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第４回日野町議会定例会会議録 

 

平成２５年６月１７日（第２日） 

開会  ９時１４分 

散会 １６時５５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（１６名） 

 町 長  藤 澤 直 広  教 育 長  奥 村  薫 

 総 務 政 策 主 監  平 尾 義 明  教 育 次 長  岡  常 夫 

 総 務 課 長  池 内 俊 宏  企 画 振 興 課 長  高 橋 正 一 

 税 務 課 長  山 田 繁 雄  住 民 課 長  川 東 昭 男 

 福 祉 課 長  壁 田  文  介 護 支 援 課 長  西 沢 雅 裕 

 農 林 課 長  高 岡 良 三  商 工 観 光 課 長  森 口 雄 司 

 建 設 計 画 課 長  岸 村 義 文  上 下 水 道 課 長  中 井 宣 夫 

 生 涯 学 習 課 長  福 永  豊  会 計 管 理 者  西 川 光 夫 

 

４．事務のため出席した者の職氏名（２名） 

 議 会 事 務 局 長  沢 田 友 男  総 務 課 主 査  山 添 史 郎 



 

2-2 

５．議事日程 

日程第 １ 議第５０号 日野町職員および特別職の給与の特例に関する条例

の制定について 

 〃  ２ 議第４６号から議第５０号まで（琵琶湖流域下水道協議会の設置

についてほか４件）および報第２号から報第５号まで（平成２４

年度日野町一般会計継続費繰越計算書ほか３件）について 

〔質 疑〕 

 〃  ３ 議第４６号から議第５０号まで（琵琶湖流域下水道協議会の設置

についてほか４件）について 

〔委員会付託〕 

 〃  ４ 一般質問 

１２番  平山 敏夫君 

 ３番  齋藤 光弘君 

１４番  杉浦 和人君 

 ９番  西澤 正治君 

１０番  東  正幸君 
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会議の概要 

－開会 ９時１４分－ 

議長（杉浦和人君） 皆さん、おはようございます。全員、ご起立願います。 

 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。 

 なお、暑い時期でもございますので、上着を外していただいて結構かと思います。 

 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。 

 はじめに、会計管理者から行政報告があります。 

 会計管理者。 

会計管理者（西川光夫君） おはようございます。 

 議長のお許しをいただきましたので、行政報告をさせていただきます。去る５月

31日、平成24年度の各会計の出納閉鎖を実施いたしましたので、その概要をご報告

申し上げます。本日配付させていただきました平成24年度出納閉鎖状況の資料をご

覧願います。 

 まず一般会計につきましては、歳入86億1,552万493円、歳出82億870万4,322円、

差し引き４億681万6,171円の残額となりました。なお、歳入歳出差し引き額から、

継続費逓次繰越ならびに繰越明許費に係る一般財源1,516万1,000円を差し引きます

と、３億9,165万5,171円の残額となりました。 

 次に、各特別会計の報告をいたします。 

 国民健康保険特別会計は、歳入22億3,158万5,902円、歳出21億1,466万6,897円、

差し引き１億1,691万9,005円の残額となりました。 

 簡易水道特別会計は、歳入1,138万4,232円、歳出1,132万3,965円、差し引き６万

267円の残額となりました。 

 住宅新築資金等貸付事業特別会計は、歳入261万1,743円、歳出236万623円、差し

引き25万1,120円の残額となりました。 

 公共下水道事業特別会計は、歳入９億3,558万5,777円、歳出９億3,536万1,813円、

差し引き22万3,964円の残額となりました。 

 農業集落排水事業特別会計は、歳入２億3,523万7,726円、歳出２億3,514万7,874

円、差し引き８万9,852円の残額となりました。 

 介護老人保健施設特別会計は、歳入7,198万6,283円、歳出7,194万7,955円、差し

引き３万8,328円の残額となりました。 

 介護保険特別会計（保険事業勘定）は、歳入15億8,889万3,136円、歳出15億6,180
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万5,108円、差し引き2,708万8,028円の残額となりました。 

 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）は、歳入478万5,929円、歳出445万6,122

円、差し引き32万9,807円の残額となりました。 

 後期高齢者医療特別会計は、歳入２億1,534万5,292円、歳出２億1,210万7,258円、

差し引き323万8,034円の残額となりました。 

 以上、平成24年度出納閉鎖状況のご報告といたします。 

議長（杉浦和人君） 会計管理者の行政報告は終わりました。 

 日程第１ 議第50号、日野町職員および特別職の給与の特例に関する条例の制定

についてを議題とし、町長の提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） おはようございます。 

 それでは、日程第１ 議第50号、日野町職員および特別職の給与の特例に関する

条例の制定について、本案は国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年７

月１日から平成26年３月31日までの間において、職員および特別職の給与を減ずる

特例の措置を講ずるため、条例の制定をしようとするものでございます。ご審議の

ほど、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

 ここで暫時休憩いたします。なお、休憩中に全員協議会を開催いたしますので、

議員の皆さんには第２委員会室にお集まりをいただきたいと思います。暫時休憩い

たします。 

－休憩 ９時２０分－ 

－再開 ９時３９分－ 

議長（杉浦和人君） それでは再開いたします。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第２ 議第46号から議第50号まで（琵琶湖流域下水道協議会の設置について

ほか４件）についてを一括議題とし、各案に対する質疑に入ります。 

 また、報第２号から報第５号まで（平成24年度日野町一般会計継続費繰越計算書

ほか３件）についても、質疑を許可いたします。 

 質疑はありませんか。 

 ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 皆さん、おはようございます。 

 それでは、２議案と１報告について質疑を行わせていただきます。 

 まず、議第47号、工事請負契約について。日野町立桜谷小学校校舎改修工事、建

築工事について、地元建築業者育成の観点から、昨年の７月31日の第４回日野町議

会臨時会、また本年２月８日の第１回日野町議会臨時会、そして３月12日の第２回
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日野町議会定例会での私の質疑に対しましての回答、また私から出させていただき

ました要望を踏まえまして、今回の建築工事に対しましての業者指名についてお伺

いをいたします。 

 今回の建築工事の指名業者は10社で、町内業者は３社、準町内業者１社、県内業

者６社でありました。この指名業者10社は、昨年７月の指名11社から大津市の業者

は除いた10業者であり、本年２月の指名11社から滋賀県外の業者を除いた10業者で

ありました。基本の10社に変更はなく、年度が変わっても全く同じ業者の指名であ

りました。 

 本年２月の質問、なぜ町内業者が３社しか指名されなかったのか、に対しまして

の岡村副町長の答弁は、「入札で指名させていただく場合に、年度当初に審査会にお

いて一定の基準を設けております」でありました。また質問、町内小規模業者の共

同企業体としての参加についての検討結果について、これに対しての岡村副町長の

答弁は、「近隣の町等について調査をするということも含めて話をさせていただい

た」でありました。また再質問の、町外業者は町内小規模業者を加えたジョイント

での参加とされることについての岡村副町長の答弁は、「今お話しの部分についても

一度、担当課の方でそういうことについても研究をしてもらうようお願いしていき

たいと思います」でありました。 

 そこで、まずはじめに２点お伺いをいたします。 

 １点目は、近隣の市では年度当初に業者格付の基準、指名基準を改めて毎年され

ておられますが、平成25年度の日野町の指名基準はなおざりであったのか。改正さ

れたのならば、どこをどう改正されたのかお伺いいたします。なお、近隣の市では

毎年地域貢献項目を増やされてきております。 

 ２点目は、町内小規模業者の共同体としての参加について、近隣の町等について

調査をするということでありましたが、近隣の市では一部の工事について、市内小

規模業者と市外業者とのジョイントでの参加を認められておりますが、調査研究結

果をお伺いいたします。 

 次に、報第３号、平成24年度日野町一般会計繰越明許費繰越計算書の社会資本整

備総合交付金事業、防災・安全についてお伺いいたします。 

 社会資本整備総合交付金事業、防災・安全については、国の補正予算に伴い創設

された防災・安全交付金を活用し、町道および橋梁の点検、整備を実施する経費と

して、３月の定例会で平成24年度日野町一般会計補正予算第４号の中で上程され、

３月26日に議決された事業であります。平成24年度は３月30日、31日が土曜日、日

曜日であり、議決後、事業費を支出できるのは27、28、29日の３日間しかありませ

んでした。しかるに、平成24年度に413万円の支出があることに計算書ではなります。

３日間で413万円の支出、何に使われたのかお伺いをいたします。 
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 次に、本日提案されました議第50号、日野町職員および特別職の給与の特例に関

する条例の制定についてお伺いいたします。 

 先ほど、池内総務課長より詳しく説明がありました。私が聞こうと思っていたこ

と、全て説明をされておりますので、確認になると、こういうふうに思います。 

 日野町の基準財政需要額に算定されています給与額と、今回の減額、総額で5,699

万2,000円の減額、この後の日野町の給与額との乖離金額は、どれだけプラス、マイ

ナスなのか。これはそれを上回ると、こういうところでございましたが、確認をい

たしたいと思います。 

 また、日野町職員の現在のラスパイレス指数106.8でございますが、今回の減額後

のラスパイレス指数は、106.8から6.4を引きますと百尐しになると、こういうとこ

ろでございまして、100に限りなく近づくと思うのですが、この点をお尋ねいたした

いと思います。 

 以上、２議案と１報告について、明解な答弁を求めます。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 総務政策主監。 

総務政策主監（平尾義明君） おはようございます。 

 議第47号の桜谷小学校校舎改修の建築工事についてご質問をいただきました。 

 まず、１点目の格付でございますが、当町におきましても毎年格付表の見直しを

させていただいております。これについては、客観点、また主観点等を勘案しなが

ら格付を行っているところでございます。仰せの格付選定基準ならびに格付の基準

につきましては、24年度と同等で改正はいたしておりません。 

 ２点目につきましては、共同企業体としての参加について、近隣市町への調査に

ついてでございます。仰せのとおり、ご質問をいただきました以降、日野町建設工

事契約審査会の中でも協議をさせていただきまして、一度日野町建設工業会にもご

意見等を聞こうというふうなことでお尋ねをしてきたところでございます。先般、

そのことにつきまして、商工会の同席のもと、工業会の代表としてお話をさせてい

ただいたところでございます。 

 議員もご承知のとおり、建設工事で１億円を超える工事になりますと、高い技術

力、また経営の安定した業者ということで、特定の建設業の許可を得ている業者と

いうことになりまして、町内では現在３社となります。県内の近隣市町の業者を入

れるということで、基本的には県の１号となります。そういったことを想定いたし

ましてお話をさせていただきました。それによりますと、県内の格付１号の建築業

者と町内の建設業者の共同企業体を結成する場合については、町内の建築業者は技

術者が非常に尐ないというふうなことで、メリットが尐ないかなというお話があり

ました。しかしながら、この建築工事には外溝工事がございますので、町内の土木
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業者と町外の格付１号の建築業者の共同企業体にだったらメリットがあるのではな

いかというふうなお話を聞かせていただいたところでございます。 

 こうしたことを受けて、今後、近隣市町の調査をまだ現在はいたしておりません

が、そういったご意見を言っていただきながら、今後、調査研究を進めてまいりた

いと、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） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） おはようございます。 

 蒲生議員から、社会資本整備総合交付金事業について、繰越計算書の中からご質

問をいただきましたので、答弁の方させていただきます。 

 ３月の定例会におきまして、一般会計補正予算第４号の繰越明許費で、社会資本

整備総合交付金事業の防災・安全を6,150万円で議決をいただきましたが、その後に

国の交付金の確定がありましたので、今議会において繰越明許費、繰越計算書にお

いて413万円の減額をいたしまして、繰越額を5,737万円で上程をさせていただいて

おります。413万円につきましては、平成24年度の決算において不要額として計上す

ることとなりますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） ただいま蒲生議員から、議第50号、日野町職員および特別

職の給与の特例に関する条例の制定につきまして、２点ご質問をいただきました。 

 まず１点目でございますが、普通交付税の基準財政需要額への影響額はどうかと

いうことでございます。この額につきましては5,235万と試算をしております。また、

今回の給与削減措置に伴います影響額につきましては、独自カット分も含めまして

5,699万2,000円ということで、差し引きいたしますと、464万2,000円削減分が多い

というようなことになります。 

 次にもう１点でございますが、日野町のラスパイレス指数は現在106.8でございま

す。ラスパイレス指数を100にするために、100を106.8で割り戻したものから１を差

し引きしますと、6.4パーセントということになります。したがいまして、100に合

わせていこうということで、平均6.4パーセントの削減をさせていただくということ

でございます。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、２件について再問を行います。 

 まず議第47号、工事請負契約についてお伺いいたします。 

 本年２月の質問の締めに、次回を期待いたしたいと、こういうふうに申し上げま

したが、今回の業者指名は全く期待外れでありました。町が本当に地元建築業者の

育成を考えておられるのか、私には尐し信じられないところでございます。 

 ３月の定例会の質疑で、平成25年度には町外業者が町内小規模業者とジョイント
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を組んで共同体として参加できるよう、副町長の本年２月の「研究する」との答弁

を期待して要望を行っております。まだその研究はできていないと、そういうとこ

ろでございます。 

 そこで再質問の１点目として、地元建築業者の育成をどう考えておられるのか、

育成施策をお伺いいたします。 

 ２点目として、本年２月の質問、昨年７月の建築工事の入札に応札せず、入札辞

退をした町外業者の指名についての再質問に対しての岡村副町長の答弁は、「辞退の

業者を再度指名することについては、確かに蒲生議員のそういった向きのお話も、

これは考慮すべきなのかなと、今思っている次第でございます。ただ、その部分に

ついても、今後どうしていくべきかというのは、ちょっと協議をしていきたいなと、

このように思っています」でありました。 

 そこでお伺いをいたします。 

 今回の入札辞退業者は３社で、３社が全て町外業者でありました。本年に行われ

る保育所こばと園の改築工事の入札に、この入札辞退業者の指名を控えられること

になるのかどうか、お伺いをいたします。 

 ３点目として、本年２月の質問の締めに、要望として日野町役場庁舎耐震補強そ

の他、建築工事、電気設備工事、機械設備工事の３工事の下請けに、町内業者が簡

単な工事でも入れるようご配慮をお願いいたしましたが、町内業者が下請けに入っ

ておられるのかどうかお伺いをいたします。 

 次に、平成24年度日野町一般会計繰越明許費繰越計算書についてお伺いをいたし

ます。先ほどの岸村建設計画課長のご答弁で、社会資本整備総合交付金事業、防災・

安全についての疑問点、413万円についてはよく分かったところでございます。交付

金の額の確定によったと、こういうところでございます。確かに、補正の４号、５

号は時間的な制約がある中での緊急補正でありまして、事務方がさぞご苦労された

かなと、こういうふうに思っております。社会資本整備総合交付金事業は額の確定

での変更、そういうことにいたしますと、他の補正予算第４号、第５号での繰越事

業の中にも、額の確定で変更が生じている事業もあるのではないかと考えるところ

であります。急傾斜地崩壊対策事業を除く、他の事業の額が変更されていないのか。

確定額が同じ額だったのかどうなのか。個々の事業の担当課にお伺いいたしますと

時間がかかりますので、財政担当課長の池内総務課長に一括してお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 総務政策主監。 

総務政策主監（平尾義明君） 議第47号の再質問がございました。 

 地元建築業者の育成についてでございます。建築業者も加入をされております日

野町建設工業会と毎年度、町長と関係職員を含めた懇談会を開催させていただいて

おり、要望などをお聞きし、こちらからのお願いなどもさせていただいているとこ
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ろでございます。この中で、今年度からにつきましては工事請負の前払い金の３割

から４割への改正、また、中間前金払い制度の導入をさせていただきまして、下請

け業者への適切な支払い、建設業者の資金繰りの改善につながるものと考え、改正

をさせていただきました。 

 今後におきましても、商工会を通じ、また工業会とお話をしながら、地元業者の

育成に努めてまいりたいと、このように思っている次第でございます。 

 ２点目の、入札辞退業者があったが、今後の対応はどうするのかということでご

ざいます。議員仰せのことにつきましては、現実のことでございますので、再度、

日野町の建設工事契約審査会でも協議をしてまいりたいと、このように今考えてい

るところでございます。 

 ３点目の、日野町役場の庁舎耐震補強その他工事の３工事の中で、下請けに町内

業者が入っているのかということでございますが、当初の打ち合わせのときに、下

請けについては地元業者を使っていただきたいと、このようにお願いをしてきたと

ころでございます。現在調査をしましたところ、建築工事の中で木製建具工事に１

社、既製家具工事に１社が下請けとして入ってございます。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 報第３号、平成24年度日野町一般会計繰越明許費繰越計算

書の国庫補助金、国庫支出金等にかかわりましてご質問をいただきました。繰越明

許計算書の作成をさせていただいております段階におきまして、町の方から申請を

させていただいておりますものにつきまして、減額なり額の確定で変更があるとい

うものはございません。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それぞれお二人から明解に答弁をいただきました。よく分かっ

たところでございます。 

 最後に、本年これから行われる保育所こばと園の改築工事の入札に、町内小規模

業者が県の１号業者とジョイントを組んで参加ができる、そういう方向になること

を願って、今回の質疑はこれで閉じることといたします。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） ３番、齋藤です。 

 何点か質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 議第46号、琵琶湖流域下水道協議会の設置について質問させていただきます。琵

琶湖流域下水道協議会が設置されることになった理由についてお尋ねします。滋賀

県下水道公社の解散に伴うということでありますが、滋賀県下水道公社が解散とな

ったその理由と経過、経緯は何か、詳しく説明をお願いいたします。また、琵琶湖
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流域下水道協議会が設置されることのメリットは何か、お伺いをいたします。また、

経費の支弁の方法として、協議会の経費は県および関係市町が負担するとあります

が、町の負担はどうなるのかお伺いをいたします。 

 ２つ目に、議第47号から議第49号の工事請負契約について（日野町立桜谷小学校

校舎改修工事）についての質問をいたします。普通教室については、夏休み中に工

事を行うということで聞いておりますが、２学期においても工事期間ということで

ありますし、特別教室については仮校舎を設置され、対応されるということですが、

子どもたちへの工事中の防音対策、安全対策はどのような取り組みを考え、業者の

方に指示されようとしているのかお尋ねをいたします。 

 ３点目に、報第２号、平成24年度日野町一般会計継続費繰越計算書について質問

いたします。日野町役場庁舎耐震工事についての現在の進捗につきましては、６月

５日の議員全員協議会で説明をいただきました。計画どおり工事が進められている

のかということについてと、工事の追加はなかったのかということについてお尋ね

をいたします。工事について、また住民への迷惑をかけているということについて

はどうなのか。そして、職場が移動になっていることで、住民からの苦情はないの

かということについてお尋ねをいたします。 

 以上、３点についてお尋ねをいたします。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） おはようございます。 

 今、齋藤議員さんの方からご質問をいただきました。 

 １点目でございますけれども、流域下水道協議会が設置されることになった理由、

または下水道公社が解散となった理由と経過、経緯などについてでございますが、

琵琶湖流域下水道事業が、新たな施設の建設中心の時代から維持管理の時代に入り

まして、改築更新と維持管理を一体にした、総合的かつ計画的な下水道の資産管理

と効率的な業務運営を実現するために、平成21年12月に県が策定いたしました外郭

団体および公の施設見直し計画の中で、公社を廃止し、流域下水道事務所を統合す

るということになったものでございます。 

 そして、滋賀県下水道公社理事会には市町の首長の中から理事が就任してまいり

ました。このため、理事会において流域下水道の運営に市町が参加することについ

て、一定の機能を果たしてまいりましたけれども、先ほど申し上げました、下水道

公社が解散してその機能を持つことがなくなったことから、本協議会を設置すると

いうことにしたものでございます。 

 ２点目の、琵琶湖流域下水道協議会が設置されることのメリットでございます。

本協議会は、琵琶湖流域下水道に係る広域的な計画策定を県と全市町が共同して行
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うとともに、その管理および執行について連絡調整を図ることを目的として設置す

るものでございまして、市町にとってはこれまで以上に流域下水道の運営に参加し、

その意向を反映させるための枠組みが構築されたということを思っております。 

 また、県と市町で事業内容等について、連絡調整をする場を持つことで円滑な事

業実施が図られ、県、市町双方にメリットが生まれるものと考えております。 

 ３点目の経費の支弁の方法ということで、協議会の経費についてでございますけ

れども、規約第14条に経費に関する条項を定めさせていただいておりますが、当該

条項は規約作成について定めている地方自治法第252条の４、第１項、第５号に基づ

くものであって、規約に定めなければならないということでございます。実際には、

新たに経費負担は発生しないものということで聞いておる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（岡 常夫君） 議第47号、議第48号、議第49号に絡みます工事請負契約に

つきまして、ご質問頂戴しました。 

 建築本体なり電気、設備を含めましてでございますが、議員仰せのとおり、この

夏休み中に子どもたちのいる学習棟の方を先に内部工事を行い、そしてその後、職

員室等のある管理棟の方の工事に移るわけでございますが、学習棟の方につきまし

てもその後、外壁なり防水等の工事が残りますので、その分につきましては工事用

のネット等を張るなり、また立ち入り禁止区域を明確にするなり、学校、それぞれ

の業者さん、事務局も含めまして定例の打ち合わせを行いまして、学校行事等、ま

た心配な点、それぞれが意見交換をしながら工事を進めてまいりたいと、このよう

に思っております。 

 なお、２学期に入りまして音の出る工事等につきましては、子どもたちの下校後、

ならびに土曜、日曜なり、場合によっては夜になるかも分かりませんが、地元さん

の方にもお願いを申し上げ、協力をいただきたいなと、このように考えているとこ

ろでございます。 

 そして、２学期以降でございますが、中庭のところに仮設校舎をつくりますので、

そこまでの子どもたちの動線につきましてもしっかりと確保をしてまいりたいと、

このように思います。いずれにしましても、安全対策は万全を期してまいりたいと

思いますので、またよろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） ただいま報第２号、平成24年度日野町一般会計継続費繰越

計算書に関係をいたしまして、庁舎耐震工事につきまして、何点かご質問をいただ

きました。 

 まず、計画どおりに工事が進んでいるのか、また工事における苦情についてでご

ざいますが、現在、庁舎の耐震工事につきましては今年の２月の臨時議会でご承認
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をいただき、その後、１回の仮設トイレを設置いたしまして、２階の事務室の教育

委員会、商工観光課、建設計画課、農林課がそれぞれ３階、または４階の会議室を

利用して執務を行っております。現在、本格的に工事が進んでおります。工事期間

中につきましては、議員の皆様をはじめ、来庁をいただきます町民の皆様には何か

とご不便をおかけいたしておりますが、現在のところ来庁者の方から特段の苦情も

なく、順調に工事の方は進んでおるところでございます。 

 また、役場の業務を行いながらの耐震工事ということになってございますので、

夜間や閉庁日におきましても工事を進めておりますが、騒音等による苦情について

も伺っておりません。 

 次に、追加工事についてでございますが、今後の工事につきましては、玄関ホー

ル部分の天井の改修、および２階吹き抜け部分の転落防止用の垂れ壁の撤去につき

ましては、来庁されます町民の皆様の安全確保を考慮しながら、どのように工事を

進めるのかが現在課題になっております。また、改修後の２階本館には、従前に配

置をしておりました課に加えまして、上下水道課も移動をする配置ということを計

画しております関係から、限られた床面積となりますので、事務のスペースの効率

化などに検討を加えまして、一部間取りの変更も検討をしているというような状況

でございます。こうしたことから今後、仕様の変更によりまして追加工事等の契約

変更が生じる場合におきましては、改めてご説明をさせていただきたいというふう

に思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 また、住民の方に迷惑がかかっている部分についてはどうかというご質問でござ

いますが、先ほどもご説明をさせていただいておりますとおり、１階のトイレが使

えないということで、仮設トイレを設置しておるというような状況でございます。

また、従前に２階に配置をしておりました教育委員会、商工観光課、建設計画課、

農林課が、それぞれ３階、４階の仮執務室に移っているということでございます。

トイレですとか各執務室の変更につきましては、案内看板等で表示をさせていただ

いておるというところでございますけれども、来庁されます方が迷っておられる様

子を見かければ、職員が案内をさせていただくというようなことによりまして対応

をしておるところでございます。今後とも庁舎の耐震工事に関しましてさまざまな

面でご不便をおかけすると思いますが、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いを

いたします。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 桜谷小学校校舎の改修工事、ならびに役場庁舎の耐震工事につ

きましては、くれぐれも事故のないように、安全対策に十分配慮していただいて工

事を進めていただきますようにお願いいたしまして、質問を終わります。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑はありませんか。 
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 ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） それでは、議第47号、議第48号、議第49号、工事請負契約につ

いて質疑をさせていただきます。 

 日野町立桜谷小学校校舎改修工事について伺います。桜谷小学校校舎は、いろい

ろな箇所に老朽化が進んでいると聞いております。今回の改修で、子どもたちが安

全安心で良好な環境の中で学び、活動できる学校施設となるように望んでおります。

小学校は子どもたちが長い時間過ごすところでもあり、また、地震などの場合、災

害時には地域の避難場所ともなります。桜谷小学校は構造体の耐震化は完了してい

ると聞いておりますが、近年の地震では、構造体への被害が軽微な場合でも天井材

や外壁材、照明器具の落下など、非構造部材の被害が多く発生しております。 

 昨年９月定例会で、非構造部材の耐震化について質問をいたしましたが、「桜谷小

学校については、設計段階で、学校との調整をし、危険な部分については報告をい

ただいております」との答弁をされました。今回の改修工事により、学校施設の安

全性の確保のため、非構造部材の耐震化対策が完了するのかお伺いいたします。 

 また、低炭素社会へ環境を考慮し、太陽光発電等の設置はできないのか。また、

改修工事に伴い、電力供給力の減尐等に対する学校施設の省エネルギー対策をお聞

きします。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 教育委員会次長。 

教育次長（岡 常夫君） 議第47号から議第49号、工事請負契約につきまして、桜谷

小学校の今回の改修工事に関連しましてご質問を頂戴しました。 

 まず、老朽化等に対する安全対策ということで、これも学校の建築本体のことで

もございますので、十分に配慮しているところでございます。また、耐震化のこと

につきましては、現在他の小学校も昭和56年以降の建物で、新耐震基準の建物でご

ざいます。今回の工事では外壁等のクラック等の補修等も行いますのと、屋上の防

水等も完全に対応していきたいと、このように思っております。 

 それから、非構造部材の関係でございますが、いろいろ検討等も行ってきたわけ

でございますが、これは基本的に学習棟なり管理棟でございますので、一般の天井

高でございますので、もう尐し天井高の高い体育館とかいうところにつきましては

それなりの対応も今後必要かなと思いますが、今回の普通教室ならびに特別教室、

そして管理棟部分につきましては、非構造部材等への対応は対象にしておりません

が、落下物の防止等の建築基準法上の対応はしてまいりたいと思います。 

 それから、太陽光発電につきましては、現在桜谷小学校においては検討はしてお

らないところでございます。あと、省エネの関係でございますが、蛍光灯等の省エ

ネ対応は今設計の中にも入っているわけでございますが、ＬＥＤ等につけかえると
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いうところまでは今、この設計の中では出ておりません。今後、またこのこともほ

かの学校にも関係する部分がございますので、今後研究検討してまいりたいと、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） 中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 再質問させていただきます。 

 非構造部材についてですが、天井とか壁とかは、教室については大丈夫というこ

とでございましたが、ガラスですとか、あとドアが開かないという状況とかが起こ

るそうです。また、本棚が倒れるということがございまして、今回、清掃道具など

は解消されるようなことが載っておりましたが、そういう点についてはいかがでし

ょうか。 

 それと、ＬＥＤ化とか省エネ対策ということで、空調設備もつくということで、

大変エネルギーを消費するということがあると思いますので、今後、しっかりと省

エネ再生可能エネルギーに対することも考えていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（岡 常夫君） 非構造部材の関係で、まずそれぞれの部屋のドアといいま

すか、出入り口でございますけれども、これにつきましては学校間仕切りの改修と

いうこと、出入り口の扉は、その扉ごと倒れたりしないような、構造も含めた改修

をしてまいりたいと思います。そして、本棚等につきましては、これは耐震のポー

ルといいますか、そのようなものでの対応ができるのかなというふうに考えており

ます。そして、ガラスにつきましても、サッシの部分、補強すべきところは補強を

してまいりたいと、このように考えております。なお、省エネ関係につきましては、

今後も国等の動きを見ながら、また状況によって早く進めさせてもらうこともある

かも分かりませんが、そのような節にはまたよろしくお願いを申し上げたいと思い

ます。 

 今年度、それぞれの幼稚園、小学校、中学校の普通教室の方にもエアコンの設置

をしていくということでご承認もいただいておりますので、それらとあわせまして、

町全体の教育施設等の省エネについても十分に研究をしてまいりたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、何点か質疑をさせていただきます。 

 １つは、議第46号の琵琶湖流域下水道協議会の設置のことについてであります。

先ほど質疑がありましたので、１つだけ聞かせていただきたいのは、俗にいう外郭

団体の見直しが４、５年前に検討されたという意味で、今回財団法人の解散という

ことになったわけでありますけれども、俗に言われる、県を退職すればそういった

公社への天下り、そういうような扱いがなくなったというように私は理解している
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わけですけれども、そういう意味でいいのかどうか。つまり、参事とか、そういう

形で新たに採用されていることがもう今後ないという、そういうように理解してい

いのかどうかということと、この協議会全体の事務局ですね。今本来でしたら、財

団法人であれば公社の職員が事務局を持つわけでありますけれども、今後の事務局

は県がされるということになるのかなとはいろいろ思っておりますけれども、そう

いうことでいいのかどうか。その点についての組織体制だけ、ひとつご説明をお願

いしたいと、このように思います。 

 続きまして、議第47号から議第49号までの桜谷小学校の大規模改修の工事請負に

ついてでありますけれども、いろいろ細かい問題についてはまず総務常任委員会の

中でも議論をされるので、それでいいのかなということを思います。私は特に業者

というよりも、現場で働く労働者、建設労働者の待遇、給与問題、賃金問題という

のか、そこまで目配りをやはり行政がすべきでないかなという意味で、今年２月の

この庁舎の耐震補強工事の契約の議会でも述べたわけでありますけれども、やはり

今公共工事では、それなりに国は設計の労務単価、１万8,000円とか一万何がしかと

いう単価を決められておりますけれども、末端の下請けへ行けば、実際はそれぞれ

の半額ぐらいしか見積もられていないとかいう状況に陥っているわけであります。 

 つまり、下請けに回せば回すほど、ダンピングの状況が続くというのも現実にあ

るわけであって、私たちは特に公共事業という契約を業者と結ぶ、そういう公的な

責任として、きちっと末端までどうなのか、そういう国が示している労務単価に近

づけるように努力されているかどうかというのは、やっぱりチェックすべきだと私

は以前から思っているわけです。それが安ければいいのだという、そういう発想は

やっぱりだめだなということを思います。 

 そういう意味で、この２月の議会のときにもそんな話をしたときには、町当局の

方は、今後県とも連携をとりながら、そういった調査も含めて検討、研究をしてい

きたいという、そういったお話がありましたけれども、特に今回もどうなのかとい

うことです。 

 といいますのは、大体落札額が、以前は予定価格の６割、７割というのがよくあ

ったわけでありますけれども、この頃の落札額は９割とか８割５分という、そうい

う意味では高いわけですけれども、そういうところまで来ている。そういう中でダ

ンピングが行われているという実態も把握すべきであるし、その中で働いている労

働者の状況はどうなのかというのは、やはり行政としても何らかの形でつかむ必要

があるのかなということを思いますので、その点についてのこの間の状況というの

か、その後の状況なんか、ぜひ分か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、報第３号の平成24年度一般会計繰越明許費の問題であります。事業
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としてこれ、25年度で実際繰り越してやられるわけですけれども、やはり進捗状況

を私たちも心配しております。大いに注目しているわけでありますけれども、この

中で、１つはこばと園の整備。これは650万設計委託が繰り越しされているわけであ

りますけれども、この設計委託と同時に、こばと園の整備を行っていく、待機児童

をなくす意味でもそれが評価されるわけでありますけれども、その進行状況という

のか、駐車場の関係も今後あると思いますけれども、そういった方向の見通しあた

り、今年度建設のめどというのか、そこらあたりをぜひ一遍聞かせていただきたい

なということを思います。 

 それと同時に、今新たにこの繰越明許ということではありませんけれども、この

わらべ園の建設問題も出されておりまして、今地元といろいろお話もされていると

いう状況もありますけれども、その進行状況、最低限分かる範囲でのご説明もお願

いしたいということを思います。 

 それから、特定地域再生事業、１億2,413万円という、旧山中邸の購入および改修

の問題についてであります。前回議会の中で、価格問題についてなんか、いろいろ

ご質問、意見があったわけでありますけれども、購入状況も含めて現時点でどうな

っているのか、ぜひその点で今の進行状況も聞かせていただきたいと、このように

思います。 

 最後に、議第50号の職員および特別職の給与を削減をする条例改正についてであ

ります。この点については、いずれまた総務常任委員会の中でもそういった議論が

いろいろされると思いますけれども、私は一口に言えば、国の要請といえども、国

は意外と地方交付税の削減を前提に、どっちかといえば押しつけている、こういう

状況であるし、人事院勧告に基づいて、地方で労働組合も含めて当局と交渉して決

めていく、それを全く度外視するというかつてないものをやられてきている。やは

り今のデフレ脱却を補強しようと思えば、内需というのか、購買力を高める、職員

の給与を上げるというのが本来である。こういう中に、逆に下げていくという、全

く逆さまな今状況がされている。こういった問題をいろいろとってみても問題が多

いし、さらにその上、私はどうしても気になるのは、これを、例えば社会保障を充

実させるために、職員給与も下げたんだ、生活保護の関係も下げたんだということ

を口実に突破口とされていく、そういう可能性が十分あるということを私なりに考

えているわけでありますけれども、そういった中で、確かに労働組合も含めて、相

当苦労されて妥結に至ったんだなということを思います。そういった意味で、ぜひ

町の思いとか、組合との関係でどこまで涙を飲んだのか、そういった点をきちっと

この場でお話しもしていただきたいし、同時に、これは単にこの９ヵ月終われば済

むという問題でなくて、今後こういう地方まで介入されるような状況は、町村会と

しても困るんだという、そういった一定の総括をやっぱりすべきだなということを
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私も考えるわけであります。そういった意味から見て、町の思いとか、組合との関

係でどうだったのか、その点について分かる範囲でご説明をいただきたいとこのよ

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。 

 上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） 今、對中議員さんの方から、２点ご質問いただきまし

た。 

 議第46号でございますが、下水道公社につきましては、滋賀県が整備した下水道

施設の運転、維持管理を行うことを目的として、昭和57年に設立をされたものでご

ざいます。先ほども設置の目的等を申し上げましたように、流域下水道事務所が行

う施設の、これは県の事務所でございますけれども、施設の改築更新等、公社が実

施しております維持管理の中で行う修繕とか補修の区別がなくなってきたというこ

とで、一体化するということで県の方へ吸収をされたものでございます。 

 先ほどご質問がありました、県の職員の天下り施設ではないかというようなこと

でございますけれども、その辺のことにつきましては、担当課長といたしましては

今申し上げましたように、特殊な維持管理の形になりますので、県の技術を持って

おられる派遣職員の方も行っておられますし、プロパーの方もおられましたので、

そういう観点から担当課長としては考えておるところでございます。 

 それと、事務局につきましては、県の下水道課の方で担当をされるということを

聞いておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 総務政策主監。 

総務政策主監（平尾義明君） 議第47号から議第49号に関連いたしまして、労働の賃

金等のダンピング等についてのご質問でございます。 

 前回もご質問いただきまして、そのときもお答えをいたしましたが、最低制限価

格を設定して、それより低くならないようにすることによって地域の建設業の健全

育成、また下請けへのしわ寄せの防止を図るというふうなことで、現在もやらせて

いただいているところでございます。現在については、うちとこは指名をさせてい

ただいておりますので、そういったことのない業者を指名させていただいています。

県でも何か調査をされているようですけども、きちっと調べているわけではござい

ません。県につきましては、低入札価格調査制度というものも導入をされているよ

うでございます。いずれにいたしましても、そういったことにないように、町とし

ても県と協力をしながら進めていきたいなというふうなところでございまして、詳

しく調査をしているというわけでは現在のところございませんので、よろしくお願

い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 
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福祉課長（壁田 文君） こばと園の設計委託の関係でご質問をいただきました。現

在用地の不動産鑑定を６月の上旪に終えておりまして、建設に向けて準備を進めて

いるところでございます。 

 わらべ園の方につきましては、現在地元の地権者の方、地域の町内の皆様に大ま

かなところの説明をしていただいたところでございます。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（福永 豊君） 對中議員の方から、報第３号の特定地域再生事業の進

捗状況についてということでのご質問をいただきました。 

 現在、事業につきましてどのような整備が必要なのかということも含めまして、

設計委託で実施中でございます。これが終わりましたら、いわゆる工事内容が決定

いたしますと随時工事に取りかかっていきたいと思いますが、何せ土地等につきま

して、また建屋等につきましての状況が今鑑定で出してございまして、一定、鑑定

の結果が出てまいりましたので、その鑑定の金額をもとにいたしまして、土地の購

入ならびに土地は寄附なのか購入なのかという部分につきましても、ご本人と相談

をさせていただきながら、今後、事業が完了できるまで努力をしてまいりたい、こ

のように思っております。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 對中議員から、議第50号日野町職員および特別職の給与の

特例に関する条例の制定につきまして、幾つかご質問をいただきました。 

 まず、国の要請に対します町の考えというようなことでもございますが、国では、

国の厳しい財政状況および東日本大震災に対処する必要性が、給与削減措置の趣旨

に挙げられております。今回の要請では、これまで地方がそれぞれの努力によりま

して行政改革を行ってきたということでございますが、そういったことも適切に評

価をされずに、国家公務員の給与削減の措置におきまして、一方的に地方公務員の

給与の削減を求めるというような趣旨であるというふうに思っております。 

 そうした中、地方公務員の給与は本来、条例によりましてそれぞれの自治体が自

主的に決定されるべきものでございますし、また、地方交付税はご承知いただいて

おりますとおり、地方固有の財源であるということでございますので、そういった

ものを給与の引き下げの要請手段として用いられるということはルール違反という

ような思いを強く持ってございます。組合とのお話でも、本来、市町の職員の給与

は労使交渉により条例で決めるものやというようなことで、日野町では人事院勧告

等に準じた格好でこれまでやってきたということでございますが、今回の行為につ

きましてはそういったものでもございません。そうしたことから、現在、地方六団

体で国の方に共同声明という格好で挙げさせていただいておりますが、このような

形が引き続き起こらないというように、引き続き町村会等を通じて活動をさせてい
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ただきたいなというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） 大体それ以上のことで、あと話は出てこないと思いますけれど

も、特に例の労務単価というのか、建設労働者の賃金単価が全国的にどんどん下が

ってきている現実は、そういう実態もぜひやっぱりつかんでいただく必要があると

いうことで、私はぜひ県の方と、こういったことを地方からも言われているけれど

も、行政というのはどうすべきだというようなお話も含めて、一遍相談してもらっ

たらどうかなということを考えます。 

 例えば労働者の賃金を維持をするために、評価の方式の中にその分を入れていく

とか、いろいろ検討されているところもあるらしいですね。そういったことも含め

て、ちょっと一歩出ない限り、これでいいのだということでは私はなかなかならん

と思いますので、ぜひその点だけ今後も強めていってもらいたいなということを思

います。 

 それから今、こばと園とか、いろいろ地域再生事業の関係で言われましたけれど

も、今年度に実施できるように、いずれこの地域再生事業の関係でも財産購入すれ

ば、それなりの議会議決の関係も出てくるわけでありますので、スムーズにいくよ

うな状況をつくるためにも、ぜひ頑張っていただきたいなということを考えており

ます。 

 そういうことを最後に述べまして、後はもう答弁、結構でございますので、あり

がとうございました。 

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３ 議第46号から議第50号まで（琵琶湖流域下水道協議会の設置について

ほか４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、お手元へ配付いたしました付託

表により、総務常任委員会および産業建設常任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、

総務常任委員会および産業建設常任委員会に付託いたしたいと思います。 

 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４２分－ 
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－再開 １１時０１分－ 

議長（杉浦和人君） 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。 

 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 通告に従いまして、平和堂問題について質問をさせていただき

ます。 

 答弁者については、１から６までについては担当課長にお願いしたいなと思いま

す。７については全ての部分をまとめてもらえるような話に、町長にお願いしたい

なというふうに思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、１についてお願いします。 

 あそこの土地については、圃場整備の始まったときに、松尾１区としては一番に

するという話の中で進んでたのが、委員長さんの判断でされなかった。それが今の

問題において、地域は頭の中に残っています。一番にしなさいというのは、そこか

らやり出すことによって、全て整備ができます。あそこが一番細かい土地がたくさ

んあって、やりにくい部分であったんです。絶対やるから、最後にはするからとい

う約束で、上の方から圃場整備を始めた。それが、上の方からやり出して、終わっ

た時点でころっと話が変わりました。その変わった状況が、今、松尾１区の住民の

中にはあるんです。そして、町があの状態ではどうもしようがないから、商業地に

するよというのは言われました。自分はここに来ていて、しようがなく賛成したか

な。そういう状況であります。 

 その中で、自分は地域に帰って、あの地域が商業地になったらいろんな店が来る

だろうなという話もされたんです。けど、自分はそこで何を言ったかというと、国

道際ばっかりが詰まってしまって、奥が何とも利用できない状況になったらもっと

困るよと、それなら今何とかしておいた方がいいの違うかという話で、何とか皆さ

ん、納得してもらえたんかなというふうに思っていたんですが、今回、平和堂が一

括であそこの土地に新店舗を出すという話になったんですが、皆さんの思いは、や

はり頭の中にそこの部分は残っているんです。そこの部分を皆さんも覚えておいて

ほしいんですよ。そうでないと、もろ手を挙げてみんなが賛成しているかというと、

違うんです。 

 そして、地元説明会についても、地権者さんは地権者さんだけで、早目にどんど

んどんどんやられていたんです。けど、地域の者にはいつ説明するんですかと言っ

てこっちが区長さんにうるさく言い出してから、12月でしたかね、１回目の説明が

あったんです。そのときの説明は、何があったかと、誠心誠意あったのかと言った

ら全然ないんです。30分弱の説明です。それが内容が何やいうと、工事に入る期間

が、この時点では２月の末から３月の上旪にかけて土地を埋めていきたいというふ
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うな話でした。それ以外に店舗の絵も示さず、図面もなしに、ただこのようになり

ますよという話があったんです。そこで質問をして、図面があるならそこへ張り出

しなさいと。今の出雲川の方と旧の松尾道のところから入れる状況はつくってほし

くないというのは、その時点で言ったんです。今の旧道の方に店舗が来るんですが、

そこから、確かに年寄りさんはすっと入れる状況がいいのかなというふうには言っ

ておられました。けど、それは人が入れる状況ならまだ許可はいいですよと。けど、

車があそこを通ること自体は、自分らとしてはしてほしくないと、農道を通られる

のも困るし。そこで、自転車道を通るのもいいことではないというのがあって、車

の出入りはしてほしくないというふうには言ったんですが、その時点でも、きちっ

と分かりましたという話は全然なくて、本当にどうなったんやというのは理解でき

ない状況であるんです。 

 それと、２回目が先月あったんですが、自分は尐し用事があって行けなくて、後、

区長さんに尐し聞かせてもらったんですが、内容はそんなに変わらなかったよと。

なぜおくれたのかというのも余り言われなかった。何かがあるんかなという話はし

ていました。その中で、本当に地域がもろ手を挙げて喜んでない部分は、区長さん

も言いましたというふうに言われていた。その中で本当に、今後も地域に何回か説

明会をするというふうに言われているんですが、ただ単に地域と一企業とが話し合

いをしても、何も進まないんですよね。向こうから言われたことは、こっちがはい、

そうですかと言って、こっちが聞いたことについては明確な答弁がない。それやっ

たら、説明会は、ただ単に押しつけ、結果報告だけやと、それやったら文書で渡し

た方がましだというふうにしか思わないんですよ。そこは確かに、うちとこの地域

には役場の職員さんも４人かな、おられるんですが、その時点でそれが言えるかと

いうと、言えない部分がありますやん。そこはやはり行政として、どういうふうに

中に立ってやろうかなという意識があるのかないのか。そうでなかったら、平和堂

が仮に来てからでも、いろんな問題が起きてくるんやないかなと思えてならんので

す。やはり、話し合いの中で行政がどのような立場をとってもらえるのかもらえな

いのか、そこの点についてお願いしたいなというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 商工観光課長。 

商工観光課長（森口雄司君） ただいまの１点目の質問につきまして、過去２回の地

元説明会がございました。その経過を受けて、行政としてかかわる問題はどうかと

いう内容の質問であったかと思います。 

 地元の説明会につきましては、昨年12月15日および本年５月26日に説明会が行わ

れ、その内容につきましては、いずれも土地の利用とか工事の概要の説明でござい

ました。具体的なご質問にあります事業の内容につきましては、現在開発行為の許
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可が、申請ですので、それの許可が下りた段階で大規模小売店の立地に関する届け

出が県に出されます。そこで概要がつかめますので、その時点で地元にさらに詳し

い説明があるんやないかなと、このように思います。町としましては、直接平和堂

の担当者から聞き取りを行い、今後の説明も一部受けているところでございます。 

 いずれにしましても、その大規模小売店の立地に関する届け出をお受けした中で、

そういった具体的な話については町もかかわりながら進めてまいりたいと、このよ

うに考えております。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 確かに、行政と話し合いはされているのは何回か聞かせてもら

ったのですが、その内容も地域の区長さんに尐し教えてあげてほしいんです。そう

でないと、何にもこっちは資料なしに、向こうが言われることをただ聞いて、ああ

そうですかだけでは、次の段階に絶対に入れませんやんか。そこは地域としてもど

ういうふうに取り組んでいくねやという部分は、これは店ができるまでの問題もあ

るし、工事中のときも問題あるし、仮にオープンしてからでも問題が出てきますや

ん。そこはやはり一緒に共有せえへん限り、無理ですやろ。こっちはこっちで言い

たいこと言うねやったら、何ぼでも言いますよ。けど、それでは通らない部分があ

るということをきちっと頭に入れてもらって、やはり区長さんが窓口なんやで、区

長さんにはきちっと説明して、こういう状況で今やってるから、町としてもこんな

話し合いをしてるからという部分は、教えてもらわへん限りどうにもしようがない

状況になりますやろ。そこは今後どういうふうに取り組んでもらえるのか、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（森口雄司君） 具体的な平和堂からの説明につきましては、ただいま

申し上げましたように、開発許可のめどがつきました段階で、今月６月11日に平和

堂本部から町の方に担当者が来ていただいて、担当課であります商工観光課がその

状況をお聞きしたところでございます。具体的な内容につきましては、今後、大店

立地法に関する届け出が出た段階で詳しい内容が公表され、さらに地元との調整を

加えていきたいと、このように考えております。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 分かりました。６月11日にあったんですね。 

商工観光課長（森口雄司君） はい。 

12番（平山敏夫君） そこはきちっと、今後の質問で覚えておいてほしいと思います。 

 次、２番目に入ります。工事の着工が説明会より３ヶ月ほど今おくれています。

それで、何か問題があったのかな、地域の者もいつになったらやるのかなと思って

います。先ほども言いましたように、２月末から３月には埋め立てに入りたいとい
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うふうなときでしたけど、いつやるんかなと、当然地域としても何人か寄ったら皆

がしゃべっていたというような状況の中で、地域の人が誰か借地をされるのか、そ

こで問題があったという話は、地域の中でいろんな話が出るんですよ。誰が反対し

ている、誰が賛成しているという話がいろいろ出てきて、嫌な雰囲気があった部分

があるんですね。その中で、地域としては賛成したというのがあったんですが、確

かに、このいろんな許可を出すのに時間がかかるというのは12月の説明会で聞いて

いまして、本当にそんなに長いことかかるんかなというのは、自分の家を建てたと

きにもそういう部分で長いことかかったのは経験してますんで、あんだけ大きい土

地がそんなに簡単にいくんかなと、やはり思っていたとおり、そんなスムーズには

いかなかったのかなと。 

 なぜおくれているかという説明も平和堂は来なかったんですよ。やはり、そこは

誠意がないとしかとられないですやろ。そこは一番大事な部分ではあるんかなとい

うふうに思いますんで、何がおくれた理由で、何が問題があったんやと。許可の部

分についても何かが問題があったんかなと。あればお願いしたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 説明会より事業着手のおくれた理由でございますが、

これにつきましては全体の土地利用の調整に時間を要したというふうに聞いており

ます。そのことによって開発申請等がおくれてきているのかなというふうに解釈し

ています。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 全体の土地利用って、12月のときにうるさく言ったから図面を

見せられましたよ。一定、店舗もあったし、駐車場のところも描かれていましたよ。

入り口についても何ヵ所か描いてあったんよ。それが全体の土地利用と建設課長、

言われても、そうですかと納得できないですよ。それならそれで、もっと地元なり

に説明があってしかるべきではないんかなというふうに思うんですが、そこはどう

なんですか。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 大変大きな開発でもございます。そういう地域の中で、

土地についていろんな公有財産、いわゆる里道、水路、または県の１級河川の敷地

等もございまして、所有者についても多々ございます。そういう面で、所有者も含

めていろんな手続上の問題で、かなり土地利用の中でどのような考慮をしていくか

も含めて、やはり平和堂の中で検討をされてきたのかなというふうに思っておりま

す。そういう面で、時間をかなり要してきたのかなというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 確かに里道にしろ水路にしろ、出雲川の部分についても、地域
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の人から聞いていると、地域の者が買い取って、そこをまた貸すんですよという話

をされていました。それもひっくるめて、12月の時点で自分は分かった話やないの

かなというふうに思うんですよ。ということは、余りにも横着な説明会としか言え

ない。自分たちがミスをおかした時には、当然、行政ならば説明をしますよね。行

政のほうとしても、きちっと、指導をしてもらわないと、民間だからいいのだとや

られると、地域の者は、たまったものでない。そこは、分かってもらえますよね。

問題が起きた時点になぜおくれたのかと言うのは、地域の者に説明に行くようにと。

そうでないと、こっちもいつからダンプが出入りするんかなというのが見えてきま

すので。３ヶ月もおくれてどうなっているのかと、話だけが大きくなっていったん

では問題が大きくなるだけで、事後処理が困りますやろ。そこの部分の指導もきち

っと、おくれた理由なり何なりも、やはりきちっとやっていかないとだめなのかな

と思いますので、ここの部分についても行政がきちっとかかわってほしいなという

ふうに思います。 

 次、３点目に行きます。 

 これ、先ほど６月11日に開発許可がどうのこうのと言われましたが、５月末くら

いやったかな、うちのところの説明会のときに、農道、自転車道、旧の里道線を通

行どめさせてほしいというふうに言われたそうですが、区長から自分が聞いて、お

かしいのではないかと。勝手に通行どめしますと、農道については、自分のところ

の田んぼが１枚と、もう１軒が４枚あり、そこを通るのは２軒だけです。けど、舗

装されている道路、旧の道路と自転車道が通っている部分については、朝夕の散歩、

運動なりされてるんですね。そこの部分はどうなんやというのは、誰も地域の者は

そんなん分からないから質問されなかったんやけども、そこは絶対問題起きてくる

のではないかなと、総代さんに、なぜ自転車道を通行どめにされたのか。今の新し

い道のところで通行どめされたのか聞いたところ。農道についても、入口のところ

で通行どめをされた。それは横に立てているから別に構わないが、通行どめと書い

てあると、やはりみんなが通ったらだめだなという意識になりますやろ。その中で、

なぜそこの自転車道をとめられたかというと、年寄りさんが医者なりコンビニなり

に行くときにそこを通られる。そやから、できるだけ手前でとめといた方がいいだ

ろうという思いで、手前でとめて下さいと言われたそうです。 

 けど、自分は反対なんですね。そこの自転車道も散歩される人が通って、旧の橋

が残っているから、反対の方へ回ってまた戻ってこられる。行って戻ってこられる

部分もある。国道307の方に行かれる人もたくさんおられるんですよ。そういうなの

を見てたら、当然入口でとめたらだめだろうと、自分が岸村課長に、ちょっと言う

よと電話はしたんです。直接現場監督がいたから、そこへ行って、あそこの看板は

もっと後ろへ立てなさいと、現場の近くまで下げてもよろしいと、別に何にも問題
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ないんやから、そこはきちっと下げてくれと。農道の部分については２軒が迷惑す

るだけやから、別にそこは構わないよと。そこは納得した。けど、自転車道につい

ては、自分が管轄する部分でないけども、歩行者がこんだけ通るんやから、回ると

ころもあるし、突き抜ける部分もあるんやから、ここももっと後ろへ通行どめの看

板を立てろと。旧道のところに今立ってます。旧道のところは本当に通れない状況

になってるから、それはしょうがないのかなというふうに思って、自転車道と農道

の部分については今、通行どめの看板については何とかおさまっています。けど、

旧道についてお願いしたいことがあるんです。 

 旧道については、自分は埋め立てを確実に終わってから、一定周辺は置いておい

て工事をされるんかなというふうに思う。当然、そうでないとおかしいよと。それ

が、旧道から約２メートルくらい西側に、今コンクリの擁壁がされました。それは

農道の部分もすごく削られて、排水の部分が旧道のところを横断するので、そこの

舗装もめくられています。生コンを打つのに生コン車が旧道のところを477からバッ

クしている。ポンプ車もそこから入ってきた。ましてや、ぶちんとキレた部分が１

点だけあるのが、工事車両が農道を通った。それは絶対にだめだろうと、見て、す

ぐ自分が怒りに行ったから、以後通っていない。けど、旧道は本来、今工事をされ

るのに使用していいのか悪いのか、自分も定かでないからはっきり怒りにも行けな

かったというのがあって、辛抱している部分があるんやけど、そこについては許可

をとられたのかとられてないのか。許可を出したら何でも行けるんか。その点につ

いてお願いしたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 旧道の道路、自転車優先道路、または農道についての

通行どめに対してのご質問でございます。 

 まずは、この先日工事をやっていたところについては開発区域外の工事でござい

まして、土地改良財産の現形変更行為の許可によるものでございます。そして、周

辺道路の通行どめ等の道路の利用につきましては、造成工事におけます地元説明会

が５月26日にされており、その中で地元の方と協議がされたという確認をしており

ます。そして、松尾南部地区の圃場整備事業地内の旧里之内線、これについては現

在農道として管理していただいております。その旧里之内線や農道につきましては、

不要となる用水路の撤去工事のため、通行どめにして工事をされておるという状況

です。これも含めて、土地改良財産の現形変更行為の許可によるものでございます。 

 また、自転車道等の町道につきましては、通行どめの許可願および道路使用願は

現在出されていない状況ですので、この道路の通行どめまたは道路使用については、

業者の方に対応の方の指導はさせていただいたところでございます。 

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） 自転車道の問題については、当然業者が管轄する話かなという

ふうには思うので、自分はもうそれ以上言いませんが、旧道については農道やとい

うふうに言われたんですが、ということは、工事車両が入って何か問題が起きたと

きは、当然農道やから地域が直すんですか。そういう部分もひっくるめて説明があ

ったのかというと、ないですよね。確かに、旧道なんてほんまに随分前にできた道

路やから、そんだけきっちりできていない状況であります。全てがのり面になって

いて、今まで10トン車が入ってたんかというと、入れない状況の道路に今入ってい

るんですよ。旧道が農道になったから行政は知らないよと言わないで、やはりそう

いう車が入っていること自体、問題が起きたときに、地域が直さないといけないと

いうのではどうしても困るから、やはり行政として、そこの部分についても指導を

お願いできないのかなというふうにお願いしますが、それはどうですか。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 先ほど言いましたように、旧里之内線の農道について

は、以前は町道でございましたが、新しい松尾への町道ができましたので、この分

については一定、地元に管理をしていただくということで、農道として現在管理を

していただいているいう状況でもございます。そういうことから、開発区域とは別

の工事ということで、先ほど言いましたように、土地改良財産の現形変更行為の許

可が出された中でそれの許可をおろして、最終的にはその許可に対する行為が適正

なものであるかも含めて、町としての最終的な確認はさせていただくという形にな

ろうかというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 確かに区域外だと、都合のいい言葉をさっきから言われている

けど、これは住民からしたら納得できる話かと言えば、そこは区域外だから開発許

可が出ても出んでもやれるんよと言われても、その中には機械が入っているし、残

土はそこへ盛られてるんです。ということは、当然工事は一緒です。ましてや、こ

の工事を入る前に全て草刈りをされて、旧河川のところのごみなり何なりは、全て

機械が入って持って出たんです。それも自転車道を通ってですよ。 

 ということは、区域外やからそれは何をしてもいいのだという話は、一般住民に、

地域の住民に分かりますか。分からないです。ここ、農道ですよ、通りますよと向

こうから言うてきて、はい、どうぞと言うた。どうぞと言うた限り、傷めたらどう

なるんやという話は絶対しませんよね、地域として。皆さんの地域もそんなんされ

ますか、しませんよね、そんなことまで。自分が思ったのは、当然埋め立てが始ま

って、一定のところまでトラックなり何なりが入れる状況をつくって、擁壁なり何

なりをしたら何の問題もないし、こちらの方も道路は大丈夫なのかと、しょうもな

いこと考える部分も必要ないですよね。やはり、新しい道路をつくったときに、そ
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こを払い下げてもらって、そんな道路も管理するんだと、今こういう状況の中でま

た管理しなさいと言われたら、自分らが軽トラで通るぐらいの部分は当然よろしい

よ。けど、10トン車までそこが通っていいのか悪いのかっていう判断は業者がされ

るんですか。何にも言わないで通らせて下さいでいいんですか。それはちょっと違

いますよね。そこはやはりきちっと指導をお願いしたいなというふうに思います。 

 これ、何遍言うてても答弁してもらえないのかな。してもらえるのであればお願

いしたいなと思うんですけど。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（高岡良三君） ただいま、平山議員さんの方からご指摘ございました。 

 確かに、旧の町道のところを今農道として、農林課の方が預かっているわけでご

ざいます。その分につきましても、通行どめの申し出がありました。通行どめの通

知というのも私どもの方に業者の方からいただいてございまして、その中にも、地

元松尾１区の同意は得ておりますというふうな文言ございます。当然、何気なしに

すっと渡しているわけでなしに、きちっと適正に管理をされていくようにというこ

とで、付注をつけて渡しているところでございますので、今ご指摘のとおり、地域

の方々はどの仕事でしているかというのは一体としてしか見えないというのは現実

だというふうに思いますので、再度私どもの方も、いわゆる現形の復旧とか、そう

いう部分についての協議を進めてまいりたいというふうに考えてございます。ご理

解のほど、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） そこの部分はきちっとお願いします。そうでないと、地域が管

理ですよと言われても、できる部分とできない部分がありますので、その点につい

てはお願いしたいなと思います。 

 次、４番目に行きます。 

 ４番目については、新店舗でなしに、現在の平和堂の存続についてという部分な

んですが、確かにいろいろ聞きました。存続の部分については１階だけ残すと。店

舗に入っておられる人と尐ししゃべったんですが、新しい店舗に行くのかと聞いた

ら、そこは入るのにものすごく高いから、行けないんですという話をみんながされ

ています。その中で、ここで頑張るのかと言うてたら、ここに残るのも不安だと。 

 確かに存続という言葉はすごく便利である。１月でも存続、１年でも存続、延々

と続くのも存続、そうですよね。ということは、自分が何ぼ思っても、最大１年か

なというふうにしか思っていないんです。これは何ぼ１階だけをやると言うたって、

お客の人数が極端に減ると思います。あそこの駐車場に行く人がどんだけいるんや

ていうたら、新店舗の方に来られる人の方がはるかに多いと自分は思います。これ

は自分の思いだけですよ。けど、店の人の考え方も、そういう部分ですごい不安で
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すというふうに言われていました。ということは、当然あそこの部分がいずれは閉

まるかなと。 

 自分は１年後、１年あるかな、ないのかなという感覚でいるんですが、今、商工

会の動きが何も見えないんですね。商工会の会長さんが商店街の人ですよね。とい

うことは、一番危機感を持って対応をどうするんやというのをきちっと決めて、統

一行動をしなかったら何の力にもならない。１人ひとり、勝手に言うてるのでは話

にならないから、それをまとめるのが商工会であるのかなと。ということは、商工

会と行政もまた一体となってやる部分がそこで出てきますわね。その中で、商店主

さんと商工会と行政と、何回か話し合いをされて、どういうふうな形で存続の方を

強く求めていくという行動をされているのか、自分には全然見えないんで、そこの

部分について説明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（森口雄司君） 現在の平和堂日野店の存続でございますが、商工会、

商店街、大窪堀端町、それぞれから存続の要望がされております。町としましても、

商工会と存続につきまして十分協議をして、平和堂の方へ要望をしているところで

あります。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 要望って、ただ単にお願いしますよというだけですよね。確か

に民間企業やから、難しい部分はものすごくあると自分は思っています。駐車場の

部分が全てそのままになってしまう状況は見えますよね、客が入ってこない限り。

存続がもっと早まれば、当然あの建物自体も解体されるかされないか、そこまで自

分は心配する必要ないんかなと思うんやけど、それこそあれが廃墟となってしまっ

た場合、そのときの対応まできちっと、地域のみんなも商店街の人も商工会の者も

行政の者も、考えないといけない部分はありますよね。そこの部分は協議をするの

かしないのか、しているのか、そこが大事なところやと思うのですよ。 

 確かに要望を出すというのは、存続をできるだけ長いことしてほしいという、当

たり前の話ですよね。これは、自分から言うたら虫のいい話ですよ。来るときには

反対運動しておいて、出ていきますよといわれたらちょっと待ってなんていうのは、

確かに虫のいい話なんです。けど、30年近くの間、あそこと共存共栄してきた部分、

地域の人らも、あそこで迷惑な部分もあったし、便利な部分もあった。それも全部

をひっくるめて、やはりそこの店があったからこんだけの部分が残ってきたんやっ

というのがありますよね。そこの部分をやはり民間企業にきちっと伝えて、後どう

していくんやというのは、気持ちで述べなかったら何も伝わりませんよね。こんな

ん、書いたもの渡したって、存続して下さいって、心が何にもありませんよね。そ

れでは自分はだめなんやと思うんです。そこできちっとした協議を今後お願いした
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いなと。それする気があるのかないのか、まず教えて下さい。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（森口雄司君） 先ほど言いました６月11日、平和堂の方から来られた

ときにも、今後においても、現店舗の取り扱いについては存続するということで、

前向きに検討しているという回答をいただいています。今ご指摘がありましたよう

に、１階を残すとか、２階をどうのこうのといった具体的なところまでは説明を聞

かせてもらえなかったわけですが、方向としては前向きに検討して、存続するとい

う内容を聞かせてもらっていますので、今後地元や商店街とも詰めた中で検討を加

えていきたいと、検討していきたいと、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 自分が言いたいのは、文書で何ぼ出しても何の意味もない。や

はりみんながここでしゃべらない限り、相手に伝わらない部分がありますよね。そ

この部分については、やはり住民さんも巻き込んだ運動をお願いしたいなというふ

うに、これはきちっとやって下さい。お願いします。 

 ５番については、皆さんが見たら同じような部分だというふうに思われるんです

が、これは自分が思っているのは、商店街さんが今新たな活動を、何かをしようや

ないかという意識があるのかないのかなというと、見えないのですよ。これは何や

いうと、村井の方でやっておられる桟敷窓については、もう長いことやられて定着

してきました。ひなまつり紀行についても定着しています。商店街が参加している

のは何やと言うと、ひなまつり紀行には参加していますよね。桟敷窓については参

加していない。商店街の新たな何かをやっているかと言うと、やっていませんよね。

昭和の古い道具が尐し表に置いてあったかな、それくらいな部分かな。それでは買

い物客に対してなり、地域の人を巻き込んだ何か活動ができているのかというと、

それがないんですよ。やはりそこは地域を巻き込まない限り、大きな活動にならな

い。やはりそこに商店街の弱い部分があるんかなというふうに思うんですが、これ

は行政の方がああしなさい、こうしなさいという話やなしに、そういう姿勢を持た

なくてはだめなんですよという指導をしない限り、こんなものを指導する必要があ

るのかないのか、自分はないと思っています、正直。これは商店の人らがほんまに

生存をかけて戦いをしないといけない、そういう意識があるのかないのか。それぐ

らいな根性を持ってやらなかったら、絶対に生き残れない状況になると思うんです

よ。 

 生き残れないということは、年寄りさんのお客の買い物難民をつくっていく。そ

れを商店がつくったらだめなんだという意識を持たないといけない、そこが全然見

えない状況にあるのは確かですよね。行政の人は、そこは見てやってほしいんです

よ。今、こういう状況やから、こういう活動は当然商売屋の方から動きをしないと
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いけないけど、動かなかったら誰かが何かをしてやらないといけないのかなと。強

く指導をしてほしいくはないけど、今、そういう状況にあるんやでという部分につ

いては、商売屋さんの方が意識を持たないといけない。そこについては、行政とし

ては町が買い物難民をつくってから、町があと何かをしないといけないような状況

では困りますよね。それまでに手を打つという意味で、今回このように挙げさせて

もらったので、そこの部分について答弁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（森口雄司君） 今ご指摘なり、提案というか、例えばの話で、ひなま

つり紀行や桟敷窓アートの話がございましたが、いずれにしましても商工会等を中

心にいろいろなイベントを考えておられます。商店街は、従前からあります地域の

顔としての要素がございますし、特に現店舗については、高齢者など、買い物弱者

を中心に、歩行者なり自転車が優先されるような空間でもございますし、そういっ

たところの活用というのは非常に大事な部分はあるんやないかなと、このように思

います。 

 なかなか町としても、具体的に新たな財政支援というのは非常に困難なものでご

ざいますので、そういった商工会からの提案などを聞かせてもらいながら、いろい

ろ町としてできるところというのは、十分いろいろな関係団体も含めて検討研究し

ていく必要があるんやないかなと、このように思います。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 自分は、財政支援をしてほしいというふうには全然思っていな

い。これは、本当に平和堂の存続が早まって、商店主さんが頑張ろうという意識を

今から持ってもらわない限り、次の段階に絶対入らない。ほんまにあそこの地域の

買い物難民が出て来てからでは絶対おそい。財政支援なんてする必要は自分はない

と思っています。それは、自分らの商売でも、当然自分らなりに努力してやってい

る。そこは商売屋さんがそういう意識を持たないといけない。当たり前の話です。

財政支援なんて、簡単にするという話はしてほしくない。 

 きちっと自分らでこういう状況に陥ったときに、どういうふうな対応するんだと、

それまでにどういう手を打つんやというのは、行政も一緒に考えておかないと、そ

れこそなくなってしまってから、年寄りさんをどうするのだとやり出す話は、それ

こそ金が要りますよね。そやないと。金やなしに、どうするんやというのはみんな

で考えて臨まない限り、無理なんやと自分は思いますんで、そこの点についてはも

う答弁結構なんで、きちっと商店街の人にもそこの部分は伝えてもらって、こうい

うふうに思っている者もいるのだというのは言うてもらって結構なんで、そこはき

ちっと相手に伝えて、自分らも頑張ろうという意識を持ってもらわないとだめなん

で、協議については行政も一緒になってやってもらいたいなというふうに思います。 
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 これは、旧の商店街が本当にだめになります、今の状況では。誰も何も危機感も

なけりゃ何もない。そんな状況で、店が勝手にのほほんと続いていくかといったら、

絶対続かない。ということは、大窪の町が終わるんやというくらいの意識を持って

もらわないとだめなんやというのをきちっと伝えてもらいたい。これは平山が言っ

ていたと、何ぼ言うてもらっても結構なんでね。自分も言いに行きますので。やは

り心配している者がいる限り、絶対そこに行く場合があるということは、これは口

に出さへん者が、大勢そういうふうに思っている人もおられると思うんでね、やは

りそこは行政としても危機感を持って臨んでもらいたいなというふうに思います。 

 次、６番目に行きます。 

 新しい店の交通問題なんですが、一定説明があって、入り口についても説明はあ

ったんですが、早朝から店舗は開けないから心配はいらないのかなというふうに思

うんで、商品の搬送は北側、出雲川の方からやるというふうな話を説明会ではされ

ていました。けど、確かにブルーメがオープンしたときに、めちゃくちゃ皆さんも

車が詰まった状況を知っておられますますよね。あのときに、自分のとこらの農道

も、みんなが分からんもんで、車がたくさん入ってきたのです。あの状況には自分

はならないとは思うんです。ならないとは思うけど、自分らの地域からすると、裏

から入れるようにしてもらいたいなという人もいるんやけど、裏からは絶対入って

欲しくないというのは、その状況を招きたくないから裏から入れないようにして下

さいって言うてるんですよね。ってことは、国道の307、477の方からしか入らない。 

 その中で、本当に交通渋滞なり何なりが起きたときに、すごい問題が起きてくる

んかなというふうに思うのと、朝夕の渋滞を見ていても、すごい不安はある。出雲

川の橋のところで、急に狭くなってますよね、道路が４車線から１車線に。あそこ

がめちゃくちゃ混雑している状況は皆さんもう分かってますよね。西側にコンビニ

があって、そこに出入りされる、スタンドへも出入りされる。そこでものすごく混

雑してきますよね。今度、反対側もそうなるんですよね。ということは、状況は分

かりますよね。そのときの対応からいくと、もう尐しあのときに先まで４車線にし

といてもらえれば、ほんまに便利やったんかなというふうに、今さら思ってもしょ

うがないけども、坂から下りてきた状況の中で左折をして店に入る部分で、一番危

ない部分はありますよね。それは分かった状況であると思うので、交通問題という

のは、松尾１区の者については余り問題はないのかなと。けど、今の区画の方の人

らからすると、ものすごい心配されているのがありますよね。そこはどういうふう

に対応するんか、どういうふうになるかという予想もされてるんかなというのもお

聞き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（森口雄司君） 交通問題でございますが、この具体的な内容につきま
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しては、現状ではまだ町としてはどうなっていくかというのは、把握はできており

ません。先ほど、１番目の質問にもございましたように、この後、大規模小売店の

立地に関する届出が県の方へ出されます。そうしますと、２ヵ月以内に地元への説

明会がございます。この内容につきましては、店舗の概要なり店舗の中身の内容と

あわせまして、今ご指摘のあります交通問題、さらには騒音、防犯、環境と、そう

いったいろいろな問題のところを説明するような機会になってこようかと思います。

既に交通量につきましては、事前にどれぐらいの交通量があるかという調査も進め

ておられますので、そういったことの結果を公表できる日が来るんやないかなと、

このように思っておりますので、十分町としてもそこらの対応を一緒にあわせなが

ら、地元と協議なり説明に加わっていきたいと、このように思います。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） よろしくお願いしたいと思います。ここは、区画の人たちがほ

んまに心配されている部分で、松尾１区はそんなに心配はしていない。ということ

は、松尾１区だけが地元やないんですよというのは頭においてもらって、やはりき

ちっとそこの部分については対応してもらいたいなと思います。 

 次、７に行きます。 

 これは、今までずっとしゃべったことが、本当に新店舗オープンについて町が思

っている部分、町がどういうふうな感覚でいるのかなというのは、メリットは確か

にあると思います。けど、デメリットも大きくあると思います。先ほど言っていた

商店街の問題、そこで買い物難民の問題、そこらを全てひっくるめて、今町が思っ

ているメリットとデメリットはどこらなのかと。町長が思っている部分は、１から

６までについても、今自分がしゃべってた部分も聞いててもらって、やはりそこに

メリットとデメリットが大きく出てくると思うんです。そこを町長に答弁をお願い

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） 平和堂の新しい店舗の問題について、多方面からご質問をいた

だきました。特に、松尾地先の田んぼの問題については、当時からの圃場整備の計

画等々も含めて、そうした経過があることもご指摘があったところでありますし、

また、現在の店舗のところについても、当時、役場の跡地ということで、地元の住

民の皆さんや商店街の皆さんとご議論をされ、今日、お互い協力し合って活動され

ておられると、こういう経過があるというふうに思っております。 

 そうした中で、今回、松尾地先に新しい店舗を構えられるということになるわけ

でありますが、おっしゃるように、なかなかメリット・デメリットという言葉であ

らわすことすら難しい課題があるのではないかと、このように思っております。当

然、307号線の当該地域につきましては、日野町のメーン幹線道路沿いということで、
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一定、この間、商店、店舗がはりついてきて、ある意味ではにぎやかさを感じられ

るところになってきておりますし、今後、あそこにそういう店舗ができれば、にぎ

やかやなというふうに見ることはできるのではないかと、こういうふうに思います。

近隣の市町からも購買、買い物客などが訪れるということでにぎわいがあり、一定、

そこにお金も落ち、そしてそのことを通じて雇用の拡大、就業される方が増えるの

ではないかということについては期待をしたいなというふうに思っています。 

 しかしながら、現在の店舗が存続の方向で前向きに検討するとおっしゃっていた

だいてはおりますけれども、なかなか当然、大きな郊外型店舗ができるわけであり

ますので、同じ規模でということは難しいというご指摘はそのとおりであります。

地元の商工会長さんからも常々存続に向けて商工会と町が協力して、平和堂にも要

請をしていくということについてはお話をいただいておりまして、当然、私もその

立場で臨むということはお約束をしているところでございます。 

 ところで、商店街の活性化、買い物難民をなくすということは大変大事なことで

ございまして、現在もむべの館の取り組みを通じて、一定、町のまわりの方からも

買い物を楽しみに来ておられる方があるということでございますので、そうした取

り組みを広げていただくことも大事でありますが、やはり郊外型店舗がこの間、電

気屋さんについても食料品屋さんについても雑貨屋さんについても、郊外型店舗が

主流といいますか、大きく伸びてきている現状のもとで、いわゆる商店街を形成す

るということはどういう役割があるのか、役割ということの裏返しの中で、しっか

りとそれが営業として成り立つ、こういうことがなければならないのではないかと

いうふうに思いますと、大窪地先の商店街の皆さんもいろいろ悩み、考えていただ

いているというふうに思いますので、やはり役割を果たしていただいて、それがし

っかりと継続的な営業に結びついていく、そういう仕組みをつくることが大事であ

るというふうに思いますので、この点については商工会と役場も協力して、商店街

の皆さんともご議論をしていく必要があるだろうというふうに思っています。 

 あわせて、やはり地元商店街なり地元商店を支えるにあたっては、地域の人々も、

ここにあることが自分たちの生活の利便性に寄与するんだということも含めて、購

入活動も含めて意識を持つことも大事であります。とはいうものの、価格の問題や

サービスの問題も含めて、今の状況というのは大型店舗における大量消費、大量販

売というのはあたかも当然かのような状況になっておりますので、やはりこれから

は買い物難民の問題も含めて、地域に根差した商売といいますか、そういうあり方、

顔が見える関係を生かして、地域の皆さんも地元で買うのがええわな、そしてサー

ビスもええわな、こういうことが言えるような仕組みを考えていく、取り組んでい

く、そうでないと、結局郊外型大型店舗に多くが流れていって、商店街というもの

が存続しづらくなることになるのではないかと。これが、今全国で繰り広げられて
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いる状況なのではないかと、こういうふうに思いますので、そうした中で、もう一

度商店街が地元の人たちに果たす役割、頑張ってほしいでというふうに思っていた

だくための取り組みを、協働して商店街、商工会、そして地元の皆さんとともに意

見交換をする中で進めていく。そして、そのこととあわせて、現在の平和堂の店舗

のあり方についても議論をしていく必要があるのではないかな、このように思って

おります。 

 今後とも、先ほど来、地元や商店街、商工会との関係について、平和堂さんと地

元商店会だけが対応するんじゃなくて、役場行政もしっかりとその中に入るように

という強い指摘でございますし、私どももそのように思っておりますので、情報の

共有と対策の共有といいますか、連携を図ることについて努力をしていかなければ

ならないものと、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 確かに、メリットとデメリットというのは相当難しい部分があ

ると思います。けど、１つだけ、皆さん思っておいてほしいのは、確かに平和堂が

支えてきた部分もあります。けど、そこの周辺にいる商店の人たちも、そこに買い

物に来ている人たちも、日野町の人たちが日野町を支えてきている。支えてきたん

ですよ、今までね。ということは、何かが来て、それが崩壊するような話ではだめ

やと。デメリットの部分は絶対増やしていってほしくない。できるだけ尐ない状況

を考えるのが行政の仕事かなというふうに思うんです。それをどのようにみんなと

一緒になって取り組んでいくかというのも、それはもう今地域に住んでいる人も商

店の人も、全て一緒やと思うんです。けど、今まで支えてきた人らがそこにいるん

やということをきちっと頭に置いてもらって、確かにメリットが大きくなるのも望

みます。けど、デメリットが大きくなることは絶対望まないので、そこの部分につ

いて、自分らにできることは言ってもらえれば、自分らなりに頑張りたいなという

ふうに思いますので、デメリットの部分をできるだけ尐なくなるような状況を皆さ

んで考えていってもらいたいなというふうに思います。 

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

－休憩 １１時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。 

 午前中の休憩に引き続きまして、一般質問を許可いたします。 

 ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） ３番、齋藤です。 

 午前中、平山議員が一般質問の見本を見せていただきましたので、その後、やり

にくうございますけど、頑張って一般質問させていただきたいと思います。 
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 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。 

 役場職員の皆様におかれましては、日ごろから町民福祉向上のためにご努力いた

だいていますこと、心から敬意を表します。ありがとうございます。 

 はじめに、子どもの医療費助成制度について質問させていただきます。 

 子育て支援の大きな柱として、医療費助成制度の充実は重要課題であります。日

野町は、町単独での無料化を先駆けて実施していただいておりますが、県内の各市

町の子ども医療費助成制度は年々拡充されてきています。中でも、通院の対象年齢

がどんどん上がっている傾向にあります。これは、県が実施している医療費助成制

度に上乗せして、各市町が単独で負担している部分であります。県の医療費助成制

度は入院、通院共に就学前まで無料となっています。日野町は入院が中学卒業まで、

通院が就学前まで無料となっています。日野町で安心して子どもを生み、育ててい

けるまちづくりの一環として、子どもの医療費助成制度のさらなる拡充はとても重

要となっています。 

 そこで質問いたします。 

 １、各市町の拡充状況から見ても、まずは県への拡充要求をすべきと考えますが、

どうですか。 

 ２、各市町が通院対象年齢を上げてきていることについて、どう考えているので

すか。 

 ３、日野町でも段階的に拡充されることを要望しますが、現行制度で小学３年生

まで、小学卒業まで、中学卒業までといった形で対象年齢を拡大するとした場合の、

対象者の人数と財政負担はどうなのかお伺いします。 

 ４、子どもの医療費助成は、子どもを生み育てるための環境づくりのために必要

な施策であり、制度を拡充すべきと考えますが、町長のお考えをお伺いします。 

 以上の４点についての回答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、子どもの医療費助成についてのご質問をいただ

きました。 

 現在、日野町では乳幼児の福祉医療費助成制度として、県制度とあわせて町単独

事業を実施することにより、小学校就学前の全ての乳幼児を対象に助成を行ってい

るところでございます。 

 福祉医療費助成制度は昭和48年にスタートし、助成対象者や乳幼児の助成対象年

齢を拡大するなど、制度の拡充に努めてまいりました。就学前の乳幼児について一

部自己負担をお願いしていたものを、平成21年10月からは子どもたちと子育て世代
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へのサポートを行うため、就学前の通院および小中学生の入院医療費の完全無料化

を実施しているところでございます。 

 １点目の、県への拡充要望についてでございますが、滋賀県町村会を通じて継続

した要望を続けておるところでございますが、県の財政状況も厳しいことから、実

現に至っておりません、引き続き町村会を通じた要望活動を強めてまいりたい、こ

のように思っております。 

 ２点目の、通院における県内各市町の拡充についてでございますが、今年度にお

いても１市２町において制度を拡充されたと聞いております。その内容については、

所得制限や自己負担を設けておられるなど、各市町によっていろいろな形態がござ

います。日野町においては、子どもの医療費助成に関して県下でも率先して実施を

してきましたが、こうした近年の対象者の拡大等をされる市町も出てきたことから、

今後も状況を見ながら検討をしてまいりたいと考えております。 

 ３点目の、制度を拡充した場合の対象者の人数と財政負担についてでございます

が、平成25年４月１日の人数をもとに、所得制限なしで実施した場合の扶助費の負

担額をお答えしたいと思います。小学校３年生まで３学年拡大しますと、対象者は

607人で、年間約2,000万円増となります。小学校６年生まで拡大すると1,234人とな

り、約2,900万の増となります。次に、中学校卒業までに拡大しますと、1,883人が

対象者となり、約3,700万円が必要となる見込みです。 

 医療費の予測というのはなかなか難しい面がございますが、５歳刻みの厚生労働

省などのデータと、町の国民健康保険被保険者の年齢別受診状況などを勘案して推

計をした額でございます。またその他、システム改修費や事務的経費が必要となっ

てまいります。 

 次に４点目でございますが、第５次総合計画の中で、「安心して子育てができ、誰

もがすこやか元気に暮らすまちづくり」を目指し、各施策を実施する一環として乳

幼児の医療費助成をやっておりますので、子どものこの制度のついては子育て支援

の重要な点であると考え、今後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） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 再質問させていただきます。 

 県内市町の医療費助成の動向を見てみますと、通院につきましては甲賀市、豊郷

町、多賀町が中学卒業までとなっています。大津市、東近江市が小学校３年生まで、

愛荘町はこの８月から小学校卒業までとなり、対象年齢が広がってきています。米

原市も中学卒業までの無料化を表明されているようであります。ほかの市町は日野

町と同じ就学前となっています。入院につきましては、栗東市が就学前までであり

ますが、高島市は中学卒業までと６月の議会での提案がされるようでありますし、

彦根市、守山市で10月から中学卒業までになります。大津市は小学校３年生までで
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ありますが、ほかの市町につきましては、日野町と同じ中学校卒業までとなってい

ます。 

 こうした中、県は通院、入院の子ども医療費助成の拡大をすべきであると考えま

す。今、回答の中でも、滋賀県町村会での要望をしていただいているということで

あります。引き続き要望していただきますようお願いをしておきます。通院で病院

にかかることは頻度の高いものでありますので、通院の対象年齢を拡大することは、

子育て世代の保護者にとって大変助かることであります。また、入院になりますと、

めったなことがない限り入院とはならないのですが、入院した場合、高額な医療費

がかかるおそれがあり、一番心配されるところでございます。安心して治療が受け

られることは、子育て世代の保護者にとって大変ありがたいことであります。 

 今後、県下での状況を見ながら検討していくということであります。県下、市町

が助成拡大をされていますので、ぜひ日野町も通院の助成拡大をお願いいたします。

一気に中学校卒業までは無理かと思いますので、通院対象年齢を段階的に拡充して

いただきたいという思いから、３段階での対象者と財政負担をお聞きいたしました。

現在の日野町の財政からして、どこまでだったら拡大することが可能と考えられる

のか、お伺いをいたします。所得制限を行っているところもありますので、そこも

含めて検討していただき、まずはできるだけ早く検討結果を出していただきたいと

いうふうにも思います。いつごろ検討結果を出そうと考えておられるのか、この要

望に対して、担当住民課長の思い、お考えをお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（川東昭男君） ただいま齋藤議員さんから再質問をいただきました。 

 子どもの医療費の拡大につきましては、ただいまご質問をいただきましたように、

県下、そこかしこで通院の年齢の拡大がされているところでございます。日野町も、

先ほど町長が答弁いたしましたように、先駆けて進めてきたわけでございます。 

 しかしながら、拡大といえども、例えば所得制限を設けて非課税世帯だけにした

り、あるいは一部自己負担をいただくなどの、そういったところも先ほど説明いた

だいたようなところでされているところでございます。 

 日野町におきましては、先ほど説明を申し上げましたとおり、多大な費用がかか

るということから、一気にということは担当課としてはなかなか難しいものという

ふうに考えています。できれば議員も指摘のように、小学校３年、そして卒業まで、

そして中学校までということを順に進めていくことが、今現状における今後の拡充

をしていくための１つの方法であるのではないかと、このように考えております。

いつの時期につきましては、これは担当課の思いと町の財政と、それから町長の思

いということがございますので、私の口からいつまでとは言えませんけれども、で

きるだけ早くしていただくように町長に進言申し上げていきたいなと、このように



 

2-38 

考えております。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 段階的で結構だと思いますので、子育て世代の保護者が安心で

きる、日野町の未来を担う子どもたちのために、安心して暮らせる町を目指して、

身の丈に合った拡充ということで十分検討をしていただき、通院の医療費助成を拡

大していただきますことをお願いしておきます。 

 次に２つ目の、健康診査についてのご質問をさせていただきます。 

 毎年この時期になりますと、健康診査の案内が各戸に配布されます。私たちが健

康で元気に毎日の生活を維持するには、日々の健康管理が大切であります。定期検

診を欠かさず受診することは大事であります。町は定期検診とがん検診の受診を呼

びかけ、いろいろと受診率アップの努力をしていただいております。がん検診は加

入されている医療保険に関係なく受診でき、胃がん、大腸がん、肺がん、子宮頸が

ん、乳がん検診が受けられます。今、我が国でもっとも増加しているがんの１つに

前立腺がんがありますが、対象となっていないことから、前立腺がんもがん検診の

対象にしていただくことを切に希望し、期待するものでございます。 

 そこで質問いたします。 

 １、定期検診、がん検診の受診率の進捗はどうですが。その努力と成果はどうで

すか。お伺いいたします。 

 ２、さらに受診率アップをお願いしますが、その問題点と施策の取り組みはどう

されるのかお伺いします。 

 ３、前立腺がん検診が認可されますようにご努力いただきたいと思いますが、町

の考えをお伺いします。 

 以上、３点について回答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） 健康診査についてでございますが、ここ数年、受診勧奨や啓発

を推進し、未受診者に対する勧奨を行い、また、がん、生活習慣病予防の普及啓発、

受診しやすい検診体制の整備に重点を置いて取り組みを進めてまいりました。 

 国保特定健診につきましては、受診率は年々増加をして、平成24年度暫定値では

40パーセントを超え、県平均を上回っております。胃がん検診は12.6パーセント、

大腸がん検診は19.3パーセント、子宮頸がん検診は29.6パーセント、乳がん検診は

32.2パーセントの受診率となっておりまして、ここ２、３年でそれぞれ２パーセン

トから12パーセント増加をいたしております。今年度は女性専用の検診日を設ける

など、引き続き受診率向上の取り組みを進めてまいります。 

 次に、受診率のアップについてでございますが、こうした取り組みを進めていく
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わけでございますが、なかなか勧奨のみではさらなる受診率向上は難しいとも考え

られまして、住民の皆さんが自分たちの健康は自分たちで守るという、健康づくり

に関する意識の向上が必要であり、そうしたことに向けた取り組みも大切だと考え

ております。 

 日野町では、脳血管疾患で死亡する率が高いことから、脳血管疾患を中心に、生

活習慣病予防に対する知識の普及啓発などを行っていく必要がありますし、さらに

肺がんによる死亡率も高く、その大きな原因の１つが喫煙でございます。喫煙して

いる人は、他の病気に対してもリスクが高いことから、禁煙対策の強化も必要と考

えております。 

 次に、前立腺がんの検診についてでございますが、現時点で死亡率減尐効果が判

明していないことから、直ちに実施するということは難しいと考えておりますが、

前立腺がんの発見に有効な前立腺特異抗原検査がございます。生活習慣病、がん予

防を含め、人間ドック検診で前立腺がんに対する検査を受けていただくことを進め

てまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 再質問させていただきます。 

 受診率は年々増加して、県平均も上回り、40パーセントを超えているということ

であります。これは受診の呼びかけ、受診体制の取り組みに努力いただいている成

果だというふうに、高く評価するものであります。さらなる受診率アップを願うも

のでありますが、受診率向上を見込めないというようなことも言われておりますけ

ど、アップを目指して努力していただきたいと思います。 

 がん対策基本法が実施され、国ががんに対する死亡を20パーセント減らす目標を

掲げ、がん検診の受診率を50パーセントにする目標を明示しています。ここ２、３

年でがん検診の受診率も増加しているということでありますが、それぞれの受診率

についてもご回答いただきましたが、今がん検診で精密検査が必要とされた方のう

ち、精密検査の受診率は何パーセントか、分かればお教えいただきたいというふう

に思います。そして、町行政の役割として、がん検診の受診率を上げ、精密検査受

診率を限りなく100パーセントにして、検診で救えるはずの命を１つでも多く救える

ように体制を整えていくことが求められております。 

 現在、40歳以上の方には各個人宛てに受診券を発行して、案内をしてもらってい

ます。自分の体は自分で管理し、自分で守ることが必要になります。痛みとか、生

活に支障をきたす自覚症状が出なければ、つい大丈夫かと思い、健康診断を怠りが

ちになりますが、若くてもがんになることもありますので、がん検診は必ず受けて

いただきたいと思います。現状では受ける方が尐ないということであります。その

ため、５歳ごとに今がん検診の無料券の発行ということで行っていただいておりま
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す。これは、受診をするきっかけとなる効果のあるものではないかなというふうに

思います。その辺の成果のほどはどうかなということで、それについてもお伺いし

たいと思います。 

 そして、検査の結果、早期発見、早期治療で命が助かった人もたくさんいるので

はないかなというふうに思います。こういう情報をお伝えして、定期健診、がん検

診の大切さをお知らせして、受診向上につなげていただいたら健診の受診率も上が

るのではないかなというふうに思います。若い人に、19歳から39歳までの方につい

ては受診券は出されていないということでありますが、個人宛てに受診券が出れば、

受診しないといけないのかなという思いで受診をされるというふうに思います。い

ろいろと、健康推進委員さんとか広報車とか電話とかいうことで、呼びかけもして

いただいております。受診意識向上のために、引き続き努力をしていただきたいと

思います。 

 ３点目の前立腺がんについてでありますけど、早期発見、早期治療を行えば完全

に治すことができますし、進行を抑えることもできます。早期発見ができれば医療

費削減にもつながり、１人でも多くのがん患者を救うことになります。前立腺がん

検診を実施している町は、インターネットで見ていましても、全国では非常にたく

さんの自治体が実施をされております。女性特有のがんとして、乳がん検診と子宮

頸がん検診が実施されております。男性特有のがんであります前立腺がんの検診に

ついては、その有効性が証明されつつあります。早期に前立腺がんを特定できるＰ

ＳＡ検査は、極めて有効であると多くの医師が認識するようになりました。ＰＳＡ

による検査といいますのは、先ほど言われました前立腺特異抗原検査ということで、

通常の採血で容易に実施することができます。集団健診の中では実施することは難

しいのであれば、医療機関特別健診の中で、子宮頸がんとか乳がん検診とかと同様

に、自己負担での検診を勧める案内としてしていただけるように検討をお願いいた

します。自己負担金につきましては、一部助成の検討もしていただければ受診率の

アップにもつながると思いますので、できればお願いをします。 

 先ほどの回答では、人間ドック検診での前立腺がんに対する検査を受けていただ

くよう進めてまいりますという回答だったと思うんですけど、前向きに進めていこ

うということで考えていただいていますこと、大変ありがとうございます。この回

答についてもう尐し説明をいただきたいのですけど、医療機関の個別検診の中で検

査を受けることができる方向という形で進めていただくということでよいのか、確

認をさせていただきたいと思うのですけど、以上のことについて再質問させていた

だきます。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） がん検診などについて、再質問をいただきましたのでお答
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えします。 

 がんの精密検査の受診率は、胃がんで98.0パーセント、大腸がんでは94.7パーセ

ント、子宮頸がんと乳がんにつきましては100パーセントでございます。精密検査の

受診が必要になった方に対しては、個別通知とか個別で電話をしまして、受診率の

確保に努めているところでございます。 

 クーポン券でございますけれども、クーポン券の発行年齢は、大腸がんが40歳か

ら60歳までの男女の方に５歳刻みで、子宮頸がんにつきましては20歳から40歳まで

の女性の方に５歳刻みで、乳がんにつきましては40歳から60歳の女性の方に５歳刻

みで発行しております。大腸がん検診につきましては、平成23年から開始となりま

したので、平成22年の13.3パーセントであった受診率が、平成23年には18.8パーセ

ントに、平成24年には19.3パーセントになっています。子宮頸がん検診と乳がん検

診は、それぞれ平成21年からクーポン券を発行しており、子宮頸がん検診では平成

20年の16.3パーセントの受診率が、平成21年には18.0パーセント、22年には22.9パ

ーセント、23年には26.6パーセント、24年には29.6パーセントとなっております。

乳がん検診では、平成20年は16.9パーセントでしたが、21年には20パーセント、22

年には27.1パーセント、23年には30.6パーセント、24年では32.2パーセントです。

クーポン券の発行から年数がたつと受診率の増加が見られ、大腸がん検診について

も今後の増加を期待しているところでございます。 

 前立腺がんの検診についてですけれども、町が実施します検診は対策型検診とい

われて、集団の死亡率の減尐を目的として実施するものです。公的な予防対策とし

て、集団健診と医療機関の受診とございますけれども、独立法人国立がん研究セン

ターにおいて、科学的根拠に基づくがん検診のガイドラインの中でも、前立腺がん

はまだ対策型検診として推奨されていないところですので、先ほどの回答のとおり、

ＰＳＡ検査で皆さま方が早期に発見されることがよいと考えています。ＰＳＡ検査

は早期発見には有効であり、早期発見したいと考えている方については受けたい人

が受けられるという道筋は必要だと考えております。 

 人間ドックですけれども、各医療機関で実施されています人間ドックを受診して

いただくということになりますけれども、前立腺がんの検診につきましては通常の

項目には含まれていませんので、特にこの検査を受けたい旨を申し出ていただくと、

その検査は実施していただけます。人間ドックにつきましては、町の国保でも助成

をしておりますが、脳ドック、がん検診など、その他のオプションになる項目は助

成から除くとなっていますので、直接的な助成にはなりませんけれども、２万円の

限度で２分の１の助成ですので、負担が軽くて人間ドックを受診していただくこと

ができますことから、この機会での健診をお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 
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３番（齋藤光弘君） 今、説明いただいて大体分かったんですけど、なかなかその辺

の認可はできていないというようなことで、難しいということかと思うんですけど、

配られています健康づくりカレンダー、これは健康診査についての説明をされてい

てよく分かる形で案内していただいているというふうに思います。その中でもあり

ますように、先ほど言います医療機関での個別検診、そういう形で掲載するような

ことになれば、また住民の方も前立腺がんの検診に行ってもらえるという形にも前

進するのかなというふうに思うのですけど、人間ドックという形になれば、自分が

進んで検査を受けなければならないということで、なかなかその辺の受診率が難し

いのかなと。前立腺がんによる死亡率も上がっている中で、また前立腺がんの検診

の導入に向けてのご努力をいただきたいと。全国的にも検診を取り入れている市町

もあるということも検討の中に含めていただいて、今後お願いしたいと思います。 

 がん検診制度を充実させ、受診率を上げることで健康管理のアドバイスをしてい

ただき、住民の皆さんが健康で元気で暮らすことができますよう、また早期発見、

早期治療により、１人でも多くのがんによる死亡者を減らす努力をしていただきま

すことをお願いいたしまして、私の質問を終わります。 

議長（杉浦和人君） 次に、私が質問者として発問しますので、地方自治法第106条

第１項の規定により、議長を副議長に交代いたしますので、自席にての休憩をお願

いいたします。 

－休憩 １４時０２分－ 

－再開 １４時０３分－ 

副議長（西澤正治君） それでは再開いたします。 

 杉浦議長が一般質問を行われる間、地方自治法第106条第１項の規定により、私が

かわりまして議長を務めさせていただきます。 

 休憩前に引き続き、一般質問を行います。 

 14番、杉浦和人君。 

14番（杉浦和人君） それでは、今回私も一般質問に参加させていただくということ

で、ただいま議長のお許しをいただきましたので、一般質問を行わせていただきた

いと思います。 

 私たちを取り巻く環境、生活状況は極めて厳しい、想像以上にそのスピードを超

える変化に驚いています。行政もその例外でなく、地域の再生をかけ、多くの施策

を実現しなければならない、このように思っております。 

 そうした中で、自治体がどのような役割を果たすか、そのために自治体は何をな

すべきか、今問われているところであります。私も議長を預かっている責任もござ

います。今日まで各議員が発言や提案されたご意見、これを議会の発言として当局

側には重視していただきたいという一念をもちまして、生意気なような発言を、あ
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るいはまた敬称を略するような発言があろうかと思いますが、最初にお断りを申し

上げまして、あえて厳しい質問をさせていただきたいと存じます。 

 私は昭和50年に議会に出させていただきまして、森田さん、奥野さん、そして藤

澤さん、３代の町長とおつき合いをさせていただきました。そうした中で、過去の

森田さん、奥野さんの実績、藤澤さんの実績を、尐し比較というと横着な話でござ

いますが、そういうことを述べさせていただきたいと思います。 

 ご案内のとおり、私が出る前には橋田町政でございました。橋田町政は、時の滋

賀県知事になりました野崎欢一郎さん、ご案内のとおり、日野町出身でございます。

307号線の早期開通、枚方彦根間の開通を目指して、非常に野崎さんを通じて頑張ら

れました。そして何よりも第一工業団地を、日野町は湖東の奥座敷、こういうこと

であるので、何とかひとつこの財源を出すために第一工業団地を設置してほしいと

いう、当時の開発公団にお願いをした経緯がございます。そして、何よりも苦渋の

選択をされましたのは、あの中学校、３中学校の統合であります。大きな反対もご

ざいました。そして、議会の解散まで要求をされたあの大きな問題を成し遂げられ

た、このことをまず私たちはいつも思っております。 

 その橋田さんの継承をされた森田さんは、昭和54年に必佐小学校を皮切りに、小

学校整備に従事されました。そしてまた何よりも、この日野町に人が住んでいただ

きたい、多くの方が来ていただきたいということで、いろいろな反対がありました

区画整理事業に大きく取り組まれたのも事実でございます。そしてもう１つは、あ

の鎌掛小学校が統合される、日野小学校に統合されるということで、大変ご苦労を

いただきながら、本当に苦しい中でもこれを苦渋の選択で統合されました。 

 そして、私はその橋田さん、森田さんの継承をされた奥野さん、ご案内のとおり、

奥野さんも10年余りの任期でありましたけれども、奥野さんにおかれましては、こ

の森田町政のいわゆる教育施設に伴いまして、公民館整備、そしてまた図書館の整

備、何よりもまた東部農道の開通に努力をされました。そしてまた滋賀農業公園、

こうしたことに尽力をされ、あえて森田さんから継承されたこの東部土地区画整理

にも尽力されたのはご案内のとおりであります。 

 藤澤さん、大変失礼でございますが、今年、10年を迎えるわけでございます。し

かし、目に見えることは、あるいはまた自分の支援する団体の方のことには熱心に

取り組まれているのはご案内のとおりでございます。将来の町づくりのために、財

政基盤の確立のために工業団地の整備や優良企業の誘致、あるいは道路基盤整備な

どのこうした、あるいはまた給食問題などには、残念ながら深い次元での物事を理

解しようとせず、視点が全く私は欠如していると言わざるを得ないと思っておりま

す。 

 そうした中で、大変失礼でございますけれども、私たち議会に対する姿勢も、本
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当に議会と円滑な町政ができるのかということを、私は常に思っております。今回

の議会の付帯決議、この問題に対する町の姿勢におきましても、私はこの間の給食

懇話会で、ある方の意見が出ました。議会が全会一致していない、そうした付帯決

議は何の意味もないんだと、こういうことをお話された方がございました。まさに

付帯決議は、委員会での決議は全会一致が原則でございます。ご案内のとおり、提

案権もある議会は、本会議時における付帯決議、あるいは決議については、これは

民主主義のルールで行っていくわけでございます。 

 私はまずこの問題について、町長は議会に対する姿勢を今後どうして臨まれてい

くのか、この民主主義を尊重されるのか、ここについて、まず最初にお尋ねし、順

次質問をやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

副議長（西澤正治君） 14番、杉浦和人君の質問に対する町長の答弁を求めます。 

 藤澤町長。 

町長（藤澤直広君） 杉浦議員から、町長の政治姿勢についてということで、ただい

まご質問をいただきました。 

 るるご指摘のとおり、橋田町長さん、森田町長さん、さらには奥野町長さんと、

日野町始まって以来、数十年にわたって歴代の町長さんが、それぞれのときにそれ

ぞれの判断をされながらこの町のかじ取りをされてこられたということで、今日の

日野町があるものと、このように思っておりまして、そうした先輩町長さんの業績

について敬意を表するとともに、学ぶべきは学ばなければならない、このように思

っております。 

 そうした中で、今の藤澤はどうなのかと、こういうことでございますが、付帯決

議のこともお触れになったわけでございますが、付帯決議、さらには議会の一般質

問や質疑、さらにはそれぞれの判断など、いつも議長もお話しされておられますよ

うに二元代表制ということで、地方自治を支える柱ということでございますので、

私といたしましてもできるだけ議会の中での議論などについて、できるものについ

ては尊重し、取り入れることでやっていかなければならない、こういう思いで取り

組んでまいったところでございますので、引き続き努力をしたいと、このように思

っております。 

副議長（西澤正治君） 14番、杉浦和人君。 

14番（杉浦和人君） 今、答弁いただきました。 

 私は民主主義を否定するのかどうかという質問をさせていただきましたが、その

ところについてはまだ明確な答弁がなかったわけなんですが、町長は就任をされた

ときにどういうことをお話しされているかというと、「大事なことは町民の納得詰め

で決める姿勢は町政の基本であると考えております。役場は町民に対して十分な情

報提供を行い、町民の声を聞くという姿勢を明らかにする。町民は自覚と責任を持
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って町政に参加する。こうした関係がかみ合うことによって、町民が主役の町づく

りではないかと考えている」と、まさに町民の声を聞く、こういうお話でございま

した。 

 今日まで付帯決議に関する意見は何回か出ましたし、あるときは住民投票も聞か

れましたが、そのお答えもいただけなかった状況でございます。住民投票にかわる

べき住民の声というのは、我々、住民を代表しているという、これは我々自負して

いるわけでございますが、その住民を代表している議会の声ではないかと。私は、

町長が一番最初の姿勢がこういう姿勢であったのにもかかわらず、議会の姿勢に今、

聞いていただけていないというのが尐し残念に思いますが、このことについていか

がでしょうか。所見をお願いいたします。 

副議長（西澤正治君） 町長。 

町長（藤澤直広君） いろいろと議会から、他分野でご質問なりご意見なりご提言を、

それぞれの議会をはじめとしていただいているところでございまして、先ほど申し

上げましたように、そうした中で実現すべきは実現をする、こういうことでこれま

でからやってまいったところでございます。 

 しかしながらといいますか、二元代表制ということでございますので、全てが全

てぴたっと合うということでもございませんので、そこのところはいろいろいただ

くご提言については、私としてもできるものについてはしっかりと努力をしていき

たい、このように思っております。 

副議長（西澤正治君） 14番、杉浦和人君。 

14番（杉浦和人君） 町長はどうかと思いますけれども、よく信号無視をすれば罰則

規定がございます。しかし、議会を無視しても何ら罰則規定はないと言わんばかり

に、私はそうとっています。 

 最近６月１日に、桜谷において西明寺安部居線のキックオフ大会がありました。

そこで、もっとも町長に対する支持者である方でございましたが、この方とたまた

ま私も長いおつき合いがありますので、お話しをさせていただきました。髙橋議員

も横におられましたけれども、その方は、「町長、最近色を出し過ぎるでな。わしも

今度出会ったらちょっと言おうと思ってんねや」と、こういうお話をされました。

また、違う日ではありますけれども、「藤澤君、最近見てると虫がいいことばっかり

言ってるようにも見受けるわな」と、こういうふうに、町民の方もこういう見方を

している方もございます。 

 私は、藤澤町長を支えてきた岡村副町長とは大変長いおつき合いをさせていただ

きました。今回辞められたということで、大変惜しんでおるわけでございますが、

彼にもよくお話を聞いておりますと、今だから言えますけれども、彼もこの町長の

姿勢に対して、何回となく胸に辞表を入れていたと、わしももうここらが見切りや
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と思って辞表を入れていたということは、ある意味では町長の独断的な姿勢がある、

こういうことを思っておられたのではないかなと。これはひいて、我々議会にもこ

ういう姿が見えるわけでございます。 

 もう町長も10年もこの席におられるわけでありますので、議会との良好関係にい

る、まずやっぱり議会との関係をよくしようという、そういう姿勢を考えていただ

いているのかどうか、その辺１つ確認をしていきたいと思います。 

副議長（西澤正治君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 私の姿勢について、いろいろな町民の皆さんがお話をしておら

れるというご指摘でございました。しっかりと胸に刻んで、初心を忘れず、町民の

皆さんのために頑張っていきたいなと、このように思っております。 

 また、議会との関係ということでございますが、いろいろな部分で、私はできる

だけご指摘、ご要望、ご意見いただいたところについては取り組んでいきたいと、

このように思っておりますし、いろいろな地域の要望も皆さんからお聞かせいただ

いておりますが、できる限りそれの実現もしていこうと、このように思っておりま

すので、引き続きいろいろなご意見、ご提言を賜れれば幸いかと思います。ありが

とうございます。 

副議長（西澤正治君） 14番、杉浦和人君。 

14番（杉浦和人君） 今日は幾つかの質問をしておりますので、よく蒲生君が時間の

配分と言われておりますが、なかなか難しいなと思っております。 

 次の質問に入ります。 

 というのは、この町長の姿勢でございますけれども、町長はよく挨拶の中で「働

いても報われない」とお話しされます。いわゆる格差社会の問題を取り上げられま

す。大変大事なことだと私は思っております。 

 あの日本全土を震撼させた、いわゆる連合赤軍が、あの当時何を言われたかとい

われると、「不平等。不平等である」ということをかなりの、当時力説をされました。

町長は首長でありますので、ある程度自分の思いで施策もできてまいります。日野

町は、格差社会をどういうふうに是正しようとする、具体的に今日までよく格差社

会の問題を取り上げられますけれども、どういう姿勢で格差社会を１つでも解消し

ようと臨まれましたか。お尋ねをいたしたいと思います。 

副議長（西澤正治君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 格差社会という言葉というのは、最近特にいろんなところで使

われておる言葉でございますし、冒頭杉浦議長もお話しになられたように、なかな

か生活実態が厳しくなっていると、こういう状況だと、こういうふうにお話しされ

ました。まさにそのとおりでありますし、特に何年か前のリーマンショック以降、

厳しい状況が続いているのは共通認識なのではないかなというふうに思います。 
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 そうした根っこのところに、どうしても、いわゆる非正規労働といいますか、正

規職員になかなかなれない、そのことによって賃金、労働条件がなかなか上がらな

い、そういう状況が根っこにあるのではないかなと、このように思います。そうい

う意味では、労働分配率の向上ということも含めて、基本的には正規労働で余り差

のない、一所懸命頑張れば報われる、そういうような社会をつくることが大切だと、

このように思っております。 

 そうした中で、それをフォローするという意味では、いわゆるセーフティーネッ

トをどう強化するのかと、こういうことであろうかと思いますが、一番大切なセー

フティーネットというのは、当然生活保護制度などがあろうかというふうに思いま

す。生活保護につきましては、日野町は直接所管をしておるものではございません。

日野町が窓口になって、県とともに、県が判断をするわけでありますが、日野町と

県が一緒になってこれの執行に努めておるわけでございますが、そうしたセーフテ

ィーネットをしっかり拡充すること、そして、町としてできるこうした分野につい

ては、福祉、医療の制度をはじめとして、所得制限なども考えながら、そういうい

わゆる弱者に対する支援なども強化していく必要があるのではないかと、このよう

に思っております。 

副議長（西澤正治君） 14番、杉浦和人君。 

14番（杉浦和人君） 今述べられたのは一般論であって、日野町が具体的に、じゃ、

どういうように取り組んでおられるかということの質問なのであって、例えば、こ

の施策についてはこういうふうに格差をなくすんだという、町長はいつも、正規職

員を採用することをよく言われるんですけども、そのことを挙げられるのかどうか

分かりませんけれども、町長が、この問題について具体的に私はこういう、一般論

じゃなくして、こういうことを日野町では施策として取り組んだと、ここは何かご

ざいますか。 

副議長（西澤正治君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 尐し先ほども述べましたけども、福祉医療などの制度につきま

しては、日野町の独自の単独助成をやっておりますので、これについては障がい者

の皆さんをはじめとして、県下的にも一定の水準にあるものだと、このように思っ

ておりますし、以前には灯油が値上がりしたときに、福祉灯油の制度も実施したこ

ともございます。さらには、障がい者のタクシー利用助成の拡大なども含めてやっ

てまいりましたが、所得の再分配機能というところまではなかなかまいりませんの

で、今ある制度を横に広げられるものは広げる、こういうことになろうかというふ

うに思いますし、教育委員会の要保護の制度についても、下回らないような取り組

みをしておる、こういうことも含めてやってきていると、こういうふうに思ってお

ります。 
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副議長（西澤正治君） 14番、杉浦和人君。 

14番（杉浦和人君） これから極力そうした問題を取り上げられるならば、やっぱり

どなたかが言われたように、日野町しかこのすばらしいことはないんだという、誇

れる、そういうものにひとつ邁進していただきたいと、このように思います。 

 次に、人間藤澤というものについて、私は尐しお話しさせていただきたいと思い

ます。 

 先だって、平山さんが『和輪』というものを出されました。この中に、私は非常

に苦しい、本人は心中を語られておりました。その中で、本人はもとより、家族も

苦しい思いをしていると、こういうふうに述べられております。 

 町長は大なり小なり、このことに関してはかかわっているというと語弊がありま

すけど、前段、町長選というものを書かれておりました。この苦しい心中に置かれ

ている平山さんの家族に、どこの時点でどのようにお見舞いを言われたのか、慰め

るというと語弊でありますけれども、どういう言葉をかけられたか。もしあればお

聞かせいただきたいと思います。 

副議長（西澤正治君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 平山議員さんには、これまでから大変なお世話といいますか、

私が町長になる前から住民運動等でもご一緒させてきていただいておりますし、そ

ういう意味では選挙のたびに事務所もお借りしておるということでございますので、

常々家族の皆さんには敬意をもって接しているつもりでございます。 

 具体的にどのような言葉をいつどうかけたのかということについては、日ごろか

ら接する姿勢の中で、敬意を表しているというふうに私は思っておりまして、言葉

の１つ１つについては尐し、どう言ったかということまでは、今ここで答えられま

せん。 

副議長（西澤正治君） 14番、杉浦和人君。 

14番（杉浦和人君） 深くは追及しませんけれども、町長が本当に自分のことで迷惑

かけたなと、ある意味で思われるならば、こうした家族に、早くああいう家族の心

中を察して、早い時期にやっぱり何らかの、平生から言っているではなくして、特

にああいう文書で出たということについては、やっぱりもう尐しその姿勢を明らか

にするべきではなかったかなと、こんなことを思っております。 

 次に、町長の風格について、何点かお尋ねを申し上げたいと存じます。 

 町長はよく議会に対する仁義を通しているという、仁義という言葉をよく使われ

ますが、これは筋を通すというのが仁義というのかどうか、いわゆる非社会、団体

がよく仁義という言葉を使われますが、仁義を議会に通していると。これは副町長

の問題で先に言いましたと、こういうことであろうかと思うのですが、こうした言

葉の言語、あるいはまた、よく課長会において机をたたくということも、ちまたで
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聞こえてきます。 

 私は、何よりも町長に残念だなと思ったことは、これは私は今でも心に持ってお

ります。それは、私も長年こういう関係にいさせていただきますので、皇居へ寄せ

ていただきました。そのとき、皇居から帰ってきたときに、町長が「江戸城へ行っ

てこられたんですか」と、こう言われました。ある意味では、私はむしっとしまし

た。江戸城、今の人たちで、皇居を江戸城と呼ばれる人が、どれだけの人がおられ

るのか知りませんけども、人をこばかにしたようなことがございました。私は、こ

れは本当に残念に思いました。 

 そしてまた、先だっても消防団の訓練が行われ、県のポン操の訓練が始まりまし

た。町長は非常に立派な挨拶をされています。今年の消防団の出初式に、私は消防

の、いわゆる訓練の例規集を見せました。この敬礼１つを見ましても、144条から160

条まで記載されています。この日野町消防団の出初式に、副町長も消防協会の会長

も消防団長も、国旗に敬礼をされていましたが、町長はされていなかった。それは

私だけがそうかなと思ったら、消防団員の方も見ておられました。 

 私は、このことを言うとどうかと思いますが、愛荘町の辰己さんという議長がお

られます。この方は、まさに共産党の議員さんでございます。当時、愛荘町の５周

年記念がございました。そのときに演壇に上がられて、町長は町村会の副会長とい

うことで、町長も演壇に上がられました。辰己さんは国旗に一礼をし、そして、愛

荘の中学生が歌う君が代を、その辰己さんは堂々と歌われておりました。後日、私

は辰己さんに、「あなた、共産党はああいうことするのは余り、いろいろ言われるん

じゃないですか」と僕が言いました。彼は、「いや、杉浦君、わしは共産党員である

けれども、その前に愛荘町の議会議長として役割を果たしているんだ。だから誰に

も文句を言われる必要はない」、こういうふうに明言されました。 

 町長も、私はもうこの10年もたったので、ここでひとつ、節目で初心に帰り、こ

ういう姿勢を改めていただくということはできないものかどうか、お尋ねをいたし

たいと思います。 

副議長（西澤正治君） 町長。 

町長（藤澤直広君） るるご意見をいただいたわけでございますが、私も江戸城とい

う言葉遣いをしたのかはちょっと忘れました。不見識であるというご指摘ならば、

甘んじて受けなければならないものというふうに思っております。常々そういうこ

とととられないように、努力を今後もしてまいりたいと、このように思っています。 

副議長（西澤正治君） 14番、杉浦和人君。 

14番（杉浦和人君） 今後、そうした10年を節目に、私は、東近江行政組合で共産党

員の方が国旗に注目されるところを起立しなかったのが、東近江消防本部の出初式

には共産党員の方も起立されるようになりました。野田さんという、旧の永源寺の
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方でありますけれども、もうそろそろそういう時期じゃないのですかと言ったら、

對中さんもおいででございますけれども、皆さん起立をされるようになりました。 

 町長も、ある意味ではひとつ、日野町２万3,000人の町民の代表でありますから、

そこらをひとつ、きっちりとそういう姿勢で臨んでいただきたいと思いますが、今

後、そうした方向に臨まれようと思っておられるかおられないか、そこについて確

認をしておきたいと思います。 

副議長（西澤正治君） 町長。 

町長（藤澤直広君） ご承知のように、国旗及び国歌に関する法律が平成11年にでき

ておるわけでありますが、その中ではいろいろな議論がある中で、当時の小渕首相

も、この問題については義務づけを行うことなどは考えていないと、こういうよう

なお話でございまして、こうした問題については自然体で対応することが大事なの

ではないかと、このように思っています。 

副議長（西澤正治君） 14番、杉浦和人君。 

14番（杉浦和人君） 了解いたしました。そういうことであれば、我々も今後そうい

う形で、町長の姿勢をそういうふうに受けとめていきたいと思っております。 

 それでは、時間の関係もありますので、次に移らせていただきたいと思います。 

 税金の使い方について。この問題については、今日まで多くの方が日野田舎体験

を将来的にどのようにしていくのかということをいろいろ、るる述べられておりま

す。そうした中で、かつて日野町の農業公園の、あのいわゆる北山レーベンの設置

のとき、子どもたちがいわゆる牧場スクール、体験スクールを通じて、食の理解を

してもらうという事業の一環としてやられたのでありますが、そのときに異を唱え

られたのは、先だってちょっと私も對中さんに確認させていただきましたら、何や

そんなこともあったなということで、この事業に反対をされておられました。 

 今日、この日野町の進めています日野田舎体験については、今多くの方が日野町

へ来られているということで、結構なことだな、すばらしいことだなと見ておりま

すが、このことについては、同じ子どもさんの畜産の体験かあるいは農業体験か農

家体験かと違うところはありますけれども、反対もされておられません。 

 子どもたちが、いわゆる修学旅行に来られて、涙して帰るという、これは先だっ

てもテレビを見ていますと、離島の方から桟橋で船に渡って帰られるときに、島の

人とその行かれた生徒が涙をして泣いている。こんなドラマはどこにでもあるわけ

なんです。3,500人の子どもたちがここに来ていただいた、喜ばしいと、こういうこ

とでございますが、私はここにおいて尐し、今日までいろいろな人が質問をされま

した。先だって調べてみますと、ここに携っていただく方々の人件費、これを推察

いたしますと、大体でありますけれども、まあまあ職員さん、そして体験型観光の

方々、そういうことを踏まえ、また商工観光課の職員も入れますと、ざっとですけ
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れども2,000万に近い、言うならば人件費をここに投入されておられます。 

 三方よしというのは、日野商人のこれはいい言葉でございます。しかし、その一

方で、損して徳取れというのも近江商人が言われた言葉でございます。この大きな

金を３年をめどに町長は、あるいは今日まで日野町政は、３年をめどに何とか民間

に委託していきたいという思いを持っておられましたけども、なおまだ、この直接

正規の職員がこれに対応しているということで、尐なくともここに税金が、この大

きな巨額な税金を投入されておられます。この投入されたお金で、もっとほかの事

もやれるわけでございますが、最終的に町長は、この事業をどのようにおさめよう

としているのか、ここについてまずお尋ねをいたしたいと思います。 

副議長（西澤正治君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 日野町の観光行政ということで、これまでから、それこそ歴代

の町長さんたちも取り組んでこられたわけでございまして、ブルーメの丘も北山レ

ーベンも含めて、そういうことなのではないかなというふうに思っております。そ

ういう意味では、そのときどきの情勢に合った観光振興、観光政策というのは大変

大事なことだと、このように思っております。 

 現在、国の方でも観光立国推進基本計画が閣議決定をされておりまして、この中

で、とりわけ地域独自の魅力を生かした体験型・交流型観光へのニーズが高まって

おり、新たな旅行需要の創出は極めて重要であると、こういうことも書かれておる

わけでございます。 

 そうした中で、グリーンツーリズムやエコツーリズム、ニューツーリズムの推進、

民間組織、地方公共団体、地域住民との関係者と幅広く連携して行う取り組みを支

援する、このように書かれておるところでございまして、観光というのは大量の人

が一緒に移動して、地域の光を見る観光から、何かを体験し、感じ、交流する体験

型交流へと変化している部分もあるわけでございます。 

 そういう中で、農林水産省や総務省、文部科学省などの３省合同のプロジェクト

として始まった子ども農山漁村交流プロジェクトということについても、日野町も

モデル地域として指定をされ、取り組んでまいったところでございます。そういう

意味では、こうしたそれぞれの時代のニーズに応じて観光行政を進めていくことが

大事であるというふうに思っております。 

 私が就任させていただいたときは産業経済課でありましたけれども、農林課と商

工観光課に分けて、商工関係、観光関係の強化ということについても取り組んでま

いったわけでございまして、そうした中で、こうした国の観光基本計画にもある体

験型観光についても取り組んできたところで、おかげさんで、住民の皆さんのご協

力によってたくさんの子どもたちが来てくれ、地域の活性化にもつながっているも

のと、このように思っております。そうした中で、今後三方よしの協議会の法人化
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等もにらみながら、町も支援しつつ取り組んでいく、そういうことを検討していき

たいなと、このように思っております。 

副議長（西澤正治君） 14番、杉浦和人君。 

14番（杉浦和人君） 商工観光課長にお尋ねをしたいと思います。 

 こうした事業が農家民泊ということで、既にご案内のとおり、長野県の穂高地方

ではこうしたことがいわゆる事業化になっているのはご承知いただいておるとおり

であります。町長が、いずれの時期にはそういう方向に行こうという話もあるわけ

ですが、担当課として、商工観光課はいろんな事業、企業誘致の問題も取り上げま

すけれども、いろんなことをしておられますが、この約2,000万に近い費用を投じて、

これは一番ベストだと、商工観光課として、この事業が一番ベストだと考えられて

いるのかどうか、ちょっとお尋ねをいたしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（森口雄司君） 今取り組んでおります農村民泊について、これがベス

トかという話でございますが、日野町の今の従来型の観光におきましては、ブルー

メの丘は年間30万近くの観光客があるんですが、それ以外の観光地といいますと、

なかなか年に１万あればどうかという、そういった状況やないかなと、そういうふ

うに思います。 

 そんな中で、国の施策の中でもこういった農村民泊を取り組んでいくと、いわゆ

る見る観光から体験交流する観光にしていこうという施策の方針の中で、日野町が

これに取り組んでいるということでございます。日野町にはやっぱり農村、豊かな

自然があろうかと思います。そういったものを生かすという意味では、非常に有効

的なものではないかなと、そういったことも思います。 

 さらに、いわゆる経済効果的な部分で言いましても、受け入れ側の家庭のみなら

ず、いわゆる観光の中で宿泊、さらにそこの地域の経済も潤ってまいりますし、さ

らに来られる子どもたちの体験もできると、世間もよいと、まさに三方というのは

この日野町の地域に一番根づいているんやないかなと、こんな思いをいたしており

ます。 

 そういった意味では、さらにこの事業を拡充していくためにも、やはり法人化と

いう部分を目指していくというのがさらに根づいていくものではないかなと、この

ように思っております。 

副議長（西澤正治君） 14番、杉浦和人君。 

14番（杉浦和人君） 私は事業の評価はさることながら、公費を使って、この間も私、

観光協会でもそういう挨拶をさせていただきました。観光協会なり、あるいは観光

業者なり、町がやっている事業はすばらしいこと。それを、先ほども言いますよう

に、約2,000万に近い金を、すぐにはなくせとは言わないけれども、そういうものを



 

2-53 

もう尐し節減して、他の商工観光課が担当する、後ほども言いますけれども企業誘

致やそういうものに充てていくという、だからベストかどうかで、私は事業の評価

を言っているんじゃなくして、公費を使ってこういうことがずっと拡充していく、

充実させていくということが望ましいのかどうかということを尋ねている。そこに

ついてお答えをいただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（森口雄司君） 明快な答えになっていなく申しわけなかったのですが、

事業については、一定、平成21年度から具体的な受け入れを始めまして、現在、24

年度で年間3,500人もの安定してきた数字になってきております。昨年度、24年度に

ついても、そういった問題は今後どうしていくかという話も含めて、法人化の検討

委員会を設けて、具体的にどうしていくかということになっておりますので、まさ

にこの三方よしの田舎体験協議会を確立させて、この先はその協議会の中で運営し

ていくと、町ではなく協議会で運営していくと。現在はそのための布石として町が

かかわってきているという段階であるというように認識しています。 

副議長（西澤正治君） 14番、杉浦和人君。 

14番（杉浦和人君） 協議会の方へ移行していくということであれば、例えば手はじ

めとしてこの受け入れの誘致活動、あるいはまたその受け入れ時の対応やとか、当

局がかかわっている約６割のこの人件費を、そういうふうに役立てるという姿勢は

どこかにあるのですか。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（森口雄司君） 現在、協議会の中では平成22年に１人の職員を雇用し、

さらに昨年度から臨時職員を雇用し、今年度からはさらに１名の職員を採用し、徐々

に体制を整えていると。これについては、国等の補助も見込みながら、その体制を

整えているというところでございます。 

副議長（西澤正治君） 14番、杉浦和人君。 

14番（杉浦和人君） 早速、今年ぐらいからこの受け入れの誘致活動とか、努力され

て、やっぱりそういうことをするとか、あるいは日野町にある観光業者にそういう

ことも踏まえて、もう尐し、もう一歩前へ進めて、どうしたら職員が関わらなくて

もできるのではないかなど、あるいは、民営化していったらこれだけ助かるんやな

いかとか、そういう議論をぜひともひとつしていただきたいと、このように思いま

す。 

 私は、ここで町長にもう１回お尋ねしたいのですが、教育者の立場の中でも、確

かによその子どもも大事です。しかし、日野の子どもがもっと大事ですよと、よそ

から3,500人来てくれはります、うれしいな。しかし、今、足元の日野町の子はどう

か、茶髪で２人で自転車に乗って堂々としている、家へ帰れない、こういう子ども
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がいると。こういう子どもを何とか救おうじゃないかと。こういうことに、例えば

農家民泊の下宿なりあるいはホームステイなりに試みとしてするとか、何かまず地

元の、自分のところの子どもたち、もちろんよその子どもは大事ですよ。もっとし

かし日野の子どもをもっと大事にするという、子どもは宝やと言っていますけれど

も、どうですか。現実的に、そういう子どもたちのためにそういうお金を使おうと

いう、そういう姿勢には町長なりませんか。 

副議長（西澤正治君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 日野町の子どもたちのために頑張るべきだという指摘は、まさ

にそのとおりであります。この、いわゆる三方よしのホームステイを活用するのが

子どもたちにとってよいのかどうなのか、これは教育委員会の中でも議論をしてい

くべきものかと思いますが、現在、そういう意味では、各地域のいろんなところで

通学合宿という手法を使って、公民館に泊まって、もらい風呂をして、一緒にご飯

をつくってというようなこともやっていただいている地域がございまして、南比都

佐も今年初めてやるということのようでございます。桜谷やら西大路が先行してい

るようでございますが、地域と子どもたちがかかわっていく、そういうような取り

組みなどが広がっていることは大変ありがたいことだというふうに思っております

し、そういう地域とのかかわりの部分もございますし、子どもたちの健全な育ちの

ためには、例えば、今年からまた図書館司書を学校へ派遣をすることによって、貸

し出し冊数が飛躍的に伸びていると、こういうことも含めて、教育委員会の施策に

ついても、できるものについては精いっぱい取り組んでまいりたいというふうに思

っております。 

 あわせて、都会からの子どもたちのこうした取り組みについては、文字通り三方

よしということで、観光と地域おこし、人々が自信を取り戻していく、そういう大

事な取り組みでもございますので、あわせて努力をしていかなければならないもの

というふうに思っております。 

 杉浦議長がおっしゃったように、日野町の子どもたちの健全育成に向けた取り組

み、これは大変大事なことでございますので、今後も精いっぱいやっていきたいな

というふうに思っております。 

副議長（西澤正治君） 14番、杉浦和人君。 

14番（杉浦和人君） 私は、全体の子どもたちは非常にいいと思うんですが、その子

どもが日野町に来たときに、あの姿を見たときに、あれ、というふうに思われない

か。田舎体験された子どもたちが、日野町の自分の同年代のその姿を見て、本当に

これで日野町なのかという、そういうことを受けとめて帰られる方があれば、もっ

とやっぱり恥ずべきことやと私は思います。 

 だから、やっぱりここにももう尐しやっぱり職員を配置するなり、何らかの手立
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てをするようなやっぱり施策を講じていただきたいと、このようにお願いをしてお

きたいと思います。 

 次に、補助金でございますけれども、この補助金というのは分担金でございます

が、これは過去に蒲生議員からも質疑でされました、びわ湖・近江路観光圏協議会

の負担金についてですけれども、東近江圏内の方々が、もう既に市町が脱退されて

います。課長の前回の答弁書を見させていただきますと、大変苦しいものがござい

ます。蒲生氏郷の生誕地でありますので、今後戦国をテーマにする広域観光にＰＲ

していきたいと、まさに蒲生氏郷は大事でございますが、この近隣の状況からして、

東近江は１つやといわれているけれども、既に、東近江も竜王も脱退していますけ

れども、日野町はここにまだ百数万円を負担金として支出しています。こういうこ

とをやっぱりどこかで切り離していくというのか、そういうことは考えられないの

かどうか。これは担当課長でも結構です。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（森口雄司君） 東近江、湖東地域のこのブロックでございますが、昨

年度、東近江、竜王が脱退されて、ここの地域では日野だけということになってい

るんですが、現状では湖北から日野にかけての部分で、観光開発でやっていける部

分というのは現状においてはあるんやないかなというところで残っているわけです

が、今後、そういったところは十分状況を見て、日野が入る必要があるのかどうか

というところも含めて検討をしていきたいと、このようには思っております。 

副議長（西澤正治君） 14番、杉浦和人君。 

14番（杉浦和人君） いつも答弁は、検討していく、そういうことを見きわめてとい

うような話はよくするんですけれども、もう来年度のまた予算措置も来るわけです

から、やっぱり早い時期に結論を出して、来年度はどうするんだと、こういうこと

をきっちり姿勢を正して、早急にやっぱりこういう問題を解決していくと、こうい

うことをひとつお願いしておきたいと思います。 

 次に、地方公務員の給与削減についてを質問させていただきます。 

 ご案内のとおり、国は平成25年度地方財政計画の一環として、この７月から国家

公務員の給与と同様に地方公務員給与を削減すると、こういうことで、0.9兆円を実

施されたい旨の通知が既にきております。こうしたことは、私たち全国町村議会議

長会においても、国が地方公務員の給与削減を求めていることは国の一方的な要請

であり、我々全国町村議会議長会については、強制的な手法については、我々とし

ては反対せざるを得ないという意見書を我々も全国会で出しております。 

 そうした中で、私はこの問題について、なぜ今回質問をしようかと思ったのは、

５月31日に議会運営委員会がございました。そのときに、総務主監が出席をされて、

私はそこが問題だということを指摘しているのです。 
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 日野町は、町の方針として、ラスパイレス指数は106.8やけども、日野町としては

やらない姿勢ですよと、あるいは日野町としてはやりたい姿勢なんですが、いずれ

にしても組合との関連がありますので、組合との協議がある今、この問題について

は今課題となっておりますので、議会にはひょっとしたら上げさせていただくか分

からん。しかし、組合の交渉過程の中で、これはひょっとしたら決裂したらやめざ

るを得ない。こういうことになろうかということを、この５月31日の議会運営委員

会に、町の姿勢を、町はこうなんだよと、やろうとしているのかやらないとしてい

るのか、尐なくともやっぱり議会運営委員会の場です。この間、町長に聞きました

ら、組合との交渉が決まらんうちに条例には出せませんわなと、それはそうかも分

かりません。そうしたら、議会よりも組合の方が大事やなと、こういうふうに我々

はとらざるを得ないわけでして、やっぱりここについては、こういう思いで町はい

るけれども、話の中でどういう過程になっていくか分からんという、そういう町の

姿勢をまず私は聞いているのであって、私たち全国町村議会議長会でもこの問題は

意見を申し添えております。 

 これは国の一方的なやり方について、いささか我々も不満の意思を表明している

けれども、しかし町としてどうするんだということになったら、これはやっぱり住

民感情もございます。その中で、やっぱりこれは苦しいときはお互いさん、やっぱ

り困ったときはお互いさんという、そういう精神で、国はいわゆる東日本大震災に

1,000億、そしてまた緊急防災減災に5,000億、そして元気なまちづくりに3,000億、

これを交付するということをうたい文句にやろうとしています。そういうときに、

町の姿勢はその時点で発するべきやと思うんですが、この点、町長は５月31日には

どういう姿勢におられたのか。この間の話では、組合にかける前に先議会に出せな

いという話でしたが、やっぱりそうすると組合を優先すると、こういうことになる

のか。ちょっとそこらを確認しておきたい。 

副議長（西澤正治君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 今回の給与の抑制措置については、今杉浦議長もお話しになら

れたように、地方六団体においてはこうした交付税削減をてこにしたようなやり方

は大変おかしいということで、あってはならないことであるということを、何度か

にわたって政府にも申し入れをされておられるところでございまして、私も全くそ

のとおりでございます。そういう思いでございます。 

 しかしながら、ご指摘のありますように、筋としてはいかがなものかと思います

けれども、現実に交付税が減るという中にあっては、その部分を住民の皆さんの、

結果として負担になるような形をどうするのかということも、大変悩んでおったと

ころでございます。そうした中で、内部でもいろいろ議論をし、情報収集もやり、

そうした中で、もちろん労働条件でございますので、組合にも提案をする必要があ
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るだろうということでございまして、これは組合が大事で議会が大事でないだとか、

議会が大事で組合が大事でないだとか、そういうようなことではございませんでし

て、決して議会が大事でないということではございませんが、なかなかその時点で

もどのようにどうしていくのかについて、私も私なりにいろいろ悩みもし、考えも

しておった、そうした中で、まだ正式に提案もしていない状況のもとであったと、

こういうことでございますので、決して組合が大事か議会が大事かと、そういう問

題というふうに私は思っておりません。 

 議会でご審議いただくということによって初めて成立をするわけでございますの

で、きちんとその時点においてはお話をさせていただこうと、こういう思いでおり

ましたので、どちらが大事というふうに受けとめられたとするならば、今後、また

そうしたご指摘を受けとめて、私なりに悩んできたいというふうに思います。 

副議長（西澤正治君） 14番、杉浦和人君。 

14番（杉浦和人君） 今後、やっぱりまず町の姿勢を、町はこういうことを内部で７

月１日から開始しなきゃならない、だから、町としてはこういう思いでと、６月５

日の開会した日に初めての交渉がされたということであります。それはそれで、何

らかの理由でそうでいいんですけれども、私は臨まれる姿勢です。もしも、町長が

今言われるように悩んでおられたと、悩んでおられたら、現状悩んでおられるんだ

という話も議会にきちっと説明をする。これは同じ問題を共有する、私はこの問題

については、先ほど言うように、全国町村議会議長会でも不服を申し上げておるわ

けですから、やっぱり共有するという、そういう姿勢で臨んでいただきたいと、今

後は思います。 

 これは今日提案されたということで、いいにしろ悪いにしろ、そういうことで協

力されたということでございますので、その点についてはこの辺で終わらせていた

だきたいと思います。 

 次に、職員の人事異動に関する問題について、尐しお尋ねをしたいと思います。 

 人事異動においては、尐し私もいろいろと見ておりますと、町長の思いを見ると、

いささか自分の都合に合わせた異動というのか、自分の都合しか認めないような、

そういうように私は今日まで見てきている。いわゆる、多岐にわたる行政課題を抱

えているわけでございます。ある一定の分野に精通した職員の育成ということは、

これは本当に大事かなと思っておりますし、そうした中で、長期にわたる弊害が、

いろんな問題が絶えず起こっているということも、これはあるのではないかなと、

こんなことを思っております。 

 そこで、町職員の長い方では、課長さんはもう岸村さんは15年もいていただくの

ですが、主任や専門員、日野町の一番中核で元気に働いていただいている、そうい

う方はやっぱりここの人事交流というのか、そういうものを活性させるというのは
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非常に大事かなと、こんなことを思っておりますが、何年ぐらいが一番異動のベス

トだと町長は、考えておられるか、ちょっとここについてお尋ねしたいと思います。 

副議長（西澤正治君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 人事異動というのはなかなか難しい、大変なことでございまし

て、二百数十名の職員がトータルで一番力を発揮できる体制とはどういう体制なの

かと、こういうふうに思っておりますので、なかなかそれぞれの職員さんの希望や

思いをかなえるということが全てできるわけではもちろん人事というものはござい

ません。 

 そうした中で、日野町におきましても技術系職員と行政職員もおりますし、若い

入りたての職員も経験豊富な職員も中堅どころの職員もおりますので、一概に何年

でというようなことについてはお答えさせていただくことは難しいのかなというふ

うに思いますけれども、相対として言えば、やはり入って間もないころの職員につ

いてはできるだけ、例えば一般職でいえば、いろいろな職場を早い時点で経験して

いくことが大事でありますし、中堅どころにつきましても、技術系と事務系は変わ

るわけでありますけれども、やはり必要に応じてローテーションをすべきだと、こ

のように思っております。 

 管理職員のところになりますと、これまた特性と仕事の中身など、いろいろござ

いますので、あわせてやはり人事を、誰かが退職されて補充することなどになりま

すと、一般的には１人動かすには３人動かさんならんと、こういうようなことも言

われているわけでありますので、そうした中で、二百何十人のチーム全体として、

一番力が発揮できるような体制を望む、そのための人事異動と、こういうふうに認

識を毎年毎年いたしておるところでございます。 

副議長（西澤正治君） 14番、杉浦和人君。 

14番（杉浦和人君） 一定の期間ということを申し上げましたが、それはさまざまな

要素があるということでございますが、そしたら、有能な職員さんというのは、我々

が見ても、ああ、この子はすばらしいなということを何人か見受けるわけでござい

ます。そうした中で、町長が課長から聞くとか主監から聞くのかどうかは知りませ

んけれども、その努力家、真面目さ、あるいはそうした人材が持ついわゆる協調性、

統率力、人当たり、言葉遣い、余り利己主義的には考えていない、そうした人を見

きわめるというのですか、引き出せるというようなことを感じられたことがありま

すか。 

副議長（西澤正治君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 人事につきましては私一人がやるものではございませんで、当

然、総務課を中心に管理職員の聞き取りを行う、また管理職員は管理職員で、それ

ぞれの所属の担当職員の思いをヒアリングする、そういう形で、順次思いや状況が
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把握をされていくわけでございますので、そうした各課長が課員の状況を把握し、

意見を聞く。それを総務課長が束ねてまとめていく。そして、それを踏まえて３役

や総務課長、総務主監などが判断をしていくと、こういうことでございますので、

現在そういうような状況で、各担当課長さんから総務課長の方へも上がってきてお

りますので、そういう中で状況は把握しておるということでございます。 

副議長（西澤正治君） 14番、杉浦和人君。 

14番（杉浦和人君） 担当課の課長がそこそこ掌握しているということも今聞こえた

わけなのですが、言葉は余り適切でないかも分からんけれども、私は無能な課長と

いうと失礼かも分かりませんけども、その人たちのために、有能な職員がある意味

では犠牲になっている。この子は外したら私ところは困るなと、この人は優れてお

る、その子はどこへ行っても優れているんですよ、僕の思いは。だけど、その間に

そこにずっと拘束するということは、その課長がある意味では、無能と言えば失礼

かもしれない、余り能力がないためにその人をかばっているという、そういう兆し

はございませんか。 

副議長（西澤正治君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 職員それぞれでございますけれども、課長職においてもそれぞ

れ持ち味を出して頑張っていただいているものと、このように思いますし、課長と

のかかわりで担当職員がということもあるかもしれませんけれども、それも含めて

チーム全体で最大限の力を発揮するということでございますが、それぞれの課長職

の方を含めて、気張ってやっていただいており、大変ありがたく思っておるところ

でございます。 

副議長（西澤正治君） 14番、杉浦和人君。 

14番（杉浦和人君） 私はあえてこういうことを申し上げますけれども、できる限り

有能な人を、やっぱり誰から見ても有能な人はいるわけですから、そこらはすくい

上げて、そして日野町に貢献していただく、行政に貢献していただくという、そう

いうことを総務課長なり総務主監が見抜いて、年功序列じゃなくして、早くそうい

う人を登用されていくと。 

 私は、かつて森田町政のときに、当時ある課長が抜擢されたことを記憶しており

ますが、誰からもうらやましがられる、いわゆる、非常に熱心な方でありました。

当時、同対事業で、その費用の徴収がなかなか大変なところを、一所懸命苦労して、

日夜自分の労を惜しまずその徴収に当たられた方がおられて、森田さんに、それは

やっぱりこれだけのことやったら評価すべきやということで、登用された。他の人

たちからかなりの栄転だということでうらやましがられたんですけども、そういう

ことも私はあってもいいと思うんです。年功序列ばっかりを考えず、そうしたやっ

ぱり体制を今後はひとつとっていただきたいと、このことをお願いしておきたいと
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思います。 

 そうした中で、女性は尐し尐ないわけです。過去の議場を見ますと、大抵２、３

人の、たまたま今回は教育長さんが女性ですけれども、言うならば１人だけでござ

います。本来ならば、森田さんのときも２、３人はおられたし、奥野さんのときも

おられた。町長は非常に女性の方に支持者、ファンが多いわけです。やっぱり女性

を重視するということは私は大事かなと。今、アベノミクスでも言われています。

女性の能力を引き出そうと、こういうことも言われております。 

 兵庫県の播磨町というところは、町長も女性の方ですし、教育長も女性の方であ

ります。監査委員も女性の方でありますし、議会議員の議長、もちろん14人のうち

６人が女性、そして管理職も女性の方が非常に多いと、女性の登用がされておりま

す。男の人ばっかりが、不器用やというんじゃないんですけども、やっぱりそうい

うことも入れて、女性の力を引き出すということを私は提言をいつもしているんで

すが、町長はその点についてどう思われますか。 

副議長（西澤正治君） 町長。 

町長（藤澤直広君） この世の中は、男性と女性、約半分ずつでございますので、当

然女性の皆さんの活躍というのも大変大事なものであるというふうに思っておりま

す。 

 しかしながら、なかなか役場だけではなくて、この国の社会において女性が働き

続けられる条件というのはなかなか厳しいものがあるのもこれは実態でございまし

て、これまでから、奥野町政の時代から森田町政の時代から、女性の登用というよ

りも、有能な女性職員の方が管理職になってこられたということは間違いがないこ

とでございますが、結果として40代でお辞めになる方々も多かったのが事実なので

はないかというふうに思いますので、現在もなかなか50代というと尐のうございま

す。そういう意味では、やはり女性が働き続けられる状況をつくる中で、当然管理

職員として有能な方については役割を発揮していただくということで今後も取り組

んでまいりたいと、このように思っております。 

副議長（西澤正治君） 14番、杉浦和人君。 

14番（杉浦和人君） 女性の方が40代ぐらいで辞められるというのは、日野町には妙

な慣習があるのです。夫婦で働いていると居づらくなって、いつの間にか辞めてい

かれるというケースが見える。中でそういうことが必然的に行われているのかどう

か。大塚製薬という薬の会社があるのですが、あそこは夫婦で働くことが推奨され

ている。よろしい、よろしいということで、夫婦の方が、どんどん夫婦で働いて下

さいという、夫婦で働くことをものすごく推奨されております。 

 だから、やっぱりそういうことも、中で弊害がある。ある程度主任や専門員にな

ってくると、旦那さんも同じような立場になってくる。だんだん、どちらかが課長
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にならないといけないということで、居づらいようなことになる。これはやっぱり

ちょっと、日野町の今までの環境がそういう環境になっているんじゃないかな。そ

ういうことも今後はやっぱり検討していただきたいし、どんどんと夫婦でも働いて

もらえるという環境にやっぱりしていくべきでないかなと、こんなことを思ってお

ります。 

 そこで、私はできる限り有能な方、そして若い方を登用していただきたいことは

お願いをしておきながら、また一方で職員の資質の向上。このごろよく一般の方か

ら、「役場へ行っても職員さん、愛想悪いな」と、こういうことをよく言われます。

私らはそんなふうに思いません。役場へ入ってくると、おはようございます、ご苦

労さんですと、皆さん、住民課や税務課の前を通っても必ず言われますので、そう

は思いませんけれども、やっぱり知っている人にはそういう形なんやけども、一般

の町民さんには、ちょっと隔てがあるんじゃないかなというようなことを思ってお

りますので、このことはちょっと内部でも検討をして、やっぱりそういう議員さん

とか区長さんとか、よう知っている人には挨拶したりなんかするけども、万人の人

に丁寧に挨拶をする、礼儀をするという、そういうのはやっぱりこれはもう総務課、

総務主監あたりの仕事でございますので、ひとつお取り組みをいただきたいなと、

こんなことを思っております。 

 実は、今回議会が改選されまして、新しい厚生常任委員長になりました。厚生常

任委員長は、自分の所管する担当課長さんのところに挨拶に行かれました。しかし、

その担当課長さんの対応がふてぶてしい態度だなということを、私は後日聞きまし

た。こういうことは、世間の人は何様のつもりやいと、世間の人ではそう言うんで

す。ある意味では、その方にすれば、私の後ろには藤澤がいるんだと言わんばかり

に、ふてぶてしい。そういう態度でいる管理職がおられる。これはちょっといかが

なものかと。いうても、議員が新任の挨拶に行って、これからよろしく頼む、お互

いに協調して、ひとつこういう問題をやっていきましょうということでするのが当

たり前ですけれども、こういう方がおられるということは、これは総務主監、日ご

ろのやっぱりこういう職員に対することについて、どういう教育をされているかち

ょっとお尋ねしたいと。 

副議長（西澤正治君） 総務政策主監。 

総務政策主監（平尾義明君） 日ごろは主監課長会の中で、いろいろと年度のいろん

な苦情等についても話し合いをさせていただきまして、町の独自の職員の資質の向

上を図るいろいろ研修もやらせていただいております。最近につきましては、どこ

の市町もそうなのですが、メンタルヘルスの関係が非常に問題になってきていると

いうふうなことで、そういった研修、またコーチングといいましょうか、指導にあ

たっての心構え等についてもやらせていただいているところでございます。交通安
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全については特にでございますけども、最近、私も住民の方からちょっと対応がど

うやという話も聞かせていただいておりまして、この職員の研修の中に接遇を入れ

ていかなあかんなというふうに思っておりまして、担当の方にも指示はいたしてい

るところでございます。ご迷惑をかけたことについては、また主監課長会議等で職

員にも周知をしていかなあかんな、このように考えているところでございます。 

副議長（西澤正治君） 14番、杉浦和人君。 

14番（杉浦和人君） その関係の仕事は総務課が担当しているわけでございますので、

そういうことをあえてこんな議場で言わざるを得ないような、こういうこと自体が、

言っている私も本当に苦しい思いで言っております。どうぞひとつ、早期にそうい

う体質でないように改善をお願いいたしたいと思います。 

 次に、事務の効率化についてでございますが、町長の答弁の作成については、私

は今日は尐し改革されたんじゃないかなということを思っております。というのは、

課長会で答弁書を、今日もみなさん手元に持っておられるんですけども、分担され

て課長会で共有してそしてすり合わせして、何日かの日にちをかけてこの今日の答

弁書を皆さん持っておられるわけですけれども、先ほど午前中の一般質問の平山さ

んの質問の中で、町長は最後の質問の中で、原稿を見ず、堂々とやっぱり答えられ

ておると。こういうのは活性かなと。やっぱりその時間に費やす労務というのは大

変な労務なんですね、課長会にしても。私が初めて議会に出させていただいたとき、

当時の課長さんらは、私が今日質問するようなこのような案件だけしか通告しませ

ん。だから、どんな質問が出るのか、その質問の２、３日はそれもう大変だと、い

ろんなことを勉強しないといけないので大変やということをよく聞きました。今朝

ほど森口課長のところへ行ったら、森口課長も「杉浦さん、何か難しい質問せんと

いてや」と、「私の頭はそんな質問はしません」と言っていましたけど、非常にいろ

んなことを勉強された。私は、これはある成果やなと思いました。どんな質問が出

るのかなと、いろんなことを勉強した。これは、１つの成果なんです。 

 私はこの議場において、参事の方が答弁に立っていただかなくてもいいんじゃな

いかと、課長に答弁していただいたら、参事の方は自分の自席で仕事してもらえる

やないか。これも活性化なんですね。だから、先ほど町長が答弁書を読まずして答

えられていたのは、これはもう１つの活性なんです。やっぱりそういう議論を我々

がして、そして切磋琢磨して日野町の将来のまちづくりをしていくという、そうい

う姿勢で、ここもやっぱり事務の効率化を図ってくる。何人かの課長が一堂にして

いろんなことをしている。言うなら、会計管理者なんか、何の関係もないところま

で熟知しておかないとだめだ。どんな質問が出るのか、会計管理者に何も質問出ま

せんわね。それでもやっぱり熟知しないといけない。こういう体質なんですよ。こ

れはやっぱりみんながそこらについては考えていただきたいし、共有して、お互い
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にもう尐し改革をしていただきたい。これはお願いをしておきたいと思います。 

 そして、この諸証明発行業務の機械化の関係でございますけれども、これは、以

前に村島議員から質問をされました、当時3,000万強の費用がかかると、こういうこ

とでありましたけれども、その手数料徴収が370万程度であるので、費用対効果から

考えたら、まだまだ3,000万投資をするのは大変だということでありますけれども、

今日も調べてみますと、４、５人の方がこの業務に当たられております。何らか１

つ機械を入れて、この職員の給料、700万か800万か知りませんけれども、削減する

という工夫を考えられないのかどうか。そのときには、愛荘町がコンビニでもやっ

ているという経過もありますし、それは合併に伴ってそういうことがあるのかと思

うんですけども、何とかひとつ経費を削減するという努力、こうしたらやっぱり経

費は削減できるんだな、こうしたら職員が１人減らせるんだなという、これは会社

であったらもう許されんことなんですね。ここをひとつ研究されるような体制を考

えておられるのかどうか。これは町長か総務主監か、どちらかでも結構ですので、

お答えいただきたいと思います。 

副議長（西澤正治君） 町長。 

町長（藤澤直広君） なかなか事務の効率化というのは、今議長お話しになられたよ

うに、350万の手数料で3,000万という話もありまして、人件費を見たらどうなのか

ということもございますが、窓口業務といいますのはなかなか住民票だとか印鑑証

明だとかいうことだけでなくて、戸籍なども含めて、何のためにどう使うからこん

なものが欲しいということも含めて窓口対応はしなければならないことになってお

りますし、特に住民課におきましては、年金、福祉医療、後期高齢者をはじめ、い

ろんな事業において多数、窓口業務がございまして、窓口の職員が窓口をやってい

るだけでない部分もございまして、やはり一定の人手間というのは大事なことにな

ってまいりますので、そこに人を配置することは、効率的に配置するということは

当然のことでございますが、やはり窓口業務というのは、先ほど来お話があるよう

に役場の顔でもございますので、しっかりと対応できる体制をとらなければならな

いものと、こういうふうに思っております。 

 そうした中で、自動交付機が入れば諸証明が全てクリアできるかというと、当然

ご承知のようにできないわけでございますので、そこは一定、経費節減が本当に図

れるのかどうかというと、現時点では難しいのでないかと、こういう判断をいたし

ておりますので、窓口には一定の人をしっかり配置する必要があるということと、

経費的にも現時点でなかなか人件費を減らすまでにはならない、高額な自動交付機

なのではないかな、こういうふうに思っていますが、今後の中で絶えずいろんな業

務については検討、調査していくことは大事だと思っております。 

副議長（西澤正治君） 14番、杉浦和人君。 
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14番（杉浦和人君） 事務の効率化というのは、先ほども言いましたように、この町

長の答弁書をつくるひとつしても、こうして活性化になっていくということ、そう

して１つ１つをやっぱりどうしたらどうなるんだぞと、企業発想ですね。こうした

らこうなるなと。サービスは低下しないようにするという、それは前提でありなが

ら、こうしたら、ここはこういうやりくりしたらこうなりますわなという、やっぱ

りそういう工夫、創意工夫をするように、これから考えていただきたいし、答弁は

いつもそういうことを踏まえて検討してまいりますとか、そういう話をよくされる

わけですが、ひとつ極力その答弁に沿って、さらに研究をしていただきたいと、こ

のように思います。 

 時間の関係もございますので、その次に入らせていただきます。 

 地域の経済活性化と企業誘致の取り組みということで質問をさせていただいてお

ります。今朝ほども、蒲生議員からも地元業者育成ということで、まさに私が申し

上げたいことを言われているなということを感じておりました。 

 今、日野町のこの経済状況、こういう状況になって、中小企業の実態は今どのよ

うになっているか。これちょっと商工観光課長、難しいですけれども、現在の状況

をどのように把握されているか、ちょっとお答えいただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（森口雄司君） 日野町の経済の状況でございますが、事業所数の変化

で見ますと、商業についてはご承知のとおり、卸小売業の事業所数は年々減尐して

いるというところで、商店街も加盟店舗が減尐しているのが現状であります。ただ、

製造業についてはほぼ横ばいと、さらに建設業については減尐してきているという

状況で、毎年９月１日現在で景況調査というのを町で実施しております。これにつ

いては、町内の企業、事業所213社を対象に調査票をお送りして、その回答を得てい

るわけですが、この調査の回答が130社ございまして、その結果を見ますと、製造業

では生産量が増加したという企業が７社、それから減尐したというのは27社、全体

での売上額で見ましても、125社中58社が減尐していると。採算状況を見ましても、

約40パーセントが悪化していると、こういった回答がございます。さらに状況が悪

くなってきているというのが現状でございます。これは昨年９月１日現在の状況で、

今年もその調査をするわけですが、いわゆるアベノミクスといわれる状況を反映す

る前の時点での調査の結果でございます。 

副議長（西澤正治君） 14番、杉浦和人君。 

14番（杉浦和人君） まさに日野の地域産業経済が厳しい状況にあるということは今

の説明で大体分かるわけなんですが、行政としてそういう中でお手伝いできるなり、

行政として何か施策を講じていただくということであれば、先ほどもお話しありま

した、地元業者の育成、これは、建設業の方にはいいわけですが、例えば今年の３
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月議会に補正予算で提案されました農業基盤整備事業が１億5,000万あります。先般、

担当課へ行きますと、担当課は、地質調査がありましてちょっとおくれていますと。

そして、審査会もありましてと。経済対策という名目のこの事業が、尐なくとも３

月に補正予算が通って、もう７月になろうとしているんですね。いつ審査会がされ

るのかどうか知りませんけど、こういう姿勢なんですよ。日野町が本当に業者に経

済対策を取り組んでやろうという。ここで総務主監、あなたがここでこれをチェッ

クされて、補正予算、これ出してあるけれども、今どういう実態になってるんや、

いつごろ発注できるんや、これ経済対策になるんかと。県は今、どしどし出してい

ますね。町はその点、どういうふうにひとつ把握されているのか、ちょっとお尋ね

いたしたいと思います。 

副議長（西澤正治君） 総務政策主監。 

総務政策主監（平尾義明君） おっしゃるとおり、アベノミクスの経済対策の関係で、

前倒しを75パーセントやれというふうにいわれていることも承知もしているところ

でございます。 

 先般も、県の方から早期執行するようにという文書も来ているところでございま

す。農林課につきましては、この経済対策で２億5,000万でしたか、発注をするとい

うことで取り組んではいただいたんですが、今までいた職員がお辞めになったとい

うことで、それにかわる職員を探すのにちょっと手間どったというふうなこともあ

って、言われたとおりなっているところでございます。 

 現在はそういうこともありまして、町の発注は、今おっしゃるとおり低うござい

ます。4.77なんですが、今議会に提案をさせていただきました桜谷小学校を入れま

すと、27.5パーセントまで上がるということで、今順次設計も進めていただいてい

ますので、順番に、この間の審査会もかなり多くの件数について審査させていただ

きましたので、次々と出させていただきたいなと、このように思っていますのでよ

ろしくお願いします。 

副議長（西澤正治君） 14番、杉浦和人君。 

14番（杉浦和人君） 桜谷小学校の大型工事を入れるとパーセントというのが上がる

という、県がよく使う手なんですが、この30地域、50ヵ所の農林課が対応する工事、

これはまさに地元の業者なんです。やっぱり地元の業者に明るいニュースが届く、

入札通知が来た、ああ、入札やという、この兆しだけでも事務所の中が明るくなる

んですね。そういう体制をやっぱりしていかないと、今大型工事はほとんど建築改

築工事が多いですので、他社にはいいか分かりませんけど、地元の潤いというのは

なかなか難しいんですね。ここら、やっぱり見きわめなくてはいけない。これはや

っぱり総務主監として総括している以上、早速やっぱり取り組むと、こういう姿勢

でお願いしたいと思います。 



 

2-66 

 先に行われた五月台の下水の工事ですけれども、先般も見ていますと、4,000万足

らずの工事で、特定の業者でないと入札が参加できていないと、こういう実態なん

ですね。１億数千万の工事、年間１億数千万しかやってない業者でも、今地元業者

育成で、建築も特定を持っているということで配慮して入れてやってくれて、これ

いいことなんですよ。たかが4,000万の工事で特定がないって、特定は3,000万まで

行けるんですよ。3,000万までは自己でやれば問題ないんですよ。これはちょっと余

りにも詭弁なんですね。言い逃れなんですよ。もっと小さい、小さいというと失礼

ですけども、そういう業者にやっぱりどんどんと発注できる体制をしてやってほし

い。このことは蒲生さんと同じ意見でございます。 

 さらに、ジョイントについても同じことです。その技術者が尐ないけれども、そ

こで勉強するという、そういう姿勢をやっぱり養っていく。幹部の方は一般にはも

う尐し広げていないんですね。自分たちの感覚で言われている部分もあるので、そ

こら見きわめてやっぱりもう尐しやっていただきたいと、このことを思っておりま

す。 

 そこで、時間の関係もございますので、企業誘致の関係に入らせていただきたい

と思います。 

 この企業誘致は、一番冒頭にも申し上げましたけれども、いささか藤澤町長が企

業誘致について、森田町長、あるいは奥野町長から务っているということはもう歴

然と分かっております。第一工業団地、第二工業団地を調査いたしました。私が調

査いたしましたところ、森田町政のときに新規進出企業26社、奥野町政で17社、そ

して藤澤町政で７社。まさに冒頭に申し上げました、いわゆる財政基盤の確立のた

めに、こうした企業の誘致やこういうものを図るべきやないかと、こういうことを

申し上げたわけでございますが、この数値から見ても、奥野さんの10年、そして森

田さんの約10年を見ましても、このように企業誘致、これはもう財源をここから生

み出す。冒頭に申し上げましたけども、橋田さんが第一工業団地を誘致したときの

あの気持ちが、ここらに伝わっているんです。橋田の後継森田、森田の後継奥野と、

こういうふうに伝わってるんですね。歴然と企業誘致を見ても、これは明らかであ

ります。 

 先ほど申し上げました、商工観光課の職員がもう尐し、この人たちが進出企業を

目指して地元の会社に来て下さいといって、その人１人がそこへ動けば、もっと私

は、3,500人の子どもたちがここへ来るということで喜んでおられるけれども、その

人たちが１年に１つの会社でもここに来ていただけるような、汗をかける職務に当

たられたらもっとすばらしいなと、こんなことを思っておりますが、今後この事業

に取り組む藤澤町政の姿勢をお尋ねいたします。 

副議長（西澤正治君） 町長。 
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町長（藤澤直広君） 企業誘致は、歴代の森田町長さん、奥野町長さん、大変ご努力

されたということであると、私も思っております。現在、日野のいわゆる工業団地

におきましては、なかなか土地もほぼ満杯に近い状況になっておるところでござい

まして、そういう意味では新しい開発をどうするのかどうか、こういうこともある

わけでありますが、まだなかなか現時点で、町がリスクを抱えて団地を造成をする

ということには尐し踏み切るのは難しいのかな、こういうふうに思っておりますの

で、できるだけあいたところにきちんと入ってもらう。もしもかわられたら、その

後にしっかり入ってもらう。こういうことについては、県の企業誘致担当部局とも

綿密に連絡調整を図りながら取り組んでおりますし、また現に進出いただいておる

企業については、毎年の懇談会などを通じて行政と意思疎通を図る中で、町として

できることについてはやっていくと、こういう形で意見交換などをしながら共通認

識を広げておるという状況でございまして、引き続きあいた土地には来てもらう努

力を、そして定着していただいている企業には定着をしていただく努力を、連携を

図る中で取り組んでいきたいなというふうに思っております。 

副議長（西澤正治君） 14番、杉浦和人君。 

14番（杉浦和人君） 商工観光課長、今、町長が日野の土地が余りあいていないとい

うことでありますけれども、現在、商工観光課が把握している第一工業団地、ある

いはまた寺尻の工業団地等には、いうならばどのぐらいの規模の工場を誘致できる

のか、現在確認しているところで結構ですのでお答えください。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（森口雄司君） ただいまの日野町の工業団地の空き状況でございます

が、寺尻工業団地では立地面積の１万6,000平米が１区画、それから第二工業団地で

は立地面積が１万7,000平米程度で２区画、第一工業団地では、現在は空き用地はな

いという状況であります。 

副議長（西澤正治君） 14番、杉浦和人君。 

14番（杉浦和人君） このように、尐なくともまだ３万平米の土地が日野町にあいて

いるわけですね。そういうところに、何とかこれを埋めようやないかというふうに、

担当課も含めて、そういうのは共有する案件やないのかなと、各課が共有して一般

質問の内容をすり合わせだけでしていないで、こういう問題を何とかひとつ企業誘

致が出た、これは、やっぱりみんなが共有した問題として、今どんだけあんねやと、

やろうという、そういう姿勢で臨まれるというのが好ましい私はスタンスやと思う

んですが、残念ながら今、その田舎体験に集中されているのかどうか分かりません

けれども、こういうところにもう尐し目を向けていただいて、そしてやっぱり日野

町の将来を見据えた、町長が主眼とするそういう施策も財源あっての話でございま

すので、財源確保をきちっとする。そして何よりも道路整備、これも私は欠かせな
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いことだと思っております。こうした問題に積極的に取り組んで、藤澤町政がずっ

と続くわけではございません。いずれ藤澤町政が交替したときに、以後の方が藤澤

町政を評価する、藤澤町長はこういうことをやったんやなと、立派やなというふう

に評価されるように、やはり何か残していただきたいと、このことをお願いしまし

て、尐し５分残りましたけれども、最初の町長の姿勢のところで時間をもう尐しと

りたかったんですけれど、後のことを考えますとちょうどええ時間かなと、こんな

ことを思っております。 

副議長（西澤正治君） 杉浦和人君の質問が終了いたしました。 

 ここで、議長を杉浦議長に交代いたします。 

 その間、暫時休憩いたしたいと思います。３時50分から次の再開をさせていただ

きます。 

－休憩 １５時３４分－ 

－再開 １５時４９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。 

 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３点ばかり質問をさせていただき

ます。 

 いずれも関係あるような内容でございますので、ひとつよろしくお願いしたい、

このように思います。 

 まず１点目は、観光振興と人づくりのあり方についてということでお伺いしたい

と思います。 

 毎年、春の訪れとともに、日野の町にとっては華やかな季節を迎えております。

日野ひなまつり紀行を皮切りに、シャクナゲや藤の花、またボタン、シャクヤク、

花の開花とともに数百年の歴史と伝統を持つ日野祭、ブルーメの丘にも県内外から

多数のお客様を迎えております。花や祭りは、数日から１週間程度が見ごろでござ

います。一過性のものでもございます。年間を通じての観光、日野は歴史も古く、

史跡や寺院とも数多くあり、宣伝、ＰＲ次第では年間を通じてのお客様が迎えられ

るのではないかと思います。このことについてひとつお伺いいたします。 

 また、近江商人三方よしの精神を受け継ぐ町として、誇りを持って暮らし続けら

れる町を育て、誇りある町を訪れていただいた人々に楽しんでいただこうとする心

から、もてなしの文化が育ちつつあります。町の魅力の１つになっていると、これ

も思っております。その１つがボランティアガイドさんの皆様方です。事細かく各

それぞれ案内をされております。関係者の方々の努力に心から敬意を表するもので

ございます。 
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 観光は、人の生活にとってゆとりとやすらぎを与える、重要な役割を担うもので

もあります。地域の振興や産業、雇用の創出などに大きな期待や希望を持てます。

生きがいや安らぎ、生活のゆとりを生み出す場にもなっております。地域の活性化

に大きく寄与するものでもございます。町として、今後の観光振興のあり方と地域

に対する愛着を持った人材の育成をどのように考えておられるのか、お伺いをした

いと思います。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君の質問に対する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、観光振興、とりわけ年間を通じての観光振興に

努力すべきでないかと、こういうご質問をいただいたところでございます。 

 日野町は、花のまち日野ということで、四季折々咲く花が数多くございまして、

その時々、観光客を迎えております。特に、鎌掛ではシャクナゲ、さらには藤、そ

してダリア園、こういうところも集中して取り組みをいただいておるところでござ

います。また、ブルーメの丘につきましても、今年も大変好調でございますが、30

万人にもう尐し届かないというところでございますが、天候次第では今年は30万人

にいくんでないかという期待をしております。 

 しかしながら、なかなか冬場というのは難しゅうございまして、最近ではひなま

つり紀行などで、２月から町の中を散策していただく人たちが増えていると、こう

いうことであります。日野町の観光といいますのは、もともとそうした花のまち日

野にかかわるもの、さらには日野祭をはじめとした、祭りなどの伝統文化にかかわ

るものということで、どうしても時期的なものに左右されるといいますか、そうい

う時期がメーンになってくるわけでありますが、落ち着いた町並みということなど

を通じて、秋から冬にかけても人々が訪れていただくような取り組みも大切なので

はないかなというふうに思います。 

 あわせて、町に愛着を持って観光振興に取り組む必要があるだろうと、こういう

お話でございますが、この間、お話しさせていただいております近江日野田舎体験

については、ある意味では地域の人たちが自分の地域に誇りを持って都会の子ども

たちに接することによって、改めて日野のよさを実感する、こういうことにもなっ

ているのではないかというふうに思いますし、またボランティアガイド協会の皆さ

んにおかれましても、常日ごろから研さんを重ねていただいておりまして、活動を

していただいております。 

 こういう諸団体と協力をしながら、観光協会を中心に日野町としても取り組みを

進めていく必要があるだろうと、このように思っておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） 数年前に、観光協会においてこのおもてなしの心ということで、
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日野祭に際しまして、それぞれ曳山が巡行される家の前に、赤い毛氈を引いた床几

が置かれました。観光協会長さんを中心に、観光協会の者がそれぞれ家庭に頼みに

歩いて買って下さいということで、百数十脚やと思いますが、買っていただいて、

置かせていただきました。大変、そのとき日野祭を見に来られたお客様方は本当に

喜ばれて、こういうところで一服させてもらえて、中にはお茶までサービスされた

家庭もございます。本当にこれがおもてなしの心かな、このように思うわけでござ

います。ぜひとも日野町全体がそのような精神を持てればいいな、このように思う

わけでございます。 

 それぞれブルーメの丘とか、鎌掛ではシャクナゲ谷、そしてから藤の寺、ダリア

園、いろいろございます。皆それぞれ地域ではおもてなしの心というようなことを

思いながらやっておるわけでございます。ぜひともこういう心が浸透していきます

ようにお願いしたいな、このように思いますが、再度こういう考えをお伺いしたい

な、このように思います。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（森口雄司君） ただいま、西澤議員より貴重なご提案をいただきまし

てありがとうございます。私ども商工観光課としましても、もてなしの心というの

は非常に大切なことだなと感じているところであります。 

 このことについては、この観光行政に中心的役割を果たします観光協会ともども

連携を図りながら、さらに日野町に年間を通じてさらに来られる皆様方にそういっ

た気持ちを植えつけられるように鋭意努力をしてまいりたいと、このように考えて

おります。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） ひとつ努力をお願いしたいな、このように思います。 

 日野には本当にお寺もたくさんあります。高岡市の方へちょっと一度寄せていた

だいたんですが、それぞれ町の中に古いお寺がいっぱいあって、それぞれ年間を通

じて、お寺とか、そういうところの観光案内をされておられました。本当にたいし

たものやな。高岡市というのは冬場はすごい雪がある、それでも熱心に観光案内を

していただきました。本当に大変なご苦労でございますが、やはりそれぞれ来てい

ただいたお客様に、町のよいところを見ていただきたいな、このように思います。

今後ともひとつご努力を、商工観光課長よろしくお願いしたいとこのように思いま

す。 

 次に、２点目に入らせていただきます。 

 地域振興と補助制度についてということでお願いしたいと思います。私たちの住

む郷土も中山間地に位置しておりまして、経済的な発展がおくれている地域でもご

ざいます。観光産業に対する期待は大きなものがございます。地域の活性化におけ
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る観光の役割が注目されているところでもございます。地域独自で観光振興を図っ

ていくということは容易なことではございません。資金やノウハウは絶対必要な条

件でございます。 

 新しい観光は、そこに住む人たちが地域の特性や資源を生かして進めることから

始まるものでもあると思っております。当鎌掛地域では、住民が主体的な役割を果

たしながら魅力的な地域づくりを進め、魅力のアップした地域に観光客が訪れてい

ただくために、シニア層の人たちを中心にダリア園が整備されているところでもご

ざいます。５月の連休中には天候にも恵まれて、多くの観光客に訪れていただきま

した。自家用車が村の中まであふれる状態が続きました。早急に駐車場が必要では

ないか。この整備もひとつお願いしたいと、このように思うわけでございます。ダ

リア園は、物づくりに関するノウハウを生かしながら、ボランティアとして地域貢

献をいただいているところでもございます。特定の施設や資源に単に依存するでな

く、地域の個性ある事業に新しい要素を取り入れられるため、環境整備を進める努

力をしているところでもございます。今後、ふるさとの魅力づくりにかかわること

の喜びを、若い世代にもこれ、引き継いでいかなければなりません。そのためには、

事業を継続、発展させながら地域の魅力を磨き、育てていく必要があると思います。 

 土曜日や日曜日、連休中に、夜間に若者が新しい魅力づくりを発信するための場

所として、夜間のライトアップが大きく寄与すると考えております。平日に仕事で

訪れることができなくとも、ライトアップされた魅力ある環境に訪れていただける

機会を提供することができるよう、町として駐車場の整備やライトアップのための

施設整備をぜひ検討していただきたい、このように思うわけでございます。お伺い

します。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 観光振興ということでご質問いただきました。観光の施設を維

持発展させていくためには、新たな資源の発掘や継続可能な取り組みが必要でござ

いまして、そういう意味ではダリア園におかれましてもいろいろな取り組みをされ、

アイデアを出しながら集客力のアップに努められているというふうに思っておりま

して、今年もたくさんの人がお見えになってということで、うれしい悲鳴といいま

すか、課題もまた出てきたと、こういうようなことなのではないかなというふうに

思っております。 

 そうした中で、今後ライトアップや駐車場を例示されたわけでございますが、い

わゆる事業主体として実施いただくこと、そして、地域ぐるみでご協力いただくこ

と、そして町として支援をすること、いろいろなステージといいますか、状況があ

ろうかと、こういうふうに思っておりますので、それぞれ意見交換なども行いなが

ら、どういう部分にどういう努力をするのか、この辺については、またダリア園や
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地域の皆さんともご相談をさせていただきたいなというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） 地域として、この22日にはダリア園の草刈り作業に、若い方々

が奉仕作業で草刈りに出ていただく予定をしております。今年の連休中は、シャク

ナゲに約１万人を超えたお客さんが来ていただきました。正法寺では、藤の花には

8,400人余りのお客さんが来ていただきました。ダリア園では9,000人余りのお客さ

ん、大変多くのお客様がそれぞれ来ていただいたことでございます。本当にこうい

うことで、整備によってそれぞれ、また町の努力によってそれぞれ観光発信してい

ただいて、お客さんが、寄って来ていただくということは本当にありがたいことや

な、また、そのように思っておるところでもございます。 

 あんまり一時に、連休の５日間ほどに大勢来ていただくと、本当にこれ大変なこ

とになりまして、本当に村の中じゅう車があふれて、車をどこへとめようかなんて

いうようなことでございました。本当に大変な苦労を皆さんしていただいた、この

ようなことでございます。ぜひともこのことに対しましては、町の方々それぞれ、

また行政の方々のひとつノウハウをお貸しいただき、また努力を、汗をかいていた

だきたいなと、このように思います。ひとつその点、よろしくお願いしたい、この

ように思うわけでございます。 

 とにかく、シャクヤクや藤、ボタンは期間が短こうございます。やはりダリアと

なりますと、約１ヵ月余り、花が咲き、もちます。とにかく夕方から、もうだんだ

ん秋小口になってくると日が早く暮れます。５時以降ぐらいにライトアップしてい

ただいて夜の花を見るという、本当によいことでございまして、虫の声を聞きなが

ら花を見る、また風流なことでもあるのかなと、このように思うわけでございます。

ひとつぜひともこういうノウハウ、またお力をお貸しいただきたいな、このように

思うわけでございます。その点ひとつ、商工観光課長、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（森口雄司君） ただいまのご質問を受けました状況でございますが、

特に５月の連休につきましては、シャクナゲの１万2,000人、さらに藤、ダリアと非

常に天候にも恵まれ、多くの観光客が町内外から来られたというのは、私としても

非常に喜んでいるところでございます。 

 特に日野ダリア園については、この時期だけやなしに、秋のダリアだけじゃなし

に、ボタン、シャクヤクと非常にいろいろな事業を考えながら、検討されながら、

地域独自でアイデアを生み出されているというのは非常に重要なことではないかな

と、このように思います。 

 さらにそういった中で、駐車場が非常に場が狭くなってきているというのも承知

をしているところでございますが、先ほど町長の方からも申しましたように、この
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それぞれのライトアップなり駐車場の整備等につきましては、事業を主体されてい

るところ、また地域づくり、そういったところを中心に、町としてできるところと

いうのは十分協議をしながら、今後、どうしていったらよいかというのを進めてま

いりたいと、このように思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） 先ほども町長の発言の中で、地域を巻き込んだ発展事業という

ことで、地域固有の魅力を外部に発信できるようになる、このように思います。そ

こを訪れていただく観光客も満足度も高い状態が得られるのではないかな、このよ

うに思うわけでございます。環境整備の一端をライトアップとして、また、駐車場

の整備、ぜひ行政にお手伝いをいただきたいな、このように再度お願いを申し上げ

ます。ひとつよろしく検討のほどをお願いしたい、このように思います。 

 続きまして、３点目に移らせていただきます。 

 観光案内看板の整備についてでございます。観光案内の看板については、観光情

報は観光者の目的地の選択を左右する重要な要素でもございます。行政も観光に対

する取り組みや情報提供システムのよしあしによって、地域の観光発展に大きく左

右することにもなります。現在、観光協会のホームページ、パンフレットなどによ

り、日野の自然や歴史、地域資源について広く情報提供をいただいておるところで

もございます。 

 看板といえば、307号線沿い、幹線道路沿いに、「近江日野商人と花のまち」とい

うイメージ看板が設置されております。それなりの対応はしていただいております

が、目的地までの看板が尐なすぎると私は思っております。遠方から来ていただく

お客様や、初めて日野を訪れていただく方には、観光標識が余りにも尐な過ぎるの

ではないか、このように思うわけでございます。特に、新名神高速、土山インター

を利用される方は、カーナビで土山蒲生近江八幡線を指示をされます。到着された

お客様は開口一番、「ひどい道やったで、帰りは別の道ないのかいな」、よく駐車場

のところにいると聞かれます。道路によっては、日野のイメージを本当に悪くする

ようにも思えるわけでございます。観光地へのアプローチのための看板の整備を至

急検討いただきたいなと、このように思います。ひとつ、町としての考えをお願い

したい、このように思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 観光地への看板の設置でございますが、シャクナゲシーズンや

ひなまつり紀行などの期間は限定して、観光客を誘導する看板の設置を観光協会や

地元有志の皆さんなどが設置をされ、啓発をしていただいているところでございま

す。恒久的な看板の設置となりますと、道路管理者の許可を得て、幹線道路等に看

板を設置しております。町が設置します観光標識につきましては、日野町への誘導
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を目的とした看板の設置を原則として進めてきたところでございます。また、それ

ぞれの拠点には、日野町の案内図も提示をしているところでございます。 

 今ダリア園に行くにあたって、土山蒲生近江八幡線の狭い山道を通ってきたと、

こういう話でございますが、ダリア園の皆さんからもそういうことを聞かせていた

だいております。この点については、甲賀土木事務所などに依頼をして、先行き狭

い、離合困難、こういうような標識もしてもらわ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が、個別の観光地へのルート選定については、シャクナ

ゲ観光やひなまつり紀行をはじめとして、それぞれの事業実施主体において設置を

いただいておるところでございます。ダリア園の皆さんも、道路沿線の民地に自ら

看板を設置するというような取り組みもされているやに聞いておりますので、その

点については、屋外広告物などの許認可についてはしっかりと助言といいますか、

対応をしてまいりたいと、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） 土山蒲生近江八幡線の改良が、一番手っ取り早い、このように

思うわけでございますが、なかなか遅々として進まないのが現状でございます。 

 それぞれ、シャクナゲ観光のときには、商工観光課の方々がそれぞれ道案内の看

板を立てていただきます。看板といえば、それぞれの地域へ行こうと思うと、日野

はそれぞれ幾つもの谷がございまして、なかなか１本道で来られるということはご

ざいませんので、ひとつ細かな観光看板を、道の順路というのをお願いしたいな、

もう尐し分かりやすい道案内をしていただきたいな、このように思うわけでござい

ます。 

 よくダリア園や藤の寺へ来て、「これからさつき寺へ行くけど、どう行ったらいい

のか」という話も聞かせてもらいます。そんなことで、とにかくこの道路交通、大

変車の便利な時代になっておりますので、やはりカーナビではなかなか細かいとこ

ろまでは指示はされませんが、この観光地案内看板というのを今後十分検討してい

ただきたいなと、このように思うわけでございます。ひとつ配慮の方をよろしくお

願いします。 

 これは要望といたしまして、質問を終わらせていただきます。 

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、通告に従いまして３点ばかり質問いたしたいと思い

ます。 

 まず最初に、基盤整備後の農業用施設の改修についてでありますけれども、農業

振興地域の整備について、食料自給率を50パーセントに引き上げるという食料・農

業・農村基本計画が策定されまして、食料の安定供給と優良農地の確保が示されま

した。当町におきましても、第５次総合計画の中で、見直しも含め、策定されてい
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るものと思っております。 

 そうした中で、昨年、平成24年２月８日だったと思うのでありますけれども、23

農振第2269号によりまして、農業体質強化基盤整備促進事業が創設されました。農

業水利施設の整備をきめ細かく実施し、農業の体質強化に努めるとされております。 

 それを受けてか分かりませんが、当町でも農業振興地域整備の計画が昨年12月に

策定され、この農業生産基盤の整備開発の方向性の中でＡ地区、Ｂ地区、Ｃ地区に

区分されておりますが、いずれも優良農地を確保するため、農業用用排水路の改修、

農道整備補修等の農業生産基盤の整備に努めるとしております。 

 特に、今Ｂ地区であります当西大路地区でありますが、振り返りますと昭和57年

12月に西大路土地改良区事業の全体設計調査が始まりまして、翌年、出雲川改修工

事の陳情がされ、折しも、災害というと語弊があるか分かりませんが、台風の襲来

によりまして国の災害復旧工事となり、改修がされたのであります。と同時に、昭

和59年12月には西大路土地改良区ほ場整備事業の冬期施工から始まったのでありま

す。その基盤整備後、30年が経過し、農業用用排水路の土地改良施設の機能が低下

し、なかなか排水、あるいは用水の箇所が、用をなさない箇所が多く見られるよう

になりまして、また、水田の畦畔におきましても凹凸が激しく、傾きもあり、その

上、大きな石も出ておりまして、改修等が必要である、というふうに思います。 

 そうした中で、機能診断も含め、どのように年次計画なり、あるいは改修をされ

る予定があるのかお伺いしたいと思います。 

 また今回、国営施設の機能保全事業ということで、蔵王ダムなり頭首工なり、揚

水機場やあるいはまた小さな遺跡等が整備とされるのでありますけれども、その地

元負担金はどのようにされるのか。また、今回５月の電気料金の値上げに伴いまし

て、また４月、５月の尐降雤の状態が続き、逆水のための電力稼働が多いと思われ

ますが、日野町土地改良区としての対応はどのようにお考えか、お伺いをいたしま

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） 圃場整備後の事業施設の管理等について、ご質問いただきまし

た。 

 地元で管理をお願いしておりまして、工区や水利組合、農業組合単位で、整備、

補修等の取り組みを行っていただいております。小規模な補修につきましては、農

地・水保全管理支払事業の共同活動で取り組んでいただくと、費用の負担が軽くな

ると考えております。用水路につきましては、滋賀県が末端水利施設アセットマネ

ジメント事業により、県内の膨大な末端用水路の整備補修の採択順位調整のため、

資料整理に着手しております。農地・水保全管理支払の活動組織により、統一基準
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で老朽度、損傷度を報告していただくことになります。工事完了後、30年経過を目

安として、農地・水保全管理支払向上活動の採択審査の対象としておるところでご

ざいます。排水路、農道につきましては、現状では農業基盤整備促進事業により整

備をすることができると考えております。 

 とはいうものの、土地改良事業というのは申請主義でございまして、それぞれの

地域の中で、基本的な補修の改修等の計画を立てて対応いただくことが必要である

というふうに思っておりまして、町もまたそうした中で、相談にのせていただきた

いなと思います。 

 さて、日野町内の大多数の農地の用水は、日野川流域土地改良区が維持管理をい

たしておりまして、国営機能保全事業（日野川地区）について、県、市町の補助金

がございますが、受益者農家負担も伴うわけでございます。今回、この事業の採択

に合わせて日野川流域土地改良区の維持管理計画の変更が行われ、各集落の水利委

員が同意徴収に回られました。この説明資料にも記載されていますように、今回の

国営事業の受益農家負担については、日野川流域土地改良区の積立金などで補填さ

れ、受益農家からの徴収は行わないとされておるところでございます。 

 次に、電気代の件でございますが、尐雤のため、琵琶湖からのポンプアップの水

量が例年よりも増加し、さらに電気代の単価アップや太陽光発電促進賦課金、再生

エネルギー発電促進賦課金等で日野川流域土地改良区の負担が急増をいたしており

まして、平成25年度の維持管理費は総代会で決定されておりますが、６月上旪時点

では１反当たり1,000円を超える負担増となる見込みでございます。蔵王ダム、第１

段揚水機場、第２段揚水機場などは、国の基幹水利施設管理事業の補助金を受けて、

日野川用水施設管理協議会が管理をいたしております。国に対して干ばつや電気代

の高騰について、この補助金の増加を要請しているところでございます。国の追加

配分があるなしにかかわらず、電気代の負担増については用水協議会の補正予算が

必要となり、日野町の予算対応も必要となることから、また議会でのご理解もお願

いをし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） 地元の工区で管理ということでありますが、今説明がありまし

たとおり、農地・水保全事業では、なかなか本当にこの目地詰めぐらいしか費用が

ないということで、大きな水路を上げたりというようなことはできなくなっている

ところでもございます。 

 そうした中で、町として、今こういうところがこうなんや、もちろん、その地元

からそういう報告が行かなければならないのですけれども、それと合わせて、現地

の診断は、どうされておられるのか質問をしたいと思います。 

 そうした中で、圃場整備した後、どのところもやはりいろんな用水、排水につい
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ては漏れがあったり、いっぱいありますので、排水路でも、傾いて穴が開いて、非

常に大変なところもあろうかなと思いますけれども、そこら辺については、その順

序はどうなのか、傷みぐあいによって早くしてもらえるのか、その負担はどうなる

のか、そこら辺のこともお願いしたいなと思います。 

 それから、今までの５月からの値上げを見まして、１反当たり負担額が1,000円ぐ

らいアップするんじゃないかということでありますけれども、６月に納めるように

と通知がまいったわけです。それは、昨年のままであったわけですけども、これは

総代会にかけて値上げになるわけですけれども、町が何とかその分を、全額じゃあ

りませんが、何割かは負担するというような、そういう考えはないのかどうか、そ

こら辺をひとつお願いしたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（高岡良三君） ただいまの東議員さんの再質問でございます。 

 最初に申されました、いわゆる用排水路等の目地詰めで、大きな水路というのは

なかなかてこに合わないというふうなことでございますが、私ども、先ほど町長述

べましたとおり、農地・水等で取り組んでいただいておりますところにはそこでお

願いをしておりますし、それ以外のところにつきましても、また農業組合、また水

利組合の方から、このようなところがぐあい悪いというふうな話がございましたら、

私どもの職員もそこの現場に行きます。どうすればいいのかというふうなアドバイ

スとか、手続上なものを説明させていただくということになろうというふうに思っ

ております。ですから、そういうふうな状況がございましたら、農業組合、また水

利組合の方から私どもの方に上げていただけばいいかなというふうに思っておりま

す。 

 また、圃場整備以後30年ということで、一定の区切りをつけながらやってござい

ますが、排水路等についてはどうかということで、順番、また負担はどうかという

こともご質問いただきましたが、今やっております農業基盤整備事業につきまして

は、体質強化の部分が24年度で終わりで、25年度以降からは継続されていくという

ものになってございます。その分につきましては国の補助が半分でございまして、

あと、町の方がどのように追いかけていくかというのがまだ未定でございますので、

そこら辺についても、十分また協議をさせていただこうというふうに思っておりま

す。 

 また、電気代の方につきましても、先ほど町長の方が申しましたとおり、だいた

い1,000円強のアップということでしておりますが、現実的に４月、５月の電気料に

つきましては、前年度と比べまして117.4パーセントのアップ、また電気料金につき

ましては、今の値上げの分を含めまして150パーセントということで、前年度アップ

してございます。最終的に予測をかけまして、16日に協議会の事務局長会議がござ
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います。そこでいきますと、約6,000万から7,000万強の前年度比、電気料金等の上

乗せになるというふうな数字が現状でございます。25年度の分については、皆さん

方に負担していただかないようにというふうな考え方がございますが、先ほど町長

が述べましたとおり、総代会の方で、26年度以降についてはそこへ消費税の分がま

いりますので、その分も踏まえて値上げ等で負担をいただく部分のそれぞれ単価が

提示をされて、皆さん方にご理解をいただく方向でのことが進められていくという

ふうに思ってございます。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 今、この強化整備事業は24年で終わり、25年度も引き続きやる

ということでありますけれども、国の補助が２分の１であって、県、あるいは町は

どの程度予定しておられるのか教えていただきたいなと思っておりますし、やはり

地元負担になってくると、なかなか土地持ち農家というのか、非農家も多いですし、

そこへ負担をかけるのはなかなか容易なことではないですし、また、今比較的規模

の大きな農家も経営上、困難ではないのかなと思われておりますので、そこら辺の

考えはどの程度お考えいただけるのか、教えていただければありがたいなと思いま

す。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（高岡良三君） ただいまのご質問でございますが、私ども、現状、現時点

では、25年度に実施しております仕事は26年度以降も続くということで確認はして

おりますが、国の補助が２分の１、以下、県の方また町の方、特に県の方もどうい

う形で追いかけてくれるかというのはまだ今のところ未定でございますので、尐し

時間をいただきまして、確認等をさせていただくということになろうというふうに

思いますのと、同時に、私ども今農林課では、今25年度やっています24年度繰り越

しの状況が続くというふうなことを考えておりますが、いかんせん、これは私ども

だけでは判断できませんので、また議員さんの方の力添えもお願いしたいというふ

うに考えてございます。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） なかなか、百姓やっているのも大変ですし、そうかというて、

農地・水が皆の力でできるかといいますと、なかなか労務だけでもやってくれない

のが現実でございますので、何とか年次計画が出てきた折には年次計画を語ってい

ただいて、それを実施していただきたいなと、こう思っております。 

 次、２番の、マイナンバー制でありますが、国民１人１人に番号をつけ、93項目

にも及ぶ個人の情報を国が一元的に収集、管理し、利用される可能性があるマイナ

ンバー制度が可決成立したところでもあります。以前、非常に問題視されておりま

した住基ネットでありましたけれども、それはまだ民間利用は禁止されており、商
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取引にも使うことはできないとなっていると思っております。 

 この番号制度を導入しているアメリカや韓国では情報の漏えいや犯罪が多発し、

人口約5,000万人の韓国で、８年から11年の４年間で、ハッキングなどによって延べ

約１億2,000万人の個人情報が流出しているというところも載っておりました。中で

も、3,500万人の氏名、住所、生年月日、Ｅメールやアドレスなど、住民登録番号が

流出したケースがあったとしております。 

 この制度は、イギリスでは既に廃止されております。また、自治体でも経費費用

も多額になると言われております。個人の選択制や自治体のみの管理ができるなど、

規制はできないものなのか。こうした状況での共通番号制度について、町行政とし

てどのように認識をされるのかお尋ねしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） マイナンバー制についてのご質問をいただきました。 

 法律の中で規定されている項目に関する特定個人情報を、法に定める行政機関等

の間で情報の提供ならびに情報の照会を行うことに関して、国民個人がその可否を

選択することはできないということでございます。また、市町村などは特定個人情

報を提供するという側面と、他の行政機関に対して情報を照会するという両方の立

場を持っておりますが。市町村を含め、法に定める行政機関等は、適法に照会がな

された特定個人情報に対しては、その情報提供を行わなければならないと規定され

ているところでございます。 

 町といたしましては、昨年11月に全国町村会を通じて広く国民に周知し、理解を

得るとともに、個人情報保護やセキュリティに万全の対策を講じること、さらにこ

れの導入経費等について、万全の財政措置を講じることなどを要望してまいったと

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） このマイナンバー制につきましては、政府は税金が公平になる

とか、主張されておりますけれども、実は不正攻撃は無理と言われております。ま

た、社会保障分野での活用にといっておりますけれども、既に大きな自治体では実

施されているところもあって、それのメリットは全くないとも言われているところ

でもございまして、医療分野においても、住民にとっては不便になるだけとも、こ

んな新聞の記事が出ておりました。 

 やはり問題なのは、番号の民間利用とその拡大であるといえます。プライバシー

侵害やなりすまし犯罪が常態化するのではないかといわれ、そうしたことはやはり

深刻な問題ではないのかなと思われます。そういったことも広範囲、深刻化させる

ものと思っておりますし、このことから、やはりあらゆる機会を捉えて、改善なり

拡大を許さない運動が必要ではないのかなと思っておりますけれども、今言われま
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したけれども、全国町村会についてはどういうようにされておられるのか、もう一

度お聞きしたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（高橋正一君） １点は、政府の考え方はあるけれども、これから国民

としての運動としたらどうかということと、あと、なりすまし、漏えい等の対策を

どうするかということ、そのような観点で再質問いただきました。 

 この制度の導入自体に関する評価といいますか、それにつきましてはさまざまな

見方があろうかと思いますが、行政としては法律ができたものに従って、最も住民

さんにリスクが尐ないように導入を図っていくと、そういう観点になるのかなとい

うふうに思っております。 

 それから町村会の方でございますが、これは先ほど町長の方も述べたところでご

ざいますが、マイナンバー制度の円滑な導入に向けてということで、これが当然国

民の住民福祉の向上に利するシステムになるようにということを前提にした上でご

ざいますが、先ほど町長が申しました観点から、円滑に導入がなされるようにとい

うことで、申し入れをしているというところでございます。 

 また、この法律の中では、なりすましや漏えい事件、個人情報保護については万

全の体制を期するようにということで、条文の中で規定をされているところでござ

いますので、それに基づいて事務を行う、計画していく、そういうことになろうか

と思います。 

 それから、民間利用ということでおっしゃられました点がございましたが、１点、

医療という言葉が出てまいりましたが、医療に関する適用といいますか、使用につ

きましては、法律の施行後３年をめどに、もう１回、その段階で検討していくと、

現状はそのようなことになってございます。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） このマイナンバー制度につきましては、住民にとっては余りメ

リットがないということで、企業にとってしかないということで、新聞にも載って

おりました。それで、個人の情報が漏れないように、あらゆる機会を捉えて訴えて

いただきたいし、いきたいなと思っております。 

 次に、道州制の問題でありますけれども、この道州制につきましても前回もお尋

ねしましたわけでありますけれども、今回、「小さくても輝く自治体フォーラム」が

当町で開催され、そんな中で議題の中に道州制についても語られるかも分かりませ

んが、道州制推進基本法案が今国会に提出されようとしております。もちろん自民

党や経団連は一体でありますが、なぜ経団連が道州制実現に向け、緊急提言を行い、

より一層のグローバルな競争力の強化を自治体に求めるのかお伺いしたいと思いま

すし、自民党の道州制基本法案に、地方も地域経済の主体として経済的に自立でき
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るようにすべきであり、そのためにはより広域な自治体の創設をうたい、道州制を

図ろうとしております。 

 そんな中で、財源保障を外す動きが見られ、地方交付税がなくなるのではないか

と思われるが、そういうことについてはどうなのか。また、道州制は府や県の合併

の話であり、当県も伝統文化、歴史など、特徴も多くあり、地方自治のあるべき姿

だと私は思っておりますけれども、町長はどのように評価されておられるのかお伺

いします。 

 また、勢い道州制の議論の中で、市町村合併を強いる議論までも持ち出すのでは

ないかと心配しておりますけれども、そのことについても分かればお話しをいただ

きたいなと、このように思っております。 

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。 

 ご指摘のとおり、今国会に道州制推進基本法が提出されるやの話があるわけであ

りまして、大変心配をいたしております。ご承知のように、全国町村会、全国町村

議長会もはじめとして、道州制については反対であります。なぜ全国町村会が道州

制に反対なのかということでありますが、既に見解は町村会はまとめておるところ

でありますが、私はやはり地方自治体にとって、地方自治体はどうあるべきなのか

ということが大事でありまして、その点では道州制によって地方財政が強化される

のかどうか、さらには地方の行政サービスが充実されるのかどうか、さらには地方

の自治が前進するのかどうか、こういう視点が大事なのではないかと、このように

思っております。そういう意味では、道州制を導入して、一緒になったら財源が増

えるというようなことはないわけであります。 

 逆に、地方交付税制度が廃止されれば、本当に地方は疲弊するということは間違

いがないことでありますので、道州制をすれば地方の財源が豊かになるということ

は全くないというふうに言っていいんじゃないかと思いますし、そういう中で、行

政サービスが前進しないことも、またこれは明らかなのではないかなと、このよう

に思います。 

 さらに、区域が大きくなることを通じて、自治の機能、住民参加の意識が希薄化

することもあるということを考えますと、道州制というのは確かに、いわゆる行政

改革、リストラによって一定の経費が節減されるということになるかもしれません

けれども、大事な地方自治の自治体のあり方というものについては決していいこと

はないのではないかと。 

 逆に言うと、例えば四国が四国州になって、本当にやっていけるのか、東北が東

北州となってやっていけるのか。これは、やっていけないことは事実であります。

この国は東京一極集中といわれる中で、税源を含めて集中をしているわけで、それ
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を地方の財源として地方交付税によって配分をしているということからいたします

と、そういう意味では道州制をなぜやることが地域の活性化につながるのかという

ことは、私は大変疑問であります。そしてまた、国は外交や貿易や司法などに特化

をし、地方が、道州がそのほかの仕事をやるということが一般的に言われているわ

けでありますけれども、そういう意味では、内政に責任を持たない中央国家が外国

に対して本当にものが言えるのかというと、私はそうじゃないというふうに思いま

す。教育のあり方、社会保障のあり方、福祉のあり方、年金のあり方、公衆衛生の

あり方、全てオールジャパンの中で、一定のナショナルミニマムが担保される今の

体制をどう有効に機能させていくのかこそが問われるのではないかというふうに思

っているわけでございます。 

 最近では、京都府が滋賀県と合併しようやないかというようなことを言ったりし

ておりますが、とんでもない話であって、決して47都道府県という地方自治制度が

無駄なものではないと、細かすぎるものでもないというふうに思いますし、現在の

そのもとでの市町村の1,700程度の自治体数が決して多すぎるものでもないという

ふうに思います。そういう意味では、いつも申し上げておりますように、しっかり

と交付税制度をはじめとして財源調整機能を発揮しながら、都会も田舎も大きな町

も小さな町もしっかりとやっていける制度設計こそ、現在の地方交付税制度を基本

として進めていくことが大事なのではないかと、このように思っておるところでご

ざいます。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） まさにそのとおりだと思うのでありますけれども、なかなかそ

ういうことが国で通ってしまうと、どうなのかなと思ってしまったりもしますけど

も、前回も質問したのですけども、京都府が滋賀県に呼びかけたということありま

すし、そのほかの、滋賀県、京都、大阪ももちろんそういうことを言っておると思

うのですけども、兵庫、奈良、和歌山、そこら辺についての、県はやはり関西州と

いうか、そういうものにどういうような態度をとっているのかお聞かせ願いたいな

と思いますし、もしその中で、関西州とかそういうことがあれば、そんなイメージ

はどういうふうに描いているのか、もし町長、分かればお願いしたいなと思います

けれども。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 民主党政権のもとで、地方分権改革という言葉がありまして、

その中で、ご承知のように地方整備局の関西広域連合や九州広域連合への移管が議

論をされて、昨年の秋ぐらいには閣議決定をされ、法案化されるということになり

ましたけれども、結果として、政権が変わったことなどから地域主権改革という言

葉自体もなくなったわけでありますし、滋賀県もはじめとしてつくっております関
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西広域連合について、熱心に地方整備局などの広域連合への移管が言われておった

わけでありますが、ご承知のように、これまた関西広域連合には奈良県は参加をい

たしていないわけであります。そして、もともと兵庫県の知事も道州制には慎重派、

嘉田知事も道州制には慎重派ということでありますし、関西広域連合の中でもいろ

いろな思いがございまして、大阪は道州制で州都になってという思いがありますが、

そのほかについては必ずしもそうはなっていない。だから、大阪に負けたくないと

いう思いから、京都の知事は滋賀県と合併してもいいよみたいなことを言っている

んじゃないかなと、こういうふうにも思うわけでありますが、関西広域連合へのそ

ういう地方整備局等の移管の問題が一旦振出しに戻ったような感じもいたします。 

 町村レベルでも、特に去年あたりの紀伊半島などにおける土砂災害などがあった

ときに、やはり近畿整備局などが大変大きな力を発揮したという評価も高うござい

まして、その点では関西広域連合への移管については慎重論が多かったというふう

に認識をいたしております。 

 しかしながら、滋賀県の中でも関西広域連合へのそういう移管については、13市

６町の首長もほとんどが賛成でないという状況でございます。しかしながら、13市

６町の中の首長の中では、道州制に持っていくべきだという首長さんと、町村会を

中心に、道州制はよくないというので意見が分かれているのではないかというふう

に認識をいたしております。 

 この間、県におきましては道州制のメリット・デメリットをまとめた一定のペー

パーをつくるかのような議論がありましたが、これも県議会との議論の中で、なか

なかオープンにできないような状況であろうかというふうに思いますが、私は全国

町村会が言っておりますように、道州制が未来を切り開くものではないというふう

に思っておりますので、今後もそういう、これは全国町村会だけじゃなくて、知事

の部分でも首長の部分でも一定、地方六団体の部分で道州制、まだまだ全く分から

ない部分も含めて、それがバラ色でないということについては明らかになりつつあ

るのでないかな、そういう世論をさらに広げていくことが大事なのではないかと、

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） 先ほども言いましたように、今回「全国小さくても輝く自治体

フォーラム」が当地で行われますので、その場でも勉強していって、道州制にはあ

かんねやということで、私たちも広めていきたいなと思っております。 

議長（杉浦和人君） 以上で５名の諸君の質問を終わりました。その他の諸君の一般

質問は明18日に行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認めます。 
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 それでは、その他の諸君の一般質問は明18日に行いますので、定刻ご参集をお願

いいたします。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 一同起立。礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご苦労さまでございました。 

－散会 １６時５５分－ 

 


