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第２回日野町議会定例会会議録 

 

平成２５年３月１３日（第３日） 

開会  ９時０３分 

散会 １９時４３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 五 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〕 

 〃  ２ 請願第７号 早急に日野町議会基本条例に基づく議員の倫理規定

条例の制定を求める請願 

 〃  ３ 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 

〔委員会付託〕 

 〃  ４ 一般質問 
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会議の概要 

－開会 ９時０３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件を一括議題とし、昨日に引き続き各案に対する質疑

に入ります。 

 質疑はありませんか。９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） 皆さん、おはようございます。 

 １点だけひとつお願いしたいと、このように思います。 

 議第19号、平成24年度日野町一般会計補正予算、50ページ教育費、文化財保護費

のことでちょっとお願いしたいと、このように思います。 

 ３月補正予算の概要でございますが、この概要の中に、国の特定地域再生事業費

補助金を活用し、近江日野商人旧宅の取得および町史編さんの事業終了後の歴史資

料の保管や展示などに活用するために、この経費を新規計上しますと、このように

書いていただいております。まず、これでございますが、日野商人の旧宅とは山中

邸のところだと思いますが、文化財的な価値はあるのかな。なぜ文化財保護事業が

この事業費でベストと、選択をされたのか、これ１点お願いしたいと思います。 

 もう１点、本来ならば事業の性格上、歴史資料の展示ならびに保管とは、１つの

町で２つも資料展示場があるのはおかしいんではないか。日野商人館の隣に１つに

すれば、ベストではないのかなと、このように思います。新築でもすれば、一番近

いところで一番よい場所で、同じところで資料が展示されるという、大変これはよ

いことじゃないかなと、思うわけでございますが、ここら辺の点もお聞かせ願いた

いと、このように思います。 

 もう１点目は、公有財産購入費で5,600万円、国の補助金が5,906万5,000円ありま

す。これ、総事業費が１億2,413万円となっております。旧家購入において、この倍

以上の費用をかけて、またもし購入されても、年間どのくらい程度の維持費がかか

るのかな。また、職員を置いたら人件費も要るので、これは大変なことではないん

かなと、このように思うわけでございます。山中邸のところが非常に文化財的な価

値があって、これが日野の歴史的な、非常に価値があるものならいざ知らず、なけ
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ればそうは大したもんではないかなと、このように思うわけでございますが、そこ

ら辺の点を、ちょっとひとつご説明をお願いしたいなと、このように思います。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君の質問に対する当局の答弁を求めます。生涯

学習課長。 

生涯学習課長（福永 豊君） 議員の皆さん、おはようございます。 

 それでは、議第19号の補正予算（第４号）に伴いまして、特定地域再生事業の状

況につきまして、３点ばかりご質問をいただきました。１点目は、文化財的な価値

が、この山中邸のところにあるのかどうかというような状況と、もう１点は、今の

近江日野商人館の横等に近くにつくれば、それで１つのものが出せるんじゃないか

というような状況のこと、それと5,600万の購入財産があるけれども、これの管理や

人件費のことを考えるとどうかとうような３点かと思います。ご質問にお答えさせ

ていただきます。 

 現在山中邸の状況で予算を提案させていただいておりますが、山中邸につきまし

ては、昭和13年にすべて全面の改修がされまして、そして日野商人の館として現在

も君臨をしてございます。文化財的価値と言いますと、登録有形の国文化財の指定

が大体築50年ということでの指定でもございまして、この辺のことを考えますと、

それなりの価値はあるのかなというように町としては判断をしてございまして、今

回購入をさせていただく中で有効活用させていただきたいと、このように考えてご

ざいます。今後の登録等の状況等につきましては、県の文化財保護課とも十分な調

整をとりながら、できるものならそれ以上の付加価値のある有形文化財的なもので

活用していきたいなと、このようにも考えてございます。この辺はご理解いただき

たいと思います。 

 近江日野商人館があるので、この辺を１つにして活用すればいいんじゃないかと

いうご質問でございます。昨日も企画振興課長の方からお話を申し上げましたよう

に、この事業につきましては、教育委員会の生涯学習課が担当する１つの事業でな

くて、いわゆる横断的な連携下の課でやっていこうという事業の１つかというよう

に、私は理解をしております。そういうような中では、文化財的価値のあるところ

を有効活用しながらも、観光的にも使えるようなものに、今後はしていかなければ

ならないなというように思っています。ということは、今この土地の後ろ側に大き

な土地がございます。これは駐車場として、今バスがときどきとまってございまし

て、綿向神社やその辺の観光にご利用をいただいております。そういうようなとこ

ろへバスをとめていただいて、そして綿向神社のすばらしいものを見ていただきな

がらも、途中に西大路の曳山がございますので、曳山を拝見していただけるような、

そういう状況もとらせていただければ非常にありがたいと思いますし、その後、山

中邸のところに入っていただきまして、そして文化財資料の収集や日野まつりの紹
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介等、そしてたくさん町にも民具を持ってございますので、そういう民具をそこに

集めて、そういう教育をさせていただきながら、そしてまた信楽院にわたっていた

だきまして、信楽院での高田敬輔の天五画を見ていただくなり、県の指定文化財に

なっております信楽院をご覧をいただいて、そして感忚館へ寄っていただきながら

も町並みを見ていただいて、そして最後には日野商人館にお出でいただいて、そし

てそこに大きな駐車場を確保させていただきましたので、そこにバスを回して、で

きればルート的なそういう観光の１つにもできればなということも考えておりまし

て、今の山中邸のところを活用させていただくことは、非常に意義があるんではな

いかなと、このようにも考えてございます。 

 それと購入費の5,600万の状況でございますけどれども、当然大きなお金が動くわ

けでございます。ただ、今回補助事業として、土地に補助金がつくというようなこ

との状況でもございましたので、ここは冒頭申し上げましたような状況をもとに購

入をさせていただきながら、そして資料室の管理が、今前々回の議会にも出ました

けれども、非常にずさんな状況で、ずさんと言いますと言い方悪いですが、余りよ

い環境のもとで保管ができてございませんので、今の町史編さん室のものを商人館、

今回の山中邸のところに移しまして、そこで資料の管理等を蔵でさせていただきな

がら、残務整理の事務所も若干そこへ設けながら、そこの館の管理もしていきたい

なというふうに思っておりまして、それにかかります突出した人件費は、そこで膨

らむということはまずないのかなと。それなりの人件費の膨らみはあるかと思いま

すが、でも残務整理等もやらなければなりませんので、その辺の分を山中邸に移し

ていきたいなというように考えてございます。その中で、管理を含めまして、現在

のところは文化財の関係ということで、教育財産で管理をさせていただきますが、

後々はいろいろな状況を持たせていただきながら、横断事業という形での各課連携

事業として、皆さんに日野町をもっとよく知っていただけるような事業にしていき

たいなと、このように思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） 大変よいご答弁をいただいたと、このように思っております。 

 この歴史編さんの、それぞれ資料なんかを保管する場所ということもあるわけで

ございますが、実は鎌掛にもそのようなところがありまして、對中議員といろいろ

協力して、鎌掛のＪＡの跡地の問題もございます。昨日、東議員さんの質疑の中で

も、いろいろメニューの中身を聞かれておりました。鎌掛にもこういう施設があり

ますので、しまったな、町からも協力していただいて、ＪＡの跡地の購入なんか頼

んだらよかったな、もうちょっと町長に強く押したらよかったなと、このように今

になって考えております。倉庫もございますので、資料の保管なんかは十分鎌掛で

預かれますので、また何なりとお越しいただいたら、無料でもさせてもらうと、こ
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のように思っております。 

 ただいま答弁いただいたんでございますが、曳山の展示やそれぞれいろいろなこ

とに利用していく。高山の方でもこういうのを利用して、曳山の展示をいろいろさ

れておりました。やはりこういう旧家のよいものは見せてされるということは、非

常に観光的、日野も16基の曳山があるということで、非常に文化財の大したもので

ございます。西大路の曳山が幸い近くにもあるので、１基ではだめなので、多くの

曳山が展示できるのがよいのではないか。１基ではやはりちょっと寂しいのではな

いかなと、このように思うわけでございます。後々この日野を観光の町にしていく

ためにも、施設を生かした、ただ無駄に、買えと言われたので日野町で利用します

わというこれだけではだめなので、やはりこれを何倍も生かさないと、もったいな

いお金になりますので、ここら辺は十分考えていただいて、ひとつ幹部の方々の知

恵を十分結集していただいて、していただきたいなと、このようにこれは要望にさ

せてもらいますので、よろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。１番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 私も今の西澤議員の質問を踏まえて、３点ほどさせていただき

ます。全く私も同じようなことを考えていましたので、ちょっと今どういうように

しようかなと、頭の中で困惑しているところでありますけれど、１つ目の一般会計

補正予算（第４号）の特定地域再生事業のことについて、引き続きになるんですけ

れど、私もいろいろ見させてもらいましたけれど、特別文化財に対して、余り重点

が置いてないような感じでして、いろいろなパターンがたくさんありました。我々

の抱えている所属しているところも、商業地域、協議会のある松尾、大窪、いろい

ろあるわけですけど、そういうところも大変衰退しておりますし、補助があったと

言えど、かなりの高額の金が町からの持ち出しですし、何かこういうひとつなかっ

たのかなと思いまして、我々、仕事、自営でしている者からの目でちょっと見させ

てもらいますと、先ほど言われた中に、もう１本前に詰まったような伺い方にはな

ると思うんですけど、購入後、もう尐し具体的な運営が見えてないなと思うのが１

つで、聞きたいなと。また年間収容人員も、どのように見込んでおられるのか。ま

た年間どの程度の維持費、持ち出してという話をしておられましたけど、見込んで

おられるのか、もう尐し分かりやすく聞きたいなと。また、人員配置計画等も教え

ていただきたいと思います。ここ、先ほど言われたように、資料の保管や展示、事

務処理にしては大変高額でありますし、特定地域再生事業というのでひっくるめて

しまうと、なかなか一般の住民の方に理解がしてもらえにくい部分もあるのではな

いかなと、そのように思いますが、その辺、一般住民に分かりやすいような形で答

弁いただきたいと思います。 

 それから２つ目ですけれど、議第29号一般会計予算の39ページ、全国小さくても
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輝く自治体フォーラムの負担金ということで、91万6,000円というのが上がっており

まして、先日町長からいろいろと経過、推移を聞かせていただきまして、私も蒲生

議員と一緒で、去年度でしたか研修のときに聞いて、来て下さいよというチラシを

もらって、これは何ですかという話をし、話がわいていたところなんですけど、こ

この費用というのが91万6,000円。大変高額ですし、いろいろな場所を借りるとかパ

ンフレット、チラシつくると思うんですけど、ちょっと高額ではないかなと思いま

すので、その辺の内訳を、何に使っていくのかというのを、しっかりと説明してた

だきたいと思います。 

 ３点目なんですけれど、補正予算（第５号）の桜谷小学校改修工事いうことで、

４億6,369万円計上されたということで、私も去年から前堀江委員長から引き継ぎ、

給食問題特別委員の副委員長をしていますけれど、全体的に伺っていますと、町長、

教育長の独断専行で、我々は無視されたような決定でありまして、先日も委員長と

教育次長の方に人員の配置とか選考などできればいろいろな形でお伝え願いたいと

言ったはずです。というのは、やはりこの給食問題というのは、大変今取りざたさ

れておりまして、いろいろな新聞なんかでも出ております。ということは、やはり

一般住民が、ものすごく今注目しておられますので、我々も議員としまして、どう

なったんねや、どういう進み方や、教育委員会どうやねんと、いろいろな形で聞か

れます。その中で、いや、全然知らんねやわというので急に出てきて、そのときに、

おまえら知っていたんかということで、いや全然知らんかった、おまえ、何しに行

ってんねやと、そんな話にもなりますので、できるだけ動きがあれば、こういう肝

心なときですのでお伝え願いたいと、私はしっかりと教育次長に言わせていただき

ました。その辺で、この結果を見させていただきますと、大変僕もがっかりして、

何やらもう無視されたなあというような気持ちになっていますけど、その辺のこと

をしっかり、これからのことも踏まえまして、また特別委員会もこの後続きますけ

れど、それによっては、会議もいろいろな形で変わってくると思います。ひとつ答

弁、よろしくお願いします。 

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

学習課長。 

生涯学習課長（福永 豊君） 村島議員の方から、議第19号、先ほど同様に、補正予

算（第４号）の特定地域再生事業の状況についての、もう尐し詳細を説明いただき

たいということでございました。 

 １つ目の、事業の状況と言いますか、内容等、もう尐ししっかりと説明してほし

いということでございます。この事業につきましては、昨日も企画振興課長が申し

上げましたように、それぞれ当初文化財で何とか資料室を整備しながら、古文書を

管理していくということで、この事業が始まります前から計画をしてございました。
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それの状況の中で、今回特定地域の補助事業という形での事業が出てまいりまして、

これは先ほど申し上げましたように、横断的な事業という形で、各省庁の補助事業

に載らない事業について、町が課題を設けて実施をする場合について補助をすると

いうことでございましたので、その分につきましては、町としては、持っておりま

した大きな課題、文化財の資料の収集とそして保管等については、この事業で申請

をさせていただきましたところ採択をいただいたので、これで事業を載せさせてい

ただいたというところでございまして、今後の事業等の状況について、観光的にと

かその他いろいろな部分での活用方法を考えていくというというような状況で、新

たな来年度からとれる事業については、その事業に載りながら、各省庁の事業を活

用していくというところの事業ということで、ご理解をいただきたいというふうに

思います。 

 それと、内容について、もう尐し詳しいことをということでございますけれども、

一忚この事業の人件費等につきましては、今のところ商人館の運営等の状況を若干

勘案しながらも、新しい事業で取り組みをいたしますので、しっかりとその事業の

集客人数とかいう分については、現在のところきちっとした状況での数値は持って

ございませんが、商人館の運営等の状況等を参考にしながらも、そこでさらなる事

業の展開をする中で、より多くの方々に入っていただきながら、日野町の紹介をし

ていきながら、観光含めての状況で事業を進めていきたいというように思っており

ますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

 土地の購入の状況で大きなお金が動くので、その辺の部分ということでございま

して、先ほど西澤議員の方にもお話をさせていただきましたが、土地の購入等につ

きましては、現在のところ近隣の土地の動き等を参考にさせていただきながら、土

地の財産購入費の事業費を持たせていただいたというところでございますので、そ

の辺につきましては、ご理解をいただきたいというように思います。 

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29号の、25年度日野町一般会計予算の企画事務事

業の中の、全国小さくても輝く自治体フォーラムの関係の、町の負担金の内訳とい

うことでご質問をいただきました。昨日蒲生議員の質疑にお答えさせてもらった内

容と同じではございますけれども、この91万6,000円の内訳でございますが、まず会

場費、わたむきホールをメーンとして想定していますけれども、会場の借り上げ料、

備品の借り上げ料等で30万円を見込んでおります。それから移動用のバスの借り上

げ料ということで、全国の遠くからお見えになる方は宿泊を伴います。このとき町

内には宿泊施設が尐のうございますので、町外での宿泊施設ということがございま

す。それを会場と宿泊施設の送迎ということで、主に送迎用のバスということで、

30万円の経費を見込んでございます。それから看板等の作成費用ということで10万
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円、それから参加される方のご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、

合わせまして89万6,000円を現地の大会の負担金ということで見込んでございます。

それから、そのほかに、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、

年会費が２万円ということで、合わせて91万6,000円ということで見込んでいるもの

でございます。 

 この大会につきましては、全国から日野町の方にお越しをいただくということで、

そういう意味では町のＰＲと言いますか、そういうこともできるのかなということ

でございまして、費用対効果はあるのではないかなというふうに思ってございます。 

議長（杉浦和人君） 教育委員会教育次長。 

教育次長（久村重次君） 村島議員さんからの、議第40号にかかわってのご質問をい

ただきました。独断ではないか、また動きがあれば伝えてほしいという部分でござ

います。今回給食室、大規模改修とあわせてさせていただくわけでございますが、

この桜谷小学校の給食室、また大規模改修につきましては、以前から一般質問等で

も出ておりまして、桜谷小学校の整備については、まだなのかというようなご質問

もいただいておったところでもございます。この給食室につきましては、23年３月、

前期の議員さんの当時ではございましたのですが、３月の定例会におきまして、給

食施設の現状と施設整備についてということで、一定お話もさせていただいており

ます。また、23年６月におきましても、中学校給食の説明と各施設整備、またラン

ニングコストについても、その場において説明もさせていただいております。それ

と24年９月の段階でございますが、施設整備計画、各小学校の施設計画案、またラ

ンニングコストの説明もさせていただいております。このときには、具体的に各小

学校の改修をどのような形でするかということで、概略の平面を用いた形で説明を

させていただいておりましたので、独断というのは、その都度説明の方はさせてい

ただいておったかと思います。昨年12月の一般質問の中でも、桜谷小学校から順次

ということで、大規模改修とあわせて、計画の資料等もお示しをさせていただいて、

説明をさせていただいておるところでございます。今回につきましては、改修とい

うことで以前は言わさせていただいておったんですが、改築ということで変更させ

ていただきました。その点につきましては、特別委員会等でも説明はさせていただ

いておらなかったわけでございますが、昨日もお答えいたしておりますとおり、今

回国の緊急経済対策ということで、有利な形での財源を用いて改築にさせていただ

きました。以前の改修計画につきましては、大規模改修とあわせての給食施設の整

備ですので、給食をやる場合においては、外壁等の部分でしか補助としては受けら

れないということ、また設備についても補助対象外となるということでございまし

たので、今回改築ということでさせていただき、全面となるわけでございますが、
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財源もほとんど一般財源を用いなく改修もさせていただきますし、また設備関係に

ついても、補助も受けられるということでございますので、そういったことで、今

回提案をさせていただいておる部分でございます。 

 動きがあればという部分で、その点については、改築から改修ということで、本

来ですと事前に言わさせていただくのが本来の形だったと思いますが、その点につ

きましては、申しわけございませんが、ご理解のほどよろしくお願いをいたしたい

と思います。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（福永 豊君） 先ほどのご質問で、ちょっと不十分なところもござい

ましたので、追加でお答えをさせていだきます。 

 一忚、年間の維持経費等についてはどの程度かということで、先ほども商人館の

方の状況等も勘案してということでご説明を申し上げましたけれども、現在のとこ

ろ工事請負費の方で、それぞれ今までにまだ整備ができていない屋根工事等の状況

等も、今回の工事請負費で一定改修をさせていただきますので、そのほかの維持管

理と言いますと、立派な庭がございますので、その庭の管理と、あと一般的に管理

が必要であろうかなという部分では、この事業につきましては、25年度の繰り越し

という事業でございまして、今後のスケジュール等を申し上げますと、25年６月ぐ

らいまでには財産取得をさせていただきながら、25年６月ぐらいまでに実施計画等

の分を尐し立ち上げさせていただいて、そして25年７月から来年３月あたりまでで

改修をさせていただこうかなと、このように思ってございますので、現在のところ

きちっと維持管理経費がどの程度要るのかと言われますと、ちょっと今ここではそ

れの経費についてはお答えできないということで、日野商人館の管理等の状況をも

って管理をしていきたいなと、このように思ってございます。 

 それと人員配置の方のことでございますけれども、これも先ほど西澤議員にも申

し上げましたが、町史編さんの状況の部分もございますので、その辺の状況等見て、

今後実施計画ならびに実施をしていく中で、来年度、本格的には26年度以降という

ことになろうかと思いますが、その辺については、一定の方向を決めまして、人員

の方についても計画をし実行していきたいなと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） １つ目の、特定地域再生事業の購入の件で、答弁いただきまし

た。率直な意見としまして、事業をされる場合の推移としては、全然なっていない

と思います。例えば、我々が何かで事業をしようと、１つのものを購入しよう、何

らかをやろうと言ったときには、今言われたように、購入してから計画を立ててい

く、どういう人員を配置する、どういう費用が要るというようなことは、絶対しな
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いと思います。それは絶対に失敗します。普通、事業の場合、必ずやはり購入のと

きには、きちっと計画を立てて、どれだけ要る、どれだけのプラスがあるというの

を見込んでします。これは公で購入されているので、そういう心配はないのかも分

かりませんけれど、一般の目から見たら、必ずそういう声は出てくると思いますし、

購入という場合になったら、いろいろな地域にも、大変古い建物、重要なものもあ

りますし、もっと山中邸より古くて立派な豪商の建物もあります。簡単に、目的と

かまだいろいろ計画は立ってないんだけど購入した、これから考えていくんですよ

というような説明した場合に、じゃ、うちとこも買うといてくれるか、うちとこに

もあるんですよ、これも買うてくれるのかという話も出かねないかなと、そういう

ように私も思いますので、その辺のことをどう思われるか、お答え願いたいと思い

ます。 

 ２点目の、小さくても輝く自治体フォーラムの負担金いうことで、詳細を説明し

ていただきましたけれど、これは全額をこの日野町が持たないとだめなのかという

ことを、１つ聞きたいと思います。例えば、持ち回りということで町長も言ってお

られましたし、ある程度持ち出しいうのがないのか、各市町村の負担になるのか。

ちょっと昨日も控えていたのを持ってこなかったんですけど、町長がいろいろ団体

の話もされておられました。そういう団体の負担等はないのか、その辺も伺いたい

と思います。 

 それと学校給食の問題におきましては、次長も言っておられましたけど、動きが

あったのでということで、簡単に返答されておりますけれど、委員長の方が途中か

らの重責ということで、ぴりぴりされておられまして、私の方にも逐一いろいろな

話をされます。やはりその辺を踏まえて、全体での説明はありましたがというのも

分かりますけれど、動きがあったというときには、イの一、委員長にも報告してい

ただいて、そして動向、推移をもう尐しきっちりと事前に説明していただきたいと

思いますが、その点も伺います。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君の再質問に対する答弁を求めます。生涯学習

課長。 

生涯学習課長（福永 豊君） 村島議員から、再質問をいただきました。 

 町として、計画性を持ってここの部分を購入しようとしているのか、一般的には

ある程度決定してから購入するんでないかという部分で、ご質問をいただきました。

先ほども申し上げましたように、日野町として文化財を保護します教育委員会、生

涯学習課といたしましては、どこかで資料等の保管をしなければならないというこ

とは、今までからの課題でございました。先ほど申し上げましたように、今回はこ

の補助事業が合致をいたしましたことから、今回購入をさせていただくことになる

わけですけども、基本的には、この補助事業がなかったとしても、どこかで確保し
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なければならないという部分はございました。幸い、綿向神社の参道でもございま

す場所に位置をしております日野商人の豪邸でもございますし、先ほども西澤議員

にお話させていただきましたように、観光バスが入れる駐車場等の確保もできる。

一定今後の計画等、今後のまちづくり、観光の拠点という部分を考えますと、この

辺の部分については一定の購入の価値がある場所であろうというようなことで、今

回購入をさせていただき、生涯学習課としての課題となります資料の収集保管を、

ここでさせていただくということでございます。日野町全体を見渡して、幾つか場

所があるんじゃないかということでございますが、私ども担当課といたしましては、

この場所が適地であるということで、今回購入をさせていただいたというような状

況でございます。今後の活用等については、頭から計画がないのにどうかというご

指摘もありますが、いろいろな補助事業を当然活用もしながらも、町の方向性をし

っかりと持ちながら、この場所をより有効な観光や文化財の資料的施設として、そ

してまた日野祭の紹介ができるような、そういうような部分での展開を十分に考え

てまいりたいというように思っておりますので、どうかご理解お願したいというよ

うに思います。 

 それとあわせまして、この購入等につきましては、地元の西大路の自治会や他の

団体の方々からも、この場所をぜひとも購入をいただいて活用いただきたいと、こ

ういうふうなことでの地域のご理解も、一定はいただいているものなりというふう

にも考えてございますので、その辺で町としては今後の活用を、地域の方々と協力

しながら頑張っていきたいというように思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 日野町として町民の方々に、その場所がなじむのかどうかというような状況かと

いうように思いますけれども、これは大事な、先ほど申し上げました綿向神社、日

野祭の参道等でございますし、その辺の部分では町民の方々のご理解は、ここを購

入させていただくのには、いただけるものなりというふうに考えてございます。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（高橋正一君） 議第29号の、小さくても輝く自治体フォーラムの負担

金の関係で、再質疑をいただきました。町だけがその費用を負担するのかという内

容でございます。基本的には、全国小さくても輝く自治体フォーラムという会がご

ざいまして、その会が基本的な運営と言いますか大会の開催を行うということが基

本になってございまして、参加者からは参加費というのをいただくことになってい

ます。講師さんの謝礼や全体的な運営費用等につきましては、全国のフォーラムの

会の方で運営をされるということでございます。町では、日野町で開催すると、そ

ういう経過でございますので、最低限町で持つ分の費用と言いますか、その分を先

ほど言わせてもらいました89万6,000円ということで、計上させてもらっているもの
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でございます。 

 それから、昨日町長の方も申し上げておりましたが、滋賀県町村会なりそういう

団体の方で、具体的には滋賀県町村会の中で共同開催というようなことも当初はご

ざいましたが、いろいろ昨日町長が申し上げましたとおり経過がございまして、一

定の負担金的なものはあるかも分かりませんが、基本的には町の方で町費で見ると

いうことで、計上させてもらっているものでございます。 

議長（杉浦和人君） 教育委員会教育次長。 

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

 今回の追加提案の補正の部分でございますが、これにつきましては、２月末で補

助金の内示がまいりました。そういった関係から、やはり内示前の段階で、なかな

か確定した部分については説明はできていなかったということでございます。実際

提案するかどうかという部分を、迷っておった部分でございます。それで、27日あ

たりに内示がございましたので、28日の議会運営委員会の中で追加提案をさせてい

ただくというようなことで、議運の方でも説明も尐しさせていただいておったかと

思います。そういったことから、急な部分でございましたので、今回追加補正とい

う形でご提案をさせていただいた部分でございますので、その点につきましてはご

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） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） それでは最後に、今の特定財源の件で、１つだけ最後に聞かせ

ていただきたいと思います。こういう特定地域再生事業に取り組もうとして、町に

所有者から土地、建物、もしそういう、要望をかけられたときに検討されるのか。

他地区から、そういう場所の購入とかの要望があったときには、こたえらえるのか、

相談されるのか、その辺の意向を聞かせていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（高橋正一君） 村島議員の方から、特定地域再生事業に絡みまして、

今後他の地区での文化財的価値があるものとか、そういうものの購入の要望なりが

あった場合、どのような対忚するのかと、そのようなことであったかと思いますが、

今回の特定地域再生事業で計画いたしましたものにつきましては、過去から地元さ

んなり各団体なり、また一般質問でも今までご質問いただいていますように、この

場所について、保存活用・振興を図るべきであるというご要望もいただいておりま

したし、そういう経過もございましたので、今回この特定地域再生事業を活用して

購入をするということで、計上をさせていただいたものでございます。今後のその

他のものと言いますか、全体に広がるものについては、現時点ではこのようにして

いくという計画は持ってございませんで、その時々に、検討すべきものだというふ

うに思いますし、現状これからどうしていこう、こういうものはこういう形で町が
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所有してやっていこうとか、そういう計画は持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） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 最後になりますので質問できませんけれど、今の答弁を聞いて

おりますと、既成事実をつくったわけですから、これからのほかの地域、また要望

があった場合でも、町は検討されるというように理解してもいいような感じにとら

れますので、その辺のことをひとつよろしくお願いします。 

 それから、自治体フォーラムの件については、大変高額なお金を使って町が費用

を持つということですので、中身の充実されたものにしていただきたいと思います。 

 そして最後の給食問題の方は、まだまだこれからも各小学校の問題も引き続いて

ありますので、ひとつそのところしっかりとよろしくお願いして、質問を終わりま

す。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） ７番、髙橋でございます。 

 もう皆さんかなり質疑されておりますので、重複したところがありますので、で

きるだけはしょりながら、確認も含めて質疑をさせていただきたいと、こういうふ

うに思っております。 

 議第19号、平成24年度の一般会計補正予算（第４号）、教育費、文化財保護費、特

定地域再生事業につきまして、今お二人の方から質疑がありましたので、ほぼ概要

は分かりましたので、その中でちょっと確認だけしていきたいというふうに思って

おります。 

 まず第１点ですが、この今回の国の特定地域再生事業を活用するに当たりまして、

他の部分に対して何か検討された部分があったのかどうか。これはほかに検討され

た部分があれば教えていただきたいと、こういうふうに思います。 

 それから建物は寄附をされるということですが、土地5,600万というような形で購

入される予定であるということをお聞きいたしておりますが、これは固定資産の評

価額はどのぐらいになっているのかなということです。この今お持ちの方は、競売

で購入されたという形でお聞きをいたしておりますが、購入金額について調査され

たのかどうか。されていたならば、その金額はいくらであったのか、その辺をお示

し願いたいなというふうに思います。 

 それから続きまして、議第29号、平成25年度一般会計予算で歳入で教育費負担金、

中学校給食費負担金3,080万2,000円についてお尋ねをいたします。１人１食220円、

20日間計算で月4,400円、年間で11ヵ月の計算を行われますと４万8,400円と、この

ような形で計算されての歳入見込みじゃないかなというふうに思いますが、給食費

の設定について、設定された金額の根拠というのが、どういう形になっているのか、



 

3-15 

これをお示し願いたいなというふうに思います。それから僕もいろいろな形でイン

ターネット等々調べましたが、この給食費の設定に当たっては、多数の審議機関の

中で、決められた部分が多いわけです。220円、月4,400円、これの決定に当たって

の審議機関はどこでやったのか、この辺をお示し願いたいなというふうに思います。

それから、もう恐らく４月のことですので、これについては保護者の方、支払い義

務者に関しての通知は行っていると思うんですが、説明をきちっとされているのか

どうか、この辺もお聞きをしたいというふうに思います。それから給食費の徴収方

法は、どのようにされるのか、この辺もお聞きしたいなというふうに思います。そ

れから、小学校もそうでしょうけど、滞納者が出ている現実です。今回の徴収につ

いて、どういった工夫をされて、滞納者が出にくい方法をされたのか、この辺の工

夫もお聞きしたいなというふうに思います。それから滞納者が出た場合、これに対

する徴収は、だれがどのように行うのか、この辺を対策を立てておられると思いま

すので、それについてもお聞きをしたいというふうに思います。 

 それから議第40号、平成24年度一般会計補正予算、教育費のうち、桜谷小学校の

大規模改修４億6,369万円について、お尋ねをいたしたいとこんなふうに思います。

全体として申し上げておきます。桜谷小学校、経年务化で非常に危険な箇所もあり、

問題の設備もある。そういったことから今回の改修は必要であり、ぜひ実施をして

いただきたいと、このように思っているのは前提条件でございますので、その辺は

ちょっと置いていただきたいというふうに思いますが、また内容把握につきまして

は、現場より指摘を聴取されていると思いますので、それに沿った設計になってい

るんじゃないかなというふうに思いますので、期待しておる次第でございます。そ

こでお尋ねしたいんですが、今回の予算には、備品は含まれておるのかどうか。も

し必要であるなら、今後備品の予算が上がってくるのかどうか、この辺をお聞きし

たいなというふうに思います。それから給食室の改築概算予算１億2,500万というよ

うな形で説明がありましたが、学校現場よりこの給食室についての補修要望も上が

っているというふうに思いますが、この内容を見ますと、控室の壁の修復をしてほ

しい、それから鉄板部分をステンレスに変えてほしい、それから土間排水の補修を

してほしい、このような形で、給食室の改修要望が現場から出ているというふうに

思います。それで昨日の中西議員の質疑答弁の中で、補修も改築も大差ない金額に

あると、このような形の中で改築を行うような説明がありましたが、大差ないとい

う根拠を示していただきたいなというふうに思います。それから桜谷小学校の現在

の給食数は何食ですか。それからこれは３年後に、給食数はどのように変化するか。

このようにどのような計画を持って、改修に当たられるのか、お聞かせ願いたいな

というふうに思います。 

 以上３点です。 
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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） 髙橋議員の方から、議第19号の補正予算の特定地域再

生事業の関係で、ご質問をいただきました。 

 １点目でございますが、この事業でほかの部分について、計画の中で検討された

ことがあるのかということでございますが、これは先ほど生涯学習課長の方からも

お答えをさせてもらいましたが、現状この事業で24年度で上げさせてもらいました

事業内容につきましては、文化財の資料の保存活用、展示等を行うための施設整備

ということを中心に行っていくということで、計上させてもらっておりますが、大

きい施設でもございますので、その後につきましては、町トータルとして観光的な

部分も含めて活用できるような方法で、総合的に取り組んでいければいいなという

ことで考えているところはございます。 

 それから具体的な金額等、どうして購入していくかという購入の根拠につきまし

ては、この予算を認めていただきましてから進めていくわけでございます。この予

算計上に当たりましては、町としましては、現状地価公示をされております路線価

などを参考に、適切なものを算出して予算を計上させてもらっているということで

ございまして、購入等に当たりましては、不動産評価等もこれからさせていただい

て、適正な価格で購入できるように進めていきたいというふうに思ってございます。 

議長（杉浦和人君） 暫時休憩いたします。 

－休憩  ９時５９分－ 

－再開 １０時０４分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。企画振興課長。 

企画振興課長（高橋正一君） 先ほどの第１問目のことでございますが、今回の特定

再生事業の申請に当たりましては、この山中邸の購入活用事業ということを、目的

として、この事業をするということで特定地域再生事業を申請したものでございま

す。幾つかのメニューの中から選んだというようなことではなくて、この事業を活

用するということで、申請したものでございます。 

 それからもう１つでございますが、同じく特定地域再生事業の中で、競売等の経

過なり金額の経過ということでご質問ございましたが、これについては、現時点で

把握しておるものではございませんし、またそういうものについては、個人情報に

かかわる情報なのかなというふうに思ってございまして、現在、公表するというこ

とはできないものかなと思っております。 

議長（杉浦和人君） 教育委員会教育次長。 

教育次長（久村重次君） それでは、髙橋議員さんから何点かのご質問をいただきま

した。 
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 まず、議第29号の関係で、中学校給食にかかります給食費の設定は、どのような

形かという部分でございます。その根拠でございますが、今回の給食費の設定につ

いては、4,400円という形で設定をいたさせていただきました。小学校が3,500円で

ございますので、おおむね食育等考えた中で、やはり1.2倍の摂取量が中学校では必

要だということでございます。それと、今回米飯を中学校の方でするということで、

3.5日させていただきます。そういった部分でも、若干上がってくるということ。そ

れと全体的には、やはり食材を考えた中で4,400円という試算をさせていただき、こ

の決定につきましては、日野中学校の学校給食運営協議会がございますので、各校

長の代表、また中学校の教頭、養護教諭、各小学校の食育担当の先生の中で、こち

らから一定の積算根拠を示させていただいた中で、お示しをさせていただき、最終、

町の方で決定したところでございます。 

 それと保護者の方への説明はしたのかという部分でございますが、これにつきま

しては、各小学校の６年生、中学校の１、２年生の保護者の方へ、２月段階で文書

で、日野中学校の給食の負担金についてということで、給食費の関係、今後の考え

方等をお示しをさせていただき、保護者の方にはご案内をさせていただきました。

また中学校の新旧の本部役員会の中におきまして、給食費の徴収、また決定の部分

をご説明させていただいたところでございます。 

 次に徴収方法につきましては、小学校でも同じ形をとっておりますが、口座振替

によります対忚をさせていただく予定でございます。 

 また、滞納の工夫という部分でございますが、やはり口座振替でございますので、

引き落としできない方については、一定再振で銀行の方はしてくれるわけでござい

ますが、やはりいち早くそういった方への対忚、きめ細かく、早期の対忚を図って

いきたいなと思っております。滞納者の対忚につきましては、今現在も学校の方で

お願いはしておりますが、最終的には、教育委員会の方で、滞納が多くなる部分に

つきましては、滞納整理等をしていかないといけないのかなと思っております。や

はり、保護者と学校との関係もございますので、まずは学校の方でお願いし、最終

は教育委員会ということで思っております。 

 次に議第40号の関係でございますが、桜谷小学校の改修の部分でございます。今

回の部分につきましては、大規模改修ということで、大きくは外壁の部分なり、ま

た廊下、教室等の壁等が主になるかと思いますが、それと全体的に改修箇所等を言

われた部分については、今回の改修で、現場からの声を聞いた中でさせていただい

ております。一定設計の段階でございますので、そういった現場の声を聞いた中で、

改修できるものはしていくということで、協議をしておるところでございます。 

 それと備品の関係でございますが、基本的には、工事に関係しての備えつけ備品

を思っております。今回挙げておりますのは、黒板、また掲示板、備えつけの実験
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台等そういった部分を更新させていただく予定で、その部分は工事費の中に含まれ

ております。 

 また給食費の補修の要望の部分でございますが、これにつきましても、やはり桜

谷小学校はウェット方式で相当古い部分でございますので、一定改築のときにはと

いうようなことでしておりましたので、そういった部分、今回はすべて新衛生基準

に基づきます改築をさせていただきますので、一新をするというような考え方で思

っていただけたらと思います。 

 それと、改築・改修の大差はという部分でございますが、今現在の桜谷の給食室

につきましては、鉄骨造りの部分でございます。改修を行う場合におきましても、

空調関係については２階に上げていかないといけない。また、現在の給食室につい

ては、天五高も低い構造になっておりますので、改修となりますと、げたを履かせ

た形で高くしていかないといけないというようなことも、設計上出てまいりました

ので、やはりそういった部分を考えていきますと、全面改築したほうがいいのでは

ないか。そういった部分で、大差はないというような考え方で進めさせていただい

ておる部分でございます。 

 それと、子どもの数の部分でございますが、今現在は、小学校が124人と幼稚園が

29人、それと今回改築する部分につきましては、補助の基準が１人から200名までと

いう補助基準の中でさせていただく部分でございまして、約170食の部分で、食数で

１人から200人の基準の部分でございますので、そういったことから、170食の部分

で計算をしておるところでございます。 

 今後の対忚でございますが、先ほども言いましたように、200人までの対忚がいけ

るという部分でございますので、今後の変化がありましても、その部分については

対忚はできるということでございます。 

議長（杉浦和人君） 税務課長。 

税務課長（山田繁雄君） 髙橋議員の方から、固定資産の評価額についてご質問いた

だきましたので、この部分でご回答させていただきたいと思います。この物件につ

きましては、現時点におきましては、まだ個人所有ということになってございます

ので、個人情報保護法の関係から、具体的な価格というものを公表するということ

は、差し控えさせていただきたいと思います。ただ、１月１日時点で、国土交通省

なり県の方が公示しております価格がございます。この部分につきましては、一般

的な土地の取引価格の指標とか、また公共事業の用地の取得価格の算定の基準にす

るもの、また、相続や固定資産税の評価の目安となるためのものとして、利活用を

させていただいているというものでございますので、西大路地区におきましては、

西大路公民館から真っすぐ入りまして、町道に突き当たります右手のところが公示

されております。この部分で、１平米当たり１万7,900円でございます。また県の方
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の地価調査によります価格につきましては、近江ヒルズさんの寮がございます日野

精機株式会社のちょっと上になるんですが、こちらの方が公示として価格表示され

ているのが、平米当たり１万8,500円ということになります。こうしたことから鑑定

いたしますと、公示価格上は6,500から6,700万程度になるのかなというふうには思

われますが、ただし建物が建っている現在の土地という形でのものではございませ

んので、あくまで何も建物がない、更地という状況での価格ということでご判断い

ただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） この文化財保護費について、１つはこの特定地域再生事業を活

用するに当たって、その他に対して検討は実施されなかったという形で理解してよ

ろしいわけですね。 

 それから、今税務課長の方から説明いただきましたが、地価等々について、今の

段階において、この5,600万という形のものが表示されておりますが、妥当かなとい

うような判断をする次第でございますが、ただここで申し上げたいのは、あとにも

どんどん続くわけなんですけど、価値観をどう創造していくかということなんです。

ちょっとここで申し上げておきたいんですが、これについては町長の方に聞いてお

いていただきたいんですが、先ほども課長の方から説明がありましたが、端的に申

し上げまして、あれだけで価値はありませんと僕は思っているんです。いかにこの

波及効果をあらわすか、全体的な構図をどうするかという形の中で効果をあらわす

んじゃないかなというふうに思っております。文化であり歴史であり、あるいはこ

れから発生いたします行事であるとか、あるいは商業であるとか、そういったもの

を総合的に巻き込んで雇用を生み出し、にぎわいをつくりと、こういう形のものが

必要になってくるんじゃないかなというふうに思います。それがないと、端的にあ

そこだけの部分の単独の建物としては、意味がないかなというふうに思いますので、

これをしっかり押させていただくことで、ひとつお願いを申し上げておきたいとい

うふうに思い、町長、ちょっと後でまたどういう形を考えておられるのか、お聞き

したいなというふうに思います。 

 それから、この一般会計補正の中での負担金の問題なんです。中学校給食運営協

議会において、説明、検討されたんですか、ちょっとお聞きしたいな。それはいつ

なんですか。何回やられたんですか。それから保護者への通知は、いつされたんで

すか、２月と言っておられましたけど。それから給食費の徴収方法については口座

振替を実施されるということですが、これ１本なのですか。それから、滞納者が出

にくい方法、対策をどうされているかというものについては、現状小学校でやって

いる対策だというようなことで、今小学校において滞納者が出ているときにおいて、

対策をされていると思うんですが、どういった問題が出ているかなと、これも答え
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は結構ですので、もう尐し詰めていただきたなというふうに思います。 

 それから滞納者が出た場合の問題なんですけど、当初は学校で対忚されると。の

ち、問題が生じた場合に対しては教育委員会が当たるというような方法だと思うん

ですが、ここで、先に、給食費の設定に当たって、どういうメンバーで構成すべき

かと、僕はその前提のもとに質問したわけなんですけど、これは滞納者が出た場合

において、答えなきゃならないんですよ、現場が。ややもすると、滞納者の方から、

これはだれが決めたんや、どうして決めたんや、この金額どうなっているんだと、

こういった形の反論がよくあることだと聞いています。そのためには、その中に保

護者であり、徴収する人であり、その辺の部分が入ってもらっていないといけない

んですよ。いや、私知りませんねん、教育委員会が勝手に決めたんですよ。これじ

ゃ、通らないんです。そのために、私はさっき聞いたんです。だから今となっては

遅いですけど、徴収する人、その対忚に当たられる人については、しっかりその辺

のところの伝達をし、そういったクレームが上がったときに関しては答えられるよ

うにしていただきたいなと、こういうふうに思う次第です。 

 それから桜谷小学校の大規模改修については、給食の部分なんですけど、１つ、

先ほども村島議員の方から、もっとしっかりと事前に説明するようにという形のも

のありましたけど、この答弁の中で大きな間違いを起こしていますよ。実は、中学

校の給食問題特別委員会の中に、確かに小学校の改修計画、これが出ておりました。

でも主体的なものじゃないですか。中学校給食問題における資料なんですよ。資料

の提出において、これを示したということにならないのが１つと、それからその資

料は、了承されたんですか。小学校はいつ改修しますか。それについて了承された

資料なんですか。それを持って一忚説明しましたよという、これはないですよ。あ

れはあくまでも中学校給食問題特別委員会に出された、そのための流れの資料だ。

これはちょっと自覚しておいていただきたいなというふうに思います。 

 それと、先ほどの中でもうひとつ分からなかったのは、余り変わらないですよと、

改築も改修も。１億2,900万円、これについて改修でもそこまでかかるんですか。ち

ょっとその辺、今のところお聞かせ願いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君の再質問に対する答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 山中邸の部分についてのお話がありまして、しっかりと考え方

をもって対忚すべきだと、こういうお話だったと思いますが、かつて前の議員の構

成のときに、竹田議員からも、活用してはどうかというこういう意見もあったとこ

ろでございます。また地域の皆さんからも、せっかくの山中邸だから、何とか日野

祭のメーンストリートということも含めて活用できることはないのかと、こういう

ことも要望いただいたわけでございます。あわせて、生涯学習課長が申し上げてお

りますように、町史の編さんもおかげさんで最終段階を迎えてまいりました。そう
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した中で、おびただしい町内にある資料が町史編さん室に寄せられて、それをもと

に町史を編さんしておるわけでございますが、基本的には個人お持ちの資料につい

てはお返しをするというのが原則でありますけれども、やはりもうこの際町で保管

してほしいというようなこともございまして、そうした大事な資料をしっかりと保

管をする必要があるということでございます。あわせて、せっかくの町史編さんの

資料でございますので、保管だけをする、いわゆるお蔵入りだけでは、これはやは

り役割が果たせないのではないかということで、保管をしつつ、公開できる部分に

ついては公開をしていく、こういうこともせっかく莫大な金をかけた町史９巻であ

りますので、それについては近江商人だけじゃなくて、もっと古い時代からのいろ

いろな資料を保管し、町民の皆さんに公開をしていく、そういうものが必要である

ということであります。それについては、確かに歴史博物館的なものがつくれれば

いいわけですけれども、なかなかそういうことまではいかないということもありま

して、どういうふうに保管、活用すべきなのかなと、こういう頭を悩ませておった

ところでございます。そうした中で、町並みの景観保存、そして今どんどん壊れて

いく古い建物を、どう維持していくのか、こういうことを総合的に考え、さらには

日野の観光振興を考えた上で、現在の山中邸の話は大変有効活用をすることにつな

がるのでないかと、こういう議論をしてまいったところでございます。それぞれご

指摘いただいておりますように、１つの財産を取得するということは、いくらかの

大なり小なりの維持費を伴うことでありますので、そこは検討をしなければなりま

せんので、町並みの景観保存という観点からいきますと、これは何でもかんでも町

が持つというわけにいかないわけでありまして、これこそ町民の皆さん全体で、こ

の町の景観をどう保存していくのか。そのために、いろいろな制度をどのように活

用するのかという議論の中で、していかなければならないものでありますが、そう

した中であの山中邸については、今申し上げました点で町史の資料の保管、観光振

興、町並み、そうしたところにマッチした場所と内容になっているんではないかと、

こういうことで、あの場所を選定し、あの物件について検討をしてきたということ

でございます。しかしながら、生涯学習課長が申し上げましたように、なかなか土

地や建物を取得するような補助事業は、国にはないわけであります。一部、例えば

農家レストランだとか、そういうことに活用するものなどについては、農林省の方

にあるということでございまして、この内閣府のこの補助事業については、前回も

説明したかも分かりませんけれども、各省庁の縦割りの中では補助制度がない部分

について、地域の活性化に資することを目的とする制度の狭間を埋める、それで地

域の元気につながるようなものについて、内閣府がコンクールをやって、外部委員

が評価をする中で認定をしていくという制度でございますので、なかなか土地建物

を取得する制度がない。制度がないからこそ、内閣府は国の制度のないものについ
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て、この補助事業を適用すると、こういうスキームになっておりますので、尐し企

画振興課長が頭をかしげたのは、そういう理屈であるということでございますので、

今後あれをさらに整備活用する中で、使える補助事業があった場合には、使ってい

くことも検討をしなければならないのではないかと、このように思っております。

また、尐し前に西澤議員が、鎌掛のかやの会館の改修に、こういうのを使えへんね

やろうかと、こういうお話もございましたが、地域で取り組まれるいろいろな事業

について、確かに国の方にはいろいろなメニューがございますので、そういうメニ

ューを地域の皆さんのビジョンをお聞かせいただく中で、活用できるものについて

は、しっかり一緒になって議論をしていきたいなというふうに考えておりますので、

また鎌掛の方でもいろいろご議論されて、合致するかどうかは別の問題として、こ

ういう使用をするに当たって何がしかよい制度はないのか、こういう話については、

大いに企画振興課の方でもご相談に乗ってまいりたいというふうに思っております。 

 また、給食の問題は、当然教育委員会から答弁いたしますが、私も学校施設を設

置する、建設する責任者でございます。そういう中では、今回の国の補正予算とい

うのは、かなり、昨日もお答えさせていただいたところでありますが、有利な制度

になっております。しかしそれを濫用してええのかというのは、蒲生議員おっしゃ

ったそのとおりであります。かつて20年ほど前に経済対策で、一般財源は何も出さ

なくて全部起債でやったら、あとは交付税措置する、こういうふうな形で、どんど

んどんどん公共事業をした中で、地方自治体の借金が膨らんできたという苦い経験

がありますので、それを踏まえた発言、ご意見だったと思いますが、私も同感であ

ります。しかしながら、やらねばならないものについては有利な制度を活用すると

いうことは、当然の責務だというふうに思っております。昨日も申し上げましたけ

れども、建設省関係の補助事業については、この補正予算について、例えば１月４

日までに言えだとか、１月２日までに言えだとか、そういう締め切りがございまし

た。しかし、文部科学省の方は、県のレベルでは２月１日ということでありまして、

それの返事が返ってきたのが、先ほど次長が言いましたように、２月27日、そうい

う形で有利な補助制度に乗れるか乗れないのかということも、ぎりぎりの判断もあ

りました。従って、今議会も尐し開会日をおくらせていただくことも含めて、議長

にもお願いしたわけでありますが、できる有利な制度はしっかりと取り組むための

時間がいただきたいということで、変則的なナンバー２の補正予算も含めて対忚を

させていただいたわけでございまして、給食室の整備につきましても、聞いており

ますと、一般的な大規模改修では対象にならないと。しかし改築であるならば満額

対象になるというようなことでもございますので、ぎりぎりのいろいろな工事施工

の事情と補助金の事情と、そういうことがいろいろ絡まって、そういう意味ではナ

ンバー２で出さざるを得ないような、しかしナンバー２で有効活用をする判断もで
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きてきたのかな、このように思っておりますので、設置者といたしましても、子ど

もたちのためにしっかりと対策を講じることとあわせて、できる限り町の負担がな

い有利な制度を、これは給食だけではなくて、今の山中邸の取得も含めて、あらゆ

るところで財源の確保に努めることが私の責務であると、このように思っておりま

す。 

議長（杉浦和人君） 教育委員会教育次長。 

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

いろいろとご意見いただきました。また、今後こちらとしても検討していかないと

いけない点、多々ございましたので、対忚をしてまいりたいと思います。 

 まず、日野中学校の給食費の検討の部分でございますが、日野中学校給食運営協

議会を設置させていただいて、そこで決定をさせていたたいだということで、回数

につきましては、３回の回数で行わさせていただきました。それと、委員について

は８名でございまして、小学校長、中学校長、それと教育委員長にも、その中に入

っていただきました。そして本来ですと保護者の方も含めてということ、ごもっと

もな部分でございます。今回につきましては、時間的な部分も考えさせていただき

まして、日野中学校という形をとらさせていただいたわけでございますが、やはり

今後につきましては、日野におきます給食の運営協議会という部分を設置していっ

た中で、やはり中学校、小学校も含めて、今後検討をしていかないといけないなと

思っております。そういった際につきましては、やはり保護者の方も含めた形で、

今後考えさせていただきますので、その点よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 それと保護者の方への通知のことでございますが、通知を出させていただきまし

たのは、２月20日でございます。しかしながら、昨年12月の段階で、中学校の給食

実施ということで保護者の方へはお知らせをさせていただき、またアレルギー対忚

とか、口座振替等の依頼等もお願いをしていただいたところでございます。負担金

の部分につきましては、２月20日で通知をさせていただきました。 

 それと徴収方法につきましては、現在のところ口座振替のみで考えております。 

 それと改修、改築の部分でございますが、先ほども町長の方から答弁がございま

したので、それ以上のことは申し上げられないわけでございますが、先ほども言わ

させていただいたように、詳細の部分はまだ今現在実施設計の途中でございますの

で、どれだけだということはお示しはできないわけでございますが、やはり改修と

なりますと、今の施設の相当部分改修にかかるということで、改築にさせていただ

いたということ、また、それと補助金の関係で、有利な方法で対忚をさせていたい

たということでございますので、よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 文化財保護費特定地域再生事業につきまして、町長の方から、
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今までのいきさつ等々説明いただきました。ただ、問題は、これからどう生かすか

ということだと思うんです。従って、それについてやはり横断的な形で、１つの課

ではできません、横断的な考え方を持ってやらなければいけないと思いますので、

この金額以上の形の効果が出るように、ひとつお願いを申し上げておきたいと、こ

のように思います。 

 それから、中学校の給食費の問題ですが、先ほど言いましたように、再度徴収さ

れる方、保護者に関しても、親切丁寧な、第１回目ですのでそれをしておかないと、

後からまた問題等々発生します。それについてひとつやっていただきたいのと、今

ご提案ありましたように、給食問題、給食に対する委員会を設定されて、いろいろ

な形をそこで討議されるというようなことで、これを早急につくっていただいて、

皆さんに分かりやすい形で物事が進むように、お願いしておきたいというふうに思

います。 

 それから小学校の給食施設の改築問題なんですけど、１つだけちょっと聞きたい

のが、教育長、これは改築をやめて改修にすると、何か問題が起こりますか。 

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を、改築でなくて改修ではだめなのかと

いうご質問ですけれども、昨日もお答えしましたように、新衛生基準にあうように

しようと思いますと、増築は必ず必要でございます。改修部分とそれから増築する

部分の、その費用がどうなのかということになってくるかと思うんですけれども、

改修ですと、校舎の方の改修と同じような形になってまいりまして、外壁とかそう

した部分になってきて、先ほど次長と町長の方からも説明がありましたように、補

助金の関係で、本当のこの内装とかそういった部分に対する補助しかいただけない

というふうに思います。ですから、改築にした場合は、補助金がたくさんいただけ

るということもございますし、中の設備等も新しくすることが可能だと思いますの

で、有利な形で直していただくことができるのかなというふうに思っておりますの

で、改築にさせていただきたいというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（久村重次君） 再々質問にお答えをさせていただきます。 

 改築から改修という部分でございます。やはり大きな点については、補助金の関

係があるかと思います。詳細の部分は出しておりませんが、大半町費でその部分に

ついては持ち出しになろうかと思います。やはり今現在の段階では、国の補助を受

け、また起債を充当させていただいて、一般財源的にはゼロというような提案でご

ざいますので、そこが大きな違いだと思います。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） もう質問できませんのでしませんが、今のところ、詳細比較、
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１つは、改築にするのか改修で終わるのか、これは金額が出ておりませんので、こ

この検討が必要であるんではないかなというふうに思います。 

 それと今聞いておりますと、桜谷小学校の給食施設については、全体的な流れよ

りも、今のところ桜谷小学校単独での考え方であるという形の理解をさせていただ

いて、よろしいわけでございますね。この辺を持ちまして、これから給食問題特別

委員会の中、また予算委員会の中で討議されるものというふうに思いますので、今

いただきました答弁の中で、また審議をしていただければいいんじゃないかなとい

うふうに思いますので、どうもありがとうございました。 

議長（杉浦和人君） 質疑の途中ですけれども、ここで暫時休憩いたします。再開は

11時から再開いたします。 

－休憩 １０時４４分－ 

－再開 １１時００分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 ほかに質疑はありませんか。６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 私も３点ほど質疑を行います。 

 まず最初に、議第29号、平成25年度日野町一般会計予算であります。昨日も質問

をされましたが、事項別明細書57ページのわらべ保育園運営事業でございます。こ

の昨日の池元議員、中西議員の質疑に対して、福祉課長の答弁をいただきましたが、

わらべさんが定員50名から60名の増園を予定されているというふうにお聞きしまし

て、その予定地が岡本団地の跡地、私もおおむね場所は分かっておるんですが、ご

父兄が園児を連れていき、あるいはお迎えになるときに、非常に近辺の道路が狭い

というふうに思っております。ということは、当然地元の方がそれなりの狭い道路

を出入りするということで、ご理解があるのかどうか。またその土地に関しまして

は、貸し出しをされるのか、その際も、有償、無償、その点についてお伺いをした

いと思っております。 

 そして次は、議第12号、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

についてでございます。条例の制定を云々言うわけではございませんが、ここの条

例にも書いておりますように、上位の基準には、道路法に基づき道路構造令という

のが存在すると思います。私も大分以前のことですので忘れましたが、日野町独自

の条例である以上は、何かそういった今日までの道路構造令に附属するような、あ

るいは付随するような細部の基準を決められているのかどうか、私は全部構造令と

対比したわけでもございませんけれども、そういった基準になっているのかどうか

を、お伺いしたいと思います。 

 ３つ目は、議第24号、日野町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）であ

ります。これも全員協議会でお伺いしておりますが、事項別明細書113ページ、農業
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集落排水事業（追加分）、これは南比都佐地区だというふうにお聞きしておりますが、

この辺についての詳細の説明をお願いをしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸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、質問をいただきました部分で、まず１点目、わらべ保

育園の運営補助の関係でございます。それに関連しまして、１園増園のことにつき

まして、昨日もいろいろご答弁申し上げたところでございますが、予定地につきま

しては、日野福祉会さんの方でいろいろ議論もされたとは聞いているんですが、ま

だ理事会も開催をされておられませんので、町の方に一忚事前に、こちらはどうか

なということで打診があった場所が、昨日申し上げました大窪岡本町の旧岡本団地

跡ということでございます。ご指摘いただきましたように、周辺の町道等が狭いと

いうこともございまして、その辺も１つ、いろいろなクリアしなければならない課

題であるかなということは申し上げておりましたし、法人さんの方も、その点は把

握をされているかなと思います。ただ、この保育所の設置に当たりまして、国の森

林整備加速化林業再生事業、これは木造公共建築物等の整備の国の緊急経済対策を

含む予算が、県を通じまして法人に直接交付されるものでございますが、先日３月

６日に県と法人とが、この事業の方向についてのお話をされましたので、私も同席

をさせていただきましたが、県からの申し出等で、県議会が３月22日に閉会で予算

等の議決がされるということでございますので、それまでは動かないでほしいとい

うことの要請が県からまいっておりますので、法人としてもまだ動けない状況でご

ざいます。町としても、今回の25年度予算の方で、増園にかかりますルール上の補

助を計上させていただいています関係で、町もこの26日の閉会で採決いただくまで

は動けないということもございますので、地元さんにはまだお話をさせていただい

ていない状況でございます。この辺は、法人さんも、また担当しています私の方も、

事前に何とかお話がさせてもらえるやろうかということで、いろいろ相談もしたん

ですが、県としては、もう22日までは動かんといてくれということでございました

ので、地元さんにはまことに申しわけないんですが、そのような意向もございまし

たので、今まだ庁内での議論ということにさせていただいております。なお、保育

所運営委員会の方でも、いろいろ議論をいただきました中で、１園増園の候補地の

お話も、運営委員会の方でございました。しゃくなげ園の跡地がどうかとか、それ

から老人ホームさつき荘のところがどうかとか、鎌掛小学校のところがどうかとか、

いろいろなご意見もありましたんですが、委員会の中では、街中の方がいいん違う

かと。例えばという例で、旧岡本団地の跡はどうかというご意見もちょうだいした

というところでございます。 

 その用地の町有地の活用の中で、今後の町としての方向はということでございま
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すが、今回竜王町が、民間さんの方に、町が準備した土地に民間保育所の建設をさ

れます。その例でも、30年契約の10年サイクルの無償貸与ということにされます。

大津市等も、これまでからそのような方法をとっておられますので、町としても、

契約の中で何年サイクルになるかは別にして、無償貸与の方向で考えてまいりたい

なと思いますが、先ほどご指摘いただきましたように、今後議会の終了後、地元さ

んの方にも、丁寧なご説明なり報告をさせていただくつもりでおりますので、また

ご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 冨田議員さんの方から、１点ご質問をいただきました。

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についてでご

ざいます。質問の内容につきましては、日野町独自の条例の中で、内容等が織り込

まれているかどうかという話でございますが、現在のところこの条例につきまして

は、今までは国の道路法に基づいた形で、政令の中で道路構造令というのが定めら

れております。その基準において、国道、県道、町道も今までこの構造令に基づい

た形で、道路計画をやってきたいう状況でございます。そういうことを踏まえなが

ら、今回町で条例を定めるわけでございますが、現在のところ町の独自という形は

とっておりません。というのは、独自でいろいろな幅員構成も含めてやっていくと、

現在までやってきたことに対するいろいろ交通安全上の問題もありますので、現在

のところは、すべて国の道路構造令に参酌した形で、条例を定めてきたということ

でございますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） 議第24号、日野町農業集落排水事業の特別会計の補正

予算についてのご質問をいただきました。予算書113ページの農業集落排水事業費

（追加分）の工事請負費、これについてのご質問かと思います。これにつきまして

は、南比都佐地区の、ご指摘のとおり機能強化工事を1,010万で実施させていただき

たいと思っております。内容につきましては、以前不明水がたくさん入るという調

査を実施しております。その部分についての不明水対策と、あと処理施設の機器類

の交換等を実施してまいりたいと思っております。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） わらべ園につきましては、まだ候補地が決定したわけではない

というようなことで、当然今申し上げましたように、いろいろな道路の関係、ある

いは隣接する地元に対する説明を、今後ともやっていってもらわなくてはならんと

いうふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 そして、議第24号、農業集落排水事業ですが、今特に不明水が多いということで

あったわけですが、ほかの地区でそういった調査はされておるのかどうか。あるい
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は、年数をもとに機能強化対策をやろうとされるのか、ちょっとその辺だけ、もう

一度教えていただきたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） 今、再質問をいただきました。 

 各処理施設においての、雤が降りますと、不明水という形で尐なからず増えてい

る部分がございます。他の施設にもございます。ところが、南比都佐地区につきま

しては、大雤が降りますと２倍から2.5倍というような状況でありますので、以前特

別に調査をさせていただいて、その結果、現在の機能強化をさせていただくという

ことで、順次ほかの地域についても機能強化を、もう一度２回目を回らせていただ

こうと思っておりますので、その機能強化をさせていただく前の年には、調査を国

の補助をいただく中でやっておりましたけれども、今後は単独で実施をしていかな

ければならないというような状況にはなっております。 

 それともう１点の、機能強化の年数ですけれども、通常供用開始をいたしまして

７年たつと、この事業が対象になるということでございますので、南比都佐につき

ましては２回目ということで、機器の修繕等補助金をいただけるということで、以

前やりましてから７年たっておりますので、また南比都佐から順番に、その辺の費

用を使わせていただく中で、修理等をやっていきたいと思っておるところでござい

ます。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） この後のことは、また農業集落排水の最終的な今後の考えにつ

きましては、別のところで一般質問等で行いたいと思っておりますので、今の機能

強化も、順次町内の施設についてはやっていくという考えでいいわけですね。分か

りました。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑はありませんか。８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） ３点について、質疑をいたします。 

 １番目、議第29号、平成25年度保育所費公立保育所こばと園整備事業、木造公共

施設等整備事業費補助金活用２億5,450万円ならびに私立わらべ園について。１つ、

整備事業の概要。昨日も中西議員への答弁では、建物700から750平米、定員はあお

ぞら園並みに15名増の75名を予定と。２、公立保育所３園の定員、あおぞら園75名、

こばと園60名、さくら園60名、私立わらべ園100名であります。一方待機児童数は50

名にも及ぶと聞いております。昨日の答弁を聞いて、これだけの巨費を通じて忚急

的対策しか考えられないのか、ビジョン、使命感があるのかと、私は正直がっかり

し、怒りさえ覚えました。今回の整備事業、慢性化していると言われている待機児

童の解消を図る上で、行政の責任においても、せめて40名増、定員100名体制にすべ

きと思いますが。また答弁で私立わらべ園にも触れられ、新規に園を開設、50名か
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ら60名予定、候補地として大窪４区旧岡本町団地跡の町有地借用したい旨の答弁が

ありましたが、早速地元大窪４区の役員会が開かれ、この情報が伝えられ、大窪４

区の区長も、地元町内会の下岡本町町代も、この件に関しては全く聞いておらず、

地元住民を無視した行政だとふんまんを感じておられるようです。ただ、岡本町の

役員の方としては、当計画の詳細が分からないことから、現時点では賛否の判断が

できないと言っておられます。しかし、当計画が具体的に動きだしたときに、隣接

する幅狭い町道に送り迎えする保護者の方々の交通問題や、幼児のための安全問題

など、多くの課題を町内会として抱えなくてはならないと心配しておられます。こ

の町内会では、このような重要な案件を、地元の自治会に事前に連絡せず勝手に計

画していることは、住民無視の町行政だと、地元の町代さんが憤慨しておられます。

このような問題は、まず地元の町内会に説明して検討し、事をスムーズに運ぶため

にも、地元のご理解が最も重要ではないかと思います。さらには、わらべ園は評判

がよく、入園希望者が多いとのお話がありました。これは到底看過できません。お

尋ねします。３つ、建築材料材木は、日野産を使用されると理解してよろしいです

か。お尋ねします。 

 ２番、議第19号、平成24年度一般会計補正予算、特定地域再生事業１億2,413万円。

内訳、委託料778万円、工事請負費6,035万円、公有財産購入費5,600万円について。

１番、特定地域再生事業について、特定地域再生制度の特定政策課題申請について。

昨日の答弁で企画振興課長から説明があり、生涯学習課長からは具体的な活用につ

いては示されませんでした。今回の事業、その趣旨に合致しているのかお尋ねしま

す。２つ、購入予定の土地、建物は譲渡ということではございますが、現在の所有

者が何年に購入されたのか。購入額、お尋ねします。３つ、購入予定の公有財産購

入費5,600万円について、固定資産評価額は、先ほど質疑されました。固定資産税徴

収額と比べて、購入額は妥当か。路線価も答弁がありました。ちなみに、財務省近

畿財務局大津財務事務所告示・一般競争入札、平成21年３月４日の改札結果では、

１平米当たり１万円弱、もう１つの土地は１平米当たり9,000円弱であります。公示

価格があると思うが、それらの数字と比べていかがか。購入予定の土地建物の鑑定

は、入れられたのか。鑑定価格はいくらであったのかお尋ねします。４つ、所有者

が購入建物を改修された額を調査されたのか。もしされていないなら、その理由は。

５つ、この土地建物を、地元から町で購入されるようにと要望を受けての取り組み

をなされたのか。それとも町が特定地域事業再生事業に取り組もうとして、町から

土地建物の所有者に話を持ちかけられたのか、いずれかお答えいただきたい。６つ、

購入後の運営については、生涯学習課長からも説明がありました。まだほとんど未

定であるということではございましたが、あえて年間収容人員をどのように見込ん

でいるのか。年間どの程度の維持管理費を見込んでいるのか。人員配置計画は、ど
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のように考えているのか。７つ、工事請負費6,035万円の内容。昨日の答弁では、ト

イレ設置、外構改修という説明でしたが、もう尐し具体的にお尋ねします。８つ、

維持管理に今後多くの経費が必要。使用目的とその目的が見込めるのか、お尋ねし

ます。９つ、日野商人館の場合は建物譲渡、土地はリース、期間はちょっと存じて

おりませんが、その後土地を購入されたと聞いておりますが、お尋ねします。 

 ３、議第40号、桜谷小学校大規模改修工事についてお尋ねします。１つ、桜谷小

学校大規模改修工事４億6,369万円の改修概要について、給食施設改築に至った経緯。

小学校の給食については、民営化も視野に入れているという発言も含め、また直営

か民営かは大きな争点であります。余りにも軽視しているというほかありません。

お尋ねします。２つ、本会議における発言について、教育長の認識をお尋ねします。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君の再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、小林議員の方から、25年度の予算案に関連しましてご

質問をちょうだいしましたので、お答え申し上げたいと思います。 

 まず１点目、公立保育所こばと園の整備に関しますご質問でございますが、なぜ

定員が15名増ぐらいなのかということも含めて、ご質問をちょうだいしました。こ

れは、あおぞら園、さくら園、こばと園、公立３園のこれまでからの入所希望の状

況を見ていきますと、平成22年度にこばと園を希望された方が74名、23年度が52名、

24年度、今年度ですが72名ということでございます。この辺のことから考えまして、

第１希望で希望されています人数であります70名を超えるぐらいの人数ということ

で、現在の65人のところを75名にさせていただきました。今後の推移でございます

が、例年200人程度の子どもさんがお生まれになっているという現状から、今、昨年

度今年度と、若干お生まれの数が減尐をしております。そのことも含めまして将来

予測を立てた中で、75名ということにさせていただきまして、現在あおぞら園は75

名になってございますので、同等の規模ということにさせていただきましたもので

ございます。公立園につきましては全く補助がないということでございましたが、

幸運にもこの緊急経済対策の補助が受けられるということでございましたので、２

日ほどの判断ではございましたのですが、木造の建築の補助を受けようということ

でございます。まだこれにつきましても、今後設計等をしていく関係もございます

のと、設置をしようと考えております場所の向きとか位置関係のこともございます

ので、余り大きなものをそこに建てるというのは、なかなか難しいかなという判断

もありまして、このような人数にさせていただきましたものでございます。 

 なお、先ほども答弁の中でさせてもらっていましたが、保育所運営委員会の方で

も、公立園も１園改築をすると。民間さんの方にも１園してもらったらどうやとい

うお話もございますので、公立も民間さんも１、２年の間に同時に整備をすること
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によって、町内の保育事業に何とか対忚がしていけるようにということで、今動か

していただいているところでございます。 

 そして、日野福祉会さんの事前に打診がございました旧の岡本団地の跡地でござ

いますが、ここにつきましては、先ほど冨田議員のときにも申し上げましたように、

周辺の道路幅が狭いということは、もう十分法人の方も御存じをいただいておりま

す。ただ、今現在のあの場所が有効活用ができていないということを、法人さんも

御存じでございますので、何とかそこを活用するように、今後送迎も含めます道路

の関係、進入路と言いますか、そこら辺についても法人さんの方でも検討、研究も

されるのかなと思いますし、当然送迎時の安全確保はしていかんならんということ

と、地域と言いますか地元さんとの調整、地元貢献も果たすという法人としての使

命もあるのかなと思います。ただ、先ほど申しましたように、この地元さんの方に

説明をさせていただいておりませんのは、まことに私たちも歯がゆいんでございま

すが、県の方の県議会の閉会日の関係もございますので、ほんとにこれは地元さん

に申しわけないなという思いでいっぱいでございます。今後時期が来ましたら、丁

寧なお願いなりご説明を申し上げていきたいと、このように考えております。 

 それからわらべさんの希望が多いということに絡みましての、ご質問をちょうだ

いしました。わらべさんにつきましては、毎年多くの申し込みをいただいておりま

す。例えば24年度でも141人のお申し込み、25年度は151人のお申し込みということ

で、現在わらべさんの方も、早くから保育所をされていますので、もう卒園された

方が親になられて、その子どもさんの世代を、今また自分の通ったわらべ園にとい

うことで、入所を希望されるという方も多ございますので、その辺でわらべさんと

しての法人としての保育所の運営の理念と言いますか方針について、いろいろ賛同

をされている方も多いのかなということと、時間延長等のこともあると思いますの

と、そして近隣の住宅にも近いということもあるのかなということでございます。

そのこともあって、日野福祉会としても増園する場合は街中にさせてほしいという

ふうな思いを持っておられるのと、現在の園舎もそうですが、法人さんの方は必ず

建物は木造にしたいという理念で、園舎内では子どもたちもはだしでの保育ができ

るような経営の工夫もされているところが、希望される方が多いことの理由の１つ

にもあるのかなと思います。 

 それから木材の関係でございますが、町内産かということでございます。これは

この事業が何年か前にもありましたんですが、その当時は町内産もしくは県内産と

いうことでございましたが、なかなか希望する材木ならびに必要量がそろいません

ので、今回国の方が示しているのは、木材は、基本的には地元も入るように考慮し

ながら、日本国の国内産でよいということの指示が来ております。これはこばと園

についても、わらべ園についても同じ補助を受ける関係で、同じようなものを日本
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国内から調達をするということで考えておりますので、またこれもあわせまして、

よろしくお願いしたいと、このように思います。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（福永 豊君） 小林議員の方から、議第19号の補正予算に伴います特

定地域再生事業について、何点かご質問いただきましたので、お答えをさせていた

だきます。 

 まず、この特定事業の趣旨でございます。昨日も企画振興課長の方から趣旨を申

し上げました。先ほど町長の方からも、全体的な事業の趣旨等については話があっ

たところでございます。教育委員会、生涯学習課といたしましては、この事業をし

っかりと活用する中で、課題となっております町史の資料収集、展示、そしてそれ

に伴う活用等について進めていきたいという思いから、今回の補助申請をさせてい

ただきながら採択をいただき、25年度への繰り越しということで事業を進めさせて

いただきたいというふうに考えてございます。 

 購入の額でございますけれども、現在所有者の方とお話をさせていただいており

まして、いろいろな状況で聞き取りもさせていただいております。この内容につき

ましては、基本的には山中正吉さんがお亡くなりになりました後、奥さんの方との

両者の売買でございまして、個人情報的なこともございますので、ここはちょっと

差し控えをさせていただきたいというように思っております。購入の年月日につき

ましては聞き取りをさせていただいておりまして、平成20年４月10日に購入をされ

たというようにお伺いをしてございます。その購入額が妥当かどうかというような、

5,600万の部分でございますけれども、これはまだまだ今検討中でございまして、こ

の辺につきましては、予算が通り次第、十分なお話し合いをさせていただく中でも

う尐し詰めていきたいと、このようにも考えてございます。公示価格等でいろいろ

とお話をいただきましたけれども、その中でも鑑定を入れるのかどうか、入れたの

かどうかということでございますが、これにつきましては、現在鑑定は行っており

ませんが、予算の中で鑑定をさせていただきまして、購入させていただこうとする

金額が妥当なのかどうかということは、判断をしてまいりたいというように考えて

ございます。 

 先に工事内容等について、ご報告を申し上げたいというように思います。工事価

格6,035万円の工事の詳細でございますが、基本的には申請段階の中で、近江日野商

人ふるさと伝承館の整備ということで、電気施設の整備や内装工事を予定してござ

います。それにもう１つ、日野祭の交流シアター整備ということで、日野祭を紹介

していけるようなシアターをということを考えてございまして、これの部分の改造

とシアター設備の整備等でございます。もう１つは、農村触れ合い体験の整備とい

うことで、この辺につきましては先ほど申し上げましたように、民具を非常にたく
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さん、地域から町にいただいておりまして、そういうような民具を回収して展示す

るということで、裏にございます農舎と言いますか、納屋の改修工事と屋根の工事

等でございます。もう１つは、資料収集および収蔵ということで、今回のメーンで

ございます資料収集でございますけれども、これの部分については、蔵の改修等、

そして屋根の工事、電気設備でございます。その後、野外のトイレ等の整備でござ

まして、観光客等をお迎えをする、展示を見ていただく方をお迎えするということ

では、外側のトイレも当然必要かということで、トイレの整備を考えてございます。

あと外構工事ということで、板塀の修理とネットフェンスを張らせていただくなり、

排水溝の工事、そして舗装工事をさせていただきますので、その工事費合わせまし

て6,035万円を工事費として予定をさせていただいております。 

 商人館の関係での内容でございますが、商人館はどうかということでございます。

商人館は、私は記憶いたしますのに、昭和56年に山中兵右衛門さんから、土地は無

償借地で、館を寄附をいただいたというように認識をしております。その後、山中

さんの方から、平成18年か19年ぐらい、定かでございませんが、その辺で地べたの

方も寄附をするということで、町の方に寄附をいただきました。山中兵右衛門邸の

土地を一部名前を残したいということだったと思うんですが、一部残ってございま

すが、そういう状況で、今はほとんど町のものという形になってございます。 

 今後の予定となります集客数や、そして運営状況、人員等については、先ほど村

島議員のときもお答えしましたように、その辺につきましては、繰り越し事業とし

て今後設計等も組み入れる中で、できるだけ多くの方々が集客できる、さらにプラ

スして新たな補助事業を有効に活用しながら、日野町はもとより町内外の方々、ま

してや県外の方々に利用いただくなり、また学習を深めていただける、そういうよ

うな部分で活用をしてまいりたいというように思ってございます。 

 地元からの要望につきましては、経過からいきますと、平成20年の３月でござい

ましたが、これは竹田議員の方から伝統的家屋等について、町で購入等そういう考

えはないのかというようなご質問をいただいておりましてから、24年11月に地元西

大路自治会から要望をいただいておりまして、町で購入なり活用ができないかとい

うことでございました。それと25年２月４日には、日野まちなみ保存会の方から山

中邸の購入等についての要望をいただいたところでございます。 

議長（杉浦和人君） 教育委員会教育次長。 

教育次長（久村重次君） それでは議第40号の、桜谷小学校の改修工事のご質問をい

ただきましたので、お答えをさせていただきます。 

 まず、桜谷小学校の大規模改修の概要でございます。校舎改修につきましては、

内部といたしましては廊下および教室等の壁、床、天五の全面改修。そのほか、児

童生徒職員のトイレの改修、これにつきましては、多目的トイレの新築も含む部分
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でございます。その他、修繕が必要と思われる箇所については、この部分で改修を

させていただきます。また、外部の改修でございますが、屋上の防水工事、また外

壁の全面改修、塗りかえでございます。それと外構工事、児童用の通路の確保、ま

た駐車場の整備の部分でございます。電気工事といたしましては、受変電設備キュ

ービクルの更新を行わせていただきます。これについては、空調関係の受電容量の

増設を含みますので、そういった部分も考えて改修をさせていただきます。それと

照明器具およびコンセントの増設ということで考えております。機械設備につきま

しては、給水設備、受水槽の更新をさせていただきます。それと空調設備の設置と

いうことで、普通教室、特別教室の部分でございます。この工事にあわせまして、

そのほかとしてやはり工事によりまして教室が使えない部分がございますので、仮

設校舎、特別教室、また教具庫、保健室も設置をさせていただきます。 

 それと給食室の整備につきましては、給食室の全面改修ということで、先ほどか

らも言っておりますとおり、鉄骨造りの平屋建てで約150平米を予定いたしておりま

すのと、厨房設備の更新ということで、これについては新衛生基準に基づく機器の

更新を行わせていただきます。また給食用リフトの更新ということで、以上大規模

改修、また改修の概要でございます。 

 それと経緯につきましては、先ほど来から説明をさせていただいておりますのと、

この大規模改修については、学校給食問題特別委員会でも整備計画をお示しをさせ

ていただき、それに基づいてさせていただく部分でございます。改修から改築にな

りましたのは、やはり構造上、また補助金の有効活用ということで、そういったこ

とから今回行わせていただくものでございます。給食の運営方式につきましては、

自校での直営方式と考えております。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 小学校の給食についての運営が、直営か民営かというご質問

かと理解したんでございますけれども、今回の桜谷小学校の給食施設の改築は、長

年の懸案であります施設の老朽化に伴う改築でございますので、運営方法について

は変えるものではございませんので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（福永 豊君） 答弁漏れがございましたので、もう一度申し上げます。 

 山中邸を、所有者が改修をされたのかということの答弁漏れがございました。屋

根等の一部吹きかえをされていますのと、中ではトイレ等の改修をされておられる

ということで理解をしております。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） １番目です。待機児童数50名弱おられるということで、これは

行政の責任において解決しようとされないのですか。その点、もう一度お尋ねをし



 

3-35 

ます。 

 それと、地元には時期が来たら説明をするということなんですが、その時期は大

体いつごろになりますか。 

 それと、固定資産税徴収額と比べて購入額は妥当かと、それも答弁なかったと思

います。鑑定結果については、後日お知らせするということで、それは分かりまし

た。 

 それと確認をしておきます。村島議員も確認されましたが、この土地建物を地元

から町で購入されるようにと要望を受けて取り組みをされたと理解して、よろしい

ですね。そういうことですと、既成事実をつくったわけですから、これから他の地

域から要望があった場合でも町は検討されるというように、これも理解してよろし

いですか。 

 購入後の運営については重複もしておりますので、答弁がなかったんだと思いま

すが、もし答弁いただけたら、答弁して下さい。 

 それと８番、維持管理に今後多くの経費が必要。使用目的とその目的が見込める

のか、それも答弁がなかったと思います。 

 それと、教育長の答弁で、本会議における発言について、教育長の認識をお尋ね

しますということなんですが、教育長の言及がなかった。その点についてお尋ねし

ます。 

議長（杉浦和人君） 小林議員、先ほどの答弁の中に、何点か答弁されていることも

ありましたので、ご了承いただきたいと思います。 

 それでは、再度質問に対する答弁を求めます。福祉課長。 

福祉課長（岡 常夫君） 再質問でちょうだいいたしました保育所の待機児童の50名

ほどというご質問の内容でございました。25年度の入所に当たりましては、403名の

申し込みがあった後、これは取り下げ等もございましたので、最終は入所承諾をさ

せてもらった後、不承諾の方が47名ということでございました。この不承諾とその

待機の違いでございますが、待機は、もう就労等をされておられて、どうしても保

育が必要だということで入れないという状況が待機という表現で、国の方で統一を

しております。不承諾につきましては、まだ親御さんであるとかが就労先が決まっ

ていないと、今探しておられるという状況で、同じ条件で今就労先等を探しておら

れるとか、近隣におじいちゃん、おばあちゃん等がおられて昼間見ていただくこと

が可能とか、いろいろな基準がございますので、一定の国なり県の基準で判断をし

て、47名ということでさせていただきました。その後、就労先が決まったとかいう

ことで、就労証明等を役場の方にご持参をいただいた方は、順次承諾をさせていた

だいております。この47名がすべて入れないかということではございませんので、

条件が順に整っていけば、お入りをいただいております。昨年度も、不承諾の方が
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19名ありましたんですが、年度内に不承諾であった人で、条件が整理された方につ

いては、すべてお入りをいただいたということになってございますので、ですけれ

ども、25年度につきましては、尐しの待機という表現の部類に入る方が、出るおそ

れもあるということで考えております。まだ、この数は全くそのときになってみな

いと分からないわけでございますが、そのことも含めて、早期に１園増園と公立で

何とかするようにという保育所運営委員会のご指摘等もいただいたところでござい

ます。行政の責任として、公立の保育園も定員を増やしてきましたし、今回も増や

したいなと思っております。それと保育所運営委員会のご意向も尊重しながら、ま

た法人さんが運営されます民間保育所の希望も多いということから、そのことにも

対忚するために、行政として補助金という形での支援もさせてもらうということで

考えております。 

 それから、地元さんへの説明の時期はということでございますが、これは先ほど

申しましたように、県の方が22日が議会の閉会と採決の日でございます。これは県

の方は、国の補助の24年度の緊急の補正で、予算計上をされています関係で、閉会

日の採決を待って、それから25年度に繰り越していこうということで思っておられ

る関係もございますので、まだ待ってくれということでございました。先ほど申し

ましたように、町としては地元さんの方に事前にお話させてもらわないといけない

という思いを持っておりましたが、県の方の意向もございまして、本当に歯がゆい

思いで、地元さんにはご迷惑、また申しわけないなという思いでいっぱいでござい

ますが、時期につきましては、県議会の22日終了後と思っておりますが、町の方も

関連予算がございますので、26日の町の議会の閉会と採決をいただいてからの動き

になるかなと思います。両方勘案しますと、今月末になるのかなと思いますが、こ

の辺はもう尐し県の方とも調整をしてまいりたいと思いますので、そのようなこと

で、時期がまいりましたらということで申し上げたところでございます。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） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（福永 豊君） 大変失礼をいたしました。ちょっと十分な答弁でなか

って、ご理解いただけなかったことがあったかと思います。再度申し上げます。 

 土地等の状況についての部分が妥当かどうかということでは、先ほども税務課長

が申し上げましたように、公的な土地評価の指標を持ちまして、そして委託料の中

で鑑定も委託をさせていただくことになってございます。それを勘案しながら、今

後土地の購入等について検討していきたいと、このように考えております。 

 地元からの要望をということでございました。日にちを追って地元の要望を申し

上げましたが、町長も答弁しましたように、この施設を使うも使わないも、課題と

いうものにつきましては、町史編さんの資料収集と展示というものは、大きな課題
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でございました。そういうようなことから、補助事業等で活用させていただくとい

うことで、ここでなければなかなかほかには無理だろうということもございまして、

ここで決定をさせていただきました。地元からの要望につきましては、これは大き

な追い風になったということは、私も理解をしているところでございます。 

 運営等につきましては、先ほども村島議員のときに申し上げましたように、商人

館の今運営をしておりますそういうような状況も勘案をしながら、それに伴います

人員等ももう尐し１年間、あと購入しましてから計画等までございますし、その期

間で十分に検討しながら、よりよいものにしていければなというように思っており

ますので、ご理解のほど、よろしくお願いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 給食についてのご質問の意味が、ちょっと申しわけございま

せんが、よく理解できていない状況でございますけれども、桜谷小学校の改築につ

きましては、先ほど申し上げましたとおり、一刻も早く改築していただきたいとい

うことで、お願いしているものでございまして、小学校の給食の方の運営方法につ

いてかなというふうに思うんでございますけれども、今後、幼稚園も含めまして、

人数の尐ない校園もございまして、町全体の教育を考えていく場を設けて、議論し

ていく必要があるかというふうに考えております。そうした中で、学校、園の施設

を含めて給食室の改修、改築になるか、そこら辺も含めて、運営方法についても検

討してまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 待機児童のことなんですが、こばと園15名増員ということで答

弁をいただいておりますが、できるだけ努力をいただいて、増やせるようにご尽力

賜りたいと思います。 

 公有財産購入費5,600万円ですが、十分に精査をしていただいて、住民が納得でき

るように、ご努力を願いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 質疑の途中でありますけれども、ここで暫時休憩し、再開は１

時30分から再開いたします。 

－休憩 １１時５８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。 

 午前中の質疑に引き続き、質疑を許可いたします。 

 質疑はありませんか。12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） １問だけ行います。 

 議第29号、平成25年度日野町一般会計予算の主要施策の概要で15ページ、住宅リ

フォーム促進事業について、行いたいと思います。３月５日の地方新聞で、住宅リ
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フォーム推進事業、一体だれが得するのかという部分があったんですが、この制度

は建築組合日野支部が平成16年３月議会に請願を出して、３月議会では継続審査、

６月議会で全員賛成でこの制度が決まりました。その中で、出した人たちがどのよ

うな気持ちでこの制度に取り組んでいるのかというと、ここの部分でいくと、すご

く納得できない部分があるんです。言います。町外の業者や指定されていない業者

間では、相当分の値引きが行われている。むしろ町内の指定業者によっては、町か

ら助成金がもらえるのだからと、その分上積みされるようなケースもあると聞くと

いうふうに書かれているんです。これは、自分らが出した請願の中で、本当に自分

らが崩すようなことは、建築組合の中でするか、日野の業者の中でするかと言うと、

自分はしないと思うんです。こういう事例が、商工観光課にあったのかないのか。

これは見積書を出されますよね。見積書の中で、同じような仕事の中で相当な違い

があるんなら、当然その部分はあっても、これは自分らとしては反省せなだめなの

かなと。きちっと制度自体を見直してもらってもいいのかなというぐらいな根性を

持って、自分らは臨まなだめなのかなというふうに思うんです。そこがまず１つで

す。そんだけの見積もりの違いがあったのかないのか確認されて、あと領収書もと

られますよね。その中で、こういう事態があったのかなかったのかというと、自分

は絶対ないというふうに思いたいので、そこをきちっとした答弁をお願いしたい。 

 それと次に、助成金についてなんですが、日野町にはなかなか使う店がない、結

局使う機会もなく、そのまま放置されているケースが多いというふうに書かれてい

ます。これは自分は、商工会の方に行って確認をしたんですが、その助成金につい

ては、90パーセント以上が返ってきているというふうに言われているんです。本来

本当に何パーセント、商工観光課としては、どれぐらいまとめられているのか、そ

こをきちっと説明をお願いしたい。この今の無駄になっているような状況では絶対

困るので、それやったら本当に町としても助成金を出されているから、それこそ税

金の無駄遣いやんけと言われるおそれがあるので、そこをやっぱりきちっと答弁を

お願いしたい。 

 それと、この地方新聞の文面について、自分は商工会に行ったんですが、こうい

う取材をされたのかと聞いたら、取材は一切受けていないというように言われまし

た。商工会は受けていない。商工観光課は、受けられたのか受けられていないのか、

そこもはっきり答弁お願いしたい。 

 それと、この住宅リフォーム制度について、宅内の下水工事をいかに進めるかと

いう部分で、そういう事業もひっくるめての制度です。上下水道課としては、どれ

ぐらい宅内下水工事に取り組んでもらって、どういう意識を持っておられるのか。

補助制度によってどれだけ工事が進んで、補助制度の制度自体が、どのような感覚

を持って取り組まれているのか、そこをお伺いしたいと思います。 
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 それと、住民課の方に移りますが、太陽光発電なんですが、これは同じ助成制度

という部分でお聞きしたいんですが、今回太陽光をやられます。原発がいろいろ問

題視されている中で、一番クリーンな部分でやられようとしています。それは約１

軒に、200万ぐらいかけられるんですよね。そのうちの10万円、それが同じように、

この助成制度で商品券でやられます。その商品券が、またぞろこのように書かれる

と、それこそ税金をまたぞろ無駄遣いしたというふうにしか、これで行くと書かれ

ないですやろ。やはりそこの部分は、商店街としては、すごい喜んでおられるんで

すよね。そこは商工観光課としても、きちっと受けとめていてもらえると思ってい

るので、商売屋さんの方にもしゃべらせてもらっても、この制度があるからこんだ

けの金が動いて、地域の者も助かっているのやというのは、ものすごく聞くんです

よ。ということは、これ自体の書き方でいくと、商品券は使われていない。商売屋

も喜んでいない。建築組合はずるをしている。これはすべてを否定されていると、

自分は思っているんです。それをまた請願を受けた議会が、それをここにお願いし

ていると、そのことも否定されたんかなと。ましてや、自分は建築組合にいて、こ

の請願を出した時点でもそこで関与していたと。そうすると、やはりものすごい罪

が大きいんかなと、これのとおりだったらですよ。自分はそんなことは思っていな

いから、胸を張ってやりたいなと思っているんですが、この書き方で行くと、すべ

てを否定されて、すべてを建築組合が請願を出したことによって、こういうばかげ

たことを招いたんかなというふうなことを思いたくないので、そこはきちっとした

答弁をお願いしたいなと。この部分については、もうすごく腹立って、今までから

も自分は水道運営委員会にいたときも、運営委員長をさせてもらっていたときも、

値上げの話があったんです。そのときも何の取材も受けずに書かれて、自分は抗議

をしました。これは運営委員長としての立場で抗議をしたんです。やはりきちっと

した取材は求めるべきものではないんかなと。これにほんまに取材をきちっとされ

ているというのがあれば、どういう感覚でこれを書かれたのかなというのがあるの

で、お願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君の質問に対する答弁を求めます。商工観光課

長。 

商工観光課長（塚本信雄君） ただいま議第29号、平成25年度一般会計予算につきま

して、ご質問いただきました。住宅リフォーム促進事業でございます。この事業は、

平成17年から今年度まで８年間実施しておりまして、大変多くの方々にご利用いた

だき好評であるというように思っております。今まで８年間で、500件余り利用して

いただいていたということでございます。 

 それで、まず第１点目の、上積みされているのではないかというようなお話でご

ざいました。これは申請段階におきまして、申請者から見積書を出していただきま
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す。これにつきましては、それぞれ見積書を１行１行見させていただいて、適切に

されているというように確認をさせていただいた中で、交付決定もさせていただい

て工事をしていただいているというように思っております。 

 それから２番目の、商品券の利用状況でございます。これは日野町の商業組合の

商品券を使わせていただいております。商工会に確認させていただきました23年度

の回収率は、97.14パーセントということで、大変高い回収率であるというように思

っております。この面につきましては、町内の商店等で使っていただいているとい

うことで、本当に地域内の経済の循環に大変有効に使われているというように思っ

ております。 

 それから３点目の、取材を受けたかということでございます。この点につきまし

ては、受けておりません。 

 下水道につきましては、要綱で、下水道を接続ということがなっておりますので、

そういった部分では、下水道の接続に十分有効に使われているというように思って

おります。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

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

太陽光発電システムの設置事業につきまして、商品券をお渡しするというそのあり

方について、ご質問をお受けしました。この事業につきましては、ご承知のように、

自然エネルギーの有効利用の推進というのが大きな目的でありますが、もう１つの

大きな目的と言うか特徴がございまして、これは町内業者の活性化も効果として期

待していると、こういったことから、施工業者を町内業者に限定しているというこ

とがございます。あわせまして、その補助の支払い、渡し方につきましても、町内

の日野町商業共同組合の商品券で渡すという、リフォーム助成と同じ内容でしてお

ります。こういったことから、地域の経済の活性化に大いに期待できると、このよ

うに考えて行う事業でございます。 

議長（杉浦和人君） 上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） 平山議員さんの方から、リフォーム制度の活用の関係

で、下水道の接続、宅内工事についてでございます。リフォーム制度を活用された

件数に対しまして、下水道課の方として接続に関連する件数は、大体15パーセント

から20パーセント程度が、下水道接続に関連しております。そういうことから、接

続していただく、１つのきっかけになっておるということも思っておりますので、

大変ありがたい制度であるかなということで、下水道の方は把握しているところで

ございます。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） １つ、先ほどから、最初に聞くのを忘れたんですが、これは行
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政として、現在までの波及効果がどれくらい出ているのかというのを聞かせてもら

って、本当にどんだけ出ているのかを思って、自信を持ってこれからもこの制度を

やっていきたいというふうに思いますので、その点をお願いしたいなと思います。 

 それと、下水道の部分については、それこそ軒から中だけなので、すごい難しい

部分があるので、15から20パーセントかなという思いがあるんですが、やはりそれ

でもきっかけになっていること自体からすると、すごいありがたいなというふうに

思います。 

 これは答弁はいいんですが、きっちり商工観光課も取材を受けていないというふ

うに答弁されましたよね。ということは、この文面は、本当に自分の思いを、でた

らめと言うたらだめだけど、書きたいように書かれただけなんかなというふうに思

うと、やはり新聞として出されると、これを読まれた方は、本当に無駄遣いやんけ

と、している部分がものすごい問われるというと、自分らとしては、ほんまにこれ

を進めている人間としたら、ものすごい嫌な思いが残るなと。これはもっと責任を

持って出してほしいなという部分はあるので、ほんまに行政として抗議をしなさい

という言い方はできないので、これは建築組合の方と協議をしたいなと。これはや

るべき話やと、そういうように思いますので、これはまた建築組合の方としゃべっ

ていきたいというふうに思います。これはこういう部分で、地方新聞もやはりきち

っと責任を持つ、持たなだめな部分はあると思うんですよ。そこが大事やと、やは

り行政がしていることにすべて批判するのもいいけども、自分が取材をきちっとし

て、責任を持ってやる。当然取材に来られたときには、職員さんも誠心誠意こたえ

るというのがルールかなというふうに思いますので、よろしくお願いしたいなと。 

 最後に１つだけ。先ほどの質問をお願いしたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（塚本信雄君） 住宅リフォームによります経済波及効果の部分でござ

います。これまで８年間実施させていただきまして、利用件数は合計518軒でござい

ます。この間の助成金の合計は、4,617万2,000円でございます。それに対します工

事費の総額といたしましては13億円、ほぼこのぐらいの金額になっています。大体

１軒当たり250万ということでございます。これに伴います経済波及効果でございま

す、これは県が出しております、経済波及効果の分析というものを使わせていただ

きますと、大体工事費の２倍程度が経済波及効果ということになってきます。24年

度はまだ出しておりませんが、23年度でございましたら、工事費の総額は１億8,400

万余りでごさいましたので、それに対します経済波及効果を計算いたしますと、３

億6,900万円というような状況でございます。こういったように、地域内の経済的な

効果は十分あるのではないのかというように思っております。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 
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12番（平山敏夫君） 自分はこれに最初からかかわってきた人間なので、やはり建築

組合の方にも、きちっと姿勢を正す。そこの部分は、こういうことを書かれないよ

うにやっていきたい。いま一度きちっとやっていきたいなというふうに思っていま

す。これは本当に自分らの戦いやというふうに思いますので、自分らなりに頑張っ

ていきます。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、質疑をさせていただきます。最初に議第６号の町有

財産の譲与についてであります。これはお手元にあるとおり、豊田の共同作業所な

らびに農機具保管施設の譲渡の関係でありますけれども、特にこの問題は、同和対

策事業で行った事業でもあって、行政管理から地元管理へ、つまり一般施策として

前進していることは、大いに私たちも喜んでいるわけであります。そこで２つ聞か

せていただきたいと思います。１つは、国の補助を受けての建物であったというこ

ともあり、補助金の適正化法と言うのか、国の法律があるわけですけれども、その

関係が昭和50年代であるので、クリアされているのかなと思いますけれども、その

点の協議も含めての考え方、どういうように見ていったらいいのか、ぜひ説明をお

願いしたいと思います。さらには、譲渡する地元との関係でありますけれども、無

償譲渡になるのはいいわけでありますけれども、今後の例えば修繕費とか、使用関

係とか、いろいろ細かい問題がたくさん出てくると思いますけれども、そういった

場合の契約を、きちっと結んでおく必要があるんかなと思いますけれども、それは

もう結ばれているのかどうか、ぜひ聞かせていただきたいと思います。同時に、よ

くそこの施設は、聞いておりますと、町とか県、国あたりの選挙の投票事務所にさ

れるということを聞いております。村の施設であるということになれば、買った場

合は使用料を払うんかどうか。もしそれが払わないということでありましたら、そ

れで結構ですけれども、そういった点がどうなのかも聞かせていただきたいと、こ

のように思います。 

 続きまして議第７号の、これも町有財産のリスタあすなろの関係でありますけれ

ども、先ほど豊田の関係の譲与の関係についてと同じで、適正化法との関係はどの

ようになっているか、その点のご説明だけお願いしたいと思います。 

 それから議第19号の、平成24年度一般会計補正予算であります。この中で、最初

に大きな問題として聞かせていただきたいのは、特に今回補正予算の中で、いろい

ろ公共事業がたくさんあるわけであります。これは、緊急経済対策、いわゆるアベ

ノミクスによる国の補正予算であって、公共事業の一定のばらまきだという、そう

いう自民党型政治の予算が復活しているという、そういった批判も一部にはあるわ

けでありますけれども、ただ私たち地方自治の立場に立つならば、個々の内容につ

いては、住民の暮らしのために役立つものも含まれており、厳しい、特に地方財政
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にとっては、町の計画に沿って大いに活用することは、私は当然だと思うわけであ

ります。そこで１つ、７ページの国の追加補正予算で言われている国庫補助があり、

地方の負担分が100パーセント補正債、起債で認められて、起債の元利償還が交付税

処置され、さらには地方負担分のいくらかが、翌年度になると思いますけれども、

元気臨時交付金として交付されるという、そういう内容がよく言われているわけで

ありますけれども、今回の、特に新年度も含めまして、この補正予算も含めて、い

ろいろありとあらゆる補助事業があるわけですけれども、こういった元気臨時交付

金が活用される、また活用されなくても起債がここまで借れる、補助金はここまで

もらえる、そういったざっとした一覧表を、この予算特別委員会で一遍ぜひ出して

いただきたいなと思います。皆さんの頭の中こんがらがっているような感じもしま

すので、ぜひその点、よろしくお願いしたいと思いますが、その点のお考えだけ聞

かせていただきたいと、このように思います。 

 続きまして21ページでありますけれども、寄附金のまちづくり忚援寄附金であり

ます。653万円という形で、当初予定よりも大幅に上回ってきている。そういった意

味では、皆さんがいろいろアピールしている部分があるのかなと思いますけれども、

その内訳内容というのか、いろいろ分類型、私はこの点で希望しますとかいう、い

ろいろ項目があるわけですけれども、その概略をぜひ説明をお願いしたいと、この

ように思います。 

 続きまして、27ページの庁舎等施設管理費であります。これにつきましては、今

回１億1,585万8,000円が減額ということになります。これは今年２月の入札の関係

で減った分ということでありますけれども、これは私もよく分かりにくい分がある

わけですけれども、平成24年度で全体予算を見られたのが４億1,400万ほどあって、

２月の入札の総合計が３億2,000万ほどある。差し引きすると、９千何がしかのお金。

これが本来減額されるのかなと思うと、１億1,585万8,000円になっている。これは

多分、25年度にやる契約も含めてのことかなとは私は思いますけれども、単純な数

字で見ると、なかなか合いにくいなということを思いますけれども、もしこの場で

説明できるんやったらしてもらいたいし、どうしても無理でしたら、分かりやすい

ところは特別委員会でも説明していただければどうかなと思いますので、その点も

よろしくお願いしたいと思います。 

 それから51ページ、教育費の文化財保護費の、特定地域再生事業であります。今

日の質疑の中にもたくさん出ておりましたけれども、私はやはりはっきりすべきは、

基本としては、町の町史編さん室は老朽化しているところへ入っておられるし、そ

れからたくさんの膨大な資料が積まれている。これをまず確保するんだということ

が前提で、このためにどうしてもここの山中邸を買わなきゃならんという、そこか

らスタートすべきだと思います。いろいろ資料展をつくるとかいうようなのは後の
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問題であって、その基本をはっきりした上で取り組むというのか、そういう姿勢が

特に必要であるかなということを、私は思うわけであります。その中で、構想の計

画は今後の問題だということを言われておりますけれども、この山中邸、相当たく

さん部屋があって、畳の部屋もあって、維持管理が大変だということ、シルバーに

掃除をしてもらったら、１日以上かかるとか聞いておりますけれども、そういった

意味で、あそこに単に町史編さん室だけでなくても、住民が集えるようなそういう

寄り合い、サロン的な部分、よく言われますけれども、あの大きな畳の部屋、庭を

見ながら俳句を書きたいなという方が、結構日野の中でもおられます。そういった

方たちも利用できる、お金が要るのかどうか分かりませんけれども、そういう幅広

い利用方法も、同時に必要かなと思います。そういった意味で、やはりそういう構

想を、単に行政だけでなくて、幅広い方たち、メンバーで検討するというのか、こ

れも必要かなということを思います。その中に、地域や伝統文化が溶け込むという、

そういうスタイルを中に入れていけばいいのであって、そういう姿勢をぜひ伺いた

いわけでありますけれども、その点についてのお考えを聞かせていただきたいと、

このように思います。 

 続きまして議第23号の、公共下水道事業特別会計の補正予算であります。この特

に99ページにありますが、下水道受益者負担金が当初より９割近く増えたという、

そういうことで予算化されているわけでありますけれども、その点についてのご説

明を、一度お願いしたいと思います。同時に２つ目は、下水道受益者負担が増えた

ことなどによって、町の一般会計の繰出金が2,715万9,000円減額となっております

けれども、この差額と言うのか、この部分についてのご説明も若干お願いしたいな

と思います。同時に101ページにありますが、下水道事業費4,920万円の部分につい

てでありますけれども、当初ここを見ておりますと、委託費とか工事請負費、補償

補填なんか合わせて4,920万円を見込んでおりましたけれども、今回補正予算で、工

事請負費のみに4,920万円見込むということになるわけですね。つまり、お金そのも

のが変わらないけれども、内容が変わるわけです。つまり補助金の扱い方も変わる

わけであります。そういうことであるならば、当然この国からもらう補助なんかも、

収入としてきちっとうたうべきかなということを、いろいろ思っておりましたけれ

ども、そういった何かもうひとつ分かりにくい、予算を見ていてもすきっと分から

ないので、私たちにも分かるような説明を、ぜひお願いしたいと、このように思い

ます。同時に、これは前の方にめくってもらいますと７ページには、第３表に繰越

明許費が明記されております。この中に、公共下水道事業の特別会計繰出金が、繰

り越しとなりますけれども、240万円が補正予算で計上され、これが載っているわけ

であります。今回出されておりました公共下水道特別会計への町からの繰出金、マ

イナス2,715万9,000円とこの関係、これは多分相当なお金の内訳がいろいろあるん
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かなと、差し引きすれば、こういう二千何がしかのマイナスになるということにな

るんかなと思いますけれども、この過程を私は実は聞かせていただきたいわけであ

りますけれども、もしなかなか言葉で言いにくいことでありましたら、また予算委

員会の中でも大いに出していただいたらどうかなと、このように思いますので、そ

の点についてお伺いしたいと思います。同時に、101ページ公債費であります。この

昨年12月の補正予算で、一般会計から繰入金によって起債の繰り上げ償還を行いま

した。それに伴う元金とか利子についても、補正予算が組まれました。それで終わ

ったかなと思ってるのに、今回の３月補正でも新たにまたマイナスでありますけれ

ども、元金が67万8,000円マイナス、利子が104万8,000円のマイナス、これが計上さ

れてはおりますけれども、12月でははっきりしなくて、何か特別な理由があって、

このように出されてきたのか、その点についてもご説明をお願いしたいと思います。 

 続きまして議第24号の、平成24年度農業集落排水事業特別会計補正予算でありま

す。この中の113ページ、繰り上げ償還元金が5,089万4,000円マイナスということに

なっております。これは翌年度にするんだという、そういった説明がありましたけ

れども、なぜ繰り上げ償還を戻すことになったのか。つまりこれは、見ております

と起債を借るということ戻すということになりますけれども、その点についてのご

説明、再度一遍お願いしたいと、このように思います。 

 続きまして、議第29号、平成25年度一般会計予算であります。これは最初に大き

な問題として、私は特に皆さんも感じておられると思いますけれども、今回の一般

会計予算、また補正予算も含めてでありますけれども、国の経済対策とか国の補正

予算の有効な活用によって、平成24年度一般会計補正予算ならびに平成25年度当初

予算が出されましたけれども、この中に、やはりハード事業、また公共事業面が大

きく突出していると私も見ております。これはどちらかと言えば、国の施策は公共

事業を誘導する、そういった仕組みを制度上つくっている。ある意味では地方は乗

らざるを得ない傾向もあって、またうまく活用するという主体性を持って取り組む

かどうかという姿勢にかかっているんかなと思いますし、私は今言った後者の方で、

ぜひ認めてやっていきたいなと、このようにお願いしたいと思うわけであります。

つまり工事に伴う事務等などが大きなウエイトを占めることになって、それでなく

ても今仕事量が増えているということをよく聞いております。工事現場とか管理も

含めて、町の職員にとって目が回るぐらいの仕事が増えるんではないかなと、そう

いった心配をしております。そこで、職員体制でありますけれども、この状態で行

けるのかどうか。先ほど、昨日あたりの質疑の答弁の中でも、今後そういった職員

の定数問題についても、考えていかなければならんということも言われておりまし

たけれども、特に今年度退職される、昨日質疑の中でも、まだ３月31日をもって退

職が公表されるのに、先名前を出されるというのはどうかなという、そういったこ
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とを若干思いながら聞いておりましたけれども、今年度の退職さらには新採状況が

どうなるか、ぜひ聞かせていただきたいなと、このように思います。同時に、景気

の回復にとって欠かせないのは、やはり労働者の賃金、これがどれだけ上がるんか

という、つまり懐をどれだけ豊かにするんかということになると思います。今日大

手組合が春闘回答を出されておりました。政府も、それなりに企業に対して、賃上

げをしてやって下さいという要請をしたということがありまして、それなりの回答

が出たということを言われておりますけれども、やはりポイントは、肝心要の給料

の本給そのものを上げようという、そういうことは一切回答はゼロです。つまり、

定期昇給だけを認めましょうとか、ボーナスに30万円上乗せしましょうとか、そう

いった枝葉の部分でお金をあげているという、そういった回答が今日軒並み出され

たということになります。私は、特に基本給をどれだけ上げていくかに、大きなウ

エイトを持つべきかなという、そういうことから見まして、特に日野町での臨時職

員の賃金がどれだけになっているのか、ぜひ聞かせていただきたいと思います。町

として、昨年度から見てもこれだけアップするんだという、値上げする、引き上げ

をするという、そういったことがあるんでしたら、そういった部分も教えてもいた

だきたいなと、このように思います。と同時に、臨時雇用の平成21、24年度の人数

は、総合計どんだけか。一般行政、正規職員との割合も、ぜひその中で説明願えれ

ばありがたいと、このように思います。 

 そして平成25年度、同じく一般会計の11ページでありますけれども、町税の問題、

さらには議第30号には、国民健康保険特別会計があります。この中の125ページには、

税収の収入部分がたくさん書かれておりますけれども、その中に滞納の繰越金がす

べて含まれております。これをよい悪いは別にして、皆さんの関心事は、今のこう

いう厳しい状況の中で、滞納対策は大変ですけれども、とりわけ25年度に向けて、

滞納対策への取り組みと言うのか、そういった考え方、どのように思っておられる

のか、こういった決意で臨もうという、そういった姿勢を、ぜひ税務課長さんの方

から説明をお願いできればありがたいかなと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 続きまして、51ページの民生費の老人福祉費であります。この介護基盤緊急整備

事業、いわゆる地域密着型のサービス事業でありますけれども、今回3,000万円が計

上されておりますけれども、これはひも解くと、平成24年度は見通しが立たないと

いうことで減額しているわけです。そういったやむを得んなあということを思いま

すけれども、特にこれは国とか県の予算でありますので、今年やめて、来年くださ

いよということができるのか。結果はもらえるのかなと思いますけれども、そうい

った信頼関係は、きちっと保たれておるのかどうか。同時に、この平成25年度の見

通しはどうなのか。その上さらにどのような施設なのかということで、認知症型な
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のか小規模、夜間とかいろいろ方法があるわけですけれども、どういったことを今

回の施策の内容とされているのか、その点についてのご説明もお願いしたいと思い

ます。 

 また65ページの、労働費の緊急雇用創出特別対策事業3,411万9,000円であります。

これにつきましては、日野町行政にとって大いに臨時さん活用で助かっている部分

があるわけです。特に今回も重点分野として、５つの雇用創造事業、また震災など

の対忚事業として２つの事業が言われております。これは従来からやっておること

でありますけれども、新たに新年度から、起業支援型雇用創造事業というのを１事

業行うということになっておりますけれども、この説明をぜひ聞かせていただきた

いと、このように思います。 

 続きまして69ページでありますけれども、農林水産業費の有害鳥獣駆除事業であ

ります。2,419万7,000円の当初予算であります。平成24年度から、これはほかの自

治会も大いに喜ばれていることでありますけれども、シカとかイノシシを捕獲した

ときに、箱わなの捕獲補助が１頭当たり１万円ということが出されて、大いに喜ん

でおられるということも聞いております。そこでこれは私たち地元の鎌掛でありま

すけれども、町のご協力によりまして、大きな規模で捕獲できる、センサーつきコ

ンピューターつきのカゾエモンという捕獲柵をつくっていただきました。24年度は

試行という形でやってきたわけであります。試行でありながら、実際地元で管理も

皆しなければなりませんし、後の動物たちの処理も、地元がやらなければならない。

特に西澤さんが主にやっておられますけれども、この中で私たちが言っているのは、

大きな箱わなでとるんやけれども、やはり処理とか日常管理とかモニターできちっ

と観察する、そういったことに一定の人力がかかっていく。そういったことも含め

て、せめて箱わなのように、同じ各地域でももらえているような補助対象に上げて

もらえないかということを、よく要望しておりますけれども、この24年度は別にし

ても、25年度からぜひそういった方向をやっていただけないかなということを、こ

れはあえて要望でありますけれども、その要望についてのお考えがありましたら、

お聞かせいただきたいと、このように思います。 

 続きまして83ページの、消防費、常備消防費に関連してであります。この隣にあ

ります日野消防署が昭和49年６月に建築されておりまして、39年間経過しており、

老朽化に伴って今建てかえ計画が進んでおります。それが東近江行政組合でその計

画が出されております。先の行政組合の新年度予算で、日野消防署の庁舎整備に伴

う設計予算1,456万円が認められました。火災件数の増加への対忚とか、震災時にお

ける防災拠点の機能を果たすために、建てかえはやはり私も急務だと思います。た

だ、敷地の購入は町の責任となっているわけであります。購入場所については、町

議会にも町の方からいろいろ提起もされまして、考えているわけでありますけれど
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も、全体の議員さんの意見としては、決まったわけでありませんけれども、移転す

る場合は、やはり307号線に近いところとか、さらには敷地面積は現在の庁舎、今消

防署は2,754平米あるわけですけれども、それよりも一回り大きな、最低でもさまざ

まな訓練ができるぐらいの面積を確保してもらいたいなというのが、大体の声だと

思います。そこでぜひこの行政組合でも、整備に伴う設計予算も組まれたわけであ

りますので、ぜひ町として発信をしていただきたいなと思いますけれども、そのご

決意を聞かせていただきたいと思います。 

 また86ページからの教育費についてであります。今回の新年度予算において、教

育への予算も重視されている、とりわけ子どもたちの学校教育の充実にも、力を入

れておられるということであります。行き届いた教育、また学校教育を行うために、

国や県は抜きにしても、町単独のさまざまな講師や支援員が配置されておるという

ことも聞いております。予算がそういったことで計上もされておりますけれども、

これは以前からも要望してきたことでありますけれども、町単独の教員の配置状況

と言うのか、一覧表というのをぜひ皆さん各議員にも分かるように、これも予算委

員会の中でも、ぜひ今回提出していただきたいなと思いますけれども、その点につ

いてのお考えを聞かせていただきたいと思います。 

 あともう尐しでありますけれども、91ページの小学校の教育振興事業費、また93

ページの中学校教育振興事業の関係で、これは小学校、中学校の漢字・英語検定、

学力調査、また生活意識調査の関係でありますけれども、これらが平成24年度から

スタートしたわけでありますけれども、私も余りこの検定、検定で縛るのはどうか

という、ちょっと疑問も投げかけた部分があったわけでありますけれども、これら

の実践がどうであったのか、結果も含めて、何にどのように生かされているのか。

24年やって即出るもんではありませんけれども、どういう状況になっているのか。

ぜひ25年度も今後やっていこうというならば、その成果もひとつ上げていく必要が

あるんかなと思いますので、その点についてのご説明をお願いしたいと、このよう

に思います。 

 最後になりますけれども、議第40号、平成24年度一般会計補正予算（第５号）で

あります。特に桜谷小学校の大規模改修、給食室の改築の問題であります。昨日も

今日も含めてでありますけれども、質疑の中で改築は聞いたとか聞いてないとか、

いろいろなさまざまなご意見が出てきております。町教委は昨日の中には、新衛生

基準にあわせるために改築したいということであって、事前に説明を聞いた、聞か

ないというような問題よりも、もっと大切なことは、給食の環境面、有利な補助活

用、こういったことによって衛生的にもよくなるのならば、大いに私は喜ばしいこ

とじゃないかなと、このように思っているわけであります。その点について、あれ

これ意見を述べることより、大きな立場に立つ、このことが特にこの議会には求め
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られているのではないかなと、このように考えております。そこで１点だけ聞かせ

ていただきたいのは、先ほど質疑の中でも若干出たかなと思います。ちょっと聞き

取りにくかったので、分かりにくかった分がありますので、ダブるかも分かりませ

んけれども聞かせていただきたいのは、給食室の備品とか器具の関係です。一新す

るとかいう、そんな意味で聞いたかなと思いますけれども、この間新しい中学校の

器具を見まして、すばらしいなということを思いました。あれが各小学校にあれば

どれだけ、逆に言えば調理員さんがやる気を持ってくれるんかなということを思い

ましたけれども、ああいう新しい器具も、大いに取り入れる必要があるんかなと思

いますけれども、そういったお考えはどのように感じておられるのか、その点につ

いて説明をお願いしたいとこのように思います。 

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。農林

課長。 

農林課長（池内俊宏君） 對中議員から、農林課にかかわりまして何点かご質問をい

ただきました。 

 まず１点目は、議第６号、町有財産の譲与に関係をいたしまして、関連をして３

点のご質問をいただきました。私の方からは、国の補助金の処分の年限の関係、あ

るいはその地元との関係について、ご答弁をさせていただきたいというふうに思い

ます。 

 まず補助金の関係でございますが、共同作業所は、昭和53年度に建設をいたして

おります。また、共同農機具保管施設については、昭和55年度に建設をしておりま

す。財産処分につきましては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令で、処分年

限期間が定められておりまして、今回譲与をさせていただきます２つの施設は、と

もに処分制限期間が31年間ということでございますので、いずれも処分期間を経過

しているというようなことでございます。また地元との関係ということでございま

すが、議会の議決をちょうだいした後につきましては、建物、土地につきましては

現在行政財産でございますので、これを普通財産に移動する手続をさせていただき

ながら、次に建物につきましては、豊田農業組合長と譲与契約を行わせていただく

予定をしております。あわせて、土地につきましても、土地使用賃借契約を無償で

ということで行う予定をしております。地元では、譲渡後につきましても、共同作

業所および農機具保管施設としての利用ですとか、公共的な活動に活用していきた

いということでございますので、公共的な団体に無償で譲与するということでござ

いますので、目的に沿った利用をしていただけるものというふうに思っております

し、譲与契約につきましては、一定そのことも上げさせていただきたいというふう

に思っております。 

 また、維持管理等についてということでございますが、建物につきましては、現
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在毎年行政財産ということで、財産管理委託契約というのを結ばさせていただいて

おりまして、その中で電気代ですとか水道代ですとかの財産の管理に要する経費に

つきましては、地元の方でご負担を現在いただいておるところでございますので、

当然譲与後につきましても、建物の修繕等も含めまして一切の経費は地元でお願い

をしたいというふうに思ってございます。また、土地の維持管理につきましても、

町が無償で貸与をするということになりますと、通常維持管理に必要な経費は、使

用者でお願いをしていただいているということになりますので、そのようにお願い

をしたいなというふうに思っております。 

 選挙の投票所に関しましては、また総務課の方でお答えをいただきたいというふ

うに思っております。 

 それと、議第29号、平成25年度日野町一般会計予算69ページの有害鳥獣駆除事業

にかかわりまして、現在平成24年度に鎌掛地先で行っております大量捕獲事業の関

係につきまして、その事業で設置をしております捕獲おりについて、今後の捕獲の

経費につきまして、25年度の箱わな事業への対象をというようなお話でございまし

た。平成24年度につきましては、現在試行的に町の方でやっているということでご

ざいますが、25年度につきましては、鎌掛の地元さんの方でお願いをしたいという

ふうに思っておりまして、処分の経費ですとか維持管理の経費が多数かかるという

ことで、一定箱わな事業の対象とさせていただくような方向で、地元さんと協議を

進めていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 介護支援課長。 

介護支援課長（川東昭男君） 對中議員さんからご質問をいただきました。 

 議第７号の介護老人保健施設リスタあすなろにかかる、補助金適正化法にかかる

ご質問でございます。介護老人保健施設リスタあすなろの補助金等にかかる予算の

執行の適正化に関する法律につきまして、22条の規程に基づき、今回の処分を行い

ました。その規程につきましては、処分制限期間に対する経年経過年数に基づき、

補助金を返還するものでございます。補助金の返還額は、国、県合わせて6,400万円

でございます。平成25年度の介護老人保健施設特別会計により、償還額を計上させ

ていただいているところでございます。 

 次に、議第29号、平成25年度一般会計予算の、介護基盤緊急整備事業の件でござ

います。この施設は、認知症の高齢者が増加しておりますことから、第５期事業計

画に基づき、地域密着型認知症高齢者グループホームの施設整備を行う事業者に対

して、補助を行うものでございます。平成24年度におきまして公募いたしましたけ

れども、公募事業者がなく、補正予算にて減額をいたしており、ご心配をおかけし

ているところでございます。国と県との信頼について、どうかというご質問につき

ましては、この事業につきましては、滋賀県介護基盤緊急整備等特例基金に基づく
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補助金でございまして、制度がもう１年延長されましたことから、同補助金を活用

しての公募をさせていただこうと、このように思っている次第でございます。それ

からこの間忚募者がなかったということに対する、25年度の見通しについてでござ

いますけれども、現状では、日野町の圏域を、わたむき圏域としゃくなげ圏域とい

う形で分けておりまして、これまで２年間しゃくなげ圏域という形で公募をしてま

いりました。ところが２年間そういう現状から、なかったということでございます

ので、今回はわたむき圏域としゃくなげ圏域をあわせた、範囲を拡大して公募をや

っていきたいと、このように考えているところでございます。市街化区域が増える

ことによりまして、建てる場所が広くなりますので、選択制が広がるものと期待を

しているところでございます。どのような施設かということでございますが、日野

町で言いますと、認知症高齢者対忚型グループホームと申しますのは、西大路地先

にありますゆめさとのような家庭的な環境で共同生活を送るサービス、グループホ

ームと言われる施設でございます。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） それでは、對中議員さんのご質問にお答えを申し上げます。 

 まず、豊田共同作業場の譲与に関して、選挙の投票区になっとるやないかという

お話でございます。25投票区の投票所になってございます。また今後の選挙につき

ましても、お借りをしたいなということで、選挙管理委員会の方から、お借りをす

るということで、借り上げ料については7,000円程度になると思いますが、お支払い

をしていきたいと、このように考えている次第です。 

 それと19号の補正予算債の関係ですが、齋藤議員さんにもお答えを申し上げまし

た。安倍内閣の関係の補正、緊急経済対策にかかる分が幾つかあるわけなんですが、

24年度補正ということで、なかなか分かりにくいという面もございますので、追っ

てまたペーパーについてはお渡しをしていけたらというふうに思っていますので、

よろしくお願いをしたいというふうに思います。考え方は、申し上げましたとおり、

国の補助残を補正予算債で借りて、その分の８掛けが地域元気臨時交付金に当たる

というふうなこととなるわけでございます。 

 続きまして、庁舎の関係でございます。今回継続費の補正をさせていただいたと

ころでございますが、ちょっと分かりにくいということでございます。まず、今回

補正予算の27ページの工事請負費の減額でございますが、単純に工事請負費の12月

に計上いたしました４億638万円から、今回落札をいたしました年度割りの24年度分

の２億9,052万2,000円を引いた、１億1,585万8,000円を減額したものでございます。

まず、６ページの第２表の継続費補正をご覧いただきたいと思います。年度割りを

見てみますと、２億9,882万2,000円です。この内訳でございますが、先ほど言いま

したとおり、年割額の工事費の２億9,052万2,000円に、工事管理費でございますが、
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830万円を足した額がこの年割額に入ってございます。続きまして、25年度の１億

5,426万6,000円の内訳でございますが、提案させていただいています当初予算を見

ていただきたいと思います。37ページです。ここに積算されております内訳でござ

いますが、まず委託料で工事管理が95万、そこへ電算ネットワークの3,150万円の委

託料、ネットワークの工事の管理が210万円、その他余裕として1,103万円、合わせ

て4,558万円を委託料で見ております。そこに工事請負費の9,458万6,000円、ちょっ

と余裕を見ていますが、この金額と、39ページの備品購入費ということで、議会の

音調の部分でございますが、音調システム1,410万円を足していただきますと、１億

5,426万円6,000円という形で、今回計上年割をさせていただいたところでございま

す。 

 続きまして補正予算の113ページ、繰り上げ償還で、全協でもご説明申し上げまし

たが、ちょっと分かりづらかったと思いますが、当初平成３年度債を繰り上げ償還

をしたいということで、国の方へ申し出でておりましたが、この借りております事

業が繰り越しをされまして、実際に借りた年度が翌年度になったために、この翌年

になった分については対象にならないというふうなことになりましたので、今回減

額をさせていただいたところでございます。 

 続きまして、当初予算の関係でございます。これも齋藤議員さん、東議員さんか

らもご質問がございましたとおり、有利な建設事業等がたくさんあるということで、

町も以前から計画をしておりました事業を、それに乗せてたくさんの事業、８億以

上10億に近い金額を今回計上をいたしております。これにつきましては、これのほ

かに、また今回条例制定もさせていただいているような直接事務には関係ないもの

もありますが、県の委譲事務もありまして、非常に大変な状況となっておりますが、

それは中の人事配置も検討しながら、増にも考えているところでございます。また、

退職者が10名ということで、採用については上級２名、初級１名、管理栄養士１名、

心理判定員１名、保育士教諭２名、給食６名、土木３名という形で、現在16名を採

用予定しているところでございまして、こういった形で、今後専門性等によりまし

て増員を図っていきたいなと、このように考えているところでございます。また、

臨時職員さんの給与はどうなんやということでございます。これもいろいろと組合

とも交渉をしながら、近隣の状況を見ながら設定をしてきたところでございまして、

今までは一般事務の事務補助につきましては日額6,200円を、25年度から6,300円、

100円アップという形で実施を考えているところでございます。ただ、専門職につい

ても、一部保健師等の資格については9,000円を9,200円、またケアマネの職種等に

ついても300円等々、現況にあわせて一部増額を考えているところでございます。そ

れにあわせまして、嘱託、また臨時もかなり多くなっているわなと、どれぐらいに

なったんやというお話でございます。これもちょっと24年５月現在でしか調べてい
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ないんですが、職員208名、プラス教育長１名足しまして209名でございまして、そ

こに嘱託が72名、臨時職員が123名の404名という形で、これもいつかのときに答弁

したと思いますが、大体47.9パーセントの方にお願いをしているということで、こ

れは一定いろいろな職種がございますので、いたし方ないという形ではございます

が、そういった体制で頑張らせていだいているところでございます。 

 続きまして、新年度予算の中の83ページでございます。消防に絡めて、對中議員

さんは東近江行政組合の議員も兼ねておられまして、いろいろとご苦労いただいて

おります。東近江行政組合では、日野消防署の実施設計を計上いただいたところで

ございます。また、村島議員さんの質問にもありましたように、場所については、

いろいろと検討させていただいて、今後議員の皆様と一緒に詰めていきたいなと、

このように思っておるところでございます。現地の場所も踏まえながら、また307

号より下で検討を進めていきたいなと、このように考えているわけでございます。

消防署としましては、大体5,000平米程度、これも村島議員さんもおっしゃっておら

れましたが、ほしいなと言われておりますけども、そこまで町として準備できるか

は、ちょっと定かではございませんが、努力はしてまいりたいなと、このように思

っているところでございます。早急に決めていかないとというふうには思っており

ますので、よろしくお願いします。 

 もう１つ、補正予算の中の99ページの、公共下水道の一般会計からの繰出金が減

っていますねというお話がありました。これは見ていただきましたとおり、受益者

負担金が場所はまた上下水道課長から申し上げると思いますが、1,866万2,000円増

額になりました。こういうところを見た中で、一般会計の繰入金を減額とさせてい

ただいたところでございます。あと、94ページの繰越明許費について、一般会計の

繰越金７ページのところに書いていますが、これも上下水道課長からご答弁申し上

げます。 

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19号、一般会計補正予算のまちづくり忚援寄附金

についてご質問いただきましたので、お答えを申し上げます。今の補正予算で、653

万円の補正をさせていただきました。当初予算で100万円を見込んでございましたの

で、合わせまして753万円ということで、本当にたくさんのご寄附をいただきありが

たく思っております。ご寄附をいただきましたのは、10名様でございます。その内

訳でございますが、この寄附に当たりましては、９つの項目の中から、どういうも

のに町として活用を図っていただきたいかという、寄附者の方の希望をチェックし

ていただく欄がございます。その分の中で、ただいま申し上げました24年度の寄附

金の753万円の内訳でございますが、１つ目には福祉または医療の充実ということで、

75万円をいただいております。それから、子育て支援に関する事業ということで１



 

3-54 

万5,000円、教育文化またはスポーツの振興に関する事業ということで541万5,000

円、地域住民活動の支援に関する事業ということでの支援ということで25万円、そ

の他日野町の活性化のために町長が必要と認める事業ということで110万円という

ことで、寄附者の方からは使途について指定をいただいているものでございます。

十分に活用し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） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（福永 豊君） 對中議員の方から、議第19号、補正予算（第４号）の

特定地域再生事業について３点、町史編さん室の新たな場所ということで、もとを

しっかり持たないとだめじゃないかということと、サロン的な形、幅広い活用はで

きないのかということと、今後どのようにするのか検討会等は立ち上げないのかど

うかという３点だというように思います。お答えをさせていただきます。 

 先ほどから何人かの議員さんに、いろいろなご指導や課題をいただいたところで

ございます。現在のところ、御存じのように町史編さん室については、現状大変な

状況の中で保管をしております。こんなところはちょっとかなわんなと、もう尐し

よくなったら預けてもいいよという、いわゆる旧の商人の方々も何人かおられます。

そういうような中で、今４万4,000点ほど預かっておりまして、商人館の蔵も活用も

しております。そういうような状況の中で、今回のこの事業が、生涯学習課として

補助金があるないにかかわらず、直前の課題として確保しなければならないという

部分でもございましたので、今回のこの補助事業を有効に活用させていただいて、

教育委員会、生涯学習課の１の課題としてのクリアをさせていただきたいという思

いでございます。そういうような中で、最低限修理ができる状況の中の補助をいた

だきましたので、どのようなものにしていくかという、まず骨格として、修理をさ

せていただくということでございまして、この後、いろいろと検討もしなければな

らない項目もたくさんあるかと思いますので、いろいろな皆さんの声を聞いていく

ことが必要だなというふうにも思っています。サロン的な状況と言いますと、すば

らしい庭と座敷等もございますので、珍客の迎賓館的な活用もひとつできるのかな

という部分もございますし、今小学６年生は、ふるさとを知るという体験型学習を

主にやっていただいております。地域の方々に学校に入っていただいたり、地域の

方々にいろいろなご指導をいただくなりという、そういうような分もございますの

で、そういうふうな状況では、５、６年生を対象としたふるさとを知るという、体

験学習的な館にも活用ができるんではないかなというふうに思っておりますし、カ

ルチャー教室を24年度から開催をさせていただきました、来年度も予算を計上させ

ていただいておりますが、茶道等の子どもさんたちのそういう教育もございます。

そういう場所で、茶をたてていいものを知るということも、１つの方法ではないか

なというようにも考えておりまして、いろいろな面で活用をしていければなという
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ように思っています。 

 ３つ目の検討会の状況でございますが、ここはまた研究もさせていただきたいと

思いますが、先ほど申し上げましたように、より多くの方々からご意見をいただく

という部分については、大事ではないかなというように思っておりますので、どう

かご理解をいただきますように、よろしくお願いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） 議第23号の公共下水道事業特別会計の補正予算の関係

で、99ページの受益者負担金の関係につきましては、工業団地におきまして２社様

から全納いただきました。それと椿野台、曙団地におきましての受益者負担金の全

納が多かったということから、1,866万2,000円の増額をお願いするものでございま

す。 

 続きまして、101ページの下水道事業費（追加分）の4,920万についてでございま

す。これにつきましては、平成24年度当初、国あてに要望した事業費が２億円に対

しまして、交付決定額は１億5,080万でございました。今回この追加補正で、その減

額分に当たる4,920万円を要望して、交付を受けさせていただくものでございます。

ご質問にあった委託料、工事請負費、補償補填及び賠償金ということで、委託料に

つきましては清算ということと、補償補填につきましても清算によるものでござい

ます。工事請負費のところにつきましては、今申し上げました当初割り当ての関係

での減があったものということで、追加分につきましては、一部200万ですけれども、

今年度24年度で消化をさせていただいて、残り4,720万円を、現在、亓月台の水道の

仮設ができておりますので、早期着工できる場所ということで、その分を見込まさ

せていただいております。その中で、94ページの繰越明許費でお願いする4,720万円

につきましては、今申し上げました4,920万円から、今年度実施させていただきます

200万円を引いた、4,720万円の繰り越しをお願いするものでございます。それと７

ページの、繰越明許費の公共下水道事業特別会計繰出金の240万円でございますけれ

ども、これにつきましては、先ほど申し上げました4,720万円のうちの、国費企業債

を除く一般財源分に当たる分が240万円ということでございます。101ページに戻り

まして、定期償還元金と定期償還利子も、今回また補正をお願いするということに

つきましては、12月の定例会におきまして承認をいただいております繰り上げ償還

について、１月７日付で未償還元金を全額繰り上げ償還したものと、一部繰り上げ

償還したものでございます。一部繰り上げ償還したものにつきまして、このうち３

月中に支払い元利の減額分について、今回清算ということで補正をお願いするもの

でございます。 

議長（杉浦和人君） 税務課長。 

税務課長（山田繁雄君） 對中議員からより、滞納対策への取り組みについてという
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ことで、ご質問いただきました。 

 一般会計ならびに国民健康保険特別会計につきましては、ともに滞納繰り越しと

いうことで、予算を組まさせていただいているというところでもございます。町の

歳入の約37パーセントを占めております町税、こうしたものの安定的な確保という

部分につきましては、さまざまな町の施策や事業を実施するという上において、必

要不可欠であるというふうにこれは認識しておりますし、町税の公平性や公正性を

確保するという観点からも、極めて重要であるというふうには認識いたしておりま

す。しかし、長引く現下の厳しい社会情勢の中にありまして、現実に納税が困難な

方もたくさんおられます。また、再三催告しても、納税いただけないという誠意の

ない滞納者もおられます。こうした方につきましては、いろいろな財産調査等預貯

金等の調査を行いながら、差し押さえ等も行い、厳正かつ公平な滞納整理を、現在

まで進めさせていただいておるというところでもございます。現在コンビニ収納の

利用が増えてまいりました。年間１万件余り、コンビニの方で収納をさせていただ

いているという状況でもございますし、また２人の徴収嘱託員というものを雇用さ

せていただいておりまして、年間2,000万余りの現年度分、滞納分にかかります滞納

の部分を収納ということでも、上げていただいているというところでもございます。

こうした中で、国民健康保険特別会計につきましては、前年同期と比較しまして、

２月末で約１パーセント収納率が上回ってきているという状況にはなっております。

県の方から、現年度分の徴収目標を、日野町の場合95パーセントということで目標

設定をされておりますので、何とかこの目標がクリアできるようにということで、

今対忚もさせていただいているという状況でもございます。こうした中で、滞納者

との折衝によりまして滞納額を解消させるということは、これはあくまで先決なこ

とではございますが、こうした処理をずっと行い続けますと、逆に不況によりまし

て収入の減尐や長期にわたる滞納者の高齢化、こうしたことによりまして収入源が

失われて、また尐なくなってきているということによりまして、著しく納付能力が

低下しているという方もおられます。長期にわたります高額な滞納を残すことにな

りまして、たとえ分納納付を履行し続けていただきましても、完納にまでは及ばな

いというような、悪循環なケースも発生してきているという状況でもございます。

こうしたことから、新年度におきましては、今現在中部県税事務所の方とも協議さ

せていただいておりますが、県の方から職員１名を一定期間派遣いただいた中で、

困難事案の対忚に当たっていただくことも含めて、検討をさせていただいていると

いう状況でもございます。先般も滞納のことで、對中議員さんの方に相談に行かれ

た方に、議員さんの方から、税をはじめ、やはりきちんと払うもんは払わなだめだ

ということでご指導いただいたというふうにもお聞きしておりますし、こうしたこ

とから意を強くしているところもございますが、いずれにしましても、滞納者個々
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の状況に見合った対忚というものを念頭に置いて、職員間、税務課の職員一同共通

認識を新たにしながら、より一層滞納整理に当たっていきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（塚本信雄君） 議第29号、平成25年度一般会計予算の労働費、事項別

明細書65ページの緊急雇用創出特別対策事業につきまして、ご質問いただきました。

このたび新たに創設されました起業支援型地域雇用創造事業でございます。これは

やはり国の経済対策として、新たに想定されたものでございます。他の緊急雇用に

つきましても、同じく25年度も、重点分野については継続しようということになり

ました。この起業型の事業でございますが、これは起業して10年以内の企業や事業

所等を対象としたものでございまして、今日野町では体験型の観光の推進をしてお

ります。これに必要な農村生活の体験の受け入れ家庭を増やしていくこと、また受

け入れ家庭の簡易宿所、これは旅館業法の関係でございますが、農家民宿の営業許

可の取得の推進を図っていくこと、また教育旅行などの受け入れ時の対忚、また研

修とか、受け入れ家庭との連絡調整、そういったものをするために、三方よし！近

江日野田舎体験推進協議会に委託して、この事業を実施してまいりたいというよう

に思っております。 

議長（杉浦和人君） 教育委員会教育次長。 

教育次長（久村重次君） 對中議員さんから、議第29号の新年度予算の関係でご質問

いただきました。 

 まず、町費で配置をしております支援員の配置状況につきましては、予算特別委

員会で表を示させていただき、また説明をさせていただきますので、よろしくお願

いをいたしたいと思います。 

 続きまして、小学校、中学校の振興費の中で、漢字検定、また中学校におきまし

ては英語検定を、今年度から実施をさせていただきました。今年度の状況につきま

しては、やはり各自目標を持った形でその漢字検定、英語検定に取り組んでいただ

きました。各学校でもいろいろな形でされておったわけでございますが、ある学校

におきましては、目標設定を上に持って行った中で、自分自身がテキスト等を購入

した中で、取り組んでいただいたというようなことも起こってきておりました。や

はり目標を持った形で、目標を高くということで、そういったことで来年度におき

ましても、実施をさせていただく予定をいたしておるところでございます。また標

準学力調査につきましては、その結果を踏まえた形で、教科によって、どういうよ

うなところに問題があるのかということを、各学校で検討をいただいた中、来年度

以降そういった部分の弱いところを取り組んでいただくということで、聞いておる

ようなことでございます。引き続き、これにつきましても実施をさせていただくと
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いうことでございます。 

 続きまして、議第40号の補正予算の関係で、桜谷小学校の給食室の備品の部分は

どうなのかというご質問でございますが、厨房機器設備更新ということで、新衛生

基準の中で4,091万6,000円を計上し、更新をさせていただく予定でございます。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） また、各常任委員会とか特別委員会がありますので、さらに深

め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２ 請願第７号、早急に日野町議会基本条例に基づく議員の倫理規定条例

の制定を求める請願についてを議題といたします。本日まで受理をいたしました請

願は、お手元へ配付の文書表のとおりであります。朗読を省略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、朗読を省略いたします。 

 請願は文書表のとおり、総務常任委員会に付託し、審査をお願いいたします。 

 日程第３ 議第７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。委員会付託につきましては、付託案件の朗読を省略し、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。 

 ここで暫時休憩をいたします。再開は３時15分から再開いたします。 

－休憩 １５時００分－ 

－再開 １５時１５分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 日程第４ 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。 

 １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） それでは通告書に伴い、分割で一般質問をさせていただきます。 
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 まずは、東日本大震災発生から丸２年目を迎え、ここに哀悼をささげますととも

に、改めて防災の必要性、大切さを痛感し、ここに２点ほど、今後我が町にも必要

不可欠な問題について質問させていただきます。 

 まず１つ目として、有線放送電話施設廃止に伴う対忚についてというところで、

いよいよ有線放送電話施設が、今月をもちまして終了しますが、これまでの一般質

問を調べてみましたが、平成23年３月議会に川原慎一前議員をはじめとし、この関

係についての質問を、再質問等も含め延べ10人の議員から、有線放送の存亡、町の

継続運営、防災、防犯対策、災害情報の伝達と、いろいろな方面から見た質問がな

されてきました。その都度、町長、副町長、総務政策主監、総務課長、また西川前

総務課長の答弁がなされてきたわけですが、それを見返しても、今後終了期日に向

け研究をいたしまして、適切な方法を検討していきたい、研究をしていきたい、あ

るいは地域防災の見直しの中で、検討、研究をしていきたいとの、同じ答弁ばかり

であります。期限はもうそこまで迫っております。そこで昨日も質疑に出ておりま

したが、Ｊアラート等の同報無線、メール転送もありますが、何せこの町はご老人

を多く抱えている町でもあります。近代設備も当然なんですけれど、住民に納得し

てもらえるような、有線放送終了後の各種伝達方式等検討、研究の成果を伺いたい

と思います。 

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

町長（藤澤直広君） 村島議員から、有線放送の終了に伴う対忚などについて、ご質

問をいただきました。ご承知のように、有線放送は、農家などを中心に利用されて

きたものでございまして、町の加入率は半分を切っており、最近ではさらに尐なく

なっておるということでございまして、１つの情報伝達手段という、大切な手段で

あることには変わりませんが、もともとは農家への農協関係の連絡手段ということ

でございました。しかし私も慣れ親しんでおることから、これをＪＡから聞かせて

いただいたときには、何とか存続をできないのかと、こういう要請もＪＡにはして

まいったところでございますが、何分高額な維持管理費、施設投資が必要となるこ

とから、それは困難なんだと、こういうことをＪＡから聞かせていただいたところ

でございまして、この３月末で有線放送が終了することは、私もさみしいと思って

おるところでございます。 

 そうした中で、町からの行政情報を発信する手段でございますが、広報ひのおよ

びお知らせ版、組回覧や新聞折り込みなどによる紙の媒体でお知らせする方法が、

最も基本的な手段でございます。そのほか、既に実施しておりますインターネット

による町のホームページでの情報発信、ＮＨＫ総合テレビのデータ放送による情報

の発信、加えて、平成25年度から携帯電話のメール機能を使っての情報の発信を始

めたいと考えております。このメール情報発信のシステムは、例えば現在運用され
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ております滋賀県のしらしがメールや、東近江行政組合の消防情報と同様のもので、

町からの行政情報をそれぞれの方の携帯電話にメールで受信することを希望される

皆さんに、配信するものでございます。配信する情報の内容は、防災関連の情報、

イベント情報、健康づくり情報、その他生活関連情報などを発信していきたいと考

えております。また、災害時における住民の方への情報伝達手段につきましては、

区長さんの固定電話もしくは携帯電話への情報連絡を基本に、先に述べましたホー

ムページ、テレビのデータ放送、メール情報発信に加え、町の広報車および消防団

による広報、町内９カ所の同報系防災行政無線屋外拡声器などを位置づけておると

ころでございます。こうした手段を使って、情報提供に努めてまいりたいと考えて

おります。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 方法としては、いろいろ聞いているところでもありますし、先

ほど述べたときにも言いましたけど、やはり老人の方も多いので、メール等もすぐ

に見てもらえないと、そういうところも大変あると思います。また、私の言ってい

るのは、いろいろなハード面ではなくて、町からの各いろいろな自治会に有線放送

がなくなったと声をかけて、こころの中の心配をときほどくような方法をまた考え

ていただきたいと、そのように思っております。聞くところによりますと、各地区

での区長会等に、防災計画の説明や指導やお願い等をされたということを聞いてお

りますが、どういった方法だったのか、また手ごたえ等どうだったか、そういうこ

とを答弁でお聞かせ願いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君の再質問に対する答弁を求めます。 

総務課長（平尾義明君） 村島議員さんの再質問でございます。 

 ご承知のとおり、防災の関係で各区長さん、各地区７地区を回らせていただきま

した。これにつきましては、避難場所、避難収容施設の設定について、地区で考え

ておられることと、この町が考えていることと合致しているかどうか。また、変え

られるところがあれば、お知らせして下さいねというお話で伺ったんですが、その

前段で、防災について個人の役割、また区長さんの役割、町の役割を順番にお話さ

せていただいて、今の質問をさせていただいたところでございます。3.11の東日本

大震災を受けて、地区におかれましては、やはり自警団という自主防災組織をつく

っていかなだめだなと、そういう意識が高い。地域のことは地域で守っていこうや

ないかと、かなり意識が高いというふうなことを感じたところでございます。ただ、

新興住宅地域と言いましょうか、旧日野は区画整理ができまして、アパートがたく

さんできているということで、区長さんだけでは把握はできないことについて、ど

うなのかという質問は行政懇談会の中でもありまして、そこについては先ほど言い

ましたいろいろな手段、やはり地域のことは地域でということになりますので、消
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防団、また常備消防などで広報等でも回っていかなしょうがないというふうに思い

ますし、有事の際については、情報を地区の方に発信をして、大家さん等の協力を

得ながらしていかなだめだというふうに思ったところでございます。聞かせていた

だいて、いろいろ議論をしていただいて、何遍も言いますが、地域のことは地域で

守っていかなだめだなという意識は、かなり高いというふうに感じたところでござ

います。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） それでは、再質問させていただきますけれど、今聞かせていた

だいた中でも、私も議員にならせて頂きまして、６月の時にも述べたと思うんです

けれども、やはり説明だけではなくて、しっかりしたやりとりをしていただきたい

なと思ったのが、水防計画書とかでも、ちょうど区長会で新任の方に役所からいろ

いろな書類を渡されて、私も立ち会ったことあるんですけど、大変多くの書類にな

りまして、その片隅に、水防計画書があるということで、しゃべってみると、ああ、

そんなんあったんかいなということがありました。と言うのは、水防が出たときに、

我々はどういうようにしていったらええのやと、我々も消防団の兼ね合いで聞かれ

たことがあるんですけど、水防計画書がありますやんかというので、大変せっかく

分厚いしっかりしたものを渡しても寂しいなと思ったので、その辺のものとか、い

ろいろな訓練等のやり方を、また今おっしゃられるように、各自治会で防災訓練と

かやっておられます。そしてからまた消防団とか自警団交えてもやっておられます。

しかし、そこに参加させてもらって見に行くと、やはりシナリオを決めて、決まっ

た形のことだけで終わっていますし、その辺を町がもう尐し介入して、消防署の防

災士とかもおられますし、そういうところにやり方も聞いて、ちょっと指導をして

いってほしいなと思います。今のことを再三延べ10人にものぼる議員が質問してい

ますので、総務常任委員会でも何らかの方法で報告、きちっとしたものをいただけ

れば、我々もきちっとまた聞かれたときにも、こういう町では対処をしてくれてま

すよという安心感、そういうのを与えられると思いますが、その辺のことをやって

もらえるか、いま一度伺います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） 再質問ですけども、地区に説明に行ったときにも申し上げ

たんですけども、東日本のような大震災が起こったときには、常備消防また町がお

手伝いできるというのは、もう限られてくると。だから地域のことは地域で守ると

なりますと、やはり消防団、また自主防災組織、自警団とか、そういった組織が非

常に有効な力になりますよというふうなことを話をさせてもらってて、先ほど言い

ましたように、そういった組織をつくっていこうかなというふうなお話もされてい

ます。各地区では、例えば鎌掛とか上野田、大窪５区でも自主的に避難訓練等もや
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られておりますので、やはり自分のことは自分でやっていかなだめだというふうな

こともありますし、例えば消火に当たっては、消防団、自警団は当然できますけれ

ども、住民の方もできなだめだということで、上野田等については消防士さんをお

呼びになって、消火栓はこういうように開けるんですよとか、そういったこともや

られておりますし、啓発等については、社協の方でも、防災マップ、また災害時要

援護者のマップ等についても、つくるようにというような形で奨励もされておりま

すし、地区によってはつくられているところもございます。また避難の方法につい

ても、どこへ集まるんやでというふうなことも、ちゃんとシールでつくっておかれ

まして、各家へ貼るような形、また集会所にも貼るような形で、やられておられる

ところでございます。町全体の防災計画につきましては、今現在各課で再度詰めて

いかせていただいておりますし、原子力防災については、県で防災会議がちょっと

日は分かりませんが、開かれるようでございますので、それは決まりましたら、ま

た皆様方にご説明をさせていただこうと、このように考えている次第でございます。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 各地区でやられているということ、私らも尐しは聞いておりま

すけれど、今の上野田とかやっておられる地区は、どんどんピックアップしてもら

って、またほかの地区にも紹介していただけたら、またどんどん広がっていくかな

と思います。次、２つ目の方でまた関連してしゃべらせてもらいますので、その点

よろしくお願いします。 

 ２つ目は、６月議会、９月議会に引き続き、消防署の建てかえ、新設に伴う防災

センターの併設についてというところでさせていただきたいと思います。これも関

連したということで、９月議会の一般質問後、委員会での説明で、私の要望であり

ました建設用地を現在のところからもう尐し広く、また近隣に住宅や各施設等がな

いところにという意見をお聞き入れていただき、国道307号線の下手に建設予定地と

して検討していただいているところではあります。このことにつきましては、先ほ

ど総務課長も報告いただいたように、大変感謝しているところではあります。 

 去る２月11日、わたむきホール虹におきまして、堀江清一郎氏実行委員長による

防災ミュージカル「稲ムラの火」が開催され、町長と各職員さんも来ておられまし

て、750席超満員の観客にて大成功を収められました。そのときにアンケートをされ

ておられ、その結果を見せていただきました。そうすると町内外問わず、大多数の

人たちが、防災に対する見直しを、町、住民が一体となりしていかなければならな

いという声が、非常に多いのに驚かされました。今後消防署の新設に向け、防災セ

ンターの併設も必要な時期ではないかと考えます。現在の消防署の跡地に建設する

のが私は理想と考えますが、費用の融通を考えるなら、新規移転施設に前回要望し

ておりました消防団の練習場と、また併設していくような住民と一体した安全、安
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心なハード面としてのものづくりが求められています。我が町にも、そういった防

災センターのような象徴とした施設、また地域にあっては公民館等にも手を入れ、

各種防災拠点になるような施設をつくっていくことが、住民に対する心の安心につ

ながる。そういう必要なときが来ているのではなないかと思われますが、町の考え

を伺います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 日野消防署の改築や防災センターのご質問でございますが、日

野消防署の改築につきましては、東近江行政組合において、平成25年度に実施設計

を行い、平成26年度に工事をする予定となっております。改築をいたします予定地

につきましては、町の方で準備することとなっておりまして、現在の場所をはじめ、

他の場所についても周辺状況等を勘案し、選定をする必要があるところでございま

す。こうしたことから、行政組合議員であります杉浦議長さんや對中議員さんなど

にもご相談申し上げ、議会の中でのコンセンサスも含めて、ご協力をお願いしてお

るところでございまして、そうした中で早期に予定地を決定してまいりたいと、こ

のように考えております。 

 防災センターについてでございますが、災害発生時における防災拠点としては、

役場庁舎が防災拠点と、このように位置づけておりまして、平成24年、25年度で庁

舎の耐震補強工事を実施し、役場機能を強化するとともに、今後防災センター的な

機能をより充実させるため、防災行政無線のデジタル化、災害時用備蓄品の充実確

保等を図るとともに、役場周辺に備蓄倉庫の整備などについて取り組んでいく必要

があると考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 町長が言っておられる役場庁舎を耐震補強してというのは分か

るんですけれど、やはり住民から見たときには、役場は役場であり、その中にある

というのを余程うまく伝達していかないと、心の安心につながらないような気には

思うんですけれど、防災センター、もしくはまたその機能を持った施設が、多くの

市町も全国でどんどん建てられております。特に3.11以後は、たくさん建ってきて

いると聞いています。近くは竜王町も平成15年に防災センターを設立され、館内に

生活安全課を設置しておられます。やはり、こういうところが役場で機能、併用し

ているんですよというのより、住民としては、そういう象徴があると、全然違うと

思いますし、センターの中では、各団体の部会が行われております。年度末には、

消防、警察、各種団体が行政と一致団結のもと、住民の安全、安心確保に向けた総

会をされておられます。私も３年ほど前に、必守会の事例発表の依頼があり、伺い

ました。その機会に、オブサーバーということで会議に参加してくれということで、

参加させていただきましたが、まさに今後必要ではないかと考えさせられるような、
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すばらしい会議をしておられました。まだまだおくれているのではないかなと、一

歩リードされているなというような感じは受けました。日野では、そうした各団体

が交流をした会議はありますか。また、必要ではないかと思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） 防災センターの併設ですが、まず、私どもの地域防災セン

ターの機能の理解でございますが、住民が安心して暮らせる防災体制の確立、また

情報の伝達、発信、地域住民の防災意識の高揚、自主防災組織や防災関係者等の研

修、啓発をすることだといういうふうに認識をしているところでございます。そう

いった施設をつくられているところもございますが、日野町におきましては、防災

拠点は役場であるというふうなこと、また役場で災害対策本部を立ち上げる。総務

課の方でこういった研修なり、またそういった自主防災組織の設置などの推奨をす

る等をやっていこうというふうに、今考えているところでございます。そういった

ことで、別の場所をということはちょっと考えていないところでございます。また、

そういった会議でございますが、竜王の例を出されましたが、竜王の場合は、消防

と防犯を同じ所でやられているということで、日野町の場合は消防と防犯関係は、

総務課と住民課というふうなことになっています。防災の関係につきましては、防

災会議というのがございまして、その中で警察の方や消防署の方、気象庁の方、い

ろいろな方に入っていただいて組織されているわけでございますが、地域住民の方

ももちろんおられますが、そういった中で年１回、現在は何回も防災計画の樹立に

ついて寄っていただいておりますが、對中議員さんからも以前にご質問がございま

したとおり、そういうようなのを年１回開いて、いろいろな議論をしたらどうやと

いうふうな提案もありましたので、今後そういうような形で進めていきたいなと、

このように考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） おっしゃられたように、各種団体の親交、やはり警察と消防、

１つ１つとっても、例えば火事があっても、警察の方が必ず来られます。顔を知ら

んということではだめですし、やはり交通災害で交通事故が起きたときも、消防団

で交通整理に出ます。そのときに交通安全協会の方が来られても、署長さんが来ら

れても、トップ同士全然顔も知らないというときもあります。やはりその辺は、い

ろいろな会議をしておくと、次のときの対処に出てきますし、だめだとは申しませ

んが、防犯、防災の方もさせてもらいましたけど、こっちは住民課ですよ、こっち

は総務課なんですよじゃなくて、生活安全課というのを聞くだけで安心な感じがし

ますし、その部分だけでも融合されていったらどうかなと。１つ例を挙げますと、

その避難用具、備品、食料の備蓄も、もう要望もたびたび出てますが、我が町の保

管状況、場所、ここにあるというのが透明じゃないんですわ。聞くと、ここに水を
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何リットル、毛布が何枚、食料がどんだけですよというのは常にしゃべっておられ

ます。また広報でも出たことあるんですけれど、やはり竜王町の防災センターを見

ると、保管備蓄庫いう、きちっとしたのがあります。その前には、やはり今言った

ような数量をきちっと書いておられますし、そこに透明感があって、住民の方は、

ここにこんだけあるのか、そしたらもう尐し足りないなと、人口から見たらもうち

ょっとほしいんでないかと、我々が言っているだけじゃなくて、住民の方からもま

たいろいろな意見も出てくると思います。まず安心・安全という面では、ここにあ

るというのを、もっと透明に、防災センターがすぐにはできないということになり

ましても、役場の庁舎の倉庫にあると聞いていますけど、我々も実際今まだ見に行

ってもないのでえらそうなこと言えないんですけど、やはりそこにある、きちっと

した数量を書いてでも透明にしていただいたほうがいいんじゃないかと、そういう

のであると倉庫を建てる、先々にはそういう防災センターにつながるんですけど、

そういう必要性です。 

 それとまた再三でありますけれど、総数量、そして今までの増加推移、当初始ま

ったときは尐なかったけど、今はこれだけ増えたという、その辺をもう一度伺いま

す。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） 村島議員の再々質問でございます。 

 備蓄の経緯でございますが、食料品につきましては、平成14年から500ミリリット

ルのペットボトルの飲料水を1,000本、非常食として乾パン1,000食を備蓄開始をし

たところでございます。その後、平成18年に水で簡単に調理可能なアルファ米1,000

食、準備を新たにしたところでございます。また21年度に非常食のクラッカーを、

1,000食追加いたしました。23年の東日本大震災を受けて、その９月の補正によりま

して、新たに２リットルのペットボトルの飲料水を1,000本、非常食ビスケットを

1,000食追加させていただいて、現在に至っております。生活必需品につきましては、

平成15年に毛布を250枚、非常用簡易トイレを６基購入いたしております。その後、

23年に非常用給水袋の有効性を学びまして、４リッター、６リッター、10リッター

の非常用給水袋を、それぞれ1,000枚ずつ購入をいたしました。また、毛布につきま

しても250枚を追加し、500枚と現在させていただいているところでございます。ま

た原子力災害の対策といたしまして、23年度に、安定ヨウ素剤１万8,000錠を購入し

ております。また、各公民館につきましては、22年度に清水前議員さんの提案もご

ざいまして検討した結果、簡易トイレのセットを200セットずつと、わずかではあり

ますが、非常食のクラッカーを105食ずつ配備をしているところでございます。こう

いった備蓄品につきましては、今役場の倉庫の中に入れさせていただいて、おっし

ゃっておられますような、数量が書いたものは特にないわけでございまして、今後
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役場の周辺にきちっとした備蓄倉庫の整備を努めていきたいな、このように思って

おります。 

 もう１点、建設工業会の方から、防災の倉庫を307号から上と下に１つずつ管理も

するので場所の提供をしてほしい。中については、土のう袋とかスコップとか、そ

ういった用品をいれさせていただいて、有事の際にそのまま乗せていけるようなも

のをという提案を受けていますので、その場所について、また配備をして、住民の

方にも安心していただけるようなことになるよう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） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 今、数量を聞かせてもらいますと、大変すばらしいなと思いま

す。皆さんのいろいろな質問があって、どんどんこうして増えていっていますし、

やはりこんだけ努力もしてもらっていますので、各公民館への備蓄について、自治

会の方でも、公民館でもう尐ししてくれたらどうやとか、そういうような話も出て

いましたけど、我々としても、この予算で見ている中で、役場の方でこんだけして

いますよということを言ってましたけど、役場にはこういうところにこんだけの量

ありますよということを、各公民館にでも展示してもらったりすると、また安心に

なります。せっかくですので、今後の私の課題かなと思ってますので、防災センタ

ーも出していこうと思いますけれど、やはり備蓄したところがきちっと透明であれ

ば、より安心な感じがしますので、できるだけ住民の皆さんに、数量とかこれだけ

増えていっているというのが、広報１ページで終わらずに、いつも見えるようにし

ていただきたいと、そしてまた努力していていただきたいと最後に要望にして終わ

ります。 

議長（杉浦和人君） 次に９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） それでは通告に従いまして、１点だけでございますが、時間が

あと押しておりますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 私の一般質問でございますが、住民投票条例についてということでお伺いしたい

と思います。平成に年号が変わって以来、当町においても多くの難問、難題が山積

し、解決も難儀が多々ございました。１例では、まず空港問題、また町村合併の問

題、さらにはただいまでは学校給食問題などなど、町行政について住民、議員の異

論が出ておるわけでございます。何か行政がすっきりしていない、住民ももやもや、

私たちももやもやしているようなことでございます。こういうことは、私だけの思

いでもあるかと、このように感じております。住民の代弁者が議員であるといこと

はよく言われますが、重責を今になってひしひしと感じておるところでございます。 

 ところで近隣市町では、草津市が、住民投票条例を４月から施行されると聞き及

んでおります。また野洲市では、もう既に住民投票条例を制定されておりまして、
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当町においても行政の、やはり重要事項の判断に住民も参加して開かれた議会や町

行政執行型に移行していただければいかがなものか、このように思うわけでござい

ます。町長のご答弁、よろしく頼みます。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治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） 西澤議員から、町民参加による行政の執行にかかわって、ご質

問をいただきました。これまでから、町行政の執行に当たりましては、町民と行政

が情報の共有化を図るとともに、みんなで参画と協働で取り組むことが大切、こう

いう思いで進めてきたところでございます。町ではこれまで総合計画をはじめとし

て、町の施策等に関する基本的な計画等を策定する際には、懇話会などを設置し、

委員の公募を行い参画をいただいております。また、町民の皆さんに計画等の素案

を事前に公表し、町の考え方を明らかにした上で意見を募集するためのパブリック

コメントも実施をいたしております。そのほかにも、行政懇談会や車座懇談会の開

催、各種団体の要請行動への対忚など、多くの方からご意見を聞く機会を設けてお

るところでございます。 

 ご質問のありました住民投票につきましては、基本的には地方自治法に定められ

ております直接請求によって、住民投票条例の制定を求める制度が一般的に知られ

ているところでございます。現行の地方自治制度は、議会制間接民主主義と首長と

の二元代表制の考え方を基本にしておりますが、最近では住民投票制度は、その制

度を補完するもので、地方自治の本旨に適合するものであるとの考えもございます。

しかし一方で、国が設置している地方制度調査会での議論では、住民投票を実施す

る場合の対象のあり方や要件等について、さらに詰めるべき論点があることから、

引き続き検討すべきであるとの意見も出されているところでございます。 

 町としては、行政の運営に際し、町民の皆さんの参画と協働を進めていくことを

基本として、自治の力で輝くまちづくりを目指して、さらに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） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） 開かれた住民行政ということで、町長は非常に開かれた、それ

ぞれ住民も参加した会議を持っていただいている。それはよく認識をしております。 

 今回、学校給食問題で、いろいろ重要なこともありました。まず、これは２回の

議会の付帯決議にもございました。一般質問でもお聞きしておりましたが、アンケ

ート調査をとってほしいということも、教育長に要望、提案もいたしましたが、教

育長はできないということでございました。地方新聞でも、独自でこのアンケート

調査をとられましたが、いろいろ住民のことも、調査結果にきっちり出ておりまし

た。重要なことは、住民の声も聞いてもらい、やはり住民自治の町であるというこ

とを求めていかなければならないのかな、このように思います。こういうような制
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度を、いま一度考えていただけないものかな、このように思いますが、主監の方、

どうでございますか。 

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） 自治基本条例に関しましての再質問でございます。

答弁をさせていただきます。ただいま町長の方から答弁をされたとおりでございま

す。特に、国の方でもこのことについては、地方制度調査会でいろいろ議論がなさ

れているというように伺っておりまして、その中でも、なかなかいろいろ課題があ

って、一定の方向性までというところまでは行っていないという状況でございます。

こうした国の動向を踏まえて、町の方も対忚していくべきものかなと、このように

私は感じております。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） 国の方は国の方で地方制度調査会、そこで決めていただければ

よいのですが、やはり近隣市町の東近江市などはもう制定されておられるというこ

とでございます。ぜひとも、主監、退職される前に、おみやげをきちっと残してお

いて、宿題をきちっと町長に預けていただきたいな、このように思うわけでござい

ます。 

議長（杉浦和人君） 次に、３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） それでは通告書に基づきまして、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、住民サービス業務についてであります。役場に来庁される住民の方の

ほとんどは、住民課、税務課における証明書等の書類を求めて来られる方が多いと

推測いたします。平成23年度の実績を見ますと、約３万2,000件以上の証明書類の発

行手続がされております。１日平均100件以上の受付をされているということになり

ます。この仕事は、役場窓口の最も重要な住民サービス業務であります。その接客

姿勢によって、住民の受ける印象や反忚は変わってきます。役場の顔と言える重要

なポストでありますので、いつも明るく親切な接客受付をしてもらいたいものであ

ります。さらに、住民の要望にこたえていただける対忚をしていただきたいという

思いから、今回の質問をさせていただきます。 

 受付業務で最も多い説明書書類は、住民票の写し、印鑑登録証明書、税務証明書

等の証明書であります。その証明書は、必要な場合、平日仕事の都合などで役場に

行けない人は、役場は土日休みのため、平日の仕事を休んで役場に行かなくてはな

りません。休みの日でも、住民サービス業務の証明書の発行をしてもらえないかと

いう声が多くあります。近隣市町の状況を見ますと、休日の証明書発行や郵送によ

る請求ができるところがあります。住民基本台帳カードを利用しての自動交付機で

発行されているところもありますが、費用対効果を考えますと難しいと考えますの
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で、現状の組織体制システムの中でできる範囲で検討していただけないかと考えま

す。 

 そこで質問をいたします。現在の証明書発行業務は、どのようにされているのか。

近隣市町の証明書発行の状況は、どうされているのか。平日時間内に予約しておけ

ば、休日の日直業務の中で負荷して受け渡しする方法はできないのか。郵送による

請求ができる市町もあるが、当町でもできないものかということについて、お答え

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） 齋藤議員から、窓口業務についてのご質問をお受けいたしまし

た。ご指摘のように、役場の住民課ならびに税務課など窓口業務は、住民の皆さん

との対忚の顔ということでございまして、いつも心してしっかりと対忚しなければ

ならない、こういう思いで、職員も仕事に精励しているところでございまして、そ

うした心持ちでやるように指示をしておるところでございます。 

 住民票の写しをはじめとした諸証明の発行でございますが、住民課の窓口で行っ

ておりますが、役場の執務時間内に来庁できないという声も伺うことがございます。

このようなことから、事前申請により、時間外の受け渡しや郵送交付などのサービ

スを実施しているところでございますが、具体的な状況や取り組みの内容について

は、住民課長の方から答弁をさせていただきます。 

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、住民サービス業務につい

て、具体的な対忚や取り組みについて答弁をさせていただきます。 

 まず１点目の、現在の証明書発行業務の方法でございますが、執務時間内におい

て役場へ来庁いただき、ご本人または代理人が申請をいただくという方法を行って

おります。その際に、窓口来庁者を確認した後、住民票、税関係の証明、戸籍、印

鑑証明等の種別によりまして、必要に忚じて証明書発行者の委任状の提出を求め、

即時発行を行っているところでございます。 

 ２点目の、近隣市町の証明書発行状況でございますが、おおむね当町と同様の方

法により取り扱いが行われております。なお、支所のあります近隣市町においては、

自動交付機の設置や、愛荘町ではコンビニエンスストアによる交付を実施されてい

るところでございます。 

 ３点目の、休日の日直業務において交付ができないかというご質問でございます

が、現在事前申請により、時間外の午後６時までは証明書等の受け渡しを行ってお

ります。しかし休日交付となりますと、戸籍関係では、請求者が手数料を持参され

た段階が交付請求日と定められていることから、事前発行に忚じられないというこ

とになります。一方、住民票等の発行については、身分事項の内容が証明日と受領



 

3-70 

日とが異なると、こういった問題は生じますが、判例等を参考にしますと、事務取

扱要領を定めることで交付が可能ということとなっております。 

 ４点目の郵送請求につきましては、当町においても、他市町と同様の取り扱いに

よりまして、郵送請求による事務を行っ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。 

３番（齋藤光弘君） それでは、再質問させていただきます。 

 ２つ目の質問の、近隣市町の回答をいただいたわけですけど、私の方でも近隣市

町の状況を、インターネットのホームページを調べまして見たところ、東近江市で

は、各種証明書時間外交付予約申し込みについてということでページがあります。

このサービスは、平日お仕事の都合などで市役所執務時間中に来庁できない人でも、

住民票や印鑑証明、税務関係の証明など各種証明書の交付予約を、インターネット

もしくはファクスを通して行っていただきますと、夜間、または休日に当直室で受

け取っていただくことができるものですと、示されております。また、確認事項と

いたしましては、当直者が本人確認、予約申し込みされた内容、手数料の金額を確

認するということで、本人確認につきましては、運転免許証または健康保険証など

の公の機関発行証明書の提示を行っていただいているということでありますし、そ

れから証明書発行手数料と引き換えに、証明書と領収書を交付しているということ

でありますし、証明書の日付は予約を受けた日になりますということのただし書き

もされております。また、自動交付サービスも利用できるとあります。そして、近

江八幡市につきましては、住民票、印鑑証明書の電話予約制度についてとあります。

平日に電話予約をしていただくと、土日祝日に住民票、印鑑証明書を受け取ること

ができます。受け取り場所は、市役所本庁日直室ですと。自動交付サービスは、平

成24年３月末をもって廃止をされております。甲賀市につきましては、毎週火曜日

の延長窓口をされております。戸籍、住民票関係、税関係などの証明書交付事務を、

夜７時まで延長をされております。自動交付機も利用できます。それと、愛荘町に

つきましては、自動交付機、コンビニ交付サービスで、平日、土日、祝日の利用可

能であります。電話予約はされていません。そしてから、竜王町は日野町とおおむ

ね同様であります。以上のような近隣の市町の状況を見てみますと、東近江市、そ

して近江八幡市では、日直室での受け取りをされていることから、日野町でも実施

することは可能ではないかと考えております。そして、証明日と受領日が異なるこ

とについては、今回答いただいたように、別にその辺の条例を決めていただければ

問題はないのではないかなというように思いますし、本人の確認と手数料の受領を

きちんとできればいいのではないかと考えております。 

 そして、回答にありました、５時15分までに予約をしておけば、６時まで延長を

受け渡ししているという回答でありました。私、今回事前に調査ということで聞き
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に行ったわけですけど、そのときこういうことをやっておられるというのを、初め

て知ったわけでございますけど、住民の方にも、こういった形で案内をされている

のか。また、日野町のホームページなどでも、そういったことが表示をされていな

かったように思うんですけど、住民に延長で６時までやっているということを周知

されているのかということ、ここら辺もお聞きしたいと思います。 

 実際のところ、６時までの延長では、住民の期待にこたえてもらえていないとい

うふうに思いますので、要望にこたえてもらえるように努力をしていただきたいと

思いますので、その辺のところ、再度回答をお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（森口雄司君） ただいま再質問を受けまして、東近江市をはじめ、他市町

の状況をご報告いただきました。私もそこらの状況は調べさせてもらったところで

ございます。 

 まず、最後にご質問を受けました現在の状況は、一忚事前に電話連絡を受けた場

合に、午後６時まで対忚していると、これは電話の問い合わせに対する対忚で、特

にホームページや広報で周知しているというものではございません。今ご指摘のあ

りましたような、きちっとした対忚は、できたらそれに越したことはないというよ

うに認識もしておりますし、ほかの市町のホームページにもありますように、今問

題としておりますことについては、申請の日と交付の日が違うという問題や、そう

いったことについては、先ほどの答弁にもありますように、戸籍関係やまたほかに

もできないという証明の内容もあります。そういった内容も精査し、さらに窓口と

なりますのは住民課でございますが、税関係について税務課との調整ということも

ございますし、さらに取り扱い事務の要綱を定めるといった内容もございますし、

そこらの内容を十分検討した上で、前向きに検討していきたいと。特に事務的なこ

とでございますので、そこらの内容をきちっと精査して、前向きに検討したいと、

このように思っております。その際には、ホームページや町の広報でも周知しなが

ら、住民サービスの向上に努めてまいりたいと、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 前向きに検討していただくということであります。できる範囲

でよろしいので、戸籍はやはりその辺のほかのとこでもやっておられませんので、

そこは十分検討していただいて、住民サービス業務の中で、休日でも受け取れるこ

とができるように住民の多くが望んでおりますので、研究していただいて検討して

いただくこと、できる体制で整えていただきたいなということをお願いしておきま

す。 

 次に、２つ目の、子育て支援について質問をいたします。子どもたちが明るく健

やかに育つことは、私たちみんなの願いであります。町当局におかれましては、子
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どもの成長期にあわせて、さまざまな子育て支援事業の施策取り組みを推進してい

ただいております。現在の状況から、より充実した子育て環境にしていただく環境

整備を求めるために、質問をいたします。 

 １つ目に、町に産婦人科の開業医がないことから、近隣市町の産婦人科医院にか

かっておられる状況にあります。できれば町内に産婦人科医院ができることを、多

くの方が期待をされております。全国的にも医者不足が伝えられていますが、町と

してはどのように考えておられ、どのように取り組みをされているのか、お伺いい

をいたします。 

 そして２つ目に、子どもの虐待防止ということで、オレンジリボン運動が盛んに

言われております。今日は私も、思い切ってリボンをつけてきたわけでございます

けど、核家族化による家族構成の変化、地域のかかわりの希薄化、経済状況の悪化

などの社会背景が、子どもの虐待につながる要因になっています。子どもが健全に

育つためには虐待はあってはなりません。日野町での子どもの虐待状況はどうなの

か。子どもの虐待に対する取り組み体制は、どのようにされているのか。虐待防止、

撲滅運動には何が必要なのか、お伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 子育て支援について、２点のご質問をいただきました。 

 最初に、産科の問題でございますが、町内で安心して出産できる医療体制の充実

は、町としても願っているところでございますが、日野記念病院が平成22年４月に

産科を休止されました。その後、記念病院は医療スタッフ確保など、再開に向けて

滋賀医科大学附属病院等へ働きかけなどの努力をされてまいりましたが、医師の派

遣が極めて難しく、再開への見通しは難しい状況と聞いております。なお、県内の

産科医の数は、全国平均と比較して尐ない状況であることから、県が策定した滋賀

県保健医療計画においても、県内唯一の医師の教育機関である滋賀医科大学附属病

院において、周産期医療に従事する人材の育成、安定確保を充実強化していくこと

が挙げられております。このような状況であり、町内の産科医の確保はなかなか難

しいと考えております。 

 さて、町では年間200人程度の出産があるわけでございますが、ほぼ半数が甲賀市

の病院や産院を利用されております。また今年度から、東近江市の国立病院機構滋

賀病院に産科が開設されたところでございます。このような状況を踏まえ、町では

母子手帳の交付時から妊婦の状況をしっかりと把握し、妊婦検診受診の推進、妊婦

教室の充実など、安心して出産できるよう支援するとともに、産後の新生児訪問で

乳児の発達だけでなく、母親や家族の状況を把握し、母親の不安などに寄りそうこ

とで、子育て支援をしておるところでございます。 

 次に、虐待についてでございますが、虐待の定義は幅広うございまして、身体的
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虐待、性的虐待、心的虐待、ネグレクトなどがございます。近年全国的に急増し、

悲しいニュースも報道されております。日野町でも、平成24年４月から11ヵ月で12

件22人もの増加があり、以前からのケースを含め80人以上のケースに、慎重に対忚

しているところでございます。取り組みの体制でございますが、日野町はもとより

全国どの市町村でも、法律に基づく要保護児童対策地域協議会という法定協議会を

設置しております。この協議会は、福祉、保健、医療、教育などの関係機関で構成

をされ、要保護児童、その保護者または特定妊婦への適切な支援を図る組織となっ

ております。町では福祉課に事務局を置き、18歳までの子どもの支援に当たってお

ります。通告や相談があれば、該当の子どもを取り巻くあらゆる機関への協力要請

を行い、児童相談所、保健所、学校などのほかにも、必要な状況に忚じて、病院、

警察、尐年センターなどとも連携をしながら取り組んでいるところでございます。 

 次に、虐待の防止についてでございますが、早期発見、早期対忚の点からも、乳

幼児期は非常に重要な時期であることから、不適切な養育を早期に発見すると同時

に、親に対して子育ての支援を行うことが必要でございます。町ではこれまでから

不適切な養育の予防、子育て支援の視点を取り入れた、きめ細やかな乳幼児健診の

体制をとり、対忚をいたしております。またオレンジリボンキャンペーンを中心に、

あらゆる場面で虐待防止の周知を行うことにより、意識の高揚と住民の皆さんから

の通告を呼びかけております。なお、日野町要保護児童対策地域協議会では、個々

のケースについて個別に検討会を持ち、関係機関が情報を共有した上で、子どもの

生命、安全確保のために努力をし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。 

３番（齋藤光弘君） 再質問いたします。 

 １点目でありますけど、日野町においても尐子化が進んでおりますし、子どもは

町の宝であります。子どもを生みやすい環境にすることは、子育て支援につながり

ます。日野記念病院は平成22年４月まで産科があったということでありますが、現

在病院の大規模改修をされていますので、この機会に開設でもしてもらえたらいい

なという思いで願っております。日野町は、妊婦検診14回の無料化を進めていただ

いております。妊婦さんからは、日野町はよいなということで喜んでもらっている

ように聞いております。産婦人科を設けることは、現状では難しいとは思いますが、

将来に向けてはできるように努力をしていただきたいものであります。担当福祉課

長の思いをお聞かせ願いたいと思います。 

 ２つ目の虐待についてでありますけど、３月９日に京都新聞の社説に、とまらぬ

虐待と題して、昨年虐待での摘発は472件にのぼり、過去最多を更新したと。虐待が

あったとして、警察が児童相談所への通告対象とした児童は約１万6,000人で、前年

より42パーセント増えたとあります。虐待への関心の高まりが、警察への通報が増
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えた結果というのが警察庁の見方であり、被害に遭った児童476人のうち32人が死亡

されていますと、本当に悲しい出来事であります。尊い命が失われてからではおそ

いということで、何が足りないのか、どうしたら防げることができるのか、これま

での対策は十分だったのか、いま一度考える必要があるとありました。日野町でも、

今聞いておりましても、子どもの虐待が増加しているということであります。取り

組みにつきましては、体制強化をされ、関係機関との連携をしながら、子どもの生

命、安全確保に努力をしていただいているところであります。虐待防止に当たって

は、早期発見、早期対忚と、乳幼児期が重要な時期であることから、きめ細やかな

乳幼児の家庭訪問を行い、子育ての悩み相談をされているというふうに聞いており

ます。時間と手間がかかる支援でありますが、重要な事業であると考えます。現在

の人員体制の中で足りているのかどう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） 福祉課長。 

福祉課長（岡 常夫君） ２点にわたりまして、再質問ちょうだいしました。 

 まず、産科の関係でございまして、担当課長の思いということもおっしゃってい

ただきました。日野記念病院につきましては、平成20年度の状況で言いますと、平

成20年度で50人ほどの方が産科を利用されておられましたが、その後、先ほど町長

の答弁にございましたように、休止をされました。さらに平成23年７月には、滋賀

県周産期医療のネットワークというのがあるんですが、そこからも外れるというこ

とになりました。これは先ほどもありましたように、専門の産科医の不足というこ

とで、どうしても確保できないと。１人だけの確保では当然だめですので、２人、

３人確保しておかないと開業できないということになりますので、現在病院の方改

修されておられますが、そこにも産科は入ってございません。担当課長の思いとし

ては、もしできることであれば、開業医の方で日野町域に産院をつくっていただく

方がおられましたら、大いに歓迎申し上げたいなということで考えております。 

 それから虐待の関係でございますが、本当に昼夜を問わず、土日を問わず、緊急

事態が発生をしております。母子分離、子どもだけの措置をいつもいつも行ってい

るわけでございますし、虐待のケース会議はほぼ毎日実施をしなければならないと

いう状況になっている中で、職員体制でございますが、これは当然町だけで行うも

のではございませんので、日野を管轄します彦根の児童相談所、それから保健所の

家庭相談員等と連携をとりながら、また保健センターの保健師とも連携をとりなが

ら、チームで動いております。そのようなことで、職員については多ければ多いほ

どいいわけでございますが、情報を集約できる、中心となる者がおりまして、その

者を中心に連携機関との調整を行うという現在の体制につきましては、非常に重要

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、人的体制は、これ

以上どんどん増えるとなかなか大変でございますが、現状で支援機関の協力が得ら
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れる間は、何とかいけるのではないかなという気はしております。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 乳幼児期の虐待が、ゆくゆくは子どもの非行や暴力、そして閉

じこもり、不登校にもつながるという可能性があります。乳幼児期は大変重要な時

期でありますので、地域ぐるみでの子育て支援が、今まさに求められているという

ふうに思います。保健センターや子育て支援センターの方でも、取り組みなども頑

張っていただいておりますが、さらに虐待防止の体制を十分整えていただいて、総

合的な子育て支援体制の強化に努めていただきますよう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） 次に、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。 

 環境美化について、お伺いいたします。日野の町は、近江日野商人の本宅や町並

みが残っており、日野まちなみ保全会や桟敷窓アートの会など、町並みを生かした

活動が行われています。日野ひなまつり紀行実行委員会主催の日野ひなまつり紀行

は、本年も町内、県内外からも多くの観光客が訪れておられました。地域のご家庭

のご厚意、ご協力により運営され、各種団体やボランティアの方々のご協力により、

町並みは美しく飾られ、おひなさまとともに美しい町並みにも感動をされたのでは

ないでしょうか。また日野は、綿向山、日野川、田園など自然の美しい風景も見ら

れます。一方で民家が途切れている沿道や側溝には、ペットボドルや空き缶、ビニ

ール袋など、多くのごみが捨てられているのが目につきます。また、農道などでは

フン害に困っているとのお声をお聞きします。平成24年５月のごみゼロ作戦では152

名の参加をいただき、可燃110キロ、不燃60キロ、また11月県下一斉清掃では200名

の参加をいただき、可燃120キロ、不燃50キロのごみが回収をされました。役場周辺

だけで、これだけ多くのごみが捨てられているのです。各地域では、地域住民や団

体、ボランティア、小学校でもゴミ拾い活動をして下さっています。車の走行量の

多い国道沿いなど、危険性が大変高くなります。住民課にお聞きしたところ、ポイ

捨て禁止などの看板設置も年間60枚ぐらいの要望があり、地域で美化に取り組んで

いただいておりますが、地域に任せているだけではなく、町としても美化パトロー

ル活動や、環境美化事業を強化するべきだと考えます。日野町環境美化に関する条

例では、町は環境の浄化および美化のための必要な施策を講ずるとともに、町民意

識の啓発に努めるものとするとなっています。ポイ捨てされたごみの散乱状況につ

いて、町の見解をお伺いします。また、環境美化のための現在の施策と、今後の施

策、町民意識の啓発はどのようにされるのかお尋ねいたします。 

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。 

町長（藤澤直広君） 中西議員から、環境美化についてのご質問をいただきました。
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今もご質問の中でありましたように、町民の皆さんには日ごろから日野の町並みを

生かした事業を進めることなどを通じて、また美しくきれいな町並みや、町の状況

を維持保全していただいていることに、大変感謝をしておるところでございます。

あわせて、道路などに捨てられた散在性ごみにつきましても、道路沿道の自治会や

老人クラブ、女性団体など各種団体、そして町内企業の皆さんが道路清掃活動に取

り組み、回収をしていただいているところでございまして、大変ありがたく思って

おります。あわせて、今もご紹介ありましたように、５月には日野町ごみゼロ大作

戦、11月には県下一斉清掃運動の道路清掃活動を行い、たくさんの住民の皆さん、

各種団体の皆さんにご参加をいただいておるところでございます。こうした実践を

通じて、広報活動なども進めておるところでございます。広報や啓発活動は、継続

していくことが大変重要と考えておりまして、今後も住民の皆さんが積極的にご参

加いただけるよう、進めてまいりたいと考えております。また道路に不法投棄され

たごみにつきましては、自治会などからの情報提供があった場合、道路管理者と連

携を図りながら、適切に処理をしております。このようなごみ不法投棄防止対策と

して、自治会から要望があれば、ごみなどの投棄禁止看板をお渡しし、設置をして

いただいているところでございます。地域をあげて、各種団体、ＰＴＡや子どもさ

んも含めて、散在性ごみの対忚を行っていただき、行動をいただいております。こ

うした取り組みがさらに進むことを通じて、住民の皆さんの意識向上につながれば

ありがたいというふうに思っておりますが、通過交通などにつきましては、なかな

か対忚ができない部分でございますので、これは町民あげて各種団体の皆さんのご

協力のもとで、町の美化に努めていくことが大切であると、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） 今のご答弁では、引き続き地域の皆さんにお願いして、美化を

するというようなご答弁であったというふうに思います。町として、パトロール隊

を出すとか、また地域団体にごみ美化のための補助を出すとか、そういう施策は考

えておられないのでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（森口雄司君） ただいま、町としての対忚はどうかということでございま

す。基本に考えておりますのは、散在性ごみ等につきましては、ここにあがってい

ます日野町環境美化に関する条例の目的にも挙げているように、啓発に努めるとい

うのが基本になって、町民の皆さんに、いかにそれを理解してもらうかということ

が大事じゃないかなと、そのように思っております。その中で、不法投棄されたも

のについては、それぞれ道路管理者なり、町道ですと町なり、いろいろな管理者の

もとでその撤去をしてもらう。さらに、早期にそれに対忚するということが、次の
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不法投棄につながらないということになろうかと思います。現在では、もしそうい

った不法投棄がある場合には、シルバー人材センターにお願いをして撤去をしても

らうという対忚を図っているのが現状でございます。町の方の職員で対忚できる部

分はさせてもらいますが、なかなかそこまで手が回らないというのが現状でござい

ますので、シルバー人材センターにお願いをしているというのが現状でございます。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 近年では、路上での喫煙禁止地区とか歩行喫煙禁止条例など、

改正をされている自治体もあるのですが、日野町でもたばこの吸い殻とかが多いと

思うんですが、今後検討が必要と考えておられるんでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（森口雄司君） たばこのポイ捨て等の条件については、今すぐにそれをど

うこうということは町では考えておりませんが、ほかの市町の状況なんかを聞いた

中で、状況に忚じて研究もし、また検討を加えていきたいと、このように考えてお

りますので、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） きれいになっているところは、ごみが捨てにくいですし、汚い

状況にあると、どうしてもごみが集まってきてしまうという状況にありますので、

本当に何回も繰り返しこの美化に取り組むことが、必要だなというふうに思ってお

ります。 

 続きまして、介護保険制度についてお聞きいたします。昨年町では、第５期介護

保険事業計画が策定をされ、日野町でいきいきと暮らし、必要な介護や支援が利用

でき、安心して過ごせるよう計画を推進されていることと思います。平成12年度か

ら、介護保険制度が始まりました。高齢者率、高齢化が高くなり、介護保険サービ

スの受給者数も増えてきている現状の中、介護事業者、従事者、利用者それぞれの

立場から、現場の要望を受けとめ、状況に合わせた見直しも必要ではないかと考え

ています。最近制度上の改善としてお聞きする声が、福祉用具購入費、および住宅

改修費の補助について、現行の償還払いだけでなく、受領委任払いを選択できるよ

うに改めてほしいというものです。現在介護保険制度では、ポータブルトイレや入

浴補助用具などの福祉用具を購入した場合、10万円を上限にかかった費用の９割が

給付されます。また手すりや段差の解消などの住宅改修を行った場合、20万円を上

限にかかった費用の９割が、介護保険から支給されることになっています。日野町

では、福祉用具購入費や住宅改修費は、利用者が全額を一旦業者に支払った後に、

限度額の範囲内の９割が利用者に払い戻される償還払いとなっています。支払い後、

早くても２ヵ月以上はかかり、支給されると聞きました。利用者にとっては、一時

的ではあれ、全額負担となると、相当な経済的な負担ではないでしょうか。福祉用



 

3-78 

具や住宅改修を必要とされる方は、病院などを退院され、自宅で支援介護を受けら

れる方が多く、補助対象とならない備品や改修もあります。年金だけで生活される

方などにとっては、大きな負担になっているのではないでしょうか。限度額の範囲

内の１割だけを利用者が業者に支払い、残り９割を町が業者に支払う受領委任払い

を導入し、利用者が償還払いと受領委任払いを選択できる制度となれば、利用者の

負担軽減を図ることができます。滋賀県下でも受領委任払いを導入している自治体

が増えてきています。本町においても導入すべきと考えますが、町のお考えをお伺

いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 介護保険制度についてのご質問をいただきました。ご指摘のよ

うに福祉用具購入費および住宅改修費の給付につきましては、サービス利用者が全

額払った後、給付費の審査を受けて支給決定する償還払いにより支給をいたしてお

ります。 

 県内の状況は、13市町が償還払い、６市が受領委任払いによって給付されており

ます。現在の給付手順としては、利用者またはケアマネジャーが専門職の意見をも

とに、利用者の状態にあったサービス提供の事前申請を行い、町の承認を受けて介

護用品の購入や住宅改修に着手し、完了後、サービス提供事業者へ代金が適正に支

払われたことを確認した上で、利用者へ給付をしております。支払い方法を受領委

任払いとした場合、利用者においては初期費用の負担が軽減されることになります

が、受注件数の尐ない小規模なサービス提供事業者は、支払いがおくれることによ

り、負担が増えることとなります。サービス提供事業者およびサービス調整を行う

ケアマネジャーへの周知や問題点、関係機関との調整やシステム改修等の課題など

について、他市町の実施状況や問題点などを今後研究していく必要があると考えて

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） 他市のことを研究していただいて、日野町もぜひ導入を考えて

いただきたいと思うところでございます。 

 また、去年、介護保険制度改定をされ、料金が上がったわけですけれども、その

ときにいろいろと検討をされたことと思います。近隣市とかも勉強されて、利用者

の負担軽減、検討はされなかったのか、またサービスで改善された点について伺い

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） ただいまの再質問でございますけれども、第５期の介

護保険事業計画につきましては、基本的に国の法律に基づいて計画をして、給付費

を中心としたものを考えるということでございまして、町で独自性ができるのは介
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護予防の中の地域支援事業で、どうしていくかということで、例えば宅配のサービ

ス、元気塾、おたっしゃ教室、そういったものは町の独自の施策でございます。新

年度で行いますのは、おたっしゃ教室などが一回きりで終わっていたのを、今後Ｏ

Ｂ会などを踏まえて２回行い、引き続き骨などそういった体の健康について維持し

ていこうというようなことを踏まえた予算も、計上させていただいたところでござ

いまして、特に新しくサービスを利用するということでなくて、その体にあったき

ちっとした対忚をとっていこうというのが原則となってございます。ですから、新

しくサービスと申し上げますのは、地域支援事業の中でしか取り組めないと、現状

の制度の中ではそのようになっております。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 続きまして、学校給食問題について、質問させていただきます。

中学校給食施設が完成をし、学校給食実施に向けて進められております。先日地方

新聞が、町民世論調査の結果分析を報道されました。報道によると、小中学校の学

校給食の運営方法は、直営方式23.8パーセント、民営方式58.6パーセントと、民営

方式を望む意見が多く、施設の設置方法については、自校方式31.2パーセント、セ

ンター方式47.8パーセントで、センター方式を望む意見が多い結果が示されており

ました。この結果は、私にとっては胸の痛い数字となりました。議会としても、施

設の設置方法については、財政の厳しい中で、中学校給食実現のためには自校方式

もやむを得ないとの選択となりました。中学校給食を、運営経費がかさむ自校方式

で実施するにあたり、将来的な経費の軽減を図る学校給食の民営化を導入すること

の付帯決議が可決をされ、平成24年３月にも、民営化に向けて業者選定に早急に着

手すること等を求める付帯決議が可決されております。議会と執行側が意見が違う

学校給食実施となりますが、以下町のお考えをお伺いいたします。 

 １点目は、４月開始予定の中学校給食は、世論調査の結果から見ると、民意とは

全く逆の中学校給食実施となるが、町の見解をお伺いいたします。 

 ２点目は、議会報告会で、給食調理員は正規職員ではなく、パート職員ではいけ

ないのかとの質問がありました。正規職員と、フルタイム、臨時職員、パート職員

のそれぞれの業務、役割、賃金の違いをお聞きいたします。正規職員の必要性を明

確にお示し下さい。 

 ３点目は、子どもたちの食物アレルギーは増加傾向にあります。東京都が実施し

ている３歳児のアレルギー調査によれば、2009年度の食物アレルギーは14.4パーセ

ントにのぼり、10年間で倍増したと言われています。給食のときに誤ってアレルギ

ー症状を起こす食材を食べてしまう、誤食事故が起こっています。個々のアレルギ

ーの実態把握を丁寧に行い、保護者、担任、栄養教諭などの連携も不可欠です。文

科省監修のガイドラインなどを活用し、アレルギー対忚を充実され、誤食の防止に
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向けた学校ぐるみの対策が必要だと考えます。日野町の小中学校の、アレルギーの

実態と取り組み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教育長の答弁を求めます。 

教育長（奥村 薫君） 中西議員さんから、給食問題についてのご質問をいただきま

した。 

 まず、１点目でございますけれども、中学校の給食の実施に関しましては、これ

まで何度もさまざまなご議論をいただきまして、日野町立学校における給食施設整

備検討委員会の提言をいただき、平成22年10月には、6,000筆を超える署名もいただ

き、定例教育委員会ならびに学校給食問題検討特別委員会や、議会での議論等も踏

まえまして決定してまいりました。何よりも子どもたちの命、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、

費用はかかるかもしれませんが、自校直営で実施したいと思っておりますので、ご

理解のほどお願いしたいと思います。 

 ２点目でございますけれども、給食調理員の正規職員につきましては、献立検討、

物資選定、発注、検収、動線計画、調理、工程上のさまざまな記録とその保存、配

缶配送、洗浄および消毒、残食検査、衛生管理等の調理業務全般の主軸、現場の責

任者として職務を遂行しております。フルタイムの臨時職員につきましては、日野

町行政改革実施計画・集中改革プラン等によりまして、正規職員からの置きかえを

進めてきたことによるものでございますけれども、調理業務の最終段階での確認、

責任の部分や、対外的な業務を除きまして、実務面では正規職員の指示のもとで、

正規職員と同等程度の内容を、その熟達度に忚じて担当しております。パート職員

につきましては、地場産食材の活用促進を図るため平成24年度から導入しましたが、

繁忙時間帯での調理補助、数量確認、配缶配送などの業務に従事しております。賃

金につきましては、フルタイムが日給6,300円、パートタイムが時給800円と、それ

ぞれに交通費を支給しております。正規職員につきましては、平成24年４月１日現

在の平均給料月額が54.8歳で29万9,000円であり、今後数年以内に半数が定年退職と

なり、平均給料月額が低下してまいります。 

 ３点目のアレルギー対忚につきましては、ひとつ間違えれば子どもの命にかかわ

ることでございまして、保護者、学校が緊密に連絡を取り合って、先ほど議員が申

されましたガイドラインにも沿って取り組んでいるところでございます。現在日野

町では、まず保護者への調査、医師のアレルギー物質確認を経た調査票の作成、栄

養士と養護教諭などによる保護者への聞き取り、献立に含まれるアレルギー物質の

保護者確認、代替献立の作成および保護者確認、調理員への指示および調理ならび

に確認、担任への指示および確認、アレルギー対忚調理済み給食の児童等への配膳

という流れで行っております。現時点では、小学校での対忚24名、中学校での対忚
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予定は８名でございます。なお中学校では、アレルギー専用調理場を設けて対忚し

てまいる予定でございます。 

 １点目の、民意とは逆ということではございますけれども、この世論調査も大き

な結果であるというふうなことは理解をしておりますし、またさまざまな意見があ

るということは理解しておりますけれども、先ほども申し上げましたように、これ

までさまざまな議論を経て決定してきたということでございますので、そういった

中でも、民意と言いますか、多くの方のご意見をちょうだいしたものというように

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） 先ほども出ておりましたが、給食施設整備検討委員会において

ということで、おっしゃられました。そのときの提案は、もちろんセンターも含め

まして、自校方式で行う場合は、公設民営化についても昨今の情勢を踏まえ導入を

検討することというふうに、提言の中にも載っておりました。そして、経緯につい

て尐し申し上げますと、これは平成20年12月から22年３月まで検討を行われ、その

３月に提言をされたものでございます。それ以後、平成22年12月には、議会におき

まして学校給食問題検討特別委員会が設置をされております。そして、現在も設置

をされているわけなんですけれども、本当にさまざまに行政視察、私たちも研修を

行い、さまざまな議論もあったわけですけれども、この給食施設整備検討委員会の

時点では、まだ決定をされていなかったというふうに思います。どこでどういうふ

うに変わったのか、だれが結論を出されたのかということが、ちょっと不明確だと

思いますので、このときは教育長は、現在の奥村教育長ではなかったと思いますが、

それ以後、この結論を出されたのでしょうか、お聞きしたいと思います。これは、

よりよい給食、日野町にふさわしい給食整備が行われるようにということで設置を

されたものというふうに思っておりますので、現在の給食問題特別委員会も、同じ

ような検討をしていくべきだというふうに思っております。この学校給食問題検討

特別委員会も、さまざまな意見はありますが、民営化の方を導入すべきという意見

が多かったように私は思います。また、議会でも民営化について付帯決議を出して

いるところでございますので、議会とも意見が違うということでございますので、

その点について、もう一度ご答弁をお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ここであらかじめ会議時間を延長いたします。 

 教育長、答弁求めます。 

教育長（奥村 薫君） これまでから、給食問題特別委員会ですとか議会で申し上げ

ているとおりでございます。付帯決議にもいただいたところでございますけれども、

そうしたことを重く受けとめて、民営化についても研究を進めてまいりましたけれ

ども、日野町の子どもたちの命、あるいは健康安全、教育を守る責任者として、食
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育をさらに進めたいということで、費用はかかるかもしれませんが、自校直営方式

でお願いしたいというふ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） それでは教育委員会で決定をしたというか、そういう思いで決

定、今の現状になったというふうに受けとめてよろしいわけですね。 

 それと、先ほどの調理員のことなんですが、先ほどフルタイムの臨時職員さんと

正規職員さんの違いを教えていただきたいということを申し上げまして、ご答弁い

ただいたわけなんですけれども、業務内容は、フルタイムの臨時職員さんと正規職

員さんとでは、最後の確認なり事務上の手続ということで理解をいたしました。そ

れでもそんな大した業務上の違いは、余りないのかなというふうには思ったんです

が、この賃金に対する格差は、昨日の次長の答弁にもありましたように、正規職員

さんは平均すると約580万、臨時職員は130万だったと思うんですが、大変な賃金格

差が出ているのではないかなと思います。その点については、同じ職場で同じよう

な仕事をしていて、かなりのこの３倍ぐらい違うような格差が出ております。中学

校もそうですが、各小学校、このような状況で運営をしておられるわけなんですが、

そのことについてはどのようにお考えでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（久村重次君） それでは、再々質問にお答えをさせていただきたいと思い

ます。 

 日野中学校における給食施設整備検討委員会の提言、これにつきましては、平成

22年３月１日に委員長さんの方から、町長また教育長の方に提言をいただいたとこ

ろでございます。この提言の中でも、両論という形で出ておりました。教育委員会

の中で何度も検討させていただいた中、平成22年６月段階で、当時の森委員長さん

の方から決定と言うのか、この方向でということで、自校方式で行うという決定を

教育委員会としてさせていただいたものでございます。また運営方式については、

24年２月29日の教育委員会の中で、教育長の考え方を示させていただき、説明をし

た中で、教育委員さんのご意見を伺った中、教育委員会として最終、方式について

は決定をしたものでございますので、よろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、調理員の正規職員、また臨時職員の違い、また臨時のフルタイム、

パートタイムの違いの部分でございますが、先ほども教育長の答弁がありましたよ

うに、正規職員については、献立の検討、また物資選定、その他いろいろ重要な部

分を担っております。あと、衛生管理上についても、すべて正規職員にかかわって

まいりますので、そういった違いがございます。フルタイムにつきましても、主に

正規職員の指示のもと、いろいろな業務の中で業務をしていただくということで、

やはり正規が主になってまいるかと思います。それと、臨時職員さんにつきまして
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は、現在のところ５時間が３人、４時間が１人ということでございますので、本当

に忙しい時間帯、また配膳等にかかわっていただくということでございますので、

その点についてもフルタイムとパートタイムとの違いは、大きなものがあるかと思

います。そういった部分で、全体的な指示等については、あくまでも正規職員とい

うことで、やはり賃金、また給与の違いが出てくるものと思っております。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 今のご回答では、正規職員がどれだけ重要な位置を占めておら

れるのかというのは、ちょっと私も住民の皆様には説明できないなというふうには

思ったんですが、責任を持ってということで、理解をしたいというふうに思います。 

 賃金の格差については、本当に臨時職員の皆さんも一生懸命やっていただいてい

るというふうに思いますので、極力格差がないように、今後考えていっていただき

たいと思います。経費節減を考えていただいて、このような体制になっているのか

なということは理解をいたしますが、この格差ということで、同じ職場なので、や

っぱりきちんと皆がスムーズに仕事できるように、格差についてもご検討をいただ

きたいというふうに思っているところでございます。 

 決定については、平成22年６月に森委員長の提言を受けて決定ということを、今

おっしゃられたのでよろしいですか。確認させていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 確認だけ。 

教育次長（久村重次君） よろしいです。 

議長（杉浦和人君） 次に、６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 通告書に基づきまして、私も２つのことについて、分割方式で

質問をいたします。１番目の学校給食の運営方式については、今ほど中西議員が質

問されたのとほとんど同じことかと思いますが、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。 

 昨年12月の定例会でも、西澤議員をはじめ４名の議員さんが、この学校給食問題

について質問をされております。また、今回この議会においても５名の方が、関連

する質問をされる予定となっております。 

 今、中西議員が質問されましたように、今回ローカル紙における世論調査が行わ

れました。全く今言われたとおりでございまして、そのことを申してもどうかと思

いますけれども、その前に、いよいよこの４月から中学校の給食が開始されるわけ

でございますが、３月１日に見学に寄せていただき、また６日には竣工式が挙行を

されました。施設そのものは、私個人的には、こんな狭いところでいいんかなとい

うふうに思ったところでもございますが、こんな立派な施設が日野町給食センター

であればさらによかったのではないかと、今さらながら感じたものであります。今

の日野メイト社の世論調査では、中西議員が言われたとおり、半数近い48パーセン
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トの方がセンター方式を希望され、運営方式につきましては約６割、59パーセント

の方が民営方式を指示されているところでございます。これらのことから質問を行

います。 

 12月の議会におけるこの学校給食問題について、特に西澤議員については、付帯

決議に関する質問をされたというふうに思っております。そして、教育長の答弁は

今も申されたとおりで、同じことでございます。学校給食の民営化については研究

をしてきたが、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、費用は割高になっ

ても直営方式で実施したいということでありました。これは今、中西議員の答弁の

中でも、多分３度ほど言われたことだと思います。従いまして、ここで１つお聞き

したいのは、この今再三教育長が答弁されておりますことを、民間に委託すること

によってはできないことであるのかどうか、これだけをお聞きしたいと思います。 

 それから２番目も同じようなことになるかと思いますが、直営方式に比べて、民

間委託を導入したほうが、職員さんの退職金やとかボーナスやとか、いろいろなこ

とで経費が安くつくことを、恐らくご承知のはずです。また、さらに給食の事業費

が高くつくこうした直営方式に、なぜ中学校給食は固執をされたのか、お伺いをし

たいと思います。 

 そしてさらに、今後施設の耐用年数が30年近い小学校の給食施設も、順次改修す

るとのことでございますが、中でも今日の補正予算で、桜谷小学校の給食施設も改

築されるということを聞いております。そして、午前中の質疑で、民営化すること

は考えていないということでございましたが、そしたらいつからか、いつになれば

民営化を検討し、実施する考えをお持ちなのかをお伺いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君の質問に対する教育長の答弁を求めます。教

育長。 

教育長（奥村 薫君） 冨田議員さんから、給食の運営方式についてのご質問でござ

いますけれども、まず１点目は、中西議員さんにもお答えしましたとおり、これま

での多くの議論の中で、教育を守る自校直営でさせていただきたいと思います。も

う４月から開始目前となっておりますので、子どもたちや教職員、給食調理員や保

護者、みんなが安心して給食を実施できますように、ご理解とご協力をお願いした

いと思います。 

 ２点目でございますけれども、これまでお答えしてきましたように、民間委託は、

コスト削減だけではなくて、適法に実施をしようとすると、学校教育の一環であり

ます学校給食を公共として責任を持って実施することが困難でありまして、学校給

食の目標を、子どもたちと顔の見える関係の中で食にかかわって、子どもたちが抱

える課題の解決を、学校職員の一員として給食調理員も教職員とともに実現してい
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くことが重要であるとのことから、直営方式としております。また民間委託が定着

しました先例から見ますと、委託費の大半は人件費でございまして、受託業者は基

本的に価格による入札で決まることが多く、落札しようとすると調理員の賃金にし

わ寄せがされ、調理員の定着が困難となり、経験や熟練の技術がなくても調理でき

るよう、献立のマニュアル化、簡略化や、使用食器の制限などを、給食の質の低下

に結びついていることもあり、子どもたちの食の安全安心、教育のかかわる部分を

コスト競争にさらし判断することは避けるべきだと考えます。また民間委託の場合、

栄養職員が直営で直接的に、衛生管理や調理が献立どおりに実施できるように指示

できていたことが、受託業者に対して提案、対案の確認、中間検査、採取検査など

に時間をとられ、子どもたちへの食指導や学校給食を通じた教育にかけられる時間

が減ること、また万一事故が発生した場合の子どもたちへの責任は町でございます

けれども、受託業者に対して契約違反や衛生管理上の責任追及などをすることによ

りまして、責任構造が複雑化する一方で、衛生管理などについてあいまいさを生む

温床となりかねません。こうしたことから、直営を基本に考えております。 

 小学校給食室の改修につきましては、昨日から、ほかの方にもお話ししておりま

すように、平成25年度に桜谷小学校の校舎改修、そして給食室も含めて実施してま

いります。ほかの小学校につきましても、順次進めてまいりたいと考えております。 

 なお、町全体の学校教育のあり方について、幼稚園も含めた議論をお願いしたい

と思っているところでございまして、この結果と整合性を図り、運営の研究をして

まいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 結局今の教育長の答弁では、民間委託により運営をしていくと、

質が落ちる。調理員さんの質が落ちるんでしょうか。先ほど申し上げました、教育

長が答弁された、子どもたちの命とか健康とか安全とかいうようなことを、民間委

託にすることによってできなくなると、こういうことなんでしょうか。私はむしろ、

今日のこんないろいろな市町で行われているセンターあるいは民間委託のことを考

えますと、今新たに採用されようとしている調理員さんよりは、技術を持った方が

多いんじゃないかというふうに、私は思っております。従いまして、私が一番最初

に申し上げました、民営化することによってできなくなるということで、今説明が

あったようなことでいいということなんでしょうか。 

 そして２点目の、これから桜谷小学校を皮切りに、日野、西大路、必佐、南比都

佐とあるわけです。この辺においてもそういった柔軟な考えはお持ちでないのか、

もう一度、それだけは再度お伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 民営化ではできないのかということでございますけれども、
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できないと断言することは私としてはできませんけれども、できないおそれがある

というふうに考えているということでございます。 

 それから、中学校等正規職員の関係でございますけれども、優秀な正規職員、あ

るいは給食調理員等の採用もできているところでございますので、自信を持って直

営方式でさせていただきたいなというふうに思っております。 

 それから、小学校の方でございますけれども、先ほどもお答えしましたけれども、

今後の日野町全体の教育、あるいは施設等の議論をお願いしたいというふうに考え

ておりますので、それを踏まえて考えてまいりたいというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 私は、教育長が心底そのようにお考えであるようには、決して

思えません。大変残念であります。この学校給食問題につきましては、私１人では

ございませんので、また後ほどの議員さんの質問にもあると思いますので、町民の

声、あるいは議会の声を十分参酌していただいて、確かな方向を決めていって運営

をしていただきたいというふうに思って、この問題については終わります。 

 ２点目に入ります。２番目は、大谷公園のグラウンドゴルフ場の整備拡張計画に

ついて、これはもう計画をされておられますので、確認のために質問をさせていた

だくようなところでございます。近年の尐子高齢化に伴いまして、我が国の超高齢

化社会への移行が進んでまいりました。最近の新聞報道でも、滋賀県の平均寿命は

男性で80.6歳、女性は86.7歳ということであります。これは2010年の厚生労働省の

発表でありますので、現在はまたそれ以上に伸びているんではないかというふうに

思います。日本最高齢の男性も女性も関西におられるということで、非常に高齢化

が進んでいるところであろうかと思います。ただ、こういった平均寿命に比較しま

して、健康寿命という言葉が出てきております。老後も健康で介護などを必要とし

ない生活習慣を身につけるよう指導され、その年齢差が大体10年から12年と言われ

ております。それだけを簡単に差し引きますと、70歳から75歳というふうになるわ

けでございますが、決してそんなことではなしに、町内のあちこちの広場や公園で

は、それ以上の高齢者がゲートボールやグラウンドゴルフに楽しんでおられるのが

現状ではないかと思います。特に、グラウンドゴルフに親しむ中高年の数が、最近

急に増えてきたというのが現状ではないかなというふうに思っております。大谷公

園にグラウンドゴルフ場が供用開始されたのが、平成13年３月10日と聞いておりま

す。また、日野町グラウンドゴルフ協会の設立もされました。しかし、この町で管

理運営されている大谷公園のコースの面積は2,260平米ということで、大変敷地面積

も狭いと思います。そして、それを象徴するように、２コースの18ホールがかろう

じて確保されているということでございます。また、その地形と言えば、ほとんど

全体的に東西の傾斜面に設置がされております。しかも北向き斜面ということから、
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冬場は雪が積もりますと溶けにくい場所ということで、大変一度雪が降ると、数日

グラウンドゴルフが楽しめないということが現状だというふうに思っております。

新年度予算で、大谷公園のグラウンドゴルフ場の調査設計費が計上されました。予

算も聞いておりますが、既設コースと新設しようとするコースとの配置計画と造成

計画を、分かる範囲で結構でございますので、知りたいと思います。できるだけこ

の利用される利用者の好評のもとに、近隣市町からも愛好者が訪れていただけるよ

うな公認コースを計画していただいているかも含めて、お聞きをいたします。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 大谷公園グラウンドゴルフ場の整備拡張計画についてでござい

ますが、現在の大谷公園のグラウンドゴルフ場は、年間約7,500人もの利用がござい

まして、町民の皆さんの健康づくりの一翼を担う施設となっております。現在は２

コースがセットされておりますが、参加者が多い大会や、また地域スポーツの推進

の一環として利用されることが増えるなど、コースが手狭な状況にありますことか

ら、今回新たに拡張を行うための調査設計業務委託費を、当初予算に計上させてい

ただきました。拡張予定地としては、現在のグラウンドゴルフ場と一体的に利用で

きる、大谷公園南側の丘陵地を候補地として考えておりますが、地形的には山林部

分が含まれておりますことから、地元大谷区や地権者のご理解をいただく中で、調

査測量を進めてまいります。そうした中で、詳細なコースの内容や配置については、

この調査測量の結果を踏まえた中で、３コースが確保できるように、できるのかど

うか、こうしたことを検討してまいりたいと考えておる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） 調査設計費を計上されたということは、ある程度今の丘陵地の

調査範囲というのはあると思いますので、その辺はつかんでおられないのか。ある

いはこれは今町長の答弁にありましたように、私もそれで申し上げましたように、

３コースが確保できるように、どうすればいいかということを検討するための資料

というふうに解釈をするんですが、今の話で、土地所有者の関係もございますので、

どの範囲をということは、まだ決まっていないんでしょうか、建設計画課長。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 再質問いただきましたので、答弁の方、させていただ

きたいというふうに思います。 

 調査範囲につきましては、現在グラウンドゴルフ場がございます。それの山手側

の丘陵地というふうになります。所有者もございますし、測量調査を行った中で、

公認の３コースがとれるかということも踏まえて、調査として進めたいというふう

に考えております。数名の所有者もございますので、その辺のご協力がないと当然

できないことにはなりますが、まずは公認の３コースがとれるような計画が成り立
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つのかどうかの、現地の測量と調査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） 最後に申し上げましたように、この町のグラウンドゴルフ協会

等が開催されるコースとしてふさわしい、できれば公認コース３コース、24ホール

を何とか考えていただいて、先ほども申しました近隣の市町からも訪れる方が増え

るように、コース設定と言いますか、検討をしていただきたいということをお願し

て、質問を終わります。 

議長（杉浦和人君） ここで暫時休憩いたします。再開は５時40分から再開いたしま

す。 

－休憩 １７時２２分－ 

－再開 １７時４０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。 

 ７番髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） ７番、髙橋でございます。通告内容により、４項目の質問をさ

せていただきます。 

 まず、子育て支援についてお尋ねをいたします。未来の主権者となる子どもを、

直接育てておられる保護者に対して、行政はしっかりと子育て支援体制を整える責

任、必要があると、このように考える次第でございますが、その１つといたしまし

て、全国的にも問題となっております、保育園の入所希望者の増加に伴う待機児童

の解消をするための施設整備が挙げられます。このことにつきましては、昨年12月

議会においても２人の議員が質問に立たれておりますし、また昨日からの質疑にお

いても、多数の方が質問されているというような内容になっております。そのこと

に関連しまして、尐し質問をさせていただきたいというふうに思います。 

 今、滋賀県全体では、待機児童解消に向けて、施設増の対策がとられておりまし

て、平成21年から平成24年の４年間で、2,310名の定員増が図られております。現在

２万8,500ぐらいの定員になるというような計画になっているそうでございます。し

かし、平成24年10月１日現在において、滋賀県全体における待機児童数が937名であ

るというようなことでございまして、今後も入所希望者が増えることが見込まれる

ことから、引き続き子育て支援環境緊急整備事業、これにより定員増を図る計画を

進めると、このようなことを聞いております。そういった中で、日野町においては、

事前に提出をいただきました資料によりますと、平成25年２月25日現在でございま

すが、４保育所の合計定員は295名、弾力運用人数120パーセントを掛けますと354

名の入所が可能であるというようなことでございます。それに対しまして、入所申

し込み人数は403名。しかしその後入所申し込みの取り消し等があり、２月25日現在
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の入所承認は348人であると、このようなことになっているそうでございます。しか

しそういった形で見ますと、不承認は47名というような形でございまして、この47

名の中には、待機児童になる可能性も含まれているというようなことで、お聞きを

しているようなことでございます。この４年間における日野町の保育所への申込書

がどういう形になっているかということでございますが、平成22年度は308名の入所

申し込み者があったというようなことでございますが、今年25年403名というような

ことで、130パーセントぐらいの申し込み人数が増えていると、このような実態にな

っているということでございます。なお、入所確定数ですが、平成22年が302名とい

うことでございまして、今年平成25年段階でございますが348名というような形で、

110パーセント強の入所の確定数になっているというようなことでございまして、先

ほど申しましたように、本来の合計定員は295名に対して348名と、弾力運用の結果、

こういう形になるわけなんですが、そういった形を見ますと、本来における定員数

に関しては、オーバーしているというような現状になっております。このようなこ

とから、先日来聞いております定員増における施策もあるそうですが、今後におけ

るこの数字を見てみますと、入所申し込み数が、必ず増えてくるというような形が

見られるんじゃないかなというふうに思います。これについて町としての対策はど

うお考えなのか、聞かせていただきたいというふうに思います。 

 それから、今現在そういった形の解消の目的の１つであろうと思いますが、国は

保育所の待機児童解消といたしまして、幼保の一体化を進めております。日野町の

幼保一体化に対して、この議会においても何らかの対策をして下さいというような

提案があったと思うんですが、その後どういう形の対策がなされていくのか、これ

もあわせてお聞きをいたしたいと、このように思います。 

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

町長（藤澤直広君） 子育て支援について、ご質問をいただきました。今もご指摘あ

りましたように、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、

ここ二、三年で増加の一途をたどっております。こうしたことから、町ではこれま

で、あおぞら園に低年齢児の部屋を増設するなど、対忚をしてまいったところでご

ざいます。しかし、その後も増えておりまして、平成25年度の入所に当たっては、

就労先などが決まっていないことなどにより、多くの方に不承諾を出さざるを得な

い状況になりました。その後、就労が決まるなど要件を満たされた方には、順次入

所決定させていただいております。しかし、施設の規模や園児の年齢等による保育

定数基準のこともあり、国で認められる範囲内で柔軟に対忚しても、なお待機が発

生することになると考えております。こうした状況を踏まえ、日野町保育所運営委

員会においては、現在の入所申し込みに対忚できるよう、保育所の増園等を早急に

図るべきとのご意見を強くいただいたところでございまして、３月の補正予算にお



 

3-90 

いて、こばと園について設計にかかる委託料、平成25年度予算において建築等にか

かる予算を提案させていただき、こばと園の定数増を含めた改築を実施して対忚し

たいと考えております。また、わらべ園保育所を運営されております日野福祉会に

おいても、入所希望者が多いこともあり、国の補助を得て１園増園する旨の申し出

をいただいたところでございます。保育所運営委員会においても、これまでからわ

らべ園と日野の公立３園が共同して保育を担ってきたことから、わらべ園の１園増

園についてもしっかりと支援、連携を図るべきと、こういうようなご意見もいただ

いたところでございます。こうした中で、今後も保育所運営委員会において、的確

に状況把握して、十分な審議をお願いするとともに、待機児童の解消に向けて体制

整備を進めてまいりたいと考えております。 

 なお、幼保一元化等の取り組みでございますが、子ども子育て支援３法の施行に

伴い、平成25年度に実施するニーズ調査などをもとに、さらに検討をしてまいりた

いと考えております。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 定数増に対しての対策が、今回の議案の中でも提案されている

ということは、非常に喜ばしいことだというふうに思っております。しかしながら、

先ほど申しましたように、年々そういった形の入所希望者数が増えてくる傾向にあ

るというような形のものが見られます。従って、引き続きこの申込者に対する動向

はしっかりと見きわめていただいて、対策をとっていただきたいなというふうな思

いをしております。 

 それからちょっと気になりますのが、これは保育士さんが、相当必要になってく

るんじゃないかなというように、施設はつくっても、保育士さんがおられないと対

忚できませんので、それに対する対忚をどうされるのか、これをひとつお聞きをい

たしておきたいというふうに思います。 

 それからもう１つは、わらべ園が増設、新しくされるというような形で、先ほど

の中でも、その設定場所においての問題があるよというようなことでございます。

従って、設定場所について、今候補地はあるそうでございますが、もしそれが不可

能ならば、他の場所でも日野町としては協力すべきところがあるならば、しっかり

とサポートしていくことが大事じゃないかなというふうに思いますので、その辺も

ひとつ考えていただきたいなというふうに思っております。 

 それから、周辺の道路整備もあわせて、交通標識等々においても、そこの周辺だ

けじゃなくて、そこまでに至る１キロ圏ぐらいの部分は、確認をしていく必要があ

るんじゃないかなというように思いますので、その辺もあわせて、ひとつ見ていた

だきたいなというふうに思います。 

 それから、この幼保の一元化なんですけど、御存じのように、何回も出ています
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ように、一番その幼保一体化、一元化することに対して、進めやすいのは西桜谷に

あるさくら園と、桜谷幼稚園が隣接しておりますので、それがやっぱりモデル事業

として生かせるような形でやっていただければなと、ただし問題は、今町長部局と、

それから教育部局が分かれているという形の中で、なかなか連動が難しいかなとい

うような感じがあるわけなんですけど、従って、それに対して今町長の方で若干あ

りましたけど、まず事務局をつくっていただいて、一体化に向けた委員会設置する

前の部分、この辺をつくらないと、実際稼働しないんじゃないかなという感じがし

てなりません。従って、そういった形の事務局設置を早急にやっていただきたいな

というふうに思います。 

 それから提案なんですけど、例えば、今桜谷幼稚園ですと、桜谷小学校と運動会

を一緒にやるというような形が昨年から行われていますよね。むしろ保育園と一緒

にやるとか、行事の連動性、そういったことも１つのいい試みじゃないかなという

ふうに思っております。そういった形で連動性を図れるものについては、今からや

ることも１つの手段じゃないかなというふうに思います。その辺もひとつ検討して

いただきたいなというふうに思います。今の部分については、ご返答、結構ですの

で、そういった形でまた提案だけしておきますので、よろしくお願いをしておきた

いというふうに思います。 

 それから２番に移らせていただきます。地震への安全対策というような形で、先

日わたむきホールにおいて、ミュージカル「稲ムラの火」が上演をされました。先

ほども説明がありましたように、大変盛況な中で行われておりまして、久しぶりの

感動をしたなというような形の感想の方が、非常に多かったわけでございますが、

その中で、物語の趣旨と若干違うと思うんですが、津波災害について、堤防をしっ

かりとつくられた。それが現在に生きているということで、この辺の大切さがひと

つポイントになるんじゃないかなというふうに思います。備えあれば憂いなし、効

果ありというような形のものが、今出ているんじゃないかなというふうに思います。

そういった意味の中で、日野町内における耐震性というような形の中で見ますと、

今回庁舎に関しては、耐震性がしっかりと保たれるというような形の計画になって

おりますが、その他の施設として、特に保育園、幼稚園、小学校、この辺について

は、いつ起こるか分からない部分がある中において、集合的な場所になっておりま

す。起こった場合における災害は減尐させるという意味でも、耐震構造が必要では

ないかなというふうに思っております。その辺における現状の耐震補強現況をお聞

かせ願いたいなというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 公共施設の耐震改修についてでございますが、平成19年度に、

日野町既存建築物耐震改修促進計画を策定し、その計画に基づき、順次耐震診断を
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行い、必要な耐震改修を行っております。保育所、幼稚園、小学校等の耐震補強の

現状でございますが、新耐震基準となった昭和56年５月31日以前に完成しているこ

ばと園、必佐小学校校舎が耐震改修が必要な建築物でございますが、必佐小学校校

舎については、平成10年度に耐震補強工事を実施済みでございます。幼稚園を含む

学校教育施設については、すべて耐震基準を満たした建物となっております。こば

と園につきましては、昭和50年竣工のため、旧の耐震基準であり、平成25年度から

改築することとし、今議会に所要の予算を提案させていただいたところでございま

す。こばと園の改築によりまして、日野町の保育所、幼稚園、小学校、中学校はす

べて耐震基準を満たす建物となるということでございます。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） すべての公共施設について、耐震構造が張られたと、これはす

ばらしいことじゃないかなというふうに思います。 

 それでは、３番の方に移らせていただきます。前回の議会においても質問させて

いただきましたが、幼稚園、小学校、中学校へのエアコン設置についてというよう

な形で、質問させていただきました。それにつきましても、当時そのとき教育長は、

全教室へのエアコン設置が本当に子どものためになるのか、問題はあるが、他の学

校等の状況、測定資料等を含め検討を行うと、このような答弁でございました。そ

の検討結果は、一体どのようなものであったか教えていただきたいと、このように

思います。 

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

育長。 

教育長（奥村 薫君） エアコンについてのご質問でございますけれども、県内のエ

アコンの設置状況につきましては、市町立幼稚園の保育室数で48.8パーセント、市

町立小中学校の普通教室数で31.9パーセント、特別教室数で40パーセントとなって

おりまして、小中学校に関しては、今回の緊急経済対策により整備予定の市もござ

います。 

 測定結果につきましては、６、７、９月で外気温が30度を超えた日数は25日で、

各学校において室温を測定した結果、学校教室によって風通しの違いもありまして

反忚はさまざまでしたが、猛暑の中で学習する子どもたちの健康、集中力の維持確

保のために、エアコンの設置を望む声も聞きました。 

 私の考えは、子どもたちのすべてが、将来エアコンのある快適な環境にいるとは

限らないことですとか、さらに温暖化が進むことも予想され、暑さを乗り切れる心

身と創意工夫できる能力の醸成が大切であるとの考えに変わりはございません。し

かしながら、今般政権交代によります国の緊急経済対策によりまして、有利な財源

を補正予算で確保できる見込みとなりまして、有効に活用したいと考え、桜谷小学
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校の大規模改修にあわせ、全小学校への設置を進め、並行して子どもたちの育ちに

とって最善かつ環境に配慮したエアコンの有効活用について、保護者も含め議論し

てまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 教育長の子どもに対する個人的な役割に対する考え方、おあり

だというふうに思いますが、今回そういった形の中で、小学校の方には設置すると

いう形で踏みきっていただいたと、これは評価いたしたいというふうに思います。 

 その中で、今回、中学校へのエアコン設置はされませんが、それについての説明

をお願いしたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

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

 中学校のエアコン設置はどうなのかという部分でございます。昨日の池元議員の

質疑の中でもお答えいたしておりますとおり、小学校は25年度でさせていただくと

いうことで思っております。中学校、また幼稚園も残されておるわけでございます

が、校園長会の中では、やはり幼稚園あたりについては、早くつけてあげてほしい

なというようなこともございました。校園長さんの中でも、いろいろございますの

で、そこの議論を踏まえた中で、本当に早い時期に設置をしていきたいと思ってお

ります。中学校からも、やはりエアコン設置については言われておりますので、そ

れと、夏場なり冬場、環境の部分でだいぶ空気の状況が悪いということもございま

すので、やはりエアコンを設置することによって、改善をされてくるのかなという

思いがございます。そういった部分で、校園長会で検討協議をする中で、また早い

うちに中学校についても、設置をしていきたいと思っております。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 御存じだと思いますが、中学校の生徒からは、給食施設よりも

エアコンだと、切実な声が上がっておりますよね。その声を受けとめてどうするか

ということですが、今の説明の中で、具体的に中学校に今回設置されませんが、そ

れがもうひとつ理解できないんですが、もう一度答弁お願いできますか。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（久村重次君） 十分な説明がさせてもらえてないということでございます

が、今現在としては、来年度桜谷の大規模改修、またまず小学校へのエアコン設置

ということでございます。人的にも相当な事務量等がございます。そういった部分

で、中学校についてはもう尐しその次というような考え方でございます。それと中

学校のエアコンについては、今現在ガスヒーポンで行っております。また音楽室に

ついては、電気で設置をさせていただいたわけでございますが、電気かガスかとい

う、そういった方式等のこともございますので、そこあたりも含めた中で検討して
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まいりたいということで、小学校と同時期ということではございません。できるだ

け早い時期にさせていただくということで、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） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 基本的には、事務量が多大なため、それを設置するだけの対忚

人数が足りない、こういうことでございますか。予算とか、そういう形じゃないん

ですよね。対忚する能力、事務処理をする対忚能力が今不足していると、こういう

形ですか。従って、それが解消され次第、設置に向かうと、こういうことでござい

ますか。 

議長（杉浦和人君） 髙橋議員、今４回目ですので、要望でしたら答えていただきま

す。確認だけ、お願いします。教育次長。 

教育次長（久村重次君） 先ほども言いましたように、人的な部分もありますが、や

はり予算の規模的な部分もあるかと思います。そういった部分で、すぐの対忚、同

時期の対忚はできなかったということでございます。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） これはこちらの方の考え方と言うんですか、こんなことも考え

られるんじゃないかなという形を、お話をさせていただきたいと思いますが、今桜

谷小学校における給食室、御存じのように今いろいろな形の中で問題提起をされて

いるというような形です。それに費用が１億2,600万というような形のものが、もし

流用できるならば、日野中学校に関しては、きちっとエアコンが設置され、小学校、

中学校でもエアコンが設置できるんじゃないかなと、予算面だけを考えれば、こう

いうことも考えられるんじゃないかなということを、提言をさせていただきたいと、

こういうふうに思います。 

 それから、４番目に入りますが、学校給食の地産地消について、地場産使用につ

いてお伺いをさせていただきたいと、こういうふうに思います。これについても、

僕の方で３回目になるんですか、質問をさせていただきまして、早い形で地場産使

用の給食ができるようにというような、お願いをいたしておった次第でございます。

その後、対忚を行うために何をされたか、いつされたのか、この辺のところに対し

てお聞かせを願いたいと、こういうように思います。それからあわせまして、11月

に毎年されます学校給食の地場産使用調査、これが出ていると思うんですが、出て

いましたらお知らせ願いたいと、こういうように思います。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 地場産についてのご質問でございますが、生産農家への指導、

地場産調達ルートのかなめでありますＪＡグリーン近江日野東支店と検討会議を持

ちまして、日野町内産の振興を基本としつつ、日野近辺へ調達範囲を広げることで、
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地場産調達率の向上を図ることとしました。これによりまして、近隣の生産農家か

ら調達が可能になり、調達率の向上を図れることになりました。また、地元生産農

家、およびＪＡグリーン近江日野東支店、農林課および学校教育課との懇談を行い、

調達に当たっての品質管理や納品方法に対する理解を得るための説明、ならびに必

要とする農産物の量や時期などについて情報を提供するとともに、調達率向上のた

めの農家からの要望等を聞かせていただき、現場での意思疎通および使用の向上を

図ることとしました。また、地元商店へは、積極的な地場産調達をお願いするとと

もに、懇談会を商工会を通じて行い、地元商店振興を基本とした地場産物調達をは

じめとして、地元農家への説明等々、同様の取り組みをして地元商店の要望等も聞

かせていただき、具体化を図るための検討を重ねることとしました。なお、地場産

使用率につきましては、昨年11月の時点で26.1パーセントとなり、前年度の14.7パ

ーセントから伸ばすことができました。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 行動は起こされているというような形で、評価させていただき

たいなというふうに思います。 

 幾つか、この中でどう改善されたかなというのを、確認をさせていただきたいな

というふうに思います。 

 １つは、今発注は、調理のどのぐらい前にされることになっていて、これは改善

されたのかどうかということです。聞いていますと、調理の２週間前に発注をされ

るというようなマニュアルになっているというようなことですが、そうしますと２

週間前に発注されて、生産農家については、なかなか対忚ができないよと、このよ

うなことをお聞きいたしているのが現状でございます。そういった形のマニュアル

についてあるのかどうか、またそれを改善されたかどうか、この辺についての部分

を確認をしたいと、こういうふうに思っています。従って、メニュー作成から調理

までの期間、マニュアルにおける期間を、どのような形で設定されていて、またそ

れを変えられたのかどうか、この辺のところをお聞きしたいなというふうに思いま

す。 

 それから11月の結果、26.1パーセントですか。最高じゃないですか。非常に高い

推移になっているというふうに思います。ただ、恐らく県の平均ぐらいかなという

ふうな感じがしておりますので、さらなる向上をお願いしたいというふうに思いま

す。 

 先ほどのメニュー作成から調理までのルートの期間、この辺のところを教えてい

ただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 教育委員会教育次長。 

教育次長（久村重次君） 髙橋議員さんからの再質問にお答えいたします。 
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 発注の状況でございますが、今の段階では、２週間前ぐらいには発注というのは

しておる部分でございます。特に野菜等については、やはり早い時期からというこ

とでないと、なかなか難しい部分がございます。生産農家さんとの話の中でも、そ

ういった作付の関係がございますので、献立を学期ごとの早い時期に出していただ

きたいというような要望も出ております。そういった部分では、栄養教諭の方も、

そういった対忚を今後してまいるようになるかと思います。今現在では、２週間前

ぐらいに発注ということで、すべてではないかと思いますが、できるだけ早い発注

ということで思っておるところでございます。それと、商工会さんの地元の方につ

きましても、野菜を主にしておられる方等もございましたので、その方々について

も発注については早い時期、こういった時期にはこういった食材がほしいというよ

うなこと、できれば年間を通した形での一定の献立のメニュー化というのか、そう

いった部分も今後必要になってくるのではないのかなと思っております。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 確認ですけど、食育の基本となります部分の中で、地場産、つ

くる人の顔が見えるとか、採れたてのおいしさそのものを食べるとか、基本になる

部分ですよね。食育、食育と、言葉の中では言っておられますが、基本的なここの

部分をおろそかにしたら、食育という言葉は消えます。それに対しては、しっかり

と取り組むという姿勢が必要じゃないかなというふうに思います。 

 今言いました、２週間前でしょう。多分聞いていますと対忚は難しいです。こう

いったことから直していかないと、生産農家、つくる人がつくれないんですよ。ぜ

ひ、そういった意味の中で、根本的なところから、こうしたらできるというところ

を押さえていただかないと、まだまだ難しいというふうに思います。 

 それからもう１つの部分ですけど、視察研修会に出ておられた栄養士さんのお言

葉の中でも出てまいりましたが、調理の時間に追われて、できるだけ加工食品、加

工的なものに頼らざるを得ない、このようなご発言があったというようなことでご

ざいます。従って、現場における部分の中でも、やっぱり意識改革、効率を上げる、

どうしたら効率が上がるんかなというところから持っていかないと、１回そういっ

た形のものを使いますと、だんだんそれが拡大されていきます。そういった意味か

らも、教育委員会、主体的に持っていかないと、今どちらかと言うと、学校現場任

せですよね。こういった形からも、ぜひ是正をしていただきたいというふうに思い

ます。決意だけお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育委員会教育次長。 

教育次長（久村重次君） 髙橋議員さんから、いろいろとご提案なりいただきました。

ありがとうございました。やはり申されましたとおり、現場の方々の意識改革とい

う部分がございます。決して冷凍食品なり加工食品を多く使うということを行って
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いるわけではございません。どうしても、時間的余裕、そういった限られた時間内

でする部分がございますので、絶対ということはできないと思いますが、やはり地

場産野菜の活用をする中で、おいしいもの、また日野産を食べていただくというよ

うなことで、今後もしていきたいと思っております。そういった部分では、やはり

生産農家さんにつきましても、この前の懇談の中では、やはり一生懸命子どもたち

のためにというような思いもおっしゃっていただきましたので、そういった部分で

は、今後改善できる部分は改善していった中で、生産者の方と一体となった形で進

めていきたいと思います。やはり給食調理員のそうした意識改革については、今後

とも研修なり指導等進めていきたいと思いますので、またご指導のほどよろしくお

願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） この課題については、もう何年も続いていることでございます。

本当に子どもを思う気持ちがあるならば、こんなに長くかからないんじゃないかな

というふうに思います。また、生産者の話を聞いてみますと、子どものためなら協

力しようやと、こんな方もおられます。その辺の方も力になっていただき、それは

主体的に教育委員会さんが動かなきゃいけないんじゃないかなというように思いま

すので、早い形で地場産が定着するような形でお願いをしておきたいと、このよう

に思います。 

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、時間も押してまいりましたけれども、夜道には日は

暮れんということもありますし、ゆっくりやりたいなと思っております。 

 まず、大変難しい問題、ＴＰＰでございますけれども、通告に従いまして、分割

でご質問したいと思います。尐し前のことになるんですけども、よろしくお願いし

ます。 

 2010年６月15日、日本の経団連はＡＰＥＣ議長国である日本の責任と題して、ア

ジア太平洋地域における包括的経済連携を進め、自由貿易体制に対忚するよう、国

内政策の見直しを政府に求めたところであります。当時の菅総理は、非常に私たち

も驚きましたけれども、この経団連の提言を丸のみし、平成の改革としてＴＰＰへ

の参加を表明いたしました。このように日本の農業は、本当に鎖国だったのでしょ

うか。尐しひも解いてみますと、歴史的事実に照らしてみても、日本は第２次世界

大戦以降、アメリカ占領下の食糧難からパンに慣らされまして、間もなく小麦の自

由化、あるいはまた飼料用トウモロコシ、大豆など、主要穀物と油糧種子を自由化

し、さらに1960年代初めには果実、豚肉加工品などを自由化し、その10年前後には

牛肉、オレンジの低関税輸入額の大幅な拡大がされてきました。また1980年、尐し

前でありますけれども、その年代には品目も自由化になり、ＷＴＯへの加盟ととも
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に乳製品も自由化されるというように、早い時期から次々と保護を外されてきたの

であります。しかし、そうした保護を外した品目ほど、国際競争に耐えられなくな

り、どんどんと自給率が低下してきたのは現実であります。しかし農業技術的には、

日本の農業は、生産性向上は常に高いとも言われております。しかし、何と言って

も、固有の自然的あるいは地形的条件があります。狭隘な国土、とりわけ平坦な耕

地が極めて尐なく狭いという、基礎的な条件下であります。そんな中でも、2000年

以上前から水稲が栽培され、多くの人口を育て扶養してきたとされております。そ

んな中で、アメリカやオーストラリアなどのいわゆる新大陸と言いますか、先住民

を追いやってまで土地を求め、あるいはまた住んでいない土地にヨーロッパ人が移

住、入植し、最初から大区画大規模農場が形成され、巨大規模の農場となったとこ

ろです。このように圧倒的な経営規模の中で、関税やその他の国境措置を外して、

同じ土俵で競争しろと言っても、推して知るべしではないでしょうか。そういった

ところでもありますが、日本の農業の関税品目を見てみますと、1,332品目のうち関

税ゼロの品目が36パーセントもあって、アメリカやＥＵより多くなっております。

ちなみにアメリカやＥＵは、30パーセントしかありません。また、総生産と言いま

すか、ＧＤＰで見た場合でも、アメリカの農業生産額は、アメリカＧＤＰ比率で0.91

パーセントしかなく、日本の農業生産額は、日本のＧＤＰ比0.95より低いのであり

ます。逆に、国家予算から見た場合でも、アメリカは国の予算の3.42パーセントを

占めており、日本の2.78パーセントを大幅に上回っているとされております。この

ように見ていきますと、保護的なのは、実はアメリカなのであります。日本は、過

度に市場開放と自由化をしてきており、国内的な農業支援も、アメリカよりずっと

下回っておるところであります。そうした中で、２月22日、日米首脳会談に臨んだ

安倍総理は、ＴＰＰ交渉参加にかじを切ってしまいました。すべての関税を撤廃す

ることを、あらかじめ約束されるものではないとしておりますけれども、農産物の

排除の保証もされないまま、国民への背信行為でもあります。自民党は、先の総選

挙でＴＰＰに関しての６項目の公約を掲げ圧勝いたしましたが、６割以上の自民党

の国会議員が反対しているとも言われます。そんな中でも、国民議論もないまま、

最終的には私に一任、私が判断するとして、政治的に押し切る構えでもあります。

全国のほとんどの地方議会が、ＴＰＰ参加交渉に反対決議をしているが、町長は、

この状況をどう見ているのかお尋ねいたします。また最近の地方６団体等の動きは

どうなのか。ＴＰＰ交渉には24分野となっておりますが、国の形まで変える国家主

権まで侵されてしまうともあります。関税ゼロの影響は、内閣府の包括的連携に関

する資料に示され、農業分野ではほとんどの農産物が90パーセント近い減産に追い

込まれます。農業が基盤産業となっている地域では壊滅状況となり、総崩れになる

とされています。他の分野について、なかなか理解を敬遠しがちな部分があります
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が、分かる範囲でお答え願えたらと思います。 

 １つは、医療関係についてでありますが、国民健康保険制度とか、こういった公

的医療保険制度はどうなっていくのか。また、食の安全について、輸入食品の検査

率が行政検査で09年で3.1パーセントで、ＴＰＰ後では２パーセント、民間の検査機

関を含めても８パーセントであるとされており、これで水際の国境措置がされるの

か。働き方についても前回もお尋ねいたしましたが、日本はＩＬＯ条約の批准にお

いて、25パーセントしか批准しておらず、この上規制緩和になるということは、ど

ういうルールになるのか心配であります。また、地方自治体の独自政策にも影響が

あるのでしょうか。こうした中でよく問題にされます、内政干渉的な意味合いを持

つ毒素条項について、海外での事例はどのようなものがあるのか。また2012年３月

に発行いたしました米韓ＦＴＡでも、毒素条項が大変たくさん含まれているとあり

ます。韓国のある弁護士から日本国民へのメッセージとして、米韓ＦＴＡと韓国を

他山の石として見てほしいと言っているそうです。そういう不平等が存在するのか、

分かればお示し願いたいと思います。 

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。 

町長（藤澤直広君） 東議員から、ＴＰＰに関するご質問をいただきました。東議員

の方がよく承知をされておられるというふうに思っておりますが、私は、町長はど

う思っているのかと、こういうことでございます。新聞を見ておりますと、15日に

も安倍首相が参加表明をされるのでないかと、こういうようなことが報道されてお

りまして、大変危惧をいたしております。12月に衆議院選挙が行われまして、滋賀

県選出の国会議員の４名の方も、すべてＴＰＰ反対を掲げて当選をされたというふ

うに聞いておりますので、それについてはしっかりと公約を守っていただくことを

期待したいな、このように思っております。農業団体、ＪＡ中央会などとも顔を合

わせて話す機会があるわけでありますが、農業の食料自給率の問題、食の安全の問

題含めて、これは何としても総力を挙げて、参加をさせない取り組みをしなければ

ならない、こういうふうなお話もされておられました。あわせて、２月末に近江八

幡蒲生医師会の総会がございまして、私も懇談会に参加させていただきましたが、

その中でも、医師会の先生方からＴＰＰについては大問題であると。混合診療、病

院の民間経営を含めて、日本の優れた国民皆保険制度をはじめとして、金のあるな

しにかかわらず医療が受けられる、こういう制度を何としても維持しなければなら

ないというふうに、医師会の幹部の方も強くお話をされていたことが印象的でござ

います。そういう意味では、なかなか実態が明らかにされない、しない、そういう

中で、あたかも農業者だけが反対しているかのような大手マスコミやテレビの報道

がされていることに、心配をいたしております。幅広いと言いますか、国のあり方

根本にかかわる問題であるということは、言うまでもないことであるというふうに
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思います。 

 そうしたことであるからこそ、日野町議会においても、一早くＴＰＰ交渉への参

加に反対する意見書決議をされ、関係機関へ提出していただいたものでございます。

町といたしましても、滋賀県町村会、全国町村会と連携しながら、交渉参加しない

ことを求めていく必要があると思っております。そうした中で、地方６団体の動き

といたしましては、全国町村会は、ＴＰＰへの参加は地域経済、社会の崩壊を招く

として、明確に反対決議をしております。また、全国町村議会議長会では、国内の

農林水産業に深刻な影響をもたらすＴＰＰへの参加はしないこととして、反対の決

議をされているところでございます。ＴＰＰ交渉の参加については、国民の合意と

理解を得ないまま進めるのではなく、国の責任において、交渉参加に伴う影響につ

いての情報開示や、食料安全保障、国民皆保険制度など、国民の命と暮らしに直結

する重要な制度や仕組みを堅持する方針を明確にすることが、大切であるというふ

うに思います。こうした情報をしっかりと提供することが、大切なのではないかと

いうふうに思います。 

 そうした中で、ＴＰＰと医療の関係についてでございますが、混合診療や医療保

険への株式会社の算入といった医療の営利産業化が起こり、個人が受けられる医療

に所得格差が生じることが懸念をされております。日本が世界に誇る国民皆保険制

度そのものに大きな影響を及ぼすことが懸念されており、日本医師会もこの制度を

守るべきということで、ＴＰＰに反対をされているところでございます。 

 次に、食の安全についてでございますが、ＴＰＰに参加することにより、食の安

全基準についても変わることが懸念されておりますし、現在の日本には、遺伝子組

み換え食品や食品添加物の表示義務、狂牛病の全頭検査、残留農薬基準など、日本

独自の基準があり、その中には当然国際基準より厳しいものがあります。そのほか

にも、収穫後の農産物を輸送するときのカビや虫の害を防ぐためのポストハーベス

ト農薬などが、ＴＰＰへ交渉へ参加する中、非関税障壁と見なされ、安全基準の緩

和を強いられることになるのではないかというふうに思います。また、議員のご質

問にあったように、貿易手続が簡素化されることにより、輸入食品が大幅に増える

ことが予想され、この対策として食品衛生監視員の増員などの検査体制の充実も求

められると思います。 

 次に、労働に対しましては、労働基準法など、日本の労働法制では労働条件の最

低条件を定め、労働者の保護を図っておりますが、ＴＰＰ参加によって、日本の労

働法制が大きく緩和されるのではないかと危惧をいたしております。労働基準法で

は、解雇については解雇の制限や解雇の予告をするなどの、使用者に対する規制が

ありますが、これが会社が自由に解雇ができることや、労働者派遣法の規制緩和な

ど、これまで労働基準法などで一定守られてきた労働者の立場が弱くなるとも言わ
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れております。さらに低賃金で働く外国人労働者の流入によって、日本全体の賃金

が下がるという賃金デフレになったり、国内企業の海外進出によって、国内雇用が

減り、産業と雇用の空洞化が進み、労働者には重大な影響を与えるとも言われてお

ります。 

 次に、自治体の独自政策への影響ですが、懸念される１つに、公共事業の発注に

関することが考えられます。現在でも、国内の入札への外国企業の参入は、一定の

基準をもとに認められていますが、この基準が大幅に緩和されることとなった場合、

国際入札の案件が増加することで、入札等に関して各自治体等の地域的要件が縮小

されることにより、地元企業の受注機会が減尐することの懸念や、設計入札等の手

続に関して国際規格への対忚が必要となり、設計、発注、入札等の契約事務の煩雑

化や、工期の遅延、長期化につながることも予想をされております。 

 次に、ＴＰＰ交渉参加の議論の中で、いわゆる毒素条項に関しても、さまざまな

懸念がされております。ＳＤ条項に関して、例えばアメリカと韓国のＦＴＡの締結

後に、韓国政府が政策変更したことが原因で損害を被ったとして、アメリカの投資

ファンドが韓国政府を提訴した事例から、その問題点が表面化したことなどにより、

懸念が上がっております。いずれにいたしましても、多国間の協定に際して、特定

の国が著しく有利になるような問題点が懸念される内容では、この交渉に参加する

ことは、国民の利益に反するものと考えられます。今後もさまざまな視点から研修、

検証を行っていくことが、大変大事であるというふうに考えておるところでござい

ます。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） なかなか非常に難しい問題でありますが、日野町の町民会議が

結成されておりまして、運動が進められておるわけでありますけれども、先ほど町

長の話によりますと、２月初めに医師会と懇談がされたということでありますが、

なかなか医師会の方をあいさつに呼びたいなと思っても、来てくれないというとこ

ろがあるんですけども、そこら辺町長の力で、何とか呼んでもらえんかなというふ

うにも思っておるところでございます。 

 そうした中で、話の中にもありましたように、秘密条項と言いますか、そういう

なのがありまして、なかなか情報が入ってこない。ＴＰＰの問題は、そういう難し

いものがありまして、やはりもう１つは、国際的な動き、そうした中でのグローバ

ル大企業の横暴と言いますか、そうしたものが非常に考えられるわけでありますけ

れども、大企業が、ＴＰＰは表向き自由貿易協定であるというように言っておりま

すけれども、先ほども話がありましたように、国家主権さえも売り買いされるよう

な、異常協定であるのかなというふうに思っております。そうした中で、今も言い

ましたＴＰＰ町民会議はいろいろ取り組みもしておりますけれども、今回も総理大
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臣に参加表明の阻止のはがきを要請しております。やはりテレビでも報道されたの

か分かりませんが、最近の領土問題に見られるように、国民が抱える不安や危機感

をあおって、そうした不安便乗型に乗って決着を図っていこうというように考えら

れると、僕は思うんであります。そういうようにテレビで言うてた。やっぱり反対

も必要やし、そういうように報道していたでというようなことが、はがきの依頼を

お願いに行ったときに言われております。非常にそういうところが大変心配だなと

いうふうに思いますし、今この国内の算入と言いますか、地方自治体の独自政策に

も影響があるのかということでお聞きしましたんですが、いわゆる企業による算入

ということでありますけれども、今、日野町でも住宅リフォーム制度とか、あるい

はまた太陽光発電の助成制度など、そういうところら辺までも影響してくるのかな

という思いもあるわけですけれども、それについてもし分かればお願いしたいなと

思いますし、食の安全については、住民運動として、消費者グループと言いますか、

そこら辺の運動も働きかけてはいるんですけれども、なかなかそういうグループが

あってあるような、ないように思うんですけども、日野町でもグループの推進につ

いては依頼されている思うんですけども、そこら辺はどういう活動されているのか、

分かればお願いしたいなと思うんですけども。 

 そういうことで、今後運動が非常に難しくなってきております。先ほども町長さ

ん言われましたように、15日には参加表明をするんじゃないかというふうに言われ

ますけれども、今後の運動自体を、どういうようにしていったらええのかなという、

私も不安であります。そうした中で、持続的な地域をつくっていく、維持可能な地

域をつくっていくにはどうしたらええかな、もしそんなことがありましたら、お答

え願いたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） ＴＰＰの問題につきましては、一般的には関税を撤廃すること

が表に出ております。米の関税が高いからなしにしていく、サトウキビがどうだ、

麦がどうだということで、関税を撤廃することが前提になっておりますが、それも

大変大きな課題でありますが、非関税障壁を撤廃すると言うかなくしていく、つま

り関税の率じゃなくて、外国から企業が日本に輸出をするに当たって、日本の制度

が邪魔をしているじゃないか、自由競争を邪魔しているじゃないかという非関税障

壁の問題が、これはまた大変大きな課題であると。そしてそれとかかわって、競争

を阻害しているのであれば、これを企業が国家を訴えることができる。負ければ金

を払わんならんと、こういうようなことになりますし、地方自治体の関係につきま

しても、例えば地元企業の優先発注と言いますか、地元企業を大事にして、優先的

な発注をしていこうということについても、これを自由競争を阻害するものと、こ

ういうような形で見られかねない問題がありますし、例えば薬代につきましても、
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薬の特許が切れたときには安い薬になっていくわけでありますが、その期間を延長

するなり守ることによって、薬価が高くなるということについても大変懸念をされ

ておりますし、また秘密裏の交渉が大前提になっているようでありますし、交渉が

終わっても、その内容を明かしてはならないかのようなことにもなっているとも聞

いておるところでございます。あわせて、アジアの成長に取り組むかのようなこと

が言われておりますけれども、中国をはじめとしてアジアの主要国が今これにかか

わっている問題ではないということで、幾重にもある意味ではまやかしがあるので

はないかというふうに思っております。大事なことは、それぞれの国には自然条件

があって、それぞれの人たちの歴史や伝統文化があって、それぞれの産業の特殊性

があるわけでありまして、そしてそれぞれの国民の暮らしがある。その中で政府が、

自分の国民の生活や営業を大切にするために、法律も含めていろいろなルールをつ

くってきている。そういう歴史的なルールをすべて撤廃することを大前提とした中

での議論というのは、大変乱暴なものである。乱暴なものであるとするならば、そ

の乱暴な内容についてすべて明らかにして、こうなってもいいんですかということ

を明らかにした中で、国民が判断すべきであるにもかかわらず、大変乱暴であると

いうことが想定されるにもかかわらず、秘密交渉が前提になっていることが、国民

の不安の高まりになって、またバスに乗りおくれ方式の不安が駆り立てられるとこ

ろに、この問題の深刻さがあるのではないかというふうに思っております。 

 そういう中で、医師会の先生もおっしゃっていましたけれども、医者が損するわ

けやないと。けれども、患者さんが所得によって差がついてしまうという、とんで

もないことになることを、医療人として見過ごすわけにはいかない、こういうよう

な話をされておられたのが、私は大変印象的でありました。今活動されて国内で大

きな声をあげておられるのが、やはり農業関係団体と医療関係団体と、また県内に

おいても消費者関係の団体も、声をあげておられるわけでございます。私もＴＰＰ

県民会議の立ち上げにかかわった一員として、十分な対忚ができていないことに、

尐し反省をしておるわけでありますが、何とかそういう世論喚起の取り組みもでき

れば、ぜひしていかなければならないというふうに思っております。この町民会議

もやっていただいておりますが、あくまでそれぞれの団体や個人が思いを持って、

持ち寄って運動されておられますので、そういうところの中で、根本とかかわって

と言いますか、本筋のところで議論をされて、声をあげていっていただければあり

がたいなというふうに思っております。 

 なお、消費者グループについても、日野町ではいろいろ活動をいただいておりま

すので、その日常的な活動の一端については、住民課長の方から答弁させていただ

きます。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 
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住民課長（森口雄司君） ただいま東委員より、消費研究グループという町のグルー

プがございますが、その具体的な事業の中身のご質問をお受けしました。消費研究

グループにつきましては、消費者の利益の擁護や増進を図るために、住民の消費生

活の安定向上といった目的のために設けられたグループでございまして、悪質商法、

振り込め詐欺、そういった消費トラブルを防止するために、どういった活動をした

らいいかといったことを研究いただいている内容のもので、直接今のＴＰＰ等にか

かわるかどうかという話になってくるわけですが、日常のグループの活動の中では、

そういったものを中心に活動していただいているグループでございます。 

議長（杉浦和人君） 東議員にお願いします。再質問の場合は、前質問に対する再質

問で、的を絞っていただきたいと思い、よろしくお願いします。 

10番（東 正幸君） なかなか幅広くて難しい問題ですけども、今の消費者グループ

のことでありますけれども、農業再生会議もこのＴＰＰの中に入ってもらっており

ますが、そういう名前が出てこないのであります。そうしたものがどうなのかとい

うこともお聞きしたいなと思うんですけども、やはり一緒にやっていかなければな

らない問題でもありますので、ひとつまた入ってもらうようによろしくお願いした

いなと思っております。 

 それでは、次に移りたいと思います。道州制の問題でありますけれども、道州制

の導入については、小泉政権下の2006年ごろに議論がされまして、道州制のあり方

に関する答申が出されています。今、自民党政権になりまして、道州制推進本部と

道州制国民会議を設置し、都道府県の廃止を予定しているというところであります。

つい先日、京都府の山田知事が、生活区域など共通点が多い滋賀県との合併につい

て、現実的な対忚であり得るといたしました。嘉田知事も、投げられたボールは、

こちらも受けますよという趣旨の報道がされておりました。関西広域連合の中で議

論されるものと思っておりましたが、３月２日には橋下市長に押し切られて、道州

制の研究会を立ち上げられているということであります。このことについて、町長

の見解をお尋ね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） 道州制についてのご質問をいただきました。現在国などで道州

制の議論が行われておりますが、基本的に、地方自治や住民自治の発展を目指す立

場から見て、強い危惧を持っております。国民に対して、国、県、市町村がそれぞ

れの責任において果たすべき本来の役割をどう考えるのか、また現在の地方交付税

などによる地方公共団体への財源配分機能はどのようになるのかなど、さまざまな

大きな問題を含んでおるものと考えております。それぞれ個性のある市町村や都道

府県があって、現在この国が成り立っております。自治体の規模も大小あって当然

でありまして、日野町では顔が見える関係を生かして、地域、町民の皆さんと歩む
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ことが町の目指すべき方向であり、住民が主人公のまちづくりを、第５次総合計画

にも位置づけているところでございます。 

 ご質問にありましたように、去る３月２日関西広域連合として、道州制あり方研

究会を設置することを決められたことは聞き及んでおりますが、関西広域連合につ

いては、そもそも連合圏域内の住民にとってその位置づけが明確でなく、さまざま

な論点についても各県、市町村によって、意見や考え方が分かれているのが現状で

あります。いずれにしても住民に自治の確立をさらに進めていくという立場から、

住民や市町村の考え方を考慮しない中で、道州制の方向性に関する議論が進むこと

のないよう、全国町村会などを通じて、導入反対の意見表明や要望を行ってまいり

たいというふうに考えております。当然全国町村会は、道州制については反対であ

りますし、あわせて全国町村議会議長会におきましても、町村の実態を無視し、さ

らなる町村合併につながる道州制は、行わないこととの決議もされておられるとお

伺いしております。町といたしましても、今後引き続き議論の動向を十分注視して

いかなければならないものと考えております。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 町長の答弁ですと、市町村によって、全国でも違いがあるとい

うことがありますけれども、この県と町村会とか、知事と話をされたことはあるの

でしょうか。県は、平成十六、七年ごろに道州制の議論があったときに、分権にか

かわる研究会があると思うんですけども、そこら辺との接点は、それ以来話はなか

ったと。どこら辺まで知事との話が進められているのか、会議があるのかどうか、

お聞きしたいなと思いますけども。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 滋賀県と市町村の間において、道州制の議論をしてきたという

経過はございません。ただ、嘉田知事は、私は道州制反対論者ですよと。だから、

広域行政をすることによって、関西広域連合で、道州制にかわるような仕組みを模

索するというふうにおっしゃっておられます。そういう意味では、県と市町村が一

緒に会議をする自治創造会議の中で、関西広域連合のあり方の問題については、一

定の議論がされてきた経過がございます。しかしながら、関西広域連合については、

奈良県が参加いたしておりません。そして、関西広域連合の連合長であります兵庫

県の五戸知事も、道州制については反対の慎重な立場を示されております。一方で、

今は市長になられましたけれども、橋下知事などは道州制論者であるということで、

そういう意味では、関西広域連合は道州制への一里塚になりはしないかと、関西広

域連合を言っておれば、道州制に行ってしまうんじゃないか、こういう懸念を私は

しておって、知事にもそういうふうに申し上げたことがありますが、知事は、私は

道州制じゃないために、関西広域連合が、例えば国の出先機関などを丸ごと移管を
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して、取り組むことが大切だと思っているんですよと、こういうような議論は、関

西広域連合問題をめぐって、自治創造会議でやったことはございます。しかしなが

ら、関西広域連合のあり方を巡っては、おおむね滋賀県の市町村レベル、首長レベ

ルにおいては、道州制の賛成、反対にかかわらず、関西広域連合については、防災

などをはじめとして責任の所在があやふやになることから、現在の関西広域連合へ

の中央機関の丸ごと移管などに慎重な首長が、全員とは言いませんけれども、ほと

んどであるという感触を、自治創造会議の中では私は感じたところであります。新

聞情報によりますと、県が道州制の是非と言いますか、メリット・デメリットにつ

いて、県庁内に研究会みたいなものを立ち上げるかのような話をされておるのを、

新聞で見たところでありますが、そういう意味では、私はもう一度この国のあり方

とかかわって、国があり、都道府県があり、市町があり、そしてすべてが力を合わ

せて住民の暮らしをしっかりとサポートをする、そういう何のためにこの国は、国

や県や市町があるのかというところを問い直すことが大変大事なのではないかなと、

このように思っております。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） そうなったら大変やなという、私も思いがあるんですけれども、

この自治創造会議というのは、これから月１回か年に何回か開かれるわけで、そう

いう中でも改めて知事に、道州制はだめだということを再度言ってほしいなという

思いでありますけれども、研究会を立ち上げて、その中で道州制についての会議が

あるのかどうか分かりませんけども、自治創造会議の中で、そういうことが話され

るのかどうか、もう一度お願いしたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 自治創造会議は、県と町村会と市長会が事務局を持って、年４

回会議を持つということになっておりまして、確か今から言うと１年半ほど前の８

月に、日野公民館で当番で実施をいたしました。そのときに覚えておりますのは、

原発の協定書に、どこが参加するのかしないのかと、こういうような話もあったわ

けでありますが、自治創造会議では午後から会議を開催いたしまして、３つテーマ

を選ぶと。それは、それぞれ県と市町が議論をしたいテーマを出しあいまして、そ

れを全体の中で、どれを議論しようという投票をやりまして、多いところを３項目

選んで議論をするということになっておりますので、その中でテーマが決まれば、

議論をしていくということになります。しかしながら、関西広域連合問題にかかわ

って、そういう議論が何度か行われたことがありますけれども、なかなかかみ合わ

ない議論でありますので、私は、知事がよく国が国道を管理し、県が県道を管理し、

町が町道を管理するのは、二重行政だとか三重行政で無駄だ。だから、国の中央整

備局を関西広域連合に移管をして、一元的にやればいいんじゃないかと、こういう
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ような民主党政権下における無駄論みたいなことが言われるんですけれども、私は

絶えず、そうじゃない、国が国道を管理し、県が県道を管理し、町が町道を管理す

ることは何も無駄なことではないと、このように知事にも申し上げたことがあるわ

けであります。一般的に二重行政の無駄的なことが言われますが、それぞれの自治

体の規模役割に忚じて、市町村間を結ぶ道路はやはり県が整備すべきでありますし、

町内の道路は町が整備するべきでありますし、大都市間を移動する道路については

国が管理をするということは、何ら問題はない。しかしそれが、まさに住民の暮ら

しとかかわって、そして費用対効果も含めて円滑に実施されるための調整というの

は、当然やらなければならないものと、このように思っております。ただ、自治創

造会議についても、やはり市レベルと町レベルで仕事の中身が違う部分もありまし

て、議論がかみ合わないこともありまして、町村会の中でも、自治創造会議の参加

のあり方がこれでいいのかと、こういうような議論も行っておるところでございま

す。いずれにいたしましても、県と13市６町がしっかりと議論をしながら、いろい

ろな部分で連携が図れるように、滋賀県はならなければならないのではないかなと、

このように思っております。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 道州制の導入については、これはあらゆる場面をとらえて、反

対をしていってほしいなと、このように思います。 

 続きまして、学校教育における体験活動であります。学校教育法では、小中学校

において、高校もそうですけども、教育指導に児童、生徒の体験的な学習活動が必

要であるとして、社会奉仕体験活動や自然体験学習活動の充実に努めることとされ

ております。また、この実施に当たっては、社会教育関係者としての主事等が、連

携役と言いますか、コーディネート役としての機能を求められているところでもご

ざいます。このことについて、日野町での各学校では、どのような取り組みをされ

ているのかお伺いをします。また、社会教育の主事等が、どのように指導連携をさ

れているのかも、お尋ねしたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君の質問に対する教育長の答弁を求めます。教育長。 

教育長（奥村 薫君） 体験活動についてのご質問ですが、体験活動につきましては、

東議員さんご指摘のように、法でも定められ、またこの１月の中央教育審議会答申

でも、青尐年の体験活動の推進が出され、人づくりの原点であります体験活動の機

会を意図的、計画的に創出することが求められております。私も多くの異世代の人々

との触れ合いの中で、さまざまな体験活動を通して学ぶことが大切であると考え、

現在小中学校、幼稚園もですが、県の事業や町の特色ある学校育成事業などを活用

しまして、地域の方々やプロの方々等の協力を得まして、社会奉仕体験活動や自然

体験学習活動などを、積極的に行っておるところでございます。 
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 また、公民館や地域では、町民運動会や文化祭、かるた大会、子どもわたむき講

座、また今年度文化協会のご協力のもと、新たに尐年尐女カルチャー教室を開設い

ただくなど、多種多様な事業を行っていただいておりまして、児童生徒の積極的な

参加を呼びかけているところでございます。 

 また、小学校では、公民館等の事業として、通学合宿を地域の方々のご協力を得

ながら、東西桜谷、西大路地区で開催参加させていただいておりますし、来年度は

南比都佐でも始めていただけると聞いております。 

 これからもさらにそれぞれがコーディネート機能を発揮し、学校、家庭、地域、

行政が連携して、地域の宝、財産を活用させていただきながら、子どもたちの豊か

な体験を通した、生きる力の育成に努め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） 今、体験学習をやっているということでございますけれども、

この間も西大路小学校に出向いてまいりましたが、学校経営管理の中で、子どもの

授業時間数が、前のゆとり教育から比べ、小学校１年生でも、最初から昼からも授

業があり、こういうような体験型の学習ができるのかというようなことを聞いてお

りましたら、普通のときは無理なので、夏休みとか長期の休みのときに、何かした

ほうがええなというようなことを言っておられました。先日みずすましのところへ

総会に出かけておりまして、桜谷はずっとみずすましの活動をされておりまして、

西大路も２年ほどされております。そういう関係で、体験の活動をもっともっと積

極的に推し進められないかということで、今回質問させていただくわけでございま

すけれども、御存じのとおり、日野町では田舎体験がありますけれども、そうした

子どもと大人の交わる、そういうものがもっともっと大切ではないのかなという思

いでございます。それも、田舎体験ですと１泊２日、２泊３日ということで体験さ

れまして、やはり帰りがけには涙を流す人も結構おられて、非常に人気のあるとこ

ろでございます。中学校の修学旅行は長崎の方へ行っておられるんですけれども、

小学校６年でも、何か教育委員会で取り組まれて、日野町内ということでなしに、

ここの先ほどから説明がありましたとおり、びわ湖・近江路観光圏協議会は、脱退

されたところもあるんですけれども、そういうような中で、夏休みに６年生を体験

させることができないものかなというふうには思うわけでございます。なかなか難

しい面もあるんですけれども、いろいろないじめとか、いろいろな関係があるわけ

ですけども、子どもにとってだれかに相談できる、そういう横のつながりをもっと

持っていったほうがええのかなというふうに、私は思うわけでございますけれども、

そこら辺について、教育委員会から回答いただければなと思います。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 東議員さんが、おっしゃっていただきますように、私も、子
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どもたちは、親と、それから先生、学校だけのかかわりだけではなくて、地域なり、

多くの大人とのかかわりの中、触れ合いの中で学習して成長していくものだと、本

当の生きる力が育っていくものだというふうに考えておりますので、学校、園でも、

できるだけ多くの方に入ってきてもらって指導していただく。また子どもたちが地

域なり出かけていって、多くの人との触れ合いの中で学ぶということを、大事にし

てもらっているところでございます。 

 しかしながら、今おっしゃっていただきましたように、学校の方では教科の授業

数が増えておりまして、なかなかそうした体験等を、さらに増やすということは難

しいような状況でございます。ただ、今現在しておりますのは、夏休み、今年度は

ラジオ体操ということで、町民の皆さんと一緒にしていただくということでも取り

組んでいただきましたし、また中学校３年生は、修学旅行で九州でほんまもん体験

ということで、民泊の学習で本当に子どもたち、すばらしい触れ合いをしておりま

して、卒業式の答辞でも言っていてくれたところでございます。 

 ６年生でということをおっしゃっていただいたんですが、多分田舎体験のような

活動を想定していただいているのかなというようなことを思いますけれども、私も

そういうことを必要かなという思いは、ずっと持っているわけでございますけれど

も、いろいろな行事や制約がございまして、なかなか難しいというところもござい

ますが、今後さらにそうしたことも研究してまいりたいというふうに考えておりま

すので、その節には、今後ともご協力のほどよろしくお願いしたいというふうに思

います。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 大変教育時間も多くなりまして、子どもたちには大変だと思う

んですけれども、やはり虐待とかいじめとかが非常に多くなっているが、だれかに

相談するところがない。また僕らも民泊で泊めますが、京都から、小学校の６年生

の子がここへ来たりしております。そうした中で、やはりもし困ったことがあれば、

何でも言えるようにというように言っておりますので、そうした取り組みも、今後

進めてほしいなというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 次に、８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 通告に従い、一般質問分割方式いたします。 

 最初に、一部重複すると思いますが、ご了解賜りたいと思います。簡潔に行いた

いと思います。 

 １番、中学校給食が４月から開始されます。学校給食問題検討特別委員会、本会

議において、その運営方式について、特に経費面、人件費が、自校民営方式の大き

な争点となり、民営化がベター、民意であると言えるのにもかかわらず、またご午

前中の質疑でも、桜谷小学校は自校方式と決定したかごとく次長が発言されました。
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また、遺憾ながら２度にわたる付帯決議を完全無視して、自校方式で行われます。

新築工事概要は、設計管理費1,001万700円、建築工事費２億4,874万5,000円、厨房

設備機器費6,825万円、現時点で３億2,700万5,700円、見込み食数は620食となって

います。 

 以下、お尋ねします。 

 １つ、学校給食費１億9,730万6,000円。内訳は、職員人件費6,376万3,000円、学

校給食事業費１億374万7,000円、学校給食運営事業2,979万6,000円、教育費負担金

9,813万5,000円、うち中学校分が3,080万2,000円であります。中学校の教育施設の

維持管理費、職員人件費、需要費についてお尋ねします。 

 ２つ、現在幼稚園、小学校の給食費月額3,500円、８月分徴収なし、11ヵ月年額３

万8,500円。今回中学校給食費月額4,400円、年額４万8,400円に設定されましたが、

決定までのプロセス、根拠をお尋ねします。 

 ３つ、中学校給食の実施に備え、地元生産者、地元商店、農業委員会、ＪＡ、農

林課等会議検討を行われてこられたと思いますが、地産地消の取り組み、数値目標

をお尋ねします。 

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

育長。 

教育長（奥村 薫君） 中学校の給食についてのご質問ですが、１点目、現在のとこ

ろ予算ベースで、維持管理費96万円、人件費は人員配置が確定しておりませんけれ

ども約1,790万円、需要費415万円を見込んでおります。 

 ２点目につきまして、給食費ですが、中学生の栄養摂取必要量および現状の食材

調達価格から試算するとともに、県内の中学校給食費の設定状況を勘案し、中学校

給食運営協議会および教育委員会でのご意見を参考に、年間11ヵ月１ヵ月当たり

4,400円とさせていただきます。なお、参考までに中学生の栄養摂取量は、おおむね

小学生の1.2倍とされておりまして、現行の小学校の給食費の負担金は、県内でも低

い水準にある3,500円です。また、中学校では自校炊飯による米飯給食を、小学校の

0.5日より３日多い週3.5日実施し、小学校と同じように、パン、麺類給食は1.5日実

施する予定でございます。 

 ３点目の、地産地消の取り組みにつきましては、髙橋議員さんにもお答えしまし

たとおり、地元農家、ＪＡグリーン近江日野東支店、地元商店、商工会との懇談を

重ね、地元経済の振興も基本にしながら、農林課とも連携し、地場産使用率の向上

に努めてまいりたいと思います。また、生徒へは供給者との顔の見える関係の中で、

地産地消への関心を高めるため、中学校給食運営が円滑化するに従い、現場での議

論を進めていただき、取り組んでいければと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。 
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教育次長（久村重次君） 数値の部分でございますが、以前委員会等でお示ししまし

た数値については、18パーセントを目標ということで言わさせていただきましたが、

24年11月時点では、26.1パーセントとなっているところでございます。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 数値目標をお聞きしました。ということは、26.1パーセントを

中学校では目指すと。 

 それと、食材費が単純に考えて3,080万2,000円、こういう数字が出ておるわけで

すが、生産者、また供給される方に、年間の各品目別の使用量とか生産、お使いに

なる量とか、そういうものは提示はされないんですか。そういう提示があれば、生

産体制、供給体制ももっと体制が構築されると思います。その点についても、お尋

ねします。 

議長（杉浦和人君） 教育委員会教育次長。 

教育次長（久村重次君） 小林議員さんからの再質問に、お答えをいたします。 

 まず、地産率の問題でございますが、目標として18パーセントにさせていただい

ております。その後、昨年11月の調査の段階では、地産率については26.1パーセン

トになったということでございます。以前は14.7パーセントの地産率でしたので、

目標数値よりかは大きく上回ってきたということでございます。 

 それと食材について、示せないかという部分でございますが、生産農家さん、ま

た地元の商業者さんにつきましては、22年、23年等におきまして、実際商品名ごと

で各農家さん、また業者さんの方に、年間これだけは使わせていただいたというこ

とで、品目別で示させていただいたところでございます。これによりまして、生産

農家さんあたりについては、１年間これだけ使用をしているんだなというようなこ

とをご理解いただけたと思います。しかしながら、まだまだ献立によっては、多く

使用するため、生産をしていただくという部分がございますので、今後農家さん等

と協議をしてまいりたい。またそれによって、地産率等向上をしていきたいと思っ

ておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） ８番 小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 農林課との連携について、もう尐し詳しく教えて下さい。 

議長（杉浦和人君） 教育委員会教育次長。 

教育次長（久村重次君） 再々質問にお答えをさせていただきます。 

 農林課との共同の部分でございますが、やはり地場産の部分で、生産農家さん等

におきましては、農林課も含めた形で会議等持っております。また独自で、町とし

てどういった部分が、生産を伸ばしていけるのではないか、そういった部分も、農

林課とは共同で会議を持っておるところでございます。やはり日野町の畑作は、な

かなか伸びてきておらない部分がございますし、田んぼでも獣害等の関係もござい
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ますので、なかなか伸びていかないということがございます。そういった部分にお

きましては、やはり農林課の方で政策を考えていただく中で、例えばハウスの補助、

獣害に対する対忚ができないのか、また生産を増やすためには、やはりハウスの栽

培をもっと増やしていかないといけないのではないかという、そういった部分につ

いても、今まで検討をさせていただいておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） それでは、２番目に入ります。スポーツ基本法には、スポーツ

は世界共通の人類の文化である。国民が生涯にわたり心身ともに健康で文化的生活

を営む上で、不可欠なものとなっている。スポーツは他者を尊重し、これと共同す

る精神、公正さと規律を尊ぶ態度や、好奇心を培い、実践的な思考力や判断力を育

む等、人格の形成に大きな影響を及ぼす。スポーツは人と人、地域と地域との交流

を促進し、地域の一体感や活力を醸成し、地域社会の再生に寄与、心身の健康の保

持増進にも重要な役割を果たし、健康で活力に満ちた長寿社会の実現に不可欠であ

る。国際競技大会における日本人選手の活躍は、国民に誇りと喜び、夢と感動を与

え、国民のスポーツの関心を高める。スポーツの国際的な交流や貢献が国際相互理

解を促進し、国際平和に大きく貢献するなど、スポーツは我が国の国際的地位の向

上にも、極めて重要な役割を果たすものである。全文では、スポーツの価値や意義、

スポーツの果たす役割の重要性が、多岐にわたり示されています。 

 以下、お尋ねします。 

 １つ、スポーツについて、町長の考え、所見をお尋ねします。 

 ２つ、体育振興費759万6,000円、内訳は、体育振興推進事業187万8,000円、スポ

ーツ振興事業291万7,000円、体育協会活動事業280万1,000円が計上されています。

私は、予算額が小さすぎると思います。スポーツ振興について、町の取り組み、抱

負をお尋ねします。 

 ３つ、先月２月24日、福島県猪苗代で開催されたフリースタイルスキーワールド

カップモーグルで、伊藤みき選手、大字大窪双六町出身が、Ｗ杯初優勝を見事に成

し遂げられました。その後３月７日ノルウェーで開催された世界選手権で銀メダル

獲得、続いて３月８日のデュアルモーグルで銀メダル獲得、そして３月３日札幌市

で行われた宮様国際大会モーグルで、伊藤さつき選手が優勝されました。おめでと

う、お見事、快挙であります。私も早速その栄誉をたたえ、町の歓迎の姿勢と町内

外にお知らせすることを、担当部局に呼びかけました。伊藤みき選手のワールドカ

ップ初優勝のポスター、一部不手際もありましたが作成されました。担当部局の迅

速な対忚を評価します。そのポスターにも、ソチ、ロシアオリンピックに向けてゴ

ーと書かれていました。町長の率直な感想と、ソチオリンピック2014年２月７日か

ら23日までに向けて、どのような構想、取り組みを考えておられるのか、お尋ねし
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ます。 

議長（杉浦和人君） 小林 宏君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 小林議員から、スポーツについてのご質問をいただきました。

既に質問の中で展開していただきましたように、スポーツというのは人間形成とか

かわって、大変大事なものであるというふうにお話なされましたが、私もそのとお

りであるというふうに思っております。町民の皆さん１人ひとりが、健康で生きが

いを持って生活を営む上で大変大事なものでございますし、また健全な体力、体を

つくる、精神をつくる、そういう意味でも大変大事なものであると、このように思

っておりまして、さらに振興充実をしていく必要があると考えております。 

 今もご指摘ありましたように、近年では、伊藤みきさんの活躍をはじめ、レスリ

ングの新海真美さん、園田新さん、平さん、またカヌーの坂田真さんなど、日野町

から日本の代表的な選手が世界の舞台で活躍されていることは、大変すばらしいこ

とであるというふうに思っております。こうした選手の活躍を見て、もっとこれに

続く人たちが出てくることを、期待をいたしております。あわせて、日野町では特

徴的に、ミニスポーツ教室も大変盛んにやっていただいております。ビーチバレー

だとかグラウンドゴルフということも含めて、たくさんの人がスポーツにかかわっ

ていただいております。幅広いスポーツ人口をつくる。そしてそうした中で、国内

でも世界でも活躍できる選手が生まれてくる、そういうような幅広い裾野の中で、

また活躍できる人が生まれてくる、そういうようなことにつながればいいな、この

ように思っています。 

 そうした中で、日野町におきましては、現在体育協会や日野町スポーツ推進員さ

んを中心、いろいろな取り組みを進めていただいております。日野町体育協会では、

競技団体を中心に、競技スポーツの向上に取り組むとともに、未来を担う子どもた

ちを対象とした各種教室も開催していただいております。近年では、スポーツ推進

員や健康推進員さんの協力のもと、住民課、福祉課、生涯学習課が連携しながら、

健康づくりを進める事業にも取り組んでいただいております。町といたしましても、

引き続き体育協会、日野町スポーツ推進員の皆さんと連携をしながら、地域スポー

ツの振興に取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。 

 次に、伊藤みきさんの大活躍についてでございますが、まさにご紹介がありまし

たとおり、ワールドカップ猪苗代大会において悲願の初優勝を果たされ、また３月

６日のノルウェーで開催された世界選手権において、見事銀メダルを獲得されると

いうことになりました。日野町から世界一となる選手が輩出されたことを、大変嬉

しく誇りに思っているところでございます。こうしたすばらしいニュースであるこ

とから、優勝を記念する横断幕を役場庁舎北側に設置をさせていただきました。あ

わせて、小林議員から、ひなまつり紀行に訪問される町外の方にもＰＲすべきでは



 

3-114 

ないかと、こういうアドバイスをいただく中でポスターを作成し、地域の皆さんの

ご協力をいただきながら、町内各所に掲示いたしたところでございます。来年に予

定されておりますソチオリンピックにつきましては、出場内定の動きを楽しみにし

ながら、そうした場合において、速やかに忚援体制がとれるように、町としても対

忚をしていきたいと考えております。前回のバンクーバーオリンピックと同様に、

町民の皆さんから協力をいただく中で、町をあげて日野町らしい温かな忚援ができ

るよう取り組んでまいりたいというふうに思っておりますし、何よりも伊藤みきさ

んが選手にまずは選ばれるよう、心より期待とお祈りをしたいと、このように思っ

ております。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） スポーツに対して、町長の前向きな発言をいただいたと思いま

す。町独自の振興を考えていただいて、スポーツ振興事業にもう尐し予算的な配慮

をいただけたら、スポーツを愛している若い人から高齢者の皆さんも、その点で大

変また喜んで励まれると思います。 

 それと、伊藤みきさんのことについて、大変評価、称賛されました。ぜひとも、

日野町、伊藤みきさんを利用しようというわけではございません。日野町に伊藤み

きさんありということで、大いに対外的に宣伝なり呼びかけをしていただきたいと

思います。その点について、お考えをお聞かせ下さい。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 伊藤みきさんの活躍は、町民に本当に明るい話題を提供してい

ただき、さらには、やはりこつこつと努力をすれば、夢がかなえられるという希望

も与えてくれていただいているというふうに思いますし、何よりも彼女がいつも帰

ってこられたときには、日野のことを大事に思っているよと、こういうメッセージ

を発していただいていることは、大変ありがたいことだなというふうに思っており

まして、私も存分に、伊藤選手というのは日野で生まれ育った子なんやでというこ

とを、そこかしこでＰＲをしていきたいと、このように思っております。 

 先日も、建築事務所の方がお見えになりまして、その冊子に日野町の取り組みを

インタビューに来ていただきましたので、早速ポスターを見せて、これはうちの選

手やでと、こういう話をしましたところ、長野県の人やと思うてたと、こういう人

もおられましたので、かなり認識を改めていただいたというふうに思っております。

オリンピックまでの間、存分にＰＲしていきたいと思っております。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 町長の今の言葉を期待しております。 

議長（杉浦和人君） 以上で８名の諸君の質問は終わりました。その他の諸君の一般

質問は明14日行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 
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－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14日に行いますので、定刻ご参集をお願いいたします。 

 以上を持ちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。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） 長時間、ご苦労さまでございました。 

－散会 １９時４３分－ 

 


