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第５回日野町議会臨時会会議録 

 

平成２５年８月２３日 

開会  ９時０９分 

閉会 １２時１５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．会議録署名議員 

 ６番  冨 田  幸  ８番  小 林  宏 

 

４．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  企画振興課参事  増 田 昌 一 郎 

 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 

 

５．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 
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６．議事日程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

〃  ２ 会期決定について 

〃  ３ 議第５２号 工事請負契約について（日野町立日野中学校空調機設

置工事） 

〃  ４ 議第５３号 工事請負契約について（日野町立日野小学校空調機設

置工事） 

〃  ５ 議第５４号 工事請負契約について（日野町立必佐小学校空調機設

置工事） 

〃  ６ 議第５５号 工事請負契約について（日野町立桜谷小学校給食室改

築工事） 

〃  ７ 議第５６号 財産の取得について（移動式汚泥脱水乾燥装置） 

〃  ８ 議第５７号 財産の取得について（日野町立桜谷小学校給食室厨房

設備機器） 

〃  ９ 議第５８号 平成２５年日野町介護老人保健施設特別会計補正予算

（第１号） 

〃 １０ 報第 ６号 専決処分の報告について 
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会議の概要 

－開会 ９時０９分－ 

議長（杉浦和人君） 皆さん、おはようございます。全員、ご起立をお願いいたします。 

 一同礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 ただいまの出席議員は全員であります。定足数に達しておりますので、これより

本日をもって招集されました平成25年日野町議会第５回臨時会を開会いたします。 

 町長より招集の挨拶があります。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） 皆さん、おはようございます。 

 平成25年第５回臨時会を開会させていただくにあたり、一言ご挨拶を申し上げま

す。 

 記録的な残暑が続いております。国内でも熱中症の危険性が言われるなど、この

猛暑がいつまで続くのか、心配をしておるところでございます。 

 本日、臨時議会を招集させていただきましたところ、議員全員のご出席をいただ

き、まことにありがとうございます。議員の皆様方におかれましては、ますますご

壮健にて議員活動にご精励をいただいておりますことに、お喜び申し上げますとと

もに敬意を表する次第でございます。 

 また、本日の臨時議会は、役場庁舎の改修工事の関係で、本会議場でなく、この

委員会室で実施させていただいておりますこと、ご理解とご協力のほどよろしくお

願いを申し上げるところでございます。 

 さて、本臨時議会に提案させていただく議案にかかわりましては、平成24年度の

国の補正予算をはじめとした経済対策を活用して行う事業の契約に伴うものが主な

ものでございます。国の経済対策につきましては、必要な事業については積極的に

取り組むこととして、３月議会において予算を計上させていただき、ご承認いただ

いたわけでございますが、現在、農業基盤整備促進事業、農道舗装をはじめとした

事業についても、おかげさんで地元の皆さんのご協力を得まして、事業を実施し、

工事の発注を進めさせていただいているところでございます。 

 また、教育施設へのエアコンの設置ということで、幼稚園のエアコンの設置につ

きましては、全ての園舎において現在工事を実施しておるところでございます。小

学校のエアコンについては、本日、日野小学校と必佐小学校のエアコンの工事請負

契約の承認をお願いするところでございますが、そのほかの小学校におきましても、

現在工事中ならびに今後工事の発注をし、今年度内には全ての小学校についても配

備を実施していく、こういう予定をいたしておるところでございます。 
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 また、桜谷小学校の大規模改修につきましては、おかげさんで工事が順調に進ん

でおりまして、学習棟におきましては、９月から児童の皆さんが学習をしていただ

けると、こういう予定で現在工事を進めながら、管理棟をはじめとした事業につい

ても進めてまいりたい、このように考えておるところでございます。 

 また、桜谷小学校の給食室の改築につきましては、３月議会でもこれまでからい

ろいろご議論をいただいたところでございますが、３月議会におきまして、「桜谷小

学校の給食棟の改築については、早い時期に議会の参画も得て、学校給食のあり方

などについて検討する会議のような組織を立ち上げ、研究、検討を行いながら、校

舎棟の大規模改修工事とは分離し、着工の判断をしてまいります」、このように申し

上げてまいったところでございますが、この懇話会のような組織につきましては「日

野町立小学校における給食のあり方懇話会」という形で設置をさせていただきまし

て、６月において３回のご議論をいただく中で、７月５日に座長さんからその議論

の結果報告をいただいたところでございまして、そうした中で、桜谷小学校の給食

室について早急に改築すること、また、工事による授業への影響を極力避けるため、

夏季休業期間を活用して対応すること、さらには、小学校の給食の実施にあたって

は、現行の自校直営方式の利点を最大限に生かし、教育および食育の推進に取り組

むとともに、効率的な運営に努め、一層の効果を得るようにすることなどの会議の

結果を報告いただいたところでございます。また、桜谷小学校のＰＴＡの役員の皆

さんからも、工事の早期着工によって授業への影響を極力避けるよう、要望を受け

たところでございます。 

 こうした中で、今回、桜谷小学校の給食室の工事請負契約についても入札をいた

し、承認をお願いするところでございます。また、事業実施にあたっては、騒音の

大きい解体工事については、８月中に実施するということで進めさせていただいて

おるところでございます。こうした案件について、今日ご審議をいただくわけでご

ざいます。 

 さて、この間、議員各位におかれましては、町のいろいろな事業にご参加、ご協

力をいただいてまいりました。昨日は日野町戦没者追悼式典を実施いたしましたと

ころ、議員各位にもご参加をいただき、無事実施することができたわけでございま

す。６月議会以降につきましても、６月29日、30日には第18回全国小さくても輝く

自治体フォーラムを開催することができ、両日で延べ600人を超える皆さんの参加を

全国からいただいたところでございます。７月７日には第33回日野町消防団ポンプ

操法訓練大会を必佐小学校で開催し、日ごろの練習の成果を披露いただいたところ

でございます。また、８月４日に開かれました滋賀県ポンプ操法訓練大会では、小

型ポンプの部で見事25年ぶりの優勝を日野町消防団がしていただいたわけでござい

まして、大変ありがたく思いますとともに、消防団を支える家族や地域、事業所の
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皆さんへの感謝の気持ちを強くいたしたところでございます。また、６月から８月

にかけて各地区行政懇談会を開いていただいておりまして、要望をお聞かせいただ

くなど、地域の課題について意見交換をし、これからのまちづくりに生かしてまい

りたいと、このように考えておるところでございます。 

 本日、臨時議会に提案させていただきます案件は、先ほど述べました案件も含め

て７件でございます。小中学校の空調機設置工事と財産の取得、専決処分の報告で

ございます。十分なご審議をいただきまして、適切なご採決をいただきますようお

願い申し上げまして、開会にあたりのご挨拶とさせていただきます。よろしくお願

いいたします。 

議長（杉浦和人君） 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も結構かと思います。 

 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。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 本会期の会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、６番、冨田 幸君、

８番、小林 宏君を指名いたします。 

 日程第２ 会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１日と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、よって、本臨時会の会期は本日１日と決し

ました。 

 日程第３ 議第52号から日程第９ 議第58号まで、工事請負契約について（日野

町立日野中学校空調機設置工事）ほか６件について一括議題とし、町長の提案理由

の説明を求めます。 

 また、日程第10 報第６号、専決処分の報告についても町長の報告を求めます。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） それでは、提案理由の説明をさせていただきます。 

 日程第３ 議第52号、工事請負契約について（日野町立日野中学校空調機設置工

事）。 

 本案は、日野町立日野中学校空調機設置工事を実施するため、同工事の入札を去

る８月13日、12社による指名競争入札を行い、4,599万円をもって株式会社スズキエ

ンジニアリング代表取締役、鈴木敏弘が落札したので、工事請負契約を締結しよう

とするものです。工事の内容は別添の参考資料のとおりで、工期は平成26年２月28

日となっております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第４ 議第53号、工事請負契約について（日野町立日野小学校
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空調機設置工事）。 

 本案は、日野町立日野小学校空調機設置工事を実施するため、同工事の入札を去

る８月13日、12社による指名競争入札を行い、5,439万円をもって有限会社村上文化

堂代表取締役、村上幸彦が落札したので、工事請負契約を締結しようとするもので

ございます。工事の内容は別添の参考資料のとおりで、工期は平成26年２月28日と

なっております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第５ 議第54号、工事請負契約について（日野町立必佐小学校

空調機設置工事）。 

 本案は、日野町立必佐小学校空調機設置工事を実施するため、同工事の入札を去

る８月13日、12社による指名競争入札を行い、6,121万5,000円をもって株式会社テ

クノミツボシ代表取締役、谷口 学が落札したので、工事請負契約を締結しようと

するものです。工事の内容は別添の参考資料のとおりで、工期は平成26年２月28日

となっております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第６ 議第55号、工事請負契約について（日野町立桜谷小学校

給食室改築工事）。 

 本案は、日野町立桜谷小学校給食室改築工事を実施するため、同工事の入札を去

る８月13日、８社による指名競争入札を行い、7,528万5,000円をもって株式会社奥

田工務店代表取締役、古谷 孝が落札したので、工事請負契約を締結しようとする

ものです。工事の内容は別添の参考資料のとおりで、工期は平成26年３月20日とな

っております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第７ 議第56号、財産の取得について（移動式汚泥脱水乾燥装

置）。 

 本案は、農業集落排水事業による移動式汚泥脱水乾燥装置を調達するため、去る

８月13日、４社による指名競争入札を行い、3,990万円をもって株式会社酉島製作所

大阪支店支店長、柳川瀬保男が落札したので、動産の買い入れをしようとするもの

です。動産の取得の内容は、別添の参考資料のとおりです。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 続きまして、日程第８ 議第57号、財産の取得について（日野町立桜谷小学校給

食室厨房設備機器）。 

 本案は、日野町立桜谷小学校給食室の改築に伴う厨房設備機器を調達するため、

去る８月13日、５社による指名競争入札を行い、4,294万5,000円をもって株式会社

中西製作所京都営業所営業所長、安原幹夫が落札したので、動産の買い入れをしよ

うとするものです。財産取得の内容は別添の参考資料のとおりです。ご審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第９ 議第58号、平成25年度日野町介護老人保健施設特別会計
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補正予算（第１号）。 

 本案は、日野町介護老人保健施設特別会計予算の総額から、歳入歳出それぞれ１

万2,000円を減額し、予算の総額をそれぞれ６億7,418万5,000円とするものでござい

ます。今回の補正は、介護老人保健施設の有償譲渡に伴う起債の強制繰り上げ償還

に係る償還利子を追加計上するものでございます。第１表の歳入につきましては、

繰越金の確定に伴い１万2,000円を減額するものです。歳出につきましては、介護老

人保健施設費を８万6,000円減額し、公債費を７万4,000円増額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。 

 続きまして、日程第10 報第６号、専決処分の報告について。 

 本件につきましては、地方自治法第180条第１項の規定により、議会において規定

されている事項について専決処分したので、同条第２項の規定により報告させてい

ただくものです。 

 専決処分した内容は、平成25年１月21日午後５時ごろ、日野町大字石原地先の法

定外道路において、車両が走行の際に中央部の穴に右前輪がはまり、タイヤおよび

ホイールを破損させたことにより、平成25年７月31日に示談を成立させ、損害賠償

の額を定めたものでございます。 

議長（杉浦和人君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

 なお、休憩中に議員全員協議会を開催いたしますので、議員の皆さんは議員控室

の方へ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２５分－ 

－再開 １０時４２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３ 議第52号から日程第９ 議第58号まで、工事請負契約について（日野

町立日野中学校空調機設置工事）ほか６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６号、専決処分の報告についても質疑を許可いたします。 

 質疑はありませんか。 

 ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 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55号、工事請負契約について（日野町立桜谷小学校給食室改築工事）

につきましてお伺いいたします。 
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 別添の参考資料の工事内容の中に、日野中学校に設置されておりますアレルギー

室がございません。また、平面図の中にもアレルギー室が見当たりません。自校方

式のメリットとして、個別のメリットとして、声高らかに個別アレルギー対応が的

確にできますと、このように今日まで言っておられたところでございますが、なぜ

アレルギー室がないのでしょうか。お伺いをいたします。 

 次に、議第57号、財産の取得について（日野町立桜谷小学校給食室厨房設備機器）

についてお伺いをいたします。 

 別添参考資料の取得内容の中に、多機能低輻射炊飯器が２台あります。中学校給

食は、完全給食として４月より始まりましたが、現在の小学校給食は、週３回、米

飯持参給食であります。明年度から桜谷小学校を皮切りに、冷たい持参米飯から炊

きたての温かいご飯を食せる完全給食に小学校もなされていかれるのか、お伺いを

いたします。 

 ３点目は、議第55号、工事請負契約について（日野町立桜谷小学校給食室改築工

事）と、議第57号、財産の取得について（日野町立桜谷小学校給食室厨房設備機器）

に関連してお伺いをいたします。 

 ５・１調査の桜谷小学校の児童数は109名、南比都佐小学校の児童数は101名、西

大路小学校の児童数は２桁の71名でありました。南比都佐小学校の児童数も、来年

度、平成26年度から２桁に、桜谷小学校の児童数も、再来年度、平成27年度から２

桁になります。我が勉強会、情熱クラブの議員より後ほど質問をされますので、さ

わりのみ申し上げますが、児童数が尐なくなれば尐なくなるほど、児童１人当たり

の工事費、設備費がはね上がります。また、児童数が尐なくなれば尐なくなるほど、

児童１人当たりの給食職員の人件費も高くつきます。７月５日に出されました日野

町立小学校における給食のあり方懇話会の会議結果報告には、このこと、財政上の

ことが検討されなかったのか、ほとんど記載されていません。わずかに「効率的な

運営に努め」の文字が見受けられるのみでありました。 

 今後も自校方式を続けられるのであれば、尐なくとも200食以下の施設は民間に任

せ、効率的な運営に努められるべきであると考えるところでございます。今後、腰

を据えて民営化に向けての検討を開始されるお考えがありやなしか、お伺いをいた

します。 

 次に、報第６号、専決処分の報告についてお伺いいたします。 

 町管理の町道以外の法定外道路における管理責任まで町が負わなければならない、

非常にたくさんの延長があるところでございます。どう考えても、私にはなかなか

理解ができないところでございます。狭い法定外道路に犬や猫等の動物の死骸があ

り、その動物の死骸をよけて事故を起こした場合であっても、賠償してもらえるの

でしょうか。 
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 また、今日までに法定外道路における事故による賠償の件数と金額がどれぐらい

あったのか、お伺いをいたします。 

 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。 

 教育次長。 

教育次長（岡 常夫君） 今ほど蒲生議員の方から、工事請負契約と財産の取得につ

きまして３点質問をいただきましたので、まずお答え申し上げたいと思います。 

 まず、１点目のアレルギーの対応でございます。これにつきましては、参考資料

の図面の中に表示はさせていただいてなくて申しわけないんですが、図面の右下、

ちょうど校舎の方側に、アレルギーコーナーということで設けてございます。ここ

にはシンクも置きまして、コンロならびに冷蔵庫も設置をしております。部屋に仕

切るだけのスペースがございませんでしたので、コーナーとしてアレルギー対応を

させていただくということでございます。基本的には、除去食なり代替食というこ

とでなってございますので、尐人数の部分も含めますと、コーナーで対応可能かな

という判断をさせていただいたところでございます。 

 ２点目の議第57号の財産取得の関係の炊飯器の設置台数に関連しましてのご質問

を頂戴しました。２台ということでございますので、議員仰せのとおり、２台あれ

ば、毎日の給食の中で、米飯給食を調理する分の能力がございます。ですけれども、

今回につきましては、桜谷幼稚園の分もございますので、幼稚園は40分ほど先に仕

上げないといけないということもございますので、そこら辺、２つをうまく使い分

けながら、今のところ幼稚園の分と小学校の分という形の仕上がり時間を調整する

ためにということが１点と、今後につきましては、おっしゃっていただきましたよ

うに、毎日の完全給食、現在は副食給食になっておりますが、完全給食ができるよ

うに考えてまいりたいということで、今後、中学校のときにも設置しました給食の

運営協議会のようなものを設置し、全町的な対応を考えてまいりたいと思いますが、

毎日になりますと給食費にも関係してまいります。そして、給食費が上がりますと

保護者さんのご負担も増えるということもございますので、その辺も含めて保護者

の皆さん、また学校関係者ならびに関係機関等との調整会議の中で一定の方向づけ

を考えてまいりたいと、このように考えております。 

 それから３点目の、議第55号、議第57号に関連しまして、今後の自校方式なり民

営化の検討のことにつきましてでございます。今おっしゃっていただきましたよう

に、尐人数といいますか、児童数の減尐が甚だしくなっている学校もございます。

これまで、町の方では自校直営でしてまいりたいということで申し上げてきたとこ

ろではございますが、先般の給食のあり方懇話会の中ででも、今後の問題につきま

してはまた改めて検討することもできる等のご意見なり発言もいただいております
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こと、ならびに今申し上げました児童数のこと、あと小学校等のあり方も、今後児

童数の減尐とともに見直すことも必要だというこれまでの議会でのご答弁も含めま

して、今後それを、小学校、幼稚園のあり方を考える検討会等の設置をしてまいる

こともございます。ならびに、派遣を含みます法律改正の動きも２日ほど前から出

てきているところでございまして、この辺のことも情勢変化も当然考えられますこ

とから、議員仰せの民営化の部分も含め、その時点で議会の皆さんでありますとか、

いろんなご意見を頂戴しながら、民営化についての議論を進めてまいることも必要

であろうというふうに考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 蒲生議員さんの方から、報第６号、専決処分の報告に

ついて３点ご質問いただきましたので、お答えをさせていただきたいというふうに

思います。 

 まずは、町道以外の法定外道路についての管理責任でございます。これについて

は、一定、道路も含めて公共施設の保険といたしまして、全国町村会総合賠償保障

保険という形で保険に入らせていただいております。その中で、生活環境施設、い

わゆる道路については、「本保険について対象となるのは、町村が所有、使用または

管理をしている道路」という形になっております。そして、今の町道または法定外

につきましては、道路法に基づく道路、これについては町道でございます。そして、

町村等が所有、使用または管理をしている赤道等の道路という保険の対象となって

おることから、今回、法定外道路についても保険の対象ということで、賠償の方を

処理させていただいたところでございます。 

 続いて２点目でございます。犬、猫の法定外道路の上の死骸をよけて事故を起こ

した場合でございますが、この保険については、施設のいわゆる不備、穴ぼこがあ

いているとか、それが原因で事故が起きた場合についての対応となっております。

死骸等については、一定ごみ扱い、ごみという考え方になってきますので、この保

険からいきますと対象外というふうになっております。 

 そして３点目の法定外における事故の賠償件数または金額でございますが、この

法定外道路につきましては、平成17年４月１日に国の管理でございました法定外道

路を町の管理というふうになっております。それ以降については、法定外道路の今

回のような事故については、記憶的には現在のところないというふうに判断をして

おります。ほとんどが町道での事故が大半でございました。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 教育次長ならびに建設計画課長からお答えをいただいたところ

でございますが、２点目に質問いたしました完全給食でございますが、せっかく桜

谷小学校に新たな給食室ができますので、完全給食をされるべきであろう、こうい
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うふうに思います。だから、逆に言えば炊飯器をもう１台買えばいいと、これだけ

の単純なことで可能になりますので、そういう形でもされるようにお願いをしたい

と思います。中学校が完全給食になった以上、小学校も完全給食にすべきであると、

こういうふうに思いますので、それは炊飯器さえ足せばよろしいので、十分ご検討

をいただきたいなと、これは要望をいたして終わります。 

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） それでは、議第52号から議第54号の工事請負契約についてに関

連して３点質問させていただきます。 

 今回設置いただきます空調設備につきましては、冷暖房設備であろうかと思いま

す。現在、暖房につきましては、中学校におきましてはガス暖房を設置されており

ます。また、小学校におきましても暖房機器の設置ということで完備されておるわ

けですけど、今度、エアコンが設置された場合、どのようにされるのか。暖房も空

調設備のエアコンで稼働されるのか、お聞きしたいと思います。現在使用されてい

るものにつきましてはどのようにされるのかという部分について質問させていただ

きます。 

 ２点目に運用経費でありますが、現在、今までエアコンが設置されていなかった

分、当然新たに運用経費として電気代、また中学校においてはガス代と思うんです

けど、発生してくると思います。その部分についての年間経費等、積算されておる

ならば、概算で結構かと思いますけど、分かればお教え願いたいなというふうに思

います。 

 それと３点目に、現在、幼稚園、小学校におきましても空調設置を実施していた

だいております。小学校におきましては南比都佐、西大路、桜谷は今改築工事の中

でやっていただいていると思うんですけど、工事をしていただいています。この設

置期間といたしまして、夏休み中の設置ということで、９月２日までというふうに

聞いておるかと思うんですけど、その完備されましたところにつきましては、空調

の冷房等、いつから使用を可能とされるのか。その部分について質問させていただ

きます。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 教育次長。 

教育次長（岡 常夫君） ３点ほどご質問を頂戴しました。 

 まず、今回のエアコンの設置につきまして、現在の暖房に使っておりますストー

ブといいますかファンヒーター的なものにつきまして、どうするのかということで

ございます。 

 今回設置しますのは、冷暖房のエアコンということでございますので、基本的に
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は、冬はその機械で暖房も行うということでございます。ということは、今現在つ

いておりますものにつきまして、老朽化の部分もありますし、ストーブは灯油とい

うことで、室内環境の窒素等の測定の結果、いろいろな課題も今後出てくるかなと

思いますし、あと、壁に穴をあけて室外機、排煙をしているところがございますの

で、今回の工事にあわせて、基本的には撤去していこうということで考えておりま

す。 

 再利用できるものはというふうに考えたんですが、余り再利用できるというふう

な状況でもございませんし、もう製造中止になってから数年たっておりますのもご

ざいますので、一、二台はどこかで転用ができるかなというぐらいでございます。 

 あと、幼稚園の関係につきましては、この夏休み中に全ての幼稚園の方での空調

が設置完了をいたします。一応この２学期といいますか、９月２日以降の使用につ

きましては、毎日必ずつけるということではなく、その日の状況ならびに今後、幼

稚園の運動会の練習等がありますので、外での練習が終わって中に入ってきたとき

にしばらくつけるとか、子どもの体調管理、また日ごろの一般的な状況、日常生活

の部分も含めまして、園長なり主任の判断で、その日の設置なり設定温度の調整も

してまいるということで考えております。それから、必ずじゃなくして、状況によ

って、朝のうちはつけてその後切るとか、そのようなことも判断をしていくことに

なろうと思います。 

 それから、経費につきましては、今言った電気代を含め、ガス代も含め、業者さ

んの方で今、次年度に向けての何ぼぐらいになるかというのも試算をしているとこ

ろではございますが、今回、幼稚園が先にできますので、２学期の状況の電気代等

を見て、来年度の金額をはじいてまいりたいと思いますが、現在、夏は扇風機だけ

で過ごしておりましたので、今後、来年の夏の部分につきましては、６月以降相当

電気代が上がってくるんじゃないかなということで考えております。 

 また、この試算ができましたら、大体このようになりますということをお示しが

できる時期が来るかなと思いますが、現時点では数字をつかんでいるものではござ

いませんので、ご了承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。 

３番（齋藤光弘君） 再度確認させていただきますが、小学校の分については、今の

中学校、必佐小学校、日野小学校も含めて、来年度からの稼働、４月からの稼働と

いうことでよろしいですか。どうなるんですか。もう一度お伺いをさせていただき

ます。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（岡 常夫君） 先ほど答弁漏れがございまして申しわけございません。小

学校ならびに中学校につきましては、完成につきましては来年の２月というふうに
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考えておりますが、できるだけ早く設置ができるように工事をしたいと思いますの

で、冬の暖房から一部使用可能かなということで考えております。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 議第55号、工事請負契約について（日野町立桜谷小学校給食室

改築工事）のところについて、１点だけお伺いをいたします。 

 近年、日野中学校ならびに今の桜谷小学校の大規模改修、この辺の工事発注形態

は、建築工事、それから電気設備工事、機械設備工事等、分離発注といいますか、

各分野において発注をされておられますが、今回一括発注をされたというふうに見

えました。これはどうしてなのかということをお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 教育次長。 

教育次長（岡 常夫君） 議第55号の給食室の改築工事に関しまして、発注の形態に

つきましてご質問をいただきました。 

 今回につきましては、改築工事の中に本体部分、また電気なり機械の部分が全て

含まれた工事の内容ということであります。厨房関係の備品は別途、財産取得で出

しております。これにつきましては、三本でこれまで行ったのは、教育委員会関係

では最近では日野中学校の本体の改築工事のときに行いました。日野中学校の給食

室は、電気と機械等につきましては今回の桜谷と同様とさせていただいたと、この

ように考えております。 

 今後につきまして、大きなものといいますか、全体的に考えた中で、今回の桜谷

小学校の144平米の建物を建築するときに、形状も考えた中で、分離すると、いろん

な学校の授業と並行して行いますので、その辺工事の関係、全体的なことも判断を

しまして、今回改築工事として、電気なり機械も一括でさせていただいたものでご

ざいます。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 今の話でおりますと、若干建築面積が小さいと。だから、いろ

んな意味で一括の方がスムーズにいくんじゃないかということでございますが、日

野中学校はそうであったかもしれませんが、電気設備あるいは機械設備を別に発注

をしていただきますと、当然、本体の建築工事等の費用も下がってくるわけで、そ

れぞれの工事費が出てくるわけでございます。 

 ということは、何が言いたいかといいますと、日野町内に在籍されます各業者さ

んにも受注の機会が増えるんじゃないかというふうに思っております。再三、地元

業者育成とか、あるいは発注に関しましては、今日までの本会議でいろいろ話、要

望されておりますとおり、できるだけ地元の業者さんがこういった工事の受注がで
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きるように配慮していただきたいというふうに求めての発言をさせてもらったこと

ですので、今後ともここら辺のことにつきましては、十分配慮いただきたいという

ふうに思っているところであります。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） ７番、髙橋でございます。 

 議第55号、議第57号の関連についてお尋ねをさせていただきます。 

 桜谷小学校の校舎の大規模改修工事も始まっております。また、給食棟の改築も

着工されておりますことから、安全・安心、それから衛生面から見た場合において、

児童、父兄等におかれましては完成が待ち望まれておりまして、喜ばしい状況とな

っております。このような状況でございますが、この中でちょっとお尋ねをしたい

と、こういうふうに思っております。 

 せっかくのことです。今、桜谷小学校、給食棟の改築、また備品等におきまして、

初期コストが非常に明確になっております。そういった意味の中で、コスト試算が

非常にしやすい状況になっているんじゃないかと思いますので、そのような中、当

局もコスト試算については十分に配慮され、また試算をされていることから、我々

としてもコストに対する認識を統一したい、こういうような考え方からお聞かせ願

いたいというふうに思っております。 

 当然のことながら、給食にかかる経費というのは、食堂、あるいはレストランで

も、１食当たりのコスト、当然高くつく、これは当然のことでございます。しかし

ながら、どれだけ高くつくのかということが認識の中で我々共有されていないんじ

ゃないかなということから、確認をさせていただきたい、こういうふうに思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

 まず、今回の給食棟の改築工事費が、提案として上がっておりますが、耐用年数

は大体30年ぐらいだと思うんですが、それから見た場合においての年度の償却費で

すね。一般ですと、それ償却していく訳ですが、大体償却費がどのぐらいなのかと

いうことですね、年度における償却。それから、厨房設備機器の耐用年数、これも

いろいろあると思うんですけど、平均して耐用年数から見た年度償却費がどのぐら

いになるのかということですね。それから、人件費を含めた年間の運営事業費、こ

れがどのぐらいなのかということです。 

 それから、聞きますと、運営経費に、年間の光熱水費が今計上されていないとい

うふうなことですが、これはどうですか。その辺、どのぐらいになるのかというこ

とですね。 

 それから、桜谷ですと、幼稚園も一緒にやっておりますので、園児、児童に対す

る年間給食費をいただいておるんですが、これがどのぐらいなのかということです。
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この辺をお願いしたいと。 

 以上を含めますと、年間の積算コストが出ますので、そのコストが一体いくらな

のかということをまずお聞かせ願いたいなと、こういうふうに思います。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 教育次長。 

教育次長（岡 常夫君） 議第55号、議第57号に関連しまして、何点かご質問を頂戴

いたしました。 

 まず、耐用年数の関係でございます。これにつきましては、一般的にガス、電気

の関係で、償却の関係に鑑みますと大体７年から８年ということになってございま

すが、現在でも一部修繕なりメンテを行うことで、15年程度の使用をしているとこ

ろでございます。また、リフト等につきましては17年ということが耐用になってい

ますが、これも毎年点検をすることによって長寿命化を図るということで考えてお

ります。 

 初期コストによります耐用年数で考えた、税の関係も含めた年間償却額というこ

とでございます。これにつきましては、本体が7,500万余りでございますので、25

年か30年というところで見ていまして、35年で言いますと年間250万ぐらいになると

いうことになります。備品の方につきましては4,295万ほどでございますので、これ

は今言いました、メンテを行った上での15年で計算しますと、大体580万ぐらいにな

るということになります。役場の一般会計等の整理は、償却等の概念を持たずにや

っておりますので、このような数字を頭に置きながら１年間の運営にあたっていき

たいなと思います。 

 それから、光熱水費の関係でございますが、これにつきましては、基本的に学校、

今回、中学校は別でございますが、桜谷小学校を含みます小学校につきましては、

電気と水道代は学校管理、学校の本体の方から給食費の方に回っておりますので、

その部分だけは算定ができる状況にはございませんので、例えば現在のガスなり灯

油の部分は単独で数字が出てまいります。これでいきますと、桜谷小学校の方は年

間45万ほどの光熱水費、ガス代、灯油代になりますので、児童１人当たりといいま

すか、食数で割りますと、年間2,650円ぐらいになるのかなということで考えており

ます。 

 それから、あと給食費の関係でございます。１ヵ月3,500円の給食費をいただいて

おりまして、それで年間11ヵ月分の３万8,500円の給食費を、幼稚園ならびに小学校

はいただいております。これが１食当たりにしますと、200円ぐらいの費用になると

いうことでございますが、現在、給食費につきましては、その給食費を3,500円いた

だいた部分については、給食に使用する賄い材料費の方に全て充てております。そ

れ以外の部分、人件費でありますとか修繕料とか備品購入費につきましては、町の
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方で全て負担をしている関係がございます。その部分を含めた計算をしますと、１

食当たりは相当高くなるわけではございますけれども、桜谷小学校の部分で考えま

すと、321円という数字を今持っておるところでございます。 

 運営全体にあたりましては、給食事業費ということで、小学校全体で給食事業を

運営しておりますので、学校ごとの数字ということで拾い出しができるようになっ

てございませんので、もう尐し詳細につきましては今後、実際に給食を行った上で

数字が明確になってくる部分もあるのかなと思います。 

 そして、人件費の関係でございますが、調理員の給料によりまして、これも学校

ごとの差が出るということではございません。一括で小学校給食事業ということで

人件費も見ておりますので、全体の中での割り戻しになってくる部分もございます

ので、その辺ご了承をお願いしたいなということでございます。 

 給食費、先ほど３万8,500円と申し上げましたが、これに対応します321円の金額

を195日間の給食の実施日でカウントいたしますと、６万3,000円ほどの金額になり

ます。３万8,500円に対応する金額が６万3,000円ほどになるということになってご

ざいますので、よろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 今、ご説明いただきました。ちょっと確認だけさせておいて下

さい。今のこの金額の中には、調理員さんの人件費は入っていないわけですか。そ

れから運営事業費も入っていないんですか、１食当たりのコストの中に。それから

光熱費ですね、これは入っていないんですか。 

 以上、この３つの確認。この１食当たりのコストの試算の中に入っている組、入

っていない組、この辺確認だけさせて下さい。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（岡 常夫君） 先ほど、給食会計のことで申し上げましたが、学校給食事

業といいますのは、給食費を頂戴して、賄い材料費等で支払う部分について、学校

給食事業ということでございます。これは、給食費の部分がほとんど賄い材料費の

方になってございます。もう１点が学校給食運営事業というので、給食に伴いまし

て、町の方で負担している金額がございます。この金額につきまして、人件費を含

み、また消耗品なり備品購入、年度によっては修繕やらもあるわけでございますが、

それらを含んだ金額から割り戻しが、先ほど申しました321円ということでございま

すので、人件費を含んでございます。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） それから、給食棟の、耐用年数から見た場合における、年度に

おける償却費に換算した場合に250万、それから厨房設備から耐用年数、平均的に15

年、１年当たり580万ぐらいの償却。これも、１食当たりの換算の中に入っているの
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かどうか。この辺のところもちょっと確認をしたいなというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（岡 常夫君） 今申し上げました、先ほどの580万といいますか、換算の

金額につきましては、この１食当たりの金額には全く入ってございません。これは、

国の補助でありますとか、国の経済対策の補助とか町の起債、一般会計等で一括し

て、ひとまず払っているものでございますが、減価償却というような形で町の会計

をしておりませんので、この580万の金額は、給食運営費の中のコストに入ってくる

ということはございませんので、含まれていないということになります。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 説明は分かりました。そうしますと、企業なんかで行う償却部

分というのは、これは830万が発生するわけです。これについてはコストに入ってい

ない、こういう理解でよろしいわけですね。あとの部分については、一応カウント

の中には入っているということです。こういう認識で共通認識を持ちたいなという

ふうに思います。 

 今後についても、また論議することがあると思いますから、一応これについては

共通認識したという形で私は捉え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） ほかに質疑ありませんか。 

 ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 何点か質疑をさせていただきます。 

 議第55号、工事請負契約についてお尋ねします。桜谷小学校給食室改築工事につ

いてでございますが、１点目は、平成18年に日野小学校から西大路小学校に給食を

運んでおられます。また、現在では日野小学校から鎌掛幼稚園まで給食を運んでお

られます。今回の桜谷小学校給食室の工事の関係で、２学期、３学期の給食につい

ては、桜谷小学校の調理員さんが南比都佐小学校へ出向き、調理をし、桜谷へ運搬

するという方法をされる予定となっております。西大路小学校、必佐小学校ではな

く、一番遠い南比都佐小学校から運搬される理由をお尋ねいたします。 

 ２点目は、平成26年度、桜谷小学校は新基準の給食室となるわけでございますが、

給食職員体制はどうなるのかお尋ねいたします。 

 次に、議第56号、財産の取得について、移動式汚泥脱水乾燥装置についてでござ

いますが、農業排水でありますとか公共下水の余剰汚泥を乾燥させて肥料とすると

いう大変有効なものではないかなということを考えてございますが、納入期限が平

成26年２月28日となっております。明年度からスタートされると思うんですけれど

も、年間の稼働日数はどのように設定されているのか。また、耐用年数についても

教えていただきたいと思います。 

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。 
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 教育次長。 

教育次長（岡 常夫君） まず給食の関係で、運搬につきましてのご質問を頂戴しま

した。 

 今、議員仰せのとおり、平成18年に日野小学校から西大路小学校へ10日間、これ

は給食の拠点調理の事業として、一度試行をしたことがございます。これは試行と

いうことで、期限を切っての１週間から10日ということで許可をもらったというこ

とでございます。 

 現在、日野小学校で調理しているものにつきましては、小学校に隣接する日野幼

稚園の分も一緒につくっております。基本的には、隣接する日野幼稚園の敷地から、

一般道路を通って日野小学校へもらいに行くという形をとっています。小学校から

運び出すのではなく、もらいに行く形を取っています。その日野幼稚園の分園であ

る鎌掛分園という形で、同様に鎌掛分園から日野小学校の調理場へもらいに行くと

いう形をとって、現在のところはぎりぎりの形でクリアをしている部分がございま

す。 

 今回、桜谷小学校の２学期、３学期の給食が同校でつくれませんので、どこから

持っていくかということを検討しましたところ、都市計画法の関係で、日野中学校、

日野小学校、西大路小学校からは、給食調理のものは工場としてみなされますので、

持ち出すことができないということになります。そうなりますと、必佐小学校か南

比都佐小学校からしか持ち出せないということになります。 

 これにつきまして、現状の調理場の状況ならびに学校、調理員の体制等を検討し、

何回も打ち合わせをした中で、距離的には遠いのでございますが、国道307号線を実

際に車で走ってみて、実際に運搬の試行もした中で、南比都佐から桜谷へのルート

を考えたところでございます。基本的には桜谷小学校から南比都佐へもらいに行く

という形で今回の対応をするものでございます。そのような形でなってございます

ので、必佐も若干近いことはあるんですけれども、距離的には307号線を真っすぐ行

った方が、給食のものを、保温食缶等、温度管理をする関係もございますけれども、

せいぜい真っすぐの道を行こうということで考えたものでございます。ご協力、ご

理解よろしくお願い申し上げます。 

 それから、新規の基準での調理場での職員体制でございます。これにつきまして

は、現在、桜谷小学校は2.5人の調理員で調理を行っております。今回も、新しくな

った時点で十分研修を行いまして、現状の2.5人で何とか回れるように工夫をしたい

ということでございます。 

 そのような関係もございまして、先ほどのアレルギーのこともありますが、アレ

ルギー室で一旦部屋に入る手間を省くためにコーナーという形でして、調理員さん

の動線をうまく回れるような工夫を今後してまいりたいということで考えておりま
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す。 

議長（杉浦和人君） 上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） 今、中西議員さんの方から、議第56号、財産取得につ

いてのご質問をいただきました。 

 この移動式汚泥脱水乾燥装置につきましては、農村下水道におけます処理施設が

今現在９つありますことから、そこから発生する余剰汚泥を肥料化するというもの

でございます。ご質問にありました、平成26年２月28日の納期ということで、１ヵ

月間、基本的に調整を施設で行う中も含めまして、ご指摘のとおり、平成26年４月

より本格稼働を実施したいと思っております。稼働日数につきましては８時間、こ

れは24時間運転も可能なんですけれども、１日に８時間するということになります

と、240日を計画しております。耐用年数につきましては、ポンプ等は七、八年とい

う形でございますけれども、全体的には約10年というつもりをしております。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 確認なんですが、調理員さんの人数が現在2.5人ということで、

現在のまま今のところはいくということで、増えるということでは今のところは考

えておられないということでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（岡 常夫君） 先ほど、蒲生議員の方からのご質問のところで、米飯給食

の関係のことがございました。そちらのことも考えて、今後、完全給食に移してい

く場合につきましては、あと0.5人の増加もあるかなと思いますのと、あと、地場産

活用の部分で、ＪＡさんとか生産農家さんがどこまでご協力いただくかにもよりま

すが、うまく地場産活用の野菜等がふんだんに入ってくる状況になりましたら、そ

こら辺であと0.5ぐらいの増があるかもわかりませんが、４月からの運営につきまし

ては、現状の2.5で考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 安心・安全また環境にも配慮した給食事業にして頂きたいと思

います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 議第55号の工事請負契約、日野町立桜谷小学校給食室改築工事

について、中西議員の補足的なことですけど、１つだけ聞かせていただきたいと思

います。 

 運搬についてですけれど、ちょっと私も思い浮かべますと、23年９月の定例会に

一般質問をさせていただいております。朗読させてもらいますと、「各校の自校方式

というのは、かなり経費面でマイナスが大きいと思うが、現在、日野小学校が鎌掛
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に配送していますそのような形を、必佐が南比都佐に配送するといった、いわゆる

親子方式ですね、そういう考えはないのか。それでまた、現在の日野小学校で配送

車および配送場の環境を見せてもらいましたが、よく教育委員会が言っていますよ

うに衛生面とかその辺で見ますと、大変逆行しているような配送状態でした。衛生

面は不十分であり、これも早急に対応が必要ではないか」というようなお話をさせ

てもらっています。 

 回答を見ますと、教育長が、「親子方式につきましては、平成18年度に試行した経

緯がございますが、保護者の皆様から厳しいご意見をいただいたこともありまして、

慎重に考えていかなければならないと存じております」というところでして。また、

衛生面にしては、私の記憶では、「前向きに考え、対処したいと思います」というの

をいただいたと思っているんですけれど、議事録には載っていなかった。あれっと

思っているんですけどね。 

 今の言う、完全にセンター方式でやっている施設を見ますと、やはりこの配送し

て出るところも、また受け入れるところもきちっとした二重管理運営というか、き

ちっと衛生面もできていますし、現在の日野小学校を見せてもらいましても、まだ

そのままで、砂利道のところに配送車がぐっと入ってくるというような形でやって

おられますので、１つは今も中西議員が言っておられたように、一番地理的にも遠

いところから配送しますので、東近江のセンター方式などを見せてもらったんです

けれど、やはりかなり上等な保温箱があって、保温のコンテナに入れて、そして完

璧な保温車というのか専用車両に入れてという形をとっておられますので、車両を

見ていてもそこまではできていないし、やはり一番距離もありますし、この３月ま

でとのことで寒い時期でもあります。ですから、１つとしては保温状態できちっと

運べるのかということ、運搬車、またその施設入り口の整備と保健衛生上の問題は

クリアできているのか。その辺をしっかりと聞きたいと思います。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 教育次長。 

教育次長（岡 常夫君） 配送の方法等につきましてのご質問頂戴しました。 

 １点目の平成23年の親子方式の関係でございます。今回の給食のあり方懇話会に

おきましても、親子方式の話も若干ではございますが、ございました。ですけれど

も、地域的な小学校のこと等もございますので、具体的な議論にはしないでおこう

というふうな話になったかと思いますが、今後、小学校のあり方の検討の中では、

先ほど蒲生議員のお話の中にもちょっと一部触れさせていただきましたが、そのよ

うなことも含めて、検討も必要なときも出てくるのかなと思います。ですけれども、

親子方式をしようと思いますと、親になるところの学校の指定が難しゅうございま

す。また、地域的なものもございますので、十分なる、慎重なる検討が今後も必要
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だと思っております。 

 それから、あと配送に関係しまして、前向きな対応ということを以前、教育長の

方からお答え申し上げている部分でございますが、この部分につきまして、今年度

から、11月ごろからになろうかと思いますが、軽ではございますが、配送専用の運

搬車両の導入を考えております。これにつきましては、冷房といいますか、食中毒

等に十分配慮できるような構造の専用の車両で、何とかこの桜谷小学校についても、

運搬ができるよう考えて行きたいなと思います。ですけれども、全体的には保温食

缶を使いますので、調理基準でいきます喫食時の温度は、これは法的に守れるよう

に頑張りたいなと思います。 

 そして、日野小学校等の搬出口なりピットの部分でございますが、基本的には調

理場配膳室の中で食缶のふたでありますとか、ラップ等をかけて、運搬時に異物の

混入がないように工夫なりしておりますし、運搬車両につきましては除菌クリーナ

ー等の対応もしておりますので、今後も安全・安心な対応に努めてまいりたいと思

っております。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 短い間ですけれど、親子方式というような形でしていくという

ことで、それはやはり最初言いましたように、教育長がおっしゃられたように、親

御さんの理解をきちんとしてもらった上でやっていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 議第55号、議第57号について、３点質疑いたします。 

 １、参考資料によりますと、給食室改築工事、平屋建て、建築面積144.7平方メー

トル、給食室厨房設備機器一式ということでありますが、取得内容で賄い可能な最

大食数、または既存設備の南比都佐小学校についても、同じくお尋ねします。 

 ２つ、桜谷小学校給食室改築工事期間中の給食の手だては、先ほどの答弁からも、

南比都佐小学校、市街化区域外から運搬予定。桜谷小学校は、児童、職員129名、幼

稚園、園児、職員43人、計172名であります。これは平成25年３月21日現在と聞いて

おります。方法、内容、また先ほどのほかの議員の答弁で、幼稚園が40分早く用意

を整えているという答弁でありました。そのことについてもお尋ねします。 

 ３つ、保健衛生面。異物混入等について次長から答弁がありました。具体的にご

答弁をいただきたい。懸念をされます。また、運搬車両はいかがなされるのか。こ

れも、先ほど全協の場で、鎌掛分園の運搬車を使用すると次長の方から答弁がござ

いました。これらについて、マニュアルは作成されておられるのか。作成されてい

れば、ご提示いただきたい。以上、お尋ねします。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君の質問に対する当局の答弁を求めます。 



－22－ 

 教育次長。 

教育次長（岡 常夫君） ３点にわたりましてご質問を頂戴いたしました。 

 まず、１点目の食数でございますが、国の補助金の交付基準で、200人という部分

の補助金を受けておりますので、基本的にはその200食の部分が最大食数になってき

ますが、調理内容なり状況によりましては、もう尐し調理数の増が可能になります。

補助金の基準で申しますと、南比都佐も西大路も同様の内容でございます。調理内

容といいますのは、例えば、子どもたちの好きな揚げパンというのがあるんですが、

それをしようと思いますと、フライヤーを相当長い時間使いますので、食数が限定

されるということでございます。その辺につきましては、若干の増は可能かなとい

うことで考えております。 

 今回、南比都佐につきましては、桜谷の調理員２名が出向きまして、桜谷の部分

の調理等、それぞれ桜谷幼稚園、南比都佐幼稚園、南比都佐小学校の給食の調理の

完成時間の時間差を設けまして、何とか回転を工夫して、この対応をさせていただ

こうというものでございます。 

 ２点目の配送方法の関係でございますが、公用車で桜谷から南比都佐へもらい受

けに行きます。そこで調理員が１名、この車に同乗します。調理員は桜谷小学校に

行きまして、配膳の準備をして、それぞれクラスなりに配膳のカートに全て入れま

す。それで、子どもたちなり関係者の喫食が終わりますと、それを回収してきたも

のをまた公用車に積みまして、それを南比都佐へ持っていって、洗い、洗浄、消毒

をするという形になります。 

 ただ、ここで桜谷小学校の部分と幼稚園の部分は、運搬時間といいますか、南比

都佐からの食出しの時間が変わりますので、幼稚園は幼稚園でもらいに行ってもら

います。小学校は小学校で行くということで、２台の車が南比都佐に向かって、こ

れは時間差がありますけど、動くということになってございます。それから、パン

と牛乳につきましては、直接、桜谷小学校の方に納入をいたします。冷蔵庫保管を

いたします。 

 なお、桜谷小学校の改修本体工事の中で、一時、配膳室が使用できない期間がご

ざいますので、この辺につきましては学校の校舎内の配膳カートの輸送ルートとい

いますか、動線を工夫しながら、異物混入がないように考えてまいりたいと思いま

す。 

 あと、３点目の配膳車両でございますが、今回、南比都佐と桜谷の間を動くこと

につきましては、日野幼稚園の現在の給食の運搬車両を使い、日野幼稚園は今、鎌

掛分園が使っているのを、日野幼稚園と鎌掛分園で兼用されるということです。そ

の車につきましては、配膳用にしているミニキャブといいますか、軽自動車でござ

いますが、これも実際に桜谷と南比都佐の間、食缶を積んで走ってみましたところ、
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十分食数分が載るということでございましたので、それで対応をしてまいりたいと

思います。 

 それからマニュアルでございますが、現在、幼稚園等の配送についても、つくっ

ておりませんが、衛生基準の状況を把握し、安全・安心な運搬をするということで

考えておりますので、保温食缶を当然使用します。温度管理をし、これを徹底をす

るなど、今の幼稚園の運送方法を踏襲するという形で十分に研修も行い、また実施

も、試行もしながら万全の体制を期したいと、このように考えております。 

 異物混入につきまして、南比都佐の配膳室から出る前、配膳室の段階で、保温食

缶ですので二重ぶたになっておりますので、きっちりとロックがかかるといいます

か、食缶も重たいものですけども、それで食出しをする前に異物混入がないように

しておきますので、あと運搬後につきましては、調理員もついて行っておりますの

で、調理員が桜谷小学校に行ってからも配膳をしますので、そこにつきましては調

理員が十分今後もこれまでどおり対応するように申していきたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） これ、幼稚園と小学校の時間差ですね。これはどういうふうに

対応されるのか。また、２台の運搬車を使用するということですが、１台は現在使

用中の鎌掛幼稚園の運搬車ということなんですが、もう１台はどういう運搬車を使

用されるのか。それと、桜谷小学校と幼稚園の場合、距離が大分あります。それは

どういう運搬形態をとられるのか。それと運搬時間ですね。どれぐらいで行ってこ

られるのか。それと、保健所への届け出はなされておられるのか。その点、お尋ね

します。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（岡 常夫君） まず、幼稚園の関係でございますが、現在でも桜谷幼稚園

から桜谷小学校へ、幼稚園の持っている運搬車でもらいに行ってもらってますので、

もらいに行き先が南比都佐に変わるということでございます。幼稚園ならびに小学

校とも、片道の時間を20分と試算しております。 

 それから、桜谷幼稚園の部分の南比都佐で調理した食材の食出しは、今のところ

11時を考えております。桜谷小学校の方は11時半を考えております。その間に、南

比都佐の幼稚園と、その後に南比都佐の小学校の方の食出しがあるということで、

４つの時間帯でしてまいりたい、このように考えております。 

 幼稚園の方も同様に、今後、運搬車両につきましては、また逐次導入ができるよ

うに対応してまいりたいと考えております。 

 保健所につきましては、現在の桜谷小学校の調理室を二、三ヵ月、使わないとい

う休止の届けとともに、このような運送経路、保温食缶はこのような形で行います

という申し出をしているところでございます。 



－24－ 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） １点、再質問、忘れておりました。 

 南比都佐小、西大路小、最大200食ということで答弁ございました。先ほどの資料

で、桜谷小学校、幼稚園を含めて172食、南比都佐小学校、同じく小学校、幼稚園を

含めて144食ということで、これで十分に立ち回りができるのか。 

 それと、保健衛生面、また異物混入、これも大変懸念をし、心配もします。その

点、十分な対応、対策をとって、十分に研究をしていただいて取り組んでいただき

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） 補助基準でいきます200食の面積を持つ桜谷、南比都佐、

西大路の調理場でございます。これにつきましては、それぞれの今の状況は、つく

った段階での補助基準が今も踏襲されておりますので、その基準で設置をしており

ますが、中に今入れております厨房機器等が更新等の中で、尐しずつ現状に合った

もので小さなものにしたり、便利なものにしたりとしております。この辺につきま

して、その食数、児童数、幼稚園なり教職員を含む食数が、この現状で調理可能と

いうふうに判断しております。今回、南比都佐はその調理可能な部分を超えるわけ

でございますが、先ほど申しました時間帯の工夫とか、職員を増やすという形でそ

れに即応するということでいってまいります。 

 それから異物混入につきましては、このようなことはあってはなりませんので、

調理器具の日ごろの点検とともに、十分なる衛生管理マニュアルが国の方にござい

ますので、手洗いの徹底も含めまして、そのような対応をとるように、栄養教諭、

管理栄養士ならびに調理員、また教育の関係者で情報の共有を行っているところで

ございます。 

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、簡単な質疑で申しわけございませんけども、させて

いただきます。 

 議第52号、議第53号、議第54号の工事請負契約の中学校ならびに日野小学校、必

佐小学校の空調の関係です。エアコン設置の問題であります。これについて、１つ

だけ聞かせていただきたいと、このように思います。 

 特に今回、小学校、中学校、新たに幼稚園も含めてエアコン設置がされるわけで

あります。今回議会に出ているのは、議決事項である5,000万以上というところが出

ているわけであって、それ以外に幼稚園なんかも入札がされているわけであります。

こういう中で、特に今、アベノミクスと言われる経済対策を有効に活用していこう

ということでされていることに対しては、特に教育面から見ても、保護者ならびに
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子どもたちからも喜ばれているし、ぜひこの設置をきちっと早くやっていただくと

いうことを私たちも望んでいるわけであります。 

 そういったことを前提にしながらでありますけれども、特に今回、幼稚園、小学

校ならびに中学校、全体を足すと、エアコンが一気に200台以上ばーんと日野町に入

るわけですね。こういう200台以上が入る中で、単純に考えますと、町の電気業者、

電気商売屋さんがたくさんおられます。あるところに聞くと、「なかなかお鉢が回っ

てこない」という、「200台以上あるんやったら、せめて５台でも入らんかな」とい

うような淡い期待を持っておられる方が、業者、結構おられます。結果的には、そ

の方たちは入札参加の権利がないというのか、そういう登録がされていない部分が

あるわけでありますけれども、私はそういう意味で、今回のめったにない、こうい

う大がかりなエアコン設置は、地元の業者がそれなりに何か潤うんだというために

も、例えば商工会を通じて、その商店屋さんが入札に参加できるような状況をつく

ってあげるとか、さらには今の工事発注をさらに細分割する、そういった発注のや

り方をしてでも、１つでも２つでも町内業者がとってもらえるような、そういう状

況をつくっていくとか、もっとこの経済対策を有効活用することが、特に日野町に

とっては必要ではないかなということを思いますけれども、その点について、もし

現実そうであればよろしいのですけれども、どういった努力がされて、どの点が問

題であるか、ぜひその点をお聞かせいただきたいと、このように思います。 

 それから、議第56号の財産取得の、先ほどからもありました、移動式の汚泥脱水

乾燥装置の車購入であります。これについてでありますけれども、特に町内の９ヵ

所の農村下水道の処理施設の汚泥の抜き取りをやってきているわけで、これを今回、

この脱水乾燥車によって行おうという、まさに町の直営でやろうという内容である

わけであります。そこで、こういう本来、町直営でやるということについては新た

な試みであり、私たちも注目しているわけであります。 

 そこで何点か聞かせていただきますけれども、１つは、今日まで地元業者に委託

されていた、手数料として払っているわけでありますけれども、800万と1,000万近

く払っておられると思いますけれども、これを新たに車を購入することによって町

の直営にする、そういったことによって、経費面から見てどういうような計算で、

このように最終的に変わるからやろう、５年、10年単位で見ればプラスになるとか、

そういった面からの試算が多分あったと思いますけれども、その点について、ひと

つご説明をお願いしたいと思います。 

 それから２つ目には、先ほども言いましたとおり、この汚泥の抜き取りは日野は

２社ほどある地元業者にやってもらっているわけです。これが、はっきり言えばな

くなる。来年の４月からは、日野の上下水道課の職員とか、そういった担当者がや

るわけでありますけれども、そういった面から見て、地元業者との協議内容なんか、
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もし話の状況がどうなのか。進められているということは、一定了解されたとみな

しているわけでありますけれども、その点についてご説明をお願いしたいと思いま

す。 

 さらに、あと１つは、事前に聞かせてもらっておりますと、脱水乾燥車というの

か、こういう新しいシステムの車を購入されたというのは、滋賀県下の中でも日野

だけであるということも聞いております。そういう意味で、新しくこういうふうに

踏み切られた、やはりその思いというのが当然あると思いますし、単に経費だけの

問題でなくて、将来的なことも考えておられると思います。そういった思いで、ぜ

ひその思いとか、そう踏み切られた経過について、ご説明をお願いしたいと、この

ように思います。 

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

 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） ただいま對中議員から、議第52号から議第54号にかかわり

ましての入札の指名の関係につきましてご質問をいただきました。 

 町内の業者さんについての指名が何とかできないか、入札参加ができないかとい

うようなことでございます。いろいろとそういうご意見、以前からお伺いをしてお

りまして、検討はしておるんですが、やはり指名願が出ております業者から指名を

させていただくというのが本来のものという中で、指名願を出していただいており

ます業者さんにつきましては、建設業法の許可を取っていただいてありましたり、

あるいは経営審査事項の申請を毎年されておりましたりということで、一定の努力

をされながら、一定の基準を持って業をやっていただいているという業者さんでご

ざいますので、こういった業者さんとそうではない業者さんと、なかなか一緒に指

名させていただくのは難しいのかなというようなことで、今回は見送らさせていた

だいたというような状況でございます。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） 上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） 今、對中議員さんの方から、議第56号につきまして３

点ほどご質問いただきました。 

 １点目の地元業者さんへの委託の関係も含めて、経費面ではということでござい

ます。一応、現在汚泥の引き抜きの手数料につきましては、年間800万から900万の、

変動がございますけれども、お支払いをしているところでございます。その辺につ

きまして、今出させていただいております移動式の汚泥の脱水乾燥装置につきまし

ては、今の購入の機械でいいますと、年間約300万、250万ぐらいの維持管理費用が

発生してまいります。その辺でいきますと、500万から600万の経費が浮いてくるの

ではないかということで、踏み切りをさせていただいたところでございます。 

 その辺につきましては、公共下水道もそうですけれども、農村下水道につきまし
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ても、皆さんから使用料をいただいております。その辺についての軽減を図りたい

と、そして肥料として使っていただいて、利用を上げていきたいというようなこと

でございます。 

 地元業者さん、関係の２社への対応ということでご質問いただきました。基本的

に、この農村下水道の処理施設の浄化槽の汚泥の引き抜きにつきましては、合特の

代替業務という形での考え方はしておらないところでございます。通常の浄化槽汚

泥、一般の方の浄化槽汚泥の引き抜きと同じような対応ということでやっておりま

すので、基本的に合特法の中での公共下水道、農村下水道をすることによって、し

尿および浄化槽汚泥が減っていくというような中での対応の部分であろうかと考え

ております。 

 そして、協議内容につきましては、このことをやるということで、昨年度から計

画をしておりましたけれども、その中で、２社おられる業者さんの１社さんにつき

ましては、すぐこちらの方へ話を聞かせてほしいというお話もいただいて、話をさ

せていただいて、一応その中で分かったということを聞いております。 

 県下で初ということで、将来的にはどう考えるのかということでございます。こ

の部分につきましては、まず基本的に上下水道課としては、汚泥を減らす経費面の

削減とリサイクルを実施していきたい。そして、後には各ご家庭の生ごみをここの

農村下水道へ運ぶことによって、生ごみの軽減と、そして肥料の有機物が増えると

いうことで、肥料の値打ちを上げていきたいと、そういうようなことで、適宜対応

を考えておるところでございますが、いろんな形で今後も、新しい方法が出てまい

ります。その辺を見落とさないようにやりながら、検討してまいりたいと思ってお

ります。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） なかなか今の、最初の工事請負契約の問題については難しい面

があるわけでありますけれど、ややもすれば、行政側としては条件に合った業者、

つまり指名願を出している業者とか、そういったことがないから受けてもらえませ

んねやと、そういう短絡的につい考えがちでありますけれども、逆なことを言えば、

そういう条件に合わない業者をどう高めていくかも、側面ではやっぱり考えていく

必要があると思いますね。そういった意味では、やっぱり建設工業会も含め、商工

会が相当の中小的な業者を抱えておられます。こことのきちっとした懇談というの

か、例えば、今の言う建設業法の許可を取るためには一定お金がかかるとか、何や

かんやいろいろあると思います。許可取っといても、工事もらえるとは保証がない

でやめとこうという、いろいろたくさんの考え方があると思いますね。そういった

ことも含めて、膝を突き合わせて、商工会も通じながらやっていくということも、

同時にやっぱり必要ではないかなということを思います。 
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 そういった意味で、今たちまち今日、明日からやれというわけではありませんけ

れども、その点についての意気込みだけ、ぜひ聞かせてもいただきたいと、このよ

うに思います。 

 そして、特に財産取得の脱水乾燥装置でありますけれども、意外とお荷物を買う

たなというような扱いには私も余りしたくはないし、そのようにしていかないとだ

めだなと思います。町でも頑張ってやるんだという、新しいシステムでやっていく

という、前向きなことも広報の中にも大いに宣伝をしてもらうというのか、農村下

水道を抱えている処理施設の個々の集落は、それなりの汚泥を乾燥させた肥料が与

えられるというのか、そういうことにもなるという、逆に還元されてもらうという、

そういった面もあるということもあると、やはりそういった意味での、単に購入し

ただけでなくて、大いに啓蒙、啓発もきちっとしていく必要があるかなと思います

ので、その点はよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 最初の１点だけ、もう一度聞かせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 総務政策主監。 

総務政策主監（平尾義明君） 再質問ございました、町内業者の育成でございます。 

 経済対策につきましては、全町の業者さんにも潤うということがやっぱり肝心で

あるということで、検討はしてきたんですが、総務課長が申し上げたとおり、そう

いった均衡を欠くというふうなこともございますので、今回については断念したわ

けでございます。 

 このことにつきましては、商工会とも建設工業会とも年一回懇談もしております

し、いろんな議会の中でもいろいろと提案もいただいていますので、そこら辺も含

めまして協議をさせていただいて、やはり経営事項審査を受ける指導も、商工会で

はやっていただきたいというふうな、こちらからの要望もさせていただいたところ

でございます。 

 日ごろの工事につきましては、入札についてはそういうことでございますけども、

ふだんの修繕等については最寄りの業者さん、既設の最寄りの業者さん等にもお願

いをさせていただいておるところでございますので、今後も地元業者の育成に努め

てまいりたい、このように考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） もうこれで終わるわけでありますけれども、特に今回の工事請

負の関係は、今の工事請負と同時に、６月の議会にも工事請負契約、桜谷小学校の

関係、それから今年の２月、さらに５月には役場庁舎全体の工事請負契約、ざっと

年間を通しますと、総額で10億を超えるぐらいの金額が、今回工事されるわけです。

つまり、そういう意味で見ていくと、特に建物関係、それから電気関係、機械関係

が大半を占めるわけですね。これはあえて質問はしませんけれども、職員体制も若
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干心配だなと。そういう専門的な人がなかなかおられないのはどうなのかなという

こともよく思いますけれども、ぜひそこはいろいろやりくりしていただいて、抜か

りのないような、そういう町の発注する側としてきちっと管理をしていくという立

場をぜひ最後まで貫いて、一刻も早くこの建設が終わるように頑張っていただきた

い、このことを最後に申し上げて、質疑を終わっておきます。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） お昼を回りましたので、えらい申しわけないことでございます。

１つ質疑をさせていただきます。 

 議第55号ですけど、懇話会の方々が、３回にわたる協議を重ねていただいたとい

うことで、まとめていただいたということでございます。今後、尐子化の進展によ

り、町全体の小学校の給食も考えていかないといけないということもまとめていた

だいております。 

 先ほど来、それぞれ議員さんが、桜谷小学校の給食について、細かく聞かれまし

て、答えをいただいたわけでございます。必要経費というのは、必ずこれは要ると

いうことで、これはもうどうしようもないところでもございます。この７月にも町

の職員さんの給与も下がり、それぞれまた特別職員さんの給与も下げさせていただ

いたということで、本当に大変なことでございますが、公設民営化というのも今後

先を見据えてこれはしていただかなければならないかな、このように思うわけでご

ざいます。 

 自校直営ですと、やはり人件費が今後かさんでくる。先ほど次長からの答弁でも、

0.5人ぐらいは増えるのかなというようなことも聞いております。今後していただき

たいのは、自校方式でできれば何校かかためて民営化ということで業者にお願いし

て、こういうふうに民営化するのが、今後、経費削減のためにも、これはしていか

なければならないことではないかな、このように思うわけでございますが、教育長、

何かお考えがあれば、お願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 西澤議員さんから民営化についてどうなのかというご質問を

いただきましたけれども、先ほど次長がお答えしましたとおり、懇話会の方でも、

今後の問題は改めて検討することもできるというようなご発言もいただいておりま

すことから、今後、児童数とか学校等のあり方、それから幼稚園の園児も減ってお

りますことから、いろんな面で、施設等も含めて考えていかないといけないという

ふうなことを思っております。 

 この秋に、中学生のことに関しまして、福祉の方でアンケートもとられるという
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ふうなこと、調査されるというのも聞いておりますし、そうしたことですとか、そ

れから、今後のあり方の検討会のようなものもまた、前から申し上げておりますと

おり、立ち上げる中で、いろんなご議論をいただく中で、今後の施設等のあり方も

含めて検討してまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしま

す。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） 髙橋議員からも、細かく経費の内容を聞かれました。やはり給

食の中にも経費がいろいろ振り分けされて、実際には上がっていないということも

あるわけでございます。給食費の運営費の中に含まれて町全体で持たないといけな

い部分もございます。今後もこのような人件費の削減も、一番の課題ではないか。

やはり、右肩上がりの成長期のときにはどうやっても構わないですが、今、押さえ

られている経費の中では、この人件費の削減は大事じゃないかな。必要な経費は絶

対に要りますので、また電気代も上がりますし、本当に大変な時期になってきます

ので、十分検討をお願いしたいと、このように思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑はございませんか。 

－な     し－ 

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

ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 日程第３ 議第52号から、日程第９ 議第58号まで、工事請負契約について（日

野町立日野中学校空調機設置工事）ほか６件については、委員会付託を省略し、討

論を行い、採決いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） 討論はないようでありますので、討論を終わります。 

 これより採決いたします。 

 日程第３ 議第52号から、日程第９ 議第58号まで、工事請負契約について（日

野町立日野中学校空調機設置工事）ほか６件については、別に反対討論はありませ

んので、一括採決いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、一括採決いたします。 
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 議第52号から議第58号まで、工事請負契約について（日野町立日野中学校空調機

設置工事）ほか６件については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求

めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立全員であります。 

 よって、議第52号から議第58号まで、工事請負契約について（日野町立日野中学

校空調機設置工事）ほか６件については、原案のとおり可決することに決しました。 

 以上をもって、本日の日程は全て終了いたします。 

 以上で、本日の会議を閉じ、平成25年日野町議会第５回臨時会を閉会いたします。 

 町長挨拶。 

町長（藤澤直広君） 閉会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 議員の皆様方には、本日の臨時議会に提案いたしました議案７件につきまして、

慎重なご審議を賜り、原案どおり可決いただきましたことに厚く御礼を申し上げる

次第でございます。 

 とりわけ桜谷小学校の給食棟の改築につきましては、この間いろいろご議論をい

ただいてまいったところでございますが、町民の皆さんに参加頂きました小学校に

おける給食のあり方懇話会の報告結果の内容を尊重していただき、お認めいただい

たことに深く感謝を申し上げる次第でございます。 

 今回お認めいただきました小中学校における空調機設置工事および給食棟改築工

事をはじめとして、安全第一に工事を進めてまいりたい、このように考えておりま

すので、引き続きご理解とご協力をよろしくお願い申し上げるところでございます。 

 さて、国の方では社会保障と制度改革のスケジュール法案が閣議決定されたとい

うことでございます。消費税の値上げを来年度するのかどうかなども含めて、議論

が今後深まっていくわけでございますが、1,000億円を超えるこの国の借金というこ

とが言われておりますが、福祉のための消費税増税ということは言われながら、一

方で法人税の減税が議論されている。景気がよくなったと言われながら、なかなか

生活ベースのところではその実感が湧かない。また、雇用の改善、労働者の賃金改

善にもつながらない、こういうふうなことに対する不安というのもあるのではない

かと、このように思います。 

 そういう意味では、こうした状況のもとでどういう社会を私たちは目指すのか、

こういうことが問われているような気もするわけでございます。 

 自治体のあり方とかかわりましても、道州制の議論が今されているわけでござい

ますけれども、都市と農村、田舎の格差をどうするのか、人口の多いところだけで

いいのか、田舎を切り捨てていいのか、こういう議論は今までからされているとこ
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ろでございまして、そういう意味では、どこに住んでいても必要な行政サービスが

受けられる、こういうことは大変大事なことでございまして、日野町におきまして

も中心部と周辺部における人口のばらつきがあるわけでございますけれども、そこ

における子育て支援をはじめとした、教育をはじめとした、福祉をはじめとしたそ

れぞれの行政サービスがしっかりと対応できていく、そのようなことが求められて

いるのではないかと、こういう気もするわけでございます。 

 自治体の果たす役割がますます大変に、大切になっているときだからこそ、住民

の皆さんの声も反映しながら、引き続き取り組んでまいりたいと、このように思っ

ております。 

 さて、９月１日には早朝から鎌掛地区において防災総合訓練を行うことといたし

ております。多くの住民の皆さんにもご参加をいただき、関係団体の皆さんにもご

参加をいただき、有意義な訓練になるよう取り組んでまいりたいと考えております

ので、議員各位の皆さんにおかれましてもご協力のほどをよろしくお願い申し上げ

ます。 

 今年は残暑厳しく、いましばらく暑い毎日が続くものと思われますが、議員各位

におかれましては健康に十分ご留意をいただき、各方面でご活躍いただきますこと

を心からご期待申し上げ、閉会のご挨拶とさせていただきます。どうもありがとう

ございました。 

議長（杉浦和人君） これをもちまして閉会いたします。 

 一同起立。礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご苦労さまでございました。 

－閉会 １２時１５分－ 
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