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第５回日野町議会定例会会議録 

 

平成２６年９月１２日（第２日） 

開会  ９時３３分 

散会 １６時４８分 

 

１．出席議員（１３名） 

 １番  村 島 茂 男   ９番  西 澤 正 治 

 ２番  中 西 佳 子  １０番  東  正 幸 

 ３番  齋 藤 光 弘  １１番  池 元 法 子 

 ５番  蒲 生 行 正  １２番  平 山 敏 夫 

 ６番  冨 田  幸  １３番  對 中 芳 喜 

 ７番  髙 橋  渉  １４番  杉 浦 和 人 

 ８番  小 林  宏     

 

２．欠席、遅刻、途中退席および早退議員 

 ８番  小 林  宏 （遅刻・午後から出席）   

 

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（１９名） 

 町 長  藤 澤 直 広  副 町 長  平 尾 義 明 

 教育長職務代理者 
教 育 次 長 

 岡  常 夫  総 務 政 策 主 監  沢 田 友 男 

 総 務 課 長  池 内 俊 宏  企 画 振 興 課 長  古 道  清 

 税 務 課 長  増 田 昌一郎  住 民 課 長  高 橋 正 一 

 福 祉 課 長  壁 田  文  介 護 支 援 課 長  夏 原 英 男 

 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 長  望 主 昭 久 

 会 計 管 理 者  川 東 昭 男  住 民 課 参 事  宇 田 達 夫 

 代 表 監 査 委 員  曽 羽 松 司     

 

４．事務のため出席した者の職氏名（３名） 

 議 会 事 務 局 長  西 河  均  総 務 課 主 査  山 添 史 郎 

 総 務 課 主 事  服 部 孝 紀     
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５．議事日程 

日程第 １ 議第６６号（平成２５年度日野町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算について）訂正の件について 

 〃  ２ 議第４８号から議第７５号まで（人権擁護委員の候補者の推薦に

ついてほか２７件）および報第７号から報第１１号まで（平成２

５年度日野町一般会計継続費精算報告書ほか４件）について 

〔質 疑〕 

 〃  ３ 議第４８号から議第５２号まで（人権擁護委員の候補者の推薦に

ついてほか４件）について 

〔採 決〕 

 〃  ４ 請願第１４号 集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、それ

に基づく立法化を行わないよう関係機関に意見書を提出すること

を求める請願 

 〃  ５ 議第７６号 決算特別委員会の設置について 

〔および委員会付託〕 

 〃  ６ 選第 １号 決算特別委員会の委員の選任について 

 〃  ７ 議第５３号から議第６４号まで（日野町特定教育・保育施設およ

び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定に

ついてほか１１件）について 

〔委員会付託〕 

 〃  ８ 一般質問 

１０番 東  正幸君 

 ３番 齋藤 光弘君 

 ６番 冨田  幸君 

 ９番 西澤 正治君 

 ２番 中西 佳子君 
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会議の概要 

－開会 ９時３３分－ 

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

す。 

 一同、礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 ただいまの出席議員は12名であります。定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

 はじめに、副町長から発言を求められておりますので、これを許可いたします。 

副町長（平尾義明君） 皆さん、おはようございます。 

 議長のお許しをいただきましたので、７月２日から10日までの９日間、日野町と

姉妹都市提携を結んでおりますブラジル連邦共和国エンブ市へ訪問いたしてまいり

ましたので、報告をさせていただきます。 

 今回の訪問は、サンパウロで開催される、ブラジル日本都道府県人会連合会主催

による「日本人祭り」が、今年は滋賀県人会会長が実行委員長を務められることと

なり、これにあわせ、町にエンブ市から強い訪問要請を受けましたので、私を団長

に、町議会から村島議員をはじめ国際親善協会から２名と随行の計５名の親善使節

団を編成し、訪問させていただきました。平成20年に、ブラジル日本移民100周年記

念に訪問させていただいて以来の訪伯となりました。 

 ７月２日午後１時過ぎに、役場前で関係の皆さんのお見送りをいただき、関西国

際空港から韓国仁川、ロサンゼルスを経由するという東回りのコースで向かいまし

た。 

 エンブ市に到着いたしまして、まず最初にエンブ市議会を表敬訪問させていただ

きました。議会休会中にもかかわらず、議長様をはじめ、多くの議員の方々にお集

まりをいただき、議会構成や議会運営などについて説明を受けた後、議場などを見

学させていただきました。議場は日本の裁判所の法廷のような空間で、傍聴席は大

変広く、市民の方々が参加するというイメージを強く感じ、議長席の後ろの正面に

は、インディオの絵が描かれておりました。 

 翌日は、エンブ市役所を訪問させていただきました。市の幹部職員の方々から、

市政の状況を伺ってまいりました。2011年までブラジルの政権を務められたルーラ

大統領が、「飢餓ゼロ計画」を立ち上げ、貧困層への支援を積極的に行い、最低賃金

の引き上げなどの施策が講じられたため、以前と比べ生活水準は上がってきたもの

の、サンパウロに近いエンブ市などの地域では、都市部の人口がこの10年で約２倍

に増えたことにより、住宅が不足している状況にあります。また、インフラ整備も
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追いつかず、衛生面や教育面での課題を多く抱えていることなどのお話を伺いまし

た。あわせて、現在は降雤が尐なく、水不足の問題が深刻であることの説明も受け

ました。 

 エンブ市内の視察では、住宅の真ん中に新しく建設された幼稚園や、建設中の公

営住宅、区画整理の現場などを回らせていただきました。幼稚園は冬休みで、子ど

もたちの姿は見られなかったものの、机は並べると円形になる形で、障がいのある

子ども用のプールやシャワー室、乳幼児室も同じ施設内に併設されており、また、

パソコンを学ぶ教室もございましたので、尐し驚いたところです。しかし、このよ

うな施設を、どれだけの子どもたちが利用できるのかを考えると、この市の抱えて

いる問題の大きさを感じずにはいられませんでした。 

 町なかは、石畳と坂のある落ち着いた閑静な田舎町ですが、周辺はファーベラー

といわれる簡素なブロックづくりの住宅が、丘に張りつくように密集しており、一

目瞭然で貧富の差を感じたところです。 

 訪問３日目には、サンパウロ市で開催された日本人祭りの開会式に出席させてい

ただきました。この催しは、海外で行われている日本人祭りの類では最大規模で、

今年で17回目となり、３日間の開催中、延べ20万人が訪れるということで、日本の

企業はもちろん、多くのブラジル企業からの協力、協賛があり、また、会場内の案

内や整理などに1,000人近くのボランティアや各種の協会、団体の協力を得ておられ

ました。ステージでは郷土芸能などの発表が行われ、会場内の屋内スペースでは、

ワークショップとして茶道、生け花、書道、折り紙、切り紙、俳句などのコーナー

が設けられ、各県人会のボックスでは、郷土自慢の食べ物に長い列ができていまし

た。日ごろ、町のレストランなどで食べられない数々の食べ物を、多くのブラジル

人たちが楽しんでおられました。滋賀県人会では、手づくりのギョーザを販売され

ておられました。 

 エンブ市においては、日系市民で構成されているエメボーイ文化協会と、日系人

の皆様と懇談させていただきました。これまでの移民の歴史や苦労話なども伺いな

がら、書道や歌の披露で心の通じた交流の時間を過ごさせていただきました。当日、

エンブ市長夫妻も参加され、「今後も日系の人たちと協力して市政の発展に頑張りた

い」とお話しされておりました。友好親善を結んでおりますエンブ市との今後につ

きましては、住民レベルの各種の交流活動を継続的に進め、交流の経験を生かせる

よう、多くの人が異文化を学び、共有できる機会を相互に設けていくことを確認し

たところでございます。グローバル社会の中にあって、一層国際化への認識を高め、

豊かな国際感覚を育て、諸外国の町や人との交流を図っていく必要性を感じた次第

でございます。 

 なお、来年３月、日野町は町村合併60周年を迎え、あわせてエンブ市との姉妹都
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市交流30周年を迎える節目の年となることから、その式典への招聘についてもお話

をさせていただいたところでございます。 

 以上、概略ではございますが、今般のエンブ市への訪問の報告とさせていただき

ます。ありがとうございます。 

議長（杉浦和人君） 暑い時期ですので、上着を外していただいても結構かと思いま

す。 

 本日の議事日程は、お手元へ印刷配付のとおりであります。 

 日程第１ 議第66号（平成25年度日野町国民健康保険特別会計歳入歳出決算につ

いて）訂正の件についてを議題といたします。 

 町長から訂正理由の説明を求めます。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） 日程第１ 議第66号（平成25年度日野町国民健康保険特別会計歳

入歳出決算について）訂正の件についてご説明申し上げます。 

 平成26年９月２日に提案しました、平成25年度日野町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算書の歳入中、決算書139ページになりますが、第２款使用料及び手数料・第

１項手数料の調定額の欄の額、141、142ページの歳入合計の調定額および収入未済

額の欄の額にそれぞれ記載誤りがございました。 

 日野町議会会議規則第19条第１項により、訂正をお願いするものでございます。

大変お手数をおかけいたしますこと、おわび申し上げます。どうかよろしくお願い

いたします。 

議長（杉浦和人君） 町長の訂正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、質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議第66号（平成25年度日野町国民健康保険特別会計歳入歳出決算について）訂正

の件について、許可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、議第66号（平成25年度日野町国民健康保険

特別会計歳入歳出決算について）訂正の件について、許可することに決しました。 

 日程第２、議第48号から議第75号まで（人権擁護委員の候補者の推薦についてほ

か27件について）を一括議題とし、各案に対する質疑に入ります。 

 また、報第７号から報第11号まで（平成25年度日野町一般会計継続費精算報告書

ほか４件）についても、質疑を許可いたします。 
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 質疑はありませんか。 

 11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） おはようございます。私の方から３点について質問をいたしま

す。 

 議第53号、議第54号、議第55号の条例の制定について、子ども・子育て関連３法

に基づく、子ども・子育て支援新制度に係る３議案について質問をいたします。 

 今回、提案されたものについては、国基準に従い定められたものだとの説明があ

りました。しかし、この新制度は介護保険制度をモデルにしたもので、最大の特徴

は、これまでの市町村の責任によって保育を提供する現物給付の制度を改め、利用

者と事業者の直接契約を起点にする、現金給付の仕組みへの変更だと思います。市

町村は保育の契約に介入することができないため、市町村の責任が後退し、保育の

市場化に道が開かれることになります。 

 特に問題は、議第54号の家庭的保育事業等のところでは、第８条の職員の一般的

要件で、定員規模が小さいことを理由に、保育者の資格要件の緩和が盛り込まれ、

その結果、施設事業所によって保育格差が生じることになりますから、全ての事業

所で、保育者は保育士資格とすることが当然ではないでしょうか。また、16条の食

事の提供の特例では、給食は自園調理が原則なのに、連携施設からの搬入も認めら

れています。これも、今までどおり保育事業の給食は自園調理とし、調理員の配置

も必要だと考えます。 

 議第55号の放課後児童健全育成事業、学童保育のところですが、ここの第９条の

設備の基準では、児童１人につきおおむね1.65平方メートル以上とされていますが、

これは保育所の乳児の基準と同レベルであり、せめて1.98平方メートル以上必要と

いわれています。また、障がいのある子の受け入れにおいての指導員の配置基準を

設けることや、兄弟準要保護家庭の減免制度についてなど、さまざまな問題を抱え

ています。一定の国基準はあるにせよ、新制度においても、児童福祉法24条１項に

規定されているように、保育を必要とする子どもには保育を受ける権利があり、市

町村には、保育所保育を求める子どもを、保育所に入所させて保育する責任があり

ます。また、市町村には、実施主体としての判断や裁量権があり、国基準に一部上

乗せした条例案を準備しているところもありますが、ぜひ日野町としても、現行基

準を低下させない努力をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 11番、池元法子君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 議員より、今回制定いたします基準についてご質問いただ

きました。 

 議員おっしゃっていただきますように、児童福祉法第24条で、市町村が保育に対
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して責任を負わなければいけないというところは、今も改正された児童福祉法にお

いても同じように存在しております。子ども・子育て支援法は、これらの現行で施

行されている法律を総括するような形で、支給について定められたという目的もご

ざいますので、保育に対する責任が町にあるということは、重々認識しているとこ

ろでございます。 

 基準につきましては、国が示しました基準の上乗せということがございましたが、

現行、運営している保育の基準を低下させないという責任で、認定、それから運営

に関する確認についても、町として責任を持って見ていきたいというふうに思って

おります。 

議長（杉浦和人君） ほかにございませんか。 

 ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、いつものように私も質疑に参加させていただきます。

私は、議第65号以降の決算議案11件と、これに関連いたします報告５件につきまし

ては質疑に参加できませんので、その他の議案のうち、６議案について質問を行わ

せていただきます。 

 まず、議第52号、日野町教育委員会委員の任命についてお伺いをいたします。 

 最初にお断りをいたしておきますが、人事案件であり、また提案がありましたよ

うに、日野地区区長連絡会会長より推薦をされた方であり、提出案件自体に対して

疑義を唱えるものではございません。委員の人物、選任に、どうこう言おうとする

ものでもございません。 

 私は、教育委員会事務局より、日野地区区長連絡会会長に委員の推薦をお願いさ

れるにあたり、どのような人物の依頼をされたのか、その委員選出の条件について、

尐々疑問を感じ質問をいたします。 

 その１、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第４項に、「委員の任命

に当たっては、委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮する

とともに、委員のうち、保護者である者が含まれるようにしなければならない」と、

委員の条件が定められております。要するに、今日的には、女性を、保護者をでき

るだけ選びなさいであります。 

 その２、尐し前でありますが、３年前、平成23年５月１日現在の市町村教育委員

の状況の数値でありますが、委員の平均年齢は59歳、女性委員の割合は35パーセン

ト、保護者委員の割合は30パーセントであります。現在はもう尐し伸びているのか

なと、こういうふうに思っております。 

 その３、現在は、女性の登用が強く求められております。私が教育委員会に在籍

しておりましたときに、既に、地区選出委員４名中、半数の２名が女性でありまし

た。教育長を含めますと、５名中３名になったときもございます。 
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 その４、日野地区よりの選出委員は、前任者の森さん、前々任者の小西さんと、

近年、慣例として２期８年間在任されております。その前には、もっと長い方もお

られました。 

 その５、日野地区は最も人口の多い地区であり、人材も豊富であります。明年度

平成27年度の選出地区は西大路地区、次の平成28年度の選出地区は西桜谷地区、次

の平成29年度の選出地区は南比都佐地区と、人口の尐ない地区からの選出が続くこ

ととなります。人口の尐ない地区から、人格が高潔で教育、学術および文化に関し

識見を有するお若い方、女性、保護者の委員を選出し推薦していただくことは、甚

だ難しくなると思われます。ちなみに、ご存じであろうと思いますが、西大路小学

校の児童は65名、うち６名は日野地区からの通学児童で、実質は59名。この中に、

兄弟の児童や父子家庭の児童もおられるでしょうから、母親の人数は30名程度と考

えられます。日野地区ですと、西大路地区の10倍ほどの保護者がおられると思われ

ます。 

 以上５点を踏まえてお伺いをいたします。 

 なぜ、教育委員会事務局は、２期８年の在任を見据えてお若い方を、また明年度

からの委員の選出を踏まえて、女性の登用、性別の偏りを考え女性を、また人材豊

富な地区であり、保護者からの選出を、日野地区区長連絡会会長にお願いされなか

ったのかお伺いをいたします。 

 次に、議第53号、日野町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の制定についてと、議第54号、日野町家庭的保育事業等の

設備および運営に関する基準を定める条例の制定についてと、議第55号、日野町放

課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例の制定について

お伺いをいたします。 

 今ほど池元議員よりも質疑がありました。その点は割愛をしたいと思いますが、

要するに、簡潔に言えば、この３つの条例の制定は、明年４月から実施される子ど

も・子育て支援新制度に向け、日野町の特定地域型保育事業などの運営に関する基

準を定める条例の制定であります。 

 １点目として、県より示された準則にのっとってつくられたと思いますが、国の

法律が随所に散見され、一読するだけでは分からない、非常に理解しづらい条例で

あります。日野町の基準を定める条例であり、もっと分かりやすい、日野町なりの

条例とできなかったのかお伺いをいたします。 

 ２点目は確認ですが、池元議員も申されましたが、３つの条例ともに国が示して

いる基準どおりなのかどうか。国基準と違うところがあるのか。日野町独自の、国

基準より上乗せされたところがあるのか。ないということでございますが、確認を

いたしたいと思います。 
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 ３点目として、日野町内に、社内保育所を持つ企業は、日野記念病院と蒲生ゴル

フ倶楽部の２社でありますが、この条例に定める事業所内保育事業の基準に該当す

るのかどうか、お伺いをいたします。また、この２社に、今後この条例の説明をさ

れるのか、お伺いをいたします。 

 次に、議第56号、日野町税条例の一部を改正する条例の制定について、お伺いを

いたします。今条例改正の１つに、法人町民税の法人税割が14パーセントから11.4

パーセントへ、中小企業については13.7パーセントから11.1パーセントへと、2.6

パーセント分軽減され、この税額分が地方交付税に振りかえられるとのことであり

ます。 

 １点目として、法人税割2.6パーセント分減は、税額にして法人税が約２割減にな

ると考えてよいのか、お伺いをいたします。 

 ２点目として、法人税割2.6パーセント減分が、地方交付税に振りかえられるとの

ことであります。これは、財政力指数の低い自治体にとっては有利な改正でありま

すが、財政力指数の高い自治体にとっては不利な改正であります。有利、不利の分

かれ目となります財政力指数はどのあたりとなるのか。また、財政力指数、現在の

日野町は0.659でございますが、かつては0.8も行ったこともございます。日野町に

とって有利に働くのか、不利に働くのかお伺いをいたします。 

 次に、議第59号、平成26年度日野町一般会計補正予算（第１号）に関しましてお

伺いをいたします。 

 １点目として、補正予算書13ページ、第２款総務費・第１項総務管理費・第10目

交通安全対策費の、交通安全施設対策事業630万円と、街灯設置補助事業600万円に

関連してお伺いをいたします。午後からの一般質問で、冨田議員さんと西澤議員さ

んから防犯灯の設置について詳しくただされますので、私は、７月７日に発行され

ましたマイクロマガジン社の「これでいいのか滋賀県」の中の、日野町の箇所、街

灯について書かれていますが、町長もこれを読まれたと、こういうふうに思います

が、この一番最後に街灯について書かれておりますが、防犯灯、街灯についてのお

考えを、思いを町長にお伺いいたします。 

 ２点目として、補正予算書17ページ、第６款農林水産業費・第１項農業費・第４

目農地費の、町単独土地改良事業843万6,000円についてお伺いいたします。この補

正は、昨年９月15日の台風18号により被災した農地や農業用施設について、農業者

が復旧を行うための補助金でありますが、昨年の被災から１年がたった今、本年の

農業収穫期を終えようとしている今、尐々復旧が遅いのではないでしょうか。農繁

期に入る前、もっと早くできなかったのでしょうか。なぜ、今となったのでしょう

か、お伺いをいたします。 

 以上６議案の質問について、明解な答弁を求めます。 
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議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 教育次長。 

教育長職務代理者教育次長（岡 常夫君） まず１点目に、教育委員さんの任命同意に

つきましてご質問を頂戴いたしました。 

 教育委員さんの推薦につきましては、これは慣例に従いまして、各地区の区長会

の方々に、推薦をお願いしてきたところでございます。本年につきましても、日野

地区の区長会長さんのお宅にお邪魔をいたしまして、先ほど議員のおっしゃってい

ただきましたように、地教行法の第４条第４号の規定も記載をいたしました上で、

現在、女性委員が１人ですので、複数にしていただければありがたいということと、

それから、日野地区の慣例で２期８年、これまでからお勤めいただきました。先ほ

どご指摘いただきましたように、これまで３期して頂いた方もあるんですが、ここ

３期ほどは２期８年のお勤めをいただいておりますが、区長会長さんもおっしゃっ

ていましたけれども、なかなか８年というと厳しいなということもありましたので、

この辺につきましては、１期４年でも結構ですということ、ならびに、保護者の委

員が含まれるということも、地教行法の条文をご説明する中でお願いを申し上げま

した。さらに、これまで日野地区の方から、教育委員さんとして推薦いただき、議

会でご同意をいただいた方々のお名前も、表にしたものをお渡しさせていただいた

ところでございます。このようなことをご説明申し上げ、推薦のお願いをさせても

ろうたところでございます。その後、区長会長さんにつきましても、三役さん等で

相談をいただき、町からのお願い部分をその三役さんとも協議をしながら、日野地

区の区長さんの連絡協議会の中で協議をいただき、ご推薦をいただいたものでござ

います。 

 若い方、女性、保護者という点につきましては、年齢の偏り等のこともございま

すので、この辺も説明をさせていただいた中で、区長会長さんに推薦をお願いした

という経過でございます。実際に女性委員のこともお願いする中で、ご説明を申し

上げたところでございます。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 子ども・子育て支援法に関連します３つの条例の件につい

てご質問をいただきました。 

 議第53号の日野町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例に関しましては、認可を受けた事業者が、子ども・子育て支援法

に基づきます保育、教育の給付の対象となる事業者であることを確認するための基

準となるものでございますので、国が示しました基準どおりのものを、条例として

制定することをお願いするものでございます。子ども・子育て支援法におきまして

も、教育基本法の規定ですとか児童福祉法の規定ですとか、就学前の子どもに関す
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る教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、認定こども園法というふうに

呼んでおりますけれども、その規定によります幼稚園、保育所、認定こども園と、

現在の法の適用の上に給付の方法という新しいものをしておりますので、本当に多

くの法で定める規定が出てまいりまして、一読するだけではなかなか分かりづらい

ものとなっております。そういった中での基準でございますので、法の用語の方、

そのまま条例となっておりますところを、ご理解いただきたいと思います。国の定

めております基準どおりで、この条例に関しましては町独自の基準を定めてはござ

いません。 

 議第54号の条例に関しましても、国の基準どおりで、町独自の基準は定めてござ

いません。 

 議第55号の条例に関しましては、現在、放課後児童クラブガイドラインを基本と

して運営していただいております学童保育所の運営について、国の基準に基づき、

条例で定めるものでございます。現在、小学校単位で運営されている学童保育所が

ございますので、第10条の４項では、児童の数をおおむね40人以下としております

けれども、ただし書きの方で、専用区画面積で児童１人につきおおむね1.65平方メ

ートル以上の基準を満たし、また、支援員の数を３人以上とすることでおおむね60

人以下とすることができるという、町の方の基準を示させていただいております。

また、職員に関する経過措置を平成32年３月31日までと、設置に関する経過措置を

同じく平成32年３月31日までとしておりますのは、町の方で基準を決めさせてもら

ったものでございます。 

 日野町内の事業所内保育所につきましては、現在、事業所に勤務されておられま

すお子様に対する保育でございますが、第42条で示させていただいておりますとお

り、定員数を定めていただきます際に、その他の乳幼児、地域の乳幼児なんですけ

れども、以外の人数を定めていただくということが、この条例の方の適用を受ける

かどうかという第１の条件になります。その上で、第43条から定めのあります基準

に、適応するかどうかという確認をする必要があると考えております。 

 それから、企業さんに対する説明でございますけれども、現在のところは行って

おりませんけれども、新しい制度でございますので、説明の必要があると考えてお

ります。 

議長（杉浦和人君） 税務課長。 

税務課長（増田昌一郎君） ただいま蒲生議員の方から、議第56号、日野町税条例の

一部を改正する条例の制定についてご質問いただきました。私の方からは、第１点

目についてお答えをさせていただきます。 

 今回の法人税割の税率改正につきましては、現行税率の14.0パーセント、ならび

に13.7パーセントを、それぞれ2.6パーセント引き下げて、11.4パーセントと11.1
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パーセントとするものでございます。これは、現行税率を100としますと、割合にし

まして、それぞれ18パーセント余りの引き下げになります。ですから、蒲生議員が

お示しいただきました考え方のとおり、税額としては約２割減になるものと見込ん

でおります。 

 なお、参考までに、平成25年度の決算額をもとに試算をしましたところ、税額に

して約5.700万円、率にして18パーセント余りの減となる見込みでございます。税収

への具体的な影響は、平成27年度歳入からとなる予定でございます。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 蒲生議員から、議第56号、日野町税条例の一部を改正する

条例の制定についてご質問をいただきました。２点目の質問につきまして、私の方

から回答をさせていただきたいと思います。 

 平成26年度の税制改正によりまして、消費税率が８パーセントに増税となったこ

とによりまして、地域間の税源の遍在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、

法人町民税、法人税割の一部を国税化し、その全額を地方交付税の原資とされるこ

とになりました。これによりまして、今回の改正で減額となります法人税割の約２

割分につきましては、当然、不交付団体には交付をされないということになります。 

 次に、財政力指数の数値においての有利、不利ということでございますが、基準

財政収入額が減尐した場合、基準財政需要額が同じということになりますと、交付

税の制度上、収入額の減額相当分が交付税措置をされるということになるというふ

うに考えられます。法人税割の約２割分の75パーセント分が交付税として措置をさ

れ、法人税割の約２割分の25パーセントの相当分が、歳入が減尐するということに

なります。このことから、先ほど税務課長が、平成25年度の決算でいいますと、影

響額は約5,700万というような答弁でございますが、この25パーセントということに

なりますと、約1,400万余り一般財源が減尐することになるのかなと、このように思

ってございます。こうしたことから、財政力指数の数値ということではなく、法人

税割の額が多ければ多いほど、その団体が受ける影響の度合いが、単純にいいます

と、大きいことになるのかなというふうに思います。ただ、今回の法人税割の２割

が国税となりますことによりまして、基準財政収入額が減尐いたしますので、今、

財政力指数が１のところは、当然収入額が減ることによりまして、不交付団体が交

付団体になるということになるかというふうに思いますので、財政力指数が１尐し

のところにつきましては、交付団体になる。それ以上の高いところについては、そ

のまま法人税割の２割が減尐したままの影響を受けるということになるのかなとい

うふうに思ってございます。 

 今の日野町にとっての有利、不利につきましては、その財源を、国の地方財政計

画の中で、どういうふうに歳出として配分をされるのかにもよることになるのかな
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というふうに思いますので、その基準財政需要額の歳出の、いわゆる必要性の部分

についての中身が分からないと、どのような影響になるのかなというのが分からな

いのかなというふうに思ってございます。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 蒲生議員から、補正予算とかかわって、防犯灯についての考え

方はどうかと、こういうふうなご質問をいただきました。 

 防犯灯については、日野町におきましては、これまでから、いわゆる集落内の防

犯灯については集落で設置をいただき、それに町が補助をするという形態でござい

ます。あわせて、集落間をつなぐ縄手の部分については町が設置をすると、こうい

うことでございますし、それと別にではないかも分かりませんけれども、それぞれ

の商店街などでは街路灯の整備をされ、町の安全対策といいますか、そういうとこ

ろに寄与をしていただいているところでございまして、商店街につきましては、今

回の補正予算でも、ギンザ商店街、えちがみ商店街の補助を、別立ての補助に町の

上乗せ補助をするということでございますし、昨年度は上野田の方で補助をしてい

るということでございますので、商店街につきましては、別の商店街補助にプラス

町が上乗せをしていると、こういう状況で、防犯灯の設置がこれまでから進んでい

るところだと、このように思っております。 

 また、この間、ＬＥＤ化ということで、省エネ対策ということで補助金の制度も、

今年度まで充実をして実施をしておりますので、多くの集落でＬＥＤへの切りかえ

が進んでいるということはいいことなのではないかなと、このように思っておりま

す。 

 町といたしましては、後ほど、さっきお話がありましたけれども、西澤議員や冨

田議員から防犯灯の設置等についてのご質問をいただくところでございますが、基

本的には、通学路などを優先的に対応してきたという経過もございますし、今後も、

通学路をはじめ、地域の皆さんのご意見を聞きながら取り組んでまいりたいなと、

このように思っています。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（高岡良三君） 蒲生議員さんの方から、議第59号、補正予算にかかわって

ご質問をいただきました。 

 昨年の台風18号に関する補正の件でございますが、台風18号につきましては、非

常に大きく被害を受けて、箇所数も非常に多かったというのが現実でございました。

農地関係では83ヵ所の被害を受けました。私どもはそれを、議員ご指摘のとおり、

一刻も早く修復復旧するために、補助を出しながら、各集落地区の農業組合長さん

を中心に、その業務を携わってまいりました。おおむねのところについては、土木

業者さんの方に仕事を委託されて、復旧をされているというところが大半でござい
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ます。その中で、土木業者さんの方で、たくさん仕事を請け負って、手が回らない

部分もあったというのが現実でございます。もとより、各集落の農業組合長さんを

はじめ関係者の方は、この年に終わって、今年度の作付が十分できるようにしたい

というふうに思われているのは当然でございますので、年末、また年明けいっぱい

まで、何とか仕事を早くしてほしいということで頑張ってこられたんですが、仕事

が、今言いましたように手いっぱいの部分もございます。なおかつ、私ども、申請

を受けて、それで現場を確認したところ、とりわけ別所の方では下に近江線が走っ

ておりまして、非常に安易な復旧ではだめだということで、かなり大きな仕事にな

ってまいりました。ほかのところもたくさん、何ヵ所も被害を受けられたところも

ございまして、負担の関係もございますので、できれば翌年度に回したいというこ

とで、年明け、年度末までに完成しないというところについては、25年度に尐し見

送るという形がございましたものですから、今回のような形でまとめさせていただ

きまして、今、補正に計上するということでございます。 

 今回の補正を認めていただきまして、それぞれ交付決定をさせていただきまして、

今年度には終わっていくということで、それぞれ仕事を進めてまいりたいと思いま

すので、ご理解の方をよろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、何点か再問をいたしたいと思います。 

 まず、議第52号、日野町教育委員会委員の任命についてでございますが、区長会

長さんにお願いをされて、そういう形になったと、きちっと説明はしたと、こうい

うところですが、そこをもう一度、きちっと説明ができなかったものかどうかなと、

こういうふうに思います。また、区長会だけではなかなかその選任が難しい面もあ

ろうかと思います。地元には女性の中西議員さんもおられますし、また公民館長は

伴先生でございます。そういう方々にもご相談をするように、こういうふうに言わ

れていなかったのかと。そうされるべきであったと、こういうふうに私は思います。

また、日野地区のときに、若い女性の保護者が選任されましたならば、８年間、他

の小さい地域においても、フランクな選任が依頼できたところでございました。非

常に、もう１つ配慮がなかったのかと、こういう点、教育委員会の姿勢に疑問を感

じるところでございます。 

 司馬遼太郎さんが書かれました小説に、「坂の上の雲」という小説がございます。

主人公の海軍軍人の秋山真之が、幼なじみの正岡子規に語った、軍艦は遠洋航海に

出て帰ってくると、船底にカキ殻がくっついて船足が落ちる。そして人間の営みも、

船に似ていると彼は言うと。経験は必要じゃが、経験によって増える知恵と同じ分

量だけのカキ殻が頭につくと、こういう点も頭に入れておいていただきたいと思い

ます。 
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 現在、既に72歳、任期中に後期高齢者になられる、今日まで初任からこのような

高齢な方が教育委員におられたのかどうか、この点、再問いたしたいと思います。 

 次に、議第53号、議第54号、議第55号についてでございます。 

 １点目に質問いたしました、もっと分かりやすい日野町なりの条例にできなかっ

たのか、この点は仕方がないのかなと、こういうふうに思います。そうは思うんで

すが、ただ、ぱっと見て、専門家でないとなかなか理解できない。いろいろな法律

書を持ってきて見比べなんだら理解できない。こんな法律は、一般の方は理解でき

ません。一定、仕方がないのかなと思いますが、国の準則と県が定める準則等ある

んですが、今後何とかならんのかな、これは私の思いでもございます。 

 そして、先ほどの、事業所内、社内保育所でございますが、定員の４分の１以上

を地域住民に開放すれば、この条件がこういうふうになるのかなと、こういうふう

に思います。こういうことをその事業所で定員を定められたら、この補助金が対象

になるのかな、こういうふうに思うところでございます。企業への説明を今後した

いということでございますが、十分なる説明をしてくださるよう、この点は要望い

たしておきたいなと、かように思います。 

 なお、安田参事さんに聞いたところ、日野記念病院は現在、園児が19名、そして

蒲生ゴルフ倶楽部は22名おられると、こういうことです。４分の１ですので、５名、

６名、そういう形になればいいのかなと、こういうふうに思うところでございます。 

 次に、議第56号についてでございます。1,400万円事実上減ると。私は、0.75が分

かれ目かなと、こんな思いを財政力指数は思っていたんですが、完全に言う、１点、

ちょっと逆に上になるのかなと、こういう回答でしたので、どちらにしてもいいの

かなと思います。 

 次に、議第59号の一般会計補正予算についてでございます。 

 １点目の、交通安全施設整備対策事業につきましては、午後から冨田議員、西澤

議員さんが一般質問を行われますので、再問をいたしません。 

 ２点目の、町単独土地改良事業については、詳しく高岡課長より説明をいただき

ました。理解ができたところでございます。一日も早い復旧を願うところでござい

ます。 

 それでは、教育委員会の方の再問に対して答弁をお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育長職務代理者教育次長（岡 常夫君） 教育委員の選任に関しましての再質問を

頂戴しました。 

 区長会長さんにお願いするときに、地元の議員さんのこととか、またほかの方に

ご相談をという部分で説明はしなかったのかということでございますが、文書でお

渡しをした中には、そのことは書いてございませんが、三、四十分しゃべらせてい
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ただいている間では、他の地区の状況も含めて、選任をいただく中で地元の議員さ

んとのご相談であるとか関係の皆さん、また先輩の皆さんに、ご相談をされている

ところもありますという形での説明をさせていただいたところでございます。 

 なお、日野地区につきましては、これもこのごろ、そればかりではないんですが、

上地域の方と下地域の方と順に委員さんをお選びになるときもございますので、そ

の辺のこれまでの経過も、お話をさせてもろうたところでございます。 

 なお、就任時の年齢につきましては、正式にそれぞれ、昭和30年以降これは確認

しているわけではございませんが、選任時にこの年齢に近い方もあったように思っ

ておりますが、また就任時の年齢は、今手持ちがございませんけれども、一度事務

局の方でまた調べてはみたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） １点だけ聞くのを忘れました。 

 先ほど申し上げました事業所内保育所でございますが、４分の１以上を定めたら

よいのか、この点だけ確認をいたしておきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 事業所内の利用定員数の件でございますけれども、42条の

方で表になってございまして、定員数の人数によりまして、乳児、幼児の数を定め

るということになってございます。19名と22名ということでございますので、５人

と６人ということになるかと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかにありませんか。 

 ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） それでは、議第65号、平成25年度日野町一般会計歳入歳出決算

について、何点かお尋ねをいたします。 

 まず、今回の監査委員さんが各会計決算審査意見書の中で指摘されていることは、

重要であることは申すまでもありません。 

 そこでお尋ねをいたします。 

 一般会計について、本定例会に提案されるまでに、意見書７から８ページまでに

記載されている事項の末尾に、取り組みを進められたい、精査を行われたい、検討

されたい、願いたいなどと指摘されている部分が多く見受けられます。そこで、こ

のことを踏まえて、内部でどのような会議、もしくは協議をなされましたか、具体

的に教えていただきたいと思います。また、このまとめ５番の中に、１件500万を超

える建設工事61件のうち、契約方法が随意契約の建設工事が２件見受けられた。建

設工事の契約方法については、日野町契約審査会で決められるものであるが、地方

自治法施行令第167条の２および日野町財務規則第157条を遵守されたいと指摘をさ

れておりますが、具体的にどこの工事なのか教えていただきたいと思います。 
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 この２点につきましては、契約審査会の委員長である平尾副町長に答弁を求めた

いと思います。 

 次に、平成25年度主要施策の成果についてであります。 

 42ページ、土木費、町単独道路改良事業の中で、町道横町線道路改良工事につい

て、工事費、不動産鑑定費、土地購入費、移転補償費などは見受けられますが、平

成25年12月４日に分筆登記がされているのに、なぜこの分筆登記業務が記載されて

いないのですか、お伺いをいたします。 

 そこで、いつ、町から分筆業務の業者を選定され、いつ、業務委託をされたのか。

また、いつ、所有者など周辺関係者の立会をされたのか、その辺の詳細をお答えく

ださい。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 平尾副町長。 

副町長（平尾義明君） ただいま質問をいただきました意見書の⑤番の契約に関する

ことでございます。 

 ここに書かれておりますことは、１件500万を超える建設工事61件のうち、契約方

法が随意契約の建設工事が２件ありました。地方自治法の施行令167条の２を遵守さ

れたいというふうなことでございます。この167条の２でございますが、随意契約に

よることができる内容が列記をされているところでございます。 

 まず１点目でございますが、場所でございますが、主要施策の成果の63ページに

書かれております、日野町町民会館わたむきホール虹、ふれあいホール舞台機構改

修工事829万5,000円でございます。これにつきましては、わたむきホール虹のホー

ルにあります反射板等のワイヤー、制御盤を更新するものでございますが、これら

の部品から舞台全体に連動をしていることもありまして、一体のシステムに複数の

業者が施工した場合、今後トラブル等における責任の所在が曖昧になり、今後の補

修対応に影響が出るおそれがあるというふうなことで、今回、舞台機構の元施行者

でございます、保守管理を受託しております業者１社に見積り徴取を行い、工事を

発注したものでございます。これにつきましては、今申し上げています法167条の２

の、その性質または目的が競争入札に適しないものであるということで、契約をし

たものでございます。 

 もう１点につきましては、同じく主要施策の成果の42ページにございます、町道

横町線道路改良工事503万2,650円でございます。これにつきましては、建設中でご

ざいました第２わらべ保育園建築工事の、工事車両進入路にもなってございました

ため、別発注業者の施工となりますと、工事調整等に不測の日数を要するというこ

とが予想されまして、工事の停滞を招くおそれがあるということを懸念したことで

ございます。日野町の保育に係る待機児童の解消のため、建築につきましても急務
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とされております。よって、道路工事につきましても、厳格に工期を厳守する必要

があったことから、保育園の建築を施工しておりました業者へ道路改良工事を発注

することで、迅速に対処することが最適であると判断をしたために、１社によりま

す随意契約をいたしたところでございまして、これにつきましても、法167条の２項

の「その性質、または目的が競争入札に適しないものとするとき」に該当をすると

いうことで、契約をさせていただいたところでございます。 

議長（杉浦和人君） 税務課長。 

税務課長（増田昌一郎君） ただいま冨田議員の方から、監査委員さんの意見書の７

ページ、８ページのまとめに関して、それぞれの取り組みについてお尋ねをいただ

きました。私の方からは、７ページ下の方、②、滞納関係の滞納対策会議の取り組

みについてご報告を申し上げたいと思います。 

 町税だけでなく、町の債権につきましては、特に、未納分の早期の解消に向けま

して、それぞれ関係課での取り組みは進めているところではございますけれども、

それだけでなく、平成22年には、滞納対策会議として町内の関係部署の長を中心と

しました会議で、意見交換、対策について、いろいろ議論をしているところでござ

います。 

 平成25年度につきましては、回数としては尐し尐のうございますけれども、対策

会議を11月に一度、それから対策会議の部会というものがございます、これは主に

担当者を集めた会議でございますけれども、これを１回開催させていただきまして、

それぞれ各債権の滞納の状況、あるいはどういう取り組みをしているか、それから

今後どういうふうにしていくかについて、いろいろ意見交換を行っているところで

ございます。 

 それともう１点は、この間、いろいろ議論をされております私債権を中心としま

した債権管理条例の制定について、対策会議の中で主に議論を進めております。特

に県の職員を招いて研修等も、それ以前にもさせていただいてもおりますし、25年

度につきましても、対策会議の中で、どういう内容として盛り込んでいくかという

ことについて議論をしました。この件につきましては、平成26年度に入りましてか

らも、対策会議を引き続き開催し取り組んでおりますので、その点をご了解いただ

ければと思います。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（平尾義明君） 全体を通しまして分かる範囲で、今、担当の方から意見を述

べさせていただいたところでございます。この意見書につきましては、第５次日野

町の総合計画の４年目に入るということで、前回も空き家のこと、また今も申して

います私債権のこと、また再任用も、今問題となってございます。こういった面に

つきまして、今後、担当課と協議をしまして解決に向けて努めてまいりたい、この
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ように考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 冨田議員さんの方から、主要施策の成果の町道の町単

独道路改良事業についての、町道横町線の用地測量の関係でご質問いただきました。 

 この用地測量については、わらべ保育園の関係で、進入路の借地の測量をわらべ

保育園さんの方でやられておりました。そういう形で、その測量業務の成果を利用

した中で、町の職員において、最終的に測量も含めて登記等も嘱託登記の中で処理

をさせていただいたというところでございますので、よろしくお願いいたします。 

 いつということでございますが、この業務については、設計業務が１月17日で完

了しております。その買収してから工事になりますので、設計業務の、今ちょっと

しっかりした日付というのは、町の職員がある程度の処理をやっておりますので、

いつという具体的な日までは言えませんが、１月中ぐらいにはきちっとした形でや

って、すぐに買収をさせていただいたという形かと思います。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 再質問させていただきます。 

 ちょっと副町長の方から説明をいただきましたが、もう尐し監査委員さんのご指

摘に伴う全体協議というんですか、町の中でどういった会議、あるいは協議をされ

ているのかというのは、どうも今の答弁によりますと、絶えずこういうときに対し

てやっておられないような気がするんですが、税務課長の説明はそれで結構かと思

いますが、全体的に幾つもこういう指摘がありますので、実際具体的にどのような

会議をしているのかを、もう一度お聞きしたいと思います。 

 それから、随意契約の問題ですけども、今、わたむきホール虹のメンテの関係、

それと横町線の工事の関係、これは大変800万、500万ということで大きな金額です。

今の音響施設をこの業者さんがやられているので、（株）サンケンエンジニアリング

にお願いをしたということでございますが、昨今の時代、そんなことはないと思う

んです。こういう専門業者ならどこでもできると思いますし、横町線の改良工事に

おきましても、建築をやっていたから、一緒に道路工事、改良工事を委託したとい

うことですが、せめて相見積もりをとるとか、そういうような方法ができなかった

のかを、もう一度お伺いをいたします。 

 それと２点目の主要施策の成果についてでございますが、どうももう一つ課長の

答弁でははっきりしませんが、昨年９月議会でバイパス問題が出てきまして、予算

が計上されたはずなんです。したがって、どう見ましても、事前に着工されたんで

はないかというふうに思わざるを得ません。これは、もしそうであるならば、当然、

議会も軽視されていますので、その辺をもう一度、今、日程はちょっと分からない

ということでしたが、いつ時期ぐらいのことは答えられると思いますので、もう一
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度よろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（平尾義明君） 意見書に対する対応でございますが、先も報告をいたしまし

たとおり、例えば②番の税のことにつきましては、私が長をさせていただいており

ます日野町税等滞納対策会議で、今、検討しておりますし、また契約関係について

は日野町の契約審査会、ほかにつきましては主監課長会議、また、随時その担当の

方に寄っていただくなりをいたしまして、今後も詰めてまいりたい、このように考

えているところでございます。 

 随意契約の話でございますけども、先ほど申しましたとおり、わたむきホールに

つきましては、今後の維持管理等もあるというふうなことで随契をさせていただき

ましたし、横町につきましては工期の関係もございましたし、そういったことで、

指名も町の方にいただいておりますし、そういったことでさせていただいたところ

でございます。今後におきましては、契約審査会の中で十分また協議もしながら進

めてまいりたい、このように考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 冨田議員さんの方から再質問いただきました。 

 用地の測量の関係でございますが、先ほど申しましたように、わらべ保育園の方

の進入路として利用されるということで、借地等も測量もございます。そういう関

係で測量されたと。その資料を活用させていただいて、町でやったということでご

ざいます。 

 ただ、時期的なことにつきましては、この測量設計業務がある程度完了しないと、

分筆の測量というのはできません。そういうことからいきますと、主要施策の成果

を見ていただきますと、測量設計業務の完了が１月17日になっております。正確な

日というのは、あくまでも町の職員が、これを利用した形でやっておりますので、

17日前後に測量図を作成して、分筆の面積を出してきたということになろうかとい

うふうに思います。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） もう一度質問いたします。これ以上できませんので。 

 このまず随意契約ですが、私はむしろ、今のメンテナンス関係は、新しい業者を

入れることによって、ずっと同じ業者がやってきたことの問題点が指摘されるとい

うようなこともあろうかと思います。今後、こういうことが起こらないことを願っ

ておりますが、そういうことのためにも、相見積もりをとるとか入札をしていただ

いて、正々堂々とした執行をお願いしたいと思っております。 

 これは、道路工事に関しましても同じことでございます。相見積もりをとるぐら

いのことは、十分可能だったと思っておりますので、今後ともその部分につきまし
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ても、十分な配慮をお願いしたいというふうに思います。 

 この分筆登記の件でございますが、そもそも１月17日に設計が終わったより以前

に、私、ちょっと法務局で調査をしてきましたが、昨年12月４日に分筆登記がされ

ているんです。ということは、当然それまでに、質問をしておりますように、いつ

業者を選定され、いつその分筆の委託をされたのかということをお伺いしたいわけ

でありますので、これはおそらく独断で特定の業者さんと話を進められたのかなと

いうふうに理解せざるを得ません。そう私は理解いたしますので、そのことについ

て何かありましたら、もう一度お願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 測量については、町の予算は利用しないで、わらべ保

育園の業者がやった成果を利用して、測量業務を町の職員においてやってきたとい

う状況でございます。わらべ保育園の建築業務の方で、借地なりの行為がされてお

ります。そうなると、当然、借地面積が必要になります。その状態の中で、今の町

道の改良工事の面積を出すという形になってきましたので、そのような形になって

いるかと思います。 

 ただ、最終的に、測量設計については１月末にできておりますが、いろいろ協議

をさせていただく中で、ある程度の計画というのは、早い時期に買収をさせていた

だく範囲というのは設計の中で出てきます。１月17日で竣工検査が完了になってい

ますが、そういう前後の中でやってきておりますので、若干大変申しわけなかった

のですが、１月という先ほどの再質問に答えさせていただいた中身は、若干訂正を

させていただきたいと思います。 

 ただ、測量業務の中身で、ある程度設計は事前に幅が出てきますので、出た段階

で、その業務に入らせていただいたというご理解をいただきたいと思います。設計

が完了してからでなしに、業務をやっている中で、ある程度の幅等も出てきますの

で、それでやったという理解です。 

議長（杉浦和人君） ここで、暫時休憩いたします。再開は11時５分から再開いたし

ます。 

－休憩 １０時５１分－ 

－再開 １１時０４分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 休憩前に引き続き、質疑を行います。 

 ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） それでは、質疑をさせていただきます。 

 議第57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伺い

ます。 
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 次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための、次世代育成支援対策推進法

等の一部を改正する法律の施行に伴う改正でありますが、私は、ひとり親家庭支援

の推進が図られるものと考えておりますが、新旧対照表の第２条の改正によって、

該当する対象者が拡大をされるのか、また変わらないのか伺います。また、母子及

び父子並びに寡婦福祉法に改正されたことにより、父子家庭への支援の体制の拡大

が変わるのかをお伺いいたします。 

 次に、議第59号、平成26年度日野町一般会計補正予算についてお伺いします。 

 歳出、衛生費の予防接種事業1,133万9,000円についてお伺いいたします。平成26

年10月１日より、定期予防接種の対象疾病に、幼児期の水ぼうそう、および高齢者

の肺炎球菌感染症が追加されることによる費用とお聞きいたしました。 

 そこで、２点お伺いします。 

 １点目は、子どもの水ぼうそう予防の現状と、今後の予防接種対象者年齢、予測

人数、公費助成となるのかお伺いいたします。 

 ２点目は、肺炎球菌ワクチンは、後期高齢者医療制度の中で3,000円の助成制度が

行われてきましたが、９月30日で終了となります。高齢者の方の肺炎球菌ワクチン

接種の現状と、今後の定期接種の概要と、個人負担額はどれぐらいになるのか、お

伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 住民課長。 

住民課長（高橋正一君） 議第57号、日野町福祉医療費助成条例の一部を改正する条

例の制定についてにご質疑をいただきましたので、お答え申し上げます。 

 まず１点目の、第２条の改正の中で、ひとり親家庭に対する支援が拡大されるの

かということでございますが、この今、改正をさせていただきました町の条例のも

とになります国の法律の改正でございます、次代の社会を担う子どもの健全な育成

を図るための、次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律につきましては、

確かにおっしゃるように、さまざまな観点から、ひとり親家庭も含めて支援を拡大

するという法律でございますが、町の方で今改正をしてございます、福祉医療助成

条例につきましては、今ほどの対象とは変わらないということでございます。 

 それから２点目の、父子家庭の基準について、今までと変わるのか変わらないの

かということでございますが、新旧対照表の中の第２条第５項で、父子家庭の定義

を、この先ほど申し上げました法律にあわせて定義を変えましたけれども、現行の

第５項で定めてございます父子家庭の要件と全く同じ要件でございますので、その

要件も変わらないということでございます。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 予防接種についてお尋ねいただきました。 
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 幼児の方の水痘の予防接種でございますけれども、一般的な定期接種につきまし

ては、１歳から１歳半に１回目を接種しまして、２回目は１回目から３ヵ月以上、

標準的には６ヵ月から12ヵ月の間で１回打つという接種方法になります。その１歳

から３歳未満の、10月１日時点での対象者は343人でございます。任意接種で接種を

されている方がございますので、10月１日時点で３歳から５歳未満の方につきまし

ては、１回分26年度に限り定期接種になります。対象者は392人でございます。それ

と費用ですけれども、定期接種ということで、全額公費負担でございます。 

 高齢者の方の肺炎球菌ワクチンの接種対象者でございますけれども、65歳、70歳、

75歳と、100歳になるまで５歳刻みの方が対象でございます。26年度に関しましては、

101歳以上の方も対象となっています。この対象者数は1,328人でございます。補助

の制度などを利用されて、今までに、平成21年度から平成26年６月までに、この接

種を任意で接種されておられるのは510人でございます。26年度の対象になる年齢の

方というふうには限ってございませんけれども、この方たちが任意接種をされてい

ます。それから費用負担についてでございますけれども、町の方としましては、2,500

円程度の費用負担でできればなというふうに考えております。 

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、再質問させていただきます。 

 福祉医療費条例の改正なんですが、国の方は変わったけれども、日野町の方は何

も変わらないということで受けとめてよろしいんでしょうか。 

 それと第59号の方ですが、肺炎球菌ワクチンを受けられている方が510人という人

数をお伺いしたんですが、免疫効果が約５年有効というふうに聞いているんですが、

既に接種されている方には、どのように通知をされるのかということをお聞きした

いと思います。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（高橋正一君） 中西議員の方から、議第57号の福祉医療助成条例の改正に

ついて再質問いただきました。 

 国の基準は変わったけれども、町の基準は変わらないということでいいのかとい

うことでございますが、国の方で今改正されましたのは、「母子及び寡婦福祉法」と

いうのが、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」というふうに法律が改められたという

ことでございまして、その法律の中では、さまざまなひとり親家庭への支援体制の

充実であるとか、その中で、例えば保育の支援ですとか、そういうことが定められ

ておりますけれども、町の方で、今、条例を改正させていただきましたのは、町の

福祉医療の事業をしているものにかかわる部分だけを変更させていただきましたの

で、その福祉医療という範囲においては変わらないと、そういう意味でございます

ので、よろしくお願い申し上げます。 
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議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 既に接種していただいている方は、おっしゃっていただき

ましたように、１回の接種で継続して効果がございますので、現在のところ通知な

どさせていただかないようにしようと思っております。 

議長（杉浦和人君） ほかにありませんか。 

 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） ２点質問を行いたいと思います。 

 議第56号、日野町税条例についてなんですが、軽自動車税、これは今回25パーセ

ント、14年以上たったのが50パーセントの値上げになっています。これは、自分は

水道の委員会にいてたときに、20パーセント以上の値上げをお願いするときには、

住民説明会に何回も行っていろいろ言われて、ほんまに今回これはぽこんと出てき

た。それが、地方で一番乗られているのが軽自動車、それで必要なのが軽自動車。

ましてや、年寄りさんが大事に大事にして、14年以上乗られている人がどんとおら

れます。これは新しい車を買えるのか、買えないのかという部分についても、もの

すごい大変な部分と思います。 

 それと、これは本当に大企業優遇としか絶対言えない。地方創生のへっちくれの

と言われているけど、これは消費税が５パーセントから８パーセントになりました。

今度、この自動車税が20パーセント以上、上がります。ましてや、50パーセント上

がる人もいはります。それでまた消費税が８から10パーになるんですよね、これは

まだ決まっていないけども。けども、そうなってくると、地方なんてほんまに金を

使わない状況になってきますよ。こんなもの、地方潰し以外に何物でもない。大企

業優遇で、ほんまにこれは地方潰し以外に何物でもないと、自分は思うてます。 

 特に問題があるというのは、この小型特殊自動車なんです。これは、正直自分も

コンバインもトラクターもあるんですが、コンバイン、自分で１年に４日しか使わ

ない。まだ４日使うのは多い方。自分ところの地域で、１日、２日という人がどん

とおられます。それも同じようにされるんですやろ。これ、東京のど真ん中に走っ

ていますか。走ってないですやん。それこそ、ほんまにこの持っているだけ。正直、

コンバインも田植え機もトラクターも、家に置いているだけ。使うのは年に、トラ

クターで10日かそんなもんでしょう。コンバインも四、亓日でしょう。それに同じ

ように20パーセント以上の税金かかるんですやろ。これでほんまに日野町として、

不景気に拍車がかかるという部分は、どういうふうに思われたのか。そこらは、地

方はこんなに苦しんでいるんですよという部分は、きちっと言ってもらっているの

か、そこらは自分には見えないんです。今回、これはほんまにやられると、大変な

ことになるのかなというふうに思いますので、税務課長としても大変な部分はある

のかなというふうに思いますので、こんなに上げられる、簡単に20パーセント、50
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パーセントという部分について、課長として、町長も、どういうふうな思いを持っ

て、どういうふうに伝えてほしい、伝えたい、伝えるのかという部分について、お

願いしたいなというふうに思います。 

 次、議第65号、平成25年度日野町一般会計歳入歳出決算についてなんですが、細

かいことについては、特別委員会に参加させてもらいますので、そこで聞かせても

らいたいと思っています。 

 これは、平成８年、それ以降に100億超えたのが、今回初めてかなというふうに思

っています。その中で、中学校ができ、桜谷小学校の整備が３年の予定が１年でで

きた。ほかにも、小学校のエアコン等も全てできました。それが今回超えた要因と

して、自分は、農道整備にしろ、獣害フェンスにしろ、地元の人たちが地元の負担

金をきちっと自分らで何とかして、何とか自分らの地域を整備していきたいという

のがありますよね。その中で、どれだけ獣害で困っていたのかという部分もあるか

ら、ここに自分らの負担金を出してでもやろうとされたんですよね。農道整備につ

いては、50パーセントの負担金が25パーセントになったから、今、皆さんが飛びつ

いてやられている。飛びついてやられているというのは、負担金が尐なくなって補

助金が増えたから、今のときにできる範囲していきたい。それも地元の負担が出た

から、この大きい100億という予算になったんですよね。その補助金を県なり国なり

からもらっている部分があります。その中で自分は、町長選挙のときに、町長は、

国・県のパイプがない、そういうふうに言われていて、本当にこの中学校にしろ、

エアコンにしろ、農道整備にしろ、これだけできたというのはパイプがないと言わ

れていたのに、どういう形でこういう補助金をもらえたのかなと。これは職員さん

が相当頑張ったのかな、町長が頑張ったのかなという部分が、自分には、職員さん

も頑張っているのかなというのが大きいのかなというふうには思っているんですが、

この点については、これだけ大きい金額になったという部分について、町長に答弁

を求めたいなというふうに思っています。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 平山議員から、軽自動車税の問題でご質問をいただきました。 

 この25パーセント、50パーセントに及ぶ税率改正を、私として提案している立場

でございますので、国の法律の中で決まってきた中での話として、これはお認めい

ただきたいと、こういうことでよろしくお願いしたいと、このように思っておりま

すが、もともと軽自動車というのは、コンパクトで使い勝手がよくて、環境にも負

荷が尐ないだろうと、低コストであろうということからすると、大変使い勝手のい

い車でありますので、これがある意味では、これまでから税制上も優遇といいます

か、普通自動車と比べれば低額で抑えられてきたということは、それはそれで政策

的によいのではないかなと、このように思っております。それが一挙に25パー、50
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パーに上がるということについては、使用されている方については、大変負担にな

るということについては、私としても心苦しいものがありますが、ぜひこの点につ

いてはご了解をお願いしたいと、このように思います。 

 ただ、税全体のあり方からいきますと、今ご指摘ありました消費税が３パーセン

ト値上がって８パーセントになった、さらには10パーセントにするのかどうか、こ

ういう議論がされております。一方で、新聞を見ておりますと、法人税を下げてい

くんだというようなことが報道をされておりますから、これは、やはり消費税を値

上げするのは、福祉や社会保障のために使うんだ、こういうことがいつもいつも言

われてきたにもかかわらず、全てそればかりではなくて、結果として法人税の減税

の財源に変わっていくのかというと、これはなかなか税全体のあり方としては、や

はり応能負担がしっかりと貫かれなければならないのではないかと、このように思

っております。また、この軽自動車税の問題でも、いわゆる使用期間によって税金

が変わってくるということになりますと、それをチェックしなければならないとい

うことになりまして、これまた新たな事務が増えるということになりまして、この

点については、事務の増につながるということで、苦慮もしておるところでござい

ます。 

 地方潰しでないかと、こういうことでございますが、現在、国をあげて地方創生

ということが言われておりますが、地方においてこれまでから、言われるまでもな

く、尐子化対策、高齢化対策、地域おこし、こういうところについては、それぞれ

の自治体が思いをいたしてきたところでございますので、改めて国がそういう立場

で注目をしていただけるのであれば、しっかりと予算も含めて、来年度の予算の中

で支援をしていただければありがたいなと、こういうふうに思っておりますし、こ

の点については、地方の声を聞いていただくということで、町村会でも多くの項目

について、国などに要望をしておるところでございます。 

 次に、今年度の決算が100億を超えたということでございます。リスタあすなろの

課題もございましたが、多くは国の経済対策を積極的に取り入れた中での対応とい

うことでございます。あわせて、そうしたことにつきましても、今、平山議員がお

話しになられたように、農道をはじめとした事業も含めて、地元の皆さんのご理解

があればこそできたものだと、このように思っております。桜谷小学校の大規模改

修につきましても、当初３カ年計画を単年度で実施するということで、学校現場を

はじめとして関係者のご理解が得られたこと、さらにはかなり大きなボリュームで

ございましたけれども、エアコンの設置など全てで実施することができたというこ

とで、これは職員も頑張って対応いたしましたし、それを受ける現場においても、

しっかりと受けとめていただいた結果、国の経済対策を有効活用できたものと、こ

のように思っております。24年度の補正の繰り越しということになりますが、地域
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の元気交付金につきましても、日野町は５億円を超えるということで、滋賀県下の

中でも、人口、財政規模からいえばトップクラスのレベルの仕事をすることができ

たのではないかと、このように思います。しかしながら、当然必要でないものを実

施したということではなく、これから必要になるものを、１年、２年、前倒しをし

て取り組むことができたものと、このように思っております。 

 国や県とのパイプ論というのは、いつも言われることでございますが、日本とい

うのは、法律に基づいて国家が運営されているものでございますので、それは補助

金をはじめとして諸制度は、しっかりと国も県も市町も、法律、条例、法令等に基

づいて補助金等の交付を行うものであることは当然のことでございますので、そう

いう中で、国や県の制度にしっかりとアンテナを張って、必要なものを必要な時期

にしっかりと取り込んでいくということが大事なのではないかということで、職員

にも、常々、それぞれの諸制度を熟知する中で、大いに活用できる部分については

活用をすべきだという、アンテナを張るように指示をいたしているところでござい

ます。おかげさんで、それぞれ議員各位をはじめ、地元の人、皆さんをはじめとし

て、25年度の事業がしっかりと有効な予算を、財源的にも有利な予算を使う中で実

施ができたことは大変ありがたいことであり、感謝をいたしておるところでござい

ます。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 議第56号なんですが、町長、法人税が下がってそっちへ回って

きたと。けど、この間、一月か二月前か、もうちょっと前かな。トヨタ自動車が５

年間も法人税を払ってなかったんですやろ。それが20パーセント、二十何パーセン

トという、それこそ末端で一生懸命頑張っている人間からは、簡単に20パーセント

上げれるんですよね。法人税なんて、言うてはるけども、ざるですやん。抜け道、

何ぼでもあるというのやったら、ここにも抜け道があんのかと、自分らは探しとう

なりますやん。そや、ないですやろ。そこに自分は問題があると言うてるし、まし

てや、地方がこれだけ困っている部分があって、疲弊している部分があるんですや

ん。それで、さっき言うた消費税が上がって、今回、自動車税が上がって、またぞ

ろ消費税が上がるんですやろ。これ、何も自分は平等やと思いませんよ。違います

か。そこは、やはりもう尐し国の方にも、地方はこんなんやでというのを、苦しん

でいる部分をどのように言うてくれるのか、どういうふうに考えているのかという

のを、もう一度お願いしたいなというふうに思います。 

 次、議第65号なんですが、確かに、自分は、アベノミクスは単なるばらまきで、

大嫌いです。そういうふうに言っておきます。これは自分の考えです。けど、この

決算の審査、意見書の中の８ページ、先ほど冨田議員の質疑の後ろの部分について、

進められたいとか、検討されたいとかという部分が、確かにほかにあります。④だ
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けが評価するところであるというふうに書いているんです。これは、アベノミクス

の補助金を、これだけ頑張ってもろうたんやなという部分を評価されたんやなとい

うふうに自分は思うんですが、自分は本当にばらまきの部分を、町長にもこれは言

ったことがある。アベノミクスのばらまきを、町長、こんなにもらって、ほんまに

国を破綻させるのに加担するのと違うのというて、自分は町長としゃべったことが

あります。これは、町長がどういうように言われたかというと、日野町がもらわへ

なんでも、よその人がもらわはったら同じことやと。できれば、日野町に要る分は

もらっていきたいというふうに言われた。この部分が、今回、住民さんが協力して

できた部分はすごい大きなというふうに思って、自分も尐しはそこはありがたいの

かなというふうに思う部分はあるんやけども、本当にこれはばらまきの補助金をど

んどんもらって、ほんまに必要な部分について整備をされたというふうに言われて

いるので、そこについては一定、自分らも賛成したんやから評価はしていきたいな

というふうに思います。 

 やはり今後も自分が心配するのは、先ほど町長が言われたように、アンテナを張

って補助金の部分をどんどんもらえるように頑張っていきたいというのはあるんで

すが、一番心配しているのは、パイプがない、パイプがないと言われている部分で、

きちっとアンテナ張って、きちっともらえる部分はもらっていこうというふうに思

われている部分で、職員さんが、いろいろなアンテナが張れる職員づくりが必要な

んかなというふうに思います。パイプがないと言われないように、今後も頑張って

もらいたいなというふうに思うんですが、もし何かあったら言ってもらえばいいけ

ど、これについては、余り答弁は求めたくないと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 税の負担のあり方というのは、ある意味では社会のあり方にか

かわる問題だというふうに思います。当然、やはり日本は、戦後、所得税といいま

すか、所得税、法人税などを中心に、納める能力のある人からしっかりと納めても

らうという、直接税中心主義的な形で推移をしてきた。そしてぜいたくなものには

物品税をかけるという間接税も、当然併用してきた。しかしここに来て、税の議論

が、何か消費税だけが主財源かのような形で、いわゆる間接税の割合が大変上がっ

てきたというのが、この間の状況だと思っています。私は、そういう意味では、税

のあり方としては、やはり応能負担、払える能力のあるところがしっかりと払って

いく。これは個人の場合も法人の場合も、そういうところが原則大事なのではない

かというふうに思います。法律的には、いろいろと税控除や難しい制度がございま

すので、結果として、もうけておられても納税に至らない場合もあるかもしれませ

んが、そうしたことも含めて、毎年毎年、国の方でも税制改正の議論はされますの

で、そういうときに私たちとしては、しっかりとそういう住民の皆さんが納得でき
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る形での税制改革になればありがたいなというふうに思っております。 

 それと、アベノミクスの関係ですが、監査委員さんの方から、この④では評価す

るというふうにいただいたところでございまして、評価するものは評価する、意見

を言うものは意見を言う、こういう形でしっかりと審査をいただいたものというふ

うに思っておりますが、この④は、「現状の職員で迅速および適切に対応いただいた

ことは評価するところである」と、こういうふうに書いていただいておりますので、

前段の部分は、台風だとか経済政策だとかいろいろなことがあって事業量が増えた

けれども、きちんとやれたことはよかったなと、こういう形なのではないかと思い

ますので、直接アベノミクスのうんぬんかんぬんということではないのではないか

というふうに思います。国が行う経済対策については、それぞれいろいろご意見が

あるところでありまして、私も、この現在の国の財政体質が国債に依存していると

いう中で、大型の予算がどんどん組まれていって、それでいいのかというところは

トータルで考えるわけでございます。しかしながら、それが、予算が認められた以

上は、日野町にとって必要なものに限定して、大事なものはより有利な制度のもと

でやっていくということは、これはこれで町、私も含めて行政を執行する側の役割

であるというふうに思っております。そういうことで、アンテナをしっかり張るよ

うな視野の広い、そして情報を積極的につかみに行く、そういう職員養成について

は、これはしっかりとやっていかなければならない、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） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 税の負担なんですが、やはり今回、農業やっている人が、大方

軽トラに乗っておられて、米の値段がほんまにめちゃくちゃ下がりました。下がる、

下がります。本当にここに住んで、農業を支えて、農業をしてへんなんだら軽トラ

を要らん人が、どんとおられます。農業するためにだけに、軽トラを買うとかはる

人もいはるんですよね。そこが税の本当の、町長が言われるように、あり方の部分

からいったら、ほんまにしょうがないで乗っている人もおられるんや。軽トラです

らが、１年何日かしか乗らへん人もおられるんや。そういう苦しんでいる部分、ま

してやこの小型特殊自動車の部分については、ほんまに田舎にしかない。それに税

を課すということが地域を潰すんやでということは、きちっと言ってもらいたいな

と。そうでなかったら、これは、自分は本当に、先ほど言うた法人税でも、皆さん

がきちっと納めてはるんやったら何も言わないです。それでも足らんのやったら、

しょうがないのかなと思います。けど、これ、ほんまに公平ですかと自分は言いた

い部分があるんです。そこについては、やはりきちっと、地方が苦しんでいる部分

は述べてもらいたいなというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 
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 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） それでは、質疑をいたします。 

 池元議員や蒲生議員と重複するわけでありますけれども、よろしくお願いしたい

と思います。 

 子ども・子育て支援新制度による条例制定として、議第53号、日野町特定教育・

保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準、議第54号に日野町家庭的

保育事業等の設備および運営に関する基準、また議第55号で日野町放課後児童健全

育成事業の設備および運営に関する基準において、国の基準どおりの条例案が提案

されております。 

 中でも、家庭的保育事業の認可基準として、小規模保育事業６人から19人、家庭

的保育事業３人から５人、事業所内の保育事業や居宅訪問等などの施設において、

事業所での保育者は保育士の資格者とするとか、調理においても、自園調理で調理

員を置くとか、なぜこう入ってこなかったのか。また学童設備においても、保育者

１人は補助員でもいいということで、40人に２人になっております。設備について

も、先ほど質問されたように、面積基準では1.6平米であり、これは乳児の基準と同

様であり、なぜこの上乗せ状況にならなかったのか、そういうことをお尋ねしたい

と思いますし、また、この子ども・子育て支援制度による何人かの専門員の議論が

あったと思うんですけども、それのようなことが、こういうようなのに出てこなか

ったのか。また、アンケートなどもとられたと思うんですけれども、それによる状

況はどうであったのか、そこら辺もお聞きしたいと思います。 

 もう１つは、次に、議第59号、平成26年度日野町一般会計補正予算でありますけ

れども、農林水産業費の新規コロニー等拡大防止カワウ対策事業でありますけれど

も、これは新規コロニーの防止ということですけども、既にどういうところを日野

町としてはされておられるのか。また、近年の捕獲等はどうであったのか、もし分

かれば教えていただきたいなと思います。 

 それから、児童福祉総務費の放課後児童クラブ開所時間の延長についてでありま

すけれども、補正されておるんですけれども、現在はどういう状況になっているの

か。今の５ヵ所は、どれぐらいの延長をされておられるのか。通常、指導員さんは

６時間と思うのでありますけれども、８時間ぐらいになっているのか、そこら辺の

説明をお願いします。 

 もう１つ、農業総務費の農業総務事務事業の内容をお聞きしたいと思いますが、

これは中間管理機構の事務だと思うんですけども、どこまでそういう事業をされる

のか、お聞きしたいと思います。 

 もう１つ、林業振興費の町単独事業でありますけれども、単独でこれだけの補助

をされておりますが、昨年12月に設立されました中央森林組合との関係でできない
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のか、そこら辺をお聞きしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 議第53号、議第54号、議第55号の条例制定につきましては、

議員さんからいろいろ、基準どおりで、それ以上のことはというご質問をいただい

ておりますけれども、先ほども申しましたけれども、子ども・子育て支援法の中で

認可されております保育事業者ですとか幼稚園の事業者に対しまして、給付をして

いくという制度でございます。また、そのことに関しましては、国の基準がござい

ますので、町として特別に基準をというところでは、現在のところでは基準どおり

ということで制定させていただいたというところでございます。町の子どもたちが、

どの子も心身ともに健やかに育成されるということが大切なことと考えております

ので、町の子どもたちにとって、子どもたちの育ちによくない環境で保育されると

いうことのないように、町としての責任を果たしていきたいというふうには考えて

おります。 

 それと、アンケートの結果ということでは、保育を提供する状況はどうかという

ようなことをお聞きいただいたのではないかなと思っておりますけれども、子ど

も・子育て支援法の中で、町の子ども・子育て支援事業計画を、５年間の計画なの

でございますけれども、立てる中では、子どもたちの保育の確保の方策を上げるこ

ととなってございます。このことからも、国の方は５年間で市町に待機児童の解消

をするということを期待しているというか、町の方もやっていかないといけないん

ですけれども、ではないかなというふうに考えております。 

 それと、学童保育所の現状でございますけれども、この制度につきましては、18

時30分を超えて開所しているということで、事業の補助の対象になります。現在の

ところ、18時30分を超えて開所していただいていますところは、ヒノキオのＡ、Ｂ、

太陽の子、わたムッキーの、箇所でいいますと３ヵ所でございます。あとの２ヵ所

の学童保育所につきましては、18時まで預かっていただいているという現状でござ

います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（高岡良三君） 東議員さんの方から、議第59号補正に関しての質問をいた

だきました。 

 カワウに対する新規コロニーの件でございますが、滋賀県の方で、ここ過去に随

分カワウを駆除されまして、日野の方にも飛んでまいりました。そのことに対して、

大正池、また日野川ダム付近をコロニーとし、それを駆除するということで、一昨

年から取り組んでまいりました。本年度は尐し項目が変わったということもござい

ますが、100羽程度の小さい巣のところから駆除するという形で、カワウの駆除を実

施しております。 
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 また、次の総務費の事務のところでございますが、これはご案内のとおり、私ど

もの方に、中間管理機構から委託に対する事務費ということで契約を結んでおりま

す、その額でございます。ただし、何に使ってもいいという状況ではございません

ので、この分について日野町においては、今回消化できるかどうかというのは微妙

なところだというふうに考えてございます。 

 またもう１つ、林業関係の方でいただきました単独の事業でございますが、昨年

滋賀中央森林組合が創設され、日野の部分においても、日野事業所で取り組んでい

ただくことになっておりますが、現状のところ、災害復旧等に関しても、今日まで、

甲賀、信楽、また日野、それぞれのところで対応するということで、今回も１ヵ所

の部分において、災害復旧の部分を計上させていただいてございます。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 子ども・子育て支援新制度でございますけれども、国の基準よ

りも上乗せしながらされている地方自治体もたくさんございます。そういうところ

を、なぜ見られなかったのか。 

 また、そこで児童福祉法24条について申し述べたいと思うんですけれども、新制

度においても、市や町の保育所における保育の実施義務が現在も存知され、いわゆ

る児童福祉法24条第１項がそのまま何ら変わりなく規定されているのでございます。

そこで24条１項のただし書きがされていた。保育に対する需要の増大や、児童の減

尐等でやむを得ない事情があるときは、家庭的保育事業による保育を行うこととし、

その他適切な保護をしなければならないと、こうなっておりましたが、この例外規

定が削除されました。そして、待機児童とすることは許されないということを説明

されております。すなわち、保育所に空きはありませんということは成り立たず、

保育所を希望する住民がいれば、市町村は急遽保育所を増設するなどにより、保育

所への入所をさせるべく責任を負うとも説明されています。一方、新制度の児童福

祉法24条２項には、市町村が保育実施義務を負わない施設、今、条例改正でも問題

になっております幼稚園認定こども園などの施設型保育、小規模保育事業、定員６

人から19人、事業所内保育所、居宅訪問型保育事業などの地域型保育です。これは

直接契約であり、保育施設の事業者が実施義務を負うことになりますが、その上で

も、市町村は保育所以外の保育認定こども園や小規模保育などについても、必要な

保育を確保するための措置を講じなければならないとして、保育の確保を義務づけ

ております。このように、非常に複雑でありますけれども、民間企業がされること

についても、市町村がその保育の確保を義務づけているということでありますので、

やはりこの最低基準、これは国の基準が最低基準とは思うんですけれども、それを

上回る方向で何かできないか、この条文の解釈は、どのように受け取られているの

か、お聞きしたいなと思います。 
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議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 児童福祉法第24条によります、市町が保育実施をしなけれ

ばならないという義務については、変わらないものというふうに考えております。 

 また、議員がおっしゃっていただきましたように、今回設置します日野町家庭的

保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例というところで、事業者が

設置する小規模の保育所について、町の方が責任を持って認可、運営について確認

などをしていくといことで、町の責任を負うことになるのだというふうに解釈して

おります。その中では、おっしゃっていただきましたように、設置の基準ですとか

職員のところに、国の基準よりも厳しい条件ですとか上乗せした条件をつけている

市もございます。ですけれども、この条例を定めますときに、近隣の市町の状況で

すとかそういうことを確認しましたが、滋賀県の方でも、大津市さんの方では独自

の基準案を持っておられたようには聞いておりますけれども、ほかの市町さんで特

別そういうふうなとこら辺もございませんでしたので、国の基準というところで条

例の方を制定させていただきました。 

 おっしゃっていただきましたとおり、またその条例の上乗せ部分についても研さ

んを積んでいきたいというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 子ども・子育てというのは一番大事なところでございますので、

市町が責任を持つということ、心配しておりました24条１項もそのままになりまし

たし、24条の２項にも、市町が責任を持てということになりましたし、そこら辺を

踏まえて、よりよい、特に保育士の資格等の関係におきましても、よろしくお願い

したいなと思っております。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

 ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 議第59号、平成26年度日野町一般会計補正予算（第１号）につ

いて、３点お尋ねをいたします。 

 農林水産業費、町単独林道・作業道整備事業についてでありますが、昨年度の台

風18号により被災した林道について、復旧を行うため908万6,000円の補助金を増額

補正しますとあります。３つの森林組合から追加要望があったとお聞きしておりま

す。当初、予算額が1,000万円でありましたが、今回の追加要望が1,350万6,000円あ

り、９月補正予算で908万6,000円という当初予算額の倍近い金額になっています。

３つの森林組合における路線名等の工事の内訳と、補正額が当初予算の倍近い金額

になったという理由は、当初の予測以上に被害が大きかったのではないかなという

ふうにも思いますが、その理由についてお尋ねをいたします。 

 ２つ目に、土木費の、急傾斜地崩壊対策事業についてでありますが、これも昨年
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の台風18号により被災した熊野および中之郷、下迫の急傾斜地について、早期に対

応するための経費1,610万円の追加計上していただいております。この３ヵ所につい

ての事業の内容と、県支出金その他の地域分担金等の財源内容についてお尋ねをい

たします。また、この事業は平成26年度内に完了する予定であるのか、お尋ねをい

たします。 

 ３つ目に、教育費、幼稚園、小学校、中学校の管理運営事業についてであります

が、これは東日本大震災の事案を踏まえ、教育施設の非構造部材の点検を行うため

の予算を新規計上されています。非構造部材とはどういうものをいうのか、どのよ

うな点検をされるのか、点検を行って、その結果どのように対処する計画をされて

いるのか、なぜ今回点検されることになったのか、県からの指導等があって点検さ

れるというのか、お尋ねをいたします。 

 以上の３点について質問をいたします。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 農林課長。 

農林課長（高岡良三君） 齋藤議員さんの方から質疑いただきましたことについて、

回答させていただきます。 

 まず、林道関係で、昨年18号の台風により大きな被害をこうむりました。昨年度

から、それぞれの被害状況の取りまとめをさせていただきました。昨年度には、４

ヵ所の方の木を植えていただきました。年度内完了が見込めない等で、４ヵ所につ

いて26年度の方に事業の見送りをさせていただきました。あわせて、今、言ってい

ただきました森林組合の関係でございますが、綿向生産森林組合、三峰山南山生産

森林組合、滋賀中央森林組合、これは日野事業所の関係でございますが、特に綿向

生産森林組合におきましては、５路線のうち、それぞれのところで被害がございま

すので、その額、綿向生産森林組合だけで1,350万程度の事業が必要になるというこ

とと、三峰山の方で約370万、また滋賀中央の日野事業所の方で七十四、亓万という

ことで、年を越えて申請がございました。その分の受けをさせていただきまして、

今回の補正をさせていただくということでございます。 

 工法につきましては、それぞれ林道関係につきまして、のり面の崩壊、土砂の除

去、またのり先のいわゆるのり面崩壊の防止のための布団かごとか、そういうふう

なもの、また、側溝に対する土砂の撤去等が主でございます。これで特に綿向生産

森林組合の方につきましては、非常に箇所数も多かったために、昨年来のうちに完

成すると、またそれの事業費をはじき出すということがなかなか厳しかったので、

年度をまたがってしまったということでございますので、ご理解の方、よろしくお

願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 
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建設計画課長（岸村義文君） 齋藤議員さんの方から、急傾斜崩壊対策事業について

ご質問いただきましたので、お答えさせていただきます。 

 まず、急傾斜の補正の内訳、または財源内訳完了日ということでございます。補

正の内容につきましては、1,610万円の今回補正をさせていただいておりますが、事

業費といたしまして、修繕費の方で、下迫の急傾斜地域で、台風18号によりまして

土砂が、急傾斜のブロック積みで待ち受けといいますか、擁壁をしておるんですが、

そこのフェンスのところまで土砂が堆積をいたしましたので、今後ほっておくと二

次災害が起こる可能性がありますので、その排土として修繕費を100万円計上させて

いただいておるところです。これについての財源については、町単独事業費でござ

います。 

 そして委託料につきましては、中之郷地先のコンクリート擁壁でございますが、

これについては行政懇談会の中でも、地域の方から要望をいただきました。擁壁に

横に大きな亀裂がいっております。そういうことから、安全を期すために、どうも

ないかの調査をしたいという形を思っております。コンクリートのコアの採取をい

たしまして、手を加える必要があるのかどうかの調査費として160万円の計上をさせ

ていただいております。これについても、財源については一般財源でございます。 

 工事請負費につきましては、台風18号の被災ということで、熊野地区でございま

すが、急傾斜地区で人家の裏山が崩壊いたしました。それについて、当初予算の中

で、概算で予算を計上させていただいておりましたが、県の方の補助金の交付額が

今回確定をいたしました。そういうことから、不足分といたしまして、1,350万円の

工事請負費を計上させていただいているところです。これの財源につきましては特

定財源で、いわゆる国庫支出金1,350万円の90パーセントが、県の方の補助金となっ

ております。その他といたしまして、地元負担金、これは1,350万円の５パーセント

が地元の負担金ということでございます。残りの５パーセントについては、一般財

源でございます。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課長。 

学校教育課長（望主昭久君） 議第59号、一般会計補正予算（第１号）の教育費、小

学校費、中学校費および幼稚園の管理費の委託料についてご質問いただきました。 

 議員がおっしゃっていただいたように、これは非構造部材についての点検となり

ます。非構造部材につきましては、天五材、内装材、照明器具、この辺のものが、

3.11の東日本大震災以降、子どもに対する、耐震と違ってその部分が落ちてきた事

故につながる防止策ということで、文科省の方からその対策を推進するように通知

が来ていますので、それに基づきまして、今回、測量設計委託の方を、業務を出す

ことになっております。また、この結果を受けまして、次年度以降に、対策につい

ても検討したいというふうに考えております。 
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議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 補正できちんと予算をつけていただきまして、復旧事業に取り

組んでいただいていますことは、大変ありがたいことであります。年度内の完了に

向けて取り組んでいただきますよう、お願いをしておきます。 

議長（杉浦和人君） ほかにありませんか。 

 ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） それでは、質問に入らせていただきます。 

 議第59号、平成26年度日野町一般会計補正予算、総務費の交通安全施設対策事業

についてお尋ねをいたします。 

 ここによりますと、通学路での防犯灯のＬＥＤ化工事を行うと、このような説明

になっております。何基をどこに計画されているのか、お伺いをさせていただきた

いというふうに思います。今、また現在、町では補助のもとにＬＥＤ化対策が進め

られておりますが、現在、町として管理されている防犯灯は何基あり、この計画に

よりＬＥＤ化された防犯灯は何基になるのか、お伺いをいたしたいというふうに思

います。 

 続きまして、議第59号、衛生費、予防接種事業についてお尋ねをいたします。 

 これにつきましては、先ほど中西議員さんの方から質疑がありましたので、尐し

ダブらない部分についてお伺いをいたしたいというふうに思います。 

 これは今まで任意の接種事業でありましたが、今度は定期の対象という形になり

ました。これにつきましては、感染力が強く、予防の必要性が高いという形で判断

されての措置であろうと思いますが、定期接種でなりますと、対象者の方に、行政

が接種を受けるように努めなければならないと、このような必要があるわけですが、

今後の接種向上率の取り組みはどのように考えておられるのか、お聞きをいたした

いというふうに思います。 

 続きまして、議第65号、平成25年度日野町一般会計歳出決算の中で、農業費、有

害鳥獣駆除事業についてお尋ねをいたします。 

 有害鳥獣被害減尐のために、町の方では駆除対策にいろいろとご努力をいただい

ておりますが、現在、有害鳥獣対策の対象とされておられます鳥獣名はどのように

なっているのか。また、現在、日野町で生息する鳥獣の中で、捕獲が禁止されてい

る鳥獣名があればお伺いをいたしたいと、こういうふうに思います。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 髙橋議員さんの方から、交通安全施設の対策事業の補

正についてご質問いただきました。 

 防犯灯のＬＥＤ化でございますが、現在、何基、どこに計画ということでござい
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ますが、町で今管理をさせていただいている25年度末においては、ＬＥＤ、または

蛍光灯を含めて1,215基ございます。うち、675基が現在のところＬＥＤに交換をさ

せていただいているところでございます。そして今年度の当初予算の中で、240基の

交換を既に、工事発注はまだですが予定をしているところでございまして、これを

合わせますと915基がＬＥＤに変わる予定でございます。 

 そして、今回の補正についてでございます。10基程度と考えております。これに

ついては、行政懇談会または今後ＰＴＡの要望も出てきます。そういう中で、一定

新設という形で約10基程度を、現在、新規で考えているところでございます。地域

については、現在のところきちっと特定はできておりませんが、今後の要望に基づ

いた形で施工の方を考えているところでございます。 

 これを合わせますと、925基のＬＥＤになるのかなというように思っております。

現在のところ、そういう形でございます。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 予防接種についての周知の方法でございますけれども、町

の広報の方でお知らせするとともに、ホームページの方にも掲載いたします。また、

はがきによります個別のお知らせも行う予定をしております。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（高岡良三君） 髙橋議員さんの方から、議第65号、平成25年度一般会計決

算から、農林業に関係する部分でご質問をいただきました。 

 現在、有害鳥獣対策の対象となっている鳥獣でございますが、第11次鳥獣保護事

業計画書というのが立てられてございまして、その中で、８種10羽、８種類の四足

の動物と10種類の鳥が有害駆除として、今、駆除するということになってございま

す。 

 それからもう１つの、生息する中で狩猟が禁止されているというところですが、

これは環境省の出している、鳥獣の環境省レッドリストというのがございまして、

その中で決められている部分がございます。あわせて、県の方もそれに準じて決め

ておりますが、その部分が捕獲してはならない部分だというふうに考えております。

全体でそれぞれ決まっているんですが、日野町では、環境省のレッドリストにより

ます中では、９種というふうに考えております。トキも時々来鳥してございますし、

あとはサシバとか、そういうふうな鳥関係が多くございます。県の方のパターンで

いきますと、135種が県のレッドリストに登録をされている中、日野町では14種類あ

ると思っておりますし、哺乳類の関係につきましては、県の方で登録されているの

は29種ございます。その中で、日野町に生息しているというものに関しては３種類、

ニホンカモシカとムササビと、ニホンザルというのもこの中に入っておりますので、

３種類関係するというふうに考えてございます。 
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議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 交通安全対策のＬＥＤ化についての質問をさせていただきまし

たが、1,215基が管理対象になっていて、925基のＬＥＤ化と。まだ300基ぐらいが残

っているということですが、経済効果、イニシャルコストの問題もあるんですけど、

オペレーションコスト、それから電気代等々でそれも含めまして、効果があるなら

ばぜひ進めるべきだと思いますので、その辺のところの進捗状況は、これからお願

いしておきたいというふうに思います。 

 それから、衛生費の問題なんですけど、今、個別にはがきによるお知らせまでや

っていただくということで非常に結構だと思います。これを見ますと、体力の衰え

た方、それから調べますと、糖尿病をお持ちの方、高血圧とか、そういった疾病を

お持ちの方に関する感染力が非常に強いと、このような形も出ておるのが現状です。

そういった疾病が最近増えておりますので、ぜひそういったことが日野町で起こら

ないような形で、発生しないように、ひとつよろしくお願いしたいというふうに思

います。 

 それから議第65号、農業費ですが、これは一般質問の方で、16日にまた詳しく質

問させていただきたいというふうに思いますので、参考のためにお聞きをさせてい

ただいた次第でございます。 

議長（杉浦和人君） 昼食の時間ですけれども、質疑を続行いたします。 

 ほかに質疑ありませんか。 

 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、質疑をさせていたただきます。 

 議第54号、日野町家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準、議第55号、

日野町放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準、こういった条例の

制定について、最初に質問させていただきます。 

 先ほどからいろいろ質問がありましたので、私は、あえて言わせていただくなら

ば、国の基準であったということが先ほど述べられました。それはそれとして分か

りながら、ということは、イコール、現在の認可保育所の基準と同じなのかという、

その点についてぜひお聞かせいただきたいと思います。また、保育所の関係で、特

に今後、保護者にとってプラスの関心事は、特に保育料あたりがどうなるのかとい

う話があります。前回の一般質問の中でも、公立の保育料については現状維持を約

束されたわけであって、今後もそうされるのかなと思います。いずれ、そういった

規則の改正もあるかと思いますが、その点で間違いないのかどうか。と同時に、幼

稚園の使用料でありますけれども、国の公定価格の基準は、生活保護者、保護階層

から含めて４段階に分けていって、最高の金額まで、月２万いくらまで上げられる

という、そういう計画にもなっておりますけれども、町では、現在、月5,800円、年
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間６万9,600円の幼稚園の保育料であるわけです。この点については、今後の改定は

どのようにされようとされているのか。いずれ条例改正になるかなと思いますけれ

ども、現時点でのお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

 さらに、議第55号の、日野町放課後児童健全育成事業、つまり学童保育に関係す

る条例の制定であります。この点については、学童保育が子ども・子育て支援事業

の１つとなって、町で基準を条例で定めるなど、町の自治体の責任が明確にされた

という点については、保護者も含めた粘り強い運動の成果であると、私たちも評価

しているわけであります。 

 そこで、これはぜひ聞かせていただきたいなと思いますのは、条例第３条、また

４条の中に、最低基準の目的などが明記されているわけであります。その条文の中

には、最低基準を常に向上させるように努めるということが、しばしばうたわれて

おります。これはある意味では、現場の学童保育所を行っておられる事業者からの

要望がいろいろあると思いますけれども、これに前向きに応えていこうという、そ

ういう意味合いもとれるわけであります。例えば、現在、学童保育所では月１万1,000

の保育料、これ、何とかもう尐し負担軽減できないだろうかとか、それから指導員

の体制の充実が言われておるし、環境整備など現場の声がいろいろ上がってきてお

ります。そういった意味から見ると、最低基準を常に向上させようという、向上に

努めようという、この条例の中でうたわれている町当局の姿勢というのか思いとい

うのか、その点についてひとつ聞かせていただきたいと、このように思います。 

 質疑で、ちょっと前後しますけれども、議第56号の、日野町税条例の一部を改正

する条例の制定についてであります。これも先ほどからいろいろ質問がありました。

法人税率の関係もありましたので除きます。軽自動車税の関係について、若干１つ

だけ聞かせていただきたいのは、この考え方、捉え方については、私は消費税増税

に加えて二重の負担を押しつけるものであるという、こういう問題点は現実にある

わけであります。そういう意味で、国策だからうのみにするのではなくて、そうい

った問題意識を絶えず持ちながら執行にあたっていくという、こういう姿勢が必要

かなと思います。その点では、先ほど答弁がありましたので結構でありますけれど

も、そこでこれはぜひ参考に聞かせていただきたいのは、先ほど、地方ほど自動車、

軽自動車がたくさんあるんだという話がありました。日野町での普及台数、現実ど

れだけ、どういう状況か、ぜひ分かる範囲で聞かせていただきたいことと、現在、

この日野町の平成26年度の当初予算で、6,000万円の軽自動車税の税収を見込んでお

られます。これに対して、税収が増えることは大いに喜ぶというわけではありませ

んけれども、今後これが増税されたならば、さらにどれだけぐらいのこの増額を、

平成26年度で見込まれているのかも聞かせていただきたいと、このように思います。 

 それから議第59号の、日野町一般会計補正予算、平成26年度についてであります。
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それも先ほどからいろいろ述べられましたので、あえてこれだけ聞かせていただき

たいと思います。15ページの、農林水産業費、農業総務費事務事業の需用費53万2,000

円です。これは先ほども話がありましたけれども、この農地中間管理機構の問題で

あります。これは、出し手となる農家から農地を10年以上借り受けて、面的にまと

まった形に集約して担い手に貸し付ける制度、つまりそういった管理機構の業務の

うち、現場の業務を日野町に委託される、そういう制度であります。この中間管理

機構は、一口で言えば、企業の農業参入を促進する制度として結構批判の声がきつ

いわけであります。そういったことは、今後、一般質問の中でも質問されますので、

私はその点は省きますけれども、現に日野町は８月１日から９月30日までの２ヵ月

間、この中間管理機構から受けて、これは今事務委託で受付業務が始まっていると

思います。借り手、貸し手の受付業務が行われておりますけれども、現時点でどん

な状況なのか、もし分かりましたら聞かせていただきたいと、このように思います。 

 また、議第62号の、平成26年度日野町農業集落排水事業特別会計の補正予算であ

ります。これは、老朽化が進んだ下水道処理施設の機能の更新とあわせて、新たに

省エネ技術導入の補助金を活用して、設備工事が砂川処理施設で実施されるという

こと、提案説明があったわけであります。ほかにも、日野町には８つの施設があり

ますけれども、それらについて今後の計画もされていると思いますけれども、その

内容について、計画ありましたら聞かせていただきたいと思います。 

 最後に、議第65号の、平成25年度一般会計決算について、一言だけ述べておきた

いと思います。この点については、決算書についての監査委員の報告書、意見書な

んかもいろいろあって、よく分かるわけでありますけれども、特に国の緊急経済対

策、これを有効に活用されて、地域住民の願いに応えて環境整備充実をされたとい

う点については、また職員自身のこういった限られた人数の中で多くの事業をなさ

れたという点については、私たちもありがたいと、このように思っているわけであ

ります。そういう中で、あと１つ、私はここで25年度決算で強調しておかねければ

ならないことは、町の方向が示されたものとして、給食の自校方式による直営、い

わゆる公設公営であります。これは現実的に、中学校からスタートしたわけ、これ

が25年であります。それから桜谷小学校の改築も、その１つであります。議会の中

では、公設民営にせいとか、また中学校の給食の職員を募集することはまかりなら

んとかいうような形で、付帯決議がどんどん出された経過もあったわけであります。

しかし、町はがんとして、その点は住民世論に応えるために責任を持ってこの直営

方式を貫いたという点については、町にとっても、また住民にとっても大きな力に

なっていくというふうに私は感じているわけであります。そこで、改めて25年度決

算を見て、中学校および小学校での直営方式を、町として責任を持って行ったこと

に対する認識、ぜひ聞かせていただきたいと思います。今、全国的にも、県下的に
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も、安上がりとか民営化論が飛び交っております。そういう中で、教育においては

そうでないという、そこの貫きは、今後、町の宝にしていく必要があるのではない

かなという、そういったことも考えておりますけれども、現時点でのこの25年度決

算を振り返って、この学校給食についてのお考えについて一言だけ聞かせていただ

きたいと、このように思います。 

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

 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 議員おっしゃっていただいていますのは、議第53号の日野

町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

に関してかと思います。 

 現在運営されておられます保育所の認可につきましては、町が認可するというこ

とではなくて、現在と同様、県の方が認可をするということになります。ここで定

めます基準は、認可された保育所が、子ども・子育て支援制度によります給付金を

受ける事業者かどうかということの確認をするという条例でございますので、認可

に関しましては、今までと同じということになります。 

 また、保育料ですけれども、現状維持ということで考えています。 

 それから、学童保育所の条例についてでございますけれども、条例に定める前か

ら、学童保育所を運営していただいている保護者会の皆さんとは、年１回懇談会を

実施しまして、その中で町のできることでということで、改善なども進めてまいり

ましたので、今後もその姿勢はしていきたいというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 税務課長。 

税務課長（増田昌一郎君） ただいま、對中議員から質問を２点いただきましたので、

お答えをさせていただきます。 

 まず、軽自動車の台数でございますけれども、平成26年度の当初課税の台数で申

し上げますと、１万3,065台が当初課税の台数でございます。このうち、４輪以上の

軽自動車が約75パーセントを占めております。 

 それから、税収に与える影響でございますけれども、26年度につきましては、本

改正は、適用は27年度以降になりますのでございませんけれども、27年度につきま

しては、約280万というふうに試算をしております。これは、27年度、直接影響を受

けますのは、原付の自転車あるいは小型特殊自動車等になりますので、若干単価が

軽自動車の中では低い部類に入りますので、280万ということで、本格的に税収の方

に影響が出てきますのは、平成28年度以降ということになるかと思います。28年度

以降につきましては、こちらの方の試算では、約850万の増というふうになっており

ますので、ご理解をいただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 
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農林課長（高岡良三君） 對中議員さんの方から質疑をいただきました。 

 議第59号の補正に関する事項で、農業費、総務費の53万2,000円につきましては、

今、議員さんのおっしゃっていただきましたように、中間管理機構からの事務移譲

の委託の分でございます。あわせて、内容につきましてもご指摘をいただいたこと

だというふうに私どもは認識しておりますが、現状、法制度の中での運営は否めな

いものというふうに私どもは考えてございます。 

 状況でございますが、ご案内のとおり、８月１日から９月末まで受付、それぞれ

貸し出し、借り受けの部分で受付をしてございますが、８月31日現在で借り受けた

いという人が４名ございます。貸し出しの方は、まだございません。そのような当

町での状況でございます。 

議長（杉浦和人君） 上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） 對中議員さんの方から、議第62号の補正予算について

のご質問をいただきました。 

 農業集落排水事業費の工事請負で、省エネ技術導入事業ということで、砂川地区

で今年度実施させていただきます。これにつきましては、機能強化を今年度も砂川

地区、南比都佐地区でやっておりますけれども、その中で、国の方から募集があり

まして、100パーセントの補助の中で機能強化をやる工事のその中で、省エネの対象

ができるようなものについては、この事業を採用しますかということの募集があっ

て、全国で７ヵ所の採択をいただいたという、その１つに入らせていただきました。 

 そういうようなことと、今後、計画でございますけれども、機能強化の工事によ

りまして、農村下水道につきましては、順次機能の回復等をやってオーバーホール

等もやっておりますので、それを今二巡目に入っておりますので、今後も補助金を

いただける状況にある限り、それを利用させていただきながら、先ほど町長の話に

ありました、アンテナを高く張るという状況の中で、こういう事業があって補助金

をいただけるものがあれば、それを利用して今後も進めていきたいと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課長。 

学校教育課長（望主昭久君） 議第54号、議第55号に関連いたしまして、幼稚園の保

育料についてご質問いただきました。 

 一定、生活保護家庭についての条例改正等は検討していかなだめなのですが、幼

稚園保育料につきましては、現状維持という形で進めたいというふうに考えており

ます。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育長職務代理者教育次長（岡 常夫君） 議第65号の、平成25年度決算に関連しま

して、小学校、中学校の給食の関係で町の考えについてご質問を頂戴ました。 
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 日野中学校の改築ならびに給食棟、さらには桜谷小学校の改修と給食棟の改築と

いうことで、議会でもさまざまなご議論をいただき、また給食の懇話会の中でも、

住民の皆さん、保護者の代表の皆さんからもご意見を頂戴する中で、予算もお認め

いただき、工事請負契約等もお認めをいただく中で工事を進めさせていただき、平

成25年度にそれぞれ桜谷についても完了することができ、給食が始まったところで

ございます。 

 今後も、ほかの給食施設等もございますが、施設の有効活用も含め、修繕できる

ところは修繕の中で、今後そのような形で給食の実施に、安全・安心で努めてまい

りたいと思いますので、そのような形で25年度決算を無事終えられたことを、あり

がたく思っているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 税務課長。 

税務課長（増田昌一郎君） 先ほど、軽自動車税の税収に与える影響をお答えさせて

いただきましたが、尐し説明が不足しておりました部分がございます。 

 先ほど申し上げましたのは、現行税率を改正後の税率を適用した分でございまし

て、もう１つ、年数の経過、14年経過して重課税という扱いになりますけれども、

この分につきましては、現在のところ取得年月の把握ができておりませんので、先

ほど述べました増収見込みの中には、その分は含まれていないということでご理解

をいただければと思います。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） もう答弁はよろしいんですけれども、例の保育所の関係です。 

 私、認定基準云々とかというのでなくて、現行で行われている保育所制度、つま

り保育士は何人に対して１人、それから敷地の問題とか、いろいろ話があるわけで

ありますけれども、そういった現行から、今回条例化されているこの基準はどうな

のかという、そのとおりならそのとおりということをはっきりと言うてくれたらい

いだけで、あえて難しいことを聞いていないわけです。ということは、簡単なこと

は、日野町は、公立保育所、それから幼稚園がきちっとあり、私立のわらべ保育園

があって、それなりに世間的によく知られている。逆に言えば、今ポイントは、保

護者として安心して預けられる保育所、この運営をやっぱり求められているわけで

す。日野町は、そういう意味では企業がどんどん来て、とことこ建てていく。部屋

を借りてでも今の議第54号の、こういう家庭的保育をやっていこうという動きは多

分ないかなというような、僕は想像はしているわけでありますけれども、そういう

意味から見ても、やはりどんどん今入ってこられる、そういう傾向がありますので、

そういう意味では、ハードルを一定高くしておいた方がいいのではないかというの

が、全体の声だと私は思います。 

 簡単なことを言えば、保育室のこの施設の問題で、４階まで以上でもできますよ
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という話がありますけど、日野町で４階以上というたらどこにあるのかなというよ

うな、そんな感じですね。それやったら、もう２階までにしましょうとかいう、単

純な、平屋が一番保育にとってはプラスやったら、平屋というように限定するのも

１つなんかなという、そういう意味の、つまり独自色を出したらどうかという意味

だと私は思うわけです。 

 そういうところとか、やはり保護者、保育者にとっては、乳幼児３人に１人の保

育士さんでやるということだけど、３人見られない、最低２人やったらできるわと

いう声が結構現場の中にあるわけです。それなら、そういうことをやっていったら

どうかという、単純なことを言えば、そういうような思い切った処置もしていった

らどうかという声が、意外と今回もあるのかなということを思うわけです。そうい

う意味で、安心して預けられる保育所の運営基準、これが決められていくのがいい

のかなと思います。 

 先ほどからも答弁でありました、いろいろの例を見て研さんしていこうという、

そういった立場をとられておりますので、これ以上述べませんけれども、そういっ

たことで私は若干質問させてもらったという、そういうことでご理解いただきたい

と思います。あとは結構でございます。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

－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48号から議第52号まで（人権擁護委員の候補者の推薦についてほ

か４件）については、人事案件の関係上、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと

思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、これより採決いたします。 

 議第48号、人権擁護委員の候補者の推薦について、原案のとおり適任と認めるこ

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48号、人権擁護委員の候補者の推薦について

は、原案のとおり適任と認めることに決しました。 

 議第49号、日野町固定資産評価審査委員会委員の選任について、原案のとおり同
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意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立全員であります。よって、議第49号、日野町固定資産評価審査委員会の委員

の選任については、原案のとおり同意することに決しました。 

 議第50号、日野町固定資産評価審査委員会委員の選任について、原案のとおり同

意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立全員であります。よって、議第50号、日野町固定資産評価審査委員会委員の

選任については、原案のとおり同意することに決しました。 

 議第51号、日野町公平委員会委員の選任について、原案のとおり同意することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立全員であります。よって、議第51号、日野町公平委員会委員の選任について

は、原案のとおり同意することに決しました。 

 議第52号、日野町教育委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立全員であります。よって、議第52号、日野町教育委員会委員の任命について

は、原案のとおり同意することに決しました。 

 日程第４ 請願第14号、集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、それに基づ

く立法化を行わないよう関係機関に意見書を提出することを求める請願についてを

議題といたします。 

 本日まで受理いたしました請願は、お手元へ配付の文書表のとおりであります。

朗読を省略いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、朗読を省略いたします。 

 請願は、文書表のとおり、総務常任委員会に付託し審査をお願いいたします。 

 日程第５ 議第76号、決算特別委員会の設置についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、議第65号から議第75号まで（平成25年度日野町一般会計歳入歳出決算に

ついてほか10件）について審査のため、６名の委員で構成をいたします決算特別委
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員会を設置し、それに付託するものであります。ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、よって、議第65号から議第75号まで（平成

25年度日野町一般会計歳入歳出決算についてほか10件）については、６名の委員で

構成する決算特別委員会を設置し、審査をすることに決しました。 

 日程第６ 選第１号、決算特別委員会の委員の選任についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま設置いたしました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例

第６条第４項の規定により、お手元へ配付いたしました名簿のとおり指名し、選任

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、お手元へ配付いたしました名簿のとおり選

任することに決しました。なお、休憩中には決算特別委員会の開催をお願いいたし

ます。 

 日程第７ 議第53号から議第64号まで（日野町特定教育・保育施設および特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてほか11件）について、

委員会付託を行います。 

 お諮りいたします。 

 委員会付託については、付託案件の朗読を省略し、お手元へ配付いたしました付

託表により、各常任委員会および予算特別委員会に付託いたしたいと思いますが、

ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、お手元へ配付いたしました付託表により、

各常任委員会および予算特別委員会に付託いたします。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

 なお、休憩中に決算特別委員会を、第１委員会室において開催いたしますので、

委員の方はご出席をお願いいたします。 

 再開は、午後１時45分から再開いたします。 

 それでは、ここで昼食のため、休憩をいたします。 

－休憩 １２時４６分－ 

－再開 １３時５４分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 休憩中に決算特別委員会が開かれ、委員長に村島茂男君、副委員長に池元法子君

を決定した旨の報告がありました。また、決算特別委員会委員長より、付託案件に

対する審査については、会議規則第71条の規定に基づき、閉会中の継続審査とする
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ことの申し入れがありました。 

 お諮りいたします。 

 決算特別委員会委員長からの申し入れのとおり、閉会中の継続審査とすることに

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、決算特別委員会委員長からの申し入れのと

おり、閉会中の継続審査とすることに決しました。 

 日程第８ 一般質問を行います。 

 お手元へ印刷配付の一般質問通告表に基づき、順次発言を許可いたします。 

 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） それでは、通告に従いまして、今回も分割方式で３点ばかりお

願いしたいと思います。 

 最初に、地籍調査についてでございますけれども、土地の戸籍ともいわれる地籍

簿。一筆ごとの土地について、その所有者、地番、地目、境界および地積を座標値

で測量した正確な面積を求め、地図および地籍簿を作成するとあります。このこと

につきましては、当西大路地区も、一昨年、町道西大路鎌掛線道路改良事業の該当

箇所について地籍調査が実施されまして、私も初めて参加させていただいたところ

でもございますし、その思いでは、相当な時間がかかるのかなと思っておりました

が、意外とスムーズに進められたことを覚えております。また、今年度の行政懇談

会におきましても、いろいろな土木事業等の問題点がある中で、学校教育施設問題

とか、地籍調査についての議論が多くを占めたところでもございます。 

 この地籍調査についてお伺いいたします。 

 地籍調査の概要についてはどうなのか。 

 調査の効果、地籍調査の作業工程といいますか、進め方についてお尋ねしたいと

思います。 

 地籍調査の全国的な状況はどうなっているのか。 

 また、滋賀県ではどういう状況なのか。 

 県内市町の実施状況はどうなのか。 

 当町も高齢化といいますけれども、やはり土地の現況、昔からいろいろな状況を

知っておられる方、熟知される方がだんだんと尐なくなっております。早急に実施

する必要があると考えておりますけれども、当局の考え方をお伺いいたします。 

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） 東議員から、地籍調査についてのご質問をいただきました。 

 先日の西大路地区の行政懇談会においても、地籍調査の積極的な推進を提案いた
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だいたところでございます。 

 そうした中で、地籍調査の概要でございますが、国土調査法に基づく調査の１つ

で、一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目、面積の調査測量を行い、地図

および簿冊を作成するものでございまして、その進め方につきましては、一筆ごと

の土地について、土地所有者の立会のもとで境界等を確認し、地籍測量と面積測定

を行い、地籍簿と地籍図の作成を行うものでございます。 

 全国的な実施状況でございますが、平成24年度末で進捗率50パーセントでござい

まして、全国1,742市町村のうち、1,518市町村で取り組まれております。なお、滋

賀県内の市町の実施状況につきましては、平成24年度末で調査対象面積に対して進

捗率は13パーセントで、12市５町で実施をされているところでございます。 

 早急に実施する必要があるのではないかと、こういうことでございますが、おっ

しゃるように、今後の土地利用や保全のためには、土地の実態を正確に把握できる

地籍調査が必要であるというふうに考えておりまして、取り組んでいきたいと思っ

ております。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 尐しばかり再質問をさせていただきます。 

 積極的に取り組んでいただきたい、取り組んでいこうという答弁でありますけれ

ども、西大路の行政懇談会におきましても、早急にやれということで意見が出され

ておりました。 

 そんな中で、国においても、平成23年３月11日のあの東日本大震災の復旧、復興

において、地籍調査の本当に重要性が再確認されたところでございますし、また、

滋賀県におきましても、昨年９月の台風18号で、河川堤防の決壊や山崩れなど、本

当に県内に大きな爪跡を残したところでもございます。こうした復旧のおくれにお

いても、地籍調査ができていれば、もう尐し早く復旧が可能ではなかったのかと思

われますし、さらに公図と現地が合わない地域が多々あります。これにあって、正

確な地籍図の速やかな整理が必要と考えるところでもあります。国・県は事業を積

極的に取り組むこととしている関係上、町においても積極的な取り組みをお願いし

たい。 

 そこで、町では地籍調査事業に対して、日野町公共土木事業分担金条例による委

託料の５パーセントを地域が負担することになっておりますけれども、地域が積極

的に取り組みできるように、地域の負担を求めないで、その地域も取り組みやすい

制度とならないのか、改めてお伺いするところでもございます。町道土地改良事業

とか急傾斜等のこともありますけれども、やはりこういう５パーセントを負担して

いくとなると、なかなか進まない部分もあろうかなと思いますので、ひとつよろし

くお願いしたいと思います。 
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 それから、これは全国的に見ますと、北海道は63パーセントですけども、東北な

んかは、非常に九十何パーセントで進んでおります。特に関西、滋賀県、京都、大

阪、ここら辺が余り進んでおらないということでありますけれども、これは都市と

いうことも考えられますけれども、どういうような内容が考えらえるのか。また、

滋賀県では、東近江市は結構進んでございますけれども、ほかは、甲良町、豊郷町

なんかは50パーセントぐらいいっているわけですけれども、ここら辺の日野町、竜

王町、愛荘町は余り進んでいない。もちろん大津やらも進んでいないんですけれど

も、そこら辺はどうなのか、お聞きしたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

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

えをさせていただきたいと思います。 

 まず、負担金の関係でございます。これにつきましては、平成26年３月に滋賀県

の総合政策部におきまして、滋賀県地籍調査推進プラン、災害に備える土地情報の

整備ということで、プランが策定をされております。市町との強い連携のもと、積

極的な地籍調査の推進に取り組んでいくということとしております。 

 町といたしましても、特に土砂災害の危険箇所の地域については、この地籍調査

というのは必要な事業というふうに考えております。提案をいただきました負担金

の問題につきましては、町としても慎重に検討してまいりたいというふうに考えて

おりますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

 そして、全国的な取り組みの関係でございます。全国で50パーセントの進捗率で

ございますが、東北、九州、四国、中国地方については、各県そこそこの進捗がご

ざいます。どうしても都市部については、東京、大阪を含めて進捗が悪い状況でも

ございます。これは、どうしてもいろいろな取り組みの形で、難しいところがある

のかなというふうには思っております。そして県の取り組みということも含めて、

その県が本当にこの地籍調査について、どれだけ取り組んでいくかという思いの強

さがあらわれているのかなという思いもございます。 

 そういう中で滋賀県においても、先ほど言いました地籍調査推進プランというも

のの策定を25年度にしております。そういう中で、このプランの中でも、やはり洪

水や土砂災害などの危険箇所の高い地域を、調査の実施地区の選定では優先とした

いという言い方もされておりますので、そういう形かなというふうにも考えており

ます。 

 日野町のおくれについても、やはり町として、取り組みについては、今まで、道

路事業も含めて多くの事業をやっていく中で、職員体制も踏まえて、財源的なこと

も踏まえましても、なかなか取り組みはできていなかったという状況かなというふ

うにも考えております。 
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 そして、13パーセントの進捗率には、実質地籍調査の取り組みとしての進捗とい

うのは、滋賀県全域を考えても、３パーセントぐらいの地籍調査の推進でございま

す。あとの率については、大半が国土調査法19条でされております、ほ場整備の換

地測量、それが含まれて県としても率があります。町としてもそういう率になって

おりますので、実質の地籍調査としてやってきた率というのは非常に低うございま

す。これから県としても、こういうプランの中で進めていこうという思いを持って

おりますので、町もある程度それに乗っかった形で進めていく必要があるのかなと

いうふうにも考えております。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 課長の方も積極的に進めていくということと、滋賀県にも推進

プランが、26年３月に出ているということで、いろいろな資料を見ておりますと、

やはり結構時間がかかりますので、市町が計画的に今後進めていくには、地籍調査

係とか、調査課とかそういうようなものを構えていただいて、機構を変えていただ

いて、それを何年間で専門にやっていただく、そういうようなことが出ております

けれども、まだ考えておられないか分かりませんけれども、今後の見通しとして、

そういうことも考えてほしいなと思うんですけれども、そこらについてはどういう

ようにお考えなのか、もう一度お願いしたなと思いますけれども。 

議長（杉浦和人君） 総務政策主監。 

総務政策主監（沢田友男君） ただいま、東議員さんの方から、地籍調査を積極的に

推進するために、機構についても検討することを将来的に考えてはどうかというご

提言をいただいたわけでございますが、全庁的な事務事業の中で組織等は検討して

いきたいと思いますが、まだ、地籍調査の占める事務事業の割合ということも、そ

う大きく考えられませんので、将来的なことはまだもう尐し先とは思いますが、全

体的な中で考えていきたいと、このように思いますので、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 総務政策主監の方は、なかなか進まないのかなという思いがあ

りますけれども、これは本当に今やっておかないと、私らの年代は、まだ１つ上の

年代とのつながりがあるんですけども、これからの若い人は、本当に現地踏査され

ている方が、今はまだお年寄りに歩ける方もあるし、僕らも多尐は知っているとこ

ろもありますので、やはりこれは早急にやっていただきたいなという思いでござい

ますし、先ほど言いましたように、この課を特別に設けていただいて、何とかして

ほしいなという思いをしております。 

 続きまして、市街化区域の整備についてであります。 

 このことにつきましては、昭和62年ごろから、西大路の区長さん、あるいは町代

さんが集まっていただいてやっていくということで、町内回りをしたことも覚えて
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おります。そうした中で、西大路土地区画整理事業の準備のための組合設立準備委

員会が設立され、当時は建設省でありましたけれども、承認助言を受けながら、測

量が実施されていたところでもございます。 

 この区域の中には、やはり学校等の敷地が含まれておりまして、減歩の面積対象

にもなっている中で協議を進めてこられたわけでありますけれども、それから数年

か何年かしまして、突如学校敷地は含まないという議論になり、一気に減歩率が非

常に上昇をしたところでございます。四十数パーセントにまでなりまして、国道477

から家の近くの土地になりますと、本当にもう80パーセントぐらいとられてしまう

ということで、これはだめだわ、なかなか乗る気になれなかったということがござ

います。 

 それと、最終的に進まなかったのは、排水事業でもあろうかなと思います。とい

いますのは、今、国道のコメリぐらいまで上がっているんですけれども、それが県

の事業でやってもらわないと、これはもうできないのと違うかという担当者の言葉

がありまして、それがそのままになっておりまして、消えた形になったようでござ

います。しかし、市街化区域ではありますので、やはり区画整理をし、宅地提供が

されるべきと考えるのでありますけれども、現在の状況から見て、町当局はどのよ

うに考えておられるのかお伺いいたしたいと思いますし、最近の災害等の、日野町

もまだそんな相談をしておりませんけれども、上地域の危険区域がございますので、

僕もいろいろな研修の方に行きますと、危険地域の人がまとめて移動される、そう

いうところも必要やないかという先生の講演も聞いたことがありますし、また、最

近は田舎暮らしを希望される方が多いということで、そこら辺においても事業がで

きないのかなという思いで質問させていただきます。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 西大路地区土地区画整理事業についてご質問をいただきました。 

 この事業の経過につきましては、地域で取り組んでいただいております、東議員

さんが今お話になられたような経過だと、こういうふうに認識をしておりまして、

組合設立準備委員会が発足をされ、進められましたが、減歩率の問題などから、な

かなか進まなかったと、このように考えております。 

 再度こうした事業ができないのかということでございますが、現在では、福祉施

設や住宅の建設、さらには太陽光パネルの設置などが建設されておりまして、さら

にまた地価が下落をしていることなどを考えますと、なかなかこの手法での開発と

いうのは難しいのではないかと、このように考えております。 

 田舎暮らし等の課題も、今ご指摘、ご提案ありましたけれども、どうすれば有効

活用できるのかということについては、検討しなければならないのではないかと、

このように思っております。 
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議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 今、答弁いただきましたように、全体としてはやはりこれはな

かなか難しい問題があろうかなと思いますけれども、ある程度小さく区切っていき

ますと、その中でできない、道路とか排水とか、そういうようなのをつけもらえば、

何とかできるのではないかなという思いはあるんですけども、そこら辺については、

これは難しいことではあろうと思うんですけれども、行政の立場として、どのよう

に考えておられるのか。 

 また、確かにあそこら辺の地域は、非常に岩盤が固くて非常に強いんです。とい

いますのは、私は、小学校の建てかえのときに遾雷針をどれだけか埋めんならんと

いうことで、東さん、どうしようということで聞かれたんですけども、もう全然入

りませんわということで、恐らく規定の半分、３分の２も入っていないということ

でございます。それだけ地盤は固いし丈夫やと考えております。そういうことから、

この中道みたいに、そんなようにはできませんけれども、小さく何かできないもの

かなということを、もし建設計画課の方で、どういうように思うておられるのかお

聞きしたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 東議員さんの方から再質問をいただきました。 

 いわゆる小規模的な区画整理ができないかというご質問かなというふうに思いま

す。確かに小規模でもできます。できますが、まずは地権者の同意が必要かなとい

うふうにも考えております。やはり、その当時と今と比べますと、地権者もかなり

移動もされておるのかなということもございます。 

 ただ、小規模になりますと、道路、排水路等、公共施設のそういうものを設けて

くると、減歩率がさらに上がる可能性もあります、地域の決め方によっては。そう

いうこともございますので、小規模にしても非常に難しい状況かなというふうには

考えております。 

 まずは、地権者の同意が必要と考えておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） なかなか難しいということでありますけれども、そうしたらあ

の土地は、その市街化区域でなくなっていくのか、あるいは調整区域に、落とされ

るというとおかしいですけども、そういうふうになっていくのか、そのままにして

おいていただければありがたいんですけれども、そこら辺は何か広域的なことで言

われるところがあるんでしょうか、お尋ねしたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 質問いただきました。 
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 いわゆる、現在、市街化区域で住宅地になっております、そこを区画整理ができ

なくなれば、逆に調整区域に落とされるのかというお話もございました。 

 昭和55年に、当時の建設省の方の通達の中では、市街化区域内の土地のうち、現

に市街化されておらず、営農が継続され、計画的な市街地整備の見込みのない地域

については、極力市街化調整区域への編入に努めるものとするという、いわゆる逆

線引きの通達がされたことがございました。それを受けて、この西大路地域につい

ては、区画整理ができないかということで進められて、準備委員会も立ち上げられ

て進めてきたんですが、できなかったという経過がございます。ただ、今もそうい

う通達については生きておるんですが、調査の中では、やはり空間地域、あいてい

る地域が、ちょっと面積忘れたんですが、かなり大きな面積になっています。それ

ぐらいの固まった面積というのが、ちょっと１ヘクか５ヘクか、面積的にはしっか

りとした面積は分かりませんが、それだけの面積があいておれば、市街化区域から

調整区域に整備ができないのであれば、外すことも、逆線引きのことも含めて検討

しなさいというのが、今の国の方の流れになっております。 

 西大路については、割に今現在、住宅が飛び飛びに、この区画整理の計画以後、

建っておりますし、施設ができておりますので、今のところは逆線引きの話までは

いかないのかなという、私個人の意見としては思っておるところでもございます。 

 ちょっと答弁的に中途半端になるかと思いますが、申しわけございませんが、今

のところ、そういう状況かなというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） そういうことであっても、やはり排水だけは、まだまだ考えて

いただきたいなという思いでございますので、よろしくお願いします。 

 それでは、農業関係についてへ行きたいと思います。 

 農地中間管理機構について、当初の交渉では、増加する耕作放棄地や利用が困難

な農地を借り受け、整備を行った上で、農地を担い手に貸し付けるというものであ

ったが、財界の代表などから、条件の悪い農地が機構に滞留することになるとして、

対象外とされたところでもございます。 

 そんな中でありますけれども、やはり耕作放棄地や条件的に不利な農地など、借

り手の見つからない農地も、通常農地と同様に借り受け、条件整備を行った上で担

い手を確保することが、機構本来の姿ではないのかなという思いでありますけれど

も、ここら辺についても、現在はどうなっているのかお聞きしたいと思います。 

 また、耕作放棄地や遊休農地への対策は、これはどこが責任を持って行うのかお

伺いいたします。 

 農地利用集積について、経営基盤促進法18条によらない、個人的に賃貸借してい

る農地の所有者が機構に貸し出された場合、借り手の選考はどのようにされるのか
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をお聞きしたいと思います。 

 貸付先ルールの策定にあたっては、地域で頑張っている農家を最優先し、経営規

模が小さくても公平に貸し付けできないか。 

 また、政府は、農地集積を進め、担い手への農地集積面積を８割となる体制をつ

くり、米生産コストを４割削減するとしているが、当町はどのように考えているの

か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） 農地中間管理機構などの問題についてご質問をいただきました。 

 １点目につきましては、法律第８条第３項の３の規定で、農用地等として利用す

ることが著しく困難であるものを、対象に含まないということになっております。

また農地中間管理事業規定でも、機構が借り受ける農地の基準として、農用地等と

して利用することが適切と認められるもので、かつ、担い手への貸し付けが見込ま

れる農用地等であることとなっていることから、機構は、耕作放棄地などは借り受

けできないこととなっております。 

 次に、２点目の、耕作放棄地対策でございますが、町では、農業委員会と連携し、

年に１回、町内の農地の現状確認を実施しております。今後も、農業委員会ととも

に受け手の掘り起こしなどを行い、耕作放棄地や遊休農地の解消に努めていく必要

があると考えております。 

 次に、借り手の選考についてでございますが、貸付先、借り手の判断にあたって

は、地域農業の発展に資する程度や、人・農地プランの内容も考慮されることにな

りますので、必ずもとの耕作者に貸し付けされるということにはならないというこ

とでございます。 

 次に、貸付先ルールでございますが、機構が農地を貸し付けるにあたっては、地

域農業の健全な発展を旨としつつ、借り受け希望者のニーズを踏まえて公平適正に

調整するという基本原則にのっとって、貸付先が決定されることになっております。

地域で頑張っていただいている農家には、これからも頑張っていただきたいと思い

ます。そうした思いを、人・農地プランとしてまとめていただければ、機構の貸し

付けにあたっては、人・農地プランの内容が考慮されることとなります。 

 次に、農地の集積等についてでございますが、現在、平成26年10月１日施行を目

標に、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の変更作業を行っておりま

す。この基本構想のシミュレーションでは、10年後の当町の担い手への集積率は、

約６割と見込んでおります。しかしながら、農地が集積すれば、大きく米の生産コ

ストが削減できるというものでもございません。さらには、規模拡大だけで地域農

業が守れるのかというと、そういうことでもございませんので、やはりトータルと

して農業対策を、国も含めて取り組んでいくことが大切なのではないかと、このよ
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うに思っております。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） それでは、尐しばかり再質問させていただきます。 

 ずっと、僕もここで二、三回、農地中間管理機構についてはお聞きしているわけ

ですけれども、最初の方は、課長の答弁ですと、中間管理機構へ出しても場所も分

からへんし、誰がどのように適切なのかも分からへんので、町が管理するというこ

とで伺っていたわけでありますけれども、先日の組合長会議で、この18条のことも

出ていたと思うんですけども、今まで作っていた人に作ってもらおうと思っても、

町が全然立ち入りできないと。みんな、中間管理機構が決めてしまうんやというよ

うなこともお聞きして、これはえらいことやなという思いで、質問させてもらうわ

けですけども、この中間管理機構と市町村の役割というのか、もっともっと親密に

できないものかなと、こう思うんですけれども、これは人・農地プランでないとだ

めだとか、そういうことではありますけれども、中間管理機構が上にあって、市町

村や農業委員会はそれに従うしかしょうがない、そういうような、今、傾向になっ

ているのかなと思うんですけれども、そこら辺はどうなのかなという思いでござい

ます。もし答弁ができましたら、よろしくお願いしたいと思いますし、この先日の

農業委員会でも、日野町では集積が８割、それによると27町、そんなんできるかい

なということで、大変もめておったんですけれども、また農業委員会や、農協の体

制がまだまだ決まっていない中で、基本構想を12日までに出さんならんのやと。そ

れを賛否とってくれというような相談でしたんやけども、これも何かおかしなもん

やなという思いでした。やはり僕の思いでは、そこそこの大規模農家、今、町長が、

日野町では６割と言われますけれども、地域がそこそこ維持できるのは、もう尐し

農業に携わってもらう人を増やしていかないと、この中間管理機構は私らの逆の政

策で、先ほども出ておりましたけど、企業誘致促進に思えてならないんですけども、

もしそこら辺のことも答弁できましたら、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） 東議員さんの方より、農地中間管理機構について再質問を

お受けいたしました。 

 先ほどもご指摘いただきましたように、本当に市町と中間管理機構の役割という

のが、事務をしておりまして、まだ現実的に確立されていないというふうに理解を

してございますが、ただ、法律に決まってまいりまして施行されまして、それ以降

について、先ほど質疑の中でも答弁をさせていただきましたが、８月１日からこの

９月30日まで、もう既に借り手、貸し手、それぞれ受け付けを始めておりまして、

４名の方が借りたいということで、申し込みが８月末現在あったわけでございます

が、なかなか親密にというふうにご指摘もいただいたんですが、そこが非常に私ど
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も事務をしておりましても苦しいところでございますし、一旦出してしまって、中

間管理機構がどのように借り手を探すかというところら辺は、私どもも存じること

ができないということで、非常に苦しい思いをしてございますし、あわせて私ども

は、この日野の地形上から見て、なかなか出し手、貸し手はあるけれども、借り手

がないというのが現実だろうというふうに思っておりますので、今の８月末現在の

数字というのが、実質のところだというふうに考えてございます。 

 調査という段階では、私どもの方に逆に委託をされておりまして、そこで詳しい

ことは調べてほしいというふうなことを、任されているというのか、委託をされて

いるということでございますので、どう考えても、この中間管理機構の、私どもは

露払いをするような業務のところかなというふうに思っておりますが、今日まで土

地集積を進めておった部分についての対応というのは、今日の状況のままでしばら

くは続くのかなというふうに、こう思っておりますが、中間管理機構の部分の理解

の方も、もう尐し時間がかかるかなということで、出していただける方、受け取る

方についても、日野町の場合を見ますと、現状では、今、様子見という感じではな

いかなというふうに考えておりますので、私どもはそれとは別に、先ほどもご指摘

いただきましたように、人・農地プランというのを今日まで取り組みが薄かったわ

けですが、その部分についての取り組みを尐し進めていかないと、それぞれの農家

の方々に対する支援といいますか、そういうものも不可能になってくる状況であり

ますので、そこら辺につけて、力を入れていく必要があるのではないかなというふ

うに考えてございます。 

 また、基本構想等も農業委員会の方でということでご指摘いただきましたが、国

の方は８割の集積というのを、私どもは６割ということで話をしておりますが、ご

指摘のありましたように、27ヘクタールというのは、農業委員会でも出ておりまし

たが、１つの集落からまた他の集落に出て行かないと、その面積が確保できないよ

というふうな状況もございますし、この部分につきましても、日が決まっていて12

日、明日まででございますが、そのような状況にあるということを考えましても、

計画そのものの先がまだ見えていないというのが現実かなというふうに思っており

ますので、そのことに対しましても、できる限りのことを、あわせて、基本計画の

中では、米価が１万円割るというふうな状況でありますので、本当にそれで成り立

つのかというところら辺については、私ども非常に苦慮しておりますけれども、一

体的にはやはりそういう計画も、構想等も立てていく必要があるかなと思っており

ますので、できる限りのことで日野に合うものをつくってはいきたいというふうに

考えておりますが、なかなか厳しいのが現状だというふうに考えておりますので、

その点もあわせてご理解をお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 
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10番（東 正幸君） 非常に難しい場面ばかりでございます。 

 やはり日野町としては、調査のみしかできないというようなことでありますけれ

ども、それを中間管理機構へ、こうやさかいにこうなんやということは言えないの

ですかね。町村会でも、中間機構はもうちょっとこういうようにせなだめだけどと

いうような、そういう動きがないんですか。余りにも、この間も東近江の事務所へ

寄せてもろうたんですけども、非常に、現在は物すごく高飛車な話をされます。こ

んなところへ出してもろうたら、えらいこっちゃやなという思いでありますので、

僕も今、農業組合長をしていますので、土地持ち農家、非農家も、全部配らせてい

ただいて、これだけもらえるから信用するならしてや、こう言いましたけども、今

のところ誰もしていないということで、借り受けの人だけはさせてもらったんです

けども、もし何かそういう市町村会か県の方向で、そういうふうにしてもらえるよ

うな方法はないんですか。もし、話がありましたら、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（高岡良三君） 先ほども尐し申し上げましたが、私ども、中間管理機構か

ら、いわゆる権利状況の調査とか、そういうことについては委託、委任をするとい

うことで、質疑のときにも質問いただきました、53万2,000円をいただいているとい

うふうなところでございます。 

 昨日も、農家の方から問い合わせがございまして、日野町で土地改良をやった部

分に対する負担金の返済の部分とか、水代の部分とかというのはどうなんねやとい

うことで、中間管理機構の方にも担当が確認の電話しておったんですが、そのこと

は管理機構として、現状、今全く考えていないというふうな形で、それぞれ、それ

じゃ出し手、借り手との面談というのはないのかということも確認していたんです

が、それもないと。書類上での、あくまでもやりとりということになるということ

で、私ども担当の者も手を焼きまして、農家の方に、直接大津の中間管理機構の方

に、こういう条件があるか、こういうことをしてでも貸し借りということはできる

のかどうかというのも確認してほしいということで、申しわけなかったんですが、

そういう形で直接電話をしていただくようにお願いをしたということで、私どもの

方にも、そこまでのことしか言えない状況が、今現状だというところでありますの

で、中間管理機構の方もスタートしたばかりでありますし、私どもも、その中身に

ついても、今後のことでもありますので、もう尐しこれからは親密にやっていける

のかなというふうには考えておりますが、現状ではなかなか難しくて、いろいろな

形で模索している最中だと、先ほども申しましたとおり、日野町の農家の皆さんは、

今年は様子見かなという状況ではないかなというふうに判断しております。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） やはり話し合いができる市町村と中間管理機構で、多くを出し
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てほしいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 次に、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、防災関連について３

つの項目を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、災害復旧事業について質問いたします。 

 昨年９月15日の台風18号により、日野町においても近年にない浸水被害や土砂災

害が発生し、多くの被害をもたらしました。町は、住民の安全・安心な暮らしを確

保することを優先に、迅速な対応と事業の補助率拡大を図り、災害復旧事業推進に

取り組んでいただいていますことは、大変ありがたいことであります。９月議会の

一般会計補正予算で、町単独土地改良事業、そして町単独林道・作業道整備事業の

増額補正をしていただいています。現在も、平成26年度内の復旧をめどに事業展開

をしてもらっていますが、その進捗状況が気になるところでございます。 

 そこでお伺いをいたします。 

 道路橋梁・河川災害復旧事業、町単独道路改良事業、土木工事等補助事業の建設

計画課関連の実施経過はどうか。 

 農業用施設災害復旧事業、町単独土地改良事業、町単独林道・作業道整備事業の

農林課関連の実施経過はどうか。 

 平成26年度内の災害復旧事業完了のめどはついているのか。 

 以上の３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。 

町長（藤澤直広君） 災害復旧についてのご質問でございます。 

 昨年の台風18号による災害復旧事業の取り組み状況につきましては、道路災害の

町道娑婆谷線、町道蔵王熊野線、町道奥之池線の３路線、また河川災害の普通河川、

水無川、準用河川の鳥羽谷川の２河川は、それぞれ８月中旪までに復旧工事が完了

をいたしました。町単独道路災害復旧工事につきましては、平成25年度に25ヵ所の

全てで復旧工事を完了しております。また、台風18号被災箇所復旧土木工事等補助

金交付につきましては、平成25年度に12ヵ所が完了しております。また、26年度に

おきましては、13ヵ所のうち４ヵ所が完了、５ヵ所が工事中、残り４ヵ所が、今後

申請される予定でございます。そのほか、今議会において補正予算を計上いたしま

した急傾斜地崩壊対策事業費による熊野地区の復旧につきましては、今年度中に工

事完了の予定で進めておるところでございます。 

 次に、農地農業用施設災害復旧事業についてでございますが、国の補助を受ける

事業については、平成25年度中に完了いたしました。町単独土地改良事業補助につ

きましては、平成25年度中に37ヵ所に補助をいたしました。地元の体制や施工業者
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の体制もあり、平成26年度に補助申請を受けましたが、15ヵ所から申請があり、補

正予算をお願いしております。町単独林道作業道補助につきましては、平成25年度

中に４ヵ所へ補助をいたしました。同様の理由により、平成26年度に12ヵ所の申請

がございまして、補正予算をお願いいたしております。 

 平成26年度内の災害復旧事業完了のめどにつきましては、被災いたしました箇所

の復旧は年度内に完了する計画で進めておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 台風18号による災害が発生して、ちょうど１年近くになります。

この１年で、多くの道路、河川、農地、林業の災害復旧事業をしていただきました。

これは台風18号での対応を、国・県、町が激甚災害として迅速な対応と補助率拡大

を図っていただくことがあると考えます。詳しく回答していただきましたし、先ほ

どの質疑の中でも、災害復旧事業について質問いたしましたので再質問はしません

が、事業が完了していない地元対応の補助事業については、平成26年度内に完了を

するよう、町からの協力支援の取り組みをしていただきますよう、お願いをしてお

きます。 

 そして、これから本格的に台風シーズンになりますので、二次災害が起こらない

ように、今後とも復旧復興事業に早期に取り組んでいただきますことを、お願いを

しておきます。 

 次に２つ目の、防災対策について質問をいたします。 

 今年の夏は、異常なほどの集中豪雤による災害が発生しております。広島市の土

砂災害では、70名以上の方がお亡くなりになられています。また、近年にない大雤

となり、福知山市でも浸水被害が発生しております。亡くなられた方々のご冥福を

お祈りするとともに、一日も早い災害復旧を願うものであります。 

 昨年９月の台風18号の爪跡が残る状況の中で、心配されておりました８月の台風

11号では、大した被害はなかったとお聞きしますが、町の対応は、昨年の特別警報

の教訓が生かされたのか、迅速な警戒態勢をとっていただいたように感じています。

遾難所の開設情報システムの「日野め～る」、エリアメールやテレビでの文字放送に

よる気象情報は瞬時に報道されており、情報伝達は整備されつつあると思っていま

す。 

 非常事態のいざというときに、地元の消防団活動により地域の安全が守られてい

ることはありがたいことであります。消防団が防災活動に奮闘していただいていま

すことを、頼もしく感じております。 

 そこでお伺いをいたします。 

 台風11号では、水防本部体制を立ち上げ、どのように防災に対する警戒態勢をと

られたのか。 
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 遾難勧告が出されましたが、その地域の遾難状況はどうであったのか。 

 情報システムによるＪアラートによる情報伝達手段となる「日野め～る」の成果

と普及状況はどうか。 

 町において、土砂災害特別警戒区域や警戒区域の点検見直しが必要と考えるがど

うか。 

 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） 防災対策についてご質問をいただきました。 

 台風11号における対応についてでございますが、台風が接近する前日の８月８日

の朝一番に主監課長会議を開催いたしまして、台風に係る職員の配備体制、遾難収

容施設としての公民館の開設、区長さんへの連絡時期とその内容、住民の皆さんへ

の周知など、あらかじめ職員の行うべき行動等について確認を行ったところでござ

います。 

 あわせて、土のう等の防災資材の点検や、町内の危険箇所の確認も行いました。

特に昨年の台風18号で被災した箇所については、パトロールを重点的に行ったとこ

ろでございます。 

 夕方には、住民の皆さんに対し、ホームページおよび「日野め～る」により、各

区長さんには担当職員から電話で、台風接近に伴う注意喚起を行ったところでござ

います。 

 ８月９日昼12時40分には、警報の発令に伴い水防本部を立ち上げ、14時に各地区

公民館を遾難収容施設として開設し、地区班班長、副班長を待機させました。また、

消防団、土木班により、町内の巡回パトロールを行い、町内の状況把握に努めまし

た。また、災害時の応援協定を締結しております建設工業会へ協力依頼を行い、本

部への参加とともに、現場において道路冠水の原因となっていた草木除去にあたっ

ていただいたところです。その後、観測地点での雤量の状況や気象予報から、土砂

災害の発生の恐れが増したという判断のもと、15時に、平子、熊野、西明寺地区に

遾難勧告を発令し、該当の区長さんへ連絡するとともに、住民の皆さんには、「日野

め～る」やエリアメール、屋外拡声器を通じて情報発信をいたしました。また、遾

難勧告や遾難収容施設の開設の状況は、県のシステムを通じてＮＨＫなどの報道機

関などにも情報が流れる仕組みとなっておりますので、テレビのデータ放送でも確

認できるようになっております。 

 次に、遾難状況についてでございますが、遾難収容施設および自治会集会所に毛

布の準備を行いました。遾難者については、遾難勧告の当該区域ではない鳥居平自

治会で自主遾難者が１名、遾難勧告の地域でございます西明寺自治会で１名の住民

の方が、自治会集会所へ遾難をされました。 



2-61 

 次に、「日野め～る」の普及状況でございますが、町単独の行政情報手段として平

成25年度から配信し、平成26年度から防災等の緊急時に備えるため、Ｊアラートと

も自動連携し、防災情報を発信しております。普及状況は、平成26年３月末の登録

者数が957件でありましたが、８月末で2,036件、1,079件の増となったわけでござい

ます。本年度は普及拡大を図るため、水防本部地区班の職員が各担当自治会を訪問

し、地区の方との関係の中で説明会を実施しております。８月末までに53自治会等

で説明会を開催させていただき、９月から11月にかけて約30の自治会で説明会を予

定しております。「日野め～る」の成果については、昨年度の情報配信件数が189件、

今年度では８月末で154件となっております。８月の台風11号を例に見ますと、大雤

警報、遾難勧告などの情報とともに、災害時の通行どめ、被害情報などの情報を配

信したことで、住民と水防本部の情報を共有し、安全対策をとる上で有効であった

と思います。登録いただいている方からは、遾難情報の文字数が多いなどの指摘も

いただいておりますことから、さまざまな課題を洗い出し、カテゴリーの見直しや

情報量の改善を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、土砂災害警戒区域についてでございますが、滋賀県が現状での基礎調査を

実施して区域指定をするもので、当町での土砂災害危険箇所は177ヵ所で、そのうち

140ヵ所が警戒区域に指定されており、指定率は79パーセントとなっております。区

域指定された中に、68ヵ所の特別警戒区域が存在しております。また、未指定の危

険箇所についても、滋賀県により基礎調査が順次行われているところでございます。

危険箇所の点検等につきましては、滋賀県が行うことになっておりますが、町とし

ても定期的なパトロールの実施等に取り組んでまいりたいと考えております。 

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。 

 台風11号では大雤警報が発令されたため、建設計画課による水防本部体制をとら

れたとお聞きします。９日土曜日昼間であったことから、町職員による見回りや警

戒態勢がうまくいったのではないかというふうに思います。被害は尐なかったよう

ですが、町道、農道、林道での被害があったようにもお聞きしております。実際の

ところ、台風11号では、どれだけの被害があったのかお伺いをいたします。 

 地域での状況を把握して、遾難勧告を出されているとお聞きします。遾難勧告が

出されたときの地域集落での対応は、そのときの状況判断で自己判断することが難

しいのではないかと思います。時間帯や雤風の状況で、どのように行動するのか、

遾難勧告が出される可能性が高い地域は、申し合わせをきちんとしておかないとい

けないのではないかと思います。遾難勧告が出される可能性が高い地域は、平子、

熊野、西明寺であります。そういったところは、遾難伝達、遾難誘導の住民への周

知がなされていると思いますが、町からの指導、備えが必要であると考えます。地
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域の対応そして町の考えをお尋ねします。 

 そして「日野め～る」の登録が増えたということは、いろいろなところでＰＲに

努力をされている成果ではないかと思います。町の行政情報や議会の情報、子育て

に関する情報、また注意報、警報等の気象情報を頻繁に配信していただいています

ので、情報提供の成果は上がっていると思います。これからも、さらに登録者が増

えるよう、取り組んでいただきたいと思います。 

 異常気象による集中豪雤が発生していますので、急傾斜地ではかなりの水を含ん

でいると考えられます。土砂災害の危険があります。必要な基礎調査をしていただ

いているとのことでありますが、どのような調査をされているのかお伺いをいたし

ます。 

 そして、指定率が79パーセントであるという理由については、指定がされると規

制がかかるということから、指定の設定がうまくいっていないのかなというふうに

思うんですけど、土砂災害の起こりそうな危険区域については、特別警戒区域の指

定をするだけでなく、その対策として、土砂災害の対策工事をしていただきたいと

思います。これは県の事業となると思いますので、土砂災害の危険なところの調査

と県への土砂災害対策工事の要望をお願いしておきます。 

 以上、再質問の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） 齋藤議員さんの方から何点が再質問いただきましたの

で、答弁の方をさせていただきます。 

 まず、台風11号でどれだけの被害があったかということでございます。11号は大

変遅い台風でございました。来るまでは大変心配もしておりましたが、国道、県道、

１級河川では８件、そして町道、里道、私道では４件、いずれも倒木とか冠水によ

るものでございます。そして農林では、林道で２件、そして農道で２件、農地関係

で８件という被害の状況でございました。 

 次に、遾難の関係で、地域の対応または町の対応はどうであったかということで

ございます。まず、遾難については、先ほど町長の方からありました、鳥居平で自

主遾難が１名、そして西明寺で自主遾難が１名ということでございます。全て地域

の集会所に遾難をしていただきました。集会所については、自治会の方で区長さん

とも、水防計画の中の地区班の方が一定の区長さんとコンタクトをとった中で、自

治会の集会所を開けていただいて、そして役員さんについても集会所の方で詰めて

いただいて、遾難をしていただいてきたという状況でもございます。そして、水防

の民生班におきましては、遾難をしていただいた時間帯も含めましてでございます

が、夜間になりますので、そういう関係で、毛布の配付も含めて、民生班の方でや

っていただいてきたという経過がございます。そして、やはり地域の自治会の役員
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さん、そして町と水防本部と連絡を取り合った中で対応をしてきたということでご

ざいます。 

 続きまして、基礎調査の関係でございます。どのような調査なのかということで

ございますが、いわゆる土砂災害特別警戒区域の指定、その他、この法律に基づき

行われる土砂災害の防止のための対策に必要な基礎調査ということで、現在、県の

方が基礎調査を進めております。この調査につきましては、急傾斜地または土石流

等の危険箇所について、崩壊等のおそれがある土地に関する地形、そして地質、降

水等の状況または土砂の災害の発生のおそれがある土地の利用状況の調査をやって

いる状況です。現地には、専門の業者が測量含めて土質を抽出した中で、この土質

はどうもないのかも含めて調査をして、調査結果を出しているという状況です。調

査結果については、その地域の住民の方には、きちっと説明をさせていただいてい

る状況です。 

 そして、土砂災害の危険なところの調査と砂防工事、ハードの調査の関係につい

ては、確かにこの土砂災害の区域に指定をしたから、事業ができるというものでは

ございません。一定の、国の方では事業の基準がございまして、その基準にあては

まるところについてのみの基準になります。この土砂災害の法律については、危険

な箇所をきちっと明示をして、住民の方に知らせて、そして危ないところについて

は降雤量、またはそういうことを勘案した中で、行政がきちっと遾難誘導なり遾難

の勧告なり、遾難指示を出していくというものでございます。ハードの、いわゆる

工事等については今後も事業の制限がございますが、できるだけ砂防の危険区域と

して設定をされた地域については、やはり、国なり県の補助も含めて今後していた

だけるような形で、町としては既に要望もしておりますし、こういう形で、できる

だけ事業が取り組めるような形にやってほしいという要望は、今後も含めて進めて

いきたいというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 災害に対する取り組みをしていただいているということで、あ

りがたいと思います。 

 再質問いたしますが、台風11号でも何カ所か被害があったということですが、そ

の被害の復旧事業についても、昨年の台風18号と同じように、町は対応していただ

けるのかどうか。今後、これからも本格的に台風シーズンに入ります。まだまだ災

害発生するおそれがありますので、町の対応としての町のお考えをお伺いいたしま

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） 齋藤議員さんの方から再々質問をいただきました。 

 台風18号におきましては、国の農林の方では激甚災害ということで指定を受けた



2-64 

中で、やはり滋賀県下で大変多くの甚大な被害がやっぱり出ていました。そういう

中で、日野町においてもかなり多くの被災箇所があり、住民の方には大変負担がか

さむ中で、復旧もできないような状態でもございました。そういうことから、町内

でも被害があったということで、18号については、今までなかったことでございま

すが、18号のみの対応として、一定の補助率のアップも含めて依頼してきた、やっ

てきたところでもございます。今後、それにつきましては、11号では一定農林につ

いても被害はありましたが、今後の対応としては、現在では、今までどおりのいろ

いろな町の補助制度なりを利用していただいた中で、復旧等をやっていただきたい

なという思いは持っております。今後については、大きな災害で、やはり日野町全

体で負担が大きく重なるようであれば、一定の考慮はしていく必要があるかと思い

ますが、現在のところは、通常の補助制度を利用していただいた中での復旧という

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） 住民の方の負担ということで、なかなか復旧事業が進みにくい

と思いますので、今後、地震、台風、大雤による住民の暮らしに大きく影響するよ

うな災害が発生したときに、町の対応として、昨年の台風18号のような土木工事の

90パーセント、農地、農林、林道で75パーセントというような補助率の措置を図っ

ていただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 次に、３つ目の、日野町地域防災計画の見直しについて質問をいたします。 

 近年、全国各地で局地的な豪雤、記録的な猛暑等、地球規模の異常気象が相次い

でいます。こうした中、日野町においては、日野町地域防災計画の見直しを行うと

いうことで、３月議会終了後、見直しについての改定案の説明を受けました。その

ときの説明では、３月26日から４月25日の１ヵ月間、パブリックコメントの実施を

行い、５月上旪に防災会議を開催し計画の見直しを決定すると聞いております。町

の地域、ならびに住民の生命、身体、および財産を災害から守るため、的確な災害

対応と平時の備えを行うことが防災計画の目的であり、緊急の課題であります。そ

の後の計画見直しはどうなっているのかと思っております。 

 そこでお伺いをいたします。 

 計画見直しのパブリックコメントの実施、防災会議開催の状況はどうであったの

か。 

 そして、計画見直しをしたことを各自治会や住民への周知はどうされるのか。 

 以上の２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） 日野町地域防災計画の見直しについてでございますが、まず、

パブリックコメントにつきましては、３月26日から４月25日までの１ヵ月間実施を
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し、２件のご意見をいただきました。１つは、被災者支援に関しての災害見舞金制

度を追記すること、もう１つは、業者から情報伝達手段の提案でございました。 

 災害見舞金制度につきましては、計画の中に組み込むことといたしました。また、

災害に関する情報伝達体制の整備につきましては、伝達ルートの多重化を図ること

といたしたところでございます。５月26日に開催いたしました防災会議では、自主

防災組織の育成や、災害時における情報伝達のあり方など、各委員からご意見をい

ただく中、計画を策定したところでございます。 

 今回の計画の見直しは、災害対策基本法等の関係法令の改正に基づくものや、県

の地域防災計画との整合など大きな見直しとなりましたが、今後におきましては、

一部修正も含め、毎年防災会議を開催し、計画の見直しを行ってまいりたいと考え

ております。 

 次に、地域防災計画の周知についてでございますが、重要なことであると認識を

いたしております。特に、災害に対しての備えや防災、減災の考え、自主防災組織

の設置促進に向けた啓発や取り組みを進めていく必要があると考えております。住

民の皆様方には、自助、共助の視点で備えていただくよう、ご理解をいただく必要

もあることから、出前講座の開催をはじめ、啓発機会の充実を図ってまいりたいと

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。 

 日野町地域防災計画の見直しについては、東日本大震災の教訓により、福五県内

にある原子力発電施設の事故等を想定して、滋賀県地域防災計画の見直しがされた

ことから、日野町においても、県の計画に伴い原子力災害対策を策定し、平時の備

えと的確な災害対応を行おうとするものでございます。２年前から、区長会等の地

域の聞き取り調査等を行っていただき地域の声を取り入れ、ようやく今回の見直し

策定がされたものと認識をしております。 

 「広報ひの」の９月号に、「台風に備える」と題して、各家庭でも台風に備え、早

目早目の対応を心がけましょうと掲載していただいています。昨年の台風18号の被

害状況と復旧状況を、そして早目の備えということで、台風が来る前、接近したと

き、遾難するときと、遾難準備の呼びかけ、遾難勧告、遾難指示の説明がされてい

ます。日野町地域防災計画の策定をしたことについても、９月の「広報ひの」に掲

載していただいています。また、全町区長会のときに、災害時の対応についても区

長さんの方に説明をされているということです。毎年区長さんが変わるところが多

いと思いますので、毎年そういった説明資料をお渡ししていただき周知することが

大事ではないかと考えます。広報においても、日野町地域防災計画の中で、住民周

知にかかわることをシリーズで掲載していただき、周知徹底を図ることが必要と考
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えます。 

 また、日野町地域防災計画の災害時の対応について、ネット情報のホームページ

に掲載してはどうかと考えます。災害に対する備えや防災、減災の体制を整えるに

は、それぞれの地域での自主防災計画が策定され、自主防災組織体制がとれるよう

に整備していく必要があります。そういった地域での備えや、地域での遾難方法等

のマニュアルとなる自主防災計画が、日野町内ではどれだけの地域で策定され、自

主防災組織体制が整備されているのか、お伺いをします。 

 もう１点は、原子力災害事前対策の中で、安定ヨウ素剤の備蓄等の整備について

であります。日野町においても、安定ヨウ素剤を購入し、備蓄をされています。使

用するようなことがあってはならないというふうに思いますが、安定ヨウ素剤の服

用基準や配布方法、備蓄体制について、どのように決められたかお伺いします。以

前、安定ヨウ素剤を購入をされたときに、住民の方から、配布方法等はどうされる

のかと聞かれています。当時は、県の使用方法の基準が決まっていないことから、

決まっていませんとお答えをしていましたが、決まっているのなら、住民への周知

が必要と思いますので、周知のお願いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 齋藤議員から、地域防災計画の見直しにあたりましての住

民周知につきまして、いろいろとご提言なりご意見をいただいたところでございま

す。 

 現在のところ、防災対策につきましては、齋藤議員もおっしゃっていただいてお

りますとおり、自助、共助、公助というようなところで言われておりますけれども、

自助、共助のところにつきまして、各自治会ですとか各個人さんですとかに備えて

いただく内容につきまして、さらに町として周知なりお願いをしていかなければな

らないと、このように思ってございまして、先ほどご提案いただきました広報です

とか区長会の説明ですとか、出前講座ですとかホームページ、そういったことにつ

きましても、なるべくさまざまな方法で周知をさせていただくように、努力をして

いきたいなと思ってございます。 

 そうした中、今、おっしゃっていただいております、どれだけその各地域、自治

会で、そういう自主遾難、地域の防災計画なりが作成をされてあるのかというよう

なことでございますが、現在、町の方でしっかりと把握ができておるというような

状況にはなってございません。また、各地域でもかつては社会福祉協議会の補助制

度を活用されながら、福祉会で作成をされたりしておるものもたくさんあるという

ふうに伺ってございますが、それが、今現在どのように生かされて、組織として自

治会として引き継がれているのかというようなことも、細やかなところまで承知が

できていないというのが現状でございます。そうした中、今一度、そういった自主
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防災組織の見直しも含めて、まだ設立がされていないところは、ぜひ設立をいただ

いて活動いただきたい。設立をされておられるところにつきましては、そういった

活動の内容につきまして、さらに活発な活動をお願いしたいと。こういう思いから、

今年度４月から、自主防災組織の活動への支援というようなことで補助制度の拡充

もさせていただき、ご相談がある中、尐しでも地域の防災対策が進んでいくように

ということで、お話もさせていただいておるようなところでございますので、よろ

しくお願いをいたしたいというふうに思います。 

 また、安定ヨウ素剤の配布についてというようなことでございますが、現在のと

ころ、県の配布方法につきまして、しっかりと決まっていないというようなことが

ございますので、町の方といたしましても、そういった県の配布方法、配布しなけ

ればならない時期につきましては、県と協議をしながら、配布をしていくと。そう

いうことがあってはなりませんが、配布することになっては、そういうことになる

のかなと思っておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 日野町の地域防災計画の住民への周知を努めていただくととも

に、自主防災については、把握されていないということでありますけど、地域での

自主防災組織体制の確立、取り組みの啓発指導の方を、また進めていただくように

お願いをしておきます。 

 また、原子力災害については、事前対策も必要と思いますが、根本的に、原子力

発電所を稼働させないことが基本ではないかというふうにも考えます。このことに

ついては、取り組みは藤澤町長にも期待するところでありますが、このことも含め

て、日野町地域防災計画についての町長の思いを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） 地域防災計画につきましては、先ほど申し上げましたように、

議論をしていただき、関係機関の皆さんのもとで策定をしたところでございます。 

 そうした中で、原子力防災編というのもあるわけでございますが、これは全国的

にもいろいろ議論がされておりまして、実際、日野町は30キロ圏内とかいうことじ

ゃございませんけれども、高島ですとかそういうところなどでは、実際事故が起こ

ったときに、どうして遾難をするのかということについては、なかなか具体の論は

難しいというような状況があることが、新聞報道でもされているところであります。

日野町におきましても、実際の遾難ということになると、大変難しい課題があるの

ではないかなと、このように思うわけでございます。 

 幸いといいますか、この夏は、夏も含めて原発ゼロの中で乗り切ってきたという

のが、この国の状況でございます。また、福島の大変な惨状は、今日や昨日の新聞

でも、吉田所長や東電本社、官邸とのやりとりが大変混迷し、もうどうにもならな
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いという判断が、当時大変悲痛な判断がされていたことが、今、報道もされており

ますので、一日も早く原発に頼らない社会をつくることが大切であるとともに、現

在、稼働をして設置がありますので、それに対する対応というのは、国や県の動き

と歩調をあわせて、それはそれでしっかりと考えていかなければならないというふ

うに思っております。 

議長（杉浦和人君） ここで３時40分まで暫時休憩をいたします。 

－休憩 １５時２３分－ 

－再開 １５時４０分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 休憩中に引き続き、一般質問を許可いたします。 

 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、３点につきまして質問を行

います。 

 まずはじめに、役場駐車場の利用についてでございます。 

 この質問につきましては、昨年９月の当定例会におきまして、小林議員が同様の

質問をされました。今回は、去る７月にこの駐車場の未舗装部分3,650平米の舗装工

事が完成し、駐車場全てのアスファルト工事が完成をしたところであります。これ

を機に、町の財政においても、尐しでも貢献したり、足しになるというようなこと

から、職員の方に負担を求めるということをお願いするものであります。職員さん

におかれましては、通勤手当も支給されておることでございますし、ほかの市町に

おきましても、個人負担が実施されているような町村もございます。事務局の調査

に基づき、小林議員がご指摘のとおり、県下19市町のうち、職員駐車場のない市が

３市、残る16市町は職員駐車場が確保されており、このうち８市町が何がしかの個

人負担の駐車代を徴収されております。このような質問に対し、当時町長の答弁は、

駐車場の区画数は256区画、そのうち職員が利用するのは150台程度であり、現在の

ところ来客用駐車場についても一定確保できており、直ちに不足するような状況で

はないと。また、役場への通勤手段となる公共交通機関は限られており、自家用車

以外の通勤手段を用いることが困難な職員が多いことから、職員の駐車場確保は必

要であると考えており、職員からの費用負担は現在考えておりません、以上のよう

な答弁でありました。また、議員の再質問に対しては、過去にこのことについて検

討したことはないとのことでもありました。私としましては、今回、舗装工事が完

成したことを機に、職員に負担を求めるべきだと思うのですが、町としての考えを

お伺いしたいと思います。 

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。 
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町長（藤澤直広君） 役場北側の駐車場につきましては、今お話がありましたように、

７月に完成をいたし、今年の氏郷まつり「夏の陣」もにぎやかに開催できたという

ことは、大変ありがたいことであると、このように思っております。 

 そうした中で、昨年９月議会での答弁もご紹介いただいたところでございますが、

基本的には、そうした考えについては現在も変わっておりません。日野町というの

は地理的な条件もございますし、役場への通勤手段が公共交通機関では難しいとい

うこともございまして、雇用主として駐車場の確保というのは必要でございますの

で、職員からの費用負担ということは考えておりません。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 今日の午前中の平山議員の質疑の中の日野町税条例の一部を改

正する条例の中でも、私も軽自動車を保持しておりまして、大変な負担が増えると

いうことでもございます。こうした中、職員としても、何か皆さんの住民に対する

負担を見せていくのもまたいいのではないかと思いますので、今後検討していくこ

とはないか、再度、総務課長の方から答弁を求めます。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） ただいま冨田議員から再質問をいただきました。 

 検討していく考えはないかというようなことでございます。先ほども町長の方か

ら答弁がございましたとおり、町として、役場の方への通勤手段となるような公共

交通機関というのは、限られておるというような状況でもございます。こうしたこ

とから、一定駐車場を確保しておくというのは雇用主の努めかなと、このように考

えておるところでございますので、ご理解のほど、よろしくお願い申しあげます。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 今申し上げましたことは総務課長もご存じだと思いますが、今、

８つの市町で個人負担を求めているところがあるんですが、その点について、総務

課長は各市町が、どの程度の負担を求めているかというのはご存じでしょうか。こ

れは再々質問でもございますけれども、８市町のうち、４市町は負担金が500円であ

ります。ほとんどわずかなことだと思いますので、今、課長が申されました、駐車

場を確保することは当然だと、それは私も何も申しておりません。せっかくああい

う形で舗装もできたこの機会でございますので、わずかな金額であれば、職員に負

担を求めてもいいのではないかと思うんですが、今の負担金のことも承知の上かど

うかも含めて、もう一度お願いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 冨田議員の方から、再々質問ということでございます。 

 細やかな、各自治体が負担をしておる状況について、どこまで承知をしているの

かということも含めてということでございます。負担をされておられます８自治体
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のうち、１つの自治体は条例で設置をされておる。また、２つの自治体は、規則で

利用料の徴収について決められておるというようなことでございます。そうした中

身を見させていただきますと、いわゆる本所だけではなく、支所、あるいは学校、

図書館、公民館、全ての公共施設での勤務者、役場の職員以外の勤務者も含めまし

て、全ての勤務者を対象としているというような中身になってございまして、日野

町でも負担徴収をするということになりますと、全体的な調整が必要なのかなとい

うふうに思います。そういったことからも含めまして、非常に車がなく通勤をする

というのは、かなり日野の場合も無理があるのかなというふうに思ってございます

ので、そういった意味で、なかなかそういったことを検討させていただくというよ

うな状況ではないのかなと、このように考えておるところでございます。ご理解の

ほど、よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） ちょっと答弁に合点がいかんところがありますが、申し上げま

したように、駐車場の確保は結構ですけれども、条例が必要なのか規則が必要なの

か分かりませんが、今後検討をしていっていただきたいというふうに要望をしてお

きます。 

 それでは、２点目に移ります。 

 町営バスの利用状況についてであります。 

 町では、住民の日常生活交通手段を確保するために、６路線の町営バス、コミュ

ニティーバスの運行に対して補助を行っておられます。このことは町のホームペー

ジにも出ており、運行の背景、目的には、以前民間の路線バスが運行されておりま

したが、自動車の普及などで利用者が減り、１路線を残し廃止されました。町では、

廃止されたバス路線をほぼ踏襲する形で、児童・生徒や高齢者の方をはじめ住民皆

さんの日常生活交通手段を確保するために、平成２年９月から町営バスとして近江

鉄道バスに補助を行い、運行しているというふうにされております。 

 平成25年度決算資料20ページに、過去３年間の利用状況、あるいは輸送人員が報

告されていますが、年々利用者が減尐していることが分かります。各路線ごとの利

用者数がどうか、お伺いをいたします。 

 ２つ目は、各路線の発着停留所および主な経由停留所は、何を基準に定められた

ものかをお伺いいたします。 

 また、３点目は、デマンドタクシーの利用状況についての啓発や広報活動はどう

しているのかを、お伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 町営バスの利用状況等についてご質問いただきました。 

 路線ごとの利用者数につきましては、年間を通じての人数を把握することは困難
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でございますので、毎年の乗降者動態調査により、平日における１日および１便あ

たりの平均乗車人数を、後ほど企画振興課長から答弁させます。 

 なお、動態調査は短期間であるため、時期的な影響を受けることがあることを考

慮いただきたいと存じます。 

 町営バスは、平成２年から、民間バス路線の廃止代替路線として引き継ぎ、運行

しておりますことから、各路線の発着停留所および主な経由停留所につきましては、

民間バス会社が設置していたものを引き継ぎ、現行の民間バス路線の需要を侵さな

い範囲内で、ニーズや利用実態などに応じて、停留所の新設などを日野町地域公共

交通会議に諮った上で行い、利便性の向上に努めているところでございます。 

 次に、デマンドタクシーについてでございますが、バスが乗り入れできない公共

交通空白地域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定

まった路線について、予約制により運行をしております。デマンドタクシーの乗り

入れ開始に際しては、該当集落の利用意向を確認した上で実施してきておりますの

で、利用の啓発につきましては、こうした経緯から、時刻表の配布などを通じて周

知をしているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（古道 清君） 町長から指示を受けましたので、答弁させていただき

ます。 

 各路線の乗降人数でございますが、過去３カ年の乗降者動態調査による路線ごと、

年度ごとの平日１日当たり平均乗車人数と、１便当たりの平均乗車人数の順で申し

上げます。数字が並びますが、よろしくお願いいたします。 

 桜川線では、平成23年度が198人、7.6人、平成24年度が169人、6.5人、平成25年

度が167人、6.4人。 

 平子・西明寺線では、平成23年度が80人、5.7人、平成24年度82人、5.9人、平成

25年度59人、4.3人。 

 鎌掛線では、平成23年度が93人、4.4人、平成24年度96人、4.6人、平成25年度95

人、4.8人。 

 南比線では、平成23年度が７人、1.1人、平成24年度10人、1.4人、平成25年度５

人、0.7人。 

 中山線では、平成23年度が４人、0.5人、平成24年度２人、0.3人、平成25年度４

人、0.5人。 

 湖南サンライズ線では、平成23年度が16人、1.7人、平成24年度15人、1.6人、平

成25年度17人、1.7人と、以上のような利用者数となっております。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 私は、実はこれを見ておりまして、南比線は特に私の家の前を
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バスが通っております。したがいまして、誰も乗っていない車が走っているという

のが、よく見受けられます。 

 この２番目に申し上げました発着停留所および経由停留所は、何を基準にしてい

るのかということなんですが、今、課長が報告をいただきましたように、特に南比

線あるいは中山線では、もう１便当たり１人以下であります。この原因は、私は、

ちょっと今の路線、停留所別をホームページから見たんですが、南比都佐ですと上

駒月から日野駅を結んでいると。中山も同様であります。ほかの路線については、

役場とか、あるいは日野記念病院を経由して云々という路線になっております。し

たがいまして、この南比線やあるいは中山線、こうして１台に１人も乗っておられ

ないようなところを、何かこう工夫をすることをお考えでないのか。便をなくせと

は申しませんが、行き先を駅と集落を結ぶだけでは、昨今、もう日野駅へ行かれる

お客さんはなかろうかと思います。ご年配の方だったと思いますが、こういう利用

されている方は高齢者が多いと思いますが、その辺を見直すとかというような考え

がないかどうかを再度お伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（古道 清君） 路線の見直しについてでございますが、当初、町長が

お答えいたしましたように、廃止代替路線というのが基本にございますので、それ

を踏襲しながらやっている部分もございます。現実問題としまして、南比線の場合

ですと日野駅まで35分、さらに役場まで来ようとすると、トータルで48分バスに乗

らなければいけないという状況があるのも、事実として承知しております。その面

では、日野駅から、例えば役場の方へ行きたい場合は、その乗り継ぎができるだけ

スムーズにいくようというような、いろいろな工夫をしているところでもあります。

また、一般的に考えますと、直通で乗りかえなしで役場へ来る路線が、あってもい

いのではないかというように思われる部分はあるかと思いますが、現実問題としま

しては、八幡駅から日野駅通じて、北畑までは日八線というのが走ってございます

ので、そことの競合というのが起こりますので、既存の路線の需要を侵すことにな

りまして、そういった意味では、競合すると、今度は日八線に対する国からの援助

がもらえなくなるような要因も生じてまいるということで、なかなか難しいところ

がございます。そういう面では、そういうことも踏まえながら、あるいはニーズも

ありますので、根本的な見直しというのは、必要性は感じているところであります

が、さらに動態調査もしながら検討してまいっているというふうな状況でございま

す。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 大変消極的なことを申し上げるわけでないんですが、特に私ど

もは、日々ちょっとうちにおりますと、空席の誰も乗っておられないバスがそれこ
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そどんどん走っているというようなことでございまして、私も、迫の人にも同じよ

うなことを聞いたことがございます。先ほど申しました、便をどうこうするとか、

あるいは行き先を、今、課長が言われたように、直接行けないものかどうかちょっ

と今後とも検討をお願いしておきまして、この質問については終わらせていただき

ます。 

 それでは、３点目の質問に移ります。 

 これはほとんど要望事項でございますが、今現在、県道日野徳原線の南比都佐小

学校前の防犯灯についてでございます。 

 午前中の質疑の中でも町長の答弁がありましたように、各県道の縄手については

防犯灯が設置されておりますが、我々の県道日野徳原線と国道307号線の深山口の交

差点から南へ、砂川にかかる前田橋までの間に、防犯灯の設置がないのであります。

この問題については、行政懇でも、質問も要望もなかったのかもしれませんが、何

かわけがあったのか、今日まで単に要望がなかったのかを伺いたいと思っておりま

す。特に、小学校前の歩道を含む道路につきましては、大変あの前に人家がないた

めに真っ暗でございまして、小学生はそんなことはないんですが、中学、高校生の

帰宅時間に、大変危険であるというふうに思いますので、このことについての質問、

お答えをお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 防犯灯の設置についてでございますが、国道307号線の信号か

ら砂川までということでございますが、縄手の部分につきましては、県道日野徳原

線沿いに、一定間隔で通学路の防犯灯が設置されております。しかし、今おっしゃ

ったように、深山口の集落内になりますと、集落で設置いただいておる防犯灯もあ

るわけでございますが、通学路については、集落が設置するということになってお

りませんので、その状況は暗いという状況になっているというふうに思っておりま

す。そうしたことから、集落の自治会の方とも相談をさせていただきながら、どう

すればいいのか検討したいと思います。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） ちょっと我々地元の人間にいたしますと、今申し上げましたよ

うに、学校のグラウンド、あるいは校舎の前までは、どうもこう集落内という認識

がないもので、できましたら、この間は縄手と同じような考えでもって、等間隔で

防犯灯を設置していただきたいというふうに思っております。 

 この後、西澤議員もいろいろな防犯灯の問題につきましては質問もされますので、

ぜひともここは町の方で設置をいただくように要望をしておきまして、私の質問は

終わらせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 次に、９番、西澤正治君。 
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９番（西澤正治君） それでは、通告に従いまして、２題お願いしたいと思います。 

 今ほど冨田議員からも防犯灯の設置ということで言われましたが、同じようなこ

とでございますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

 県道西明寺水口線でございます。鎌掛から上駒月の間、山間部にて電柱はありま

すが、防犯灯は１ヵ所もないということでございます。上駒月の曽羽産業さんの工

場のところから、鎌掛４区の西明寺水口線と土山線の交差点、ここに黄色いナトリ

ウム灯が設置されております。その間は１本もないということでございます。第３

緑ヶ丘から通学者がございます。秋分の日を境にして日没も早くなり、帰宅される

ごろにはもう暗い状態でございます。昨年度も、熊かイノシシか分からんというこ

とで、大変な騒ぎになったわけでございます。真っ暗でございます。安心・安全の

ためにも、数ヵ所の設置はできないものか。事が起きてからでは遅過ぎます。ほか

にもこのような箇所はあると思いますが、当局は把握されているのかお伺いしたい

とこのように思います。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君の質問に対する町長の答弁を求めます。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） 防犯灯の設置についてご質問をいただきました。 

 今ご指摘の部分につきましては、中学校の通学路ということで、第３緑ヶ丘から

鎌掛方面へと指定がされております。今年度において、数ヵ所の設置をしてまいり

たいと考えます。 

 また、全町的な把握につきましては、自治会や各小中学校のＰＴＡからも要望を

いただいておりまして、その都度、現地確認を行う中で判断を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） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） 早速、今年度中にこれをつけてやるということでございます。

本当にうれしいことでございます。 

 午前中、蒲生さん、また髙橋議員さんの質疑の中でもありましたが、町での防犯

灯1,215基あるということをお聞きいたしました。毎年ＬＥＤ化もしていただいてお

ります。当鎌掛地区でも自治会負担をさせていただき、また、町から補助をいただ

いて、年３基から５基増設をしておるわけでございます。鎌掛でも百数十基の街灯

があり村の中が大変明るくなっております。生活に安全・安心なまちづくりのため

にも、今後も大いに力をいただきたいなと、このように思うわけでございます。や

はり、夜、町が明るいということは、本当に住みよい、よい町やなと、このように

思うわけでございます。おかげさんで、この土山線、鎌掛から小五口間の街灯も、

またたくさんＬＥＤ化をしていただきました。夏には、早朝より街灯がある中で歩

いて運動されている方が、多くこの団地の方で見受けられます。また、夏場は夜７
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時以降に、運動されている方もたくさんございます。やはり安心・安全なまちづく

りのためにも、それぞれ地域で、住みよいまちづくりに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。ほかにもたくさん地域の要望が行政懇談会である

と思いますが、今後、行政の方々、十分気をつけていただきまして、街灯設置に力

を入れていただきたいなと、このように要望しておきます。よろしくお願いしたい

と思います。 

 それから、２点目に移らせていただきます。２点目は、交差点改良についてでご

ざいます。 

 これも当地区のことではございますが、東部農道と南部農道の鎌掛地先の事故多

発の交差点でございます。信号機の設置を何度となく要望いたしましたが、なかな

かこれは認めてもらえないと思います。県の自民党行政懇談会でも申し上げました

が、県下でも年10基ということで、なかなか見通せないなと、このようなことを思

っております。このような厳しい交通事情の中で、今後もこの交差点では事故は起

こりうる、このように思われます。 

 そこで提案といたしまして、全国でも試験的に行われているロータリーの交差点

でございます。県内でも１ヵ所設置されているようで、安全・安心なまちづくりの

ためにも、やはり当局でも考えていただければなと、このように思うわけでござい

ますが、当局の考えをお伺いしたい、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） 交差点の改良についてのご質問でございます。 

 ご指摘のとおり、当該場所における信号機の設置というのは、町からも要望を重

ねておるところでございますが、なかなか実現できていないのが現状でございます。 

 そうした中で、ロータリー交差点を設置してはどうかと、こういうご提案でござ

います。ご指摘にありましたように、今年度国土交通省において15都府県、49ヵ所

で社会実験が実施をされます。滋賀県においても、守山市の市道交差点において社

会実験が行われております。今後は、全国的な実験結果が検証され、公表されるも

のと思います。まずは、こうした社会実験の結果を踏まえて、問題点の整理をして

はどうか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） 今回の一般質問に対しまして、私、何度か現場へ行って検証を

してまいりました。南比より坂を下ってきた場合、東部農道と、また左側が山であ

り、一旦停止線があるのではございますが、よほど前に出て一旦とまらないと、右

側よりの通行の車の確認ができない、とても難しいところでもございます。山肌を

また山を尐し削っていただけるか、また信号機をつけていただくか、それともこの

ロータリーをつけていただくか、この３点には絞られたようなことだと、このよう
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に思うわけでございます。 

 再度お願いしたいと思いますが、今度西大路鎌掛間の東部農道の工事にかかって

いただけるのは、もう近々だとこのようにお聞きしております。そのときにでも、

やはり山を尐し削っていただいて、その際に見通しをよくしていただければ、信号

機も要らないし、ロータリーにしていただかなくても結構やと、このように思いま

すけど、そこら辺の点、建設計画課長にちょっとお聞きしたいと、このように思い

ます。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 西澤議員の方から再質問いただきました。 

 日野東部農道と日野南部町道との交差点でございますが、確かに死亡事故もあり、

何回か事故が起きている中で、信号機の要望、毎年こうやっていただいているんで

すが、なかなかつかない状況でもございます。 

 今、提案いただきました山林を削る、またはロータリー交差点、信号機、３点の

うちどちらかという話をいただいております。町としても、やはり危ない交差点で

あるということは認識もしておりますので、一定、どのような方法がよいのかも含

めて検討もさせていただいているところでもございます。今すぐにどうするという

あれはなかなか難しいですが、引き続きどのような方法がよいのかも含めて、検討

はさせていただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） 後ろの傍聴席で、先輩議員に聞いてもらっています。鎌掛の方

でございますけども、おまえ、しっかり言えよというようなことで、なかなか重た

いわけでございますが、やはり一番安くて安全な交差点改良というものが、これか

ら検討していただきたいなと、このように思いますので、ひとつ執行部の皆さん、

よろしくお願いしたいと思います。要望しておきます。 

議長（杉浦和人君） 次に、２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 通告書に従いまして、質問させていただきます。 

 まず、防災対策について伺います。 

 ９月１日は防災の日でした。多数の死者、被災者を出した関東大震災の教訓を後

世に伝えるとともに、本格的な台風シーズンを前に、自然災害に対する認識を深め、

防災体制の充実と強化を期するために制定されたと聞きます。 

 日野町では、８月31日に総合防災訓練が行われ、町、消防など防災機関、福祉ボ

ランティア、地域住民の参加協力のもと、遾難訓練や救出、救助訓練などさまざま

な訓練が実施をされました。近年は集中豪雤による被害が大変多く、先の台風11号

でも全国的に甚大な被害があり、当町においても西明寺、平子、熊野地区に遾難勧



2-77 

告が出され、７地区の公民館を遾難所として開設もされました。早い対応だったと

思っております。先日は予測を上回るゲリラ豪雤により、当町も床下浸水の被害が

起こりました。今後の台風等に備えた防災対策強化が必要であると考えております。 

 何点かお伺いします。 

 １点目は、災害情報は正確、迅速に町民の皆様に伝達できたのかを伺います。 

 ２点目は、役場では水防本部を立ち上げ、町長を本部長として情報伝達や防災対

策が指示されますが、各公民館など遾難所の運営体制を伺います。 

 ３点目は、福祉遾難所について伺います。先日の京都新聞に、福祉遾難所進む、

県内指定として、滋賀県内の福祉遾難所指定状況が掲載されました。19市町で栗東、

湖南、日野、竜王、愛荘の５市町が未指定、湖南市は本年度中に指定を目指してい

るとの記事でした。私は昨年12月一般質問で、一般遾難所では生活を続けることが

難しい要介護高齢者、難病患者、妊産婦などを受け入れる福祉遾難所の指定を要望

いたしました。町長は、今後、町内の公共的施設や介護保険施設など運営する事業

者と協定を終結し、福祉遾難所として指定することについて検討を進めたいと答弁

をされました。現在の進捗状況をお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君の質問に対する町長の答弁を求めます。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） 防災対策についてのご質問でございます。 

 台風11号での情報伝達はどうだったのかということでございますが、今年４月か

ら、全国瞬時情報伝達システム、いわゆるＪアラートから町に入ってくる大雤警報

などの情報を、「日野め～る」と屋外拡声器に自動配信をいたしております。遾難勧

告や遾難収容施設の開設についても、「日野め～る」、エリアメールなどで周知する

とともに、担当職員を通じて区長さんに直接連絡をしております。区長さんとは情

報交換ができているものと考えておりますし、できる範囲の中で情報は伝えられて

いると思っております。 

 また、遾難勧告や遾難収容施設の開設状況は、県のシステムを通じてＮＨＫなど

報道機関にも情報が流れる仕組みになっておりますので、テレビのデータ放送でも

確認できるようになっております。情報を確認いただいた方もおられるのではない

かと思っております。 

 「日野め～る」については、町の防災情報の伝達手段の１つとして位置づけてお

りまして、今年４月から各集落を回り、登録のお願いをしております。８月まで５

ヵ月で約1,000人の新規登録がございまして、現在では2,000人を超える状況となっ

ております。引き続き登録者の拡大を図っていく取り組みを進めてまいりたいと考

えております。 

 次に、遾難収容施設開設後の運営についてでございますが、今回の台風におきま
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しては、鳥居平自治会で自主遾難者が１名と、西明寺自治会で１名でございまして、

自治会の集会所へ遾難をされましたが、一定期間の後、自宅に戻られました。対応

につきましては、地域の役員さんが集会所へ待機し、安全対策に取り組んでいただ

いたところでございます。 

 次に、福祉遾難所の指定状況についてでございますが、現在、指定を行っている

施設はございません。５月に改定しました、日野町防災計画において、福祉遾難所

の設置について定めておりまして、現在、災害発生時に施設の一部を福祉遾難所と

して利用させてもらえるよう、町内の幾つかの事業者の方に協力をお願いしている

ところでございまして、今後、協定の締結に向けて進めていき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、再質問させていただきます。 

 大変、伝達に力を入れていただいておりまして、「日野め～る」またエリアメール

は有効かなというふうにも思いますし、またテレビの伝達は、正確で迅速に伝わる

ものというふうに思っております。 

 また、屋外拡声器なんですけれども、余り私はこれが聞こえたことがないんです

が、あと、広宣車が先月の台風11号のときは回っていただいておりまして、それが

聞こえてまいりましたので、消防車かも分かりません、回っていただきましたので

外に出ましたら、やっぱり自動車なので動いているので、尐し聞こえたんですが、

正確な情報が伝わるということではなかったのかなと思うんです。せっかく大変一

生懸命広報活動していただいているというふうに思っておりますが、もう尐しこの

屋外拡声器とかが皆さんに伝わるように、方法はないのかなというところをお聞き

したいのと、どのくらいの方が屋外拡声器を、伝わっているというふうに考えてい

らっしゃるのかということをお聞きしたいと思います。 

 また、遾難所なんですけれども、地元の役員さんがここの集会所に待機をしてい

ただいたということでございました。各７ヵ所の公民館も、遾難所を開設したとい

うことでございますが、この遾難所については、この役場の地区班、連絡係がいら

っしゃると思うんですが、その方が詰めていらっしゃったのか。また遾難所として

運営したときに、誰がこの中心になって指令体制をとるのかということで、区長さ

んたちにお願いをするのか、連携をとれているのかということをお聞きいたしたい

と思います。 

 あと、福祉遾難所のことなんですけれども、12月に答弁をされた後から９ヵ月た

っているんですが、余り進捗状況はなかったのかなというのが今の思いなんですが、

幾つかの事業所の方に協力をお願いしているということでございましたので、何ヵ

所お話をされて、どのような対応だったのかをお聞かせいただきたいと思います。 
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議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 中西議員から、再質問を頂戴いたしました。 

 まず１点目は、屋外拡声器等の広報についてというようなことでございます。屋

外拡声器につきましては、Ｊアラート連携で、携帯メール「日野め～る」と同じよ

うに自動配信することとさせていただいておるところですが、現在、設置をしてお

りますのが、日野公民館を除く残りの６つの公民館と、西明寺、小野、熊野に上が

ってございますので、日野地区は、申しわけございませんが屋外拡声器は聞こえな

いような、今の状況となってございます。また、設置をしておるところにつきまし

ても、なかなか全てのその区域の方に聞こえるかといいますと、聞こえにくい部分

もございますし、特に災害時につきましては、雤風等のこともございまして、なか

なか十分に情報が伝わらないというような話も、よその自治体でも聞いておるとこ

ろでございます。そうしたことも含めて、今後どういうふうにしていくのか、情報

伝達手段はさまざまな方法が必要というものの、そういったことも含めてどうして

いくのかは、もう尐し検討していかなければならないのかなというふうに考えてお

るところでございます。 

 広報車等につきましては、なるべくゆっくりと回っていただくようなことを、お

願いもまたさせていただかなければならないのかなと、このようにも考えるところ

でございます。 

 あと、遾難収容施設の運営についてということでございます。遾難収容施設の運

営につきましては、まず、今回の台風11号で遾難収容施設につきましては、７つの

公民館を開設させていただいたわけですが、水防計画にのっとります地区班の担当

者の班長と副班長が、鍵を持って公民館へ行くということになってございますので、

その２人の職員が開けるということで、自主遾難される方も含めて遾難者がおられ

れば、対応するというような体制をさせていただいてございます。本格的な災害時

には、その対応する職員を増やすということと、もう１点は、各自治会の方に、住

民の方がたくさん遾難をいただくという点では、自治会長さんに一定お願いをして、

複数の自治会の方が一緒にそこで一定の期間過ごすということになると思いますの

で、自治会長さんの方で一定の運営をお願いしたいというようなことで、４月の全

町区長会にもそういったことをお願いさせていただいておるような状況でございま

す。幸いにも、現在のところそういったことには至ってございませんので、何とか

役場の職員が開けて、夜ですと民生班が毛布などを持っていきながら、場合によっ

ては、備蓄品の食料品を持っていきながらということでの対応にとどまっておると

いうようなところで、ありがたいなと思ってございます。 

 遾難集合場所としての自治会の集会所の対応は、先ほど町長の方で答弁をさせて

いただいたところでございます。 
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議長（杉浦和人君） 介護支援課長。 

介護支援課長（夏原英男君） 中西議員さんの方から、福祉遾難所のことで再質問い

ただきました。 

 現在の状況ということでのご質問でございますが、防災計画が５月に策定されて、

それ以降ということで動きが遅かったということが、やっぱり尐しあるかも分かり

ません。 

 現在の状況でございますが、福祉課と介護支援課それぞれ、町内の事業者さんに

お願いをしておりまして、障がい者施設２施設、そして介護保険の施設４施設につ

いて協力を依頼させていただいています。それぞれ事業者さん、前向きに協力して

いきたいということでお話をいただいています。ただ、これから協定ということを

順次進めさせていただくわけなんですが、まず、先ほど答弁にもありましたように、

きちっとしたスペースがあるかということになりますが、お聞きしたときでは、会

議室だとか使っていないスペースを万が一の場合は開けて、そこに入ってもらいた

いというような意向は持っておられます。 

 次に、その運営につきましては、やっぱり事業所さんの方でご厄介をいただきた

いということになりますが、やはり人員の確保をそのときどういうふうにしていく

か、限られた人数でございますので、必要な場合にはボランティアの方にご協力を

いただきたいということで、その辺の協力については、町についてできるだけやっ

ていただきたいというご意向もございました。 

 それと、遾難される方がその施設に行かれる場合の移動手段、町が行うのか、ま

た事業所さんが行うのかということやらも、一応基本的には、体の不自由な方の特

殊な車両も持っておられますので、事業者さんの方でお願いしたいなということも

お話をさせていただいていますが、その辺をもう尐し詰めていかなければならない

ということ。 

 それと、費用負担につきましては、基本的には町が持たせていただくのかなとい

うふうに考えておりますが、今申し上げたような、ほかにも細かな点がございます

が、順次事務的にまた進めさせていただいて、早急に締結が結べるよう進めていき

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） 福祉遾難所なんですけど、やっぱり早急に、日野町だけこのよ

うに新聞に載せてもらうと不安が募りますので、早急にまた話を進めていただきた

いなというふうに思うところでございます。 

 それでは、次の質問に行かせていただきます。 

 次に、健康寿命について伺います。 

 2013年、日本人の平均寿命は男性80.21歳、女性は86.61歳で、医療が進歩すれば、
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男女とも寿命はまだ延びる可能性があるといわれています。高齢期は誰もが向かい

ますが、その高齢期をどのように過ごすのか、個人にとっても社会にとっても課題

となっています。社会の高齢化が進む中、健康に長生きすることは、誰もが望むこ

とであります。厚生労働省白書では、老後を幸せに過ごすとともに、医療費や介護

費を抑制するため、介護を受けずに日常生活を送れる期間を示す健康寿命を、平均

寿命と同様に伸ばすことが重要だと提言しています。白書によると、2010年の健康

寿命は、滋賀県は男性が70.67歳、18位、女性70.37歳で最下位の47位であります。

健康寿命を延ばすには、健康診断や適切な運動、適切な食生活など、特に若い世代

からの健康に対する意識づけが必要と考えますが、我が町での健康づくりへの取り

組み事業を伺います。 

 また、健康診断の受診やスポーツ活動への参加、健康講座、ボランティアの社会

参加などでポイントをためると特典が受けられる、健康マイレージが注目をされて

います。例えば、日本一健康文化都市を掲げる静岡県袋五市では、健康づくり活動

をポイント換算し、公共施設利用券と交換できる健康マイレージ制度を平成19年度

から実施されており、先進的な事例として健康日本21、健やか生活習慣国民運動に

紹介されています。静岡県は、2010年の健康寿命は男性２位、女性１位となってい

ました。自分の健康管理の意識を高め、目に見える形で実践できる健康マイレージ、

町民の健康づくりを応援する仕組みとして、当町でも取り組んではどうでしょうか、

お伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 健康づくりに対する取り組みについてでございますが、町では、

食育、健康教育、各種健診、脳血管疾患対策、歯科保健等の事業を実施し、健康づ

くりに取り組んでおります。介護が必要となる原因疾患としては、脳血管疾患がど

の年代でも高い状況であり、出前講座では、脳卒中予防のための生活習慣や、自宅

でできる運動などをすすめるため、健康推進員による日野小唄体操の普及、食生活

の改善のための健康みそ汁の試食も実施をしております。生活習慣病の予防には、

乳幼児期からの食生活が大切であるため、保育所や子育て支援センターと共同事業

で、離乳食や親子での食育講座に取り組んでおります。しかし、働き盛りの若年層

の出前講座への参加は尐数であるため、ご指摘の健康マイレージなど、全国各地の

取り組みを参考にしながら、若年層が参加しやすい講座の方法なども工夫し、意識

の向上に努めてまいり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、再質問いたします。 

 若い方、若年層の出前講座の参加が尐ないということでございましたが、大変ス

ポーツとかには興味があるのではないかなというふうに思います。「広報ひの」なん
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かでも、簡単にできる体操を、健康寿命を伸ばしましょうということで、２回ぐら

い載せていただいていたというふうに思いますので、健康寿命について取り組んで

いただいているとは思うんですけれども、やっぱり若年層にターゲットを当てて、

若いころから講座とか、スポーツだけではなくて、スポーツと講座と一緒にすると

か、参加を呼びかける。そして、ラジオ体操もそうなんですが、やっぱり参加した

らスタンプを押してもらえるとか、そういうことがあると、目標を持って臨めると

いうこともありまして、大変有効なんではないかなというふうに思いますけれども、

町がこのようにという取り組みを考えておられましたら、教えていただきたいと思

うんですが。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 町長の方で答弁させていただきましたように、町としまし

ても、健康につきましては、生活習慣病というところを直していかないと、なかな

か脳血管疾患ですとか、今、介護が必要になっているところの根本的な対策にはな

らないなというふうには考えております。 

 そこで、出前講座の中でも、以前は、全体の健康づくりということで出前講座な

どもさせてもらっていたんですけれども、先ほども紹介させていただきましたよう

に、脳血管疾患予防ですとか、それからそういうことにつながりますみそ汁の試飲

ですとか、ちょっとターゲットを当てて進めているところです。また、健康には、

歯からの健康というのも最近注目されておりますので、歯みがきですとか口内を清

潔にするという講座につきましても、子どもたちの健診も含めて進めているところ

です。 

 それと、若い人たちへの関心というところでは、子育てサロンですとか、それか

ら赤ちゃん広場ですとか、若いお母さん方がお集まりになるときに、健診を受けて

いただくことの意義などを、健康推進員さんなどからお伝えいただいて進めている

というところです。けれども、先ほども申しましたけれども、30代、40代の働き盛

りの方に、自分の健康について考えていただくチャンスというのが、やっぱり尐し

尐ないように思いますので、その辺はもうちょっと研究をしていかないといけない

なというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 働き盛りの30代、40代ということでしたが、有料のスポーツジ

ムとか、そういうところは30分ぐらいやったら尐しの時間でも通っていらっしゃる

方が、たくさん私も知っているんですけれども、大谷にもスポーツをできる場所が

ありますよということをお伝えしていたんですけれども、トレーナーとかがいらっ

しゃるところがいいのかなというふうに思うんですが、そこを気軽に町民が通える

ような施設になったらいいなというふうに思っているところです。 
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 それでは、次の質問に移ります。 

 土曜教育の充実について伺います。 

 完全学校週５日制実施から10年以上となり、家庭や地域での活動が十分ではない

のではないかとの指摘もあり、学習、文化やスポーツ、体験学習など、さまざまな

活動を推進し、子どもたちの土曜日の豊かな教育環境の実現に向けて、地域や企業、

教員ＯＢ、学生さんなど協力をいただき、土曜教育の充実を望むものです。文部科

学省では、子どもたちに土曜日における充実した学習機会を提供する方策の１つと

して、平成25年度に学校教育法施行規則の改正を行い、設置者の判断により土曜授

業を行うことが可能であることが明確化しました。また、土曜日の教育活動推進プ

ロジェクトにおいて、土曜授業推進事業や、地域の豊かな社会資源を活用した、土

曜日の教育支援体制等構築事業が進められています。当町の土曜教育を充実させる

ことについて、所見をお尋ねいたします。 

 また、本年度の取り組みと今後の取り組みをお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育長職務代理者。 

教育長職務代理者教育次長（岡 常夫君） 今ほど中西議員の方から、土曜教育の充

実についてというご質問を頂戴いたしました。 

 これにつきましては、現在、教育委員会では、子どもたちに社会体験、また自然

体験などのさまざまな活動を経験させ、自ら学び、自ら考える力、またそれにあわ

せて豊かな人間性、さらにたくましく生きるための健康や体力などの生きる力が育

まれるよう、尐年尐女ミニスポーツ教室、また尐年尐女カルチャー教室、夏にはア

ドベンチャーキャンプ等を開催してまいっているところでございます。 

 また、今年度からは新たな取り組みとして、子ども土曜日講座「わくわくものし

りサタデー！探検塾」を開催することになっております。これは休日のいろいろな

活動が、地域においてさまざまに展開をいただいており、またその経験を積極的に

積んでいる子と、必ずしもそうとは言えない子が、両極端ある部分もございますの

で、小・中学校の学校・地域コーディネート担当の教諭、先生方とも話し合いなが

ら、学校と家庭、地域が連携し、土曜日の教育環境を豊かにするために実施をしよ

うとするものであります。具体的な内容でございますが、町内の各小・中学校を１

会場１回として、工作、また理科実験、クッキング、自然観察、スポーツといった

ような５つのメニューを用意しまして、これらによる多様な経験を積む機会を増や

し、子どもたちの豊かな成長の助けになればと考えております。また、この事業に

かかわっていただく方は、地域で活動いただいている皆様でありまして、地域の子

どもたちは地域で育てることを目指しているところでございます。 

 なお、今後の取り組みにつきましては、今年度初めて行う事業でもございますの

で、参加者からのアンケート等をもらいながら、十分にその実情を把握した上で研
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究をしてまいりたいと、このように考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 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。 

 本年度から取り組みをしていただくということで、私もチラシをいただいたんで

すが、子どもたち、また親御さんたちは、土曜教育についてどのように感じておら

れるのかということを、分かりましたら教えていただきたいと思います。 

 また、第１回目の締め切り日が９月10日だったと思うんですが、この申し込み状

況について分かりましたら、教えていただきたいというふうに思います。 

 今後の取り組みについては、さまざまに取り組みがあると思うんですが、この各

校を回られるということで、遠い小学校の子どもさんたちについては、親が送って

いくということになっているのか、自転車でもよいということになっているのか、

そういうことについて決められてありましたら、教えていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育長職務代理者教育次長（岡 常夫君） まず１点目の方でございます。土曜教育

等について、保護者の方、親御さんがどのようにお考えかということでございます。 

 今、「わくわくサタデー」も今年度初めて行う事業でございまして、まだそれのこ

ともこれから始めるものでございますので、具体的なご意見等は頂戴ができていな

いわけでございますが、土曜事業等の関係で、ＰＴＡの総会とか役員会でも国の動

き等も紹介する中で、尐しずつそのような動きが今後広がるのかなという思いも持

っていただいているぐらいかなと思います。まず、全国なり滋賀県で土曜授業とし

てされているところにつきましては、いろいろな学校授業、例えば合唱コンクール

とか運動会とかいうのを、これを土曜日等に開催をして、振替日を設けない形で時

間数を増やすという形で、展開をされているところが多いということもございます

ので、そこら辺も踏まえて、今後、学校現場、またＰＴＡの皆さん、またこれから

行います「わくわくサタデー」のアンケート等も参考にしながら、一定の方向を今

後検討していかなければならないのかなということで考えております。 

 あと、実際の人数等につきましては、生涯学習課長の方からご答弁申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（福永 豊君） 中西議員から、土曜日教育の充実についての再質問の

中で、今回新しく開催をいたします事業につきまして、参加人員はどの程度かとい

うことのご質問でございますし、場所的に、どのような足の手段を考えているのか

ということのご質問かと思います。 

 土曜日の完全週５日制は、ここにも書いてございますように、10年ほど前から本

格の実施がされまして、そのときには土曜日を、子どもたちをどのように育ててい

くのかということで、学校はもちろんＰＴＡや地域が一生懸命になって、実施をす
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るための対策を考えたことがあるんですが、それは今までから、先ほども答弁があ

りましたように、学校教育以外で、いわゆるミニスポーツ教室とか子どものアドベ

ンチャーキャンプ等、その辺については一定、町も実施をしておりましたので、そ

の辺にシフトしながらということでやってきたわけですが、今になりましてから、

いろいろまたゆとり教育からさらに変わった教育への部分、授業の部分が出てまい

りましたので、そこで今回いろいろな事業を計画させていただきました。 

 参加人数等につきましては、今のところ67名を参加募集させていただきまして、

実施をさせていただきます。先ほども答弁にありましたように、この事業につきま

しては、ミニスポーツ教室とかいろいろな教室に出る子は非常に多く参加しますが、

出ない子はほとんどの家の中にいてゲームをしたりとか、その辺の状況が見えてく

る部分もございますので、そういう子どもたちを何とかこの部分で拾いあげたいな

と、こういうようなことを考えますときに、一応場所的には、それぞれの学校で、

近いところで１回そういうふうな体験をしてもらえるような部分をということで、

今回、各学校で開催させていただくことになりました。そのようなことでは、人数

は67人ということで、尐ないところは七、八人とかいう教室もあるんですが、誰し

も人数が多ければいいかとこういうようなことになるんですが、この辺は、人数も

しっかり内容も見て、子どもの目もしっかり見ながら、本当に楽しくこの授業に出

てくれるのかということもしっかりと見ていきながら、今後の状況を考えていきた

いなと、このように思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 今後も子どもたちの土曜日の有効活用に、意欲的に取り組んで

いただきますよう、お願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 以上で５名の諸君の質問は終わりました。 

 その他の諸君の一般質問は、来週16日に行いたいと思いますがご異議ございませ

んか。 

－異 議 な し－ 

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

来週16日行いますので、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 １６時４８分－ 


