
5-1 

第２回日野町議会定例会会議録 

 

平成２５年３月２６日（第５日） 

開会 １３時５０分 

閉会 １６時３９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 

   １２番 平 山 敏 夫（途中退席） 

 

３．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（１７名） 

 町 長  藤 澤 直 広  副 町 長  岡 村 明 雄 

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

 教 育 次 長  久 村 重 次  総 務 課 長  平 尾 義 明 

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

 住 民 課 長  森 口 雄 司  福 祉 課 長  岡  常 夫 

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

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

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

 会 計 管 理 者  西 川 光 夫     

 

４．事務のため出席した者の職氏名（２名） 

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

日程第 １ 報第１号 専決処分の報告について 

〔質疑〕 

 〃  ２ 議第４号から議第４０号まで（滋賀県市町村議会議員公務災害

補償等組合規約の変更についてほか３６件）および請願第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 

〔委員長報告・質疑・討論・採決〕 

 〃  ３ 議第４１号 平成２５年度日野町一般会計補正予算（第１号） 

 〃  ４ 議員派遣について 

 〃  ５ 委員会の閉会中の継続調査について 
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会議の概要 

－開会 １３時５０分－ 

議長（杉浦和人君） 皆さん、こんにちは。全員ご起立をお願いいたします。 

 一同礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 ただいまの出席議員は全員であります。定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

 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。 

 初めに町長から発言を求められておりますので、これを許可いたします。町長。 

町長（藤澤直広君） ただいま、議長から発言の許可をいただきましたので、会議に

先立ち発言をさせていただきます。 

 今議会には、平成25年度予算をはじめ、平成24年度補正予算第４号、同じく第５

号を提案させていただいております。この中には国の経済対策を受けて実施する事

業が多数含まれております。国の経済対策については、日野町にとって必要な事業

について積極的に活用することとして、10億円以上を計画しているところでありま

す。 

 具体的には道路建設などに係る社会資本整備事業、下水道、農村下水道事業、農

道舗装などを行う農業基盤整備促進事業、小学校へのエアコン設置、桜谷小学校の

大規模改修などがあります。また、国の補正予算の活用と関連してこばと園の改築、

わらべ園の増園も予定しております。これらの事業は平成25年度に事業実施を予定

していたものや、ここ数年のうちに実施しようとしていたもの、さらには地域の要

望に答えようとするものでございます。これに要する財源は国庫補助金、後年度に

地方交付税が一定措置される補正予算債、さらに別途交付される地域の元気臨時交

付金という町にとって大変有利な仕組みとなっております。これらの事業の実施に

係る予算について、何とぞ格別のご理解とご協力をお願いするものでございます。 

 さて、今議会において学校給食問題等とかかわって、いろいろなご批判やご意見

をいただきました。こうした中で、ご提案もいただいたところでございまして、こ

うしたご提案にこたえさせていただくべく、議長のお力添えもいただき、中学校お

よび幼稚園へのエアコン設置につきまして、これに伴う予算を、本日、平成25年度

補正予算（第１号）として提出させていただきたいと考えております。また、桜谷

小学校の給食棟の改築については、早い時期に議会の参画も得て学校給食のあり方

などについて検討する会議のような組織を立ち上げ、研究、検討を行いながら校舎

棟の大規模改修工事とは分離し、着工の判断をしてまいりたいと考えております。 

 以上の点をご高察いただき、採決にあたりましては何とぞ私の意をお酌み取りい
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ただきまして、適切なるご判断をいただきますよう、よろしくお願いを申し上げる

次第でございます。 

議長（杉浦和人君） ただいま、町長より、議第40号の平成24年度日野町一般会計補

正予算（第５号）に関し、この間、議会での議論を踏まえ、町長の考え方、今後の

対忚について発言がありました。議員各位におかれましては、町長のただいまの発

言を憂慮し、表決にあたっては慎重なる判断を求めます。 

 ここで、総務課長より発言が求められておりますので、これを許可いたします。

総務課長。 

総務課長（平尾義明君） それでは、議長の許可をいただきましたので、発言させて

いただきます。 

 去る３月14日に開催されました厚生常任委員会において、議第28号、平成24年度

日野町水道事業会計補正予算（第２号）収益的収支収入において一般会計からの負

担金が減額補正されておりますが、議第19号、平成24年度日野町一般会計補正予算

（第４号）歳出において消防費との整合性が図れていないことについて、ご指摘を

受けました。つきましては、会計間の調整が不十分であったことで起こったことで

ありまして、今後このようなことがないよう留意してまいりますので、よろしくお

願い申し上げます。 

 具体的に申し上げますと、議第28号、平成24年度日野町水道事業会計補正予算（第

２号）の説明書171ページの収益的収支、収入第１款水道事業収益・第１項営業収益・

第３目その他営業収益、他会計負担金の消火栓維持管理負担金5,000円の減額補正が

生じているにもかかわらず、議第19号、平成24年度日野町一般会計補正予算（第４

号）において歳出第９款消防費・第１項消防費・第３目消防施設費負担金補助金お

よび交付金消火栓維持管理事業において、減額補正ができていなかったというもの

でございます。つきましては、一般会計からの支出を抑えることで処理させていた

だきたいと思いますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 日程第１ 報第１号、専決処分の報告についてを議題とし、町

長の説明を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） それでは、日程第１ 報第１号、専決処分の報告について。本件

につきましては、地方自治法第180条第１項の規定により、議会において指定されて

いる事項について専決処分したので、同条第２項の規定により報告させていただくもの

であります。 

 専決処分した内容は、平成25年２月20日午後１時20分ごろ日野町大字西大路1422

番地先の国道477号上において、町職員が運転する町有軽自動車が前方に停止中の工

事車両を避け反対車線に入り追い越した際に、対向車線から直進してきた相手方が運

転する普通乗用車と接触し、相手方車両の運転手席側ドアミラーを破損させたことによ
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り、平成25年３月14日に示談を成立させ、損害賠償の額を定めたものでございます。よ

ろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 以上で、専決処分の説明を終わります。 

 日程第１ 報第１号、専決処分の報告についてを議題とし、これより質疑を許可い

たします。質疑はありませんか。 

－な     し－ 

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

異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第２ 議第４号から議第40号まで滋賀県市町村議会議員公務災害補償等組合

規約の変更についてほか36件を、および請願第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一括議題とし、各委員長

より審査結果の報告を求めます。 

 総務常任委員長 ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 皆さん、こんにちは。それでは、平成25年第２回３月定例会の総

務常任委員会の委員長報告をいたします。 

 去る３月21日、午前８時59分より第２委員会室において開催いたしました。出席

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

 町長のあいさつをいただき、続いて議長のあいさつをいただきました。 

 はじめに委員長から本委員会に付託されました案件について、委員会の審査は案

件ごとに行い、議案の説明については既に議員全員協議会において受けております

ので、直ちに質疑に入り、全案件の質疑終了後に一括に討論を行い、その後採決を

行う旨図り、承諾を得ました。 

 ９時１分、議第４号、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

いて質疑に入りました。 

 委員より、定数が12名から11名になった理由は何か。総務課長、構成９団体とは、

６町と甲賀、野洲、高島の３市であります。ここに町村会正副会長２名で11名とな

ります。以前までは正副会長３名となっていたものを現状に合わせて２名とした。 

 委員より、議員というのはどこの議員か。総務課長、構成団体の議長です。 

 ほかに質疑なく、質疑を終了し、９時４分、議第５号、滋賀県市町村職員退職手

当組合を組織する地方公共団体および規約の変更について質疑に入りました。質疑

なく、９時５分、議第38号、平成25年度日野町西山財産区会計予算について質疑に

入りました。 

 委員より、各財産区の設立経過はいろいろあるが、町当局の今後の方向性はある
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か。総務課長、以前にも議員から質問があり県と相談しましたが、財産区組合員と

各自治会構成員と違う場合があるので、返していくことは難しいと考えます。返す

方向で検討はしていきたいが、難しいと考えます。 

 委員より、地元の声はどうか。財産区書記、町の職員なので安心してもらってい

る。地元でという話はありません。 

 委員より、地元で責任を持ってやってもらうべきと思うので、検討を願いたい。

財産区書記、町長の選任により管理会委員となっていただいています。また、地元

では委員会もあり、年２回委員会を開催し、施設の改修・修繕なども含めて積極的

にかかわってもらっています。 

 ほかに質疑なく、質疑を終了し、９時12分、一括討論に入りました。 

 討論なく、９時13分、総務常任委員会に付託されました議第４号、５号、38号に

ついて反対討論がなく、一括採決しました。全員賛成であります。よって、議第４

号、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２件は、原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上で、本委員会に付託されました案件については、審査を終了し、９時14分会

議を閉じ、町長より閉会のあいさつを受けました。 

 ９時20分再開し、引き続き会議を開きました。 

 はじめに委員長から、本委員会に付託されました請願について、審査は紹介議員

より説明を受け、質疑を行い、質疑終了後に討論を行い、その後採決を行う旨図り、

承諾を得ました。 

 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、審議に入りました。 

 委員長より、請願についての審議を始めます。紹介議員より請願の趣旨説明をお

願いします。 

 委員より、23年３月議会で制定された議会基本条例の中に一部倫理規定があるが、

それでは足りないのではないかということで、麻原克司さんより請願が出されまし

た。議員の倫理が守られていないので倫理規定の制定の請願が出された。請願の中

身は皆さん一読されたら分かると思います。 

 委員より、請願人の麻原さんは人権擁護委員を委嘱されているが、人権擁護委員

として住民への人権が侵害されないような活動をされている。このような方がこの

ような請願を出されるということに疑問があるのだが。議長、請願権は憲法で保障

されている。「何人とも」と書いてある。要職にあるものはだめだとはどこにも書い

てない。何人ともということを逸脱してしまってはいけない。 

 委員より、この請願を提出された方は、自分の立場を分かってされているのかと

いうことに疑問を抱いたためにこんなことを言った。 
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 委員より、15条１項にある「大幅に逸脱するような振る舞い」とあるのは平山議

員のことだと思うが、現在、判断が下されてない中で、横暴な振る舞いが行われま

したと決めつけておられる。この表現自体が倫理に欠けていると思う。議員の政治

倫理については議会基本条例の第15条でうたわれていると考える。改正の必要性は

ないと判断しているので、倫理規定条例の制定の必要はない。 

 委員より、基本条例作成時に第15条の問題は議論した。基本的なことは書いたが

あとは本人の自覚の問題ということで、これ以上書く必要はないとの判断だった。

東近江市には倫理条例があるが、現在の議会の関係諸法の条文で十分運用できると

思う。現行の条例を活用すれば事足りる。あえて今つくらなくとも基本条例の重み

を尊重するべき。議長、議会の問題であり、議会としての責任も感じているが、東

近江市では民事では議員を辞職した方がおられる。確かに倫理は本人の倫理の問題

であり、確かにそこまで深く書く必要はないとの判断だった。今の件は警察から検

察へ書類送検されている。これは、法律上は容疑者（以下、同という）である。起

訴になるか裁判になるか分からないが、現時点では同である。嫌疑がかけられてい

れば同であり、社会通念上も同である。同なればこういうことになれば、どこかの

時点で責任を果たすべきである。責任が果たされていたら倫理規定なんかいらない

はずだ。公式の場で説明すべきである。説明していないから倫理規定の必要がある。

自ら律するべきだ。 

 委員より、起訴されて同となっている状態であるが、本人が認めていない上は自

らを律することにならない。議長、やっていないと言うならば、やっていないこと

を公開すべきだ。議員としての責任を果たすべきだ。それができていない。議長へ

の質問が来たので本人に確認したが、やっていないと言う。相手はやったと言う。

ならば公式の場で釈明すればいいのではないか。 

 委員より、公式の場というが、議会報告会で議員はやっていないと回答したはず

だが、あれは公式の場ではないのか。議長、マスコミを呼んで、記者会見すべきだ。

あのときは「答えられません」との回答だった。 

 委員より、その場に委員はいたのか。 

 委員より、現場にいました。このような行為は認識していないのか。基本条例の

いきさつは知らないが、条例の中で処理できるものなら、このような請願は出てこ

ないはずだ。このような中でやむにやまれず出てきたものだと思う。 

 委員より、私は現場にいた。暴力の認識はない。チラシなどの内容ではひどい暴

力のような表現があるが、倒れたのは足場が悪くそれが原因と思う。ズボンが破れ

たのも確認している。たまたまバランスを崩されたとの認識だった。相手に確認し

たが、「どうということはない」との返事。本人はどうもないとのことであった。後

から批判が出てきたこと自体が人権侵害のおそれがある。人権を守るべき人がこの
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ようなことでは問題があるのではないか。議長、ビラが事実無根なら、記事の訂正

謝罪や慰謝料の要求をすればどうかと言いました。私ならそのようにします。我々

は議会の自分たちの立場を守る立場として、そうすべきです。 

 委員より、そういうことに対して検察庁の調査にゆだねて対忚されたことは紳士

的な態度だったと思う。 

 委員より、私は議員から問題ないと聞いているが、白黒を決める立場にはない。

どういう判断が出ようと、今、倫理条例をつくる理由はない。検察の判断が出てか

ら責任追及すればよいのである。 

 委員より、私はこの場にいましたが、詳しいことはこの場では言いませんが、選

挙中に威嚇行為をしなかったらよいのだし、周りの人からも同じ議員なら何でとめ

ないのかと言われた。 

 委員より、議員は公的な立場であるので、請願にこたえてほしい。町民から認め

られた議員であるので、基本条例だけでは手ぬるいと思うので請願を受けてほしい。 

 委員より、倫理規定条例をつくることの目的が分からない。議長、請願を受けた

からといってそのとおりのものでなくても議会で議論すればよいのである。つくる

かつくらないかは議会が運用していくものだ。 

 委員より、議会としてこの事件を認めたことになるので、そこまで皆さん全員が

確信を持っているのか心配している。 

 委員長、議論は鉄道のレールのごとく平行線であり、審議を終了し、10時１分討

論に入りました。ここで平山委員退席。 

 委員より、請願に反対である。第１に、この請願を受けるのは事件を事実として

認めたことになる。第２に、現行の基本条例を運用すれば事足りる。第３に、請願

者が人権擁護委員であることを思うと、問題があると考える。 

 委員より、賛成の立場で討論します。１つ目は検察に送られている同であること

は事実である。また、運動員が被害に遭っているのだから、その方の人権を擁護す

る立場から、こんなことになるまでに議会できちんと判断すべきだった。我々は結

論から逃げたことになる。これに対して、麻原氏からきちんと対忚すべきとの意見

が出たこととなる。我々が反省すべきと思う。 

 以上で討論なく、討論を終了し、10時６分採決に入りました。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は、賛成多

数で採択するものと決しました。委員長の責任において委員会報告を行う旨図り、

承諾を受けました。 

 10時10分、総務常任委員会を閉会しました。 

 以上、総務常任委員会、委員長報告といたします。 

議長（杉浦和人君） 次に、産業建設常任委員長 10番、東 正幸君。 
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10番（東 正幸君） それでは、平成25年日野町議会第２回３月定例会の産業建設常

任委員会の委員長報告をいたします。 

 委員会は、去る３月19日火曜日午後１時58分より第２委員会室で開会いたしまし

た。出席者は、議会より委員全員であります。執行側より藤澤町長はじめ、岡村副

町長、竹村総務政策主監、各関係担当課長、各関係職員であります。また、ほかに

傍聴者が２名ありました。 

 開会あいさつの後、町長よりあいさつを受け、今回、委員会への付託案件は、議

第６号、町有財産の譲与についてほか、12件であります。 

 まず、議第６号、町有財産の譲与についてを議題とし、既に全員協議会において

説明を受けていたので、直ちに質疑に入りました。 

 委員より、財産の譲与について、譲渡される実施日や契約される名義などはどの

ようになるのか。答弁として、譲与は無償での譲渡とし所有権が移ることとなり、

契約の相手方はそのときの農業組合長となる。建物の所有権が農業組合に移り、所

有者が維持管理をする。土地については普通財産に移行し、賃貸借契約を豊田農業

組合と交わし、名義は日野町でありますので一定の期間での継続契約になる。 

 委員より、農業組合との契約となるが、豊田は１区から５区まである全体の組合

と行うのか、維持管理についての契約はどのようになるのか。答弁として、豊田地

区の農業組合は１組合であり、財産管理委託契約を行い、維持管理経費は豊田農業

組合負担となる。 

 委員より、税関係で土地は町であるが建物はどのようになるのか。答弁として、

自治会等で所有されている会所と同様の扱いとなり、一定免除等がされる。 

 続いて、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

いてを議題とし、質疑に入りました。 

 委員より、道路構造の基準を決めるということであるが、岡本町にわらべの施設

の話がある。道路の基準としての接道要件があって、道路構造上、公共施設ができ

ても問題はないのか。事前の協議はされたのか。また、都市計画に伴って、市街化

区域内での道路のラインや停止線がよく消えている。この条例を制定するにあたっ

て万全の状況と言えるのか。答弁として、現在の道路幅は３メートル弱で、建築基

準法の接道は４メートルであり、要件を満たしていないと言える。道路に対する事

前協議はしていない。ライン標示について、特に停止線については補修または新設

は公安委員会がすべきものであって、道路管理者がすべきものではないが、安全面

から危険な箇所については処理をしている。外側線も消えているが通行量の多い箇

所を優先的に行い、順次行っていきたいと考えている。また、規制標識および規制

に係るライン標示について公安委員会が復旧なり設置をするが、新設道路に伴う標

示は道路管理者が設置するものである。 
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 続いて、議第13号、日野町道路標識に関する寸法を定める条例の制定についてを

議題とし、質疑に入りましたが、質疑なく、続いて議第14号、日野町高齢者、障害

者等の移動円滑化のために必要な道路の構造等に関する基準を定める条例の制定に

ついてを議題とし、質疑に入り、委員より、議第14号だけではないが、今回の地域

改革・地方分権という形で地域の自主性を尊重するという意味で各条例の制定とい

うことであるが、国または県の基準に沿って行ったものと、そのまま記載したもの、

また、国・県の基準を参考にしたものなど、どうなのか。答弁として、この条例の

内容は、技術的基準がほとんどであり、国の法律に基づいて県が条例を制定し、国

の条例を参酌し、必要のないものは削除し、町については県の条例を参酌し、町に

不要なものは削除した。国・県に参酌した中で、町独自で条例に反映したものはな

いが、今後、地域の事情を含めて変えられるようなら検討していきたい。 

 ほかに質疑なく、続いて、議第15号、日野町準用河川に係る河川管理施設等の構

造に関する技術的基準を定める条例の制定についてを議題とし、質疑に入りました。 

 委員より、準用河川の対象となる河川はどこか。答弁として、準用河川は８河川

を管理している。河川は内池の内池川、鳥居平の上人谷川、小御門の黒道川、杉の

猿川、清田の大平川、大谷の大谷川、徳谷の浄光寺川、蓮花寺の鳥羽谷川の８河川

となっている。 

 続いて、議第16号、日野町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを議題とし、質疑に入りました。 

 委員より、占用面積１平方メートル当たり１年間820円と定められているが、市街

化区域と調整区域では固定資産税の評価も違うが、一律820円という価格の認識はど

うか。また、担当者としてこの額が妥当なのかどうか。答弁として、820円の根拠は、

国・県と同額としました。町独自で市街化区域や調整区域で差をつけることはして

いません。他の占用料についても、すべて一律として１平方メートル当たり820円は

妥当と考えている。 

 続いて、議第17号、日野町都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてを

議題とし、質疑に入りましたが、質疑なく、続いて、議第22号、平成24年度日野町

住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）についてを議題とし、建設計

画課長より説明を受け、質疑に入りました。 

 委員より、貸付残高の状況はどうか。答弁として、滞納は６人で８件であり、２

月末現在で住宅新築資金が６件、2,026万5,136円で、宅地取得資金が２件の264万

3,014円である。 

 続いて、議第23号、平成24年度日野町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

についてを議題とし、上下水道課長より説明を受け、質疑に入りました。 

 委員より、公共下水道で五月台の平成24年度の進捗状況はどうか。また、全面的
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な舗装はどうなのか。答弁として、３団地については、椿野台は上・下水道の配管

工事がすべて完了し、舗装が残っている。青葉台は上水道の配管工事が完了し、舗

装が残っている。五月台は24年で上水道、下水道で全体の約20パーセントの配管工

事が完了し、全体の30パーセントは上水道仮設配管が済んでいる。50パーセントは

手つかずであり、舗装はすべて残るが、25年度で上・下水道の配管工事はすべて完

了させ、舗装工事は平成26年度、27年度で完了の予定をしている。 

 続いて、議第24号 平成24年度日野町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３

号）についてを議題とし、担当課長の説明を受け、質疑に入りました。 

 委員より、農業集落排水事業費追加分の備品購入について、汚泥脱水乾燥車の目

的と、いつごろ購入する予定なのか。答弁として、目的については、農業集落排水

処理管理費で大きな費用を占める人件費、電気料金、修繕費、汚泥抜き取り手数料

となっている。汚泥脱水乾燥車を購入し、汚泥を肥料としてリサイクルし、汚泥手

数料の削減を図るものである。購入は６月の定例議会で審議をお願いしたい。 

 委員より、汚泥引き取り費用はどれくらい削減が見込めるのか。肥料として使え

るのはどれくらいか。また、日野町の農村下水道の使用料は県下ではどれくらい安

いのか。理由はどうか。これに対して答弁として、現在の手数料が９施設で年間850

万円から950万円かかっている。汚泥脱水乾燥車の維持管理費が年間約350万円とな

り、約500万から600万円程度の削減ができる。汚泥を肥料として登録し、１戸当た

り年間20キログラムの袋で１袋から２袋となり、農地への散布を期待している。使

用料については県下で一番安価であり、県下で市町職員が資格を取り、管理してい

るのは日野町だけであると聞いている。職員が携わることでいろいろと工夫ができ、

削減が図れることが大きいと思われるとともに、受益者の皆さんの日常管理の協力

が大きいと思われる。 

 委員より、汚泥脱水乾燥車を使い経費の削減をされるが、合特法の関係で、し尿

処理業者への影響はどのように対忚されるのか。答弁として、合特法については、

２次合特の期間が平成25年度に終わり、基本的には２次で終わるのかなと思ってい

るが、ただ、ライフ組合の中での議論となるが、その分の仕事がなくなるというこ

とにはならないと思っている。 

 委員より、６月に脱水機を購入し、その作業に従事する。し尿の抜き取りで、今

までの契約から今年度はし尿処理をどこへ契約したのか、解除したのか。この業務

は委託になるのか。業界は了解されているのかの問いに対して、答弁として、現在

の予算で脱水乾燥車の発注をし、今年中に完成すると思っている。実際稼働するの

は来年１月か２月になってくる。合特法の関係では業者の方との話をする中で、町

としては、農村下水道の受益者の皆さんから使用料をいただき維持管理をしている。

その辺の費用を削減するため、こういう形をとったものであり、町内の１社と話を
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し、対忚している。 

 委員より、それは委託ではなく職員が行うと理解していいのか。答弁として、職

員１名と資格を持った嘱託１名、その２名で実施していきたいと思っている。 

 続いて、第32号、平成25年度日野町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算につい

てを議題とし、質疑に入りましたが、質疑なく、続いて、第33号、平成25年度日野

町公共下水道事業特別会計予算についてを議題とし、質疑に入り、委員より、下水

道工事は、24年度、曙も供用開始され舗装工事が残っているが、３団地について、

五月台が26、7年度で終わると日野町の下水道工事がすべて終わるのか。答弁として、

３団地と五月台の配管工事が終わると一段落となるが、第二工業団地の中で、要望

はないが、一部管路を施工していないところがある。また、現在、他の地域の会社

から相談があるので、その対忚もしていきたいと思っている。 

 委員より、住宅については完了することになるのか。答弁として、農村下水道と

のつなぎ込みがあるが、それ以外の住宅はおよそ100パーセント近く完了する。 

 続いて、第34号、平成25年度日野町農業集落排水事業特別会計予算についてを議

題とし、質疑に入りましたが、質疑なく、これで質疑を打ち切り、各案一括で討論

に入り、反対討論なく、一括採決に入り、議第６号、町有財産の譲与についてほか

12件について、全員起立賛成により原案どおり可決決定すべきものと決しました。 

 以上で、当委員会に付託されました案件の審議はすべて終了し、町長のあいさつ

を受け、午後３時10分、閉会をした。 

 以上で、平成25年度日野町議会第２回定例会産業建設常任委員会の委員長報告と

いたします。 

議長（杉浦和人君） 次に、厚生常任委員長 11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） それでは、平成25年第２回３月定例会における厚生常任委員会

の委員長報告を行います。 

 当委員会は、平成25年３月14日木曜日午後１時59分より委員会室において、議会

より委員全員、執行側より藤澤町長、岡村副町長、竹村総務政策主監をはじめ、各

担当課長、課長補佐、参事、専門員、主任等の出席のもと会議を行いました。 

 町長あいさつの後、厚生常任委員会に付託された案件について順次審査に入りま

した。 

 本委員会の審査は付託された案件ごとに行い、平成24年度各特別会計の補正予算

については担当課長の説明を受け、その他の案件については既に議員全員協議会に

おいて説明を受けておりますので、直ちに質疑に入ることといたしました。 

 まず初めに、議第７号、町有財産の処分について審議に入りましたが、質疑なく、

続いて、議第８号、日野町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を

定める条例の制定について、質疑に入りました。 
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 委員より、国の従うべき基準と思われるが、すべて国の基準となっているのかと

の質問に、課長より、この条例については、従うべき基準ということで１条、２条

はそうなっている。３条については法人とするという中の２項で暴力団については

排除していくことで、町が独自で提案したものであるとの答弁がされ、他に質疑な

く、質疑を終了し、次に、議第９号、日野町指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備および運営に関する基準を定める条例の制定について、質疑に入りました。 

 委員より、包括支援センターとのかかわり、連携はどうなるのかについての質問

が出され、課長より、国の地方主権改革一括法により、町がこれまで厚生労働省令

で定められていた地域密着型指定基準を定めるもので包括支援センターとは関係な

いとの答弁があり、他に質疑なく、質疑を終了し、次に、議第10号、日野町指定地

域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに指定地域密着型

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の制定についての質疑に入りましたが、質疑なく、質疑を終了し、次に、議

第11号、日野町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についての質疑に入りま

した。 

 委員より、本部長は町長がなるのかとの質問に、課長より、この条例で、本部長

にだれがなるかという規定はないが、別に組織規程を設け、本部長を町長、副本部

長を副町長、本部員を本部長が定めるものとして、庁内の管理職を中心に組織立て

て対策本部を設置し対忚をすることにしているとの答弁があり、他に質疑なく、質

疑を終了し、次に、議第18号、日野町介護老人保健施設設置条例を廃止する条例の

制定について質疑に入りましたが、質疑なく、質疑を終了しました。 

 次に、議第20号、平成24年度日野町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）に

ついて、担当課長の説明を受け、質疑に入りました。 

 委員より、医療費の伸びが高くなったということと滞納との関係はとの質問に対

し、課長より、当町の国保会計で約４分の１を占めているのが国保税です。近年、

医療費の伸びが著しいが、税の滞納分を国費や療養給付費などの歳入で見込めるも

のではない。予算内でやりくりすることになる。 

 委員より、全体の中で調整をするのかとの質問に、他に歳入が見込めない分は、

国保税を上げて充てなくてはならないとの答弁がされ、他の委員より、前期高齢者

交付金は、毎月中央から入金されるものなのかとの質問に対し、課長より、この交

付金は、65歳から74歳までの偏在による保険者間への負担の不均衡を調整するもの

で、社会保険診療報酬支払基金から毎月入ってきている。 

 委員より、今回の補正額904万4,000円は何ヵ月分なのかとの質問に、専門員より、

国の交付基準により一定係数が定まる。それに加入率を計算し年間額で確定した結

果、予算より多く入ってきたものであるとの答弁があり、また、他の委員より、医
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療費が伸びた要因はとの質問に、課長より、24年度は高い水準で保険給付費の支払

いをしている。高い医療費となる要因としては、入院に係る分が増えていると分析

をしているとの答弁があり、他に質疑なく、次に、議第21号、日野町簡易水道特別

会計補正予算（第１号）についてと、議第25号、平成24年度日野町介護老人保険施

設特別会計補正予算（第１号）について、次に、議第26号、平成24年度日野町介護

保険特別会計補正予算（第３号）について、次に、議第27号、平成24年度日野町後

期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について、各担当課長の説明を受け、質

疑に入りましたが、質疑なく、質疑を終了いたしました。 

 続いて、議第28号、平成24年度日野町水道事業会計補正予算（第２号）について、

担当課長より説明を受け、質疑に入りました。 

 委員より、消火栓維持管理負担金がマイナス5,000円となっているが、戻し入れが

できていないのではとの質問に、課長より、一般会計で5,000円の不執行で処理をさ

せていただきたい。受けの予算が5,000円尐ないということ。支出はそれ以上を見て

いる。会計上支障はないとの答弁がされました。 

 委員より、誤りは誤りで、本会議で訂正すべきだとの指摘がされ、このことにつ

いては先ほど、総務課長より説明がされました。他に質疑なく、質疑を終了し、続

いて、議第30号、平成25年度日野町国民健康保険特別会計予算、議第31号、平成25

年度日野町簡易水道特別会計予算、議第35号、平成25年度介護老人保健施設特別会

計予算について、各議案、質疑なく、質疑を終了し、次に、議第36号、平成25年度

日野町介護保険特別会計予算について、質疑に入りました。 

 委員より、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費は、何件分の想定か。

また、介護予防福祉用具購入費、介護予防住宅改修費についても何件分の想定かと

の質問に対し、課長補佐より、前年度の実績に係数を掛け積算をしている。件数は

ばらばらであり確定していないとの答弁があり、他の委員より、事業にかかわる職

員は６名であるのに比率は30パーセントとなっている。６人に30パーセントの比率

はあり得ないと思うがとの質問に対し、課長より、滞納整理には職員が10名で対忚

している。そのうち３人に支出したことで30パーセントを計上しているとの答弁が

あり、他の委員より、高額介護サービス費等貸付金の30万円は、借りるのに規定が

あるのかとの質問に対し、課長より、貸し付けの実績はないが、自己負担が高くな

ったときに規約に基づいて貸し付けしようとするものである。前年度の住宅改修の

実績については52件あり、平均10万5,000円であるとの答弁があり、他の委員より、

給付費は前年度と比べて5,431万6,000円である。25年度もこれぐらいの伸びかとの

質問に、課長より、第４期事業計画で全体給付費が年平均14億円ほどある。第５期

事業計画では、年平均約15億円の給付を見込んでいる。そういう意味で、給付費は

伸びてきている。 
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 委員より、5,000万ぐらいの伸びになるということでよいのかとの質問に、課長補

佐より、率については平成23年度との比較で５パーセントの伸びとなる。最終は未

確定だが、これ以内の４パーセント程度におさまると見込んでいるとの答弁がされ、

他に質疑なく、質疑を終了し、次に、議第37号、平成25年度日野町後期高齢者医療

特別会計予算について、質疑に入りました。 

 委員より、職員２人で12.5パーセントとなっている。８分の１か16分の１になる

と思うがとの質問に対し、課長より、職員16名のうち２名に支出しているとの答弁

があり、他に質疑なく、質疑を終了いたしました。 

 次に、議第39号、平成25年度日野町水道事業会計予算について、質疑に入りまし

たが、質疑なく、質疑を終了し、各案一括の討論に入りましたが、討論なく、議第

７号ほか17件については一括採決をし、起立全員により、原案どおり可決すべきも

のと決しました。 

 午後３時11分、町長閉会のあいさつを受け、本委員会に付託されました案件はす

べて審査を終了いたしました。 

 これで、厚生常任委員会の委員長報告を終わらせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 次に、予算特別委員長 ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 予算特別委員会委員長報告を行います。 

 ３月15日の午後、18日の午前と午後の１日半、予算の審査を行いました。出席者

は委員12名と議長、すなわち全議員が出席し、執行側からは町長、副町長、教育長

以下、総務政策主監、教育次長、担当の課長、館長、参事、課長補佐、専門員、主

任などの関係職員が出席。 

 ３月15日は午後１時30分より午後５時47分まで委員会を持ちました。３月18日は

午前９時より午後２時52分まで委員会を持ちました。 

 15日は、町長と議長よりあいさつを受けた後、議第19号、平成24年度日野町一般

会計補正予算（第４号）の説明を担当課長より受け、その後質疑に入りました。 

 次に、議第40号、平成24年度日野町一般会計補正予算（第５号）の審査を行いま

したが、担当課からの説明は、既に議員全員協議会において受けておりますので、

説明は省略し、直ちに質疑に入りました。 

 18日は、議第29号、平成25年度日野町一般会計予算の審査を行いましたが、担当

課からの説明は、過日開催されました議員全員協議会において受けておりますので、

説明は省略し、質疑に入りました。 

 次に、全議案の質疑終了後に、一括討論を行い、その後採決を行いました。 

 それでは、まず議第19号、平成24年度日野町一般会計補正予算（第４号）につい

ての委員会報告を行います。まず、第１条、歳入歳出予算の補正のうち、特定財源

を除いた歳入と歳出に入り、第１款議会費・第２款総務費・第９款消防費・第11款
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公債費およびこれに伴う特定財源、ならびに第２条継続費の補正、第３条繰越明許

費および第４条地方債の補正のうち、該当する事業等について担当課長より説明を

受け、質疑に入りました。 

 委員等よりの質疑は、第２条継続費の補正、日野町役場庁舎耐震補強その他工事

事業について２人から、歳入では、第20款・諸収入の一般財源について、歳出では、

第２款・総務費で、公用車管理事業、路線バス対策事業、衆議院議員選挙費につい

て質疑があり、担当課長と主任より的確な答弁がありました。 

 次に、第３款民生費・第４款衛生費およびこれに伴う特定財源、ならびに公立保

育所こばと園整備事業に係る第３条繰越明許費および第４条地方債について担当課

長より説明を受け、質疑に入りました。 

 委員等よりの質疑は、特定財源の歳入、第12款・分担金及び負担金の保育所広域

入所負担金について、歳出では、第４款・衛生費の母子保健事業について質疑があ

り、担当課長より的確な答弁がありました。 

 次に、第５款労働費・第６款農林水産業費・第７款商工費・第８款土木費および

これに伴う特定財源、ならびに第３条繰越明許費および第４条地方債補正のうち、

該当する事業等について、担当課長より説明を受け、質疑に入りました。 

 委員等よりの質疑は、第６款・農林水産業費では、近江米振興対策事業について、

グリム冒険の森管理運営事業について、猟区管理事業について、第７款・商工費で

は、観光資源保存活用事業について、第８款・土木費では、社会資本整備総合交付

金事業について、急傾斜地崩壊対策事業について、公営住宅管理事業について質疑

があり、担当課長と主任より的確な答弁がありました。 

 また、要請として、政府が今後、地域経済再生事業というものを提案されそうな

ので、日野町でやるというものがあれば、お知らせ願いたいとの要請がありました。 

 次に、第10款・教育費およびこれに伴う特定財源、ならびに第３条繰越明許費の

うち、特定地域再生事業について、担当課長より説明を受け、質疑に入りました。 

 委員等よりの質疑は、特定地域再生事業に集中し、４名の方から質疑、担当課長

の忚答があり、暫時休憩の後、委員長より建物を含めての購入の場合、700万円を超

えると議会の議決が必要となるので、公有財産購入の議案提出がされることになる

ことを申し上げました。町長よりは議決逃れをしないこと、透明性の確保、適正価

格での購入が表明されました。以上、議第19号、平成24年度日野町一般会計補正予

算（第４号）についての質疑の報告とします。 

 次に、議第40号、平成24年度日野町一般会計補正予算（第５号）についての委員

長報告を行います。 

 委員等よりの質疑は、桜谷小学校大規模改修事業の給食室の改築についてのみで、

３名の方から質疑、町長、教育長、教育次長、担当参事より忚答があり、給食施設
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の今後のあり方等々について熱く議論が交わされました。 

 以上、議第40号、平成24年度日野町一般会計補正予算（第５号）についての質疑

の報告とします。 

 次に、18日の審査、議第29号、平成25年度日野町一般会計予算についての委員長

報告を行います。 

 まず、第１条、歳入歳出予算の補正のうち、特定財源を除いた歳入の質疑に入り

ました。 

 委員等よりの質疑は、第１款・町税では、町民税の滞納繰越分について、固定資

産税の滞納繰越分について、町たばこ税について、第７款・ゴルフ場利用税交付金

について、第10款・地方交付税について質疑があり、担当課長より的確な答弁があ

りました。 

 次に、歳出に入り、第１款議会費・第２款総務費およびこれに伴う特定財源、な

らびに第３条地方債のうち、一般事業債、庁舎耐震改修事業および臨時財政対策債

についての質疑に入りました。 

 委員等よりの質疑は、全体を通して、事業費増に対する職員対忚について、給料

および退職手当について、第２款・総務費では、公用車管理事業について、路線バ

ス対策事業については２人から、男女共同参画社会づくり事業について、情報管理

事業について、情報管理事業の滋賀県町村会負担金について、山岳遭難対策事業に

ついて、賦課徴収事務事業の空中写真測量業務負担金について、税務電算システム

管理事業について質疑があり、担当課長と参事より的確な答弁がありました。 

 また、要望として、交通安全対策関係で、水銀灯、ナトリウム灯、ＬＥＤ灯によ

る水稲等への対策としてのカバーの敷設要望が、賦課徴収事務事業の空中写真測量

関連で、写真の公開要望が出されました。 

 次に、第９款消防費・第11款公債費・第12款予備費およびこれに伴う特定財源、

ならびに第３条地方債のうち、防災基盤整備事業債、消防防災施設整備事業、第４

条一時借入金、第５条歳出予算の流用についての質疑に入りました。 

 委員等よりの質疑は、第11款・公債費の繰上償還元金についてされ、担当課長よ

り的確な答弁がありました。 

 次に、第３款・民生費およびこれに伴う特定財源、ならびに第３条地方債のうち、

社会福祉施設整備事業債、公立保育所こばと園整備事業費についての質疑に入りま

した。 

 委員等よりの質疑は、民生委員・児童委員活動事業について、路線バス福祉対策

事業について、シルバー人材センター運営事業について、児童健全育成事業につい

ては２人から、保育所園児数に対しての保育士人数について、公立保育所こばと園

整備事業について質疑があり、担当課長より的確な答弁がありました。 
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 次に、第４款・衛生費およびこれに伴う特定財源、ならびに第２条債務負担行為

のうち、集団健康診査等業務委託料についての質疑に入りました。 

 委員等よりの質疑は、母子保健事業について、育成医療・養育医療給付事業につ

いて、予防接種事業については２人から、環境保全対策事業について質疑があり、

担当課長と参事より的確な答弁がありました。 

 次に、第５款労働費・第６款農林水産業費・第７款商工費およびこれに伴う特定

財源、ならびに第２条債務負担行為のうち、日野町小規模企業者小口簡易資金貸付

事業についての質疑に入りました。 

 委員等よりの質疑は、第５款・労働費では緊急雇用創出特別対策事業について４

人から、第６款・農林水産業費では、有害鳥獣駆除事業について、グリーンツーリ

ズム推進事業については２人から質疑があり、担当課長と参事より的確な答弁があ

りました。 

 第７款・商工費は、質疑がありませんでした。 

 また、要望として、日野町の観光発展に向けてグリーンツーリズム推進事業に一

般の受け入れも含めて取り組まれたいとの要望が出されました。 

 次に、第８款・土木費およびこれに伴う特定財源、ならびに第３条地方債のうち

公共事業債、社会資本整備総合交付金事業についての質疑に入りました。 

 委員等よりの質疑は、地籍調査事業について、社会資本整備総合交付金事業につ

いては３人から、河川管理事業について、急傾斜地崩壊対策事業について、公営住

宅管理事業について質疑があり、教育次長と担当課長より答弁がありました。 

 次に、第10款・教育費およびこれに伴う特定財源についての質疑に入りました。 

 委員等よりの質疑は、当日配付された資料、平成25年度教員および学習支援員等

配置状況について３人から、子ども読書活動推進事業について、地区公民館管理事

業について、文化財関連で平成20年３月議会での教育委員会生涯学習課の答弁につ

いて、文化団体活動事業の科学活動推進団体補助金について、第３目・学校給食費

については５人から質疑があり、教育長、教育次長、課長、館長、担当参事より答

弁がありました。 

 以上、議第29号、平成25年度日野町一般会計予算についての質疑の報告とします。 

 以上で、付託されました議第19号、平成24年度日野町一般会計補正予算（第４号）

と議第40号、平成24年度日野町一般会計補正予算（第５号）と、議第29号、平成25

年度日野町一般会計予算についての質疑を終え、討論に入りました。 

 小林委員より、議第19号、平成24年度日野町一般会計補正予算（第４号）の特定

地域再生事業１億2,413万円について、反対討論がありました。経費の無駄遣い、今

後の維持管理に多くの経費を要すること、また、公有財産購入費5,600万円が不明瞭

であるとしての反対討論でありました。 
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 次に、對中委員より、特定地域再生事業について、賛成討論がありました。日野

町の価値ある歴史を、また、資料を残すためにこの建物の確保が必要だ。町単独の

事業でなく、有利な国の補助事業、長年の地元からの要望も含めての懸案事業であ

ったことが解決されるとしての賛成討論でありました。 

 髙橋委員より、議第40号、平成24年度日野町一般会計補正予算（第５号）の桜谷

小学校大規模改修工事に給食室の改築工事が含まれることに不信と疑念を抱き、こ

の給食室改築工事費１億2,500万円を幼稚園と中学校のエアコン設置費に組み替え

られるよう求めての反対討論がありました。平成25年度より、幼稚園と小学校のあ

り方を検討する研究会が設置される。この研究会での検討結果を待ってから、小学

校の給食施設整備に取りかかられるべきではないか。今、桜谷小学校給食施設の改

築をすれば、すべての小学校の給食施設も改築しなければならなくなる。多額の費

用が今後必要となる。また、直営による運営であると給食調理員の人数が最低でも

1.5倍以上に膨らみ、人件費に多額の町費が今後必要となる。小学校給食の運営は町

民の声を聞いて検討する必要がある。また、エアコン設置については、今回、小学

校に設置されることになっているが、日野町での教育環境の統一性から見て、幼稚

園、中学校へのエアコン設置も必要と考えるとしての反対討論がありました。 

 次に、池元委員より、賛成討論がありました。有利な補助事業を受ければ町費も

尐なくなる。町の財政の負担が尐なくて済む。桜谷小学校については、ここのみが

ウエット方式で、衛生面からも早くドライ方式に変えるべきだ。エアコン設置につ

いては順次行っていきたいと言われているとしての賛成討論がありました。 

 冨田委員より、議第29号、平成25年度日野町一般会計予算、第10款教育費・第６

項保健体育費・第３目学校給食費の職員人件費について、一般質問でしたとおり、

これまでの２度にわたる付帯決議を無視してまでの給食調理員の採用については反

対するとしての反対討論がありました。 

 次に、對中委員より賛成討論がありました。あくまでも町としての責任を果たす

ということが学校教育にとって必要である。付帯決議は確かに決議されているが、

これは議員全員で総意を持った付帯決議ではない。重さは全然違う。今、社会の流

れの中で民営化という、そういう流れがある中で、公的な立場を貫くという、これ

がまた逆に魅力的に感じられてきているとしての賛成討論がありました。 

 以上、討論を終え、採決に入りました。 

 まず、議第19号、平成24年度日野町一般会計補正予算（第４号）の採決を行い、

起立多数により、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議第29号、平成25年度日野町一般会計予算の採決を行い、起立多数により、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議第40号、平成24年度日野町一般会計補正予算（第５号）の採決を行い、
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起立尐数により、否決すべきものと決しました。 

 採決を終え、町長よりあいさつを受け、予算特別委員会を閉じました。 

 以上、予算特別委員会委員長報告といたします。 

議長（杉浦和人君） 続いて、諸般の報告を行います。 

 学校給食問題検討特別委員会委員長 ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 平成25年第２回定例議会学校給食問題検討特別委員会委員長報

告をさせていただきます。 

 学校給食問題検討特別委員会は、３月21日午後１時58分より第２委員会室におい

て、委員全員と、執行側より藤澤町長ならびに奥村教育長、以下関係職員の出席の

もと開催いたしました。なお、議長は全国町村議会議長会用務のため欠席をされま

した。 

 町長よりあいさつをいただき、執行側より日野町における今後の学校給食につい

ての検討を行う検討委員会について、今後の日野町における幼稚園、小学校を考え

ると尐人数となる傾向にある。園児数、児童数を見る中で、園、学校のあり方が検

討される。その中に学校給食を含め検討していきたい。組織については住民代表を

組織に入れることの要望もいただいているが、具体的な検討はできていない。新年

度の早い時期にどのような組織にするかも含め検討するとの説明を受け、今後の学

校給食について質疑、意見交換に入りました。 

 委員より、予算委員会において議第40号が否決された。中学校給食を議論すると

きに、財源がないので自校方式でやるしかないと認められた。ただ、運営方式につ

いては民営化を求められている経過はあるが、先日の反対討論ではセンター方式に

していくため、反対されている。また、戻る感じがするとの意見がありました。 

 委員より、中学校給食問題のときの議論として、センター方式だと大きな土地も

必要で、事業費も10数億かかり、多額の補助金が見込めない状態ではやむを得ず自

校方式を認めた。小学校の給食問題は、西大路、桜谷、南比都佐小学校の児童が減

尐している中で、どのように進めるか結論は出ていなかったとの意見があり、また、

委員より、小学校は、今ある自校方式の施設を使用することを認めたのではないか

との意見がありました。 

 委員より、小学校が自校方式でいくことは決まっていない。園児、児童数は減尐

傾向である。建物を含み維持管理などの経費を安くして、次世代に負担を残すべき

でない、小学校は今後検討することであるとの意見があり、委員より、今後のこと

は検討すべき課題である。今後の課題のために改修を行わないのはおかしいとの意

見に対し、他の委員より、桜谷小学校で改築をしてしまうと、方向性が決まってし

まうことになり、今後の検討ができなくなる。新基準でいえば1.5倍の経費がかかり、

建設費維持管理費のことも検討する必要があるとの意見がありました。 
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 委員より、今回の改築の財源を詳しく教えてほしい。有利な補助金を断る理由が

あるのかとの質問に対して、補正予算ベースを基本とした場合、事業費１億2,500

万円に対し、町の負担額は4,618万7,000円となる。24年度の前倒しが適用されない

場合、最終負担額は１億1,679万8,000円となり、約7,000万円の負担増となる。また、

25年度通常補助制度の大規模改修となれば、最終負担額が１億2,299万7,000円とな

り、7,600万円の増となる。もとの改修で積算すると、１億1,400万円と事業費は尐

し下がるが、最終負担額は１億579万5,000円となり、提案予算と比較すると5,900

万円の増となる。大規模改修工事の一部で外壁修理程度の内容で１億1,194万5,000

円となり6,580万円の負担増。町の最終負担額は5,900万円から7,600万円の増となる。

このほかに補正の前倒し事業で行うと、平成25年度に補助裏の80パーセントが地域

の元気交付金として約5,000万円程度交付され、合計１億円以上の負担が変わってく

るとの答弁がありました。 

 委員より、有利な補助金であれば、中学校のエアコン設置に組み替えてはどうか。

同じ補助金であれば可能ではないのかとの質問に対して、今回の事業は桜谷小学校

の大規模改修事業とあわせて計画している。滋賀県教育総務課に確認したが、補助

金の組み替えは無理である。３月15日に交付決定されたとの答弁がありました。 

 委員より、事前に議会に話すべきである。給食問題は町民や委員が高い関心を持

っていることだから、内示等の時点で当委員会に諮れなかったのかとの質問があり、

本来であれば24年度補正はその年度で予算提案するものであるが、25年度で予算措

置するものなど、今までの形態とは違うところがある。教育委員会のものは２月下

旪に内示を受け、補正予算ナンバー２として提案した。改修と改築も１月末に決ま

ったことで、今回の補正の特殊性を理解していただきたいとの答弁がありました。 

 また、委員より、新衛生基準でいけば、ウエット方式は改修しないといけないの

かとの質問に対し、毎年、給食施設検査で指摘に対して、手順、運用の工夫などで

カバーしているが、施設的に無理な部分がありドライ方式にする必要があるとの答

弁がありました。また、桜谷小学校給食室改築事業が行われた場合、今後組織され

る検討委員会では桜谷小学校を含んだ議論となるのかとの質問に対し、給食問題に

ついても桜谷小学校を含んで検討するとの答弁がありました。 

 他に、質疑、意見なく、閉会にあたり町長よりあいさつをいただき、午後３時７

分に終了いたしました。 

 以上で、学校給食問題検討特別委員会委員長報告を終わらせていただきます。 

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

幸君。 

６番（冨田 幸君） それでは、平成25年第２回定例会、企業誘致・幹線道路整備特

別委員会の委員長報告を行います。 
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 去る３月22日午前９時より、第２委員会室において企業誘致・幹線道路整備特別

委員会を開催いたしました。出席者は委員全員と、執行側より藤澤町長をはじめ担

当職員の出席のもと、町長のあいさつを受け、前回以降本日までの経過について、

外池商工観光課参事、岸村建設計画課長の説明を受け、直ちに意見交換に入りまし

た。 

 委員より、町道西大路鎌掛線の平成25年度の計画を聞きたい。また、日野土山線

はアクションプログラムの高い位置に位置づけられているのか。答弁、西大路鎌掛

線については、平成25年度の計画は全体計画の策定予算を計上している。日野川か

ら国道477号までの計画は立てているが、日野川から鎌掛にかけての計画を平成25

年度で実施する。西大路地先の家屋移転の了解が得られたので、平成25年度は家屋

補償の移転と土地の購入費用を予算計上している。関連事業として鎌掛地区と西大

路地区の地籍調査については、鎌掛は法務局への届け出と西大路は測量図の作成等

であります。平成26年度以降は、鎌掛地区の詳細設計と用地測量等を進める予定で

ある。また、土山蒲生近江八幡線はアクションプログラム2013において継続となり、

事業検討路線となった。このことにより、早い時期に要望に行くよう調整している。

なお、頓宮地先との関係もあることから、甲賀市との調整も必要である。 

 委員より、内池バイパスや西明寺安部居線も検討路線か。答弁、アクションプロ

グラムの位置づけは前期着手路線として日野徳原線いわゆる内池バイパスでありま

す。そして、土山蒲生近江八幡線と西明寺安部居線は事業検討路線である。交通安

全系の国道477号小御門歩道は継続であるが、３月８日に地元と境界確認を行い進め

ております。しかし、用地が必要となるが全員の賛同が得られていない状況であり

ます。 

 委員より、今春の町内企業の採用状況と日野高校の就職状況はどうか。答弁、今

春の町内企業の採用状況は５から６月に調査をするが、毎年100名程度採用されてい

る。日野高校の状況は３月12日時点で就職希望者、男子20名中内定が19名（内定率

95パーセント）、女子は48名中41名（内定率85.4パーセント）である。日野高校の町

内企業への就職状況は男子７名、女子10名である。全体で見ると周辺市町への就職

がほとんどである。特に女子の就職希望は事務職が多いが、町内企業は事務職につ

いては大卒を希望されておられます。日野高校の先生によると町内の工業団地の企

業の採用が増えてきているとのことではあります。 

 委員より、寺尻工業団地では１区画が残っている。希望される企業は面積が大き

いとされているのか。答弁、寺尻工業団地は３万平方メートルあるが、有効面積は

１万6,000平方メートルくらいで約5,000坪であります。要望は1,000坪から2,000坪

が多い。市街化調整区域で制限があり、その面積に合う企業がない状況である。 

 委員より、日水バイパスの歩道整備で単独事業の内容は。答弁、アクションプロ
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グラムにグリーンバイパス木津から深山口間の歩道拡幅を要望した。一定歩道の整

備ができている区間であり、県では単費で有効に使えるよう、今年度では峠付近の

廃土も行った。もう尐し広くできないか要望しているがアクションプログラムには

載らなかった。 

 委員より、25年度の単費ですこしずつ実施していく予定か。答弁、必ずできる話

ではないが、のり面からの水をとめる対策も協議をしている。また、道路境界区域

がどこまでかも確認を依頼しています。尐しずつやっていただき改善できればと思

っている。 

 委員より、現地を歩いたり確認したことはあるのか。尐しずつ直すのは無理では

ないか。答弁、日水バイパスについては、当初は有料道路で歩道の設置はなかった

が、地域の要望により側溝にふたをして歩行者が通れるようにした経緯がある。現

在は歩道らしきものの真中に側溝のふたがある状況であります。町の思いとして土

留をしてでも1.5メートルから２メートルの幅がとれないかと県と話をしていた経

過があります。今後も町の思いが通る計画になるようにと考えております。 

 委員より、グリーンベルトを引く道路幅の制限はあるのか。答弁、グリーンベル

トを引く場合、公安委員会と協議をしているが基準はない。通行量も踏まえてグリ

ーンベルトを引くことが安全であるかの判断をし、グリーンベルトまたは外側線に

するかを公安委員会で判断している。 

 委員より、平和堂の建設について現在の状況はどうなっているのか。答弁、前回

以降、新たな届け出等はなく以前と変わりありません。土地の確定ができれば、開

発申請が行われ、大店立地法の届け出となり、縦覧や住民説明会等が行われ具体的

にいつ開店するか等が出される予定となっております。 

 委員より、蓮花寺バイパスの旧蒲生町側の拡幅についてはどうなっているのか。

答弁、町から県に対して要望はしているが、現在のところ動きはとまっている。地

元地域の理解が得られないようであります。 

 以上で意見交換を打ち切り、午前９時40分、町長のあいさつをいただき、委員会

を閉会しました。 

 これで、企業誘致・幹線道路整備特別委員会の委員長報告を終わります。 

議長（杉浦和人君） 以上をもって、各委員長の報告を終わります。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

－な     し－ 

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

ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、質疑を終わります。 
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 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） それでは、議第19号、平成24年度一般会計補正予算（第４号）、

特定地域再生事業１億2,413万円について反対討論いたします。特定地域再生事業、

山中正吉邸購入について、提案前に議長が建物について総務課に確認されたところ、

寄附ですと答えられた。ところが、15日の予算特別委員会において、建物は寄附と

も購入ともまだ決まっていないとのあやふやな生涯学習課長の答弁があり、13日の

質疑の中で、5,600万円については検討中。土地、建物の鑑定は行っていない。今後

予算の中で行い、判断していきたいとの答弁。公有財産購入費5,600万円は、甚だ不

明瞭であります。また、維持管理に今後多くの経費が必要と見込まれ、使用目的と

その目的が見込めるのか疑問であります。 

 以上、反対討論といたします。 

議長（杉浦和人君） ほかに討論はありませんか。 

 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 今、小林議員から、議第19号、平成24年度一般会計補正予算（第

４号）において、原案に反対される討論がございました。私はこの議第19号につい

て、教育費、文化財保護費の特定地域再生事業について、原案に賛成の立場で討論

いたしたいと思います。 

 さて、このごろになりますと、毎年、どこかの集落や団体において、年度末や新

年度にかけての各総会等が行われ、役員改選がされます。私の地域の西大路地区も

総代制であり、役員が古文書らしきものを自宅に預からなければならないが何とか

ならないでしょうか、町史編さん室の資料館ででも預かってもらえないかと、そん

な話が昨年もありました。早速資料館に要請を行ったが、驚いたことに、大雤が降

れば今にも雤漏れが、大きな台風でも来れば倒壊しそうな資料館に、これはと思い

ました。あの立派な和紙に毛筆で書かれた大切な古文書が、段ボール箱に入れられ、

廊下に山積みされていました。もちろん、虫が入らないように保存はされていまし

たが、そこには数万点もの古文書があり、何とかできないかと思いながら、昨年の

９月議会に質問し、旧山中正吉邸の話がありました。近江日野商人400年の歴史の館

として、山中兵右衛門氏の本宅、また、本通りには旧正野薬店があり、西大路の栄

町には日野商人の豪邸として、旧山中正吉邸があり、歴史的な景観を残し、馬見岡

綿向神社や日野祭のメーン通りとして地域の風土に調和した建物であります。この

ような山中正吉邸は歴史的文化、町民共有、共通の資産として、町の財産として、

活用していただきたいと、西大路地区自治会および大字西大路総代現役員が懇願し

たところでもあります。もちろん、地元の栄町、西大路の１区も含まれます。 
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 そうした中で今回、特定地域再生事業制度により提案されたのでありますが、こ

の制度は民主党政権時の平成23年８月に閣議決定され、昨年の秋と思いますが、国

会で成立し、平成24年度10月中ごろから１週間ほどの期間で募集されたと思います。

それまで何回となく、内閣府への要請や、調整がされたと思いますが、平成24年の

12月28日に補助金の申請を国へされたのであります。この補助金が何とか採択され、

今回提案されたのでありますが、何と経費の無駄遣い、今、ありましたように建物

寄附など、そういう答弁が不明確である等のことから反対されたのであります。本

当にこれで一町民なのか、ましてや一議員なのかと真意を疑わざるを得ません。今

回の公有財産購入費については、予算どおりの試算であります。資産算出の根拠で

は、近隣の路線価格や固定資産税の価格等を勘案するものであります。財産の取得

につきましては、自治法96条の①13項および施行令第121条の２項関係の基準どおり

議会の議決が必要となる基準もあります。先ほど予算特別委員長から700万以上とい

うこともありました。そこで、解決がされるものと思います。今回の旧山中正吉邸

の保存には早くから、また、何回となく町並み保存会の皆さんや馬見岡綿向神社さ

ん、文化協会、個人の方からも保存の要請がされています。今回のこの特定地域再

生事業が採択され、地域の活性化を目指したいものです。原案賛成の立場から討論

いたしました。どうぞよろしくお願い致します。 

議長（杉浦和人君） ほかに討論ありませんか。 

 ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 私は、議第29号、平成25年度日野町一般会計予算、第10款教育

費・第６項保健体育費に反対する立場で討論をいたします。具体的には、第３目・

学校給食費の職員人件費のうちの新規採用給食調理員人件費の計上に反対するもの

であります。一昨年、平成23年11月１日、平成23年度日野町一般会計補正予算（第

３号）、日野中学校給食室新築工事設計委託料計上予算に対しまして、学校給食に民

営化を導入することの付帯決議が賛成多数で可決されました。しかし、以降の町長

や教育長の対忚は、この付帯決議を無視したものでありました。むしろ、民営化を

阻止するための対忚そのものでありました。そこで、昨年、平成24年３月26日、平

成23年度日野町一般会計補正予算（第５号）、日野中学校給食室新築工事請負費計上

予算に対しまして、民営化に向けての業者選定に早急に着手すること、今後正規給

食調理員の採用を行わないことなどの付帯決議が提出され、賛成多数で可決されま

した。しかし、町長や教育長の対忚は、この付帯決議に対しましても無視し、平成

24年度に正規給食調理員の採用試験を実施され、この４月から採用されようとして

おります。また、直営方式の方が民営方式よりもランニングコストが高くつくこと

は、教育長自ら認めておられるのに、直営方式にこだわり続けておられる。このこ

とは、議会無視であり、町費の無駄遣いであり、町費の私物化ではないでしょうか。
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また、地域情報新聞日野メイト誌が実施された町民世論調査、平成23年の調査では、

直営方式22.4パーセント、民営方式54.3パーセント、その差31.9パーセント。次に、

平成24年の調査では、直営方式23.8パーセント、民営方式58.6パーセント、その差

34.8パーセント、前回に引き続き直営方式を望まれる声は尐数であり、民営方式を

望まれる声が大多数であります。その差は広がってきてもいます。この町民の声、

民意を無視してそれでも直営方式で実施されますが、本当にこれでいいのでしょう

か。私は、学校給食は最低限ランニングコストが高くつく直営方式は民営方式に改

められるべきであると考えます。 

 以上の理由により、平成25年日野町一般会計補正予算、第10款教育費・第６項保

健体育費に新規採用給食調理員人件費が含まれていることに反対をして、私の反対

討論といたします。 

議長（杉浦和人君） ほかに討論はありませんか。 

 ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） それでは、議第29号、平成25年度日野町一般会計予算の町長提

案に対して、冨田議員から反対討論が出されましたので、私は賛成の立場で討論さ

せていただきます。反対討論では、２度にわたる民営化の付帯決議を無視して、中

学校給食を直営で実施することは認められないとして、小学校や幼稚園を含むすべ

ての給食調理員の人件費6,376万3,000円は認められないという、新規調理員の採用

は反対するというものです。これは、中学校給食の公設公営方式を認められないこ

とから、教育費における学校給食費の調理員の職員人件費の予算を認めることはで

きないと言われているものであります。４月から中学校給食を待ち望んでいる生徒

たちや保護者だけでなく、小学校や幼稚園の給食も認めないというとんでもない主

張であります。２度にわたる民営化の付帯決議を無視したとか、議会を軽視してい

るとか盛んに言われていますが、これは議員の全員が賛成しての付帯決議ではなく、

多数決で決まった付帯決議であります。付帯決議に参加、賛成していない議員が５

名もいるということを忘れないでいただきたいです。この件については、前学校給

食問題検討特別委員会委員長の堀江氏が昨年の町長選挙で民営化を争点として選挙

を戦われ、藤澤町長が直営を公約に戦われ、藤澤町長が当選されました。選挙にお

ける公約は重いもので、この間の国政のように平気で公約を破ることは許されるも

のではありません。お互い、正々堂々と公約を掲げ選挙戦を戦い、その結果につい

てはきちんと真摯に受けとめることが民主主義の原則ではないでしょうか。 

 給食調理員の人件費についてでありますが、私は、すべての調理員は正規職員で

あることが望ましいと考えています。中学校給食においては、正規職員３名、臨時

職員２名、パート職員４名の体制で経費節減の努力がされています。小学校と幼稚

園の給食に係る人件費は、平成23年度決算では6,300万円です。平成25年度の中学校
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給食に係る人件費は、1,790万円です。平成25年度予算は、中学校を含んでも8,500

万円です。このことは、正規職員と臨時職員とパート職員を組み合わせることによ

って、経費節減がされているものです。こうした体制は、民間委託をされている会

社においても同様です。給食全体に責任を持ち、総括する正規職員と、そのもとで

業務に当たる臨時職員、パート職員という体制であります。民営化すれば業者との

契約は更新することになります。業者が変わればそこで働く調理員も変わり、身分

は不安定になります。また、契約額から会社の諸経費が差し引かれることから、調

理員の賃金は低くなります。入札によって契約金額が下がれば、調理員の賃金はさ

らに下がり、質の低下につながる可能性があります。逆に民営化が定着すると直営

に後戻りできず契約額が高くなる可能性もあります。現に、杉並区では裁判に持ち

込まれましたが、学校給食調理業務をすべて直営で実施した場合より、委託した場

合の方が経費増となったことが明らかになっています。民間委託が進んですべてが

民間委託になった東京のある区では業者の方が力を持ち、献立が手づくりから安易

な加工食品に変わってしまうなど、将来にわたって問題が出てきます。経費節減と

言われますが、決して節減にはならないということはいろいろなところで言われて

います。業者選定の入札価格が低いところでは、給食そのものが調理法どおりに仕

上がらない、給食時間に間に合わないなどさまざまな問題が起きています。実際、

東京の狛江市では、民間委託の業者が今年４月からの契約を更新しないと宣言し、

給食が実施できない異常な状態になっていることが、先日報道されました。また、

三多摩各市の学校給食でも業者を決める競争見積もり合わせで、不参加や辞退によ

って業者が決まらなかったというニュースがあります。営利優先では安定した給食

実施や安全性、質の低下の不安があります。 

 私たち議員は、新築された給食室の見学を３月１日にさせていただきました。ま

た、３月６日には竣工式が２階のランチルームで行われ、２度の見学と説明を受け

ました。２階はランチルームになっており、１学年が一堂に入ることができるラン

チルームになっています。いろいろな活用方法が考えられますので、食育や教育の

場として有効に活用されることを期待しています。建物を見てみますと、広いよう

でありますが、１階には狭く感じるくらい厨房設備が設計どおりに設置されていま

した。これは無駄な動きをしなくても済むように設計されているということであり

ます。４月からの実施に向けて準備され、試行運転もされているように聞いており

ます。調理員さんは、以前給食調理をされていた経験のある方が採用されたように

聞いています。調理員さんの給与は全国平均の調理員さんの給与とさほど違いはな

く、高い給与であるというものではありません。生徒たちや保護者の方も４月から

の給食実施を待ち望んでおられます。私たち議員はこうした町民の期待にこたえる

ことが議員としての務めではないでしょうか。 



5-28 

 こうしたことから、私は子どもたちのために町が責任をもって給食を実施するこ

とが必要であると考えます。よって、平成25年度日野町一般会計予算を反対するに

値するものではないことを強く訴え、私の賛成討論といたします。 

議長（杉浦和人君） ほかに討論ありませんか。 

 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、私は特に総務常任委員会で採択となりました請願第

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、反対の立場で討論したいと思います。特に、今回の請願の文中の中にも

述べられておりますように、平成23年４月１日施行の日野町議会基本条例第15条の

議員の政治倫理では、議員は町民の負託に忚えるため、高い倫理観が課せられてい

ることを自覚し、町民の代表として良心と責任感を持って、議員の品位を保持し、

識見を養うように努めなければならないと、このように明記されており、私たち議

員が自らのものとして自覚して、誠実に職務を行うことは、私はごく当然なことで

あると思うわけであります。ところで、今回の請願の趣旨の中で、大きく分けて３

つの問題点があると、私は思いますので、その点について指摘していきたいと思い

ます。 

 そのまず第１には、議員の行動問題に対して、昨年６月の町長選挙での行動が取

りざたされておりますが、それも基本条例の第15条の議員の政治倫理に大幅に逸脱

しているとか、また、横暴な振る舞いが行われたとして事実を断定し切っているこ

とであります。地域新聞をはじめ、さまざまな声が飛び交っていることは事実であ

りますけれども、私どもの議会側での一定の聞き取りや、また議会報告での本人自

らの意見などからして、今後の動向を慎重に推移を見守っていく、こういった方向

を打ち出したわけであります。つまり、事の解決を大いに私たちは願っているわけ

であります。同時に、請願で言われている議員の政治倫理の大幅な逸脱、横暴な振

る舞いとは断定しているものではなくて、請願の中身にはやはり慎重さが欠如して

いるものと私は言わなければならないと思います。いずれにいたしましても、私た

ち議員は行動に責任を持つものであって、説明責任を果たすことは言うまでもない

ことであります。 

 ２つ目に指摘しなければならないことは、議会基本条例に基づき議員の政治倫理

を中心とした議員倫理規定条例を早急に制定すべきとの請願でありますけれども、

私はあえて、議員倫理規定条例を制定することは必要ないということを申し上げた

いと思います。なぜならば、かつての議会基本条例制定での議論の中で、基本条例

第15条に明記されております議員の政治倫理の条項には、議員の自覚と誠実かつ公

正にその職務を行うことが、つまり凝縮されているわけであります。議員はその実

行を行う責務があるわけであります。そこにゆだねることが、今特に求められてい
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るものであって、あえて議員倫理規定条例を制定することは必要ないと思います。

また、請願趣旨の中に、事態はいまだに全く改善の端緒すらついておらず膠着、こ

ういった理由によって調査とか審査を行えると読み取れるような議員倫理規定条例

の制定のことが書かれておりますけれども、真実性が明らかになる中で、議員同意

のもとで現行法で十分に対忚できるものであって、あえて議員倫理規定条例を制定

する必要がないこともつけ加えておかなければならないと思います。 

 ３つには、請願人そのものの職務上からふさわしいのか疑問が残る問題でありま

す。請願人に、皆様も既にご承知のとおり、この方は法務大臣から委嘱を受けた人

権擁護委員であります。人権擁護委員とは、人格、識見が高く、広く社会の実情に

通じ人権擁護について深い理解のある人と言われております。言いかえれば、住民

の人権が侵害されないように配慮して、何人においてもその人権を擁護していく崇

高な役割を担っている大切な人でもあるわけであります。そういった立場の人が、

町長選挙での出来事で議員の政治倫理に大幅に逸脱とか、横暴な振る舞いなどと相

手を断定するような組織や立場で請願人に名を連ねることは、いくら請願権は何人

にもできるとはしているものの疑問の残る問題だと私は指摘しなければならないと

思います。これこそまさに、人権擁護委員の立場にある請願人の自覚の問題ではな

いでしょうか。 

 以上、いろいろ述べましたけれども、最後に改めて議員の政治の倫理、議員自ら

の自覚の問題であって、住民に信頼される議員を目指してさらに努めていくことを

申し上げまして、私の反対討論を終わりたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 次に、ほかに討論ありませんか。 

 １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 私は、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、採択という賛成討論をさせていただき

ます。大変難しい条例の１項を先ほど議員の方からされましたけれど、この下に説

明としましては、議員は町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、その人

格と倫理の向上に努め、常に良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うことを定め

ていますと、あります。この問題は大変難しいように對中議員は言われましたけれ

ど、やはり倫理上でいいますと、まず、１つ目の議員の行動、そこを指摘されてお

られましたが、これはやはり警察の方にゆだねられ、それから判断され、検察の方

に行ってます。ということは、やはり我々議員として、また、一般の行動としては

そこへ行ったということはやはり容疑をかけられた、容疑者になってるということ

なんですよね。 

 そして、今まで我々が慎重になり過ぎたというのも、これは議会の責任の１つだ

と思います。というのは、今言われたようにこの６月30日という大変大切な時期で
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ありまして、加害者の方、一忚検察に行っていますので加害者と言わしてもらいま

すけども、相手方が被害者と言われますけども、加害者は町長方の事務局長さんだ

ったと、そして、倒されたという方は相手方の方の総括副責任者ということだった

そうです。ということは、やはりこれは選挙妨害と、そういうところ、当然出てく

るんですよね。だから、警察もこれだけの期間を慎重にやってると思うんです。だ

から、そこに出るということ自体は、やはり、重きと認めざるを得んと思います。 

 選挙違反といいましても妨害とか言いますけれど、１つはやはりお金ですよね。

お金の行き来があります。２つ目にはお酒と接待とありますよね。そして女性絡み

とかそういうようなことも、世間では出てます。しかしながら、絶対にやってはい

けないことは暴力なんです。これは、人の人として生まれ人間としてある限りは、

絶対にやっていけないということは、これは暴力だけなんです。あとのことはよく

出ますけども、だれしも人間としたらふらふらとする、そういうような項目じゃな

いですか。これは絶対にやったらいけない、そう思います。そして、對中さんの言

われた２つ目ですけれども、検察に行ってる、これに対忚してという話も出してお

られましたけど、やはりそれはそこにゆだねるのではなくて、やはり倫理委員会を

きちっと、条例も当然なんですけれど、倫理委員会をつくってまたこれを皆さんの、

しっかり住民に理解してもらえるように適切な措置を出していかなければ、我々の

議会としての責任が果たせないと思います。 

 それから、３つ目に言われた、請願者の立場の人権擁護委員と、その話で出すべ

きではないかと言っておられましたけれども、それは今の加害者の方に立ってしま

ったら、その個人的な攻撃かもしれません。でも、ひるがえしてみると、被害者の

ことをするのは、これは擁護してもいいんじゃないですか。やはりこれは、押した

とか倒れたとか、まだしてないとか、いろんなことが出てました。しかしながら、

やはりこの被害に遭った方は、いろんな新聞とかにも出て、いろんな文書にも出て

ますよね。これはやはり心の傷というのははかり知れないものと思います。やはり

これも１つの人権擁護だと思いますので、私はこのことから、この請願は当然だと

思います。我々も真摯に受けとめ、また、議会側もこれからはきっちりとこのこと

に対して措置をしていかなければならない、その時期には来てると思いますので、

私は当然に請願は採択と思いまして、賛成討論とさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） ほかに討論ありませんか。 

 ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） それでは、議第40号、平成24年度日野町一般会計補正予算（第

５号）については、予算委員長報告は否決となっておりますが、ただいま、会議の

冒頭に町長の発言の文中にありました、各委員のそれぞれの意を酌み取り、考慮し、

また、議長も行政執行部との間で汗をかいていただいたこと。また、このことによ
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り住民の皆さんに不信感を抱かせた。このようなことは、議員にはあってはならな

い、このようなことだったと思い、この議第40号平成24年度日野町一般会計補正予

算（第５号）については了といたしたいと、このように思いまして、私の意見とさ

せていただきます。 

議長（杉浦和人君） ほかに討論はありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、討論を終わります。 

 これより採決をいたします。 

 お諮りいたします。議第４号から議第18号まで、および議第20号から議第28号ま

で、ならびに議第30号から議第39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33件）については、別に反対討論がありませんので、一

括採決いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、一括採決いたします。 

 各案に対する委員長報告は、議第４号から議第18号まで、および議第20号から議

第28号まで、ならびに議第30号から議第39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33件）について原案可決であります。各案は、

委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立全員であります。よって、議第４号から議第18号まで、および議第20号から

議第28号まで、ならびに議第30号から議第39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33件）については、委員長報告のとおり原案

可決といたしました。 

 議第19号、平成24年度日野町一般会計補正予算（第４号）についてを採決いたし

ます。 

 本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は、委員長報告のとおり決

することに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 多 数－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立多数であります。よって、議第19号、平成24年度日野町一般会計補正予算（第

４号）については、委員長報告のとおり原案可決と決しました。 

 議第29号、平成25年度日野町一般会計予算について採決いたします。 

 本案に対する委員長報告は原案可決であります。本案は、委員長報告のとおり決

することに賛成の諸君の起立を求めます。 
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－起 立 多 数－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立多数であります。よって、議第29号、平成25年度日野町一般会計予算につい

ては、委員長報告のとおり原案可決と決しました。 

 議第40号、平成24年度日野町一般会計補正予算（第５号）について採決いたしま

す。 

 本案に対する委員長報告は原案否決であります。原案について採決いたします。

議第40号、平成24年度日野町一般会計補正予算（第５号）について、原案のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立全員であります。よって、議第40号、平成24年度日野町一般会計補正予算（第

５号）については原案のとおり可決することに決しました。 

 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採決いたします。 

 本請願に対する委員長報告は採択であります。本請願は、委員長報告のとおり採

択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 多 数－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立多数であります。よって、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は、委員長報告のとおり採択と決

しました。 

 ここで暫時休憩いたします。なお、休憩中に議会運営委員会および全員協議会を

開催しますので、議員の皆さんは委員会室にお集まりいただきますようお願いいた

します。ここで暫時休憩いたします。 

 再開は４時20分から再開いたします。 

－休憩 １６時０２分－ 

－再開 １６時２５分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 ここで、10番、東 正幸議員から発言を求められておりますので、これを許可い

たします。10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 失礼いたします。先ほど、議第19号、平成24年度日野町一般会

計補正予算（第４号）について賛成討論の中で、非常に不適切な発言になりました

ことをおわび申し上げます。 

議長（杉浦和人君） それでは、ただいま、町長より、議第41号、平成25年度日野町
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一般会計補正予算（第１号）が提出されましたので、この際、お手元へ配付のとお

り日程第３として日程に追加し、以下の日程を順次繰り下げることとし、直ちに議

題といたしたいと思いますが、ご異議ございませんが。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、議第41号、平成25年度日野町一般会計補正

予算（第１号）を日程に追加し、日程第３として議題とすることに決しました。 

 日程第３ 議第41号、平成25年度日野町一般会計補正予算（第１号）について議

題とし、町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） それでは、日程第３ 議第41号、平成25年度日野町一般会計補

正予算（第１号）について説明をさせていただきます。 

 本案につきましては、第１条のとおり、日野町一般会計総額に歳入歳出それぞれ

9,443万9,000円を追加し、予算の総額を85億3,443万9,000円とするものでございま

す。今回の補正は、町内の全幼稚園および日野中学校に空調設備を設置するための

経費を新規に計上させていただくものでございます。 

 それでは、詳細をご説明させていただきます。歳入歳出補正予算事項別明細書の

８から９ページをご覧願います。歳入でございますが、国庫支出金につきましては、

幼稚園と中学校の空調設備の設置に係る国庫補助金として学校施設環境改善交付金

で3,070万9,000円を増額補正しております。繰入金では財政調整基金繰入金で683

万円を増額補正しております。また、町債では学校教育施設等整備事業債で5,690

万円を新規に計上しております。続きまして、10から11ページの歳出についてご説

明申し上げます。歳出につきましては、教育費の幼稚園費および中学校費において、

それぞれ空調設備の設置に必要な実施設計委託料および工事請負費を新規計上する

ものでございます。 

 それでは予算書の説明に戻らせていただきます。第２条の地方債の補正につきま

しては、４ページの第２表 地方債補正のとおり学校教育施設等整備事業債、幼稚

園設備改修事業を含むほか１件を追加するものでございます。 

 以上、平成25年度日野町一般会計補正予算（第１号）の提案説明とさせていただ

きます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

 日程第３ 議第41号、平成25年度日野町一般会計補正予算（第１号）についてを

議題とし、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 議第41号、平成25年度日野町一般会計補正予算（第１号）につ

いて、質疑させていただきます。 

 10ページ、11ページの歳出でありますが、幼稚園設備改修事業の６園39室エアコ
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ン設置に対しまして、工事費3,904万円、そして、中学校設備改修事業に対しまして

29室、5,539万9,000円ということで、幼稚園の方が数が多いんですけど委託料や工

事費が尐ないというところで、なぜこういうことになっているのか。多分、建物が

コンクリートで中学校の方は整備されたところで頑丈なところだから、なかなかそ

の辺の配管等の設備が大変かと思うんですけど、その辺の説明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当局の答弁を求めます。 

 教育次長。 

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

幼稚園費、中学校費の部分、数の上では差があるけれども、なぜという部分でござ

います。これにつきましては、幼稚園は部屋等につきましても小さい部分でござい

ます。今現在考えておりますのは、動力で５馬力から10馬力の部屋ということで、

小さい保育室については５馬力ぐらいのエアコンを考えております。遊戯室で10馬

力ほどの部分でございます。中学校につきましては、小さい尐人数、相談室あたり

では３馬力でございますが、やはり部屋が大きいございますので、主に10馬力あた

りの部分をメインに思っております。また、構造上、中学校については天井からと

いう部分で考えておりまして、幼稚園の方については、つり下げ式でございますの

で、構造等も変わってまいりますので、そういった面から中学校の方は高く計上と

なったわけでございます。 

３番（齋藤光弘君） ありがとうございます。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

－な     し－ 

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

ご異議ございませんか。 

－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。 

 お諮りいたします。日程第３ 議第41号、平成25年度日野町一般会計補正予算（第

１号）については委員会付託を省略し、討論を行い、採決いたしたいと思いますが、

ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、討論を終わります。 

 これより採決いたします。 

 議第41号、平成25年度日野町一般会計補正予算（第１号）について、原案のとお
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り決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立全員であります。よって、議第41号、平成25年度日野町一般会計補正予算（第

１号）については、原案のとおり可決することに決しました。 

 日程第４ 議員派遣についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。会議規則第119条の規定により、お手元へ配付の議員派遣一覧

表により議員派遣をすることといたしたいと思います。 

 なお、派遣の変更および緊急を要する派遣の場合は、議長において決定いたした

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

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

た。 

 なお、派遣される議員は、派遣結果報告書を議長までお願いいたします。 

 日程第５ 委員会の閉会中の継続調査についてを議題といたします。 

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

の規定に基づき、閉会中の所管事務の継続調査の申し出がありました。 

 お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とするこ

とにご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

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

継続調査とすることに決しました。 

 以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 お諮りいたします。予算特別委員会および学校給食問題検討特別委員会ならびに

企業誘致・幹線道路整備特別委員会は、問題調査のため引き続き設置いたしたいと

思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、引き続き設置することとし、閉会中の調査

をお願いいたします。 

 以上をもちまして本日の会議を閉じます。 

 町長あいさつ。 

町長（藤澤直広君） 閉会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 議員の皆様方には、提案させていただきました平成25年度予算案をはじめとして、

すべての議案についてご審議をいただき可決いただきましたこと、厚くお礼を申し

上げます。 
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 特に、平成25年度当初予算につきましては、懸案の中学校給食の実施を含むもの

でございました。討論の中でもいろいろご議論をいただいたところでございますが、

子どもや保護者の期待が目の前にあるという状況を察していただきましてご配慮を

いただいた、いろいろ意見がある中にあってもご配慮をいただいたことに心より深

く感謝を申し上げる次第でございます。ありがとうございました。 

 あわせて、24年度補正予算（第５号）につきましては、国の経済対策に基づく懸

案事項についての予算でございました。予算委員会において否決すべきものとの判

断をいただいたところでございますが、議長の取り計らいをいただく中で私の思い

のたけをお酌みいただき、可決をいただいたことに、これまた厚く御礼を申し上げ

る次第でございます。 

 そのほか、本議会におきましては、旧山中正吉邸の購入についてもお認めいただ

きましたが、ご議論の中でありましたように適正な価格において購入いたしますと

ともに、今後資料の保存展示をはじめとして、有効活用を図るべくさらに一層努力

をしてまいりたいと、このように考えております。さらにまた、リスタあすなろの

権利譲渡は大変大きな課題でございました。これまで、町内のいろいろな団体の皆

さんとも意見交換をする中で、この予算等についてもお認めをいただいたことによ

りまして、４月１日から権利譲渡によってリスタあすなろが運営されるわけでござ

いますが、今後も町としてしっかりと連携を図りながら住民の皆さんのサービス向

上につながるよう取り組んでいかなければならない、このように考えておるところ

でございます。 

 鶯の声が今日の朝は聞こえておりました。今日は、卒園式にも参加いたしました

が、子どもたちが元気に卒園式を迎えておりました。この子どもたちの将来は何よ

りも大切でありまして、日野の宝として、保護者が、地域が、行政が一体となって

この子どもたちを育てていかなければならない、こういう意を強くいたしたところ

でございます。引き続き、町民の皆さんとの協力、連携を図りながら、平成25年度

の町政執行に努めてまいる決意でございます。 

 議員各位におかれましては年度末何かとお忙しい中ではございますが、健康には

十分ご留意をいただき、各方面でますますのご活躍をいただきますことを心よりご

祈念申し上げまして、閉会にあたりのごあいさつとさせていただきます。大変あり

がとうございました。 

議長（杉浦和人君） 去る３月４日から本日まで、平成25年度日野町一般会計予算を

はじめとする数多くの諸案件の審議に当たられました議員各位のご苦労に深く感謝

を申し上げます。 

 平成24年度もあとわずかとなってまいりました。それぞれの事務事業の遂行完了

について、行政執行担当者には適切な処理をお願いするとともに、平成25年度の各
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会計予算ならびに事務事業の執行については、計画どおり万全を期し遂行されます

よう心からお願いを申し上げます。 

 また、冒頭に町長の発言がありました、小学校給食の今後のあり方の検討、協議

については早期に対忚いただきますよう心から申し添えますので、お願いを申し上

げます。 

 野山の緑も日一日と青さを増す好季節となってまいります。４月に入れば、学校

では入学式、社会では就職と新しい門出があります。議員各位におかれましても、

お体には十分ご自愛をいただきまして、心身ともに新たな感覚で町政発展のために、

さらに住民福祉の向上のためにご奮闘をお願い申し上げまして、これをもちまして、

平成25年第２回日野町議会定例会を閉会いたします。 

 一同起立。礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご苦労さまでございました。 

－閉会 １６時３９分－ 
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