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第２回日野町議会定例会会議録 

 

平成２５年３月１２日（第２日） 

開会 １３時３９分 

散会 １７時１８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（１８名） 

 町 長  藤 澤 直 広  副 町 長  岡 村 明 雄 

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

 教 育 次 長  久 村 重 次  総 務 課 長  平 尾 義 明 

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

 住 民 課 長  森 口 雄 司  福 祉 課 長  岡  常 夫 

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

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

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

 会 計 管 理 者  西 川 光 夫  農 林 課 参 事  門 坂 俊 男 

 

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４０号 平成２４年度日野町一般会計補正予算（第５号） 

 〃  ２ 議第４号から議第４０号まで（滋賀県市町村議会議員公務災害補

償等組合規約の変更についてほか３６件）について 

〔質疑〕 
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会議の概要 

－開会 １３時３９分－ 

議長（杉浦和人君） 皆さん、こんにちは。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。 

 はじめに、未曾有の被害をもたらした東日本大震災から、昨日で満２年を迎えまし

た。今なお、不自由な暮らしを続けておられます被災地の皆さん、被災者の皆さんに

心からお見舞いを申し上げますとともに、１日も早い復興を心からお祈りを申し上げ

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40号、平成24年度日野町一般会計補正予算（第５号）を議題とし、

町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 議員の皆さん、大変ご苦労さんでございます。午前中は、今日

は日野中学校の卒業式でございました。議長、副議長、小林総務委員長さんととも

に出席をさせていただきました。毎年のことではございますが、合唱も大きな声で

歌われて、大変すばらしい感動的な卒業式をできたということは大変ありがたいこ

とだなというふうに思い、私も参加をさせていただきました。日野の宝である子ど

もたちをしっかりと育てる、そういう整備に努力することが大事であることを改め

て実感をいたしたところでございます。 

 さて、本日は平成24年度日野町一般会計補正予算（第５号）を提案させていただ

くわけでございますが、３月の議会に、会期中に追加的に提案をさせていただくと

いうことで、尐し例外的な扱いになったことをご容赦願いたいというふうに思いま

す。これも、今回の国の経済対策が大きな規模で実施をされたこと、それについて、

日野町として必要なものについてはしっかりと取り組んでいこうということで、情

報収集等を行いながら国に要望をしてまいったところでございまして、そうした答

えといいますか、国からの要望に対する回答が２月末にずれ込んだという状況のも

とでのことでございます。ぎりぎりの中で精いっぱい国の補正予算の対応をしてい

こうということでございましたことから、こうした異例の提案になることをお許し

いただきたいと、このように思うところでございます。 

 さて、それでは提案説明に移らせていただきます。日程第１ 議第40号、平成24

年度日野町一般会計補正予算（第５号）。本案につきましては、第１条のとおり、日

野町一般会計予算総額に歳入歳出それぞれ８億1,951万5,000円を追加し、予算の総
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額を90億5,628万9,000円とするものでございます。今回の補正は、今申し上げまし

たように、国の補正予算において各省庁に要望しておりました事業について、予算

成立を受けて増額補正等をさせていただくものでございます。 

 詳細をご説明申し上げます。６ページからの歳入歳出補正予算事項別明細書をご

覧願います。８から９ページの歳入でございますが、分担金及び負担金は、農業基

盤整備促進事業に係る地元負担金を増額計上しております。国庫支出金につきまし

ては、学校施設環境改善交付金１億9,151万5,000円および農業基盤整備促進事業補

助金7,250万円を計上いたしました。町債では、農業基盤整備促進事業に係る町債の

増額および桜谷小学校大規模改修等に係る町債を新規に計上しております。 

 10ページ、11ページの歳出についてでございます。農林水産業費では、国の補正

予算に伴う農業基盤整備促進事業について、地元の要望を受け、農業施設の改修等

を実施するため追加で計上するものでございます。教育費では、国の補正予算を活

用し、老朽化に伴う桜谷小学校の大規模改修事業として、校舎の内装および外構改

修、空調機器の設置、給食室の改築等を実施するとともに、町内各小学校の教室に

空調機器を設置し、必佐小学校の防火シャッターを改修するための小学校施設整備

改修事業を新規に計上いたしております。 

 予算書の説明に戻らせていただきます。第２条の繰越明許費の補正につきまして

は、４ページの第２表 繰越明許費補正のとおり、桜谷小学校大規模改修事業ほか

１件を追加し、農業基盤整備促進事業の繰り越し金額の変更により、各事業を翌年

度へ繰り越しして予算執行しようとするものでございます。第３条の地方債の補正

につきましては、５ページの第３表 地方債補正のとおり、学校教育施設等整備事

業債、桜谷小学校大規模改修事業ほか１件を追加するほか、１件の変更を行うもの

でございます。 

 以上、平成24年度一般会計補正予算（第５号）の提案説明とさせていただきます。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

 なお、休憩中に議員全員協議会を開催いたしますので、議員の皆さんにおかれま

しては第２委員会室の方へお集まりをお願いいたします。 

 暫時休憩をいたします。 

－休憩 １３時４５分－ 

－再開 １４時２０分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第２ 議第４号から議第40号まで（滋賀県市町村議会議員公務災害補償等組
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合規約の変更についてほか36件）を一括議題とし、各案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） それでは、何点か質疑をさせていただきます。１つ目に、議第

７号、町有財産の処分について質問いたします。リスタあすなろの資産譲渡に至る

までには、老人クラブ連合会や医師会、そして介護保険運営委員会、区長会長会等

の理解を求めるための説明会を開催されたと聞いています。その説明会での反応、

それぞれの意見や状況はどうであったのか。そして、その説明会におきまして、不

安解消は得られているのかお尋ねをいたします。そして、医療法人社団昴会との協

議の中で、どういった協議がなされ覚書が交わされているのか、協定を結ばれてい

るのかお尋ねをいたします。 

 ２つ目に、議第18号、日野町介護老人保健施設設置条例を廃止する条例の制定に

ついて質問をいたします。この条例は、リスタあすなろを平成25年４月１日をもっ

て医療法人社団昴会に有償譲渡するため、日野町介護老人保健施設特別会計と日野

町介護老人保健施設財政調整基金は、１年間の経過措置をとって平成26年４月１日

付で廃止するという条例であると理解していますが、それでよいのかお尋ねをいた

します。 

 ３つ目に、議第11号、日野町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について

質問をいたします。対策本部は、非常事態が発生したときに設置をされるのか、そ

れとも常時対策本部を設置しておくことになるのかお尋ねをいたします。そして、

対策本部長、副本部長、職員といった体制であるようでありますが、だれがなられ

るのかということが明記されておらないんですけど、その辺のところお尋ねをいた

します。そして、新型インフルエンザの非常事態発生は、どういう形で発令がされ

て対策本部が起動をするのかというところをお尋ねをいたします。 

 ４つ目に、今日、町長提案されました議第40号、平成24年度日野町一般会計補正

予算（第５号）について質問をいたします。３月議会の追加補正予算額として８億

1,951万5,000円という、年度末にもかかわらず大きな補正予算であります。分担金

が3,540万円、国庫補助金が２億6,401万5,000円、そして町債においては５億2,010

万円からの起債を起こしてまでも補正をやろうとされておりますが、日野町の財政

は大丈夫なのかというところと、そして補正予算でするということにどういうメリ

ットがあるのかお尋ねをいたします。そして、今回、自民党政権がかわったという

ことで、経済対策から今回限りの特別の措置として、平成24年度補正予算において

地域の元気臨時交付金制度ができたことから、この制度を活用しようとされている

のかと思いますが、これはどのような制度であるのか、またどのように活用をしよ

うと予定をされているのか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。介護
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支援課長。 

介護支援課長（川東昭男君） 齋藤議員からご質問をいただきました。１つ目のリス

タあすなろ譲渡に関する説明会の状況、意見等について、またそういった了解、不

安の解消をもらえたのかというご質問でございます。リスタあすなろを医療法人社

団昴会へ資産譲渡することについての、昨年11月の全員協議会でご説明を申し上げ

てから、その後、11月と１月には介護保険運営協議会、12月には日野町医師会、２

月の初旪には日野町老人クラブ連合会の理事会、さらに日野町区長代表者会におき

まして説明を申し上げてまいりました。それぞれご質問やご意見をちょうだいして

まいったところでございます。その内容につきましては、主にこれまでのサービス

がどのように変わるのか、サービスは低下しないのか、町からの指導や監督面では

どうなるのか、それから入所基準や利用料はどうなるのか、譲渡のメリットはと、

そういったような質問が多数出ました。いずれも町立でなくなることへの心配する

意見で出されましたけれども、特に、これまでの取り組みや医師会やそういった取

り組みの中で昴会が今日まで日野町に果たしてきた役割、それからそういったこと

も踏まえてご説明申し上げ、特に反対の意見もございませんでしたし、ご理解をい

ただけたものというふうに思っている次第でございます。 

 それから２点目の、昴会との協議において今後の運営について覚書を交わしてい

くのかということでございます。リスタあすなろの今後の運営につきましては、現

在、昴会との間で詳細について協議中でございます。これまでどおりの管理運営や

サービスの低下にならないように、協定書を交わす予定をしてございます。現在協

議しております内容につきましては、今後における用途制限や業務の継続について、

また入所検討会への出席、お互いに意見交換する場の設置、町事業への協力など、

詳細について協議をしているところでございまして、最後にその協定を結んでやっ

ていこうというふうに考えているところでございます。 

 それから、議第18号、日野町介護老人保健施設設置条例を廃止する条例の制定に

ついてのご質問でございます。提案させていただいた中で、日野町特別会計設置条

例の一部を改正するもの、それから日野町介護老人保健施設の財政調整基金につき

ましては、25年度の予算の関係がございますことから平成26年４月１日としておる

ところでございまして、議員が確認されましたそのとおりでございます。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（岡 常夫君） 議第11号に係ります新型インフルエンザ等本部条例設置に

関しまして、質疑をちょうだいをいたしました。これにつきまして、３点について

お答えを申し上げたいと思います。まず、非常事態の宣言のあったときか、常時か

というところでございますが、設置につきましては、この本部条例をもとにあらか

じめメンバーを定めることができますので定めておいて、国から緊急事態の宣言の
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発令がありますと、県の方を通じて町の方に情報がまいります。その情報を受けて、

ただちに本部会議を開催をするというふうな規定になります。今後、国の方で政府

行動計画ガイドラインを示されることになりますので、それをもとに、また県、市

町村でも行動計画を作成をしていこうというものでございます。なお、新型インフ

ルエンザ等となってますのは、病原性が高い新型インフルエンザならびに同様の危

険性のある新感染症ということでございます。 

 さらに、本部長ならびに副本部長のことでございますが、町にはほかにも災害対

策本部条例等がございます。そのような条例におきましても組織規定というのを別

に定めますので、その中で、本部長は町長、副本部長は副町長と、本部員は関係課

長の中から本部長が指名するというふうに、今後、組織規定を定めていこうという

ものでございます。 

 非常事態が発令されました後、これが機能するかどうかにつきましては、政府の

行動計画をもとに県また市町村との連携を図りながら、４月以降にこの措置法の施

行に合わせまして詳細な打ち合わせが今度あると思います。機能するように、町と

しても努力してまいりたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） 追加補正の関係で、町の財政は大丈夫なのかという質問で

す。ご承知のとおり、国が補正予算を組まれましたのは、安倍内閣の中で冷え切っ

た日本経済を再生していこうというふうな形で、緊急経済対策として補正が組まれ

たところでございます。このことによりまして、地方も資金調達にやっぱり配慮を

していかないとだめだというふうなこと、また迅速に工事ができるような措置を加

えていこうということで、今回、地域経済活性化雇用創出臨時交付金、いわゆる地

域の元気臨時交付金が創設をされたところでございます。これにつきましては、工

事をするにあたって、国の予算に地方債、補正予算債という有利な起債を100パーセ

ント充当をして、交付税算入50パーセントを充てていこうと。その地方の負担の起

債も合わせてですけども、それの80パーセントを基準として、一部財政力指数に調

整が加えられますが、それを交付金として町にあげますよというふうなことになり

ます。この80パーセントの分については、今後、地方単独事業優遇建設公債の対象

となる事業に充てられるというふうなことになっています。この交付金を使いまし

て、今後、まだ25年の補正は、国の方からその算定の基礎が出てませんのでいつに

なるのかわかりませんが、交付金が決定し次第、町の事業を補正で組まさせていた

だきたい。このように今、考えているところでございます。よりまして、町の一般

財源の持ち出しはほぼないというふうなこととなってございますので、まず健全な

財政は維持できると、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） ３番、齋藤光弘君。 
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３番（齋藤光弘君） リスタあすなろについては、説明会の中で反対意見はないとい

うことで、理解を得られたというような感じでご報告をいただきましたが、今、昴

会との協議中ということで、今後、協定書を交わす予定をされているということで

ありますが、日野町としての担保を維持していただきたいというように思いますし、

リスタあすなろは町の施設でなくなるということになりますが、この前の一般質問

の中でも管理体制、事業所指導についてはこれまでどおり変わらないとお聞きして

おります。今後、住民の皆さんにも理解していただくということが大切やというふ

うに思います。不安や心配がないように、安心していただけるように周知いただき

ますようお願いをしておきます。 

 もう１つ、補正につきましては、今回の国の措置によって、経済対策の迅速かつ

円滑な実施を図るための特別措置であるというようでありますので、町のその制度

を有効に活用をして、町の有利な財源として必要な事業に活用をしていただければ

というように思います。一般財源の持ち出しもないということで、いけるというこ

とであろうかと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。要望しておきま

す。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、何点か質疑を行わせていただきます。何議案か何点

か申しながら増えていくのかなと、こういうふうにも思っておりますが。 

 まず、３月議会でありますので、３月末日をもって長年の公務員生活に別れを告

げられる、ひな壇におられる管理職の方３名に、今日まで本当にご苦労をいただい

たところでありまして、そのご苦労に感謝の意を込めまして、まず３名様に質疑を

行わせていただきたいと、かように思います。 

 まず、トップバッターでございますが、めでたく定年退職を迎えられました竹村

喜久夫総務政策主監にお伺いをいたします。竹村主監は、昭和46年に日野町役場に

奉職後、42年間にわたり日野町発展のためにご尽力をいただきました。私と同じ課

での勤務は竹村主監が総務課電算係長のときの２年間のみでございましたが、私の

後任として、近年では企画振興課長や中部清掃組合の事務局長をお努めいただきま

した。思い返しますに、総務課電算係長のときには役場事務のコンピューター化、

初めて事務所内に入るコンピューター化でございます、財政事務等の電算化に取り

組まれたところでございます。都市計画課住宅係長のときには、改良住宅の譲渡に

取り組まれました。これは、滋賀県で２番目でございました。当時、私は企画財政

課長でございましたが、今は亡き山本光雄助役がこのことを高く評価されておりま

して、そのことを私に告げられたところでございます。福祉課専門員のときには、

シルバー人材センターの設立に取り組まれました。建設課長のときには、財政難の

ときでございました。非常に苦しいときでございまして、行政懇談会での要望対応
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にご苦労をいただきました。企画振興課長のときには市町村合併問題に、中部清掃

組合事務局長のときにはごみ処理施設の建設に大層ご苦労をなされたところでござ

います。42年間にわたり、本当にご苦労さまでございました。 

 さて、竹村主監への質疑は、議第29号、平成25年度日野町一般会計予算に関しま

してお伺いいたします。予算説明書事項別明細書29ページ、歳入、第20款諸収入・

第４項雑入・第２目雑入・第１節総務費雑入、説明欄の団体生命保険取扱手数料148

万4,000円について伺います。平成24年度当初予算額は127万1,000円であり、対前年

度21万3,000円の増となっております。皆さんも覚えておられると思いますが、昨年

の３月議会での私のこの団体生命保険取扱手数料に対しての質問に対しまして、会

計管理者は郵便局からの取扱手数料の徴収に向けて取り組む姿勢を示されました。

また、昨年の９月議会での竹村主監の答弁は、このことに関しまして郵便局と協議

中でございました。この対前年度21万3,000円の増は、郵便局から納入される分が増

えているのかどうか。郵便局から支払われるべき取扱手数料は年間50万円程度に上

ると思っておるんですが、郵便局との交渉経過を含めてお伺いをいたします。 

 次に、私と同様に定年を待たずに早期退職をなされると聞き及んでおります、久

村重次教育次長にお伺いをいたします。久村次長は昭和47年に奉職後、41年間にわ

たり日野町発展のためにご尽力をいただいたところでございます。私の在職中には、

若いときには私的には野球部やゴルフ部で楽しく過ごさせてもいただきました。公

務の面では、私の企画財政課長のときには企画係長として、福祉課長のときには福

祉係長として、産業建設主監のときには産業経済課長として、至らぬ私をお支えい

ただいたところでございます。また、最後は私の後任として教育次長をお務めいた

だいております。思い返しますに、私が建設課で席を同じくしていたときには、必

佐小学校学習棟建設の担当者として取り組んでおられました。企画係長のときには、

新しい淡海文化創造事業、これは県の事業でございますが、この事業として日野町

の人口と同じ２万3,000本の桜の木を日野町に植樹し、花の町であります日野町を明

るい未来のまちづくりを行う事業として取り組んでいただき、最終的には２万3,000

本まではいきませんでしたが、２万475本の桜の植樹となり、春になれば、これから

春になってまいりますが、日野町内のあちこちで、今では大きくなった桜が咲き乱

れております。社会教育課長補佐のときには、公民館勤務の町職員が公民館関係の

団体公金689万円余りの横領事件が発覚し、地域との信頼関係の再構築に取り組んで

いただきました。総務課長のときには政変による町長交代、教育次長では現今の最

大の行政課題であります学校給食問題に大層ご苦労をいただいております。41年間

にわたり、まことにご苦労さまでございました。 

 さて、久村次長への質疑も、議第29号、平成25年度日野町一般会計予算に関しま

してお伺いをいたします。予算説明書事項別明細書105ページ、歳出、第10款教育費・
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第６項保健体育費・第３目学校給食費、説明欄の職員人件費と学校給食運営事業に

ついて伺います。職員人件費6,376万3,000円は給食調理員正規職員11人分であるの

か。また、これを、11人分であるなら、11人分で割りますと１人当たりにすると約

580万円になりますが、そのことを伺います。学校給食運営事業の共済費と賃金の合

計額2,140万9,000円は、給食調理員臨時フルタイム職員９人分とパート職員４人分

なのか。また、この数値に考えますと、１人当たりにすると臨時フルタイム職員は

約200万円、パート職員は約85万円となると思われるがどうでしょうか。そうすると、

中学校給食事業に要する人件費は、正規職員３人分で1,740万円、臨時フルタイム職

員２人で400万円、パート職員４人で340万円、合計2,480万円と考えるところでござ

いますが、これでよいのかお伺いをいたします。 

 また次に、久村次長と同じく、定年を待たず早期退職をなされると聞き及んでお

ります塚本信雄商工観光課長にお伺いをいたします。塚本課長は昭和49年に奉職後、

39年間にわたり日野町発展のためにご尽力をいただきました。私の在職中は、同じ

西大路区の職員として、地区職員会での旅行や懇親会で楽しいひとときを過ごさせ

ていただきました。公務面では、私の教育次長のときには生涯学習課長として、50

代半ばにして初めての職場へ異動になった私を、困惑する至らぬ私をお支えいただ

きました。生涯学習課長のときには、町民会館の指定管理者制度の導入に取り組ま

れました。また、自立のまちづくりを図る一環として、公民館職員の地域雇用化に

取り組んでいただきました。公民館職員の地域雇用化は、確か平成12から13年度で

あったと思いますが、当時の教育次長が取り組まれたところでございますが、地域

の強い反対によりとんざした案件でもございました。39年間にわたりまして、社会

教育事業をはじめとする町政の進展にご苦労さまでございました。 

 さて、塚本課長への質疑も、議第29号、平成25年度日野町一般会計予算に関して

お伺いをいたします。予算説明書事項別明細書75ページ、歳出、第７款商工費・第

１項商工費・第３目観光費、説明欄の観光振興事務事業、第19節負担金、補助金及

び交付金、びわ湖近江路観光圏協議会負担金110万4,000円について伺います。本年

１月22日、官民で観光事業を展開するびわ湖近江路観光圏協議会より、東近江市と

竜王町の２市町と関連する観光協会など、計５団体が脱会されると発表をされまし

た。脱会の理由は、東近江市も竜王町もともに、公共交通機関の窓口的役割はＪＲ

近江八幡駅でありますが、駅のある近江八幡市が協議会に参加しておられず、観光

振興の連携効果が他の協議会参加市町と比べて著しく薄いことであります。この脱

会により、協議会参加市町は彦根市、長浜市、米原市、多賀町、豊郷町、甲良町、

愛荘町と当町の３市５町となりました。日野町以外の３市４町は湖北と湖東の市町

であり、当町のみ中部地域からの参加であります。また、日野町は、脱会された東

近江市と竜王町よりもＪＲ近江八幡駅からさらに遠方の町であります。当町に、負
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担金110万4,000円を払うだけのメリットがあるのかどうか。東近江市と竜王町と一

緒に脱会されたらどうでしょうか。お伺いをするところでございます。 

 次の質問からは通常の形の質疑を行わせていただきます。まず、議第19号、平成

24年度日野町一般会計補正予算（第４号）に関しまして何点かお伺いをいたします。

補正予算書８、９ページ、第４表 地方債補正についてお伺いいたします。昨年の

３月議会で、「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

状と乖離しないように」と、当時の西川総務課長にただしましたが改まりませんで

したので、12月議会で再度、「せめて利率3.0パーセント以内に改めるべき」と平尾

総務課長にただしましたところ、今回、追加分から3.0パーセント以内に改められま

した。一定の評価をさせていただきますが、変更分は従前のままの4.0パーセント以

内であります。何ぼでもこれは変更することができるのに、なぜ、すべての借り入

れ分を3.0パーセント以内に今回改められなかったのか、平尾総務課長にお伺いをい

たします。 

 次に、補正予算書事項別明細書41ページ、第６款農林水産業費・第１項農業費・

第４目農地費の農業基盤整備促進事業7,340万円についてお伺いいたします。先ほど

の全員協議会で、若干、池内課長からご説明もあったところでございますが、もう

尐し詳しく工事箇所と箇所別の金額をお示しください。担当課長の池内農林課長に

お聞きいたします。 

 次に、補正予算書事項別明細書45ページ、第８款土木費・第２項道路橋梁費・第

２目道路新設改良費の社会資本整備総合交付金事業6,150万円についてお伺いいた

します。この件につきましても、工事箇所と箇所別の金額をお示しください。担当

課長の岸村建設計画課長にお聞きいたします。 

 次に、議第22号、平成24年度日野町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第

１号）と議第32号、平成25年度日野町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算に関し

ましてお伺いいたします。ご存じのように、既にこの資金貸付事業は終了をいたし

ておりますので、この特別会計を廃止して、過年度から入ります過年度元利収入は

一般会計の歳入、第20款諸収入・第４項雑入・第２目雑入・第６節土木費雑入に改

められてはどうでしょうか。また、特別会計のこれを廃止しますと、この廃止に伴

い住宅新築資金等貸付事業基金も廃止されてはどうでしょうか。この件も、担当課

長の岸村建設計画課長にお聞きいたします。 

 次に、議第29号、平成25年度日野町一般会計予算に関しまして何点かお伺いをい

たします。まず、予算説明書事項別明細書39ページ、歳出、第２款総務費・第１項

総務管理費・第６目企画費、説明欄の企画事務事業、第19節負担金、補助金及び交

付金、全国小さくても輝く自治体フォーラムの会負担金91万6,000円についてお伺い

をいたします。去る５日の議員全員協議会での高橋企画振興課長の説明では、開催
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地負担金、会場使用料とのことでありました。同じく、平成25年度に開催されます

滋賀県青年大会負担金、開催地負担金、わたむきホール会場使用料は60万円であり

ます。この金額差31万6,000円について、何に使われるのか、担当課長の高橋企画振

興課長にお聞きいたします。 

 次に、この全国小さくても輝く自治体フォーラムの会を日野町で開催されること

となった経緯を町長にお尋ねをいたします。私たち、日野町議会の学習会、情熱ク

ラブの議員が、昨年の10月９日、10日と、平成24年度町村議会議員特別セミナー研

修に参加をいたしました。９日の夜に交流会があったんですが、この９日の夜の交

流会の席で、竜王町より参加されておられました若井敏子議員さんより、「蒲生さん、

来年６月に日野町へ来ていただけるようＰＲして回らなあかんで。私、みんなにか

わってＰＲしてんねん、早お蒲生さんも回っといで」と、こういうふうに言われま

した。「何のことですか」と問いましたら、「知らんのか、来年６月に日野町で全国

小さくても輝く自治体フォーラムの会が開催されるんや」とのことでありました。

私が知らないだけで議長はもう既にご存じかなとこう思いまして、研修会終了後、

杉浦議長になぜかと、こういうふうに聞きました。「何で日野町議会議員が知らない

ことを竜王町議会議員が先に知っておられるのか」と、こういうふうに議長に尋ね

ました。また、このようなことが起こらないように申し入れてくださいと。そこで、

議長も知られませんでしたので、杉浦議長が町長にただされましたところ、まだ何

も決まっていないとのことであったそうで、こういうふうに私はお聞きをいたしま

した。だから、この開催は竜王町で開催されるのかなと、日野町から竜王町にかわ

って開催するのかなと、こういうふうに思っておりましたが、10月９日の日に若井

議員さんが申されましたとおり、６月に日野町での開催となりました。何でやねん、

いつどのような場でこの開催が決まったのか、私にわかりやすいよう、町長、ご説

明をください。 

 次に、予算説明書の給与費明細書、事項別明細書111ページの（３）、給料および

職員手当の状況、エ、昇給欄の労務職の職員数が前年度より３人増となっておりま

すのは給食調理員３人の増によるものかどうか、平尾総務課長にお伺いをいたしま

す。 

 そして、今日提案をされました議第40号、平成24年度日野町一般会計補正予算（第

５号）についてお伺いをいたします。今日配られました地方債現在高調書を見てみ

ますと、平成22年度末の地方債の現在高は約67億円。平成23年度末の現在高も約67

億円で、変わらないところでございます。これが、実際借りられるのは25年度にな

ってくると思いますが、24年度に借りるという形の24年度末の現在高見込み額は約

81億円。22年から23年は増えていないのに、この１年間で約14億円の増となります。

詳しくは13億9,269万2,000円の増と、こうなります。国の経済対策とはいえ、また
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補正予算によるとはいえ、非常に大きな金額でございます。これを見て、さっきぱ

っと計算したので、20.8パーセントですかね。調べたものをどこかへやってしまい

ましたが、この金額は１年に20.8パーセントも伸びると、こういうところでござい

ます。このようなことは、わたむきホール虹のときにあったか、なかったかな。こ

のような記憶しか、先ほど、急遽の提案ですので調べはしてませんが、それ以来か

なと、そのときくらいかなと思うんですが、私も地方財政は積極論者でございまし

て、地方債の借り入れは賛成の立場でございました。ブキャナンの理論を、私もそ

れは認めるところでございます。しかしながら、１年間で20パーセント。先ほどの

齋藤議員の日野町の財政は大丈夫か、との答弁で一般財源の持ち出しはないと、こ

ういうふうに平尾総務課長答えられました。50パーセントが交付税算入されると、

あとの50パーセントは後年度負担になってくると、こういうところで。これは、借

りた50パーセントは孫子にツケを残すと、こういうところになる。非常に大きな金

額でございます。こういう面をどういうふうにとらえて、国の経済対策、こういわ

れるも、しかし何ぼそうであっても一定の歯どめ、これは必要かなと、こういうふ

うに私は思うところでございまして、その点について町長にお伺いをいたしたいと、

かように思います。 

 また、この議第40号、平成24年日野町一般会計補正予算（第５号）についてでご

ざいます。先ほどの全協の説明の中で、久村教育次長の方から説明があったんです

が、桜谷小学校の大規模改修事業で、給食棟の改築と、こういうふうなのがあった

ところです。我々の知っている、今、私が知っている計画では、改修、増築でござ

いました。今ある給食室を改修し、そして新築分を増築すると、こういう計画でし

た。これが、先ほどの説明では改築です、改修でなくて改築、新たにつくり直すと、

こういう説明でございました。いつからどういうふうに、室が棟に変わったのか。

これについて、今日初めてお聞きをしましたので、いつからどうなって変わったの

か。たぶん、後ほど中西給食特別委員長も質問をされるのかなとこういうふうに思

いますが、この点まずお聞きをいたしたいなと思います。この点は、責任者であり

ます教育長にお伺いをいたします。 

 そして、最後にもう１つ、これは要望という形になりますが、保育所こばと園が

２億5,000万円かけて改築、これは改修じゃなくて改築、先ほど申し上げた新たにつ

くるというので改築でございますが、２月の臨時会、まだ１月前ですので覚えてお

られると思いますが、このときに申し上げました。冷やかしで応札するような、町

外業者を指名せず、町内業者が町内の小規模業者とジョイントを組むとか、こうい

う共同体として参加できるようにとこういうふうに申し上げましたら、まあ検討を

すると、こういう副町長の答弁でございました。こういう答弁のとおり行ってくだ

さるよう期待をいたして要望をしておきたいと、かように思います。 
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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。町長。 

町長（藤澤直広君） 蒲生議員からたくさんのご質問をいただきましたが、私にとい

うのは２点ございましたので、まず最初にお答えをさせていただきたいと思います。 

 まず、最初、小さくても輝く自治体フォーラムの開催についての経過はどうなの

かと、こういうことでございます。これは、尐しさかのぼりますが、平成16年だっ

たか15年だったかちょっと私も忘れましたが、平成の大合併が大変全国で言われて

おったときに、長野県の栄村で合併だけが自治体のとる道ではない、違う道もある

んじゃないかと、こういうような形で全国の合併をしないというよりも、問題意識

を持つ自治体が栄村に集まりまして、違う方向についても議論をしようという形で

広まったものでございまして、特に何年後か先には福島県で大変有名になりました

矢祭町でも全国小さくても輝く自治体フォーラムが開催をされてきて、地方自治と

は何ぞやと、小規模自治体はどうあるべきなのかと、こういう議論がされてまいっ

たところでございまして、そうしたところに研修等にも寄せていただいたことがご

ざいます。そうした中で、私もその自治体フォーラムの参加メンバーということに

なってございます。そのように、何年か全国で開かれる自治体フォーラムに参加を

させていただいたところでございますけれども、そうした中で、実行委員会の方か

ら日野で開催することについてもどうなのかと、こういう打診がございました。多

分５月ぐらいだったかなというふうに思いますけれども、しかしながら、ご承知の

ように５月というのは選挙の前でございまして、そんなことを約束できるものでは

ないということで、その態度表明はしなかったわけでございます。そうした中で、

７月になりますか、改めて開催の意向打診があったところでございます。ずっとこ

の間、全国で世話になってきた経過がございますので、私もそれを受けとめる方向

で協議をするということにいたしました。そうした中で、滋賀県には６町の町がご

ざいますので、６町の町の皆さんとも相談をしながら、共同開催といいますか、お

互い連携を図りながらやるという方向などについても、町村会などでも議論をいた

してきたところでございます。そういう形で、開く方向で相談を実行委員会として

きたというのが経過でございます。しかしながら、だれをどう呼ぶのかと、どんな

企画でどうやるのかということもまだまだ明らかになっていない段階でございまし

たので、議長からも、先ほど議員がおっしゃった若井さんの話もありまして、私が

議長に申し上げたときにそういう返事が返ってきたのだったと思うんですが、まだ

そんな話をよそから聞いたという話でありましたので、それは細部が決まってない

段階だったので、細部が決まれば当然説明をさせていただき、協力要請をさせてい

ただくという話をさせていただいたわけでございます。そうした中で、６月の29、

30、土日に日野町で開催をするということで、実行委員会の方からも詰めをやって

おるところでございまして、議長の方にも歓迎のごあいさつ等のお願いをさせてい
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ただいたということでございます。若井さんの話が、今、10月９日というお話であ

りましたけれども、若井さんも自治体問題研究所の会員でおられますので、そうい

う状況の中で、まだ骨格が決まってない中ではあったけれどもそういうことを知る

ということになったのだというふうに私は思っています。私は、当然、日野町で開

催するということでありますので、議会の皆さんにも、あるいは６町の議会の皆さ

んにもご協力をいただきたいと、そういう思いでおりましたので、正式にといいま

すか、中身が決まってくれば当然、相談といいますか協力要請をさせていただこう

と、こういうことでありましたけれども、不確定といいますか、まだそういう状況

のもとで違うところから耳に入ったということについては、私ももっと早い段階か

らご相談しとくべきだったのかも分からない。こういうふうに反省をいたしておる

ところでございます。 

 次に、今回の補正予算について、起債が大幅に増えるではないかということで、

起債を活用することに反対はしないが余りにも多過ぎるのではないかと、こういう

ご指摘でございます。私も、そういうことについては、大変今回の予算もどこまで

どのようにということについては悩むといいますか、おっしゃる点から含めて思い

入ったわけであります。しかしながら、今回の補正予算は、経済対策ということで

10兆円規模の補正予算が講じられるということでありました。確か正月の年始のあ

いさつ会でも申し上げましたけれども、10兆円規模の補正予算ということになるな

らば、当時まだ中身が分からなかったですけれども、日野町でいえば、兆円という

のは億円に大体かわるもんですよという話をさせていただきながら、10兆円規模な

らば10億円ぐらいの規模の経済対策に日野町もかかわる可能性がありますよと、こ

ういう話をさせていただいたわけであります。私はその時点で、10億円ものことは

というふうに思っておったわけであります。しかし、それが、年末あらかたが明ら

かになり、町の方に具体的な補正予算のスキームが明らかになってきたのは、明ら

かというのは、今でもまだ明らかじゃない部分があるんですけれども、あらかたの

考え方が、ほぼ外郭が見えてきたのは１月の下旪ぐらいでございました。それまで

に、農林水産省関係だとか国土交通省関係などについては１月４日までに数字を上

げてこいというような話もあったわけでありますが、そういう１つは、25年度で実

施すべき事業を24年度に前倒しをしてすると。これが大体、国土交通省、いわゆる

道路の社会資本整備事業、さらには下水道関係、農村下水などを含めた基本的な考

え方であったわけであります。そこに、農林省関係の農業基盤整備促進事業がかな

りのボリュームで国の方では措置をされたということでございまして、この補正予

算のナンバーワンの方には、7,000万程度の農業基盤整備事業の予算を出させていた

だいております。これはご承知のように、今年度において２億5,000万程度の農業体

質強化基盤整備事業をやっておりまして、農道舗装など約30キロレベルの大変大き
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な事業を町内各地でやらせていただいたわけであります。したがって、大分集落も

整備が進んだので、あとは目玉的なところをやるということで、この七千数百万円

をナンバーワンの補正で出させていただきました。しかしながらというよりも、そ

れ以降、２月に入ってから、農林水産省の方から職員がわざわざ日野に来られまし

て、こういうよい制度ができたのでぜひもっと活用してほしいと、こういうような

要請もあったわけでございます。そういう国じきじきの要請もあったことから、こ

れについてももう一度庁内で議論をする中で、町内の集落の皆さんなどにご要望を

お聞きすると。こういうようなことをいたしたところ、今回の補正予算ナンバーツ

ーで約１億5,000万程度の農業体質強化の要望が上がってきたと、こういうようなこ

とに結果としてなったところでございます。あわせて、しなくてもよい事業にお金

を突っ込むということはあってはならないことだと私は思っておりますので、そう

した中で、文部科学省関係につきましては、幸い日野町は桜谷小学校の大規模改修

を今年度実施設計をやり、来年度まさにやるというどんぴしゃの時期でありました

ので、これはしっかりと取り組もうということで、この部分については桜谷小学校

の大規模改修を約４億6,000万、今回計上をさせていただいているところでございま

す。文部科学省の交付金は、ご承知のように３分の１補助であります。道路などは

２分の１補助なんですが、文部科学省は３分の１補助と言いながら実際は６分の１

だとか、蒲生議員ご承知のとおり、薄めて、面積と単価で薄めると、こういうよう

なことが常の文部省であります。しかしながら、今回については安倍政権の緊急経

済対策ということもありまして、実勢の工事費の、ほぼですよ、全額じゃないです、

ほぼ３分の１が交付金で措置されるという、大変通常よりも有利な交付金が措置を

されておるということでございまして、桜谷小学校はまさにやろうとしていたもの

をどんぴしゃでやるタイミングに来たということでございます。それともう１つは、

大きな事業は、小学校へのエアコン設置でございます。これも、これまでからエア

コンを設置してはどうかという議会質問がございまして、教育長の方などからも暑

い夏、エアコンの必要な部分も分かるが、体温調整機能をはじめとして子どもたち

の健康管理も含めて、そればっかりであるのがいいのかどうかも考えなければなら

ないというような趣旨の答弁があったわけでありますが、ご承知のように、この空

調機の設置も県内で、もうかなり進んでまいりまして、そういう中で日野町につい

ても、日野町だけがエアコン設置をしないということも難しかろうと、こういうよ

うな議論も踏まえて、また教育委員会の委員さんの会議の中でもエアコン設置につ

いての話も出ておりました。そうしたことから、今回の有利な補正予算事業を活用

して、小学校、桜谷を含む５校についてやろうではないかと、こういうようなこと

を教育委員会と協議をする中で判断をいたしたところでございます。このエアコン

設置につきましても、実勢工事費３分の１が交付金として措置されるという大変有
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利な制度でございましたので、そうした判断をいたしたところでございます。さら

に、こばと園も今お話があったところでございますが、こばと園についても、ご承

知のように、公立保育所については施設整備費についても運営費についても一般財

源化をされたことから補助金が全然出ないという、ご周知のとおりでございます。

しかしながら、今回、国内産の木材の有効活用という趣旨の、いわゆる林業サイド

の補助金を受けることによって、２億5,000万でしたか6,000万でしたかの２分の１

の補助を受けられるということで、全く単費でやらなければならない事業を２分の

１の補助金を受けることで実施をできるということは大変有利な制度でございまし

て、このこばと園についてもまさに老朽化しておる建物でございましたので、これ

は改築しなければならない。さらには、昨今の待機児童的な入所を待っていただい

てる状況からも、早急に実施をしなければならない。こういうことから、これも今

のタイミングで実施をすることが一番有利な事業になってくると、有利な財源措置

になってくると、こういうようなことでございまして、桜谷の大規模改修もエアコ

ン設置もこばと園の改築も、これはここ２、３年でやらなければならない事業であ

ることは間違いがないということでございますので、それを思い切って、せっかく

の国の経済対策の有利な対応をできる現時点でやっていこうと、こういうような判

断をいたしたところでございます。ご承知のように、この国の経済対策は補正でご

ざいますので、国がやれと言ってもなかなかやれないということから、基本的な理

念としては、先ほど総務課長が答弁いたしましたが、国庫補助金の補助裏の８割の

負担を国がすると。制度は補正予算債とからんで尐し煩雑でありますが、基本的な

理念は地方の負担を１割程度に抑える。こういうような形の中で、地域の元気臨時

交付金１兆3,980億円が配分をされるということになるものでありますので、こうい

う有利な財源を、ここ数年の間にやらなければならない事業ということを思って対

応をしようという判断をいたしたわけでございます。しかしながら、この地域の元

気臨時交付金は、ペーパーとしてはホームページにアップされておりますが、なか

なかどこまでどういうふうに内示されるのかというのはまだ来ておりませんので、

確約はできないところであり、確証は得られておらないわけでありますが、これに

ついては今後、国の方から県を通じて通知があるはずであると、こういうふうに認

識をいたしておるところでございます。たくさんの事業を日野町が実施をするとい

うことで、蒲生議員ご指摘のとおり、私もそういう懸念といいますか、ええのかと、

こういうことについても全く無関心であったわけではございませんが、そういうこ

こ２、３年のうちにやらなければならない事業を前倒しをするということで判断を

いたしました。ちなみに、大津市などでもエアコンの設置を20校ほどするだとか、

長浜市でも二十数校やるだとか、東近江市でも何年か計画で設置するエアコンの、

たぶん最終になると思いますが、かなりの部分を実施するなどの対応をされており
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ますことから、ある意味では、日野町もせっかくの国の有利な制度を使って必要な

事業をすることについて、そういう方向で実施しながら、今後の行財政運営につい

ては、今回たくさんの事業を起債を使って実施するということから、今後の事業実

施についてはそういう起債残高の動向にも注視をしながら対応をしていかなければ

ならないものと、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） 総務政策主監。 

総務政策主監（竹村喜久夫君） 蒲生議員から、議第29号、平成25年度日野町一般会

計予算に関しましてご質問ございましたので、答弁をさせていただきます。事項別

明細書の29ページにございます説明欄の団体生命保険取扱手数料の148万4,000円で

ございますが、これにつきましては、郵便局の簡易保険に係ります取扱手数料23万

3,000円でございますが、これを含む収入見込み額を計上をさせていただいておりま

す。この簡易生命保険の取扱手数料の分につきましては、これまで契約者の保険料

から割り引いておりましたが、昨年３月議会に、先ほどもご質問の中にございまし

たように、蒲生議員からご指摘を受けまして庁内での協議も行い、また郵便局です

とかその該当者との調整を行いまして、新年度から町の収入とさせていただくこと

にいたします。この取扱手数料でございますが、現在、株式会社となっております

かんぽ生命の団体取り扱いにおきましては、ほかの民間の生命保険会社と同様に、

団体事務費として払い込み手数料の３パーセントを消費税と合わせて会社から納入

されると、こういうようなことになっておりますけれども、現在、町の方で取り扱

っております簡易生命保険でございますが、これはその当時の保険契約によりまし

て２パーセントないしは1.7パーセントという取り扱い手数料が決まっているとい

うことでございます。このことから、収入見込み額につきましてもこれをもとに算

定をいたしまして、先ほど申し上げました金額を計上させていただいているという

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） 蒲生議員から、議第29号の教育費の学校給食費にかかわり

ましてのご質問をいただきましたので、お答えをさせていただきます。 

 まず１点目は、人件費の部分でございますが、正規職員11名分、580万という部分

でございますが、これは仰せのとおりでございます。続きまして、学校給食運営事

業の中の共済費、賃金の合計の部分でございますが、2,140万9,000円の内訳でござ

いますが、臨時職員のフルタイムが９名、５時間のパートが３名、４時間のパート

が４名でございます。そして、スポット調理員が320日分見ております。すべて合わ

せまして1,860万2,000円でございまして、それに対しての交通費が100万3,000円で、

1,960万5,000円と共済費180万4,000円になってまいります。 

 続きまして、臨時のフルタイム、またパート職員の１人当たりの単価でございま
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すが、フルタイムの１人当たりの単価につきましては、200日分を計上いたしており

まして、１人当たり130万円。そこに共済費、通勤手当を入れますと、１人当たり155

万6,000円となります。５時間のパートさんにつきましては、１人当たり197日ほど

見ておりまして78万8,000円と、共済費また通勤手当を入れまして96万5,000円とな

ります。４時間パートさんにつきましては、197日で通勤手当、共済も入れまして78

万4,000円となってまいります。 

 それと、中学校の事業に要する人件費でございますが、正規職員につきましては

３人で、新規採用者３名を現在のところ予定をいたしております。共済費また給与

等を入れまして1,156万9,000円でございます。それと、臨時のフルタイムを２名で

264万円、５時間のパートを３人分236万4,000円、それと４時間のパートを１名63

万円でございまして、共済費また交通費を入れまして95万3,000円でございまして、

臨時の職員さんの合計が634万8,000円となりまして、すべて合わせまして、中学校

費の人件費といたしましては1,790万円の人件費となりますので、ご理解のほどよろ

しくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（塚本信雄君） 議第29号、平成25年度一般会計予算にかかわりまして、

観光費、観光振興事務事業のびわ湖近江路観光圏協議会負担金を支払うメリットが

あるのか、また、平成24年度をもって協議会から退会される東近江市、竜王町と一

緒に退会したらどうかというご質問をいただきました。びわ湖近江路観光圏協議会

は、平成21年度から25年度までの５年間、国の認定を受けまして、観光地相互間の

連携によって観光圏を形成し、その観光の魅力の増進により観光誘客を図ろうと取

り組んできているものでございます。平成24年度をもって東近江市と竜王町が退会

されることにつきましては、同じ東近江地域を構成している日野町にとりまして大

変残念なことであるというように思っております。東近江市におかれましては、観

光協会が近年一般社団法人化されまして、ＪＲの活用も考えて独自に観光事業に取

り組まれているというふうに思っております。また、竜王町におかれては、三井ア

ウトレットパーク竜王や道の駅かがみの里など、近年大変多くの誘客を図られてき

ております。日野町にはＪＲの駅はございませんが、名神高速道路や新名神高速道

路などのインターから二、三十分で来られるなど、京阪神や名古屋方面から観光客

もお越しもいただいております。このこともありまして、観光圏として広域での観

光ＰＲをしていることもありまして、この３月10日まで日野の街中で日野ひなまつ

り紀行も行われておりましたが、彦根や長浜などにも行ってきたというようなツア

ー客の方もいらっしゃいます。折しも、ＮＨＫ大河ドラマでは会津を舞台とした八

重の桜が放映されておりますが、平成26年度は秀吉を天下人へと導いた黒田官兵衛

を題材とした軍師官兵衛の放映がもう決定しております。黒田氏の祖先の地、長浜
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市では、大河ドラマ放映に合わせた観光誘客に向けて土壌づくりに取り組もうとさ

れており、びわ湖近江路観光圏協議会でのＰＲ活動も考えておられまして、日野町

ゆかりの、日野町に生誕されました蒲生氏郷公につきましても、戦国をテーマとし

た広域での観光ＰＲを取り組んでいくことによって、氏郷公生誕の地、日野町への

観光誘客につながるのではないかというように思っておりますので、引き続きびわ

湖近江路観光圏協議会での連携を継続していきたいというように考えております。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） それでは、議第19号、一般会計補正予算（第４号）のご質

問でございます。８ページ、９ページの借り入れの率でございます。今回の補正か

ら３パーセント以内とさせていただいたんでございますが、これまでに議決をいた

だきました分については、既に県と借り入れの協議を済ませていただいております

ので、従来どおり４パーセントとさせていただいたところでございます。 

 続きまして、議第29号、平成25年度の日野町一般会計予算の事項別明細書111ペー

ジのエの昇給の部分の労務職の３名増は、給食調理員の増によるものでございます。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（池内俊宏君） ただいま、蒲生議員から議第19号の一般会計補正予算（第

４号）にかかわりまして、事項別明細書の41ページ、農業基盤整備促進事業の7,340

万円につきましての工事箇所と箇所別の金額についてのご質問をいただきました。

当該事業につきまして、４号補正で計上させていただいておりますのは、大きく分

けて工事箇所は４ヵ所を計画をしております。１つ目は、仁本木地先の農道整備で

ございます。この箇所につきましては、24年度、今年度に実施設計をいたしており

ますので、25年度に繰り越しをさせていただく中で、工事費、用地買収、補償等で

約2,600万円を予算計上しております。２つ目が、日田地先の農道におけます国道と

の交差点改良でございます。実施設計、工事費を含めまして、約3,000万を計画をし

てございます。そしてもう１点は、日野地区の河原地先の農道舗装でございます。

今年度、事業をお伺いをしながら実施をできなかったということで、計画をさせて

いただいております。事業費は約740万円でございます。もう１点は補助金でござい

ます。猫田などで地元の実施事業といたしまして、暗渠排水の事業を実施したいと

いうことでの補助金を1,000万円、計画をしております。これにつきましては定額補

助ということで、１反15万円の補助金の事業費でございます。この定額補助につき

ましては、国費10分の10での対応ということになります。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 蒲生議員さんの方から２点ご質問をいただきましたの

で、回答の方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、議第19号の一般会計補正予算（第４号）の土木費、
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道路新設改良費の社会資本整備総合交付金事業の6,150万円の事業内容についてで

ございますけども、この事業につきましては国の緊急経済対策に伴う補正でござい

まして、国土交通省より防災・安全交付金ということで、防災と安全に限定された

ものでございます。内容につきましては、委託料として1,600万円でございます。細

部にわたりましては、橋梁修繕事業の設計業務が８橋で490万円でございます。そし

て、橋梁の簡易点検業務６橋でございます。これは、平成24年度で78橋の簡易点検

を行いましたが、残っておる６橋についての簡易点検業務として50万円でございま

す。そして、橋梁長寿命化計画策定業務として、24年度で行いました78橋の簡易点

検と、そして今回行います６橋の簡易点検、合わせた84橋の長寿命化の策定業務を

行います。420万円でございます。そして、町道舗装路面正常調査でございます。主

要な町道59キロでございますが、これの路面の亀裂、またはたわみの調査を行いま

す。これで一定の条件に当てはまりましたら、国土交通省の交付金事業として道路

舗装の補修事業ができるというふうに考えております。それが270万円でございます。

そして、町道の防災、震災対策調査。これについては、14路線で61ヵ所を予定をし

ております。内容的には、町道ののり面、または擁壁、トンネル等の崩壊のおそれ

があるところの調査でございます。額につきましては370万円でございます。次に、

工事請負費の4,550万円につきましてございますが、これにつきましては、町道の豊

田中山線の歩道整備事業が2,200万円でございます。そして、町道の橋梁長寿命化修

繕事業でございます。６橋でございまして、2,350万円でございます。橋梁につきま

しては、寺尻の安土橋、河原の六枚橋、別所の別所橋、清田の前垣外橋、野出の野

出橋、石原の広域跨線橋でございます。 

 続きまして、議第22号、平成24年度日野町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正

予算（第１号）または議第32号、平成25年度日野町住宅新築資金等貸付事業特別会

計予算の特別会計の廃止をしてはどうかというご質問をいただきました。当予算に

つきましては、借り入れに伴います償還もすべて完了をしておりますが、滞納物件

が８件あることから収納に伴います事務処理等が必要であるということで、現会計

を継続をしているところでございます。蒲生議員さんからの提案もありまして、ま

た平成24年度の補正予算後の予算総額につきまして236万4,000円で、また25年度の

予算総額につきましては53万円ということで、小額な予算でもございます。また、

借り入れに伴います償還もすべて終わってるということから、今後、特別会計およ

び貸付事業基金の基金につきまして、平成26年度よりの廃止に向けて検討を進めた

いというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（高橋正一君） 蒲生議員から、議第29号、平成25年度日野町一般会計

予算の中の企画費の企画事務事業の負担金でございます、全国小さくても輝く自治
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体フォーラムの会負担金91万6,000円の内訳についてご質問をいただきました。この

内訳につきまして、まず１つ目が、わたむきホールを主会場と考えておりますけれ

ども、会場の借り上げ料、それからそのときの備品も含みますけれども、使用料と

いうことで30万円を見込んでおります。それから２点目に、会議に参加されます方

が遠方から来られる方もございまして、宿泊を伴いますので、日野町の中には宿泊

する施設が尐のおございますので、近隣の市町のホテル等に宿泊をされるというこ

とに予定をしております。人数のところは今のところ未定ですが、会場と宿泊施設

等々の送迎用に営業バスを借り上げるということで、これに30万円を見込んでおり

ます。それから、あと、看板等の作成で10万円、それから参加される方への来町の

記念品ということで12万円、それから大会の歓迎行事等の団体等にお願いをすると

きの謝礼ということで２万円程度、その他消耗品で５万6,000円ということで、全体

で89万6,000円をこの開催地の負担金として見込んでいるところでございます。そし

てその他、予算との差額の２万円につきましては、全国小さくても輝く自治体フォ

ーラムの会の通常の会費２万円を足しまして、91万6,000円ということで計上してい

るところでございます。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 桜谷小学校の給食室の改修、増築かまた改築かという点でご

ざいますけれども、新衛生基準に合うように改修するには尐し増築が必要になって

まいります。また、有利な補助金を活用し改修するには、改修より改築の方が現状

の給食室の状況等から工事も進めやすく、また単価もそう変わらないということで

ございますので、改築をさせていただきたいというように思っております。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 今の教育長以外は丁寧なご答弁をいただきました。ありがとう

ございました。最初、町長も非常に丁寧なご答弁をいただきまして、よく分かった

んですが、ただ、今のいろんな高橋課長の答弁の中で経費との内訳を言われました

が、先ほど町長の答弁の中で町村会、６町で協議もしたと、こういうところでした。

だったら、この経費も町村会で一定負担してもらうとかそういう考えはないのかど

うか、これも１つ伺っていきたいなと。いろんな協議をした中で日野町になったと、

こういうような考え、例えば当然そういうことも必要かと。この点、町村会の副会

長でもございますので、町長に後でお答えをいただきたいなと、かように思います。 

 竹村主監の方、郵便局の、申し上げてた件、非常にご苦労をいただいたかなと、

こうやって正常な形になっていったなと、こういうふうに思います。非常にご苦労

をおかけした、申しわけなかったなと思いますが、ありがとうございました。 

 地方債の件で、平尾総務課長からお答えをいただいたんですが、既に借りている

分があるため、こういうような言い方をされた。３パーセントを超えてたらその回
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答でもいいんですが、３パーセント以内であったら変更ができますので、その回答

は非常に間違っておると思いますので、今、何パーセントで借りたのか、既発債は

何パーセントかお答えをいただきたいなと思います。それによっては先ほどの回答

はおかしいと、こういう形になろうかと思います。 

 先ほどの、久村教育次長にご答弁をいただきました中学校の給食事業に関します

人件費の件ですが、先ほども予算の中で職員人件費6,376万3,000円、これは給食調

理員正規11人分であって、１人当たり580万円、これはそのとおりであると、こうい

うようにおっしゃいました。何で、中学校は新人ばっかり３人のこの計算で済むん

ですか。これは、普通はそういうことはしないでしょう。新しく雇用した人３人を

ここに当てる。普通ならば平均の額で３人と、こういう計算になる。これが普通で

あって、580万で３人正規職員当てるんやったら、そこに要する経費は1,740万円、

これが普通であろうと、こういうふうに。これが、トータルで1,790万円にしかなら

ない。これは数字の完全なマジックを言っておられまして、ごまかしにしかないと

思います。 

 その他、先ほどの教育長の答弁もおかしかった。改築したいと、これは今まで給

食特別委員会があったのに、一度もそのとき協議してないのに改築でぼっと今出さ

れた。前はあるものを改修して増築であったのに、変わったら変わったと、それを

変えるときには、一定特別委員会があるのだから、お話するのが普通であろうと。

そのことを一切言わないで改築したい、これはいかがなものかなと。それを含めて、

今の正規職員だけで1,740万円に普通なるのも、トータルで1,790万円と、こう言わ

れたことについて教育長のお考えをお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 小さくても輝く自治体フォーラムについては、６町のうち実は

５町が参加をいたしております。そして、全国町村会もこれには後援をいたしてお

りますので、全国的にそこかしこで開かれているフォーラムについては、その当該

都道府県の町村会を上げてといいますか、協力のもとで開催をされております。し

たがって、私も６町でということで、町村会主催というようなことも考えたわけで

ありますが、今、言いましたように５町しか入ってないということ、さらには、そ

れぞれのフォーラムは、何県フォーラムという形じゃなくて何町なり何村でのフォ

ーラムということが全国的に慣例としてきておりますので、今回の開催についても、

滋賀県町村会として後援的に協力をするということについては６町の町長レベルで

確認をいたしております。しかしながら、その会費の負担等については、一定の負

担はして補助金的に町村会からも出せるものと、こういうふうに思っておりますが、

現在のところではまだその額は決まっておりませんし、あんまり町村会も懐豊かで

ございませんので、そう大きな額を期待できるものではありませんが、町村会から
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の補助、そして開催にあたっての協力と支援ということについては確認をいたして

おります。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） 借り入れの利率でございますが、ちょっと私の言い方がま

ずかったかもわかりませんが、既に議決をいただきました地方債分につきましては、

県の起債の協議書の中にその利率を書く欄がありまして、それが議決をいただいた

そのまま、もう既に出してますので、今回はその分はもう変更をしなかったという

ことでございます。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 中学校の調理員さんの件でございますけれども、正規の方３

人につきましては、経験のある新人の方ということで、年齢も29歳から35歳程度と

いう方を予定しております。そうしたことも含めまして、ほかの方も含めて現在研

修も始めているところでございますので、ご理解をお願いしたいというふうに思っ

ております。 

 それから、桜谷小学校の方の改築でございますけれども、現在、実施設計をして

おりまして、構造的にもやはり必要であるということで改築の方がよいということ

になったと思うんですけれども、給食問題検討特別委員会には、まだ詳細に決定で

きてなかったということでご説明ができてなかったという点につきましてはおわび

を申し上げたいと思います。 

総務課長（平尾義明君） 先ほど、齋藤議員さんのところで、一般財源の持ち出しは

今はないというふうなことで全くないようなお話をしましたが、蒲生議員さんが言

われますとおり、起債の中の充当率は100パーセントなんですが交付税の算入は50

ということで、あと50については今後順番に支払いは起こっていくというふうなこ

とになるということで、訂正をさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 残念ながら、教育長の答弁、まだ納得はできないんですけど、

これから後ほど多くの方が質疑をされますので、その質疑にゆだねたいと思います。

また、委員会等での質疑にゆだねたいなと、かように思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） それでは、何点か質疑をさせていただきます。私は蒲生さんの

ように雄弁ではありませんので、単刀直入に質問をいたしますのでよろしくお願い

いたします。 

 まず、議第11号、日野町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について、こ

れ、先ほど齋藤議員も質問をされたんですけれども、そもそも今回なぜこの条例制

定が必要なのか。施行日もまだ定まっていないというところですので、そのところ
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を教えてください。それと、これは後ほどこの条例ができてから、あと規定なんか

で設けられるのかどうかわかりませんが、地域医療機関との連携についてはどうな

のか、そのところをお願いをいたします。 

 次に、議第19号、平成24年度日野町一般会計補正予算（第４号）についてお尋ね

をいたします。事項別明細書の35ページの民生費、わらべ保育園運営事業、この委

託料が1,060万2,000円減額になっておりますが、この減額理由を教えてください。

続いて、37ページの衛生費、予防接種事業委託料、これも490万円の減額になってい

ますが、その理由を教えてください。 

 次に、議第29号、平成25年度日野町一般会計予算について何点かお尋ねをいたし

ます。これは、まず主要施策の概要からお尋ねをいたします。８ページの民生費、

子育て支援センター事業およびほっと安心子育て支援事業等とありますが、これの

具体的な事業を教えてください。それと、次に、わらべ保育園運営事業、この負担

金および補助金でありますけれども、100人定数に対して150人もの応募があるため

に１園増築というふうに説明をされましたが、次に建てられる保育園は何人定員に

されるのかお尋ねいたします。続いて、公立保育所こばと園整備事業について、こ

れも改築に際して定員増を図るとありますが、これも何人にされるのかお尋ねをい

たします。そして９ページ、衛生費、予防費の予防接種、今回、ヒブ、肺炎球菌、

子宮頸がんの３種が国の予防接種事業になったということの説明がありましたが、

そのことでどういうふうに変わるのか。接種者の負担等についてお尋ねをいたしま

す。続いて、21ページの教育費、県の35人学級の実施にあたり、日野中学校では何

学年を実施をされようとしているのか。また、ここで35人学級または尐人数学習の

対応というふうに書いてありますけれども、ここについてお尋ねをいたします。 

 続いて、平成25年度一般会計予算の事項別明細書の方でお尋ねをいたします。先

ほど蒲生議員からも質問をされましたが、105ページの学校給食費についてなんです

けれども、職員の人件費が6,376万3,000円、学校給食運営事業の共済費が180万4,000

円、賃金が1,960万5,000円というので、これの合計が8,517万2,000円になると思う

んですが、これから平成24年度の同じ計算を足してみますと6,854万円になって、そ

の差が1,663万2,000円。これが中学校の人件費なるのかなというふうに思ったんで

すけれども、話聞いてみますと職員の出入りが、退職されるとか新採とかいうのが

ありますので変わってくるんだなというふうに思いましたが、昨年の私の一般質問

では大体2,030万ぐらいの人件費の予想をというふうに聞いてたのが、先ほどの答弁

で1,790万円というふうに答えられましたね。以前の給食特別委員会での資料の中で、

近江八幡市の金田小学校や桐原小学校などの民間委託の手数料、これ23年度分、そ

れと比べるとさほど遜色がないように思われますがどうでしょうか。 

 続いて、追加補正の議第40号、平成24年度日野町一般会計補正予算（第５号）に
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ついてお尋ねをいたします。空調設備で、小学校への設備というふうに聞きました

が、あと、中学校や幼稚園についてはどういうふうにされるお考えでしょうか。ま

た、今回これで対応するとなると、この小学校についてもいつから使用可能なのか。

それと、今の暖房用具があるんですけれども、その暖房用具をどういうふうにされ

ようとしているのか。以上、お尋ねをします。 

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

課長。 

福祉課長（岡 常夫君） 今、池元議員の方から、３月補正予算等を中心に何点かご

質問をちょうだいしました。まず、新型インフルエンザの条例の制定でございます

が、なぜ今の時期かということでございますが、この国の方の特別措置法でござい

ますが、昨年の５月に法律が定まりまして、施行は１年以内に施行するというふう

になっておりますので、恐らく25年の５月11日までに施行されると。想像では４月

からの施行になるかなということで、今、全国の市町村でこの時期の議会提案が８

割方でされてるかなと思います。ただ、滋賀県でも６月の議会にということを今検

討されてるところもあったように聞いてるんですけれども、６月になりますと先に

法が施行されておりますので、その間にもしも緊急事態等が発生した場合の対応に

ついて困ることがありますので、今回、滋賀県でもほとんどの市町でこの時期に提

案をさせていただいたということでございます。条例の施行日は、そのようなこと

もありまして、法律の施行日に合わすということの提案をさせていただいておりま

す。なお、規程の方であと定めるということの中で、地域の病院等の医療機関との

連携、また保健所との連携でございますが、まず１点目、保健所との連携は、県の

方の本部会議等で一定の方針が出されるということと、今後、国が行動計画を政府

として作成をし、それをもとにまた都道府県が行動計画を策定をいたします。それ

を参考にしまして、町の方も行動計画の中でどの医療機関でどのような体制をとる

か、俗に言う、３年前に起こりましたパンデミックといいますか、そのような対応

にどう対応するか、また、東近江行政組合の休日急患診療所、今度、滋賀病院の敷

地内にこれまでの八日市の診療所が新たにオープンするように、今、建設工事が始

まるわけですが、そこの中でも、緊急時の待合室の設置とか通常の救急の入り口と

感染が発生したときの入り口を別に設けるとか、そのような工夫も今後されていき

ますし、エアテント等をどこの機関がどのように設置を購入をするとか、それも今

後の行動計画の方で近隣と調整をしながら定めていくというふうになるのかなとい

うふうに考えております。いずれにしても、法律が施行されまして、早い段階で県

の方から行動計画なり指針が示されるのではないかなということで考えております。 

 ２点目に、３月補正の事項別明細書35ページのわらべの保育園運営補助で1,060

万2,000円の減額でございます。これにつきましては、当初ゼロ、１、２歳を中心に
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低年齢児が増えるであろうということで、特にゼロ歳児、乳児ですが、15人分の受

け入れをわらべさんでお願いをしようということで考えておりました。15人分とい

いますと、１人頭１ヵ月16万1,000円の金額が要るわけでございます。それが月平均

をしまして10名ということで、一応わらべさんの方も抑えていただくことができま

したので、これだけで1,000万の減額になりました。その分のゼロ歳児なり乳児につ

いてどうしたかといいますと、ほかの公立園でもゼロ歳児等をぎりぎりの人数まで

お預かりをし、わらべさんの方には主に３、４、５歳の方に多く入っていただくと

いうことにさせてもらいました。その関係で、わらべさんの方で、年齢の高い方に

お入りをいただきますと運営補助は単価が下がりますので、その分、申しわけなか

ったんですが、わらべさんの方で減額ということになったところでございます。 

 それから、同じく37ページの方の予防費の予防接種事業で490万円の減額でござい

ます。これにつきましては、基本的に一番大きかったのは日本脳炎の接種者の減で

ございます。見込みでは年間2,200人ほどがお受けをいただけるであろうという想定

をしておりましたが、1,600人ぐらいでございました。１回当たりの単価が7,000円

でございますので、これで489万円の減額になったわけでございます。これは、22

年度で1,300人、23年度で1,200人ということであって、今後、接種者が増加すると

いう見込みを立てておりましたんですが、昨年10月に日本脳炎の残念なことに死亡

事例等がございまして、そのことも影響してか接種数が減ったということが原因の

１つではないかなということで考えております。 

 それから、子育て支援センター事業とほっと安心の事業についてということでご

ざいますが、子育て支援センター事業は地域子育て支援事業ということの中でも行

ってはおるんでございますが、この事業は、国等の制度の中でこの事業とあとつど

いの広場事業というのがあるんですが、現在、子育て支援センター事業は日野福祉

会、わらべ保育園の方に事業委託をさせてもらっているものでございます。ほっと

安心子育て支援事業ということで、無料クーポン券を24年度から６ヵ月からの方に

お配りをし、利用をいただく先をわらべの方で運営されています子育て支援センタ

ーでしてもらっているということでございます。なお、子育て支援センターにつき

ましては、日ごろから何人かの、ゼロ歳児から３歳児までぐらいの子どもさんを持

った、主にお母さんでございますが、そちらの方へ行って１日過ごしておられる方、

また弁当持ちで行かれる方、半日の方、いろいろおられるんですが、事業委託をし

ております。また、大きな意味では、これは次世代育成支援行動計画の中で児童虐

待の未然防止ということを含めた事業でもございますので、保育所ならびに幼稚園

等に行っておられない、また地域の子育てサロンとかに行っておられない方で、家

に閉じこもっておられて不安をいっぱい持っておられる親御さんを中心に、そうい

うところに来ていただくことによって不安感等からの脱出ならびに児童虐待を未然
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防止していこうということの含みも持った事業でございます。 

 それから、わらべ保育園の今度の増園のお話でございます。これは相当数、公立

の園も希望が多いんですが、わらべさんは特に希望が多いということでございまし

て、50人から60人程度の規模の園を１園増園をしようという思いを持っていただい

ているということでございます。それからこばと園でございますが、現在定員60人

でございますが、あおぞら園も今75名まで尐し増設をしまして増やしておりますの

で、あおぞら園同等の75人程度、15人増ということで設置がしていけるように努力

したいなということで考えております。 

 予防接種事業の中では、定期接種になったことで負担等のことでございますが、

これまでこのワクチンについては接種緊急促進事業というのがありまして、24年度

で廃止になって、これが定期接種ということになりますので、これは一応町の方で

負担をさせていただくものになりますが、この分を町費で持ち出すわけでございま

すが、交付税に含むということになり、これも含めていろんな事業が、税でいいま

す、年尐扶養控除の廃止による税収増をそちらに充てるようにとか、いろんな連絡

といいますか、通知なり指示が国ならびに県を通じて入ってる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、池元議員からの議第29号の主要施策にかかわり

ましての35人学級の関係でご質問をいただきましたので、お答えをさせていただき

ます。今回、県で35人学級を拡大するということで、日野町におきましては中学校

２年生を35人学級対応という形でとらさせていただいた部分でございます。３年生

につきましては、尐人数学級を行わさせていただきました。それで、県費で対応で

きない部分につきましてを、町費の方で予算計上をさせていただきました。嘱託職

員を１名分と、これにつきましては英語の担当ということで思っておるところでご

ざいます。それと、時間給で、週20時間、35週という形で臨時職員さんを予算計上

をさせていただき、県で対応できない部分につきまして、町費の方できめ細やかな

学習支援ということで計上をさせていただいたところでございます。 

 続きまして、事項別明細の105ページの学校給食費にかかわる部分でございます。

これにつきましては、先ほども蒲生議員の方にお答えをさせていただいたところで

ございますが、今年度から３名分の正規職員を配属ということで、中学校給食を実

施をさせていただく部分でございます。今年度につきましては、各小学校の調理員

さんにも個々に聞き取りをさせていただき、今後の中学校給食の対応をさせていた

だいたんですが、なかなか新衛生基準という部分ではなれてもらってないというこ

とで、研修等はさせていただきますが、そういった関係から新規採用の３名につい

て配置をさせていただいたところでございます。この方々につきましては、若い方

でもありますし、以前そういったセンター等の経験者であることから配置をさせて
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いただいたところであります。そういったところから、新規正規職員さんで1,156

万9,000円と、臨時またフルタイムの方、時間給のパート職員さん634万8,000円を合

わせまして1,790万円というような人件費を、今のところ計上をいたしておるところ

でございます。それと、金田小学校等の委託と差がないのではないかということを

言われたのでございますが、その委託内容等につきましてはちょっとこちらの方も

把握をいたしておりませんので、そういった部分につきましてはちょっとお答えを

しかねますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 続きまして、議第40号にかかわりまして、中学校、幼稚園のエアコンについては

今後どうなのかということでございますが、一般質問等でもお伺いしておるところ

ではございますが、やはり今後、早い時期に校園長会等の中で意見をお聞かせいた

だき、設置の方向で考え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。それと、クーラー設置の時期でございますが、やはり、工事期間につきまし

ては夏季休業中に行わさせていただきますので、秋以降から使用ということになろ

うかと思います。それと、もう１点の暖房器具についてでございますが、基本的に

はエアコンを設置すれば暖房器具については撤去というような方向を思っておると

ころでございますが、そういった点については、今後、学校との協議をして対応を

してまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） １点だけ再質問させていただきます。今、教育次長、資料の持

ち合わせがないというところだったんですが、これは前に学校給食特別委員会で参

考資料としていただいたもので、近江八幡市金田小学校、食数985で1,979万4,600

円、23年度の委託料ですけども、桐原小学校では490食で1,549万8,000円という資料

をいただいてるんです。それと比べると、うち650食ですので、この間に入ってます

よね。だから、民間委託をした場合とそんなに変わりがないんじゃないかというふ

うに思ったので聞かせていただきました。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 何点か質疑をさせていただきます。議第29号、平成25年度日野

町一般会計予算についてでございますが、１点目に、歳出で57ページの公立保育所

こばと園整備事業２億2,450万円について、保育所への入所申し込みが急増している

現状の中、待機児童を解消し、女性が安心して子どもを産み育てられる環境整備が

進められるものと考えます。こばと園の整備概要をお伺いいたします。２点目は、

同じく57ページ、わらべ保育園運営事業１億4,693万7,000円について、わらべ保育

園の増園についての計画概要でございますが、先ほど50人から60人程度の増員を考

えているということでございましたが、用地については今の場所で増園を考えてお

られるのか、他の用地も考えておられるのかお伺いいたします。 
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 続きまして、議第40号、日野町一般会補正予算（第５号）、桜谷小学校改修工事４

億6,369万についてお伺いいたします。改修工事の中に、給食改築工事が含まれてお

りました。先ほどの説明によりますと、新基準の給食設備となり、150平米という面

積まで決まっておりました。そのことについて、大変驚いております。昨年、学校

給食問題特別委員会で、桜谷小学校、西大路小学校、南比都佐小学校が児童数が減

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ので

はないかとの意見があり、教育長は、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へて考えていきたいとのご答弁をされました。私も、

子どもたち、ＰＴＡ、地域の皆さんの要望を踏まえて、多くの皆さんの議論の中で

決めていくことが必要だと考えております。今回、桜谷小学校給食室改築にあたり、

地域の皆さんの要望はどうであったのかお伺いいたします。また、給食問題特別委

員会では議論が行われていないと思われますが、他の議論ではどのように議論をさ

れたのかお伺いいたします。また、学校との連携はとれているのかお伺いいたしま

す。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君の質問に対する当局の答弁を求めます。福祉

課長。 

福祉課長（岡 常夫君） 今、中西議員の方から平成25年度の予算に絡みまして、事

項別明細書57ページの公立保育所のこばと園の整備事業の整備概要ということと、

そしてわらべ園の増園の内容に絡んでご質問をちょうだいしました。 

 まず、こばと園の関係でございますが、先ほど町長の方からもありましたように、

国の緊急経済対策の方が、ちょうど連絡があって２日ほどしか時間なかったんです

が、緊急に庁内で議論を行いまして、木造の公共物による補助を申請をしようとい

う決断を町としてさせていただきまして、先日、そのような方向になったという連

絡を受けたところでございます。基本的には、木造で行おうと思います。先ほども

池元議員にも申し上げましたんですが、尐し定員も増やそうということで、尐し部

屋数も多くしなければならないかなと思います。さらには、園庭が今のこばと園、

非常に狭いですので、尐し園庭も広げようということで、そのような事業になって

くるかなと思います。今のあおぞら園の規模からいきますと、大体700から750平米

程度の床面積になるのではないかなと思っております。今のこばと園からいきます

と、大分広くなるということでございます。 

 それから、わらべの増園の関係でございますが、今、お聞きをしている中では、

法人さんとしての思いは、日野の街中に設置をしたいということを思っておられま

す。現在の日野福祉会のわらべ園のあるところではないということをおっしゃって

ました。新たに用地を園として法人として求めるのは不可能ですので、町有地を借

用したいということの申し出も聞いています。事前に福祉課の方に打診もございま
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した。一応、今、聞かせてもらってる範囲では、大窪の旧の町営住宅のあった岡本

団地跡、そちらの方を視野に入れながら、検討をされているということで、法人の

方の理事会も、この町議会の閉会を待って相談をされるのではないかなということ

で考えております。そのようなことで、緊急事業でわらべ園の方も同じく木造の、

こばと園と同じ事業補助を受けて、これはわらべ園が直接県から受けられますので

町経由しないわけでございますが、町の方も一定ルール上の補助をしたいなという

ことで考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（久村重次君） 中西議員さんからの議第40号の補正予算の関係で、桜谷小

学校の給食の部分でご質問がございましたのでお答えをさせていただきます。まず、

給食室150平米という部分で、今回改築ということでさせていただいたんですが、こ

の部分につきましては、以前から整備計画案ということで、改修ということで給食

問題特別委員会の中で説明というのか図面をお渡しさせてもらってしておりました。

その時点では、概略の部分でございましたので、175平米の改修ということでそのと

きにはご説明をさせていただいたところでございます。今回、実施設計を今現在し

ておるわけでございますが、やはり、新衛生基準等の中では天井高等も影響がして

まいりますし、また築28年という経過もしております。それと、桜谷小学校のみウ

エット方式で給食の方もさせていただいておりますので、やはりそういった部分で

は、いろんな設備面等を考慮いたしまして、やはり改築でいきたいというようなこ

とで、経費的にもさほど差が出てこないのかなと。説明の中では、改修では平米12

万、また改築では65万というような形で図面上等についてはしておりましたが、現

在のところは平米56万の単価で予算計上をさせていただいておるところでございま

す。それと公立の補助ということで、そういった部分で改築という形でさせていた

だいたところでございます。それと、要望を踏まえたのかということで、地域要望

があったのかということでございますが、この点については以前から、必佐小学校

も大規模改修もさせていただき、その次には桜谷小学校という形で一定年次計画を

立てた中で進めてまいりましたので、要望等についてはなかったところでございま

す。しかしながら、毎年の施設訪問の中で、やはり老朽化等が相当ひどいというと

ころから、そういった部分で大規模改修を行うところでございます。それと、学校

との連携につきましては、実施設計をする段階では当然学校との調整が必要になっ

てまいります。今現在では、学童の部屋もございますし、また通級の学級もござい

ますし、また支援学級等もございます。そういった部分については十分学校と連携

した中で、協議した中で、今現在実施設計を完成をしていきたいということで協議

をしておるところでございますので、よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君。 
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２番（中西佳子君） 今、学校とは十分に連携をとれているというお話でしたが、こ

れはいつから行われたのでしょうか。給食特別委員会の方はあんまり連絡が来なか

ったのですが、学校との連絡を先にされているということですね。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（久村重次君） 学校との連携について、給食問題という部分でございます

が、やはり現場の方の意見をまず第一番に聞かないことには、毎日使っていただく

部分でございますので、学校を優先ということで、それと発注段階につきましては、

当然、議会の方にもそういった部分は以前から報告はさせていただいておるかと思

います。なかなか途中での説明というのは、どこまでの部分でご説明をさせていた

だくのがいいのか、ちょっとその点については判断をつけるのは難しいとは思いま

すが、通常議会におきましては、やはり工事請負契約の承認をいただく際には、当

然詳細の図面をつけさせていただいてご承認をいただくという形になっておるかと

思います。特に、給食問題特別委員会の中では、できるだけ早い時点で実施設計の

概要図等については、また説明なりを、場を持っていきたいなとは思っておるとこ

ろでございます。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） また、学校給食問題特別委員会の中でしっかりと論議をしてま

いりたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） それでは、質疑に入りたいと思います。議第９号および10号な

んですけれども、その中で設備基準についても述べられております。その中で、宿

泊室の定員は１人とするとありますけれども、床面積も7.43平方とあります。この

９号の５章の中で、日野町では小規模多機能型居宅介護施設、あるいはまた６章の

認知症対応型共同生活介護施設についてはどのようになっているのか。一応、個室

型を念頭に置きながらも、よくユニットとして４人１部屋とかそういうことが取り

入れられてるところがあるそうでありますけれども、現在の状況はどうなっている

のかお聞きいたします。 

 続きまして、議第12号でございますけれども、今回の道路基準等が条例化された

ということで、我々知らなかった町道を三十何キロとか、そういうことも考えてお

りまして身近に感じるわけですが、道路と言えばやはり車優先的な考えが多尐ある

わけでありますけれども、議第14号にも関連しますが、高齢者の安全とか環境改善

という点でも重要な対策ではないのかなと、こう思っております。特に西大路地区

の生活道路なんかを見てみますと、溝ぶたなどががたがたしておりまして、いつも

修理はしてもらってるんですけども、車いすなどはとても通れない状況でもござい

ます。また、町全体においても、電柱があって歩行や通りがスムーズにいかない箇
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所がたくさんあり、早急に改善すべきではないのかなという思いでございます。道

路構造にも、こうしたもう尐し立ちどまって話せたり、あるいはまたしゃがんだり、

尐し一服したりできるような生活空間があればなとは思うところではありますけれ

ども、何かそういうようなところで試験的にもそういうことが実施できないのかな

という思いでございます。そこら辺をお聞きしたいなと思います。 

 全体に、今回の地方分権といいますか、地方主権改革についての義務づけ、枠づ

けの条例化であると思います。先に、公営住宅の入居基準や整備基準、あるいはま

た社会教育分野の公民館運営審議会の委員の構成など、また図書館運営審議会の委

員の任命や委嘱について、あるいはまた水道技術管理者等の職員資格などについて、

今まで出されておりました。また今回、県で特別養護老人ホームの設備や運営につ

いてや、町にこのように地域密着型介護サービスの設備、運営基準の条例化、ある

いは道路構造や道路標識、河川法、都市公園法、県の方になりますけれども保育所

の設備および運営についてなど、条例制定が行われるわけでありますけれども、ま

だまだこれから国から県あるいはまた県から町へと事務や権限の移譲が考えられま

すが、事務量に見合った予算や、あるいは職員の増員、専門職の配置、研修の確保

などが必要と思いますが、どのように考えておられるのかお尋ねをいたします。 

 それでは、議第19号、平成24年度補正予算（第４号）でありますけれども、民生

費の社会福祉総務費の事務事業費950万5,000円について、11筆の土地を買い戻すと

ありましたけれども、これはどういうことなのかお聞きしたいなと思います。 

 同じく、議第19号の衛生費の保健衛生総務費の母子保健事業の650万の減額であり

ますけれども、これは対象者があっても受けられなかったのか、あるいはまたそれ

で終わったのかお聞きしたいなと思います。それと、こばと園の公立保育所の設計

費が計上されておりますけれども、それの基準なんかは今までどおりされるのか。

国の基準があるわけですけども、その面積とかあるいは保育士の配置の基準なんか

は以前のとおりされるのかお聞きしたいなと思います。 

 同じく議第19号でありますけれども、農林水産業費の林業振興費の多目的施設グ

リム冒険の森管理事業について、600万の補助の内容をお聞きしたいと思います。 

 同じく、土木費の急傾斜崩壊対策事業についての工法の変更ということで1,071

万円が減額されております。これはどういうことなのかお聞きしたいと思います。

これはまた25年度でされると思うのでありますけれども、その減額についての内容

を、どういう形になっていったのかお聞きしたいと思います。 

 同じく議第19号でありますが、消防費の災害対策の防災活動事業の中で、Ｊアラ

ートについて、どういうことか説明していただきたいなと思います。屋内の備品な

のか、備品とは思いますけれども、一般の住民に対しての周知とか、そこら辺まで、

放送なんかは入るのかどうかお聞きしたいなと思います。 
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 また、同じく議第19号、教育費の文化財保護費の特定地域再生事業についてであ

りますが、どういう事業なのかお聞きしたいなと思います。 

 議第29号、平成25年度一般会計予算についての歳入なんですけども、地方消費税

交付金を2,000万ほど減じておられますが、これは地方消費税の地方への率が変わっ

たのか、あるいはまた消費税の減があるのか、そういうとこら辺の思いをお聞きし

たいと思います。 

 もう１つ、同じく議第29号でありますが、歳出について、衛生費の環境保全費の

太陽光発電システム設置助成事業でありますが、これの要件等についてお伺いをす

るわけでございます。 

 また、議第29号ですが、土木費、道路新設改良費の町単独道路改良事業について

の内容をお聞きしたいと思います。 

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） ただいま、東議員からご質問をいただきました。議第

９号および10号の今回の指定地域密着型の事業者等の指定に関する基準に対するご

質問でございます。まず、議第９号、第５章および議第10号、第３章の小規模多機

能型居宅介護につきましては、日野町ではさくらの里が該当をします。さくらの里

につきましては、宿泊室の定員は１名でございまして、宿泊室は５室ございます。

また、床面積につきましても、7.43平米以上であります9.72平米を確保をしている

ところでございます。次に、議第９号の第６章および議第10号の第４章の認知症対

応型共同生活介護につきましては、日野町では西大路地先のゆめさとが該当をしま

す。ゆめさとにつきましては、介護居室の定員は１名となっております。また、１

ユニット９名の定員で２ユニットございます。床面積につきましても、7.43平米の

基準を上回る15.52平米を確保しております。なお、ご質問のユニット型につきまし

ては、定員１名の尐数の居室と設けられる共同の生活室が一体的に構成されること

をユニットというふうに申し上げておりまして、そのユニットごとに入居者の日常

生活が営まれているということでございます。ユニットケアといいまして、入居者

１人１人の意思と人格を尊重し、入居前の居宅での生活と入居後の生活が連続した

ものになるよう配慮されているということでございます。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 東議員さんの方から何点かご質問をいただきましたの

で、答弁の方をさせていただきたいというふうに思います。まず、議第12号の日野

町道路構造に関する技術的基準を定める条例の制定の中からのご質問でございます。

条例については車優先であり、歩行者、バリアフリー的な考え方がないのかという

ことでございますが、この道路基準については、一定、新設道路を建設する場合に



 

2-35 

いろんな技術的な構造がございます。それを条例の方で制定をするという条例にな

っております。歩行者またはバリアフリー的な歩行者の安全を考える中では、この

議第14号で、日野町高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要な道路の構造等

に関する基準を定める条例の制定がございます。その中で、歩道および乗り合い自

動車の停留所、バスの停留所、そして特定公園施設に関する園路とか通路とか、そ

ういうところの安全の対策の技術的な基準をこの議第14号の中で定めております。

そして、生活空間の設置でございますが、これについては、この条例の中では設定

とかそういうことはございませんが、別の事業で、道路施設の中でこういう事業を

する事業等もございます。そういう中では、一定基準としてこの道路の技術的基準

等を定めますので、この条例に基づいた形の安全なり、いろんなことを考えた中で

基準に定めた中での計画を設定する必要が出てくるのかなというふうに思っており

ます。また、側溝の安全または電柱が道路敷に出ている等の改善の必要でございま

すが、この基準の中では出てきておりませんが、一定、この電柱等については道路

占用という別の占用物件ございます。道路を占用する場合、いろんな規定をつけた

中で承認を出しているという状況でもございます。側溝については、道路構造物の

基準に合った側溝を現地の方では設置をさせていただいていると。老朽化してくる

とどうしても補修が必要になってきます。その分については、道路の補修の中でき

ちっと補修をしていくという考え方になるかと思います。 

 続きまして、議第19号の平成24年度の補正予算（第４号）についての急傾斜地崩

壊対策事業の工法の変更の内容でございます。これについては下迫地区の急傾斜事

業でございまして、当初の計画では、現在、裏山でございますけれども、構造物と

して擁壁が設置をされておりますが、その上ののり面が崩壊するおそれがあるとい

うことで急傾斜の中で崩壊対策の事業をするわけでございますが、当初の計画では、

その擁壁の裏側に防護柵の設置を考えておりました。そして、のり面については２

段ののり面で、下の１段目をのり枠で設置をさせていただいて、上についてはのり

面のみの成形でする計画でおりましたが、土地等の関係で上段についても非常に不

安定な状況であるということで、県の方との協議の中で防護柵を削除いたしまして

１段目、２段目ともにのり枠ブロックに変更をしたことによって、大幅な減額では

ございますが、工事費が減額になったということでございます。この事業について

は、24年度から25年度への繰り越し事業として、25年度で事業の方をやらせていた

だきたいというふうに考えております。 

 続きまして、議第29号の町単独道路改良事業の内容でございますが、これにつき

ましては、まず委託料については４路線を計画をさせていただいております。路線

名については、中山の中山中央線、安部居の安部居山本線、原の萬徳寺線、西大路

の西大路線、そして、工事請負費につきましては５路線を計画をしております。路
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線につきましては、内池西の内池中道線、徳谷の河原徳原線、大窪１区の大窪這い

上がり線、大窪２区の本町南１号線、上野田の大窪内池線の５路線でございます。

公有財産購入費につきましては２路線であり、内池の内池中道線、そして湖南サン

ライズの町道野出山本線でございます。補償費につきましては、内池の内池中道線

の１路線ということでございます。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） それでは、地方分権の関係で今回条例制定がたくさんある

がという質問でございます。おっしゃるとおり、平成12年から地方分権一括法が制

定をされまして、地方分権の視点から課題も残ってるというふうなことで、さらに

地方分権を進めるというふうなことで、今回、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によりまして、今回７本

を条例化したものでございます。今回につきましては、国の法律で決まっていたも

のを町の条例で定めるものであるというふうなことでございます。しかしながら、

この一括法の関係で、事務の移譲が進んでいるというふうなことでございます。民

生費でもたくさん移譲をされてきておりまして、今回の提案もさせていただいてお

ります新年度予算でも、育成医療、療育医療の給付事業についても県からの移譲と

いうふうなことでございます。そういった対応につきましては、専門職の採用、具

体的に言いますと心理判定員とか管理栄養士とか採用もさせていただいております

が、今後についてもこういったことが生じるというふうに考えております。そうい

ったことで、住民のサービスに対応しますと、やはり人が重要になってきてくるわ

けでございますが、前にも副町長が答弁をいたしましたとおり、今後、集中改革プ

ランの定員数もございますけども、そこら辺も検討をしていかなければならない時

代に来ているのかなと、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19号の補正予算４号の部分の事項別明細書31ページの社会福祉

事務事業の公有財産購入費でございます。これにつきましては、説明申し上げまし

たとおり、リスタあすなろ福祉依存用地内で、土地開発基金で財産先行取得をして

ます11筆について、里道・水路が主なんですが、水田も一部あります、1,366.51平

米を買い戻すというものでございます。この日野町土地開発基金条例につきまして

は、公用もしくは公共用に供する土地または公共の利益のために取得する必要があ

る土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な進行を図るためこの基金を

設置するということで、いつも決算のときに基金の残額等をお知らせをしておりま

して、その中に土地もございます。その中に、今回提案させていただいてます先行

した部分を買い戻して、その分を普通財産にして、それをまた売り払うというふう

な提案で、今回については買い戻すというふうなことになってございます。 

 続きまして、同じく45ページの防災活動事業の中の備品の440万です。これは、仰
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せの通り、Ｊアラートといいます全国瞬時警報システムというのがございます。こ

の受信した緊急防災情報を同報系の屋内拡声器、町内９ヵ所建ってますが、そこへ

伝達するための操作台を配置して、緊急の情報を流していこうとするものでござい

ます。このＪアラートで流れてくるものでございますけども、弾道ミサイルの情報

とか航空攻撃の情報、ゲリラとかそういった情報、テロとかございますが、そのほ

かに地震の緊急速報等も流れてまいりますので、そういったものを発信していこう

と考えてます。また、情報の方でメール配信もしてますが。 

議長（杉浦和人君） ここで、会議時間を延長いたします。 

総務課長（平尾義明君） その部分についてもあわせてメール配信で流せるように、

今考えているところでございます。 

 続きまして、29号の25年度一般会計予算の歳入のところの地方消費税交付金の減

でございますが、消費税の交付金ですが、これにつきましては25年度の対象となる

月数が、24年の12月１日から25年の11月30日までの間の部分が25年度で入ってきま

す。ただ、11月30日が日曜日となってますので、この休日によって26年度にずれ込

む場合がありますので、一部配慮をさせていただいて、減を安全側に見させていた

だいて減額をし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19号の平成24年度の補正の４号の中で、事項別明細書

35ページの衛生費の母子保健のところで650万円の減額ということでご質問をちょ

うだいしました。これは、対象者といいますか、尐し里帰り出産等のことも含めま

して、１人に14回の検診等をしていただくような見込みをしておりました。多く見

積もりました分で、250人の部分を想定をしておりました。実際に、昨年あたりから

ちょっと母子手帳発行数が減ってきまして、３月末までの見込みで180人程度になる

のではないかということで減額ということになりました。件数でいきますと、昨年

度が2,458件の妊婦検診の件数でございましたが、件数では2,866件と増えてはいる

んですが総額で減ということで、実際には23年度、24年度と若干対象者の減があっ

たということでございます。 

 それから、こばと園の部分で、同じく35ページの補正の中の設計委託料650万につ

きましての関連質問で、基準はどうなるのかということでございます。基準につき

ましては、国の方の基準ならびに県の方の一定の縛り等もあるわけでございますが、

一応、乳児につきましては１人当たり4.95平方メートル、１歳児は3.3平方メートル、

それから２歳児以上は1,98平方メートルで最低基準面積をクリアし、さらには園庭

の広場、遊戯室の広場等を確保していて、もう十分、基準面積はクリアをさせても

らえるのではないかなと思います。なお、これとともに保育士定数等も基準がござ

いますので、従うべき基準等、また参酌すべき基準等に従いまして、一定の園経営、
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園運営ができるように、その状況の体制確保に努めてまいりたいとこのように考え

ております。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（池内俊宏君） ただいま、議第19号の補正予算（第４号）にかかわりまし

て、事項別明細書41ページのグリム冒険の森管理運営事業の工事請負契約600万円に

ついてご質問をいただきました。この予算につきましては、国の24年度の緊急対策

事業として実施をされます木造公共施設等整備事業費補助金というものを活用をい

たしまして、木造のイベント体験施設を整備する経費を計上をしております。指定

管理者であります熊野ワークスと協議をさせていただきながら、イベントなど使い

やすいいい施設となるようにしていきたいというふうに考えてございます。財源は、

補助金が300万円ということで２分の１、残りの300万円は補正予算債を活用して予

算を見込んでおります。 

議長（杉浦和人君） 質問者に確認いたします。先ほど、教育費の文化財特定地域再

生事業についてということでありましたので、これは事業の内容でありますか、そ

の予算に伴う内容ですか。答弁者がそれによって違うもので。 

10番（東 正幸君） 事業の内容と事業がどういうものであるか。 

議長（杉浦和人君） 内容ですね、はい、分かりました。それでは、企画振興課長。 

企画振興課長（高橋正一君） それでは、東議員の方から議第19号、一般会計補正予

算の51ページ文化財保護費の特定地域再生事業につきまして、どういう事業かとい

うことでお尋ねいただいた部分であると思いますので、企画振興課の方でその申請

に関してかかわってきた経過がございますので、どういう事業かという部分につい

て、まずはお答えをさせていただきたいというふうに思います。この特定地域再生

事業は、国の内閣府が所管する事業のメニューでございまして、平成24年度に創設

された補助金でございます。この事業の採択の要件ですが、国が示しています全国

の地域に共通する重要な政策課題の解決に向けた先駆的な取り組みに対して、国の

他の省庁で補助金の対象とならない事業について、行政分野、横断的に総合的に支

援するという補助制度でございまして、補助率は事業費の２分の１ということで原

則としてございます。その特定政策課題というのが、国は２つ示しておりまして、

日野町が選択したテーマでございますが、そのうちの１つで、地域における尐子高

齢化の進展に対応した良好な住環境の形成というテーマの中で、具体的に日野町で

申し上げているテーマは、尐子高齢化と人口減尐が同時並行で進む中山間地域や農

山漁村地域における地域活力の維持向上に資する事業として、今回文化財資料の保

存、展示、活用事業、またその他の活用を図っていくということを通して、町の活

性化を図るために旧山中正吉邸の活用事業を申請し、内閣府の方から現状、採択と

いう内示をいただいているというものでございます。予算計上しております具体的
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な事業の中身につきましては、生涯学習課長の方から答弁させてもらいたいと思い

ます。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（森口雄司君） 議第29号、平成25年度日野町一般会計予算の中の衛生費、

保健衛生費、環境保全費の太陽光発電システムの設置助成事業の要件についてご質

問をお受けいたしました。まず、この事業につきましては、地球温暖化防止の観点

から自然エネルギーの有効利用の推進を図るために、日野町内に居住されている個

人住宅や店舗、兼用住宅に太陽光発電を設置された場合に補助する事業ということ

になります。具体的に、補助を受けられる方については、設置工事を町内に本社を

有する法人または個人の施工業者によるもので、国の補助金の決定通知書を受けて

いることや町税や使用料などの町の各種融資の償還に滞納がない方などが条件とし

て挙げられています。補助金額については、発電出力１キロワット当たり３万円と

し、10万円を限度として助成を行います。この助成については、町が指定します商

品券で交付を行いたいと、このように思っております。予算規模では、１件10万円

で50件分、500万円を計上しているところでございます。なお、既に制定されていま

す住宅リフォーム助成との併用については可能であります。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 議第９号、10号、宿泊人数１名ということが守られているとい

うことでございますけれども、日野町にはいろいろとほかの施設があるわけであり

ますけれども、今の民間の施設の中で、以前は決まってなかったといいますか、そ

ういう施設は１名じゃなくて何名か入っておられると思うんですけども、そういう

ようなのはいつまで続くのかお聞きしたいなと思います。 

 道路基準ですけども、できるだけ、環境改善の意味もありますので、１つまたよ

ろしくお願いしたいなと思います。 

 Ｊアラートの件でございますけれども、９機あるということで、これはやはり放

送があったらうまいこと聞けるのか、西大路のダムの放流のサイレンはよく聞ける

んですけども、日野町全部、どこかにありましたけど、勉強不足で申しわけないん

ですけども、そういう部分をお聞きしたいし、先ほど国民保護法のような部分もさ

れると。それは、関係があったときにされるのか、いわゆる仮に何か滋賀県へ入っ

てきて、一たん役場へ入って、それを言うか言わんかは役場の方で指示されるのか、

放送されるのかどうかは、そこら辺をお聞きしたいなと思いますけども。それから、

もちろん日野町だけでの放送もあるわけですか。というのは、大雤が降って西大路

地区が危険水域にあるということを、それも放送されるのかどうかお聞きしたいな

と思います。 

 先ほど、文化財保護費の特定地域再生事業について、24年度からの新規事業とい
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うことで、申請期間もわずかな中、非常によくやっていただいたなと思っておりま

す。最初、山中正吉邸を保存できないかという要請があったわけですけども、私の

考えではなかなか一般財源での対応しかできないなと思っておりまして、非常に難

しいと思っておったわけですけれども、大変よかったかなと思っております。そん

な中で、財産の購入など、土地家屋、蔵など全部になるのか、また修繕の工事費は

今後どのようにされていくのかお聞きしたいなと思っております。 

議長（杉浦和人君） 12号は要望でよろしいか。 

10番（東 正幸君） 要望だけです。 

議長（杉浦和人君） その他の再質問について答弁を求めます。介護支援課長。 

介護支援課長（川東昭男君） 再質問にお答えさせていただきます。再質問の内容に

つきましては、従来、民間の方で、個室がなかったということで、今回ユニット化

の話が出てきてるという、そういうご質問だったというふうに思うんですけれども、

以前、今提案させていただいてます地域密着型につきましては定員は１人になって

るんですけれども、ただし書きがございまして、利用者の処遇上、必要と認められ

る場合は２人とすることができるという条項も入っております。さらに、従前型と

言われまして、県が指定しております特別養護老人ホーム等につきましては、従来、

居室から食堂へ行ったり居室から出かけたり、そういった居室を基準にされていま

したんですけれども、平成18年の介護保険法の改正に伴いまして、共同生活部分、

テレビ見たり一日中過ごす場所を中心とした場所を設けることによる、そのことを

ユニット化と言われることになっておりまして、居室の方につきましては順次個室

化にされていくということになりまして、現状で、近隣におけます施設につきまし

ても個室化が図られるところでありますし、また２名の部屋もございます、４名の

部屋もございます。これは順次、その施設サービス提供事業者が今後そういったこ

とを考えて施設整備をされていくと。しかし、多くがユニット化に伴い個室化をさ

れているのが現状でございます。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） Ｊアラートの受信の中で選べるのかという話ですが、一応、

選べるようになってます。今申し上げた部分を流そうかなと。そして、独自にも放

送、防災訓練でも試験をしましたとおり流せますので、それは流していこうと思っ

てます。それで、放送が聞けるのかという話なんですが、１つは、そういう手法も

使って流していこうと。いつもこれは申し上げおりますが、そのほかには広報車で

あるとか、テレビも気象等で地震があれば当然テロップ流れますし、インターネッ

トなり携帯電話、先ほど言いましたように日野町の新しくしますメール配信等にも

載せていって、分かるようにしていこうかなと、このように思ってます。日野町の

場合、想定されます災害は地震また一部土砂災害等に限定されますので、地震につ
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きましては起こってしまうまでに連絡なんていうのはできませんので、起こってか

らどのように対処するのかというふうなことになりますし、もし避難収容施設に移

動する場合については、各区にも回らせていただきましたが、区長さんの連絡、組

長さんの連絡等によりまして避難するべきときは避難していくというふうなことを

考えているところでございますので、あらゆる方法を使って住民の皆さんに知らせ

ていくと。その１つであるということでございます。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（福永 豊君） 東議員の方から、議第19号、24年度の一般会計補正予

算（第４号）の再質問で、特定地域再生事業の具体的な内容をもう尐し説明をほし

いということでございましたので、ご説明をさせていただきます。先ほども企画振

興課の課長の方から、事業の趣旨等についてはご説明を申し上げました。具体的に

は、今回の事業費１億2,413万円につきましては委託料といたしまして、今後どのよ

うな形をつくっていくのかということでの設計の委託等でございまして、工事請負

費につきましては、今、東議員が言われましたように、それぞれやかたがございま

すが、現在の購入者が以前に屋根改修をしておられますところはきれいになってご

ざいますが、それ以外のところが古いかわら等でまだ残ってございます。そういう

ような部分もいくつかございますので、その部分についての改修費を見させていた

だいておりますのと、外の便所を設置をする予定をしてございます。あわせまして、

当然、中の電気工事の関係とか、そして外構の関係の工事も今回の地域特定の中で

の補助事業の対象の事業となりましたので、その部分を使わせていただきたいとい

うふうに思っています。また、公有財産購入費につきましては、東議員が言われま

したように、土地の購入等の経費に充てさせていただきたいということで予算を計

上をさせていただきました。 

議長（杉浦和人君） ここで、質疑は明日も続けていただくということで、他の方の

質疑につきましては明13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、その他の諸君の質疑は明13

日行いますので、定刻ご参集をお願いを申し上げます。 

 以上をもちまして、本日の日程は終了させていただきます。 

 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 １７時１８分－ 

 


