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第１回日野町議会定例会会議録 

 

平成２６年３月１２日（第２日） 

開会  ９時０８分 

散会 １７時１４分 

 

１．出席議員（１２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 

 

２．欠席、遅刻、途中退席および早退議員 

 ８番  小 林  宏 （欠席）    

 

３．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（１８名） 

 町 長  藤 澤 直 広  副 町 長  平 尾 義 明 

 教 育 長  奥 村  薫  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 

 上 下 水 道 課 長  中 五 宣 夫  生 涯 学 習 課 長  福 永  豊 

 学校教育課参事  安 田 寛 次  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 議第３２号 日野町清田財産区管理会委員の選任について 

 〃  ２ 議第１号から議第３２号まで（日野町情報公開・個人情報保護審

査会委員の委嘱についてほか３１件）および報第１号から報第５

号まで（専決処分の報告について（工事請負契約の変更について

（日野町役場庁舎耐震補強その他（電気設備）工事））ほか４件）

について 

〔質疑〕 

 〃  ３ 議第１号から議第５号まで、および議第３２号（日野町情報公開・

個人情報保護審査会委員の委嘱についてほか５件）について 

〔採決〕 

 〃  ４ 請願第１０号 地方教育行政への国や首長の関与の強化に反対す

ることに関する請願書 

 〃  ５ 議第６号から議第３１号まで（日野町附属機関設置条例の制定に

ついてほか２５件）について 

〔委員会付託〕 

 〃  ６ 一般質問 
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会議の概要 

－開会 ９時０８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、12名であります。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。 

 はじめに、未曾有の被害をもたらしました東日本大震災から、昨日で３年が経過

いたしました。改めて、犠牲になられた皆様方のご冥福を心からお祈り申し上げま

すとともに、今なお不自由な暮らしを余儀なくされている被災地の皆さんに、心か

らお見舞いを申し上げ、一日も早い復興をお祈り申し上げます。 

 本日の議事日程は、お手元へ印刷配付のとおりであります。 

 日程第１ 議第32号、日野町清田財産区管理会委員の選任についてを議題とし、

町長の提案理由の説明を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） おはようございます。 

 それでは、提案理由の説明をさせていただきます。 

 日程第１ 議第32号、日野町清田財産区管理会委員の選任について。本案は、日

野町清田財産区管理会委員のうち１名が欠員となったことに伴い、後任の委員とし

て関係区長から推薦を受けた 澤克美氏を選任しようとするものでございます。任

期につきましては、前任者の残任期間となります平成27年６月17日まででございま

す。ご同意のほど、よろしくお願い致します。 

議長（杉浦和人君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

 日程第２ 議第１号から議第32号まで（日野町情報公開・個人情報保護審査会委

員の委嘱についてほか31件）を一括議題とし、各案に対する質疑に入ります。 

 また、報第１号から報第５号まで（専決処分の報告について（工事請負契約の変

更について（日野町役場庁舎耐震補強その他（電気設備）工事））ほか４件）につい

ても質疑を許可いたします。 

 質疑はありませんか。５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、何議案かにつきまして、何点かの質疑を行わせてい

ただきます。 

 ３月議会でございまして、３月末日をもってめでたく定年退職を迎えられ、昭和

47年に奉職後、42年間の長きにわたり日野町発展のためご尽力をいただきましたひ

な壇におられる管理職の方３名に、今日までのご苦労に感謝の意を込め、まず質疑

を行わせていただきます。 
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 最初に、西川会計管理者にお伺いいたします。西川会計管理者には、私の在職中

には、同じ西大路地区の職員として、地区の職員旅行や懇親会で楽しく過ごさせて

いただきました。公務面では、私の総務課長のときに課長補佐として、至らぬ私を

お支えいただきました。西川会計管理者は石部金吉のような方で、最後の職、会計

管理者は適職であったかと思っております。 

 さて、西川会計管理者への質疑は、議第13号、平成25年度日野町一般会計補正予

算（第７号）に関してお伺いいたします。記者発表され新聞に報道されました、源

泉所得税の徴収漏れは、３人の土地家屋調査士に支払った業務委託料14件、62万

2,242円であります。一般会計補正予算書の歳出31ページの、源泉所得税等納付金45

万7,000円で、歳入は25ページの源泉所得税等納付金42万7,000円であります。 

 そこでお伺いいたします。62万2,242円と45万7,000円の差額16万5,000円余りは特

別会計分と思って特別会計の予算書を見たところでございますが、どこの会計にも

源泉所得税の文字が見当たりませんでした。一般会計にはその文字があるんですが、

特別会計にはどこにもその文字が見当たりませんでした。この金額はどこに潜んで

いるのでしょうか。 

 また、一般会計補正予算書の歳入42万7,000円と、歳出45万7,000円の差額３万円

は、不納付加算税と延滞税分なのでしょうか。そしてこの金額の財源は町税なので

しょうか。もしそうであれば、一般的に歳入の説明欄には延滞金の項があるのです

が、歳出では区分けされなかったのでしょうか、お伺いをいたします。 

 次に、山田繁雄税務課長にお伺いいたします。山田税務課長には、私の在職中に

は、私的には野球部やゴルフ部でも楽しく過ごさせていただきました。公務面では、

産業建設主監のときには建設課長として私をお支えいただきました。山田課長は、

滋賀県職員とのパイプを育てておられまして、日野町のために大いに役立てて下さ

いました。 

 さて、山田課長への質疑は、議第23号、平成26年度一般会計予算に関しましてお

伺いいたします。予算説明書事項別明細書11ページ、歳入第１款町税・第１項町税

について伺います。個人町民税が前年度当初予算比マイナス1,300万円となっており

ますが、均等割は前年度当初予算比500万円増となっております。この要因は何なの

でしょうか。 

 また、法人町民税については、前年度当初予算比3,700万円の増となっています。

アベノミクスによる景気回復によるものなのでしょうか。お伺いをいたします。 

 最後に、西沢雅裕介護支援課長にお伺いをいたします。西沢課長には、私の在職

中には、西川会計管理者と同じく西大路地区の職員として、地区職員会の旅行や懇

親会で楽しく過ごさせていただきました。公務面では、私の福祉課長のときに保健

係長として私をお支えいただきました。西沢課長はミスター税務課というイメージ
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がありますが、東近江行政組合への出向等、庁舎外の勤務もございました。 

 さて、西沢課長への質疑は、議第23号、平成26年度日野町一般会計予算に関しま

してお伺いいたします。主要施策の概要書10ページ、地域高齢者社会参加推進等モ

デル事業についてお伺いをいたします。在宅高齢者の社会参加は、いきいきとして

長生きできるために大切なことであると考えますが、具体的にどのような事業を行

おうとされているのかお伺いをいたします。 

 次の質問からは、通常の形での質疑を行わせていただきます。 

 まず、議第７号、日野町財産の交換、贈与、無償貸付等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について、お伺いをいたします。この条例改正は、町名義となっ

た財産を、地縁団体に返すための改正であり、自治会が喜ばれる改正でもございま

す。そこでお伺いをいたします。広報ひので、また４月に開催されます全町区長会

で詳しく説明をされるべきと考えますが、町のお考えを伺います。 

 次に、議第８号、日野町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定と、議第９

号、日野町使用料条例の一部を改正する条例の制定についてと、議第23号、平成26

年度日野町一般会計予算の３議案に関しましてお伺いをいたします。ご承知のよう

に、４月１日より消費税が５パーセントから８パーセントに引き上げとなります。

私は、消費税の引き上げに伴い、手数料徴収条例と使用料条例も、所費税アップ分

の改正がなされるものと考えておりました。町のお考えは、消費税10パーセント引

き上げ時に改正するとのことであります。誰もが手数料や使用料の引き上げを好ま

ないところでございますが、平成26年度日野町一般会計予算の歳出面では、消費税

アップ分を含んで予算化をされております。歳出に見合った歳入でなければ会計は

成り立ちませんが、これでいいのでしょうか。昨年12月に閣議決定をなされました

新聞報道により、平成26年度日野町一般会計予算について確認をさせていただきま

す。国よりは、地方自治体に消費税の引き上げに伴う円滑かつ適正な転嫁を図る取

り組みを要請されております。地方自治体が行う行政サービスの提供等につきまし

ても、適正な転嫁が基本として対処を求められているものと思っております。そこ

で、窓口での行政サービスとして諸証明の交付がありますが、近隣市町におきまし

ては１通300円程度とされているところが多いのですが、日野町は200円に据え置き

をされております。国の要請指導にあります、円滑かつ適正な転嫁ということから、

このことについてどのように考えておられるのか。この質疑に関しましては、予算

査定を行われました町長、ならびに副町長より明快な答弁を求めます。 

 次に、議第10号、日野町特別会計設置条例の一部を改正する条例の制定に関しま

してお伺いをいたします。日野町住宅新築等貸付事業特別会計の廃止は、借入資金

の償還が終わった事業であり、廃止すべきと私が申し上げた件でございますが、廃

止にあたって、住宅新築資金等貸付事業の総括を行うべきではないでしょうか。今
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日までの収支、国よりの補助金、県よりの補助金、資金利用者からの返済金、町の

一般財源を明らかにするとともに、この事業の成果を総括すべきではないでしょう

か。お考えをお伺いいたします。 

 次に、議第17号、平成25年度日野町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

に関しましてお伺いをいたします。補正予算説明書事項別明細書110、111ページ、

歳入第７款収入・第２項雑入16万6,000円について、どのような内容なのかお伺いい

たします。事項別明細書113ページ、歳出説明欄、公課費16万7,000円について、ど

のような内容なのかお伺いをいたします。また工事請負費が5,880万2,000円の減額

でございます。平成26年度の亓月台管渠敷設工事をもって、公共下水道工事もほぼ

終わることとなります。一日も早い完工を望むならば、繰り越しにされたほうがよ

かったのかと考えます。なぜ減額にされたのかお伺いをいたします。 

 次に、議第23号、平成26年度一般会計予算に関しましてお伺いをいたします。主

要施策の概要書に基づいてお伺いをいたします。主要施策の概要書１ページ、庁舎

施設管理事業、その他庁舎管理、北側駐車場舗装工事等を含むについて、お伺いい

たします。役場駐車場は、氏郷祭り夏の陣等のイベントに欠かせない用地であり、

食品衛生上からも舗装が必要かと思います。しかし、１年後には消防署が移転いた

します。消防署用地との一体化を図ろうとするならば、もう１年待ってもいいので

はないでしょうか。26年度に行わなければならないのか、その理由をお伺いいたし

ます。また、庁舎等施設管理について、お伺いをいたします。日野町役場の改修工

事も３月末には完工をするところでありますが、役場庁舎の建物に屋外から見ての

日野町役場の名板や町章がありません。入り口の横に小さなものがあるところでご

ざいますが、遠くから見渡して庁舎にその名板や町章がありません。学校や公民館

にはあるのですが、なぜ役場にはないのでしょうか。庁舎等施設管理事業費で設置

を求めますが、お考えをお伺いいたします。 

 次に、主要施策の概要書16ページ、町単独道路改良事業についてお伺いをいたし

ます。議員全員協議会の席で説明がなかったので、お伺いをするところでございま

す。測量調査５路線、道路改良工事４路線、この９ヵ所の地先と、箇所別の金額を

お尋ねいたします。 

 次に、ただいま提案をされました議第32号、日野町清田財産区管理委員の選任に

ついて、財産区に関連をいたしましてお伺いをいたします。地域でできることは地

域でとの自律のまちづくりを御旗に掲げられる藤澤町政に、１つの集落のみで設置

されている財産区の地縁団体への移行について、今日まで質問を重ねてまいってき

ております。平成23年６月16日の質疑では、平成３年４月２日交付施行の地方自治

法の一部を改正する法律において、集落大字や町内会自治会が一定の手続のもとに

法人格を取得できる規定が盛り込まれ、団体名で不動産などを登記できるようにな
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っておりますので、一集落のみで管理されている財産区は、できる限り地元集落に

お返しすべきではとお尋ねをいたしました。当時の岡村副町長の答弁の締めくくり

は、「おっしゃいますように、こういう制度がありますということについてはＰＲを

していくことも必要かなと思っています。」でありました。平成23年９月15日の質疑

では、６月定例議会以降、中之郷区と清田区に対しまして、地縁団体設立のＰＲを

どのようにされたのか、答弁をされたご本人の岡村副町長にお尋ねをいたしました。

岡村副町長の答弁は、「財産区の関係ですが、現在のところまだＰＲを行っておりま

せん。今後どのような形で接触をしていくのかということも含めて、検討をしたい

と思います。」でありました。最初の質問から１年後の平成24年６月13日の質疑では、

行政改革の面から、行政改革担当課長の高橋企画振興課長にお尋ねをいたしました。

高橋企画振興課長の答弁は、「引き続き研究をしてまいりたいと思っております。」

でありました。そこでお伺いをいたします。最初の質問から既に２年９ヵ月が経過

をいたしました。平尾副町長は、この間行政改革担当課長の企画振興課長、財産区

担当の総務課長、そして両課を主監する総務政策主監、そして一集落のみで管理さ

れている財産区に対しましての地縁団体設立のＰＲを行うと答弁された岡村副町長

の後任者であります。十分にご承知のことであり、引き継ぎも受けておられると存

じます。今回は具体的に、何年何月何日にどのような職員でどのような検討をなさ

れたのか、また何年何月何日に集落の誰にどのようなＰＲを行われたのか、平尾副

町長にお伺いをいたします。以上、明快な答弁を求めます。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君の質疑に対する当局の答弁を求めます。西川会計管

理者。 

会計管理者（西川光夫君） それでは議第13号、平成25年度日野町一般会計補正予算

（第７号）につきまして、ご質問いただきましたので答弁申し上げます。 

 源泉所得税の未徴収の関係でございます。ご存じのとおり税額で62万2,242円の徴

収漏れがございました。内訳といたしまして、一般会計が42万7,125円、公共下水道

特別会計が16万6,117円、水道事業会計が２万9,000円となっております。 

 一般会計の補正予算25ページでございますが、源泉所得税納付金ということで３

者の方から町の方へ納入いただく補正予算をさせていただきます42万7,000円でご

ざいます。 

 それと31ページの源泉所得税等納付金公課費でございますが、予算として45万

7,000円を見ております。先ほど、税額で42万7,125円と申し上げましたが、これと

予算との差は加算税と延滞税を見ているところでございます。加算税、延滞税につ

きましては一般財源で負担する、こういう考え方でございます。 

 それから、公共下水道事業特別会計で111ページでございますが、先ほどこの特別

会計の方でもご質問ございましたが、雑入16万6,000円を諸収入の雑入で見ておりま
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す。これがその源泉所得税の未徴収分を、３者の方からいただくという形でござい

ます。 

 それから歳出の113ページの方で、16万7,000円公課費で見ております。これが徴

収漏れを税務署に払う分ございます。 

 特別会計につきましては、それぞれ事業名がございますので、その中で回させて

いただいて予算を上げております。一般財源は、特に源泉所得税という形で事業名

を上げさせていただきました。 

 残りの２万9,000円は上水道事業でございます。これにつきましては、現予算の中

で回らせていただくということで考えております。 

議長（杉浦和人君） 税務課長。 

税務課長（山田繁雄君） 蒲生議員さんの方から、26年度予算におきます歳入につい

て２点ご質問いただきましたので、お答えさせていただきたいと思います。 

 まず、町民税でございますが、個人町民税につきましては、全体で、ご指摘のと

おり1,300万の減ということでございます。この部分につきまして大きな要因としま

しては、公務員の給与削減等に伴いまして、現在１月１日現在で日野町内で各公務

員としてお勤めいただいています方が425名おられます。こうした方の減額率に６パ

ーセントを減じて出させていただいた分、その他全体的に所得の減に伴いまして、

今回1,300万という部分での減額になったところでございますが、個人均等割の500

万円の増につきましては、26年度の当初予算で調定額全体で550万円の増の、3,895

万5,000円の調定を見込まさせていただいております。このことにつきましては、一

昨年に条例改正させていただきました個人の住民税の税率の特例によりまして、平

成26年度から35年度までの10カ年間におきまして、個人の住民税の税率に500円均等

割が加算されるというものでございます。このことにつきましては、東日本大震災

からの復興を図ることを目的に、地方公共団体が実施いたします防災、減災のため

の施策に必要な財源の確保、ならびにこうしたことの目的のために500円加算される

というものでございまして、この財源につきましては、橋梁の耐震補強や修繕、避

難所の運営のための災害の備蓄用物資の充実、要避難支援者、また防災活動拠点施

設等の耐震化の促進のために使用するということで定められているものでございま

す。こうしたことから、新たに550万の増に伴いまして、収納率を加算して、今回500

万円の増を見込ませていただいたというものでございます。 

 次に、法人町民税の増の要因でございますが、現在日野町に立地いただいており

ます366の法人から、法人税割、また均等割を納めていただいているというところで

ございます。企業の再編、合理化等に伴いまして、企業全体では回復基調にはある

ものの、一部の企業におきましては、依然として厳しい状況が続いているという状

況でもございます。今回の増につきましては、町内の主要企業でございます９号法
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人が、海外におけます需要の伸び等を反映して法人税が伸びたことに伴い、これに

より予定申告をいただくということで見込まさせていただきました。ただ、景気の

動向に非常に大きく左右されるという要素もございますので、今後も注視していく

必要があるのかなというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 西沢介護支援課長。 

介護支援課長（西沢雅裕君） 議第23号、平成26年度日野町一般会計予算に関しまし

て、地域高齢者社会参加推進等モデル事業についてのご質問をいただきましたので、

お答えをさせていただきます。 

 この事業につきましては、国の掲げる、生涯現役社会の実現に向けた環境の整備

の新規事業でございます。概要につきましては、介護保険法改正を見据えまして、

地域の元気高齢者が、現役時代の能力を生かし、住民が主体となって介護予防に取

り組める身近な通いの場や、生活支援サービスを地域の中に創出することを目的と

しています。具体的な内容につきましては、今後関係機関と協議をしていかなけれ

ばならないと思っておりますけれども、日野町社会福祉協議会、あるいは日野町シ

ルバー人材センター、日野町老人クラブ連合会などにもご参加をいただきまして、

企画検討委員会というのを設置しまして、住民ニーズの把握やボランティアの発掘

を通じまして、町において整備する通いの場、生活支援サービスの質や量について

検討し、事業計画を策定してまいりたいと考えております。 

 通いの場と申しますのは、例えば、住民主体が運営するサロン、あるいは元気高

齢者が運営するミニデイサービスの立ち上げを支援する等などが考えらえます。ま

た、生活支援サービスにつきましては、地域資源マップづくりや、ボランティアに

よりますごみ出し、買い物支援等のシステムをつくる、あるいはウォーキングを兼

ねた見守り活動なども考えられるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 蒲生議員から、何点かご質問をいただきました。 

 まず、第１点目につきましては、議第７号、日野町財産の交換、譲与、無償貸付

等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この件に関し

まして、各自治会長さんに説明をしていくべきというようなご提案でございます。

条例の改正の内容につきましては、何らかの形で、自治会の皆様の方にも周知をす

べきものというふうに考えております。ご提案をいただきました全町区長会などの

機会を通じてお知らせをしていくというのも、１つの方法かなとこのように考えて

おります。ただ、説明につきましては、全体の時間の関係等もありますので、どの

ような形で説明をさせていただいたらよいのか検討をしながら、区長さんの方にお

知らせをしていきたいと、このように思っております。 

 続きまして、議第23号、平成26年度日野町一般会計予算につきまして、役場の北
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側駐車場の舗装工事の関係でご質問をいただきました。消防署の建設につきまして

は、ご承知をいただいておりますとおり、東近江行政組合におきまして平成26年度

で建築をしていただくということで、建築が終わりまして27年４月には供用が開始

をされるというふうに思っております。現在の消防署につきましては、平成27年度

で消防署の用地を解体を組合の方でしていただくという、現在の予定をしておると

ころでございます。消防署用地と一体というような面につきましては、役場の公用

車の車庫などもございまして、役場周辺を全体的にどういうふうに整備をしていく

のかということで、検討の課題も多くあるのかなというようなことから、一定の時

間も必要かなというふうに思っておるところでございます。イベント等で有効にご

活用いただいております駐車場の舗装につきまして、食品衛生上からも、早いうち

に舗装させていただくのがよいのかなと、このようなことから今回予算を計上させ

ていただいたものでございます。 

 また、役場庁舎につきましては、議員の方からもお話がございましたとおり、役

場の正面玄関前に日野町役場の表示がございまして、建物につきましても、公的な

施設として一定お分かりをいただけるような建物というふうになっておるのかなと

いうふうに思ってございます。今年度の庁舎の耐震工事につきまして、これで一定

終了するということで、名板の設置についてはまた今後考えていきたいなと、この

ように思っておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 蒲生議員から、消費税の転嫁についてのご質問をいただきまし

た。消費税増税が４月からスタートするということでございまして、また第２弾の

10パーセントの増税ということが想定されているわけでございます。基本的には、

消費税の増税分については、最終消費者に転嫁をするということが必要なんだと、

こういうような考え方が示されているところであります。 

 そうした中で、町といたしましては、企業経営的なものをやっております水道、

簡易水道、下水道、農業排水、こういうところについては、消費税の３パーセント

アップ分について、値上げをさせていただいたところでございます。そのほかの部

分についても、どこまで消費税の最終負担という形でやっていくのかと、こういう

ことでございますが、ある意味では、先ほど蒲生議員もご指摘なされた、使用料、

手数料の本来の額がどうなのかという話もございます。そうしたことも含めて、３

パーセントという額があり、さらにまた５パーセントのアップという額がありとい

うことになりますと、短期間の間にそういう改定もということもございますので、

現時点では、企業経営的なところなどで、今回の対応はいたしているところであり

ます。これは全協でも説明があったのではないかと思いますが、消費税増税に伴う

福祉的な方への財源のアップが、三千数百万円だったというふうに思っております
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が、一方で、工事請負契約だとか需用費だとか電気代だとか、そういうところに及

ぶ歳出の影響が、5,000万台になったんじゃないかと思いますので、結果としてやは

り消費税の増税が財政を圧迫しているのではないかと、現時点では分析をいたして

おります。しかしながら、今申し上げましたように、手数料使用料の部分は、５パ

ーセントの段階も含めて、もう尐し議論をしながら対応していきたいなと、このよ

うに思っております。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（平尾義明君） ただいま議第32号の追加提案に伴いまして、清田財産区の関

係で財産区のご質問がございました。議員のおっしゃるとおり、以前にそういった

ご質問をいただきまして、町の中でも検討をし、県の方にも聞かせていただいて、

地元の方にも連絡をさせていただきました。 

 復唱になりますけれども、財産区といいますのは、住民の要件が財産区の区域内

に住所を要する者となっておるのに対しまして、地縁団体につきましては、その相

当数が構成員になれば足りるとされております。要するに、財産区の区域と地縁団

体の区域が一部違う、また後から構成員として地縁団体に入られる方等々がおられ

るということで、非常に難しい問題になっているということで、よその市の方から

も、日野町には財産区があるのに、どうしてんのやという問い合わせも、以前私も

受けたところでございます。 

 今後につきましても、財産区と再度また協議も進めてまいりたいと、このように

思っているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 蒲生議員さんの方から２点ほどご質問いただきました

ので、答弁の方させていただきます。 

 まず、議第10号の日野町特別会計設置条例の一部を改正する条例の制定について

でございます。住宅新築資金等貸付事業の成果の総括を行うべきではないかという

ご質問でございます。蒲生議員がおっしゃるとおり、今日までの収支を明確にし、

事業の総括をする必要があるというふうに考えてはおります。総括につきましては、

平成25年度の決算において報告をさせていただきたいというふうに考えております

ので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

 続きまして、主要施策の概要の中で、町単独道路改良事業でございます。これに

ついて質問いただきました。測量調査５路線、道路改良工事４路線、この９ヵ所の

地先等箇所別の金額でございます。まず測量調査の５路線でございます。これにつ

きましては、町道本町南１号線、大窪の金英町、上鍛冶町地先でございます。そし

て町道本町南２号線、大窪下大将軍町、そして蚊屋野橋線、鎌掛でございます。裏

町線、西大路の栄町でございます。そして小御門十禅師線、内池西、この５路線で、
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５路線合わせて200万円の設計委託でございます。 

 続きまして、工事請負費の４路線でございます。これにつきましては、町道の中

山中央線、中山東でございます。これについては、900万円でございます。迫谷線に

ついては420万円でございます。そうして町道村五奥師線、中之郷地先でございます。

額につきましては、320万円でございます。内池中道線、内池西でございます。これ

については451万1,000円でございます。工事請負費として合わせまして2,091万

1,000円でございます。 

議長（杉浦和人君） 上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） おはようございます。 

 今、蒲生議員さんの方から、議第17号、平成25年度日野町公共下水道事業特別会

計補正予算（第２号）についてのご質問を、３点いただきました。 

 １点目、２点目についての予算書の110ページから113ページにつきまして、先ほ

ど西川出納室長の方より説明いただいたとおりでございます。けれども111ページの

雑入につきましては、公共下水道事業の平成22年度からの５件分についての、土地

家屋調査士の委託の分でございます。113ページについては、それの税務署への支出

という考え方でございます。 

 それと３点目の、113ページの公共下水道事業での工事請負費の減額でございます

けれども、国への交付申請に対する交付決定が減額となったことによるものでござ

います。これは近年は、年度途中で補助金の追加割り当てがこのごろ来たりしてお

りましたので、そういう関係で当初割り当てが尐なかったんですが、途中でもそう

いう形をとろうという部分も来ておりましたけれども、今回おかげさまで入札残等

で、当初予定しておりました計画内で工事も終わることができましたので、今回こ

の辺に、今の時期となったことについては、そういうことでございます。また26年

につきましては、亓月台の残分につきましては、早期発注という形で実施をして早

期完了を目指したいと思っておりますので、どうか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。 

５番（蒲生行正君） それでは何点か再問をいたします。 

 まず第１点目の、源泉所得税の徴収漏れの件に関してでございます。同じ藤澤町

長が提案された同じ予算書なのに、なぜ一般会計の補正予算と特別会計の予算と、

記入の仕方が違うんですか。おかしいと思われませんか。もっと源泉所得税の説明

をはっきりさせるべきなら、公共下水道の方もきちっと記入すべき。なぜこれを隠

そうとするんですか。そういう姿勢が私には分かりません。なぜ記載が違うのか、

きちっとはっきりすべき。この源泉所得税については、出納室や総務課や、そして

から公共下水道は上下水道課でございますので、これらを総括して査定をされて、

またこの予算書に提出される前に全部判こを押して検閲された平尾副町長に、この
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件は伺いたいと思います。 

 地域高齢者社会参加推進等モデル事業、これにつきましては、まだ計画をされて

いないと、計画内容を今後詰めていくと、こういうところでございます。この施策

は、よい施策になろうかとこういうふうに思いますので、できるだけ住民参加のも

と、よりよい計画になるようお願いをいたしたいなと、かように思います。 

 そして、総務課長にお答えいただきました庁舎の名板等でございます。今後考え

ていきたいと、こういうところでございます。ぜひともよろしくお願いをいたして

おきたいと思います。 

 最後に、平尾副町長がお答えをいただきました財産区の件でございます。先ほど

私は、具体的に何年何月何日に地元と協議をされたのか、誰と協議をしたと、こう

いうふうに申し上げましたが、地元にも連絡をしたと、いつされたのか明確にお答

えをいただきたいと、このように思います。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君の再質問に対する当局の答弁を求めます。平尾副町

長。 

副町長（平尾義明君） 再質問でございます。 

 源泉徴収の関係でございますけども、公共下水道の方につきましては、公課費と

いう形で書かせていただいています。こういった形の方で分かりやすいかなと思う

たんですけども、下水道費については、公課費というような科目でしかなかったと

いうことで、そういう形をさせていただいたところでございます。 

 財産区の地元につきましては、以前の総務課の方から連絡をさせていただいてお

りますので、ちょっといつというのはまた調べて連絡をさせていただきたいと、こ

のように思います。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 源泉所得税につきまして、同じ予算書なら、同じ書き方をすべ

きが当然であろうと思います。なぜ違うのかと、こういうことを言っているんです

が、その違いを何もお答えいただけなかった、こういうところでございます。 

 そして一番最初に西川会計管理者に質問した事項の中で、歳入の説明書には、こ

の一般会計の予算書を見てもろうても、税ならば歳入の中に延滞分があります。な

のに今回のこの徴収漏れについての延滞分は、なぜそういう明確に区分けして記入

されなかったのか。当初質問をいたしましたがお答えがなかったので、その点もあ

わせてお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 会計管理者。 

会計管理者（西川光夫君） 今のご質問は、歳入について延滞が。 

議長（杉浦和人君） 暫時休憩します。 

－休憩 １０時００分－ 
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－再開 １０時０２分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

会計管理者（西川光夫君） 歳出の方につきまして、未徴収の税額と延滞税、加算税

を含んでおりますが、なぜ延滞税、加算税を分けていないかというところでござい

ます。一括で公課費ということで上げさせていただいております。特に分けなかっ

た理由もございません。両方とも税ということでございますので、公課費で１本で

上げさせていただいたところでございます。よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（平尾義明君） 今ご質問いただいておりますのは、例えば、一般会計であり

ますと歳入の雑入で、源泉所得税納付金となっていますが、こっちの公共下水道で

は、単なる雑入というふうなことで書いていると。また歳出についても、一般会計

については源泉所得税等納付金の中の公課費ということで、こっちは下水道費の公

課費というふうなことで、分かりにくいやないかと、こういうことでございます。

確かにそうだと思いますが、今後はちょっと気をつけてやっていきたいなと、この

ように思っております。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） それでは、何点か質疑をさせていただきます。 

 議第13号、平成25年度補正予算（第７号）、事項別明細書29ページの庁舎等施設管

理事業についてお尋ねいたします。継続費補正で、補正前総額４億5,308万8,000円の

ところ、補正後４億2,701万円となり、執行見込み2,677万8,000円の減額となってい

ます。補正前後の差額と執行見込みの額の差が70万円となり、その70万円が需用費に

なるのだと思いますが、この需用費の内容を教えて下さい。 

 次に、39ページ、衛生費、予防接種事業の減額補正で1,087万2,000円計上されてい

ますが、これは子宮頸がん予防ワクチンの副作用患者が出たことによる、接種人数が

減ったことによる補正だと思われますが、この副作用の原因、要因などをつかんでお

られるのか。私はこのワクチン接種を進めた側ですので、安心して受けられるために

実施している町としての調査はされているのかお尋ねをいたします。 

 次に、議第23号、平成26年度予算について、主要施策の概要からお尋ねします。 

 まず４ページ、民生費、福祉医療給付費6,137万8,000円が計上されています。小学

校低学年３年生までの通院費の医療費助成が行われるとのこと、私たち議員からの質

問等を聞き入れていただいて、本当に大変うれしく思うところです。この福祉医療給

付費のうち、この３年生までの増加分、10月からですので26年度は半年分になると思

いますが、いくらの計算をされているのでしょうか、お尋ねをいたします。また、最

近中学校卒業まで、つまり義務教育終了まで無料化する自治体が増えてきています

が、町として将来的に延ばしていく必要性を感じられているのかをお尋ねいたしま
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す。 

 続いて24ページ、教育費、社会教育総務費、子ども読書活動推進事業で、図書館司

書を３名から４名へ１名増加するとの説明があり、これで町内全小中学校の活動が可

能となります。学校図書館の充実と利用の活性化を図ると言われていますが、本を読

むことは学力の向上にもつながると思っております。司書の方の支援活動の内容、成

果、将来への期待等をお教えください。 

 次に、議第31号、平成26年度日野町水道事業会計予算についてお尋ねをいたします。

水道事業会計制度の大幅な見直しがされることから、先日全協で説明を受けました。

平成25年度末の利益剰余金が２億1,260万円余りマイナスであったものが、逆に９億

8,110万円余りのプラスになるとのこと。私がこの計算方法を理解するのにはしばら

くかかると思っておりますが、これについては、以前の値上げ、値下げの検討の際に

も、数字上のことであって、借金がある、剰余金があるのではないとのことで、今回

も同じような解釈であると思います。そこで、昨年３月検針分より水道料金の値下げ

をされ、１年が経過をいたしました。基本料金を引き下げられたことで、多くの方か

ら喜びの声が寄せられていますが、１年を経過して、どのような状況なのかお聞きを

いたします。しかし、依然県下一高い水道料金であるため、今後水道事業運営をどの

ように考えておられるのか、お尋ねをいたします。 

議長（杉浦和人君） 11番、池元法子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） 池元議員から、議第13号、平成25年度日野町一般会計補正

予算（第７号）にかかわりまして、庁舎等施設管理事業につきまして、ご質問をい

ただきました。庁舎等施設管理事業費の今回の補正額は、2,677万8,000円の減額で

ございます。議員の方からおっしゃっていただいたとおり、役場の庁舎の耐震補強

工事の減額が、委託料と工事請負費合わせまして2,607万8,000円ということで、残

りの需用費の内容についてはどうかというご質問であったというふうに思っており

ます。需用費の70万円の減額補正につきましては、修繕費の減額ということで、今

年度庁舎の耐震改修工事を実施しておりましたので、通常の維持補修にかかります

修繕費が思ったより不要であったということで、今回その精査をさせていただいた

ものでございます。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 続きまして、補正予算の、予防接種事業の減額についての

ご質問でございます。子宮頸がんワクチンなどの２次被害がありました場合は、医

師の方から国の方に報告するとともに、町の方にも報告をいただいておりますが、

日野町の方に報告はございませんでしたので、日野町の方で２次被害があったとい

うことではありません。しかしながら、国全体でそういう経過がございましたので、
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積極的な勧奨を控えるようにという国からの通知がございまして、町の方では個別

に接種勧奨を行っているところですが、今回はその通知を行いませんでしたので、

大体１学年100人ぐらいの女子で、３回接種ということで300人を見込んでおりまし

たが、今のところ100人程度、３分の１ぐらいの接種率になるかなと思っております。 

 また、国の予防接種審議会の結果などを見ておりますと、予防接種のワクチン自

体と２次被害との直接的な要因というところでは、はっきりしたというところも分

からないというふうになってございます。ところが、原因がそれでないという方の

ところもはっきり精査されていないので、そこがはっきりしてから積極的勧奨とい

うことをするようにということになっていますので、もうしばらく国での議論、精

査をしていただく、審議をしていただくのではないかと思っております。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（川東昭男君） 池元議員さんからご質問いただきました。小学校１年生か

ら３年生までの福祉医療費の拡充につきまして、26年度にいくら予算を見ているの

かというご質問でございます。 

 26年度予算につきましては、この増加分については、ご指摘のとおり本年10月か

らということでございますので、扶助費として1,000万円を、それからこれに関する

システム改修費を300万円、その他受給券の発行と郵送等もろもろに68万3,000円、

合計で1,368万3,000円の予算を計上しているところでございます。 

 また、最近の他の市町におきます子どもの医療費の拡充につきまして、どのよう

に今後考えるのかというご質問でございますけども、予算の財政の状況もございま

す。また、他市町の今後の動向を見ながら、財政状況等判断しながら、前向きに研

究をしてまいりたいと、このように考えております。 

議長（杉浦和人君） 教育委員会教育次長。 

教育次長（岡 常夫君） 平成26年度の予算に関連しまして、主要施策の概要の24ペ

ージ、社会教育総務費の、子ども読書活動推進事業の中で、司書の各小学校等への

配置の部分で増額にさせていただいておりますが、それに関してのご質問を頂戴い

たしました。平成25年度は、３名の司書を中学校なり各小学校に配置をしておりま

したところ、26年度１名増員をさせていただこうというものでございます。 

 これに関しまして、読書また支援の内容、将来的な部分ということでございます。 

 まず、支援の内容でございますが、子どもたちがいつ本を借用に行っても相談が

できる司書がいる、また相談を親身になって乗ってもらえるという部分と、そして

読みたい本等の選書、選ぶところからの協力もしてもらっております。そのことで

さらに子どもたちが、その図書室に寄ってきてくれるという部分も大きいと思いま

す。また、読むことによる学力向上への影響も大きなものがあると思いますし、日

野小学校あたりでも、25年度は２万5,000冊に及ぶ累計が目標達成できそうやという
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ことで聞いております。そして何よりも、本が好きになって、学校でたくさん借り

て読んで、そして今後またそれが町立の図書館の方へとつながっていくという部分

もございます。この本を読むことによって、友達との会話も弾むということになり

ます。そして、レイアウトといいますか入ったところに、今この新刉が入るとか、

そして畳のようなものを敷いて、そこでゆっくりと読めるとか、そのようなことも

工夫をしながら、本当に学校現場、子どもたちから、司書の先生がいてくれるとい

うことで、昼休みとか休み時間には子どもたちが、図書室の方へすぐに行ってくれ

るということで、本当に学校からも喜んでもらっていますし、今後も支援をうまく

支えていただきまして、毎日行けない学校もありますけれども、曜日を決めて巡回

をさせてもらいたいというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） 池元議員さんの方から、議第31号、水道事業について

の関連で２点ご質問をいただきました。 

 １点目の、水道事業値下げ後の状況についてでございますけれども、平成24年12

月議会でご協議をいただきまして、平成25年３月検針分より、基本料金で20パーセン

トの値下げを実施させていただいたところでございます。値下げの協議の中で、全体

使用料で約5,200万円の経費を充てるということで、シミュレーションを行ったとこ

ろでございます。その結果、おかげさまで順調に推移をいたしまして、平成25年度新

年度予算書も見ていただいたら分かると思うんですが、純利益予定額が1,582万1,000

円となったところでございます。また、３団地への給水拡張につきましても、おかげ

さまで一部が仮設ながら、平成26年２月で全て日野町の上水道に切りかわったところ

でございます。 

 ２点目、今後の水道事業の会計の運営ということでございますけれども、節水意識

の高まりとあわせて、給水戸数やら使用水量とも横ばいから減尐傾向に向かうととも

に、水道経営を取り巻く状況は厳しい状況になると考えます。引き続き、県企業庁へ

の料金の値下げの関係、また未達料金についての要望を行うとともに、有収率の向上

と収支のバランスがとれた無駄のない水道経営に努めて、安全で安定した水道供給に

取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） それでは２点ほど、再質問させていただきます。 

 まず、子宮頸がんワクチンの問題なんですけれども、外国での症例というんです

か、そういうのはあるのかどうか、そういう情報も入っているのかどうかというの

を１つお尋ねいたします。 

 それと、水道事業会計のところで、値下げをしたけれども、今のところ順調に純

利益を上げられていると。私も前から言っていますが、別に水道料金、もうけるこ
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とが目的の事業ではないですので、ぜひ本当にこの県下一高い水道料金、これから

もそういう財政状況を見て、下げられるときにはぜひ下げていただきたいというこ

と、これは要望ですけれどもしておきます。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 子宮頸がんワクチンについてですけれども、子宮頸がんワ

クチンの導入の際に、外国の症例ですとか、それから外国での接種時の安全性です

とか、その効果などを検討して導入されたというこということで、外国ではもう数

年も前からワクチン接種がされていますので、その安全性についても立証されてい

ることで、導入されたという経過がございます。 

議長（杉浦和人君） ほかにありませんか。２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） それでは質疑をさせていただきます。 

 議第11号、日野町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例について伺います。

小学生低学年児童の通院に関する医療給付を導入するための条例改正であると理解

をしております。施行期日は平成26年10月１日となっておりますが、助成対象者ま

たは保護者からの申請、また受給券交付などの予定行程期日をお伺いしたいと思い

ます。また、対象者数も伺います。 

 次に、議第23号、平成26年度日野町一般会計予算についてお伺いいたします。 

 事項別明細書11ページ、歳入町税、個人均等割3,700万円についてでございますが、

先ほど蒲生議員よりの質問がございましたので、一部かぶると思いますが、税制の

特例により平成26年度から平成35年度までの各年度の個人町民税に限り、均等割税

率を500円加算した額というふうになりますが、このことにより加算された額をお伺

いいたします。また、東日本大震災からの復興を図ることを目的として、地方公共

団体等が行う防災、減災のための施策に必要な財源の確保というふうになっており

ますが、これにかかわる当町での施策を伺います。 

 59ページ民生費、児童健全育成事業についてでございますが、主要施策の概要で

は８ページで、学童保育太陽の子増設事業についてでございますが、太陽の子の現

在の場所は鉄道に隣接し、近くには踏切もあり、危険性の高い場所だと私は認識し

ています。増設は現在の場所での増設となるのか、また新しいところで土地を確保

されるのかということと、安全対策また規模についてお伺いいたします。 

 次に、120ページ債務負担行為で、滋賀県６町行政情報システムクラウド共同利用

事業について伺います。６町全体で20パーセントから30パーセントの削減率になる

というふうに試算をされておりますが、町により削減率に大変な幅が、10パーセン

トの幅がありますが、日野町では21パーセントというふうに説明でお聞きしたと思

っているんですが、期間、また人口によってこの差は出てきているのでしょうか、

お伺いいたします。また対象システムは、基幹系システムが40業務、内部事務シス
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テムなどが挙げられておりますが、利用開始は平成27年10月に、全てのこの業務が

開始可能となるのでしょうか。また豊郷町は平成30年５月から開始となっておりま

すが、６町の共同利用であるということですが、スタートラインが違うことで問題

はないのでしょうか。 

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。住民

課長。 

住民課長（川東昭男君） 中西議員さんからご質問いただきました。 

 子どもの福祉医療費の関係でございます。対象者でございますが、６歳児から小

学校２年生で607人でございます。 

 それからその受け付けと受給券の交付の時期でございますが、通常７月に行って

おりまして、10月１日に間に合うように受給券を発行するということで準備を進め

ていきたいと、このように思っています。 

議長（杉浦和人君） 税務課長。 

税務課長（山田繁雄君） 中西議員の方から、議第23号の関係しまして、個人町民税

の均等割の関係でご質問いただきましたので、お答えさせていただきます。 

 個人町民税につきましては、当初の調定見込み額を対前年度比で調定額全体で

3,895万5,000円ということで、前年度比調定額で550万円の増ということで見込ませ

ていただきました。納税義務者が約１万1,100人ということで、現在のところ試算を

させていただいております。これに500円を掛けた部分でございます。議員がおっし

ゃっていただきましたとおり、26年から35年までの10カ年間ということで、先ほどお

っしゃっていただきましたとおりの、各目的を持って使途に充てるということになっ

ておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 学童保育所の件について、お尋ねいただきました。太陽の

子の増設につきましては、現在太陽の子の方に通っていただいている児童数は70名

近くなります。大体学童１ヵ所に40名ぐらいが適正かといわれておりますので、同

じような規模での増設を思っております。場所につきましては、学童の関係者の方

ですとか、必佐の地元の方と協議をして、まだもう尐しこの場所という選定はして

いないんでございますけれども、よい場所があればというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） ただいま中西議員から、一般会計の当初予算にかかわりま

して何点かご質問いただきました。 

 そのうちのまず１点目でございますが、防災、減災事業につきまして、日野町で

の事業ということでございますが、平成24年度から実施をしております庁舎の耐震

改修工事がございまして、その庁舎の耐震改修にあたりまして、交付税措置のある



 

2-20 

地方債を発行しておるところでございますので、そういった事業で実施をさせてい

ただいておるというふうに考えております。日野消防署の用地造成ですとか用地の

取得にあたりまして、緊急防災減災事業債というのを発行させていただいておりま

すが、これは25年度につきましては、国家公務員の給与減額措置にかかわる地方公

務員の給与減額を財源としたものということで、ちょっとおっしゃっていただいて

いるものとは違うのかなというふうに思っておりますので、庁舎の部分になるのか

なというふうに思っております。 

 ６町のクラウドにかかわりまして、債務負担行為を新年度で計上させていただい

ておりまして、幾つかご質問をいただいております。 

 クラウドの効果ということで、どれぐらいの削減ができるのかということで、議

員がおっしゃっていただいておりますとおり、日野町では21パーセント程度の削減

効果があるのかなというような現在の推計でございます。町によってはもう尐し低

いところ、高いところがあるということで、この差は何かということでございます

が、現在のシステムを法律改正ですとかマイナンバー制度ですとかそういった改正

を、引き続き現状で対応をしながら10年半そのまま実施をしていくと、いくらぐら

いかかるのかという推計をもとに、クラウドと経費との差でパーセンテージの実施

をしておりますので、それぞれの町の現在の電算システムの維持管理なり導入のや

り方が違っているということで、そのそれぞれのシステムの差によりまして、効果

の差が異なっているというようなことでございます。 

 また、対象システムにつきましては、平成27年10月稼働というようなことでご説

明をさせていただいておりますが、全ての業務について、この時期に同時に一斉ス

タートということにはならないのかなというふうに思いますので、基本的にはこの

時期にスタートをさせていただきながら、システムによっては若干おくれるものも

出てくるというふうに思っておるところでございます。 

 また、豊郷町のスタートの時期がほかの５町と異なるという部分につきましては、

豊郷町での電算システムの導入の関係もございまして、一緒に６町でやっていこう

ということはご賛同いただきながら、時期につきましては尐し後追いになるという

ようなことでございますので、導入に際しての問題は何もないというふうに思って

おります。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） １点だけ伺います。太陽の子の増設でございますが、概要では

1,530万9,000円という金額が上げられておりますが、これにつきましては、今のお

話でありますと、計画の段階だと思うんですが、どういう試算で出されたのでしょ

うか。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 
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福祉課長（壁田 文君） 用地が500平米程度、建物が200平米程度という大きさのも

とに概算をいたしました結果でございます。 

議長（杉浦和人君） ここで暫時休憩いたします。再開は10時50分から再開いたしま

す。 

－休憩 １０時３４分－ 

－再開 １０時５０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、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） それでは何点か質問させていただきます。 

 議第10号、日野町特別会計設置条例の一部を改正する条例の制定について、質問

させていただきます。日野町住宅新築資金等貸付事業特別会計と、基金を廃止する

というものであります。基金を取り崩し、一般会計に繰り出すというものでありま

すが、平成24年度決算での、住宅新築資金等貸付事業実施状況を見ますと、滞納額

は2,274万8,150円あります。この滞納に対する対応は、特別会計が廃止され、一般

会計に帰属された後は、どのように対応されるのかお聞きをいたします。 

 次に、議第11号、日野町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定につい

て。これは子ども支援の一環として、小学校低学年児童の通院に対する医療費助成

制度を充実するため、小学校１年生から３年生までの通院費を無料にしていただく

ものであります。子どもを持つ保護者にとって、大変ありがたいことであります。

かねてから要望をしておりましたが、まずは低学年を対象に無料化を実現していた

だきまして、ありがとうございます。大変、大いに評価するものであります。通院

１件につき自己負担金500円の負担がかかりますのは、無料化しているほかの市町で

も同じように負担があるものなのか。そして500円とした理由は何かというところを

お聞かせ願いたいと思います。 

 次に、議第12号、日野町社会教育委員条例の一部を改正する条例の制定について。

地域の自主性および自立性を高めるための改革の推進を図るための、平成25年度に

法律制定に伴い、社会教育委員の委嘱の基準を定めるものであります。そもそも今

になって国は、なぜこのような社会教育委員の委嘱基準が定められることになった

のかお聞きいたします。また、学識経験のある者の中から委嘱するとありますが、

この学識経験とはどういう経験をいうのか説明をお願いいたします。 

 次に、議第13号、平成25年度日野町一般会計補正予算（第７号）について質問い

たします。その中の、寄附金の、まちづくり応援寄附金についてでありますけど、

寄附金の249万5,000円は、ふるさと納税によるものかと思いますが、ふるさと納税

制度を活用して、町の特産品をプレゼントするということをして寄附をお願いする
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ことをされている市町があります。滋賀県でも大津市とか高島市で行われておりま

す。１万円以上寄附された方に、町の特産品、ふるさとプレゼントを贈呈していま

すというものであります。日野町も、ふるさと納税の有効活用により、地域産業の

活性と町の繁栄の施策の一環として取り組み検討をしてはどうかというふうに思い

ますが、町の考えをお聞きいたします。 

 次に、衛生費の太陽光発電システム設置助成事業についてでありますが、これは

平成25年度新規で500万円の予算を計上していただいたものであります。今回精算で

350万円の減額ということでありますが、どれだけの申請があって、どれだけの助成

をされたのかお聞きをいたします。そして、この事業は太陽光発電による再生エネ

ルギーのブームに乗っての申請も多いと思っていたのですが、思うほど申請がなか

ったということは、その要因は何かと考えておられるのか、お聞きをいたします。

そして平成26年度には200万円の予算計上をされていますが、それの申請の条件は同

じものなのかお聞きをいたします。 

 次に、議第18号、平成25年度日野町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

についてでありますが、移動式の汚泥脱水乾燥機を購入するということで今年度予

定をされておりましたが、購入をされたのかどうか。そして、いつから稼働の予定

をされているのかをお聞きいたします。 

 次に、議第23号、平成26年度日野町一般会計予算についてでありますが、債務負

担行為の、滋賀県６町行政情報システムクラウド共同利用事業があります。これは

平成26年度から37年度までの年間の一般会計と特別会計を合わせて、年間で14億940

万円の見込みであります。６町クラウドで、先ほどありましたように20パーセント

から30パーセントの削減が見込まれているというふうに聞いておりますが、膨大な

金額であります。クラウドに対する国の補助制度といったものはないのかいうとこ

ろ、お聞きをいたします。そして平成26年度以降、年度ごとでの大体どれほどの金

額がかかるかというのを、会計別ごとでも分かればお聞きしたいというふうに思い

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。建設

計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 齋藤議員さんの方から、議第10号、日野町特別会計設

置条例の一部を改正する条例の制定についてご質問いただきました。いわゆる住宅

新築資金の、現在滞納者が残っている中で特別会計を廃止するということで、今後

の処理でございます。処理につきましては、会計が特別会計から一般会計に移行を

するいうことでございますが、収納関係については、今までどおり引き続き滞納に

ついての処分を含めてやっていきたいというふうに考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 
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議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（川東昭男君） 齋藤議員さんからご質問をいただきました。子どもの福祉

医療助成についてでございます。 

 500円の負担についてでございますが、他の無料化の市町はどうかということでご

ざいますが、町によってはさまざまでございます。今回日野町が取り入れようとし

ております一部負担金500円につきましては、現在大津市と東近江市が一部負担金

500円をとっているということでございます。 

 また、500円の根拠でございますけれども、これは県制度に準じまして、１診療報

酬明細当たり月500円、調剤を除くということで県の制度がございますので、それに

基づいてしておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（福永 豊君） それでは齋藤議員の方から、議第12号、日野町社会教

育委員条例の一部を改正する条例の制定について、地域の自主性および自立性を高

めるための改革の推進を図るための関係法令の整備等に関する法律、なぜ今なのか

ということでございますけれども、この分につきましては、現在の社会教育法だけ

でなくて、いろいろな法律に基づきます部分についても、この法律が適用されてい

るというふうに理解をしております。その中でも、今回は社会教育法の中に、今ま

では学識経験者等の条項がございましたが、自立性を高めるということを含めまし

て、それぞれの市町で条例を定めるということになりましたことから、今回条例改

正をさせていただくものでございます。 

 また、学識経験者という状況はどうかということでございますが、現在のところ、

日野町で委員としてお願いをしております方々につきましては、学識経験という部

分については現在のところは持ってございませんが、判断いたしますに、当然社会

教育の専門家といいますか、大学の先生やそのほかいわゆる社会教育に精通された

方が学識経験者として適任であるのでないかなと、このように理解をしているとこ

ろでございます。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（高橋正一君） 齋藤議員さんから、議第13号の補正予算に関しまして、

その中のふるさと応援寄附金の関係で質疑をいただきました。 

 平成25年度は９名の皆さんからふるさと納税の寄附金を頂戴いたしまして、当初

予算と合わせまして合計が349万5,000円の寄附をいただいたところでございます。 

 これに関しまして、納税された方へのお礼といいますか、そういうことについて

検討してはどうかということでございます。現状ではそう大きなものはできてござ

いませんで、ブルーメの丘の入場券ですとか、そういうものをお礼としてさせても

らって、あと、お礼の文書を差し上げると、その程度のことでさせていただいてご
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ざいます。先ほどおっしゃられました趣旨も踏まえまして、今後引き続きどのよう

な方向が望ましいのか、またできるのかということで検討、研究をしていきたいと

いうふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 住民課参事。 

住民課参事（望主昭久君） 太陽光発電につきまして、ご質問をいただきました。 

 平成25年度の予算で500万円から350万円の減額ということでございます。現在太

陽光発電のシステムの申請をいただいている方、もう執行した方含めまして９件で

ございます。全て限度額の10万円ということで助成の方をさせていただいておりま

す。 

 そして思うほどに伸びなかった要因はということでございますが、ほぼ今申請を

していただいた方については、既存の住宅でございます。新築は含んでおらないと

いうことから、やはり新しく家を建てたときは、ハウスメーカーなりのセットで太

陽光発電、建物そのもの一体的にご契約をされる方が多いので、後の維持管理を含

めますと、どこに管理界を設けるかということもあって、ほとんど新築の場合はセ

ットでされているみたいで、日野町の助成をお使いにならなかったかなということ

を思っております。また、買い取り価格の方も、尐しでございますが下がっている

こともありますので、その辺も要因かなというふうに思っております。 

 平成26年度の助成事業につきましては、今年とほぼ変わりはございません。日野

町の町内業者でしていただいて、そうした場合には助成を商品券でお配りするとい

うことになっておりますが、国の方のジェイペックという団体の方の補助がなくな

ってきますので、この申請書を付けれるということになっておりましたが、独自に

そこら辺については、もう尐し詰めていきたいというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） 齋藤議員さんの方から、議第18号に基づきましてのご

質問をいただきました。２点いただきまして、農業集落排水事業に伴います移動式

の汚泥脱水乾燥車の購入につきましては、今年度25年度で購入を計画させていただ

いて、現在完成いたしております。来週ぐらいから、処理施設での調整に入りたい

と思っております。本格的な稼働につきましては、26年度より順次稼働させていた

だこう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） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） ６町のクラウドに関しまして、何点かご質問をいただきま

した。 

 現在、当初予算ということで債務負担行為を計上させていただいております、滋

賀県６町行政情報システムクラウド共同利用につきましては、期間が平成26年から

37年までの12年間ということで上げさせていただいております。 
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 まず、そうした中、今年度26年度につきましては、共同利用の準備行為というこ

とで、債務負担行為をお認めいただいた後、26年度には業者の選定につきまして、

６町でまずさせていただきたいというふうに思っております。業者の選定が終わり

ますと、業者が決まるということで、そこからシステム構築を６町と業者でしてい

くということになります。そして27年10月に開始をされますマイナンバー制度に対

応すべくシステム構築をしつつ、平成27年10月に日野町では稼働していきたい、利

用していきたい、このように考えておるところでございます。 

 そうしたことから、26年度につきましては、まず準備行為ということで、予算の

方では、現在の電算システムからさまざまな情報を取り出して、新しいシステムで

しっかりと動くのかといったようなことも検証していく必要がございますので、そ

ういたしましたデータ移行費というのを一定見させていただいております。当初予

算では、約6,200万ほどのデータ移行費を見させていただいております。まずこのデ

ータ移行費につきましては、交付税措置の中で特別交付税のルール分で一定認めて

いただいている部分がありますので、何とか特別交付税に認めていただけるように

しっかりと県と調整をしていきたいなと、このように考えておるところでございま

す。 

 また、６町のクラウドに伴います助成制度につきましては、現在国の方ではござ

いません。ただ、さまざまな外郭団体でのそういう助成制度がございますので、そ

ういった助成制度につきましては、６町で情報を収集しながら、乗れるものについ

ては乗っていきたいという思いで現在協議をしておりますが、まだ具体的なところ

までには至っていないというような状態でございます。 

 あと、年度別の費用ということでございますが、先ほど申し上げましたとおり、

今年度は準備期間ということでございますので、この利用料につきましての負担は

26年度はございません。27年10月からということで、27年度には半年分の利用料が

かかってくるということでございますので、そうした中、28年度から10年間、これ

のそれぞれのその１年分の額ということで、ちょっと今計算の方ができてございま

せんが、10年と半年でございますので、現在ここに記載しておりますものを10.5で

割っていただきますと額が出てくるのかなというふうに思います。 

 簡単ではございますが、答弁とさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 要望となりますけど、住宅新築資金の継続ということでありま

すが、徴収の継続をやはりきちっと一般会計に変わってもしていただくように、要

望をしておきます。なかなか徴収、今までも難しい状況にあるかと思うんですけど、

そこはやっぱり今後も力をいれていただかないと難しいのかなと思いますので、よ

ろしくお願い致します。 
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 そして寄附金の、先ほど言いましたふるさと納税にかかわるものですけど、最近

テレビでもよく放映されていまして、お得な納税というか減税があるぞというよう

な放映もされております。そういうことで、住民のというか国民の皆さんも関心を

持ってもらえるのかなと。また、それが日野町の特産品等のＰＲというか宣伝にも

なって、町の活性、また税収も増えることにつながればというふうに思いますので、

ぜひまたその辺のところ検討していただければというふうに思いますので、よろし

くお願いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 副町長から、先ほどの答弁を求められております。 

副町長（平尾義明君） 蒲生議員さんのご質問に、一部答えてございませんでしたの

で、お答え申し上げます。 

 財産区のところに話をしたのかというお話でございます。清田と中之郷につきま

しては、23年９月議会以降、当時の総務課長が出向いてお話をさせていただいたい

ということでございます。 

議長（杉浦和人君） 質疑を行います。６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） それでは質問を２点ほどさせていただきます。 

 議第23号、平成26年度一般会計予算第８款・土木費でございます。これは、主要

施策の概要の16ページに出ておるところでございます。第２目・公園費、この中の

公園管理運営事業でございます。この予算として２億4,746万3,000円のうち、グラ

ウンドゴルフ場整備工事に8,661万1,000円、野球場防球ネット整備工事に4,601万

5,000円、体育館前広場整備工事他に5,313万2,000円、グラウンドゴルフ場拡幅用地

購入費・立木補償費等に1,990万3,000円の計上がされております。 

 中でもこのグラウンドゴルフ場の増設につきましては、今日まで日野町グラウン

ドゴルフ協会から、再三再四にわたり要望をされてこられたことや、我々の先輩で

あります清水隆議員や園城勲議員が本議場でも、また私も過去２度にわたり一般質

問で増設をお願いしてきた経緯がございます。このことから、私といたしましては、

グラウンドゴルフ場の整備工事費が計上されていることを、まことにありがたく思

っております。 

 そこでお伺いをいたします。 

 １つに、26年度中に用地購入と整備工事の完成までできるとした工程を教えてい

ただきたく思います。 

 ２つ目には、せっかくの増設計画であります。立派な施設をお願いしたいと思い

ますが、計画の内容をお知らせいただきたいというふうに思います。 

 ３つ目は、今日までに日野町グラウンドゴルフ協会さんと、この増設に向けて話

をされ、協会側からの思いや希望を聞かれておられることがあるかと思いますが、

その内容があれば教えていただきたいと思います。 
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 最後に、今回の補助金を受けられる先は、日本スポーツ振興センターと説明があ

りました。余り聞きなれない事業団体であり、補助金を受けられることになった経

緯をお伺いしたいと思います。 

 ２点目は、同じく議第23号、平成26年度一般会計予算であります。第６款農林水

産業費・第３目農業振興費に関連して質疑を行います。 

 日野の特産品として誇れる良質な近江米は、グリーン近江農協においても重要な

ウエートを占めているものと認識をしております。こうしたことから、新年度にお

ける今後の米施策のあり方について伺います。現在の米の直接支払い交付金につい

ては、26年度には、現在の半額の10アール当たり7,500円に削減され、平成26年度ま

での時限措置として実施され、30年度に廃止されることになりました。こうなりま

すと、農家は就労意欲をなくし、さらに荒廃地が増加することが懸念されますが、

町として近江米のブランドを守る対応は、どのように考えておられるのか、お伺い

をいたします。 

 次に、米変動補填交付金についても、26年度から廃止がされます。グリーン近江

への集荷が大きく落ち込んでいる原因の１つに、米の生産から２年先、３年先にな

ってから清算金が振り込まれるという現在のシステムに大きな問題があります。組

合員のための農協であるなら、農協が全量買い上げ時点で清算し流通すべきである

と認識しております。このことについては以前からも言われており、担当課におい

ても、農協に要請する旨の回答がされてきておりますが、実際に要請をされている

のかどうか、されているなら、どのような状況かをお伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君の質問に対する当局の答弁を求めます。建設

計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 冨田議員さんの方から、議第23号、平成26年度の一般

会計予算からご質問いただきました。 

 公園費のグラウンドゴルフ場の増築に関する関係でございます。 

 まず１点目の、26年度中にいわゆる用地補償交渉と見ております、それの行程な

りでございますが、一定25年度において地域の方に用地の立会も含めて入らせてい

ただいて、計画も含めて説明もさせていただいております。そういう中で、用地に

対して、または流竹木の補償に対しても、一定のご理解は地域の方でいただいてい

るという状況でございます。そういうことから、年度がかわり次第、用地または補

償の交渉を早急に進め、現在のところできるだけ早い時期には着手をしたいわけで

ございますが、夏ごろには工事着手をしたいなという現在の計画で持っております。 

 計画の内容につきましては、現在グラウンドゴルフ場２コースございますが、協

会からもいろいろお話もさせてもらった中で、３コースをとる計画をしております。

そして協会からの要望も含めて、いわゆる公認のコースを３コースとってほしいと
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いう要望も強くいただいておりました。そういう関係の中で調整を取らせていただ

いて、公認３コースという形で現在計画をさせていただいているところでございま

す。 

 そして補助金の団体でございますが、これについては独立行政法人日本スポーツ

振興センターから、いわゆるスポーツ振興くじ助成金という形で助成を受ける計画

で、現在事務的に進めております。これに至った経過でございますが、これについ

ては議長より、野球場の防球ネットが、この助成が受けられるということの提案を

いただきました。そういう中で、事務者として日本スポーツ振興センターの方に出

向き、いろいろお話を聞かせていただいた中で、防球ネット、そしてグラウンドゴ

ルフ場についても助成が受けられるということで、助成金を受けた形で事業を進め

たいと現在思っておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（高岡良三君） ただいま冨田議員さんの方からご質問いただきました。 

 確かに、日野町における米政策といいますか、近江米のウエートというのは大き

なものだというふうに、こう考えてございます。また、今ご指摘のありましたとお

り、直接支払いに関しまして、平成26年度は半減しまして7,500円、以降平成30年に

は確かに廃止をするという方向で進んでございますので、質問をされた近江米ブラ

ンドをどういうふうに守るのかというところでございますが、私ども今、日野町ま

たＪＡ等各種団体等、生産者も含めてでございますが、日野町農業再生協議会とい

う組織を立ち上げてございまして、その組織の中で、協議会の中でまた協議をして

いくというのが筋だというふうに、こう考えてございます。 

 また、米の生産に対する支払いの関係でございますが、今までからそういうふう

なことでの協議はされてきたというふうに思ってございますが、現実的にはどうか

ということでございますが、現実的に、今のＪＡの体制の中での動きということで

ございまして、その部分については、現在どうというふうな協議は進められていな

いのが実情だというふうに考えてございます。 

 あわせて、私どもは今の件に関しましては、水田農業推進対策の中で、その協議

会とともに運営補助を出しながら協議を進めていくということでございますので、

今、春の農談会に各集落回ってございますが、その中でも、そのような今ご指摘を

いただいたような話は出ておるわけでございますので、ＪＡとしても私どもも、そ

ういう思いを伝えていきたいというふうには考えてございます。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 今のグラウンドゴルフ場の件について、ちょっと再質問いたし

ます。今の課長の説明では、今年の夏ごろに増設の着手予定だというふうに聞きま

した。これで、まず年度内に終了するのかどうか。そして、この計画内容ですけれ
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ども、公認コースの３コースを確保するということですが、これは今現在のあの狭

い細長いところで、２コースが大変窮屈な中でゴルフをされておるんですが、この

辺をどう使うとか、あるいは尐し縮小して、今度増設するところに増やすのだとか、

そういうような計画がもしあれば、今の時点で計画が分かれば教えていただきたい

というふうに思っております。 

 それから近江米のことでございますが、今、農林課長の説明がありましたとおり、

大変ＪＡにお任せといいますかそのような状況の中では、なかなか米価の補填交付

金、あるいはそういう問題についても、大変農協さんだけでは、我々農家の者とし

ては歯がゆい点があります。町として今後とも積極的にＪＡの方と話をしていって

いただき、要望もしていただきたいというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 冨田議員さんの方から再質問いただきましたので、答

弁の方させていただきます。 

 まず、年度内の完了でございますが、工事については年度内に完了というふうに、

現在のところは考えております。ただ、芝の養生等がありますので、利用について

は年度をまたがるというふうに考えております。 

 そして、現在のコースの利用でございますが、現在のコース２コースございます

が、大変狭くて窮屈な関係になっています。工事に際しては、現在のグラウンドゴ

ルフ場の、いわゆる下の方ですが、そちらの方にも土を一定盛った形で、現在のコ

ースも含めて、今山林になっています山の方を削った中で３コースを持っていくと

いう形になります。内容的には、基礎の整備工事、または植栽工、散水栓の設備、

または排水の設備工事等がございます。そして周辺の一定のフェンス工事も含めて、

工事の方はさせていただきたいなというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） そしたら最後に要望をして終わりたいと思います。 

 今のグラウンドゴルフ場の補助金の関係で課長の説明がありましたが、私も、議

長が野球場の防球ネットを要望されたときに、この補助金は今のグラウンドゴルフ

場の増設にも使えるということから、こういう予算にもなったというふうに聞いて

おります。そうしたことで、議員としてもいろいろな形で、議長をはじめ活動をし

ております。町としても、できるだけそういう形のもとに歩調を合わせていただい

て、県やあるいは国の方に、こういった要望活動をするような動きを同じようにし

ていただきたいということをお願いして、終わりたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑はありませんか。１番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） それでは質問させていただきます。 

 議第23号、平成26年度日野町一般会計予算のうち、庁舎等施設管理事業の中に、
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工事請負費1,697万2,000円が計上されております。本件は庁舎北側に位置する職員

さんの駐車場整備だと思います。先ほど蒲生議員さんからも質疑が出ていましたよ

うに、私も消防署移転に際しましては、再三、下の広いところへと言ってたときに、

駐車場が大変狭いので拡幅して整備していただきたいなとは言っていましたんです

けれど、尐し聞かせていただきますと、このことは前議会で、職員の駐車場を整備

する前に、町民から多く要望されている町道整備を優先すべきと指摘され平成20年

９月定例会にて修正された経緯があるということを議事録でも見せていただきまし

た。このことから今日まで見送ってこられたと思います。 

 そこでお尋ねします。行政懇談会で要望された諸問題はいつも出るんですけれど、

全て実施される見通しがついたと理解をしてもいいのか。また、髙橋議員さんが以

前にも質問された、第２工業団地内の北脇杣線や鳥居平石原線の整備も、土木費の

舗装修繕に含まれていると理解していいのか、修正動議に係っている問題ですので、

町長にお尋ねしたいと思います。 

 また次に第23号の衛生費、環境保全費の太陽光発電システム設置補助金200万円に

ついてもお尋ねします。今回の予算は、１件当たり10万円で20件を見込んでおられ

ると思いますが、電力不足や原発を尐なくするとの施策としては、当然推進すべき

施策と思っています。そこでお尋ねいたします。日野町の中心地である中部区画整

備事業は、町が大きな公費を投資して住宅化を推進してきたことは言うまでもあり

ません。調整区域や市街化区域でも、未整備ならともかく、松尾地先、旧トレンデ

ィ跡の下手なんですけれども、発電システムが設置されているのを目にしました。

この場所は、住宅地として学校や病院、買い物に便利な最適地であると思います。

にもかかわらず設置されています。住宅地形成の観点から、環境として望ましいと

思われているのですか。また、これまでに設置を斡旋する業者さんなど、またお願

いするなり、関電さんなど、こうした公費の投入された用地について協議をされた

ことがあるのですか。あるのなら教えていただきたいと思います。建設計画、住民

課、それぞれから答弁をお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 庁舎の駐車場の整備についてご質問をいただきました。 

 80億の予算をどういかに効率的に執行するのかということ、さらには各種団体や

地域の要望も含めて、どのようにその予算編成をやるのかと、こういうことの中で

予算を練り、そしてご審議をいただいていると、こういうことでございます。そう

した中で、役場の庁舎の未舗装の部分につきましても、先ほど来、これまで課長な

どが説明いたしておりますけれども、氏郷まつり夏の陣、あるいは秋の陣、食品も

つくっていただく、そういう中で、あそこは何としても舗装を早期にやってほしい、

こういう声をこれまでから聞いておったところでございます。しかしながら、何年
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か前の９月議会で、それよりも地元の道路改良を優先すべきでないかということを

お話なされて、修正され削除されたという経緯がございますが、それ以前から役場

駐車場への舗装については要望がありましたし、それ以降もいろいろなところで、

もう舗装、きちんと早期にやるべきでないかと、こういうようなたくさんいろいろ

な団体からも要望をいただいておるところでございますので、今回これについては

予算化をお願いしたところでございます。 

 したがいまして、いろいろな地域からの要望については、それはそれとしてしっ

かりと対応をして、優先順位をつけて対応をしていくべきものであると、こういう

ふうに思っておりますので、トータルに予算編成をしてきた中での判断ということ

でご理解をお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 住民課参事。 

住民課参事（望主昭久君） 太陽光発電についてのご質問でございました。現在日野

町の行っている太陽光発電システム助成につきましては、個人住宅を中心にした個

人施策について、全国的に太陽光発電再生エネルギーのそういうようなのを気運が

盛り上がっていますので、その一助となるために設置補助の助成を設置させてもら

っていますので、今言っていただいたトレンディビルの横等につきましてはこの補

助の対象ではございませんので、住民課として尐し答弁の方は差し控えたいと思い

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） 村島議員さんの方から、太陽光発電の関係でご質問を

いただいております。いわゆる住宅地に太陽光発電、ソーラーがそれで環境的なこ

とを踏まえてよいのかというご質問かなというように思います。 

 現在では、建築物ではございませんので、なかなか規制はすることが難しいのか

なというふうには思っておりますが、住宅地と言う形で用途地域を張りつけてもお

ります。そこの松尾地先だけでなしに、西大路についても一定国道端でありますが、

その地域についても住宅地でそれができているという状況もございます。今現在で

はこう縛りがないんですが、今のままでは、なかなか市街化区域の住宅地にああい

うものが本当によいのかということも踏まえて、当然地区計画の中でそういう規制

がかけられるわけでございますが、そういうことも踏まえて、庁内の中で一定の検

討を今後はしていかなければならないかなということは、担当課では現在思ってい

るところでございます。そういうことも踏まえて、一定協議が必要かなと思ってい

ますので、庁内の中では一定の協議を進めたいというように考えています。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） それでは、再質問させていただきます。 

 町長がお答えいただいたのはごもっともですけれど、先ほどの質問の最後に、髙
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橋議員の質問、工業団地内や鳥居平石原線の土木修繕も含まれているかというのが、

ちょっと抜けていたように思いますけれども。 

 そしてまた、すぐに行政懇談会も行われる時期が来ます。その中で、何パーセン

トしている、していない、できていない、できているというような話が出てくるわ

けなんですけれど、どうしてもやはり駐車場の整備となりますと、一番よく目につ

くところですし、当然サマーフェスタ、いろいろな行事、要るのはもうごもっとも

と思います。そしてまた土日見てみましても、大変バスが来ていたりとか、ちょっ

と駐車場がわりというのが目立つんですけれど、使われるのは行事的には尐ないで

すし、やはり行政懇談会とかに出てくるものは、やっぱり常時、もう日常に差し障

るとか、もう早急にしていただきたいと、そういう意見がたくさん出てくると思う

んです。その辺でやはり目立ったところをすかっとして、多額のお金がかかったと

いうことが目につくと、やはりその辺を自治会の皆さんも質問されてくると思いま

すので、その辺をもう一度お伺いしたいと思います。 

 次に、今のソーラーの件ですけれど、やはりどうしても一般の者が見ますと、借

家とか各団地内でも奥の方で大変不便なところに住んでおられる方から見ましたら、

大変一等地です。こんなところに住めたらいいなと思うのは誰でもなんですけれど、

やっぱりそういうところにああいうものがあるというのは、大変そういう人からと

れば、お金を持っている人はいいなと。お金を持っていれば、あんなところでもソ

ーラーでも設置して、またお金をもうけやんねんなと、そんな感じにも受け取られ

ると思うんです。その辺やはり申請上、この辺の施設が許されるのかというと大変

疑問点がありますし、何とかその辺を阻止ではないですけれど規制をかけられる方

法はないのか、もう一度お伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 駐車場の整備についてでございますけれども、先ほども申し上

げましたように、約80億の町の予算全体を、あるいは土木費に、あるいは福祉に、

教育にということで、そこの中で優先順位をつけて大事なものに予算配分をしてい

くということでございますので、これができてしまわないと、これができないとい

うような関係のものではないというふうに思っておりますので、全て行政懇談会の

要望ができなければ、駐車場の舗装はできないのかという性格のものではなくて、

そこはそこで必要に応じてしっかりと対応していくと。これは住民の皆さんからも、

もうそろそろ早くやったらどうやと、こういう話も聞いておりますし、私も必要性

を感じております。またこの間、行政懇談会の要望につきましても、農道舗装をは

じめとしてかなりの事業が、町道関連も含めて前進しているということもご理解は

いただけるのではないかと、このように思っております。 

 また、工業団地の道路の補修等につきましても、これは建設課長等が答弁をして
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おるところでございますけれども、国のいわゆる公共施設の長寿命化対策などの制

度に乗っかって、対応していく必要があるだろうというふうに思っておりますので、

こうしたことは工業団地の中だけにかかわらず、日野町全体の維持補修を含めた予

算配分について計画的な執行の中で、適切に国庫補助等も活用しながらしっかりと

やっていきたいと、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 村島議員さんの方から、再質問をいただきました。 

 ソーラーの関係でございます。規制をかけることができないかというご質問でご

ざいます。規制をかけることは可能ではあるというふうに考えております。ただ、

所有者が土地の有効利用いう形で、やっぱりされてもおります。あの行為が違法で

はございませんので、現在のところではとめる法はないというふうに考えておりま

すが、あの規制をかけることは可能かなというふうに考えておりますし、先ほど答

弁させていただきましたように、庁内の方で一定の検討をして、ただその周りの地

権者も含めてでございますが、一定、地権者のご理解がやっぱりいただけないと、

なかなかそういう規制をかけるのも難しいかなというふうには思っております。そ

ういうことも踏まえながら、庁内で検討をしていきたいなというふうに考えており

ます。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 再三行政懇談会も出席させていただいていますけれど、やっぱ

りいろいろな不満も出ておりますし、どうしてもこう目立つところいうと、先にし

とるなというような、今町長の答弁にありましたように、詳しいことは一般の方は

考えませんので、やはりぱっとよいところだけがしてあるな、うちところ、まだや

なというような形でしゃべられる方もあると思いますので、その辺しっかりとまた

説明していただきたいと思います。 

 また、今のソーラーなんですけれど、やはり収益というのか、その辺、私もまだ

調べていないので分かりませんけれど、有効利用ということで、ああいうこう目立

ったところに連鎖反応というのがありますわね。やられて大変もうかるでと。大変

ようさん太陽光でお金くれよると。じゃ、うちもやろうかということでやっていて

も大変なことになると思いますし、環境を見ていましても、かなりあれは方向によ

っては光も反射していますし、そこのトレンディのところを見ていましても、決し

てあの周りの住んでおられるところから見て、よい眺めでもないと思いますので、

その辺はまたしっかりとやっていって、変に氾濫してたくさんできてきたなという

ような、もう歯どめが効かんようになってしまわないように、ひとつよろしくお願

いします。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑はありませんか。９番、西澤正治君。 
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９番（西澤正治君） それでは26年度の予算の方でお願いしたいなと、このように思

います。 

 まず、主要施策の概要のところでひとつお願いしたいと、このように思います。 

 まず１ページの公用車の更新６台と、このようにあります。全協では、この６台

の中に給食を運ぶ車を購入すると聞いております。今日までは、南比都佐から東桜

谷の方に給食を運んでいただく車が新しく今年購入されて動いております。この車

はどこへ利用されるのかなと、これをひとつお伺いしたいと思います。 

 続きまして、総務費でございます。企画振興費のことで３ページでございますが、

婚活プロジェクト事業というこの内容があります。今までは、これは農林課の方で、

前課長横山さんが気張って動いていただきました。そしてまた農業委員会の方でも

これ気張ってされておりましたが、今までしていただいた中で、どのぐらいのカッ

プルが成立したのかなと、このように聞きたいと思います。そしてまたこれ農林課

から企画の方に変わったというのは、これはどういうことかなと、ちょっとその点

もお聞きしたいなと、このように思います。 

 そしてから13ページでございます。特産農産物振興事業、本当に鎌掛の日野菜生

産には、農林課はじめ本当に皆さん方が特産物の振興にという、大変大きな事業補

助を組んでいただいております。本当にありがたいことでございます。その中でも、

このその他特産振興という項目がございまして、82万7,000円載せていただいており

ますが、それはどのような内容なのか、これをお聞きしたいなと思います。 

 そしてから15ページでございます。農林水産業費、農業振興費でございます。旧

山中邸の研修等施設改修整備費用とあります。どのような内容なのかなと、このよ

うにお聞きしたいと思います。 

 続きまして、この23ページ教育費にも、文化財保護費の中で、旧山中邸の活用事

業に費用が組まれております。２つございますが、教育費の中で今の文化財の資料

などを蔵に納めるということで、教育費でよいと思いますが、二重にもなっており

ますが、ひとつその点もお聞きしたいなと、このように思います。 

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

課長。 

総務課長（池内俊宏君） ただいま西澤議員から、主要施策の概要の１ページ、公用

車の管理事業の関係で、公用車の更新につきましてご質問いただきました。給食用

の公用車につきましては、26年度につきましては３台計画をしておりまして、西大

路、南比都佐、必佐の幼稚園に配置をしようとするものでございます。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（高岡良三君） 西澤議員さんの方から、婚活の件に関しましてご質問いた

だきました。私ども、今日まで農林課の方で、婚活事業をクラブキュピドンという
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名称で実施をさせてきていただきました。また農業委員会の方でも、結婚相談とい

う形で取り組みをさせていただきました。今日まで各種事業を取り組んできたわけ

でございますが、私どもの部分でいけば、イベントをやってカップルをできるだけ

つくっていただこうということで、男子の方には町内に今住んでいる方、町内に就

職されている方、また日野町に住んでみようというふうな方を主体的に募集をかけ

まして、それぞれイベントを実施させていただいたわけでございますが、実質的に

は今日まで大きく23年度から実施をさせていただいて、56組カップルになられたと

いう状況でございますが、その中で実際に婚姻まで至ったというのは、現実的に今

25年度では把握してございませんが、26年、ようやく一組、どうもカップルになら

れるということを把握している状況でございます。また、今日までに19名ほどの脱

会があった中で、婚姻によるキュピドンを脱会したいというふうなことであったと

いうことでございますので、その方々は、そういう事業でいろいろな形でカップル

になることの要素といいますか、そういうものもつかみながらされたのかなという

ふうなことになってございます。 

 あと、私どもは今、日野町の中で住んでいただこうということも考えていく上で

は、農林課として今イベントをすることのみであるというふうな考えから、尐し企

画の方に移行をさせていただいて、あらゆる部分でのいわゆる婚活ができればとい

う思いで、そういうふうな形で部署が変更になったというふうに理解をしてござい

ます。 

 続きまして特産品の関係でございます。それぞれ、日野菜という部分に関しまし

て、もう尐し拡大をしていただきたいということで、いわゆる鎌掛でいえば長野地

区の尐し荒廃になっている部分も広げていっていただこうという思いで、その面積

２ヘクタール、その部分も見込んでの予算でございます。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（森口雄司君） ただいま西澤議員より、平成26年度の日野町一般会計

予算の中の、都市農村共生・対流等総合対策交付金事業4,590万円の事業の内容と、

また教育との違いの２点についてご質問を受けました。 

 まず、この事業につきましては、高齢化、人口減尐等に伴いまして、地域コミュ

ニティーの低下や地域経済の低迷が叫ばれている中にあって、一方では付加価値の

高い教育や観光づくりに対するニーズが高まっていると、こういったことから、地

域の特性に応じた教育や観光など地域活性化させる取り組みに対して支援しようと、

そういう事業が平成25年度に農林水産省の事業で創設をされました。日野町におい

ては、現在近江日野商人館で、三方よしの日野商人の教え、商業道徳を学ぼうと、

訪れる企業研修の場として活用されておりますが、こうした来訪者を日野町のまち

なか観光と連携しながら迎え、日野の伝承料理、田舎料理を提供できる場として旧
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山中邸を活用、改修してはどうかという分でございます。特に教育委員会との違い

につきましては、現在旧山中正吉邸の活用につきましては、今年度の内閣府の補助

金を受けて、現在本宅の南側の部分を改修しているところでございますが、ここで

は日野町の町史の編纂の過程などで蓄積してきました日野町の歴史や文化等の情報

を展示、発信する場としておりますが、さらに研修の場、日野町の伝統料理が提供

できる場、こういったものをできる場として貴重な日野商人の本宅、建物の有効活

用を図っていこうと、こういう内容の違いで進めていく事業でございます。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） 山中邸の改修ということで、この日野町の旧家を改築して、食

事も出していくというようなことでございます。そうなりますと、そこにも人員を

１人職員さんというんですか張りつけるなら、やはり調理員の技術を持った方とか、

また今後ここに大変な資金を投じていくということにもなりかねます。やはりこう

いうようなのも、地域で昔から伝統料理を守られているようなボランティアとか、

最高に利用した形に持っていかないと、この町費、経費の持ち出しというのが多く

なるかなと、このように思います。そこら辺のことを十分考えていただかないと、

持ったばっかりに、ここへ多額のお金が要るなということになりますので、そこら

を十分しっかり考えていただきたいなと思います。この内容も、それぞれ今後十分

検討していかなければならないなとこのように思いますので、そこらへんのことを

ひとつよろしく、執行部の方お願いしたいなと、このように思います。 

 それから、この婚活でございますんやけど、特にこの農林課の方、ノウハウをぎ

ゅっと持っておられますので、十分このことを企画の方へ伝えて、伝授をしていた

だいて、やはりこのごろは結婚される方も、本当に女性の方もだいぶ年がいってく

る。男の方もこう農業に関しては魅力があるのかないか分かりませんけど、結婚さ

れない方も多いということでございます。やはり日野町の人口を増やしていこうと

思いますと、結婚されて２人、３人という子どもをもうけていただけないと、人口

はこのようなところでは伸びていかないと思いますので、そこら辺のことも十分考

慮していただきまして、ひとつこういう婚活活動には力を入れていただきたいなと、

このように思いますのでよろしくお願いします。要望としておきます。 

議長（杉浦和人君） ここで、昼食のため午後１時30分まで休憩させていただきます。 

 再開は１時30分から再開いたします。 

－休憩 １１時５８分－ 

－再開 １３時２９分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 休憩前に引き続き質疑を行います。質疑はありませんか。12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 何点か質疑を行います。 
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 まず議第９号、日野町使用料条例の一部を改正する条例の制定についてなんです

が、自分は１時間単位という部分ですごくこだわっている訳ではないんですが、や

はり使用していて、あとちょっとの部分、急にそこに入ってくる部分で１時間とい

うふうに定められたのかなというのがあって、備考（１）、館長が特に認める場合は

１時間を単位として各室を使用できるとあるが、館長は、今までも何遍もここで言

わせてもらっているが、非常勤なんですよね。それでどういうふうに判断をするの

かなというと、自分には見えないんです。館長は、そうすると非常勤であって公民

館におられない、そのときの判断は、どのように対応されるのか考えておられるの

かお願いしたいのと、まずそこと、自分はそれなら館長を常勤にするのか、地域雇

用で主事を雇っている部分を尐し見直す部分が出てくるのではないのかなというふ

うに思えてならんので、その点についてお願いします。 

 次に、議第23号、平成26年度日野町一般会計予算書41ページ、工事請負契約、庁

舎管理、北側駐車場舗装工事についてというのは、平成20年９月議会において、補

正予算で北側駐車場が提案されました。このときに修正動議の内容は、これは補正

予算で出すべきではない、当初予算で出せというふうに修正動議されたと自分は思

っています。これ、そのときの会議録も読みました。修正動議の提案説明、質疑、

討論、これは皆さんもここにおられてたんやから知っておられると思います。で、

今回の提案になった。そのときできなかった状況というのは、修正動議でできなか

ったんですよね。それから、丸々５年間たったんですね。その状況で、今まで本当

にサマーフェスタなり何なりで、食中毒が出なかったこと自体がすごいよかったな

と思うのか、予想できている部分はありますよね。そこからいくと、すごく遅いの

かなというふうに思っています。それと先ほどもあったんですが、住民要望なんで

すよね。ということは、地域で行政懇談会で言われる要望も、団体が出される要望

も、同じ重さで行政は見ておられるんですよね。そうでないと自分はおかしいと思

いますので、その点についてもお願いしたいなと。 

 予算について、平成20年度補正予算は1,162万3,000円でありました。今回の予算

は1,697万3,000円であります。差額が535万円の増額、説明では、街灯３ヵ所設置が

言われました。ということは、５年間の物価上昇分が535万円、ここの電灯分引いて

ですよ。ここから535万から電灯分、街灯分３ヵ所を引いてどんだけあるのか分から

ないんですが、それが増額分、値上がり分かなというふうに見るんですが、その点

についてもお願いしたと思います。 

 次、45ページの国際交流事業、国際交流推進事業289万円2,000円についてなんで

すが、説明では合併60周年に伴い、招請および訪問経費と説明されました。これは

今まで何回も自分は言わせてもらっているんですが、本当に対等の立場で今そうい

う交流をする必要があるのかな、しているのかなというと、そのように見えないん
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ですよ。そこはこの事業自体が本当にブーム、県なり市なり町なりが一定ブームの

ときに、自分の町もせないかんやないかい、慌ててばたばたばたばたしたような状

況であるのかな。それを延々と続けている。今国の方で言うたら、韓国といい関係

ではありませんやん。一番トップの人がそういうことをやっているのに、末端の行

政が一生懸命頑張っていることが、それは支えの部分であるのかなというふうには

思うんやけど、そこで頑張る意味はどこにあるのかなというのが自分には見えない

ので、この点については今後も続ける本当に必要があるのかないのか、一度考えて

もらえればありがたいなというふうに思うので、これは要望でなく、考えるか考え

ないのか、今どういう状況であるのかという答弁をお願いしたいなと。 

 次に、49ページ、日野町農業委員会委員選挙費についてなんですが、これは農業

委員さんは公職選挙法で選ばれるんですよね。これは自分はいろいろな人としゃべ

らせてもらって、立候補のその日に候補者がグラウンドゴルフをして、事務所すら

も設置されていない、そういう状況の中で公職選挙法が成立するのかしないのかと

いうと、確かにこれは農業委員さんというのは地域割りが物すごい強くて、そこの

地域から出てきておられる。それが本当に公職選挙法にのっとってやられているの

かなというと、自分にはどうしても納得できない部分がありますので、それで次の

質問に入るんですが、71ページ、農業委員会運営事業899万7,000円についてなんで

すが、報酬で637万2,000円、予算額の約７割に当たるんですね。これは議会は議員

定数を、自分が参加させてもらってから３割削減です。農業委員会の定数を協議さ

れたことがあるのか、定数削減をされたことがあって、また今後もどういうふうに

されようとしているのか。これは最初言った公職選挙法にのっとっての話をお願い

したいんです。そうでなかったら、公職選挙法自体が根底からおかしなっていくん

かなというふうに思えてならん。地域割りをしていること自体にもってのほかのと

ころがある。そこも含めてお願いしたいなというふうに思います。 

 次、73ページ、特産農産物振興事業、日野菜生産拡大補助等963万円についてなん

ですが、これは生産者の実態を伺いたいんですが、自分も農業はしています。農業

は努力が足らんのか、している分量が足らんのか、もっと反数を増やして米をどん

どんつくらなあかんのかな。どう考えても、自分は黒字になることがないんです。

一生懸命努力しても、本当に草刈りの手間が出たかというたら、それも出ない。今

そういう状況で農業に取り組んでいます。これは何やというたら、自分の食べる分

をつくるだけでええやんけという感覚でやればいいんですが、地域の田んぼが、年

寄りさんができないようになってきた。それを何とかしてほしいと言われて、つい

つい、はいはい、はいはいと言ってる部分があって、増えてきている。その中で努

力しても、どう考えても黒字になることはありません。ですから、この日野菜につ

いてなんですが、日野菜生産に取り組んでおられる農家数。次、平均年齢はどうか。
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農家一戸当たりの売上高は。次、採算ベースに乗っているのか乗っていないのか。

今後取り組んでもらえる農家は増えると思われているのか。次に、若手生産農家の

育成について、どういうふうに取り組んでおられるかの成果を聞きたいと思います。 

 次、87ページ、土木費、公園管理運営事業、野球場防球ネット整備事業なんです

が、議長の要望で防球ネットができる、要望されたというふうに答弁がありました。

4,601万5,000円についてなんですが、硬式野球ができるようにネットを整備すると

聞きましたが、日野町に硬式野球をしている人、チームがどれだけあるのか。野球

場を自分は見に行ったんですが、確かに軟式しか今できない状況であるのですが、

外野フェンスの方の下の方が、尐しネットが外れている部分があった。それはきち

っと修理されている。されていて、何の問題もなかったんです。これは住民さんか

ら見て、ネットの整備が必要とされる人は絶対尐ないと思うんです。これは何でか

というと、硬式野球に取り組んでいる部分からいっても、誰がどんだけの人が取り

組んでいるのか、されているのかというたら、日野町で体育館へ行って聞いたんで

すが、今は企業の１社の１チームかなというふうに言われていました。今、ここの

野球場についても、使用は２割が町外です。軟式で２割と聞いてきました。そうい

うと、これはここの硬式野球場自体にネットを上げることは、本当に硬式野球をさ

れている人が日野町にいないのに、町外の人のために4,600万円もの金を投資するん

ですかといわれると、住民さんに納得してもらえる部分があるのかないのかをお願

いしたいんです。そうでないと、ここの部分からいって、どう見ても住民さんの方

から上がってきたようには思えない。で、先ほど冨田議員も言われていたのが、グ

ラウンドゴルフ場については要望がばんばん出てきて、協議されて設置ですよね。

ほんで前の広場についても、タイルがはがれて危険な部分が見えますよ。これはも

う随分前からそういうように思うてます。これは、誰が野球ネット、議長はそうい

うように思われて要望されて予算をもらってきはった、それは立派な話やと思いま

す。けど、住民さんの誰が硬式野球をするためにネットを上げる必要があるのかな

いのかと言われたら、どういうふうに説明ができるんですか、そこをお願いしたい

んです。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（福永 豊君） 平山議員の方から、議第９号、日野町使用料条例の一

部を改正する条例の制定について、ご質問をいただきました。 

 今回の公民館の使用料変更つきましては、対照表にも記載をさせていただいてお

りますとおり、大きな時間枠から１時間使用ができるそのものを、館長の特に認め

たものということで変更させていただきたいという上程でございます。この件につ

きましては、特に日野公民館が中央公民館的な要素がございまして、中央に集中す

る会議とか寄りが多いような状況でもございまして、館長の会議のときにも、何度
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か時間の割り振りを検討してもらえないかという状況もございました。そういうよ

うなことも含めまして、今回この条例を制定の提案をさせていただくところでござ

います。 

 館長が非常勤なのに、どうして認められるような状況がしっかりとれるのかとい

うことでございますが、基本的には公民館の責任者といたしまして、館長という状

況で記載をさせていただいております。その中で、主事や臨時さんにつきましても、

拡大解釈いたしますと、館長と当然調整をいただく中でその都度対応をしていただ

ければありがたないなと、このようにも思いつつ、このような状況での館長という

形での条例の方にさせていただきたいというふうに思っております。 

 なお、借りられる場合は、前日、またそれ以前からお借りされることが非常に多

ございます。たちまち今貸してほしいというところになりました場合には、館長と

の連絡もとりながらスムーズな運営ができるように努力をしてまいりたい、このよ

うにも考えてございます。 

 それと、館長の常勤をどうかということでございます。現在月３万8,000円の報酬

でご厄介になっております。それが高いか安いかというのは別にいたしましても、

ほとんど半日は出てきていただいているような状況でもございまして、今回は新た

に常勤にするという状況は考えてございませんが、うまく状況を伝えていただけれ

ばありがたいなと、このようにも考えております。 

 それと、公民館の主事さんの状況でございます。平成19年に地域雇用させていた

だきましてから、幾年かが経過をいたしました。総合計画の中でも、公民館の位置

づけはしっかりとさせていただいておりますが、平成23年度に、公民館のあり方検

討会を開催させていただきまして、地域の方々の代表の方、いろいろな方にお話を

伺う中で、まとめをさせていただきました。その中でも、公民館の主事さんの地域

雇用についての状況は、何点か出てまいりました。そのようなことも含めまして、

ある地区からは、地区での雇用は非常に難しいということで、町職員化にしてほし

いという要望も出ておりますところから、今回平成25年度は、それぞれの関係しま

す団体さんにいろいろな状況をお聞かせいただきまして、公民館の主事を町職員化

にすることについての意見をいただいているところでございまして、３月には各地

区の運営委員会の代表の方にもお話を伺うことの計画をしてございます。一定それ

を取りまとめました後、26年度には、それなりの方向を持っていかなければならな

いのかなということでは、位置づけをさせていただいておりますことから、ご理解

をいただきますようにお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 議第23号、平成26年度日野町一般会計予算にかかわりまし

て、庁舎等施設管理事業の中の、北側駐車場の舗装工事についてご質問をいただき
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ました。ご質問の内容につきましては、平成20年９月議会での議論を受けての計上

というようなことでございます。平成20年９月議会での議論といたしましては、駐

車場の舗装につきましては、イベントでの食品衛生上必要性は認めると。ただ、な

ぜ補正予算で計上するのかと、そういった施設管理については、当初予算で計画的

に計上すべきではないかと。また、緊急性の観点から、各地区の行政懇談会の要望

に十分応えきれていない部分もあって、優先度はそちらの方が高いのではないか、

そのようなご議論であったかというふうに認識をしております。今回は町長の答弁

でもございましたとおり、それ以降におきましても、イベント実行委員会や住民の

皆様方から、食品の衛生上の観点で舗装の要望をいただいておりまして、今回トー

タルの判断といたしまして、当初予算で計上をさせていただいたものでございます。 

 また、行政懇談会からの要望、あるいはその団体からの要望ということで、どち

らが重いというようなことは考えておりません。町としては、同じようにお応えを

していくべきもの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

を申し上げます。 

 また、平成20年９月当時の予算計上額と、今回の予算計上額との差につきまして

は、駐車場の東側に今回Ｌ型の水路の設置を検討しておりまして、その分の経費、

また植栽マスを一定見込んでおりますので、そのための経費を見込んでおります。

それ以外につきましては、単価差ということでご理解をよろしくお願いを申し上げ

ます。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（高橋正一君） 議第23号、平成26年度一般会計予算の国際交流事業に

関しましてご質問いただきましたので、お答えさせていただきます。 

 国際交流、主に姉妹都市交流について、今日までの成果、それから今後の考え方

はどうかというご質疑であったと思います。 

 まず、今日までの成果ということで、主に姉妹都市交流、ブラジルのエンブ市と

それから韓国の恩山面に関してでございますけれども、成果というのはいろいろあ

ったというふうに思いますけれども、例えばでございますが、ブラジル、エンブ市

とは1984年に姉妹都市提携をして約30年になるわけでございますが、その間には、

子どもたちのサッカーチームなども行き来をして、その子どもたちの国際感覚を養

ったということにも貢献できたのではないかなというふうに思っております。また、

恩山面の方は、1990年に姉妹都市提携をさせていただきまして、その後、中学生同

士の交流については定期的に継続をしております。これも日野町の子どもたちにと

って、世界を見るというチャンスがあって、また向こうから来てくれる子どもたち

との交流もできるということで、そういう国際的な感覚も身につけるというところ

に成果があったのではないかと思ってもございますし、また韓国語講座ということ
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で、町民の多くの方に韓国語に触れていただく、韓国文化に触れていただく、そう

いう成果もあったのではないかなというふうに思っております。 

 それから今後の方向性はどうかということでございますが、１つには、現在進め

ております第５次総合計画の中で、人と町の国際化、多文化共生を進めるというこ

とで、これをご論議いただきましてつくっていただきました計画に基づいて、国際

親善協会さんとともに、国際化の事業の中の、主には姉妹都市提携をしているとこ

ろと今後も交流をどんどん進めていって、町民の皆さんの国際化の醸成に努めてい

くことが大切ではないかというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（高岡良三君） 平山議員さんの方から、私どもの方、２点ほどご質問をい

ただきました。 

 まず１点目の、農業委員会に関することでございます。農業委員会の選挙が、今

年21期が満期になり、７月に選挙が行われますが、その費用の関係と公職選挙法の

関係を言われましたし、また農業委員会の運営の方で、いわゆる報酬が７割に当た

るという部分のご質問をいただきました。定数の関係等のことについてもご質問を

いただきましたが、私ども、そこでこうだというふうに答弁する立場ではないとい

うふうに、こう思っておりますが、現在定数は１号議員さん20名おられまして、そ

の中で新たに選任された方についての地区割りをさせていただくというのが基本だ

というふうに、こう考えてございます。今日まで定数を減らすような協議がされた

かということでございますが、聞くところによると、もう尐し以前になるのですが、

その協議はされたというところでございます。ただし、今農業委員さんにつきまし

ては、１人平均113ヘクタールの持ち分の農地といいますか、それを見ていただいて

いるのと合わせて、農用地内の青地、白地の部分で2,262ヘクタール日野町でござい

ますので、それぞれの部分について２集落、３集落抱えて見ていただいているとい

うふうな状況でございますので、現状ではその部分で適当という判断をされている

ところでございます。 

 次に、２点目の、農産物特産振興事業の件でございますが、日野菜生産拡大補助

等で963万円でございますが、そのうち26年度におきましては、現在鎌掛の方にあり

ます集荷場のところに冷凍庫がございますが、かなり老朽化をしておるために、そ

の部分３坪の部分を、２棟新たに購入されるための補助を行おうという部分と、質

問にございました、今、日野菜の方につきましては日野菜部会の方で主に中心にな

って取り組んでいただいているところでございまして、日野菜をやっていただいて

いる部会のメンバーは40戸でございます。平均年齢は65歳を超えていくという状況

でございます。 

 次に、１戸当たりの採算ですが、その部分は計算してございませんが、全体で今、
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日野菜については売り上げのベースについて、500万程度というふうになってござい

ますが、採算ベースに乗っているかと言われると、決して日野菜だけでは乗ってい

ないというのが現状でございます。ただしあとの、今後増えると思われるかという

のと、若手の生産者の件でございますが、今日野町は野菜の部門において、日野菜

をメインとして取り組もうというふうに取り組んでいるところでございますので、

拡大の方に向けての取り組みを進めていきたいというふうに思っておりますのに加

えて、若手の生産者の育成につきましては、現在20代、30代の方も日野菜部会に加

わっていただいている状況でございますので、もう尐しその部分においても力を注

いで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） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 平山議員さんの方から、平成26年度の会計の中から、

公園管理の関係で、野球場の防球ネットの関係でご質問いただきましたので、答弁

の方させていただきます。 

 まず、日野町に硬式野球をしている人、またチームがどれだけあるのかでござい

ます。現在担当課で把握している中では、日野高校かなというふうに考えておりま

す。それと尐年野球の中で、近江ボーイズは第２工業団地の企業のグランドを利用

して、野球をやられているという状況でございます。 

 そして次に、なぜ硬式野球のために整備が必要なのかということと、町に何の利

益があるのかということでございます。まずは今の現在の野球場でございますが、

大変こう立派なよい野球場というふうに施設的には思っております。以前はその野

球場の中で硬式野球もやっておりましたけども、ボールが外へ出て大変危険という

ことで、現在では軟式野球のみの利用というふうにやっております。そういう中で、

これだけの施設ですので、施設の有効利用をきちっとやっぱりやっていきたいとい

うこともあります。そして施設がないとやっぱり利用ができないということもあり

ますし、施設を整備することで、やはり硬式野球に幅広く興味を持っていただくこ

ともできますし、またはスポーツの振興にもつながってくるというふうにも考えて

おります。 

 それと、現在日本スポーツ振興センターの助成金で、ここを活用してという考え

を持っております。この助成金というのは、ＴＯＴＯのくじの関係の助成金でござ

いますが、限られた助成金の中で配分をされております。そういうことから、東京

オリンピックの誘致が決まってから、今後はこの助成金の活用いうのは、非常に難

しくなってくるのかなというふうにも考えてもございます。そういうことも踏まえ

て総合的に考えた中で、今回野球場の硬式化ということで、防球ネットの整備とい

うふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 
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12番（平山敏夫君） 第９号なんですが、館長会で館長がそういうふうに発言されて、

実際日野公民館、確かに中央公民館といって立派なように言ってもらっているんで

すが、ほんまに館長さんとは、自分が何回行っても一度も会っていませんよ。一度

も会っていない。その状況で１時間単位ができるんですかと、自分はここで聞いて

いるんです。福永さん、何遍も行かれるのは、先、連絡しておいて行かれるんです

か。ほんまにちょこちょこ行ってみて下さい。ほんまにいはりませんよ。その状況

の中でこれをやるのかというと、尐し難しい部分があるんかと。で、自分は、その

地域住民が人を雇うこと自体に違和感あります。それがほんまに、役場でも一緒で

すやろ。人を雇うのに物すごい難しいという部分は、物すごいありますやん。人が

人を選ぶというのは、物すごい難しい部分がありますやん。その中で、地域が人を

雇って、地域があと補填するなりしないなりしているんでしょう。その状況がいい

のかというと、自分はよくない。ましてや、日野町の施設であるのに職員がそうい

う形は、絶対に納得できる部分はないんです。ましてや、今の１時間単位の使い方

をしようとされるんなら、余計に常勤の職員がきちっとした常勤でないと、今の人

も信用していないというわけではないんですよ。やはり役場としての姿勢を、きち

っとここで出すべきではないのかなというように思います。そこをもう一遍答弁お

願いしたいなと。 

 次に、予算なんですが、確かに先、庁舎管理の部分でいきます。庁舎管理につい

ては、ほんまに団体さんが何回も要望されている部分も聞いていたし、自分の方に

も来られていました。ほんでほこりの中で盆踊りをやって、風がなくても、あの中

を歩くことによって砂ぼこりが上がってる。その状況を、ここにいる人が全員知っ

ているんです。その中で、本当に食中毒が起きなかったことは、不幸中の幸いであ

った。けど、今これをせえへんというのはどういうようなんかなというと、絶対無

理があるので、やはりここはしてもらったほうがいいのかなというふうに思ってい

るんですが、やはりその時点で予算と、今の時点の予算が500万も違うんですよ。や

はり溝をするの何のと言われても、Ｌ型水路をする、松を植えると言われても、そ

のときも同じように、まあ、松なんていうのは後から出てきた話かな。Ｌ型の水路

なんていうのは、その時点でも当然あったんかなというふうに自分は思えてならん。

そうでないと意味がないですやん。やはり５年間で535万も上がるというのは、ここ

へ修正動議を出した人らにも責任出てきますやん、それこそ。そこに問題があるさ

かいにどうなんやと言うてるだけ。これは自分のひとり言やと思うて、要望として

聞いておいて下さい。これはもう答弁求めても分からない部分があるんかなと。け

ど、そういうふうに思われても仕方がないという部分はあるんです。これは行政懇

談会で地域要望が強いが、誰が強いがないんです。団体要望も同じなんです。そこ

をきちっと頭に置いてやらないかんのかなというふうに思うてます。 
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 次に、国際交流の事業なんですが、確かに親善協会が一生懸命やられている部分

は分かります。中学生が来られている。自分のところにも来られました。その交流

も、確かにいいと思います。使節団に、行った中学生らが、どういうふうな感覚で、

どういうふうなものを持って帰ってきたというのを述べる場所、自分は、言えば、

その委員にでも入れてもいいのかなと。それくらいな形でやっていかへなんだら、

ここはほんまに若い子らが、どういうふうに思って、どういうふうに取り組んでい

くのかという部分が大事な部分ではないのかなと思うので、そこの部分の検討をで

きればお願いしたいなと。それでなかったら、一定の人で、一定の年齢の人らが同

じことを協議しているのでは意味がない。やはり物すごい変わった意見を出してく

る人を入れて来なかったら、変わらへんでしょう。これはもうブームに乗って同じ

ようにやっている話ではないし、今の国の状況から見ても、これがスムーズにすっ

と行くんですかといったら、行かない部分も出てきますやん。そこもひっくるめて

協議をお願いしたいなと、これも要望にしておきます。 

 次に、農業委員会なんですが、確かに定数を減らしなさいとかどうたらこうたら

は言いにくい。ほんで１人の持っている部分が３集落以上でようさんある。そんな

ん分からんことはない。けど、これは農林課としては、きちっと公職選挙法の部分

なんですよというのをはっきり言ってもらわんと、そうでないと、これは出てきて

もらってから地域を区割りする。違いますやん。区割りの中で出てきてはるんです

やろ。言葉違いますよ。そこをはっきりしてこんと、出てくる前に地域があって、

そこから選ばれてきたというのが今ですよ。今課長が答弁されたのは、出てきはっ

た人から地域を選んでいるのでと違いますやん。そこはもう一遍きちっと、どうい

うふうに農業委員会に言うのか、公職選挙法の部分をどういうふうに言うのかとい

うだけ、答弁をお願いしたいなと思います。 

 次にもう１つ、日野菜なんですが、町長がいつも言われているように、日野菜、

物すごい今きちっと自分も取り組んでほしいなというふうに思っているんですが、

これは今聞かせてもらうと、約40戸、平均年齢65歳以上、これ、すごい不安ですよ

ね、皆さん。これこの状態で、ほんまに続けていけるんかというと、すごい難しい。

一番最後に自分が聞いた、増えると思われているのか、若手育成の部分なんですが、

拡大を図っていくとか、そういうような答弁じゃなかったかな。野菜に取り組んで

おられる人がたくさんいるので、拡大をしていきたいというふうに言われている。

で、先ほど西澤議員の中でも、その他の部分で農地は増やしていくと。増やしてい

くのはいいんだけど、本当に65歳以上の人らに、増やすことによって酷な労働を課

すことになるんじゃないのかなと。これはそこをイコール、育成の部分が大きい。

増やすんやったら、育成の部分をきちっとどういうふうにするのか、もう一度答弁

をお願いしたいなと。 
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 それと最後に、ネットなんですが、いろいろ課長さん言ってくれはりましたけど、

日野高なんて、使われてもいいけど、日野高の中に野球場ありますやんね。それが

ここの１つになるのかなというと、ちょっとおかしいですやろ。まずそう思います。

それと、いろいろな形で体育館に来られる人が、どこをどういうふうに見て使用さ

れているにかかわらず、ほんまに今のネットがきちっと整備されてへんというふう

に思われる人がいるんですかというと、思いませんやろ。完璧にできていると思う

てはりますやん。それが軟式から硬式になるんですという説明が、どういうふうな

形でできるんかというたら難しいと思うんですよ。ましてや、使用される人が尐な

いんですやろ。そこはどういうふうに説明されるんです。説明の仕方を教えて下さ

い。自分も聞かれた場合、どのように説明したらいいのか、自分には説明のしよう

がないので、そこの部分の説明の仕方をお願いしたい。これは自分が住民さんに聞

かれたときに、このように言いなさいというふうに教えて下さい。 

議長（杉浦和人君） 平山敏夫君の再質問に対する当局の答弁を求めます。生涯学習

課長。 

生涯学習課長（福永 豊君） 平山議員から、議第９号の使用料条例についての再質

問をいただきました。館長がほとんどいないんじゃないかというようなこともご指

摘もいただきましたが、私が寄せていただくときには、館長はいていただいており

ますし、非常勤としての状況の中では、勤務をきちっとしていただいているかなと

いうようには理解しております。今回のこの条例の１時間単位につきましては、末

端といいますか、事務をいただいています方々や館長のご意見、当然地域住民の方々

のご意見もありまして、具体的にいきますと、17時から22時までの間で尐しの時間

を借りたいという方についても、もう夜の８時から使われる方がそれで使用される

と、空いているような状況でも使えない。こういうようなことが、果たして本当に

住民のためにどうかという、こんなこともご意見もいろいろいただいた中での策と

いうことで、提案をさせていただいておりますので、その辺につきましては、いろ

いろな問題が、館長の非常勤の問題で責任の分担が出てこようかと思いますが、こ

こは館長としての責任分野で対応いただく。もしそれで問題があれば、教育委員会

の生涯学習課が基本的には責任を持ちながら進めていくということになろうかなと

思いますので、その点はご理解いただきたい。このように思います。 

 もう１点、主事の地域雇用についてでございますが、先ほども申し上げましたよ

うに、１年にわたりまして検討してまいりました。その中で、いろいろなご意見も

ございました。そんなことから、何回かの状況をもちまして、最終的には新たな検

討的なそういうような委員会を持ちながらも、地域雇用をどうしていくのかという

ことを検討していきたいなと、このように思っています。いろいろとお話を伺って

いる中では、地域雇用は地域雇用なりに、地域の責任を持って雇った方が頑張って
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いていただくよということで、町の職員になれば、今度は町職員として見られて、

しっかり仕事しとるのかいなみたいな、そんなこともありますよねという、そうい

うようなご意見もいただいたりしておりまして、必ずしも地域雇用が非というよう

な部分でも、検討させていただく中では、ないのかなというように思いますが、し

かし、いろいろな状況が出ておりますことから、平山議員ご心配いただいておりま

すように、この辺は真剣に今後の状況を見守りながらも進めて検討、研究してまい

りたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 先ほど平山議員さんの方から、要望で答弁はよいというこ

とでございましたが、役場の北側駐車場の件でございますが、松の植栽のお話が尐

し私の耳元に聞こえましたので、私の発言が不明瞭であったかも分かりませんが、

植栽のマスを設けるということでご理解をよろしくお願いをいたしたいというふう

に思います。 

 なお、いろいろいただきましたご意見につきましては、予算の執行にあたって、

十分留意をしてまいりたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（高岡良三君） 平山議員さんの方から再質問をいただきました。農業委員

会に関することでございます。まことに私どもの方、答えにくいといいますか、答

える立場では本当にないというふうな思いからではございますが、先ほど私が述べ

ました、選任された第１回目の農業委員会で、それぞれの地域を分けていただくと

いうふうなことは、そのときに決められることでございます。 

 また、公職選挙法のことに関しましては、若干私どもも不得意な部分でございま

すが、当然それに倣って、それぞれ農家の方の選挙人によって選ばれてくるという

ふうに考えておりますし、とりわけその中での地域の農のことでございますと、農

業組合長さん等が大きなウエートを占められてくるのかなという部分もあるという

ふうには感じてございます。ただ、公職選挙法にのっとってやっていくんですよと

いうことにつきましては、過日の農業委員会のときにも、そういう話が出てござい

ました。 

 次の、日野菜のことに関してでございますが、40戸65歳以上というところでござ

いますが、日野菜のことにかかわらず、あとの農のことに関しまして、高齢化とい

うのはここに限らずあるところでございますが、今、日野の日野菜として売り出し

ていくために、いろいろな手法を凝らしてございますし、それぞれの部分で、第六

次産業まではいかないんですが、例えば商工会の方でもドレッシングをつくるとか、

いろいろな漬物をつくる、いろいろなこともやってございますし、販路も見つけて

ございますので、その点で行けば、もう尐し日野菜の団地等つくっていただく方々
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の拡大というのは、必要になってくるというのは現実でございます。加えて日野菜

コンクールを毎年鎌掛の公民館でさせていただいてございますが、今年25年度の日

野菜コンクールにおいても、日野のそれぞれ桜谷の方とかそういうところからも出

展をしていただいている方もございますので、そういうところにも目を向けていき

たいというふうに考えてございますし、あわせて育成の部分につきましても、先ほ

ど述べましたように、20代、30代の方も、日野菜に取り組んでいこうという方もお

られるところでございますので、その点につきましても、当然育成という部分にお

いて、私どもも力を注いでいくということが必要だというふうには考えております

ので、とにかく野菜として、日野は米どころということで米が中心の農でございま

すが、野菜の方にも目を向けていかなければならないという思いでございますので、

ご理解の方よろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 平山議員の方から再質問いただきましたので、答弁の

方させていただきます。 

 まず、日野高校については、現在野球専用の練習場というかグランドを持ってお

ります。ただ、このグランドで、大谷の方で硬式野球ができるような施設になれば、

当然対外試合も含めて利用していただけるものかなというふうには考えております。 

 そして、なぜ軟式から硬式というその説明でございますが、現在のネットについ

ては、修理等もして問題はないというふうには考えております。ただ、現在使用が

軟式に限られた形でやっておりますが、軟式野球についてもファールボールが外へ

飛び出したりしております。この大谷の公園というのは総合公園でございまして、

野球専用の公園ではございませんので、子どもたちとか親子連れとかが絶えず行き

来をしている公園でもございます。そういう中で含めて、やはり安全面から考えま

すと、軟式、または硬式も含めまして危険を解除することから、きちっとしたネッ

ト整備が必要ではないかなというふうにも考えております。そして硬式が使えるこ

とによって、一定地域の活性化にもなってくるのかなというふうにも考えておりま

すので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 議第９号なんですが、やはり館長会でそういうふうな発言があ

ってこのようにするんなら、それは当然館長さんも常勤でのうてもそれなりの対応

をされるんかなというふうには思いたい。思いたいですよ。課長が行かれるときは

いるんやけど、自分が行ったときはいない。よっぽど自分が嫌われているんかなと

いうふうには思えないんですが、やはり館長会でそういうふうな話が出て、そうい

うふうに取り組もうとされるんなら、そこの部分はきちっと館長さんが意識を持っ

て、非常勤であろうが、きちっとそこを対応してくれるというふうに思いたい。思
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いたいんですよ。そこはほんできちっと教育委員会の方からも、お願いしておいて

いただきたいなと思います。 

 それと、確かに農業委員会、答える立場ではないというのは分からんことはない。

これは一度も選挙、随分長いこと選挙をされてへんから、一度選挙をしたら、それ

なりの感覚が分かるんかなと。これは自分一人、自分でいうたらそうでしか思えな

い。そうでないさかいに、いつまでもそういう感覚でどっぷりつかって、ほんまに

選挙当日にグラウンドゴルフしていられる。そんな公職選挙法ってないですよ。そ

こはやっぱりきちっとどういうやり方をするんかと。今年７月が選挙あるというふ

うに、ここは思っておいて下さい。覚悟して選挙をやります、そういうふうに思っ

ておいて下さい。 

 次、65歳以上。日野菜なんですが、確かに日野菜、日野では物すごく大事な部分

であると、自分は思っています。けど、ここは課長言われたように、生産をして、

商品にして、きちっとした形で売る。そこをきちっと確立ができると、最初に言う

た金額がきちっと上がってくるんやから、頑張ろうという意識が出てくる。若い子

もそれになって取り組もうとされる。そこの部分をきちっと応援してやってほしい

んです。その生産がどうのこうのというのはされるんや。やはりそこをＪＡに頼ら

ない。何かいうたらＪＡとかそういうふうな話をされるんやけど、そうやなしに、

住民さんもそういう意識を持てるような形で取り組まんと、いつまでもそこに頼る

話ではないんやないかなと、自分はそういうように思いますので、そこの点をよろ

しくお願いしたいと思います。 

 次に、ネットなんですが、高校生にとってはすごいいい環境ができるかなと。確

かに対外試合が増えたら、それでよって強うなって、ほんまに夢の甲子園頑張れる

かなという部分もあるかなというふうに思えるので、それはそれでいいんですが、

やはり今課長が自分に答弁してくれたけど、これを自分が住民さんにそのように言

って理解してもらえるかというと、理解してもらえないというふうに思いました。

もう一度きちっと課長のところへ行って、そこの部分について、自分はどんくさい

し頭悪いし、住民さんにわーわー言われたら答えられるかというたら答えられない

ので、そこはきちっと教えてもらいに行きたいなと。それまでにできれば文書でつ

くっておいてもらえたらありが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。10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） それでは、議第23号、平成26年度一般会計についての概要説明

の中での質疑をしていきたいなと、こう思っております。 

 この平成26年度一般会計予算についての概要説明の中で、消費税増税と地方財政

の関係でありますけれども、消費税率が５パーセントから８パーセントへ３パーセ

ントアップいたしますが、５パーセント時には国税が４パーセントで、地方消費税
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が１パーセントでありますが、８パーセントになると国税が6.3パーセント、地方消

費税が1.7パーセントの配分割合になるとの説明を、この前、全員協議会で受けまし

たが、国税分もまた地方交付税の財源であります。現在この国税４パーセントの29.5

パーセントが交付税財源であるとされておりますが、2014年度からは22.3パーセン

トに下がるとされています。こうしたことから、消費税のうち地方に配分される場

合は、現行の43.6パーセントから38.7パーセントに下がっていくそうでございます。

このように消費税率の引き上げは、地方財源のかさ上げにはなりますけれども、国

税、地方税の配分割合、いわゆる法定率はだんだんと下げられると言われておりま

す。このことについて、実際どうなのかをお尋ねしていきたいなと思っております。 

 また、地方債でありますが、説明会の中で、臨時財政対策債の発行について、昨

年と同等程度の発行であるが、依然として伸びが大きいと説明されています。ある

資料を見てみますと、平成24年度ころまでは、臨時財政対策債の発行可能において

は人口基礎方式で算出されておりましたけれども、最近は財源不足基礎方式に変わ

っているのではないかと、私は受け取っています。それであれば、発行増になって

もいいのではないかと考えますが、いかがでしょうか。 

 また、この発行とは逆に、財政健全化ということもありますが、25年度の決算に

おいても、実質公債費比率において前年度と同程度に納まるのではないかと思われ

ますが、いかがでしょうか。 

 また、今回消防署の建てかえもありますが、愛知川との合併により将来負担比率

についても、そう高くならないのではないかと思われますが、どの程度なのかお尋

ねいたします。 

 また、先ほど蒲生議員からも質問がありましたが、消費増税による自治体におけ

る公共施設の使用料、利用料、料金には、消費税はかからないのかお尋ねしたいん

ですけれども、先ほどありましたように、消費税法第60条に、国および地方公共団

体等に対する特例があります。このことから、やはり十分考えていただきたいなと

こう思いますが、もう一度それについてお尋ねいたします。 

 また、今回消費税が導入されて、引き上げ分の地方消費税収入が充てられる経緯

について、社会保障の４分野各事業への割り振りがされておりますけれども、これ

はどういう形で割り振りされたのか、お伺いするところでございます。 

 一方民生費の方でありますが、臨時福祉給付事業について、対象や給付内容、時

期、方法などをお伺いいたします。 

 もう１つ、今、民生費の中の子育て世帯臨時特例給付金の支給についてもお尋ね

したいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君の質問に対する当局の答弁を求めます。総務

課長。 
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総務課長（池内俊宏君） 東議員から、一般会計の当初予算の概要に関係をいたしま

して、幾つかご質問をいただきました。 

 まず１点目でございますが、消費税が３パーセント税率が上がるということでご

ざいます。この関係で、国税地方税の法定の配分割合が毎年減ってくるというよう

なことから、地方への配分の割合が減尐してくるのではないかと、こういった中身

のご質問であったかというふうに思います。引き上げ後の消費税収入の、国、地方

の配分につきましては、改正をされました地方税法および地方交付税法の中におき

まして、一定その配分の割合が決まっておるというふうに認識をしております。地

方税は地方交付税として地方へ配分をされる分と、地方消費税交付金として地方へ

配分される分と２種類ございます。その中で、地方消費税交付金の分につきまして

は、地方の配分額は増加をいたします。現在５パーセントの消費税に対しましては

１パーセントでございますし、４月１日からの税率が８パーセントになりましたと

きには1.7パーセント。将来10パーセントにというようなときには、2.2パーセント

になる予定というふうになってございます。また、地方交付税の分につきましては、

地方交付税に配分する法定率は下がるということでございますが、それ以上に消費

税の国税分、もとの原資となる分が増えてくるということでございますので、そう

いった意味で言いますと、地方への配分の割合も、国の見込みから申し上げますと、

増えてくる見込みになるというようなことになります。そうしたことから、国の方

では現在５パーセントの現行の税率では、そのうち1.18パーセントが地方への配分

ということで、交付税分ということでございます。また、８パーセントになります

と、1.4パーセントの配分がされる。10パーセントになると1.52パーセントの配分に

なるというようなことでございます。こうしたことから、国税としての地方消費税

の総額につきましては、交付税として配分される割合は、議員ご指摘のとおり減尐

してくるというような傾向になってございますが、地方の配分額の額については増

加をしていくことになるのかなと、このように思っておりますので、法定率が下が

ったといたしましても、地方への配分の額は、一定の額が確保される制度設計にな

っておるというふうに認識をしております。ただ、その消費税増税によります地方

へのその配分自体が、増加していきます地方の社会保障経費の負担に見合ったもの

になっていくのかということについては、心配をしておるところでございます。 

 続きまして、地方債の臨時財政対策債につきましてご質問をいただきました。臨

時財政対策債につきましては、これも議員ご指摘のとおり、人口の基礎方式が廃止

をされまして、平成25年度からは全額財源不足基礎方式による算出というようなこ

とになってございます。こうしたことから、当町の平成25年度の発行可能額につき

ましても増加をいたしておりまして、全体では５億8,750万6,000円ということで、

約5,450万円前年度と比べて増えているというようなことになってございます。しか
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しながら、平成26年度の地方財政対策におきましては、地方税等が一定伸びるとい

うふうに見込まれておりますことから、地方交付税や臨時財政対策債が、全体とし

て減尐しておるというような状況になってございます。そうした中で、臨時財政対

策債は地方の借金というようなことでもありますので、臨時財政対策債の方で、そ

の減額割合が国全体で大きくなっておりますので、臨時財政対策債の発行可能額の

総額は、25年度に比べますと全体で9.9パーセント下がっておるというのが現状でご

ざいます。そうしたことで、臨時財政対策債の発行については、増加はなかなか見

込めないのではないかというようなことでございます。そうしたことから、当町の

臨時財政対策債の予算の見込みにつきましては、普通地方交付税の算定と合わせて

各種の要素を影響を考えながら、前年度と同額というようなことでの当初予算での

見積もりとさせていただいておるというところでございます。 

 次に、実質公債費比率につきましてと将来負担比率につきまして、ご質問をいた

だいております。財政の健全化の取り組みといたしましては、これまでから町債の

繰り上げ償還ですとか新規発行の抑制、またやむを得ず起債を発行する場合につき

ましても、可能な限り交付税措置のあるものを活用しているというような状況でご

ざいます。これによりまして、平成24年度の決算に基づきます実質公債費比率は、

３年平均で10.8パーセント、将来負担比率は74.1パーセントというふうになってご

ざいます。平成25年度の実質公債負担率におきましては、国の経済対策に伴います

公共事業費の増加によりまして、地方債残高が大きく増嵩する見込みではございま

すが、償還は翌年度以降になることから、今議会に提案をしております県営日野川

かんがい排水事業の債務負担行為の終了などにより、決算における指標は若干改善

するのかなと、現在のところそのように思っております。ただ、将来負担比率につ

きましては、地方債の増嵩の影響が大きく反映をされますことから、平成22年度の

決算における水準でございました100パーセント前後となるというふうに見込んで

おるところでございます。今後におきましても、引き続き財政の健全化に向けて取

り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 次に、地方税増税によります自治体の公共施設の使用料・手数料についてのご質

問でございます。公の施設の使用料、公営企業の料金、各種事業の利用の負担金な

ど、地方公共団体が行うサービスなどで、事業として対価を得て行う資産の譲与や

貸し付け、および役務の提供に該当するものにかかる対価につきましては、行政の

手数料および医療や介護サービスなどの非課税取引を除いては、原則課税の対象と

いうようなことになってございます。今回４月からの消費税増税に伴います各施設

の使用料についても見直しを検討いたしましたが、尐額な使用料につきましては上

乗せ額が数円から数十円程度ということで、現行の使用料がほとんど100円単位とい

うような状況もございますので、10円単位の使用料はなかなかなじまないのではな
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いかと考えられますことですとか、近隣市町の改定の状況も参考にさせていただき

ながら、今回におきましては見送りをさせていただいたということでございます。 

 あと、引き上げ分の地方消費税の収入に充てられる経費につきまして、４分野の

各事業への割り振りについてでございますが、消費税増税に係ります地方消費税額

の増収分の使途につきましては、法律の趣旨によりまして、社会保障４経費、いわ

ゆる年金、医療、介護の社会保障給付ならびに尐子化に対処するための経費に充て

るというようことで明記をされております。また、これを明らかにするために、予

算書等の説明資料の明記をしっかりとするようにということで国からの通知がござ

いまして、今回当初予算（案）の概要の中に資料としてつけさせていただいたもの

でございます。この中の各事業の区分への引き上げ分の、地方消費税の割り振りに

つきましてでございますが、特定の事業へ配分をしてしまうというものではなく、

全体として地方負担の割合に応じて按分を、町の方でさせていただいたところでご

ざいます。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 臨時福祉給費金の支給ですとか、子育て世帯臨時特例給付

金の支給について、お尋ねいただきましたのでお答えいたします。 

 両方の給付金とも、基準日は平成26年１月１日となっております。 

 臨時福祉給付金の対象者といたしましては、市町村民税の均等割が課税されてい

ない者ということになっています。課税されていないといいましても、市町村民税

が課税されている者に扶養されている者は除くとなっていますので、ご本人に課税

がないということが条件でございます。その方お１人について１万円支給になりま

す。また、5,000円の加算といたしまして、老齢基礎年金ですとか児童扶養手当の受

給者は5,000円加算ということになります。 

 子育て臨時特例給付金につきましては、対象は１月分の児童手当の受給者でござ

います。児童手当は受給者は子の監護をしている者ですので、対象の児童１人につ

き１万円ということになります。併給は調整するということで、臨時福祉給付金の

方を支給された人は、子育て世帯の臨時特例給付金は給付できないということにな

ります。 

 時期につきましては、税の確定が６月となりますので、６月以降に申請していた

だき、給付をしようというふうに考えております。 

 支給方法といたしましては、受給対象者に申請していただくように通知し、口座

振り込み等による支給を考えております。広報ですとかホームページの方で啓発な

どしていけたらと思っております。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） この地方交付税のことでございますけれども、先ほど答弁では、
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国税の原資の方が多くなるのでということでありますけれども、これは地方交付税

に占める消費税の国税からの配分割合、先ほど言いました法定率でありますけれど

も、今年度は22.3パーセント下がって、来年度は20.8パーセントに下がる。また10

月以降は19.5パーセントということで、だんだんとこう下がってくる。そうした中

で、やはりこれも人口の割合ではないのかなと思うたりしますねんけども、先ほど

課長の方からは、まだ増えるというようなことを答弁いただきましたが、これは減

っていくのではないのかと私は危惧しているわけでございますが、そこら辺のとこ

ろはどうなのか。やはりいろいろなところを見てみますと、消費税の引き上げは地

域経済の衰退と住民の負担増をもたらし、収入減となる心配があるということを盛

んに言われておりまして、合併賛成者の西尾勝さんなんかは、非常に三位一体改革

のそれ以上になるんじゃないかなという心配をされておられます。これは確かに新

聞に載っておりましたので、そういうことではないのかなという思いで質疑をさせ

てもらっておるところでございます。 

 やはりこの消費税の増税は、今言いましたように、自治体の歳出の増加もするし、

財政収入もマイナスになるんじゃないかなと、私は住民負担が多くなりますので、

そのように受けとめておるんですけれども、自治体の方へは先ほどの答弁ですと増

えるということでありますけれども、そこら辺、もう一度お願いしたいなと思いま

す。 

 それから、この消費税増税の円滑な転嫁ということで財務省から出ておるわけで

ございますけれども、ある地方によっては、その使用料とか手数料を考えて、消費

税が上がったように措置をしておられるところもあるというふうに聞いています。

そういう関係もやはり考えていただいて、住民が利用されるところは、住民に余り

負担のかからないようにお願いしたいなと思います。 

 それから給付でありますけれども、これは26年度中に行われるのか、あるいは今

度の10パーセントになるような１年半ぐらいで給付をされるのか、そこら辺のとこ

ろはどうなのかなと思っております。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 東議員から、消費税にかかわりまして再質問を頂戴をいた

しました。私の説明が尐しややこしくて申しわけございません。 

 まず、議員がおっしゃっていただいております交付税分の法定率が、現行は29.5

が４月以降は22.3に下がり、その後20.8、さらには19.5と下がっていく予定になっ

ておるということを踏まえてのご質問ということでございます。その間、消費税は

現行は国の分は４パーセントということでございますので、４パーセントに法定率

の29.5パーセントを掛けますと1.18という数字になります。これが交付税分の率と

いうことになります。４月以降は6.3パーセントが国の消費税分ということになりま
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すので、これに法定率の22.3を掛けますと1.4という数字が出てきますので、このよ

うに交付税分についての割合は上がってくるという、法定率は下がってきますが、

もとの消費税が上がってきますので、交付税に配分される割合が上がってくるとい

うことになります。これにあわせて地方消費税の５パーセントに対する地方の負担

分は１パーセントということになりますので、その消費税分を足していくと、地方

への配分の割合といいますのは、現行は2.18パーセントになります。法定率の29.5

パーセントに４パーセントを掛けたものが1.18。1.18に現行の５パーセントのうち、

地方消費税が１パーセントですので、足すと2.18になります。このように計算をし

ていきますと、来年４月以降は3.1パーセントが地方の取り分、27年10月からは3.71

パーセントと、このように地方の負担割合は増加をしていくという制度設計にはな

っておるということを、説明を申し上げたつもりでございます。 

 なお、地方消費税の増税分、引き上げ分への対応につきましては、先ほど来から

答弁をさせていただいておりますとおり、近隣の市町の状況等いろいろ検討をさせ

ていただきましたところ、結果今回の町の使用料、あるいはその手数料の見直しに

つきましては見送らせていただいたということでございますので、よろしくお願い

いたします。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） ６月に税の方が確定しまして、その後申請してもらうとい

うことで、３ヵ月、６ヵ月以内には給付の方が終わっていくようにしていきたいと

いうふうに思っております。年度をまたいでということは考えてございません。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 本当に財源がないと、なかなかできないということもございま

すので、この消費税の動向については、やはりこれは注視していかないとだめだと

思いますし、またいろいろなところにつきましても、調査会とかいろいろな場にお

いて、地方に配分される新しい税金がありましたら、そういうことを法人、地方税

か何か創設されるらしいですけれども、そういうことで大きく声を上げていただき

たいなと思っております。 

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） 質問を考えておったのですが、ほとんどお答えいただきました

ので、簡単に２点だけご質問をさせていただきたいと、こういうふうに思います。 

 まず、議第10号、日野町特別会計設置条例の一部を改正する条例の制定について

ですが、住宅新築資金等貸付事業特別会計が廃止されます。それによって一般会計

や基金等へ繰り入れされるということですが、先ほどもありましたように、総括と

残務等の整理は、当然今までの担当課であります建設計画課が引き続き対応される

ことというふうに思いますが、これは資金の回収未済金も、建設計画課の午前中の
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ご答弁では、引き続き建設計画課が対応されると、このような説明がなされました

が、私は、他の未納課、その他町にはあるわけなんですけど、そういった意味で、

私債権あるいは公債権の時効等々の問題も発生しますので、できれば全体的な徴収

体制の確立が必要な時期ではないかと、このように思います。そういった意味で、

今後各課を横断的に包括する条例整備が求められるわけですが、町として今後の体

制のあり方等条例整備の課題がありましたら、いかがお考えなのかお聞かせを願い

たいと、こういうふうに思います。 

 それから、議第23号、日野町一般会計予算に対して、先ほど来、消費税が５パー

セントから８パーセントに引き上がることについて多くの質問がなされましたが、

１つだけお聞きします。単純にお答え願いたいんですが、平成26年度予算において

消費税の交付金が２億3,300万、このような歳入予算で組まれておりまして、これは

昨年当初予算差6,200万円増となっておりますが、この中で３パーセント引き上げに

よる地方消費税額はどの程度予想されているのかお伺いしたいと、このように思い

ます。 

 それから、先ほどの臨時福祉給付金の中でご説明いただきましたが、１人当たり

の問題とかありましたが、現在の給付すべき対象者の人数および世帯数が、どのぐ

らいと予測されておるのかお答え願いたいと、このように思います。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君の質問に対する当局の答弁を求めます。副町

長。 

副町長（平尾義明君） 特別会計のことにつきまして、質問がございました。滞納に

つきましても、監査の資料でもございますように、国保を皮切りに、かなりの額が

あるというふうなことで、以前から指摘をされておりまして、この件については横

断的に各課を寄せまして、収納に十分に当たるように検討もしているところでござ

います。ただ１点だけ、議員もご指摘されました私債権につきまして、その分につ

いては、議会の承認を得て放棄をするということになってございますので、これも

いろいろなものがございますので、一括的に条例的に出させていただいて、この報

告については、またさせていただかないかんと思いますが、そういった検討を始め

ているところでございまして、また提案をさせていただいたときには、ご説明させ

ていただきたいなと、このように考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 地方消費税交付金にかかわりまして、ご質問をいただきま

した。 

 平成26年度の地方消費税交付金につきましては、予算書の13ページのとおり、２

億3,300万円を見込んでございまして、前年度が１億7,100万でございましたので、

差し引き前年度と比べて6,200万の増というような中身になってございます。 
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 平成25年度の一般会計補正予算（第７号）では、地方消費税交付金につきまして

は、当初予算１億7,100万円の予算に対しまして実績を見込ませていただきまして、

1,900万円の増額補正を今出させていただいておりますので、実績は１億9,000万円

ということで見込まさせていただいております。こうしたことから、26年度の地方

消費税交付金につきましても、従前分につきましては１億9,000万円程度はあるのか

なと、このように思ってございます。そういたしますと、差し引きは4,300万になろ

うかというふうに思います。 

 また、議員の皆様にお配りをさせていただいております平成26年度の当初予算

（案）の概要の中で、最後のページでございますが、国によります引き上げ分の地

方消費税収入の総務省が示します計算式に基づきまして算出をいたしました額が、

約3,900万ということでございますので、4,300万と近い数字かなとこのように考え

ておりまして、この程度の額が引き上げ分として入ってくるのかなというふうに見

込んでおるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 福祉給付金の対象者として見込んでおりますのは、１万円

給付の人数が6,000人、それから5,000円の加算を2,000人見込んでおります。子育て

世帯の臨時特例給付金の対象者は3,000人ということで見込んで、今回予算計上させ

ていただいております。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 未納ならびに未収金の問題につきましては、今副町長の方から、

前向きな検討をするというような形をいただいたんですけど、今どういう現状なの

か本来お聞きしたかったんですが、どこで締めるかは問題なんですが、例えば24年

度の決算状況において、日野町として管理し、本来収入をしなきゃいけないトータ

ルの未納金はどのぐらいあるのか。それの対象者数はどのぐらいおられるのか。そ

れから重複している、例えば水道料金と給食費の問題とかあるんですが、そういっ

た形の重複している人との問題が、どういう形になっているのか。それから先ほど

言いましたように、私債権、あるいは公債権の時効消滅、これについての関連性の

中で、町として把握されているのかどうか。この辺のところがもし分かれば、お聞

きしたいなというふうに思います。 

 消費税の件は分かりましたので、分かればお教えいただきたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（平尾義明君） 後ほど調べて、分かる範囲で報告させていただきます。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） といいますのは、自分の課だけですと、例えばそんなに大した

金額じゃないんですけど、やっぱり町全体でとってみると、この部分を含めて相当
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な金額になるかなというようなところもありますので、それをやっぱり共有すると

いうことが大事だと思いますし、さっきの分の、同じ人がもしそういう形があるな

ら、どれを優先するかとかいうような形のことも必要じゃないかなというふうに思

います。そういった意味で、包括的な部分の取り組みが必要じゃないかと思います

ので、ぜひ前向きに進めていただきたいと、こういうふうに思います。 

議長（杉浦和人君） ここで暫時休憩いたします。再開は３時20分から再開いたしま

す。 

－休憩 １５時０１分－ 

－再開 １５時１９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、質疑を行います。 

 ほかに質疑ありませんか。13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは質疑に移ります。 

 まず最初に、議第６号の日野町附属機関設置条例の制定についてであります。町

の執行機関の附属機関として、その設置を今日まで規則などで定められていたもの

を条例化するという、正式に決められるわけであります。そういうことから見ると、

その重要性がますます増すものであるということを、私は思うものであります。 

 そこで３点ほど聞かせていただきたいと思います。 

 １つは、この附属機関の構成員十何名とかいう人数の、この構成員の任命権者に

ついて、例えば町長とか教育長に明確に条例で任命権者を記入できないものかどう

か、ちょっとその点をついてひとつ聞きたいと思います。 

 ２つには、附属機関の仕事、権限、これは条例の中に、調査、審議ということが

入っておりますけれども、それだけでなくて、執行機関に対する建議ができるとい

うのか、要望意見を述べるという建議ができるという、そういった旨もこの条例に

明記すべきではないのかなということを思いますけれども、その点について伺いま

す。 

 それから３番目でありますけれども、これは付則の第２条の、特別職の職員で非

常勤の報酬および費用弁償の条例の一部改正についてであります。第２条の中の関

係で、別表にもありますとおり、委員と報酬額が明記されております。今日まで皆

なじみのある名前ばかりでありますけれども、この中で、例えば地域振興政策参与

年額516万円という、こういうことがあります。これは現実的には、もうないわけで

あります。当時奥野町政時代、農業公園を計画するときに県職のＯＢに来てもらっ

て、その職柄として政策参与を設けられていろいろ議会でも議論がされました。も

う現に農業公園は独立されて開園されております。そういった意味で、現実的にも

うないものは、この条例を改正するときにあえて改めて削ってしまうというのか、
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そういうことはやっぱり必要でないのかなと思いますけれども、そういった項目が

いろいろあるんではないかなと思いますけれども、そのチェックはきちっとされて

いるのかどうか、そういったことから提案されたのかどうかも伺いたいと、このよ

うに思います。 

 それから、議第９号でありますけれども、使用料条例の一部の改正、先ほどから

公民館の使用料が１時間単位の使用料でも、適用されるということになったわけで

あります。これは私も、４月からの当然消費税の増税にあわせて、尐なくない自治

体あたりでは、この公共料金の使用料とかそういったものを、消費税増税にあわせ

て便乗値上げをされる傾向があります。滋賀県下でも20パーセント上げるという、

そういう自治体も増えてきている中で、日野町は何やかんや言いながら、値上げに

転嫁せず踏みとどまったという点では、私は評価されるものだと思います。そうい

ったことを今回は、公民館の使用料をさらに半日でなくて１時間単位でも認めよう

という現実的にあわせたというのか、そういう配慮がされた点でも評価がされるも

のだと思います。ただ１つ聞きたいことは、この１時間単位の使用料で、午後また

は夕方からの分はよく分かるわけでありますけれども、午前８時半から12時までの

午前の部分、この部分については、同じくこの条例改正で行きますと、昼の12時か

ら22時の料金で10で割れと、こういう計算が適用されるわけです。つまり、８時半

から12時までの金額と、午後12時から夕方までの金額とは、どちらかといえば夕方

の午後からの金額が使用料が高いということになっております。で、午前は使用料

が安くなっております。その午前中に使うのであれば、８時半から12時までのその

欄を割る10で計算するのが普通ではないのかなと思うけれども、なぜ午後ばかりに

適用されたのか、その点についてご説明をお願いしたいと思います。 

 それから、議第11号でありますけれども、日野町福祉医療費助成条例の一部の改

正です。これは子育て支援の一環として、子どもの医療費無料化制度の拡充を、住

民世論に応えて、私たちも含めて粘り強く求めてきたわけであります。今回、今日

まで行ってきた就学前までの医療費および小中学生までの入院の完全無料化に加え

て、今回新たに小学１年から小学校３年生までの通院にかかる医療費の助成制度の

拡充が図られたということは、大いに私もありがたいし、今後に期待するところが

あるわけであります。ただ、一言言わせていただきますと、私たちも含めて、中学

校の卒業までの完全無料化を呼びかけております。そういった意味から見れば道半

ばであるものの、やはり一歩前進したものとして評価もできるものだと思います。

ただひとつ伺いたいことは、小学校３年までの医療費助成制度を拡充してもらえる

ことはいいことであるけれども、なぜ一部負担500円とされたのか。これは本来なら、

小学校３年まで完全無料化をすべきであるわけです。それをわざわざ、県制度があ

るからといって500円を取ること自体、これはそういう調査もありますけれども、日
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野町は、せめて小学校３年までは完全無料化にしようという、そういうことを旗印

するほうが、よりよかったんではないかなということを思います。実際、その500

円なくならせたところでも、数百万円の上乗せで十分できるものだと、私は思うわ

けであります。あえて今、この条例そのものはいかんのだということを私は言いま

せんけれども、先ほどの質疑の中でも出ておりました、中学校卒業までの医療費の

無料化については前向きに検討していきたいという、そういった答弁がありました

けれども、この500円という部分についても、そういった立場で今後考えていただけ

るのかどうか、その点を伺いたいと思います。 

 続きまして、議第13号の平成25年度の一般会計補正予算であります。その地域元

気臨時交付金であります。国の交付金が４億6,096万6,000円、県からのこの臨時交

付金が１億2,638万4,000円、それで合計５億8,735万円という、最終的にどこへどの

ように使うのかというのが今回明らかにされて、この補正予算も相当な形で提起さ

れております。また、新年度予算にも提起されているわけであります。これは町の

一般財源、起債を借りずに充てられるわけであって、町財政に有利な交付金であっ

て、住民や子どもたちに身近な公共事業に活用されることは、やはり私はいいこと

だと、このように思います。そこで何点か伺いますけれども、１つは、この昨年12

月時点で予定されていた国の交付金の充当、つまり３億1,041万2,000円。この充当、

割り振りされましたけれども、この３月補正でさらに明らかにされました３億1,041

万2,000円を各事業に割り振ったことを、今回３月補正で１億2,822万3,000円に変え

られました。つまり大幅に、３億から１億何ぼで、２億弱ほどこの使い方を変えた

わけです。そういったことがありますし、それからさらに今回新たに県からの交付

金、これは１億2,638万4,000円、これも充当されるということになります。これが

庁舎の改修とかグラウンドゴルフとかわたむきホール虹の設備改修に使われるわけ

でありますけれども、このように変えられたというこの理由、極端に県の交付金は

これに使う、あとそれ以外は国の交付金はこれに使うというように限定を今回され

ましたけれども、なぜこのように変わってきたのか。総額そのものの使い道は変わ

りませんけれども、内容が変わってきているわけであります。その点について、も

し分かる範囲でご説明いただきたいと思います。当然、この県からの基金というの

は今回新たに提案されるわけでありますけれども、これは国からの元気臨時交付金

と同じように、使い道は一緒であるのかどうか、その点についても伺っておきたい

と、このように思います。 

 続きまして、補正予算の中の39ページに、労働費の中で、緊急雇用創出特別対策

事業があります。これは平成25年度、今年度８つの事業において、雇用創出に取り

組まれました。3,400万円余りの予算に対して、今回補正で970万円余りの減額が清

算がされるわけでありますけれども、その中で、この雇用面で変化があったのかど
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うか。賃金面とか委託面での減額がされるわけでありますけれども、その減額の内

容について、ひとつご説明をお願いしたいと思います。 

 次、41ページであります。農林水産業費の農業基盤整備促進事業であります。国

の補正予算１億円以上の補正を、国庫補助金5,224万5,000円を活用されるわけであ

ります。25地区での農道とか農業用施設、排水路の整備がされるわけであります。

当然これは25年度の補正予算で組まれて、26年度に繰り越しがされるわけでありま

すけれども、この中で、このパーセントというのか地元負担がここについてきてお

ります。ざっと計算すると75パーセントぐらいの、自治体の負担が75で、地元負担

が25パーセントということになるんではないか。そうだと思いますけれども、もし

それがされるんでありましたら、つまり今回75パーセントの公的補助をやりましょ

うという決めたのは、災害18号台風に対する災害の復旧のための整備という条件を

つけて75、里道でいけば90パーセントまでというような話があったわけであります

けれども、これは単なる普通の一般的な農道とか、農業用施設の排水になっておる

わけであります。そういう意味で、このようにきちっと位置づけをされればいいん

ですけれども、国の補助金をもらったから云々ということでなくて、これでいいの

かどうか。つまり、今年度こういうことがあるんやったら、また来年もぜひ、以前

やったらもう一遍してもらいたいやないかという、地元からの要望がある可能性も

十分あるわけであって、その点根拠だけをはっきりしておくべきではないのかなと、

このように思います。補助率が上げていただくということは大いに結構であります

けれども、逆に行政側として、根拠だけをきっちりしておいてもらったらどうかと

いうことを思いますので、その点についてのご説明をお願いいたします。 

 それから議第23号の平成26年度一般会計の予算であります。この中で、先ほどか

らもいろいろ出されておりました地方消費税の交付金であります。今年４月より消

費税が３パーセントアップ、それに伴って地方への配分が増えるわけであります。

先ほど総務課長からも指摘されたとおり、実質地方消費税増税に伴う消費税交付金

が、昨年度よりも4,300万円プラスになるという、こういう計算であります。そこで

よく言われました、政府は消費税増税分は全額社会保障に充てますよといううたい

文句でされました。実際はどうなのかというのが、今現実大きくクローズアップさ

れているわけであります。先ほどから、いろいろこの当初予算の概要の一番最後に

載っている社会保障４経費のほかという、そこでどれだけ使うかということで金額

が出されましたけれども、こういう点からいろいろものを見ると、私は特に思うの

は、消費税増税に伴って、地方自治体で負担する社会保障の部分が増えることは当

然であります。つまり報酬に対する医療報酬、これの補填も当然やらなければなら

ない部分で増えるわけです。それと同時に、自治体が行う公共事業とか物品購入に、

当然消費税分は町も払わなければならんわけであります。そういう意味から見てい
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くと、今回の4,300万円が消費税の交付金として増えたからということで、これで

万々歳ということは言えるのかどうか。つまり、消費税交付金は、その増税に見合

った分がきちっと保障されているのかどうかというのは、それなりにやっぱり行政

としてつかんでおく必要があると思いますけれども、私はそうでないのかなという

ことを思いますけれども、その点どうかお伺いしたいと思います。先ほど総務課長

がちょっと一言言われまして、８パーセントになれば、地方の消費税のもらえる分

は1.7パーセントということを言われました。それは現実、制度上載っておりますけ

れども、今回の26年度の予算全体から見ると1.7ないわけです。1.5ということを言

われる。0.2パーセントカットされているのが現状です。これはぜひ調べていただけ

れば分かると思いますけれども、あえてそれを指摘するわけではありませんけれど

も、そんな状況で現実とは違うんだということを行政当局としてつかんでおられる

かどうか、ぜひ伺いたいこと。それと同時に、先ほど町長がちらっと言われました

けれども、消費税増税に伴って、町でも公共事業とか物品購入、その他もろもろ含

めて5,000万ぐらいプラスされるんだ、負担しなければならんだという、そういう話

をされましたけれども、現実そういった新たな町の持ち出しとなる金額を試算され

ておられるんでしたら、その点をお聞かせいただきたいと、このように思います。 

 続きまして、69ページの労働費であります。労働費の緊急雇用創出特別対策事業

であります。雇用の確保とか保障をしていくことは、行政の大きな仕事であります。

平成26年度も昨年と同様に、緊急雇用創出特別対策補助金を活用して雇用対策が行

われるわけであります。予算的には、この25年度と比べると３分の１程度の1,238

万8,000円となっております。そこで２つほど聞かせていただきたいのは、１つはそ

の1,238万8,000円という、これは委託料という項目になっておりますけれども、ど

のような雇用創出を計画されているのか、尐しご説明をお願いしたいと思います。

２つ目は、25年度、今年度８つの事業で十数名の雇用がされました。26年度は予算

的に見ても、やはり先ほど言ったとおり尐なくなるわけであります。そこで今年行

っている25年度で行った雇用に対して、やっぱり事業効果があるところは、国の補

助金がなくても、町行政の努力としてやっぱり確保すべきだと思います。その点が

現実あるような感じもします。ただ、そういうことが具体的に今日ここで述べてい

ただいても大いに結構でありますけれども、できれば予算特別委員会に、こんな内

容で町が負担しているんだという裏づけも、資料として出していただけたほうがい

のかなと、このように思います。その点について伺いたいと思います。 

 それから最後になりますけれども、73ページの農林水産業費の都市農村強制滞留

等給付対策交付金事業についてであります。つまり、いわゆる山中邸の厨房の整備

であります。この点については、いろいろ食の文化云々とか言われておりますけれ

ども、今山中邸の方、改修も、壁の塗りかえもいろいろされておりますけれども、
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これはここで述べていただかなくても予算特別委員会の中で結構であります。これ

はまちづくりに生かす山中邸の改修なんだという位置づけと同時に、町史編纂とか

そういう資料室を、事務所をそこに持って、そこから発信するんだという、何かそ

ういうことを明確にしながら、厨房整備と結びつけていける何か説明がばらばらや

っているような感じで、何や山中邸のところ、いろいろ補助金で気張って、いろい

ろ項目でやってはりますねということでなくて、一貫性のあるような説明をぜひし

ていただきたいと思いますし、もし今日できるんでしたらやっていただいて、もし

何でしたら14日から始まります予算特別委員会の中で、このご説明をしていただけ

ればいいのかなと、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） 對中議員から、幾つかご質問をいただきました。 

 まず第１点目につきましては、議第６号、日野町附属機関設置条例の制定に関し

てでございます。３点のご質問をいただいたというふうに思っております。 

 まず１点目につきましては、それぞれ町長なり教育長が任命をするという任命の

文言について、明記できないかということでございます。この条例の形式につきま

しては、他の先例地を参考に、このような形でつくらせていただいたものというこ

とでございますので、またそれ以外の必要な部分につきましては、委任規定の中で

それぞれ今回を機に統一をした形で、規則で一定整理をしていきたいなというふう

に思っております。そうした経過につきましては、各団体なり協議会、組織により

まして、それぞれ目的なり必要な記載をする詳細が一定異なってくるのかなという

部分がございますので、そうした部分につきましては、規則でしっかりと明記をし

ていきたいなと、このように考えておるところでございます。 

 また、２点目といたしまして、町に建議なり意見をするというような文言につい

てというようなご質問もいただきました。本来、地方自治法の138条の４の第３項に

規定をいたします附属機関につきましては、町から審査なり諮問を受けたりする中

で、ご意見を出していただくという機関でございますので、もともとそういう性質

の機関かな、組織かなというふうに思っておりますので、そうした文言が入ってい

ないというようなことでございます。 

 あと３点目でございますが、附則の中で、特別職の職員で非常勤のものの報酬お

よび費用弁償に関する条例の一部改正をさせていただいております。その中で、地

域振興政策参与等の名前があるというようなことで、議論をしたのか、検討をした

のかというような中身のご質問であったというふうに思います。附則におきまして

は、必要に応じて、よその条例を触りにいくというんですか改正に行く形をとらせ

ていただいておりますが、そういったものにつきましては、今回は名称の統一性で
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すとか区分、各委員さんの順序を分かりやすく変えさせていただくとか、あるいは

その文言の整理のみを行っております。本来根本的な改正にかかわる部分につきま

しては、附則でするのは難しいなというようなことで、内部でいろいろと検討した

結果、最低限の文言整理にとどめているというようなものが、今回の附則での改正

の内容でございます。 

 続きまして、補正予算にかかわりまして、元気臨時交付金につきましてご質問を

いただきました。２点のご質問をいただいたかと思います。 

 まず、２点目の方でございますが、県の元気臨時交付金につきましては、使途、

使い道につきましては国と同様でよいのかというようなご質問であったと思います

が、国と同様の使途で、地方負担のものに充当をしていくというようなことでござ

います。そうした中、12月補正の国の元気臨時交付金の割り振りと、今回の充当の

組みかえというんですか、そういったものについての考え方はどうかということで

ございますが、12月に一旦国の元気臨時交付金を、必要なところに充当をさせてい

ただいたところでございますが、その後の状況によりまして、事業の実績の見込み

なり、あるいはその県の元気臨時交付金の額が確定をしてきたということで、一定

の整理をさせていただく中で、今回財源の充当の元気臨時交付金の組みかえをさせ

ていただいたというところでございます。そして最終的な形が、お手元の方にお渡

しをさせていただいております資料のような一覧で、充当をさせていただいたとい

うことでございます。 

 続きまして、当初予算の消費税にかかわりましてご質問をいただております。今

回の地方消費税の税率の引き上げ分についてということでございますが、町長から

もお話がございましたとおり、町の歳出におきましても、一定の当然消費税の負担

分が出てくるということでございますので、現在の予算の枠組みといたしましては、

約4,300万程度の消費税の引き上げ分の収入があるということでございます。そうい

ったものにつきましては、一定、国の示す社会保障経費に充当をしていく必要があ

るということでございますが、平成26年度当初予算の概要での資料のとおり、町で

実施をしております社会保障の経費をご覧をいただきますと、全体の経費が非常に

大きな経費となってございますので、そういったもので、なかなか十分に充当でき

るというような状況ではないのかなということでございます。また、その中で歳出

にあたりましても、試算ということでございますが、現在予算を組ませていただい

ております予算の節の中で、需用費ですとか委託料ですとか工事請負費ですとか一

定消費税がかかると思われる節につきまして、粗い計算ではございますが、消費税

の税率の引き上げ分の３パーセントを乗じますと、約5,200万になるということでご

ざいますので、粗い計算ではございますが、5,200万円程度の歳出に対する影響が、

町に対してもあるのかなということでございます。また平成26年度につきましては、
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消費税は満額は引き上げ分については来ないというようなご指摘でございますが、

ご指摘のとおりであるというふうに思っております。もともとその消費税は、物品

を購入されてお金を支払われましたものが国の方に一旦まいりまして、そこから県

を通って町に来るということで、一定のタイムラグがございますので、現在の消費

税交付金につきましても、２月から１月分が今年度に入ってまいりますので、来年

度もこの形でいいますと、来年度末には１月分までの分が入ってくるのかなという

ふうに思っておりますので、来年は満額は入ってこないというふうに認識をしてお

ります。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（福永 豊君） それでは、對中議員の方から、議第９号、日野町使用

料条例につきましてご質問いただきましたのと、議第23号、26年度の予算について、

山中邸の関係についてでございます。ご説明をさせていただきます。 

 まず、公民館の使用料の、いわゆる１時間単位の割り方についての基準を、８時

半から12時で求めてはどうかということでございます。いろいろと検討もいたしま

したが、基本的に12時から22時までの利用が非常に多いということとあわせまして、

時間単位になりますと、その都度のポイントポイントで利用ができるということに

なりますと、若干の使用料の減も当然出てくるかと思いますが、いろいろなことを

加味いたしますと、12時から22時の部分の料金を10で乗じたところで設定をさせて

いただいたところでございますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

 それと、山中邸の状況でございます。先ほど、西澤議員の方からも関連いたしま

す状況についてご説明といいますかご質問がございました。そのときには、商工観

光課長の方から答弁をさせていただいたところでございますが、大きくは、教育委

員会がかかわるところがございますので、今度の予算特別委員会でということのご

意見もございましたけれども、若干だけご説明をさせていただきたいなと、このよ

うに思います。基本的に山中邸の状況につきましては、町の大きな課題として、総

合計画の中でも目指しておりますように、町史の資料の保管の確保、そして文化財

的価値のあるいわゆる建物の保存と町並みの景観の保全、そして日野商人を核とし

た施設の有効活用等、以上３点の内容を満たす施設としては山中邸が非常に有利で

はないかというような判断から、昨年の繰り越しをさせていただきまして、山中邸

の購入をさせていただいたところでございます。山中邸の購入等につきましては、

基本的には文化的な価値も高いということから、内閣府の補助金をいただきながら、

どこにも属さない補助金についてまず活用させていただくということで、内閣府の

方から、土地の購入ならびに蔵となります屋根の修繕等を、そして外構でのトイレ

等、その辺の部分について他の省庁に当たらない部分についての整備をさせていた

だいたところでございます。今回は、その中でも都市農村共生・対流等総合対策交
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付金事業ということで、担当は商工観光課になりますが、商工観光課の方で合致し

ます内容で、ハード事業等を解消させていただきながら、またそこに厨房等の状況

も取り入れさせていただいた状況でございます。いずれにいたしましても、町が文

化財的な価値を大きく打ち出すには、当然山中邸が必要でもございますし、そうい

うような中では、教育委員会として、今後しっかりと管理をしていきながらあらゆ

る状況に対応できるように、いろいろな場面で住民の方々、当然町内外の方々にも

十分ご利用いただける、そういう付加価値を今後も深めていければなという部分で

は、今回がその１つの手段ではないかなというふうにも考えております。できれば、

文化財的価値を損なうことなく、新たな事業への共生として展開をしていければ非

常にありがたいなというように思いますし、また特別委員会の方でも、いろいろと

議員さんからのご意見もあろうかと思いますが、真摯に受けとめながら整備ならび

に推進をしてまいりたいと、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（川東昭男君） 對中議員より、議第11号、福祉医療費の拡充についてのご

質問をいただきました。なぜ一部負担金500円としたのかというご質問でございます。

一部負担金につきまして今回設けることによりまして、完全無料化にはならないわ

けでございますが、一部負担金につきましては、完全無料化になりますと、コンビ

ニ受診や休日受診など、そういった過度な受診が行われるという議論があるわけで

ございますけれども、当町におきましては、医療費の分析から見て段階的に医療費

の無料化を図ることが、町財政の圧迫を急激なものにすることなく、また医療費の

状況を推移を見る上でも効果的というふうに考えているところでございます。今回

そういうことも踏まえて、一部負担金を設けることとしたわけでございます。議員

がご質問の、今後どうするんやということでございますけれども、一部負担金も含

めまして、今後小学校から中学校卒業までの段階的な拡大を実施していくために、

検討をしてまいりたいと。他の市町村や財政の状況を見ながら検討してまいりたい

と、このように考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（森口雄司君） ただいま對中議員より、補正予算および当初予算にか

かわりまして、緊急雇用創出特別対策の事業の中身につきましてご質問をお受けし

ました。 

 まず、補正予算に関しまして、977万4,000円の減額となりました理由でございま

すが、これにつきましては、それぞれ内容を受け持ちます、農林課、学校教育課、

図書館などの賃金に係ります減額が310万円。さらに、農林課、商工観光等にかかり

ます委託料の減額が520万円と、それぞれ臨時職員なり嘱託職員がいるわけですが、

これらにつきましては、人員の減尐というよりも、雇用期間の実績に合わせまして
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今回補正をさせてもらったということで、雇用期間が清算した中で短くなったとい

う内容のものでございます。 

 続きまして、当初予算にかかわりまして、今回当初予算の額が1,238万8,000円と

いうことで、昨年の3,411万9,000円の当初からかなり減額をしているわけですが、

この内容でございます。事業そのものについては、25年度の補正予算を受けて創出

された、地域人づくり事業として今年度は取り組むということになります。事業の

内容としては、障がい者相談支援サポートおよび高齢者地域就業促進の２事業で、

就業支援とか人材育成、こういったものを委託し、産業や社会情勢等の実情に応じ

て、女性や高齢者等の潜在能力を引き出して雇用の拡大を行うと、こういう内容の

ものです。まず１点目の、障がい者相談支援サポート事業につきましては、障がい

者総合支援法に基づいて、その相談支援事業所で雇用するもの、さらに就業経験を

積むということで、他の分野への事業所への就業を結びつけられるような職員を雇

用するというのが１名でございます。２点目の、高齢者地域就業促進事業につきま

しては、就業機会の掘り起し行う職員の雇用や雇用の拡大につながるようなスキル

アップのための各種研修事業等を実施する職員を１名。委託料としてそれぞれ２名、

予算を計上させてもらったという内容のものでございます。 

 当初予算にかかわりまして２点目の質問でありました、25年度の事業からかなり

臨時職員なり嘱託職員が減ることによって、26年度の対応はどうなるのかというこ

とでございますが、先ほども言いましたように、それぞれ担当する課からの臨時職

員なり嘱託職員を、こちらの商工観光で労働費として総括しておりますので、そこ

らの当初予算に関する中身につきましては取りまとめまして、予算委員会の方で説

明をさせていただきたいと、このように思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（高岡良三君） 對中議員さんの方から、基盤整備についてご質問をいただ

きました。5,224万5,000円というふうになりましたのは、基盤整備促進事業補助金

のうち、いわゆる災害等の関係もございますが、基盤整備促進事業の中で、区画の

拡大、また暗渠排水等の事業等も含めまして、災害等も含めて5,224万5,000円とい

うふうになりました。また、翌年度へ持っていく分として、災害復旧の分は町単独

の方で1,500万ほどの計上もしてございますし、合わせて補正の方では、農業基盤整

備舗装等排水路の改修等で１億2,476万5,000円という金額も見させていただいてご

ざいます。 

 言われましたように、その補助に対して75パーセントでいくということですが、

ぱっと見たところ分かりにくいというのもあるんですが、基盤整備促進事業補助金

の方は定額でございますので、そういう形での取り扱いというふうになってござい

ますので、また詳しく補正の方の委員会の方でご説明申し上げたいというふうに思
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います。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、もう予算特別委員会ならびに常任委員会であります

ので、ちょっと分からない部分は、そのときにまた聞かせていただきたいと思いま

す。 

議長（杉浦和人君） これをもちまして、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１号から議第５号まで、および議第32号日野町情報公開・個人情

報保護審査会委員の委嘱についてほか５件については、人事案件の関係上、討論を

省略し、ただちに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、これより採決をいたします。 

 議第１号、日野町情報公開・個人情報保護審査会委員の委嘱について、原案のと

おり同意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） ご着席ください。 

 起立全員であります。 

 よって、議第１号、日野町情報公開・個人情報保護審査会委員の委嘱については、

原案のとおり同意することに決しました。 

 議第２号、日野町情報公開・個人情報保護審査会委員の委嘱について、原案のと

おり同意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） ご着席ください。 

 起立全員であります。 

 よって、議第２号、日野町情報公開・個人情報保護審査会委員の委嘱については、

原案のとおり同意することに決しました。 

 議第３号、日野町情報公開・個人情報保護審査会委員の委嘱について、原案のと

おり同意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） ご着席ください。 

 起立全員であります。 

 よって、議第３号、日野町情報公開・個人情報保護審査会委員の委嘱については、
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原案のとおり同意することに決しました。 

 議第４号、日野町情報公開・個人情報保護審査会委員の委嘱について、原案のと

おり同意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） ご着席ください。 

 起立全員であります。 

 よって、議第４号、日野町情報公開・個人情報保護審査会委員の委嘱については、

原案のとおり同意することに決しました。 

 議第５号、日野町情報公開・個人情報保護審査会委員の委嘱について、原案のと

おり同意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） ご着席ください。 

 起立全員であります。 

 よって、議第５号、日野町情報公開・個人情報保護審査会委員の委嘱については、

原案のとおり同意することに決しました。 

 議第32号、日野町清田財産区管理会委員の選任について、原案のとおり同意する

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） ご着席ください。 

 起立全員であります。 

 よって、議第32号、日野町清田財産区管理会委員の選任については、原案のとお

り同意することに決しました。 

 日程第４ 請願第10号、地方教育行政への国や首長の関与の強化に反対すること

に関する請願書についてを議題といたします。本日まで受理いたしました請願は、

お手元へ配付の文書表のとおりであります。 

 朗読を省略いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、朗読を省略いたします。 

 請願は文書表のとおり、総務常任委員会に付託し、審査をお願いいたします。 

 日程第５ 議第６号から議第31号まで、日野町附属機関設置条例の制定について

ほか25件については、委員会付託を行います。 

 お諮りいたします。委員会付託については、お手元へ配付いたしました付託表に

より、各常任委員会および予算特別委員会に付託いたしたいと思いますが、ご異議

ございませんか。 

－異 議 な し－ 
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議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、お手元へ配付いたしております付託表によ

り、各常任委員会および予算特別委員会に付託をいたします。 

 日程第６ 一般質問を行います。お手元へ印刷配付の一般質問通告表に基づき、

順次発言を許可いたします。 

 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 通告に従いまして、１点のみ質問をさせてもらいます。 

 伊藤みき選手を応援することは、私も含め日野町住民全員の思いであります。ま

た、自らの努力でつかみとられ、オリンピックの代表に選ばれ出場決定されたこと

は、日野町住民の誇りであります。活躍される姿を夢見ていた人たち、町内では昨

年６月から、伊藤みき選手を応援する実行委員会が発足し、町民と地域が一体とな

って応援する機運が盛り上がりました。寄附活動も行われ、寄附をされた人たちは、

伊藤選手の活躍を願っての思いでされたものと思います。しかし、町からの助成金

を受益している団体からの目的外支出の寄附は、素直な気持ちで応援（寄附）され

た人たちの思いを踏みにじる行為としか言えません。これは自分は、４年前は日野

公民館で応援に行きました。けど、今回はあえて行きませんでした。なぜなら、み

き選手が12月にけがをされて、自分も接骨医のところへちょこちょこ行っていたも

ので、そういう内容を聞いていたんです。そうすると、無理をされないほうがいい

なというふうに言われていたし、そのことも含めて、一生懸命応援するのがいいの

か悪いのかというと、自分は静かに見守る、家でテレビを見ているのがベストかな

というふうな思いで、自分は家にいました。確かに公民館で応援することもいいん

ですが、元気なときに万全な状態でやられるのがすごい期待もできるし、いいのか

な。けど、けがされている部分について、酷な部分があるのかなという思いであり

ました。その中で、このビラが、皆さんもご承知のように出ました。ここの部分に

ついて、物すごい賛同する部分は自分はあります。確かにあったんです。けど、自

分ところにも電話がかかってきまして、平山、おまえ、何も寄附してへんやんけと

いうふうに言われました。けど、議員はできないんですよという話をして、無理無

理できないさかいにしょうがないなという話をしていた。けど、個人の部分もここ

にあります。これはここで言う話ではないので、違う土俵でやらないかんのかなと。

けど、ここの各種団体という部分の中で、寄附をされている部分があるんですよね。

けど、これは町から助成なり補助金を受けて活動をされている部分からいくと、ど

うしても自分としては、こういう質問をしたくてやっているわけやないので、その

点だけよろしくお願いしたい。 

 まず１点目からいきます。日野町の防犯自治会自主防犯団体助成金について。目

的外支出されているが、交付要綱を見ても該当するところがなく、行政の指導、考

えを伺う。 
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 まず１点目、日野町防犯自治会自主防犯団体助成金交付金要綱に該当する部分は

あるのか。交付要綱第５条、助成申請するときは助成金活用申請書により行うもの

とするとあるが、申請書の確認はどうであったのか答弁を求めます。 

議長（杉浦和人君） 住民課参事。 

住民課参事（望主昭久君） 日野町防犯自治会自主防犯団体助成金の申請書の件につ

きまして、日野町防犯自治会自主防犯団体助成金要綱に基づき申請をしていただい

ております。今回の助成金申請につきましては、交付金要綱に合致した内容であり

ましたので、支出をしております。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 確かに申請書はどういうような状態で出ていたのかが分からな

いのですが、寄附行為をしますよというふうには書かれていないでしょう。と思う

んですよ。それがあったら、そういうふうにされるんですかというたら、無理があ

りますやろ。 

 確かにここ、日野地区まちづくりの会計監査報告書をもらったんです。これを見

ないと最後は分からないんですね。ここでどういう報告が出てくるかということで、

分かるんかなというふうに思うんです。確かに申請書には書かれてあったのかなか

ったのか。寄附をしますよ、しませんよというのを書かれてあったんですか。寄附

はいくらと書いてあったんですか、それなら。 

議長（杉浦和人君） 住民課参事。 

住民課参事（望主昭久君） 今回つくらせていただきました自主防犯団体助成金交付

金要綱といいますのは、議員もご承知のとおり、日野町の防犯自治会の交付金要綱

でございます。この第２条の中に助成対象事業というのがございまして、それが今

は11項目ございます。その中の、その他安全なまちづくりに関する自主的な防犯活

動と一環で、今回事業を実施されるということで、この交付金要綱に合致している

ので、今回はさせていただきました。事業、事業によりまして、その対象事業が助

成事業に合致しているかということを判断して支出をしているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 確かに、申請書についてどうこう言うても、まだ結論が出てい

ない状況であって、これは自分はここが問題やと。会計報告が問題やというふうに

思います。そこの時点で、きちっとどういうふうに対応されるのか、またこれが出

てから自分でやりたいと思います。 

 次、２番目に行きます。交付要綱に該当しない支出については、当然返還を求め

るべきであるというのは、会計報告が出た時点で、そういう項目があれば返還を求

められるんですか、求められないんですか。お願いします。 

住民課参事（望主昭久君） ２点目のご質問でございます。申請書に基づき適正に事
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業実施をされ、助成金報告書にてこちらの方で確認をしております。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 確かにこの日野地区の決算書でいくと、行政からもらうやつ、

助成金としてもらうやつ、それは日野では13万円あります。それで各地域で住民さ

ん各１戸から協力金として、全てではないんやけどもらっている金額があるんです

ね。あるんですよ。それは皆さん、これはもらってありますよね。その中で、やは

り収入が、事業を何かして利益を生んだんなら、その中で出してもいいですよとい

う話なら、自分は、はい、分かりましたと言います。けど、この協力金というのは、

子どもを見守ってほしい、安全なまちづくりをしてほしいという意味を込めて、皆

さんがいくらかずつ出されるんですよね。これをやったことについては、別に何も

悪いことをされたという意識は何もないです。けど、目的外支出になる部分は多々

ありますよね。確実にありますよね。その中で決算が出てきたときには、どういう

ふうな対応をされるんですかというたら、やはり目的外の部分があれば、当然返還

を求めな意味ないでしょう。確かにこれ、地域の部分で出たんやと言われても仕方

がない。それなら、全地域の人にそういう理解を求めるような行動をとられたのか

という部分を、物すごく大きくそこは出てきますやろ。違います。そこが自分は言

いたいだけ。何も助成金が丸々そっちへ行ったんですよと言ってるんやないねん。

やはり地域から、目的を持って協力金をいただいた。その重みを大きく受けとめへ

なんだら、事業を簡単にやるべき話ではないと。これは子どもらを見守る自主防災

ですやろ。一番地域に根差した、一番大事な事業をされているんよ。それがそうい

う形でやること自体は、おかしいでしょう。自分は、これが出たときにどういうふ

うにされるんですかといったら、やはりきちっと返還を求めるべきだと。この紙だ

けじゃなしに、きちっと聞いてほしいんです。そうしなければ、簡単に助成金です

よ、そらそうですよというて皆さん出していること自体が、どんどんどんどん大き

くなってくる部分が出てきますやろ。そこをもっと大事に考えてほしいんです。 

 もう一度伺います。これが出たときに、きちっとした対応をしてもらえるのか、

もらえないのか。するべきやと自分は思うんですが、そこをお願いします。 

議長（杉浦和人君） 住民課参事。 

住民課参事（望主昭久君） ただいま申し上げましたとおり、自主防犯団体について

の助成金につきましては、要綱に基づいてその事業が実施されたかどうかというこ

とで判断をさせていただいていますので、それに基づいて、確かに申請書どおり事

業実施をされた場合について、交付させていただいているものでございます。また、

その団体、団体の決算であったり、総会にも年に１回開いてやってあると思うんで

すが、その場所の中の決算について、住民課の方でここで申し上げることは、立場

ではないというふうに認識をしております。 
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議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） ここを何ぼ言うてても無理があるかなと。 

 次、３番に行きます。ここが一番大事。 

 全ての団体の助成金なり補助金を、これは見直してほしいというのは、今のこの

部分で、そういう感覚で役場として臨まれるんなら、当然見直しを自分はしてほし

い。全ての部分です。何やいうと、ここにいる人、行政の人も、役場の中にいる職

員全ての人、議員もひっくるめ、地域で補助金なり助成金をもらって目的外に使用

されて、そのときにだめですよというアドバイスをするのは、ここの中にいる人で

しょう。それをしないで、いいですよって、使って下さいと言われる人、ここで挙

手して下さいよ。誰もいないですやん。ということは、目的外に使ったらだめです

よという指導というたらあかんのやけど、地域でアドバイスするのは当たり前の話

でしょう。ということは、ここはこういうことをやったこと自体について、この１

つの団体がこういうことをやることによって、全ての補助金、助成金を見直して下

さいって言わんならんような話は情けないんですよ。違いますか。これは一度これ

を聞きます。全ての団体の助成金の見直しを考えるべきと言ってる自分がいます。

これを考えてもらえるのか、もらえないのか。お願いします。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 補助金につきましては、特定の事業、研究等を育成、支援

するために、地方公共団体が公益上必要があると認めた場合に支出するものでござ

います。日野町におきましても、各種の団体、事業者等に対して補助金を交付して

おります。 

 補助金は、それぞれの補助金交付要綱に基づき、申請があったものに対し担当課

で審査を行い、公共の福祉の増進につながるものについて適切に交付し、また事業

の実施の確認をしております。 

 なお、補助金の交付にあたりましては、毎年度それぞれの必要性につきましてチ

ェックをしているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 確かに自分も、全ての団体がこういうことをしていると思って

へんし、きちっとされていると思います。けども、やはりこんだけ大々的にやった

らだめですよ。この全戸配付のビラが入っていたので、これは自分が見ていて、あ

あ、表見て、よかったなと思ってみた。で、裏を見たら、これは絶対皆さん思われ

たでしょう。思わへなんだら、それこそ役場の職員失格ですよ。確実にそこの部分

で、助成金出してんねやんけと。これはきちっと使われてへんやんけと思うのが普

通です。ですから、これはこんなこと言いたくないけど見直しなさいと言っている

のは、見直してほしいと言っているのは、こんなもん疑って言っているんやないで
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すよ。そこだけはっきりしておいて下さい。ほんまに今課長が言われたように、要

綱に基づいてそのようにされて、きちっとされている団体まで、こういうことを思

われんならんのは情けない話、思わんならんのも情けない話です。そこをきちっと

しておいてほしいんです。そうでなかったら、こんなばかげた質問もしたくないし、

こんなばかげた使い方もしてほしくない。絶対してほしくない。この目的は物すご

いいいことなんや。物すごいいいことに、こういうことをやった団体があること自

体、全てのことをぐちゃぐちゃにしてしまう。そういうようになるでしょう。 

 次、４番に行きます。これは町からの助成金を受けている受益団体の会長に議員

がというのがありますが、これは議員でのうても役場の職員でも、会長でのうても

その団体に属しているというのが、先ほど言ったように要綱を知らず団体から寄附

金を出したこと、行政の指導はというのは、そこの部分は、先ほど皆さんに挙手を

お願いしましたやろ。そこの部分ですやん。そうですやろ。それなら、なぜアドバ

イスをできなかったのか、それが議員としてもだめですやろ。行政の職員さんは、

そういうように使えますよと出される方ですよね。これは自分らはもっと厳しい立

場なんですよね。そこをチェックするんですやん。これはよい、悪いの判断をする

んですやん。そうですやろ。そこの重みは物すごく大きいですやろ。そこについて

答弁をお願いします。 

議長（杉浦和人君） 住民課参事。 

住民課参事（望主昭久君） ４点目のご質問でございます。団体から寄附を出したこ

とについての町の行政の指導はどうかということでございますが、今回の自主防犯

団体の助成は、先ほども申したとおり、交付要綱に基づく助成対象事業の取り組み

に対し助成をしているものでございますので、自主防犯団体が寄附金の支出を行っ

た件につきましては、団体の責任において執行されたものと認識しております。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 団体の責任というのは、どうなんですか。どう負われるんです

か。自分には分からないので教えて下さい。 

議長（杉浦和人君） 住民課参事。 

住民課参事（望主昭久君） 日野町には７つの自主防犯団体がございまして、それぞ

れの地域でそれぞれの活動をしていただいております。そこで事業計画を立てて、

そして総会を開いて決算をされておりますので、その中で承認された事業であると

いうふうに認識をしております。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 確かに、事業については責任を負われています。今回のこの件

についてはどうなんです、それなら。どういうふうに責任を負われるんです。責任

をって書いたら、そこの部分が出てくるんでしょう。事業の責任やないですやん。
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違いますの。そこを教えて下さい。 

議長（杉浦和人君） 住民課参事。 

住民課参事（望主昭久君） 全ての団体の責任と書いていますとおり、団体の中で総

会なりでそのことについて判断されたというふうに認識をしております。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 判断は団体がされた。それが行政にどのように伝わって、次、

どのような助成金の対処をしていくんです。それが変わっていかへなんだら、何も

変わらないでしょう。反省しましたよというだけで、これは団体の責任なんですか。

そうではないと思うんですよ。これは望主君とあんまりここでやっていても無理が

あるので、この辺で終わるんやけど、やはりその団体の責任という重さは、総会を

開いて、どこどこから支出した。で、行政にもこういう報告をするよと、そこは明

確にきちっとした文書なり何なりをもらわないと、次から一生懸命やられている人

からにしても、ほんまにどうなんやというのが出てきますやん。そこは物すごい大

事なんですよ。 

 先ほど総務課長も言われたんやけど、補助金の見直しの部分についても、全てそ

こはやはり総会を開かれて、会計報告をもらって、本当にきちっと、ただこれだけ

報告書だけもらって、はいそうでしたというんやなしに、やはりもう一歩進んだ部

分は行政が持たへなんだら、無理がありますやん。やはりそこはきちっとやってい

かんとあかんという部分があると自分は思いますので、やはりそこだけはきちっと

した形で取り組んでもらいたいと思います。 

 次、５に行きます。 

議長（杉浦和人君） 答弁は、いいのですか。 

12番（平山敏夫君） いいです。これはもう多分出ないと思うんですよ。 

議長（杉浦和人君） こちらでこのさっきのやり取りを見ていると、随分同じ堂々め

ぐりみたいな話ですから、ちょっと整理しましょう。副町長。 

副町長（平尾義明君） 整理といいますか、町の方で言っていますのは、それぞれの

補助団体の補助要綱というのがありまして、それに基づく目的に合致した部分につ

いて補助金を助成をしているというふうなことなので、その事業がその目的に合致

していない部分については、補助金は出しませんよということなので、そこについ

ては指導を当然すべきものであって、今回の事業については、その目的に合致をし

た事業に対して補助金を出しているというふうなことでございます。よりまして、

その補助事業対象外につきましては、そこの団体が総会等を開いて責任を持った回

答をされて運営をされるべきであって、町とは直接には関係ないと、このように答

弁をしているところです。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 
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12番（平山敏夫君） 分かりました。尐し、直接関係ないというところが自分として

は引っかかるんですが、余りここでずっとやっていると、またおまえばかり時間使

うているやんけと言われるので、やはりそうやなしに、町から出したんですよ、助

成金を。補助金を、これからいろいろな団体にも出すんですよ。そこの部分は確か

に任せていく部分も大事、信頼する部分も大事。けどこんだけお大っぴらに出され

たら問題があるんですよという認識だけは、ここの人が持ってもらわへなんだら、

それこそ何が変わっていくねんというと、何も変わらない。そこの部分についてお

願いしときます。 

 次、５番目、これは本来の自主防災についてなんですが、これは子どもたちの安

全パトロール活動、通学路の安全指導等について伺います。各地区でボランティア

で防犯活動に頑張っておられる人たちを裏切る行動としか、自分には見えなかった

んです。これは、日野地区では毎日、亓月台の人が御代参橋のところで２名なり３

名おられます。それと大窪霊園のところにも１人おられます。あの人たちは、ほん

まに心から子どもらの通学なり何なりで大事にしていきたいな、子どもらを守って

いきたいなという思いでされているんですよね。本当にあの人たちには頭が下がる

んです。自分はたまたま通ったら、ご苦労さんですとただ言うだけ。年に一遍だけ、

自分も日野地区で車に乗って回ります。そのときに、防犯委員の中に、今日は平山

さんやでいろいろな人に注意できるなって言われるんですよね。そうやないねんな。

自分が乗っているから注意できるというのは、自分がこういう体型でこういうキャ

ラでやっているから、何を言うても子どもら何か言うことを聞いてくれるのかなと

いう部分で言われているのかなというのはあるんやけど、そうやないんやと。ここ

でしゃべっていったら、子どもらに、ここでしゃべっていったら、何もごちゃごち

ゃもめるようなこともないし、子どもらなりに悩みを抱えている部分もあるんです

やん。そこの部分がここに出ている部分、最後に質問したい、各地区７地区でやら

れている当初の目的は、子どもらを見守る、子どもらを指導するという形ですやろ。

そこの部分は、７つがばらばらにやっていることによって、一貫性のない、片っぽ

はいろいろなことをやって、こっちもやっている。それも確かによい面もある。け

ど、どこかで何かをしていかへなんだら無理がある。これは何やいうと、自分とこ

ろの地域に来たら、子どもらにわーっと言うて、違う地域へ追いやった。また、違

う地域から、違う地域に、こっちの地域からこっちの地域に移った。その中でまた

子どもらやっている。それでは本当の指導になるのかならないのか、この本来の目

的からいったらどうなんですかというのを伺いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 住民課参事。 

住民課参事（望主昭久君） 町内の自主防犯団体につきましては、普段から各地区の

安全パトロール、通学路への安全指導など、防犯活動全般にわたって日々活動して
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いただております。本当に頭の下がる思いであります。ですが、各地区のボランテ

ィアでされている方々も、勤務の関係もございますので毎日ができないこともあり

ますが、できるだけその中でやっていただいていることに対して、各地区の防犯と

いうことで取り組んでいただいているのが現状かなと思っておりますし、そのこと

については大変感謝をしております。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） ５番について、教育委員会に質問します。これは子どもらの指

導という部分で引っかかってくると思っているし、きちっと通告にも教育長と書い

ていますので、お願いしたいと。 

 けさ全協で、昨日行われた中学校の卒業式について、議長が挨拶の中で、卒業生

の子どもら何人かが外でうろうろしていたという部分があるんです。そういうふう

に言われました。制服も尐しおもしろい制服も着ていたなと。自分がいつも作業で

着ているようなズボンを履いていたんかなというような言い方をされていました。

けど、これはずっと学校で何人か問題児がいました。けど、問題児を問題児だけで

終わるんかというとそうではなしに、やはりここの部分もひっくるめて、子どもら

なんて別に何も悪いことをしてへんし、ただぶらぶらしていた。それだけで追い払

われて、追い払われるというのは、今獣害対策で困っているサルやないんですよ。

子どもらをサルにしたらだめです。こっちで追い払ったら、こっちでまたうろうろ

して、またこっちで追い払われたら、子どもらなんて憎しみしか残らないですやん。

そこできちっとどういうふうにしゃべるかによって、子どもらの悩みなり何なりが

分かってきて、自分も怒る方が先なんやけど、しゃべる部分ありますやん。そこが

大事なんかなと思うので、教育委員会としてはどういうふうにかかわっているのか、

かかわってへんのか。子どもらの教育で、追い払うこと自体がほんまに防犯で、７

地区で分かれていることによって、自分の地域さえ何とかなったらいいのかなとい

う形で追い払われている。それは教育であるのかないのか、その点についてお願い

したいと思います。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 交通安全等を含めまして、子どもたちの安全につきましては、

各学校におきまして多くのスクールガードの皆さんや、それから関係機関の皆さん、

地域の皆様に登下校の見守りや子どもたちへの声かけをしていただいておりまして、

本当に感謝をしております。また通学路の安全指導等についてでございますけれど

も、各小学校ごとの通学路安全対策アドバイザーの方々にご協力もいただいたり、

また警察や関係機関のご指導も得たりして、それぞれの学校で計画的に指導してい

るところです。 

 昨日は中学校の卒業式で、本当に皆様にお世話になりまして、ありがとうござい
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ました。尐し開始がおくれたわけでございますけれども、このおくれた理由は、今

言われました頭髪とか制服等いろいろ指導していたということで、ぎりぎりまで指

導を重ねていたということで聞いております。中学校の方では、日ごろさまざまな

指導、保護者、それから関係機関も含めまして、いろいろな指導を粘り強く進めて

いるところではございますけれども、なかなか厳しい部分もございます。そうした

中で、子どもたちにいろいろ暖かい声をかけていただいて、尐しずつ変わってきた

という生徒もいるわけでございます。ぜひ、地域の皆様には、さまざまな、防犯も

含めまして子どもたちに声をかけてやっていただけるとありがたいと思っておりま

すので、今後ともどうかよろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） こういう団体がある限り、あるんですよね。ということは、教

育委員会としても、子どもらの部分についてこの協力をお願いして、こういうよう

な形でできたらお願いしたいと。 

 学校の子どもらが悪いのは、教育委員会が悪いわけでも役場が悪いわけでも何で

もない。１には、自分は親やと思うています。それと地域です。地域の大人が見て

見んふりして声もかけない。確かに頭の色を染めている子どもら、います。けど、

単なるそれは個性を出したい、自分はそういうように思っているんです。これは以

前にも言うたけど、自分もこういう頭をしているのは個性を出しているだけ。最近

はなくなってきたから、この辺が個性でなくなってきている部分もありますよ。け

ど、これでもう30年自分は来ているんですが、やはり子どもらも、ただ人と違う部

分が出したい。それが授業中に外でうろうろすること、頭の色を染めること、違う

形でやることの部分です。その子どもらを見た目で判断する部分が、住民さんにい

かにどういう形で理解をしてもらえるかというのが大事やないのかなと、それが子

育て、この防犯の部分もあるのかなと思うんですよ。やはりここは、この防犯、自

主防犯でやられている人らは、最前線におられて、子どもらのことを考えてボラン

ティアでやられている。そこの人らが、ほんまに一生懸命になってもらっている人

たちに、やはりもう一歩協力をお願いできる部分があるのではないのかなというふ

うに思うので、その点について教育委員会、お願いします。 

議長（杉浦和人君） 平山君、ただいまの質問は、学校教育に部類しているところで、

防犯安全対策についての関連ですか。 

12番（平山敏夫君） いや、ほんで防犯活動されている人に、協力をお願いできひん

のかなというて質問しているんですが。 

議長（杉浦和人君） そこらを要点絞って答弁お願いします。学校教育課参事。 

学校教育課参事（安田寛次君） 平山議員の方からご質問をいただきました。 

 私は学校教育の関係の仕事をさせてもらっています。今しがた質問がありました
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安全・安心なまちづくりというふうな観点で、本当に多くの方々に子どもたちのた

めにお世話になっております。日ごろから本当にお世話になっておりますことに対

して、まず感謝申し上げたいというふうなことを思っています。子どもたちは、そ

ういった方々のおかげで、本当にたくさんの人に見守られて、自分は大切にされて

いるんだなというふうな感情を、いろいろなところで感じてくれているんだなとい

うふうなことを感じています。自分を大切にされているというふうな感情を子ども

たちが持つことで、子どもたちがほかの人を大切にしていきたいという心情を抱い

てくれているんじゃないかなというふうなことを、日ごろから教育を通して感じて

いるところでございます。今後も７つの地域でいろいろな活動が展開されることを

祈りたいなというふうなことを思うんですけれども、まずもって、スクールガード

さんというふうな形で、いろいろな学校でお世話になっているんですけれども、本

年度の取り組みとして、７月２日に実施したものでございますけれども、夏休み前

にスクールガードさんの研修会というふうな形で開催をさせていただきました。本

年度は携帯というふうなところをテーマにして研修会を持たせてもらったんですけ

れども、そういったところにも、各地区のスクールガードさんにお集まりいただい

て情報交換の場を持っていったり、あるいは子どもとのかかわり方について、もっ

とこういうふうなかかわりをしたらどうかなというふうなことだとか、あるいは学

校側で対処しなければならない課題についてお出しいただくというようなことで、

そういったお互いにネットワークを張りめぐらすような場も大事にしていきたいし、

学校との連携の場としても、そういった場を今後とも大事にしていきたいなという

ふうなことを感じています。いろいろな方に見つめてもらって、本当にありがたい

んですけれども、７つの団体さん以外にも、いろいろな町民の方にもお助けをいた

だいているところでございます。下校の時間にあわせて犬の散歩に出てもらったり、

下校の時間にあわせて畑仕事に出てもらったりして、子どもの下校を見守っていた

だいて、ぜひともそういう方々にいつもお願いしているのは、おかえりという言葉

だけで結構です、声をかけてやってほしいというふうなお願いをしているところで

ございます。なかなか問題行動等でやんちゃな子どもたちもいるのは事実でござい

ますけれども、そういった子どもたちも、なかなか返事は返ってこないかも分かり

ませんけれども、そういったおかえりという言葉は、子どもたちの耳から心にしみ

込んでいるんではないかなというようなことを感じますので、ぜひとも多くの方々

にお声かけをしてやってほしいというふうな願いを持っております。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 最後にお願いしておきたいんですが、７地区に分かれている部

分が問題だというのは、どこか１点にせんと、この子どもらとしゃべっていると、

どこどこに行ったさかいに、何やおっさんらがようさん来て、どっか行けやいうよ
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うな感じで追い払われてきたと。で、ここでうろうろうろうろしてて、またおっさ

んもどこか行けと言うのかというふうに、自分にも言われたんやな。そうすると、

言葉が次出ないんですよ。自分らの地域でそういうことをやることによって、よそ

の地域が同じ行動を、防犯としての同じ活動をされているとは思えない部分が出て

きますやろ。そこは統一した行動をとることによって、子どもらを育てるという部

分が大きいんやと思うんですよ。やはりそこはきちっとお願いしておきます。 

 けど、これは何のためにやるんやというたら、ほんまに一生懸命底辺で頑張って

おられる人ら、その人らを裏切ったらだめなんや。やはりきちっと活動しててもろ

うている人らに感謝をして、自分はこういう質問をさせてもらった、そこは大きい

部分であるというふうに思っていますので、７つの部分については、きちっとやは

り統一して、サルやないんで追い払いは絶対しない。自分ら子どもらと向き合って

きちっとしゃべる。何も子どもらって怖くない、大人も怖いわけではないんやで、

そこはしゃべることによって次の段階に入るというふうに思いますので、その点よ

ろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ここで会議時間を延長いたします。 

 次に、１番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） それでは、通告書に伴いお伺いします。 

 まず、議員報酬のことなのでございますが、このところずっと、平成９年に増額

されてからずっと同じ額でありますが、県下６町を見ましても大体よく似た額で、

それに伴い年齢が高齢化しているように思われます。率直に言うと、働き盛りの40

代、50代ではこの額では生活水準には満たないので、自然と候補者が政党からの支

援、また世帯主を持っておられる女性の方等を除くと、60歳以上になっております。

今後もこの傾向は続くと思われます。市になりますと倍近くの報酬になり、やはり

若い方が多くおられますが、この状況を当局はどのように受け取っておられるのか

お聞かせ願いたい。 

 それでまた２月14日、15日と、国土交通省の方まで、地元幹線道路の要望書を提

出にも行ったわけでありますが、今回は会派で行ったこともあり、旅費、宿泊費等

は全額個人持ちにて行ったわけであります。省庁の方に聞くと、実費というのは大

変珍しいことですねと驚かれておりました。政務活動費というのが、ところどころ

で活用されるような時代になってきましたので、我々もそういうような活動費を生

かして、外に向けた活動も今後必要かと思いますが、あわせてお考えをお聞かせ願

いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君の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） 議員報酬についてでございますが、改定にあたりましては、日

野町特別職報酬等審議会条例に基づき、報酬審議会の意見を聞き、日野町議会議員
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の議員報酬および費用弁償等に関する条例の改正を、議会で議決いただくこととな

っております。 

 現在の議員報酬については、平成９年に報酬審議会で審議をいただき、５年間据

え置きとなっていたこと、また職責や近隣町との均衡を踏まえ改定することが適当

であるとの答申を受け、平成10年４月１日から改定されたもので、その後平成16年

の報酬審議会に審議いただいておりますが、議員報酬については据え置きとなって

いるところでございます。 

 また、政務活動費につきましては、地方自治法第100条第14項に基づき、条例の定

めるところにより議会の議員の調査研究、その他の活動に資するための必要な経費

を交付することができるとされております。議会におきましてご議論をいただけれ

ばと思っております。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 政務活動費につきましては、町長の述べてもらったとおり、条

例また規制が伴いますので、また私たちも勉強して方法を熟知した上で受けさせて

いただいて、次に進みたいと思います。 

 今の報酬の件ですけれど、私は報酬を上げよとかそういう要望をしているわけで

はなくて、やはり滋賀県の議員報酬ランキングというのが、すぐにホームページと

かで出てくるんですけれど、大津市が56万3,000円ぐらいを筆頭に、草津、彦根市、

守山市、東近江市とずっと続くんですけれど、下から日野町を筆頭に６町が最後に

下に固まっていると。そこに日野町が一番上でしたけど、竜王とか、そういうよう

なランキングで、ぽつっと飛んでランキングの下に町が６町来ていると、そういう

状態です。そういうのは、やはりこういうようなのは議会への魅力という関心が薄

れる原因の１つと思いますし、前回の無投票になったのも１つの原因かと思われま

す。というのは、日野も竜王も続いて無投票でしたし、やはり最近の町の選挙情報

を見ておりましても、プラス１名ぐらいで、やはり大津市なんかやったら、すごい

人数ですよね、候補者が。それも若い方が物すごく多くて、たくさん落ちておられ

るような、その辺はやはり魅力があるというので思います。だから、上げる、上げ

んじゃなくて、やはりこういう状態をどう思われていますかということを、また町

長に聞きたいと思います。というのは、例えば６町でいつも会議とかもありますの

で、その辺のことは話しておられるのか、その辺のことを町長に聞かせていただき

たいと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 報酬の問題につきましては、先ほどお答えしましたように、審

議会で審議をいただいた結果に基づき実施されていると、このように思っておりま

す。議員が、議会が無投票であることなどについてどうかと言われましても、なか
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なか私から答えることはできないわけでありますが、雑談程度でしゃべっておりま

すと、議員定数が尐なくなると立候補しづらくなるので、結果として難しいのでは

ないかと。つまり、大きな母体がないと当選しにくいから、小さい母体のところで

は立候補がしにくくなって、結果として無投票になるのではないかと、こういうこ

とをおっしゃっていた、ある町の首長さんもおられたということでございますが、

いずれにしても、私ども首長が、無投票であるとか１人増であるとかいうことにつ

いて、分析をする能力はないというところでございます。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 尐しちょっと観点がずれてしまったかなと思うんですけれど、

私の申し上げていますのはそのところじゃなくて、６町がぽつっと離れてしまって

いると。６町にて取り上げていただき、合併しなかった方がよかったと。報酬もよ

いし議員も若いし議会に活気があり、うらやましいなと思われるような方向も考え

ていただきたいと思います。町だからできない、市だからできるということはおか

しいと思います。だから、予算的にいろいろな、今は安くとか、できるだけ議員報

酬を抑えてとか、その時代はもう当然承知しておりますけれど、やはり全体を見ま

しても、金銭面に比例して若い人が多いとか、比例して年配の人が多い、そういう

ような状態というのは、次々残る未来の展望に対して、いろいろな40代、50代、い

ろいろな世代の方がおられて、いろいろな意見が出てくるというのが、理想かなと

思いますし、やはりその辺を、お金の方で年齢的にぐっと偏るというのは尐し考え

ものかなというのを、よその市町を見せてもらいまして感じたところがありますの

で、その辺が６町で話は出ているのか、そういう話はしておられるのかということ

を町長に伺いたいと。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 結果として、市議会の報酬の部分と町村の報酬の部分に差が出

ているということのようでありますが、そこのところについては、繰り返しになり

ますが、報酬審議会等でご議論いただいて決定をいただいているということでござ

いますので、私がコメントするものではございません。 

 ６町で合併しなかってよかったのかと、こういう話でありますが、それは明確に

しなかってよかったなと、こういう議論はいたしておりますが、首長のサイドから、

議員報酬を引き上げろだとか引き下げろだとか、議員定数を下げろだとか上げろだ

とか、こういうことを言うことについては、言う立場にないのではないかというふ

うに思っておりますので、そこのところについては、また議会の中でご議論をいた

だければと思っております。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） ちょっとうまいことかみ合わなかったようで、私の言い方が悪
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かったのだと思うんですけど、またよろしくお願いします。 

 それでは、２つ目に移ります。 

 次に、タブレット端末機導入についてということですけれど、最近新聞等見てい

まして、草津市で小学校全13校あると書いてましたけれど、タブレット学習が開始

すると。それでタブレット端末が3,200台ほど導入され、今仮にという状態と思いま

すけれど、スタートされておられるようで、状況が書いていました。生徒さんは定

規出して図形を描いたりとか動画で手本、また児童から、とても分かりやすいなと

いう反響があると報道されていました。教職員や周りの方たちも、研修会などでオ

ペレート能力の向上を図らなければならないと、研修会を行っておられるようです。

このような時代の波及は、すぐにやってくると思います。我々でもいろいろなタブ

レット端末になった、携帯になった、難しいなと思っているうちに、もう大方の人

が持っているような時代になりまして、当然今の話ではございませんが、大きな市

から普及していったときに、やっとうちもせなあかんな、もうみんな周りはしてし

まったな、今あと６町だけ残ってしまったなということのないように、やはりこう

いうようなのは先手必勝のように考えていてもらっていただいて、導入とかの検討

とかも考えていってほしいなと思いますけど、このことについて今後どうお考えか

お聞かせ願いたい。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 村島議員さんから、タブレット端末機導入についてのご質問

をいただきました。小中学校の教育用パソコンは、コンピューター室で児童生徒の

１回の授業で使用する台数を導入しておりまして、順に更新しているところでござ

います。今議会に上程しております平成26年度予算におきましては、中学校の教育

用パソコンの更新費用を計上しております。今回予定しております更新につきまし

ては、原則としてコンピューター室に設置しますが、教室等に持ち出して使用でき

るタブレット機は有効な選択肢と考えておりまして、パソコンの有効活用が図れる

よう、今後学校と協議を行ってまいりたいと考えております。 

 また中学校での効果や先進校での状況を検証した上で、小学校への設置も検討し

たいと考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 普通のパソコンで授業等、またタブレットでしていくというの

は、大分異なったように感じられますし、どんどんどんどん進んでいくと思います。

やはりこう早い、遅いで、子どもたちが習得していく、導入されたところとしてい

ないところいうのは、すごく差がつくと思うんです。その辺に、そういう時代にな

ったときに乗りおくれないようにしていただきたいと思いますし、やはり雇用情勢

を見ていましても、今オペレートできるパソコンを使えるという人が、いろいろな
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経験者やまた特技を持っておられる方以上に雇用率が高いというのが現実ですし、

若い方で例えばそういうようなのに追いつけていないという方は、やはりちょっと

こうおくれてしまうというのが当然あると思いますので、その辺もひとつよろしく

お願いします。 

 また、湖南市で庁舎内の新システム導入に伴い、12月からタブレットの試験運用

が開始されると聞いておりますし、機材は、聞かせてもらうところによると、買い

取りになるのかリースは検討されておられるということですけれど、通信費は今の

高い状態に続かず、もうずっと安く、これからはどんどんどんどん携帯の使用状況

みたいな値段になってくると思うんですけれど、今、先ほどしゃべっていました政

務活動費により一部負担でやっていくという方向で調整しておられるようで、ペー

パーレスしていくと。かなり我々でもいっぱい資料を持ってやっているわけですけ

れど、いきなりには無理なんですけれど、もう最終的には、タブレットだけで大き

な予算書も項別にぱっと開いて、ページでぱっと開くような講習をしていって、最

終的にはもうペーパーレスにしていくというような動きを聞いていますけど、それ

に対してもひとつご意見、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 教育委員会教育次長。 

教育次長（岡 常夫君） タブレットの端末機のことにつきまして、再質問を頂戴い

たしました。一応タブレットも選択肢の有効な手段の１つということで、今学校の

方との調整を進めようとしているところでございます。まず、指導する教職員のイ

メージなり指導方法等の研修等も必要と思いますし、まだどのような形のものがと

いうところも、方向づけをしておりませんので、今後現場でのいろいろな意見も聞

きながら、よりよい方向を決めていきたいというふうに考えております。 

 また、今も通信のお話もありましたが、このコンピューターによりますいろいろ

な危険な部分もありますので、そういう部分の指導も当然していかなければならな

いということで考えております。 

 今回は中学校でございますが、学校のこのコンピューター教室に設置をし、取り

外しができて普通の自分たちの教室でも使用ができるというふうなことが、タブレ

ットの強みでもございますので、この辺を現場の先生方と調整をしていきたいと思

います。 

 なお、学校現場でのコンピューター室の整備でございますので、そのペーパーレ

スの部分につきましては、授業の中では、一定教科書ならびに副読本ならびに関係

資料ということでございますので、コンピューターの指導の部分につきましては、

従来からある意味ペーパーレスで進んできているんじゃないかなという思いをして

おります。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 
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１番（村島茂男君） タブレットといっても、タブレット型パソコンになると思うん

ですけれど、その辺でこの後中西議員も質疑されますので余り深く行きませんけれ

ど、いろいろな使い方のよい方ばかりじゃなくて、悪い方の授業とか、タブレット

自体がもう携帯の画面になりますし、その辺で悪用とかいろいろな危険性を教えて

やっていただきたいと思います。 

 それでは３つ目、「日野め～る」の運用について伺います。今後情報手段として中

心的存在になりつつあるメールの運用についてお尋ねします。 

 １つ目として、一番多く受信登録されている防災防犯のカテゴリーの中で、内容

的に多過ぎないか。というのは「しらしがめーる」のように、もう尐し肝心な情報

だけに分割してはどうか。光化学スモッグの情報が来たりとか、路線バスの変更と

かちょっと違うものが入ってきて、たくさん来るように思いますので、その辺の分

割、しっかりとやっていったらどうかなというのも１つです。 

 ２つ目に情報配信元の多い尐ない、また何も配信していない部署もありますが、

配信情報の義務づけをしっかりと図っておられるのか。 

 ３つ目、もっと多くの任意団体等の連絡方法として使っていけないのか。例えば、

議会での連絡はもとより、消防団、今話にも出ていました各種防犯関係の諸団体の

連絡なども使えると思いますし、一々電話やファックス、書状での連絡に頼ってい

るんですけれど、有効配信の一括、メールに対して開封、未開封というのもきっち

り分かりますし、ファックスや書状は一方通行で、そこで本当に見てもらっている

のか、開封してもらったのかというのが分からないのが現状ですし、その辺がメー

ルの利点でもありますし、開封してもらった、見てもらったというのはすぐに分か

るというのは有効と思いますので、この辺も各、送る側の事務局としてはより確実

で安心できるのではないかと思いますので、よろしくお願いします。 

 ４つ目として、冒頭にも今言いましたけど、有線放送廃止に伴い、メールが代用

するという時代になってきているんですけれど、有線放送廃止、あれだけ議論が繰

り返されましたけれど、その都度答弁の中に、「日野め～る」やタウンメールの配信

の開始、運用を代用としてというのをかなり強調されていたわけですけれど、私、

ちょっと古いんですけれど、２月12日の日付の人数確認させてもらったときには857

人ぐらいの登録でした、また、しらしがメールの登録も600人ほどでもありましたの

で、この辺を当局は増強にどのような努力をしておられるのか、４つの項目に分け

て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） 「日野め～る」の運用についてご質問をいただきました。昨年

４月から運用を開始いたしまして、「日野め～る」は３月７日現在927人の受信登録

をいただいております。配信する情報内容は10項目に分類しておりまして、まず、
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防災・防犯情報は必須項目に設定しておりますので、受信登録をされたときに必ず

選択したものとして登録をされます。そのほかの子育て支援情報や健康づくり情報

などの９項目については、受信される方が選択して登録していただく方法で運用を

しております。昨年４月から今年２月末までの情報発信状況では、全ての項目の合

計で152件の情報を発信しておりまして、その中で防災・防犯情報は59件で、全体の

39パーセントとなっております。例えば、災害時の緊急情報や道路通行制限、上水

道の断水、漏水情報など、緊急情報として知らせることが適当と考える情報は、こ

の項目で発信をしているところでございます。 

 次に、昨年４月からこれまでの情報発信に関して、10種類の分類項目ごとに比べ

ると、情報を発信した情報量や回数にそれぞれ差がございます。防犯・防災情報に

関するご質問も含めて、分類項目の設定等に関して、今後も運用状況などを見きわ

めながら、住民の皆さんにとってより分かりやすい情報手段となるよう、引き続き

検討を続けていきたいと考えております。 

 次に、「日野め～る」の運用でございますが、住民の皆さんに町の行政情報を手軽

により早く受信していただくことを基本として実施しているものでありますことか

ら、まずは受信登録者の拡大と、情報サービス内容の充実に努めてまいりたいと考

えております。昨年４月に運用を開始して以来、広報ひのへの継続的な掲載や、防

災に関する出前講座の開催時における案内、また、シルバー大学などの機会を通じ

てチラシを配布するなど、「日野め～る」のサービス内容の周知や登録者の拡大に向

けて取り組んできたところですが、今後もさらに積極的に登録者の拡大に努め、町

政情報の発信の充実に向けて取り組んでいき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） では、再質問させていただきます。 

 こういう各団体とかの連絡をしっかりと使っていきたいなというのは、どこの団

体も思っていることでありまして、簡単にいいますと消防団のところでしたら、そ

こで火事があったというのは、そこで登録してもらっておれば、昔のように総務課

から分団長に電話して、分団長が班長に電話して、班長が団員さんに電話すると、

それがもう瞬時にどこどこで火災発生というのが、もう手元に行くわけですから、

そういったものもどんどん使っていけたらいいんではないかなと思います。 

 それから、今、カテゴリー分かれというのは、ここをちょっと見ていますと、防

災・防犯情報ということで、避難勧告、不審者情報、消費者保護情報、行方不明者

情報、道路通行制限、断水、漏水時の情報、町営バス運行、緊急時のダイヤ変更、

感染症、食中毒注意報、光化学スモッグ注意報、インフルエンザの情報と、これだ

けあるんです。たくさん行くのはいいんですけれど、しらしがメールなんかはきち

っとそこの、自分の欲しいところだけを取れるようになっています。というのは、
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やっぱりメール１通当たりに、今度は１円から２円のパケット通信料がかかると。

「日野め～る」のチラシにも載っているわけですから、やはりこれだけの自分が思

っている以外のものがたくさん来るということは、それだけのお金もかかっている

ということですので、受け取る者としては、やはり私がこれが欲しいのやというの

があると思いますので、そこをきっちりとカテゴリーを分けてほしいというのが要

望ですけど、いかがですか。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（高橋正一君） 「日野め～る」の項目の分類についてということと、

それからほかの団体にも研究をしたらどうかということでございます。 

 登録の分類につきましては、先ほど町長の方から答弁いたしましたが、昨年４月

から初めて運用するということで、その運用にあたりましてどういう項目が、１つ

は住民さんの登録のときに、余り悩まずに登録の難しさというものを解消するかと

いうことと、それから皆様方にぜひお知らせしたほうがいいという判断されるもの

については、確実に登録された方に伝わる方法はどうかと、こういうことで登録項

目の分類をさせてもらったところでございます。先ほど、議員さんの方からもあり

ましたとおり、現在まで発信したものについては、この10項目の中で種類とか回数

が相当にばらつきがございますので、町としましては、今後も引き続き、どういう

項目に分類するのが一番使いやすくて、住民の皆さんに適切に情報が伝わるかとい

うことを研究していきながら、項目分類についても研究していきたいというふうに

考えております。 

 それから、各団体への連絡手段ということで、それは有効な方策として考えられ

るものと思いますが、まずは現在の「日野め～る」の発信を受けていただく登録者

の皆さんの拡大に、力を入れていきたいなという考えでございます。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 冒頭にも申しましたけれど、やはりこの有線放送の廃止という

かなくなったということによって、不安に思っておられるというのは大変多いと思

いますので、そしてまた高齢者の方と言っておられますけれど、やはり団塊世代以

降の世代に突入していますので、ＩＴ化をどんどん推進すべきと思いますし、やは

りもう尐し、努力はしておられると思いますけど、800、900の数というのは、これ

は始めるまでに、うちも必守会でやっていましたが、「必守メール」というのをやっ

ていまして、教育長も入ってもらっていたんですけど、それだけでもやっぱり600

名の登録があります。それを私たちは「日野め～る」ができたので廃止しました。

その中で、「日野め～る」の方に移行して下さいよと言ったんですけれど、登録した

けれど、やはり多いから、いっぱい来るから、ちょっと分からんからやめたとか、

そういう声が多々あったので、今回にこう至ったんですけれど、やはりその辺のこ
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とを、まだ我々が簡単に入って下さいよ、小学生、入学式とかにも入って下さいと

かいうチラシを渡したことがあるんですけれど、そういう努力もあってか知りませ

んが、600ほどあったと。それに対して、やはりまだ、800、900というのは大変尐な

いことと思いますので、この前の緊急の警戒警報とかああいうのでも、また独自に、

電話会社が発信するんじゃなくて、登録さえしてもらったら、カテゴリーに関係な

しにいろいろな発信とか緊急時にも運用できるので、できるだけ頑張ってたくさん

の登録増強をお願いしたいということを伝えまして、終わらせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 以上で２名の諸君の質問を終わりました。その他の諸君の質問

は明13日行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認めます。それでは、その他の諸君の一般質問は

明13日に行いますので、定刻ご参集をお願いいたします。 

 以上をもって、本日の日程はすべて終了いたしました。本日はこれをもって散会

いたします。 

 一同起立。礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） 長時間、ご苦労さまでございました。 

－散会 １７時１４分－ 


