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第６回日野町議会定例会会議録 

 

平成２６年１２月１日（第１日） 

開会  ９時０５分 

散会 １２時１４分 

 

１．出席議員（１１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  １３番  對 中 芳 喜 

 ６番  冨 田  幸  １４番  杉 浦 和 人 

 ７番  髙 橋  渉     

 

２．欠席、遅刻、途中退席および早退議員 

 ８番  小 林  宏 （欠席）    

 

３．会議録署名議員 

 ３番  齋 藤 光 弘  １０番  東  正 幸 

 

４．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（１７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 井 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     

 

５．事務のため出席した者の職氏名（２名） 

 議 会 事 務 局 長  西 河  均  総 務 課 主 事  服 部 孝 紀 
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６．議事日程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

 〃  ２ 会期決定について 

 〃  ３ 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 

〔委員長報告・質疑・討論・採決〕 

 〃  ４ 議第７７号 専決処分について（平成２６年度日野町一般会計補

正予算（第２号）） 

 〃  ５ 議第７８号 日野町奥台財産区管理会委員の選任について 

 〃  ６ 議第７９号 日野町大小池財産区管理会委員の選任について 

 〃  ７ 議第８０号 八日市布引ライフ組合規約の変更について 

 〃  ８ 議第８１号 町道の路線の変更について 

 〃  ９ 議第８２号 町道の路線の廃止について 

 〃 １０ 議第８３号 財産の取得について（日野中学校教育用コンピュー

タ機器） 

 〃 １１ 議第８４号 行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例の制定について 

 〃 １２ 議第８５号 特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 〃 １３ 議第８６号 日野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 〃 １４ 議第８７号 日野町保育所設置条例の一部を改正する条例の制定

について 

 〃 １５ 議第８８号 日野町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制

定について 

 〃 １６ 議第８９号 日野町教育委員会教育長の給与および勤務時間等に

関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 〃 １７ 議第９０号 平成２６年度日野町一般会計補正予算（第３号） 

 〃 １８ 議第９１号 平成２６年度日野町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号） 

 〃 １９ 議第９２号 平成２６年度日野町簡易水道特別会計補正予算（第

１号） 

 〃 ２０ 議第９３号 平成２６年度日野町公共下水道事業特別会計補正予

算（第２号） 
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 〃 ２１ 議第９４号 平成２６年度日野町農業集落排水事業特別会計補正

予算（第２号） 

 〃 ２２ 議第９５号 平成２６年度日野町介護保険特別会計補正予算（第

２号） 

 〃 ２３ 議第９６号 平成２６年度日野町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号） 

 〃 ２４ 議第９７号 平成２６年度日野町水道事業会計補正予算（第１号） 

 〃 ２５ 報第１２号 専決処分の報告について（工事請負契約の変更につ

いて（大谷公園グラウンドゴルフ場敷地造成工事）） 

 〃 ２６ 報第１３号 専決処分の報告について（工事請負契約の変更につ

いて（保育所こばと園改築工事）） 
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会議の概要 

－開会 ９時０５分－ 

議長（杉浦和人君） 皆さん、おはようございます。全員、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。 

 これより、本日をもって招集されました平成26年第６回定例会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は11名であります。定足数に達しておりますので、本日の会

議を開きます。 

 ここで、町長より発言を求められておりますので、これを許可いたします。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） 皆さん、おはようございます。平成26年第６回定例会の開会に

あたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 今年も残すところ１ヵ月、日を追うごとに寒さが増す季節となり、衆議院議員総

選挙で一段と慌ただしさも加わり、まさに師走となってまいりました。本日、定例

議会を招集させていただきましたところ、議員各位にご出席をいただき、まことに

ありがとうございます。 

 議員の皆様方におかれましては、ご壮健で日頃の議員活動にご精励いただいてお

りますことに深く感謝と敬意を表する次第でございます。 

 さて、衆議院が11月21日の本会議で解散され、明日２日に公示、12月14日に投開

票で実施されることになりました。今回の衆議院議員選挙は、経済政策の評価と消

費税率の引き上げを18ヵ月繰り延べ、社会保障の財源をどうするのかなどが争点で

あるとともに、選挙の中では集団的自衛権の行使、原発再稼働やＴＰＰ交渉参加の

課題などにも議論がおよび、影響するものと考えております。 

 経済政策の評価を巡っては、内閣府が発表した11月の月例経済報告では、国内景

気の基調判断を「個人消費などに弱さが見られるが、緩やかな回復基調が続いてい

る」とし、個人消費の弱さを指摘する表現に変更されました。７月から９月期の実

質国内総生産、ＧＤＰが、年率で前年比1.6パーセント減となり、２期連続マイナス

成長となったところでございます。経済についての懸念が言われているところでご

ざいます。 

 日本の将来を見据え、有権者の１票の大切さを再認識し、主体的かつ責任を持っ

て選択し、１票を投じることができるよう、国民目線に立ち、活発な政策論争が行

われることを期待するものであります。 

 さて、11月19日には全国町村長大会が東京で開催をされ、参加をいたしました。
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安倍内閣総理大臣や石破地方創生担当大臣を来賓として迎える中、農村問題の専門

家で、政府審議会委員も務められております小田切明治大学教授から、田園回帰を

中心とした町村への忚援メッセージもいただいたところでございます。 

 メッセージでは、東京オリンピック開催、新幹線が開通し、その時点で過疎とい

う言葉が発祥して50年になる。今、都市住民や子育て世代を中心に、田園回帰の動

きが西日本で見られてきた。50年前に過疎と農業の変化が西から進んだように、田

園回帰の傾向をさらに伸ばしていくため、都市の安定と農村の安心という農村価値

創造交付金も提言をしていると。町村の汗と知恵、自らを磨く覚悟が必要であり、

都市も農村も若者を奪い合い、高齢者を押しつけ合う世の中ではなく、都市農村共

生社会を創造していこうと述べられました。 

 また大会では、道州制を導入しないこと、地方交付税等の一般財源総額の確保、

田園回帰の環境充実と農山漁村の振興、都市と農村との共生社会の実現、ＴＰＰ交

渉にあたっての国益堅持などを決議するとともに、地方創生の推進に関して、町村

の実施する施策への国の財政的、制度的支援、町村自らが設定する政策目標達成の

ための包括的交付金の創設と、地方財政計画での地方創生枠の計上、地方交付税充

実などを特別決議したところでございます。 

 また、翌20日には国保体質強化全国大会が開催され、国保財源強化などが決議を

されたところでございます。 

 町内におきましては、11月もいろいろな行事を開催いただきました。１日、２日

の両日は町内の各地区公民館において文化祭を、８日から16日までは町民会館わた

むきホール虹、図書館を中心に日野町文化祭を開催いただきました。 

 また、１日には鎌掛公民館で日野菜漬けコンクールが、10日には第19回綿向山の

日が開催をされました。綿向山の日では絶好の日和に恵まれ、町内外はもとより、

県外からも多くの方が訪れ、登山を楽しんでいただきました。 

 こうしたいろいろなイベントを町民の皆さんの力によって企画運営し、盛り上げ

ていただいていることはすばらしいことで、ありがたく思っております。 

 また、本日は年末に向け、地域住民が安全で安心な新年を迎えることができるよ

う、東近江警察署管内に所在する機動警察隊と今年初めて合同で歳末特別警戒出動

式が行われております。平尾副町長がその出動式に出席をしております。 

 今後、総選挙の後、来年度の予算編成が行われますが、景気や雇用対策、社会保

障、地方財政などの確立を願うものでございます。町といたしましても新年度予算

の編成に向け、国、県の制度改正、創設等の情報収集に努め、十分な把握のもとで

住民生活の向上に向けて的確に対忚していかなければならないものと考えておりま

す。議員各位におかれましても、さまざまな角度からご支援とご協力を賜りますよ

うお願いを申し上げます。 
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 さて、本日提案させていただきます案件は、人事案件、条例の制定および改正、

補正予算案など議案21件、報告２件でございます。充分なるご審議をいただきまし

て、適切なご採決をいただきますようお願いを申し上げまして、開会にあたりのご

挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 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 会議録署名議員の指名を行います。 

 本会期の会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、３番、齋藤光弘君、

10番、東 正幸君を指名いたします。 

 日程第２ 会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から12月25日までの25日間といたし

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） ご異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から

12月25日までの25日間と決定いたしました。 

 ここで、議事に入ります前に諸般の報告を行います。 

 平成26年10月21日、平山敏夫議員から一身上の都合により議員を辞職したい旨の

願が出ました。地方自治法第126条の規定に基づき、同日付で許可をいたしましたの

でご報告いたします。 

 次に、一部事務組合議会の結果の報告が議長に提出されておりますので、その報

告を私の方から行います。 

 はじめに、東近江行政組合議会についての報告を行います。平成26年第３回東近

江行政組合定例会が去る９月29日、開会されました。付議されました議案は２件で、

議案第16号、平成25年度東近江行政組合一般会計歳入歳出決算の認定について、議

案第17号、平成25年度東近江行政組合救急医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

てであります。提案のあった２議案については、質疑、討論なく、採決の結果全員

賛成により原案のとおり認定され、閉会となりました。 

 次に、八日市布引ライフ組合議会について報告をいたします。平成26年第３回八

日市布引ライフ組合議会定例会が去る10月23日開会されました。まず、東近江市選

出の大洞共一議長から議員の辞職願が提出され、許可されていることにより、空席

となっていました議長の選挙が行われ、副議長の指名推選により、東近江市選出の

鈴村重史議員が議長に当選されました。続いて、付議されました議案は１件で、議

案第４号、平成25年度八日市布引ライフ組合一般会計歳入歳出決算についてであり

ます。提案の後、質疑、討論なく、採決の結果全員賛成で原案のとおり認定され、

閉会となりました。 

 以上で一部事務組合議会の報告を終わります。詳細につきましては、事務局にて
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ご閲覧のほどお願いいたします。 

 続きまして、議長公務に係る報告を行います。 

 去る10月１日、滋賀県町村議会議長会の第３回理事会が開催され、平成25年度滋

賀県町村議会議長会一般会計決算および平成25年度滋賀県町村議会議長会特別会計

決算について提案され、原案のとおり承認されました。 

 平成27年度の滋賀県予算ならびに施策に関する要望内容について協議を検討いた

し、取りまとめを行いました。取りまとめた要望書については、県内６町の議長が、

11月11日、滋賀県知事ほか関係部長に面談し、提出を行いました。 

 次に、去る11月12日東京ＮＨＫホールにおいて、全国町村議会議長会が一堂に会

し、第58回町村議会議長全国大会が、高市早苗総務大臣や石破 茂地方創生担当大

臣などが来賓出席のもと開会されまして、私と副議長が参加いたしました。大会の

冒頭、海外出張のため出席がかなわなかった安倍晋三内閣総理大臣から寄せられた

メッセージが披露され、「小さな町や村こそが我が国の美しさの原点であると考えま

す。各町村・地域が元気になって初めて我が国の未来は開かれていく、これが私の

確信であります」と、心強いエールが送られました。大会では、主催者を代表して、

蓬 清二会長が、①「東北の復興なくして日本の再生なし」という安倍総理の信念

に従い、被災地を復興させること、②町村が安定的な行財政運営を行うため、税財

源を確保すること、③地方創生の具体策を講じることにあたっては地方の意見に十

分耳を傾けること、④残された分権改革を着実に進め、道州制には反対、絶対に導

入しないことなど、町村がかかわる喫緊の課題について施策を施すよう国に要請を

した上で、我々町村議会も議会改革に努め、住民の信託に忚えられるよう議会を構

築していくことの決意が表明されました。議事では、地方創生と人口減尐克服、町

村税財源の充実強化など５つの特別決議と、町村議会議長の議会招集権の付与など

が盛り込まれた議会機能の強化など計33項目の要望が満場一致で決定されました。

大会閉会後は、特別講演として東京大学名誉教授の大森 彌氏から「日本の将来－

農山村と都市の共生」と題して講演がありました。 

 町村議会議長全国大会に引き続き、蒲生郡町村議会議長会の要望活動と行政視察

研修が実施され、翌13日には、麻生太郎財務大臣の村松一郎秘書官と面談し、日野

町と竜王町の抱える喫緊の行政課題について要望活動を行いました。また、同日16

時30分から石破 茂地方創生担当大臣と大臣室で面談を行い、地方の小規模な自治

体の現状を訴えてまいりました。石破大臣からは「町村が自ら知恵を絞った地域の

総合戦略に対して、国は精いっぱい支援していく」との力強いお言葉をいただきま

した。翌14日は、東京都西多摩郡日の出町において取り組まれている日本一の福祉

の町づくりと、議会活性化についてを研修してまいりました。日の出町では、前町

長の「この町が今日あるのもお年寄りの方々のこれまでの、家族のため、地域のた
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め、町のため、献身的な努力をされ、尽くしてこられた活躍があったればこそ」と

いう思いから高齢者に報いる施策を、また、年尐人口の減尐の危機感から子育て支

援策の充実を町の大きな柱として取り組まれています。高齢者施策としては、75歳

以上の方に負担する医療費については個人負担分を全額町で負担し、無料とされて

います。子育て支援策としては、ゼロ歳から15歳までの幼児、児童がいる世帯には、

保育園・幼稚園の保育料、給食費の支払い、学用品の購入などに使用できる幼児・

児童１人について、月１万円の次世代育成クーポンを支給されています。また、同

じくゼロ歳から15歳までの幼児・児童に要する医療費についても支援し、無料化と

されています。その他にも、がんによる医療費負担が本人、その家族の日常生活に

多大な影響を及ぼしていることから、経済的負担を尐しでも取り除くため、18歳か

ら74歳までの方々のがん医療費の無料化を実施し、支援されています。また、議会

の活性化については、日の出町議会においては約２年間調査研究をされた議会改革

特別委員会での取り組みについてお話を伺い、意見交換を行って参りました。 

 以上をもって、議長公務に係る報告を終わります。 

 次に、９月１日から11月30日までの議員派遣および議長公務につきましては、お

手元へ印刷配付の議員派遣結果一覧表のとおりでありますので、報告いたします。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 日程第３ 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件についてを一括議題とし、各案は、去る９月定例会において決算

特別委員会に付託し、閉会中の審査をお願いいたしておりましたので、決算特別委

員長より審査結果の報告を求めます。 

 １番 村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 皆さん、おはようございます。ただいまから決算特別委員会の

委員長報告を行います。 

 当委員会は、９月定例会において、本委員会に付託を受けました議第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件の決算審査

を去る10月22日、24日、29日の３日間にわたり行いました。会議はいずれも午前９

時から第１、第２委員会室において、委員と、執行側より町長、関係職員の随時出

席を求めて開催をいたしました。 

 まず、町税から町債までを一括審査行いました。 

 委員より、収入未済額、滞納状況とその対策、進み具合を教えてほしい。答弁と

して、未納金の徴収対策の取り組みは、町税収入の安定的な確保、町の施策、各種

事業の実施をする上で必要不可欠なことでもあり、また、納税に対する公平性の確

保という観点からも極めて重要であると常々考えている。このことから、納期限ま

でに納付をしていただけない方については、督促、催告の手順により所定の手続を
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し、納付を促している。未納が長期にわたるもの、高額になるものについては、財

産調査を行うなどして未納額の解消に努めている。具体的には、昨年度も差し押さ

えを行った。差し押さえしたものとして、預金が26件で約800万円、給与が２件で57

万円余り、所得税の確定申告に還付金を差し押さえたものが８件で200万円余りある。

財産調査の結果、財産がある場合は差し押さえにより対忚している。財産がない場

合や解雇された方、仕事がない方については、やむなく執行停止する。結果的に不

納欠損になるものはあるが、早期に滞納が解消するように課としても努力している

し、滞納対策会議でどういう取り組みをしているかを意見交換しながら、未納額の

解消に尐しでも努めていきたい。 

 議長より、未済額について、この決算で軽自動車の未収は何件あるか。答弁とし

て、把握しているものは過年度分も含め242名である。 

 議長より、１人が何台も持っているということか。答弁として、台数はこの数字

より多くなる。台数としては752件である。軽自動車税ということなので、軽四、原

付、農耕車も含まれている。 

 委員より、関連ではあるが、率から見ると、ここ二、三年は上がっている。収納

率を見ると今は98ぐらいだが、これも嘱託員の対忚によるものか。答弁として、徴

収嘱託員２名により対忚していただいている。新規滞納者は早期に対忚する。納期

を忘れていた方の対忚については、２人の方の日々の取り組みの成果が出ていると

思う。一方で、差し押さえについては、財産調査の結果、差し押さえ財産があれば

積極的に行っている。差し押さえ財産がなく、収入の見込みがなければ執行停止を

行い、不納欠損の処分をしている。徴収率の向上に反映していることになる。もち

ろん職員も日々努力している。 

 委員より、法人税が上がったということだが、１号から９号まで分けられている。

等級が上がったということか。答弁として、法人の資本金や従業員数に忚じて１号

から９号まで定めている。号を移動した法人はあるが、景気動向により業績が伸び

たと思われる。日野町の傾向としては、一部の事業所に偏っていると思う。全体の

底上げはもう尐し時間がかかると思われる。 

 委員より、たばこ税について、これだけの税収がある。本数は減っているが、値

段が上がっている。ここ近年、吸える場所が尐なくなってきている。近年の動向と

して、減っているのは横ばいなのか。答弁として、特に昨年の増収は、たばこ税の

県税の分が一部町税に移管されたのが大きな要因。本数は減っている。たばこ関連

会社のホームページを見ると、喫煙人口は減尐の一歩をたどっている。本数は大き

な伸びは見込めないと思われる。統計数値を見ていると、伸び要素は尐ない。消費

税値上げの影響も受けている。26年度の税率アップ後は前年度並みを回復していな

い。 
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 委員より、歳入で特に増えているのは株式等譲渡所得割交付金で、前年度と比べ

ると1,500万円程度増えている。税制改正があって増えたものか。答弁として、平成

24年度決算においては130万7,000円であったが、平成25年度決算においては1,666

万8,000円となり大幅増となっている。税制改正については26年１月から本則どおり

５パーセント課税となった。これまでは本則５パーセントの課税が25年12月31日ま

での譲渡益に対する課税は附則の特例措置で３パーセントの軽減となっていた。県

自治振興課へも問い合わせたが、12月末までに駆け込みがあって、軽減税率を適用

されたものではないかと推測している。昨年度は景気の回復もあって、株式等譲渡

所得割交付金も増えたのではないかと思われる。 

 委員より、今後は元に戻るのか。そういう予想ができるのか。答弁として、平成

26年度の株式等譲渡所得割交付金は、景気の動向、株式の動向によるもので、一概

には言えない。平成25年度のような大きな額にはならないと思う。 

 委員より、歳入全体として2013年度は12年度の補正予算の関係で15ヵ月の予算と

いうことで、全体で10.2兆円増えている。国庫支出金、町債にあらわれていると見

てよいか。答弁として、平成24年度の国の経済対策で補正させていただき、それを

そのまま収入未済で繰り越しをした。前年度の国費の増税やリスタあすなろの収入

もある。国の元気臨時交付金もある。そうした事例がいくつも重なって、全体とし

て99億を超える決算となった。 

 委員より、決算資料の減免状況について尋ねたい。また、決算意見書に債権管理

条例の制定に向けた取り組みを進められたいとあるが、進めているのか。答弁とし

て、町税の減免の割合は、税によって、あるいは減免理由によって取り扱いが若干

違ってくる。法人町民税は均等割の部分を減免する。軽自動車税は全額が免除にな

る。固定資産税は基本的に全額が免除になるが、その方の収入の状況にもよるので、

必ずしも全額が免除にならない場合もある。個人町民税は、生活保護者はゼロにな

る。国民健康保険税は後期高齢者の旧被扶養者は均等割と平等割はそれぞれ５割減

免となる。震災関連はゼロになる。 

 答弁として、債権管理条例については、副町長を長とした庁内の町税等滞納対策

会議を今年度は３回開催した。メンバーは徴収関係の担当課長で、県内で既につく

られている町の条例を検討しながら調査研究している。今年度中に審議していただ

けるように議会に提案したい。 

 次に、議会費、総務費、消防費を審査いたしました。 

 委員より、地方議会議員年金制度の廃止後の給付費用に係る地方公共団体の負担

が減額になっていることについては、国等の補助制度によるものか。答弁として、

給付費用に係る負担については地方公共団体となっています。負担率については毎

年変わりますが、平成23年６月１日付で制度自体が廃止されていることから、今後
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も負担は減っていくと思われます。 

 副委員長より、議員年金の受け取り資格のある人がおられる限り負担は続くか。

答弁として、続きます。 

 委員より、職員人件費について、時間外手当が増えているが要因は何か。答弁と

して、台風18号の災害時対忚や復旧に係る対忚、地元調整などで増となっています。

また、庁内の耐震工事に伴うものや福祉の相談業務の増によるものとなっています。 

 委員より、員数は70となっており、前年度も70くらいである。同じ人が残業して

いるのか。答弁として、員数は管理職以外の職員の集計であることから、年度が変

わると退職者や新たに管理職に任用される者もあるので、同じ者が残業しているの

ではないと思われます。 

 委員より、災害ならもっと員数が増えるのではないか。答弁として、員数につい

ては支払い人数としていますので、災害関連だけではありません。 

 委員より、時間外手当はもっと増えると思っていた。平成24年度と25年度では余

り変わりがないが、上限はあるのか。答弁として、上限は設定していません。 

 委員長より、時間外勤務については、職員の健康管理に十分注意をお願いしたい。

勤務の報告を上げにくい事情等はあるのか。答弁として、所属長が命令した後、勤

務をお願いしている状況です。 

 委員長より、管理職を無理やり残業させていることはないか。答弁として、業務

の種類により分類しています。 

 委員長より、深夜12時を過ぎても庁内の電気がついていることがあるが、職員の

体調管理は大丈夫か。答弁として、部署により、時期的に遅くまで残ることもあり

ます。目立つ職員には所属長を通じて指導をしています。 

 副委員長より、再雇用について、何人くらいおられるのか。また、役目を終えた

事務事業は精査されていないのか。答弁として、再雇用制度は導入していませんが、

再任用等については人数を確認します。役目を終えた事務事業については、精査で

きると認識しています。 

 議長より、有給休暇について、職員に与えられた権利ではあるが、どれくらい消

化できているか。また、休暇をとって後、残業をしている者などのチェックはでき

ているか。答弁として、手元の資料はありませんが、休暇の消化は20日中８日程度

です。県や全国の平均を下回っています。休暇の後、残業をしている者はないと思

います。 

 議長より、平均値で休暇取得日を下回っていても、多い人や尐ない人がいるはず

なので、チェックをするように。 

 副委員長より、デマンドタクシーについて、利用者数とその成果について伺う。

答弁として、平成25年度のデマンドタクシー利用者は619人となっており、１月平均
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51.6人の方に利用していただきました。成果といたしましては、路線バスの運行し

ていない地域での最寄りバス停まで利用していただくなど、主に通学や町内中心部

への利用に役立てていただきました。 

 委員より、デマンドタクシーや町営バスの利用者数について、増加傾向にないと

考えるが、利用者アンケート等の結果はどうか。答弁として、ご利用いただく目的

は通勤、買い物が主流となっており、利用頻度数は週二、三回が最も多く、次いで

週一、二回となっております。利用する理由としては「ほかに手段がない」が主と

なっております。満足度については、約半数の方より「満足している」との回答を

いただいています。改善点としては、乗りおりの段差解消等が挙げられます。 

 委員より、不用額について、総務費では3,500万円ほどあるがどうか。答弁として、

決算審査でもご指摘いただいています。平成25年は３月補正で精査を行い、実質収

支比率も平成24年度より下がりました。事務的には３月補正予算時に精査している

わけですが、その予算編成時以降に事業執行したものなどで原因が発生しておりま

す。 

 委員より、総務費の不用額の内訳はどうか。答弁として、人件費で約200万円、庁

舎耐震改修で約90万円、財産管理で約300万円、交通安全工事で約400万円、税還付

加算金で約600万円となっております。 

 委員長より、防災に関して、有線放送がなくなり、かわって「日野め～る」やＪ

－ＡＬＥＲＴで対忚していただいているが、町民からの意見または成果等、状況を

教えてほしい。答弁として、「日野め～る」の登録は2,000件を越え、定着してきま

した。情報の提供については、再検討している内容もあります。住民の方からは情

報量が多すぎるといった意見をいただいています。Ｊ－ＡＬＥＲＴに関しては県内

の情報を全部提供している状況から、改善が必要かと考えます。 

 委員長より、カテゴリー別に情報発信をしてはどうか。答弁として、その件につ

いては課題として受けとめております。 

 答弁として、先ほどの池元委員から質問をいただいた職員の再雇用の件に関して、

確認できた事項を報告します。平成25年度の退職者が８名で、そのうち臨時雇用を

１名しました。過年度を含めて町の臨時雇用者は５名おり、そのうち年間を通して

の雇用者は２名、スポット的に雇用している者が３名となっています。 

 委員より、防災活動事業について、購入した備蓄品は役場に置いているのか。答

弁として、備蓄品の中で、各公民館へ備蓄しているのはクラッカー105食分、簡易ト

イレ200回分です。それ以外は役場で備蓄しています。 

 委員より、住民の避難について、他市町では避難所へ避難した人が困惑するよう

な事情が報じられているが、日野町はどうか。答弁として、避難が必要な場合は、

各地区の公民館を避難収容施設として開設しますが、各地域の集会所を一時的に避
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難していただく最寄りの場所として、区長さんの協力のもと、開設するなどの対忚

をしております。 

 委員より、東近江行政組合への負担金について、前年度に比べ減額となっている

のはなぜか。また、防災に関して、避難収容施設を開設する場合は町職員が２名公

民館で待機されているが、公民館主事も待機する必要があるのではないか。答弁と

して、東近江行政組合への負担金の減額につきましては、広域合併の効果と給料減

額措置に伴うものです。また、避難収容施設の開設にあたって、公民館主事の取り

扱いについては改めて教育委員会と相談します。 

 議長より、防災について、緊急時の伝達手段は町から区長宛てにとしているが、

危険な状況で区長が対忚する必要がある場合は、けが等についての補償制度はある

か。答弁として、区長さんには指示をしているわけではなく、自主防災組織という

ことで、地域で活動していただいています。区長さんは非常勤特別職として位置づ

けているので、補償については対忚できます。 

 議長より、区長に連絡する以上は、地域で自主的にやっているわけではない。年

度当初などにきちっと説明すべきである。 

 委員より、防災については「日野め～る」は2,000件以上登録されているが、登録

にあたっては申請手続が必要である。その点、エリアメールの場合は申請手続が不

要で、利用しやすいと思うがどうか。答弁として、エリアメールは携帯会社のサー

ビスです。決められた区域に電波を発信しています。エリアメールを使って日野町

から発信することはできます。避難勧告等のレベルで活用しています。 

 答弁として、エリアメールは避難勧告発令時に利用しました。今年も利用してい

ます。 

 委員より、防災に関して、昨年の特別警戒時ではエリアメールをうまく活用でき

なかったように思うが。答弁として、エリアメールは地震の場合、約震度４以上、

台風等は避難勧告以上の場合、扱うものとしています。「日野め～る」では警報や避

難収容施設の開設時等でも取り扱います。 

 委員より、「日野め～る」のカテゴリー別設定については、地域や職場、区長など

といった割り当てで、幅広くうまく利用してほしい。 

 委員より、「日野め～る」の登録について、難しくて登録できない方がおられるが、

エリアメールの方が簡単ではないか。答弁として、「日野め～る」はそれぞれ個人が

設定の段階で条件が発生します。 

 議長より、テレビなどでテロップが出た地域などは、エリアメールでの対忚が必

要ではないか。 

 委員より、エリアメールは送信できる会社がいくつもあると聞くがどうか。答弁

として、ＮＴＴ、ａｕ、ソフトバンク３社であります。 
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 委員より、防災に関して、雨量等、観測できる施設は町内に設置されているのか。

答弁として、熊野、西明寺、河原、深山口、中之郷の５ヵ所に雨量計を設置してい

ます。河川の水位計は中在寺、増田地先に２ヵ所設置しています。 

 委員より、情報はどのように確認するのか。答弁として、滋賀県のホームページ

から確認が可能です。 

 次の西山財産区会計については質疑なく、民生費、衛生費について審査いたしま

した。 

 委員より、主要施策の成果、わらべ保育園運営事業について、公立保育園との運

営費の差は人件費が含まれていないことであるが、わらべ保育園に対しての補助金

の出し方を教えて下さい。答弁として、わらべ保育園に対する運営補助金は、保育

所入所運営補助負担金については人件費として支出、低年齢児保育士の特別配置事

業に300万円、地域活動事業として14万1,000円、延長保育の基本451万9,200円、延

長分212万400円、障害児保育事業に540万円、一時保育事業に300万円、児童健康共

済費１万4,040円、保育費加算補助168万6,420円、週休加配300万円、保育士の処遇

改善臨時特例事業として222万4,000円です。 

 委員より、負担は一定基準の負担で、国や県からであると思うが、特別に町から

ではありませんね。答弁として、地域活動補助は今まで国の補助であったが、今は

町単独でつけているものです。 

 委員より、決算書で路線バス福祉対策事業について、福祉乗車券を発行されてい

る数は増えているのか。バス停が近くにないという理由で使われていないと聞くが、

何パーセントぐらい利用されているのか。答弁として、発行数のうち、どれだけ利

用されているかという数字は持ち合わせていません。委員がおっしゃったように、

バス停まで遠いので使いづらいという意見もありますが、利用されている方が便利

に使っておられ、利用される方との隔たりはあると思っています。生活交通路線維

持費補助金の算出基準については、資料に基づき、後で説明いたします。 

 委員より、地域子育て相談支援事業について、わらべ保育園で実施されている一

時保育、保護者の育児不安の解消のため、６ヵ月から１歳半までの一時預かり事業

は何人くらい利用されているのか。答弁として、一時預かりは昨年788件です。 

 委員より、保育所での特定保育、特別保育事業、病気の一時預かり等を町、わら

べ保育園でしておられるのか。答弁として、町では病児保育、病後児保育は実施し

ていません。 

 委員より、保護者からの要望はないのか。答弁として、子どもが病気になられた

場合は、保護者の方は仕事を休んでいただかねばなりませんが、都合をつけていた

だいているのが現状です。保護者から強く要望いただいていることはありません。

わらべ保育園でも実施していただいておりません。 
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 委員より、児童健全育成事業の学童保育所運営補助について、今は保護者会で一

本化されたのか。答弁として、保護者会は学童保育所ごとにありますが、連絡協議

会として１つで活動されています。 

 委員より、各学童保育所で要保護世帯への保育料の減免をされており、保護者会

で負担されているが、その分を補助していただきたいと思うが、どのように考えて

おられるか。答弁として、毎年１回懇談会を開く中で、その部分に対する財政的な

措置の要望をいただいております。27年４月からの子ども・子育て支援法の施行に

より学童保育に対する制度が変わるので、補助金に対する全体のことを検討したい

と考えています。 

 委員より、788件の一時保育の利用時間はどのようになっているのか。答弁として、

時間帯を決めているのではなく、２時間で１枚使用できるようになっています。 

 委員より、決算資料のシルバー人材センターの運営事業について伺いたい。セン

ターでは人員が尐なく、仕事ができないと聞いているが、状況を把握しているのか。

事業はたくさんあるのに、人が尐なくて困っておられるらしい。答弁として、シル

バー人材センターについては、平成25年度会員数は318人で、会員数は前年度より十

数名増加したが、想定していた増加にはつながっていないと伺っています。受注件

数は2,435件で173件の増加となっており、運営については順調に行われていると聞

いています。 

 議長より、決算書の環境衛生費の墓地環境整備事業は議会の全員同意を得たもの

であるが、墓地の捉え方は個人が山を持っていてもできないものであり、墓地は公

共的な要素が高い。公共で事業を整備するのは当然で、名義も町のものである。中

山の住民から、なぜあのような場所で事業をされるのかとの声がある。特定の地域

だけが受けられたと捉えておられるようなので、担当課としてどのように説明され

るのか伺いたい。答弁として、墓地の災害復旧補助については、昨年の台風18号の

被災に限って公布要綱を定めたものです。補助の対象は町の墓地台帳に登録されて

いる共同墓地のうち、個人、宗教法人、その他宗教法人が経営するものを除く墓地

に対して補助するよう定めています。 

 議長より、要綱は分かっている。個人で墓地をつくれないのに、要綱に入ってい

ることもなぜかと思っている。災害を特定されているが、整備されていないところ、

老朽化など、公共的な要素の整備は、ここに限らずどこでもするということになら

ないのか。答弁として、共同墓地は町の墓地台帳で管理しているものであり、昨年

の台風18号による被害は特に甚大であったため、特例的な補助事業として早急に対

忚したものです。現在、老朽化等に伴うものについては補助の制度はありませんが、

今後、公費による支援が適当であると考えられるような状況が起こった場合は、そ

の時点で町として検討を行い、議会とも協議を行う中で対忚していくものと考えて
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います。 

 委員より、事業の成果の母子保健事業の中で、新生児・乳幼児訪問について伺い

たい。産後ケアをよく言われるが、訪問した場合、助産師はどのようなことをされ

ているのか教えていただきたい。答弁として、新生児訪問は、出産された後、皆さ

んに助産師や保健師が訪問しています。身体計測や予防接種の説明、そのほかに母

乳に関しての相談などもその都度受けています。 

 委員より、そこで相談を受けたら、乳幼児訪問をされるのか。答弁として、乳幼

児訪問は、健診時に気になる乳幼児について事後の訪問にあたるものです。 

 委員より、産後６ヵ月までは一時預かりも利用できない状況で、赤ちゃんを預け

たい人へのアドバイスはどのようにされているのか。答弁として、町では預かって

いただけるところはありませんが、保健センターで月２回実施されている赤ちゃん

広場に来ていただき、栄養士や保育士が相談に忚じるなどしています。必要であれ

ば何度でも訪問して、母親のフォローをしております。 

 委員より、主要施策の成果で不法投棄廃棄物委託料について記載されているが、

不法投棄は増えているのか。状況はどうか。答弁として、不法投棄は現状横ばいの

状態です。 

 委員より、ごみ収集事業に関して、新規参入は難しいのか伺いたい。西大路の奥

でされている事業はどのような形でされているのか。西大路と協定しているが、最

近の状況を聞かせていただきたい。答弁として、家庭ごみについては市町が責任を

持って処理をしていますが、現在充足しています。今新しくとは考えていません。

西大路にある事業所は日野ドリームファームという会社で、県から産業廃棄物の許

可を得、町からは一般廃棄物の許可を出しております。ごみについては充足してい

ますが、食品リサイクル法に基づいて、町の事業系のごみについて再処理を進めよ

うという意思を持って営業されています。しかし、産業廃棄物については県内から

食品生産工場から出るごみが処理されていますが、一般廃棄物についての収集の許

可を持っておられないため、現在は入っていない状況です。 

 委員より、検証は年１回ぐらい行っているのか。答弁として、営業されるときに

地元と協定を結ばれており、８月１日には協定に基づき、住民課で立ち入り調査を

実施しました。 

 議長より、工業団地内の衛生管理の中で、建設リサイクルをされている会社の粉

じんがひどく、管理上問題がある。天気のよい日、ほこりが周辺に飛ぶ。近隣の倉

庫を見に来られた方が、風のある日に現場に来て、粉じんを見てやめられた。住民

課には口頭で伝えたが、行政としては方法がないかとお願いしたが、町がいうのか

県がいうのか。ほこりが出るなら散水するとか、建設工事の現場では第三者に迷惑

がかかることは検査のときのマイナス要点になるが、県に言うだけなのか、改善を
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求めていく何かの方法があるのか。周辺の空き倉庫に企業に来ていただきたい。近

隣の工場は言いにくいと言われるが、町で把握されているのか。答弁として、今年

になってからは聞いていませんが、以前はあったように聞いています。県の担当で

すが、町も影響してくるので、商工観光課と連携しながら対忚したいと考えていま

す。 

 次に、労働費、農林水産費、商工費に移りました。 

 委員より、緊急雇用創出特別対策事業の委託料の内容を伺いたい。答弁として、

「三方よし！近江日野田舎体験推進協議会」に嘱託職員１名、臨時職員１名を配置

して、農家民泊の開業支援や受け入れ家庭の新規開拓などを行うため、477万3,300

円の委託料を支出しているところでございます。 

 委員より、非正規労働者が多くなってきている。町はその状況を把握されている

か。また、そのことに対して手だて、対策はできていますか。答弁として、労働対

策として、ハローワークの雇用情報を庁舎に掲示するなど、連携しているところで

す。また、東近江地域管内で組織する東近江地域雇用対策協議会などとも連携を図

っているところです。 

 委員より、それは定期的に実施されていますか。答弁として、東近江労働対策連

絡会には１万円の負担を行い、２市２町で年間事業を行っています。また、東近江

地域雇用対策協議会には７万円の負担を行い、管内の高校教諭と企業との情報交換

や意見を聞く場を設け、商工会議所が事務局となり、事業を実施しているところで

す。 

 委員より、その成果はありますか。答弁として、成果は見えにくい。日野高校と

の情報交換では、今年度は景気が上向きで、求人と求職の関係は改善していると報

告がありました。課題として、女性は就職状況が厳しいことを聞いていますし、ま

た、この夏の企業協議会懇談会でも日野高校より就職の状況を報告していただくな

どして、情報の共有を図っているところです。 

 委員長より、住宅リフォーム助成が75名となっていますが、リフォームをされて

いる箇所は分かりますか。また、グリムＭＴＢフェスティバルの補助金ですが、今

年度は尐し切り詰めて開催されているように思われます。参加費を上げたから参加

者が尐なくなったとも聞いていますがどうでしょうか。答弁として、住宅リフォー

ム助成にかかわる内容につきましては、決算資料に工事の内容と件数を記載してお

り、そのとおりです。 

 答弁として、グリムＭＴＢフェスティバルにつきましては、町も協力させてもら

っています。補助金を増額してほしいという内容の要望は聞いていません。参加者

が減った理由については、４時間耐久であったものが３時間となったことなどがあ

るかもしれません。 
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 議長より、グリーン・ツーリズム推進事業では3,204名がお越しであり、いろいろ

な家庭でいろんな体験があると思います。その中で、稲刈りやトラクターの運転も

あると思うが、危険を伴うことでもあり、どの程度把握されているのか。答弁とし

て、受け入れ内容は、稲刈りなどはあります。作業では機械を使用する場合もあり、

その際は横についてもらうこととしています。草刈りなど、手押しの場合も横につ

いてもらっています。近年ではカッターナイフも使えない子どももいます。食事を

つくる場合は包丁も使いますし、竹箸をつくることも体験してもらっています。安

全管理には努めているところです。 

 議長より、その他のことは把握されていないのですか。危険な作業をする場合は

横におられるという確認をしていないということでしょうか。例えば建設機械のシ

ョベルは免許が必要ですが、そのような作業はないのですね。答弁として、重機の

使用は今のところ聞いていませんが、把握するように努めます。 

 議長より、いろんな報告会などではそのような話が出ていないでしょうか。答弁

として、今ご指摘いただいているとおり、私どもは安全対策には一番気を使ってい

るところです。年度初めには受け入れ家庭全戸を対象にして研修会を開き、年度途

中には受け入れ家庭間の情報や意見交換をしてもらい、状況の説明や意識の共有を

していますが、今のところそのようなことは聞いていません。 

 議長より、建設機械に乗せているという電話があったと思うが、その状況は把握

していますか。指摘があったようなことがあれば問題なので、調べていただきたい。

答弁として、指摘の事項については確認します。 

 議長より、農業者が困っているお話を議会報告会でも聞きます。石川県羽咋市の

神子原のお米は３万円になっています。ローマ法王に提供されたお米です。ロマン

があります。発想の転換が必要で、米袋も値打ちが上がっていると聞きます。発想

がマンネリ化していると思える。いろんな人を採用して、平成27年度の予算で対忚

することはやれないでしょうか。答弁として、農業が厳しいことは聞いています。

農業委員会でも視察をやらせてもらっています。道の駅では１合700円ぐらいで販売

されています。今までにないことをやらないといけないということであると思いま

す。水稲だけではなく、野菜も取り組むことが必要です。日野菜ドレッシングをＪ

Ａに置いて、自前でつくろうという動きもあります。農産物は生産とセットである

ことから、そういうものについても支援していこうと考えています。 

 答弁として、商工観光面における発想の転換でもございますが、観光面では、当

町の場合、全国的な観光資源がない中、この町が持つ豊かな自然と人情、もてなし

といったところで、田舎体験事業はヒットしていると考えています。商工面は実態

が厳しく、商店街の活性化については住宅と店舗の共用による課題や、高齢化によ

る後継者不足など、難しい点もあります。日野に合ったことを考える必要があると
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思います。 

 議長より、報告会で商店街が疲弊している件が挙げられています。トップの判断

としてやらないといけないことがあるのではないかと思います。失敗してもやるべ

きことがあると思います。国道307号、477号に進出すること、そうして生き延びて

いく方もいます。石部町の服部町長は職員に発想をさせました。うまくいかなかっ

たことも聞いていますが、ロマンとして何か目指すような提案が欲しいと思います。 

 委員より、田舎体験の成功の中で、お米がおいしいということを聞き、日野菜に

ついても体験させるとおいしいと言います。持って帰らせたいと思いますが、持ち

帰りは制限されています。日持ちのするものならよいのではないかと思いますが、

どうでしょうか。答弁として、お土産を持って帰ると、人の交流を物で判断するこ

とにつながります。日野町だけの体験で帰るところもありますが、多くの場合は京

都でお土産を買って帰っています。ブルーメの丘などへの誘導、案内についてして

いきたいと思っています。その経済効果による発展も必要と考えています。 

 委員より、観光資源保存活用事業、曳山等管理修理事業補助金は何年間の補助に

なっていますか。答弁として、５年、６年、７年で、最長７年となっています。補

助率は事業費1,000万円、補助対策事業費は700万円が上限で、償還額の２分の１補

助になっています。 

 委員より、山倉の壁も対象になりますか。答弁として、曳山本体および山倉の修

理、改築に関する経費も対象です。 

 ここで１日目は終了とし、２日目、土木費、災害復旧費のうち、公共土木施設災

害復旧費に入りました。 

 議長より、Ｐ98の名神名阪連絡道路整備促進期成同盟会の負担金の関係でお尋ね

するが、11月５日に甲賀市の期成同盟会の方々が、日野町議会も含めて、各市町に

促進要請するという動きがある。自民党の県政調査会で三日月知事の所見を聞かれ

た際には「推進していく」と述べられたようであるが、日野町は期成同盟会ととも

に推進するのか。現存の道路を拡幅することで対忚を考えているのであれば、期成

同盟会を脱会して負担金を支出しないということを考えてはと私は言ったことがあ

るが、負担金を支払っているということは推進しようという姿勢だと思うが、その

辺はどのように理解をすればいいのか。日野町としての方針をはっきりしていただ

いた方が我々も動きやすいがどうなのか。答弁として、名神名阪連絡道路の関係で、

県道の整備を進めております土山蒲生近江八幡線との関係でご質問をいただいた。

先日、甲賀市と日野町と、そして土山蒲生近江八幡線期成同盟会の役員も含めて知

事や部長に出会い、期成同盟会としてのアクションプログラムに上がっている事業

を計画どおりに進めてほしいという要望に出向き、その中で話をさせていただいた

が、道路の性格がまず異なるということ、名神名阪連絡道路は生活道路ではなく、
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名神と新名神、いわゆる日本海と太平洋をつなぐ形の縦軸の滋賀県全体の大きな構

想の道路整備だという考えがある。今年度から国の方で一部調査に入られているの

は、甲賀土山インターから名阪国道までの間で、まずその区間を国も県も進めたい

という思いがある。その中で、土山蒲生近江八幡線の整備は、日野町としては生活

道路として住民の方々が有効的に利用していただく、新名神甲賀土山インターへの

アクセスとして大変重要だと位置づけている。その違いは若干あるのかと思う。 

 議長より、道路の性格が異なり、違いがあるということは認識しているが、町の

スタンスとして、藤澤町長は当初、名神名阪連絡道は高規格道路で生活道路ではな

いので、住民生活に密着した道路が望ましいと言われていた。今の話であると、道

路の性格は違うが、東近江圏域、滋賀県域全体を見渡して、この道路は必要だとい

う政策展開の中で整備を進めていくように理解していいのかどうか。答弁として、

以前、岩永代議士がおられた際に必佐バイパスを進めていたが、そのときに国も考

え方をある程度整理され、名神名阪連絡道の整備に先が見えず、国の予算も計画も

なかなか進んでこないだろうということで、早く効果の上がる必佐バイパスの整備

は一定、名神名阪にかわるものになり得るだろうという意見もあった。今ある道路

を早期に改修することによって、名神名阪連絡道路にかわる道路になるのではない

か。そのような道路を早くつくり、住民の方々に有効利用していただくことを考え、

そのような中で、どうしてもこれはということであれば、名神名阪連絡道路が効果

的な高規格道路として要望が出てくるのではと思っている。日野町としては、名神

名阪連絡道路整備は県が進められているので、おつき合いをさせていただく必要が

あると考えているが、土山蒲生近江八幡線は町の施策として進めていく必要がある

と考えている。 

 議長より、新名神から名阪国道については、課長は地域の生活道路と認識されて

いるのか、高規格道路として考えているのか、そこの認識はどうなのか。第１段の

調査に入る区間はどういう調査をされているのか。答弁として、新名神甲賀土山イ

ンターから名阪にかけて、調査というのは地域高規格道路として、自動車専用道路

という考えの中で調査が進められている。甲賀土山インターから蒲生スマートイン

ターにかけては、今のところどのような道路にするかはまだ調査に入られていない

状況ですので、これからと思う。１つの例であるが、国は甲賀の方は国道や県道と

いう現道がないので難しいと以前から言われていたが、甲賀土山インターから蒲生

スマートインターにかけては、国道なり県道がある程度あるので、それを利用した

形で早期にという考え方になる場合もある。そういうことも想定した中で、まずは

県道という思いがある。 

 議長より、話がかみ合わないが、ここ２年前に土山で期成同盟会の総会が開かれ

た際には、全線高規格道路でつなぐという思いで、当時は国の前事務次官が来られ
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て、このような道路が望ましいということで講演されたことがあったが、あのとき

の名神名阪連絡道路期成同盟会のスタンスは、当初から言われているように、名神

名阪をつなぐという思いで総会も行われて、気勢を上げていたように思うがどうか。

答弁として、名神名阪連絡道路については、地域高規格道路という位置づけもある。

そんな中で、国がどういう整備方法を出すのかというのは現在未確定である。日野

町はいつも要望に出向いた際に言っているのは、県も含め、国の方で整備手法を早

く出してほしいということ。手法というのは、道路の構造や、この間は国が行う事

業、この間は県が行う事業という点をはっきりしてほしいと言ってきている。甲賀

土山インターから蒲生スマートインターにかけての整備は、全線から見ると時期的

におくれてくると考えられる。しかし、土山蒲生近江八幡線の県道があるので、国

や県には早く整備手法なり、道路の構造を早期に決めてほしいということを言って

きている。町の考えは以前から変わっていない。全体の中で、どうしても甲賀土山

インターから名阪にかけてが１期という考え方で国や県の調査も進められているの

で、その計画が動いてからという考え方が大きい。そんな中で、早く結果を出す道

路というのは、今の現道をバイパスも含めて改良していくという事業が、町として

１つの効果が上がる事業という判断をしている。名神名阪連絡道路のシンポジウム

に来られた谷口前事務次官は国の高規格道路を進めるような講演であったが、日野

町の考えは伊賀市や甲賀市にもきちんと話をさせていただいた中で、要望の段階で

も国に対して、県に対しても、日野町の思いはその都度してきている。 

 委員より、負担金補助及び交付金の中で、蒲生スマートインターの建設促進期成

同盟会分は25年度で終わりなのか。ダム発電関係市町滋賀県連絡協議会の負担金は

以前なかったと思うが、これはどういうものか。一般質問でも関係箇所の地籍調査

を進めてほしいとお願いしたが、町長答弁では積極的に行っていきたいということ

であったが、総務政策主監の返答では課を設けてまではというようなことを言われ

ていたと思うが、積極的に進めてもらえる体制をお願いしたいと思う。主要施策成

果の中から、融雪剤配置、委託はシルバーにされているが、まく作業は地元が責任

を持つのか、誰に任されているのか。側溝清掃作業委託に関して、シルバー人材セ

ンターは値段が安いが、事業量というか事業内容が違うのかお聞きしたい。答弁と

して、負担金の関係ですが、蒲生スマートインターについては開通したので、負担

については25年度が最後となる。ダム発電関係市町の負担の関係ですが、これは以

前から続いており、滋賀県内でダムを持っている各市町が国や県に対しての要望を

行っており、事務局は持ち回りで、今年度は甲賀市が担当していただいているが、

今後も続く団体である。地籍調査については、議員から本会議の中でご質問いただ

いた、現在の職員体制の中でできる範囲で積極的に取り組む方法を考えていきたい。

融雪剤については、県道、国道については県が、町道については町が各道路の橋梁
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なり、凍結の恐れのあるところに設置している。地域の皆さんにもできるだけ協力

していただいて、設置している融雪剤の散布をお願いしており、町の職員がパトロ

ールの中で危険と思われたところには、職員がその都度その場で散布している。町

道では石原鳥居平線が特に凍結で事故が多いため、建設工業会に作業委託をして散

布していただいている。側溝清掃については、できる限りシルバー人材センターに

委託をすることを考えているが、交通量の多い箇所は、除草作業も含め側溝清掃は

難しいとのことから、業者に委託している状況である。 

 委員より、100ページの社会資本整備総合交付金事業についてお尋ねする。橋梁の

調査を全て終えられたのか。また、計画などを教えてほしい。答弁として、橋梁の

修繕の関係ですが、15メートル以上の橋梁が44橋、15メートル未満の橋梁が84橋と

なっている。修繕工事を進めているがわずかしかできておらず、今後も点検なり修

繕工事は継続していく事業と思っている。ほとんどの橋梁が老朽化しているので、

修繕なりが必要になってくると考えている。調査も毎年進めている。点検について

は、修繕を行った橋梁も含めて５年に１度行う必要がある。そうでないと、この交

付金事業を受けられないということになっている。 

 委員より、25年度は５橋でしたが、今後、何橋ずつ行っていきたいという計画は

ないのか。答弁として、26年度は15メートル以上の橋梁については１橋の設計、15

メートル未満の橋については３橋の設計を行う計画である。25年度では既に多くの

設計を行っており、設計は進んでいるが工事は進んでいない状況もある。工事につ

いては、15メートル以上の橋梁で５橋の修繕を現在のところ計画をしているが、国

の交付金もいただいた中で整備を考えているので、交付金が計画どおりにいただけ

るかという難しい状況もあるので、その予算の範囲内と思っている。 

 副委員長より、宮前橋は崩落した後、調査をされていたが、危険度の高いところ

から修繕にかかられているのか。その辺はどうなのか。答弁として、橋梁について

の順序、計画は、危険で老朽化の進んでいる橋梁から修繕を進めており、15メート

ル以上の長い橋梁は危険を伴うので、その橋梁を中心にと考えている。宮前橋も落

ちた前の年に調査に入っていた。そのことから、災害復旧の選択もスムーズに採択

をいただけたように思う。 

 委員より、主要施策の成果43ページの路面性状調査、道路ストック総点検は航空

写真を撮って調査されていると思うが、その数についてと、橋梁の耐震補強関係は

どうなのか。耐震になっている新しい橋梁のみなのか、その辺はどうなのか。答弁

として、路面性状調査には昨年度に41路線で61キロの調査をしている。調査内容は、

舗装面に亀裂が入っている、しゃくんでいるなどの路面の傷みぐあいの調査を行っ

ている。これまで修繕については国からの交付金制度がなかったが、新しくこの調

査を行うことで路面の修繕工事のために国からの交付金をいただくことができるよ
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うになった。ストック総点検については路面の盛り土面、切り土面の斜面、道路看

板などの構造物の点検などを行っている。調査の結果、危険な箇所については国の

交付金事業の中で交付金をいただき、修繕工事が行えるというものである。橋梁の

点検は、傷みがあるなしの調査であり、地震対忚は現在のところないが、今後は日

野町では特に石原の跨線橋等については地震の関係も含めて検討する必要があると

思っている。 

 委員より、内池橋の新しい橋梁も地震については対忚できていないということか。

答弁として、新しく完成した内池から別所地先の橋梁や、災害復旧の宮前橋など、

新しい橋は耐震対忚となっている。旧の橋梁については以前から耐震補強がなされ

ていなかったということで、今後は若干の調査が必要かなと思っている。 

 委員より、道路の空洞化をよく聞くが、このような調査や、日野町では空洞化し

ているような道路はないのか。答弁として、現在のところは道路が空洞化している

箇所はないと思っている。日野町の町道は全体的に古くなってきており、今は路面

がどうかという調査を行っている。 

 委員より、地元の常会などで、道や田が流され、河川の川幅が広くなっていて大

変醜い状態となっているので、以前にもお尋ねしたが、水口にあるような親水公園

のようなものができないかとお尋ねもある。護岸工事はしておかないと危険だとい

う思いがあるが、西大路３区では30年ほど前に地元の人が反対されてできなくなっ

た経過があるが、日野川改修は下から行われてくるので、何十年先になるか、それ

とも全く実施いただけないのかお尋ねしたいと思う。答弁として、１点目の河川公

園の関係ですが、以前は県においても余裕のある敷地については公園をつくって、

地域で活用していただいたという趣旨の中で行ってきた経過があるが、現在ではそ

の河川公園が荒れ放題で、管理ができていない状況になっているところが多々あり、

県の方も事業実施には慎重になってきており、本当に誰がきちんと管理していただ

くのかがはっきりしないと取り組みが難しいかと思っている。どこにでもというわ

けにはいかないので、洪水期の河川の流量を計算した中で、ここならできるという

ところであれば、そういう一定の条件が整えば検討ができるかと思っている。護岸

工事についてはできていないところも多々ある。日野町の日野川改修については出

雲川の合流点までしか計画はなく、それより上流は日野川改修の計画はない状況で

あり、町としては日野川改修の同盟会もあり、計画に入っていないところについて

もきちっと管理はしていただきたいとの思いを持っている。護岸のない危険なとこ

ろについては、町としても県の方に要望していきたいと思っている。 

 委員長より、町道単独道路改良事業で、主要施策の成果の町道横町線測量設計委

託業務の第二わらべ保育園のところで、以前、全協のときや議員が質疑され、私も

地元の声もあり、議員と２人で現場に行ったということもありましたし、尐し曖昧
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な点もありましたので、その辺を細かく分筆、登記等について教えていただきたい

のですが。答弁として、町道横町線の関係ですが、経過から言いますと、９月議会

においてもう尐し地元との協議ができていないということで、予算の修正という形

になり、10月７日に臨時議会を開いていただき、予算を承認いただきました。その

間、地元との協議を進めてきました。用地については町の中ということもあり、地

域の用地を譲っていただく方から「譲れる用地幅の限度としてはこれだけ」との主

張を以前からされておりましたが、町としては５メートルという一定の幅は確保し

なければならないとの思いがあって、隅切りについても土地所有者の意向もあり、

それらの意向を踏まえ、用地幅はこれだけしかない中で、10月２日に公安委員会と

の事前協議を進めていただいた状況である。事前協議では、土地についてはこれな

ら安全対策をした中で許可ができるという回答をいただき、分筆なり買収をして進

めていただいたという経過がある。測量なりについては、本議会で議員の質問の中

でお答えをさせていただいたが、民間の建築工事で進入路が必要であり、その用地

面積を出すのに、民間の方で一定、境界確認も含めた測量もされていたので、その

測量成果を利用した中で、嘱託登記において所有権の移転なりを進めてきたところ

である。分筆登記については、12月４日に所有権移転の登記完了については、嘱託

登記の中で１月27日にさせていただいた。ただ、設計は11月17日に着手しているが、

これについても用地幅については一定、地元の主張があり、町の主張と合致した中

でできるだけ早く年度内に進める必要があったため、設計も用地幅が決まった中で

進めてきたという経過がある。そのようなことから、若干設計を進めている中で、

用地が確定したという状況になっている。 

 委員長より、ご苦労さんであったということは分かりますし、地元の自治会や両

サイドの方、地権者の方と滞りなくうまくいったということですか。答弁として、

９月議会の委員会が９月17日で、それ以降の21日に大窪岡本町の方に事業の説明に

寄せていただき、いろいろと問題があったが、道路計画についても理解をしていた

だいた中で進めました。安全対策についても公安委員会と、地元も含め、いろんな

形で協議もさせていただいて、現在のところ事故もなく、安全に利用していただい

ています。 

 次に、平成25年度日野町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算について

の説明を受け、質疑に入りました。 

 副委員長より、この貸付事業は平成23年の10月で終わる予定で進められていたも

のではないかと思うのですが、その後続いて25年度までということで、まだ納めら

れていない方が何件かあって、どのような形であと収納をされようとしているのか。

答弁として、全て貸し付けた方の返済というのは23年度で終わったわけである。そ

んな中で、現在滞納者として住宅新築資金での貸し付けと宅地で貸し付けというの
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が２名ダブっているので、件数は６名８件残っているが、今後は一般会計に引き継

いで滞納者の納付について努力をさせていただくわけであるが、非常に難しい人が

残ってきたという状況である。全体的に考えると、延べ貸付者数は293件あり、貸付

金についても８億5,050万円の貸し付けを行ってきた。そして現在、８件で2,200万

円ほどの額が残ってきたということで、収納からすると他市町から比べるとかなり

よい収納率が上がってきているのかと思っているが、残っている人にもきちんと納

めていただく努力はしていかなければならないと思っている。先日も滞納者に対し

督促状を出させていただき、昨日も今までとまっていた人も若干納めていただいた

ということもあるし、計画的に納めるという約束もとれたところもあるので、地道

にきちんと収納を進めていきたいと考えています。 

 ここで終わり、一般会計歳出、教育費に入りました。 

 委員より、平成25年度の教育相談子ども活動事業で、子ども支援、臨床診査、支

援員配置をしっかりやってもらっている。また、小学校のスクーリングケアサポー

ターの派遣もされているということで、不登校対策の成果を教えてほしい。答弁と

して、教育相談事業に関して、支援員の配置、心理士等の相談等の成果であるが、

実際に学校まで来られない子どもも毎年何人かいるわけだが、ある小学校ではその

数がどんどん減り、25年度はゼロになったという成果もある。毎年それぞれの要因

でしばらくの間学校に来られない、また、学校に来ても別室の方で指導を受けると

いうこともある。この辺は心理士、スクーリングケアサポーターの連携、ならびに

学校の特別支援教育コーディネーターとの連携の中で、それぞれ個々に合った指導、

助言を保護者含めてさせてもらっている。実際、子ども教育相談センターへの相談

件数は減ることがないが、複合的に考えると大きな成果があらわれていると考えて

いる。 

 委員より、臨床心理士がいてもらって、大変喜んでもらっている。よく家まで来

られると聞いているが、大変らしいが、そんな状況は知っていると思うが、日曜日

まで来られていると聞いているが、その対忚も何とかしていけないかと思うが。答

弁として、極力センターの方へ来てもらう対忚をしているが、状況によっては家ま

で訪問していることもある。その状況は学校と連携があるので、担当の先生とも日

程調整をしながら、平日の昼間でという思いはあるが、なかなかそうはいかないと

も聞いている。実際には今年度も１件あったと聞いている。多くの方にそのように

しているわけではない。状況によっては命にかかわる部分も中にはあるので、そう

いうところは臨機忚変な対忚はさせてもらっている。 

 委員より、発達障がいの最近の状況はどうなのかお聞きしたい。答弁として、文

科省が10年ほど前に調べたところでは、全国6.3パーセントとも言われている。調べ

る物差しにもよるが、なかなか難しい状況である。先生方の見立て、また、心理士
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等の見方によって難しいが、尐し率は上がって6.5パーセントを越えたというところ

もある。学校によっては１割を超えているという状況もある。年度や在籍する子ど

もの状況によっても違う。他県のある学校のクラスでは、３割を超えたというとこ

ろもあった。日野では１割は越えていない。 

 委員より、今の元気臨時交付金で、桜谷小学校も以前からの予定だと３カ年度で

計画されていたが、今年度こういう形で単年度でできたということで、経済的には

そこそこの、今の元気臨時交付金を利用した形で、それは相当の効果があったと思

うが、どのように捉まえているのか。答弁として、桜谷小学校の改修については、

当初３年にわたって順次校舎改修という思いがあったが、幸いにも臨時交付金、ま

たそれぞれの補助等を上手に利用することによって、子どもたちへの影響を尐なく

し、工事の順調なる進捗ができた。数字的に挙げていないが、負担の部分を含める

と大きな効果があったと考えている。 

 議長より、監査委員の意見書の中に施設の修繕を要すると記載されているが、そ

うした中で、コスト削減や平準化を求められているが、平準化は私も理解しにくい

が、悪くなっているから直さないといけないのが根拠だが、毎年ランダムではなく、

同じような目処で修繕していくようにしていかれると思うが、老朽化対策と指摘さ

れているが、老朽化対策は今日まで耐震補強を含めてやってこられたが、ここの指

摘はどのように当局は捉まえているのか。答弁として、教育施設の部分と、全体的

な町の施設の部分はあるが、主監課長会でも公共施設の今後の整備、老朽化対策も

含めて計画的に考えていかなければならないという話が出ている。教育施設に関し

ても、公民館ならびに町民会館など、メンテナンスを定期的にしていかないと、今

後も大きな経費がかかるということもあるので、計画性を持った整備ができるよう

にというようなことで、主監課長会でも話をしている。そのことを平準化という言

葉か、どういう言葉が適切か分からないが、実際に小学校についても計画性を持っ

て何年後くらいにはこれをという思いの中で進めてきた。今後も町として総合的に

判断し、１つの年度だけでなく、大きくいろんなものが重ならないように、計画的

なことは考えていきたい。そのようなことも含めた指摘ではなかったかと思ってい

る。 

 議長より、修繕という大義ではあるが、元に戻すのが修繕なのに、そういうとこ

ろがどのくらいあるというところを、当局は、例えば学校施設の場合あるのか、学

校、幼稚園から「ここは直してほしい」、また「誰かが見られてここは直さなければ

ならない」という指摘があって修繕するのか。小さいところでやっていることは大

きくならないという、ある意味ではそのことをすることで安全対策にもつながるが、

ここはどのくらいの要求、要望が上がっているのか把握しているのか。答弁として、

学校教育の施設については、施設訪問ということで現状確認し、適切な時期に予算



1-27 

化している。今年については11月に各校園を回って確認させてもらう。 

 議長より、今どのくらいの要求があって、せざるを得ない修繕と、小さな修繕で

今だったら修繕でいけるが、放置したらもっと大きくなるという、例えば雨漏りな

どにつながるなど、どのように把握されて予算要求されているのか。金がないので

直せないのか、当局としてどうされているのか。答弁として、現場確認し、総務課

に予算要求し、直している。 

 答弁として、学校教育課長から話があったように、例年校園を訪問し、状況確認

し、危険度の高いところ、また、早期に修繕をしなければならないところを確認し、

それを予算に反映させてもらっている。今年度についても、危険度のところで言え

ば日野幼稚園の通路側の保育室のドアの改修とか、老朽化した部分で言えば必佐小

学校のトイレを含む校舎の改修、また、窓のクレセントの改修など、子どもたちを

中心に考えた中で、優先度の高いところから修繕を行っている。今年度の予算で見

ている非構造部材の点検の部分ではそのようなことがあり得ると思うので、検査結

果が出た後に対忚を考えていかなければならない。例を申し上げると、幼稚園の遊

具であるが、毎年点検をし、子どもの安全を図るための修繕等を行っている。公民

館等についても玄関前のスロープであるとか、いろんなところの修繕が必要なとこ

ろもあると思うので、これからも総合的な目で見ながらうまく予算に反映でき、早

期に改修できるように努めていきたいところでもある。おおむね順調に要求いただ

いた部分を査定しながら工事しているところである。 

 委員より、中学校教育の振興事業について主要施策を見ているが、理科教育振興

について教えていただきたい。教育用コンピューター機器リースは、指導用のもの

ならば週何時間ぐらい指導されているのか。また、内容も教えてほしい。答弁とし

て、56ページの理科教育振興備品については、理科の教育に関する備品とか、器具

などの購入に充てている。教育用コンピューター機器リースは生徒に対する機器で

ある。指導要綱に従って、コンピューター室で技術家庭の中で授業していただいて

いると聞いている。 

 委員より、理科の備品であるが、これは何年に１回とかなのか。コンピューター

はどのくらい使われているのか。答弁として、理科教育振興のことであるが、小学

校と中学校で隔年で行っている。25年度は中学校、26年度は小学校。国の補助が２

分の１あって、300万円が限度になっている中で購入をしている。主に電子ばかりと

か、スピーカーとか、顕微鏡とかである。順に古いものから更新していこうという

ことで、学校要望をもとにしているものである。コンピューター教室であるが、先

ほど課長から話があったように、技術家庭の授業の中で行っている。授業時間は手

元にないが、１年から３年までのクラスがあるので、ほぼ毎時間、どこかのクラス

かが授業をしている。 
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 委員より、準要保護で小学校は24年度とそう変わらないが、中学校の場合は24年

度と同じ人数で金額が倍ほどになってくるということは学校給食関係なのか。一般

会計ばかり多くて、国、県が余りにも尐ないので、各自治体でしなければならない

のか。小学校の場合には、主要施策55、56ページを見ていると、小学校の場合も国

と一般会計となっているが、種類によって国とか県とか財源があるのか。答弁とし

て、準要保護の関係であるが、基本的には交付税の方に算定しているので、補助は

一部要保護で、被災児童関係の前年度の一部事務手数料が小学校の方は7,000円入っ

てきている。それ以外の補助については交付税に一定算定ということなので、どれ

だけ入っているか見えないところがある。平成17年度を境に補助金から交付税に変

わったものである。25年度で24年度と比較して中学校で増えた部分、人数は60人で

あるが、金額が増えていることについては給食の分もあるし、３年生が多かったと

いうことで修学旅行の補助も入っている。その年度の何学年に対象者がいるかによ

って、人数が同じでも金額が変わってくるということもある。基準は生活保護に準

ずるということで、現在日野町の場合は生活保護の基準1.0を基本としながら、民生

委員なり、主任児童委員なり、学校長なりの申請を参考に、所得等も勘案して、町

として決定させてもらっている。 

 委員より、生活保護基準とか社会保障が下がってきていると思うが、そこら辺を

考えると1.0よりも1.2か1.3を要望しておく。 

 委員長より、教職員の雇用について、意見書にも書かれているが、再雇用制度の

導入も検討されたということもあるが、いろいろ経験のある方、中学校も教員が当

たるのは大変であるので、経験のある方など、限られた人件費の中で採用していく

こともできない。今後、たくさんの退職される方もあると書いていたが、いける部

分ではこういう方を使うとか、再雇用するということは考えていないのか。答弁と

して、再雇用、再任用については、現在のところそういう対忚はしていない、ハロ

ーワークに頼むと、本人からも募集を見て忚募された方もある。給食関係では、調

理員をやめた方に専門的に、急に人が足らなくなったときにスポットに入っていた

だいたりもしている。現在、学校の支援員についても、ハローワークに出したとこ

ろ、日野町の役場職員ということではないが、教育のＯＢ、塾の講師をしていた方

とかが一部入ってもらっているところである。 

 副委員長より、事項別明細書124ページ、決算資料91ページの町史編さん事業。本

が売れたところで採算がとれるものではないが、貴重な財産だと思っている。今ま

での販売事業実績が書いてあるが、高いものであるので販売も難しいと思うが、販

売促進はどのようにしているのか。また、何冊かは必ず残しておかなければならな

いと思うが、どれくらい考えているのか。答弁として、町史の販売の取り組みにつ

いては、これまで全９巻のうち８巻が出ており、それまでに過去の刉行巻を購入さ
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れた方についてはダイレクトメールで新しい巻が出ているという案内をしている。

町内には各組単位で区長、町代を通じて回覧してもらっている。町内の公民館をは

じめとする公共関係にはリーフレットをつくって配置している。町外には県内外の

教育機関、図書館、資料館、博物館、大学の図書館、各分野の研究施設にもリーフ

レットを送付して案内している。何冊ほど在庫が必要かということだが、全９巻の

うち最初の３巻については2,000冊印刷したが、残部が多すぎるということで４冊目

からは1,300冊に減らした。大体700から800冊が販売できており、250冊くらいが協

力者への贈呈ということになっているので、大体在庫は1,300冊に減らしてからは

150から300冊くらいの残部があると思う。全巻発刉した後も年に数冊は出ていくと

思うので、100冊くらいは在庫として備えておきたいと考えている。 

 委員より、社会教育の団体育成事業の中で、連合青年会とか連合会の活動に補助

金が支出されているが、単位団への補助はないのか。成人式は対象者の割に出席者

が多いが、最近は平穏無事なのか。以前は問題があったことも聞いているが、落ち

着いているのか。子ども読書活動推進事業の中で司書が３名雇用されている。成果

というか、読書する子どもがそこそこ増えたのか。図書の購入はどういう形でとっ

ているのか。購入の選定は館長がしているのか。答弁として、各地区の女性会や青

年会の補助金は、決算資料の85ページに記載の各公民館の配分表のように事業補助

金を交付させてもらっている。委員指摘のとおり、数が尐なくなってきているが、

尐ない中でも必要事業を実施しているという状況で、補助を継続させてもらってい

る。成人式の状況であるが、日野町の成人式は１中学校であるので、同級会をもう

一度開催しようという感じで、85パーセント以上の参加をしていただいている。そ

の中でも、実行委員会制度を持っていて、自分たちの成人式を自分で考えていこう

ということなので、こういう意味では本当に自分たちでつくり上げた成人式として、

非常に穏やかな成人式で、問題なく盛り上がっていただいている。図書館長、学校

図書館に派遣している学校司書について答えさせていただく。25年度は学校司書３

名を町内４校に派遣している。日野小では派遣した年から貸し出しが倍くらいにな

って、順調に増え続けている。今年度からは借りられる冊数を増やすなどと、いろ

んな工夫をし、さらに増え続けている。学校司書を派遣すると毎日図書室が開いて、

どういう本を借りるか、探しているか、本がどこにあるか、子どもたちに案内して、

借りたい本に必ず出会えるようにしている。借りやすいように学校図書館をきれい

にリニューアルしたり、先生方からアドバイスしていただいて授業に役立つ本も備

えたり、足りない本は町立図書館から借りてもらっている。本の購入は学校司書に

任せたいという先生もあるし、先生と学校司書が相談しながら予算を使っていくと

いうこともあり、子どもたちに必要な本を計画的に購入していくというように変わ

ってきている。先生も忙しい中、本を選ぶ作業をするのは大変ということもあり、
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学校司書に相談できるのは大変ありがたいと喜んでもらっている。 

 委員より、図書館運営事業について、決算書の貸し出し冊数を見させてもらって

いるが、毎年尐しずつ減ってきている状況なのかと思うが、この人数については貸

し出しされた人数ではなく、図書館に来館された人数ということでよいのか。平日

行かせてもらうとさまざまな方が本を読んでいただいているが、動向的には土日が

多いのか平日が多いのか、把握されているのか。読み聞かせとか紙芝居もされてい

るが、今後増やしていく対策は、新しいＣＤの購入もされているし、いろんなこと

を考えていると思うがどうなのか。答弁として、91ページに書いてある人数だが、

これは本を借りた方の人数で、新聞だけを読みに来られたりとか、本は借りないけ

ど行事にされたとか、図書館に入られた方の人数は把握できていない。自動ドアの

ところに感知するシステムをつけて、入館者数を出している図書館もあるが、日野

の図書館はカウントできるようになっていないので、本を借りた方と来館された方

の数は開きがあると認識している。図書館に来られた方を図書館を利用された方と

考えて、来館の人数を把握できるような機械の予算要求ができればと考えている。

今年度に入って、本の貸し出し冊数の微妙に減っているところはあるが、貸し出し

数の人数は尐し増えているという統計はある。来られている方の年齢が上がって、

１回に借りる本の冊数が１冊とか２冊という方も多くなってきているので、以前の

ように貸し出し冊数は増えていないが、そういった方々に合わせて購入する本を見

直したりとか、工夫していきたいとは考えています。来館の多い曜日は土日と、金

曜日は９時まで開けているので比較的多い、水曜日も月火の休館の後なので多い。

尐なめの日は木曜日である。 

 委員より、私も本を借りなくても調べたいこととか、静かなところが好きな方は

大変利用されていると思うので、できたら数を増やしていたらもっとアピールでき

ると思う。本を借りられる方は大体同じなのか。答弁として、毎月50名くらいの登

録があるので、そういった方々の利用が増えていると考えている。カードの更新を

していないので、以前に登録された方で、例えば転出されたり亡くなられた方の把

握ができておらず、登録率は上がり続けているが、実際に使っている方の数は以前

と余り変わらないように思う。昨年から小学校や幼稚園の方でも、子どもたちに自

分のカードをつくりましょうと勧める動きができているので、子どもたちの登録は

増えている。１回だけ登録されて来られない方もあると思っているが、個別につい

ては把握できていない。カウンターに出ると、毎週同じ曜日に来る方や、毎日のよ

うに来てくださる方とか、皆さんそれぞれに自分のペースで利用されておられます。 

 委員より、体育協会費について、26年度から日野の区長さんから聞いているが、

今後どのようにお考えなのか。郡体協はまだあるのか。答弁として、26年度の体育

協会費について、日野地区から強制ではないかというようなことで改めるべきだと
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いうことの協議があった。何度か協議もしてもらったが、基本的には26年度は強制

ではないという、会費袋による徴収をさせていただいた。今まで、従来どおり徴収

いただいた地区もあるが、区によっては袋徴収に従っていただいた区もあり、全体

的には約30万円、世帯数にして600世帯くらいの減の状況である。日野地区だけ下が

っているという状況ではなかった。体育協会としては210万程度の会費予算を見て、

それぞれ30万ほどの減であるので、この対忚について、それぞれ各競技部の補助を

尐し下げたり、全体的にスポーツ天国での事業費を精査して、尐し事業費を落とし

たりしながら、何とか26年度はこのまま事業が運営できると思っている。来年度に

ついては、会則等の状況も若干改正しなければならないところも出てくる。それら

も含めて、来年度の総会には規約の変更も織りまぜながら運営をしていかないとい

けないと考えている。郡体育協会の組織については、毎年開催されている県民体育

大会の出場は、それぞれの町単位で競技種目に参加できればよいが、県の体育協会

の基準は郡や市の選抜ということになっているので、郡体育協会が取りまとめてい

る。今も竜王と日野の２町で事務局、会長の交代をしながら、それぞれの人口負担

で負担金を持ち、運営させてもらっている。 

 ここで打ち切り、次に歳出の公債費、予備費、財産に関する調書について審査で

したが、先日のエリアメールの補足を、総務課長から再度説明がありました。 

 去る10月22日の消防費の審査におきまして、委員からの質問に対しまして説明不

足の点がございましたので、改めて資料に基づき説明させていただきます。 

 エリアメールにつきましては携帯３社のサービスで、携帯３社の中には「エリア

メール」と呼ばず、「緊急速報メール」と表現しているところもございます。エリア

メールにつきましては、命にかかわる緊急性の高い情報を特定の携帯電話へ配信す

るということで、利用者の側からはそういった緊急情報を無料で受けられる携帯会

社のサービスでございます。 

 その発信する者は、国なり地方自治体になります。また、発信できる内容につき

ましては、住民に避難を呼びかけるような、命にかかわる緊急性の高い内容情報と

いう、一定の制約があるものでございます。 

 国から発信されるものは、気象庁から配信されます緊急地震速報や津波の情報、

そして、消防庁から配信されます国民保護に関する情報となっています。 

 次に、町から発信する情報としましては、町では役場のパソコンからエリアメー

ルに発信できるようになっており、発信できる内容については一定の制約がありま

すが、具体的に町から発信するものにつきましては、資料にありますとおり、１番

に避難準備情報、２番目に避難勧告、３番目に避難指示、４番目に警戒区域情報、

５番目としては土砂災害警戒情報の５つの情報が主なものとなります。４つ目の警

戒区域情報というのは余り耳なれない言葉でありますが、災害対策基本法の規定の
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中で、市町村長が住民の命を守るために警戒区域を設定できることになりますので、

そうした場合には４番目の情報で流すことができるものでございます。また、特別

警報については気象庁から発信できるように、携帯会社と協議が進められておると

伺っておりますが、現在のところ気象庁が発信する項目になっておりませんので、

それまでの間、当面の間は町が住民避難に関する情報という取り扱いで、町から発

信させていただくことになります。 

 なお、町からエリアメールの配信の状況につきましては、今年８月の台風11号の

際に、８月９日に熊野、平子、西明寺に避難勧告を発令させていただきましたので、

そのときに発信させていただきましたのと、翌日の10日に避難勧告を解除させてい

ただきましたので、その旨を配信させていただいたところです。 

 以上、追加説明とさせていただきます。 

 副委員長より、ありがとうございます。 

 委員より、財産に関する調書の中で、土地、建物とか、山林について、面積だけ

の表示であるが、価格の表示はできないか。全国の様式なのか。どれくらいの値打

ちがあるのか分からないと思うが、そうなると査定が要ると思うが、価格の表示が

できないのかお聞きしたいと思います。答弁として、この調査の様式は地方自治法

により定められる様式です。価格の表示は、取得の年代も異なり、過去の積み上げ

ができていない状況でもあり、価格による表示は難しい状況です。 

 委員より、昔でなく、現在の価格で表示できないのか。答弁として、価格につい

ては、そのときに取得した状況もさまざまで、町村合併前からそれぞれの町や村か

ら引き継いでいる財産もあり、難しいところであります。将来的には公会計制度へ

の取り組みが必要に迫られていますので、財産としての金額を整理していく必要が

あると思っているところです。 

 委員より、公会計の話があったが、価格の表示をとの意見は出ていないか。答弁

として、公会計制度の取り組みはオールジャパンでの取り組みであり、町の方でも

そういった準備を進めていかなければならないと考えるところでいます。 

 ここで、平成25年度主要施策の成果の訂正について、資料配布および説明が住民

課長よりあり、次に国民健康保険特別会計歳入歳出決算について審査に入りました。 

 副委員長より、国保の医療費を抑えるのは予防しかないと思うが、特定健診など

の事業の成果はどうか。答弁として、特定健診事業等の効果が医療費金額の推移に

どう反映されているかということについては、なかなか評価することは難しいと考

えています。平成20年度から特定健診事業に取り組んでいる。平成24年度の受診率

は40.3パーセントである。滋賀県では31.8パーセントで、全国的には33.7パーセン

トである。この数値からは日野町の受診率は高いといえます。平成25年度の医療費

は前年度と比べると下がったが、これはさまざまな理由があり、現状では解析まで
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は難しい状況である。 

 委員より、国民健康保険料は非常に高いということで苦慮されているが、一般会

計からの法定内での繰り入れと、法定外の繰り入れ、これに対して全国統一したも

のがあるのかどうか。大阪市等の自治体では相当繰り入れされているように聞くが、

どうなのか。来年度に決まるのですか、都道府県単位になるということが。そうな

るとどういう予想がされているのか。やはり高くなるのか。日野町は滋賀県内では

真ん中あたりと思うがどうか。答弁として、１点目の一般会計からの特別会計への

繰り入れについて、日野町は平成25年度の繰り入れについては法定内といいますか、

国の基準で定められた部分について繰り入れをしておりまして、いわゆる法定外の

繰り入れはございません。全国的には法定外の繰り入れをされているところもある

ことは事実です。これはさまざまな理由があるものと了承していますが、例えば保

険料のアップを抑えるため等、そういう政策的な面もあると聞いています。過去に

平成22年度において5,000万円の法定外の繰り入れを行った経過がございました。町

としては、できるだけルールの中の繰り入れで国保会計の運営をしていきたいとの

思いで、現在まで来ています。２点目の広域化に関しては、国のプログラム法案で

平成29年度から国保の運営を都道府県化する方向が定められております。現在、国、

県、町等の委員が入られて協議が進められており、８月に公表された中間整理の中

で、財政運営は都道府県が行うこととなる。それ以外の保険料の賦課、徴収、保健

事業については、引き続き市町が行う方向性が出されています。来年の通常国会に

関連の法案を出すことを目指して、協議が進められております。広域化されたとき

の保険料は、協議されている中で、最終的には長い将来でいいますと、平準化して

いくことが望ましいとプログラム法案の中でも方向性が示されておりますが、急激

に変化すると被保険者の負担が急激に変化する可能性があることや、また、見方を

変えると、保険料が同じならば医療サービスの提供体制が平準化しないと保険料の

平準化も納得が得られないという意見もありますので、滋賀県としてはそれを見な

がら、尐し時間を長くかけて、段階的に平準化していく方向性になるものと感じて

います。 

 委員より、段階的になるとは、仮に県域にとなって、ある程度の年代までは今ま

での各市町のレベルでいけるのか。答弁として、現在までの国の論議では、保険者

が滋賀県となりますと、国保に加入の被保険者の方について、同じ収入なら同じ保

険料を払うのが公平という意見もあるが、医療サービスの供給体制もあわせて均衡

化していかないと、平準化していくのは難しい論議もあります。県と市町の担当課

長会議での議論の中でもさまざまな意見があるところですが、滋賀県としては保険

者が滋賀県となった場合に、直ちに保険料を統一するという方向性ではないと感じ

ていますが、将来的には平準化を目指す方向性を基本に考えておられるという感触
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を持っています。 

 委員より、国民健康保険を年間で健康で１度も使用されていない世帯の実績はど

うですか。答弁として、決算資料の30ページにあるが、その中の無給付世帯を見て

いただくと、平成25年度では97世帯が無給付であった。 

 委員より、前にこのような世帯には3,000円の商品券が送られたと聞いたが。答弁

として、平成25年度の無給付世帯へは、１人世帯は3,000円、２名以上の世帯は5,000

円の商品券を配布させていただきました。 

 副委員長より、決算審査意見書の中でも書いてあるが、収納率が上がってきたと

あるが、国保に加入している人は低所得者が多く、大変だと思うが、短期保険証と

か、平成25年度で何件発行しているか。答弁として、短期証の交付状況は、平成25

年度の６月１日現在では173世帯に交付しています。 

 委員より、今の件数は短期証だけですか。ほかに同様の証明書はないか。答弁と

して、資格証明書については11世帯に交付しています。 

 委員より、関連して、収納率は伸びているということであるが、健康に関する問

題なので、徴収にあたって差し押さえなど、無理やり取り立てはないかと思うがど

うか。課長答弁として、差し押さえについては10月22日にも差し押さえの状況を報

告しましたが、差し押さえの件数を税目ごとに１件という数え方をすると全部で58

件あり、金額で1,060万円余りございます。そのうち、国民健康保険にかかわるもの

は件数では15件、金額で390万円余りが国保税に関する差し押さえしている件数です。

徴収にあたりましては、複数の税目で未納がある方もたくさんおられるが、必要な

ときに医療を受けてもらいやすいように、複数の税目がある方は、可能な限り国保

税を優先して収納するようにしており、保険医療が受けられやすいように考えてお

ります。ご了解をいただければと思います。 

 委員より、配慮していただき、ありがとうございます。 

 次に、日野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について審査いただきました。 

 議長より、決算とは直接かかわりはないが、以前に老人クラブの総会において、

その代表者から、制度が実施されるときに、我々は後期高齢者であると区別された

ような、我々は必要ないという意味のことの挨拶をされたが、こういう表現を使う

政府はもってのほかだと言われた方もおられた。最近こういう表現の中でなじんで

おられたのか、余り我々が後期高齢者だという方は耳にしないが、会計処理の中で

事業名称は法律の名称をそのまま表現されているが、何か当局に不満の声はないの

か。答弁として、後期高齢者医療制度が始まった当時に、国の政権交代もあり、制

度自体を見直すべきとの論議もあったが、現在ではほぼ安定した制度として、評価

が定着してきたのではないかと感じています。町では関連事務をしている中におい

て、最近においては町民の方から私はそのような意見を聞いたことはないものと感
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じています。 

 委員より、県下で日野町の場合は通院が多いとか入院が多いとか、以前は調剤が

多かったと思うが、そういう傾向はどうか。答弁として、手持ちの資料がなく、正

確な回答ができません。申しわけございません。 

 委員より、資料の31ページに収入未済額があるが、これの意味は。答弁として、

決算資料の31ページの表にある、収入未済額のところに△５万9,833円については、

被保険者が死亡されたなどの場合に保険料の返金事務が発生することがありますが、

その発生時期が年度の終わりごろ等の場合、３月中に変換することができず、次年

度会計で繰り越すこととなります。よって、返還すべき金額が残っているという意

味であり、次年度に返還事務を行わなければならない金額として、三角で計上して

いるものです。 

 引き続き、日野町介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算について審査に入りま

した。 

 委員より、施設譲渡の引き継ぎを実施したことに関連して、契約や覚書はなかっ

たのか。どういう契約を交わされているのか。答弁として、リスタあすなろについ

ては、平成25年４月１日に昴会に譲渡しました。協定書を交わし、その中でも町で

もかかわっていく内容を入れています。かかわっている主な内容としては、月２回、

第２、第４水曜日に開催される入所等検討会に町の職員が出席し、入所者等の審査

状況を確認しています。また、ほかに何らかの形で年１回は協議の場を設けること

となっており、平成25年度は１度協議を行いました。今年度は、今後その場を設け

る予定です。 

 委員より、協議の場の請求は町から連絡をとるのか。答弁として、町から連絡を

とります。この協議の場とは別に、今年度は福祉避難場所の協力依頼などで施設を

訪問した中で、相互に話を行っています。 

 委員より、協定書のことは聞いている。よいことだと思うが、例年と比べて入所

者数等に変化はないのか。答弁として、施設では毎月月末の入所者数の合計が出さ

れています。それによると、入所者は平成24年度の合計は1,005人で、月平均83人か

ら84人。そのうち、短期入所者は10人です。平成25年度の合計は1,056人で、月平均

88人。そのうち、短期入所者は10人となっており、平成24年度と比べ、入所者は若

干増えている状況です。 

 次に、日野町介護保険特別会計歳入歳出決算について審査に入りました。 

 委員より、保険料の収納状況について、決算審査資料では現年度分の収入未済額

が普通徴収で178万8,730円とあるが、先ほどの後期高齢者医療保険の分についても

これは尐しあったが、年度を越して支払われていて、未収額はゼロであると説明が

されていた。この178万8,730円は前期高齢者の分が残っているのか。後期高齢者の
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人は、一緒に年金から差し引かれたりする。答弁として、本来介護保険の場合は特

別徴収が基本ですが、65歳になられてすぐに年金からの特別徴収ができません。ま

た、所得段階が変わっても、一旦、普通聴取に戻ることになる。この178万8,730円

は未納分として残り、年度を越えて戻るということなく滞納繰越分となる。特別徴

収の場合は年金からの天引きで100パーセントの徴収となるが、普通徴収の未納分は

滞納となり、現在これに対して督促状や催告状などを送るなどして、納付されるよ

うに対忚しています。 

 委員より、絶対に必要と考えやすい後期高齢者医療保険と違い、介護給付を受け

なくてもよいと考える人は保険料を払わないのか。答弁として、65歳になったらす

ぐに要らないとの認識で払わない人もいます。しかし、介護保険制度は高齢者が増

えていく状況の中で、社会全体を支えていく制度でもあることと説明し、理解して

もらうように、粘り強く訪問や相談を行っています。 

 委員より、施策について、決算資料では要介護認定申請者は930人に対して、認定

者は989人とある。申請はしてから回復に向かわれる人があるからか。答弁として、

リハビリ等で改善する人は一部あるが、多くは同じ段階か、悪くなる場合が多い状

況です。 

 委員より、人数の差は何か。答弁として、認定期間には１年の人と２年の人があ

り、それによる違いあることと、また、非該当になる一部もあります。これが差に

なっています。 

 委員より、数字では表しにくいと思うが、介護予防サービスなどの成果はどうか。

答弁として、介護予防事業の参加者が尐ない状況ではありますが、参加者の中の半

数は運動機能のテストや主観的健康感のテストが改善、もしくは維持できるという

結果が出ています。 

 委員より、参加された人の成果があるのなら、そのことを出前講座などでＰＲし

て、多くの人に参加してもらいたい。 

 委員より、今後、介護保険料の徴収は県統一になっていくのか。答弁として、以

前に話としてはあったようだが、現状ではそれぞれの市町で対忚となっています。 

 次に、日野町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算について審査に入りました。 

 委員より、水洗化人口が１万2,555人と説明がありましたが、下水道は随分完備さ

れてきたと思いますが、あと残された地域がどこか、下水の完備されたところの供

給が進んでいるのかを知りたい。答弁として、残った地域につきましては、工業団

地で管路が未整備のところがございます。住宅地につきましては、今年度五月台を

完了する予定となっています。また、農村下水道は公共下水の当初の計画の中で、

公共につないでいける区域として設定されているところです。供用率は、決算資料

72ページに記載のとおり、全体で75.7パーセントであります。毎週火曜日に下水道
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の接続検査を実施していますが、３団地、曙、湖南サンライズで件数は順調に伸び

ています。 

 委員より、集落排水は平成元年から始まり、公共下水は上野田から平成７年に始

まったと思うが、管路の寿命はどうか。答弁として、下流地域ですとコンクリート

管を使用され、硫化水素による腐食で苦労されておられます。日野にあっては塩化

ビニール管で耐用年数は30年となっています。農村下水道は機能強化の中で管をの

ぞいたりしていますが、一番古い南比都佐地区であっても、今のところ管が老朽化

している状況はまだなく、十分耐えるところであります。 

 次に、日野町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算について審査に入りました。 

 委員より、供用率が全体で96.9パーセントとなっており、100パーセントの地区も

あるが、これ以上伸びることは考えられないか。答弁として、平成25年度に新築で

２件の接続がありましたが、残りの未接続の世帯につきましては高齢の世帯で、ほ

とんど伸びていない状況であります。 

 委員より、南比都佐で移動式脱水乾燥車を導入されているが、ほかの地域は予定

があるのか。答弁として、脱水乾燥車は国庫補助金を受けるために地区指定をして

おりますが、移動式なので町内全域をこの１年で処理したいと考えています。 

 ここで終了し、２時から後期高齢者医療特別会計において、委員からの質問があ

った調剤費用額の日野町の県下平均の位置についての追加説明がありました。 

 答弁として、決算書31ページに１人当たりの費用額が記載してあります。全体で

84万2,263円で、滋賀県19市町の平均が91万5,105円であり、比較して当町は91.6パ

ーセントとなります。各費用項目の中で県を上回っていますのは調剤費であり、日

野町が17万4,677円に対し、県平均が15万4,563円と13パーセント上回っています。

ジェネリック医薬品への切りかえについてチラシを入れ、利用を広報しているとこ

ろですが、調剤費だけ県平均を上回っていることについての理由は不明でございま

す。 

 ここで２日目を終了し、３日目、日野町簡易水道特別会計歳入歳出決算について

の審査に入りました。 

 委員より、高料金対策補助は受けたのか、受けた場合、どのくらいの金額だった

のか。答弁として、平成25年度においても高料金対策補助を受け、433万5,000円で

した。 

 委員より、水量、水質とも、安定した供給ができているのか。答弁として、おか

げさまで簡易水道は水質が安定しています。水量も、人数が減ってきているので余

裕ができています。 

 委員より、山合いなので、集中豪雨などで水質が変わったり、崩壊する危険はな

いのか。答弁として、昨年度の台風18号や今年度に集中豪雨によって、原水で一部
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の水が濁ったときもあるが、おかげさまで今のところ大きな補修等の必要はなく、

今後も十分に様子を見て町で対忚していくつもりです。 

 次に、日野町水道事業会計決算について審査に入りました。 

 委員より、過年度分損益勘定留保資金9,793万1,000円とあるが、この残高はどこ

で見るといいのか。留保資金というのは全体でどれだけあって、どこで見ればよい

のか。②４ページの仮払い仮受け消費税の件ですが、今年度は消費税がどれだけあ

ったのか。答弁として、決算書19ページの下の段、補填財源説明書にその詳細が示

されているのでご覧ください。平成25年度使用額と合致します。繰越額については

ここに記載することになっています。②４条の仮払い消費税が461万1,272円、仮受

け消費税が153万8,164円となり、差引が決算書の19ページの補填財源明細書の中の

平成25年度の発生額の消費税及び地方消費税資本的収支調整額307万3,108円となり、

これが決算書の４ページの一番下に示されています。 

 委員より、消費税が補填財源になり、国に納めなくてもよいことになるのか。答

弁として、支払わなくてもよいということではなく、実際に差し引きをして、収入

と仕入れの消費税を最終的に調整して納めることとなります。 

 議長より、①決算資料の68ページ、水道会計の財産について、例えば三十坪の水

源地は昭和54年８月に開設された、現在機能していないろ過池であり、減価償却の

価値は恐らくゼロであると思われるが、このまま置いておかねばならないものなの

か。②決算資料の水道の箇所に簡易水道の人口が78名と書かれているが、本来なら

ば簡易水道会計の箇所に書くべきではないのか。その方が分かりやすい。③決算書

５ページの営業外収益の中で、他会計の補助金と雑収益の内訳を説明されたい。答

弁として、①この施設は、今後処分や施設全体の解体も考えられるが、費用発生も

することから、検討しながら進めていきたい。水も出ているので、地震等の災害発

生時に飲用水として供給はできないが、生活用水として活用できるかもしれないと

いう担当としても考えもある。ご指摘のとおり、今後検討が必要であると認識して

います。②決算資料の記載については従来どおりの記載としたが、簡易水道の部分

は１行のみであり尐ないが、全体的なページの配分も含めて、今後の記載について

検討します。雑収入252万345円の内訳については、下水道が上水道のメーターを利

用して料金徴収をしていることから、その負担分として249万1,000円を下水道から

受けています。また、登記委託の返金分が２万9,000円です。他会計補助金142万8,850

円の内訳は、会計制度が改正となり、その補助金として125万6,850円、広域化対策

補助利子分として17万2,000円です。 

 議長より、企業会計なので、今期は4,267万1,000円の利益が出ているが、利益が

出たときに計画的に欠損を起こす、経理上民間的な知恵も必要。登記の返金につい

ては雑収入で受けるのでなく、支出をした箇所に戻すのが適切な処理方法であると
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思う。 

 委員より、水道料金累積未納額が昨年の同時期に比べて尐なくなっており、いろ

いろな対策をとられていると思うが、その収納対策の現状はどうか。②未達料金に

ついて、３団地が昨年度から給水開始され、当町の給水人口はこれ以上の伸びは見

込めないと思われるが、年間責任水量が決められている。25年度においては30万

9,725立法メートル、未達料金が658万5,000円で、これを見直してもらわないと水道

会計に大きな影響があると思うが、県などに交渉していただいていると思うがどう

か。答弁として、①収納については庁舎内でも会議も開催して検討を行っています。

平成23年ごろからは現年分の未納を尐なくする方向で取り組みをしている。繰越滞

納額についても尐しずつ減ってきた。早期に催告状や給水停止のお知らせを行い、

意識を持ってもらっている。②未達料金は年間責任水量が決められており、達しな

い分の料金を支払っている。町長から県企業庁に要望し、基本水量が１万4,300トン

必要と以前に決まっているが、県や関係市町のご理解を得て１万2,000トンにしても

らっている。新たな基本水量については今後も検討を続け、平成27年と平成32年ご

ろに見直される予定なので、見直しの要望を続けていきたい。 

 委員より、決算書10ページの給水状況の中で、有収率が下がった原因が書かれて

いるが、椿野台は冬季の工事であり、工事中に個人宅で漏水した分は含まれている

のか。答弁として、個人の金額に対する減免は行っているが、数量は尐ないが含ま

れている。 

 委員より、私が聞いたのは椿野台だけだが、他の地区でもこのようなことがあっ

たのか。答弁として、椿野台、五月台は従前の大倉のときより圧が強くなっている

ので、凍結などによる漏水が起こったのかもしれない。そのようなことは聞いてい

る。 

 以上で各決算の質疑、審査は終了し、討論なく、議第65号から議第75号まで、一

括採決を行い、起立全員にて原案どおり全て認定され、10時２分、決算特別委員会

を終了しました。なお、終了後は第二わらべ保育園、旧山中庄吉邸を視察いたしま

した。 

 以上で決算特別委員会の委員長報告を終わります。 

議長（杉浦和人君） 以上で決算特別委員長の報告は終わりました。 

 ここで暫時休憩いたします。再開は11時45分から再開いたします。 

－休憩 １１時２５分－ 

－再開 １１時４４分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 
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－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。 

 これより討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、討論を終わります。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。議第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、別に反対討論がございませんので、一括採

決いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、一括採決いたします。 

 各案に対する委員長報告は、議第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件については認定であります。各案は委員長報告

のとおり決することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立全員であります。よって、議第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、委員長報告のとおり認定するこ

とに決しました。 

 日程第４ 議第77号から日程第24 議第97号まで、専決処分について（平成26年

度日野町一般会計補正予算（第２号））ほか20件を一括議題とし、町長の提案理由の

説明を求めます。 

 また、日程第25 報第12号から日程第26 報第13号まで、専決処分の報告につい

て（工事請負契約の変更について（大谷公園グラウンドゴルフ場敷地造成工事））ほ

か１件についても、あわせて報告を求めます。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） それでは、提案理由の説明をさせていただきます。 

 日程第４ 議第77号、専決処分について（平成26年度日野町一般会計補正予算（第

２号））。本案は、平成26年12月14日に執行予定の衆議院議員総選挙の経費について

速やかに予算措置を講ずる必要があったため、地方自治法第179条第１項の規定に基

づき、平成26年11月25日に専決処分させていただいたものです。第１条のとおり、

日野町一般会計予算総額に歳入歳出それぞれ1,492万9,000円を追加し、予算の総額

を83億8,958万5,000円としたものでございます。お手元の資料により説明申し上げ

ます。４ページからの歳入歳出補正予算事項別明細書をご覧願います。６、７ペー
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ジの歳入ですが、県支出金で衆議院議員選挙委託金等として1,492万9,000円を増額

したものでございます。８、９ページの歳出では、衆議院議員選挙費として1,492

万9,000円を支出するものでございます。ご承認のほどよろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第５ 議第78号、日野町奥台財産区管理会委員の選任について。

本案は、委員の任期が平成26年12月20日で満了するため、関係区域の区長から推薦

を受けた者を選任しようとするものでございます。任期につきましては平成26年12

月21日から平成30年12月20日までの４年間となります。ご同意のほど、よろしくお

願いいたします。 

 続きまして、日程第６ 議第79号、日野町大小池財産区管理会委員の選任につい

て。本案は、委員の任期が平成26年12月20日で満了するため、関係区域の区長から

推薦を受けた者を選任しようとするものでございます。任期につきましては平成26

年12月21日から平成30年12月20日までの４年間となります。ご同意のほど、よろし

くお願いいたします。 

 続きまして、日程第７ 議第80号、八日市布引ライフ組合規約の変更について。

本案は、布引斎苑火葬場の利用に関し、近江八幡市で利用区域である平成22年３月

21日合併前の安土町の区域が平成27年３月31日をもって脱退されることに伴い、八

日市布引ライフ組合規約を変更することについて、地方自治法第286条第１項の規定

による協議があったので、同法第290条の規定により提案するものでございます。ご

審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第８ 議第81号、町道の路線の変更について。本案は、町道西

大路鎌掛線の道路改良に伴い、その路線の変更をいたしたく、道路法第10条第３項

の規定において準用する同法第８条第２項の規定に基づき本案を提出するものでご

ざいます。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

 続きまして、日程第９ 議第82号、町道の路線の廃止について。本案は、町道西

大路鎌掛線の路線変更に伴い、重複する路線の廃止をいたしたく、道路法第10条第

３項の規定において準用する同法第８条第２項の規定に基づき本案を提出するもの

でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第10 議第83号、財産の取得について（日野中学校教育用コン

ピューター機器）。本案は、日野中学校教育用コンピューター機器の更新取得をする

ため、地方自治法第96条第１項第８号および日野町議会の議決に付すべき契約およ

び財産の取得又は財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、議会の

議決をお願いするものでございます。上程した財産の取得の内容は、別添の参考資

料のとおりでございます。ご審議のほど、よろしくお願いたいします。 

 続きまして、日程第11 議第84号、行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につ
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いて。本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律、通称番号法が平成25年５月31日に公布されたことに伴い、関係する条例に

ついて必要な改正を行うため提案するものでございます。番号法では複数の行政機

関や自治体に存在する個人の情報を同一人の情報であることを確認し、特定する12

桁の個人番号を全国民に付加し、社会基盤とされることになります。こうしたもと

で、個人番号による名寄せの危険性に鑑み、個人情報のうち番号法による個人番号

を付加したものについては特定個人情報として保護措置を講じ、その取り扱いを定

める必要があるため、日野町個人情報保護条例の一部を改正しようとするものです。

また、行政機関が特定個人情報を保有しようとする場合は、番号法による特定個人

情報保護評価書を作成し、個人情報保護への影響度を分析し、取り扱う情報量等に

よっては個人情報の保護に関する学識経験のある者などに意見を聞くものとされて

いることから、日野町情報公開・個人情報保護審査会をこのための第三者機関とし

て位置づけるため、日野町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正しよう

とするものでございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第12 議第85号、特別職の職員の給与等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について。本案は、特別職の職員の期末手当の算定の割合を改

定するため提案するものです。改定する内容は、日野町職員の給与に関する条例の

例によっている特別職の期末手当の額の算定にあたって、人事院勧告に基づく国家

公務員の給与の改定にならい、算定の割合を平成26年12月に0.15月引き上げ1.525

月にするものでございます。また、平成27年４月からは６月支給の率を1.475月に、

12月支給を1.625月に改定するものでございます。ご審議のほど、よろしくお願いい

たします。 

 続きまして、日程第13 議第86号、日野町職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例の制定について。本案は、町職員の給与等を改定するため提案するもので

す。改正する内容は、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じて、平成26

年４月から給料表を平均0.3パーセント引き上げ改定し、平成26年12月の勤勉手当を

0.15月引き上げ、ボーナスを年間4.1月とするものでございます。平成27年４月１日

からは給与制度の総合的見直しにより、給与表水準を平均２パーセント引き下げ、

給料表の切りかえに伴う経過措置を３年間行うものです。その他、管理職手当を支

給割合によるものから定額支給に変更、55歳を超える職員の昇給を原則停止、管理

職員特別勤務手当の支給対象を平日深夜に勤務した場合を追加するものでございま

す。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第14 議第87号、日野町保育所設置条例の一部を改正する条例

の制定について。本案は、日野町立保育所こばと園の改築に伴い、こばと園の位置

および定員を改正するため提出するものでございます。ご審議のほど、よろしくお
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願いいたします。 

 続きまして、日程第15 議第88号、日野町国民健康保険条例の一部を改正する条

例の制定について。本案は、産科医療補償制度の見直しとあわせて、被用者保険に

おいて出産育児一時金の支給額が見直しされることから、国民健康保険においても

出産育児一時金の支給額を見直すため、日野町国民健康保険条例の一部を改正しよ

うとするものです。改正の内容は、出産育児一時金の支給額を現行の39万円から１

万4,000円引き上げ40万4,000円に改めようとするものでございます。なお、産科医

療補償制度に加入する医療機関等において産科医療補償制度に加入し出産した場合

には、規則で定めるところによりこれまで３万円が加算されていましたが、今回の

改正に合わせて、産科医療補償制度における掛金が３万円から１万6,000円に引き下

げられることとなり、日野町国民健康保険規則においても引き下げ分の減額改正を

予定しており、産科医療補償制度に加入し出産した場合の支給額は、改正前と同額

の総額42万円となります。また、国民健康保険法の一部を改正する法律の施行によ

る引用条項ずれを改めるものでございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

 続きまして、日程第16 議第89号、日野町教育委員会教員長の給与および勤務時

間等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。本案は、日野町教育委員

会教育長の期末手当の算定の割合を改定するため提案するものでございます。改定

する内容は、日野町職員の給与に関する条例の例によっている期末手当の額の算定

にあたって、人事院勧告に基づく国家公務員の給与の改定にならい、算定の割合を

平成26年12月に0.15月引き上げ1.525月にするものでございます。また、平成27年４

月からは６月支給の率を1.475月に、12月支給を1.625月に改定するものでございま

す。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第17 議第90号、平成26年度日野町一般会計補正予算（第３号）。

本案につきましては、第１条のとおり、日野町一般会計予算総額に、歳入歳出それ

ぞれ8,216万3,000円を追加し、予算の総額を84億7,174万8,000円とするものでござ

います。 

 今回の補正の主なものとしましては、国の人事院勧告や人事異動に伴う人件費に

関するものや、社会保険経費など、真に必要な経費について所要の予算措置を講じ

るものでございます。 

 ６ページからの歳入歳出補正予算事項別明細書をご覧願います。歳入の主なもの

でございますが、８、９ページの町税では、町民税で個人の所得割、固定資産税で

家屋分および償却資産分、軽自動車税の増額補正をしております。また、国庫支出

金では、障害者総合支援医療費負担金増額補正や、社会保険・税番号制度システム

整備費補助金も新規計上しております。 



1-44 

 10、11ページでございますが、主なものとしては、県支出金で障害者総合支援医

療費県費負担金や経営体育成支援金、農地集積・集約化対策事業費補助金の増額補

正をしております。繰入金では、財源不足に対忚するため取り崩しております財政

調整基金繰入金を減額補正しております。町債では、上水道一般会計出資債を新規

計上しております。 

 続きまして、歳出の主なものについてでございますが、まず、人件費関係につき

ましては、国の人事院勧告や人事異動等に伴う増額措置に伴う補正が主なものでご

ざいます。給与につきましては人件費の全てにおよぶ措置でございますので、個々

の説明は省かせていただきます。 

 まず、14、15ページからの民生費でございますが、障害福祉費の自立支援医療費

（更生医療）支給事業では、更生医療制度による生活保護受給者の医療費の支出に

対忚する費用を増額補正しております。 

 16、17ページにある衛生費でございますが、主なものとして、保健衛生総務費の

水道事業会計繰出金で主要幹線配水管の布設替事業を実施するにあたり、繰出金を

増額補正しております。 

 農林水産業費では、主なものとして18、19ページにある農業委員会費の農業委員

会運営事業では、農地法の改正に伴う農地台帳システムの整備に必要な経費を計上

しております。担い手育成対策事業では、地域の中心的な農業経営を営む方に対し、

経営に必要な設備の支援をする経費を増額補正しております。 

 土木費でございますが、主なものとして20、21ページの道路維持費の道路維持補

修事業ですが、本年の台風災害により必要が生じた忚急災害復旧や、未然に被害を

軽減するための経費を増額補正しております。 

 教育費でございますが、主なものとして24、25ページの小学校教育振興事業で、

小学校教科書の改訂に伴う教員用指導書等に必要な経費を増額補正しております。 

 そのほか、28ページからは、給与費明細書などの付属資料でございます。 

 以上、事項別明細書の説明とさせていただきます。 

 予算書の説明に戻らせていただきます。第２条の地方債の補正につきましては、

５ページの第２表 地方債補正のとおり、上水道一般会計出資債を追加するもので

ございます。 

 以上、平成26年度一般会計補正予算（第３号）の提案説明とさせていただきます。

ご審議ほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第18 議第91号、平成26年度日野町国民健康保険特別会計補正

予算（第２号）について。本案は、日野町国民健康保険特別会計予算の総額に歳入

歳出それぞれ379万4,000円を追加し、予算の総額を22億243万8,000円とするもので

ございます。 
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 今回の補正の主な内容としては、一般被保険者に係る療養給付費が予想以上に伸

びていることから保険給付費を増額し、その財源である国庫負担金等を見込むもの

でございます。また、退職被保険者等の療養給付費および高額療養費は減額を行お

うとするものでございます。 

 歳入につきましては、国庫支出金885万7,000円、県支出金194万4,000円、繰入金

1,698万円をそれぞれ増額し、国民健康保険税1,503万4,000円、療養給付費等交付金

895万3,000円をそれぞれ減額しようとするものです。 

 歳出につきましては、保険給付費1,780万円、保健事業費19万4,000円、諸支出金

10万8,000円をそれぞれ増額し、総務費７万6,000円、後期高齢者支援金等1,376万

7,000円、前期高齢者納付金等６万4,000円、老人保健拠出金6,000円、介護納付金37

万3,000円、共同事業費拠出金２万2,000円をそれぞれ減額しようとするものでござ

います。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第19 議第92号、平成26年度日野町簡易水道特別会計補正予算

（第１号）。本案につきましては、日野町簡易水道特別会計予算の総額から、歳入歳

出それぞれ50万円を増額し、予算の総額を1,364万2,000円とするものでございます。 

 歳入につきましては、一般会計繰入金で52万3,000円を増額し、前年度繰越金で２

万3,000円を減額するものでございます。歳出につきましては、業務費の需用費を50

万円増額するものでございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第20 議第93号、平成26年度日野町公共下水道事業特別会計補

正予算（第２号）について。本案は、日野町公共下水道事業特別会計予算の総額に、

歳入歳出それぞれ513万7,000円を減額し、予算の総額を８億8,507万7,000円とする

ものでございます。 

 今回の補正の主なものは、人件費の減額によるものでございます。 

 第１表の歳入につきましては、繰入金で513万7,000円を減額しようとするもので

す。歳出につきましては、下水道事業費で513万7,000円を減額しようとするもので

す。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第21 議第94号、平成26年度日野町農業集落排水事業特別会計

補正予算（第２号）について。本案は、日野町農業集落排水事業特別会計予算の総

額に、歳入歳出それぞれ187万8,000円を追加し、予算の総額を２億1,301万6,000円

とするものでございます。 

 今回の補正の主なものは、農業集落排水事業費の需用費の増額によるものでござ

います。 

 第１表の歳入につきましては、繰入金で187万8,000円を増額しようとするもので

す。歳出につきましては、農業集落排水事業費で187万8,000円を増額しようとする

ものです。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 
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 続きまして、日程第22 議第95号、平成26年度日野町介護保険特別会計補正予算

（第２号）。本案は、日野町介護保険特別会計予算、保険事業勘定の歳入歳出予算の

総額に、歳入歳出それぞれ983万1,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ

18億2,191万円に、また、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出

それぞれ92万3,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ591万6,000円とする

ものでございます。 

 保険事業勘定の主な補正内容は、総務費の人件費を減額し、事務費を増額すると

ともに、保険給付費の今日までの給付実績から今後の所要額を精査し、介護予防サ

ービス給付費、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費等を増額し、地域

支援事業では事業費の組みかえをするものでございます。第１表の歳入では、国庫

支出金198万4,000円、支払基金交付金287万5,000円、県支出金123万9,000円、繰入

金では一般会計繰入金115万円、繰越金258万3,000円を増額し、歳出につきましては、

総務費で８万9,000円の減額と、保険給付費で992万円を増額し、地域支援事業では

包括的支援事業・任意事業費の各事業の精査により、事業費を組みかえるものでご

ざいます。 

 また、介護サービス事業勘定は、介護予防支援業務の実施状況により、収入見込

み額の精査および前年度繰越金の確定により事業費を増額するものでございます。

第１表の歳入では、サービス収入を91万1,000円、前年度繰越金に１万2,000円を増

額し、歳出では、総務費で92万3,000円を増額するものでございます。ご審議のほど、

よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第23 議第96号、平成26年度日野町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第２号）について。本案は、日野町後期高齢者医療特別会計予算の総額に、

歳入歳出それぞれ221万4,000円を追加し、予算の総額を２億3,883万5,000円とする

ものでございます。 

 今回の補正の主な内容は、総務費で人件費を増額補正し、歳入で繰入金を増額補

正しようとするものでございます。 

 歳入につきましては、繰入金221万4,000円を増額しようとするものです。歳出に

つきましては、総務費221万4,000円を増額しようとするものでございます。ご審議

のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第24 議第97号、平成26年度日野町水道事業会計補正予算（第

１号）について。本案は、日野町水道事業会計予算の収益的収支の支出予定額を15

万6,000円増額し６億978万円にするものでございます。 

 主な内容につきましては、委託料の減額と舗装復旧費の増額でございます。また、

資本的収支の収入予定額を980万円増額し、8,795万2,000円にするものでございます。 

 内容につきましては、北山主要幹線老朽管更新に伴う出資金の増額でございます。
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ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第25 報第12号、専決処分の報告について（工事請負契約の変

更について（大谷公園グラウンドゴルフ場敷地造成工事））。本件につきましては、

地方自治法第180条の１項の規定により議会において指定されている事項について

専決処分したので、同条第２項の規定により報告させていただくものです。 

 専決処分した事項は、工事請負契約の変更についてで、株式会社東沢組代表取締

役、東澤博和と工事請負契約を締結している大谷公園グラウンドゴルフ場敷地造成

工事の工事内容の変更を行い、請負金額を5,640万4,080円に変更し、平成26年11月

12日に契約を締結したものでございます。 

 続きまして、日程第26 報第13号、専決処分の報告について（工事請負契約の変

更について（保育所こばと園改築工事））。本件につきましては、地方自治法第180

条第１項の規定により、議会において指定されている事項について専決処分したの

で、同条第２項の規定により報告させていただくものです。 

 専決処分した事項は、工事請負契約の変更についてで、株式会社今井工業代表取

締役、今井哲二と工事請負契約を締結している保育所こばと園改築工事の工事内容

の変更を行い、請負金額を２億809万6,560円に変更し、平成26年11月18日に契約を

締結したものです。 

 以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

 以上をもって本日の日程は全て終了いたしました。 

 ご承認いただきました日程表により、12月２日から12月14日までは議案熟読のた

め休会とし、12月15日には本会議を開き、質疑、一般質問を行いますので、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 １２時１４分－ 


