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第６回日野町議会定例会会議録 

 

平成２５年９月１３日（第３日） 

開会  ９時０５分 

散会 １４時２７分 

 

１．出席議員（１３名） 

 １番  村 島 茂 男   ９番  西 澤 正 治 

 ２番  中 西 佳 子  １０番  東  正 幸 

 ３番  齋 藤 光 弘  １１番  池 元 法 子 

 ５番  蒲 生 行 正  １２番  平 山 敏 夫 

 ６番  冨 田  幸  １３番  對 中 芳 喜 

 ７番  髙 橋  渉  １４番  杉 浦 和 人 

 ８番  小 林  宏     

 

２．欠席、遅刻、途中退席および早退議員 

   な  し 

 

３．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（１８名） 

 町 長  藤 澤 直 広  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 

 住 民 課 参 事  望 主 昭 久  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 

 建設計画課参事  長 岡 一 郎  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 
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５．議事日程 

日程第１ 一般質問 

 ２番  中西 佳子君 

 ５番  蒲生 行正君 

 ８番  小林  宏君 

 １番  村島 茂男君 

 ７番  髙橋  渉君 

１３番  對中 芳喜君 
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会議の概要 

－開会 ９時０５分－ 

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

します。 

 一同礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 ただいまの出席議員は、全員であります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。 

 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。 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 昨日に引き続き、一般質問通告表に基づき、順次発言を許可いたします。 

 ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） おはようございます。通告に従いまして質問をさせていただき

ます。 

 はじめに、循環型社会への取り組みについてお伺いいたします。 

 環境負荷が尐ない社会の実現を目指す、循環型社会形成推進法が2001年に施行さ

れ、日野町においてもごみ減量やリサイクルも推進をされております。ごみ減量の

ための５Ｒといわれます、リデュース、ごみになるものを減らす、リユース、物を

繰り返し大事に使う、リフューズ、過剰包装をせず、買い物時はマイバックを持参

する、リサイクル、もう一度資源として活用する、リジェネレート、再生品を使う

などを、一人ひとりの心がけと協力のもと、資源の循環とごみ減量ができるものだ

と思っております。ごみ問題は、むやみにごみを出さない、ごみを出すときは分別

して出し、リサイクルに努めるなど、毎日の生活の中で定着し、環境に配慮した生

活の仕方が習慣化されていくものだと思っております。 

 日野町には、ごみ処理施設、リサイクルセンターのクリーンわたむきもあり、環

境に配慮したごみ処理が、より一層なされなければならないと思っているところで

ございます。そして、ごみ処理は税金で賄われております。ごみ減量をしないと、

税金を無駄にしているとも言えます。限りある資源を守る資源環境型社会を築いて

いくためには、行政は問題点を解決し、啓発しながら、誰もが生活しやすい環境づ

くりが必要だと考えます。 

 そこで、何点かお伺いします。 

 １点目は、ごみ減量の成果についてでございますが、１人１日当たりのごみ排出

量は、平成19年、737グラム、平成20年は648グラムと、大きく減量をされておりま
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す。平成23年、663グラム、平成24年、674グラムと、増える傾向を示しているので

はないでしょうか。町の見解をお伺いいたします。 

 ２点目は、ごみ集積所についての問題点でございます。常設の要望や回収日ほか、

他地域の住民からの持ち込みなど、さまざまな問題点があると思います。問題点と

対策、転入者への説明、対応をお伺いいたします。 

 ３点目は、粗大ごみの収集についてでございますが、現在、粗大ごみは一般廃棄

物運搬業の許可を持つ業者に依頼するか、搬入許可証を役場で発行してもらい、自

己搬入するかの方法となっています。平成24年度の搬入許可証の発行数をお伺いい

たします。また、運搬車両がなく、困るとの声をよくお聞きします。昨年11月の議

会報告会でも、高齢者や運搬車両がない場合、困ります、町で収集してもらえない

のかとの質問がありました。近隣市では、市で粗大ごみの収集をされているところ

もあります。本町も、年何回かでも町で回収できないものか、お聞きいたします。 

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

長。 

町長（藤澤直広君） おはようございます。中西議員から、循環型社会、ごみの問題

についてご質問をいただきました。 

 まず、ごみの減量の取り組みでございますが、日野町はごみ減量対策の一環とし

て、一般家庭を対象とした生ごみ処理容器購入補助によりごみの減量を、さらには

自治会、地域団体へは資源回収促進事業補助を設け、資源ごみの回収推進を図って

まいりました。また、ごみ減量の啓発活動として、出前講座の実施や日野町エコラ

イフ推進協議会とともに推進大会を開催し、町民の皆さんにごみ減量化について訴

えてきたところでございます。 

 中部清掃組合における、日野町のごみ搬入量のピークは平成15年度でありました

が、各家庭での取り組み等が成果をあらわして、徐々に減尐してまいりました。し

かし、ここ５年間で見ると、総ごみ量は、わずかではありますが、増加しているの

が現状でございます。最近の傾向として、持ち込みごみの増量が影響していると思

われますが、家庭の可燃ごみはほぼ横ばいで推移をいたしているところでございま

す。 

 滋賀県におきましても、近年減尐傾向で推移してきましたが、平成23年度の滋賀

県の総排出量は尐し増えたと聞いております。また、滋賀県で新しいごみ減量の試

みとして、県民団体、事業所、行政が一丸となって、本年４月より買い物レジ袋の

有料化がスタートいたしました。この目的は、一人ひとりの実践がごみ問題の解決

に向けての急務であると考え、実施されたところで、日野町でも株式会社平和堂に

参加をいただき、既にレジ袋持参率は85％を越えているということでございます。

また日野町では、平成23年７月に開設いただきました、社会福祉法人わたむきの里
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エコドームを拠点に、資源回収の拡大をしていただいております。 

 また、各家庭で取り組まれています生ごみの水切りや、資源ごみの分別などの意

識が薄れないように、今後も引き続き出前講座などの実施を行い、広報、啓発を推

進してまいりたいと考えております。 

 次に、集積場の問題と対策でございますが、現在、町内にごみ集積所は273ヵ所ご

ざいます。おおむね25世帯以上に１ヵ所を基準としており、自治会の規模に応じ、

複数の設置をいただくなど、集積所の設置には町の補助をご利用いただいておりま

す。また、10年ほど前から集合住宅が多く建設されたことに伴い、集合住宅のごみ

集積所が増えました。町としては、集合住宅を立地される自治会内でのごみ収集を

基本と考え、建設前に立地自治会と共同利用について協議をするよう施工主に指導

をしており、協議内容を町の定めた書式により提出を求めているところです。 

 町では、集合住宅の入居者が、ごみ集積所の場所とごみ出しルールを確実に知っ

ていただいているかが課題と考えておりまして、集合住宅の管理者には、入居者に

対し、ごみカレンダーの確実な配付と、日野町ごみ出しルールの徹底をお願いして

おります。また、住民課窓口において、転入をされる住民の皆さんにはごみカレン

ダーの配付確認を行い、周知に努めているところでございます。 

 次に、粗大ごみの現状でございますが、住民課窓口で中部清掃組合の許可証をと

っていただき、住民の皆さんによる直接搬入をいただいておりまして、現在のとこ

ろ、各集積所における拠点回収等については考えていない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） 出前講座で啓発ということでございましたが、昨年度は何回出

前講座を催されたのかということをお聞きしたいと思います。それと、許可証の発

行数を教えていただきたいと思います。 

 また、わたむきの里で回収していただけているのは、すごく助かるというふうに

思います。ごみ処理機につきましては、ちょっと補助の数が減ってきているのかな

と私も思うところなんですけれども、ごみを燃やせるということが最近できなくな

りまして、やっぱりごみは増えているという部分もあるのかなというふうには思う

んですけれども、そういうものも推進していただきたいなというふうに思います。

以上、お聞きしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 住民課参事。 

住民課参事（望主昭久君） おはようございます。住民課参事です。 

 今ほどご質問いただきました、中西議員さんの出前講座の数なんですが、残念な

がら平成24年につきましては、ごみに対する出前講座の方は開催要望がありません

でしたので、行っていないのが実情でございます。 

 それと、平成24年度の可燃ごみの、家庭ごみ、事業系ごみ含めまして、窓口で許
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可証を出された数につきましては、家庭ごみが1,018件、事業系のごみが2,717件と

なっております。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 今お聞きしました可燃ごみの許可証も、かなりたくさんの数が

発行されておるわけでございます。搬入車両がない方については、まだ搬入ができ

ていないという状況なので、ぜひとも粗大ごみの収集についても今後考えていただ

きたいというふうに思うところでございます。 

 それでは次に、健康づくりとスポーツ振興について伺います。 

 2020年、東京オリンピック、パラリンピックが開催決定し、日本中に大きな波動

が起きました。スポーツに取り組む若者の間で、東京オリンピックの出場を目標に

掲げる声が出ていました。スポーツを通じて、若者の夢や希望を引き出せる大会に

なるよう願うものです。 

 また、スポーツ基本法では、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことが

人々の権利であることに鑑み、国民が生涯にわたりあらゆる機会とあらゆる場所に

おいて、自主的かつ自律的にその適正及び健康状態に応じて行うことができるよう

にすることを旨として、推進されなければならない」と定められています。 

 日野町では、第５次総合計画で、運動やスポーツ振興を図り、体の健康づくりを

推進するだけでなく、生きがいを持って暮らせる地域づくりを進めます、と計画を

されております。運動やスポーツ振興への取り組みを伺います。 

 まず１点目は、町ではグラウンドゴルフ、バスケットボール、ウォーキングなど、

さまざまな年齢層の方が運動をされております。町のスポーツクラブや団体の数と、

地域の小中学校などを利用し、スポーツを展開されている状況をお伺いいたします。 

 ２点目は、大谷公園にはプール、野球場、テニス場、グラウンドゴルフ場、体育

館には競技場、卓球場、トレーニングルームなどがあり、利用者は年々増えている

と思います。特に、体育館とプールの利用者が大きく増えています。また、トレー

ニングルームは、平成24年は2,195人、平成23年は1,740人で、455人も増えています。

１人でもでき、時間も自由であるトレーニングは、誰もが気軽に親しめ、健康づく

りにもつながるものだと思います。年々スポーツや体力づくりをする人が増えてき

ています。近隣市の運動施設やフィットネスクラブやプールに行かれている人も多

く見かけられます。大谷公園はプールは夏季だけでありますが、トレーニングルー

ムは年間を通して利用できます。けれども、余り周知されていないのが現状だと思

います。快適に利用できる施設整備を推進され、広報など、広く町民の皆さんに啓

発をし、１人でも、尐しの時間でも利用できる、身近な施設であることを発信する

べきだと考えます。町の見解をお伺いします。 

 ３点目は、大谷公園の管理は、都市公園条例などがあり、建設計画課であります。
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スポーツ振興事業など、計画的に利用しているのは教育委員会、生涯学習課であり

ます。連携体制についてお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 健康づくりとスポーツ振興についてのご質問をいただきました。 

 １点目の部分については、後ほど教育長の方から答弁をさせていただくこととい

たしまして、私の方から２点目、３点目について答弁をさせていただきます。 

 大谷公園の施設の利用状況でございますが、公園全体では、平成23年度が５万

3,780人で、平成24年度が６万550人で、11％の増となっております。 

 施設の整備につきましては、昨年度にはグラウンドゴルフ場および野球場の芝生

改良を実施し、年間を通じて緑の芝生で使用できるようにしております。また、野

球場の照明設備についても、老朽化した機器の更新を行ったところでございます。

体育館につきましては、平成22年度に耐震改修を行い、そのときに２階の卓球場フ

ロアの整備、およびトレーニングルームの室内模様がえを、平成24年度にはバスケ

ットボールのゴールの取りかえを行っております。トレーニングルームの機器につ

いてはまだ更新をしておりませんが、利用者アンケートなどにより、計画的な更新

を検討しているところでございます。プールにつきましては、今年度ろ過機の更新

を行いましたが、施設本体も老朽化が進んでおります。プールの形態、施設の環境

面から、他の市町のプールを利用される人が増え、近年利用者が伸び悩んでいるの

が現状でございます。 

 施設の案内につきましては、利用のしおりを大谷体育館に常備しておりまして、

さらにホームページによる案内も検討をしております。今後も施設の適正管理に努

め、施設の充実を図りながら、利用者の皆さんの拡大に努めてまいりたいというふ

うに思っております。 

 次に、建設計画課と教育委員会との連携についてでございますが、大谷体育館職

員は、日野町体育協会主催の大会等についても把握をしておりまして、主催者相互

に協力し合って運営をしているところでございます。今後の課題として、定期的に

施設管理部署と事業の企画運営部署との協議打ち合わせ等を行い、連携の強化等を

図るとともに、適正な管理運営に努めてまいりたいと考えております。 

 誰もが心地よく利用いただける施設となるよう、さらに一層努めてまいりたいと

いうふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 中西議員さんから、健康づくりとスポーツ振興についてご質

問をいただきました。 

 町民誰もが生きがいを持って暮らしていくためには、まず健康づくりが大切であ

ると考えております。このような中、当町ではスポーツ推進委員さんをはじめ、日
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野町体育協会が中心となっていただき、生涯スポーツの推進を図っております。特

に体育協会では町内のスポーツ愛好者が集い、各競技部が町内各施設を拠点に活動

を展開されております。 

 現在、体育協会競技部は18団体の加盟があり、約1,400名が所属しておられます。

また、尐年尐女スポーツ教室では、競技部が中心となって、多くの子どもたちにス

ポーツの楽しさやチームワークの大切さを指導いただくとともに、子どもの育ちと

体力づくりに努めていただいております。平成25年度では、10競技、351名の小学生

が参加しておりまして、これは町内小学校、全児童数1,176名の約30％に当たります。 

 一般町民の方対象には、スポーツ天国の日の総合スポーツの推進や、毎年春と秋

の比較的運動のしやすい時期を中心として、土曜日の夜に７週連続で大谷体育館を

貸し切り、みんなのスポーツ広場を開催しております。今年前半では、延べ652名の

大人から子どもまで多くの皆さんが、思い思いにニュースポーツなどに親しみ、心

地よい汗を流していただきました。なお、秋の部は明日14日から始めることになっ

ております。 

 また、大谷公園プールで開催しておりますちびっこ水泳教室は、全10回、延べ640

名が参加、幼児の水泳教室では全６回、延べ174名の参加があり、水に慣れ親しむと

ともに、回を重ねるごとに泳ぐ力もめきめき上達し、成長する多くの子どもの姿を

見ることができました。 

 また、学校体育施設開放事業では、平成24年度実績でいきますと、小学校、中学

校の体育館、ならびに格技場の７施設で、年間31団体、延べ２万5,930名の利用をい

ただいております。月平均で見ますと、2,160名の方々が各種スポーツに参加いただ

いたことになります。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 日野町では、大変スポーツに親しんでいらっしゃる方が多いの

だということを感じております。小学校の体育館とか、夜通りましても電気がつい

ておりまして、大変盛んにやっておられますので、すごいなというふうに思ってお

りました。 

 ただ、今は仕事も多様になりまして、土日が休みじゃないとか、夜勤をされてお

ります方ですとか、日野町体育協会ですとかが催されますそういう行事に、どうし

ても参加できない方、行きたくても行けない方はたくさんおられると思います。そ

ういう方は、ご自分でやっぱりほかの市の運動施設に行かれているというのが現状

なんじゃないかなと、私は思っております。まず、運動をしたいと思いながらも取

りつけられない、団体競技ですとかそういうものですと、なかなかすぐにぷっと飛

び込めないという状況もあるのではないかというふうに思います。 

 それですと、このトレーニングルームというのは、本当に安価で、１時間150円と
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いうふうにお聞きしておりますが、大変お安い値段で、あいている限りはいつも利

用できるということで、私も見せていただきに行ったんですが、多くの施設がそろ

っておりました。ただ、担当者の方ともしゃべっていたんですが、女性の利用者は

尐ないというか、私も見ましたが、ちょっと男性向きなのかなという印象を受けま

した。やっぱり、誰もが使いやすいような施設ということが大切なのではないかな

というふうに思ったところでございます。 

 また、各課の関連についてということでございますが、大谷公園は都市公園とい

うことで、都市公園条例というものに従って運営をされているのかなとは思うんで

すが、お隣の布引は運動公園というふうになっております。そこの違いといいます

か、規制、都市公園だからできない部分というのがあるのかどうか、分かりました

ら教えていただきたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 中西議員さんからの再質問にお答えさせていただきた

いと思います。 

 公園の利用の関係でございますけども、大谷公園については都市公園ということ

で、施設管理については建設計画課の方でやらせていただいております。利用者の

ほとんどが教育関係の、体育協会等に所属している団体等が非常に多うございます。

都市公園であるので利用に制限があるとか、そういうことは一切ございません。利

用については、体育協会も含めて、有意義に使っていただくような形で調整はとら

せてもらっていると思いますので、その辺はご理解いただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 先ほど、施設整備の充実がやっぱり大事だということも申し上

げたんですが、住民のニーズに合った情報ということで、利用者のアンケートなど

も行っているというご答弁があったと思いますが、どのようなご意見が出ていたの

かお聞きしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） トレーニングルームのアンケートの関係でございます

けども、現在はまだとれていない状況です。これからアンケートをとって、施設の

充実も含めて、利用者の要望に応えていけるような形でやっていきたいなという思

いを現在抱い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） やっぱり東京でオリンピックも開かれますし、みんな運動に親

しみたいなという意識が今高まっているところではないかなというふうに考えてお

ります。しっかりとアンケートなどをとっていただきまして、尐しでも住民の方が

スポーツに取り組める、また運動に取り組めるような環境をつくっていただきたい
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というふうに望みます。よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 次に、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。それでは一般質問通告書に基づき

まして、今回も分割方式にて質問を行わせていただきます。 

 １年前の９月議会での一般質問は、欲張って６つの事項の質問を行い、制限時間

を越えてブザーを鳴らしてしまいました。今議会より議場が改修され、あの大きな

時を刻む時計がなくなり、ブザーがなくなったところでございます。ブザーを鳴ら

した者が、後にも先にも私１人となってしまいました。 

 前回、６月議会での一般質問は５つの事項の質問を行い、制限時間を有効に使い、

済ませることができました。そこで、今回も５つの事項をただすつもりでおりまし

た。しかし、一般質問通告書提出前日にならないとなかなか机に向かえない、私の

情けない性格が、子どものときの夏休みの宿題からずっとこの年になるまで続いて

おりまして、今回は２日にご門徒が亡くなられ、時間が足らず、３つの事項の質問

にとどまりました。 

 また、質問要旨を補強しようと机の前に向かった10日に、またまたご門徒が亡く

なられ、昨日の議会は途中から葬儀のため欠席をさせていただきました。平成３年

４月の臨時議会に、執行側として日野町議会に、またその後、まちづくり協議会に、

一部事務組合議会に、また平成23年５月の臨時議会よりは、議員として議会に出席

させていただいておりますが、この23年間、質疑、一般質問の日における欠席は昨

日が初めてでございました。申しわけございませんでした。 

 また、葬儀が続きましたことから、前回までと比べまして、資料収集、調査研究

が行き届いていない面もあろうかと思います。ご了承のほどを前もってお願いいた

しておきます。 

 ８月１日の蒲生郡町議会議員研修会の懇親会で、竜王町の旧知の議員より、どの

ような内容の一般質問をしているのかと尋ねられました。私は、身近な地域の要望

や課題を取り上げて質問を重ねていますと答えました。この竜王町の議員は、国レ

ベルの大きな課題を質問していると言われ、私にもっと大きな課題を取り上げるよ

うにと言われました。しかし、国レベルや国際レベルの課題は、政党に所属されて

いる議員にお任せし、無所属の私は、今日までと同様に、今後も日野町レベル、西

大路地域の課題を中心にただすこととさせていただきます。 

 そこで、今議会も地域の問題、特に西大路地区の課題を中心に質問を行わせてい

ただきます。地域住民の切実なる要望でもあり、住民が納得できる、誠意ある前向

きな希望が持てるご答弁を、冒頭に切にお願いをいたしておきます。 

 それでは、第１問目の質問、通学路の安全対策についてお伺いいたします。 

 昨年４月23日の京都府亀岡市での悲惨な小学生集団登校中の交通事故後、通学路
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の安全対策について、日野町議会においても中西議員の２回をはじめとして、何人

もの方がただされ、県においても、町においても、グリーンベルトや外側線の設置、

カーブミラーや防犯灯の補修や設置などの対策が講じられてまいりました。 

 私は、１年前の９月議会の一般会計補正予算の質疑で、通学路の安全確保のため、

音羽から大石町、西大路３区までの間、1,327メートルに外側線を設置する予算を計

上されたことをたたえるとともに、西大路地区の行政懇談会で、北畑区から長年に

わたり毎年要望されておりました、県道西明寺水口線の北畑音羽間の交通安全対策、

グリーンベルトの設置について強く求めました。建設計画課から県に度重ねて要請

をいただき、昨年末12月には設置ができたところであります。 

 また、３月初めには、９月補正予算で計上されました、音羽から大石町までの間

の町道大窪音羽線に外則線が設置、敷設されました。その延長を求める声が、４月

よりおうみ通学路交通アドバイザーに選任される予定者の幅野兵四郎さんや、スク

ールガード、西大路自治会より出され、岸村建設計画課長の英断によりまして、町

道裏町線にも外側線が３月末に設置されました。しかし、おうみ通学路交通アドバ

イザーの幅野さんや、音羽区長の大杉恵一さんから度重ねて要望をなされておりま

すが、いまだに実現していない箇所がありますし、要望がないためか、忘れ去られ

ている箇所もあります。また、ハード面とともに、ソフト面を求める声もあります。 

 そこで、お伺いをいたします。 

 １つ目は、３月初めに地域の要望として私よりお願いをし、４月中には設置でき

そうと前向きな回答をいただきながら、また担当参事の異動により、４月初めには

再度要望し、４月よりの音羽の新区長の大杉さんよりも、また、おうみ通学路交通

アドバイザーになられた幅野さんからもお願いをされ、７月の西大路地区行政懇談

会でも音羽区長よりお願いをされ、おうみ通学路交通アドバイザーは、滋賀県教育

長と滋賀県土木交通部長と滋賀県警本部交通部長の３名の連名によります委嘱であ

り、幅野さんは通学路の安全確保のため、教育委員会へもお願いをされてこられま

した。しかし、県道西明寺水口線、大字音羽集落内の外側線は、いまだに設置をさ

れていません。一体いつになったら設置されるのか、具体的に、いつ、何月何日に

着工し、何月何日までにでき上がるのか、明解なお答えをお願いいたします。 

 ２つ目は、町営バスが通っております、音羽集落から单蔵王集落までの町道音羽

蔵王線と、北畑集落内の町道牧野野神線にも外側線を設置するお考えはないのか、

お伺いをいたします。 

 残念なことに、蔵王集落には現在は小学生が１人もおられません。このため、小

学校に通う児童がゼロでありますため、一見、徒歩通学児対策が不要のようにも考

えられます。また、外側線を設置すると、外側線内に自動車が入りにくく思え、道

路幅が狭くなったように感じられます。このため、強いて求められていないのでは
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ないかと思います。 

 しかし、交通弱者は子どもだけではありません。今では老人車を押して歩かれて

いる方が何人もおられます。また、蔵王地区から北畑区へ移ったのですが、昨年度

は蔵王会議所を合宿会場として、通学合宿が開催されております。また、何といっ

ても、路線バスが通るバス路線でもあります。また、人間心理として、外側線があ

りますと道路幅が狭く感じられるため、走行速度が抑えられ、安全走行となり、交

通事故が格段に減尐するのではと思われます。 

 次に、北畑集落内の町道牧野野神線は、集落入口の牧野地先から北畑会議所まで

の間は県道時に道路改良がなされており、道幅も広く、両側に外側線があります。

しかし、会議所以東は急に道幅が狭くなり、外側線もありません。会議所を境に、

異なった道路となっております。県道バイパスがあり、交通量が尐なく、強いて求

められていないのではないかと思います。 

 しかし、蔵王区と同様に、北畑区も老人車を押して歩かれている老人が何人もお

られます。特に、北畑のお寺は集落の東部に位置しており、多くの老人を見かけま

す。また、この道もバス路線であります。 

 日野町内には、通学路の安全対策を施さねばならない町道が数多くあると思いま

すが、尐なくともバス路線の町道には外側線の設置が必要かと考えるところでござ

います。町長のお考え方をお伺いいたします。 

 ３つ目は、学校の先生方の通学指導についてのお願いであります。西大路小学校

の田中前校長先生、現在の重森校長先生ともに、登下校指導を熱心に行っていただ

いております。９月２日の２学期始業日には、字担任の先生が２キロ以上もある北

畑地先から登校に付き添っておられました。この９月だけでなく、毎学期の始業日

には登校に付き添ってくださっておられます。田中前校長先生は、集団下校時に自

ら徒歩で付き添われ、学校への帰りはランニングして帰ってこられていました。重

森現校長先生は、毎朝児童の登校時に全児童の見守りを行っていただいております。

父兄からも高い評価が寄せられております。また、西大路地区では、西大路小学校

の登校時には各字のスクールガードさんが、本当に熱心に見守りや学校までの付き

添いをしてくださっています。頭が下がる思いであります。 

 登下校の責任は父兄にあり、学校にはないところでありますが、ある区の父兄の

声として、通学指導を週に１度、せめて月に１度、先生にお願いできないものでし

ょうかとの、厚かましいお願いがありました。やはり先生がおられると、児童がし

ょんとするそうでございます。前々校長時代に戻らないよう、今後も通学指導をよ

ろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君の質問に対する、町長ならびに教育長の答弁

を求めます。町長。 
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町長（藤澤直広君） 蒲生議員から、交通安全対策等についてご質問をいただきまし

た。 

 まず１点目に、県道西明寺水口線の音羽地先の外側線の設置でございますが、県

に確認いたしましたところ、９月13日に入札を行い、業者が決定するということで

ございまして、10月中には設置が完了できるとの見込みであると、こういう確認を

しておるところでございます。 

 次に、外側線やグリーンベルトの設置についてでございますが、このことにつき

ましては、当該道路の車両の通行状況や、現況の道路付近なんかを考慮する中で、

公安委員会の立会指導のもと、設置をいたしているところでございまして、今議会

におきましても、交通安全施設対策事業として4,000数百万円を増額するための補正

予算をお願いしているところでございます。 

 施工箇所につきましては、先ほど申し上げましたが、通行量の多い路線および通

学路で、ラインが消えているところなどの危険な箇所を重点的に実施してまいりた

い、このように考えておりまして、ご質問をいただいている路線につきましては、

新たな外側線の設置は現在のところ考えておりません。 

 しかしながら、町道牧野野神線の北畑会議所までのセンターラインの引き直しに

ついては必要であると判断をしておりまして、検討をしてまいりたいと、このよう

に考えております。 

 ３点目の質問については、教育長の方からさせていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 蒲生議員さんから、通学路の安全対策についてご質問をいた

だきました。 

 小学校の登下校の見守りにつきましては、日ごろからスクールガードの皆さんや

保護者、地域の皆様方に格段のご協力をいただいておりますことに、本当に感謝を

申し上げております。ありがとうございます。 

 また、教職員につきましても、町内５小学校全てで曜日などを決めまして、学校

前での出迎えや登校中の立ち番、下校中の見守り活動など、それぞれの学校の実情

に合った方法で、できる限りの対応をしているところでございまして、今後も安全

第一に登下校ができるよう指導をしてまいりたいと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 第１問目の質問の２つ目と３つ目は、先ほども申し上げました

ように、尐々厚かましいお願いかなと、こういうふうに私自身も思っておりますが、

日野町内の交通事故撲滅のためには必要なことでもあります。頭の片隅にでも残し

ておいていただきたいと、かように思います。 
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 それでは、次の質問に移ります。 

 続いて、通告書２つ目の質問を行わせていただきます。 

 ２つ目の質問は、町道の新規路線認定について、お考えをお伺いいたします。 

 法定外道路においても、管理責任が町にあることが８月23日の第５回臨時会で明

らかになりました。私が中部清掃組合に出向しているときに変わったそうでござい

ます。不在とはいえ、私の勉強不足もあったところでございます。 

 また、今定例会で、住宅団地内を周回する主要路線の町道認定が提案されており

ます。法定外道路であっても町が責任を負わねばならない以上、なおさら生活道路

にあっては町道に認定をし、正面から責任を負うべきであり、むしろ町道認定が遅

きに失しているのではないかと思っております。 

 日野町内の町道は、旧日野地区のように、集落内の生活道路のほとんどが認定さ

れているところが多いのですが、農村地域の中には、農道として整備されたために、

住民の生活道路としての集落内の幹線道路となっていても、町道に認定されていな

い道路があります。また、集落内の主要幹線道路であり、集落間を結ぶ道路なのに、

なぜ里道のままなのか理解に苦しむ道路もあります。 

 なぜこのような疑問を持つに至ったのかと申しますと、行政懇談会に毎年度出さ

れている要望で、解決できていない事項の町よりの回答を見ますと、要望をいただ

いている箇所につきましては、地元で管理をしていただいている道路であります。

「日野町土木工事等補助制度を活用いただき、地元で対応をお願いします」が大半

であります。里道である、農道であるとして、住民生活に密着している生活道路で

あっても地元での対応として、一歩引いた形での対応をなされております。 

 しかし、法定外道路であっても、町が責任を負わねばならないところであります。

ましてや行政懇談会に出されている要望道路は住民生活に密着していて、なくては

ならない生活道路であり、要望がなされているのであります。ここは従前の考え方

に縛られることなく、発想の転換が必要ではないかと考えるに至りました。 

 そこで、お伺いをいたします。 

 第１点目は、蔵王会議所の東側から中出橋を経て、町道单蔵王線に至る農道につ

いてであります。この道路は、蔵王ダム対策事業としての圃場整備事業の農道とし

て整備をされました。また、单蔵王地区と蔵王会議所を結ぶ中出橋も、この事業の

一環として新設整備をされました。昔の蔵王地区は、日野川を境に北蔵王村と单蔵

王村に分かれておりました。北蔵王村は西大路集落の地域に、单蔵王村は鎌掛集落

などの日野川单部の地域にと分れていた時代があります。この中出橋は、单蔵王と

北蔵王を結ぶ、集落にとっての重要な橋であります。日野町の橋梁整備は、事業費

が高くつくため、農道橋として多くが整備をされてきた経緯があります。農道とし

て整備されましたこの道路は、单蔵王と北蔵王を最短に結ぶ道路であり、農村下水
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道整備のときには下水道管が敷設されました。まさにこの道路は蔵王地区の集落内

の幹線道路であり、住民生活に密着している生活道路であります。この生活道路を

町道单蔵王線の延長路線に組み入れ、单蔵王地区を周回する町道とすることができ

ないものでしょうか。お伺いをいたします。もしできないとするならば、できない

とする明確な理由をお示しいただきたいと思います。 

 第２点目は、西大路３区浦出地先の、清源寺東側の鳥が久保へ通じる道路から青

葉台団地へ向かう農道と、浦出町と大字仁本木の境にある里道についてであります。 

 浦出地先の清源寺さん東側の道路は、避病院への入り口の道路でもありました。

避病院といいましても、ひな壇におられる役場管理職の方であっても、ご存じない

方が多いのではないかと思います。避病院とは、法定伝染病の患者を隔離、収容し

ていた伝染病院であります。西大路村のときには、清源寺さんの東側に設置されて

おりました。清源寺さん東側への道路は、西大路村立の避病院への進入路でありま

した。なぜこの進入路が町道とならなかったのか、不思議なところでございます。 

 また、浦出町と大字仁本木の境にある里道は、青葉台とを結ぶ道路であります。

昨年度の青葉台への町の水道管敷設時の、町道西大路鎌掛線から青葉台への進入路

の通行どめの期間の折には、青葉台からの迂回路として利用された道路であります。

なぜこのような集落間を結ぶ重要な道路なのに里道のままなのか、理解に苦しむ道

路であります。 

 そこで、お伺いをいたします。 

 西大路３区浦出町地先の町道浦出線を、清源寺東側の鳥が久保へ通じる道路から

青葉台団地へと向かう農道、浦出町と大字仁本木との境界道路を経て、町道大窪音

羽線に至るところまで道路路線延長をし、浦出町を迂回する町道とすることができ

ないものでしょうか。また、この道路から青葉台団地へ通じる道路を町道とするこ

とができないものでしょうか。お伺いをいたします。もしできないとするならば、

できないとする明確な理由をお示しいただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 蒲生議員から、町道の新規認定についてのご質問をいただきま

した。いろいろと経過を、さすがによくご存じで、言っていただいたところでござ

います。 

 昨日も申し上げましたが、町道は日野町内で250キロほどございまして、その管理

の多くを、草刈りをはじめとして、町民の皆さんにご協力をいただいていることは

大変ありがたいことであるというふうに思っております。あわせて、里道、農道、

もちろん県道や国道もあるわけでありますが、それぞれこれまでの経過の中で、里

道の管理、農道の管理、町道の管理などは、住民の皆さんのご協力のもとで実施を

してきていただいております。 
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 こうした中で、里道補助につきましても、町道でない部分の公衆用道路について

は、これまでの長い歴史の中で、里道補助、土木補助という形で、100万円の２分の

１補助ということで、各集落で積極的に活用をいただいているところでございまし

て、このように里道、農道、町道、県道、こういういろいろな道路については、こ

れまで日野町の長い経過の中で一定、定着をしてきておる管理形態ということにな

っているのではないかと、このように思っております。 

 そうした中で、町道の新規認定にあたりましては、やはり多くの車両が通行をす

る道路、そして、道路幅員についても４メートル以上など、新たに設けるところに

ついてはそうした考え方でもって対応をしてまいりたいと、このように考えておる

ところでございます。 

 まだ、浦出町と仁本木との境界から青葉台への道路につきましては、昭和58年３

月に町道仁本木鎌掛線として認定をし、管理をしておりましたが、圃場整備事業に

より、日野川に架設されている向台橋をかけかえたいとの地元の要望の中で、平成

６年９月に町道から廃止をしたと、こういう経過があるところでございます。こう

いう考え方のもとで現在管理をさせていただいている点でございまして、道路の幅

員だとか通行量だとか、そういう点においてやっていく、そして、これまでの経過

もいろいろある中で判断をしていくものであると、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、この質問につきましては再問を行わせていただきま

す。 

 この２路線のほかにも、また西大路地域以外の他の地区にも、例えば、リバーサ

イドヒルから小井口を経て木津に至る、中学生の通学路となっています農道など、

町道として認定されるべき農道や里道たるべきなのに、農道や里道のままの道路が

数多くあるかと思われます。 

 日野町の道路整備は、国庫補助事業の町道整備になりますと、一定の規模以上の

分不相応な道路整備となりますため、多額の町費が必要となりますので、事業手法

の１つとして農道として整備し、その後、町道に格上げする手だてがとられてきま

した。代表的な道路といたしましては、役場北側の道路は、今は国道でありますが、

農免道路として当初は整備された道路であります。また、町道石原鳥居平線、町道

日野单部線が、農道から町道になった道路として挙げられます。このほかにも、数

多くの町道が農道から格上げされております。また、町道北山本線のように、生活

道路ではなくても、純粋な農道でありましても、上水道管が敷設されたことにより

町道となった道路もあります。これらの経緯からして、なぜこの２路線が町道に認

定されないのか、疑問に思うところでございます。 

 先ほど、仁本木から青葉台へ向かう道路は町道であったものが、農道橋を整備す



 

3-17 

るため町道を廃止したと、こういうふうにお答えになられました。これは手法の１

つとして、この橋を町道橋として整備すれば、多額のお金が必要になります。だか

ら、農道橋として整備をしたというところでございます。日野町はほとんどこうい

う形で整備をしてきた、こういう経過があります。それならば、それが終わっても

う既に20年近くたっていれば、町道にまた戻すべきであると、こういうふうに思い

ます。それらの点を踏まえまして、再度町長に町道に認定できないのか、その理由

をお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 今、蒲生議員からもお話ありましたように、いわゆる農免道路

が国道だとか町道だとか、そういうまさに基幹的幹線道路を、日野町がかつてそう

いう手法を使いながら整備をしてきたと、こういうのはご指摘のとおりでございま

すし、現在でも大変大きな道路としては東部広域農道という形で、西大路から永源

寺の方へトンネル抜けて、大きな道路はこれは農道整備をやっておりますが、また

鎌掛から下駒月に向けても、これは広域農道になっておりますが、その間の鎌掛西

大路間の３キロにつきましては町道整備ということで、今現在地元の皆さんのご協

力によって鋭意進めているところでございますので、そうした幹線道路、まさに幹

線道路等については今ご指摘のあった経過があるというふうに認識をいたしており

ます。 

 あわせて、土地改良で純粋につくられた本当の農道といいますか、圃場整備の道

路につきましても、通勤に便利やということになるとそこを通られて、大変苦労さ

れておられる地域も、行政懇談会の要望などで出てきていることも承知をいたして

おるところでございます。 

 しかしながら、現在の町道自体が250キロに及ぶ管理をさせていただいておりまし

て、もちろんこれは地元の皆さんのご協力によってやっておるわけでありますが、

今おっしゃるような形で、全てを町で管理をできるような町道管理になれば、それ

はそれでいいことなのかも分かりませんけれども、やっぱりこれまでのそうした公

衆用道路、里道、農道等の管理のこれまでからの積み上げもございますので、やっ

ぱり新規の認定にあたっては、通行量の問題ですとか幅員の問題ですとか、そうい

うところを踏まえた上で検討することが大切なのではないかなと、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） 蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、再々問を行わせていただきます。 

 私の記憶では、かつては、昭和の時代には３年に１度くらいの間隔で数路線を、

10路線とか20路線をまとめて町道に認定をされていました。町道から里道に変更す

べき路線もあるでしょうし、農道から町道に変更すべき路線もあると思います。特



 

3-18 

に生活道路は、また集落と集落を結ぶ道路は町道にすべきである、これが本来であ

ろうと、こういうふうに思います。 

 町道路線の抜本的な見直しをすべき時期に来ているのではないかと思うところで

ございます。見直しをするお考えがあるのかないのか、お伺いをいたします。 

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町道認定の関係で再々質問をい

ただきましたので、お答えをさせていただきます。 

 確かに長年町道として管理をしている中で、町道によっては山の中で、車両の通

行が不能な町道もございます。そういう町道も含めて、やはりいつかの時期には整

理をしていかなければならない時期があるのかなというふうにも考えております。

そういうことから、全体的な、圃場整備でできた道路もありまして、その辺の整理

も踏まえて、今後の課題として、担当課の方としては一定の考え方も踏まえて検討

をする必要があるのかなというふうには考えております。それがいつの時期かとい

うのは、この場ではちょっとお示しができませんけども、一定の課題としてご理解

いただきたいなというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、規定によりましてもう質問することができませんの

で、１日も早く今の建設計画課長のお言葉のように、見直しをいつの日かというよ

りも、早いうちに、１日も早く見直しをしていただきまして、本日申し上げました

路線や、その他の生活道路、全てが町道として認定されることを願いまして、次の

質問に移ります。 

 続いて、通告書３つ目の質問を行わせていただきます。 

 ３つ目の質問は、幼稚園と小学校の給食についてお伺いをいたします。 

 ３つ目の質問のうち、アレルギー対応につきましては、昨日の東議員さんの質問

とかぶってしまいました。８月23日の臨時議会で、アレルギー対応について質疑を

いたしましたのが私１人のみでありましたので、かぶらないのかなと思っておりま

したが、学校給食事業に取り組んでおられる東議員さんより質問が出され、質問が

かぶってしましました。 

 そこで、東議員さんの質問をお聞きして、その質問を踏まえて本日の質問を行わ

せていただこうと思っておりましたが、冒頭に申し上げましたとおり、昨日の一般

質問をお聞きすることができませんでした。このため、重複してお聞きする内容も

あろうかと存じますが、どうか広いお心でもってお許しを願いたいと存じます。 

 国連によりますと、世界で食品の３分の１が捨てられています。その量は年13億

トンで100兆円相当、そんな時代だから、残さず食べるということは今日、学校給食

の大きな目標となっております。 
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 昨年12月、東京都調布市の市立小学校で、５年生の女子児童が食物アレルギーを

抱えつつ、学級の残飯を出さない、給食完食という目標に役立とうと、アレルギー

食材の粉チーズを抜いたチヂミを食べた後、おかわりで粉チーズ入りを食べて、命

を落とされました。その日の献立は不人気で、食べる子が尐なかった。だから進ん

でおかわりをされたそうであります。 

 日野町では、４月よりできたての温かい完全給食として、中学校給食が始まりま

した。しかしながら、幼稚園と小学校の給食は、いまだ週３回、冷たい米飯持参の

給食のままであります。また、４月より中学校給食の開始に伴い、摂取栄養量の違

いから、給食負担金に中学生と小学生に差を設けられました。しかしながら、中学

校と小学生以上に差が大きい、幼稚園児と小学生の給食負担金が同額のままであり

ます。 

 そこで、奥村先生にお伺いをいたします。 

 第１点目は、中学校にはアレルギー室があり、専用の調理器具が用意されており

ます。小学校の給食室は、アレルギーコーナーとしての作業ゾーンであり、別々の

調理室ではないため、食材の混入が心配をされます。また、調理器具の併用が心配

されます。このような状況の中、各学校ごとにそれぞれの状況に合った食物アレル

ギー対応マニュアルを作成されているのでしょうか。また、校長を含む全教職員が、

共通認識を持つ研修を定期的に行っておられるのでしょうか。お伺いをいたします。 

 第２点目は、返品不人気食を他の人が食し、残飯を出さない給食完食は、一見す

ばらしいことのように考えられますが、これでは学校給食の本来の目的であります、

バランスのとれた栄養摂取とはならないのではないでしょうか。かえって偏食を助

長することになっていないでしょうか。６月20日の学校給食問題検討特別委員会の

中学校給食現場視察時に、教育長や残飯が多く出ないかと心配をなされていた方か

ら、返品不人気食を他の人が食し、残飯が出ないようにされていることをたたえて

おられましたが、栄養バランスを考えて献立が立てられており、なされております

のに、最も成長する時期に、本当にこのことがすばらしいことなのでしょうか。私

はおかしいと疑義を抱くところでございます。教育長の偽らざるお考えをお伺いい

たします。 

 第３点目は、なぜ幼稚園と小学校の給食を、中学校のようにできたての温かい完

全給食に改められないのでしょうか。日野町の農業は米作が中心であり、近江米の

産地であります。地場産品であります日野米を使っての米飯完全給食に、一日も早

く改めるべきと考えます。このことにより、日野米の消費拡大を図ることもできま

す。お考えをお伺いいたします。 

 第４点目は、幼稚園３歳児と小学校６年生11歳児とは、接種栄養量が大きく違い

ます。食パン１つをとっても、幼稚園児が１枚であれば小学校低学年齢児は２枚に、
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小学校高学年年齢児は３枚と、大きく異なるのではないでしょうか。また、他市町

の給食負担金は、幼稚園児と小学生に差が設けられております。摂取栄養量に合っ

た、受益に見合った給食負担金に、なぜ日野町は改められないのでしょうか。改め

られない、改めようとされない理由をお伺いいたします。 

 以上、奥村教育長より明解な答弁を求めます。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 蒲生議員さんから、給食についてのご質問をいただきました。 

 まず１点目の、桜谷小学校のアレルギーコーナーを使っての調理についてでござ

いますけれども、基本的には、除去食や代替食ということになります。煮物やあえ

物の場合、該当するアレルギー食品を混ぜる前に、直ちに各個人の専用容器に入れ、

密封いたします。また、焼き物などの場合は、かわりの食材を使ってアレルギーコ

ーナーで調理することになります。いずれにしましてもアレルギー物質の混入がな

いよう、万全を尽くしてまいりたいと考えております。 

 なお、国のアレルギー疾患に対応する取り組みガイドラインに沿って対応してお

りまして、現在、町の実情に合わせた独自のアレルギー対応マニュアルを作成して

いるところでございます。現時点での対応は、国のガイドラインをもとに、事前に

献立の詳細を保護者にチェックしていただきまして、栄養教諭、調理員、養護教諭、

学校長、担任、学年主任などが紙ベースで情報を共有して、個々のアレルギー食に

対応しているところでございます。 

 また、アレルギー対応の研修としましては、個々の具体的な対応を全教職員が情

報共有するため、実施しているところでございます。 

 次、２点目につきましてですけれども、献立によって好き嫌いのある場合もござ

いますけれども、全くその子が食べないということはないと思っております。体調

のこともございまして、子どもによって量の調整をすることはございます。また、

年齢によっての栄養価等を計算し、給食の献立を立てておりますことから、できる

だけ残飯を出さないよう、好き嫌いをしないよう努力する指導や、偏食の助長にな

らないような指導も引き続き行ってまいります。 

 ３点目の完全給食についてのご質問でございますが、現在、幼稚園と小学校では

週３回、白御飯持参としております。各校の現状の調理室では炊飯器を増設するス

ペースがございませんが、桜谷小学校の給食室には炊飯器を２台設置する予定であ

りまして、幼稚園分の炊飯も行いながら、工夫すれば対応できる環境でございます。

他の学校も、調理室を改修する際には考慮したいと考えておりますが、それまでに

も簡易の炊飯器を使って対応できるか等も含め、研究してまいりたいと存じます。 

 また、完全給食とすることにより、給食負担金の改正や調理員の若干の増員等の

こともございますので、あわせて検討してまいりたいと思っております。 
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 ４点目の給食負担金についてでございますが、幼稚園入園から小学校卒業までの

９年間を通して同額と設定しております。これは、この９年間でプラスマイナスを

調整できるとの判断としているものであります。しかし、日野地区を中心に、多く

の転入、転出があること等により、９年という概念が薄れてきておりまして、検討

すべき時期であると判断しております。今後、学校給食運営協議会を設置しまして、

給食負担金のこと等も検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 尐々寝不足で、頭の回転が悪いところでございまして、これで

終えたいなと、こういうふうに思っておりますが、オリンピックのことを先ほど中

西議員も言われたところでございます。東京オリンピックの招致がかなったところ

でございまして、私、今、去年まではがもにゃんのバッジをつけていましたが、東

京オリンピックの招致バッチを今日はつけてまいりました。この招致バッジは、も

う招致がかなったので不要かと、こういうふうにも思うところでございますが、東

京オリンピック、冬季のオリンピックには伊藤みきさんが出場されますが、夏季の

オリンピック、この７年後のオリンピックに、栄養バランスがとれた日野町の食事

により、健康な立派な体の人となり、オリンピックに出場される方が夏季のオリン

ピックにも日野町から出られますことを願いまして、今議会の一般質問を終わりた

いと思います。 

議長（杉浦和人君） ここで、暫時休憩いたします。 

－休憩 １０時２５分－ 

－再開 １０時４０分－ 

議長（杉浦和人君） それでは再開いたします。 

 休憩前に引き続き、一般質問を許可いたします。 

 ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 通告に従い、一般質問、分割方式いたします。 

 １、自治体クラウドについて、以下お尋ねします。 

 ①総務省は、自治体クラウドは、近年さまざまな分野で活用が進んでいるクラウ

ドコンピューティング技術を全市、自治体の基盤構築にも活用して、地方公共団体

の情報システムの集約と共同利用を進めることにより、情報システムによる経費の

削減や、住民サービスの向上等を図るものです。 

 また、東日本大震災の経験も踏まえ、堅牢なデータセンターを活用することで行

政情報を保全し、災害、事故等発生時の業務継続を確保する観点からも、自治体ク

ラウドの推進が求められています。 

 平成21年度から自治体クラウド開発実証事業を始め、自治体クラウドの全国的展
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開に向けた、総合的かつ迅速な取り組みを進めている。また、平成23年度に自治体

クラウドの導入に対して、特別交付税による支援措置等を実施しているとあります

が、自治体クラウド共同利用を検討され、取り組まれた時期、根拠、今日までの進

捗状況について。 

 ②県内６町が連携し、共同利用に向け取り組んでおられると思いますが、問題、

課題、共同利用目標年、平成27年10月、整備額約６億円、６町の分担割合、導入後

の通年経費、費用対効果、特に経費削減と住民サービス向上について。 

 ③自治体クラウドのマイナンバー制度が、国民一人ひとり番号12桁を振り分け、

社会保障分野、年金、医療、福祉、介護、労働保険、税分野、国税、地方税、2013

年５月24日、法案が成立、2015年10月ごろ、市町村より個人番号を記載した通知カ

ードを全国民に郵送配付、2016年１月から番号の利用開始予定、希望者に市町村の

窓口でＩＣチップを埋め込んだ顔写真つきの個人番号カードを発行、2017年インタ

ーネットサービス開始、個人番号カードで行政手続可能といわれております。自治

体クラウドのマイナンバー制度への対応、取り組みについてお尋ねします。 

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

町長（藤澤直広君） 自治体クラウドについてご質問をいただきました。 

 自治体クラウドにつきましては、税や社会保障制度等の改正に伴う各種電算シス

テムの改修費用、および電算機器の更新費用を抑制する手段として、また、災害時

における住民情報の保全性を高め、進展する情報セキュリティ技術に対応すること

が可能な手段として有効であるとの認識により、県内６町での共同利用の検討に取

り組んでおります。 

 検討の開始につきましては、平成23年11月に滋賀県町長連絡会議において、情報

システムの共同化を推進するための準備組織の設置を合意し、平成24年４月から滋

賀県町村行政システム共同化検討会議と改め、さらに具体的な検討に取り組んでき

たところです。そして、本年度からは、共同システムとして利用する具体的な業務、

共同利用の方針等について、最終的な検討を進めているところでございます。 

 自治体クラウドの共同利用の検討の中では、各町電算機器の更新時期が異なるこ

とによる利用開始時期の違いや、現在運用しているシステムが、各町それぞれのカ

スタマイズと呼ばれる特別仕様になっていることへの対応、現在のシステムから共

同利用システムへのデータ移行等が課題とされております。しかしながら、いずれ

の課題につきましても、６町による協議の調整を図っていくことが重要であると考

えております。 

 共同利用型クラウドシステムの利用時期、ならびに運用費用の見込みにつきまし

ては、共同利用を行う業務の種類や範囲、さらには導入時期により差異が生じるこ

とになります。現在は、６町がどのような業務をいつから実施するのが効果的なの
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かも含め、調査するため、複数の事業者に具体的な提案をするよう依頼していると

ころです。今後はその提案を受け、費用対効果、システムの継続運用に係る負担軽

減等、最も有効な方法を６町で協議して、見きわめてまいりたいと考えております。 

 次に、番号制度につきましては、番号関連４法が公布され、平成27年10月には法

定受託事務として、市町村長が個人に番号の通知を行うこととされております。総

務省や厚生労働省がシステム改修費用や運用面についての概要を整理されたところ

によれば、情報システムの改修に必要な費用は、当町規模の住民基本台帳業務関連、

税業務関連、福祉業務関連だけで、最低5,000万円程度を要するとされております。

番号制度にかかわる情報システムは他にも存在し、その費用の総額はさらに大きな

ものとなると想定しております。こうしたことから、現在運用しておりますシステ

ムへの改修投資をできるだけ避け、多くのシステムを共同利用型クラウドで利用す

ることにより、番号制度への対応を図っ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） それでは、再質問いたします。 

 導入後の通年経費、これについて答弁がなかったと思います。また、費用対効果、

特に経費削減面と住民サービスの向上、この点についてもご答弁いただきたいと思

います。 

 また、データセンターはどこのデータセンターをお使いになるのか。また、デー

タセンターの特徴。 

 自治体クラウドのメリット、５つほど大きく項目で挙げておられますが、具体的

なメリットをご提示いただきたい。 

 それと、ある自治体によっては、複数の地方公共団体が一体となって情報の共同

化、集約化を進めることにより、大きな割り勘の効果が期待できる。自治体によっ

ては、５割を超えるコスト削減を見込まれているところもあるようでございます。

日野町は、事前に聞いたところ１割から３割ということでありましたが、この点に

ついてもお聞きいたします。 

 それと、自治体クラウド、マイナンバー制度による住民サービスの向上、また懸

念されることはどういった点を考えておられるのか。また、周知徹底方法、時期に

ついて。 

 それと、国民一人ひとりに番号を振り分けるとされていますが、例えば、新生児

の手続はどのように行われるのか、お尋ねします。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 小林議員から、自治体クラウドにつきまして再質問を頂戴

いたしました。いくつか頂戴をいたしましたが、まず導入後の通年経費、あるいは

住民サービスの向上、データセンターはどこになるのか、あるいはそのメリットの
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提示というようなことでございます。 

 先ほど町長が答弁をさせていただいておりましたとおり、共同利用型のクラウド

システムにつきましては、６町でやっていこうではないかというようなことで、現

在検討をしているというような、まず状況でございます。そうした中、各町がいつ、

どのようなシステムを導入してやっていくのかということが、まだそれぞれの自治

体で決まっていない。６町で共同するものを、何を共同でやっていくのかがまだ決

定をしていないというような状態でございます。 

 現在の状況では、日野町には約39の電算のシステムがございまして、その中で、

番号制度の対応が必要なのかなと思われる電算の36のシステムがマイナンバー制度

に対応していかなければならないのかなと思います。 

 そうした中、尐なくとも６町のうち、３つの町が共同型クラウドでやっていこう

というふうに希望されているものにつきまして、まず検討を現在やっていこうとい

うようなことで、６町でやっていくのにどういうやり方が一番よいのか、まず提案

を複数の業者さんに提示をいただく中で、その中でどういったやり方が一番効果的

なのかということを見きわめながら６町で協議をして、どのシステムをいつからそ

れぞれの町が参加していくのかということを決める作業に、今現在動いているとい

うようなことでございます。 

 そうした６町の協議の中で詳細が決まってまいりませんと、導入後の通年経費等

もまだ決まっていかないというようなことでもございますので、もう尐しお時間を

いただきたいなというふうに思います。 

 また、そういったことでございますので、何をいつからするかに決まってから最

終の業者選定に入るということでございますので、業者が決まらないと、データセ

ンターもどこに行くのか分からないというような状態でございます。 

 そうした中、６町で尐なくとも３つの町が導入をしたいなということで、現在検

討の俎上に上がっておりますのが、50のシステムがございます。これは、日野町の

システムの数え方と尐し違うところがありますので、39と50というのが卖純に比較

できるシステムの中身にはなってございませんが、その50ほどのシステムの中で、

最終的に幾つのシステムを導入するのかというようなことにもなります。 

 そういったことで、町では新しいシステムを導入するという可能性もありますの

で、そういったことも含めて、全体でコストの、割り勘効果というのは当然出てく

るというふうに思いますが、卖純に今より便利になり、あるいは住民サービスが向

上するということになれば、今現在必要となっております電算の経費と比べて、卖

純に比べることは難しいのかなというような状況も出てくるのかなというふうに思

います。 

 そうした中、共同利用型クラウドでやっていこうということで決まりましたもの
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につきましては、業者が決まりましたら、当然マイナンバー制度につきましても、

そこの共同型クラウドの中で対応していくということになるというふうに思います。 

 ただ、そこで漏れましたシステムで、マイナンバー制度の対応をしなければなら

ないものにつきましては、クラウド型システムのマイナンバー制度と連携をしなが

ら、個別にそれぞれの町で対応していくことになるのかなというふうに思います。 

 いずれにしましても、27年10月というようなタイムリミットもございますので、

それに間に合うように協議、調整を進めていかなければならないと、このように思

っておるところでございます。 

 共同利用型のクラウドのメリットということでございますが、これも先ほど町長

の方から答弁があったのと重複することがあるか分かりませんが、１つは費用対効

果ということでございます。その費用対効果といいますのは、システムを構築いた

しましても、法律上の制度改正が毎年出てくるというようなことでもございますの

で、そういった対応を個々の町でやるよりも、共同で１つの電算システムでやった

方がコストの削減効果が出てくるというようなことと、それと、いわゆるＩＴ機器

を共同調達することによって、そこでもコスト削減のメリットが出てくるのかなと

いうのが、コストメリットの大きなところであるのかなというふうに思います。 

 もう１点は、小林議員さんもおっしゃっていただいたと思いますが、いわゆる災

害時のデータ管理への対応ということで、データセンター等が日野町でないよその

ところに複数に持たれたりできることで、いわゆる罹災時の業務の継続性がしっか

りと確保できるという点、そして、電算機器での技術の進歩によりまして、さまざ

まな情報セキュリティをしっかりとしていくという、技術的な対応が求められてお

りますが、そういったことでも個々の町が対応するということよりも、しっかりと

した業者に６町がお願いをするということでのメリットが出てくるというふうに思

います。 

 そうした中、先ほども申し上げましたが、共同利用をすることによりまして、将

来さまざまな行政サービスが向上ができるのではないかというふうに思っておると

ころでございます。 

議長（杉浦和人君） 小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 再質問の中で、１つ、新生児の対応についてまだ、答弁があり

ませんので、終わってからでよろしいので。 

 再々質問いたします。 

 今、答弁で、６町の合意に至っていない、それと業者も決定していないと。この

次期は大体いつごろかと考えておられますか。お尋ねします。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（川東昭男君） 小林議員さんから再質問いただきました、マイナンバー制
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度におきます新生児についてどうかということでございますけれども、マイナンバ

ー制度そのものが、今、方向性が示されただけでございまして、何も決まっており

ませんので、現在のところお答えにはなりませんが、普通に考えまして、手続その

ものは変わらないと。そして、住民基本台帳に載せた段階で付番されるものと、こ

のように思っております。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（高橋正一君） 先ほど小林議員の方から、マイナンバー制度にかかわ

りまして、新生児の手続等はどのようになされるのかというご質問がございました。

情報という部門でお答えさせていただきます。 

 先ほども住民課長申し上げましたが、いわゆる今の税番号、社会保障制度番号制

度につきましては、今法律ができたばかりでございまして、基本的には新生児で生

まれたときに番号をつけるということは決まってございますし、申請によって個人

のカードをつくるということは決まってございますが、それ以外の詳細な設計につ

いては、今のところ、まだ手続手法等については町としては持っていないところで

ございまして、今後、国の制度設計の中に基づいて対応していかなければならない

と思っております。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 再々質問で、６町でのシステムの中身がいつごろ合意に達

するのかということと、業者選定についてのご質問をいただきました。 

 ６町それぞれがどのシステムをいつごろ導入するのかということにつきましては、

できれば年内には６町で協議、調整を整えたいなと、このように思っております。

その後、具体的な調達の内容協議を６町でいたしまして、来年度の早い時期には業

者の選定に行ければなと、現在のところはこのように考えておるとことでございま

す。 

議長（杉浦和人君） 小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 要望でございます。 

 自治体クラウド、鋭意努力していただいて、経費削減、それと住民サービスの向

上に努めていただきたいと思います。 

 次、２、役場駐車場について、以下質問いたします。 

 ①駐車台数、職員の利用について。 

 ②県内19市町の職員駐車場利用状況。職員用駐車場、３市がなしと。うち、２市

が個人で民間契約、補助あり。１市、個人で民間契約、補助不明。使用料徴収が８

市町。そのうち、条例で定めているのが１市、平成25年４月１日から施行。規則で

定めているのが１市、平成19年11月１日から施行。１町、平成21年４月１日から施

行。なしが３市。例規不明が１市１町。徴収なしが４市４町。議会事務局で調査い
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ただいた資料を総務課に提示済みでございます。考えをお尋ねします。 

 ③町内においても他市町の利用状況、条例、規則を参考にして、議員、職員の利

用状況について検討、調査、研究を行っていただきたいと思いますが、お尋ねしま

す。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 役場の駐車場の状況についてのご質問をいただきました。 

 現在、日野町役場の駐車場の区画台数でございますが、256台でございます。その

うち職員が利用するのは、日によってばらつきはございますが、150台程度でござい

ます。 

 県下の状況については、既に小林議員が今お話しされたとおりだと思いますが、

職員駐車場のない自治体が３自治体、何らかの形で費用負担を行っている自治体が

８自治体、費用負担を行っていない自治体が８自治体ということでございます。職

員駐車場のない自治体、また職員が費用負担を行っている自治体につきましては、

庁舎がＪＲ沿線など、鉄道駅に比較的近いところにある自治体が多くなっておりま

す。また、費用負担を求めている自治体では、一部、借地により駐車場を確保され

ているところもございます。 

 日野町役場につきましては、現在のところ、来客用駐車場についても一定確保が

できており、直ちに不足するような状況ではないと考えております。また、役場へ

の通勤手段となる公共交通機関は限られておりまして、自家用車以外の通勤手段を

用いることが現実的に困難な職員が多いことから、職員駐車場を確保することは必

要であると考えておりまして、職員からの費用負担を徴収することは現在考えてお

りません。 

議長（杉浦和人君） 小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 再質問いたします。 

 町長は、現在は考えていないという答弁でございました。過去において、職員駐

車場利用個人負担金徴収について、日野町で検討されたことがあるのか。それと、

役場周辺駐車場の近隣の路線価、それと駐車場の面積、それをお聞きしたい。それ

と重ねて、職員駐車場利用について調査、研究をいただきたいということで、再度

お尋ねいたします。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 小林議員から、役場の駐車場につきまして再質問をいただ

きました。 

 過去に検討をされたことはあるのかというようなことでございますが、ちょっと

確認をしないと分かりませんが、私の認識をしている限り、あるようには思ってお

りません。 
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 それと、近傍の路線価、面積につきましては、現在調査ができておりませんので、

また調べさせていただきたいなというふうに思っております。 

 利用料の徴収につきましては、先ほど町長が申し上げましたとおり、駐車場を一

定確保するというのは交通事情等もございまして、雇用者の責務の１つかなという

ふうに考えておりますので、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） 小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 他市町の利用状況について、こういう資料をお渡ししています。

その中で、条例、規則、これも書かれております。これについて検討される余地は

ありませんか。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 他市町が実施をされています条例、規則につきましては、

一度勉強させていただきたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 小林 宏君。 

８番（小林 宏君） くどいようですが、重ねて要望しておきます。ぜひとも職員駐

車場利用について、調査、研究、検討をいただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 次に、１番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 私も、蒲生議員が述べておられたみたいに、国レベルの質疑を

したいんですけれど、残念ながら学も知識もありませんので、身近なことについて、

また要望を交え、３点ほど通告書に伴い、一般質問させていただきます。 

 まず１つ目に、先日蒲生議員も質疑の中で言っておられましたけれど、私といた

しましては昨年の12月議会に消防署の移転の話を出させていただきまして、町長の

返答はまだ同じところで建てるのやという話から、私が頑張りました。それで、３

月、６月と場所を移転していただき、感謝しているところでございますが、６月に

引き続き、今回も消防署の建てかえについて質問させていただきます。 

 まず１つ目なんですけれど、消防署の新設の用地買収と進捗状況を詳しく、でき

る限りで結構ですので、お聞かせいただきたいと思います。 

 また、用地は町で用意すると聞いていますが、建物は行政組合でということでし

たが、町としては任せきりなのかどうなのかというところを教えていただきたいの

と、以前お願いしていましたけれど、今回も見事県下で消防訓練操法大会によって

日野町も優勝してくれましたし、やはり操法訓練等の場所、訓練所ですね、要望し

ていただけるのか。また、今後の対応について伺います。 

 ２つ目として、その後、現消防署の跡地を防災センターの設置にと要望していた

んですけれど、前回町長は、まだ考えておらずという返答でした。庁舎内で対応す

るとの返答でありましたが、現消防署を残すのであればその利用を、また、解体す

るのであればその有効利用をどう考えておられるのか、町の考えを伺いたいと思い
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ます。 

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

町長（藤澤直広君） 日野消防署の建てかえに関してのご質問をいただきました。 

 進捗状況でございますが、現在、大谷地先を予定地とさせていただきまして、地

権者の方々にご協力をお願いしているところでございます。ご協力がいただけるこ

ととなりましたときには、用地買収、造成の経費を補正予算において計上させてい

ただいておるところでございます。用地造成の設計を業務委託するとともに、文化

財の調査等を実施後、造成工事に着手という段取りになると、このように思ってお

ります。 

 建物建設につきましては、東近江行政組合が実施し、平成25年度に建物の設計を

していく、26年度に建設工事を実施していく計画と、現在のところなっております。

建物の建設の段階から当町の建設計画課の職員もかかわることとしておるところで

ございまして、消防ポンプ操法の訓練場所については、日野町消防団からもそうし

たご意見も聞いているところでございまして、そうしたことも含めて、町の意向も

組み入れられるように調整をしていきたいと考えております。 

 次に、現在の消防署の跡地でございますが、質疑の中でも申し上げたところでご

ざいますが、消防署が移転した後は、建物等は東近江行政組合において解体撤去を

するよう要請をしているところでございまして、跡地の利用につきましては、備蓄

倉庫なども含め、役場庁舎周辺全体の活用の中で考えてまいりたいと、このように

考えております。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 消防署の新築に際しましては、私も消防団のＯＢですので、消

防団の訓練棟はひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 言っていただきました、跡地を処理ということですけれど、備蓄とか、そういう

ようなのを考えておられるのであれば、私も確認しましたけれど、今言われる消防

団の幹部にも聞きましたし、安全なまちづくり協議会、交通安全委員会、尐年補導

委員等にも聞かせていただきました。やはり全員一致で、やっぱりそういう１つの

合同集会所は欲しいなと。また、皆さん一般の方ですので、休日とか夜間の集会が

自由にできる拠点が必要ではないかと、皆さん口をそろえて言っておられました。 

 そのことから、いわゆる防災センターの機能を持った拠点の設置を望んでいるん

ですけれど、皆さんが思われていると、望んでいるというところをどう思われるか、

町長に伺います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 各種団体の皆さんがいろいろな立場でご活躍いただいているこ

とは、大変ありがたいことであると、このように思っております。いろいろな団体
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が、それぞれ違う性格といいますか、分野は違っても、町のために頑張っていただ

いているということは、大変ありがたいことだと思っております。現在、それぞれ

林業センターだとか勤労福祉会館だとか、いろいろなところで会議等も行っていた

だいているところでございますので、そういうたまり場みたいなものが防災センタ

ーという言葉となじむのかなという気がいたしますが、いずれにいたしましても、

それぞれ活動されておられる方が今も頑張っていただいておりますので、会議等は

遺漏のないようしていきたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 村島茂男君。 

１番（村島茂男君） おっしゃることも一理あるんですけれど、消防団とかは総務課

の下である程度の活動費をいただいてしているもので、いいんですけれど、何分、

ほかの団体はボランティア、そういう精神でいますので、今日はここの集会所、あ

っちいけ、こっちですわというのと、やはり１つのところで、そこで集会するとい

うのは意識も違いますし、また、たまり場というのではなくて、防災にしろ防犯に

しろ、防ぐという気持ちの中には、やはり横のつながりというのが一番だと考えて

おりますので、できればそういう拠点に関する施設の設置も前向きに考えていただ

きたいと思います。 

 再質問、もう１つ質問いたしますけど、全国的に見ましても、今続いてですけど

防犯、防災、いろんな全国的に取り沙汰されています。今見ましても、消防関係は

総務課ですし、交通安全や防犯のことをするときには住民課に行く、そしてまた、

メール関係も緊急メールと言うてますけれど、日野め～るなんかは企画振興課の方

で担当していますし、タウンメールは教育委員会の方へ行ってください。そしてま

た防災無線や同報無線、こういう関係もありますので、いろんなシステムの問題も

ありますけれど、生活安全課か危機管理課と、そういった１つの課を設けるという

ような近い将来の展望はないのか、それも伺います。 

議長（杉浦和人君） 今、村島君、通告でないので、感想を述べられたと思うんです

けども、もしも関連するようなことで答弁できるならば、課長。 

総務課長（池内俊宏君） 今の再々質問ということで、行政組織の関係につきまして

ご提案をいただきました。 

 よその市町ではそういった議員おっしゃいますような組織になっているところも

あるというようなことでもございますので、また貴重なご意見としてお聞きをして

おきたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 大変ありがとうございます。またよろしくお願いします。 

 それでは、２番目のゲリラ豪雤に備えというところで、近年、異常気象に伴い、

日本各地でゲリラ豪雤に見舞われています。雤量が１時間に100ミリを超えるところ
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もあり、大変な被害が出ております。今まで各地区の行政懇談会でも、河川改修や

浚渫の要望が出ておりますが、県側の対応とのことでなかなかよい返事をもらえず、

進んでいないのが事実でありますが、このような中、記録的な大雤に見舞われたと

きにどのような見解を持っておられるのかを伺います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 近年、全国各地で過去の記録を超える大雤が降り、甚大な被害

が発生している状況がございます。日野町におきましても、９月４日の大雤では一

時的に40ミリに達したところもあるところでございます。 

 大雤になった場合の対応につきましては、日野町水防計画に基づき、迅速に対応

をしていくことが必要と考えております。また、行政懇談会の中で、大雤によって

河川の氾濫しやすい箇所の指摘をいただいておりまして、速やかに県にも報告をい

たしておるところでございます。また、河川改修等の要望につきましても、毎年継

続的な要望活動を行っているところでございます。今後も引き続いて必要な体制を

とり、関係機関との連携を密にしながら、住民の安全確保に努めてまいりたいと考

えております。 

議長（杉浦和人君） 村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 先日も、４日でしたか、かなり大雤が降りまして、１時間に40

ミリを超えたと聞いております。 

 それで、私もいち早く出雲川等を見に行ったんですけれど、やはり40ミリといい

ましても、すぐにもう警戒水域ぐらいには達していました。そしてまた先日、以前

中西議員等が要望されておりました、双六町の水路あたりは大丈夫らしかったんで

すけれど、近隣のところでやっぱり生活水路が氾濫するというようなことが起きて

いたらしいです。40ミリでそれだけするということは、100ミリ、それ以上、倍以上

ということは、もう想像もつかないような水量になると思います。 

 この近年の異常気象から見ても、本腰入れて県と要望実現を考えていただきたい

と思います。地元を通る出雲川も、対応は県と言っておられますが、地元では高齢

化により、危険ながらも河川堤防の草刈りや、また暑い時期での野焼きをしており

ます。また、台風等の後に大きなごみがひっかかっているようなときは、字役員等

が出て処理もしております。河川近隣の地域では、地元を守るのに、尐しの補助は

いただけるといいながらも、無償での作業をしているわけです。浚渫の要望も遠く、

また聞くところによると、有識者を通して県にお願いをしてもらっているとか、そ

んな状況やということを聞きましたけど、やっぱりそれでは行政機関の役目も寂し

いのではないかと思いますので、また、先ほど町長が、要望はしていると言ってお

られますけど、やはりもう一度本腰を入れて考えていただきたいと思いますが、も

う一度お伺いします。 
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議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 先ほど申し上げましたように、近年異常気象といいますか、想

定外という言葉が全国各地で多発しておりますので、河川の状況や土砂災害の状況

については心していかなければならない、こういうことで、役場と地元の区長さん

をはじめとした皆さんとの連携は、引き続き強化をしてまいりたい、このように思

っております。 

 あわせて、河川の改修につきましては県の事務でございますので、県にしっかり

と要望をしてまいるということについては変わりはございませんので、引き続き、

毎年きちんと県の土木事務所に要望を直接やっているところでございまして、今、

村島議員が有識者を通してと、こういうお話をされましたけれども、町としては責

任をもってきちんと直接県の方に実態を伝え、必要なところについては迅速に対応

していただくようやっておるところでございます。 

 また、地元におきましては、今お話ありましたように、草刈りをはじめとした河

川愛護の取り組みを、大変暑い中、さらには難しい斜面も含めてご尽力いただいて

いることについては本当にありがたく思っておりまして、こうした部分につきまし

ても、河川愛護などの、経費はわずかではございますけれども、それのアップなど

についても、町としては町村会を通じて県にも要望をしているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 村島茂男君。 

１番（村島茂男君） また、生活に近隣した河川ですので、危険も伴っております。

どうぞひとつしっかりと要望していただきたいと思います。 

 それでは、３つ目に入ります。 

 税金での購入品をもっと大事にといっておりますが、要望という形で、ひとつ質

問させていただきます。 

 前回、ＡＥＤの購入後の設置場所、使用方法の明記提示をしっかりとしていただ

きたいなと要望していたんですけれど、実現に至っておりません。役場内の設置場

所すら、聞くところによりますと、職員さんも知らない方もおられました。それで

は、高価な物を買って、有効利用が全然できていないような気がしますので、その

辺のきちっとした指導が必要ではないかと思いますので、伺います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 税金での備品は大切にするべきだと、当然のご指摘でございま

して、ＡＥＤだけでなくて、全ての備品、施設については丁寧に、大事に使用をし

てまいりたいと、このように思っております。 

 役場内のＡＥＤについてでございますが、保健センターホールにございます。ま

た、教育委員会事務局に、行事などへの持ち出し、および学校設置のＡＥＤの補完

用も兼ねて設置をいたしているところでございます。そうしたＡＥＤの設置場所に
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つきましては、改めて全職員にも周知をしてまいりたいと考えております。さらに、

これの活用につきましても研修等を行ってきておりますが、今後も職員研修の中で

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） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 現在、保育園、小中学校、公民館、また各行政機関に28台設置

されておられるらしいです。このうち、寄附が１台で、指定管理者にて設置１台を

除き、26台は公費で購入されておられます。 

 私が調べて積算したところ、設置用ボックスの費用を合わせますと、およそ総額

883万4,575円になりました。普通、会社等で購入した場合、また家庭で無理をして

家財を購入した場合は、必ず大事にします。１台やはり35万前後のものになります

ので、個人的なものですから、大事にして、きちっと保管するのが本来であります。

ＡＥＤだけでなく、いろんなものの設置場所、またそれの有効期限等もありますの

で、しっかりと管理していただきまして、前回も申しましたけれど、公民館には大

きい表示、この地域にはここにこういう設置していますよと。学校でも学校のどこ

にあるか分からない。多分、職員室か保健室というのは決まっているんですけれど、

やはり入ったときには、簡卖な地図でここにありますというぐらいはしていただき

たいなと思いますが、その辺の要望、どうですか。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） ＡＥＤにつきまして再質問をいただきました。 

 まず、議員がおっしゃいますとおり、公費で購入する備品については、当然のこ

とながら、大切に取り扱っていかなければならないと思いますし、有効に利用もさ

せていただかなければならないと思っております。 

 ただいまご指摘をいただきました、設置場所の明示、あるいはその職員の周知に

つきましては、また早急にしっかりと対応させていただきたいなというふうに思い

ますし、利用の仕方につきましても、研修で対応していきたいなというふうに思っ

ておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 頭の中に自分の近くにはここにあるなというのが入っておれば、

緊急の場合に、また、救急車が来るまでに対応できるかなと思いますので、その辺

の明記の方もひとつよろしくお願いします。 

 これで私の一般質問を終わります。 

議長（杉浦和人君） ここで、暫時休憩をいたします。 

－休憩 １１時３２分－ 

－再開 １３時２９分－ 

議長（杉浦和人君） それでは再開いたします。 
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 休憩前に引き続き、一般質問を許可いたします。 

 ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） ７番、髙橋でございます。まず、質問をいたす前に、一言申し

上げます。 

 去る９月６日、午後７時ごろ、西桜谷地区北区の民家より出火をいたしました。

出火に際しまして、日野町内、また町外の消防団体、各種機関の方々が迅速にお駆

けつけくださいまして、種々、消火また鎮火後の対応にと、絶大なるご尽力を賜り

ました。おかげをもちまして延焼を免れ、大事に至りませんでした。これ、ひとえ

に皆々様のご協力のおかげと感謝いたしておるところでございます。地元議員とい

たしまして、この場にて厚く御礼申し上げます。まことにありがとうございました。 

 それでは、２項目について質問をさせていただきます。 

 まず、１項目でございますが、農業基盤整備事業についてお尋ねをいたします。 

 今年６月議会の一般質問において取り上げさせていただき、農業基盤整備事業は

農作業の効率アップ、負担軽減となることから、農業従事者の継承につながり、耕

作放棄地の荒廃から生じます住環境の悪化を守る面からも効果があり、必要性があ

ることだと述べさせていただきました。そして、24年度補正予算、25年度実施の当

事業は、締め切りの段階で農道舗装が21集落、12キロメートル、用排水路が10集落、

７キロメートル、ため池２ヵ所、ポンプで１ヵ所の要望が地元からあり、また、締

め切りが間に合いませんでしたが、その後、４集落から農道約２キロメートル、２

集落から用排水路200メートルの相談を受けており、２億円強のこの事業を円滑に進

めたいと、このように当局から説明がありましたが、その後、進捗状況はどうなっ

ているのかお尋ねをいたします。 

 また、農道舗装については、正確ではないが、概ね40％ぐらいの舗装率ではない

かと、このような説明がございました。先ほどもありましたように、必要性、重要

性から見まして、舗装率の向上が望まれます。平成26年度、町当局の当事業に対し

ての考え方、また取り組みをお尋ねいたします。 

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

町長（藤澤直広君） 農業基盤整備事業についてご質問をいただきました。 

 平成24年度の補正予算で２億2,370万円の予算をお認めいただきまして、平成25

年度に繰り越しして、現在事業を進めております。８月末までに、工事請負費で6,600

万円余り、集落施工の補助金で1,000万円、用地買収、補償費、設計委託料などに約

3,000万の契約をしております。また、９月には約4,000万の入札を準備しておりま

す。これを含め、契約率は約３分の２でございまして、残る箇所についても測量設

計積算を進めておりまして、年度内に完了をするよう取り組んでおるところでござ

います。 



 

3-35 

 本年度の事業につきましては、国の緊急経済対策により対応するものでございま

して、国の補助金２分の１、残りの補助残を全額起債でできること、起債の償還に

ついては交付税措置が行われるなど、特段の支援措置のある事業でございまして、

24年度３月補正で計上し、現在繰り越して実施しているところでございます。 

 平成26年度につきましては、国の補助事業として継続するものの、当初予算のこ

うした形については、今回の実施しているような特段の措置が講じられるものでは

ございませんので、同様の対応は難しいと考えておりまして、通常の対応をしてい

くものと、このように考えております。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） それでは、再質問させていただきます。 

 今、ご答弁ございましたが、24年度補正予算に伴う25年の実施については、現在

３分の２ぐらいの進捗状況であると。なお、年度内にはほぼ完了するだろうと、こ

のようなご答弁いただきました。 

 それをもちまして、おそらく農道舗装率がどうなるかということは、もちろん正

確な数字は分かりませんけど、どちらにしても40％強ぐらいの率になるんじゃない

かなという予測がされます。したがいまして、あとそうしますと50何％強の農道が

舗装されない状況になるわけですけど、それに対してどう対応していくのかという

ことですね。これについてのちょっと考え方が、今、お聞きしますと出ていなかっ

たかなというふうに思います。 

 地元負担が発生するようなこと、それから町の負担も発生し、その上に立つのが

国の施策でございますので、基本的には国の施策がどうなるかというのが１つのポ

イントになるだろうというふうに思われますが、今現在、国の施策が明確に出てい

ないのが現状だと、こういうふうに思っております。 

 したがって、もしそういった形のものの国の施策そのもの自体が、本年度、24年

度補正予算と同じような形で組まれた場合においての考え方というのは、また変わ

ってくるんじゃないかなというふうに思いますが、基本的な今の農道舗装率、40何％

でいいのかどうかというようなところ、この辺のところ、もう一度お聞かせ願いた

いと、こういうふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（高岡良三君） ただいまの髙橋議員さんの方の再質問でございます。 

 今、出来高でいいますと、24年、25年で仕事をさせていただいている延長が、大

体37キロございます。今日までさせていただいている舗装の延長と合わせますと、

約100キロの農道に対する舗装ができてございます。ですから、今申されましたとお

り、私ども今42％ぐらいの出来高になるかなというふうには感じてございます。 

 実際に行き詰まりの農道とか、いろいろございます。私どもは、この24年、25年
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で実施させていただいた部分に対して、それぞれの農業組合さんの方を中心に申請

の受付等をさせていただきまして、おおむねそういうところについては、完了に近

い部分があるかなというふうにも思ってございます。 

 今後の方策につきましては、今町長の方が答弁申しましたとおり、一定、国の事

業は継続するものの、２分の１だけというふうなことでございますので、これに対

する町のまた裏打ち、県の方と、あと地元さんのいただく方と合わせますと、大変

な負担になってくるということを考えますと、もう尐し地域の方々、それぞれの区

の方に向けましても、要望の体制をどうするのかということも、１つは考えなだめ

だというふうに思っておりますのと、あわせて、今また国の方で経済対策の補正を

組むという話を、この月中くらいという話も聞いておりますし、今の24年繰り越し

でさせていただいている部分につきましても、１月弱で取りまとめをしないといけ

ないというふうな状況にまたなり得るかも分かりませんが、私ども、そこを尐し情

報も広げながら、対応してまいりたいというふうに考えておりますので、若干では

ございますが、あと、この24年度で受け付けをさせていただきましたことに対しま

して、時間が非常に短かったものでございますので、先ほどご指摘いただきました

ように、約６ヵ所の農道、また用水路、排水路の要望を聞いておりますが、この部

分につきましても、今３分の２の発注をおおむねさせていただきまして、その中で

の入札差金等を鑑みますと、その部分はおおむね今年度でさせていただけるかなと

いうふうに、予測を立ててございます。このことにつきましては、10月末にはそれ

ぞれ要望いただいております集落の方に、手続のまた連絡をさせていただこうとい

うふうに思ってございますので、尐し今後の国の情勢とか、そこらを見ながらの対

応になりますが、現状では、今の状況では事業をそのまま継続ではないわけですの

で、難しいかなというふうに考えていますが、そこら辺は情報を的確に拾い上げて

いきたいというふうに考えてございます。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 今、課長さんの方から、一応締め切りには間に合わなかった６

地区についての見通しはほぼついたと、このようなご発言をいただきました。あり

がとうございます。ぜひ実施につながるようにご努力をお願いしたいと、こういう

ふうに思っております。 

 それから、ちょっと申し上げておきますと、農道舗装、この２年ぐらいで大きく

進みました。皆さん、車で通っていただくと分からないんですが、自転車等で通っ

ていただきますと様変わりしていますよね、この２年ぐらいで。日野町、本当にそ

ういった意味ではすばらしい農道になったんじゃないかなというふうに実感をいた

すところでございます。 

 しかしながら、できているところ、できていないところ、これが非常にアンバラ
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ンスのような感じがしますのが１つ。それから効果性ですが、もちろん今まで農道

については、年に何回か出まして、補修関係ってやっていました。この補修関係の

作業が、極端に軽減されたというようなことでございます。草刈りもやっておりま

した。それも軽減されます。それから、雤の日だと穴が分からないんですね。そう

いった部分も解消されたというようなことです。付随しまして、ジョギング、ウォ

ーキング、非常に活用しやすくなった、このような効果も生まれているのが現状で

ございます。そういった意味の中で、もう尐しやはり舗装率が上がったらどうかな

という感じがいたしたしてなりません。 

 今聞きますと、国の予算そのもの自体がどうなるかというような不透明なところ

がございますので、判断が非常にしにくいと思うんですが、ぜひ前向きな形で、も

し出ましたら、検討していただくようにお願いを申しておきたいと、こういうふう

に思いますのでよろしくお願いします。 

 それでは、２項目めの質問に入らせていただきます。 

 町の将来像の策定、町政の運営にあたっては、広く町民の方のご意見を反映させ

るべきだと、このように考えます。 

 日野町では、平成23年度から平成32年度の政策施策となります第５次総合計画に

ついては、住民へのアンケートの実施、また、まちづくり懇話会の設置など、住民

の提言を取り入れられた中で策定されております。また、行政懇談会での各地区の

要望を受けまして、今回の本議会にも補正予算として提案をされていますことは、

町民のご意見を聞こうという、町政そのもの、自治体の考え方を反映させているん

じゃないかなという形で評価いたしております。今後につきましても、町民のご意

見を重視した町政運営に臨んでいただきますようお願いをいたしておきたいと、こ

ういうふうに思います。 

 そこで、お尋ねをいたします。 

 先ほど述べましたように、住民主役の観点から見まして、住民のご意見は非常に

重要な位置づけであると考えますが、現在日野町では意見収集のためにどのような

ことをされているのか、主な内容をお尋ねしたいと、こういうふうに思います。 

 また、町民のご意見としての手段として、電話、手紙、来庁、このようなこと、

多様であるというふうに思います。また、その受ける場所もさまざまであろうかと

予測をいたしております。そういった中で、返答の有無、返答の内容の確認、庁舎

内へのディフュージョンをするか否かの判断が必要であると、このように考えます

が、取り扱いはどのようになっているのかお尋ねをいたします。 

 また、さまざまなご意見に対して、行政がどのように向き合っているのか。意見

の反映状況はどうか、どのような意見が出されているのか、こんな問題いいのかな

というような身近な問題も出していいのかな、意見内容、回答に関心を持っておら
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れる方もございます。そういった意味で、住民へのお知らせが必要かなという考え

を持っておりますが、開示はどのようにされているのかお尋ねをいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 町民の皆さんの、町政へのご意見の反映についてということで

ございます。 

 まず第１に、この議場において、いつも議員の皆さんからもいろいろな角度から

ご意見やご提言も賜っておるところでございますが、そうした手法の基本的な部分

につきましては、区長会、各地区ごとの行政懇談会、各種団体との懇談会などが基

本となってお聞かせをいただいているのではないかと、このように思います。また、

町長懇談日だとか、車座懇談会だとか、そういう部分におけるご意見やご提言もお

聞かせをいただいておりますし、現在、１階の町長懇談室で、直接住民の皆さんか

らお話を聞かせていただくこともあるわけでございます。 

 さらに、町の総合計画をはじめとした、いろいろな計画等につきましては、懇話

会を設置して、ご意見やご提言を賜る、さらにはアンケート調査を行う、パブリッ

クコメントを行う、こうした形で計画等に反映をさせていく手続を行い、努力をし

ておるところでございます。 

 こうしたこととあわせて、町民の皆さんの個別のご意見やご提言をお聞かせいた

だくための方法として、広報ひのに毎年４回掲載して案内をしております、住みよ

いまちづくりへの提案はがきを通じて、住民の皆さんから町政へのご意見、ご提言

をいただいております。 

 いただきましたご意見等は、その業務の担当課を中心に、関係する課と協議を行

って、回答書を作成し、封書で返事をさせていただいているところでございまして、

あわせて、その回答内容に基づいて、必要となる対応を図っておるところでござい

ます。 

 ところで、提案はがきに関する開示についてでございますが、その年度ごとにご

意見やご提案の内容を趣旨別に分類して、その件数を広報ひのでお知らせいたして

おります。また、提案はがきの具体的なご意見とその回答について、公表すること

が適当と判断したものについては、個人情報保護の視点を考慮した上で、広報ひの

に掲載している場合もあるわけでございます。 

 ただ、町への手紙につきましては、個人的な観点がほとんどでございますから、

もともと開示を前提としたものでもないというふうに思いますので、こうしたもの

については、取り扱いについては留意をしなければならないのではないかと、この

ように思っております。 

 引き続き各種団体や行政区の皆さんからのご意見とともに、それぞれの町民の皆

さんのご意見も反映できるよう努めてまいりたいと、このように思っております。 
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議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 今、町長の方から、るる意見収集にあたっての手段、お聞きを

いたします。 

 いろんなことをやられているというふうに理解をいたしております。それにつき

まして、町政にどう反映していくのかという形については、政策の中で出てくるん

じゃないかなというふうに思っておりますが、ただ僕、なぜこういう形の、今回質

問をするかということの前提なんですけど、実は昨年度、地区の方が個人的に県へ

要望手紙を出されました。私、読ませていただきまして、回答がまいりました。ま

ったくもって、回答というんですか、要望に対しての取り扱い、プライバシーの問

題がありますから言いませんけど、極めて不親切、こういうことなんです。要望に

対しては、これできること、できないことがありますよ。それよりも、要望に対す

る取り扱い、これが極めてずさんである。この要望そのもの自体の問題よりも、こ

んなことで県政が行われているんかと。この不信感に陥ったと。 

 だから、したがいまして、今日申し上げましたのは、もちろん町民の方のご意見

を吸い上げ、町政に生かしていく、このツールが順次回っていけば、町民と行政の

間の信頼関係がますます深まるだろうと、こういう意味からも、町民のご意見を吸

い上げる機能として大事かなというふうに思うのが１つでございます。 

 ただ、もう１つ、やいばになるんです。１つ間違えば、今までやってきたことが

裏目に出ます。取り扱いに関しては十分にそういったことを配慮して、返答に対し

ては真摯に、できること、できないこと、もちろんあるわけですので、特にできな

いことに関して真摯に受けとめるということ。 

 それから２つ目には、要望あって、即回答するということ。もう１月も２月も置

いておいて、まず何らかの形でアンサーする、検討しますとか、後でご返事します

とか、そういったことに対して絶対にやっていただきたいと、こういうふうに思っ

て。残念ながら、僕は県の回答を見まして愕然としました。そんなことのないよう

に、ひとつお願いを申し上げておきたいというふうに思います。 

 今申し上げましたように、これ、ご意見というのは、本当に町政とご住民との信

頼関係というのが、大きく僕はツールだと、このように思っておりますので、その

辺のところ、自覚してやっていただきたいのが１つ。 

 それから、先ほど庁舎内で、この辺についてのコミュニケーション、全庁舎に関

してどういう形でディフュージョンしていくかというシステムをつくらなきゃいけ

ない。例えばこれも簡卖、例えばの話で、住民課に関して、接客が悪いな、もっと

しっかり接客の内容について知識を持ってほしいな、態度がよくないよ、こういう

形の、ご意見が出てきました。と、住民課だけで済まないんです。これはこういっ

たことに関しては、ぜひ庁舎内における知識の向上、それから接客態度の対応、こ
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れをやろうじゃないか、こういったご意見が出てきますよというような形における

ディフュージョンしなきゃいけないよ、そういったことが大事かなという意味から、

庁内における意見の集約、管理機能、この辺のところをぜひ持っていただきたいな

というふうに思います。 

 そういった意味で、１つだけお聞きします。そういった形の情報の管理機能を今

お持ちなのか。まだ持っていないなら、持とうとされているのか。これだけちょっ

とお聞きします。 

議長（杉浦和人君） 総務政策主監。 

総務政策主監（平尾義明君） 髙橋議員さんの再質問でございます。 

 議員もおっしゃるとおり、住民の声を聞くということで、広報に住みよいまちづ

くりの提案はがきということで出させていただいていまして、いろいろとご意見等

をいただいているところでございます。このご意見につきましては、秘書担当の方

で取りまとめをいただいて、担当する課の方にその内容について開示をさせていた

だいて、記名されている場合については返事をするということで、回答文を書いて、

まず総務政策主監まで回すということにしています。そこでいろいろと意見がつい

たものについては、再度返却をして、訂正をして、再度町長まで決済を回して、親

切丁寧に回答をするというふうにしております。 

 多課にまたがるといいましょうか、接遇等については、おっしゃるとおり、もし

住民課でしたら、住民課だけでとどまるわけではございませんので、そういった部

分については主監課長会議でその内容についていろいろと議論をして、今回のいろ

んな一般質問についても、主監課長会議の中で、また接遇について出てるでという

ことについて、もし何が悪いんやというふうなことを、また課内で、もう一議論を

してほしいと、そういったことまでやらせていただいているところでございます。 

 議員もおっしゃるとおり、やっぱり信頼関係です。その中で信頼関係がやっぱり

深まっていくということについては大事にしていきたいなと、このように考えてい

ますので、よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 情報を一元化するような形で、より進めるような形でお願いし

たいというのが１つと、尐なくとも町長には一通りの形で目が通せる状況に、管理

機能としてはする必要があるんじゃないかなと、こういうふうに思いますので、そ

の機能も持っていただきたいなと、こういうふうに思います。 

 それから、先ほどの広報ひのに出ておりますが、僕ずっと読んでいますけど、一

部だけですよね、公表されている人。せっかくあれだけの回数出されているわけで

すから、もちろんプライバシーの問題ありますので、全てに対して開示するという

ことはできないと思いますが、工夫によって出せる方法もありますので、そういっ
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た意味で、こんな意見が出ていますよ、同じようなご意見持っている方もおられま

す、こういうことなのか、アンサーによって分かることもございますので、できる

だけ広報に関して活用していただき、そういった形のもので、身近なものにしてい

ただくようお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 次に、13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、私は憲法と平和問題という形で、特に６月にも憲法

問題というのを取り上げましたけれども、参議院選挙後、特に急激に危ないという

のか、危険な状況が来ておりますので、特にその点について、皆さん、ぜひ質問さ

せていただきたいと、このように思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 もう既にご承知のとおり、安倍内閣の政治に対して、消費税の大増税とか、原発

の再稼働、さらには憲法改正など、どうも危ないぞという、こういった不安と危機

感を感じておられる、こういった人々が今すごく広がりつつあるわけであります。

この夏の、特に参議院選挙がその中で行われたわけであります。その結果、ご承知

のとおり、国民からさまざまな批判は受けながらも、自民、公明の両党で参議院の

過半数を確保しました安倍政権というのは、早速あらゆる分野で暴走ともいうべき、

露骨で危険な姿勢をあらわにしているのではないでしょうか。例えば、消費税の大

増税、雇用の問題、さらには生活保護の引き下げをはじめとした、社会保障の切り

捨て、福島原発での放射能汚染水の垂れ流し、同時に原発再稼働の問題、ＴＰＰ問

題、米軍基地の問題、そして憲法問題など、私はどれをとっても、私たち国民生活

にとって全く相反するものばかりであります。 

 安倍政権は、参議院選挙での議席の過半数の確保、さらには昨年末の衆議院選挙

での、特に改憲派といわれる議員が３分の２を占めるというような危険な状況のも

とで、中でも私たち国民生活の根幹をなすべき日本国憲法を改悪するということが

急浮上していることは、私は軽視できない重大問題だと言わなければならないと思

います。とりわけ、憲法９条の持つ意義は、計り知れない、偉大なものであること

を改めて認識する必要があるんではないでしょうか。 

 憲法９条とは何か、それは私なりに考えてみますと、２つの意義があると思いま

す。その１つには、侵略戦争に対する反省の意義でもあります。日本が二度と戦争

をしないという、国連と世界の諸国民に対する、国際条約的な誓いの約束でありま

す。この９条があったればこそ、今の日本の財界にとって、経済的価値も大きかっ

たわけであります。日本の企業が、かつて侵略しましたアジア諸国の中で立派に経

済市場に参入できたのも、平和のシンボルである、この９条があったればこそだと、

私は思っているわけであります。同時に、戦後の奇跡的な復興を実現できたのも、

この憲法９条の力でもあったわけであります。 

 いま一つの意義というのは、核兵器をなくして、世界の人々を核戦争による全滅
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から救おうということから生み出されたものであります。今からちょうど68年前、

1945年８月６日には広島に、９日には長崎に、人類史上初めての原爆が投下されま

した。原爆の爆風と熱線、放射線は一瞬のうちに両市を破壊させ、広島では14万人

以上、長崎では７万3,000人以上の命を奪ったわけであります。助かった人たちも原

爆症で苦しみながら、毎年尐なくない人々がこの世から亡くなっております。こう

した苦い経験を味わった日本だからこそ、世界における役割は計り知れない大きな

ものがあるわけであります。ちょうど２年前の福島原発事故を体験したこの日本と

いうのは、核汚染による被害を出さないという願いのもとで、「原発ゼロの日本を！」

の運動が大きく高まっております。これはまさに憲法９条の精神から生み出されて

きていると言っても過言ではないのではないでしょうか。 

 こうした憲法９条をはじめとした、日本国憲法を改正しようとしているのが、今

の政府自民党が発表した改憲案であります。改憲案の中身については、一口に言っ

て、日本をアメリカとともに海外で戦争できる国につくり変えてしまおうというこ

とであります。これは、私が感じているところでは、よく選挙の中で、自民党が選

挙ポスター張られております。この中に出されているスローガンは、「日本を取り戻

そう」というスローガンであります。これは、まさにそのことを目指しているので

はないでしょうか。自民党の改憲案の中では、憲法前文でうたわれております、現

在は「天皇は日本国の象徴である」といった部分のところを「元首」に変える、つ

まり、天皇を国家の主権者に位置づけようとしているわけであります。また、９条

２項でもうたわれている戦争放棄の内容を削除して、新たに国防軍をつくって、海

外での戦争を認めることが書きこまれているわけであります。 

 ただ、それだけではなくて、国民に保障する基本的人権がうたわれている97条を

全面削除して、基本的人権を否定し、憲法の平和的、民主的条項をなくすなど、全

面改正を行うという内容となっているわけであります。これらは、まさに国民を無

視、無権利状態に追いやった、あの戦前の帝国憲法に逆戻りさせる、恐ろしい内容

となっているわけであります。 

 そうした背景のもとで、安倍政権は、衆議院、参議院の選挙後、急浮上してきた

問題として、憲法９条を改悪することに批判の声が大きくなってきていることを避

ける狙いとして、現憲法のもとでも集団的自衛権の行使をできるように、政府解釈

の変更を行おうとしているところにあります。今日まで９条がある中で、いくらア

メリカによる海外での戦争に対して日本の自衛隊が派兵されても、一切の武力行使

をしてきませんでした。言いかえれば、国連憲章で定めております、他国の起こす

戦争への参加、つまり集団的自衛権の行使は、憲法上行うことができないという歯

どめとなっているわけであります。その歯どめを憲法解釈だけで行えるように、内

閣の法制局長官の首をすげかえる、こういったことを行うなど、危険性が現在増し
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てきているわけであります。そうした憲法改憲に向けての外堀を埋める憲法解釈策

動は、断じて許してはならないと思います。 

 また、内堀を埋める策動として、憲法96条の改正手続の過半数への緩和によって、

一般の法律と同じ扱いにして、憲法の重みを取り除こうとしていることも、断じて

許されるものではありません。国会議席の過半数以上、また衆議院では改憲派議員

が３分の１を握っている、こういった安倍政権のもとで、数の力で野望を一気にむ

き出しにして、本丸でもある憲法９条をはじめ、全面改憲を行おうとしている悪さ

は、世間を背景に絶対阻止しなければならないと思います。平和憲法の全面改憲は、

戦争も核もない平和な社会を目指す、全世界の世論の流れに逆行するものであり、

断じて認めるわけにはいかないと思います。憲法の改憲を許さず、憲法を守り、生

かすことは、私たち日本国民の歴史的使命ではないでしょうか。私は、特に非核日

野町宣言をいち早く行った町民の１人として、その先頭に立って頑張ることを改め

てこの場で決意するものであります。 

 そこで、伺うわけであります。 

 その第１は、憲法を守り、生かす立場を機会あるごとに表明されている町長とし

て、最も危険な今の状況、安倍政権の今日的策動をどのように捉え、町民の皆さん

にどのようにアピールされるのか、ぜひお伺いしたいと、このように思います。 

 ２つには、戦後68年経過する中で、あの悲惨な戦争の体験、語り部、こういった

方が、高齢化によって尐なくなってきているのが今の実情だと思います。風化する

傾向、これをなくすためにも、行政はもちろんのこと、各種団体が粘り強い取り組

みを今日まで行ってきているわけであります。 

 日野町は、ちょうど60年前から平和への取り組みを行ってきております。今日で

は、この８月に行いました日野町反核平和の集い、これを絶えず粘り強く行って、

世論喚起に努めているわけであります。町では、ちょうど８年前の戦後60年の事業、

今年に至ってはあのふれあい学習会、町と教育委員会の主催によって憲法学習会が

行われたわけであります。まさに毎年さまざまな行政なりの取り組みがされている

ことは評価できるわけであります。 

 そこで、私は、特に29年前に非核日野町宣言ができました。この中の１項目の中

に、「町民に知らせて世論喚起につとめる」ということを明言しているわけでありま

す。そういった立場から、ただそれらの取り組みを大いにやるわけでありますけれ

ども、やはり生きた遺産的なものが、ややもすれば個々の管理だけに置かれておっ

て、全体の者に共有するものになっていないのではないか、こういったこともいろ

いろ感じるわけであります。 

 そこで、実物によるような戦争の語り部、さらには世論喚起への取り組み、こう

いったことについてのご決意をお伺いしたいとこのように思いますので、よろしく
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お願い申し上げます。 

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

長。 

町長（藤澤直広君） 對中議員から、憲法の問題についてご質問をいただきました。 

 日本国憲法というのは、平和主義、基本的人権の尊重、国民主権ということで、

世界に誇るすばらしい憲法であるというふうに私は思っておりまして、常々そうい

う立場から、憲法の全ての条項を尊重しながら、町政の中で町民の暮らしの改善の

ために、大いに憲法の趣旨を生かさなければないものと、このように肝に銘じてお

るところでございます。 

 そうした中で、今ご指摘ありましたように、憲法解釈の変更等がいろいろ注目を

されているところでございますが、歴代内閣において解釈されてきたことが、政府

の都合によって変えられるということになりますと、憲法という重みが本当に薄れ

てしまうというか、そういうような乱暴なことをするということは決して認められ

るものではないと。政府の都合で憲法解釈の変更ができるということになると、そ

もそも憲法というのは、政府の統制をしっかりとチェックしていくということが憲

法の役割でありますので、これは憲法の趣旨からいっても認められるものではない

のではないかと、このように思います。 

 あわせて、憲法96条の改正についてもいろいろ議論がされているところでござい

ますけれども、これも憲法の本来の趣旨である、政府の統制という根本的な性質を

弱めるものでありまして、国民主権という憲法の精神にそぐわないものであると、

このように思っておりまして、憲法というのは、法律とは違って本当に国の根幹と

なるものでございますので、ときの政府の都合によって変えられるというものであ

ってはならない、このように思っているところでございます。 

 そういう意味では、先の戦争を通じて、苦い経験を通じて、軍国主義国家から自

由と平和を愛する文化国家に変わった、その精神をしっかりと引き継いで憲法の趣

旨を守り、発展させることが大切なのではないかと、引き続き暮らしの中に生かし

ていく立場で取り組んでまいりたいと、このように思っております。 

 また、平和への世論喚起につきましては、昭和59年12月に議会議決されました非

核日野町宣言の周知とあわせて、恒久平和記念のため、毎年８月６日、９日の広島、

長崎における原爆投下の時刻、および15日の終戦記念日にあわせて、サイレンの吹

鳴と黙禱の周知を全戸にお願いの啓発をしているところでございます。 

 また、今年も町内のいろいろな団体の皆さんによりまして、核兵器の恐ろしさの

問題や平和の大切さを伝える取り組みがされているということで、大変ありがたく

思っております。今後、確かに戦争を体験された世代が高齢化をされていることか

ら、その体験を風化させず、社会全体で引き継いでいくことが大事な課題というふ
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うになっております。戦後70年も間近になっている中でございます。引き続き平和

や平和への世論喚起のために、できる努力をしてまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） 戦争というのは、憲法問題についての基本的な考え方、絶えず

私も耳にたこになるほど聞いておりますし、ぜひこれを大いに住民にはアピールさ

れている、新聞報道の中にもよく出ておりますけれども、さらにその姿勢で頑張っ

ていただきたいと、このように思うわけであります。 

 そこで、２つ目に述べました問題で、戦争風化をさせないということと同時に、

世論喚起、これ一体のものだと私は思うわけであります。その中で、前回もちょう

ど昨年、日野町が60年前から平和運動に取り組んできているというポスターも持っ

てお話しさせていただいて、それならば日野の町史編さんの中でも、近代史の中で

も若干でも載せられたらなという話もありまして、町史編さん室もいろいろお願い

に行きましたけれども、なかなかそれをというのは難しいみたいな感じも若干して

いるわけであります。それはやむを得んなということを考えているわけであります

けれども、私はそこで特に言いたいのは、語り部、高齢化されている、風化させな

いためにも、物による、また冊子でもよろしい、そういうようなものによる引き継

ぎというのか、次の世代に渡していく、これを今本当に取り組んでいく必要がある

んではないかなということを感じます。 

 ちょうど戦後60年の、今から８年前にされたわけですけども、これ、日野でも画

期的なことであって、これ、冊子ができているわけ。この中に投稿されて、いろい

ろ中身見ていまして、なるほどなと思って、これは実際残るものですね。これを、

はっきり言って、日野町住民の方があんまり知らんというわけですね。この中には

よい資料もありますし、これいいなと思って、これ１冊500円ということを言われて

おりましたけれども、こういうことが何か生かされるように、また積み上げていく

ような、そういう取り組みがやっぱり必要かなということを特に私は感じます。 

 そこで、日野町では、近江日野資料館でもそれなりの戦争、平和問題の陳列もさ

れます。また、町史編さんでもそれなりの取り組みもされ、考え方も持っておられ

るし、日野町の企画振興課ではそういったこと、全体的な立場で物事を考えておら

れます。この３つがかちっとそろって１つの遺産をつくっていくというのか、後世

に残すためのものをつくっていくという取り組みは、やはりひとつ必要でないかな

ということを、私は常々思っているわけであります。ぜひそういった立場からどの

ように思われるのか、ぜひ聞かせてもいただきたいと思います。 

 それと同時に、戦後70年、あと２年すれば70年になります。70年というのは、も

う上げ法事で終わったのでということでなくて、戦争と平和の問題は、これ永久的

に続く問題なわけですね。その点で、ぜひ戦後70年の事業、今から取り組まなけれ
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ばならないと私は感じておりますし、そういった本当の気持ちがあるのかどうか、

ぜひお聞かせいただきたいと、このように思いますので、どうかよろしくお願いし

ます。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 戦後60年の事業を町民の皆さんとともに実施させていただいて、

既に８年がたつということであります。大変多くの皆さんに協力いただいて、当時、

戦後60年記念事業を実施しました。今、１階の町長懇談室の前にも、そのときに提

供いただきました、戦争にかかわる資料も展示をしておりまして、来庁される方も

それを見ておられるということも思います。そういう意味では、戦争の実相を継承

していくということは大変大事な課題であると、このように思っておりますし、そ

れはまた、町民の皆さんのご協力がなければできないことでもあるということでご

ざいます。 

 確かに、戦後70年がもうすぐやってくるわけでありますので、それに向けてどの

ような活動が町民の皆さんとともにやれるのかということについては、これからい

ろいろと庁内、役場の中でも議論をして、また皆さんのご意見も伺う中で実施をし

ていけたらいいなと、このように思っております。いろいろな点から平和の問題を

しっかりと継承していくということ、また、常々私は申し上げておりますけども、

戦後70年という言葉を使いますが、決して戦前にこの時期をしてはならないと。戦

後70年、戦後80年、戦後100年がずっと続くようなこの国でなければならない。その

ためには、私たちが努力をしなければならないのではないかというふうにも思って

おりますので、町民の皆さんとともに、またどのような取り組みができるのかにつ

いても真剣に考えてまいりたいと、このように思います。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） もうそれ以上聞かないわけでありますけれども、私、特に戦後

60年の事業誌見ていまして、この中の16ページに載っていまして、なるほどなと思

っていましたが、例の昭和20年８月15日に終戦になったわけです。終戦になった翌

日、16日に、日野町に部隊として戦争部隊があったわけですね。その部隊長の内倉

中尉というのか、この方が、妻とそれから子どもさん２人を道連れに自決をしたと

いうのが、今、大窪霊園に皆きちっとありますけれども、あれを飾っておられると

いうのは以前から聞いておりましたけれども、今、もう亡くなられましたけれども、

日野町の議会の議長をやっておられました岡弘太郎さんが、そんな話を私のところ

でされまして、戦争問題では、なくそうという問題では党派を越えて一致するんだ

なということで、私はそういう意味で親しくなったわけであります。 

 この中尉、ちょうど中尉の息子さんが小学２年生やったよね。長男である子も親

に殺されたというのか、自決したわけでありますけれども、戦争の責任をとろうと
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いうことであったかも分かりませんけれども、つまり、生活まで破壊されてしまう

という、その生々しい実態が、大窪霊園のあそこで自決されているのがあります。

ぜひまた見に行ってもらいたいわけでありますけれども、こういうような生きた部

分というのか、遺産というのが日野には何らか、やっぱりあるんかなと思います。

これはなかなか、ありますけれども、１つにまとまっていない、ものすごい弱さが

日野にまだあります。そういう意味で、ぜひそれは資料を、町史編さん室と教育委

員会さんの方でちょっとバックアップしていただいて、企画とも連絡取りながら、

そういうことをまとめていくとかいうようなこともその１つではないかなというこ

とを、私は特に思っております。 

 ぜひ戦争をなくそうという問題と、それから反核平和、核兵器をなくそうという

問題が一体のものであるという、そういった取り組みとして私たちも頑張っていき

ますので、ぜひ行政の皆さんもそういった立場でよろしくお願い申し上げたいと思

いまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

議長（杉浦和人君） 以上で、通告を受けました一般質問は全て終了いたしました。 

 ここで、総務課長から発言を求められておりますので、これを許可いたします。

総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 議長のお許しをいただきましたので、對中議員から町道認

定の議案に関連をいたしまして、町道以外の町有地で、公衆用道路として機能をし

ております、いわゆる法定外道路につきまして、地方交付税に算入されているので

はないかということで、昨日ご質問をいただいた件につきましてお答えをさせてい

ただきたいと思います。 

 まず、普通交付税の算定につきましては、昨日答弁をさせていただいておりまし

たとおり、町道認定をされた道路や、道路台帳に登載をされております農道以外の、

いわゆる法定外道路の延長や面積を測定卖位として、個別に算定をされるものはな

いというような状況でございます。 

 ただ、個別の算定ではございませんが、法定外道路を含みます町内の土地の面積

全体を測定卖位として、包括的な算定が一部の算定も項目ではされておるところも

ございます。議員が耳にされました情報とは異なるかも分かりませんが、このよう

な包括的な形として、町の面積全体として算定されているという点では、その中に

一部含まれているとも言えなくもないというようなことで、この件につきましての

お答えとさせていただきたいというふうに思います。 

 それともう１点、本日小林議員から駐車場に関しましての一般質問で、路線価、

面積につきまして答弁漏れがございました。役場の駐車場の国道側では、路線価と

いたしまして１平米当たり２万3,700円でございます。また、駐車場の面積は、全体

で約7,200平米ということでございます。 
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議長（杉浦和人君） 以上をもって本日の日程は全て終了いたしました。委員会審査

および調査につきましては、17日午前９時から予算特別委員会、午後２時からは学

校給食問題検討特別委員会を、18日には午前９時から産業建設常任委員会を、午後

２時からは企業誘致・幹線道路整備特別委員会を、19日午前９時からは厚生常任委

員会、午後２時からは総務常任委員会をそれぞれ開き、委員会の審査および調査を

お願いいたします。各委員会の招集につきましては、委員長の通知を省略いたしま

すので、あらかじめご了承をお願いいたします。 

 ９月25日には本会議を開き、委員長報告を求めますので、定刻ご参集をお願いい

たします。 

 本日は、これをもって散会をいたします。 

 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 １４時２７分－ 


