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第１回日野町議会定例会会議録 

 

平成２６年３月２６日（第４日） 

開会 １３時４３分 

閉会 １７時１０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（１５名） 

 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  福 祉 課 長  壁 田  文 

 介 護 支 援 課 長  西 沢 雅 裕  農 林 課 長  高 岡 良 三 

 商 工 観 光 課 長  森 口 雄 司  建 設 計 画 課 長  岸 村 義 文 

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

 会 計 管 理 者  西 川 光 夫     

 

４．事務のため出席した者の職氏名（２名） 

 議 会 事 務 局 長  沢 田 友 男  総 務 課 主 査  山 添 史 郎 
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５．議事日程 

日程第 １ 議第６号から議第３１号まで（日野町附属機関設置条例の制定に

ついてほか２５件）および請願第１０号（地方教育行政への国や

首長の関与の強化に反対することに関する請願書）について 

〔委員長報告・質疑・討論・採決〕 

 〃  ２ 議第１３号平成２５年度日野町一般会計補正予算（第７号）に対

する付帯決議について 

 〃  ３ 議第３３号 日野町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の

制定について 

 〃  ４ 議第３４号 日野町老人福祉医療費助成条例の一部を改正する条

例の制定について 

 〃  ５ 議第３５号 日野町議会議員政治倫理条例の制定について 

 〃  ６ 議第３６号 日野町議会議員政治倫理条例施行規則の制定につい

て 

 〃  ７ 決議案第１号 地方教育行政の自主性の確保を求める意見書決議

について 

 〃  ８ 議員派遣について 

 〃  ９ 委員会の閉会中の継続調査について 
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会議の概要 

－開会 １３時４３分－ 

議長（杉浦和人君） 皆さん、こんにちは。全員ご起立をお願いいたします。 

 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。 

 なお、藤澤町長におかれましては、インフルエンザに感染され、自宅療養中のた

め、本日の会議は欠席届が議長宛てに提出されております。また、追加で提案され

る議案につきましては副町長が説明されることについて、先ほど議会運営委員会に

おいて承認されましたので、申し添えます。 

 本日の議事日程は、お手元へ印刷配付のとおりであります。 

 日程第１ 議第６号から議第31号まで（日野町附属機関設置条例の制定について

ほか25件）および請願第10号、地方教育行政への国や首長の関与の強化に反対する

ことに関する請願書についてを一括議題とし、各委員長より審査結果の報告を求め

ます。 

 総務常任委員会副委員長 １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） それでは、総務常任委員会の委員長報告を行います。 

 去る３月18日午後２時より、第２委員会室において総務常任委員会を開催。出席

者は委員８名と、執行側より藤澤町長をはじめ担当課職員の出席のもと、町長、議

長の挨拶を受け、本会議からの付託案件について審議に入りました。 

 まず、議第６号、日野町附属機関設置条例の制定について質疑に入りました。 

 委員より、たくさんの委員がありますが、地域振興政策参与とは。社会教育委員

と社会教育指導員の違いは。また、日野町モーテル類似施設規制審査会委員の説明

を求める。答弁として、地域振興政策参与は平成４年当時に設置した経過があり、

現在は設置されていません。また、モーテル類似施設規制審査会委員は、条例でモ

ーテルに類似した施設やホテルの建設に対して審議をいただくことになります。ま

た、社会教育委員は社会教育法に基づいて設置されている。社会教育指導員は現在

のところは設置されていません。 

 委員より、条例化は必要である。委員会の目的である調査・諮問を受けて、それ

を明文化することが必要では。必要がない委員は削る必要があるが、手続上ででき

ないのであれば仕方がないが。答弁として、附属機関は審議をいただくことが前提

となっています。条例に書かれていないことは、規則で記載すべきことは明記した

いと考えています。付則での他条例の改正については、根本的な改正はいかがなも
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のかとの意見もあり、簡単な文書整理にとどめさせていただきました。委員より、

参与の関係は以前からも議論があったので、整理は必要と考える。農業委員会では

建議ができる。必要なことを明記することは大切であると考える。 

 委員より、パチンコ店の建設で、学校に近いことで審議がされたと聞いているが。

答弁として、風俗営業法の関係で、学校や診療所との距離をはかって建設がされた

と聞いています。 

 委員より、日野町総合計画懇話会委員は以前から設置されていたと認識している

がどうか。答弁として、以前から設置してきた経過があります。これまでは設置要

綱に基づき設置してきたものを、今回、条例化することとして提案したものです。 

 次に、議第７号、日野町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について質疑に入りました。 

 委員より、日野町地区で草の根ハウスが建設されたときに、自治会や個人名義に

すると税金が課税されるため、日野町へ寄附することで減免となっている。現在は

地縁団体で財産を持つことができる。地縁団体に移行することを働きかけることも

必要では。答弁として、今回の条例改正の内容については、区長さんにＰＲしてい

く。ただ、それを受けて認可地縁団体がどう考えられるかは、自治会の思いもある

ことから、町に相談をいただく中で考えたい。できるだけお返しをさせていただき

たいと考えています。 

 議第８号、日野町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について質疑に入

りました。 

 委員より、火薬類の事務であるが、今まで町で許可の申請を受け付けていたもの

が、４月から東近江行政組合の事務となる。窓口は日野消防署になるのか。平成24・

25年度での許可件数は。答弁として、４月１日からの窓口は各消防署となります。

平成25年度は氏郷まつりと西桜谷地区の納涼祭、湖南サンライズ夏祭りの３件です。

申請手数料も同額となります。 

 委員より、地区運動会や町民運動会の花火は対象にならないのか。答弁として、

消費量に関係するため、花火の大きさと数量によって許可が必要です。 

 次に、議第９号、日野町使用料条例の一部を改正する条例の制定について質疑に

入りました。 

 委員より、冷暖房を使用した場合の20パーセント割り増しは、何らかの基準で決

まっているのか。答弁として、クーラーを使用すると電気代が加算されるため、そ

の増額分を見込んでいる。 

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

質疑に入りました。 

 委員より、社会教育委員はどのような活動をされているのか。社会教育委員には
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公民館長も交えてやっておられるのか。社会教育委員会において、一、二年前に公

民館の活動のあり方を審議し、提言を出され、それを各公民館の検討委員会で煮詰

めてくれという話があった。検討委員会の声を館長に渡し、反映してもらうという

経過があったと思うが、社会教育委員会が出された答申がどのように生かされてい

るのか。道半ばなのか。答弁として、社会教育委員には年度初めに１年間の方針を

決めていただいており、年度末には総括をしていただいている。また、状況に応じ

てその都度検討していただいている。館長は参画していませんが、館長会ではその

都度報告をしている。公民館のあり方検討会の答申について、公民館との間で十分

な成果までには至っていない。主事の地域雇用から主事を町職員化との意見もあり、

このことも含め今後検討をしていきます。 

 委員より、社会教育委員会にオブザーバーで館長を入れるべきでは。地域の活動

を把握されている館長が出席できるように検討いただきたい。今後の公民館のあり

方の問題で、主事の問題を言うより、地域で気軽に参加できる公民館の運営が大切。

主事は７地区で温度差がある。人の問題とは違うのでは。これは意見であり、回答

は要らない。 

 議第30号、日野町西山財産区会計予算について質疑に入りました。 

 委員より、工事をされているが、その内容は。答弁として、今年度は、共栄会に

貸し付けている内池の駐車場の倉庫の屋根の塗装工事と岡本団地の駐車場の鉄骨の

腐食を防ぐ工事で、基金から100万円を取り崩して執行しています。 

 委員より、今後どのように運営をするのか考えはあるか。町職員が事務を行って

いる。答弁として、今後の事務について心配をしているところですが、明確になっ

ていません。 

 委員より、松尾１・２・３区で山を持っているが、それは地縁団体となっている。

それがベストではないか。４集落で地縁団体が立ち上がればよいが、財産があるの

で難しいとは考えるが、意見としたい。 

 14時48分、質疑を終了し、討論もなく、採決に入りました。 

 議第６号ほか５件について、起立全員により、原案どおり可決すべきものと決し

ました。 

 次に、請願が出ておりましたので、町長閉会の挨拶の後、休憩に引き続き、教育

長、教育次長出席のもと、付託案件、請願第10号、国に対して「地方教育行政への

国や首長の関与の強化に反対することに関する請願書」の提出を求める請願につい

て、紹介議員の説明を求めました。 

 紹介議員の趣旨説明。 

 地方教育行政法の改定が通常国会に提出されようとしている。内容に問題がある

ので、やめていただきたいということを明確にした請願である。ポイントは、国が
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介入しないことを求めたい。教育長を首長の下に置くものであり、対等な立場では

なくなる。橋下大阪市長が進める体制であり、危惧している。教育委員会は独立性

があり、教育には中立性が求められる。下請機関にさせないために、本来の姿に戻

すためにも賛同をいただきたい。 

 委員より、教育長から意見をお願いしたい。教育長より、教育委員長宛てにも同

様の請願をいただいていますので、お話をいたします。現行制度はよいと考える。

新制度は教育委員長と教育長の職務をあわせたものを新教育長と呼ばれていますが、

平時はそのような思いでやっている。重要な案件については定例会で諮っています。

いろんな意見を聞かせていただいて判断することが大切であり、一人の首長の判断

より、よい決定ができると考えています。国が決めることであり、賛否をはっきり

言えません。 

 委員より、新教育長にする案をはっきりさせる必要がある。教育長は事務を執行

する、教育委員長は議会の議長の役割と考えるが、その違いは。教育次長より、使

い分けによく混同がある。教育長には執行機関の中での教育問題で判断をいただき

ます。大津市の事件では責任の曖昧さが指摘されました。教科書採択や教育方針の

決定などは教育委員会の合議制で行っています。 

 議長より、東委員が給食問題について、１つの選挙結果を見て判断が下っている

と発言されているが、この請願は首長が介入をしないとなっている。過去から見て

みると、安田 均教育委員長が今でも「我々のときはそのような方針ではなかった」

と言われる。請願書の後段に「首長がかわるたびに方針が変わると混乱を招く」と

あるが、今までの発言とは違うのではないか。 

 委員より、町長選挙では教育問題も公約に挙げる。当然のことと考える。それに

賛同されればそれでよいのではないか。 

 議長より、選挙公約で賛同が得られたら方針を変えてもよいのではないかという

ことだが、教育の一貫性という観点から教育次長の考えは。教育次長より、財政は

首長部局で、ソフト部分は教育長部局であると考えます。公約の部分では職員が言

える立場ではありませんが、教育委員会では合議制の中で議論をいただくことで事

業の進捗が図られていると考えます。 

 議長より、財政は首長部局となっているが、教育行政全般にわたって介入しては

いけないと考える。教育委員がかわられると再協議が始まるのか。教育次長より、

教育方針等は毎年議論をいただいています。議論を尊重し、教育長の指揮監督のも

とで事務等を執行しています。 

 議長より、安田教育委員長のときに学校給食について一定の施策を打ち出された

が、ある時期にどこかで変わっているから尋ねている。教育委員会の姿勢は一貫し

て今の状況と同じことだと説明していただいているのか。新しい方針は、議論して
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合意が得られると考えるが、関与の問題を聞いている。教育次長より、安田教育委

員長のときに給食の議論が行われて、事務執行に当たってきたと考えています。継

続された議論であり、時点修正と申しますか、時点に応じた議論が行われてきたも

のと考えております。 

 委員より、日野町の問題と国の制度が変わる問題は分けて考える必要がある。首

長の部下になる。首長が議論の場に参加することに問題があり、戦前の誤りを繰り

返すことになる。自校方式になったのは選挙で変わったと考える人もいるが、公約

はそれが全てではない。教育委員会は合議制であり、結果を見て介入と見るのはお

かしい。別の場で議論いただきたい。 

 議長より、橋下大阪市長と藤澤町長には先進性がある。請願の内容とはなじまな

い。請願はもっともであり、介入はだめだと考える。 

 委員より、行政と教育の仕事は違う。人間を育てることが教育であり、未来を託

せる子どものことを考えることが大切。教育委員会の独立性が守られないといけな

い。投資効果を求めるのではなく、子どもたちに残っていただけることが大切であ

る。 

 議長より、教育とは育むことであり、介入はだめだ。 

 委員より、請願に反対ではない。請願と町とは別と言われるが、本会議において

も教育長に対して町長の圧力がかかっていると見えてならない。現にそのような発

言もあった。給食問題において付帯決議を出してきた中で、教育長の意見が聞けな

かったのが残念である。首長の関与が大きいと思っているので、そのようなことが

あってはならないと思ったのが感想である。 

 委員より、首長が介入することはいけない。育てることが教育委員会の仕事であ

って、本来なら我々が出さなければならないような請願なので、賛同したい。 

 15時48分、討論を終了し、採決。全員起立にて採択され、地方教育行政の自主性

の確保を求める意見書については、議会閉会日に総務常任委員会より提出すること

に決し、15時54分、委員会を終了しました。 

 以上で総務常任委員会の委員長報告といたします。 

議長（杉浦和人君） 次に、産業建設常任委員長 ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） それでは、平成26年第１回定例会産業建設常任委員会の委員長

報告を行います。 

 去る３月19日午後１時58分より、第２委員会室において産業建設常任委員会を開

催いたしました。出席者は委員７名と杉浦議長、執行側より藤澤町長、平尾副町長

および関係職員の出席のもと、町長および議長の挨拶を受け、本委員会に付託され

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

か５件についてを議題に、順次質疑に入りました。 
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 はじめに、議第10号、日野町特別会計設置条例の一部を改正する条例の制定につ

いて。 

 委員より、日野町住宅新築資金等貸付事業特別会計の廃止について、一般会計に

移行されるとのことであるが、債権、債務、剰余金の今の状況はどうか。どのよう

に繰り越しされるのか。また、未納金等についても一般会計に入るのか。答弁とし

て、収納関係は、滞納６人で８件、未収金は２月末で2,214万3,000円であり、これ

については一般会計に移行し、継続して対策をしていく。補正予算の中で基金積立

金は繰入金、今後については、未納対策は一般会計で対応していく。未納金等は、

新年度予算の29ページ、諸収入の貸付金元利収入に入る。 

 ほかに質疑なく、次に、議第16号、平成25年度日野町住宅新築資金等貸付事業特

別会計補正予算（第１号）について質疑をしました。 

 委員より、事項別明細書98ページの過年度収入は新築資金か宅地資金のどちらに

なるのか。件数は何件か。また、基金積立金を取り崩して、一般会計でどのように

使われるのか。答弁として、まず、収入の関係は80万円で、４人４件の新築資金で

あり、繰入金の会計については、一般会計の入で、特定した支出としては見ていな

い。今後、滞納整理等で必要な場合は一部充てさせてもらう。 

 委員より、住宅関係で使用するということであると思うが、平成24年度決算の収

納は新築９パーセントと、かなり低い収納率である。今後、回収できるのか。この

貸し付けは、保証人、担保はないのか。住宅資金貸付事業の実施状況で資料提示を

していただいているが、この会計がなくなった場合、どのように提示してもらえる

のか。答弁として、保証人の設定はない。23・24年度の収納は、支払い督促の関係

で例年より多くの収納ができ、完納２名でありました。残った人は、庁内の滞納対

策会議で検討した中で対応していく。決算については、質疑でもありましたが、平

成25年度の総括という形で決算をしていきます。議会で必要であれば報告をしてい

きます。 

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

の質疑に入りました。 

 議長より、町長の説明でもあったが、会計の区分けをどのように認識されている

のか。答弁として、特別会計については、地方自治法に基づいて特定の事業を実施

する場合に、その事業に必要な経費を分けるため、特別会計を設置している。 

 議長より、特別会計の中で繰り出さずに一般会計で支払う行為はいかがか。答弁

として、一般会計、特別会計は、それぞれの事業を会計ごとに計上しているが、当

町では、臨時職員、嘱託職員の労働保険料、職員が使用するパソコンや庁内ＬＡＮ、

総合賠償保険など、分け切れないものなどについては一般会計で執行しているもの

もある。 
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 議長より、不納付加算税については、昨日の説明で「リスタあすなろ」に係るも

のと伺ったが、相違ないか。答弁として、不納付加算税については「リスタあすな

ろ」の登記業務のみであります。昨日の説明どおりです。 

 議長より、公共下水道事業には当たらないのではないか。答弁として、5,000円は

公共下水道事業に関する延滞税である。 

 議長より、5,000円の支払いは一般会計から行っている。会計処理としては、特別

会計で業者に支払っているのであれば、特別会計で支払うべきであり、一般会計で

支払うのは好ましくないのではないか。答弁として、他市町も同様に一般会計で特

別会計の延滞税等を一括で支出されていることを説明させていただいた。公共下水

道事業特別会計で支出する場合は、財源がないので、一般会計から公共下水道事業

特別会計への繰出金が必要となる。よって、どちらにしても一般会計で負担となる

こと、また、他市町でもそのような処理をされていることなどを考慮し、一括で一

般会計で延滞税等の予算を見た。 

 議長より、特別会計には金がないから一般会計から支出した。町長等が負担して

おけば一般会計から繰り出さずに処理ができるではないか。何かテクニックを使っ

ているように思える。もう１点、業者が支払いを受けるときに「源泉を引いて下さ

い」と言うのが普通であるが、言わないことがおかしいと思う。税に対する業者の

認識が甘いと指摘しておきたい。 

 委員より、曙団地の25年度の下水道工事の進捗状況について伺いたい。答弁とし

て、曙、椿野台、湖南サンライズの各地区の舗装工事、五月台の管路工事・中継ポ

ンプ工事を実施し、予定どおりの進捗です。 

 次に、議第18号、日野町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）について

の質疑に入りました。 

 委員より、公共下水道事業も終わりになってくるので、集落排水事業との一体化

についてどのように考えているのか。答弁として、公共下水道事業の管路は26年度

で完了予定となるが、工業団地の申し込みがあって、今後も管路工事を実施してい

くことが考えられます。農村下水道の公共下水道へのつなぎ込みについては、農村

下水道維持管理組合会議で協議いただいて、どちらが有利なのか行政で判断して説

明してほしい、今後負担が生じないようにと言われている。担当としては、使用料

も農村下水道の方が安く、町独自で維持管理費の軽減も図れることから、農村下水

道単独と考えている。蔵王地区は高齢化が進み、管理が難しいと聞いているので、

地元組合と検討していく。 

 続きまして、議第26号、平成26年度日野町公共下水道事業特別会計予算について

を議題に、質疑に入りました。 

 議長より、議第17号に関連して、公共下水道事業の延滞税の関係で、平成24年度
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の９万円、平成22年度の９万円のそれぞれに延滞税が3,800円とあるが、２年も違う

のに税が同じとはどういうことか。答弁として、延滞税については１年間のみ計算

されるので、税額に4.3パーセントを掛けたもの。延滞税は１年間分しか払う必要は

ないので、同額となる。 

 委員より、事項別明細書179ページ、下水道事業費で流域下水道事業市町負担金が

上がっているのは台風18号によるものか、要因を伺いたい。また、ポンプがオーバ

ーフローしたのはどの部分でどうされるのか。下水道管理費の流域下水道負担金に

ついても300万円が上がっているが、その要因についても聞きたい。答弁として、流

域の町の工事負担金は負担率が5.11パーセントと高かったため、町長より要望いた

だき、負担率は３年間かけて平成25年度で2.36パーセントと下がっている。今回の

増額は流域の工事等が増えたためであり、台風18号の災害については補正予算で計

上している。安土のポンプ場については、災害復旧査定を受け、工事をされます。

管理費については、町の供用率が上がっており、流入量に対する負担となっている

ことから、だんだんと上がってきます。 

 委員より、7,500万円は何件分になるのか。答弁として、排水量ベースで計上され

ており、154万立米を流す予定であります。 

 ほかに質疑なく、議第27号、平成26年度日野町農業集落排水事業特別会計予算に

ついて議題に入りました。 

 委員より、事業費が増えており、基金を取り崩して事業をしていただいていると

聞いている。住宅用ディスポーザー設置補助金とはどのようなものか。答弁として、

住宅用ディスポーザーについては、今年度、汚泥の脱水乾燥車を購入し、汚泥を肥

料化することから、肥料の値打ちを上げるため、台所のシンクにジューサーのよう

なものをつけ、生ごみを粉砕し、処理場まで運んで処理する。台所から生ごみのに

おいがなくなり、ごみの減量にもなる。施工費は５万円ないし10万円ぐらいで、補

助は１基３万円。今回、1,400戸のうち500戸の予算を見ております。 

 委員より、このことは意外と地元の人は関心がないように思う。ディスポーザー

は県下で実施しているところもないので、啓発していくこと。組合長や役員を集め

た時点での意見はどうであったのか。答弁として、予算を認めていただいたら、維

持管理組合長会議で啓発方法も含めて協議をしていきたい。 

 委員より、地域住民が評価しないまま終わるのはよくない。 

 委員より、ディスポーザーは大変結構なことである。例えば、鎌掛や西桜谷地区

といった各地区ばらばらでは普及しにくく、効果が上がらないと思われるので、各

年度に地区を設定して重点的に進めてはどうか。答弁として、内部で協議した中で、

汚泥脱水乾燥車を原地区で計画したので、原地区を重点にと考えたが、やはり全体

的に進めるべきと判断をしました。 
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 以上で質疑を終了し、討論に入りました。討論なく、採決に入り、全員起立によ

り、当委員会に付託されました議第10号、日野町特別会計設置条例の一部を改正す

る条例の制定についてほか５件は、原案のとおり可決するものと決しました。 

 以上で、提出議案のうち、本委員会に付託のありました案件の審査を終わり、午

後３時２分、町長の挨拶をいただき、委員会を閉会いたしました。 

 これで産業建設常任委員会の委員長報告を終わります。 

議長（杉浦和人君） 次に、厚生常任委員長 ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） それでは、平成26年第１回定例会の厚生常任委員会の委員長報

告をいたします。 

 去る３月18日午前８時57分より、４階委員会室におきまして、議会より委員全員

の出席、また、執行側より藤澤町長、平尾副町長、関係いたします各課の課長、職

員の方の出席をいただき、委員会を開きました。 

 まず町長の挨拶をいただき、会議に入りました。今回、当委員会に付託されまし

た案件は12件であります。議案の説明については議員全員協議会において既に受け

ておりますので、直ちに質疑に入りました。 

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

てを議題として質疑に入りました。 

 委員より、福祉医療費受給券を医療機関に持参しなかったとき、福祉医療は受け

られるのか。執行部より、受給券を持たずに受診された場合は、医療機関と連絡を

取り合って確認を行うことになる。 

 委員より、内科と外科を受診した場合、通院に係る自己負担金500円の取り扱いは

どうなるのか。執行側より、調剤を除く１診療報酬明細書当たり、１レセプトで500

円であり、レセプトが分かれればそれぞれ500円が必要となるが、総合病院の場合は、

複数の科を受診してもレセプトは１枚なので500円となる。ただし、総合病院であっ

ても歯科は別になる。このような答弁がありました。 

 また委員より、けがの治療のため何度も通院する場合、その都度500円が必要なの

か。執行部より、同じ月ならば500円となるが、月をまたぐと、それぞれの月で500

円が必要となる。このような答弁でございました。 

 委員より、小中学生に対する医療費の無料化について、滋賀県下の取り組み状況

はどうなっているかという質問に対しまして、執行部より、大津市、東近江市が小

学校３年生まで、愛荘町が小学校６年生まで、甲賀市、豊郷町、多賀町が中学卒業

までとなっている。また、新聞報道等によりますと、26年度に向けて各市町が助成

拡大を検討されていること等の説明があり、無料化拡大の動きが高まっていること

の説明がなされました。 

 今後、自己負担をなくすこと、また、助成拡大をすることなどの要望が出され、
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質疑を終了いたしました。 

 次に、議第14号、平成25年度日野町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）に

ついての質疑に入りました。 

 委員より、インフルエンザでの医療費への影響はなかったのか。執行部より、イ

ンフルエンザは最近流行している。予算編成時までの医療費に影響はないが、１月

の医療分が12月やそれ以前より高く推移している。このような説明がありました。 

 委員より、レセプトの中でジェネリック医薬品の使用状況の確認、また推進はで

きないのかと、このような質問がございまして、執行部より、住民課の窓口で、お

願いカードの配布、40歳から74歳までを対象に通知を行う等、推進をしている。日

野町は比較的切りかえが進んでいると思う。このような発言がありました。 

 委員より、慢性的な疾病しか切りかえ効果がないのか。執行部より、毎日飲む必

要のある血圧降下剤など９つの薬効を中心に、ジェネリック医薬品に切りかえた場

合には本人の負担が尐なくなるなどの説明を行っている。また、平成25年12月の調

剤使用の数量ベースの状況は、前回通知を出した方の約50パーセントの方が切りか

えを行っているというような説明がございました。 

 委員より、血圧や肝臓などの正常値数値が現状より下がるなど変更となったとき、

現在正常者も不正常者となり、それにより投薬者が増えることになる。そのような

影響について研究したことがあるか。執行側より、健診結果によって確認できるか

もしれないが、現在まで町としては行っていない。 

 委員より、保険給付費が減額となった理由は何か。執行側より、今年度は入院に

係る保険給付費が減尐している。昨年６月には、一般被保険者の保険給付費が１億

円を超えたが、このときは、心臓関係の手術をされた方が重なり、１件当たり500

万円から600万円であった。それ以降は、高いもので200万円程度となっていること

からであるというような説明がなされました。 

 以上、議第14号の質疑を終了し、次に、議第15号、平成25年度日野町簡易水道特

別会計補正予算（第１号）についての質疑に入りました。 

 委員より、水量の確保はできているのか。また、琵琶湖と比べて水質はどうか。

このような質問に対しまして、執行側より、水量の確保はできている。また、水質

については、膜の清掃業者によると、原水はきれいであるとの報告を受けていると、

このような説明がなされました。 

 以上、議第15号の質疑を終了し、議第19号、平成25年度日野町介護老人保健施設

特別会計補正予算（第２号）について質疑に入りました。 

 委員より、施設の資産譲渡により、この特別会計は今年度で廃止されるのか。執

行部より、会計上の精算が今回の補正で終わるので、今年度で特別会計は廃止とな

るというような答弁がございました。 
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 議第19号の質疑を終了し、議第20号、平成25年度日野町介護保険特別会計補正予

算（第３号）について質疑に入りました。 

 委員より、2,026万円の増額補正となっているが、保険給付費が増えている要因は

何かとの質問に対し、執行側より、給付実績と所要額とを精査し、款項のうち項内

で組み替えを行ったための説明がなされました。 

 ほかに質疑なく、議第20号を終了し、次に議第21号、平成25年度日野町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２号）についての質疑に入りました。 

 質疑なく、次に議第22号、平成25年度日野町水道事業会計補正予算（第２号）に

ついて質疑に入りました。 

 委員より、源泉徴収漏れとして２万9,000円を支払いされているが、加算税、延滞

金について、一般会計では加算税分が計上されているのに、公共下水道事業特別会

計と水道事業会計には計上されていない。１事業所で５万円を超えた場合は対象と

なると聞いているが、なぜなのか。執行側より、各支払いの事業単位で計算をして

いる。徴収事業者として一括して計算をしていないというような説明がありました。

また執行側より、水道事業会計の場合、22年６月の１件である。源泉所得税の徴収

額が２万9,000円なので、加算税を計算する場合、２万円に改めて５パーセントを乗

じれば1,000円となり、5,000円未満は免除となることから、加算税はゼロ円である。

延滞金は4.3パーセントを乗じて計算すると860円となり、1,000円未満は免除となる。

また、今回の14件については税務署と協議を行った結果であると、このような説明

がなされました。しかし、委員より、徴収事業者として計算するのか、１件支払う

ごとの事業者で計算するのかは、再度、税務署に確認をすべきであるとの発言もあ

りました。 

 委員より、水道基本料金の引き下げを行ったが、純利益も出ている。水道事業会

計は順調なのか。また、五月台の工事の減額とあるが、進捗状況はどうであるのか。

執行側より、利益が出ている主な要因は、平和堂やコメリ、わらべ保育園などの事

業者からの加入金や、３団地の250戸が増加したことによる工事負担金によるもので

あるが、会計は順調に運営できている。また、五月台については既に一部供用開始

をしている。一部仮設となっているが、２月には全て日野町の水道となり、平成26

年度に本設を行う。このような説明がありました。 

 以上、議第22号を終了し、議第24号、平成26年度日野町国民健康保険特別会計予

算についての質疑に入りました。 

 委員より、後期高齢者支援金等が増額になるが、その影響はないのかの質問に対

し、執行側より、前年度と比べて1,300万5,000円の増額となっているが、介護納付

金や保険給付費などの減額により、全体で調整できている。また、そのことにより、

総報酬制移行などの制度変更はないと、このような説明がなされました。 
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 委員より、ジェネリック医薬品の推進や健診の受診勧奨などの予防事業により医

療費は抑制されているのかの質問に対し、執行部より、すぐに効果は分からないが、

予防事業など細かな啓発を行い、国保会計の安定に努めると、このような説明がな

されました。また委員より、ジェネリック医薬品の推進について、住民課や保健セ

ンター、薬局などで一生懸命推進に努められたい、このように思っているというよ

うな発言もございました。 

 委員より、歳入の保険税のうち、退職被保険者の保険税の減、また、出産育児一

時金は前年度比で630万円の減となっているが、その理由は何か。執行側より、退職

者医療は、60歳から64歳で、長く被用者年金に加入されている方が対象となるが、

団塊の世代が抜けられたこと、定年延長等で継続して働かれる方、任意継続制度に

加入される方などで、被保険者が対前年度比で50名程度の減となっているからであ

る。また、出産育児一時金については、国保の被保険者に係る出産が減尐傾向であ

るためである。このような説明がなされました。 

 以上、議第24号の質疑を終了し、次に議第25号、平成26年度日野町簡易水道特別

会計予算について質疑に入りました。 

 委員より、業務費の委託料は熊野の浄水場のオーバーホールと聞いているが、内

容は定期点検なのか。執行側より、熊野の浄水場は13年が経過し、部分的に機器の

オーバーホールが必要であり、順次していく予定であるとの説明がありました。 

 議第25号の質疑を終わり、次に議第28号、平成26年度日野町介護保険特別会計予

算についての質疑に入りました。 

 委員より、財政安定化基金貸付金の起債理由の質問があり、執行側より、介護保

険の利用者が増え、給付費が不足するおそれがあり，26年度に借り入れを行う。な

お、この基金貸付金は、町が出資していることから利息はつかない。また、次期の

介護保険事業計画で保険料を積算し、27年度から３年間で均等に償還していくとの

説明がなされました。 

 委員より、要支援者、要介護者の人数と、施設サービスが要介護３以上でないと

受けられなくなるのではないかと、このような質問がなされました。執行側より、

２月末の運営協議会の資料では、１号被保険者が5,841人で、うち要介護認定者数は

989人、対前年比74人の増となっている。以下、要介護１、要介護２、要介護３等々

における細かい説明がなされたところであります。また、施設サービスの基準につ

いては今年の国会で審議されるが、基本的には要介護３以上が対象となる検討がな

されている。しかし、要介護１・２においても状況により可能と聞いていると、こ

のような執行側の説明がありました。 

 また委員より、保険料の改定について、改定時期、改定保険料はどうなるのかと

いう質問に対し、保険料の改定は、26年度中に第６期の介護保険事業計画を立て、
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27年度以降の保険料を示していくことになる。全国平均で現行の5,000円程度が、

2025年には8,000円程度になると言われている。現在、次期計画に向け、ニーズ調査

を行っており、事業計画を策定する中で協議をしながら保険料等を決めていくこと

になると、このような執行側の説明がありました。 

 議第28号の質疑を終了し、議第29号、平成26年度日野町後期高齢者医療特別会計

予算について質疑に入りました。 

 委員より、基盤安定繰入金についての説明、また、医療費の今後の見通し、それ

に伴う保険料との連動はどうなのか、このような質問がなされました。執行側より、

保険基盤安定繰入金は保険基盤の安定のためである。繰入金には人件費等に対する

事務費の繰り入れもある。医療費は、被保険者の増加、医療の高度化により１人当

たりの医療費も増加し、今後も伸びていく見込みで、第４期の保険料は5.99パーセ

ント上昇する予定である。広域連合として、伸びていく医療費に対し、保険料をい

かに抑えるかが課題である。国からの補助の増額や健康づくり、介護予防などへの

取り組みがますます重要になってきていると、このような説明がなされました。 

 議第29号の質疑を終了し、議第31号、平成26年度日野町水道事業会計予算につい

ての質疑に入りました。 

 委員の質問につきましては、議第22号とも関連した確認質問が多かったと思って

おります。 

 まず委員より、税務署との連動につきましての質問があり、執行側より、今回の

源泉所得税徴収漏れについて、県での問題が発覚し、12月中旪に日野町もそうした

案件があり、該当するか協議をし、１月初めにリストを上げ、税務署に報告をした

ところである。また、加算税の計算は、税務調査で指摘を受けた場合は10パーセン

トで、自らが修正すれば５パーセントとなる。納付時期の「速やかに」についての

解釈については、税務署に事前協議して確定し、その対応を行っているので問題は

ないと思う。支払いの状況については、加算税、延滞金の支払いについて、税務署

からの通知がないため、２月７日には本税のみを支払っている。このような答弁が

なされたところでございます。 

 また、議第22号の中の質問に対しての答弁で再答弁がございました。不納付加算

税、延滞税は、特別徴収義務者である事業所に課せられる。積算の単位は、納期限

ごとに源泉所得税を合算して積算される。納期限は、源泉所得税を徴収した翌月の

10日となる。このような形で議第22号の部分で確認、答弁がなされたところでござ

います。 

 議第11号ほか11件に対して一括採決をし、全員賛成で原案どおり可決すべきもの

と決しました。 

 町長の閉会挨拶をいただき、10時53分、厚生常任委員会を終了いたしました。 
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 以上、報告いたします。 

議長（杉浦和人君） 次に、予算特別委員長 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） それでは、平成26年日野町議会第１回定例会予算特別委員会の

委員長報告をいたします。 

 委員会は、去る３月14日金曜日、14時より第２委員会室で開会いたしました。出

席者は委員11名と杉浦議長であります。執行側より藤澤町長、平尾副町長をはじめ、

各関係課長、出納室長、参事、主任であります。 

 開会挨拶の後、町長、議長より挨拶を受け、今回の委員会への付託案件は、議第

13号、平成25年度日野町一般会計補正予算（第７号）および議第23号、平成26年度

日野町一般会計予算の２件であり、本日と17日の２日間にわたり予算審査日程に従

い審査を行い、本日はまず議第13号、平成25年度日野町一般会計補正予算（第７号）

の審査を行い、17日月曜日には、議第23号平成26年度日野町一般会計予算の審査を

行うこととし、平成25年度日野町一般会計補正予算（第７号）の審査については、

担当課長より説明を受け、その後、質疑に入り、平成26年度日野町一般会計予算の

説明については、既に議員全員協議会において説明を受けておりますので、担当課

長からの説明は省略し、直ちに質疑に入り、全案件の質疑終了後に一括討論を行い、

その後、採決を行うことの承諾を得て、会議を進めました。 

 議第13号、平成25年度日野町一般会計補正予算（第７号）第１条歳入歳出予算の

補正のうち特定財源を除く歳入と歳出に入り、第１款議会費・第２款総務費・第９

款消防費・第11款公債費およびこれに伴う特定財源、ならびに第２条継続費の補正、

第３条繰越明許費および第５条地方債の補正のうち、該当する事業等について担当

課長から説明を受け、質疑に入りました。 

 委員より、国際交流のあり方について、および源泉徴収税の納付金や延滞税支払

いについての表示方法や責任についての質疑に対して、答弁として、エンブ市との

交流が始まって30年、恩山面とは25年の交流を図る中で、今回減額補正している恩

山面招聘の予算内容は、日本での滞在経費や歓迎交流会などの費用を計上していた

もので、韓国からの渡航費用を予算計上していたものではない。交流のあり方につ

いては、今後、幅広い議論が必要と思われる。源泉所得税の件については、17日に

一覧表が提示されましたが、対応については、この間、県や他の市町とも同様の案

件であり、再発防止について努めてまいり、ご理解をお願いしたい。 

 委員より、歳入で基金利子が見込まれているが、利率はどのぐらいか。土地売払

収入について、代替地の単価はどれぐらいか。答弁として、現在の利率は0.08パー

セントから0.19パーセントぐらいであり、代替地として売却した単価は平米当たり

２万600円である。 

 委員より、消防施設費の自主防災組織活動支援補助金について、その全額を減額
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し、自治振興費の元気ある地域活動推進事業補助金も大きく減額されている。使い

やすいものにならないか。答弁として、自主防災組織活動支援補助金について、平

成25年度に取り組まれる自治会はなく、補助を受けないで自主防災組織を設立され

た自治会もあった。使いがたい部分もあると思われ、地域に使っていただきやすい

ものとなるよう考えたい。元気ある地域活動推進事業補助金はソフト事業であり、

各自治会等での使い勝手がよくないとの意見も伺っている。一旦仕切り直して研究

をさせていただきたいと考えている。 

 続いて、第３款民生費・第４款衛生費およびこれに伴う特定財源、ならびに第３

条繰越明許費および第５条地方債の補正のうち、該当する事業等について担当課長

の説明を求め、質疑に入り、委員より、民生委員児童委員が増員となっているが、

どこの地区か。答弁として、民生委員児童委員の増は、日田・ダイフク・雇用促進

住宅・松尾で１人であったものを、日田とダイフクで１名、雇用促進住宅・松尾で

１名とし、１名増員となったこと。また、西明寺と主任児童委員の兼務がなくなり、

西明寺を１名としたことによるものである。 

 ここで、説明員の交代のため暫時休憩し、16時15分、再開した。出席者は委員11

名と杉浦議長であります。執行側より、藤澤町長以下、平尾副町長、奥村教育長、

岡教育次長、関係課長、参事、補佐、町史編さん室長補佐、専門員、主任でありま

す。 

 第５款労働費・第６款農林水産業費・第７款商工費・第８款土木費・第12款災害

復旧費およびこれに伴う特定財源、ならびに第３条繰越明許費、第４条債務負担行

為の補正および第５条地方債の補正のうち、該当する事業等について各担当課長か

ら説明を受け、質疑に入りました。 

 委員より、道路改良工事県事業負担金における地元負担金は何パーセント負担し

ているのか。工事の種目やどの事業にどのくらい負担しているのか。補助事業など

は異なると思うが、事業の地元負担は何パーセントなのか。答弁として、国道477

号線の小御門の歩道整備設計、県道日野徳原線の舗装改築工事（深山口・下駒月地

先）で、県単独事業の15パーセントが地元負担となり、補助事業について地元負担

はなく、県単独事業について国道であっても県道であっても地元負担は15パーセン

トである。 

 次に、第10款・教育費およびこれに伴う特定財源、ならびに第３条繰越明許費、

第４条債務負担行為の補正のうち、該当する事業等について担当課長の説明があり、

質疑に入りました。 

 委員より、全体を通して繰り越しがあるが、消費税が５パーセントから８パーセ

ントに上がり、３パーセント分が含まれてくると思うが、どのように考えて繰り越

しをするのか。答弁として、繰越明許費と消費税の税率の引き上げについて、事業
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費については、あらかじめ国において一定補助率等において補助金の交付が決定さ

れている。その範囲において繰り越しの額が決まっていくことになる。当然、消費

税が上がることについては昨年の10月ごろから分かっていることであり、その分に

ついて事業費に３パーセントが上乗せされることが前提にあり、それぞれの繰越額

に含まれるということでご理解いただきたい。 

 17時、ここで14日の審査は終了し、17日月曜日には平成26年度日野町一般会計予

算の審査を行うことを告げ、散会した。 

 第２日目の予算特別委員会は、去る３月17日月曜日９時より第２委員会室で開会

し、議第23号、平成26年度日野町一般会計予算の審査を行いました。出席者は委員

11名と杉浦議長であります。執行側より、藤澤町長をはじめ平尾義明副町長、奥村

教育長、池内総務課長、その他関係課長ほか、参事、出納室長、課長補佐、専門員、

主任であります。 

 まず、第１条歳入歳出予算のうち特定財源を除いた歳入を議題とし、第１款・町

税から第11款・交通安全対策特別交付金まで、第19款・繰越金および第21款・町債

のうち臨時財政対策債の審査を行い、直ちに質疑に入りました。 

 委員より、地方消費税交付金について、消費税増税に伴う6,200万円の増があるが、

消費税が３パーセント上がったことで社会保障の充実を図るための経費を投入した

ということであるが、このことについて説明を伺う。答弁として、6,200万円の増の

うち、引き上げ分の地方消費税の収入が充てられる経費は、国が示してきた計算式

では約3,900万円の部分であり、社会保障費の４経費あるいは社会保障の施策に要す

る経費に充当するということで明示している。この6,200万円の増加のうち、3,900

万円は国の計算式での数字となるが、町の方では約4,300万円程度を見込んでいる。

この３パーセントの引き上げ分4,300万円は、社会保障の４経費に充てていくことに

なるのだが、それ以外は従前分の地方消費税交付金の分ということである。 

 委員より、地方交付税の中で特別交付税が１億円となっている。昨年より2,000

万円の増であり、特別交付税は地方交付税の全体の割合の６パーセントと聞くが、

今後５パーセントから４パーセントへ下がっていくと聞くが、2,000万円の増はどう

なのか伺う。答弁として、特別交付税は地方５税のうち、普通交付税にかかわる部

分は94パーセント、残り６パーセントを特別交付税という全体の割合がある。26年

度から６パーセントを順次４パーセントに引き下げるということについて話はある

が、26年度は６パーセントのままで変わりないと思っている。そうした中で、2,000

万円の前年度と比較して増の予算は、過去の特別交付税の収入の実績を見た中で見

積りをした。また、クラウドの関係で電算データの移行経費について特別交付税の

対象となるということから一定の増の要因となった。 

 次に、歳出に入り、第１款議会費・第２款総務費およびこれに伴う特定財源、な
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らびに第２条債務負担行為のうち滋賀県６町行政情報システムクラウド共同利用事

業、および第３条地方債のうち臨時財政対策債を議題とし、質疑に入り、委員より、

議会費の議員の人件費の共済費1,915万5,000円について、後年どのようになってい

くのか説明願いたい。答弁として、議員人件費の共済費1,915万5,000円の内容であ

るが、平成23年６月１日に地方議会議員年金共済制度が廃止されて、それまでは議

員と町の負担ということであったが、法律が廃止になった23年度以降、共済費とし

て町が負担している。議員年金は３期以上された議員について年金制度ということ

であるが、この平成23年６月の段階で３期以上の方について一時金を選択するか、

年金を選択するかということであり、一時金を希望される方がいればということで、

平成23年の負担金は3,684万1,050円であった。いろいろ計算式はあるが、負担率が

平成23年度は100分の102.9であり、現在はその比率が52.8である。23年が102.9であ

ったものが、24年は57.6、25年が51.9、そして26年が52.8と、ここで見ると23年の

半分ぐらいまでになっている。対象の議員が減ってくれば、その率も減っていく仕

組みになっている。年金を希望された方は遺族年金まで続くということになる。 

 委員より、総務費のホームページ運営事業について、リニューアルされる計画に

ついて伺う。答弁として、ホームページ運営事業の「ホームページのデザインリニ

ューアル」の205万2,000円については、もう尐し見やすく改修することで、目的別

に検索項目をつくるなど、画面構成をリニューアルするものである。 

 委員より、表示や文字を見やすくするだけで二百何万円もかかるのかと正直思う

ところである。また、サーバーの管理状況はどうなっているのか。ホームページの

ソースの権利や版権はしっかりと日野町にあるのかの問いに、答弁として、現在、

町が使っているソフトシステムは県内でも複数の市町で使用されているが、いわゆ

るバージョンが違うものである。あわせて、それぞれの市町で、検索の使いやすさ

や見やすさの観点から、個別に調整（カスタマイズ）されている。そのようなこと

を念頭に、現在の画面構成を個別調整（カスタマイズ）するために今回の予算を計

上したものである。ホームページの情報内容の管理については、委託契約に基づき、

委託先の会社が保管・管理している。サーバーは、委託先の会社が保管・管理して

いるものであり、情報内容に関する版権などについては日野町に帰属するものであ

る。 

 次に、第９款消防費・第12款公債費・第13款予備費およびこれに伴う特定財源、

ならびに第２条債務負担行為のうち滋賀県防災行政無線整備事業に伴う市町設置機

器整備負担金、第３条地方債のうち防災基盤整備事業（消防防災施設整備事業）、第

４条一時借入金・第５条歳出予算の流用を議題とし、質疑に入り、委員より、消防

費の消防団運営事業、消防活動備品購入費として2,100万円ということで、第１分団

の消防車を購入されるということであるが、今回、地元負担なしでの購入である。
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今後、消防車の購入にあたっての方向はどう考えているのか聞きたい。答弁として、

消防ポンプの自動車については、町の備品ということもあるので、一定の部分につ

いては町が整備していかなければならないと思っている。そうしたことで何回も幹

部会の中で議論し、日野町の消防ポンプ自動車の基本的仕様、必要な装備について

は幹部会で決めていただいた。そうした仕様の部分についてはどの分団においても

必要だということで、町が負担することになった。地域によっては仕様が若干異な

る部分については地元にも負担をお願いするが、今後も引き続き順次整備をしてい

くことになる。 

 ここで説明員の交代のため暫時休憩に入り、10時35分、再開した。出席者は委員

11名と杉浦議長であります。執行側より、藤澤町長、平尾副町長ほか、関係課長、

参事、補佐、主任であります。 

 第１条歳入歳出予算の歳出のうち、第３款・民生費およびこれに伴う特定財源を

議題とし、質疑に入り、委員より、児童福祉総務費について、「太陽の子」の増設が

計画されているが、学童保育所の利用者の状況はどうか。また、施設の受け入れ体

制において中身を含めて問題はないのか。答弁として、学童保育所の利用者は、現

在、日野地区の「ヒノキオＡ」が平均56名、「ヒノキオＢ」が39名、必佐地区の「太

陽の子」が63名、南比都佐地区の「ぴっこ」が11名、桜谷地区の「さくらんぼ」が

17名、西大路地区の「わたムッキー」が21名となっている。近年の増減は、「ヒノキ

オ」で80から90名前後であり、「太陽の子」は多いときで70名、「ぴっこ」は15から

16名、「わたムッキー」は夏の休日利用の受け入れを除くと10人前後となっている。

また、体制については、１人当たり何人という規定に合わせて指導員を入れてもら

っているので問題はないが、指導員の応募がない状況である。保護者が主に運営し

ているが、来年は、指導員の研修を町が主体的に実施する予定であり、障がい児加

配についても町が支出している。 

 委員より、在宅高齢者福祉推進支援事業の地域高齢者社会参加推進等モデル事業

について、具体的にどのように進めるのか。軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成

事業について、何パーセントの助成であるのか。地域子育て支援事業の「つどいの

ひろば」で開催されている毎週月・火・木でどのくらいの人が利用しているのか。

答弁として、地域高齢者社会参加推進等モデル事業は、来年度に社会福祉協議会、

シルバー人材センター、老人クラブ連合会などが参加する企画検討委員会を設置し、

その中で住民ニーズの把握やボランティアの発掘など、町として生活支援サービス

について計画を作成する予定である。軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成は自己

負担の３分の１であり、つどいのひろば「ぽけっと」の参加人数は十五、六組で、

９月から10月には20組、事業開催時には30組以上ある。各地区のサークルとの競合

については、たくさんの参加者があり、「ぽけっと」ができ、うまく流れている。 
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 委員より、臨時福祉給付金給付事業の概要と対象人数について、町単独福祉医療

費助成で、１歳から小学校まで、小学校１年から３年まで、小学校３年から小学校

卒業までの医療費の概算または試算があれば知りたい。答弁として、給付金の基準

日は平成26年１月１日であり、町民税の均等割を含め課税されていない人が対象で

ある。老齢年金や児童扶養手当の受給者には5,000円の加算がある。給付人数は、１

万円が6,000人、5,000円加算が2,000人として計算している。子どもの医療費の年代

別費用ですが、ゼロ歳から４歳の受診を100とすると、５歳から９歳が90、10歳以上

が55となっており、就学前の医療費全体で約2,200万円が必要と見込んでいる。 

 委員より、「こばと園」整備について、26年11月末完成予定と聞いているが、工事

請負費の内訳と進捗状況、今後の計画はどうか。答弁として、工事請負費は、園舎

解体費、外構、駐車場、グラウンド整備となっている。進捗状況は、文化財調査が

３月末に終了となり、11月末に本体を完成となり、今年中に子どもの移動を済ませ、

園舎を解体したいと考えている。 

 次に、第４款・衛生費およびこれに伴う特定財源、ならびに第２条債務負担行為

のうち集団健康診査等業務委託料を議題とし、質疑に入り、委員より、太陽光発電

システム整備助成事業について、農地に設置される場合などがあるが、設置者のマ

ナーについて聞きたい。個人施工はフェンス囲みなしで施工されるが、いたずらな

どが困ると思うし、本来、マナー的にどうあるべきか。答弁として、市街化区域へ

の設置は土地の有効利用になるという意見もあったところであるが、農地転用では、

農家の出入りの妨げとなる心配もある。市街化は、農地法上、届け出だけであり、

設置されるときに集落の中で協議が必要と思われる。この点では届け出の際に、地

元との調整などアドバイスをすべきと思われる。個人でも用地にそのまま設置され

る場合もあるが、設置者が破損されないように管理上フェンスなどされると思われ

るが、景観上の問題も含め設置者の意向でされるのであり、トラブルにならないよ

う、相談などの際に町の方でも申し上げていきたい。 

 委員より、八日市布引ライフ組合負担金が1,664万6,000円増加しているが、その

理由を説明されたい。また、布引斎苑はどうなのか。答弁として、平成25年10月ま

で近江八幡市のし尿、浄化槽汚泥の受託をしていたが、受託がなくなることとなり、

近江八幡市の受託収益の減額分を構成市町が負担するため大きな増額となった。斎

苑の状況は、平成24年、25年に中規模の改修工事が終了したので、負担金は尐し減

尐している。ただ、26年から布引斎苑更新事業が始まるため負担金は増えるが、総

額から見ると減尐する。 

 委員より、ごみ集積施設設置事業について、補助割合等の内容を知りたい。答弁

として、ごみ集積施設設置事業は、９万円の限度額で３ヵ所の予算を見ている。現

在のところ要望はないが、集積所は更新を中心にしているので、アパートなどの新
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規は増やさないようしている。 

 ここで昼食のため13時15分まで休憩とし、午後１時15分、会議を再開した。出席

者は委員11名と杉浦議長であり、執行側より、藤澤町長をはじめ、副町長、教育長、

総務課長、関係課長、関係参事、専門員、主任であります。 

 第１条歳入歳出予算のうち、歳出第５款労働費・第７款商工費およびこれに伴う

特定財源、ならびに第２条債務負担行為のうち日野町小規模企業者小口簡易資金貸

付事業を議題とし、質疑に入りました。 

 委員より、緊急雇用創出特別対策事業の委託料1,238万8,000円のうち、高齢者対

策関係については、高齢者の地域相談体制強化事業とは別のものか。新年度予算の

１つは高齢者対策、もう１つは障がい者対策と聞いているが、詳しく説明願いたい。

答弁として、高齢者の地域相談体制強化事業は平成25年度に介護支援課が行ってい

た事業であるが、今回、26年度はなくなった。平成26年度予算の1,238万8,000円は

地域人づくり事業ということで、人材の育成、就業支援が対象であり、それを指導

する人材を育成していこうというものである。１つには、高齢者の就業機会の掘り

起こしを行う職員の雇用の拡大などが中心となっている。２つ目の事業は、障がい

者の相談支援サポート事業で、障害者総合支援法に基づく相談支援員を事業所等で

雇用し、就業経験を積むことで他の分野への就業へ結びつけるための人材を育成す

る事業である。したがって、この事業は子どもの虐待や子育てとは異なり、あくま

でも雇用創出に限られており、人材を育成する内容に絞られている。今回の高齢者

就業支援はシルバー人材センターと契約し、障がい者支援事業は「わたむきの里」

との契約になる。新たな会員に新しいスキルを得てもらうことで再就職などにつな

がることを目指しているものであり、あくまでも就業支援に特化しているものであ

る。 

 次に、第６款農林水産業費・第11款災害復旧費およびこれに伴う特定財源につい

てを議題とし、質疑に入りました。 

 委員より、都市農村共生・対流等総合対策交付金事業について、企業の研修は近

江日野商人館でも行っており、館長が講師をされている。旧山中邸での取り組みは

館長を派遣されるのか、あるいは町史編さん室の職員が対応されるのか。答弁とし

て、平成26年度の事業では、工事請負費、委託料、備品購入費を計上している。近

江日野商人館では１回20名から30名で、年間10回程度の研修が行われている。旧山

中邸は文化財的価値のある建物であり、有効利用するために近江日野商人館、さら

に旧正野薬店もあわせて、線から面的な活用につなげていきたいと考えていますが、

研修内容については26年度に詳細を詰めていく予定である。 

 ここで説明員の交代のため暫時休憩とし、再開は14時10分とする。 

 休憩前に引き続き、14時10分、会議を再開しました。出席者は委員11名と杉浦議
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長であり、執行側より、藤澤町長ほか、関係課長等でございます。 

 第１条歳入歳出予算の歳出のうち、第８款・土木費およびこれに伴う特定財源、

ならびに第３条地方債のうち公共事業等債（社会資本整備総合交付金事業）を議題

とし、質疑に入り、委員より、社会資本整備総合交付金事業の西大路鎌掛線の用地

買収は全路線か。工事はどこから着工するのか。答弁として、平成25年度における

西大路鎌掛線は西大路地先での用地買収を予定していたが、代替地の用地が決まら

ず、繰り越しとなった。平成26年度も西大路および鎌掛の用地買収を予定している。

工事については、鎌掛地先の県道交差点部分から着工する予定である。 

 委員より、耐震診断のバリアフリー改修事業の現状と見込みや周知はどのように

しているのか。また、耐震診断の補助はどうか。答弁として、住宅の耐震診断は、

個人の住宅を対象としている。また、耐震診断を実施しないと、木造住宅耐震バリ

アフリー改修事業補助が受けられない。日野町での改修事業補助の実績はないが、

住民の周知については、税務課が発送する固定資産税の通知に同封するなどの方法

で行っている。個人住宅の耐震診断は国等の補助があり、無料で診断をしている。 

 議長より、名神名阪連絡道路整備促進期成同盟会からの脱退問題があったが、予

算書では負担金が計上されている。日野町としての考えを聞きたい。また、西大路

鎌掛線事業費が繰り越しとなったが、繰り越しになった経過説明を伺う。答弁とし

て、名神名阪連絡道路整備促進期成同盟会と土山蒲生近江八幡線があるが、日野町

としては、土山蒲生近江八幡線の整備を進めたいと考えている。名神名阪連絡道路

整備は甲賀市・東近江市と協議を進めているが、日野町としては、まず土山蒲生近

江八幡線の整備を進めたいと関係者にも伝えている。西大路鎌掛線の件については、

地権者の方とは道路計画に対する用地補償には合意をいただいている。代替地が見

つからないために年度内での事業完了ができず、繰り越しとなった。 

 次に、第10款・教育費のうち教育総務費、幼稚園費、小学校費、中学校費および

これに伴う特定財源、ならびに第２条債務負担行為のうち学校教育に関する幼稚園

幼児保健検査ほか２業務についてを議題とし、質疑に入りました。 

 委員より、緊急雇用創出事業でされてきた学習支援員は引き続きされるのか。そ

の雇用期間は１年間なのかどうか。答弁として、平成26年度の体制については、緊

急雇用は半年雇用を基本とし、半年延長することができるので、１年間の雇用とな

っている。また、今までの体制で「小１すこやか」等の名称で行なってきたものを、

学習支援員としたものである。今までの緊急雇用とは違い、週当たりの雇用時間数

を56時間から60時間とし、一概に人数だけの比較はできず、これまでより充実して

いると思う。時間単価でありますが、学校支援員は時間1,000円、教員資格のある臨

時講師は時間2,750円となります。中学校のＡＬＴや別室登校支援員などは１年間の

雇用となり、状況により延長することもできます。 
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 委員より、幼稚園管理運営事業の工事請負費3,216万円の修繕内容は何か。中学校

の太陽光発電システムの発電量と効果について。中学校の教育用パソコン更新は無

線ＬＡＮの整備と聞いているが、機器更新も含まれるのか。答弁として、幼稚園の

工事費は、日野幼稚園の廊下側の保育室入り口のドアであり、老朽化等に伴う修繕

であるが、引き違いドアが４枚で構成されていることから、枚数も多く、多額にな

り、保育室のドア全てを修繕するかはその時点で判断したい。中学校の太陽光発電

システムは15キロワットのパネルを校舎の屋根に設置し、発電した電気は蓄電し、

非常用に活用したいと考えている。15キロワットの発電で蛍光灯であれば20個が10

時間点灯できる。パソコン更新事業は、現在使用している機器の保守期間が切れる

ため、パソコン教室に常設する40台と教師用を更新いたします。機器はタブレット

型とし、普通教室でも利用できるように無線ＬＡＮシステムを設置するものです。

また、日野中学校は災害時における避難収容施設になっていることから、米とプロ

パンガスと水があれば、炊飯器があるので災害時に対応でき、そこに蓄電された電

気も使うことになります。教育用パソコンは、教師用が２台です。 

 委員より、職員給与で見ると、幼稚園と保育園とを比較すると幼稚園が高いよう

に思うが、どのように考えているのか。また、幼稚園の職員数はどうか。答弁とし

て、幼稚園では正規職員ならびに嘱託職員が担任を行い、そのほか、３歳児の支援

および支援が必要な子どもへの対応などに時間給の臨時職員を配置している。支援

が必要な園児も相当数あり、６園のうち４園で臨時用務員を配置していることなど

により、臨時さんの賃金総額が高いと思われる。職員数では、正規職員が20名、嘱

託職員が21名、臨時職員は19名であるが、総数は22名で、これは週２日や週３日勤

務の臨時職員を雇用しているためである。また、幼稚園教育を行うためには、担任

は正規職員で配置すべきと考えている。 

 委員より、教育相談・子ども支援活動事業であるが、日野町の教育相談センター

の臨床心理士が0.5人増員となっている。近年、悩み相談が増えている中で、事務所

が空になっていないのか。このような施設を構えたのであれば、窓口対応の者を配

置するなど重要なことではないか。その上で0.5人増やしたのか。子どもの相談も多

いが、親も精神的な悩みで困っている人が増えている。例えば、学校であれば校医

が配置されているが、教育相談センターにセンター医のような医者を配置できない

のか。このような課題を解決するための窓口は日野町とすればどこになるのか。ま

た、学力調査や英語検定などのテストを委託し、実施しているが、結果の検証をし

ているのか。テストの成果と検証を町としてどう生かしているのか。答弁として、

平成25年から26年度には3.2人から3.5人に増員する予算である。相談件数は多く、

教育相談センターはフルに活用されている。窓口にコーディネートできる職員を配

置することや、子どもから成人までの相談を受ける体制などについての議論は行っ
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ている。医療的な判断については、個人が病院で診断を受ける以外に方法はないが、

相談センターと学校は常に連絡を取り合っている。学力調査の件ですが、小学校で

は漢字検定、中学校では英語検定を実施し、日野町独自でも標準学力調査を実施し

ている。漢字検定は小学校５年・６年生を対象に、中学校では２年生を対象に１月

24日に実施した。また、４月24日には標準学力調査を、小学校は２年生から５年生

を、中学校は１年生・２年生を対象に行い、町の調査結果は６月中にまとまったこ

とで、１学期から調査を生かした指導ができた。文科省の全国調査の結果も８月27

日にまとまったことから、２学期以降に取り組みができたものとなり、町単独で実

施したことで、より早く指導に生かせたと感じている。この調査で町の子どもたち

の強み・弱みが分かり、読む、話すなどの言語の力はついているが、それを活用す

ることが課題だと分析している。これからは、書きまとめる力が求められることか

ら、この課題の共有化を図り、指導に生かしていくこととなる。 

 次に、第10款・教育費のうち社会教育費および保健体育費、ならびにこれに伴う

特定財源についてを議題とし、質疑に入り、委員より、日野商人館の位置づけはど

のように考えるのか。町は正野薬店と商人館と旧山中邸の３点セットで進めていこ

うということだが、民俗資料館費は前年度よりマイナスになっている。主要施策の

概要にも記載がない。２点目、学校給食問題で日野小学校と日野中学校の生徒数と

食数を伺う。答弁として、日野商人館は、安定的な運営をしていただいている。前

年度と同じように主要施策の概要に記載はしていないが、全体的な事業を見ながら

検討していく。町史編さんも12月で終了し、旧山中邸に移ることになるが、正野薬

店の包装場も平成26年度に建設することとなっていることから、文化財管理につい

て一体的に進めていきたいと考えている。日野商人館の経費の減額については、平

成25年度に備品購入として温風ヒーター等を購入したので、平成26年度はこれらの

経費が減額となっているところである。給食の食数であるが、平成24年度の数字で、

日野小学校821食、日野中学校652食となっている。調理員は、日野小学校は正規３

人、４時間の臨時３人であり、中学校は正規３人、フルタイム臨時２人、５時間臨

時３人、４時間臨時１人となっている。なお、中学校の調理員が多いのは配膳が伴

うためであり、人員的に中学校が厚くなっているのは、中学校給食は初年度でもあ

り、新しいスタイルの給食施設であったため、万全の体制で臨んだものである。食

数では尐ないが、取り扱う食材量では多いということである。 

 委員より、地方債について、地方債の残高が上昇しているが、財政健全化の見通

しはどうか。答弁として、地方債の現在高は増嵩しているが、平成24年度の国の経

済対策の補正を有効に活用するために多くの町債を発行したためですが、これはこ

こ数年で事業実施が必要なものについて起債活用して進めていこうとしたもので、

平成24年度、平成24年度繰り越し分で実施したことにより、起債の現在高が増嵩し
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たものである。平成25年度には特別会計で繰り上げ償還を行い、今後も繰り上げで

きるものはできるだけ進めて、財政の健全化を図りたいと考えている。また、平成

25年度補正でも元気臨時交付金を活用することで、地方債の発行を取りやめたりし

ており、平成26年度も交付税算入のある起債のみを借り入れするなどして、健全な

財政運営を図っていきたいと考えている。 

 以上で、本委員会に付託されました議第13号、平成25年度日野町一般会計補正予

算（第７号）および議第23号、平成26年度日野町一般会計予算についての質疑を終

わり、各案に対する討論および採決は15時55分から行うことで暫時休憩とした。 

 15時55分、休憩前に引き続き会議を再開した。出席者は委員11名と杉浦議長であ

ります。執行側より藤澤町長、平尾副町長、奥村教育長、岡教育次長、池内総務課

長であります。 

 これより、各案に対する討論を一括して行いました。討論なしであります。 

 討論がないので、採決を行うことといたしました。 

 ここで、委員より、補正と当初で分割採決の要請がありました。 

 それで、分割で採決をいたしました。 

 議第13号、平成25年度日野町一般会計補正予算（第７号）は全員起立であります。

よって、議第13号、平成25年度日野町一般会計補正予算（第７号）は原案どおり可

決決定いたしました。 

 ここで委員より動議の発言があり、動議の内容を求め、委員より、議第13号平成

25年度日野町一般会計補正予算（第７号）に対する付帯決議を求めるものです。 

 書面の配付を求め、付帯決議（案）の説明があり、質疑に入りました。 

 委員より、先の町長の説明でもあったように意図的でなかった。解釈における問

題である。また、町当局は機敏に対処もされ、新聞にも公表されている。付帯決議

に書かれている説明責任、適切な対応とはどのようなことか。 

 委員より、説明責任とは、議会であったように蒲生議員の意見も１つであるし、

住民にも説明が必要。事の経過は説明されたが、何らかの問題があったから事が起

こったのであり、不手際の説明が抜けている。 

 委員より、説明は町広報などでされると思う。 

 委員より、十分な説明がなかった。事の説明はあっても、責任の部分に関するこ

とを広報などで説明すべきである。 

 以上で質疑なく、これより討論に入り、委員より、町も広報はされると思うし、

意図的でなく、認識の甘さを反省した上で明らかにされてきた。今回の付帯決議に

対し、内容から見て重みのある付帯決議でないと思われる。付帯決議をするまでも

なく、この場で議論を交わすべきものであるので、付帯決議は差し控えられるべき

という立場で反対する。 
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 委員より、意図的でないが、加算税等で２万9,000円ほどあるが、額の大小ではな

い。今回のように純然たる町税による支出をする場合、説明責任は何らかの形でし

てもらうべきである。付帯決議して意思表示をすることは必要と考える。 

 以上で討論を終了し、特別委員会での付帯決議（案）の提出については、本会議

での委員長報告に申し添え、本会議の付帯決議（案）の提出は会議規則第14条によ

り賛成議員においてお願いすることとした。 

 議第23号、平成26年度日野町一般会計予算についてを採決し、全員起立でありま

す。よって、議第23号、平成26年度日野町一般会計予算は原案どおり可決決定いた

しました。 

 以上で当委員会に付託されました案件の審議は全て終了し、町長の挨拶を受け、

16時15分、閉会をいたしました。 

 以上で平成26年度日野町議会第１回定例会予算特別委員会の委員長報告といたし

ます。 

議長（杉浦和人君） 本来ならば諸般の報告をお願いするところでございますが、こ

こで暫時休憩をいたします。再開は、午後３時45分から再開いたします。 

－休憩 １５時２７分－ 

－再開 １５時４４分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 続いて、諸般の報告を行います。 

 学校給食問題検討特別委員長 ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 平成26年第１回定例会学校給食問題検討特別委員会委員長報告

をさせていただきます。 

 去る３月20日、午前８時56分より第２委員会室において学校給食問題検討特別委

員会を開催いたしました。入院加療中のため委員１名欠席となり、出席者は委員６

名と議長、執行側より藤澤町長ならびに奥村教育長、以下、関係職員の出席のもと、

町長、議長より挨拶をいただき、執行側より、桜谷小学校給食室改築工事竣工につ

き概要説明と、工事期間中の南比都佐小学校からの給食運搬について報告をいただ

き、また、消費税増税に伴う給食費の改定についてと、学校等給食運営協議会につ

いての報告を受け、質疑、意見交換に入りました。 

 委員より、給食室の面積はどれだけ増えたのか。南比都佐小学校と桜谷小学校の

搬送距離と時間はどれだけか。給食費負担金について、幼稚園児と小学生とは食事

の量が異なる。その量に応じて金額が異なって当たり前である。幼稚園だけでも

3,500円に据え置けないのか。中学校のランチルームを使ったのは３学期に１回だけ

である。何のために経費を費やしたのかとの質問があり、面積は38平方メートル増

えた。距離は約８キロで、時間は15分程度であった。給食費については、学校給食
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運営協議会や教育委員会定例会でも議論を行ったが、今回は物価上昇分だけを転嫁

し、消費税が10パーセントになる時期までには、幼稚園、小学校、中学校の３段階

となるよう十分な協議を行いたい。食事の量に合った給食費という点についても、

今後は十分検討していきたい。ランチルームについては、３年生の給食がスムーズ

に行えたので、26年度には１年生、２年生も含め有効な活用を図るよう中学校にも

考えていただいているとの答弁がありました。 

 委員より、昨年、静岡県で給食のパンにノロウイルスが付着していた重大な事件

が発生し、食の安全体制が必要であるが、協議会のメンバーで安全衛生の専門家は

いるのか。協議会は定期的に開催するのかとの質問があり、食の安全、衛生面での

メンバーは、栄養教諭または学校栄養職員です。定期開催ではないが、本年度は月

１回ぐらい開催したとの答弁がありました。 

 議長より、消費税が転嫁され、給食費の改定の資料があるが、内税、外税を明示

した方が好ましいのではないか。給食費は幼稚園分を据え置くより、無料化した方

が幼稚園人気効果が生まれてくるのではないかとの質問に、幼稚園の給食費の無料

化については検討の段階まで至っていない。消費税については、これまで内税で表

示していたが、10パーセント時点での表示方法等も検討する必要があると考えてい

るとの答弁がありました。 

 また委員より、学校給食運営協議会について、学校関係者だけでなく、民間の方

を含めた給食会は立ち上げていないのか。また、給食は町内統一の献立なので、栄

養バランスによる学校別の子どもの発達段階での大きな差は生じていないのかとの

質問に、保護者を含めた学校給食委員会は立ち上がっていない。統一献立で学校に

よる栄養バランスの差はないが、残食の多い尐ないはあり、残食が多いということ

は若干充足されていない部分があるかもしれないが、学校全体としては栄養バラン

スを考えた給食を提供しているとの答弁がありました。 

 委員より、工事中や給食運搬でのトラブルはなかったのか、また、調理員さんな

どの意見はなかったのかとの質問があり、関係業者や教職員の協力もあり、トラブ

ルはなかった。中学校の設備でも研修しているので、動線の確保ができればスムー

ズに調理できると考えているとの答弁がありました。 

 委員より、今回、南比都佐小学校調理室では、狭い中で混雑が起こらなかったの

か、調理時間はどうかとの質問があり、調理員がクロスする部分を減らす工夫など

をしてもらい、仕事内容を決め、スムーズに行ってもらえた。桜谷小学校分は30分

程度早く調理する体制で行えたとの答弁がありました。 

 ほかに質疑、意見なく、閉会にあたり町長より挨拶をいただき、午前10時、閉会

いたしました。 

 また、閉会後、桜谷小学校給食室の現地視察を行い、午前10時45分、終了いたし
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ました。 

 以上で学校給食問題検討特別委員会委員長報告を終わらせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 次に、企業誘致・幹線道路整備特別委員長 １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） それでは、企業誘致・幹線道路整備特別委員会の委員長報告を

行います。 

 去る３月20日午後１時56分より、第２委員会室において企業誘致・幹線道路整備

特別委員会を開催。出席者は委員全員と、執行側より藤澤町長をはじめ担当課職員

の出席のもと、町長、議長の挨拶を受け、引き続き、外池商工観光課参事、続いて

長岡建設計画課参事ならびに岸村建設計画課長の説明を受け、直ちに意見交換に入

りました。 

 委員より、大日製罐（株）の場所は国道307号沿いの細長い土地のところと思いま

すが、面積はどのぐらいありますか。また、地元北脇へ説明に行っておられると思

いますが、地元からの意見等はどんな状況ですか。答弁として、場所は委員が言わ

れたところの場所です。面積は約１万5,000平米で、大日製罐（株）が全部買われま

した。北脇では、法光寺川に係る排水について心配する意見が出ていましたが、こ

の会社は、事業での排水（排液）は出ないとのことで、一般の排水については公共

下水道へ流れ、雤水だけが河川に流れると説明されました。北脇では３月22日に組

長会があり、その席でも再度説明される予定になっていて、地元も前向きに対応し

ておられます。 

 委員より、会社の社員は最終何人ぐらいになりますか。また、雇用はどこからと

いう計画になっていますか。答弁として、説明会では、人員計画として日野の工場

はトータル21名で、現地採用は11名の予定とのことです。あと、社内異動で８名、

下請の運送関係が２名の予定とのことです。また、現地採用する生産ライン担当の

４名は、今年６月の採用後、半年ほど大阪の工場で研修を受けてもらう予定とのこ

とです。 

 委員より、操業はいつごろから開始される予定ですか。答弁として、７月ごろか

ら６ヵ月間建築にかかり、来年１月に試運転をし、４月から本格的に操業開始の予

定と聞いています。現在は設計をされています。 

 委員より、平和堂は来月オープンと聞いています。コメリも同じと思いますが、

向かいに計画されていたナフコには何の動きも見られませんが、どうなっています

か。答弁として、平和堂は４月10日オープン予定と聞いています。同じ場所のコメ

リは10日ほどおくれてオープンされます。これは、交通渋滞を懸念してずらされた

ようです。ナフコは昨年８月に大規模小売店舗法の届け出と地元説明会をされ、そ

こでは、今年の３月にオープンするとのことでした。届け出に対する県の審査会も

ありました。町からは、届け出に対して交通渋滞を懸念するという意見を付してお
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り、それを県が受理したまでは聞いていますが、その後の情報はなく、現況を見る

に動きがない状況です。ナフコについては、開発の事前申請までで、本申請の許可

はおりていません。この先どのようにされるのかは分かりませんが、先行されるコ

メリの様子を見てではないかと思っています。 

 委員長より、蒲生スマートインターチェンジの使用状況はどうですか。答弁とし

て、平日で１日平均約2,000台と聞いています。それ以外には聞いていません。 

 委員より、スマートインターのＥＴＣは一旦停止が必要ですが、一旦停止しなく

ても通過できるようにならないでしょうか。地元の方からそういう声が上がってい

ます。答弁として、安全面から一旦停止になっていると思いますが、それでも物損

事故が起こっていると聞いています。 

 議長より、第２工業団地の下の入り口の調整池のあたりに旧法光寺川の河川が残

っていたように思いますが、それについて公図の中で協議をされたのですか。答弁

として、大日製罐（株）が買われる土地にその川はかかっていないと聞いています。

佐川会館の駐車場のあたりにその河川が残っていて、それを今、整理されていると

聞いています。 

 議長より、国道との間に緩衝帯がありますが、そこは企業が寄附をされたのです

か。所有者はどうなっていますか。答弁として、緩衝帯も水路も含めて大日製罐（株）

が一旦一緒に買っていただき、その後、緩衝帯と水路については町に寄附していた

だくことで企業に了承をいただいています。 

 議長より、そのことは設置されるときに文書でしっかりと交わしておくべきです。

企業は用地を買われるときに抵当権を設定されます。そうすると、後で払い下げの

話になると、企業側としては、公図がおかしいのではないかということになりかね

ません。水路までは都市計画道路の範疇なので、しっかりチェックして下さい。ま

た、先ほど對中委員の質問で、１万5,000平米と答えておられた土地の範囲ですが、

コンビニの横の駐車場は含まないので、間違いがないようにお願いします。答弁と

して、おっしゃるとおり、駐車場は秀和不動産が所有されています。その境界に仕

切りがあり、そこから下の草の生えた一帯の土地が今回売買されたところです。 

 委員より、名神名阪連絡道路もいいのですが、我々日野町としては土山蒲生近江

八幡線の改良を望んでいます。現道をどこまで使い、その先の山をどのように抜け

るか、また起終点をどこにするなどのもっと具体的な話で動き、甲賀土木や東近江

土木に働きかけるという動きはとれないでしょうか。答弁として、土山蒲生近江八

幡線につきましては、名神名阪連絡道路との関係もあります。昨年10月30日に甲賀

市へ、11月15日に東近江市へ行き、日野町としては、まず現道整備の方が効果的で

早くできることから、それを優先していきたいという意向を伝えています。甲賀市

も東近江市も日野町の意向についての理解をいただいています。そうしたことを受
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けて、昨年11月21日に滋賀県道路課へも話に行きました。そこでは、町として実現

可能な現道整備を名神名阪連絡道路の中でも検討していただきたいとの思いを伝え

ました。法線につきましては、頓宮鎌掛のルート検討委員会の中で、現在の法線で

は整備に60億円という多額な費用が必要であることから、県としてもそれだけの費

用をかけてまでということになるため、現道整備を利用したルートに変更を考えて

ほしい、今のルートのままではいつまでたっても進まないので、まず計画変更を考

えてほしいと期成同盟会の役員や甲賀市とで県に要望を行っています。今後は、期

成同盟会の中でルート案など具体的に話をと考えています。現在の起点としては、

国道１号の甲賀土山インター信号交差点で、終点は町道日野南部線の南砂川から大

きくカーブしているところとなっていることから、最終的に日野南部線の方向へ県

道を振るという計画を持っているところです。 

 委員より、第２工業団地は今回の企業の進出で全部完売となったのですか。答弁

として、先ほど話の出た議長の土地が１区画と北脇杣線から奥之池方面に入り、奥

之池の手前の新江州パッケージの向かい1,100坪ぐらいの土地が残っており、この２

区画が残っている土地です。 

 意見交換を終了し、その他について意見交換に入りました。 

 委員より、県道日野徳原線の内池バイパスですが、平成26年度の工事着手はあり

得ますか。答弁として、平成26年度は準備調査で予算化していますので、調査関係

費だけと聞いています。工事費は予算化されていません。 

 委員より、調査設計は以前にも実施していただいていますが、現在の農道の下に

農水管があります。そのことで再度設計をやり直されるのですか。答弁として、お

話のとおり、現在、農水管が３本入っています。一旦実施設計は終了していますが、

見直しをしたいと聞いています。計画している内池バイパスには農道があり、そこ

に入っている農水管の影響があるとのことで、農林水産省との協議の中で、以前に

実施設計が終わっていますが、農林水産省からの返事がなく、最終的な設計の仕上

がりができていないということになっています。そこで、最終的に実施が可能なよ

うに再度見直しをしていくということになると思います。また、農水管の敷設がえ

が26年度にされると聞いていますので、そうなると、協議も含めて前向きに進むと

思っています。 

 以上で意見交換を打ち切り、14時37分、町長の閉会の挨拶をいただき、委員会を

閉会しました。 

 以上をもちまして、企業誘致・幹線道路整備特別委員会の委員長報告といたしま

す。 

議長（杉浦和人君） 以上をもって各委員長の報告を終わります。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 
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 質疑はありませんか。 

－な     し－ 

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

ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、討論を終わります。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。議第６号から議第31号まで（日野町附属機関設置条例の制定

についてほか25件）については、別に反対討論がありませんので、一括採決いたし

たいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、一括採決いたします。 

 各案に対する委員長報告は、議第６号から議第31号まで（日野町附属機関設置条

例の制定についてほか25件）については原案可決であります。各案は、委員長報告

のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立全員であります。よって、議第６号から議第31号まで（日野町附属機関設置

条例の制定についてほか25件）については、委員長報告のとおり原案可決と決しま

した。 

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

願書についてを採決いたします。 

 本請願に対する委員長報告は採択であります。本請願は、委員長報告のとおり採

択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立全員であります。よって、請願第10号、地方教育行政への国や首長の関与の

強化に反対することに関する請願書については、委員長報告のとおり採択と決しま

した。 

 日程第２ 議第13号平成25年度日野町一般会計補正予算（第７号）に対する付帯

決議についてを議題といたします。 
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 付帯決議案の内容については、お手元へ印刷配付のとおりであります。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） それでは、説明をさせていただきます。それぞれ皆様のお手元

に配付のとおりでございますが、朗読をもって説明をさせていただきます。 

 議第13号平成25年度日野町一般会計補正予算（第７号）に対する付帯決議（案）

についての説明をさせていただきます。 

 所得税法の規定に基づく源泉所得税の徴収漏れについて、今回の補正予算におい

て不納付加算税および延滞税を含め45万7,000円を計上されたところであるが、予算

の執行にあたっては、町民への説明と責任ある対応をされることを強く求めるもの

でございます。 

 以上、決議する。平成26年３月26日。 

 議員各位のご賛同をよろしくお願い申し上げます。 

 提案理由とさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） それでは、質疑をさせていただきます。 

 17日の予算特別委員会において提案をされた中の文章で、「町民への説明責任など

適切な対応をされることを強く求める」という提案をされましたが、今回、「町民へ

の説明と責任ある対応をされることを強く求める」と２つ明確に分けられたのはな

ぜなんでしょうか、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発議者の答弁を求めます。 

 ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） それでは、説明をさせていただきます。 

 先ほど予算特別委員長の説明の中でもございましたように、いろいろ説明があり

ました。たかが２万9,000円の税金ではございますが、住民から徴収された税金が支

払われることにより、住民には納得ある説明責任、これは重い、このように思うわ

けでございます。やはり、住民に説明と責任ある行動をとってもらいたい。議会は、

執行側のチェックという重大な議員の責任を負っておりますので、この点をきちっ

としていただきたい、このように思うわけでございます。 

議長（杉浦和人君） 11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） 私は、なぜ分けられたのかということをお尋ねしたんですが、

こういうふうに分けられたと。それは２万9,000円の税金ぐらいであるけれども、責

任ある行動をとってもらいたいというふうに言われました。町民への説明について
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は、説明責任があるのは当然のことでございますが、だから、責任ある行動、具体

的にどういうことを指されているのでしょうか、お尋ねいたします。 

議長（杉浦和人君） 再質問に対する答弁を求めます。 

 ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） それでは、説明させていただきます。 

 責任ある行動ということで、大変重いことを言っていただきましたが、やはり、

それぞれ議員と執行側、議員は執行側のチェックをする責任を持っております。執

行側も説明責任ということでございます。責任ある行動というのは、きちっと態度、

または文書でも結構でございますので、やはり住民に分かりやすい説明と責任ある

行動ということでございます。なかなか行動と言っても、どれが行動やとは言えま

せんが、やはりきちっと、住民に分かりやすいことを私は行動と、このように思っ

ております。 

議長（杉浦和人君） ほかにありませんか。 

－な     し－ 

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

ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、議第13号平成25年度日野町一般会計補正予算（第７

号）に対する付帯決議の案に対しまして、私は反対の立場で討論を行いたいと思い

ます。 

 滋賀県におきまして、尐なくない自治体において業務委託を行った個人測量士や

建築士に対して源泉所得税徴収漏れの指摘を受けたわけであります。各自治体では、

調査の結果、個人に対しては源泉所得税の納付請求を行うとともに、自治体が不納

付加算税、延滞税を含めて税務署に一括して納付する措置がとられ、今後このこと

が生じないための税徴収の再認識をはじめ、情報公開などの対策がとられているわ

けであります。 

 日野町におきましても、残念ながら同様の事態が明らかとなり、14件、62万2,000

円余りの徴収漏れがマスコミにも報道されたところであります。今、この議会にお

きまして、一般会計補正予算では45万7,000円、特別会計、水道事業会計補正予算で

19万6,000円を計上して、源泉所得税徴収漏れの財政的措置がとられることとなった

わけであります。議会での質問の中で藤澤町長は、このような事態が起こったこと
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をわびるとともに、税徴収の再認識と今後の万全の対策、住民への広報を通じた情

報公開を行うことなど、適切な対応を行うことを述べてきたわけであります。今後

における対応を私たちは大いに期待するものであります。 

 ところが、今回このような付帯決議案が出されてきたわけであります。私は、こ

の決議案は、一口に言いまして、何の重みもない決議案であることを指摘するもの

であります。なぜならば、現に藤澤町長はこの事態に対し速やかな財政措置を講ず

るとともに、広報による情報公開と、この事態を教訓に税徴収の再認識の確立など、

責任と適切な対応を明言されているわけであります。今回の税の徴収漏れ問題は、

故意に行ったものでないことは既に皆さん方もご承知のはずであります。税徴収の

認識問題であったわけであります。だからこそ、町長が言明されているように、そ

の推移をチェックし、見定めることこそが議会議員の果たす役割ではないでしょう

か。さらに述べるならば、現状認識を正しく見るならば、付帯決議に値しないもの

と言えるものであります。あくまでも付帯決議とは議会の総意であり、全会一致で

決めることこそが意義があり、重みを増すものである、このことを私は強く述べま

して、反対討論といたします。 

議長（杉浦和人君） ほかに討論はありませんか。 

 ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） それでは、私はこの付帯決議案に賛成の立場から述べさせてい

ただきます。 

 源泉所得税の徴収漏れが当日野町において発生をいたしておりました。徴収漏れ

の原因は、故意ではなく、誤った認識で処理をしていたと、このような説明であり

ますが、私もそのように理解をいたしておるところでございます。しかしながら、

残念なことであります。今後は改められ、適正な処理が行われると思いますが、今

回の徴収漏れについては、責任の認識と、対応しなければならない手続をしっかり

とやっていただきたいと、このように思う次第でございます。 

 その意味で申し上げますと、徴収漏れとなりました事業者の方に処理の事務等の

負担をかけたこと、また、不納付加算税、延滞税の納付が必要になり、町の税金を

使うこと、こういったことを招いた責任は免れません。他の市町でも同様な源泉徴

収漏れが発表されており、ある町では不納付加算税、延滞税について、町長ら特別

職が負担されると、このような報道がなされております。この町の対応は、徴収漏

れがあったこと、責任を感じていること、わびて責任をとる等を明確に住民に説明

されておる対応であると私は思います。２万9,000円であるが、金額の多い尐ないの

問題ではなく、徴収漏れにより罰則的な意味を持つ税に町の税金を使うことは、町

民の方の理解を求める必要があり、また、隠すことなく透明な行政を行っているあ

かしを示す観点からも、町民の方に説明と適切な対応を当然すべきものと考えてお
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ります。 

 私個人の議員の立場からも、これは当然対応すべきものであるということの認識

のもとに、この付帯決議に賛成をいたすところでございます。 

議長（杉浦和人君） ほかに討論はありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、討論を終わります。 

 これより採決いたします。 

 議第13号平成25年度日野町一般会計補正予算（第７号）に対する付帯決議につい

て、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 多 数－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立多数であります。よって、議第13号平成25年度日野町一般会計補正予算（第

７号）に対する付帯決議については、原案のとおり可決することに決しました。 

 日程第３ 議第33号から日程第４ 議第34号まで（日野町福祉医療費助成条例の

一部を改正する条例の制定についてほか１件）を一括議題とし、副町長の提案理由

の説明を求めます。 

 副町長。 

副町長（平尾義明君） 日程第３ 議第33号、日野町福祉医療費助成条例の一部を改

正する条例の制定について。本案は、ひとり暮らし高齢寡婦に係る滋賀県福祉医療

費助成制度が改正されること等に伴い、日野町福祉医療費助成条例の一部を改正し

ようとするものです。 

 これまで、70歳から74歳までの現役並み所得者以外の方の医療費の自己負担割合

については、法により２割負担と定められていたものの、特例措置により１割負担

とされてきました。しかし、来年度から新たに70歳になる方、具体的には、昭和19

年４月２日以降に生まれた方については、特例措置が廃止されることにより、誕生

日の翌月から２割負担に変更となります。 

 このことについて、県と市町が自治創造会議等において協議を重ねました結果、

現在の福祉医療制度を堅持しつつ、世代間の公平性等を考慮し、制度の改正を行う

こととなりました。今回の改正内容につきましては、ひとり暮らし高齢寡婦の65歳

から69歳までの方の福祉医療費助成を２割から１割に改め、自己負担割合について、

１割負担から２割負担に段階的に引き上げるとともに、滋賀県独自の制度として、

70歳から74歳までの方について、新たに１割の福祉医療費助成を行い、自己負担割

合を１割とするため、改正するものでございます。実施時期につきましては、平成

26年８月１日からとなります。ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 日程第４ 議第34号、日野町老人福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制
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定について。本案は、低所得老人に係る滋賀県福祉医療費助成制度が改正されるこ

とに伴い、日野町老人福祉医療費助成条例の一部を改正しようとするものです。 

 改正の内容は、同時に提案をいたしました日野町福祉医療費助成条例の一部を改

正する条例と同様の内容となっており、低所得老人の65歳から69歳までの方および

70歳から74歳までの方の福祉医療費助成について改正を行うものでございます。実

施時期については、平成26年８月１日からとなります。ご審議のほど、よろしくお

願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

 ここで、議事の都合上、会議時間の延長をいたします。 

 ここで、暫時休憩をいたします。なお、休憩中に議員全員協議会を開催いたしま

すので、議員の皆さんは直ちに第２委員会室にお集まり願います。再開は放送通知

をいたしますので、よろしくお願いいたします。 

－休憩 １６時２４分－ 

－再開 １６時４８分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第３ 議第33号から日程第４ 議第34号まで（日野町福祉医療費助成条例の

一部を改正する条例の制定についてほか１件）を一括議題とし、各案に対する質疑

に入ります。 

 質疑はありませんか。 

－な     し－ 

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

ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、質疑を終わります。 

 お諮りいたします。日程第３ 議第33号から日程第４ 議第34号まで（日野町福

祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定についてほか１件）については、委

員会付託を省略し、討論を行い、採決をいたしたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、討論を終わります。 

 これより採決いたします。 

 日程第３ 議第33号から日程第４ 議第34号まで（日野町福祉医療費助成条例の
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一部を改正する条例の制定についてほか１件）については、別に反対討論がありま

せんので、一括採決いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、一括採決いたします。 

 議第33号から議第34号まで（日野町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の

制定についてほか１件）については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立

を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立全員であります。よって、議第33号から議第34号まで（日野町福祉医療費助

成条例の一部を改正する条例の制定についてほか１件）については、原案のとおり

可決することに決しました。 

 日程第５ 議第35号から日程第６ 議第36号まで（日野町議会議員政治倫理条例

の制定についてほか１件）を一括議題とし、議会運営委員長の提案理由の説明を求

めます。 

 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、議第35号、日野町議会議員政治倫理条例の制定につ

いて、さらには議第36号、日野町議会議員政治倫理条例施行規則の制定についての

提案説明を行っていきたいと思います。 

 日野町議会は、平成23年３月に日野町議会基本条例を制定いたしました。その目

的でもあります町民に開かれた議会づくりは、議員と町民の揺るぎない相互の信頼

関係があって初めて実現できるものであります。そのためには、議員は町民の代表

であることを自覚して、町民の負託に応える強い使命感と、自ら考える明確な政治

倫理基準に基づき、公明正大な町政の維持発展に努めるとともに、誇りと自信を持

って町政を担いつつ、説明責任を果たしていくことが必要であります。そこで、こ

こに議員と町民との信頼関係の確立に向けてこの条例を制定するための提案を行う

ものであります。 

 具体的には、議員自らが遵守しなければならない政治倫理基準の明確化、さらに

は町民および議員からの審査の請求、また議員および学識経験者から成る審査会の

運営、審査結果の報告と公表などが主なものであります。 

 施行期日は平成26年４月１日からであります。 

 また、付則の第２条にあります日野町議会基本条例の一部改正は、日野町議会議

員政治倫理条例の制定に伴い、必要な改正を行うものであります。 

 また、付則の第３条は、特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関

する条例の一部改正であり、これも日野町議会議員政治倫理条例の制定に伴い、政
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治倫理審査会委員の報酬を定めた改正であります。 

 なお、議第36号の日野町議会議員政治倫理条例施行規則は、日野町議会議員政治

倫理条例の施行にあたって必要な事務の事項を定めるものであります。町民および、

とりわけ議員自らの問題として受けとめていただき、慎重なる審議をお願いいたし

まして、提案説明といたします。 

議長（杉浦和人君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

－な     し－ 

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

ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、討論を終わります。 

 これより採決いたします。 

 日程第５ 議第35号から日程第６ 議第36号まで（日野町議会議員政治倫理条例

の制定についてほか１件）については、別に反対討論がありませんので、一括採決

いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、一括採決いたします。 

 議第35号から議第36号まで（日野町議会議員政治倫理条例の制定についてほか１

件）については、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立全員であります。よって、議第35号から議第36号まで（日野町議会議員政治

倫理条例の制定についてほか１件）については、原案のとおり可決することに決し

ました。 

 日程第７ 決議案第１号、地方教育行政の自主性の確保を求める意見書決議につ

いてを議題といたします。 

 決議案の内容は、お手元へ印刷配付のとおりであります。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 総務常任委員会副委員長 １番、村島茂男君。 
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１番（村島茂男君） 決議案第１号については、地方自治法第109条第６項の規定に

基づき総務常任委員会において提出するものでありますが、小林委員長が病気入院

中のため、副委員長が提出者となっております。 

 それでは、意見書（案）を読み上げて、提出者の説明とさせていただきます。 

 地方教育行政の自主性の確保を求める意見書（案）。 

 中央教育審議会教育制度分科会の「今後の地方教育行政の在り方について」を受

け、与党において地教行法の改正作業が行われ、３月中にも今通常国会に提出とさ

れています。現在、与党において法案の改正作業が行われており、首長の権限強化

とともに、国の是正要求について要件緩和などが検討されています。 

 現行の地方教育行政は、戦後、戦前の教育の反省の上に立って、安定性、継続性、

中立性を担保するため、一般行政とは独立した行政委員会として確立されました。

また、地方自治の原則に立ち、国家の関与は抑制的であるべきとされてきました。 

 こうした基本原理をないがしろにし、首長や国の権限を強化することは、子ども

たちの成長や発達をその時々の首長や政府に従属させるものとなってしまい現場が

振り回されることになりかねません。 

 現に、教育制度分科会での審議でも首長や教育長の権限強化への強い懸念が表明

され、11月27日の答申にはなかった、教育委員会を執行機関として存置する案が「別

案」として併記される異例のものとなりました。これは、教育が特定の政治勢力や

政治家に振り回されてはならないとの多くの父母・国民の願いの反映でもあります。 

 マスコミ報道でも「（首長を地方教育行政の執行機関とする制度が）実現すれば、

戦前の軍国主義教育への反省から、国や政治家に対する歯止め役を担ってきた教育

委員会制度の根本が揺らぐ」（東京新聞）「首長が選挙で交代するたびに、教育の目

標や教科書採択の方針が変わることになれば、教育現場に混乱を招きかねない」（読

売新聞）などの懸念が表明されています。 

 教育は、子どもや地域の実態を踏まえた施策が求められます。したがって、教育

現場や地方教育行政は、その自主性の確保が重要です。 

 よって、日野町議会は、国会および政府に対し、次の事項を実現するよう強く要

請します。 

 １．地方教育行政の自主性を確保し、子ども・保護者・住民のための教育行政を

確立すること。 

 ２．拙速な地教行法の改正を行わないこと。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出したいと思いますので、皆さ

んのご賛同をお願いします。 

議長（杉浦和人君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 
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 質疑はありませんか。 

－な     し－ 

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

ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、討論を終わります。 

 これより採決いたします。 

 決議案第１号、地方教育行政の自主性の確保を求める意見書決議について、原案

のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立全員であります。よって、決議案第１号、地方教育行政の自主性の確保を求

める意見書決議については、原案のとおり可決されました。本決議は、日野町議会

議長名において、内閣総理大臣ほか関係機関に送付いたします。 

 日程第８ 議員派遣についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。会議規則第119条の規定により、お手元へ配付の議員派遣一覧

表のとおり、議員を派遣することにいたしたいと思います。 

 なお、派遣の変更および緊急を要する場合は、議長において決定いたしたいと思

いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、派遣についてはそのように決定いたしまし

た。 

 なお、派遣された議員は、派遣結果の報告を議長までお願いいたします。 

 日程第９ 委員会の閉会中の継続調査についてを議題といたします。 

 各委員長からお手元へ印刷配付いたしました文書表のとおり、会議規則第71条の

規定に基づき、閉会中の所管事務の継続調査の申し出がありました。 

 お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とするこ

とにご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の

継続調査とすることに決しました。 
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 以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 

 お諮りいたします。予算特別委員会および学校給食問題検討特別委員会ならびに

企業誘致・幹線道路整備特別委員会は、問題調査のため引き続き設置いたしたいと

思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、引き続き設置することとし、閉会中の調査

をお願いいたします。 

 以上をもちまして本日の会議を閉じます。 

 副町長挨拶。 

副町長（平尾義明君） 閉会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 議員の皆様には、提案をいたしました平成26年度予算案など34議案につきまして、

本会議ならびに委員会におきまして慎重なご審議を賜り、原案どおり可決いただき

ましたこと、まことに厚くお礼申し上げます。 

 特に、町単独福祉医療費助成事業につきましては、子どもたちの育ちと保護者の

期待にご理解いただいたこと、また、庁舎等施設管理事業につきましても可決いた

だきましたこと、お礼を申し上げます。 

 さて、今月は町内の小中学校、幼稚園、保育所で卒業・卒園式が行われ、出席し

てまいりました。子どもたちの健全な成長のためには、家庭、地域、学校、行政が

一体となって支え合い、取り組むことが大切であると子どもたちを前に再確認をし

てきたところでございます。 

 ３月９日には、日野の青年たちが力を合わせて「第１回らんランＲＵＮひのチャ

レンジマラソン」を企画し、見事に成功させました。実行委員の彼らの行動、それ

を支えた地域の努力、参加者、応援する方々が一緒になって１つのことをなし遂げ

られたことを誇らしく思いました。 

 また、昨年７月から工事を進めてまいりました桜谷小学校改修工事が終了し、３

月14日には小学校主催の「工事完成を祝う会」が行われました。子どもたちはこの

工事期間を通して、学校・校舎を大切に思う気持ちがさらに大きくなったことだと

思います。きれいになった校舎で地域の方々に見守られながら成長してくれること

を願っております。 

 ３月23日には、『近江日野の歴史』第４巻「近現代編」の発刊記念講演会を開催し

たところ、多数の方にご参加いただきました。郷土の歴史を知ることは、先人の足

跡を広い視野から謙虚な心で見詰め直すことであり、町の歴史を誇りとすることに

つながります。 

 本定例会の会期中には、東日本大震災の発生から３年を迎えました。３．11を契

機として、人と人のつながり、ふるさとやコミュニティーを大切にする思いが広が
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っています。日野町も３．11の教訓を生かし、温かい社会をつくり上げていきたい

と思います。 

 議員各位におかれましては、年度末、新年度を控え、公私ともご多用のことと存

じますが、健康には十分ご留意をいただき、各方面でますますのご活躍をご祈念申

し上げ、閉会にあたりましての挨拶といたします。 

 ありがとうございました。 

議長（杉浦和人君） ここで、教育長より発言を求められておりますので、これを許

可いたします。 

 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 貴重なお時間をいただきまして、ご挨拶の機会を与えていた

だき、議長様をはじめ議員の皆様方に厚くお礼を申し上げます。ありがとうござい

ます。 

 私、このたび、４月１日をもちまして４年の任期が満了いたしまして、退任させ

ていただくことになりました。当初、教育長という仕事に本当に不安も心配もござ

いましたけれども、この間、議員の皆様方の温かいご指導と、町長をはじめ職員の

皆様のご支援によりまして、何とか努めさせていただくことができまして、本当に

感謝を申し上げます。 

 私は小学校の教員を長年しておりましたので、まずは子どもたちの教育環境、そ

して町民皆様の教育全般にわたり責任があるものと努めてまいりました。子どもた

ちの教育は、学校と家庭だけでできるものではなく、地域の皆様、行政もみんなで

日野の大切な子どもたちを育てていきたいと、四輪駆動、「学校」「家庭」「地域」「行

政」のご協力をお願いしてまいりました。子どもたちを真ん中にして、町民の皆様

のきずながさらに深まり、学び合い、高め合えることができればと考えて職務に精

進させていただいてきたところでございます。 

 日々、さまざまな課題がございましたが、議員の皆様のご理解、ご指導もいただ

きながら、日野の教育を推進させていただくことができましたことをありがたく思

っております。 

 まだまだ期待に添えないところも多かったことと思いますけれども、これまでの

経験は私にとりまして大切な財産でございます。皆様方には、今後、ご健康にご留

意いただきまして、日野町のさらなる発展のため、よろしくお願い申し上げます。 

 言葉は足りませんが、長い間、本当に多くの皆様に大変お世話になりましたこと

に重ねてお礼を申し上げまして、任期満了に伴う退任のご挨拶とさせていただきま

す。 

 ありがとうございました。（拍手） 

議長（杉浦和人君） 教育長におかれましては、４年間、大変ご苦労さまでございま
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した。 

 去る３月３日から本日まで、平成26年度日野町一般会計予算をはじめとする数多

くの諸案件の審議に当たられました議員各位のご苦労に深く感謝を申し上げます。 

 平成25年度もあとわずかとなってまいりました。行政執行担当者には、それぞれ

の事務事業の完了に向け、適切な処理をお願いいたすとともに、平成26年度の各会

計予算および事務事業の執行についても、万全を期して計画どおり遂行されること

を心からお願いを申し上げます。 

 また、本日可決されました平成25年度日野町一般会計補正予算（第７号）に対す

る付帯決議についても真摯に対応されますよう申し添えます。 

 草木のつぼみも膨らみ始め、春の気配が感じられるようになってまいりました。

４月になりましたら学校では入学式、社会では就職と、新しい門出となります。議

員各位におかれましても、お体に十分ご自愛いただきまして、心身ともに新たな感

覚で、町政の発展と住民福祉の向上のためにご奮闘していただくことを心からお願

い申し上げまして、これをもちまして平成26年第１回日野町議会定例会を閉会いた

します。 

 一同起立。礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご苦労さまでございました。 

－閉会 １７時１０分－ 
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