれの７月に散布されたこと

で、近江鉄道沿線の農地と生産者農家の方に多大な被害と迷惑をかけたことは生産

者にとっては許しがたいことであり、憤慨されています。 

 去る９月３日の蒲生あかねホールで、近江鉄道の説明会がありました。会場いっ

ぱいに被害者関係の方が参加され、日野からも多くの関連の生産者農家の方が出席

をされていました。稲の刈り取り間近となってからのこの事態に動揺され、これま

で精魂込めて、１粒たりとも大事に育ててこられたお米を廃棄しなくてはならない

ことは非常に悲しい思いであると、怒り心頭され、嘆いておられました。しかしな

がら、生産者農家の方々の良識ある冷静な判断のもとで、ご理解と協力がされ、対

忚されているものと認識しております。 

 この根底には、近江鉄道が会社の責任において忚分な補償をしますと明言をされ

ていますので、それを信用し信頼されているからであるからだというように思いま

す。これまで、近江鉄道は誠心誠意対忚されているとは思いますが、被害を受けら

れた生産者農家の方は、すべての補償が終わるまでは安心できない、不安な毎日を

過ごされています。 

 そこで、質問をいたします。 
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 １、仮払補償は支払いされましたが、本補償は個別交渉で対忚されると聞きます

が、いつになったら補償がされるのか。 

 ２、仮置きされている稲ロールは、速やかに処分されるべきでありますが、いつ

になったらすべて廃棄処分されるのか。 

 ３、今後の除草剤散布被害の再発防止についてはどうするのか。 

 ４、今回の対忚は、近江米の風評被害やブランドの信頼低下を防ぐことであった

が、ブランドと信頼は守られたのか。 

 ５、近江鉄道による業務過失とも言える今回の不祥事を、町はどうとらえている

のか。 

 以上、５点について回答をお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 近江鉄道の除草剤散布による被害についてご質問をいただきま

した。 

 最初の１番と２番の課題でございますが、除草剤散布被害に伴う補償につきまし

ては、現在のところ、被害者の申告のもと、品種別の基準単価や単収など、関係機

関の指標を参考にしながら近江鉄道が独自で基準を定め、仮払補償が順次進められ

ております。本補償につきましては、国、県の制度に基づく各種交付金が受けられ

なくなった交付金相当額の補償の説明も必要でございまして、これとあわせて12月

中旪以降、交渉を開始されると伺っております。 

 また、仮置きの稲ロールの廃棄処理につきましてですが、焼却施設の処理能力等

の関係から、年度内に処理する予定と聞いております。 

 次に、近江鉄道が実施する除草剤散布被害の再発防止につきましては、現在のと

ころ、環境を考慮した薬剤の使用や、作業に関係する従業員の研修など、知識や技

術の向上を図ることとあわせ、除草剤散布の是非も含め、線路地内の除草作業のあ

り方も検討しているということでございます。 

 次に、近江米のブランドと信頼についてでございますが、近江鉄道はもとより、

滋賀県、ＪＡをはじめとする関係機関の協力のもと、被害を受けた米の収穫や出荷

がされることのないよう、安全の上にも安全を見込み、農業者の皆さんには米の収

穫や出荷の自粛をお願いする中、沿線100メートル以内で作付られている農作物は廃

棄することになりました。 

 このように、除草剤成分を残留しているお米を１粒たりとも流通させないという

取り組みが着実に進む中、９月25日には、除草剤の土壌への残留分析の結果、すべ

ての調査地点で除草剤の成分が検出されなかったことや、麦などの発芽試験の結果、

異常が認められなかったことを公表し、知事の事実上の安全宣言が出されたところ

でございます。こうしたことから、近江米の風評被害を最小限に食いとめ、ブラン
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ドと信頼は守られたものと考えております。 

 今回のような除草剤散布の被害は、あってはならないことであります。手塩にか

けて育てられた農産物を、収穫目前になって廃棄せざるを得なかった農家の皆さん

の無念さを考えると、大変心が痛むところでございます。 

 町といたしましても、近江鉄道に対し、被害を受けられた方々への誠意ある対忚

や、仮置きされている稲ロールの廃棄など、今後の対策を速やかに進められるよう、

関係機関とともに求めてまいりたいと考えております。 

 申すまでもなく、近江鉄道は当町にとって唯一の鉄軌道による交通機関として重

要なものでございます。早期の信頼回復に向けて全力で対忚いただくとともに、公

共交通機関としての使命に基づき、今後、より一層安全管理と健全な経営努力をい

ただくことにより、安心で安全な電車の運行が継続されることを強く望むところで

ございます。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 再質問いたします。 

 個別交渉は12月中旪以降から始まるとのことでありますが、生産者農家の方は、

早く切りをつけたいといら立ちをされています。近江鉄道は補償をいつまでに終わ

る計画をしているのか、明確にして報告すべきであるというようにも思います。地

元生産者農家へ対忚について、町は近江鉄道への働きかけ、要望をしていただいて

いるのか。また、近隣の関係市町との連携での対忚はしていただいているのか。今

後、どういうふうにしていこうとされているのかをお伺いいたします。 

 そして、町として、被害農家がどのように困っておられるのか聞き取り調査をし

て、被害者の意向、思いを把握されているのか、お伺いをいたします。 

 そして、仮置きの稲ロールでありますけど、現在、内池橋地先に野積みをされて

おります。最近になって全体にシートをかぶせられましたが、私、毎日ほど車でそ

の横を通っていますので気になるのですが、ロールは中で発酵しますので、発酵臭

はしないのかなということで心配をしております。あそこは民家との離れた場所で

もあるとはいえ、どうもないのかなということを思っていますので、その点、お伺

いをいたします。 

 今後の除草作業について、再発防止に向けた取り組みをどうするのか。生産者農

家に対して報告する責任があると思います。不安解消のために明確にされるべきで

あります。近江鉄道は説明、報告する場を開き、理解を求めるべきであると思いま

す。町として、近江鉄道に要請していただけるのか、お伺いをいたします。 

 以上、４点について再質問をいたします。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（池内俊宏君） ただいまの齋藤議員から、４点にわたりましての再質問を
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いただきました。 

 １点目につきましては、今後の町の対忚というようなことでございます。先ほど

町長の方からも答弁がございましたように、関係機関と調整をしながら、速やかな

対策が進められるように求めていきたいと、このように考えております。 

 ２点目につきましては、被害農家さんの方に聞き取り調査、あるいは今後の補償

についての意向調査をしたかと、こういうようなご質問でございますが、町ではそ

ういった聞き取り調査、補償への意向調査というものは行っておりません。 

 ３点目の、野積みの稲わらロールが発酵をしていくので、発酵臭についてのお話

がございましたが、発酵はするというふうに考えてございます。ただ、幸いにも今

の時期、冬期に入ってまいっておりますので、発酵臭はいくらか抑えられるのでは

ないかなというふうに考えてございます。近江鉄道に問い合わせをさせていただき

ましたところ、そういう仮置きをしている場所で、そういった発酵臭等の課題があ

りそうなところから優先度をつけて処分をしているというふうに伺ってございます

ので、そういった点は近江鉄道も把握をしておられるというふうに考えておるとこ

ろでございます。 

 また４点目の、除草剤散布の今後の対忚について、近江鉄道がいろいろと検討を

されているということでございますが、最終的に来年度以降、どのような対忚をさ

れるかというのはまだ決めておられないということでございますので、そういった

来年度以降の対忚につきましては、今回の事故のこともございますので、当然住民

の皆様方に周知をしていただくべきというふうに考えております。町からも、そう

いったことにつきましては周知をいただくように要望をしてまいりたいと思ってお

るところでございます。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 本補償は個別交渉とはいえ、最後まで面倒を見るのが町である

というようにも思いますので、地元被害者の意向、思いを把握して、対忚をしてい

ただくようお願いをしたいと思います。 

 また、再発防止に関しましても、まだ報告がされていないということであります

が、その点についてもまた要望の方、お願いをいたします。 

 町としての対忚をよろしくお願いをいたしまして、私の質問を終わります。 

議長（杉浦和人君） ここで、昼食のため、午後１時30分まで休憩いたします。 

－休憩 １１時５７分－ 

－再開 １３時３０分－ 

議長（杉浦和人君） それでは再開いたします。 

 休憩前に引き続き、一般質問を許可いたします。 

 ９番、西澤正治君。 
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９番（西澤正治君） 昨日の衆議院選挙に際しましては、議員各位、それぞれ支持さ

れた候補者への忚援活動、お疲れさまでございました。また、町当局におかれまし

ても、選挙事務、夜遅くまで頑張っていただいて、本当にご苦労さまでございまし

た。 

 それでは、一般質問通告書に基づきまして一括方式で、学校給食問題と題しまし

て中学校学校給食に関連します質問を行わせていただきます。よろしくお願いしま

す。 

 まず１つ目は、付帯決議に対してですが、教育長はどのように取り組みをなされ

たか、どのような考えに至ったかをお伺いしたいと思います。中学校の給食実現に

つきましては、最善なる方向性を迎えるため学校給食問題検討特別委員会を設置し、

今日まで財政面を中心に、何度も検討を重ねてまいりました。 

 昨年10月25日、学校給食問題検討特別委員会におきまして、民営化を導入するこ

とにより経費を節減できるということがまず明らかになりました。町としても民営

化を導入する方向にかじを切られるかと思いきや、逆に直営を強く主張されるよう

になってまいりました。 

 そこで、昨年11月１日、臨時議会におきまして、学校給食の民営化の導入により

将来的な経費の軽減を図ることを強く求める付帯決議を採択いたしました。しかし、

以降の議会本会議や学校給食問題検討特別委員会における町長や教育長の答弁は、

この付帯決議を全く無視したようなものでありました。 

 そこで、３月定例議会の最終日、３月26日でございますが、再度改めて町長と教

育長あてに付帯決議を採択いたしました。しかし、口では付帯決議を重く受けとめ

ると言われながら付帯決議を無視し、全く反対の姿勢を示しておられるところでご

ざいます。本来ならば、付帯決議を受けて、民間委託を尐しでも問題なくできるよ

うにするにはどうするべきかを研究、検討されるべきであります。 

 そこで、今日までの経過を踏まえ、教育長にお伺いいたします。昨年11月と今年

３月に付帯決議を行いましたが、付帯決議について教育長がどのように取り組みを

してこられたのか、私にもよく分かるように、納得できる説明を求めたいと思いま

す。 

 次に２つ目は、去る11月19日に開催いたしました第２回議会報告会において、中

学校の教室へクーラーの設置を強く求められました。新しい校舎となってから、夏

の暑さに耐えられないようでございます。 

 そこで、教育長にお伺いいたします。新校舎建設当時、仮設校舎の全教室に新た

に取りつけられました数多くのクーラーは、どこに行ってしまったのでしょうか。

そのクーラーを教室に設置していれば、この要望は即解決できると思うのですが、

心優しい教育長のお考えはいかがでございましょうか。 
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 次に３つ目ですが、これも議会報告会において出された、ランチルームについて

であります。中学校給食開始まで、あと３ヵ月半余りとなってまいりました。学校

現場やＰＴＡから不安の声が上がっております。校長先生や教師、また用務員に至

るまで、全教職員、保護者でありますＰＴＡ、そして生徒たちとの十分なる話し合

いは行われているのでしょうか。また、スムーズな連携ができているのか。教育現

場を十二分にご存じの教育長にお伺いをしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君の質問に対する教育長の答弁を求めます。 

教育長（奥村 薫君） 西澤議員さんから、給食問題につきまして３点ご質問をいた

だきました。 

 中学校の給食施設整備に際しましては、杉浦議長様、西澤副議長様はじめ、議員

の多くの皆様のご支援、ご尽力をいただき、本当にありがとうございます。また、

町民の皆様のご理解、関係の皆様のご支援も、厚くお礼を申し上げたいと思います。

おかげさまで、工事の方もほぼ順調に進んでおりまして、４月開始に向けてしっか

りと準備をしていかないといけないというふうに思っているところでございます。 

 さて、１点目でございますけれども、これまでも議会や学校給食問題検討特別委

員会でお答えしておりますとおり、平成23年11月の付帯決議につきましては重く受

けとめ、学校給食の民営化について研究をしてまいりましたけれども、日野町の子

どもたちの命、そして健康、安全、教育を守る責任者として、食育をさらに推進し、

子どもたちの健やかな成長のために、費用はかかるかもしれませんけれども、中学

校は直営方式で実施したいというふうに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。 

 平成24年３月の付帯決議につきましては４項目ございましたけれども、第１項の

民営化に向けての業者選定では、前段のお答えのとおりでございます。 

 第２項の食材調達では、日野中学校給食運営協議会を教育委員会規則で既に設置

しまして、審議いただく予定でありまして、地場産品の活用では、現在、農林課、

ＪＡグリーン近江と協議しておりまして、今後生産者代表との話し合いの場を計画

しております。なお、当面は各小売業者の方に日野産、東近江産の積極的な食材調

達をお願いしているところでございます。 

 第３項の、今後、正規給食調理員の採用を行わないことでは、９月議会の学校給

食問題検討特別委員会で案として説明していますとおり、中学校の給食調理員につ

きましては、正規職員３人とフルタイム臨時職員２人を基本に、繁忙期の調理準備

や補助作業、地場産食材の活用、配ぜんなどのために時間臨時職員４人を、その他、

定年退職補充３人を予定しておりまして、最尐の人員で経費節減に努めてまいりま

す。 

 第４項の、日常的なコミュニケーションや生徒との交流を保つことでは、中学校
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給食運営協議会や管理職等を通じて指導してまいりたいというふうに思っておりま

す。 

 次に２点目の、中学校校舎改築時のクーラー設置につきましては、工事中の騒音

対策のために窓が閉め切りになることから、仮設工事として取りつけたもので、一

時的な対忚をしたものです。今年度はエアコンを音楽室に設置し、各普通教室には

扇風機を２台ずつ配置し、建築当初からの特徴である教室への風通しのよさや、床

下配管ピットの換気設備を利用した廊下への送風などにより、対策をしてもらった

ところでございます。なお、現在建設中の給食室ランチルームにつきましてはエア

コンを設置することになっております。 

 ３点目の連携でございますが、中学校とは毎週１回の工事関係会議をはじめ、随

時、校長等管理職ならびに給食関係教諭、施設管理関係者と必要な協議を行ってお

ります。ランチルームの利用につきましては、有効活用できるよう中学校現場でも

議論されているところでございます。給食運営につきましても、中学校給食運営協

議会を設置し、具体的な議論に入ってきたところで、小学校関係者の意見ももらい

ながら、来年４月開始に向けて万全を期してまいりたいと思っております。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） それぞれ給食、大変なことでございますが、十分、学校側と話

し合いしていただいて、生徒、またＰＴＡ、先生方と、教育委員会、教育長自らま

た学校へ行って、細かい打ち合わせを、本当にこれから、もう始まるまであと数ヵ

月でございますので、十分な綿密な話し合いをしていただいて、進めていっていた

だきたいと、このように思います。 

 何分にも、仮設の校舎のときはクーラーがあって、子どもたちも夏場は本当に涼

しいところで勉強していた。今新しくなって、きちっと立派な日当たりのよい方を

向いておりますので、本当に夏場は暑いということでございます。議会報告会のと

きお話に出ていましたように、ＰＴＡの方から、子どもたちが、給食よりも教室に

クーラーを設置して欲しいというような要望があるということを聞きまして、私達、

給食を進めている議員の皆さん方とは、本当にこの話を聞いてちょっとがっかりき

たな、大変なときに、給食よりクーラーなのかというようなことを思ったわけでご

ざいます。ぜひとも各教室には早急なるクーラーの設置をお願いしたいなと、この

ように思うわけでございます。 

 これから高校進学に向かって、本当に気を引き締めて勉強しないといけない中学

３年間でございます。ぜひともお願いしたいなと。このごろ、それぞれ各家庭の子

どもの部屋には、クーラーをつけて、尐子化になっておりますので、大事に子ども

を育てているというご家庭が多々あります。それぞれ家で慣れているところから、

暑いところで勉強するというのは、耐えられないのかな、このように思うわけでご
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ざいます。建設の仮設当時入っていた子どもは、涼しいところで勉強していた。３

年ローテーションでだんだん出ていきますが、仮設に入っていた子はもう今年卒業

するようなことでございますけど、ひとつ十分な配慮をお願いしたいと、このよう

に思います。 

 ２つ目のことでございますが、それぞれ給食の食材の提供などについては、これ

から農林課、ＪＡとの話し合いで進めていくということではございますが、地元産

品の活用ということで、これも十分に地場産業を活用していただいて、地場の新し

い、新鮮な野菜をやはり学校給食に提供していただきたいと、このように思うわけ

でございます。年間を通じて提供をしていこうと思うと、きちっとしたスケジュー

ルを組んで、何月にはどのような野菜が要るというように、なりますので、きちっ

とした計画を立てて、大変でございましょうが、提供、地場産業、地産地消という

ことを目標に、耕作も作付のローテーションというんですか、それをきちっとして

いただきたいなと、このように思います。農林課の方では、この供給をしていただ

く農協側と農林課の方とでも、これはきちっとした話し合いをつけていただきたい

な、このように思うわけでございますが、農林課さんの方はそのような話はどのよ

うに進めていただけるのか、ちょっとその点もお伺いしたいと、このように思いま

す。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（久村重次君） それでは、西澤議員さんからの再質問にお答えをいたした

いと思います。 

 クーラーの問題につきましては、先ほども教育長からお答えさせてもらったとお

り、風通しのよい形でということで、学校としても工夫をいただいております。校

舎もそういったつくりで建設をさせていただいておりましたし、今年度については

扇風機を設置させていただきました。各ご家庭、また車等においてもクーラーが入

っておりますので、夏場、そういった快適な生活されてはおるかと思いますが、夏

場におきましても、各クラブ活動あたりも炎天下の中でしておる部分もございます

し、暑いときには、やはり汗もかくところもございますので、果たしてそういった

完全な環境のもとで教育するのがいいのかという部分もあるかと思います。 

 しかしながら、近年のこういった温暖化によりまして、教室についても相当暑い

ということもあるかと思います。そういった部分につきましては、今年度、特別教

室もクーラーの設置をさせていただいておりますし、建設当初においても、特別教

室、またほかの教室等についても、クーラーも設置させていただいております。そ

ういった工夫をしていただく中で、今後対忚をしていただきたいなと思っておりま

す。 

 そういった議論につきましても、いずれにしても学校現場においても一定議論は
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必要ではないのかなということも思っております。ＰＴＡさんについても、11月２

日に懇談会もさせていただきました。町長も出席をしておりましたので、そういっ

た要望は聞かせていただきましたが、先ほども言わせていただきましたとおり、そ

ういった環境のもとで果たして大人になっていってもいいのだろうかということも、

懇談の中では議論もさせていただいております。今後、そういった形で、学校、ま

たこちらとしても研究をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し

上げます。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（池内俊宏君） ただいま、農林課といたしまして、学校給食への取り組み

についての再質問をいただきました。 

 西澤議員がご指摘をいただいておりますように、今日まで、野菜等につきまして

は、いつどの時期に学校給食で必要かといったようなことがございますので、そう

いった調整を、教育委員会、そしてＪＡともさせていただきながら、献立の時期を

早めていただくような調整もさせていただいてまいりました。そうした中、今後も

引き続き、農林課といたしましては、ＪＡさんを通じまして学校給食への野菜の提

供ということで、生産の拡大について、あるいは学校給食へ出していただく量を増

やしていただくというようなことの調整をさせていただきたいなというふうに考え

ておるところでございます。 

 しかしながら、野菜の生産農家が尐ないという実態がございますので、そういっ

たことを含めまして、何らか生産農家さんに支援ができないかということで、現在

検討をしておる最中でございます。今後は、できましたらそういう、学校給食の方

に提供いただく農家さんへの支援もあわせて、何らかのことができないか考えてま

いりたいと思っております。 

議長（杉浦和人君） 西澤正治君。 

９番（西澤正治君） ちょっと肝心なことを聞くのを忘れておりまして、再々質問で、

お願いしたいと思います。 

 この仮設のときにつけられていたクーラーは、その後どうなったのかなと思いま

す。まさか、スクラップで全部処分しましたということはないと思いますが、どこ

へ、あと数十台つけられ、どうなったのかちょっとそれをお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（久村重次君） 西澤議員さんからの再々質問にお答えをさせていただきま

す。 

 仮設のときのクーラーはどこへ行ったのかという部分でございますが、学童保育

所の方へつけさせていただきましたのと、保育所、また庁舎におきます会議室、ま

た食堂等、そういった部分で転用をさせていただいた部分でございます。 
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議長（杉浦和人君） 次に、10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） それでは、通告に従いまして質問させていただきます。 

 今回、保育に関することについて、１番、２番、３番を一括質問しようとしてい

たのですが、３項目に分かれたということで、ご了解をお願いしたいなと思ってお

ります。 

 それでは、まずはじめに子ども・子育て関連法についてということでございます

が、以前、私が一般質問で、当町における相対的貧困についてお尋ねしたことがあ

りましたが、かつて経済大国と言われた日本の様相は、今や貧困大国日本でありま

す。相対的貧困率が16パーセントを超え、17パーセントにもなろうとしております。

ＯＥＣＤ加盟30ヵ国のうち、アメリカに次いで２番目であります。全世帯人数から

見てみますと、６人に１人が貧困者となるわけであります。 

 全国労働者を5,100万人といたしますと、約3,350万人が正規労働者であり、あと

の1,750万人が非正規労働者でもあります。この非正規労働者のうち、男性の31.1

パーセントが年間収入199万円以下であり、女性では53.3パーセントでもあると言わ

れております。また、失業と半失業、潜在失業を合わせると12.5パーセントを超え

るとまで言われておりまして、有効求人倍率もパートを含めて0.8倍、特に正社員に

至っては0.47倍と、２人に１つの仕事も用意できないということになります。また、

低所得子育て世帯が増加し、困窮の増大が目立つとされ、その中でも低年金高齢者

と言われる基礎年金のみの受給者や、旧国民年金受給者が1,100万にも達していると

言われております。 

 高齢者のみならず、ひとり親家庭となると50.8パーセントの方が貧困者であり、

当然子どもの貧困がさらに上昇しているのであります。朝食を食べない子、虫歯の

治療がされていない子、家庭不和による虐待など、貧困の関連性が高いことがうか

がえるわけであります。保育所で食べる給食が唯一のまともな食事であったりと、

貧困が広がっています。 

 このように、子どもを取り巻く環境は一段と厳しく、貧困と格差が拡大し、日々

の生活すら保障されない状況であります。どうすれば憲法が保障する生き方ができ

るのか、子どもが安心して生活できる環境をつくれるのかであります。 

 そんな中でも、何といっても子どもは地域の宝、日野の宝、日本の宝でもありま

す。子どもが元気に育ち、安心して子どもを産み育てられる社会であることは、私

たちの願いでもあるし、責任でもあります。保育、子育て支援の充実を求めて、保

護者や関係者の力強い運動が求められているところでもあります。 

 ところがこうした中で、６月26日、子ども・子育て新システム関連法案が、消費

税増税法案や社会保障制度改革推進法案とともに、多くの国民の不安の声があるに

もかかわらず衆議院で可決され、参議院に送られ、子ども・子育て支援法など、関
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連３法案が８月10日に可決、成立したところでもございます。 

 今年６月の厚生常任委員会で、同法案について意見交換をいたしましたが、従来

の保育制度から主な改正点などをお伺いするところでございます。 

 １点目といたしまして、今まで市町村の保育実施義務などがうたわれておったの

でございますが、どのように変化したのか。また、民間保育所制度がどのように変

わったのか。企業の参入があると聞いておりましたが、それはどうなるのか。多様

な保育施設や形態の提供があると聞くわけでありますけれども、それはどのような

のか。保育の必要量とはどういう時間帯なのか。保育料等の保護者負担は増加する

のか。事業者に利用者の直接契約等の制度はどうなったのか、お尋ねしたいと思い

ます。 

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

町長（藤澤直広君） 東議員の子育て関係についてのご質問にお答えさせていただき

ます。 

 子ども・子育て支援関連３法の中で、児童福祉法の改正も行われましたが、保育

の実施義務は従来どおり市町村が担うことになっており、変更はございません。支

援法でも、市町村に対して地域のニーズに基づき計画を策定し、給付と事業を実施

することになっております。 

 ２点目ですが、保育所の設置主体については、国、地方公共団体、学校法人、社

会福祉法人となっております。なお、以前の総合子ども園法の制度設計の中では、

企業の参入も含まれておりましたが、国会の議論や各種機関や団体の反対もあり、

認めないことになったものです。 

 ３点目の形態につきましては、子ども・子育て支援給付の中で、認定こども園、

幼稚園、保育所を通じた共通の給付である施設型給付のほかに、地域型保育給付が

あり、小規模保育や家庭的保育、事業所内保育などが該当することになっておりま

す。 

 なお、給付の実施主体である市町村が、認可施設、認可事業所の中で対象となる

施設、事業者を確認することになります。地域型保育の事業者については法人以外

も対象になることから、今後国が定める基準を踏まえ、市町村が運営基準を定める

とともに、立ち入り検査を含めた指導監督を行うことになります。 

 保育の必要量についてでございますが、新たな幼保連携型認定こども園において、

満３歳以上児については、標準的な幼稚園部分に加えて、その前後に保育を必要と

する子どもには、保護者の就労時間に忚じて保育を提供することになっています。

３歳未満児については、保護者の就労時間等に忚じて保育を提供することとなって

おります。なお、この場合の保育料などについては、今後国において公示価格が示

されることになると考えております。 
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 次に、利用者との契約ですが、新たな幼保連携型認定こども園においては、保育

の必要性を市町村が認定した上で、市町村の関与のもと、保護者が施設と契約する

ことになっていますが、施設には正当な理由がある場合を除き、忚諾義務を課すと

されています。なお、私立保育所については、市町村と利用者が契約することにな

っており、現在の方法と同様です。また、この場合の保育料も市町村へ支払うこと

になります。さらに、公立保育所の場合も、現在の方法と変わらないというところ

でございます。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） それでは質問をさせていただきます。 

 １項目めの、市町村の実施義務はどうなのかということに対して、現在と変わら

ないということでありますけれども、その児童福祉法の24条を見ていますと、今ま

では、市町村は保護者の労働等により児童の保育に欠けるところがある場合におい

て児童を保育所において保育しなければならないとされておったんですが、今回の

子ども・子育て新システムの当初の政府案は、この児童福祉法24条が省かれていた

とされております。協議の結果、修正され、24条１項として、市町村は子ども・子

育て支援法による保育の必要性の認定がされた子どもは、保育所で保育する義務が

あると、市町の責任のもとで保育される仕組みが維持され、入所者の決定や保育料

徴収など、今までどおり市町が徴収するとされておるんですけども、もう一方で、

24条の２項では、保育の必要性を認定された子どもがその他の施設、家庭的保育や

小規模保育所、認定こども園で保育を受けるための事業者と利用者が直接契約を結

び、そうした環境を整える責任があると規定しておりまして、事業者と利用者で契

約しなさいよとしているようにもとれると思うのでありますけれども、この１項、

２項の、私らにとっては余りにもあいまいであると思われるが、その認識はどのよ

うにとられるのか、お聞きしたいなと思います。 

 それと、公的契約と市町村による関与についてという項で、市町村はこれまでの

保育について担ってきた役割等を踏まえ、「当分の間」という文言が入っているんで

すけども、これはどのようにとらえたらよいのかなというふうに思っております。

ここもひとつ聞きたいなと思います。 

 それから、先ほどの多様な施設の中で、家庭的保育とか小規模型保育、居宅訪問

型もあるのかどうか分かりませんが、もし町で該当があれば、保育所の基準などは

どのようにされるのか。基準については、先ほど国の基準と言われたんですけども、

それはどのようにされるのか。最近また、あってはならない保育施設での事故が増

加しているとされておりまして、一昨年、2011年４月から12月までの間で、保育施

設での死亡事故が14件もあったとされております。そのうち、認可外保育施設が12

件を占めていた。認可であっても、ビルの一室で預かり、非常に危険であって、そ
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ういう居室の基準や保育士の配置基準など、これは町村で決めていくのか。県が決

められますということでありますけれども、そこら辺をどのような基準に持ってい

かれるのかお聞きしたいなと、こう思っております。 

 必要量でございますけれども、これは先ほど言われましたように、４時間保育と

か10時間保育や11時間保育など、そういうこともやはりしていかないといけないの

か。公立でもしていかないといけないのかどうか、そこら辺をお聞きしたいなと思

います。 

 それから、この特別保育事業は当町ではどのようになっているのかもお聞きした

いなと思いますけども、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（岡 常夫君） 東議員の方から何点か再質問をちょうだいいたしましたの

で、お答えを申し上げたいと思います。 

 まず１点目でございます。児童福祉法第24条、第１項と第２項の関係でございま

すけれども、これは先ほど町長の方の答弁にもございましたように、施設型保育と

地域型保育給付の違いを明記しているものでございまして、第１項の方は、従来ど

おりといいますか、現在の幼稚園なり保育所の運営形態ということでございます。

第２項の方が、幼保連携型の新たな認定こども園等を含みます項目で、例えば、事

業所内保育所、日野記念病院にあります保育所とか、あのようなものを含みます家

庭的保育、またベビーシッターと言われる居宅訪問型の保育等が該当するものでご

ざいます。その場合、地域給付の方は保護者の方とその施設が直接契約をするとい

うふうになってございますが、事業所内保育等でも現在もそのような方法でされて

いますが、あとここで、今後の動きにもよりますが、新たな幼保連携型の認定こど

も園というのが仮に日野でするということになった場合、またされる方があった場

合にそのようなことがあるということですが、市町村につきましては、そちらの方

がむやみに断ることにないように、入所申し込みがあればそれを忚諾する、そのよ

うな義務を課すというふうになっているところでございます。 

 それから２点目の、「当分の間」ということが国の方の資料等で入ってございます。

これは、子ども・子育て支援法の公布後、２年をめどとして、総合的な子ども・子

育て支援を実施するための行政組織のあり方等も含めて検討をするということにな

っていますので、その後、所要の措置を講ずるというふうになっている関係もござ

いますので、「当分の間」、「当面の間」という表現が何回か出てくるところでござい

ます。この部分が、公的契約と市町村の関与の部分にも該当しているのかなという

思いをしております。 

 それからもう１点、多様な施設ということで、先ほど申しました家庭的保育、そ

れから小規模型保育、あとはベビーシッターと言われる居宅訪問型なり事業所内保
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育の関係でございますが、これは市町村が認可をして、市町村が利用調整をすると

いうことになってきます。例えば、家庭的保育ですと５人以下の子どもを預かる、

小規模保育ですと６人から19人を預かる、居宅の方はベビーシッター、事業所内保

育はその事業所の保育ということですが、ここで若干、市町村の関与が出てくるの

が、事業所内保育のところでございます。これが今後の国の動きにもよりますが、

事業所内保育所でも地域の子どもを預かることができるという項目が、今度もう尐

し明確になってくるのかなという思いをしているところでございます。 

 それから保育の必要量でございます。これは今示されている状況では、時間単位

ということはまだ今のところ出ておりませんが、長時間保育か短時間保育という表

現がされております。これは例えば、新たな幼保連携型の認定こども園ですと、幼

稚園部分の前にある、朝早くからの保育部分、そして幼稚園の時間帯の終わってか

らの保育部分、この部分が、例えば夕方の４時、５時までであれば短時間の保育と

いうふうな表現がされると思いますし、朝７時から夜７時までという場合ですと長

時間保育というふうになって、そのようなくくりで国の方から示されるのかなとい

う思いをしております。 

 それから、特別保育の関係でございますが、これにつきましては、日野町での該

当でございますが、今現在やっておりますのは、延長保育を公立のこばと園なり、

またわらべさんの方でお願いをしております。一時預かり事業、これもわらべさん

の方にお願いをしているものでございます。それから地域子育て支援拠点事業、こ

れまたわらべさんの方で支援センターをつくり、お世話になっております。そして、

ほかにはどのようなものがあるかといいますと、休日とか夜間保育、あと保育所体

験特別事業というのがあるんですが、これは園庭開放なり、遊びにおいでよという

事業を今もうやっておりますので、これにも若干該当してくるのかなと思います。

あともう１点が、病児・病後児保育の実施等が、この特別保育に入ってくるところ

でございます。 

 すべての部分は日野町では関与できていない部分でもありますが、今後、日野の

次世代育成支援行動計画等にもある部分も参考にしながら、今後の町の保育行政に

これらを組み入れることができればありがたいなというふうに考えているところで

ございます。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） １点。企業型といいますか、日野記念病院等の保育所もあるわ

けでありますけれども、先ほどちょっと答弁漏れかも分かりませんが、設置基準で

すけども、国も、いろいろされると思うんですけども、どのようにされるのか。県

がされて町も条例化するのかということもあります。 

 そしてまた、長時間、短時間の、４時間とか11時間とか、そういうことも、やっ
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ぱりしていかないといけないのか。そこら辺、もう一度お願いしたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（岡 常夫君） 先ほどうまくお答えができませんでして、申しわけござい

ませんでした。 

 国の方で、一定の基準というのを今後作成するということでございます。これは、

国がまず最初に設置をします子ども・子育て会議という組織が、国に、まずしなけ

ればならない、するというふうに法律で書かれておりますので、それを設置されま

す。そこで国として一定の基準がつくられるということになって、それが国の定め

る基準をまた全国の方で参考にしながら、市町村がその運営基準を定めるというふ

うになってございます。当然、ここでは県の役割というのが出てきまして、滋賀県

として国の基準に従うべきか参酌すべきかとか、いろんな調整会議の機能を県が持

つということになってまいりますので、余り１つの県としてばらばらな運営基準に

なるということはないかなということで思います。 

 そのことも含めまして、今後どういうふうに動くのかというところですが、時間

的な保育時間のことも含めて、まだ尐し、法律だけの部分ですので、まだ不明な点

がございますので、今後、順次国の方から示されてくるかと思いますので、この国

の子ども・子育て会議の有識者の方々の意見交換等もまた今後情報が来ると思いま

すので、参考にさせてもらいながら、町の方向も決めていくことになるかなと思い

ます。しなければならないという部分、従うべき部分と参酌すべき部分という２つ

の項目が多分出てくるかなと思いますので、恐らく参酌すべき基準ということで運

営基準を定めることになるんじゃないかなということで考えております。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 先ほども言いました「当分の間」とか、そういうことがありま

して、まだきちっと決まっていないというのか、これからいろいろ改定、修正され

ていくということでありますけれども、そうした中で、先ほど、審議委員会でと言

われたんですけども、そういうことを含めて、こばと園のこともあるんですけども、

以前に、昭和55年ごろだったと思いますが、日野町保育所基本構想検討委員会のよ

うなものがあったと思うんですけども、今回、こういう子ども・子育て新システム

等などこばと園のこともありますが、そういうような設置の考えはあるのかどうか、

ここでお聞きしておきたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（岡 常夫君） 先ほどの、国の方にまず設置がされます子ども・子育て会

議の関係でございます。この部分につきましては、今後、県なり市町村にもこれが

努力義務化ということでうたわれておりますので、町の方にもこの努力義務の中で、

その会議の設置が進められる部分もあるかなと思いますが、１点、国の法律の中で
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は合議制の機関を設置することを努力義務化するというふうに表現をされています

ので、必ずしもその名称で設置をしなければならないというものでもないというふ

うに思っております。 

 町の方で、先ほど議員さんおっしゃっていただきますように、昭和の時代に日野

町の保育所基本構想検討委員会等がございました。これは、現在のこばと園等を設

置してから、その後、町の保育所の基本構想をどのようにしていこうかという議論

等がなされてきた委員会等でございます。その後、町の方も、これまた国の法律等

によりまして、次世代育成支援対策地域協議会というものを、子育て中の方々、ま

たいろんな公的団体の方々等にお入りをいただきまして、日野の子育ての方向性等

の計画樹立の策定の議論等もいただいております。町としては、この辺のメンバー

の方々のご意見が、ある程度、この子ども・子育て会議の合議制の機関という部分

で合致する部分もあるのかなという思いもしております。今後、国なり県の動向も

見きわめまして、そのような会議をどうしても必要とあらば設置をすると、ほかの

部分で一緒に検討ができる部分があれば、合体をしていくというのも一つかなと思

います。 

 なお、今回の法律改正で、次世代育成の行動計画事業をさらに延長されましたの

で、この中で次世代育成支援の事業と、今回の子ども・子育て関連３法を並行して

進めていくと、その上でのニーズ調査等をしていかないといけないということです

ので、今の次世代育成支援行動計画の推進協議会等の委員さんとは、当然連携を密

にしなければならない部分があるかなということで考えております。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） それでは、今の子ども・子育て関連法につきましては、まだま

だ不十分なものありますし、やはり子どもが中心でございますので、何としても当

町におきましては、市町が責任持ってできるようにお願いしたいところでもござい

ます。 

 それでは２番目の、待機児童等についてでありますが、全国的に見てみますと、

2011年４月の保育所入所待機児童数は、４月で２万5,556人、また、同年10月にもな

りますと４万6,620人と、1.8倍になっています。ここ数年、４月から10月の半年間

で待機児童は一様に1.8倍増加し、深刻な状況であります。入所が不承諾になった家

庭では、一時就業を停止しているとか、あるいはまた極端になってくると、やむな

く離婚したとかもされているそうです。これは大都市のことでありますが、当県で

もわずかではありますが、保育所に入所を希望しても入れない待機児童が、本年４

月１日現在で492人と過去最多となったとされていて、当町でも10人程度と聞いたわ

けでありますが、最近の状況と、来年度の申し込み状況をお伺いするところでもご

ざいます。 
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議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 保育所の入所等の状況などについてのご質問をいただきました。 

 保育所へ入所を希望される方々については、低年齢児を中心に、ここ２、３年増

加を続けております。町では、平成22年度にあおぞら園に低年齢児の部屋を増設す

るなどの対忚を図ってきたところですが、その後も急増をしており、本年度の入所

申し込みの段階で、就労先などが決まっていない方などについて、不承諾を出さざ

るを得ない状況となりました。なお、その後就労が決まるなど、要件が満たされた

方については、順次入所いただいてきたところでございます。 

 さて、来年度の入所希望数については、本年度よりもさらに増加し、定数を大き

く超える申し込みがあり、このほど面接を実施したところでございます。今後は保

育を必要とされる状況などについて、国の基準をもとに調整を行った上、施設の規

模や園児の年齢等による保育定数を考慮して、保育所運営委員会において審議いた

だき、入所の可否などを決定することになります。 

 なお、国で認められる範囲内で柔軟に対忚しても、待機が発生することが予想さ

れるところでございます。こうした状況を踏まえ、保育所運営委員会においては、

現在の入所申し込みに対忚できるよう、保育所の増園などを図るべきとのご意見を

いただいているところであり、できるだけ早く、保育ニーズにこたえる供給体制の

整備に努力してまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 不承諾になった方も順次就労等により入所してもらっていると

いうことでありますが、数字的にはどうなったのか。この、今言われましたとおり、

保育所の入所定員の弾力化ということで、規制緩和によって一連の通知が、年度当

初では10パーセント、途中で15、後半で25を超えてもよいとされ、2001年ごろだっ

たと思いますけれども、10月以降は無制限の受け入れを認めたという形になってお

りますが、2010年ごろには年度当初から無制限になったと聞いたわけでございます

けれども、そこら辺の最近の状況はどうだったのか、もう一度お聞きしたいなと思

います。 

 やはり、先ほど低年齢化ということでありますけれども、それが要因であったの

か。要因については再度お聞きしたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（岡 常夫君） 保育所の定員の弾力化のことでございます。以前は、今お

っしゃっていただきましたように、年度当初10パーセントとか年度途中で15パーセ

ントとか、徐々に上がって120パーセントというところがあったわけでございますが、

現在、年度当初から年間を通じて平均120パーセントということになってございます

ので、今年度といいますか、昨年度の12月の時点で入所の面接をさせていただくと
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きにも、この120パーセントの要件をもとに面接をし、２月に入所の承諾、不承諾を

させてもらったところでございます。 

 なお、不承諾を出させていただいた時点では、10数名の方が同じ条件で就労先が

決まっていないということでございましたので、同じ条件で不承諾を出させていた

だいたものでございます。その後、就労先が決まったとかいう方については、今度

法律が変わるまでは保育に欠けるという条件でございますので、その保育に欠ける

条件が十分に該当をしてくるという方については順次入所をいただいたところでご

ざいますが、ただ１点、第１希望で入所を希望されたところにお入りをいただけな

かった方もありますが、町内の保育所に入所をいただいたということでございます。 

 もう１点、現状でございますが、その後、転入等で日野に来られたとかいう方で、

入所等を申し込みの方もございましたのですが、状況によって、ちょっとまだお入

りをいただいてないという方もございます。 

 そして、低年齢児が増えたのかということでございますが、仰せのとおり、ここ、

ゼロ、１、２歳の方が、年々入所率といいますか、希望される率が上がってきてお

りますので、部屋のことから言いますと、ゼロ、１、２の子どもさんですと、１人

当たりの保有しなければならない面積が大きくなる分、それ以外の学年の子どもさ

んの保育スペースに影響が出てくるということになっているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 低年齢児が、ゼロ歳から２歳が多いということでございますけ

れども、以前、３、４年前でありますけれども、当町はなるべく３歳児までは何と

か家庭で子育てをして、親子とか家庭のきずなを深めるような家庭であってほしい

というのでありましたし、そういう指導があったと思うんですけども、最近そのよ

うな状況でないと思うんですけど、そこら辺の認識はどうなのか、再度お聞きした

いなと思います。 

議長（杉浦和人君） 東君、最初の質問に対する答弁に、関連する部分の質問をして

下さい。 

 福祉課長。 

福祉課長（岡 常夫君） それでは質問にお答えを申し上げたいと思います。 

 今おっしゃるように、数年前までは、３歳までといいますか、一忚３つまではで

きるだけ家庭の中でということでのお話がございました。ですけれども、その後、

やはり就労形態なり社会の経済状況等の変化等がございまして、そのようなことを

なかなか一方的に町の方から言ってもいられない状況等もありまして、あおぞら園

の低年齢児用の保育室の増設を行ったという経緯もございます。産休、育休明けか

らお勤めの方、ならびに育休１年のところをもうあと半年延ばしてもらって、その

後就労の方というのが、やはり最近の申し込みをいただいている中でも増えていま
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すので、就労形態がそのようになってきているということと、広い意味で言えば、

男女共同参画等の視点も広がってきているのかなと思い、そして生活の面で、働か

なければ生活もできないという面もあるのかなということで、現在考えているとこ

ろでございます。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 次の保育所の改築についてでありますけれども、こばと園の改

築問題についてでありますけれども、日野町総合計画に関する、24年から３年間の

実施計画にも挙がっていないし、また、次世代育成計画の後期計画の中にも余り見

られないと思うのでありますけれども、こばと園は本当に老朽化が激しく、耐震も

されておりませんので、早急に改築等についてお伺いするところでございます。ど

のようにお考えかお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） こばと園についてのご質問でございますが、昭和50年に竣工し

てから37年が経過をしており、現在の耐震基準に満たないことから、日野町既存建

築物耐震改修促進計画においては、平成27年度までに整備することとしております。

また、保育所運営委員会においても、早急に対忚するようにとの意見もいただいて

おります。こうしたことから、今後、建築場所の確定や用地取得など、所要の手続、

さらには保育定数などのあり方も踏まえた上で改築に取り組めるように、早急に議

論してまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） このことにつきましては、早急ということでございますけれど

も、来年度からの予定は、どうなるのかを、26年度にも竣工されるのか、そこら辺

をお聞きしたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（岡 常夫君） 今後の予定でございますが、先ほど申しましたように、今

回も待機といいますか、入所の申し込みが多かったということで、不承諾なり、場

合によっては待機児童さんを何人さんか発生させてしまうという状況も今迎えてお

ります。そのようなことから、先日も保育所運営委員会をさせていただきまして、

計画をできるだけ前倒しでしてでも、早急に対忚できるようにということのご意見

もちょうだいしたところでございます。 

 今後、今のこばと園を運営しながら、園生活を子どもたちも送りながらの改築、

新たに建てるということでございますので、場所の選定といいますか、用地の確保

も含めまして、また一定の諸条件や、いろんな、農地でありましたら農転など、そ

んなのも全部考えて、また設計等もしていかないといけないということで、保育所

運営委員会でも、何とか26年度にはできるようにという、先ほど町長の方から言わ
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れました、既存の建築物の耐震化計画の27年度までにということで思いますと、何

とか26年度には保育所ができるとありがたいなという思いをしているところでござ

います。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 何としてもできるだけ早く、公立でお願いしたいなと思ってお

ります。 

 それでは、古民家保存についてでございます。地域の伝統的な景観を誇る古民家

保存についてでありますが、日野町は城下町として、また日野商人屋敷など、保存

すべき歴史的な古民家が随所に残されています。中でも、日野は近江八幡や五個荘

とともに近江商人発祥の地とされ、近江日野商人は行商から商売を始められたとさ

れています。近江日野商人400年の歴史の館として、山中兵右衞門氏の本宅、また薬

の開発、製造をされた神農感應丸は良薬として人気を博し、日野商人の主力商品と

なった旧正野薬店があり、町が管理運営しています。 

 一方、東部の西大路の栄町には、日野商人の豪邸として今も雄姿を見せている旧

山中正吉邸がありますが、歴史的な景観を残し、馬見岡綿向神社や日野祭のメーン

通りとして地域の風土に調和した建物と言えると思います。この旧山中正吉邸を受

け継がれた方も、現在献身的に管理されておられますが、将来にわたって管理運営

することが厳しい状況になるのではないかと心配されているところでございます。

このような歴史的民家は、町民共通の資産としての町の財産として活用していただ

きたいと希望するところです。 

 このことについて、先日、西大路地区自治会および大字西大路総代ほか、現役員

が懇願いたしましたが、その後の状況なり、町長のお考えをお伺いするところでご

ざいます。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 西大路の旧山中正吉邸の保存に関してのご質問でございます。 

 旧山中邸は、町内に本宅を持つ日野商人が、繁栄を極めた時代の風情を今に伝え

る貴重な建築物の一つであり、初代の山中正吉氏が江戸時代の末期に建築され、そ

の後、昭和13年ころに洋間座敷などを増設し、全面改装されたものと伺っておりま

す。 

 また、屋敷周囲の板張りの塀や風格のある邸宅は、馬見岡綿向神社の参道に面し

ていることから、特に日野祭の渡御行列やみこし、曳山巡行に際して、欠かせない

景観の一部となっているものと感じております。 

 今回、西大路自治会と大字西大路の皆さんからご要望をいただいた、旧山中邸の

保存に関しましては、これまでにも町の議会の一般質問や、その他さまざまな場面

で同様のご要望を聞かせていただいておりまして、町民の皆さんの関心の高さを感
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じております。 

 現在は町民の方が所有され、保全と管理をされておりまして、ギャラリー仁正寺

藩として一般公開されてきた経過もありますが、今は各種イベントの開催時などに

限定して公開されておられる状況でございます。 

 町としては、この旧山中邸は近江日野商人館やまちかど感忚館と並んで、歴史と

伝統の香りが感じられる日野の街並みの拠点として、大切な歴史的遺産であると考

えております。 

 今後、現在の所有者のご意向もお伺いした中で、町史編さん事業の完了に伴い、

町が保有している歴史的な古文書などの資料の保管と展示のための施設、またあわ

せて、町の観光振興や町並み景観の保存などの観点から、その拠点となる施設とし

て保存と活用が図っていけるよう、積極的に検討をしてまいりたいと考えておりま

す。議員各位はじめ、町民の皆さんのご支援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） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 古文書の保存などの活用、その他いろいろな活用があると思う

のでありますけれども、私、９月議会で歴史民俗資料館の資料の保存を訴えたとこ

ろでありますけれども、山中正吉邸の蔵での保存などは、あれだけの資料で可能な

のか。また、資料にしても、歴史的に保存の価値があればいいのでありますけれど

も、この間来ていただいた大字の役員さんも常に言っておられるんですけども、役

員をすると、西大路の方の資料を自分の家で保管しないといけないということで、

大変困っているということで、何とかどこかないのかなということを、その都度言

われるわけでございますけれども、そういうなのもあわせて保存がしていただけな

いものかなという思いでもございます。 

 それと、こういった歴史的な古民家保存といいますか、そういう条例は日野町で

はないのか。つくろうと思っておられるのか。そこら辺のことについても、景観と

あわせてどうなのかなという、お尋ねしたいなと思いますし、もう１点は、旧山中

正吉邸の国指定の有形文化財の登録というのか、そういうなのはできないものか、

そこら辺についてお尋ねしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 教育委員会生涯学習課長。 

生涯学習課長（福永 豊君） それでは、東議員の方から古民家の関係で、活用につ

いて、保存についてということの再質問がございましたので、お答えをさせていた

だきたいというように思います。 

 この９月議会の方でもご質問いただきました、町史の保管活用についての蔵の利

用等でございますが、そのときにもお話させていただきましたように、高温多湿を

避けるためには今、蔵は非常に活用が高いというようにも考えてございまして、多
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く持っております町史の資料等につきましては、今の状況では有効な活用ができる

ように、ご協力がいただけるようであれば、そこを蔵として活用させていただきた

い、保管場所として活用させていただきたいと思います。 

 なお、字の財産を一緒にという状況でございますが、町の財産等の、いわゆる責

任関係も出てこようかと思いますので、その辺についてはここでは明確な答弁は避

けさせていただきたいな、このように思ってございます。 

 町の景観等につきましては、担当の方がちょっと私の方ではございませんので、

企画振興課の方でまとめてまた報告があろうかと思いますが、もう１つは国の指定

の関係でございます。今まで重要文化財の制度等につきましては、国の方では重要

文化財のみの指定制度が多くて、大変貴重な建物が不十分だというようなことから、

1996年に文化財の保護法の改正がございまして、より緩やかな制度のもとで、幅広

く保護の網をかけることができるような制度をということで、現在制度があります

登録有形文化財という制度が創立をされたところでございます。 

 ちなみに、全国では8,331件の文化財登録、建造物がございます。滋賀県ではその

９番目でございまして、287件を持ってございます。日野町では、山中兵右衞門邸の

資料館をあわせまして、８件を登録文化財の建造物として今管理をさせていただい

ております。ちなみに、有名なところでは、東京大学の安田講堂が同じ登録の文化

財という形で指定もされてございます。 

 そういうような中で、東議員の方から出されました、山中邸を国の登録等含めま

して、文化財にならないかというようなところでございますが、いろんな状況で諸々

の条件がありますので、でも基本的には築50年を経過いたしました建造物が選考の

対象となるというようにお聞きもしてございまして、山中邸の場合は、先ほど町長

の方からも答弁ありましたように、昭和13年改装はしておりますが、50年の条件に

は満たしているのかなと、このようにも思っているところでございます。 

 ただ、いろいろと条件も当然出てまいりまして、現在のところでは、まだ所有者

が町ではございませんので、その辺の状況につきましては今後も十分に検討をする

中で、もしそのような場所が町の方の状況として確保ができるようであれば、熟度

を徐々に上げてまいりまして、そして景観を損なうことなく、いろんな中身の状況

は尐し変更があろうか分かりませんが、その辺は文化庁の文化財部や県の文化財保

護課と調整をさせていただきながら、登録文化財の方に登録ができるような状況を、

熟度が上がりました時点では持てればなというように、担当課では現在は考えてご

ざいます。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（高橋正一君） 東議員の方から、伝統的建造物、建物等について、町

で何らかのそれに関する条例等の決まりがあるかと、そういうご質問だったと思い
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ますが、日野町の方ではそのような条例なりを持ちあわせておりません。現在のと

ころ、具体的な研究はしていないという状況でございます。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） ぜひとも、もし譲ってもらえるのであれば、町が買っていただ

きたいな、こう思いますし、先ほど登録有形文化財の話が出たわけですけれども、

これにやはり登録してもらうと、相当な何か有利な部分があるんですか。そこら辺、

もう一度お願いしたいなと思いますけども。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（福永 豊君） 国の登録有形文化財の建造物に指定されれば、何か補

助的なものとか、そういうメリットはあるのかというところでございますが、金銭

的といいますか、補助的な部分については、現在のところはございません。重要文

化財につきましては一定の補助があるようにも伺ってございますが、この国登録の

文化財の建造物に対しての補助等のいうメリットはございません。景観的にしっか

りと守っていくという、国や県や町の状況、方向性をしっかり持っていくというこ

とでの補助でございまして、地震等があった場合には、その部分については何らか

の考慮はいただけるようなことはお聞きをしてございます。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） やはり歴史的な古民家保存に向けて、何らかの条例制定なりを

考えていただきたいなと思いますし、ぜひとも登録有形文化財の方向への進め方を

してほしいなと思っております。 

議長（杉浦和人君） 次に、６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 通告書に従いまして、一括で質問をさせていただきます。 

 私も飯米農業をしております関係で、大変普段憂慮していることについてお伺い

したいと思います。 

 皆さんご存じのとおり、近年農業を取り巻く状況は、大変厳しい状況にあります。

年々高齢化が進み、今、５月あるいは秋の田んぼにおられる人々は、60代、70代、

さらには80代の方が農作業をされているというのが現状で、珍しくはありません。

また、担い手と言われる青壮年の人たちは、利益の上がらない農業を離れ、地域さ

えも去る人たちが後を絶ちません。当日野町も例外でなく、中山間地での農業に明

日への希望が見出せません。 

 その中で、野生の鳥獣害の里への進出により、被害に対忚するため、獣害防護柵

が設置されておりまして、現在、町内での施工延長が約190キロが設置されたという

ことを聞いております。当町においても、幾つかの営農組合や、あるいは法人化が

進んでおりますけれども、どうしてもそういった組織の設立が困難な地域とかいう

こともございますし、やはり我々のような小集落であったり、地形やほ場の差があ
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るなど、いろいろ難しい問題があるようにも思えます。しかし、これらの組合や法

人とて、将来の担い手が確立されているとは思えない部分もあるように思います。 

 そこで、町当局にお伺いをいたします。今後の農業に対する対策、特に日野町で

はどう取り組めばよいかなど、町としてのお考えがございましたら、特に若い人た

ちの農業離れを含めまして、お伺いをいたすところでございます。 

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

町長（藤澤直広君） 冨田議員から農業問題についてご質問をいただきました。 

 ご指摘のとおり、我が国の農業、農村は、総じて農業所得の大幅な減尐や、農業

従事者の高齢化、また農山村の活力の低下などにより、厳しい状況に直面をいたし

ております。日野町におきましても例外ではなく、機械の更新や世代交代などを機

に農業をやめられたり、遊休農地が増加する傾向にございます。 

 国では、農産物の販売価格が生産費を下回った場合に、差額分を所得補償するこ

とにより、農業経営の安定を図るための戸別所得補償制度が平成22年度に創設され、

一定農家への所得補償を確保されることになっておりますが、一般的には小規模な

農家経営では生産性の向上やコスト削減には限界があり、営農組合や法人、また認

定農業者などの担い手へ農地の集積を図り、効率的な経営が行われるようにするこ

とが必要でございます。そうした取り組みを進める中で、地域で核となる担い手と

小規模農家が役割を分担しながら、相互に連携を図ることが大切であると考えてお

ります。 

 今後の地域農業をどうしていくのかといった思いを、小規模農家を含め、５年、

10年後の地域農業が維持できるようにするため、話し合うことが大切であり、その

きっかけとして、若い方も含め、人と農地の問題について「人・農地プラン」の作

成をするための話し合いを集落で行っていただくよう提案をいたしております。 

 そうした中で、集落単位では担い手が位置づけられない場合は、地域の区域を越

えて、意欲ある経営体に参加してもらうことも選択肢の一つでございます。ただ、

他の地域の方に、水路の管理も含め、何もかもお願いすることにはなりません。今

後の農業に対する対策や、若い人たちの農業離れを食いとめるといったことは大変

大きな課題でありますことから、地方の農業、農村の実情を国にも訴えていきなが

ら、地域の実情に合った話し合いを、地域の中で進めていただ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） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 昨日の衆議院選挙によりまして、恐らく民主党政権が変わろう

かと思います。今、町長が申されましたような、今我々、恩恵を受けているといい

ますか、尐しでも補助を出してもらっている農地、戸別所得補償、これすら明日の

農業にはどうなるか分からない部分がございます。今、町長の答弁については一々
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ごもっともでございますが、農林課長として、もう尐し具体的に、特に日野町、我々

のような、ほ場も整備はしているんですが、わずかな150反余りの田んぼを抱えてい

る集落などのことを含めて、何か町としての具体的な考えをお持ちでないかという

ことをお伺いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（池内俊宏君） 冨田議員から再質問をいただきました。 

 先ほど町長が答弁をいたしましたとおり、今後の農業に対する対策ですとか、若

い人たちの農業離れをいかに食いとめるかというのは、非常に大きな、全国的な問

題であるというふうに思います。 

 議員のおっしゃっていただいておりますとおり、集落営農ですとか法人化できる

地域もあれば、認定農業者が全くおられない地域があるということで、また担い手

も見つからない地域もあると、こういうような状況でございますので、先ほども町

長が答弁をいたしましたとおり、まずは集落の実情に合った話し合いを、やはり腹

を割ってど真剣に考えていただく、話し合っていただくいうことが、まずは第１歩

ではないのかというふうに考えます。 

 そうした中で、地域から町の方に相談をいただいたり、あるいはその話をさせて

いただく中で、できる支援はさせていただけるようになるのかなと、このように考

えておるところでございます。また、冨田議員も何かご提案がございましたら相談

に乗らせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 我々、中山間地域の農業者は、必ずしも水稲をはじめとする農

作物を耕作するだけにかかわらず、そういうことがあるがために、野神祭りがあっ

たり収穫祭があったり、あるいは今の秋の新嘗祭、そういったものがあるわけでご

ざいます。それこそ、今答弁がありましたように、我々地元としては当然相談もし、

考えていかなくてはならないと思っておりますが、そういった地域の文化とか習慣

すらもなくなってしまうのではないかという危惧をしております。 

 おっしゃるように、当地としても、あるいは各地区におきましても、各地域の問

題点をそれぞれに考えておられると思います。そうした中で、当局のまたご指導を

仰ぐことになろうかと思いますけれども、何か町として、こういったことが日野町

にはいいんじゃないかということのいい案があれば、当字の、あるいは各字の話し

合いの中にも持ち帰れると思いますので、それをよろしくお願いを申し上げまして、

終わりたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ここで暫時休憩いたします。再開は３時15分から再開いたしま

す。 

－休憩 １５時００分－ 
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－再開 １５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。 

 ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） それでは、通告書に従いまして質問をさせていただきます。 

 東議員と重複する部分があると思いますが、よろしくお願いいたします。 

 子ども・子育て支援についてお伺いいたします。尐子化が進む大きな原因は、出

生率の低下が挙げられます。女性が一生に産む子どもの人数、合計特殊出生率は、

2011年、平均1.39であり、人口が維持できるとされる2.08を下回り、上向く気配は

ないと言われています。 

 景気の悪化、非正規雇用などで、収入が不安定になっている子どもを抱える若い

世代が増えています。一方で、小学生以上の子どもを持つ家庭の2011年度の教育費

が、日本政策金融公庫の調査によると、年収に占める割合は38.6パーセントに上り、

家計の負担割合は過去10年間で最高となったと示されていました。 

 経済不安など、働くことを望む女性が増加しています。女性は日本では仕事を続

けたくても、結婚や出産、育児など、断念せざるを得ない場合が多くあります。ま

た、働きたくても安心して子どもを預ける保育所が足りないのが現状です。 

 日野町においても年々保育所の入所希望者が増え、就労先がまだ決まっていない

人は待機児童となっております。昨年入所できなかった人が、今年入所できるだろ

うかという不安を訴えてこられた方もおります。本年も予想を上回る入所希望者が

おられたということを、先ほど聞かせてもいただきました。住民が安心して子ども

を産み、育てられる環境づくり、施策が急務だと考えます。 

 国では、本年、子ども・子育て関連３法が成立されましたが、子育て支援策の実

施主体は市町村であり、自治体は子ども・子育て支援事業計画が必要となってきま

す。以下、何点かお尋ねいたします。 

 １点目は、国において平成25年４月に子ども・子育て会議が設置されます。子育

て支援の政策決定過程から、子育て家庭のニーズが反映できるような仕組みとなっ

ています。子ども・子育て支援法では、市町村において地方版子ども・子育て会議

を設置することを努力義務化としていますが、それぞれの地域の子育て家庭の要望

や状況をしっかりと把握して、施策を実行していくことが必要だと思います。有識

者、子育ての当事者、子育て支援事業に従事する者などをメンバーとする子ども・

子育て会議などを設置することが必要だと考えますが、いかがでしょうか。 

 また、近隣の甲賀市や東近江市では認定こども園が創設されますが、当町におけ

る認定こども園や、保育所増設などの計画を伺います。 

 ２点目は、子育て支援事業として、一時預かりや日野幼稚園の預かり保育など実
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施をされておりますが、保育所や幼稚園で保育中の児童が急に熱などを出した際に、

保育者に連絡がつかない、また保育者が仕事のため駆けつけられない場合が多々あ

ると思います。そのようなときはどのようにされているのでしょうか。 

 また、本年から日野幼稚園に看護師が１名配置されましたが、病児・病後児保育

事業についての町の考えをお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君の質問に対する町長の答弁を求めます。 

町長（藤澤直広君） 子育て支援に対するご質問をいただきました。 

 子育て支援につきましては、現在、日野町次世代育成支援行動計画に基づき実施

をしておりますが、子ども・子育て支援法が成立したことにより、今後、都道府県

や市町村は、国の基本指針に即して子ども・子育て支援事業計画を定め、地域子ど

も・子育て支援事業を実施することになります。 

 この法律において、内閣府には子ども・子育て会議を設置することとされており、

都道府県や市町村には地方版子ども・子育て会議の設置が努力義務化されていると

ころでございます。この会議は、子ども・子育て支援事業計画などへの子育て当事

者等の意見の反映をはじめ、地域の実情を踏まえて事業を実施する上で、一定の機

能を果たすものであると考えております。 

 日野町では、現在、日野町次世代育成支援対策地域協議会を設置しているところ

であり、この協議会を活用することを基本として検討をしていきたいと考えており

ます。なお、保育所への入所申し込みが、ご指摘のとおり急増しておりますことか

ら、その対忚を図るため、保育所運営委員会などで、増設も含めた議論を行ってい

るところでございます。 

 ２点目の、病児・病後児保育についてでございますが、地域子ども・子育て支援

事業に含まれておりますが、日野町次世代育成支援行動計画に位置づけており、検

討してきた経緯がございます。しかし、実際には実施場所などの課題がありまして、

今後も検討課題として議論をしてまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 会議については現状のメンバーでということで、今おっしゃっ

た協議会で運営していきたいというふうに答弁をされたのかなというふうに思うん

ですが、やっぱり今回の場合は、子育て家庭のニーズが反映されるということが大

変な目的だと思います。 

 私も今年、あおぞら園の運動会に参加させていただきましたときに、男性の保育

士さんがいらっしゃいまして、やっぱり女性と男性がいらっしゃって、子どもたち

がすごく懐いておられたんですが、やっぱり雰囲気が全然違うなということも感じ

まして、いろんな、やっぱり意見を聞くということはとても大切なことじゃないか

なと思いますので、現行のメンバーも大事にしながら、この子ども・子育て会議と
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いうのをぜひとも立ち上げていただきたいなというふうに思うところでございます。 

 また、今のメンバーについてですが、どのような方が入っていらっしゃるのか、

お聞きしたいというふうに思います。 

 それと、保育所が今すごく、今年も定員いっぱいまで、また予備を入れても満杯

という状況で、来年度も予測が多分立てにくいというふうには思うんですが、早急

に増設を考えていかなければいけない状況だと思うんですが、しっかりと、つけ焼

き刃につくるのではなくて、日野町にも認定こども園が必要なのかどうかというと

ころもあると思いますし、認定こども園についてはどのようにお考えかをお聞かせ

いただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（岡 常夫君） 再質問で２点ちょうだいをいたしました。 

 １点目でございますが、現状の設置をしております、日野町次世代育成支援対策

地域協議会のメンバーはどのような方かということでございますが、団体名等なり

を簡単に申し上げます。学童保育所の保護者代表の方、また子育てサポーターさん、

実際に子育てをされている子育てのサークルの方、またわらべにございます子育て

支援センター、地域の拠点施設の支援センターです。主任児童委員さん、人権擁護

委員さん、ＰＴＡ連絡協議会さん、保育所の保護者会さん、あと地区社協、企業代

表、公民館長さんという方々にお入りをいただいております。その方々でいろんな

策定も、また進捗状況についても確認をいただいております。 

 今後の、先ほどのこの質問の中で、計画なりニーズをしっかり反映をさせるよう

にということでございました。実際に町の方でニーズ調査を行うことにつきまして、

来年の夏以降に、国の方からニーズ調査の大体の概要、このようなことを調査しま

しょうということが来ると思いますので、それらをもとに、町として独自の調査票

をつくっていくということでございます。現場のメンバーの方の意見もということ

ですので、そういうところも参考にさせてもらいたいと思います。 

 あと、保育所の定員がいっぱいといいますか、待機の部分でご質問をちょうだい

いたしました。増設につきまして、早急に検討なり対忚をしていくべきということ

ではございますが、すぐに仕上がるものでもございませんので、慎重に対忚しなが

ら、できるだけ早くこの物事が成就できますように、またご支援、ご協力のほど、

お願いをしたいと思います。 

 ただ、幼保連携型認定こども園につきましては、今のところ手を上げる方等の概

要もまだ分からない状況でございます。総合子ども園の時代から、また認定こども

園の時代から、なかなか動きが全国的に鈍かった部分があります。今回、幼保連携

型になっても、そんなに急増することはないと思いますし、果たしてそれが日野の

実情に合うのかどうかという部分も十分に検証する必要があるかと思います。今後、
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国等で子ども・子育て会議の状況等も踏まえて、またもう尐し新たな状況等が出て

きたら、またそのようなお話も出るかも分かりませんが、現状では問い合わせ等も

今のところないところというところでございます。また今後とも、情報の把握に努

めたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） ちょっと子育て当事者の方が入っていないのかなというふうに

は感じたんですが、本当に、保護者の就労にかかわらず、やっぱり施設が利用でき

て、子育てに困ったなという事にすぐに対忚できるような、本当に子育てはやっぱ

り日野町は十分だなと言っていただけるような施策、また事業をお願いしたいなと

いうふうに思います。 

 続きまして、次の質問にさせていただきます。 

 国民健康保険事業についてお尋ねいたします。本年３月に行われました健康づく

りフォーラムで、健康長寿と生活習慣病と題して基調提案をされ、日野町における

現状の問題点や課題、国保財政健全化や健康づくり推進などの助言がされました。

まとめとして、日野町は特定健診受診率21.4パーセント、県下で16位で、かなり低

い数字でした。健診受診者よりも未受診者の方が医療費が高いことからも、医療費

負担の軽減、疾病予防のために、特定健診を受けてもらいたいと言われておりまし

た。 

 町としても、生活習慣病の早期発見として特定健診を推進され、啓発や未受診者

に通知をするなどにより、施策の成果は平成22年度33.9パーセント、23年度は35.9

パーセントと、受診率は増えてきています。特定保健指導では、健診結果により積

極的支援、動機づけ支援、情報提供の３段階の支援をされております。実施率は、

平成22年度14.8パーセント、23年度49.1パーセントになっております。平成20年か

ら24年度の５年間を１期とする日野町特定健康診査等実施計画では目標値を設定さ

れ、平成24年度特定健診の実施率65パーセント、健康指導実施率45パーセントとな

っております。特定健診とともに保健指導も重要と考えております。現状と成果を

お伺いいたします。 

 また、基調提案のまとめによると、当町の外来調剤１人当たり医療費は２万651

円、県下で９位でありました。医療費の縮減対策の１つとして、ジェネリック医薬

品の普及促進に取り組んでおられますが、お願いカードやお知らせ通知などの取り

組みの内容と、切りかえによる効果、今後の取り組みについてお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 国民健康保険事業についてご質問をいただきました。 

 国民健康保険事業の１つであります特定健診につきましては、受診率向上に努め

ているところでございます。また、健康診断受診後、特に生活習慣を変えていただ
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く必要がある方に対して、保健指導を実施しています。積極的に支援が必要な方と、

動機づけが必要な方には、お返し会として健診結果を面談によりお伝えするととも

に、その後も継続した指導を行っております。また、健康状態の維持に努めていき

たい方には、健診結果をお伝えする情報提供を行うなど、状況に忚じた３種類の支

援を実施しております。 

 次に、ジェネリック医薬品の普及促進についてでございますが、ジェネリック医

薬品は、効き目や安全性が新薬と同等であると国が認めた後発医療医薬品です。開

発期間や経費が抑えられることから、比較的安く、医療費の縮減に効果があるとさ

れております。 

 こうしたことから、滋賀県国民健康保険広域化等支援方針に基づく具体策の一環

として、県内市町一斉に、昨年度からジェネリック医薬品の利用を進める通知を行

い、今年度にかけて切りかえ率が高まっております。今後も広報などによる啓発を

行い、国保財政の安定運営の一助となるよう、引き続き普及啓発に努めてまいりた

いと考えております。 

 なお、具体的な取り組みの内容や効果等につきましては、担当課長からさらに答

弁をさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（岡 常夫君） ただいま町長の方から指示がございましたので、詳細等に

つきまして、私の方から説明を申し上げます。 

 まず、特定健診でございますが、法定の報告の受診率ということで、平成20年度

では30.1パーセントでありましたが、23年度は36.2パーセントと向上をしていると

ころでございます。 

 今年度につきましては、10月末の時点でも既に31.02パーセントございます。今後、

年度末３月に、年度最終になります集団検診を３日間実施させていただきますので、

昨年度以上の率に向上するのではないかと思っておるところでございます。 

 また、健康診断受診後の積極的支援、先ほどおっしゃっていただきました、３つ

の支援の中の積極的支援でございますが、１ヵ月後に面接、２ヵ月後、４ヵ月後に

電話による支援、さらに５ヵ月後に生活習慣の改善のために、自ら、また町も関与

して立てました、個人の目標に関するアンケートを実施します。そして、６ヵ月後

に３度目の電話での生活習慣や食事、運動についての評価をさせてもらうというこ

とでございます。 

 動機づけ支援の方では、３ヵ月後と６ヵ月後に電話によります生活習慣、食事、

運動の変化について確認、また指導等をさせてもらっています。 

 また、３点目の情報提供者の方には、運動教室３回、栄養教室１回のヘルスアッ

プ教室を実施しているところでございます。 
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 実施率は、平成23年度、法定の報告では積極的支援34パーセント、動機づけ支援

65.1パーセントになってございます。滋賀県の実施率が、積極的支援11.9パーセン

ト、動機づけ支援22.4パーセントであることから、日野町の皆さんが、ご自分の健

康に関心を持っていただいているのではないかということのあらわれだと思ってお

ります。 

 なお、ヘルスアップ教室でございますが、定員30名で実施をしておりますところ、

毎年定員を超える方の受講があるということでございます。ちなみに、今年でござ

いますが、１回目をこの12月18日に実施をしようと計画をしております。 

 これらの保健指導によりまして、生活習慣の改善、食事の量や内容を見直すこと

で、平成22年度積極的支援、動機づけ支援であった人の中で、23年度には約６割の

人に体重の減と腹囲、腹回りの減尐が見られました。また、中性脂肪でございます

が、約５割の方に改善が見られるということでございます。 

 このように、よい方向に尐しずつ変動している方の中でも、おやつを控えたり、

またウォーキングを始めるということで、食事や運動に注意をされ、よい方へ変え

ていこうという気概を持っていただいた方がほとんどでございます。これからも受

診率向上と事後指導に力を注いでいく所存でございますので、今後ともよろしくお

願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（森口雄司君） 町長から指示がありましたので、ジェネリック医薬品の普

及に係る具体的な取り組みと、効果等について答弁をさせていただきます。 

 町において、高血圧などの生活習慣病で医薬品を常時服用されている方を対象に、

国保連合会との連携により、昨年８月診療分にかかる医薬品差額が100円以上の被保

険者へ、昨年12月に通知をしたところでございます。その後、今年度は同様の方法

によりまして、６月、12月の２回の通知を行い、ジェネリック医薬品への利用促進

を図っているところでございます。 

 当町における効果は、本年１月では199名中32名が、６月には169名中51名がジェ

ネリック医薬品へ切りかえをされたと、切りかえ率が高まっている状況でございま

す。 

 なお、当町における軽減効果の額でございますが、医薬品金額ベースで見ると、

通知対象者における６ヵ月間の効果分析から、累積でございますが、70万6,690円が

見込まれました。 

 既にジェネリック医薬品への切りかえをされている方もありますが、今後も広報

などによる啓発はもとより、住民課の窓口に保険資格の手続に来られた方に、ジェ

ネリック医薬品への使用によるメリット等を丁寧に説明するなど行い、安定的な国

保財政の運営に努めてまいりたいと、このように考えております。 
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議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） １期の特定健診等の実施計画を５年間で立てておられるんです

が、またそれが24年度までということだったと思うんですが、今後の25年度からの

計画とか、そういうものはあるのでしょうか。 

 それと、ジェネリック医薬品のことなんですが、ちょっと効果があるのかなとい

うふうに今聞かせていただいて感じたんですが、やはり病院ですとか、医師会です

とか薬剤師会とか、そういうところに理解を求めるなど、その考え方によって全然

違うんではないかなというふうに考えるんですが、そういうとこら辺で連携をとっ

ておられるのなというのが、ちょっとお聞きしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（岡 常夫君） 24年度までということでの医療の計画の関係でございます。 

 これは、国保連合会なり、また保険証等の話もございますし、先般、医師会の方

とも話し合いもさせていただきました。今後、町の皆さんの健康管理も含めた全体

の中で、このような計画を再度つくり上げていく必要もあろうかと思います。近隣

の状況も参考にしながら、25年度以降の方向について庁内議論も深めてまいりたい

と、このように考えておりますので、またよろしくお願い申し上げたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（森口雄司君） ただいまジェネリックに関しまして、病院、医師会等との

連携の話が出ました。 

 どのようにされているかということでございますが、ジェネリック医薬品は市販

の薬ではなく、調剤薬局で医師の処方箋に基づいて調剤してもらう薬ということに

なっておりますし、平成20年４月からは、処方箋の後発医薬品への変更の不可の欄

に、医師のサインが必要になるということになりましたので、そういったことから

も、患者の意思に基づいてジェネリック医薬品への変更の意思がはかれるというよ

うに変わってきているんやないかなと、そういったことも含めて、徐々に連携も図

りながら、ジェネリック医薬品の普及、啓発の率が高まっていくんやないかなと、

このように考えております。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 今後も、健康づくり、また国保の財政の健全化に向けて取り組

んでいただきたいと思います。また、本当にみんなが健康で、日野町はいい町だな

と言ってもらえるように、取り組みをよろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 次に、11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） それでは、通告をいたしております、中学校給食の円滑な実施

についての質問を行いますので、再質問の要らないように、明快な答弁をお願いい

たします。 
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 私は、議員にならせていただいて以来、もう17年にもなりますが、日野中学校の

建てかえ、学校給食の実施について質問をしてまいりました。前奥野町長からは、

日野中学校の改築に合わせて検討したいとの回答を得ていたところです。当時は、

当局はまだまだ愛情弁当論が主流で、県下では７市を中心に、中学校給食が実施さ

れていませんでしたが、最近になって子育て支援の大事な柱として、県下でも給食

の実施が広がってまいりました。 

 日野町においても、厳しい地方財政を取り巻く状況の中で、町を挙げての取り組

みによって、中学校建設、体育館やプールの改修が行われ、来年度からの給食実施

に向け、建設が行われるまでになったことは感慨深いものであります。 

 この間、学校給食問題検討特別委員会において、いろいろな議論が行われました。

運営の方法についても議論を深め、日野町議会初めてではないかと思いますが、付

帯決議が２度も出されました。このことから、今年７月の町長選挙で、前学校給食

問題検討特別委員会の委員長でありました堀江さんが、運営を民間委託にという付

帯決議を２度も出したにもかかわらず、町長は耳をかさないとして、たった１年で

議員の職を辞してまで、責任をとって民間委託を公約として掲げられ、町長選挙に

挑まれました。藤澤町長もそれを受け、給食は学校教育の一環であり、子どもたち

のために直営でを公約に掲げ、選挙戦の中で町民の皆さんに訴えられ、三選されま

した。 

 しかし、選挙後、いまだに一般質問や学校給食問題検討特別委員会で、付帯決議

の重みをどのように受けとめているのか、直営について納得できる説明を数字で示

せ、選挙は政策だけではない、などの質問や意見が出されています。特別委員会は、

調査、研究、提言するところであり、決定権はありません。付帯決議も議員全員賛

成のものではありませんし、だからこそ、町長選挙に持ち込まれたのだと思ってい

ます。 

 納得のいく説明についての問題も、議員職をなげうって、責任をとって町長選挙

に挑まれた、前特別委員会の委員長の堀江さんを推されていた方が直営を納得すれ

ば、そのことは堀江さんに失礼なことだと私は思います。どんな説明があろうと、

納得できなくて当然だと、思います。選挙は政策だけではないと言われるならば、

町長選挙の重みをどのようにとらえられているのか疑問です。堀江さんが勝ってい

れば、有無を言わさず民営化に行かれたでしょう。負けたらそれは違うというのは、

政治家としてのセンスが疑われます。 

 心配されている経費の問題では、日野町における学校給食運営事業費の中の人件

費は、平成13年度までは１億円以上かかっていましたが、平成23年度では6,300万円

と、約37パーセントもの縮減、平成12年度に比べると43パーセントもの縮減がされ

ています。私個人的には安ければいいとは思いませんが、これが現実の人件費の節
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約度です。今回の町長選挙で、町を挙げての議論が行われた結果を踏まえ、藤澤町

長の公約に基づき、しっかりと円滑な中学校給食の実施に向けて進めていただきた

いと思っています。 

 そこで、次の５点について質問をいたします。 

 現在の給食施設の工事の進捗状況についてをお尋ねいたします。 

 ２つ目に、来年４月の実施に向けての職員体制と、また人件費の予測もされてい

ると思いますので、そのことについてもお尋ねをいたします。 

 ３つ目に、給食費の額や徴収方法をはじめ、保護者を含む町民への説明が必要だ

と思いますが、いかがお考えでしょうか。 

 ４つ目に、中学校の時間割やランチルームの使用方法など、学校との調整はどの

ようにされているのでしょうか。 

 ５つ目に、地産地消の取り組みについてでありますが、ＪＡとの連携や、また町

民の皆さんの協力もあってできることだと思いますが、具体的なお考えをお尋ねい

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（奥村 薫君） 中学校の給食の実施のために、池元議員さんにも長年ご尽力

いただきましてありがとうございます。 

 まず１点目でございますが、工事の進捗状況につきましては、11月末において、

計画48.4パーセントに対して44.8パーセントであり、現時点においては躯体が上が

り、年内には１階のサッシ据えつけ、屋根の野地板張りが完了する予定で、設備工

事につきましても、躯体工事の進捗に伴い、順次進んでおります。 

 なお、工程につきましては、１月25日完了に向けて当初から厳しい状況の中で精

励してまいりましたが、建築確認にかかわる中間検査や、学校運営との調整等によ

りまして、約２週間程度のおくれとなっております。 

 なお、工期については、冬季の工事を進める上で工期短縮が非常に厳しく、建築

確認にかかわる完了検査を、厨房機器を設置し、有効に機能することを確認した後

でないと受けられないことなどから、工期を２月28日まで延期させていただきまし

た。ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。 

 ２点目の、給食の実施に向けた職員体制につきましては、給食調理員を正規３人、

フルタイム臨時職員２人を基本とし、地場産等での調理の必要に忚じ、時間臨時職

員４人を雇用し、また、県費による栄養職員１名を予定しております。４月からの

給食開始に向けて、当面の献立作成やアレルギー対忚の準備を進めるとともに、給

食調理員につきましては必要な研修を行う予定をしております。 

 ３点目の、給食費の徴収方法につきましては、小学校の例に倣い、口座振替によ

って、４月から２月までの毎月納付を予定しております。給食費につきましては、
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中学生の栄養摂取必要量等から試算をし、県内の状況や中学校給食運営協議会、ま

た学校を通じた関係者の意見等を参考に決めてまいります。保護者等への説明は学

校を通じて行い、必要に忚じて、出向いて説明してまいりたいと思っております。 

 ４点目の、給食の時間やランチルームの使用方法につきましては、学校現場にお

いて生徒の状況等を勘案しながら協議していただいているところでございまして、

実施に際し、必要な条件整備は協議し、調整しているところでございます。 

 ５点目の、地産地消の取り組みにつきましては、小学校での取り組みとあわせて、

日野町の学校給食全体におけるより一層の利用率向上を目指して、農林課、ＪＡグ

リーン近江と協議し、現状の分析をもとに、供給農家を増やす取り組みや、東近江

圏域からの安定した供給先確保の方策等について、具体的に検討しているところで

ございます。当面は、日野町内からの調達だけでなく、東近江圏域、県内からの調

達について、ＪＡグリーン近江、地元商店等の協力を得ながら、利用率向上を目指

してまいりたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） ２番目の質問の職員体制のところで、人件費の予測をされてい

ると思うのですが、それをお聞かせ下さい。 

 それと、工事の進捗については２週間程度おくれていると、２月28日まで工期を

延期されたということですが、４月の実施までにはきちっとできるのかどうか。 

 その２点をお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（久村重次君） 質問の中で答弁漏れがございましたのと、４月実施に向け

て間に合うのかという部分でございます。 

 まず、２番目の人件費の試算でございますが、先ほども配置計画については言わ

せてもらっておりますとおり、正規が３人で、年間、試算ではございますが、486

万の３人で1,458万円、臨時のフルタイムにつきましては132万円の２人、264万円、

臨時の時間給の部分でございますが、時間給は800円で、５時間の方が２人というこ

とで、197日と試算いたしました。それと、通勤手当を合わせまして、年間85万円の

２人で170万円、地場産活用等の関係から、時間４時間の方で197日と通勤手当、年

間69万円で２人ということで138万円でございます。合計で約2,030万円でございま

す。単純に９人で割りまして、１人当たり約225万円という試算でございます。 

 それと、工期につきましては、先ほども答弁がございましたとおり、１ヵ月延ば

させていただきますが、やはり３月の期間については、当然研修等も必要になって

まいりますことから２月28日までの工期といたしまして、４月には問題なく給食実

施をさせていただく予定でございます。 

議長（杉浦和人君） 11番、池元法子君。 
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11番（池元法子君） 経費につきましては、合計2,030万円というのが中学校給食に

おける人件費の予測ということですので、私が先ほど質問でいたしました、平成13

年度までに１億円以上かかっていた、それよりも大分安くいけそうだなというふう

に思っておりますので、よかったなと思っています。 

 これは要望になりますが、保護者を含む町民への説明の必要性のところで、学校

を通じて、出向いてでもということでしたが、これは小学校６年生の子どもさんの

保護者にもやはり説明が必要だと思いますので、そのあたりも、小学校に出向いて

いただくのかどういう形になるのか分かりませんけれども、それの周知はちゃんと

行っていただきたいと思いますのと、これからも、日野の宝であります子どものた

めを、これを基本に教育として学校給食を進めていってもらいたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 以上で６名の諸君の質問を終わりました。その他の諸君の一般

質問は明18日行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認めます。 

 それでは、その他の諸君の一般質問は明18日行いますので、定刻ご参集をお願い

いたします。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 一同起立。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５８分－ 


