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第１回日野町議会定例会会議録 

 

平成２６年３月１３日（第３日） 

開会  ９時０４分 

散会 １７時０９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 



 

3-2 

５．議事日程 

日程第 １ 一般質問 

     ３番  齋藤 光弘君 

     ６番  冨田  幸君 

     ２番  中西 佳子君 

    １１番  池元 法子君 

     ７番  髙橋  渉君 

     ５番  蒲生 行正君 

     ９番  西澤 正治君 

    １０番  東  正幸君 

    １３番  對中 芳喜君 
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会議の概要 

－開会 ９時０４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。 

 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。 

 一般質問を行う前に、副町長の方から発言を求められておりますので、これを許

可いたします。 

副町長（平尾義明君） 皆さん、おはようございます。 

 昨日の髙橋議員さんのご質問について一部答弁漏れがございましたので、お答え

を申し上げたいというふうに思います。 

 私債権に関する件につきまして、24年度決算で、どんな事業、どんな金額、重複

があるのかというご質問でございました。これから報告申し上げます。 

 住宅家賃が20人で1,055万6,649円、住宅新築資金等貸付金が６人で2,274万8,150

円、公営住宅入居者負担金が10人で３万3,600円、リスタあすなろ利用料が６名、86

万9,824円、上水道使用料545人で2,948万9,871円、幼稚園児保育料が２名、３万1,400

円、学校給食負担金が21人で78万2,500円、合わせまして、延べ610人で6,451万1,994

円でございます。この610人のうちで重複している方もおられますけども、現在まだ

調査中でございまして、この今申し上げます金額のうちで、行方不明また死亡等で

徴収できない、権利を放棄する額も確定をしておりません。今後は、横断的な滞納

対策会議がございますので、そこで、条例の制定も含めて詳しくまた条例を提案さ

せていただいたときにご報告申し上げたいと、このように思いますので、よろしく

お願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 日程第１ 一般質問を行います。 

 昨日に引き続き、一般質問通告表に基づき、順次発言を許可いたします。 

 ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） ３番、齋藤です。通告書に基づきまして、３点の項目について、

分割で質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 はじめに、獣害対策について質問をいたします。 

 近年、全国的にも中山間地域において、鹿、イノシシ、猿などの野生鳥獣による

農林水産業被害の深刻化、広域化が進んでいます。日野町におきましても、住民の

方が鳥獣被害に最も困っておられ、要望されているのが獣害対策であります。年々、
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対策強化はされていますが、被害と野生鳥獣の個体数は上昇している状況にありま

す。将来を見据えての対策強化を強く要望いたします。 

 そこでお伺いをいたします。 

 今年度の捕獲頭数と次年度の捕獲計画頭数はどうか。これまでの獣害状況と獣害

対策の成果と課題はどうか。捕獲対策を強化するため、担い手である狩猟者の確保・

育成支援はどうしていくのか。捕獲鳥獣の急増に対忚できる対策として、捕獲鳥獣

の食肉利用の販売促進・処理加工施設等の支援が必要と考えるがどうか。町内で獣

害対策としての防護柵が平成20年からこれまで200キロほど設置されましたが、その

効果を発揮するには適正に維持管理することが必要であります。今後の防護柵の維

持管理をどのように考えているのか。 

 以上の５点についてお伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君の質問に対する町長の答弁を求めます。 

町長（藤澤直広君） おはようございます。齋藤議員から、獣害対策についてご質問

をいただきました。 

 まず最初に、今年度の捕獲頭数や次年度の計画頭数等についてでございますが、

平成25年度における鹿、イノシシ、猿の有害鳥獣駆除による捕獲頭数は、平成26年

２月末現在で、鹿が359頭、イノシシが131頭、猿を83頭駆除をいたしております。

平成26年度の捕獲計画頭数は、鹿が年間で550頭、イノシシが190頭、猿が87頭を計

画しております。 

 次に、獣害の状況等についてでございますが、鹿については、防護柵の設置によ

り減尐の傾向が見られます。イノシシについても防護柵の設置により対忚をしてき

たところですが、最近は日野川沿いの竹やぶから周辺農地への侵入も見られること

から、当該地先への対策を進めているところでございます。猿につきましては、農

作物被害のほか生活環境被害もあり、減尐していないのが実情でございます。猿は

駆除だけでは被害が減らないことから、猿を寄せつけないよう集落全体の対策が必

要と考えております。 

 これらに対する獣害対策については、日野町有害鳥獣被害対策協議会を中心に行

っており、これまで、猟友会の協力による銃器駆除、集落主体による防護柵の設置、

農業者自らがわな猟免許を取得して、箱わな捕獲事業などを実施しているところで

す。中でも、集落における箱わな捕獲事業では、平成25年度に、鹿、イノシシ、猿

を合計180頭捕獲するなど、成果を上げていただいているところでございます。 

 ただ、この箱わな捕獲制度に取り組んでいただいておらない集落もございますの

で、より多くの集落で取り組んでいただけるよう対忚をしてまいりたいというふう

に考えております。 

 有害鳥獣駆除は、現在、猟友会による銃器駆除をお願いしておりますが、新たな
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担い手として、先にも申し上げました、集落ぐるみで箱わなを使って捕獲をしてい

ただける体制づくりを進めていきたいと考えております。そのための支援として、

日野町有害鳥獣被害対策協議会から、免許取得のための予備講習会の費用助成や箱

わなの無償貸出などを行っているところでございます。 

 次に、捕獲鳥獣の食肉利用についてでございますが、猟友会による解体処理施設

「獣美恵堂」が開設され、地域資源として捕獲した鹿を食肉として利活用されてお

ります。この鹿肉については、レストランなどで使われているほか、町の学校給食

にも提供されております。町としても、この取り組みを期待しておるところでござ

います。猟友会から必要な要望がございましたら、常日ごろから協議をしておりま

すことから、また相談をしてまいりたいと思っております。 

 次に、農作物被害を防ぐための防護柵についてでございますが、国や県の補助金

を活用しながら、集落の主体的取り組みで設置をしていただいております。防護柵

の機能を維持していくためには、集落において定期的な点検や必要な補修等を行っ

ていくことが必要であり、効果的な管理をしていただかなければならないと、この

ように思っておりますので、集落ぐるみでの取り組みで防護柵を維持管理をいただ

けるようまた働きかけてまいりたいと、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 再質問させていただきます。 

 回答いただきましたように、獣害対策には、各集落においても、また猟友会や町

におきましてもかなり努力していただきまして、取り組みもしていただいておりま

すことを認識しております。 

 獣害対策の成果を上げるにはどうしたらよいかという思いから今回の質問をさせ

ていただくわけでございますが、まず、獣害対策の取り組みの方法として、大きく

分けて２つあると思っております。１つは、集落ぐるみで寄せつけない方法として

防護柵を設置して防ぐ方法、そしてもう１つは、個体数を減らす方法として、銃器

による捕獲と箱わなによる捕獲の方法があります。その取り組みを、町と集落と猟

友会とが協働で実施していただいているところであります。 

 そこで、先日、猟友会の会長さんとお出会いして、獣害状況そして捕獲状況、鳥

獣の生態状況、そして肉食の利活用等についての話をお聞きいたしました。そのこ

とを踏まえて再質問をさせていただきます。 

 まずはじめに、個体数を減らすことについては、２月末現在の捕獲頭数では、今

年度の捕獲できる頭数に、鹿が191頭、イノシシが59頭、猿が４頭の計画頭数に達し

ていないという現状でありますが、３月末までには１ヵ月ありますので、もう尐し

は伸びるというふうに思っております。 

 捕獲するということは大変なことでありまして、昨年は猛暑であるということで、
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猟犬の犬もばててしまって、思うように捕獲できなかったということも聞いており

ます。また、今年度から箱わなでの捕獲が、鹿で150頭、イノシシで150頭増えたと

いうこともありまして、計画頭数にちょっと達していないということではないかな

というふうには思っております。箱わなでの捕獲をかなり頑張ってしていただいて、

成果も上げていただいているという状況であります。 

 箱わなを設置するには、その集落に箱わなの免許取得者が必要であるということ

もあり、箱わなの免許取得のための助成と、そして箱わなの無償貸し出しなどを支

援していただいていますことから、箱わなによる捕獲が増えたものと思います。ま

だ、箱わなの捕獲制度の取り組みがされていない集落があるということですので、

箱わなによる捕獲取り組みをしていただけるように努めていただきたいなというふ

うに思います。県が、個体数管理をして年間捕獲目標を出して計画頭数が決められ

るということでございます。実際の個体数は増えているというのに、平成26年度の

計画捕獲頭数が今年と同じということは、県が実際の生息数を把握されていないで

はないかなというふうに思います。それを町はどのように認識されているのか、お

伺いをいたします。 

 そして、猿においては、県が生殖個体数の１割を捕獲目標頭数とされているよう

ですが、日野町では87頭と前年と同じであります。生息個体数は年々増加しており、

猿の被害で困っておられる苦情対策の要望が多くあります。捕獲頭数を増やすよう

に、生息数の見直し調査を県の方に要望していただきたいなというふうに思います。 

 次に、銃器による駆除におきましては、担い手である狩猟者の確保、育成が必要

であり、課題になっております。銃器狩猟者に対する捕獲体制の支援、育成をどの

ように考えていくかということでありますけど、猟友会と町との協力体制が必要で

あり、協働でやっていかないと獣害対策の充実を図れません。猟友会メンバーの高

齢化と減尐が課題となっていますが、その対策、手だてはどのように考えるのか、

町として何ができるのかお伺いいたします。 

 次に、食肉利活用については、猟友会で捕獲されたものは、猟友会の処理加工施

設で解体処理をされております。集落が箱なわで捕獲されているものはどのように

処理されているのかお伺いをいたします。無駄に処理されているのなら、国の補助

制度を活用して、町で施設を設置し、食肉として利活用ができる支援体制を整えて

はどうかと考えます。他所でも、町が処理加工施設を持っているところがあるとい

うふうに聞いております。獣害対策は農業委員会でも取り組んでいただいているよ

うで、猟友会の持つ処理加工施設を見学されるというように聞いております。箱わ

なで捕獲したものを処理できる施設が必要ではないかというふうに思います。町は

どのように考えているのかお伺いをいたします。 

 次に、販売促進の支援であります。食肉として需要が上昇すれば、捕獲意欲、捕
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獲販路が生み出されることになれば、獣害対策の向上にもつながるというふうに思

います。 

 現在、町の学校給食にも提供されているということでありますが、これは年１回

ということで聞いております。猟友会は、狩猟回数を増やすことや、料理の方法を

変えての提供をしていただきたいというふうに言われております。また、町内の食

肉店、スーパー等で販売するとかして販売ルートの拡大はできないのか、また町の

ブランドとして、観光課からの日野の特産品の販売促進ＰＲと同じく、メディアや

ネットによる宣伝など、販売促進につながる支援をお願いしたいというふうにも言

われております。町のお考えをお伺いいたします。 

 次に、防護柵の維持管理でありますが、防護柵はかなりの獣害対策にも効果を発

揮しております。設置から年数もたっておりますので、イノシシがネットの下に穴

を掘って開けるというふうなこともありまして、管理の補修が必要であります。集

落での点検補修の管理をするにあたり、追加の防護柵の設置や補修に対する補助制

度はないのかという声をよく聞いております。現在ではないのであれば、補助して

いただけるよう県への要望をお願いしたいわけでございますけど、県ができなけれ

ば、町卖独での補助を検討していただけないのかお伺いをいたします。 

 最後に、もう１つ、カワウの被害が琵琶湖で多くあったわけなのですけど、この

ごろ、日野の大正池でもひどいということを猟友会の方からは聞いております。防

護対策をどのようにされるのかお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤君の再質問に対する答弁を求めます。 

 農林課長。 

農林課長（高岡良三君） 齋藤議員さんの方から、獣害対策について再質問をいただ

きました。今、議員さんの方から申されたとおり、日野町における獣害というのは、

かなり深刻な状況であるというふうに私ども認識はいたしてございます。加えて、

それぞれの部分において対策は講じてきておりますし、今、申されましたとおり、

26年度の銃器による駆除等の目標も立てながら予算計上をさせていただいていると

いうところでございます。 

 １つ目の、駆除をするにあたっての銃器による部分として猟友会に大きくお願い

している部分がございますが、猟友会の方の高齢化といいますか、そういう部分に

ついてのことも、このこと以外についても言われているわけですが、今、猟友会、

約メンバー40人程度おられるわけでございますが、後の方にも出てきます獣美恵堂

の方の関係につきましても、自らがやられている部分において、日野の猟友会の方

は、他の猟友会と比べてまだ若いというふうに私どもは認識しておりますし、駆除

をするという目的で獣美恵堂の方もされたということもありますので、そこら辺に

ついては、私どもの方としても、余裕があるわけではございませんが、安心をして
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いるところでございます。 

 また、言われていました食育の関係でございますけども、今、申されましたとお

り、卖に駆除をするというだけでなしに、やはり鹿の肉と、イノシシもそうですが、

ほかのものに変えて肉として利用できないかということで獣美恵堂を設立されまし

た。この分については、猟友会の有志10名ほどの方が、自らがそのことをされたと

いうところでございますし、県・町の補助の体制ですとどうしても縛りが来るとい

うこともございまして、そういうふうなことの取り組みをされているところだとい

うふうには考えていますが。あと、先ほど町長も答弁申しましたとおり、いろんな

形での協議を進めさせていただく中でどういうものができるのかという対策につい

ては考えていきたいというふうに考えてございます。 

 また、箱わなの関係につきましても、今、鎌掛の方では、大きくおりをつくられ

て、おりによる駆除といいますか、捕獲もやっていただいてございますし、それぞ

れのところの集落においても箱わなを設置していただいているところでございま

す。ただ、その中でも、箱わなについても、つかめたものをどうされるかと、どう

しているかということにつきましては、猟友会にお願いをされて、猟友会がそのも

のを持って帰って肉にしているという部分もございますし、あとは現地で処理とい

うことですので、いわゆる、埋葬、埋めているという部分もございますので、そこ

ら辺のことも尐し検討する必要があるかなというふうに考えてございます。 

 また、あわせて、箱わなの状況でございますが、この15日も箱わなの講習会を林

業センターの方でやろうということで、今、17自治会の方で取り組みをしていただ

いてございますので、それに加えて、説明会といいますか、協議会をさせていただ

こうと、こう思っております。 

 また、食育の関係で、学校給食の方も、今、年１回でございますが、教育委員会

との方の協議も必要でございますが、尐しまた増やしていけるという状況でござい

ましたら、そういう体制も協議をしてまいりたいというふうに思っております。 

 加えて、防護柵の関係でございますが、おっしゃっていただきましたように、か

なりの延長で、今、各集落で取り組みをしていただいてございますが、それぞれの

集落が各集落との間の部分につきましては、協議をしていただきながら、１つの集

落だけでなしに、やはり連携をしていくというのが必要かなというふうに思ってお

りますので、そこら辺についてもまた農業組合長会等で話もさせていただこうかな

というふうに思っております。 

 加えて、補修の関係でございますが、今言われていましたように補助体制という

のはございませんので、例えば、農地・水の取り組みをしていただいている集落に

おいては、そこの事業でしていただいてもいいということも申し上げておりますし、

１つには、私どもの集落でございますが、鉄筋を下の方に、イノシシがどうしても



 

3-9 

掘るわけでございますので、そこに差し込む仕事等は地元で精力的にやっていただ

くのと、あわせて、緩衝帯をつくるということで、ネットから２メートル程度、草

刈りなどをしながら、寄りつかないというふうな方策もとっていただいているとこ

ろでございます。 

 答弁が後先になるんですが、生息数の見直し等の話もございましたが、その点に

つきましては、実績を踏まえながら、県等の方にも捕獲等の体制といいますか、修

正をお願いするようにまた県の方に申し上げていきたいというふうに思っておりま

す。 

 それから、今、有害鳥獣の法律が尐し変わっていく方向にございまして、今後、

管理というふうな方向になってきてまいりますので、いろんな事業所等にも県が許

可すればというふうなことも出ておりますので、そこら辺のことについては猟友会

の方と十分協議をしていかないといけないかなというふうに思っております。 

 また、カワウの話もしていただきましたが、今、琵琶湖の方で駆除を随分されま

して、今、日野の方にもかなり来ている、日野川ダムの方にもかなり来ていて、漁

業組合の方も、放流したものを食べられてしまうということで、26年度は春早々に

いわゆるその生まれて間がないものを駆除するということで、猟友会の方もそうい

うような取り組みをしていただけるということですので、生育するまでにとってし

まおうというふうな体制で、今、取り組みをしていただいてございます。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） いろんなところでの取り組み努力をしていただいております。

町でできる部分、できない部分があるというふうに思います。１つ、ちょっと回答

いただきたい。再質問させていただきますが、町での処理加工施設という部分につ

いて、すぐには回答も難しいかと思うんですけど、また今後、検討いただけること

ができるかどうかという部分についても、再度お聞きしたいなというふうに思いま

す。 

 それと、あと、販路の拡大というところで、食肉を加工して、それをアピールし

て販売できるということ、それには、いろんなメディアなりネットを活用してとい

うこともあるし、猟友会さんだけでは力不足というか、それだけの販路を広げるこ

とができないということもありますので、日野町でも、そういった支援、日野町の

特産として、日野菜と近江米とかいうことでの宣伝もしていただいています。あわ

せて、日野天然鹿、そういうふうに獣美恵堂さんは宣伝されていますけど、また販

路の拡大の支援をしていただけたらなというふうに思うんですけど、その辺のとこ

ろを再度再質問させていただきます。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（高岡良三君） 申しわけございませんでした。処理加工の関係でございま
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すけども、今、獣害に対する、野獣の部分の肉の基準とか、そういうものがまだご

ざいませんので、それも今の法律改正によって尐し規定をしていこうというふうな

動きがあるというふうには聞いております。現状での町の処理施設は今のところで

きていないというところでございますが、先ほども述べましたとおり、今、猟友会

の方で獣美恵堂を立ち上げて頑張っていただいている部分に対する何か支援はとい

う方法等がございましたら、またそこら辺のことについては協議をさせていただこ

うというふうに思ってございます。 

 それから、販路の拡大の件でございますが、今、肉はもちろんのことですが、缶

詰め、またソーセージ等もつくられたということで、農業新聞でございますが、独

自の産業で、販売しているというふうな状況等が載ってございます。東京の方でも、

そういうふうな会議があるときに、持っていって缶詰等の話をさせていただいてい

るということもございますので、販路についての支援といいますか、そういう部分

もさせていただきたいというふうに考えてございます。 

 加えて、先ほど尐し漏れたんですが、昨年の狩猟等による頭数が尐し減っている

のは、議員さんもおっしゃっていただきましたように、去年の夏はかなり暑くて、

犬、人間もそうですが、かなりばててきたので、その分についての減が尐しあった

というふうなことでございますので、26年度は、猟友会の総会においても、取り戻

すという表現はおかしいですが、その分、頑張ってやっていこうということでやっ

ておられますし、今の販売の方もかなりのシェアで来ているというところでござい

ます。問い合わせもかなり来ておりますので、私どももそういう点においてはとも

に支援をし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） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 処理工場につきましては、猟友会さんも町でつくっていただい

たらありがたいなということで、猟友会さんは猟友会さんのところでということで

おっしゃられていましたので、そのご検討もまたお願いしたいなというふうに思い

ます。この獣害対策は町だけではできないことでありまして、国・県の政策が重要

になってきますし、県の事業、県の補助の充実が必要と考えられますので、県への

要望もよろしくお願いしたいと思います。 

 また、捕獲者の育成につきましても、まだまだ日野町は若いということでも言わ

れていますけど、ほかもかなり高齢化の状態なんです。日野町もそう変わらないん

ですけど、その辺の、育成も大事なことかと思いますし、食肉の利活用、そして販

売活動、販売の促進、そして防護柵等の町からの支援、そして各集落への支援とい

うことで、協力体制のもとでの取り組みをお願いしておきます。 

 それでは、次に、２つ目の、ものを生かすリサイクル制度についての質問をさせ

ていただきます。 
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 住民の方からのご意見でございますが、「湖单市では、ものを生かすリサイクル制

度があるので、日野町でも取り組まれてはどうか」というご意見を拝聴いたしまし

た。そこで、調べましたところ、湖单市ホームページの住民便利帳の生活環境の中

に「ものを生かす交換銀行」とあります。「あなたの周りに赤ちゃんが大きくなって

使わなくなったベビーベットや、家の増改築のために使わなくなったテーブルなど

不要になったものが眠っていませんか。不要になった家庭用品などを希望する家庭

につなぐ制度です。交換の交渉は、譲りたい人・譲ってほしい人の双方で直接行っ

ていただきます。譲りたい用品・譲ってほしい用品がある方は連絡下さい」という

ことであります。市の広報紙で３ヵ月間掲載される方法であります。ものを生かし、

困っている方に支援することは行政サービスとして大切なことであります。ぜひ検

討して取り組んでいただければと考えますが、どうですか。 

 以上、回答をよろしくお願いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） ものを生かすリサイクル制度についてのご質問でございます。 

 ものを繰り返し使うということは大変大事なことだと、このように思っておりま

す。湖单市における状況は、今、齋藤議員がお話しされたとおり、譲りたい方の情

報、譲ってほしい方の情報があれば、市が情報提供し、双方の責任において交渉す

る仕組みというふうになっているということでございます。しかし、こうした中で、

交換銀行を開設されるころには存在しなかったリサイクルショップが営業をされる

ようになり、生活用品が再利用される市場が形成されているということでもあるわ

けであります。なかなか行政が直接関与するということは難しいのではないかと、

このように思っておりますが、日野町内では、地域や公民館の行事、わたむきの里

まつりのバザーなど、それぞれの地域や団体でそうした取り組みを行っていただい

ておりますので、さらにそうした取り組みが広がればと、こういうふうに思います

し、そういう広がることなどについてまた相談ができればいいのかなと、このよう

に思っております。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 今の回答では、リサイクルショップができていることや、地域

や個人でものを大切にする取り組みが定着していることから、このような取り組み

はしないというふうなことでありますが、なかなかすぐには難しいかというふうに

思うんですけど、その検討なり、取り組む方向でのまた考えがあるのかということ

で、再度、担当課長の方からもご答弁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） 不用品の交換制度についてでございます。今、町長の方

が申しましたとおり、行政の方ではということもございます。全国のそういう状況
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を見てますと、ＮＰＯ法人であったり、団体で取り組まれている事例もあります。

滋賀県でも新聞の方に、「ものを生かす交換銀行」ということで、地域女性団体連合

会の方でもこういうふうな取り組みもされてますので、そのようなところでしてい

ただければ一番ありがたいなというふうに思ってますし、また、日野町の方でも、

わたむきの里のエコドームというところがあります。先般、エコライフ推進協議会

の方で研修も行ってきた桑名市の方では、そういうところで不用品の交換をされて

いましたので、そういうところで取り組みをされていることが事例としてあります

ので、また相談したり、そのようなことがあれば協議をして進めたいなというふう

に考えております。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 再質問させていただきます。 

 参考として報告させていただきますけど、大津市でも行われているという情報が

あるんですけど、大津市の方では、リサイクル情報として、「譲ります・譲って下さ

い」ということでありまして、これはカードを登録して両者の意向が一致したら紹

介しますというものであります。登録されるものは、一般家具とか、家庭用電化製

品、自転車、乳幼児・子ども用の機器類などということでありまして、ここはリユ

ースコーナーということで、子どもの用具を中心としたリユースを集めて、必要と

される方にリユース、再使用するというお手伝いをされているということで行われ

ております。ほかのそういう団体を通じてということでも回答いただいたんですけ

ど、日野町で言うたら、今、わたむきの里で回収等をいただいて、そういうところ

でのご利用をいただいてうまくそういうようなことができればなというふうに、私

も今の回答をいただいて思うわけでございますが、需要は尐ないかもしれませんが、

手間もかかるということもありますが、困っている住民に忚えようとすることは、

住民サービスにおいて大切なことであります。さらに、リサイクルの取り組みを進

めようとすることは大切ではないかということは思うわけでございますが、町はど

のようにそのことについて考えているのかということで、再度お伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 住民課参事。 

住民課参事（望主昭久君） ごみ行政の中のごみの減量ということについて言います

と、そのような、リユースをして、再利用していってごみを減らすということは大

変重要な課題というふうには認識をしているんですが、町の方で直接ということは、

今、当面は考えておりません。湖单市の状況も、担当者の方から確認をさせていた

だきますと、譲りたい方・譲ってほしい方の中には、ほとんどが譲ってほしい方に、

学校の制服であったり、目的の限定した取り組みの方が主になっているということ

も聞いておりますので、その辺のところと、そしてリサイクルショップがかなり大

きな市場を形成しているということも聞いていますので、今現在は、町としては取
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り組みは考えていないということでございます。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） なかなか町としては取り組みは難しいということはよく分かり

ます。低所得者が増加している状況の中で、住民の声としてニーズが多くあるとい

うふうにも思います。以降、研究・調査の検討をしていただければというふうに思

いますので、要望としておきます。よろしくお願いいたします。 

 次に、３つ目の保育所入所児童についての質問をさせていただきます。 

 平成25年度の保育所入所希望者が急増したことから、平成26年４月開園に向けて

第２わらべ園が建設されています。また、平成27年４月には、こばと園の改築によ

る増員等の待機児童解消のための事業取り組みをしていただいています。しかしな

がら、幼稚園入所者が尐ないことの課題もあります。そこでお伺いします。 

 平成26年度の保育所・幼稚園入所状況はどうか。待機児童解消はできるのか。子

ども・子育て支援事業計画の策定のための保護者のニーズ調査結果はどうであった

のか、検討をされているのか。幼稚園の有効活用の検討はされているのか。以上の

４点についてお伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 保育所の入所児童等についてご質問をいただきました。平成26

年度の保育所への入所を希望される方などに対する入所承諾の状況でございますが

409名でございまして、第２わらべ園の開設により、定員が60名増えました。そうし

た中で、公立保育園３園と私立２園の定員合計は355名でございます。どの園も定員

を超えて入所をいただくという予定をいたしております。 

 待機児童の解消につきましては、平成26年度にこばと園を改築し、定員増を図る

予定でございます。社会情勢や経済状況を考えますと、保育所入所申し込みが増え

る傾向は今後も続くのではないかというふうに考えておりまして、幼稚園と保育所

のあり方も含め検討を重ね、待機児童の解消に向けて取り組んでいきたいと考えて

おります。 

 次に、子ども・子育て支援に関するニーズ調査についてでございますが、就学前

の子どもの保護者用と小学生の保護者用の２種類の調査票により、町内在住の該当

者全員に対し、12月に実施をいたしました。３月末をめどに、詳細な分析作業に取

り組んでいるところでございます。調査結果をもとに、日野町子ども・子育て会議

などにおいて議論を深めてまいりたいと、このように考えております。幼稚園の件

に関しましては、教育長から答弁させていただきます。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 平成26年度の幼稚園の入園状況でございますけれども、今年

度、平成25年度の入園児数と同じ333名の申し込みがございました。なお、鎌掛分園
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は３歳児12名のみの園となりますことから、本園との交流はもとより、他園との交

流についても積極的に取り組んでいく必要があると考えております。 

 ４点目の幼稚園の有効活用につきましては、子ども・子育て支援新制度の動向な

どを注視するとともに、今日までの経緯も考慮する中で、今後、研究を行ってまい

ります。特に、桜谷幼稚園とさくら園は隣同士にあることから、さまざまな議論を

重ね交流も積極的に進めておりまして、平成27年度入園児募集に向けて、就学前教

育のよりよいあり方を研究していく予定をしております。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 再質問させていただきます。 

 わらべ保育園ならびにこばと園の整備をしていただき、待機児童の解消に努力し

ていただいていますことに感謝申し上げます。 

 就学前の教育と学びの中で、小学校入学準備を整える期間として大切な保育教育

の場であります現場の先生にあたっては、大変なご苦労があり、ご奮闘していただ

いているものと認識をしております。保育所の入所状況をお聞きしましたが、平成

26年度は待機児童は出るのですか。待機児童があるのなら、何人出るのかというと

ころをお聞きいたします。そして、幼稚園は、申し込みに対する状況や各園の定数

に対する状況はどうかお聞きをいたします。平成27年度のこばと園の改築で待機児

童は解消するのかお聞きをいたします。そして、幼稚園と保育園のあり方を含めて

検討するとのことですが、現在も検討をしていただいていると思いますが、具体的

にはどのようにお考えかお伺いをいたします。 

 もう１つ、12月議会に冨田議員さんが一般質問で質問されたときにも、今後研究

を行うという回答でありましたが、教育委員会として検討していくということであ

りますが、今の段階でどのように検討されているのかお伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 平成26年度の４月当初から入所いただく409名の方でござ

いますけれども、不承諾として通知を出させていただいた方は18名でございます。

この18名の方々は、お母さんの方がまだ就職されていないということで、おうちで

見てもらえるのではないかということで、不承諾ということになりました。また、

こばと園の改築による定員増というのは15名程度を思っておりますので、何とか今

年出ました不承諾の数というのも吸収していけるのではないかというふうに見込ん

でおります。 

議長（杉浦和人君） 教育委員会、次長。 

教育次長（岡 常夫君） 齋藤議員の方から２点再質問を頂戴をいたしました。幼稚

園の申し込みされたことに対するその状況なり定員等の関係につきまして、１点目

を申し上げます。 
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 幼稚園につきましては、本園が５園と分園１園の６つの幼稚園を持ってございま

す。中でも、日野幼稚園につきましては、定員が180名のところ、156名の入園をい

ただくということで、一番人数の多いところでございます。その次に大きなところ

が、必佐幼稚園でございます。こちらも180人の定員を持っておりますが、98名の入

所ということでございます。あとの園につきましては、小規模でございますので、

90名なり70名なりの定員を持ってございますが、全て半数以下になってございます。

全体でいきますと、680名の定員がございます。そのうち、現時点で入所の予定は333

名ということで、定数からいきますと、約半数かなというところでございます。な

お、先ほども教育長の方からありましたように、鎌掛分園につきましては、４歳児、

５歳児の方の申し込みにつきましてはございませんでしたので、３歳児だけの園に

なるということになってまいります。それから、12月以降、研究・検討をというこ

とでございまして、現在、教育委員会部局の方で、小学校および幼稚園のあり方に

関する調査検討委員会というのを持ちまして、これは、幼稚園、小学校の先生方と、

そして事務局等が、いろいろ、その調査をするための検討をするという関係者委員

会でございます。現在では、それぞれの小学校、幼稚園の方から、日野の「広報ひ

の」の方で、毎月「ひのっこだより」の掲載をさせてもらっています。小規模園の

いいところであるとか、小規模校のこと、また特色ある学校の授業等でございます

が、そのあたりのことも含めて、尐人数によるメリット・デメリット、そして子ど

もに対する教育、育ち、学力向上、いろんな面からいろんな話をそれぞれが意見交

換をしている段階でございます。 

 今後、国の子ども・子育て支援新制度によります幼稚園の通園区域等のことも、

いろいろ国の方で一定の方向が出るかと思いますので、それらを踏まえた中で、さ

らに深めた研究を進めていきたいというふうに考えておりますので、まだもう尐し

研究・検討をさせていただく予定でございます。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） いろいろと検討もしていただいております。ありがとうござい

ます。今も聞いていますと、保育園の方では、定員をオーバーして運用の中で委託

されているということであります。幼稚園の方では、やはり定員よりも下回ってい

るということであります。その辺の原因を考えますと、やはり、ニーズが保育園は

延長保育という、遅くまで見てもらえるというところで入所が多いのかなというふ

うに思うわけでございますが、その辺で、幼稚園を希望されるところが尐ないとい

うことかなというふうに思いますので、今、認定こども園ですか、そういうところ

の話もありますけど、幼稚園での延長保育、今でもそういう努力というか、延長保

育もしていただいているということは聞いているんですけど、なかなか保育園並み

にはいかないというところがあると思うんですけど、その辺の検討も含めて、検討



 

3-16 

していただけるのかどうか、ちょっとその辺のところを再質問させていただきます。 

議長（杉浦和人君） 教育委員会、教育次長。 

教育次長（岡 常夫君） 今、日野幼稚園の方で預かり保育ということで、幼稚園の

降園時の２時以降４時半までの預かり保育をさせていただいております。これは、

実施をするときに保護者の皆さんにアンケートをとらせてもろたところ、４時半と

いう希望が一番多かったということで、４時半までの延長の保育ということで預か

り保育をさせてもらっています。30名の定員を持っていますが、徐々にその希望さ

れる人数も減ってまいりまして、今、26年度では９名が入園希望されるということ

でございます。 

 先ほど齋藤議員もおっしゃっていただきましたように、就労状況等、また経済情

勢の変化等もございますので、保育ニーズといいますか、幼稚園ニーズも含めまし

て、ニーズ調査等を、今、福祉の方で分析もしてもらうということでもございます

ので、今後、預かり保育をどこまで増やすのか、またほかの園でもできるのかどう

かも含めて、先ほどの調査検討委員会でありますとか、あと、庁内で行っておりま

す就学前の子どもたちの保育教育のあり方の検討の委員会もございますので、その

辺で横断的な情報交換もしながら進めてまいりたいと思います。現時点では、日野

幼稚園の４時半のところについては、26年度は今年度同様の動きでいこうと思いま

すが、先ほど教育長からありましたように、27年度の園児募集に際しては、それま

でには一定の研究の一部をお知らせもできるかなと思っております。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） その辺の検討も含めて、よろしくお願いしたいと思います。現

在のような社会情勢の中で、保護者のニーズに忚えていくことは大変難しいことで

あるかと思います。保育の観点と幼児の教育観点から受け入れ体制が異なる施設で

同じように保護者のニーズに対忚できない部分があるかと思いますが、日野町のた

からであります、小さな子どもたちが伸び伸びとすくすく育つ環境づくりを、認定

こども園も含めて、教育と福祉の壁を超えて保護者も安心して預けることができる

場所を１日も早くつくり出す努力と取り組みの検討をお願いをいたします。 

 これで私の質問を終わります。 

議長（杉浦和人君） 次に、６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） それでは、通告書に基づきまして、２点の項目について分割で

質問を行います。 

 まずはじめに、企業誘致への取り組みについてであります。 

 このことにつきましては、企業誘致・幹線道路整備特別委員会で定例会ごとに経

過説明を受けておりまして、日野第二工業団地企業協議会への出席や滋賀県産業立

地推進協議会への参加など、経過説明がそのほとんどであり、近年、新たな企業の
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進出がないように認識をしております。工業団地の空き地が尐ないとか、その残地

の形状の問題など、いろいろと理由があるかと思いますが、現状について当局の見

解をお伺いをいたします。 

 ２つ目は、これらの現状から、町長は、トップセールスを積極的に行い、優良企

業を町に誘致する考えをお持ちではないでしょうか、お伺いをいたします。町で最

も大きな企業であります（株）ダイフクさんには、町内から若者を含め、284名もの

人たちが就職をされております。町外に就職する若者たちを、尐しでも地元企業に

就職させようとする方策をとるべきではないかと思いますが、お伺いをいたします。 

 ３つ目は、これはかなり将来の話かもしれませんが、先を見据えまして、寺尻工

業団地单部にあります寺尻工業団地とは別に、日野单部地区（鎌掛单比都佐地区）

に工業団地を開発計画する構想はないかということでございます。日野町都市計画

マスタープランの中で、土地利用の配置、生産流通系では、今後の課題として工業

系の用途地域が残り尐ないため、新たな工業系の地域を検討していくことが必要で

すとされており、主な取り組みとして、新たな工業団地造成に際しましては、開発

業者へのアプローチにより工業団地の造成と企業立地に取り組みますというふうに

されております。これらの構想、団地だけではなかなかいかないと思います。この

辺の計画は、とりもなおさず、主要地方道、土山蒲生近江八幡線の早期事業化に関

連するものだと信じております。特に、この頓宮鎌掛ルートにつきましては、平成

８年に改良期成同盟会が結成され、長年にわたり要望活動を積極的に行っておられ

ますが、計画沿線に集落がなく山間部であるため、あるいは延長が非常に長いため

事業の進展が早急に望めないことから、工業団地とセットすることにより強い要望

活動の推進や工業団地の造成を考えるべきではないでしょうか、当局のお考えをお

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町長の答弁を求めます。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） 企業誘致についてのご質問をいただきました。企業誘致の現状

でございますが、現在、県の企業誘致推進室などを通じて、年間数件の問い合わせ

をいただいております。しかしながら、冨田議員指摘のように、工業団地の販売可

能な区画が尐ないこと、さらには区画面積と希望面積が合致しないことなどの状況

もあるところでございます。 

 こうした中ではございますが、第二工業団地において、今回、１区画、工場進出

の予定となっております。今週月曜日には、地元北脇区の工場対策委員会へ事業概

要の説明も行ってまいりました。 

 次に、優良企業の誘致についてでございますが、直ちに用地の確保、進出はなか

なか難しいと考えておりますが、日野町の子どもたちが、地元企業に就職し、生活
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の基盤を地元に置いてもらい、地域活力につなげるためにも、企業の誘致は重要だ

と認識をいたしておりますので、引き続き、企業の代表者の方との懇談などの機会

を通じて、地元の雇用の機会の拡大に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、開発の問題でございますが、現在の日野町国土利用計画および都市計画マ

スタープランにおいて、日野单部地区には中小企業団地構想がございますが、当該

地域は市街化調整区域でもあります。市街化区域の編入の課題、さらには開発業者

の課題など、なかなかいろんな課題がございますので、そうしたことも研究が必要

ではないかというふうに思っておりますし、また道路の整備の問題も常々地元を含

めて道路アクションプランの実現に向けて取り組んでおりますので、その点につい

ては、さらに力を入れてまいりたいと思っております。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 再問をさせていただきます。 

 今の現状の工業団地の中では企業さんに進出していただくような土地がないとい

うのは、これはよく分かって理解をしております。ただ、今後においても難しい問

題ではあろうかと思いますが、２番目に申し上げました、企業を決めるというのは

我々の方ではできないのかもしれませんが、町として町長がトップに立って企業さ

んに積極的に誘致をするというようなことで働きかける考えはないのか、その件に

関しまして、なかなか、ダイフクさんのようなああいう広大な土地がうまく簡卖に

見つかるわけではございませんが、そういった場所も考えた上で、ぜひともそうい

う、町長をトップとしたセールスを展開していただけないか、再度、お伺いをいた

します。 

 もう１つ、３点目につきましては、单比都佐鎌掛と申しましたが、私も地形を十

分把握しているわけではございませんが、当町も名神名阪連絡道路協議会のメンバ

ーにも入っておりますし、それと、土山蒲生近江八幡線として整備を求めていくの

か、大変難しい問題もあろうかと思いますが、先日の東近江市議会産業建設常任委

員会との合同研修会の中でも話が出ておりましたが、道をつけるだけということで

はなかなか話を持っていきにくいということは、やはり、その道中とか、その元の

考えとして、工業団地を計画をしておりますので、何とかこの道を早急にお願いし

たいというような働きかけも必要ではないかというような話も出ておりました。そ

の意味で、再度、この日野町の单部、非常に過疎が進んでいる地域でございます。

单部地域にこういった工業団地の計画を持たれる考えがないかどうか。市街化区域

の編入等は、そんなに、私は簡卖に、軽々には申し上げられませんが、編入が難し

いものではないように思いますので、この辺は十分研究をしていただいて、そうい

う工業団地を進める考えがないか、再度お伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 
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町長（藤澤直広君） 企業誘致について町長も先頭に立つべきではないかと、こうい

うことでございますが、当然、私としてもできる努力はしてまいりたいと、このよ

うに思っております。 

 現在、日野町においては、ご指摘がありましたように、既に造成済みの区画につ

いては余り多くないと。逆に言うと、既に造成をしている区画については、おかげ

さんで、企業が進出をしてくれていると。一部撤退される企業があっても、次にま

たそこへ企業が来ていただいているということで、空きスペースがないということ

は事実でありますが、空きスペースがないように埋まっているということも、これ

はこれでありがたいことかなということで、日ごろ、企業協議会とのお話もさせて

いただく中で、せっかく来ていただいた、既に来ていただいている事業所の皆さん

が、引き続き、ここで企業活動をしていただくために、町としてできる努力もお互

い相談しながらやっていかなければならないと、このように思っておりますし。そ

うした中で、空きスペースの部分については、県の情報などもいただきながら、当

然、そうした中で、町長として、さらには町を挙げて誘致をするということも大事

なことであるというふうに思っておりますし、また、それ以外の地域でも何かよい

手だてはないのかということは常々アンテナを張っていく必要があると、このよう

に思っております。 

 あわせて、道路の整備につきましても、土山蒲生近江八幡線も事業費が50億円と

も言われている事業でございまして、この間、国の方でも、施設の長寿命化、トン

ネルで天五が落ちたという事件がありまして、それを含めて、橋梁やトンネルをは

じめとした現有施設の安全管理をかなり強化していこうという流れにも今現在なっ

ておりますので、そういう今ある施設を有効活用するということ、そして、あわせ

て、必要な産業、生活基盤道路については整備をしていくということ、これを両輪

として、地域の皆さんととともに今後も取り組んでいきたいなというふうに思って

おります。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） この後はもう要望にさせていただきますが、竜王に蒲生スマー

トインターチェンジが昨年暮れに開通をいたしましたし、また、その前に湖東三山

スマートインターチェンジも愛荘町の方にできました。やはり、恐らく変わってく

るだろうと思いますし、今、日野町がターゲットとするのは、八日市インターチェ

ンジではないように思います。以前に、新名神が開通し、家から車で10分のところ

に甲賀土山インターチェンジができております。何としてもこれを有効利用するよ

うな町としての手だてをお願いしたいと思っております。今、町長の話では、現在

の企業さんの手当てといいますか、団地のことについては、ありがたい面があると

いうことがございましたが、ぜひとも、日野町の单玄関をひとつ開けていただくよ
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うな今後政策をお進めいただきたいことをお願いをいたしまして、この件に関しま

しては終わらせていただきます。 

 ２つ目でございますが、町の開発整備計画についてであります。 

 皆さんご存じのように、いよいよこの４月には、松尾地先の国道307号と477号の

交差点地先に平和堂の新規フレンドマートが開業をいたします。当面は、現在の平

和堂店舗で１階の食品売り場等は残されるというふうに聞いておりますが、この点

については、再三、地元の小林議員をはじめ、大窪地先の問題について質問もされ

ておりますが、この大窪地先の現商店街は寂れていくことが必至と思われます。ま

た、商店事業主の高齢化も進んでいて、後継者が尐なくなっているのも事実だと思

います。この問題は、今申し上げました議員がいろいろ質問されておりますが、こ

れら現商店街に対する町としての対忚はいかに考えておられるのかお伺いをいたし

ます。 

 ２つ目は、このことにより町の中心地域の移動が行われるんじゃないかというよ

うなことであります。 

 先月のローカル紙でも指摘されているように、町の中心地域は、当町の幹線道路

である单北に延びる国道307号、それに交差する477号沿いに移動するのではないか

ということを言われております。特に307号線沿いに顕著にそれがあらわれているの

ではないかと思っております。近年は、ほとんどの家庭で、１人が１台の車に乗る

というような車社会であります。ほかの市町でも見られるように、日常生活に直結

するような生活必需品を販売する大型店あるいはレストラン、あるいは自動車販売

店など、車を利用して移動することが便利な国道とか幹線道路沿いに集中しており

ます。これらのことから、現在の307号線の道路幅員や交差点処理など、道路交通網

の整備が急務であると考えられますが、当局の見解をお伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 商店街の活性化などについてご質問をいただきました。商店街

の将来のあり方、活性化につきましては、大変大事な観点であると、このように思

っております。そうした中で、やはり、地元商店街を現在構成されておられる皆さ

んのお考え、さらには、それを束ねて援助しておられます商工会の果たす役割、こ

れも大変大事であるというふうに思っております。歴史ある日野の町並み観光など

の連携も含めて、商店街の活性化にこうして地元の皆さんや商工会の皆さんととも

に町も一緒に議論をしてまいりたい、このように思っておるところでございます。 

 次に、道路網の整備でございますが、町の道路網の整備につきましては、基本的

には、滋賀県道路アクションプログラムに基づいてしっかりと進めていく必要があ

ると、このように考えておりますが、特に、今、ご指摘のありました国道307号線沿

いの問題につきましては、交通の混雑も懸念されることから、都市計画道路として



 

3-21 

既に計画決定されております国道307号線の４車線化が必要となるのではないかと、

このように思っております。日田の交差点から第２工業団地までの間につきまして

は渋滞も続いておりますので、307号線の改良につきまして、期成同盟会の活動をは

じめとして要望活動などに取り組んでまいりたいと、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 再質問をさせていただきます。 

 現在の日野の商店街、これはなかなか難しい問題だと思います。私も質問をして

いながら、町に何とかせえと言うのは首をかしげる部分もございます。今、２つ目

で申し上げましたこの問題と関連するわけでございますが、昼の生活は幹線道路沿

いに行ってもいいかと思います。したがいまして、ふだんの町並み保存、あるいは

日野の古い歴史、この辺を売りにして、そういうイベントのときの商店というのも

また必要であろうかと思いますが、生活必需品を販売するような商店につきまして

は、現実、非常に厳しいものがあるだろうというふうに思ってもおります。したが

いまして、道路整備、これは、そこへ買い物等に出かけられる住民の皆さん方の交

通安全のための道路の改修が必要であれば、それは大いにやっていただかないと大

変なことになると思いますし、そのための、今、町長が申された都市計画道路の整

備等に取り組んでいただきたいと思います。 

 したがいまして、今言いたいのは、そこで中心地域というのはどこかと思ったん

ですが、生活必需品を求めるお客さんをその場に導き、現在、現存する大窪をはじ

めとする町並みを居住地域ならびに観光地域にするというふうなことで取り組まれ

るような考えはないのか、もう一度だけお伺いをいたします。担当課長にでも、よ

ろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（森口雄司君） ただいま、中心地域といいますか、今の大窪の町なか

の商店街の活性化というか、どのように考えているかということでございますが、

地元大窪の商店街につきましては、地域の顔としての要素があると思います。近隣

住民との協調行動によりまして、生活の中に、町並みを活用した桟敷窓アートとか、

またひなまつり紀行、こういったものも活用されておられます。今後、さらに地元

住民や商店街を中心に新たな事業の展開というのも、そんな中で考えていかなけれ

ばならないかなと思います。このほかにも、高齢者などの買い物弱者を中心に、歩

行者とか自転車などが優先される道路としての生活面での活用もあろうかと思いま

す。そういったものを中心に、商工会だけじゃなしに、観光協会などとも連携を図

りながら、そういった活用を今後検討していく必要があるんやないかなと、このよ

うに思っております。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 
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６番（冨田 幸君） 先ほど申し上げました、企業誘致をすることによって、地元の

若い人たちが就職する、そして地元に根づいていっていただく、それがとりもなお

さず、こういった地元商店街をはじめとする、日野町の尐しでも衰退を防ぐ方法で

はないかというふうに思ってもおります。大変難しい問題ではあろうかと思います

が、当局といたしましては、何とかこの日野が陸の孤島とならないような政策を進

めていっていただいて、もう尐し活気のある町を取り戻すための施策をお願いをし

ときまして、私の質問といたします。 

議長（杉浦和人君） 次に、２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） それでは、通告書に従いまして、分割で質問をさせていただき

ます。 

 認知症対策についてでございます。 

 2025年以降、日本は団塊の世代が75歳以上となり、超高齢化社会となると予測さ

れております。厚生労働省によると、65歳以上の高齢者数は、2025年には3,657万人

に達し、高齢者だけの世帯も増加するだろうと予測をされています。高齢化に伴い、

認知症は今後も増えると予測もされています。2012年時点では、日本の65歳以上の

高齢者の認知症患者数と軽度認知症障がい者数を合わせると、高齢者の４人に１人

が認知症、あるいはその予備軍と言われております。 

 日野町は、県下でも高齢化率も高く、今後も高齢化は進むと予測がされます。日

野町高齢者福祉計画、介護保険事業計画では、高齢化率は、平成24年24.6パーセン

ト、平成32年には28パーセントに達すると見込みをされています。要介護認定者等

の将来推計では、特に要介護１、２が多くなると示されています。また、平成23年

の高齢者ニーズ調査では、要介護になった原因は、認知症が32.6パーセントと最も

高く、次いで高齢による衰弱31.1パーセント、次に脳卒中17.2パーセントとなって

います。今後も、当町においても認知症高齢者の増加が予測をされます。現在でも、

高齢者の方が認知症高齢者の患者の方を介護され、体力的にも精神的にも大変な状

況で生活をされております。認知症患者の方やその家族への支援が十分とは言えな

い中、今後も認知症患者が増えることで、施設が不足し、在宅の患者が増えていく

と考えられます。患者と家族が住みなれた地域で安心して暮らせる認知症の支援事

業について伺います。 

 １点目は、認知症は高齢になると誰でもかかる可能性があり、若い人でも発症す

る場合もあると言われています。認知症に対する正しい知識、理解への地域、学校

などでの啓発と、認知症の人や認知家族を支援する認知サポーターの状況をお伺い

いたします。 

 ２点目は、認知症は、ある程度進行を抑える薬は開発されたが、完治する薬はま

だないというふうに言われています。早期発見・早期治療が大事になってまいりま
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すが、物忘れなどを感じても、いきなり病院などに行くのはちゅうちょしてしまい

ます。認知症の前段階である軽度認知障がいの段階ならば、適切な早期対忚・治療

により、改善する可能性があると聞きます。早期診断に「あたまの健康チェック」

などの予防対策などをされている自治体がありますが、町の予防対策を伺います。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君の質問に対する町長の答弁を求めます。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） 認知症の対策についてご質問をいただきました。 

 まず、認知症に関する啓発等についてでございますが、自治会ですとか福祉会な

どから要望をいただきまして、出前講座において、地域包括支援センターの専門職

員が高齢者の健康・介護予防の話をする中で、認知症の状態等を知っていただき、

正しい対忚ができるよう啓発を行っております。 

 また、中学生に対しましては、年１回、３年生を対象に専門の講師を招いて、認

知症に対する理解を深める学習の機会を設けております。 

 今年度は、13回開催し約440名が参加され、認知症に対する正しい認識を持ってい

ただいたものと考えております。なお、平成17年度以降、啓発活動を進める中で、

延べ4,000人を超える方々が参加され、認知症サポーターとなっていただきました。

今後も、学習機会の確保に努めていきたいと考えております。 

 次に、認知症高齢者の対忚についてでございますが、地域包括支援センターの専

門職員が家族等に説明していることは、まず、かかりつけの医師に相談をしていた

だき、専門の医療機関で検査をしていただくよう薦めております。認知症の早期発

見・早期治療は、認知症の進行をおくらせるために効果的であります。 

 「あたまの健康チェック」につきましては、実施されている他の市町の状況を聞

いてみたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） それでは、再質問をさせていただきます。 

 中学校３年生を対象に学校では学習を行われているということでございますが、

早い段階で教えると差別や偏見というものは生まれないというふうに聞きますが、

小学生に対しては認知症に対する学習は行わなくてもよいというふうにお考えなの

でしょうか、お伺いいたします。 

 また、サポーター養成ということで、4,000人を超えるということで、日野町の人

口が二万二千何百の中の4,000人は、亓、六人に１人という割合で大変進んでいるの

かなというふうに思ったわけですが、この認知症サポーターという方は、キャラバ

ンメイトさんなどが行われる講座などを受けた方で、認知症の方、また家族を支援

するというふうにお聞きをしておりますが、この講座を受けられた方に対して、修

了証ということではないんですが、証明するものとか、またオレンジリングという
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ものを聞きますが、そういうものを日野町でもお渡しをされているのでしょうかと

いうことをお聞きいたします。 

 また、かかりつけ医を持つということは大変重要だと私も思いますが、このあた

まのチェックで早期発見をするということも大変重要ではないかなと思っておりま

す。このテストというのは、軽度認知障がいスクリーニングテストというもので、

パソコンを使って判定するというものというふうに思っているのですが、埼玉県の

幸手市が行っているということで私は聞きました。定期的にこういう早期のテスト

を受ければ、やっぱり大分早期対忚ができるというふうに考えますが、その点につ

いては前向きに検討していただけるのか、お聞きいたします。 

議長（杉浦和人君） 介護支援課長。 

介護支援課長（西沢雅裕君） 何点か再質問をいただきましたので、お答えさせてい

ただきます。 

 まず、中学３年生を対象に認知症に対するお話、講座を開いておりますけれども、

小学生に対してはということですけれども、まず、ある一定の理解ができるのが、

小学生よりも中学生なのかな。また、社会に出て、あるいは地域の方でいろいろと

認知症の方に接する機会も増えてくるのが中学生以上になるのかなというふうなこ

とで、中学３年生を対象にさせていただいております。 

 それと、4,000人を超えるということですけれども、亓、六人に１人ということで

なくて、今まで、出前講座ですとか、今言いました中学３年生を対象にした講座等

を受けていただいた方が4,000人を超えたということでございます。 

 それと、オレンジリングを渡しているのかということですけれども、修了証等そ

ういうようなものについてはございません。研修を受けていただいた方については、

今後、町あるいはいろんなところで認知症の方に出会ったときに、今聞いた講演等

を適切に理解して、正しい対忚をしていただきたいということをお伝えしていると

いうことでございます。 

 それと、かかりつけ医が非常に大事だということはもうよくよくご存じだと思う

んですけれども、頭のチェックというのが、ティーペックというふうな機械、パソ

コンですけれども、それでごく初期のこともはっきり分かるというふうなことでご

ざいますけれども、ここについては、今後どのような効果があらわれるのかという

ような研究もしてまいりたいと考えておりますけれども、まず、認知症につきまし

ては、私どもは病気だというふうに考えてございます。機械を使ったとしても、そ

れが何を原因にして起きている認知症なのか、よく言われます、アルツハイマーあ

るいは脳梗塞から来るもの、いろんな病気が隠れていることがございますので、軽々

に素人判断ということはできないというふうに考えておりますので、同居の家族の

方が一番分かりやすいのかな、最近同じことを何遍も繰り返すとか、時間あるいは
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その場所が分からないと、いろんなこともございますので、家族の方でそういうよ

うなことで最近ちょっとおかしな言動が目立つよというのであれば、まず専門家に

相談をしていただきたいと、そこのところから、いろいろな医療機関に紹介もされ

ますので、そちらの方で対忚していただけるとありがたいなというふうに考えてご

ざいます。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 認知症については、家族の方も、またご本人も一番大変な状況

だと思うんですけれども。周りが気づいたというと、本当に軽度じゃなくて、もう

認知症の段階なんじゃないかなというふうに私は思いますので、本当に卖なる物忘

れなのか、頭の病気によるものなのかというところが大変判断がしにくい状況では

ないかなというふうに思いますので、誰もが心配をすることだと思いますので、ま

ずこのチェックがあれば本当にありがたいのではないかなというふうに思っており

ますので、現在、介護ニーズ調査というのも行われておりますので、しっかりとこ

の予防とまた対策については検討いただきたいというふうに思います。 

 それでは、次に、山王公園の整備について伺います。 

 山王公園は、昭和52年３月に、大谷公園、内池公園、松尾公園とともに都市公園

として計画決定されましたが、山王公園だけがいまだ未整備となっております。地

域の皆さんから近隣公園としての利用に期待が寄せられ、平成４年12月に、山王公

園整備促進委員会が設けられました。公園整備計画にあたっては、住民の中よりア

ドバイザーも公募し、現地視察や会議も何度も行われ、基本構想計画案も策定され、

平成14年６月には、要望書が提出をされました。また、山王公園整備について、過

去何度か一般質問も行われておりますが、事業実施年度は、第３次総合計画から第

４次総合計画に引き継がれ、現在は第５次総合計画となっております。平成24年３

月の日野町都市計画マスタープランの取り組みでは、未整備の山王公園については、

自然環境を生かした公園として、今後の利用形態等を踏まえて整備を検討していき

ますとなっています。 

 公園は、現在、地域の皆さんや、役員さん、団体の方々で草刈りなど管理をして

いただいているところでございますが、子どもから高齢者まで利用でき、コミュニ

ティーの場であり、安らぎの場所であり、健康づくりや、防災拠点となるような公

園整備がされることを望むものでございます。長年にわたる地域住民の願望であり

ます山王公園整備の進捗状況と今後の整備計画を伺います。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君の質問に対する町長の答弁を求めます。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） 山王公園の整備につきましては、平成13年度に基本計画が策定

されておりますが、財政面などの理由によりまして、現在のところ、未整備でござ
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います。基本計画につきましては、現在や今後の利用状況などを踏まえ、計画の内

容も再検討するなどしながら検討していく必要があるのではないかと、このように

思っておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 再質問させていただきます。 

 財政面の理由ということでございますので、今も大変な状況でございますが、今

後も大変な財政というものが見込まれるわけなんですけれども、今の状態ではその

ままという状況というふうに理解をしたんですが、計画がとまったままで、現状調

査というもの、また計画の見直しが必要というふうな答弁でございましたが、計画

を前向きに検討していただけるという思いがあるのかということを、もう一度お聞

きしたいと思います。 

 それと、今、現状、管理していただいている地域について、進めない状況では、

地域に負担がかからないような管理ということはどのようにされるのかお聞きした

いと思います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 中西議員さんの方から山王公園の関係で再質問をいた

だきましたので、答弁の方をさせていただきます。 

 以前から進めておって、とまっているという状況でございます。14年３月に基本

計画は策定されております。ただ、この山王公園につきましては、基本計画は立っ

たものの、問題がいろいろあります。というのは、敷地に隣接をしております日枝

神社または岩瀧神社、金比羅神社、そして法興寺、慈眼院、東本誓寺と５つの社寺

の用地なりが重なっておるという状況もございまして、広くいろんな調整がまだで

きていない状況でもございます。そういうことを踏まえて、そして現在の町の財政

的なことも踏まえまして、この近隣公園の5.8ヘクタールの計画がございますが、こ

の公園についても、本当にこの5.8ヘクタールの公園が必要であるかも含めてやはり

再検討は必要かなというふうには思っておりますが、現在のところ、先ほど町長の

答弁にもありましたように、財政的なことを踏まえまして考えますと、今すぐに計

画の見直しというのは難しいかなというふうに考えております。現在の公園につい

ては、一定、地域の方でいろいろご理解をいただいた中で管理をしていただいてお

ります。これについても、引き続き、管理の方をお願いしたいなというふうには考

えております。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） ご答弁いただきました。大変大きな敷地でございますので、管

理といいましても、本当に草刈りだけでも大変な状況ということで、大変地域の方

にはご負担をいただいているという状況だというふうに思いますので、この管理に
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ついては、町の方も、進まないのであれば、しっかりと対策をとっていただきたい

というふうに思いますし、この計画を見直すということで、やっぱり段階的に進め

ていっていただかなければいけないと思いますが、本年度ということは大変厳しい、

いつという考えができないのかもわかりませんが、めどとしてはどれぐらいには進

めていただけるということは分からないでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 計画の見直しの時期でございますけども、大変申しわ

けないんですが、現在のところでは、いつというところまでは言わせてもらえない

というのが実情かなというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいという

ふうに思います。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 次に進ませていただきます。青尐年とインターネットについて

お伺いいたします。 

 インターネットは、行政サービス、ショッピングなど、生活全般に普及し、さま

ざまな情報を得ることができます。情報化社会の進展に伴い、青尐年を取り巻く社

会環境は大きくさま変わりをしています。インターネットの利用は増えていく一方

で、仕組みや特性などに関する知識を得ないまま利用すると危険性が懸念をされま

す。特に、青尐年がスマートフォンなどを通じてインターネットを活用する割合や

利用時間が増加する傾向にあり、インターネットに熱中する余り健康や生活に支障

を来すネット依存が問題視され、依存のサインを見逃さず、適切な対忚が必要であ

ると言われています。 

 インターネットは、大量の情報を送受信することができ、利便性も高いものです。

教育におけるインターネットの活用の中でも、問題解決能力の育成のために活用す

る事例が多いと聞きます。さまざまな有用性がある反面、特に、子どもたちにとっ

ては、有害サイト、個人情報の流出、他者への誹謗中傷などを書き込まれた掲示板、

また反社会的な画像など危険性も多く、社会全体で取り組みが必要だと考えます。

何点かお伺いいたします。 

 １点目は、当町の小中学生の携帯電話、スマートフォンの利用状況は調査をされ

ているのか、調査結果が分かればお示し下さい。 

 ２点目は、インターネットの長時間利用やトラブルなどの相談状況と仲間外れや

ネット上でのいじめはないのかをお伺いします。 

 ３点目は、ネットゲームやメールなどを長時間続けることにより、生活習慣の乱

れやコミュニケーション不足などを懸念されますが、インターネットを正しく利用

するため、情報モラル育成などの学校での教育を伺います。 

 ４点目は、青尐年の健全な育成のためにも、家庭や地域も危険性も十分認識し利
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用していきたいと思いますが、町としてネット被害やトラブルに遭わないよう取り

組みをお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 中西議員から、インターネット等についてのご質問をいただ

きました。 

 まず最初に、日野町内の小中学生の携帯電話とかスマートフォンを所持している

状況につきましては、平成25年４月に実施しました全国学力・学習状況調査の生活

質問の項目におきまして、小学校６年生と中学校３年生の状況を把握しているとこ

ろでございます。 

 小学校の６年生では、携帯電話やスマートフォンを持っていないと回答した児童

が、日野町では68.8パーセントで、全国平均値は53.9パーセントという数値でした。

中学校３年生では、持ってないと回答した生徒が、日野町は37.0パーセントで、全

国平均値は35.3パーセントという結果となっております。その利用状況のみについ

ての調査はしておりませんが、学年が上がるにつれて高まっていくという傾向にあ

ると考えております。 

 次に、インターネットでのトラブル相談やいじめに関してでございますが、携帯

にまつわるトラブルについて、２件の報告を受けております。いずれもソーシャル・

ネットワーク・サービスを介してのトラブルで、悪口を書き込まれたことによって、

友達同士のトラブルになったとの報告を受けております。 

 ３点目の学校における情報教育に関しましては、各学校におきまして情報教育全

体計画を立て、それぞれの発達段階に忚じて、コンピューターをはじめとした情報

機器の操作能力と情報活用能力の向上を図るとともに、モラルを育て、ネットワー

ク上のマナーについて指導しているところでございます。 

 具体的な取り組みとしましては、知らない人からのメールには返信しないこと、

インターネット上に個人情報や顔写真などを公開しないようにすること、メールや

ネットの書き込みに人を傷つけるようなことを書かないこと、ネットで知り合った

人はなりすましの場合もあるので絶対に会ってはいけないこと、おうちの人と携帯

の使い方のルールについて話し合うことといったような内容を指導しております。 

 ４点目の家庭や地域における本年度の取り組みにつきましては、６月20日に日野

町青尐年育成町民会議の研修会での専門家による携帯教室、それから７月２日に教

育委員会学校教育課のスクールガードさん等の研修会で、専門家によります携帯等

の安全・安心教室、11月18日と19日の両日には、日野中学校主催によります、次年

度入学予定の生徒と保護者全員を対象にしました親子教室など、あらゆる機会を捉

えて実施してきたところでございます。つながることの便利さと楽しさの裏側には、

危険性がいっぱい潜んでいます。子どもたちの安全を守り、安心な社会を築いてい
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くためにも、今後とも、家庭や地域の皆さんの子どもたちへの顔と顔を合わせた温

かい声かけ、また話を聞いてやっていただけますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） それでは、再質問させていただきます。 

 携帯とかスマホなんですが、早くに持たせていらっしゃる方と、中学校、また高

校からという、家庭によってさまざまだというふうに思うんですが、ある方が、高

校生になってからということで、高校生になってから持たされたのですが、本当に

お風呂にまで持っていくような状態でずっと携帯を離さなかったというような状況

で大変心配をしたというお話も聞いたんですけれども、本当に会話がなかなか、メ

ールとかラインとかいうのが発達しまして、自分の声で話すという機会が大変尐な

くなっているのではないかなというふうに思います。そういう、自分の挨拶、家族

内での会話ということで、また学校内での会話という、増やす機会ということが大

変重要になってくるんじゃないかなと思いますが、学校としては、そういう取り組

みはどのように考えておられるのか、お聞きしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課参事。 

学校教育課参事（安田寛次君） 中西議員から再質問をいただきました。学校でのス

マートフォンの取り組みというふうなことでございますけれども、先ほど教育長の

方から答弁がありましたとおり、携帯のいろんな関係で、小学校でしたらクイズ形

式で学級指導をする、中学校でしたら情報教育の時間を使ったり、あるいは道徳の

時間を使って、そのマナーの部分について中心的に指導をしていくというふうなと

ころでございます。何を置いても、先ほどの答弁にありましたとおり、便利さの裏

には非常に危険がありますので、その危険性についてまず押さえて指導していくと

いうふうなところをポイントに置いて指導しているところでございます。携帯に費

やしている時間についても、非常に時間的に多くなっているというふうなところを

非常に懸念しています。携帯の利用の状況の時間については十分な把握はできてな

いんですけれども、先ほど言いました学力学習状況調査の中に、テレビゲームを含

んで、そういうゲームに取り組んでいる時間の割合が、小学校の生徒については、

若干全国の平均よりも尐ないというふうな数になっているんですけども、中学校に

なるにつれて率が上がっているというふうな状況もありますので、家庭での過ごし

方も含めて、取り組みを今後進めていく必要があるんではないかなというふうなこ

とを考えています。学力向上とのかかわりも含めて、子どもたち、とりわけ中学校

の生徒の家庭での家庭学習に取り組む時間、家族とのいろんな労働の関係で、お手

伝いをするだとか、家庭でのいろんな生徒のその役割も含めて見直す中で、携帯と

のつき合い方について今後生徒と向き合っていく必要があるのではないかなといっ
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たことを考えております。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） ネットという、パソコンとか、今、生活の中に本当に入り込ん

でいるものですし、昨日の村島議員もありましたけれども、就職なんかもパソコン

が使えるという条件などもあるということで、必要なものだとは思っているんです

けれども、マナーを守らなければネット上に画像などが広まり、また、その画像と

か書き込みは消すことができないというふうにも聞きますので、本当にしっかりと

マナーを教えていっていただきたいなというふうに思っております。 

 また、私たちもしっかりと子どもたちに対して声かけをし、自分の声で話すとい

うことがいかに大事かなということをまた社会全体で行っていきたいなというふう

に思っております。 

議長（杉浦和人君） ここで暫時休憩いたします。再開は、11時10分から再開いたし

ます。 

－休憩 １１時００分－ 

－再開 １１時０９分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 休憩前に引き続き一般質問を行います。 

 11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） それでは、介護保険制度改革についてと防災情報システムにつ

いて分割方式で質問をいたしますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、介護保険制度改革についてです。 

 この問題については、昨年の９月議会でも取り上げ、また12月議会では、日野町

議会で国に対して意見書を上げました。やはり、心配していたとおり、安倍政権は、

今国会に、医療・介護「総合確保推進」法案を提出しました。消費税の増税と社会

保障切り捨ての一体改革を具体化する改悪法案です。 

 医療では、高度な医療が必要な患者に対する高度急性期の病床（ベッド数）を減

らし、介護保険では、要支援の給付外し、介護サービス利用料引き上げ、特養ホー

ム入所対象を制限すると、医療・介護一体で公的給付を削減しようというのが実態

です。 

 そもそも、介護保険制度は、家族介護から社会介護へとの声を受けてできた公的

保険の１つのはずです。介護する側が自殺する、介護される側のお年寄りが虐待を

受ける等のニュースをよく耳にいたしますが、本当に大変な問題です。 

 うちの必佐地域の中でも、昨年末、介護している人が自殺をするという問題が起

きました。私自身も、今、両親の介護をしています。私は弟と２人兄弟なんですけ

れども、弟は外国にいるために、その介護ができるのは私１人にかかってきていま
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す。年末年始なんかは、ヘルパーさん、看護師さんがお休みですので、朝・昼・晩・

夜中、日に４回、うちの両親は甲賀市の水口なんです。水口ですので、まだ車で10

分ほどのところですけれども、それでも、１日４回のおむつ交換、また食事等、本

当に大変でした。この意見をいろいろと受けて、社会介護へとの声でできた公的保

険の１つなんですけれども、それを国の公的責任をどんどん削り、その分を市町村

へ責任を転嫁し、介護は自宅へと家族に責任を向けていくやり方を、町としてどの

ように考え、対処されようとしているのか、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町長の答弁を求めます。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） 介護保険制度の改正についてでございますが、今、いろいろご

指摘もあったわけでございますが、要支援の方の訪問介護と通所介護が、介護保険

から新たな総合事業に移ることとなるということでございます。また、特別養護老

人ホームの入所については、新規に入所する者から要介護３以上ということであり

ますが、虐待や１人で暮らせない状況がある場合で入所に関して町かかかわる場合

は、特例として入所が可能となります。また、現在入所している方の要介護度が改

善し、要介護２以下となった場合についても継続した入所が可能と聞いているとこ

ろでございます。 

 現在、国から詳しいガイドライン等が示されていない状況でございますが、先ほ

ど述べました総合事業の財源の確保ができるのか、いわゆる報酬の額の設定がどう

なるのか、利用者の負担はどうなるのか、町の財政への影響、さらには介護事業者

への影響などが今と変わることについて心配をしているところでございます。 

 そうした中で、利用者の方やサービスを提供する事業者の方ができるだけ困らな

いように、国や県に要望することも含め、対忚していかなければならないのではな

いかと、このように考えております。 

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、再質問をさせていただきます。 

 今、町の方でもいろいろと心配をされているとおりに、これは、昨年の11月の厚

生労働委員会、国会での質問の中でも出た話ですけれども、その当時、今も一緒で

すけども、厚労省は、新しい事業にそのまま移すのでサービスを担保できるという

ふうに強弁をされました。しかし、要支援の保険外し、この受け皿の実態は、受け

皿となる総合事業を実施している保険者は44、全国でです。利用者は677人でしかな

いことを明らかにしています。保険給付を受けている134万人に対し、この程度の実

績で同じサービスができるはずがないということを指摘されています。私たちが12

月議会に出しました意見書の中で、４番目に、現場の実態と要望を十分反映したも

のにしてほしいという要望を出しましたけれども、やはり現場の実態というのを全
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く見ていないような状態です。 

 中央社会保障推進協議会がまとめた「全国市町村介護保険見直しに関する臨時調

査」、昨年の11月から12月末にされましたけれども、それによると、要支援１、２の

利用者が受ける訪問介護・通所介護を市町村事業に移行する政府の方針について、

３割を超える自治体が不可能との回答を寄せています。このアンケートは、47都道

府県の社保協を通じて実施され、21都道府県の620の保険者、市町村や広域連合が回

答したそうです。要支援１、２の利用者が受ける訪問介護・通所介護を市町村の地

域支援事業に移行することについて可能としたのは16.1パーセントだったのに対

し、不可能と答えたのは31.3パーセント、判断不可は39.4パーセントでした。 

 不可能と答えた保険者は、町卖独では困難、財政的・人員的な理由から難しい、

ＮＰＯ、ボランティア等受け皿が確保できないといった理由を挙げています。ほか

に、市町村内の地域別に生活支援サービス内容に大きな差が出ることが懸念され、

手厚い地域とそうでない地域が生じる、訪問介護と通所介護だけ移行することが理

解しがたいとの指摘もあったそうです。可能とした保険者からも、介護サービス事

業所、ボランティアなどの協力の仕組みが明らかではない、国からの財政的支援が

必要との声が上がっています。つまり、大半が、いえ、ほとんどの保険者が不安・

懸念の制度改革だというのはお分かりいただけたと思います。 

 介護サービス利用をしている方やサービスを提供する事業者が困らないように検

討していかなければならないというふうに先ほど答弁されましたけれども、27年度

からの実施となれば、早急な検討が必要です。まだ国からのガイドラインが出てい

ないということですけれども、今あるこの日野町内の事業所での対忚や、またそれ

で対忚できなければ新たな施設を設置しなければならない、そのような対忚が本当

に町としてできるのかどうか、お尋ねをいたします。 

議長（杉浦和人君） 介護支援課長。 

介護支援課長（西沢雅裕君） 池元議員さんの方から何点か再質問をいただきました。 

 まず、全国の市町で介護保険制度が変わったときに、ほとんどの市町で対忚でき

ないということでございますけれども、先ほども何度も申し上げてますとおり、国

の方からのガイドラインが示されていない状況でございます。このガイドラインに

つきましては、相当細かなところまで示すというふうなことを聞いておりますので、

そのガイドラインが出てきた時点で、財政的なことも含めて、あるいは、利用者の

負担等も含めて示されるというふうに聞いておりますので、そちらで対忚できれば

なというふうに考えてございます。 

議長（杉浦和人君） 11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） 市町村レベルで対忚ができるようなガイドラインが示されれば、

それはそれでいいんですけれども、今の状態ではかなり無理な部分が多い、そのよ
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うな改革ですので、そのガイドラインが示されるまでにも、ちゃんと町としてどの

ようにしていくのかというのを対忚していかなければ、遅くなるというか、間に合

わないところもあると思いますので、ぜひその点をよろしくお願いしたいと思いま

す。これは要望にいたしまして、次の質問に入ります。 

 防災情報システムについての質問です。 

 昨年の台風18号による町の特別警戒対忚については、多くの町民の皆さんが心配

をしてくださいました。しかし、お隣の甲賀市や東近江のエリアメールで、直ちに

身を守る行動をとって下さいとの情報が出ましたが、ほとんどの方がどうすればい

いのか分からないという状況でした。 

 私たちが住む豊田地域、特に２区・５区は、日野川に面しているため、橋のすぐ

下まで来ていた川の増水が一番心配でありました。台風18号以後、２区の地域では、

彦根気象台より講師をお願いしたり、また、独自で学習会を持ち、自分たちの区民

はどのような行動をとるべきかを自主的に学んでいます。 

 真の防災対策は、地域社会全体の安全性を向上させ、被害を未然に抑制すること

だと思われます。日野め～るで携帯に発信するのも１つの方法だと思いますが、携

帯を持たないお年寄りや障がい者の方、また畑や田んぼでの作業中の人など、瞬時

に避難情報などを伝えることができる屋外無線スピーカーの必要性が、東日本大震

災以降、再認識をされています。 

 この屋外無線スピーカーは、現在、東大阪市で設置工事が進められているもので

すが、このシステムは大変すぐれたもので、インターネットや防災行政無線、エリ

アメールとも連携され、今まで手動で対忚していた情報発信作業を自動化し、素早

く防災情報を届けられるというものだそうです。 

 財政的な問題や地域的な問題などあると思いますが、安心・安全なまちづくりの

ためにぜひ我が町でも検討していただきたいと思いますが、いかがお考えでしょう

か。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 防災情報システムについてのご質問でございますが、日野町に

おきましては、現在のところ、災害時における情報伝達につきましては、広く住民

の皆さんにお伝えする方法として、エリアメールによる緊急速報メール「日野め～

る」、同報系防災行政無線による屋外拡声器を活用することとし、危険な状況にある

場合については、別途、避難勧告などの情報について、区長さんへの電話連絡をは

じめ、広報車や消防団などによる戸別の訪問など、確実な方法で情報を伝えること

といたしております。 

 今後、防災行政無線等の整備につきましては、多額な経費も必要なことから、先

例地の状況等も調査する中、デジタル化に向けた課題などを整理しながら研究をし
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てまいりたいと考えております。 

 なお、当町におきましても、今年の４月１日から、全国瞬時警報システム、いわ

ゆるＪアラートによる国の緊急情報を１つの手段といたしまして、自動配信により

住民の皆さんにお知らせすることとしております。情報の配信方法といたしまして

は、防災行政無線の屋外拡声器で放送いたしますとともに、日野め～るに登録をい

ただいている方の携帯電話に配信することといたしております。 

議長（杉浦和人君） 11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） 防災対策、地域防災計画は、それぞれの地域、地区の事情を基

本に取り組み、自然条件や社会条件の実態や変化を踏まえて、また新たな科学的知

見を取り入れて、経済効果最優先ではなく、住民の命、暮らし第一の地域づくりの

取り組みが大切だと言われています。 

 このように、今日、私が質問をしましたように、この町の住民の方の関心は大変

高く、提案や情報を私どもにもよくいただきます。そのことで、私は一般質問をさ

せていただいております。 

 先ほど、町長の答弁で、先例地の状況等も調査する中、デジタル化に向けた課題

等を整理しながら研究をしていきたいと考えているというふうに答えられました。

ぜひこういう方法もあるということを学んでいただいて、検討していただくことを

お願い申し上げまして、私の質問を終わります。 

議長（杉浦和人君） 次に、７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） それでは、通告に従いまして、３項目の質問をさせていただき

ます。 

 まず１点目でございますが、空き家対策についてお尋ねをいたします。 

 空き家につきましては、全国的にも急速に増加しております。日野町も例外では

ないと、このように認識しております。そのことにより、特に老朽化した家屋につ

いて、塀の破損、倒壊、立ち木の倒木等による災害、また不審者の住まいとなるこ

と等、空き家近隣の方のご心配が増大しておるのが現状でございます。 

 このことについては、これまで、本会議また委員会において何人かの議員、委員

が条例制定を含めた対忚要望が出されております。当局も十分な認識を持っていた

だいていると、このように思っております。 

 その中で、平成25年６月議会の私の一般質問の中で、当時の総務政策主監より、

どんどん空き家が増えているという認識を持っていること、また平成21年11月の空

き家調査結果において、おおむね335軒で、市街化区域で152軒の空き家、空き家率

で9.1パーセント、市街化調整区域内で183軒で、空き家率が5.8パーセントと、この

ような説明がなされました。非常に対策が必要であると、このように私は感じたわ

けでございますが、この調査は平成21年でございましたので、尐し間隔が開いてお
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りまして、４年経過をしております。実態との差がどのように生じているのか疑問

がありますので、その後、調査をされたのならば、お知らせを願いたいなというふ

うに思っております。 

 空き家対策につきましては、当局では、関係各課による空き家問題研究会を設置

し研究を重ねられ、また三重県名張市への先進地視察を行うなど、前向きで誠意あ

る行動をされておると、このように感じておる次第でございます。 

 そういった中でございますが、今の現状の中で進捗状況について明確な部分はな

いと思いますが、お知らせいただきたいと、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町長の答弁を求めます。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） 空き家対策についてご質問をいただきました。町独自の空き家

の調査につきましては、今、ご指摘がありましたように、平成21年11月に調査を行

ったところでございますが、それ以降、新たに調査をしているということではござ

いません。ただし、平成25年10月に国において実施されました総務省住宅宅地土地

統計調査につきましては、平成26年12月ごろに公表が予定されております。しかし

ながら、この内容については平成21年の調査内容とは合致するものではございませ

んので、卖純に比較はできないものでございます。 

 次に、空き家条例の制定に向けての取り組みでございますが、日野町空き家問題

研究会を存続し、建設計画課を主管課として協議を続けており、日野町空き家等の

適正管理に関する条例案、条例施行規則案等、その内容を協議しておるところでご

ざいまして、日野町における空き家の実態調査の実施を含め、県下の近隣市町の状

況も踏まえながら、平成26年度中の条例化を目標とし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） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） その後の調査はされてないということでございますが、今お聞

きしますと、条例制定に向けて協議をされているというような前向きな発言がござ

いました。そういった形で見ましたときにおいて、条例を生かすための調査が必要

じゃないかなと、こういうふうに思います。したがいまして、今後、その条例を生

かすための調査については、生かせるような調査方法を考えていただければなと、

こういうふうに思っておりますので、それはお願いしときたいというふうに思いま

す。 

 いずれにいたしましても、現状の状況というのは、先ほど申しましたように、我々、

住民もさることながら、空き家の近隣に住まれている住民の方には非常に多大な不

安を与えているのが現状でございますので、早期でのそういった意味での解決が必

要というふうに思いますので、よろしくお願い申し上げたいと、このように思いま
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す。 

 それでは、２点目の質問をさせていただきます。これにつきましては、先ほど齋

藤議員の方からも質問が出されておりますので若干重複した面があるかというふう

に思いますが、ちょっと観点を変えながらご質問させていただきたいなと、こうい

うふうに思っております。 

 子育て支援についてお伺いします。 

 待機児童については、近年、全国的にも問題になっております。待機児童解消に

向けて、受け入れ体制の充実に力を注いでおられますが、日野町においても、さま

ざまな解消に向けたご努力をいただいていると、このように認識をいたしておりま

す。 

 そのような中ですが、昨年25年度４月１日現在の滋賀県入所待機調査報告におい

て、日野町は不承諾が29名でありましたが、不承諾率で8.8パーセントと、滋賀県内

では非常に高い率の不承諾率となっていたのが現状でございます。26年度は、わら

べ園さんに新たに60名定員の新園を開園していただきますが、現状で各園ごとの入

所状況はどのようになっているのか、お尋ねを申し上げます。 

 また、待機児童解消の１つの方策であります幼保一体化の取り組みでありますが、

幼稚園と保育園が隣接しております桜谷において、実施に向けた研究課題整理が行

われておると聞いております。どのようにどこまで進んでいるのかをお尋ねをいた

します。 

 また、平成27年度は、こばと園の改築に伴い定員増が図られますが、毎年11月１

日に入所申し込みが締め切られます。申込者数は年々増加をしておる現状でござい

ます。それから、これはまだ定かではございませんが、税での配偶者控除をなくし、

女性の社会進出を促すという議論が今なされております。このようなことが実際に

実施されますと、入所申込者がより増加するというようなことも予想されるのが現

状でございます。そういった意味で、27年度の入所者数と申込者数をどのように考

えておられるのか、お尋ねいたします。 

 また、増園、受け入れ数の増加に伴いまして必然的に保育士さんの増員も必要に

なってまいります。現状で必要人員はそういった意味で足りておるのか、また27年

度の体制について問題はないのか、あるいは対忚できているのか、この辺のところ

をお尋ねしたいと、このように思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 子育て支援についてのご質問をいただきましたが、26年度の保

育所ごとの入所承諾状況でございますが、公立保育園あおぞら園75名、こばと園74

名、さくら園70名、私立わらべ保育園115名、第２わらべ保育園75名ということでご

ざいます。 
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 次に、いわゆる幼保一体化に向けての対忚でございますが、子ども・子育て支援

関連３法で、国での所管を１つにすることや、自治体でも窓口を一本化にすること、

また認定こども園について政策的に進めることになっており、庁内の検討会議で子

ども・子育て支援に係る課題を協議しているところでございます。 

 その中でも、保育所の入所申し込みの増加、幼稚園の尐人数クラスの増加などの

課題がございます。日野町のゼロ歳児から５歳の就学前の子どもたちが、保育所や

幼稚園のどこに通っていても等しく教育や支援が受けられる体制が必要と、このよ

うに考えておるところでございます。 

 平成27年度の保育所入所希望者数などの見込みについてでございますが、平成26

年度の入所希望者数が急激に増え、第２わらべ園を増園していただきましたが、18

名の方の不承諾となりました。平成27年度は、こばと園の改築とあわせて定員を増

やすことから何とか対忚できるのではないかと、このように予想をしております。 

 保育士の人員についてでございますが、定員の増加だけでなく、入所申し込みの

子どもたちの年齢によって左右されることになります保育士の確保については、他

の市町においても苦慮をされておりますが、保育ニーズに忚えるため、努力をして

いきたいと思っております。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 各園での現在の入所状況を説明していただきました。409名の

入所になるんですかね。そうしまして、今年度が330人の入所になっております。し

たがって、79人の入所増員になったんじゃないかなと、このように換算されるわけ

でございます。しかし、残念なことに、この内容は分かりませんが、18名の不承認

者が発生したということですが、ここについてちょっとお伺いをさせていただきま

す。 

 １つには、こばと園ですが、74名さんですかね。これにつきましては、弾力運用

を入れましてもオーバーしないんですかね。１つは、弾力運用しても60名ですから、

普通ですと72名になると思うのですが、74名というお話が今ありましたので、そう

いった意味で、弾力運用しても大丈夫なのか、これを１つお聞きしたいなというふ

うに思います。 

 それから、この18名の不承諾者ですが、これは、例えば入所のキャパがあれば入

園できる人なんですか、あるいは、その規格というのですか、その審査の中で通ら

ない人であるのか、この辺の内容をお聞かせ願いたいなというふうに思います。 

 それから、全体的な考え方なんですけど、ゼロ歳から５歳までの全体人員ですが、

今、1,100名強だと思います。近年の出生者数を見ますと、大体170名から180名ぐら

いの、この辺の人数だというような推測がされます。そうすると、ゼロ歳から５歳

までですと、大体1,050名か、そのぐらい前後になります。したがって、就学前の対
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象子どもたちとしては、このぐらいの部分が幼稚園であり、保育園であり、もう１

つは、自宅での育児、この辺が絡んでくるんじゃないかなというふうに思っており

ます。ざっと計算しますと、今、保育園で400名ぐらい、それから幼稚園で330名ぐ

らい、自宅で360名ぐらい、このような構成になっております。問題は、今、自宅で

育児をされている方が大体360名ぐらい、これが増えるかどうかということだという

ふうに思うんです。そういった意味の中で、幼稚園と保育園のキャパをどういう形

で考えてられるのかということですね。今はキャパがありますので、そのような形

で考えたらどうかなというふうに思っております。 

 そういった中で、私は、先日、ちょっと桜谷の方にお伺いして現状を尐しお聞き

をしてきたんですが、私どもの認識とかなり違っておりましたのは、保育と幼稚園

の育児の仕方、接し方、かなり違いますね。卖純に数だけを合わすんじゃなくて、

そのおのおのの、言うならば子ども一人ひとりに対する接し方というのが随分違っ

ているなというふうな形で感じたところでございます。 

 そういった意味で、今対忚される方は大変な形でこれに対忚されているなという

認識は持っておりますが、しかしながら、１人でも待機児童を起こすことのないよ

うに全体として考えなきゃいけないということでございますので、そういったご苦

労をひとつお願いすることになりますが、よろしくお願いしたいというふうに思い

ます。 

 したがって、そういった中でございますが、１つは、今、２つお尋ねしましたの

と、先ほど言いました桜谷小学校の統合に向けた実態を研究され、今、進行されて

いるというふうに思っておりますが、それの現状の進捗状況をちょっとお聞かせ願

いたいなと、こういうふうに思っております。 

 先ほどの１番目の質問は、保育園の方、現状の人数こばと園が多いですがどうな

っているんですかというのが１つと、それから桜谷の件につきましては、どちらで

も結構です。幼稚園、保育園を一元化するために今どこまで全体として進んでいる

のかということをお聞きしますので、どちらかの方でお答えいただければと思って

おります。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） こばと園の74名の件の弾力運用ということですと、定員が

60名で72名ではないかということなんですけれども、年間を通じて74名というふう

になりましたけれども、４月１日のこばと園の入園者は70名だったと思っています。

月によって、例えば、育児休業が終わる月が５月とか、６月とか、９月とか、そう

いうところから年度の途中で預かる子もおりますので、全体の人数は74名なんです

けれども、毎月の何パーセントかということでいきますと、弾力運用の中で対忚さ

せていただけるということになります。 
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 それから、不承諾になった18名の方の件でございますけれども、先ほどもお話し

させていただいたんですけれども、お母さん方が現在おうちにおられて、これから

就職活動をしたいということで保育所に預けたいという要件でございましたので、

おうちにおられるということと、それから、今の保育園の現状から、おうちで見て

いただけるということで不承諾ということにさせていただきました。 

 それと、さくら園と桜谷幼稚園の件でございますけれども、議員おっしゃってい

ただきますように、やはり、子どもたち一人ひとりの状況が違います。それによっ

て、幼稚園での教育と、それから、今現在、保育園でしています保育のところの部

分をどういうふうにすり合わせて、子どもたちにとって一番よい状態はどうかとい

うことを検討していかないとなかなか踏み切れない状況だということで、保育園の

園長さんをはじめ検討をしているところというのが今の現状でございます。 

議長（杉浦和人君） 教育委員会、教育次長。 

教育次長（岡 常夫君） 桜谷幼稚園とさくら園の検討の件を、今、福祉課長の方か

らもご答弁申し上げたところでございます。実際に、保育所と幼稚園の関係でござ

いますが、基本的な機能等が、これまでの省庁の違いもございました関係で相違が

あるわけでございますが、特に桜谷幼稚園とさくら園につきましては、数年前から、

福祉また学校教育課、総務等を含めました、関係課によるさまざまな議論を進めて

まいるとともに、それぞれの園での交流も進めてきております。 

 今年度25年度につきましては、四、亓歳児の交流を年20回実施をしたところでご

ざいます。また、その中では、給食も一緒に食べるとかいうことも、子ども同士の

かかわりも充実をさせてまいったところでございます。 

 来年度でございますが、桜谷幼稚園の５歳児、またさくら園の５歳児も７名ずつ

ではないかなということで考えております。このようなことから、両方足しての14

名ということになりますので、さらに交流の回数増を図る、また内容の充実等も図

ってまいりたいと、交流時間の延長も視野に入れて、さらに引き続いて実施をして

いきたいなということで考えております。踏み込んだ交流を進めていく中で、子ど

もたちの友育ちの部分を、何とかその環境をつくりまた支援をしてまいりたいと思

いますし、平成27年度の入園募集に向けて一定の方向がお示しができるように、今

後も体制協議をしてまいりたいと思います。 

 なお、先ほど、子どもに対する幼稚園と保育所での接し方が違うという部分をご

指摘を頂戴しました。ゼロから２歳児ならびに３歳から５歳では、それぞれそうい

うふうな違いもあるわけでございますが、現在、国の方の新制度の中で、幼稚園の

教育の教育要領、また保育所の保育指針等の統一の議論がされておりますので、そ

れらを今後参考にして、町として一定の方向づけをしてまいらなければならないの

かなと思っております。 
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議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） ご答弁いただきました。そうすると、不承諾の内容につきまし

ては、もちろん、受け入れ側にもやはり問題は発生しているという形でとらさせて

もらっていいんじゃないかなというふうに思っております。 

 それから、桜谷の件につきましては、幸いにして隣接しておりますので、他の地

区とは違いまして、比較的そういった意味ではやりやすい状況にあるんじゃないか

なというふうに思います。そういったことを考えますと、早期に体制を組んでいた

だきたいなと、このように思っております。 

 それから、最後になりますが、保育士さんの問題というのは、先ほど町長の方か

ら力を入れて頑張るというような形がありましたけど、僕も聞いておりますと、日

野町だけじゃなくて、他の市町でもかなりご苦労されているというようなことはお

聞きをいたしておりますが、しかしながら、それが、キャパはできても、反対に保

育士さんが集まらないということの中でお預かりができないというのも、これは１

つの問題でございますので、そちらの方についても27年度体制に向けて十分な形の

体制をとっていただくような形でお願いを申し上げたいと、このように思います。 

 それでは、３項目めの質問をさせていただきます。 

 昨年12月議会の一般質問におきまして、滋賀県で源泉徴収の漏れが発生していた

と11月28日に発表されましたことから、日野町でも同様に源泉徴収漏れがないのか

と、調査をされたのか、また調査をされたのではあれば、その結果はどうであった

のかということをお尋ねをいたしました。質問時点におきましては、漏れがあるの

かないのか調査中であると、このようなことでございましたが、後日、説明を受け

ました。内容は、2010年１月から2013年12月の間に３人の土地家屋調査士に支払っ

た業務委託料で14件、62万2,242円の源泉徴収漏れが発生していたと、今後の対忚に

ついては近江八幡税務署と相談を行い進めるとの、このような説明でありました。

その後の今後の説明をお聞かせ願いたいと、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 源泉所得税の徴収漏れにつきましては、税務署と協議、確認い

たしました結果、個人事業主に支払いました土地の登記業務などの委託料で14件、

所得税額につきまして62万2,242円の徴収漏れでございました。一般会計で42万

7,125円、公共下水道事業特別会計で16万6,117円、水道事業会計で２万9,000円とな

っております。漏れの原因は、源泉徴収が必要な個人事業主を不要な法人と誤認し

ていたものでございます。 

 徴収漏れの所得税につきましては、２月７日に町が税務署へ支払いをしました。

また、各個人事業主の方へは、事情を説明し、町に納入いただくよう依頼し、個人

事業主の方から全て町へ納入をいただいております。 
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 今後は、加算税、延滞税を町が税務署へ納入することとなります。今回、平成25

年度予算の３月補正でこの経費の予算を計上させていただいているところでござい

ます。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） この源泉徴収漏れにつきましては、その他、滋賀県もそうです

し、他の市町も源泉徴収漏れがあったということを発表いたしております。近江八

幡市、彦根市、東近江市、愛荘町など、このようなところが実際に漏れがあったと

いうことを発表しております。漏れがあった所得税の納付はもちろんでございます

が、不納付加算税、延滞料の考え方についてですが、愛荘町の部分につきましては、

新聞紙上でございますが、不納付加算税と延滞税の約30万だそうでございますが、

町長および特別職が責任をとって負担するというようなことが発表されておりまし

た。 

 日野町は、今回、予算の方にその分を組み込まれているというようなことでござ

いますが、これに対しての考え方をちょっとお聞きしたいんですが、僕もちょっと

示したこの不納付加算税と延滞税というのは、もちろんおくれたことによる利息部

分ならびに罰則的な意味もあると、このようなことが書かれておるわけです。罰則

ということは問題があるということですね。これに対して町長自身はどう思ってお

られるのかお聞かせ願いたいなと、このように思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 今回の源泉徴収漏れの部分につきましては、今、髙橋議員もご

指摘がありましたように、滋賀県庁、草津市、さらには、東近江市をはじめ県内の

多くのところでこういうようなことが起こったということでございます。 

 これは、先ほど述べましたように、税務署の考え方と県や市町の考え方にそごが

あったと。法律を所管しておりますのは税務署でございますので、結果として県や

市町側の判断が間違っておったということになるというふうに認識いたしておりま

す。 

 当然、所得税の支払いでございますので、それぞれの個人事業主の方は自ら税金

を申告されて税務署へお支払いをされておられたということだと思いますが、源泉

徴収義務者である県や市町がしておらなかったということでありますので、結局、

県や市町が税務署に納めて、また事業主の方からこっちへ納めていただくというこ

とで、所得税の額については正しく申告が行われておれば何ら変わらないというこ

とであったわけでありますが、ルールの問題として県内多くの市町で判断が甘かっ

たということだというふうに思っておりますし、我が町についても、そこのところ

の税務署の見方、法的な見方が不十分であったということでありますので、そうい

う状況が出てきた中で、今回、こういうような措置を講じたところでございます。 
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 そういうことについて、加算税などについて愛荘町では特別職が負担したが日野

町ではどうかということでありまして、これもまた、県の方では、当初、何か知事

が払うかのようなことを言ったけれども、議会の方から、仕事上出てきたものを個

人責任であるのはいかがなものかと、こういうような形で、そういう議論を踏まえ

て予算の中から支出されたと、こういうふうに聞いておりますので、いろいろな考

え方があろうかというふうには思いますけれども、通常業務をやり、確かに判断の

誤りはあったわけでありますが、故意に何かを誤ってやったということではござい

ませんので、この点については一般会計の中で負担をさせていただくのがいいので

はないかと、こういうふうに考え、補正予算に計上させていただいたところでござ

います。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 今、町長が言われましたように、もちろん、間違い、判断のミ

スというのはこれはあり得ることだというふうに思います。しかしながら、問題は

こういうことだと思うんです。それだけで終わらなかった。結局、不納付加算税と

延滞税というのが新たに発生したということです。これについて、処理は別にして、

町民の方の税金をこれによって使うということ、そこについてどう思うかというこ

となんです。処理は、もちろん誰でもあることですから、それはいいんですけど、

それに対して、町民への部分というのはどう説明されるのか、どう考えているのか

ということについて、これをもう一度お聞かせ願いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 役場行政を執行する中で80億ものお金をいろんな分野で執行さ

せていただいておりますので、これは、全ての財源について、国費、県費、町費で

あるにもかかわらず、全て１円たりとも無駄にしないと、こういう思いで執行する

よう、職員には常々申しておるところでございます。 

 そうした中で、今回、解釈、判断の誤りということで、結果として、県や市町側、

我々の側が判断がまずかったということはご指摘のとおりでございますので、今後

は、そういうことが起こらないように、この点も含め、全ての予算の執行等につい

ては、襟を正してしっかりとチェック機能を働かせて取り組んでいくと、こういう

決意を新たにしながら、この点については、先ほど申し上げましたように、故意の

過失ということではなく、そういう状況のもとでの仕事上生じたものでございます

ので、こうした対忚でお願いをしたいなと、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 今、町長の方から、これを機に法的なことも含めて庁内の部分

というのをもう一度確認をしながら締め直すと、このようなご発言をいただきまし

た。それに期待をいたしまして、これで終わらせていただきますが、この前も、僕、



 

3-43 

前回のときに申し上げましたように、不祥事等々、これが起こる可能性というのは

あるわけです。その後の対忚について、しっかりと報告し、責任をとる体制、対忚

する体制、これをお願いしといた次第でございます。これにつきましても、質問は

終わらせていただきますが、そういったものが起こる可能性があるという形の前提

のもとにひとつ頑張っていただきたいと、こういうふうに思います。 

議長（杉浦和人君） ここで、昼食のため、暫時休憩いたします。再開は午後１時30

分から再開いたします。 

－休憩 １２時０３分－ 

－再開 １３時２８分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 休憩前に引き続き一般質問を許可いたします。 

 ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、一般質問通告書に基づきまして、今回も分割方式に

て質問を行わせていただきます。 

 今議会の質問事項は、一昨年、平成24年９月議会以来の、６つもの質問事項とな

りました。しかし、私に寄せられている町行政への要望はこのほかにも多数あり、

今議会開会前に、各課の担当職員の皆さんに資料提供をお願いし、調査いただいた

事項も多くありました。お忙しい中、資料提供をいただきましたのに、質問時間の

都合上、今回、質問できなくなりましたこともたくさんございます。申しわけなく

思っております。今期の任期まであと４回一般質問を行うことができますので、そ

のときには必ず質問を行わせていただきます。 

 毎回のことではございますが、今回の６つの質問事項も、地域住民の切実なる要

望事項であり、いつも申し上げておりますことでございますが、再質問や再々質問

をする必要のない、住民が納得できる誠意ある前向きな希望を持てるご答弁を、冒

頭に、制限時間の関係上からも切によろしくお願いいたしておきます。 

 それでは、第１問目の質問、除雪対策についてお伺いをいたします。 

 本年は、東日本の太平洋側、関東甲信地方で記録的な豪雪となりました。特に、

２月14日からの大雪では、甲府市などで観測史上の最高積雪を更新し、道路が通行

できなくなって孤立する集落がたくさん出ました。 

 日野町も、１月19日、２月９日、14日、そして、去る３月10日に多量の積雪を見

ました。私たちの会派では、議員活動の１つとして、２月14日の大雪の日に、国土

交通省の副大臣や道路局長、関係国会議員に、道路整備についての要望活動を行い

ました。翌15日は、東京も45年ぶりの積雪となり、交通機関が乱れました。昼過ぎ

に帰路につき、帰ってきました米原駅には雪が残っておりましたが、彦根駅から近

江八幡駅までは雪が残っておりませんでした。ところが、旧蒲生町あたりまで来る
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と一面に雪が見られ、日野町に入ると積雪量が格段に増しておりました。家に帰っ

てくると、もうそこは除雪ができていない雪国そのものでありました。同じ滋賀県

内でも、同じ日野町内でもこうも積雪量に差があるのかと、改めて実感をいたしま

した。 

 そこで、日野町の除雪対策を見ますと、第５次日野町総合計画には、除雪作業は

建設工業会の協力を得て通勤や通学に欠かすことのできない道路を優先するととも

に、地域の協力を得ながら迅速に作業ができるように努めますとうたわれておりま

す。 

 しかし、２月27日の西大路自治会理事会で、除雪対策に対しましての不満の訴え

が私ども、議員に強くありました。また、地区住民からも、従前に比べて除雪作業

が十分でないとの声が私に寄せられております。私は、除雪作業は、通学道路、バ

ス路線道路、主要幹線道路を最優先に、当該地域に居住する町の職員が常に調査し、

建設計画課に連絡されて作業が行われるものとばかり思っておりましたが、近年、

尐々異なってきているようでございます。いつから、なぜ変わったのでしょうか。 

 そこでお伺いいたします。 

 １つ目は、日野町内の中でも西大路地区は多雪地域で、その中でも熊野・平子・

西明寺は山間地集落であり、日野町内でも最も多くの積雪を見る地域であります。

平子地先には、主要幹線道路の国道477号線が通っております。お隣の甲賀市土山町

大河原地先の国道477号線は、積雪を見れば、時を経ずに除雪されているのに、平子

地先からの日野町はなされておりませんでした。町営の路線バスもとまったほどの

大雪なのに、なぜなのでしょうか。お隣の甲賀市土山町には、宿泊もできる温泉施

設があります。昨年７月20日にオープンしました大河原温泉かもしか荘、またグラ

ンドゴルフ場等の体育施設を備えた「やっぽんぽんの湯」があり、町内会で、友人

と家族でと、多くの日野町民も利用されてもおります。これらの方々からも、日野

町の除雪対策について疑問と苦情が寄せられております。甲賀市と日野町のこの差、

行政力の違いによるものなのでしょうか。甲賀市と日野町とは土木事務所が違うか

らでしょうか。しかし、東近江市にお勤めの方から、日野町で除雪されていないと

きでも、東近江市永源寺地区に入ると除雪がされているとお聞きいたしてもおりま

す。東近江市と日野町とは同じ土木事務所なのですがなぜなのでしょうか、お伺い

をいたします。 

 なお、３月３日に今回の質問要旨を建設計画課長にお伝えいたしておきましたの

で、２月14日の雪より積雪量が尐なかったのですが、３月10日の積雪に対しまして

の国道477号線の除雪は完璧でありました。この点は評価させていただきます。 

 ２つ目は、綿向神社裏手の国道477号線には、神社を挟んで東側と西側に気温の表

示灯があります。冬場の気温は、神社の東側と西側では２度もの違いがよくありま
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す。西大路地区に入るだけで２度低くなります。ご存じのとおり、西明寺集落はこ

の西大路地先よりさらに高いところ、高地に集落があり、同じ西明寺でありまして

も、八丁野地先では、雤であっても西明寺のお寺さんまで行くと雪であります。気

温にこのような大きな違いがあります。西明寺集落の県道西明寺水口線は、勾配が

急であり、曲がりくねっており、しかも気温が低い上に日陰であり、雪がなかなか

とけにくい道路であります。２月14日の雪は26日まで道路に残っておりました。こ

のため、どこよりも交通事故防止のために丁寧な除雪と融雪剤の散布が必要と考え

ますが、どのように町長はお考えなのでしょうか、お伺いをいたします。なお、こ

の件も３月３日に建設計画課長に伝えておきましたので、２月14日の雪より積雪量

が尐なかったのですが、３月10日の積雪に対しまして、西明寺集落内の県道西明寺

水口線は除雪は行われておりましたし、融雪剤の散布も行われておりました。しか

し、残念ながら、まだ雪は残ってもおりました。 

 ３つ目は、西大路１区と２区地先の町道裏町線は、昨年度に、小学生の通学路安

全対策として、町長と建設計画課長のご配慮により外側線を設置いただいた道路で

あります。その節はありがとうございました。しかし、小学・中学・高校生の通学

路でありますのに、なぜか除雪道路から外されてしまっています。小学・中学・高

校生の通学路安全安心対策を町長や教育長はいかがお考えなのでしょうか。私は除

雪すべき道路であると考えますが、なぜなされないのでしょうか、町長にお考えを

お伺いいたします。 

 以上、第１問目の質問といたします。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君の質問に対する町長の答弁を求めます。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） 蒲生議員から、除雪対策についてのご質問をいただきました。 

 町内の国道や県道の除雪作業については、13路線、約80キロメートルを10社の建

設業者さんが担当いただいております。これは県の管轄でございます。また、町道

におきましては、41路線、53キロメートルを日野町の建設工業会に加盟されている

21社の建設業者さんによって対忚をいただいておりまして、大変ご厄介になってい

るところでございます。 

 そうした中で、477号線の話でございますが、今申し上げましたように、国道およ

び県道については、道路管理者であります滋賀県が対忚することとなっております。

除雪の指示につきましては、現地確認の上、積雪が10センチメートル以上になった

ときに対忚をするということになっております。この積雪カウントについては、町

職員がいる集落では町職員、町職員がいないところについては地域の方と、こうい

う形でお知らせをいただいているところでございます。 

 国道477号は、県におきまして、除雪委託路線、つまり除雪を業者委託している路
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線でございます。甲賀市境からは部分的に凍結防止剤散布委託路線、これは凍結防

止剤を散布することの、業者委託を県がしているところでございます。こうしたこ

とから、積雪および凍結が予想されるときは、いずれかの方法によって対忚をする

ことになっております。県が対忚してくれるわけでありますが、隣接する甲賀市と

積雪量など気象状況の違いがあることから、その差が今ご指摘の中では出たのでは

ないかと、このように思います。除雪時間帯や対忚方法が土木事務所の違いの中で

出てきたということでございますが、町といたしましては、県に対して迅速な対忚

をしていただくよう要望したいというふうに思っております。 

 次に、県道西明寺水口線でございますが、これは県において除雪委託路線となっ

ており、県の指示により除雪の対忚が行われます。除雪作業を行っていただいても、

なお部分的に雪が残って危険であるとの連絡をいただいた場合などについては、再

度除雪作業の依頼を県に対して求めていくということになるというふうに思ってお

ります。ご指摘のように、状況を見て、県にきめ細やかに要望というか、依頼する

ことが大事であるというふうに思っております。 

 次に、通学路等の除雪についてでございますが、今、ご指摘がありましたように、

除雪委託路線につきましては、通勤や交通量の多い路線を中心に積雪を確認した上

で、除雪依頼をいたしております。今、永源寺だとかとの差もあるという話でござ

いますが、それぞれ、気象条件の違い、さらには、業者委託によりまして、上から

するのか下からするのかなど、そういう違いによって時間差も出てきているのでは

ないかと、このように思いますが、確かに通学路などの除雪が全てできればいいわ

けでございますが、今申し上げましたように、町道の除雪路線もかなりの延長にな

っておりまして、なかなかそこまで手が回らないというのが現実でございます。建

設工業会の中でも、重機を持っていない業者さんにも協力をいただくために、町が

重機を借り上げて、それを業者さんが使うというような形で、尐しでも円滑に進む

よう町と建設工業会の中では協議をいたし、対忚しているところでございますが、

通学路の、例えば歩道ですとか、そういうきめ細やかなところまで拡大をするとい

うのは、日野町全体の中でなかなかそれだけの体制がとれないというのが現状のと

ころでございます。 

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、再問を行わせていただきます。 

 １つ目の回答の中に、甲賀市と積雪量の違いからとありましたが、これにはちょ

っと納得ができないところでございます。役場の所在地と甲賀市土山町大河原であ

れば、これは相当量、積雪量に違いがありましょうし、しかしながら、平子と大河

原にそれほどの違いがあるとは思えないところでございます。 

 例えば、町長は清田にお住みですが、清田と深山口で、深山口だけ境まで除雪さ
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れていて、清田がされてなかったらどう思われますか。こんなばかなことはないと

思いますよ。住民に納得いただくことは難しいと思います。どう見ても、一定のと

ころまでで、境まではされたと、境からはされてない、こんなことで納得が住民に

いただけるでしょうか。建設計画課長は、正直なところ、甲賀市と日野町との積雪

量の違いからで、住民に納得が得られるとお思いなのでしょうか、お伺いいたしま

す。 

 ２つ目のご回答の中に、雪が残っていて連絡をされれば再度除雪作業を依頼させ

ていただきます、こういうお答えであったと思いますが、これももうひとつ私の心

を打たないところでございます。先ほど、町長も町職員がいるところは町職員が連

絡をする、こういうふうに言われました。この山間部の熊野、平子、西明寺、そし

て蔵王地区も含めまして、多雪地域でありますこれらの集落には町の職員がいない

ことであります。これが除雪対策の問題の１つではないかと、こういうふうに思い

ます。 

 かつての除雪作業は、当該地域に居住する町の職員が積雪量を常に調査し、建設

計画課に連絡をされて作業が行われておりました。職員が不在となったことにより、

業者任せとなり、業者は町に遠慮されるところがございますので除雪は控える、こ

ういう悪循環になっているように思うところでございます。熊野や平子や西明寺や

蔵王の青年が、役場へ勤めること、地方自治体勤務を嫌がっているのかというと、

そうでもございません。現に、京都市へ、草津市へ、近江八幡市へ勤めております。

私の集落、音羽から長浜まで勤めております。こういうふうに、市役所勤務の方が

おられます。 

 そこでお伺いをいたしますが、近年の日野町役場の職員採用に地域間の偏りがあ

るのでしょうか。そんなことはないと思いますが、今後の職員採用にあたって地域

間バランスの考慮が必要と考えますが、この点は人事行政の責任者である副町長の

お考えをお伺いいたします。 

 また、先ほど、町長は、確認でございますが、地域から連絡があれば除雪を行っ

てもらうよう伝えると、こういうふうに言われました。区長から連絡すれば必ず再

度除雪をしていただけるんですね。この点は確認いたしたいと思います。これは、

建設計画課長にお答えいただければと思います。 

 ３つ目の回答、通勤や交通量の多い路線を中心にと、この回答も、一見、当然の

ことのように考えますが、尐しおかしいですね。もう一度申し上げますが、この第

５次の日野町総合計画111ページ、昨日も、予算で110ページ、111ページといった、

今回も同じところになるのですが、たまたまそうですが、除雪作業は建設工業会の

協力を得て、通勤や通学ですよ、通学に欠かすことのできない道路を優先するとと

もに、地域の協力を得ながら迅速に作業ができるように努めますとうたわれていま
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す。いいですか。通勤や通学に欠かすことのできない道路を優先すると書かれてい

るのですよ。この総合計画は、書いてあることは絵に描いた餅ですか。小学・中学・

高校生の通学路安全対策を、町長や教育長はいかにお考えなのでしょうか。この点

は、教育長にお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） ただいまの再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） 蒲生議員さんの方から再質問をいただきましたので、

答弁の方をさせていただきます。 

 まず、積雪量の違いの関係でございます。確かに、山１つ隔てて、土山の方はど

うしても量的には多く降っています。そういう中で、甲賀の土木、そして東近江市

の土木事務所、この管轄の中で検討の方がやられております。 

 そして、ただ、市町界をまたぐと、どうしても10センチの範囲があるんですが、

その範囲の中で、一定、足らん、あるの話になるんですけども、そういう中で、土

山の方は、山手、鈴鹿の方向きになると、そちら向きについては、積雪量というの

は若干増えてはおるかなというふうには思っております。そういう中で若干おくれ

てくると。こっちの日野側が追いついて10センチを超えると除雪するんですけども、

そういう中で時間差が若干出てきているというのも事実ではございます。 

 ただ、今後については、一定、土山がこういう形で除雪された場合については、

市町界については、ある程度、山手だけでも10センチに足らないときでも何とか除

雪ができるような方法も含めて、県の方には一定の要望も今後はしたいなというふ

うには思っております。 

 そして、西大路鎌掛線の西明寺地先ですけども、ちょうどヘアピンカーブのとこ

ろだと思います。そこに雪が残っているところについての再度の除雪については、

地域の区長さんなりからどうしても雪が残っていて通行に支障を来すということが

あるようでありましたら、その分についても県の方にはきちっと町の方から話をし

て、再除雪というか、その雪の除去についての話はきちっとさせていただきたいな

というふうには思っております。 

 そして、積雪の確認の補助員でございますが、通年雪の多いところについては、

役場の方で、積寒対策の中では、各地域の職員に除雪の積雪確認補助員という形で

地域の積雪状況の把握をしてもらうような形をとっております。ただ、熊野、平子、

西明寺については、現在のところ、職員がいないということで、建設計画課の積寒

対策の中で、雪が予想されるときには職員が待機をしております。その職員が現地

の方に確認をして、一定の除雪が必要であるか、必要でないかの判断をするという

ふうにもなっておりますし、また、地域の区長さんの中から連絡をいただいた中で、

除雪をする指示の判断もするというふうな形をとらせていただいております。 
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議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（平尾義明君） 蒲生議員さんの再質問の中で、町職員の採用によって地域バ

ランスをどのように考えているんやということでございますけども、ちょっと調べ

させていただきましたら、83集落あるうち31集落が町の職員がいないという状況と

現在はなっております。ご承知のとおり、採用にあたりましては、教養試験等で優

秀な方を採用させていただいておるというふうなことで、現在は、町内また県内、

また県外からもたくさんの忚募がございますので、なかなか地域バランスまでは難

しい状況となっているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 積雪に伴う通学の安全等についてのご質問でございますけれ

ども、町の方でもいろいろ計画的に除雪をしてもらっていてありがたいというふう

に思っておりますが、全てのところというのはなかなか難しいのかなというふうに

思っております。特に、小学生もそうですけれども、中学生が自転車で通学します

ときに、降ったときよりも、次の日、凍っているところを自転車で通学しているの

を見ていますと、押していてもひっくり返るような状況を私も目にしたことがござ

いますので、非常に危険だなというふうなことは思っております。 

 一方、昔は、地域の方が、自分の家の前、さらにそれより広いところ、そして、

私の字ですけど、鳥居平も大変雪の多いところでございまして、昔は、雪が降りま

すと、もう朝６時とか５時半とか招集がかかりまして、子どもたちの行く通学路等

をみんなで雪かきをしたという記憶がございますけれども、もう、そうした部分、

そして家の前すらも、高齢化とか、いろいろ、それぞれのご事情があるというふう

に思いまして、なかなか除雪もできないのではないかなというふうに思っておりま

す。 

 こうした中で、先日の校園長会の中では、子どもたちといいますか、中学生の力、

ボランティアとか、そういうことも考えていくべきではないかなというふうな話も

したところですし、それから、学校の道路からその昇降口までの除雪は誰がしたの

かということを各校長に聞いていたわけですけれども、やはり朝早く来た職員、あ

るいは近くの職員、そして子どもたちも積極的に除雪に加わっていたということで、

本当にそうした協力するということが大事であるというふうに思っております。今

年の場合は、積雪が確か土曜日とか休みにかかっていたのでありがたかったなとい

うようなことを思ったケースもございましたけれども、積雪はいつたくさんどかん

と降るということも今後もあるかと思いますので、いろんな面で、町そして地域い

ろんな協力のもとに子どもたちの安全確保も図られるとありがたいなというふうに

思っているところでございます。 

 もう１つ、長くなりますが、私、西大路小学校に勤務させていただいておりまし
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たときに、本当にたくさん降った年がございました。車が動かないような状況のこ

とがございまして、477から体育館の方へ入ろうと思いましたら、除雪しておいてく

ださる雪がどんと積もっていて全く入れない状況でございました。で、現在の公民

館の方から回らせていただいたら、そちらの方はしっかりと除雪をしておいていた

だきまして、そして校門のところから職員室の方側までずっと除雪をしておいてい

ただいたことがございます。本当に早く行ったんですけれども、ありがたく思った

ことがございました。 

 いろいろ、世界状況の変化の中で難しい状況もあるかとは思いますけれども、事

故が起こらないように、子どもたちも、そして教職員もいろいろ事故がありますと

大変なことになりますので、安全に通勤・通学ができるといいなというふうに思っ

ております。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 再々質問もしたいところでございますが、１つに時間をとって

しまいますと、あと５つありますので回り切らないと、こういうところでございま

す。 

 要望をしていきたいと思いますが、１つ目については、甲賀市がされていたら日

野町もすると、こういう境のところは平子地域だけでもやってもらえるのかと、こ

ういうふうに思いますので、先ほどの建設計画課長の言葉を信じて、よろしくお願

いいたしたいなと思います。 

 ２つ目につきましては、これも、建設計画課長の方が、連絡すれば除雪をしてい

ただけるようにきちっと連絡をすると、こういうところでございますので、残って

おってうまくできなかったら連絡を、今後、各されると思いますので、よろしくお

願いいたしたいなと思います。 

 職員さんの地域間バランス、これは分かっていて言っていることでございますの

で、今後、そういうことも頭の片隅に入れておいてほしいなと、こういうふうに思

います。 

 ３つ目につきましては、教育長がおっしゃったとおりでございます。凍っておっ

たら、本当に危ないところでございます。危険でございます。小学・中学・高校生

の通学安全・安心対策、これは十分にお考えいただきたいと、こういうふうに思い

ます。明年度の除雪にはこの裏町線が入っておると、こういうことを願いまして次

の質問に移っていきたいなと、かように思います。 

 続きまして、通告書２つ目の質問を行わせていただきます。 

 ２つ目の質問は、学校の安全対策についてお伺いをいたします。 

 この２つ目の質問、学校の安全対策についてから５つ目の質問、通学区域の柔軟

化についてまでの４つの質問事項につきましては、西大路小学校の重森校長先生と
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何度も協議をさせていただき、校長先生のご了解も得まして質問をさせていただく

事項でもございます。 

 ２月３日の朝の交通安全パトロール時に、重森校長先生より、１月19日の降雪時

に圧雪されていない雪のフィールドを楽しむためか、西大路小学校のグラウンドに

バギー車が侵入しましたことをお聞きいたしました。そのとき、西大路小学校は、

唯一フェンスが張りめぐらせていない開放的な学校であり、部外者が自由に立ち入

ることができる学校でありますからと、現状では防ぎようがないですねと、こうい

うふうにお答えいたしました。その場におられました地域の交通安全立ち番の方か

ら、冗談半分に「町会議員がフェンスの設置の要請を行っていないから、西大路小

学校のみフェンスが設置されていないのとちがうか」と、こういうふうに私に言わ

れました。 

 保育所、幼稚園、小学校、中学校の敷地内を外部からの侵入者から守るフェンス

の設置は、平成13年６月８日に、大阪府池田市の大阪教育大学附属池田小学校に凶

器を持った男が侵入し、次々と児童を襲撃し、児童８名を殺害され、児童13名と教

諭２名が負傷した無差別殺傷事件、教育長もよくご存じであると、こういうふうに

思いますが、この附属池田小事件から全国でフェンスが設置されることとなりまし

た。 

 日野町におきましても、この町議会でフェンスの設置を求められ、順次、設置さ

れてまいりました。私自身は、フェンスを設置すべきかどうか悩むところでもあり

ます。フェンスを設置すれば、閉鎖的な学校となり、開放感がなくなります。しか

し、フェンスがなければ、今回のような車の侵入や部外者の侵入を防げません。地

域住民の皆さんにお聞きをいたしましたところ、賛否相半ばし、明確にどちらと判

断できかねる状況でありました。 

 そこで、お伺いをいたします。 

 第１点目は、部外者が侵入し、校庭や校内を荒らした場合の責任は誰が負われる

のでしょうか。第２点目は、なぜ西大路小学校のみ今日までフェンスを張りめぐら

されていないのでしょうか。基本的には、他の小学校同様に部外者の侵入を防ぐフ

ェンスの設置を求めます。ただし、非常に難しい注文になるんですが、学校関係者

の目が十分に行き届くところは除外する等のご配慮をいただければと考えるところ

でございます。教育委員会のお考えをお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 西大路小学校のフェンス等についてご質問をいただきました。

学校施設等を荒らされた場合の責任の所在についてでございますけれども、荒らし

た本人は当然だと思いますけれども、状況によりましては、施設や設備の管理をす

る校長の責任もございまして、最終的な管理責任は設置者である町であると考えて
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おります。 

 ２番目の、次の小学校のフェンスの設置につきましてでございますけれども、平

成20年度当時に各校に設置の有無の確認を行ったところでございますが、西大路小

学校としては、設置の必要性は低いとの回答を受けたところでございます。なお、

検討にあたりましては、地域の方々とも協議をされたというふうに聞き及んでおり

ます。しかし、当時とは状況も変化しておりまして、今後、学校とも協議を行うな

ど、検討してまいりたいと考えております。 

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、尐しだけ再問、あと要望を行わせていただきます。 

 １つ目の回答でございますが、施設や設備の管理をする校長の責任と、こういう

ことを言われましたが、今の状況では、グラウンドにバギー車が簡卖に入れる、だ

から入ったんですね。この件も校長の責任になるのでしょうかね。こんなことを言

われたら、周りを全部、フェンスの設置を、強く求めずにはいられないところでご

ざいますが、今回の19日のあの件も校長の責任になるのですか、これだけお伺いを

いたします。 

 あと、要望といたしまして、今後、学校とも検討、協議をしていきたいと、こう

いうところでございます。フェンスの設置につきましては、校長先生と十分なる協

議をお願いいたしたいと、こういうふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（岡 常夫君） 場合によってはということでございまして、校庭ならびに

校内をということがございましたので、状況によって校長の責任も構成上の関係等

で発生する場合もあるということで、それを含めたご回答でございましたので、そ

の点、ご了承をお願いしたいと思います。 

 なお、フェンス等につきましては学校長とも協議をいたしておりまして、グラウ

ンド側は職員室から見渡せるので必要度は薄いであろうけれども、正面玄関側なら

びに体育館と給食棟との間あたりはフェンスがあったらええなというようなお話も

聞かせてもらってますので、今後、学校側とも協議を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

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、よりよい、よい形でのフェンスが設置されることを

願いまして、次の質問に移ります。 

 続いて、通告書３つ目の質問を行わせていただきます。 

 ３つ目の質問は、避難収容施設についてお伺いをいたします。 

 昨年11月７日の議会報告会に、防災対忚に関する資料を添えつけたところ、住民

より、防災対忚として避難収容施設であります小学校のフェンスや体育館の鍵を地
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元にと、このご意見が出されました。 

 そこで、お伺いをいたします。 

 第１点目は、西大路と桜谷と单比都佐の小学校は、児童数が減尐してきており、

このためグラウンドを使用する児童も相対的に減尐してきております。グラウンド

は、使わなければ草が生えます。そこで、休日での公民館や社会体育の利用を増や

すことも必要と考えます。また、そのことにより、利用関係団体にグラウンドの除

草作業をお願いできるのではないでしょうか。昨年９月29日に、西大路小学校グラ

ウンドで開催されました西大路ユースクラブ主催の「８時間耐久ハードでもソフト

ボール大会」に参加をいたしました。試合への出入り、自由のルールであり、適当

に休息をとることができます。なぜ多くの方が公民館に行かれるのか、試合途中に

疑問に感じておりました。わざわざ離れている公民館に休息に行かれるのかと。ト

イレ休憩のために屋外トイレへ行って初めてその理由が分かりました。トイレに鍵

がかかっており、使用できないためでありました。トイレの鍵を借り忘れておられ

たためでありました。このようなことをなくすため、また気軽に公民館や社会体育

の利用を増やすためにも、そのためには、フェンスと屋外トイレの合い鍵が各地区

の公民館に必要となります。そこで、教育委員会のお考えをお伺いいたします。 

 第２点目は、３年前の東日本大震災のときもそうであったように、災害時の避難

収容施設は、最寄りの小学校の体育館となります。日野町内の小学校は、過半が公

民館の近くにあります。災害警報が出されますと、各地区の公民館に地区担当の職

員が出勤をいたします。そこで、公民館に小学校体育館の合い鍵があれば、即座に

対忚することが可能となります。小学校体育館の合い鍵は、学校体育施設開放事業

に必要なため、教育委員会より社会教育団体に常に貸出されております。この対忚

と同じように、地区の社会教育団体の核心である公民館に合い鍵を置かれれば、ス

ムーズな対忚ができるのかと考えるところでございます。そこで、教育委員会のお

考えをお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 災害時の避難収容施設につきましては、町長部局で所管をいた

しておりますので、まず最初に、２点目の災害時の収容施設の考え方について答弁

をさせていただきたいと思います。 

 避難収容施設は、災害発生時において、住民の皆さんの身の安全を守る場所とし

て、現在、町立施設を中心に24ヵ所を指定しています。災害時における小学校の体

育館の開設に必要な鍵は、現在のところ、教育委員会事務局に施設管理用および学

校施設開放用の２セットを保管しているところでございます。合い鍵の公民館での

保管につきましては、日常の管理および責任も心配されると思われますことから、

現時点では役場に保管しております合い鍵により対忚することといたしております。 
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 避難収容施設の開設につきましては、台風などの風水害時には、最初に避難収容

施設であります各公民館を開設し、住民の皆さんの避難に備えることといたしてお

ります。次の段階として、他の避難収容施設について、災害の状況に忚じて開設を

行い、避難される住民の皆さんの対忚に当たっていきたいというふうに考えており

ます。 

 なお、この間、公民館の避難収容施設としての役割につきましては、台風等の襲

来に備えて、事前に職員が詰めてオープンにするという対忚をし、そのことについ

ては区長さんなどにもお知らせをいたしているところでございます。 

 １点目の質問については、教育長から答弁させていただきます。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 学校施設の除草などにつきましてでございますけれども、子

どもたちや用務員さんの日常業務の中でしてもらっておりますけれども、範囲も広

く、限られた期間に全てを処理できる状況ではないことから、保護者の皆さんを中

心に、奉仕作業にもご協力いただいているところでございます。桜谷小学校では、

今年度、地域の「ＨＯＴけん桜谷隊」の皆様をはじめ有志の大変多くの方々にご協

力いただき、ありがたく思っております。 

 また、学校の活用につきましては、社会体育事業としまして学校施設開放を実施

しておりまして、毎月、利用団体の会議を行った上で使用日時などを決めておりま

す。なお、地域行事などで使用される場合は優先して利用されておりまして、鍵も

貸し出しているところでございます。 

 グラウンド周囲のフェンス等につきましては、学校によって状況が変わりますけ

れども、基本的には使用いただけるようにしております。また、土曜日や日曜日に

は開けておくなど、施錠していない箇所を地元の方にお知らせしている学校もある

ところでございます。 

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、再問を行わせていただきます。 

 町長さんから２点目のご回答いただいたのですが、教育委員会、これから申し上

げますので分かっていただけると思いますが、２点目のご回答、日常の管理および

責任を心配していると、こういうご回答、これにはちょっと納得がいかないところ

でございます。この合い鍵の件につきましては、公民館長から依頼された件の質問

でもございます。そして、今日、来られないので強くこの点は言っておいてくれと、

こういうふうに言われたところでもございまして、昨日電話で言われてきた点でも

ございます。日常の管理および責任も心配していると、これは教育長が委嘱された

公民館長を信頼されていないと、こういうところになるのかなと思います。毎月、

公民館長会を開催されておりますので、公民館長会でこの点は必ず協議をしていた
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だきたいと思います。この点、教育長にお伺いをいたしたいと思います。また、１

点目の質問の回答に屋外トイレの合い鍵についてのお答えがございませんでしたの

で、再度お伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育委員会、教育次長。 

教育次長（岡 常夫君） 小学校の体育館等の鍵を公民館で管理ということで、館長

さんの方ともお話をいただいているということでございます。庁内の方でも、この

学校教育課を中心に生涯学習課とも協議をさせていただいた部分もございますが、

その鍵をどこに保管をするかによりまして、その公民館の方が閉まっている日であ

るとか、いろんな状況も想定できますので、その辺につきましては、今おっしゃっ

ていただくように公民館長さんとも協議をさせていただいてもいいのかなと思って

おりますが、全ての公民館で同様の対忚ということではなく、それぞれの公民館卖

位の対忚も検討していく必要があるのかなと思います。 

 それから、グラウンドの使用また体育館の使用とあわせて外のトイレの合い鍵で

ございますが、これにつきましては、使用申し込みをいただくときに、状況にもよ

りますが、必要な場合はそのトイレの方の鍵もお貸しができるように調整をしてま

いりたいと、このように考えております。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） グラウンドを借りるときに屋外トイレの合い鍵を借りてなかっ

たと、これはユースクラブに若干責任はあるのかと思いますが、常にいつも使える

ようなことにすれば、屋外トイレの合い鍵が公民館にあれば、もっと気軽にできる

のかなと、こういうふうに思ったところでございます。そういう点につきましても、

公民館長会で協議をいただければなと、こういうふうに思いまして、それを願いま

して、次の質問に移らせていただきます。 

 続いて、通告書４つ目の質問を行わせていただきます。 

 ４つ目の質問は、学校給食の衛生管理についてお伺いをいたします。 

 本題の質問に入ります前に、学校給食の施策について、一言、町長と教育長に申

し述べておきます。 

 昨年12月下旪に地域情報新聞「ヒノメイト社」が実施されました町民世論調査の

結果を見ますに、藤澤町政に対する評価は、いわゆる支持率は55.9パーセントであ

りました。一方、今後の学校給食の運営方法では、藤澤町政が進められている自校

直営方式による給食実施を望む声は18.4パーセントにとどまり、町民は依然として

センター民営方式を望んでおられました。この町民世論調査結果は、町民は、藤澤

町長の支持率は50パーセント台でも、学校給食の政策面では賛同されていないとい

うことをあらわしています。 

 去る１月24日の読売新聞に、「給食調理、増える外部委託」と題しての記事が掲載
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されておりました。記事の一部を申し述べます。全国の小中学校で給食の外部委託

が増える傾向にあることが、文部科学省が実施した2012年度の学校給食実施状況等

調査で分かった。調理施設を備える公立小中でも調理の外部委託は約36パーセント

に上り、２年前より約５ポイント増えた。同省は、経費削減や効率化を目的に外部

委託が進んでいると分析する。 

 そこで、何が言いたいかと申しますと、選挙結果は最も重要であることに異論は

ありませんが、世論調査にあらわれた民意と大きくかけ離れた町政も、またあって

はならないところであります。町長や教育長の都合のいい政策であってはならない

ところでございます。民意を大切にされる町長で、教育長であってほしいところで

ございます。このことを強く望みます。 

 それでは、本題の質問に入ります。 

 教育長は、常に安心・安全な学校給食に努めると言われております。しかし、現

実はどうでしょうか。日野中学校・桜谷小学校・必佐小学校・单比都佐小学校の給

食調理室は、食品搬入口や幼稚園への給食搬出口周辺を、ほこりが立たないように

舗装をされていますが、日野小学校と西大路小学校は未舗装であります。特に、西

大路小学校は、食品納入車両等出入り口が、綿向山からの吹きおろしの風、岳おろ

しをまともに受ける東側に面しております。また、北側は、１メートル高台に体育

館の駐車場があり、ともにくぼ地だらけであり、土ぼこりが舞っております。この

現場を見に行くたびに、穴が大きくなってきております。食品納入車両等、出入り

口へ通じるところは水たまりであり、車で通りたくないところであります。この前、

通りましたら、まだ、私、新車なんですけど、むちゃくちゃ汚れました。このよう

な状態で、食品衛生管理上、問題ないのでしょうか。 

 そこで、お伺いをいたします。 

 １つ目は、日野小学校と西大路小学校の給食調理室周辺の早急なる舗装を求め、

教育委員会のお考えをお伺いいたします。 

 この舗装は、西大路小学校、重森校長先生が最も望んでおられます。私は昨年ま

で学校給食のセンター民営方式を求めておりましたので、この現状を把握いたして

おりましたが、差し控えておったところでございます。桜谷小学校の給食調理室が

新たにでき上がりましたので、今後、他の小学校も自校方式となっていくと、こう

いうふうに思います。そこで、早急なる舗装を求めるものでございます。 

 ２つ目は、西大路小学校体育館駐車場の舗装を求めるものであります。 

 ３月３日に、今回の質問趣旨を岡教育次長にお伝えいたしました。その夜、岡次

長より、平成26年度当初予算に計上しているとお聞きをいたしました。３月５日の

議員全員協議会の席で、岡次長より、平成26年度主要施策の概要書の説明で、20ペ

ージに西大路小学校体育館前舗装580万円が記載されていることを確認いたしまし
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た。ありがとうございました。 

 西大路小学校体育館は、地の利がいいためか、学校体育施設開放事業の年間使用

日数ならびに使用人数ともに、日野小学校に次いで多いところであります。しかし、

給食調理室より１メートル高台に駐車場があり、未舗装のため、ほこりの発生源と

なっております。そこで、駐車場の舗装を求めたところであります。予算計上いた

だきましたので、４月の春休み期間中、新年度の給食開始前に駐車場の舗装を求め、

教育委員会のお考えをお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 西大路小学校の給食室前および体育館前の駐車場の舗装につ

きましては、今、おっしゃっていただきましたように、学校からの要望もございま

して、平成26年度において実施いたしたく予算をご提案申し上げておりますので、

よろしくお願い申し上げます。工事につきましては、可能な限り早く実施してまい

りたいと考えております。 

 なお、日野小学校の搬入口周辺の舗装につきましては、現時点では予算計上して

おりませんが、今後の改修などとあわせて実施していきたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、要望を１つ行わせていただきます。 

 できるだけ早いこと、私は春休み期間中と言いました。難しいと思います。どん

だけ遅くなっても夏休みの工事にはできるようにお願いをいたしておきたいなと、

こういうふうに思います。また、日野小学校の舗装面積は、西大路小学校のことを

思うと本当にごくわずかでありますので、これも、できるだけ、経費はそんなにか

かると思いません。ごくわずかの経費でできます。簡卖に見積もって50万円もかか

らへんと、こういうふうに思います。できるだけ早くお願いいたしまして、次の質

問に移ります。 

 続いて、通告書５つ目の質問を行わせていただきます。 

 ５つ目の質問は、通学区域柔軟化についてお伺いをいたします。 

 昨年の６月議会で、小学校通学区域柔軟化対忚モデル事業の成果と課題について

質問をいたしました。その中で、バスダイヤの改善を求めましたところ、町長の答

弁は、研究する必要はあるだろうと、このように思っていますでございました。ま

た、再問で、日野地区からの通学児童への遠距離通学補助を求めましたところ、教

育長の答弁は、「通学補助の条件に該当する場合はもちろん適忚させていただくわけ

でございますが、今後検討してまいりたいと考えております」でございました。日

を忘れましたが、昨年の確か10月か11月の朝の交通安全パトロール時に、日野地区

から通っておられる児童をお母さんが車で西大路小学校入り口まで送ってこられた
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とき、重森校長先生が私に「１年間を通しての送り迎えはなかなか大変なようです。

バス通学ができないものでしょうかね」と語られました。そこで私は「６月議会で

質問をいたしました。今、研究をしていただいております」とお答えいたしました。 

 平成25年度の日野地区からの通学児童は５名、実質は、住所を西大路地区内に残

したまま日野地区に住んでおられる通学児童が１名おられました。合計６名がこの

日野地区から西大路小学校へ通っておられます。この４月の平成26年度には、表面

上は１名増となり６名になりますが、実質は住所を西大路地区に残したまま日野地

区から通われる児童が３名となりまして合計９名になると、こういうふうに校長か

ら聞いております。この児童数は、西大路小学校全児童数の１割をゆうに超えると

ころでございます。 

 また、平成26年度の西大路幼稚園の新入園児は13名でございますが、このうち５

名は日野地区からの通園区域柔軟化対忚の対忚園児であると園長から聞いておりま

す。このことからしまして、平成27年度以降、ますます日野地区から西大路小学校

へ通われる児童が増えるものと思われます。 

 そこで、お伺いをいたします。 

 １つ目は、新しい年度を迎えるにあたりまして、バスダイヤ改善の研究をなされ

た結果をお伺いいたします。 

 ２つ目は、時間と行き先が定まっている通学でありますので、デマンドタクシー

の活用を考えられないものでしょうか、お伺いをいたします。 

 ３つ目は、小学校の遠距離通学補助は４キロメートル以上が基本で、桜谷小学校

の場合は、通学路の安全対策上、２キロメートル以上で認められている字もござい

ます。確か、地方交付税の基準財政需要額に、小学生の場合は４キロメートル以上

の通学距離があれば、この基準財政需要額に算定されるはずでございます。 

 そこで、新年度、平成26年度からの遠距離通学補助を求めるところでございます。

教育委員会での検討結果をお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 通学区域柔軟化に係る町営バスの運行のご質問をいただきまし

た。 

 現在、町営バスの運行は、５台のバスを最大限に活用して学童の登下校や高齢者

の通院および買い物などの交通手段として利用をいただいているところでございま

す。通学区域柔軟化対忚モデル事業による児童の通学に関しては、今年４月１日に

予定しております町営バス運行ダイヤの改正作業に際して、その可能性等について

も研究をいたしましたが、なかなか難しいと。例えば、平子・西明寺線のダイヤに

関して、松尾・村五から通学児童について学校への到着時刻を考慮したダイヤを組

むと仮定した場合、熊野・西明寺からの通学児童の乗車時間を現状よりかなり早め
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なければならないと結果となります。また、他の学区での柔軟化モデル事業による

通学児童への対忚など、現在の利用状況と全体の運行ダイヤ編成などの関係から、

柔軟化対忚モデル事業における通学児童に合わせての登下校のダイヤ編成は、現在

のところ、なかなか難しいと考えております。 

 次に、デマンドタクシーでございますが、現在、町営バスの乗り入れを行ってい

ない地区を補完する目的で運行し、集落の会所などから最寄りのバス停までの定ま

った路線について予約制により運行しております。 

 こうしたことから、柔軟化対忚モデル事業の通学児童の登下校に合わせた運行の

実施については、現状のデマンドタクシーの目的からは難しいと、このように考え

ておるところでございます。 

 ３点目の遠距離通学補助に関しましては、教育長から答弁させていただきます。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 遠距離通学の４キロメートル以下の場合の補助につきまして

でございますけれども、集団登校時におきまして、歩行者専用道路が未設置で道路

沿いに住宅のない国道および県道をおおむね２キロメートル通学している児童が公

共交通機関を利用する場合にあっては、その支払う費用の３分の１の額を補助する

としております。 

 通学区域柔軟化対忚モデル事業を活用されて西大路小学校を希望される予定の６

名につきましては、学校までの距離として４キロメートル以下の範囲から通学され

る村五から松尾地先の方々でございまして、低学年の児童もおられるところでござ

います。 

 また、西大路小学校以外にも通学区域柔軟化対忚モデル事業を利用されて通学さ

れる方もあることから、今後も、これらの状況を踏まえまして、登校のあり方ある

いは補助制度についても研究してまいりたいと考えております。 

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、再問を行わせていただきます。 

 １つ目、町長から回答をいただいたんですが、町営バスと私は一言も言ってない

んですけども。町営バスのみで考えておられるのではないのかなと、こういうふう

に思います。西大路小学校には、日野駅から近江バスも通っております。ちょうど

北畑口まではバス路線になっているところでございます。このバスのダイヤ改善の

研究をされたのか、その点についてお伺いをいたします。 

 ３つ目につきましては、先ほど申し上げましたとおり、平成26年度の西大路幼稚

園の新入園児は13名でございまして、このうち５名は日野地区から通園区域柔軟化

の対忚の園児であるというふうに聞いておるところでございまして、こんなことか

らいたしまして、平成27年度以降、ますます日野地区から西大路小学校へ通われる
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児童が増えるものと、こういうふうに私は思っております。 

 通学補助があれば、もっともっとこれが増えていく、こういうことになります。

増えてくると、日野小学校はまだまだ増築しなくても済むと、こういう形になって

くると思います。また、４キロメートル未満とこんなお考えのようでございますが、

私も、どこにお子さんが住んでおられるのか、そのところまでは聞くことはできま

せんし、聞く気もないので、松尾地区のアパートとしか聞いていないのですが、鎌

掛地区から日野小学校への距離よりも、その松尾から西大路小学校の距離の方が長

いように私は思うのですが、一度調査をしてほしいなと、こういうふうに思います。

この点については、教育委員会にお伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（高橋正一君） 蒲生議員から西大路小学校への柔軟化対忚の通学児童

のバス通学での可能性ということで再質問いただきました。 

 先ほど、町長の方から答弁いたしましたが、町営バスにつきましては、なかなか

ダイヤを組むのは難しいなという現状でございます。それから、西大路小学校への

通学モデル、通学者のみを考慮した場合には、いわゆる本町通り沿いから西大路小

学校というところには、近江鉄道の日八線という路線がございますので、現状のダ

イヤでも通学していただける時間帯があるというふうに思ってございますので、そ

の補助とは別にバス通学の時間帯はあるものと思っております。 

議長（杉浦和人君） 教育委員会、次長。 

教育次長（岡 常夫君） まず、距離のことでございますが、私も何回か車で走らせ

ていただきました。現在、日野小学校と西大路小学校の距離が３キロでございます。

そこから、このすぐに役場のある河原があり、松尾があるということで、一忚４キ

ロ未満ということで判断を今のところさせていただいているところでございます。

なお、西大路小学校のほかにも、必佐から单比都佐へ、また日野地区から单比都佐

の小学校、また日野地区から桜谷小学校にこのモデル事業を希望される方もありま

すので、一概に全ての方の対忚でバスをというのは難しいと思いますので、先ほど

教育長からありましたように、さまざまな要項の改正等は必要ではありますが、補

助の関係も含めて、今まだ、検討、研究を重ねているところでございますので、も

う尐し検討もさせていただきたいと、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） さらなる検討をしていただけると、こういうところでございま

す。よろしくお願い申し上げまして、次の質問に移ります。 

 続いて、通告書６つ目の質問、今議会の最後の平成26年度の最終となります私の

一般質問を行わせていただきます。 

 ６つ目の質問は、河川堆積砂利の浚渫についてでございます。これについてお伺
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いをいたします。 

 近年の西大路地区の行政懇談会要望事項に、西明寺と北畑と音羽から河川堆積砂

利の浚渫や魚道内土砂の除去が取り上げられております。また、音羽と仁本木から

軟弱な塗地質河床の洗掘対忚が取り上げられております。 

 昨年９月16日の台風18号豪雤により、砂利の堆積、魚道の損壊、塗地質河床の洗

掘が著しく進みました。そこで、昨年の12月５日に、音羽区長大杉恵一氏より藤澤

日野町長に、台風による河川堆積土の排除についての要望書を出されました。しか

し、残念ながら、町からの行政懇談会要望事項に対しましての進捗状況報告は昨年

度までと変わらず、いつまでたっても、「県に要望いたしましたが、今年度での対忚

は難しいです。引き続き県に要望いたします」でありました。 

 日野川は、音羽地先で日野川と西明寺川が１つの川に合流をいたしております。

蔵王からこの合流地点にかけての日野川は、昭和40年代前半に单側の山裾につけか

えられました。また、蔵王ダム建設工事の開始にあたり、昭和40年代後半に日野川

と西明寺川の合流地先から大五堰にかけての間の日野川の幅員が1.5倍ほどに広げ

られました。 

 私の小学校のころの音羽地先の日野川は、单側に豊富な砂地があり、今、テレビ

でも大相撲が映っておりますが、テレビに大相撲が映される時期には、当時は栃錦

や若乃花や朝潮や、そして房錦やといって、よくそこで相撲をいたしました。上流

に蔵王ダムや砂防施設が建設されたためであろうか、素人の私にはよく分かりませ

んが、現在は、ところどころ、ごくわずかな面積の砂地を残すのみとなりました。

砂地に変わりまして、砂利に覆われる河川となりました。毎年毎年、砂利の堆積が

進み、ところによっては、河床が１メートル程度高くなっております。 

 そこで、お伺いをいたします。 

 １つ目は、この砂利は川砂であり、利用価値があり、今日まで、堆積砂利の浚渫

として、10年余りごとに行われてまいりました。しかし、私が音羽区の代理者であ

りました平成14年度より行われておりません。二次災害を防ぐためにも、日野川・

西明寺川の砂利採取について早急なる対処を求めるところでございます。 

 ２つ目は、大五堰の魚道は損壊しており、役目を果たしておりません。逆に、役

目を果たすどころか、壊れたコンクリート片が大五堰下流の塗地質河床の洗掘の手

助けをいたしております。かつての大五堰は、アユを簡卖に捕らえられるところで

あり、子どものころの遊び場でありました。覚えているのですが、私の記憶にある

中では、現在の魚道のほかにあと２つの魚道を覚えております。今の魚道が私の知

る限りでは、３つ目の魚道でございます。西明寺川の魚道は、国の魚が上りやすい

川づくりモデル事業の一環で、平成11年度ごろから、上流の砂防堰堤に対してまで

設置をされました。しかしながら、つくりっぱなしで維持管理が全くなされており
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ませんので、土砂が詰まって魚が上れず、機能を果たしておりません。そこで、壊

れた魚道の修復と土砂の除去、維持管理と設置後の評価を求めるところでございま

す。 

 ３つ目は、大雤で一気に流れ出た土砂や壊れた堰のコンクリート片により、大五

堰下流から仁本木を過ぎ西大路３区地先にかけての軟弱な塗地質河床の洗掘が進ん

でおります。私が子どものころに遊んだ大五堰の堰下の塗地質河床から、河床が１

メートル近く洗掘されております。このままでは、二次災害が心配されます。二次

災害を防ぐためにも、早急な対処を求めるところでございます。以上、お伺いをい

たします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 蒲生議員から河川の堆積砂利の浚渫をはじめとして、河川管理

についてのご質問をいただきました。 

 日野町内でたくさん行政懇談会の要望がございまして、河川の堤防の改修、さら

には浚渫の要望、西大路地区だけでなく、それぞれの地域からたくさんな要望をい

ただいておりまして、その都度、河川管理者である県の東近江土木事務所に要望を

行っており、また、河川の護岸等の破損については、適時、建設計画課から土木事

務所に報告をし、現地確認を行っているところでございます。 

 特に、河川の堆積砂利の浚渫については、日野町内のたくさんのところで要望を

いただいております。そうした中で、小さな河川については、いわゆる河川愛護の

中で川ざらえ事業という形でやっていただいておりますが、大きな河川になります

と、そういうこともままならないということでございますので、土木事務所がしっ

かりと取り組んでいただくことが必要であると、こういうことで、私も直接土木事

務所長にも要望をいたしておるところでございます。 

 また、台風によりまして、河川の護岸等の損傷が今年度は大変多うございました。

まだブルーシートがかぶっているところがどこにもあるわけでありますが、こうし

たものについては、来年度、復旧に向けて土木事務所も懸命に復旧工事をやると、

このように聞いておるところでございます。 

 そうした中で、日野川の西明寺川との合流付近の砂利の堆積、および西明寺川の

魚道の土砂撤去でございます。こうした件についても、行政懇談会の中で要望いた

だいておりますが、県に要望した結果、平成26年度において浚渫を行うと、こうい

う回答をいただいておるところでございます。 

 次に、日野川の大五堰の破損した魚道施設についてでございますが、県に箇所を

確認していただきましたが、なかなか補修の時期までは明確にしていただくことが

できなかったわけでございます。引き続き、早い時期に補修をいただくように要望

をしてまいりたいと考えております。 
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 次に、仁本木から西大路付近の日野川での根固めブロックの流失と河床の洗掘の

件についてでございます。 

 現場を県に確認していただきましたが、もう尐し、当分の間、現状で観察をした

いという回答でございました。大変たくさんの要望を河川関係では県にしておるわ

けでございますが、それぞれの箇所を町の職員と県の職員に立ち会っていただいて

現場確認をしながら早期の実施に向けて要望しているところでございまして、引き

続き、そうした形で県に申してまいりたいと思っております。 

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、再問を行わせていただきます。 

 １つ目の堆積砂利の浚渫でございますが、この音羽地先にかけての西明寺川と日

野川の魚道の土砂の撤去、そして浚渫につきましては、平成26年度に実施していた

だけると、こういうご回答をいただきました。ありがとうございました。岸村課長

と長岡参事のご努力のたまものと、こういうふうに思います。ありがとうございま

した。できれば、今年の台風が来る前に、９月に大きな台風が毎年来るんですが、

この台風が来る前によろしくお願いをできればなと、かように思うところでござい

ます。 

 ２つ目の大五堰の破損した魚道の件でございます。これはどう見ても補修は無理

でございます。補修するなんて、これは無理なところでして、かつては無数のアユ

がここを遡上いたしておりました。日野川ダムができましてから、アユの遡上はも

う昔話と、こうなってしまっております。再建はもうできないというふうに思いま

すので、直すということは無理だと思いますので、新しくつくれないんやったら撤

去をしていただきたいと思います。撤去をしたら、下手で洗掘が尐しでもなくなる

のかな。コンクリート片がざっと流れていって、それが塗を削っているというふう

に私は判断をいたしておりますので、それならもう撤去をしていただきたいと思い

ますが、その点をお伺いいたしたいと思います。 

 ３つ目は、長いこと、もうずっと長年にわたって要望もされておるものでござい

ます。県のことでございますので町長さんに言うてもなかなか難しいのかなと、こ

ういうふうに思いますので、これらにつきましては県や国の方に何らかの方法でお

願いをしていかなならんのかと、こういうふうに思っております。その点につきま

して、そのときには建設計画課のご協力をよろしくお願いをいたしておきたいなと

かように思います。２つ目につきましてのみご回答をお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 蒲生議員さんの方から再質問をいただきました日野川

の大五堰の撤去でございますが、五堰として、水田の用水、昔は用水をとっていた

五堰かなというふうに思っております。それの関係もありますし、所有権の関係も
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ございますので、その辺を整理した中で、撤去するのであればどこが撤去するかと

いうこともございますので、その辺は、また一度、県の土木事務所と協議をした中

で、撤去ができるのか、今の施設を直すのかも含めて検討はしていきたいなという

ふうには思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） ２つ目以降、ちょっと急ぎました関係上、若干、時間配分で７

分余り残してしまいました。これにて、私の平成25年度の一般質問を終わることと

させていただきます。いつもながら長々とおつき合い、ありがとうございました。 

議長（杉浦和人君） ここで暫時休憩をいたします。再開は３時15分から再開いたし

ます。 

－休憩 １４時５５分－ 

－再開 １５時１４分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 休憩前に引き続き一般質問を許可いたします。 

 ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） それでは、通告に従いまして、２点お伺いをしたいと思います。 

 道路行政問題ということで、これ、何度もこの場において意見を述べさせてもら

っております。学校で言ったらもう復習みたいなことでございますので、余りかた

く考えていただかなくても結構と、このように思いますが、よろしくお願いしたい

と思います。 

 まず、道路行政でございますが、蒲生スマートインターチェンジが開通いたしま

して、毎日、この利用者が予想を上回る台数で利用されております。地域間の物流

また交流などが活発に行われ、経済・生活面において大変重要な起点と、このスマ

ートインターチェンジがなりました。一方で、平成20年には、新名神の開通、甲賀

市の商工業の発展は目覚ましい限りでもございます。工業団地も手狭になってきて

いるというようなことを甲賀市の議員さんより伺っております。 

 東近江市と日野、甲賀市を結ぶ重要な道路が土山蒲生近江八幡線でもございます。

平成８年10月に、旧の土山町と日野町鎌掛の両地区において改良期成同盟会が結成

されて以来、平成20年には、道路整備アクションプログラムに計画が組み込まれま

した。計画に上がったことにより順調に進むと思っておりましたが、５年後、再度

の見直しにより調査区間とまたなって、何かトーンダウンしているような感じでも

ございます。 

 私たち、清風会・無所属クラブの会員は、２月14日、大雪の中、中央省庁へ、近

隣市町との連携を図り交通アクセスの、線引きをしていただきたいとの旨を、全員、

私費において陳情、要請を行いました。今後の道路行政について速やかな実施をお
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伺いしたい、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町長の答弁を求めます。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） 道路行政についてのご質問でございます。町サイドも議会サイ

ドも地元サイドも一丸となって、特に主要地方道土山蒲生近江八幡線の整備につき

ましては取り組んでいるところでございます。滋賀県の道路整備アクションプログ

ラムで事業化検討路線として整備を進めることになっておりますが、平成22年度か

ら、鎌掛から甲賀市の頓宮までの区間でルート選定の答申が行われました。 

 今後も、集落で結成いただいております改良期成同盟会と連携をしながら、整備

ルートの選定が終わっている鎌掛頓宮間での基本設計および実施設計を進めていた

だけるよう要望活動を行いたいと思います。 

 今後の道路整備につきましては、国道・県道の整備は、平成24年度に作成されま

した滋賀県道路整備アクションプログラムに基づき計画的に整備ができるよう、し

っかりと県に要請をしていきたいと考えております。また、町道につきましては、

現在進めております町道西大路鎌掛線道路改良工事を計画的に進めていきたいと、

このように考えております。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） 国土交通省道路局長との面談をさせていただきまして、滋賀県

よりの道路計画が上がってこないというようなことでもありました。県においては、

余りにも各市町の道路計画を無視したようなやり方ではないかなと、このようにも

思っています。我々、県でも、工事費が高くつく、また予算も薄いということは十

分知っておりますが、余りにも、ちょっと、20年来のこの要望活動もなかなか見て

もらえないのではないかなと、このようにも思っております。 

 ２月19日には、東近江市議会産業建設常任委員会と日野町産業建設常任委員会と

合同で道路アクセスについて懇談会を行わせていただきました。近隣市町との連携

したこの道路網整備が必要ではないかなと、このように思うわけでございます。や

はり、これは、首長、藤澤町長、甲賀市長、東近江市長がタッグを組んでいただき

まして、道路整備を強力に県の方へ推し進めていただきたいなと、このように思っ

ておりますが、いかがか、お答えを願いたいと、このように思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 当然、近隣の市町との協力のもとで進めていくということは、

大変大事なことでございます。特に、土山蒲生近江八幡線につきましては、期成同

盟会、鎌掛地区、頓宮地区をはじめとして大変頑張っていただいておりますが、い

つも、その期成同盟会に甲賀市長も私も出席をさせていただいているところでござ

いまして、また名神名阪連絡道路の期成同盟会にも参加をさせていただいておりま
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す。さらには、国道307号線の協議会にも参加をさせていただいておりますので、近

隣の市町、とりわけ、甲賀市、東近江市との連携は職員レベルでもまた首長レベル

でも連携を図りながら進めてまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） 先ほども蒲生議員さんがこの雪のことでそれぞれ申されており

ました。私も２月14日の大雪の後、17日は田村神社の祭礼でございました。そのと

きに土山線、峠の方はまだ大変多くの雪が残っており、私も参ろうと思ってその道

を通ったんですが、峠で３台の車がはまっておりまして、それを、ちょっと簡卖に

手ではどけられませんので、また牛舎まで帰って、機械を持っていって、この３台

の車をどけて通れるようにしたわけでございます。本当に狭い道で、大変難儀をし

ておるところでございます。 

 除雪対策も必要ですが、なかなかあんな細い道までは、県道であってもしてくれ

ませんので、帰りには除雪をしながらおりてきたというようなことでございました。

そんな状態でございますので、やはり一日も早くこの道を広くしていただきたいな

と、このように思うわけでございます。 

 また、一番はじめにアクションプログラムにのせていただいたときは、町長と私

と建設計画課長と県の方へ寄せていただいて、町長が机をたたいて課長に要望して

いただいた。ここでぱっとのせていただいたという経緯もございますので、やはり

首長さんがもうひとつかっと熱を入れて押し入っていただけたらな、このように思

いますので、要望としておきますので、ひとつよろしくお願いしたいと、このよう

に思います。 

 それでは、２点目に移らせていただきます。 

 スポーツ振興についてお願いしたいなと、このように思います。 

 ロシアのソチで行われました冬季オリンピックは終わりましたが、続いてパラリ

ンピックがただいま開催されております。連日、日本代表選手が本当に大きな活躍

をしていただきまして、日本中、感動と活気を我々いただいたところでもございま

す。伊藤選手も練習中にけがをされ、欠場を余儀なくされました。大変これは残念

な思いであります。今後のこの伊藤選手に期待をしたい、このように思うわけでご

ざいます。 

 2020年には東京でオリンピック・パラリンピックが開催されます。また、その数

年後には滋賀県において国体が開催される予定でございます。今回、ソチの大会で

は本当に若い選手が力量を発揮され、大活躍でございました。７年後のオリンピッ

ク・パラリンピックに向けて中高生のスポーツ振興を図ってもらいたいなと、この

ように思います。伊藤選手に続けという若者が続々と日野町から出てきてほしいな

と、このように期待をしたいところでもございます。 
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 ２月24日、日野中学校の方へ清風会ならびに無所属クラブの議員たちが視察を行

い、聞き取り調査を行いました。部活動も、専門の指導者が尐なく、クラブ活動も

衰退しているようでもあります。私の子どもが十数年前にお世話になったころの日

野中学校は、水泳、また、バレーボール、サッカーなどは、本当に県下でも最強の

チームを持っておりました。熱血な先生の指導がありました。選手の能力を向上さ

せるのも、やはり指導者でもあり、スポーツの向上にもなると思います。選手育成

にも、やはりよい指導者を入れていただいて力を入れていただきたいなと、このよ

うに思います。また、体に障がいを持っておられます障がい者の方のスポーツをど

のように考えておられるんかなと、このように思いますので、この点もお伺いした

いと思います。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） スポーツの振興について、西澤議員さんからご質問をいただ

きました。 

 議員さんご指摘のように、私もオリンピックやパラリンピック、また滋賀国体で

今の子どもたちや若者が活躍してくれることを願っているところでございます。 

 本年度に行いました運動能力調査の結果によりますと、町から調査に参加した日

野町内の２つの幼稚園は、県平均を大きく上回っておりまして、外遊びと運動能力

には相関関係が認められたとの考察が示されております。一方で、小学生の運動能

力の状況は、県全体におきましても全国平均を下回り、小学生の体力向上への取り

組みが求められているところでございます。 

 来年度からは、県全体で10分間体力向上運動が計画されておりまして、日野町で

は、西大路小学校を研究校としまして、授業と授業の業間を使いまして、体力向上

に向けた具体的な取り組みを実施することとしております。４月以降、研究校での

成果をほかの小学校や中学校へも発信し、全町的な動きへと高めていけるよう働き

かけをしていきたいと考えております。 

 次に、中高生のスポーツ振興を考える上で、中学校における部活動の指導は極め

て重要な役割を果たすものと考えております。現在、日野中学校では、個人とチー

ムの目標を持ち主体的に活動すること、規律、挨拶、思いやりなどの社会生活の基

本となる人間性を身につけること、何事に対しても最後まで取り組むことで粘り強

い精神力を養うこと、苦労を分かち合い喜び合える場面とすること、部活動と学習

の両立を図り時間を有効に使うことなどを目標に、現在のところ、14の部活動のう

ち11のスポーツ系の部活動に分かれて、教員が分担して複数の顧問体制で、健全で

有意義な活動となるよう取り組んでいるところでございます。 

 今後も、教員の指導力の向上に努めるとともに、ビーチボールクラブのように、

地域の方に忚援いただいたり、また、レスリングクラブのように、日野高校レスリ
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ング部の先生にご指導いただいたりしており、さらに地域との連携を図っていくこ

とを模索していく必要もあると考えております。 

 ３点目の障がい者スポーツにつきましては、日野町身体障害者更正会の皆さんが、

滋賀県障がい者スポーツ大会のアーチェリーや陸上、卓球、ボーリングに参加され

ております。また、手をつなぐ育成会本人部会ではサッカー部の活動もされており

ます。障がい者に対する理解を深めることで、障がいのある方も参加できる大会が

増えればと考えております。 

 学校の方では、特別支援学級の子どもたちも、それぞれの特性や能力を生かして、

できるだけ参加できる取り組みをしているところでございます。今、ソチでのパラ

リンピックでも、日本選手も活躍しておられます。オリンピックも含めまして、多

くの人、そして子どもや若者が夢や希望を持ってスポーツを楽しみ、努力できるよ

う、学校でも、社会教育でも、地域でも取り組んでいければと考えているところで

ございます。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） 中学、高校生で文武二刀流、スポーツもええ、頭もええという

のはなかなか難しいものでございまして、私の下の子もバレーボールをやっており

まして、二刀流はいきませんでしたけど、頭が悪くて、体だけは結構よかって、バ

レーボールで何とか上の方の学校まではやらせてもらったんでございます。日本の

バレーボールの代表選手でもある福澤君、あの子らと一緒の連れでございまして、

ただ背が５センチほど足りなかっただけで、あっこまではなれなんだということで

ございました。 

 そのようなことで、中学生の子ら、これから伸びていかれる子どもらは、こうい

うように、スポーツで鍛え、自分らの青春のはけ口もやはりスポーツではかせても

らうと、はけ口がスポーツの方ではけていって心身ともに健康になっていくのでは

ないかなと、このように思うわけでございます。指導者は、学校の先生も、勉強だ

けではなしにスポーツもできる先生方を寄せていただいて、昔はこの日野中学とい

うのは本当にスポーツの盛んなところで、日野中学というと県下でもやはり強いな

というようなところでございましたので、再度、このように立て直していただけれ

ばありがたいなと、このように思うわけでございます。 

 また、この体の不自由な方、障がいの方にも、このようにスポーツ振興していた

だけるということは、本当にありがたいことでございます。10月にあるスポーツ天

国の日にも、こういうような障がいを持っておられる方も同じように、スポーツ天

国の、あの大谷の公園で一緒にゲームやスポーツを楽しんでいただければよいのに

なと、このように思うわけではございますが、そこら辺の点をひとつお願いしたい

な。できる方がおられるか分かりませんが、そういう方も一緒にスポーツを楽しめ
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るような場をとってもらえたらよいのになと、このように思うわけでございますが、

そこら辺の点をお伺いしたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（福永 豊君） 西澤議員の方から、スポーツ振興につきまして再質問

をいただいたところでございます。全般的に全てのスポーツを町として力を入れて

いくべきなんやないかというようなご質問かなというふうに思っています。 

 ご承知のように、生涯スポーツの推進につきましては、総合計画の中でも、競技

スポーツの振興とともに、スポーツに親しむ社会体育の充実ということで目標を挙

げてございます。先ほど申し上げましたように、障がいのある人、そうでない人の

隔たりなく、町内の誰でもが楽しく、スポーツや体力づくり、その３つの課で横断

事業をしておりますが、健康づくり、そんなものも含めまして、できる限りスポー

ツの振興が図れる、障がい者の方でも参加いただけるような工夫をさらに深めてい

きたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） 藤澤町長は、スポーツと頭と文武二刀流のような方でございま

す。このような方が多く出ていただくというのは、やはり日野の自慢するところで

もございますので、勉学とスポーツというのは本当に大変なことではございますが、

小さいときから積んでいく、勉学もですし、スポーツもでございます。小さいとき

から積んでいくのが常道な道だと思いますので、行政の方もひとつよろしく考えて

いただきたいなと、このように思うわけでございます。大変なことではございます

が、よろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 次に、10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） それでは、通告に従いまして、一般質問を分割でお願いいたし

ます。 

 今回も社会保障制度でありますけれども、前回も社会保障制度で、生活保護につ

いてでありましたけれども、この社会保障制度は大変なことになっている状況でご

ざいますので、お尋ねしていきたいなと思っております。 

 社会保障制度改革推進法が、2012年８月から、社会保障制度改革国民会議（2013

年８月）を経て、医療や介護分野で健康の自己責任が追及されるとした社会保障改

革プログラム法が、昨年12月５日の夜、参議院で強行採決されました。 

 この社会保障制度改革の基本的な考え方として、日本の社会保障制度は、自助、

共助、公助の組み合わせに留意して形成すべきであるとしております。これは、本

来の社会保障の基本的な原理原則から大きく逸脱しているのではないかと思うわけ

であります。社会保障を、助け合いの仕組みに変質させ、その責任を国民に押しつ

けるものであります。昨年８月に、国民会議の報告書が提出され、自助・自立を強
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調するプログラム法では、病院等の統合・縮小を狙い、例えば、病床全体で将来202

万床必要であるにもかかわらず、43万床を削減し159万床にするとしております。ま

た、一般の病床においても107万床今あるわけでありますけれども、本来必要とされ

る129万床においても103万床にするということであります。また、入院日数につい

ても大幅に短縮し、これからは入院から在宅へとしております。この法律の医療関

係の内容やスケジュール等についてお尋ねいたします。 

 まずはじめに、医師についてでありますが、総合的な診療能力を有する医師を養

成し、総合診療医を位置づけるとしておりますが、この総合診療医についてどのよ

うなものかお尋ねいたします。 

 また、先ほど言いました入院から在宅へは、病院から地域完結型へとされており

ますけれども、自治体としての対策はどのようにされるのかお伺いいたします。 

 今回、前期高齢者といいますか、70歳から74歳までの負担額はどうなっていくの

か。また、後期高齢者医療において総報酬制とはどういうことなのか。医療保険制

度の都道府県卖位の今後の動向はどうなっていくのか。また、高額療養費の負担割

合ではどのようになるのか。７番につきましては、国民会議のいろんな場で出てお

りましたけれども、ふだん健康診断を受けていない人はペナルティーをかけ、保険

の適用外とされるのか。また、大病院などへの受診は紹介状なしでは受けられない

のか、お尋ねいたします。今では、いつでもどこでも受けられる診療であります。

８番に、消費税増税は社会保障にと大きくうたわれたところでありますけれども、

ことごとくだまされ、大企業には減税をし、世界で一番企業が活動しやすい国にす

るとし、庶民が必要とする医療や介護には給付の大削減であり、負担は大幅増とな

っております。これらの行動はＴＰＰ参加の関連性が極めて高いと思うのでござい

ます。改めて、ＴＰＰが医療に及ぼす影響についてお伺いいたします。 

 前述をいたしましたこの改革法は、国民の自助・自立・家族相互・国民相互の助

け合いを支援していくとしておりますが、社会保障の原理原則理念、憲法から大き

く逸脱しているのでございます。この見解について町長のお考えをお聞きしたいと

思います。 

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

 町長。 

町長（藤澤直広君） 社会保障改革制度について、東議員から９点にわたりご質問を

いただいたところでございます。 

 まず１点目の総合診療医についてでございますが、厚生労働省では、小児科専門

医、精神科専門医などの基本領域に加え、総合診療医を加えるとしております。高

齢者の増加に伴い、生活習慣病などの慢性疾患を１人の患者が幾つも抱えている場

合が増加しています。患者の判断で適切な専門医を受診することが困難な場合も多
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く、地域医療においては、家族構成や地域の特色、仕事などの情報も踏まえて、患

者を全体的に診ることが総合診療医の必要とされるところでございます。 

 次に、２点目の、病院から地域完結型への自治体の対策についてでございますが、

高齢化社会を迎え、入院できる医療機関が縮小され、今後、さらに在宅での療養生

活が中心となると考えられます。医師をはじめ訪問看護師、ヘルパー、ケアマネー

ジャーなどのマンパワーにも限りがあり、関係職種が連携することでスムーズなケ

アに結びつけることが必要であります。 

 日野町では、平成25年２月に、町の医療・介護・福祉の関係機関やかかわる人た

ちが連携し、安心できる地域医療や保健体制をつくるために、関係機関が情報の共

有を図り、会員相互の連携を強めることを目的に「わたむきねっと」を発足し、活

動を進めていただいております。この活動が在宅療養を安心して続けられる体制の

整備に貢献できればと思っております。 

 次に、70歳から74歳の高齢者の自己負担についてでございます。 

 現役並みの所得がある人を除き、これまでは２割負担と定められていますが、特

例措置により１割に凍結されてきました。しかし、平成26年度からは、新たに70歳

になる人、具体的には、昭和19年４月２日以降に生まれた人については、誕生日の

翌月から２割負担になります。 

 また、昭和19年４月１日以前に生まれた方は、経過措置により、引き続き１割負

担に据え置かれます。なお、こうした中、滋賀県では、高齢者に対する医療費助成

制度について、２月10日の自治創造会議の議論を踏まえ、65歳から69歳までの低所

得老人およびひとり暮らし高齢寡婦の福祉医療制度を、65歳になられる方から一部

負担金を２割としますが、新たな制度として、70歳から74歳までの方について１割

負担に拡充する滋賀県独自の制度として改正されることになりました。これに伴い

日野町の条例改正が必要となりますことから、本定例会中にも追加提案をさせてい

ただきたく思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 次に、後期高齢者医療総報酬制のご質問でございますが、後期高齢者医療制度は、

平成20年度に創設をされました。本人負担を除く医療費は、公費約５割、被保険者

の保険料約１割、残りの４割を後期高齢者支援金として他の保険者が負担します。

後期高齢者支援金の負担方式は、３分の２が加入者割で、３分の１が総報酬割とな

っています。医療費の約４割に当たるこの後期高齢者支援金を総報酬割にしようと

するものであります。この総報酬割の算定は、被保険者の年間収入に忚じて計算さ

れるものでございます。 

 次に、国民健康保険の都道府県卖位の広域化についてでございますが、平成24年

４月に、国民健康保険制度の安定的な運営を確保するため、国民健康保険の財政基

盤強化策を恒久化するとともに、財政運営の都道府県化の推進などを盛り込んだ改
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正法が施行されました。その後、社会保障制度国民会議でも議論され、昨年の８月

には、平成29年度までに国民健康保険の都道府県化を図ることを盛り込んだ社会保

障制度国民会議報告書が提出をされました。 

 社会保障改革プログラム法案では、平成29年の実施とし、関連法案を平成27年通

常国会に提出を目指すとされております。 

 また、国民健康保険の運営に関する業務については、財政運営をはじめとして、

都道府県が担うことを基本としつつ、保険料の賦課徴収や保健事業は市町村が担う

など、役割分担を行うこととされています。 

 現在、国保の構造的な問題を解決するための協議がされており、今後も、国や県

の動向を注視してまいりたいと考えております。 

 次に、高額療養費の負担割合についてでございますが、高額な医療費がかかった

人の自己負担額を低く抑える高額療養費制度のうち、70歳以上の方については、負

担額の変更はございません。70歳未満の方に適用する部分については、現在、所得

区分を３段階として負担限度額が設定されておりますが、これを平成27年１月から

５段階に細分化し、負担能力に忚じて、よりきめ細かな対忚ができるよう変更をさ

れることとなります。所得区分や具体的な自己負担金の計算方法などの詳細につい

ては、今後、広報などでお知らせをしてまいりたいと考えております。 

 次に、健診を受けていない人の保険の適用についてのご質問ですが、個人的なペ

ナルティーはございません。平成20年度から、保険者の責任において実施する特定

健診については、将来的な医療費の縮減のために、全ての保険者が特定保健指導も

含めて取り組むことになっております。 

 平成25年度から、医療保険者が支払う後期高齢者支援金は、この取り組み状況や

実績に忚じて加算・減算されることとなっております。 

 また、大病院などへの受診については、医療機関間の役割分担を図るため、一般

的な外来受診はかかりつけ医に相談する体制普及のため、現在も紹介状がないと初

診料や再診料が選定療養費となっております。これを、平成26年度から28年度で、

紹介状のない患者が大病院を受診した際の定額自己負担を求めるものでございます。 

 次に、ＴＰＰが医療に及ぼす影響についてですが、日本の医療制度は、自己負担

が３割程度で済む保険診療であります。しかし、米国は、公的保険が使えない自由

診療の拡大を狙い、日本に対して医療サービスの市場開放を要求しているところで

あります。自由診療が広がると、医療費や薬の価格が上昇し、低所得者の受診が厳

しくなるのではないかと思っております。医療サービス市場が自由化され、営利目

的の病院が増えると、もうからないという理由で救急や産婦人科、小児科といった

分野が切り捨てられることにより、医療に大きな影響が出るのではと考えられてお

ります。 
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 最後に、改革法に対する見解でございますが、日本国憲法第25条第１項では、国

民の権利として、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障しております。

また、第２項では、国が社会福祉や社会保障、公衆衛生の向上増進に努めるとされ

ておりますことから、国の国民生活に対する責任は明らかであります。国が国とし

て責任を果たす中で、誰もが安心して生活し続けられるために市町も努力をしなけ

ればならないと考えております。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 再質問をさせていただきたいと思いますけれども。 

 １番の総合診療医でありますけれども、確かに、地域住民の健康な暮らしの実現

のためには、総合的に診ていただく医師が必要でありますけれども、この総合診療

医を育成していこうと思うと、もう大学の病院から全部変えてこんならんでしょう

し、そういう学びから変えてこんならんと思いますし、なかなか何年もかかかるの

ではないかなと思っておりますけれども。そんな中で、どのように現在ではとって

いったらええのか、かかりつけ医がそのように変わっていくのかどうかは分かりま

せんが、もしその点が分かればお知らせ願えればなと思います。そんな中でも、政

府は、看護職員とか医師以外の医療職員は増やそうとしておりますけれども、医師

については、何かの本で見ますと、１万人圧縮する計画であります。そういう総合

診療医を設置してもらっても、この田舎に来てもらえるのかなという思いがありま

すので、私の思いとしては、このゲートキーパー的な役割かなと思ったりもいたし

ますけれども、今、言いました、自分でかかりつけ医を見つけて、それをできれば

総合診療医のようにされるのか、そこら辺、もし分かればお願いしたいなと思いま

す。 

 ２番目でありますけれども、今言いましたように、ただでさえ看護師や福祉士、

また介護士が不足する中で、医療に携わっていただく職員や関係職種が不足すれば、

こういう地方で、まして、この本当に小さい自治体でそういうことが望めるのかな

というふうに思いますけれども。滋賀県においても、身近なところに病院があると

いう調査では、全国では44位なんですね。滋賀県でも全国からすると下から３番目

なんです。これだけ低い状況であって、また、何か総合診療医に診療所を任せると

いうようなことも書かれておったんですけども、県内の在宅支援診療所数において

も、県は5.6ですけども、全国平均は10.1なんですわ。県がこれだけ尐ないようにこ

の間言われておりましたし、県民意識調査においても、自宅で療養が可能かどうか

では、実現可能が８パーセントしかないというようにアンケート調査からされてお

ります。 

 このように、県でも医療体制が困難とされるのに、町での地域支援事業が本当に

整備できるのか疑問であります。特に、ケア会議など、しっかりした提言をまとめ
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て、そうしたものを県とか、提言をまとめながらの運動も不可欠だと思うんですけ

れども、このことについてもどういうふうにやっていくのかお考えがあったらお聞

きしたいなと思います。 

 ３番目の、70歳から74歳は県制度で改正されるということで、非常にありがたい

ことだなとは思っております。今後においてもこれが継続されることを祈るばかり

でございます。 

 ４番目でありますけれども、健保関係で、これは22年度ごろかとは思うんですけ

ども、３分の１が総報酬制度であったと思っております。今回からは、総報酬、先

ほど回答していただきました年額ということで、これは当然ではないのかなと思っ

たりもいたします。これで大体公平なのかどうなんでしょうかね、そこら辺も、も

し分かればお願いしたいなと思います。 

 それから、５番目ですけども、本当に、何といいますか、各市町でもいつも言っ

ておりますけど、余りにも高過ぎる国民健康保険税であります。やはり、国庫負担

を増やさなければ、これは下げられないと思うわけであります。ずっと以前は四十

何％が国庫補助でありましたし、つい最近までは、34パーセント、今は32パーセン

トで、２パーセントが基金の方からということでございますけれども、その中で県

一本にするということでありますけれども、当町の国保税は、この間、ちょっと調

査してもらったんですけども、県下では、１人当たりも、１世帯当たりもちょうど

真ん中なんですね。栗東市が一番高いのであって、日野町のこんな田舎で、高いと

ころに合わせていただいたら、収入が本当に尐ないのに、こんなところに合わせて

もらったらどうなのかなという思いでございますので、27年度か何かに国でされる

ということでございますけれども、県で、やはり、もう尐し段階的なものができな

いものかな。課長が参加しておられるのかどうかわかりませんけども、何段階かに

してもらって、そういうことができないものかなと、どういう状況か、あるいは、

また後期高齢者のそういうこともありますけども、そういうことを伝えていただき

たいなと思います。 

 ８番として、日本の介護保険は世界の宝でもございます。これは、本当に守り抜

かなければならないなということで、また、この件に関してもＴＰＰには断固反対

していきたいし。やはり、一番大きなんは薬ではないのかなというふうに思ってお

ります。 

 といいますのは、アメリカも、今の、１つ、例には出たんですけども、武田薬品

でも、新薬創出加算というのがあるわけです。それが120パーセントぐらいかけてい

るということで、非常に高い。アメリカが要求しているのは、そういう加算を日本

では15年というようになっていますけども、恒久化せえとか、また上限の加算率の

廃止をせえとか、そういう要求もしているらしいです。そんなことでありますので、
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薬剤費が非常に高くつくのではないかなと。誰やしかかれないということでもあり

ます。 

 もう１つは、社会保障制度プログラム法案でありますけれども、これ、本当に、

我々の知らんうちに、知らんと言うとおかしいですけども、12月の国会の中でいろ

んなことが卖独で可決されていきました。それを見ていますと、この社会保障の改

革法案では、今言われましたように、僕、憲法違反ではないのかなという思いがご

ざいます。そんな中で、先々こういうことをやられると、憲法みたい、あってもど

うなんやなと思ったりもするわけでございます。私たち、やっぱり、弱い者は憲法

に守られて生活していかなければなりませんし、そういうことでございますので、

自民党の憲法改革草案でも、24条、25条も変えられております。こういうことが通

ってくれば、これ、どうなんかなという思いがいたしております。それについては、

町長、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） 総合診療医の件についてでございますけれども、いろんな

資料を見ておりますと、議員おっしゃっていただくように、育成に係る費用とかも

期間とかも大変ということも載っております。けれども、総合診療医という中には、

先ほども説明させていただいたんですけれども、地域の方々が現在かかっておられ

るかかりつけ医の日野町などのお医者さんなどは、そういう部分も含めた診療もし

ていただいているのかなと思います。地域に密着していただいていますので、ご家

族の関係ですとか、今までの既往歴ですとか、そういうことも全部把握していただ

いていますので、それからもっと専門的な病院にかからなくてはいけないときには、

そういう紹介もしていただいているのではないかなと思いますので、国の方として、

そういう専門的にそこを勉強するというお医者さんだけではなくて、総合的に診て

いくという医療も進めていかなくてはならないということに気がついていただいた

ということはいいことではないのかなというふうに思っています。けれども、医療

の現場で医師が不足しているというのも現状ですし、２番目のことにもなるんです

けれども、医療関係者が連携することで地域でいろいろ完結するようにという国や

県からのいろんな指示も出ておりますけれども、日野町のような小さな状況の中で

世界資源というのにも限りがございますので、先ほども言いましたけれども、医療

関係者の方も、そういうところに危機を感じて連携する体制をつくっていかなくて

はならないというふうに思っていてくださいますので、そういう組織も立ち上げて

ございますけれども、それにしましても、やっぱり、町だけではなしに、圏域です

とか、県ですとか、また、もうちょっと範囲を超えた大きなところで、そういう医

療の体制というのは充実させていかないとならないのではないかというふうに考え

ています。 
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 それから、ＴＰＰに関することでございますけれども、おっしゃっていただきま

すように、いろいろ、お金を、高額な負担さえすれば充実した医療が受けられると

いうことに関しましては、やはり、保険や福祉の担当をしております課としまして

は、そうでない状況の方というのもたくさんおいでになります。日本の国民皆保険

制度というのがそういう方たちの部分も支えているということを、もう一度しっか

りと確認しまして、その上で、皆さんに医療の充実ですとか、福祉の充実ができる

ような仕事ができればなと思っております。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（川東昭男君） 東議員さんの再質問にお答えさせていただきます。 

 １つ目の４番でございますが、後期高齢者医療に係ります後期高齢者支援金の全

面報酬制の問題でございます。これについて、この総報酬制は公平かというような

ご質問でございました。 

 現在、今、町長が説明を申し上げましたように、国保、医療費につきましては、

公費が５割、被保険者の保険料が１割、残りの４割を後期高齢者支援ということで、

他の医療保険から支援がなされているところでございます。その３分の１が総報酬

制でございまして、残りは加入者割で支援をされているという制度でございます。 

 この加入者割でいいますと、収入等の格差の是正など、負担の公平性の観点から、

中小企業が多く加入する協会けんぽに対して、国がその一部を補助しています。こ

れを総報酬割に全面導入しますと、約2,300億円が、国庫補助金が余ってくるという

ことでございまして、これにつきましては、総報酬割が公平であるという観点で、

今まで補助してきたその金額を国保に充てていこうというような社会保障改革プロ

グラムで成立のときに議論がなされ、今後、その法改正に基づいて、それが焦点に

なっているというのが現状でございます。 

 また、先ほど、５番のところで、国保の都道府県化の件でございますけれども、

これにつきましては、国の動きと同時に、県下におきましても、滋賀県市町国保広

域化に関する取り組みということで、この間、議論がなされてきました。その中で、

ご質問の国保税の関係につきましては、都道府県化のことによる課題ということで、

県卖位の統一は難しいという課題が提案されております。その課題の内容は、急激

な保険料増となる被保険者が発生し住民の理解を得る必要があるということ、それ

から、法定外繰り入れを実施している市町の保険料は急激な影響を受けると、また、

収納間格差や、統一されると収納率の向上の問題も出てくるということもありまし

て、そういった課題について一定の検討がなされ、報告書が25年３月に出ていると

ころでございます。引き続き、広域化に関する議論は県内の国保の関係者の中で進

められているということでございます。 

議長（杉浦和人君） 町長。 
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町長（藤澤直広君） 現在のこうした医療や社会保障制度の進む状況の中で、このま

まで大丈夫なのかと、こういうようなご質問だと思います。ＴＰＰの話も東議員さ

れたわけでありますが、ＴＰＰにつきましては、現在、行き詰まっておる。どうい

う意味で行き詰まるというかは別にして、現在、暗礁に乗り上げていると、こうい

うふうに言われておりまして、４月下旪にオバマ大統領が、日本なり、韓国なり、

中国なり、アジアに来るときに、日米合意をするために突っ走るのではないかとい

うことが心配をされているわけであります。 

 ＴＰＰ自体が基本的には市場競争万能主義、とにかく金がもうかるかどうかが基

準であると、それを邪魔するものは取っ払えというのがＴＰＰの大原則であります。

だから、今、そうした市場原理だけでこの社会はやっていくのかということが大き

な問題になっていると。特に、いわゆる開発途上国という言葉が妥当かどうかは別

にして、アジアの諸国からも、例えば、薬ができたときに、いつまでも高い率で特

許が続けられれば貧しい人たちに薬が行き渡らないということになるわけでありま

して、こういうところも大変心配をされています。 

 また、株式会社が病院経営に乗り出すようなことなども含めて自由ということに

なれば、当然、金がある人はすばらしい医療を受けられるかもしれないけれども、

金がない人は受けられないということであります。株式会社は金をもうけることが

目的で運営をされているわけでありますが、医療の部分まで金もうけによって命が

左右されるということがあってはならない、こういうことで、特にアメリカ社会な

どを見てこられた方からすると、日本の国民皆保険制度は本当に宝であるというふ

うに言われているのはそこのところなのではないかなと、このように思います。そ

ういう意味では、何でもかんでも市場競争原理に委ねれば全て社会がうまくいくの

かということから、そうではないだろうと。やはり、私たちがなぜ政府をつくって

いるのか、競争すれば必ず勝つ人と負ける人が出てくる、負ける人も含めてハンデ

ィキャップのある人も含めて社会を構成していく中で全ての人が幸せになって暮ら

す社会をつくる、そのためにこそ我々は政府をつくっているのではないかと、この

ように思います。だからこそ、日本国憲法の中の25条に健康で文化的な最低限度の

生活を営む権利を保障しているということになるのではないかと。そういう意味で

は、今、まさに憲法の根本であります平和主義ですとか、基本的人権、さらには国

民主権、こういう日本国憲法の理念をしっかりと国や自治体が、全ての条項の実践

に向けて努力をすることが求められているというふうに思っています。あわせて、

国の成り立ちとかかわっては、いわゆる三権分立という原則がございます。立法を

つかさどる国会、司法をつかさどる裁判所、そして行政をつかさどる内閣、これが

それぞれ牽制し合って目指す文化国家をつくるということであります。 

 最近、大変問題になっておるのは、内閣が憲法の解釈を勝手に変えていいのかと、
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こういう議論があるわけでありますけれども、やはり、こうした国家の国のありよ

うの近代国家としてあるためには、こうした立法・司法・行政がお互いにチェック

機能を果たす、そういうことこそが大切なのではないかなというふうに思っており

ますし、あわせて戦後の民主主義社会、さらには国際社会に日本が復帰してきた原

則を大事にしながら取り組んでいくことが必要であると、そして国民生活の中では

憲法25条をはじめとした基本的人権が尊重される、そのために努力をしなければな

らないと思っております。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 先ほど、総報酬制の中から国民健康保険においても統一化は難

しいということで言われたわけでございますけれども、確かに、そういうふうにい

ろんな段階で保険料を決めていただければ本当にありがたいんですけども、先ほど、

この2,300億円を国保に流入すると言われましたけれども、今の国庫補助を削減する

というような、そういうような状況は何も入ってないんですか。そこら辺をひとつ

お願いしたいと思いますし。確かに、町長言われた三権分立、今、本当に問われて

いる立憲主義もございます。本当に、いつもそういうことに耳を傾けながら頑張っ

ていかなければならないかなと思っております。国は、それをよいことに国庫補助

の今している三十何パーセントか何かを取っ払うんやないかなという思いもあるん

ですけども、そこら辺のことが何か入っておればお伝え願いたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（川東昭男君） 再々質問でございますが、国で議論されている内容でござ

いますので、私の方から答えるとかいうことではなくて、情報提供をさせていただ

くというようなことでお願いしたいと思います。後期高齢者医療の総報酬制につき

ましては、後期高齢者医療そのものは総報酬制で守られると、しかしその総報酬制

によって浮いた金を国保に投入しようということでございまして、これは、昨年８

月の社会保障改革国民会議におきましては、国保の財政上の構造的な問題を解決す

るということで、国保の穴埋めをということでされております。また、プログラム

法案につきましては、国保の赤字補塡が今後の焦点となると、このようにされてお

ります。さらに、全国知事会等においては、国保の構造上の問題が解決しないと国

保の都道府県化はできないよと言っていたんですけれども、その措置を講ずれば持

ってもいいよというような情勢の中に今現在あるということでございます。 

 それから、それとは別に県で検討しておりますのは、もし急になったときに困る

ので、各市町が寄っていろんな研究をしようというような内容の中に、国保の税の

問題が統一するということについては非常に課題も多いなと。しかし、統一される

方がいいなと。そういう中で、段階的にしていくのか、いろんな問題についてもっ

ともっと深めていかないとだめだなと、研究を引き続きしているということでご理
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解をいただければありがたいと、このように思います。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） そうした状況を何かの形で逐一お知らせ願えればと思っており

ます。それでは、次の農業問題に行きたいと思います。 

 水田活用でございますけれども、前回も質問させていただきましたが、今回、水

田活用について、新たに飼料用米への誘導がされ、米をつくるということで、農家

としても着手しやすいため、取り組まれると思っております。当町での飼料用米の

対忚はどのようにされるのかお伺いいたします。 

 その中で、品種でありますが、多収性専用品種あるいは種子の確保などできるの

かどうか、また、取引先や販路、流通経費、作付面積の上限などどの程度なのか伺

いしたいと思いますし、そんな中でも、やはり生産過程において農業機械や乾燥調

整施設、保管施設など生産体制はどのようになっていくのかお伺いしたいと思いま

す。 

 また、主食用米との異品種混入など懸念されるのでありますけれども、ある程度

団地化的に作付されればと思うわけでありますけれども、各集落の状況はどうなっ

ているのかお伺いしたいと思います。 

 もう１つは、何といいますか、気に食わない農地中間管理機構ができたわけであ

りますけれども、その管理機構の、県はできていないのかわかりませんが、狙いと

か、当町ではどのようにしていくのか、当町での役割、あるいは農業委員会の話も

いろんな議員から出ておりましたけれども、今後、農業委員会を廃止するというよ

うなこともうわさには聞いておりますけれども、農業委員会の役割というのは本当

に大事なところでもありますし、今後どうなっていくのか、役割等についてもお尋

ねしたいと思いますし、ＪＡもいろんなことも言われておりますけれども、やはり

ＪＡの役割なども大切ではないのかなというふうに思っておりますし、そうした中

で全体的な流れはどうなっていくのかということもお尋ねしたいと思います。 

 また、こうした水田活用については、人・農地プランは必ず必要なのか、法人化

もしていかなければならないのか、当町での集落の状況はどうなのかお尋ねをいた

します。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） まず１点目の水田活用についてでございますが、飼料用米の作

付品種については、多収性の専用品種で取り組む場合は、翌年度以降の主食用米へ

の異品種混入の懸念が払拭できないことから、町やＪＡで構成する日野町農業再生

協議会では、主食用品種で取り組みを考えております。つまり、専用品種ではなく、

主食用品種で取り組みを考えているというところでございます。 

 現在の取引先と販売実績については、日野町内の５件の実需者への販売実績は115
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トン、県外の１件への販売実績は14トンとなっております。今後の取り組み方策に

ついては、全国レベルでのマッチング活動が進められようとしており、調査の取り

組みが始められたところです。 

 また、ＪＡグリーン近江では、26年産米から、加工用米、飼料用米、米粉用米、

備蓄米の非主食用米を水田活用米穀として一括して取り扱い、水田活用米穀の全体

の中から品目別の需要に忚じて供給量を調整する取り組みが進められております。

現行の水田面積を維持することができると考えております。 

 なお、専用品種の農業機械や乾燥調整施設、保管施設など生産体制は整備されて

いないのが現状でございます。 

 次に、農地中間管理機構についてでございますが、都道府県段階において設立さ

れ、農地集積バンクの役割を果たすことになります。また、一部の事務を各市町村

に業務委託されることになります。 

 農業委員会は、市町村の行政委員会として農地に関する業務を行っており、各種

農地情報を把握しているため、農業委員会およびＪＡについても、今日までの実績

を生かし業務調整が行われる必要があると考えております。 

 中間管理機構の全体的な流れは、定期的に農地の借受希望者の募集を行い、認定

農業者や新規参入希望者を含めて、借受希望者の希望内容を的確に把握しておくこ

ととなります。そして、機構に貸し付けようとする農地が出てきた時点で、県知事

の認可を受けて作成した貸付先決定ルールに従って借受希望者と協議を行い、貸付

先を決定することになりますが、具体的な事務等は、今後、県から市町等へ調整が

行われる予定でございます。 

 また、プランの作成地区で経営改善を目指す中心経営体の方には農業用機械等の

導入を支援する制度等があることから、今後もプランの作成を支援していきたいと

考えております。 

 なお、プランは、現在、３集落で作成済みで、４集落が作成に向けて取り組みを

いただいているところです。 

 また、法人化については、現在、３集落が法人化され、４月上旪には１集落がさ

らに法人化される予定となっているところであります。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） いわゆる多収性用の専用品種ではなく、現在もこれを、主食用

にもできる品種を選ばれると思うのでございますけれども。そうした中で、日野町

では、販売とか需要はそれだけあるわけですか、そこら辺もお聞きしたいと思いま

す。 

 農業はまだ決まってないということでありますけれども、日野町においては、お

かげさんで、そんなたくさんとらんでも、そこら辺でよいというような人が多いで
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すので、普通の品種でええのかなというように思いますが。その飼料用米について

は、それぐらいかなと思います。 

 ただ、この中間管理機構、これ、答弁を見ておりますと、一部の事務を町に移管

する、この一部、全面的に、どういうふうに解釈したらええのか知りませんけども、

一部の事務を各市町村に業務委託されると。これ、一部ということはどういうこと

なのか。本来なら、これは、農業委員会で農地集積の、先ほどちょっと見せており

ました、そういう集積の18条なんですけども、農業委員会だけでこんなんおさまる

わけであります。日野町の農業委員会で決定したら、そのまま早いのであって、こ

んなもん、中間管理機構まで何も上げんでもええのではないのかなというふうに思

うわけでございますけれども、本当に、これ、中間管理機構、もっと、やはり、市

町村の農業委員会、市町村のどこが管理するか分かりませんけども、役場なり、そ

ういうところでもっと強い権限が出せればなと思っておりますけれども、それにつ

いてもしお考えがありましたら、お答え願いたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（高岡良三君） 東議員さんの方から再質問をいただきました。 

 まず、最初の米の方のお話でございますが、既に私ども、今、春の農談会の方に

全町的にＪＡさんとともに回らせていただいてございます。その中で、既にもう26

年産米の申し込みにつきましては、今も、加工用米また飼料用米、米粉用米、政府

備蓄米、それぞれの部分を合わせて、水田活用米穀ということで、作付面積の申し

込みの中に、もうこういうふうな項目になってございますので、このようなパンフ

レットがございますが、全てのもの４つを１つの水田活用米穀というふうな名目に

しながら、その中で均衡がとれるようにしていこうということでございますので、

販売についてでございますが、その分については確保できるということになってご

ざいます。 

 次の中間管理機構の話でございますが、一部を委託するというふうなことになっ

てございますが、中間管理機構そのものが、今日まで、ＪＡさんまた、農業委員会

の方でやってこられた農地の集積という部分がそちらの方に基本的に移る、いわゆ

る、農地中間管理機構というのは、都道府県に１つ設置しまして、そこがそういう

事務的なものの取りまとめをするということになってございます。 

 ただ、その部分について、目的というのが、農地の有効利用の継続や農業経営の

効率化を進める担い手への農地の集積・集約化を進めるため今の管理機構を設立し

たということですので、より大きく土地を集めて担い手の方々また企業の方にやっ

ていただこうという目的でされたということでございますので、いわゆる離農され

るところには補助金も出していこうというふうなところになってございます。 

 例えば、地域に対する支援ということで、集落で、今の人・農地プランとしまし
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て、その中でいけば、卖当たり２万円から３万6,000円、また個人で出していく方等

があれば、0.5ヘクタール以下で30万、２ヘクタールを超えると70万というふうな制

度がございますが。ただ、これ、今、機構の方が滋賀県に１つ、各府県に１つでご

ざいますので、滋賀県がこの中間管理機構の県バージョンというのをどのようにす

るかというのはまだ確定はしてございませんし、今、まだ担当者の中での協議が進

められているところでございます。 

 １つは、その中で、農業委員さん等の関係でございますが、機構に関する市町村

の役割というのと、機構に関する農業委員会の役割というのがございますが、町は

一生懸命、人・農地プランの作成をそれぞれ自治会の方にしなさいということと、

あと、今まで築き上げてられてきた農業委員会の方にとっては、実績等であります

ので、業務に協力する必要がありますというふうなことで、個々に今やられている

ようなことは、今までと同等なことがされるやに聞いておりますが、まだそこも確

実ではございませんので何とも言えない状況でございます。状況的に、現況はそう

いうようなところでございます。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） やはり、この中間管理機構、何か怪しげな部分がいっぱいある

のかなということを思わないでもないんですが。農地を集積して、本当の農地の担

い手に渡さればええんですけども、今言われた企業にするということになってくる

と、やはり、もう一度戻してもらって、それを農業委員会なり町がきちっと精査し

ていくと、それでないと、これはもう、向こうが勝手に買いに来られたので売りま

したと、こんなことではえらいことになるので、そこら辺、話はまだ出てないかも

わかりませんけども、十分注意していただいて意見を述べていってもらいたいなと

思っております。 

議長（杉浦和人君） 次に、13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、一般質問を行いたいと思います。 

 今、特に、国政の問題については、アベノミクスによる国民への不安とか、批判、

そういったものが大いに高まっております。そういう中で、憲法とか原発、ＴＰＰ

の問題、社会保障の問題など、どれをとってみましても無視できない大きな問題が

今、起こっているわけでありますけれども、それを当然質問しなければなりません

けれども、今ほども質問がありましたので、私は、今回、とりわけ地域問題だけに

限った差し迫った問題について質問させていただきたいと、このように思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

 そのまず第１は、日野菜の漬物加工場の問題についてであります。 

 既にご承知のとおり、日野町の特産物であります日野菜の振興について、多くの

住民、さらには町議会におきましても数々の議論がなされてきたわけであります。
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とりわけ、住民要求に忚えるべく、平成18年には、日野菜を何としても振興させよ

うという、そういった意気込みで、町と農協、商工会、日野菜生産部会、さらには

日野菜原種生産組合が連携して日野菜再生プロジェクト委員会が発足し、新たな付

加価値をつける振興策の協議がスタートしたわけであります。 

 日野菜の振興は、卖に原産地である鎌掛地区だけのものではなくて、今日では全

町的な課題となってきていることは、そういった意味では大変ありがたいことでも

あるわけであります。展望を与えると言っても私は過言ではないと思うわけであり

ます。日野菜の付加価値を高め振興を図る立場から、私は、特に先の12月の議会に

おいて、鎌掛地区に建設されている日野菜集荷場ならびに漬物加工場の老朽化に伴

い建てかえ問題を取り上げ、地域活性化のためにも積極的な姿勢を町へただしまし

た。町当局は、そのとき、集出荷加工場は23年経過して老朽化してきており、農協

や関係者との協議を行い整備を進めていきたいと、前向きな整備の方向を答弁され、

私も含め心強く歓迎しているわけであります。そのかいがあってか、加工場に設置

されております冷蔵庫の新たな設置購入費の補助金予算三百数十万円がこの新年度

予算に組み込まれていることは喜ばしいことでもあるわけであります。私は、先の

12月の議会で老朽化した漬物加工場の建てかえを求めましたけれども、どの地域で

建設を求めることまではただしませんでした。いわば総論的な質問を行ったわけで

あります。今回は、逆にその部分で各論的な部分を若干申し上げたいと思います。 

 日野町の原産地であり、既に集出荷漬物加工場として稼働しております鎌掛地区

に、その建てかえ建設を求めるものであります。なぜならば、地域活性化にとって

も欠かせないからであります。私どもの鎌掛地区におきましては、閉鎖となった旧

農協跡地を地縁団体の自治体として購入いたしました。自治会の事務所と地域住民

が集える集会所的機能を兼ね備えたかやの会館をはじめ気軽に日用品の買い物がで

きる「ショップかやの」の自治会での運営など、尐子高齢化が進む中において活力

を取り戻すために、人々との交流に力を入れているところでもあります。その上、

日野菜の出荷加工場がこの地域に建てかえ建設してもらえれば、日野菜生産にもよ

り力が入り、地域の労働・雇用の面からも息づくものと思っているわけであります。

また、当地域は、シャクナゲとか藤の寺など観光と自然に恵まれたところでもあり

ます。よく観光に訪れる人々から、また町民から「日野菜漬けはここにないのです

か」と問い合わせがあるなど、誰しも日野菜生産と漬物の拠点だと見ておられるこ

とは、私たちにとっては大変喜ばしいことでもあります。そういった生産加工販売

の拠点としても適しているのではないでしょうか。当然、農協の力は借りなければ

なりません。そのためにも、町行政として地域のまちづくりを忚援する姿勢を貫い

ていただくためにも、当地区にその建てかえ建設を改めて求めるものでありますけ

れども、ご意見を伺いたいと、このように思います。 
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議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君の質問に対する町長の答弁を求めます。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） 日野菜の集荷場・漬物加工場はＪＡグリーン近江により運営さ

れておりまして、これまで町内からの日野菜の集荷・加工施設として役割を果たし

てきております。日野菜の生産は、鎌掛地区をはじめとする生産者、またＪＡや各

方面の関係者のご尽力もあって、その生産拡大に成果も上げていただいております。

今後も、需要に忚じた生産拡大を図ることが必要であり、将来的な生産量の増大に

対忚するためにも、新たな集荷・加工施設の整備について検討を進めていく必要が

あると考えております。 

 この集荷・加工施設の整備につきましては、将来的に見込まれる生産や期待でき

る需要、また兼ね備える機能などを見据えた中で施設整備が行われることが必要と

思っております。場所につきましては、集荷販売を手がけております農協において

基本的には考えられるものと思いますが、当然、関係者の意見も聞き、最適地を選

考されるものと考えております。町としても関心を持って対忚してまいりたいと考

えております。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） そこで、何点かお伺いしたいと思います。 

 １つは、結果的に何やかんやと言いながら、主体的にやられるのは、農協がどう

なるか、どのように姿勢を正すかということにかかってきているわけであります。

そういった意味で、農協さんが、今、中期経営計画なんかも発表されていると思い

ますけれども、その日野菜加工場の建てかえ問題についてどのように姿勢をとられ

ているか、町行政でつかんでおられることがありましたらぜひ聞かせていただきた

いということを思うわけでありますけども、その点、まずよろしくお願いしたいと

思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（高岡良三君） ただいまの對中議員さんの再質問でございますが、ＪＡさ

んの方とは、この間といいますか、３月のくしくも４日の日に、日野菜の加工の関

係等で会議をさせていただきました。その中でのことではございますが、日野菜の

原産というのは鎌掛・長野地区というのは揺るぎないものであるということも、そ

れぞれ確認をいたしましたし、現在ある集荷場の位置づけというのも考えていかな

ければならない動きにあるということと、次の集荷また加工施設の考え方等も協議

をいたしました。私どもとあと経営役員と東の支店長も含めて会議をさせていただ

きました。それとあわせて、昨年12月には、ＪＡの本店の方に参りまして、中期経

営計画の中でどのように取り組みをしていただけるかということで協議もさせてい

ただいたところでございます。私どもは、あくまで、ＪＡとまた日野菜の部会等も
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ございますし、今日まで築き上げてこられた鎌掛の地区の皆さん方との関係もござ

いますので、主体的にやっていただくのはやはりＪＡでないんかなというふうには

考えておりますので、ＪＡと行政とまた日野菜を生産される地域の方々それぞれの

すみ分けをしていくのが大事かなというふうに考えてございます。 

 ただ、１つには、ＪＡの方の考え方として、今、對中議員さんが申されました、

旧のＪＡの跡地、もう既に解体もされて鎌掛自治会の方で購入されたところがかな

りの面積があると、そこでという思いは私どもも理解はできるわけでございますが、

ＪＡとしての考え方というのはそこまでになっていないかなというふうな思いをし

てございます。ただ、今、町長が申しましたとおり、場所等は基本的にはやはりＪ

Ａさんの方で考えていただくというのが、私ども、本意かなというふうに考えてお

りますので、そこら辺の内容的なものにはまだもう尐し時間がかかるかなというふ

うに思っております。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） 大体分かりました。具体的にどうなるかというところまでなか

なか出にくいような感じもせんでもないわけですけれども。私は、特に、今回、こ

れを述べたのは、できれば、加工場、集荷場、日野菜を集めるところ、同時に加工・

漬物するところ、これをぜひ一体のものとして捉まえていただきたいということを

考えるわけです。なぜこれを、卖なる施設をつくってくれということを言うかとい

うと、これは、地域の活性化、村おこしのためにもどこかの地域でそれをやるんだ

という日野の姿勢を出していただくためにも、その支援をお願いしたいという、そ

ういう立場から私は質問させてもらっているわけであります。 

 先日、３月７日に松阪市の湯の花自治会というところで、これは松阪の駅から30

分ぐらい車で山の中に地区があるわけですけれども、190人ぐらいしかおられません

けれども、当時は1,000人ほどおられたが、もう190人。そこで、地域活性化をやろ

うということで、買い物難民とか、金融難民、老人難民、さらに村おこしをやろう

ということでＪＡの施設の跡地を村で購入し簡易郵便局を自治会でやっているとか、

老人の難民では、旧小学校を使って介護予防施設を行っているとか、それから、村

おこしでは、旧役場を一部借用しながらお食事どころをして村おこしを行っている

という、そういうことで、私が特に感じたのは、人との交流、労働の確保が結果的

に地域で息づいているというのか、高齢者率は65パーセントと言われております。

びっくりするほどでありますけれども、そういう中でも生き残ろうとして頑張って

おられるという、例えばの例として見に行ったわけでありますけれども、鎌掛はそ

こまで行っておりませんし、もっと条件的にはいいわけでありますけれども、そう

いう鎌掛地域の自然環境も含めて、それから原産地も含めて条件が整っている中で

やろうという、地域でも、ここを村おこしの拠点にするんだとか、そういう姿勢が
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行政にもやっぱり大いに欲しいし、そういう忚援を求めたいという意味で、私は今

回提案しているわけであります。そこまでの踏み込んだ話ができるんでしたら結構

でありますけれども、そういう姿勢を最後まで貫いて、行政として農協とのタイア

ップもぜひお願いしたいと思います。その点についてご意見を伺いたいということ

と、同時に、これは私たちの部分でありますけれども、地元としては農協との話も

当然詰めなければならないということも考えておりますし、そういうことを前提と

しながら、町の行政の姿勢を、最後、一言お伺いしたいと、このように思います。 

議長（杉浦和人君） ここで、議事の都合上、会議時間を延長いたします。 

 農林課長。 

農林課長（高岡良三君） 對中議員さんの再々質問でございます。先ほど述べました

とおり、ＪＡの方と協議をいたした中においても、日野菜の原産というのは、鎌掛・

長野地区ということの部分については、確認というか、位置づけというのはきっち

りしておりますし、あわせて、現在ある集荷場そのものも位置づけというのが大変

重要なものだというふうには考えてございますし。当然、そこに、今、働いていた

だいている方々がおられるわけですので、そこの雇用のことも十分考えなければな

らないという立場で、今、ＪＡの方と協議をしているというところでございます。

よって、今、すみ分けと言いましたが、確かに、今の日野菜の部会も40名を超える

数の人がおられるわけですが、やはり、大半の方は、今、鎌掛の方で頑張っていた

だいているわけでございますので、重きに考えながらそのことの調整に入っていき

たいというふうに考えてございます。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） 私たち地元としても、農協とのお話もさせていただき、さらに

行政懇談会としても、地元からの話し合いも行政とさせていただきたいと、このよ

うに思いますので、またよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、最後になりますけれども、日野幼稚園鎌掛分園について、一言質問さ

せていただきたいと思います。 

 尐子化傾向が押し寄せてくる社会状況のもとで、鎌掛小学校は、100年以上に及ぶ

長い学校歴史に終止符を打ち、平成13年、今から13年前に日野小学校へと統合した

わけであります。また、子どもたちの声が地域からなくならないために、平成10年

度、今から16年前に鎌掛分園として３歳児保育が実施され、今日に至っております。 

 この３歳児保育は、日野町で初めての試みでありました。県下でも早い取り組み

の１つでもあったわけであります。当時は保護者のニーズにも合致したものであり

まして、３歳児では20名、４歳・５歳児も20名近くの園児となり、ともに日野小学

校へと巣立っていったわけであります。当時もそうでありましたが、今も同じであ

りますけれども、鎌掛地区の園児は一桁台であります。大半が他の地区からの園児
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であったことも１つの特徴でもあったわけであります。小学校も統廃合し、その上

幼稚園までもなくなる危機を救済する試みでもあったわけであります。 

 しかし、年月がたつにつれまして、３歳児の20名定数に対してほぼそれに見合う

園児が通園していましたが、４歳・５歳児は二桁台を割り、一昨年あたりから、４

歳児がゼロとか、５歳児がゼロとかの状況が続いてきている状態にまで悪化してく

るようになったわけであります。その上、新年度においては、20名近く通園してく

れていた３歳児が、この新年度では12名に、さらに４歳・５歳児ともゼロ名になる

ところまで来てしまっているわけであります。 

 日野町内には６つの園が存在しております。一桁台のクラスあるいはゼロのクラ

スとなっている園が、鎌掛分園を含めて４園あるわけであります。しかし、鎌掛分

園は、より深刻と言わざるを得ないと思うのであります。その背景には、やはり女

性の社会進出が増え、保育所を希望される保護者が近年急激に増してきたためであ

ると思うものであります。日野町全体では、待機児童が増えるなど保育所ニーズが

高まっていることは現実問題であることは確かなことでもあります。とはいえ、幼

稚園希望が減尐しているかといえば、そうではなく、ほぼ横ばいの330名以上となっ

ており、どちらかといえば日野幼稚園に集中しているのが現状でもあるわけであり

ます。小規模園が立派に存在するための具体的な対策が今とりわけ大切なときでは

ないでしょうか。 

 そこで、鎌掛分園に対して、次の点について伺いたいと思います。 

 その１つは、新年度から、３歳児は今のところ12名、４歳児・５歳児はゼロクラ

スとなるわけでありますが、とりわけ心配することは、園児の成長にとって支障を

来すのではないかということであります。園児たちは、同学年だけでなくて、お兄

さんとか、お姉さんの異年齢児との園生活でのかかわりで大きく成長するものと思

っております。今、この平成25年度も月に１回ペースで他の園との交流がなされて

きております。そういったことで現在あるわけでありますけれども、この新年度か

らはどのようにその保障をなされるのか、その点を伺いたいと思うわけであります。 

 ２つ目には、３歳児のみの鎌掛分園となるわけでありますけれども、１つの独立

した園を構えており、運営しているわけであります。職員の事務所を空っぽにして

おくことはあってはならないと思います。現在おられます臨時用務員職員は別にし

て、クラス担当には複数の職員配置と、事務所には最低１人の保育職員、合計３名

は必要だと思いますけれども、その点を伺いたいと思います。 

 ３つには、日野幼稚園に集中する園児数を緩和し行き届いた保育を行うためにも、

また他の園でも行き届いた状況を築き上げるためにも、園児数の緩和を町独自で行

うべきではないでしょうか。 

 現在、国の幼稚園設置基準では35名以下と明記されております。それを、最低で
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も30名以下にすべきではないでしょうか。新年度では、日野幼稚園の園児数は、４・

５歳児では30名を割る傾向ではありますが、近い将来において定数の緩和は生きて

くるものと思います。以前、奥村教育長は定数の緩和についてはある意味では興味

を示された答弁をされたことを記憶しているわけでありますけれども、今もそれを

信じているわけであります。改めてそのことについて伺い、私の質問を終わります。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 鎌掛分園についてのご質問をいただきました。議員ご指摘の

ように、鎌掛分園の来年度の園児は３歳児12名のみとなりまして、１クラスの園と

なります。なお、昨年度は４歳児が、今年度は５歳児がいない状況でございました。 

 ３歳児だけですと、異年齢児、特に上級生の姿を見て育つといったことが難しく

なるため、これまでも、本園はもとより、他の園との交流、小規模４園交流等を頻

繁に行うなど、また小学校や地域の行事にも参加させていただくなど、集団として

の生活体験を積み重ねられるようにしてきたところでございます。 

 今後も、さらに小規模園としてのよさは生かしながら、行事のあり方等を工夫し

てまいりたいと考えております。また、園職員につきましては３名体制としたいと

考えております。 

 次に、定員でございますけれども、来年度の日野幼稚園の４・５歳児につきまし

ては、それぞれ２クラスずつではございますが、いずれも１クラス30名以下になる

予定でございまして、現時点では定数の見直し等は考えていないところであります。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） この、なかなか難しい、こちらも質問する方も難しいわけです

けれども。要は、今現在、今後の、この幼稚園、保育所のあり方を検討する委員会

が設けられており、また子ども・子育て支援計画、実質的には、何らかの１つの動

きが出るのが平成27年、あと１、２年と、こういうことをいろいろ言われておりま

すけれども、逆に言えば、私たち、今、この鎌掛問題を出したのは、たちまちの問

題解決のためのこととして出したわけであります。そういった意味でぜひ捉まえて

いただきたいと、このように思います。 

 そういった意味で、１つ目の他の園との交流というこの関係でありますけども、

異年齢との交流で成長・発展させるという、そういうところについては、ただ、交

流といっても、自分らの車に乗せて行けるわけではありませんし、福祉バスか何か

に乗るわけでありますけれども、なかなか、３歳児の子どもさん、うちの孫でも、

３歳児１人動かすのに時間がかかるわけで、こんなもん、十何人やったら、もうば

たばたしないといけない、毎日、それの繰り返しで、できるのかな、どうなんかな、

来てもらう方はよろしいけど、行く方は大変だと、こういうことにもなります。そ

ういうことも百も承知で交流をするんだということだと私は思いますけども。例え
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ば、運動会１つをとっても、鎌掛の幼稚園の運動会を絶えずずっと尐ない人数でも

やってきたわけで、このままいけば26年度はなくなるのではないかなという、そう

いう不安もあるわけでありますけれども、そういった工夫なんか、どのように、今

現時点でまだされていない部分があるかと思いますけども、もし、この交流との関

係、今、たちまち行われている運動会なんかはどうなるかという、もし分かりまし

たら、その点、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、２つ目の３名体制、これは大いにありがたいわけでありまして、当然、

これは、現在おられます臨時の用務員さんは別で３名というように私は解釈してお

りますけれども、それでいいのかどうか伺いたいと、このように思います。 

 ３番目の30名以下の問題であります。私は、質問を書いていたときに、20名ぐら

いが一番いいな、20名以下ということにしようかなと思いましたけれども、余り極

端なこともいけませんので、30ということにしたわけです。今現在、国の基準は35

です。これを町独自で緩和はできるわけです。国もやってはならんということは言

っておりませんし、できるわけであります。できるわけであって、それを35から尐

人数にするという、つまり、30にするのも20にするのも、尐人数化にするんだとい

う、行き届いた保育、幼稚園をするんだという、この変更することは、緩和するこ

とは、その姿勢のあらわれだと私は思うわけです。現時点で、たまたま来年は、こ

の日野小学校は30名以上になるクラスはないというわけであります。それは十分分

かっているわけでありますけれども。つまり、30名以上にならないからしないのだ

と、そういうようなことでなくて、30名以下の状況の中でも、基準は緩和で30名に

するんだという、どちらかといえば、そういう教育の姿勢をあらわしてもらう、そ

ういう意味で私は言っているわけであります。現実では大丈夫でということでは済

まされない問題だということを思います。そういったことについて再度ご意見を伺

いたいし、同時に、この検討委員会また子育て支援計画、この中で定数の緩和につ

いての議論は当然すべきだと私は思うわけでありますけども、そういったこともこ

の中に入れてもらえるのかどうか、その点だけをお伺いしたいと、このように思い

ます。 

議長（杉浦和人君） 教育委員会、教育次長。 

教育次長（岡 常夫君） 再質問で何点か頂戴をいたしました。 

 鎌掛分園が３歳児のみの園となることで、ほかの園との交流等をさせてもらうと

いう思いでございますが、方法等につきましてはまだもっと詰めていく必要がある

と思いますが、これまでの交流の方法のほかにも、これまでもされたこともあるん

ですけれども、例えば、日野幼稚園の４歳児の子どもさんに、朝から鎌掛の方まで

ご自宅から送ってもらうという方法でバス等での送迎の部分のご不安が解消できる

のではないかなということも、今後も検討しながら進めていきたいということで思
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います。 

 運動会等のあり方でございますが、既に25年度の運動会からスポーツ交流の集い

のような形でされてきております。26年度につきましては、３歳児のみであります

ので、生活発表会的なものになるのか、本園との合同になるのかは、今後、４月以

降、園の方針等を協議される中で一定の方向を示してもらえるのではないかなとい

うことで考えております。 

 それから、３名体制の関係でございますが、用務員さんを含んでということで、

今のところ考えております。担任１名と支援をしてもらう先生１名、そして用務員

さんということの３名体制でいきたいなと考えております。それから、定数の関係

でございますが、実際、おっしゃっていただくように、35名の基準のところを、尐

人数指導といいますか、それも必要な部分もあるかということも考えております。

そのようなこともありまして預かり保育の定員については30名としてきた経過もご

ざいますので、今後の議論の中で定数の部分を考えることも必要かなと思いますが、

ただ、それによって、鎌掛分園の方で４歳児、５歳児の２クラス分を持つというこ

とになると、部屋数が、今、２部屋になりましたので、これまでは旧鎌掛小学校の

１部屋を借用しておりましたが、消防法の関係で今年度切り離しました関係で、２

部屋と遊戯室ということになります。そうなりますと、例えば、５名以下で、それ

ぞれ４歳、５歳がおられた場合は、合同保育等のことも視野に入れる必要もありま

すので、慎重に議論を重ねる必要があるかなということで考えております。 

 なお、定数のあり方についてはさまざまな検討会の場で話を出すことは可能だと

思いますので、一度お話はさせてもらえたらなと思っております。なお、鎌掛の３

歳児につきましては、制度的に、始めるときに對中議員にも相当お世話になりまし

て、鎌掛で、日野町で初めて３歳児保育を行い、その後、順次、広げてきた経過も

ございますが、また鎌掛分園につきましては、その当時からモデル事業として実施

をしておりますので、現在も３歳児保育モデル事業の継続で行っているところでご

ざいます。そのことも含めて、今後、十分なる審議を新たな国の新制度に合わせて

全町的な流れの中で検討していく必要があろうかなと考えております。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） ちょっと要望も含めてお話ししておきたいと思います。運動会

の関係につきましても、生活発表会的な方法もいいのかなというふうな声もよく聞

いておりますので、そういったことも頭に入れておいていただきたいなと、このよ

うに考えます。 

 それから、この職員の３名の関係で、やはり私の３は思い違いでというのか、多

分そうだろうなと、こういうことを思いました。現実、これは大変ですねん。先生

を２名と用務員さん１人、実際大変やということが現実分かります。現場の声はそ
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ういう声ではないらしいですね。その点は覚悟して提案されたということを私は思

います。この点は、今後、やっぱり問題になるのかなということを思います。 

 それから、この30名の以下云々の問題につきましての、部屋数の関係もあります

けども、地域としても、建物云々のことについては、自治会としても、世論が盛り

上がらればほっとけないということにも向いていくのかなということも考えます。

そういった意味で、率直に教育委員会から地元にもお話をしてもらう場もいずれは

設けていかんとだめなのかなと思いますし、そういったことから何としてもよくな

るような方法に変えていけるように、ぜひ教育委員会の方も努力していただきたい、

このように思います。 

 これをもちまして、私の質問を終わります。ありがとうございます。 

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

 以上をもって本日の日程を終わります。 

 委員会審査および調査につきましては明14日午後２時から、および、17日午前９

時から予算特別委員会、18日には、午前９時から厚生常任委員会、午後２時から総

務常任委員会、19日には、午後２時から産業建設常任委員会、20日には、午前９時

から学校給食問題検討特別委員会、午後２時から企業誘致・幹線道路整備特別委員

会をそれぞれ開き、委員会の審査および調査をお願いいたします。各委員会の招集

につきましては、委員長の通知を省略いたしますので、あらかじめご了承をお願い

いたします。 

 ３月26日に本会議を開き、委員長報告を求めますので、定刻ご参集をお願いいた

します。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 一同起立。礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご苦労さまでございました。 

－散会 １７時０９分－ 


