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第６回日野町議会定例会会議録 

 

平成２６年１２月１５日（第２日） 

開会  ９時０６分 

散会 １６時１１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．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（１８名） 

 町 長  藤 澤 直 広  副 町 長  平 尾 義 明 

 教育長職務代理者 
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  住 民 課 参 事  宇 田 達 夫 

 

４．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 査  山 添 史 郎 
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５．議事日程 

日程第 １ 議第７７号から議第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）および報第

１２号から報第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 

〔質 疑〕 

 〃  ２ 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）））について 

〔討論・採決〕 

 〃  ３ 議第７８号から議第７９号まで（日野町奥台財産区管理会委員の

選任についてほか１件）について 

〔採 決〕 

 〃  ４ 請願第１５号 福祉医療費助成事業に関する請願書 

 〃  ５ 請願第１６号 米価下落等に関する意見書提出を求める請願 

 〃  ６ 請願第１７号 消費税１０％増税の先送りでなく中止を求める請願 

 〃  ７ 議第８０号から議第９７号まで（八日市布引ライフ組合規約の変

更についてほか１７件）について 

 〃  ８ 一般質問 

１１番  池元 法子君 

 ３番  齋藤 光弘君 

 ９番  西澤 正治君 

 ６番  冨田  幸君 

 １番  村島 茂男君 
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会議の概要 

－開会 ９時０６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11名であります。定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元へ印刷配付のとおりであります。 

 はじめに、副町長から行政報告があります。 

 副町長。 

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、去る11月７日、滋賀県庁北新館３階中会議

室で開催されました滋賀県後期高齢者医療広域連合議会定例会の概要を報告いたし

ます。 

 まず、議案審議の前に、広域連合議会議長の任期満了に伴う議長選挙が行われま

した。選挙は、指名推選の方法により、長浜市長の藤井勇治議員が議長に選出され

ました。 

 定例議会では、橋川広域連合長から「平成25年度滋賀県後期高齢者医療広域連合

一般会計歳入歳出決算の認定について」など決算案件が２件、平成26年度一般会計

補正予算（第１号）など補正予算案件が２件と、広域連合監査委員の選任同意案件

１件の、計５件について議案が提出されました。 

 まず、議案第９号、平成25年度滋賀県後期高齢者医療広域連合一般会計、および

議案第10号、特別会計の決算についてでありますが、一般会計歳入歳出決算では、

歳入額が約１億7,300万円に対して、歳出額が約１億6,300万円であり、歳入歳出差

引額は約1,000万円の剰余となっております。 

 次に、特別会計歳入歳出決算では、歳入額が約1,395億700万円に対し、歳出額が

約1,338億5,700万円であり、歳入歳出差引額は約56億5,000万円の剰余となってお

ります。 

 なお、平成25年度の特別会計の決算審査に関しまして、監査委員から、「被保険

者および鍼灸・マッサージ等の施術所に不当利得の返還請求を行う中で、約556万

円の未収金が発生しているが、公平性の確保を図るためにも、債権管理の適正化を

図る方策を検討するとともに、当該未収金について、適切な方法により債権回収に

努められたい」とのご意見をいただいております。これに関しまして、橋川広域連
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合長から、厚生労働省の通知等に基づく適切な事務処理の実施とあわせて、債権管

理要綱を制定し、公平性の確保と適正な債権管理に取り組んでいくとの方向が示さ

れたところです。 

 次に、議案第11号、平成26年度滋賀県後期高齢者医療広域連合一般会計および議

案第12号、特別会計の補正予算（第１号）については、平成25年度の決算に基づき、

その剰余金を繰越金として受け入れるとともに、必要な予算措置が講じられたもの

であります。 

 一般会計補正予算は約845万円を増額補正するもので、歳入では繰越金を約845万

円増額し、歳出では平成25年度の国庫支出金および市町負担金の精算に伴う返還金

として、約845万円を増額されたものです。 

 特別会計補正予算では、約36億6,800万円の増額補正で、歳入の主なものは繰越

金が約36億700万円、市町支出金で約5,400万円などを増額するもので、この市町支

出金については、主に、平成25年度療養給付費市町負担金に一部算定誤りがあった

ことに伴い、市町ごとの負担金を精算するため、補正計上されたものです。 

 一方、歳出では、平成25年度国・県支払基金、市町の負担金の精算に伴う返還金

等として約30億8,600万円の増額、および給付費等準備基金積立金として約５億

8,100万円の増額を計上されたものです。 

 このうち、給付費等準備基金は、医療費の財源の年間調整を行い、財政の適正か

つ健全な運営を図ることを目的に設置されているもので、今後の保険給付費の増加

に備えて積み立てされるものでございます。 

 次に、議案第13号、広域連合監査委員の選任については、識見を有する者のうち

から選任する監査委員である内堀喜代治氏が、11月30日をもって退職されることに

伴い、後任の監査委員として、彦根市在住、若林忠彦氏を選任するため、議会の同

意を求めるため提案があったものです。 

 以上５件の議案について採決が行われ、いずれの議案についても全員賛成により、

認定、可決、同意されました。 

 なお、今回の定例議会では一般質問はございませんでした。 

 後期高齢者医療制度につきましては、制度の発足以来、今年度で７年目を迎えて

おり、ほぼ定着した制度だとして認識がされているものと感じているところでござ

います。昨年12月に公布施行された「持続可能な社会保障制度の確立を図るための

改革の推進に関する法律」に基づき、持続可能な医療保険制度等を構築するため、

現在、国の社会保障審議会等で活発な議論が行われているところです。 

 町といたしましても、今後、動向を注視するとともに、広域連合や町村会ととも

に緊密な連携協力を図りながら、制度の円滑な実施に向けて取り組んでまいりたい

と考えておりますので、引き続き、議員各位のご理解、ご協力をお願い申し上げま
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す。 

 以上、私からの行政報告とさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 副町長の行政報告は終わりました。 

 日程第１ 議第77号から議第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、各案に対する質疑に入

ります。 

 また報第12号から報第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）についても質

疑を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

 ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 皆さん、おはようございます。 

 執行部の皆様には、昨夜の選挙事務でお疲れのことと存じますが、緊張感を持っ

ての対応をお願いいたしておきます。 

 それでは、いつものように質疑に参加をさせていただき、10議案について、合計

19点の質問を行わせていただきます。 

 なお、前議会までは、質問内容を担当課長に事前通告をいたしておりましたが、

10月16日の議会報告会で参加者より、いかにも緊張感がない議会だなと受けとめて

いるとの議会傍聴の感想がございましたので、今議会より事前通告を取りやめるこ

とといたしました。このため、町当局におかれましては、緊張感を持って、私の質

問事項を聞き逃さず、答弁漏れのないよう、はじめに強く求めておきます。 

 まず、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））について、１点のみお伺いいたします。 

 補正予算書９ページ、第２款総務費・第４項選挙費・第７目衆議院議員選挙費・

第18節備品購入費60万円についてお伺いいたします。今日まで、日野町は国政選挙

のときに備品の更新をしてきたところでございますが、今回の更新物品は何であっ

たのか、お伺いをいたします。 

 次に、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）

に関しまして、これまた１点のみお伺いいたします。 

 日野町の一般競争入札の場合、工事の入札に関しましては、予定価格を事後公表

されていますが、物品の入札に関しましては、予定価格を事後公表されていません。

この教育用コンピューターの入札に関しても、そのとおりでございました。なぜ、

物品は非公表なのでしょうか。公表すると都合の悪いことでもあるのでしょうか。

この理由をお伺いいたします。この件に関しましては、日野町契約審査会の会長で

ある平尾副町長に伺います。 
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 次に、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

定についてと、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、２点お伺いいたします。 

 １点目、第１条は、人事院勧告に基づき、期末手当の支給月数を0.15月分引き上

げるものであり、すぐに理解ができるのですが、第２条の期末手当の支給月数0.5

月分引き上げ、実質的には第１条の0.15月分を差し引いた0.35月分の理由を確認い

たしたいと思います。去る７月７日の監査委員による決算審査の場で、私より、滋

賀県内の他市町との比較からして指摘し改善を求めた特別職の期末手当の支給月数

を改めようとされるものなのかどうか、確認をいたします。 

 ２点目、滋賀県内13市６町の中で、日野町と同様に人事院勧告どおりとなってい

ない市町が２市１町でありますが、これらの市町と連携して改められるのか、これ

らの市町はどうされたのか、どういう状況なのかお伺いいたします。 

 次に、第５番目の議案、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、６点お伺いいたします。 

 １点目、今から15年ほど前までは、今回と同様に、職員の給与を改正する条例が

12月定例議会に提案されていましたが、その後、近年は、期末勤勉手当の支給基準

日が12月１日であることから、11月下旬に臨時議会を持たれ、条例が改正されてま

いりました。12月議会になりますと、差額支給が必要となり、二度手間となります。

他の市町は11月に改正されておるところもございます。なぜ、日野町は、改正が今

回は12月議会となったのかお伺いいたします。 

 ２点目、0.3パーセント引き上げの俸給表の改正は４月１日にさかのぼって、平

成26年度分の期末勤勉手当は12月１日にさかのぼっての適用であり、今議会での議

決後に差額が支給されることとなります。しかし、議会採決日が今議会は12月25日

の予定でございまして、本年の開庁日は曜日の関係上翌日26日、１日しか残らない

ということとなります。どう見ても、事務的に26日の差額支給は難しいと考えられ

ます。どうお考えなのか、この点に関しましては、人事総括者の平尾副町長にお伺

いいたします。 

 ３点目、12月10日に期末勤勉手当が支給されました。管理職を除く国家公務員一

般行政職の平均支給額は、平均36.7歳で69万1,600円でありました。日野町の一般

行政職の平均支給額は、いくらであったのか伺います。 

 ４点目、俸給表の0.3パーセント引き上げにより、日野町の一般行政職員の平均

給与月額がいくらアップするのか、金額でお答え願います。 

 ５点目、期末勤勉手当の支給月数を0.15月分引き上げることにより、日野町の一

般行政職員の12月支給期末勤勉手当の平均支給額が、いくらアップするのか伺いま

す。 
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 ６点目、今議会に提案されている補正予算に、俸給表の0.3パーセント引き上げ

分と、期末勤勉手当の支給月数0.15月分引き上げ分が含まれているのか伺います。 

 次に、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、

５点お伺いいたします。 

 １点目、去る５月２日開催の第２回臨時会、保育所こばと園改築工事、工事請負

契約に関しまして質疑を行わせていただきました。この中で、こばと園の定員につ

いても伺いました。現在のこばと園の入所定員は60名であります。毎年10月１日発

行の「広報ひの」にて、翌年度の保育所入所児の募集がなされます。このことから

して、次の６月定例会か９月定例会にて、日野町保育所設置条例第２条の改正がな

されるかと思っております。そこで、何人に改正されるのかお伺いいたします。聞

き及びますところによりますと、当面は、保育所あおぞら園と同じ75人定員とし、

1.2倍の90人まで受け入れられるようにする。その後、種々の状況を勘案して、90

人定員とし、1.2倍の108人まで受け入れられるようにするとのことでありますが、

そのとおりならば、75人定員と90人定員への改正時期をお示し下さいと伺いました。

壁田福祉課長の答弁は、「蒲生議員より、こばと園の定員増の件についてご質問い

ただきました。新しい園舎ができましたことによります定員増につきましては、お

っしゃっていただいておりますとおり、75名を見込んでおります。90名までの定員

増につきましては、保育所ニーズも上がっておりますことから、近々になるのか、

もう尐し先になるのか、申し込み状況などを勘案しまして見ていきたいなと思って

おります」でありました。この答弁からして、定員は75人にされるものとばかり思

っておりましたが、なぜ最初から90人定員となったのか、お伺いいたします。 

 ２点目、施行日が１月１日となっておりますが、１月１日から受け入れ園児を増

やされるのかお伺いいたします。 

 ３点目、10月１日発行の「広報ひの」に掲載されました、平成27年度のこばと園

の募集定員は60名でありました。90名と60名の差30名について、今後、追加募集を

されるのかお伺いいたします。 

 ４点目、10月31日で、平成27年度の保育所入所児の募集が締め切られていますが、

こばと園をはじめとする各園の応募人数はどうであったのか伺います。 

 ５点目、日野町の昨年４月の待機児童は29人、本年４月の待機児童は14人であり

ました。明年４月の待機児童が、このことによりゼロになるのかお伺いいたします。 

 次に、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関しま

して、お伺いをいたします。 

 昨日、衆議院議員選挙が行われましたが、ある政党に、子育て支援策として、出

産祝い金50万円を支給するとの公約もあったところでございます。国民健康保険に

加入されている家庭は、社保といわれる健康保険に加入されている家庭に比べまし
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て、著しく出産育児一時金が尐ないなど、各種助成に大きな差があります。ばらま

きはいかがなものかとこういう思いもありますが、町単独で一定の上乗せをできな

いものでしょうか、お伺いをいたします。 

 次に、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

ついてお伺いをいたします。 

 補正予算書45ページ、第２款保険給付費・第１項療養諸費・第１目一般被保険者

療養給付費についてお伺いいたします。療養給付費が予想以上に伸びているためと

の提案説明でありましたが、まだ当町においてはインフルエンザ患者が大幅に増え

ていると、こういうふうにも聞いておりませんし、思われないところでございます

が、予想以上に伸びている内容をお伺いいたします。 

 次に、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）

についてお伺いいたします。 

 補正予算書74ページの給与費明細書を見るに、職員が４人から３人に１人減とな

り、３人の職員のうち１人は管理職手当の増からして、課長職であります。また、

もう１人も課長補佐職であります。76ページの、行政職の級別職員数からも、課長

であること、課長補佐であることが明らかであります。さすれば、時間外手当を受

ける一般職員は１人、特別に見ても２人。76ページの行政職の級別職員数からする

と、１人のみとなってしまうところでございます。人員減により、給与費が大幅減

となっていますが、時間外手当は人数が、去年は４人、それが実質上１人になって

いるのに、減となっていません。しかも、職員１人当たり、計算上このままですと

200万円であります。一般会計や他の特別会計の時間外手当と比べまして、各段に

多額となっております。３級の職員が200万円の残業、月何時間すれば200万円にな

るのでしょうか。この理由をお伺いいたします。 

 次に、第10番目の議案、最後の質問議案でございます。 

 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

いてお伺いいたします。 

 補正予算書85ページ、第１款農業集落排水事業・第１項農業集落排水事業費・第

１目農業集落排水処理管理費についてお伺いいたします。処理施設の修繕に要する

経費とのことでありますが、どこの処理場のどのような修繕なのかをお伺いいたし

ます。 

 以上、10議案、合計19点の質問について、副町長をはじめとする各担当課長より、

明解な答弁を求めます。 

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。 

 副町長。 

副町長（平尾義明君） それでは、議第83号につきまして、お答えを申し上げたい
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と思います。これは備品の購入について予定価格が公表されていないんじゃないか

というふうなことでございます。 

 よその市町も備品については公表されていないということで、私どもも公表をし

ていません。これにつきましては、備品でございますので、変動が激しいというふ

うなことで、予定価格についても公表をしていないところでございます。 

 続きまして、議第86号につきましての、２点目の、差額支給の日でございますけ

ども、25日が閉会ということで、事務的にどうするのやということでございますが、

振り込みでございますので、29日に振り込みをさせていただこうと、このように考

えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 蒲生議員から、たくさんご質問を頂戴いたしました。順

番にお答えをさせていただきたいと存じます。 

 まず、議第77号の専決処分の関係で、選挙の備品についてでございます。備品に

つきましては、記載台、そして計数器でございます。 

 それと、議第85号、特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正につきまして

ご質問をいただきました。第２条の関係でございます。ただいま蒲生議員からご質

問を頂戴いたしましたとおり、決算審査の関係で、よその市町との支給率が異なる

のではないかというようなご指摘をいただいたところでございます。ご指摘をいた

だいたとおり、それを改めようとする内容でございます。また、その内容につきま

して、よその市町との連携をしながら、よその市町も支給率が県の準則等と異なっ

ているところがあるが、そこと調整をしたのかというようなことでございます。異

なるところは、長浜市、そして東近江市、竜王町、日野町の４つの市町ということ

でございます。長浜市とは調整をしておりませんが、東近江市とは調整をさせてい

ただいておりまして、東近江市も、議会でこの部分については改正をするというよ

うなことでございまして、改正をされたというふうに認識をしておるところでござ

います。日野町の方でも、あわせて調整をしながら変えさせていただきたいという

ことで、提案をさせていただきました。なお、竜王町は、改正は今はされないとい

うふうに伺っておるところでございますが、今後、どのようにされるかにつきまし

ては、まだ承知をしていないところでございます。 

 続きまして、議第86号の、日野町職員の給与に関する条例の一部を改正について

でございます。 

 まず、差額支給が生じる改正案につきまして、12月議会でなぜというようなこと

でございます。前回の差額支給が生じた給与改正につきましても、確か12月改正で

提案をさせていただいておりますので、同様に12月で提案をさせていただいておる

というようなことでございます。 
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 あと、12月10日のボーナスの支給についての一般職の額はいくらかというような

ことでございますが、平均につきましては、67万8,000円でございます。0.3パーセ

ントの引き上げについての、平均いくらかというようなことでございます。全体で

の給与の、一般職員の人件費の給与に対する影響額につきましては、264万7,000円

でございますので、平均をいたしますと、約１万2,000円の引き上げになるという

ことでございます。また、今回の0.3パーセント分、そして合わせまして期末勤勉

手当の0.15月分、両方とも関係をいたしますが、期末手当で59万3,000円、勤勉手

当で1,087万7,000円、そして共済費295万9,000円、合わせまして約1,700万円の影

響額がございます。そうしたことから、勤勉手当の0.15月分の引き上げは、平均で

約５万円というふうに考えております。また、0.3月分の引き上げ分は、今回の補

正に含まれているのかというようなことでございますが、先ほど申し上げました影

響額につきまして、今回の補正で計上させていただいておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 蒲生議員より、５点の質問をいただきました。 

 １つ目は、75人のところ、最初から90人定員にということでございますけれども、

75人定員、90人定員も同じなんですけれども、定員を増加しますと、保育士数も増

えますことから、75人の定員でと考えておりました。10月末の申し込み状況が多か

ったので、定員数を増やさないと待機児童が増えるのではないかという状況から、

この議会で最初から90人の定員ということでお願いしたいと思っております。 

 １月１日から増員されるのかということでございますけれども、定員の中での保

育が望ましいと考えておりますけれども、現在も定員の1.2倍の入所児を受け入れ

ているところでございます。家庭の事情などにより、緊急に受け入れなくてはなら

ない児もございますので、その対応ができるのではないかと考えております。 

 27年の入所児の追加募集についてでございますけれども、先ほども答弁させてい

ただきましたけれども、今年度の入所申し込み状況が多ございましたので、追加に

募集というふうには考えておりません。 

 ４番目の、各園への募集申し込みがあった希望の数ということになります。これ

からまだ調整などしていかないといけませんので、この数がそのままということで

はないんですけれども、あおぞら園で93名、さくら園で50名、こばと園で103名、

わらべ保育園で109名、第２わらべ保育園で98名、合計453名となっております。 

 待機児童の件につきましてですけれども、1.2倍の保育をしますと、数字上は、

453人は預かれるのではないかということになりますけれども、今回申し込みのあ

りました中で多かったのが、やはり昨年同様０、１、２歳でございます。そうしま

すと、そこには保育士定数がございますので、その方たちを全部受け入れるという

ことはございませんので、待機がゼロというふうにはならないことになります。 
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議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（高橋正一君） 蒲生議員から２点ご質問いただきました。 

 まず、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

の議案の中で、出産一時金につきましてのご質問をいただきました。 

 国保と他の健康保険組合との比較ということでご質問いただきましたが、他の健

康保険組合との比較につきましては、ちょっと私、今のところ把握はできておりま

せんが、この国民健康保険に関します出産一時金につきましては、今年平成26年４

月21日の社会保障審議会医療保険部会において、このような産科医療制度の掛け金

とともに、出産一時金を見直して、総額42万円を維持するということが決定をされ

たところでございまして、町の国民健康保険としても、それに基づいて変更したい

と思っております。現在のところ、町単上乗せで支援を増額するということは考え

ていないところでございます。 

 ２点目に、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）についてご質問いただきました。 

 医療給付費の増額についてでございますが、大幅な増額はどういう理由かという

ことでございます。これという理由というものは、今のところつかんでおらない状

況でございますけれども、レセプトを見ていますと、数十万円単位のレセプトの数

が非常に今年度多いと、そういうことで、内容はいろいろですけれども、そういう

何かが流行したからということではございません。そしてまた、平成25年度の給付

費につきましては、平成24年度よりも尐し平均下がっていたとそういうこともござ

いまして、今年度は平成25年度で９月現在の平均額で約8,600万円でございました

が、今年度は９月現在で9,640万円程度のアベレージ、平均になってございますの

で、そういうことで支給額が上がってきておりますので、補正をさせていただいた

というところでございます。 

議長（杉浦和人君） 上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） 蒲生議員さんの方から、議第93号、平成26年度日野

町公共下水道事業特別会計についての、時間外手当についてのご質問をいただきま

した。 

 これにつきましては、公共下水道の担当職員、今ご指摘のとおり、課長を含めて

参事、そしてあと職員が２名ございます。農村下水道との関連から、１名の職員が

半年ずつの給与を計上しておることから、11月１日については、こういうような課

長、そして参事１名という形になっております。 

 時間外についての関係で、設計、またはそして急遽事故等起こりましたら、上下

水道課の職員、課長含めて全て８名ですので、いろいろな状況の中で助け合いとい

うことも出てまいりますので、ここに主任勤務は１名という形で上がっております
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けれども、実際２名の職員がおりますので、今申し上げましたような形での、11月

１日時点での職員の明示がここにされておりますので、１名が時間外という形での

数字で上がっておる状況ではございません。 

 それと、２点目の議第94号の農村下水道の修繕の費用についてでございますけれ

ども、これにつきまして、現在、当初予算を約770万ほど計上させていただいてお

りまして、現在、費用が150万ほどしか残っておりません。この辺につきましては、

今年度いろいろな落雷や大雤の関係やらで修繕がかさみまして、現在残っておるの

が150万ということで、今後予想される、どこというご質問をいただきましたんで

すが、どこという形ではございませんので、今後、修繕がまた発生すると、費用と

してかさんでくるので、250万円の計上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） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、何点か再問をさせていただきたいと、かように思

います。 

 まず、副町長がお答えになりました議第83号、財産の取得の件についてでござい

ます。変動が激しいため、これは理由にならないと、かように思います。予定価格

を決めて、一定の価格を決めて、そうして入札を執行をすると。これが当たり前の

ことでございまして、価格というものがあるはずでございます。変動が激しいため

に事後公表しない、これは理由にならないと思います。もう一度、きちっとした答

弁を求めるところでございます。 

 次に、議第85号につきまして、もう一度確認をしたいなと思いますが、議第85号、

特別職の職員の給与に関する条例についてでございますが、またこれを議第89号に

も関連してでございますが、12月11日の中日新聞に、県と19市町の首長、職員の冬

期ボーナス支給額と、その記事が掲載をされていました。その中で、最低額は藤澤

直広日野町長の109万8,000円と、こうあったところでございますが、明年からこれ

を改正することによって、県下の最低額から脱出できるのかどうか、確認をいたし

ておきたいなと、かように思います。 

 次に、議第86号でございます。11月下旬になぜされなかったのか。これは日野町

以外で、たくさんもう既に12月10日のときに、新たなアップした金額でボーナスを

支給されるところが、たくさんございます。後で、新聞に公表されておりましたの

で、既にご存じであろうと、こういうふうに思いますが、東近江市なんか、もう既

に新たな変わった額でされておる、こういうところでございます。総務課長の答弁

は、前回と同じようにしたと、こういう答弁。私が聞いているのは、こうすること

で二度手間になるので、そういうことはやめたらどうかと。実質上、差額支給が12

月29日、先ほど副町長の答弁では12月29日になると、こういうところで、この冬期

休暇に入ってから振り込みになると、今まではこんなことはなかったと思います。



2-13 

もしあったのなら、いつあったか、お答えをいただきたいなとこう思いますが、こ

ういうような事態を起こさない。今は、かつては給与というのは、基本的には現金

支給、これが基本でございます。町長はよくご存じであろうと思いますが、これを

振り込みなったからであると。これは基本的に給与の支払いの根本からすれば、間

違っているのと違うかなと、こういうふうに思います。 

 この議第86号に関しまして、先ほど１人当たり67万8,000円と。これは年齢を言

うてもらわなかったら、高いのか安いのかさっぱり分かりません。平均年齢が抜け

ておりましたので、平均年齢をお答えいただきたいなと、こういうふうに思います。 

 次に、議第87号についてでございます。確かに、壁田課長がお答えになったよう

に、保育士に非常に影響をいたします。だから、そう私もなると思います。という

か、90人ということは、保育士の増員、当然、増員しなければならないんですが、

その募集をされているということが見られないところでございますが、どういうこ

となのかな。その点をお聞きしたいなと、こういうふうに思います。 

 次に、議第88号でございます。町単での上乗せは難しいと、こういうところでご

ざいますが、私が言っているのは、子育て支援策として国保家庭の方にも、一定の

配慮が町単でできんもんか、こういうふうに申し上げておるところでございまして、

そういう施策を今後考えていく気があるのか、ないのか、その点も伺っておきたい

なと、かように思います。 

 次に、議第93号についてでございます。どうも回答に私は納得ができないところ

でございます。この補正予算書76ページを見ていただきたいと思います。76ページ

のウで、25年11月１日、これは半年ごとに変わると言われたから、去年11月１日現

在は４級が２人、３級が２人、時間外手当の対象者が４人。今回は６級が１人、５

級が１人、３級が１人、時間外手当の対象者は１人。よしんば、先ほど答弁があっ

たように、２人としても、１人当たり時間外手当が100万円。実質上は、去年は４

人で200万円、１人50万円。今年は２人としても100万円、倍額だと。１人としては

200万円。物すごいアップです。こんな補正予算の組み方があるのかな。どういう

ことでこういうふうなことになるのか。これぐらいのこと、きちんと答弁いただか

んと、後のいろいろな会計を見たら、こんな数字になっていない。200万円という

のがどこにもあらへん。こんな予算があるのかどうか。これは先ほどの答弁は全く

納得ができません。そして、これは200万円ですよ。１人やったら、単純に言うて

１時間2,500円として、１万円で４時間、２万円やったら８時間。200万円と800時

間か。800時間になりますね、単純計算、町長は頭がいいからすぐできるか分かり

ません。800時間になる。こんな労働過重をさせていいんですか。この点は平尾副

町長に伺います。 

 さっきの細かい点は、担当課長からお伺い願いたいと思います。 
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議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君の再質問に対する当局答弁を求めます。 

 副町長。 

副町長（平尾義明君） まず、議第83号の件でございますけども、単価のばらつき

というふうに申し上げました。工事の場合、積算につきましては、統一単価がござ

いまして、材料費も、県から、国からの指示がありまして、その単価に５係を掛け

て予定価格設計額を決めて、予定価格を決めているというふうなことで、一定基準

がありますので出ます。 

 しかしながら、この物品等につきましては、いろいろなところから見積り、物価

額が載っているものはよろしいけれども、載っていないものについては、いろいろ

なところから参考見積り等をとって積算をして、予定価格を決めさせていただいて

いるというふうなことでございます。先ほど言いましたように、このコンピュータ

ー等につきましては、非常に単価の変動がございますので、この中で予定価格を公

表してしまいますと、どうしても高どまりになるというふうに考えているところで

ございます。こういったところで、予定価格を公表していないというふうに認識を

しているところでございます。 

 続きまして、議第86号につきましての、日野町の職員の給料に関するところの差

額支給の件で、25日に閉会で、26日に事務をさせていただいて、うちところも給料

振り込みというふうな形で、29日に振り込みをさせていただこうと、こういうふう

に考えていたところでございます。議会も間近でしたし、人勧は早く出ていたんで

すけれども、そういったことの認識はどうやったかということを、また現金支払い

というふうなことの原則からいいますと、議会のところについても、私どもも再認

識をして、臨時会を開いた方がよかったか、また今後考えてまいりたいと、このよ

うに考えております。 

 議第93号の件でございます。確かにおっしゃるとおり、時間外で200万というこ

とで、いつも課長会等でも、時間外を尐なくするようにというふうなことで、体の

関係もございますので、管理職の皆さんには周知を徹底をさせていただいていると

ころでございます。そういったことで、今回そのような補正をさせていただきまし

た。今後また勉強してまいりたいと、このように思います。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 保育士の数でございますけれども、通常の職員の採用の

ときに、保育士の方の採用も募集していただいておりまして、その数につきまして、

90名定員ということになりましたら、保育士数がこれぐらいは増えるということも

調整しながら、ちょうど採用の結果というか、数を出す時期と保育所の申し込みの

時期等が合いましたので、その話も含めてさせていただきました。 

 また、それ以外にも、障がい児の加配ですとか、そういうことにつきましては、
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これから調整した中で、また募集もしていかなくてはいけない部分もあるかなと思

っております。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 蒲生議員から再質問を幾つか頂戴をいたしました。 

 まず、議第85号の特別職の関係でございます。 

 今回の改正によりまして、県の準則に倣わせていただく改正ということでござい

ますので、改正後につきましては、日野町の首長につきましても、県下で最も低い

というようなことにはならないというふうに考えておるところでございます。 

 続きまして、議第86号の件でございます。 

 議会の提案時期につきましては、先ほど平尾副町長の答弁もございましたとおり、

議会の開催時期の関係というようなこともありまして、臨時議会のこともございま

す。そういったことも含めて、また検討させていただきたいと思いますが、先ほど

答弁させていただきましたとおり、前回12月でさせていただいたというようなこと

で、同じような対応をさせていただいたというようなところでございます。 

 また、一般職の職員の冬期のボーナスの平均給与につきまして、67万8,000円と

申し上げましたが、それでは何も分からないということで、日野町の職員の一般職

員の平均年齢につきましては42歳８カ月でございます。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（高橋正一君） 蒲生議員から、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で、再質疑をいただきました。 

 子育て支援の充実に向けての国保会計での取り組み、考え方はどうかという、そ

ういうことでございます。子育て支援の充実につきましては、各それぞれの町の中

の施策で、それぞれに充実に向けて取り組んできているものというふうに考えてお

ります。福祉医療助成につきましても、子どもの福祉医療につきましては、小学校

１年生から３年生までの医療費について充実をするということで、10月１日から始

めさせていただいたところでございますし、その他にもさまざまな福祉医療、子育

て支援の充実策ということで、実施をさせていただいているものというふうに思っ

ております。そういう中で、国民健康保険の会計の中で何かできることがあれば、

そういうことについては、また研究をしてまいりたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） 蒲生議員さんの方から再質問いただきました。 

 公共下水道の時間外手当の関係でございます。先ほど申し上げまして、ご指摘い

ただいたとおり、昨年４名で、今年度、11月１日現在では、半年、４月から９月ま

での分が２名で、10月以降は農村下水道で0.5人見ておりますので、コンマ１名と

いう形で上がっておりまして、一応２名でございますけれども、昨年度から比べる
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と、時間的には相当仕事的に大変な状況になっておりますけれども、その辺の金額

的なものについては、今後、十分精査して、ご指摘のとおり勉強していきたいと思

います。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 再質問の答弁をそれぞれいただいたところでございます。 

 議第83号について、副町長よりこれも答弁をいただきましたが、コンピューター

の購入であり、単価等変動が分かりにくいと、こういうところでございます。 

 じゃ、今後、自動車等の購入が出てまいります。来年には西大路の消防車も購入

していただけると、こういうふうに思っておりますが、自動車ですと、単価ははっ

きりしてまいります。こういう場合、公表されるのかどうか。今、コンピューター

だからやむなくしなかったのか。あと、いずれ単価がはっきりしてまいります自動

車等になるとしていくのか、その点をお伺いいたしておきたいなと、かように思い

ます。 

 議第87号でございます。保育所の数でございますが、非常に、今どの市町村も、

子育て支援策として保育所の充実がされてきておりまして、どの市町村でも、保育

士の臨時やパートは取り合いの状態でございます。そうなってまいりますので、早

いこと手当てを打たなければできないと、こういう状態でございます。十分その点

はご存じだと思いますが、早くからきちっとした形を、また一定の単価も上げない

とできないと、こういう点もございます。それらは財政とご協議いただきまして、

一日も早く取り組みをされるようお願いをいたしておきます。 

 議第93号については、まだ納得はできません。なんで、じゃ、農業集落排水事業

がどないなってんねん。比べれば分かりますやん。ほんで、公共下水だけでしょう、

こんなんやったのは。今、補正予算を出すとき何でできないのか。今後、精査する

なら、今しとけばいい。全く納得ができません。再度お伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（平尾義明君） 議第83号につきましてご質問がございました。これにつき

ましては、私が言っていますのは、備品購入の場合でございます。今回はコンピュ

ーターと申し上げました。備品については、何度も言いますが変動が激しいので、

予定価格を公表しますと、次回そういうような高どまりになるというふうなことを

考えていますので、今後は検討してまいりたいと、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） 上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） 公共下水道の職員手当の関係ですけれども、２名と

いう職員の中で、緊急に、水道の方もそうなんですが、事故といいますか、機械の

点検等の関係で故障が起こったりというようなことで、時間外に待機でずっと対応

しておるんですが、そういうような中で、２名で対応できないような状況も今まで
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出てきております。そういうような場合、上下水道課の中で助け合い、やっておる

ところでございます。そういうようなことが、いつどういうような形で起こるか分

からない場合について、この辺、公共下水道の管理をしていく中で、そういう時間

外が必要になってくるということも考えられますので、当初見ておる状況の中で、

今回そのままの予算化をさせていただいて、それでまた３月にはきちっとした形で

精査をさせていただいて、提出させていただかんならんという状況になるかもしれ

ませんが、その辺、どうかご理解をよろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） もう４回目になりますので、できないところでございますの

で、あとは委員会審議に委ねることといたします。 

 今の公共下水道については、きちっとそのときに答えられるようにお願いをいた

しておきます。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑はありませんか。 

 ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 皆さん、おはようございます。 

 ４点について質疑をさせていただきます。 

 議第81号、町道の路線の変更について質問させていただきます。 

 道路改良に基づき町道変更と聞きますが、なぜ、起点、終点が変更になったのか

伺います。伺っているところでは、町道西大路鎌掛線と整合させるためということ

で伺っておるんですが、もう尐し詳しくその辺のところをお聞かせ願いたいと思い

ます。 

 次に、議第83号、財産の取得について質問をいたします。 

 この財産取得は、日野中学校教育用コンピューター機器の更新とありますが、こ

の何年の経過での更新をされるのか。そして教育用タブレットパソコン41台、教師

用パソコン、タブレットパソコン10台とありますが、従来からの台数と比べるとど

のように変わったのかと、ほかの機器についてもどうなのかということをお尋ねし

ます。今後、タブレットパソコンの台数を増やす計画はないのかということと、タ

ブレットパソコンを使用することで、どのような成果を見込まれているのか、お伺

いをいたします。 

 ３つ目に、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質問いた

します。 

 番号法の改正に伴う厳格な保護規定をするものと聞きますが、個人情報保護は、

日野町情報公開個人情報保護審査会条例の一部を改正することで法が守られるのか、

お伺いをいたします。 
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 ４つ目に、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

定についてでありますが、人事院勧告等に準じて、民間企業との差を埋めるため職

員の給与を改定する、７年ぶりの引き上げとお聞きいたします。給与引き上げとな

ったのは大手企業で、ほとんどの中小企業の社員、非正規社員、パート、アルバイ

ト社員は、実際のところ上がってはいません。こうしたことから、住民目線からす

れば納得のいくものではなく、理解してもらえないのではないかと思います。人事

院勧告に準じての改正でありますし、公務員の給与を上げることで景気対策の狙い

もあるかと思いますので、反対するものではありませんが、藤澤町長に、この職員

の給与改正についての見解をお尋ねいたします。 

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。 

 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 齋藤議員さんの方から、議第81号、町道路線の変更

についてご質問いただきました。 

 起点、終点の変更をなぜされるのかということでございます。これにつきまして

は参考資料の図面がございますが、現在の町道というのは、町道大窪音羽線、ちょ

うど満田製茶さんの付近ですが、そこが起点になりまして、鎌掛地先の町道の原小

野線が終点になっております。 

 今回、町道の西大路鎌掛線を施工、または用地買収をするにあたりまして、バイ

パス区間がございます。そのために、町道の改良の起点につきましては国道477号

から、終点については県道の主要中央道土山蒲生近江八幡線の、日野東部農道との

交差点部分が終点になります。 

 そのことから、今回町道の変更を、起点を国道477号に起点を移しまして、終点

についても、西大路鎌掛線の計画に合った、県道土山蒲生近江八幡線と日野東部農

道の交差点付近に終点を変更させていただくものでございます。 

 そのことによって、町道西大路鎌掛線として１本の路線で、今後、計画を進めさ

せていただきたい。または、用地買収についても、税務署との協議の中で、収用法

に載せた形で用地買収をスムーズに進めたいという思いでございますので、よろし

くお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課長。 

学校教育課長（望主昭久君） ただいま質疑をいただきました議第83号、財産取得

のコンピューターパソコンに関することでございます。 

 このコンピューターにつきましては、平成20年に整備をしておりまして、21年か

ら５年たって、今年度に再整備をするというものでございます。 

 当時買いましたパソコンでございますが、子どもさんが使われる41台については、

変更がございません。そのまま41台で購入させていただきます。 
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 当時、教師用もそのコンピューター教室の方で対応しておりましたが、今回タブ

レット型ということで、外に持ち出せるというタイプになりますので、教師用とし

て、今回は10台買わせていただくことになっております。 

 タブレットを今後、増やす予定ということでございますが、現在、タブレットで

のＰＣ教室の整備をさせていただいて、今後、どのような展開ができるのかを見き

わめながら、再整備の方についても、再整備というか追加の方で考えさせていただ

いておりますので、今現在は、すぐに増やすということは考えておらないところで

ございます。 

 成果につきましても、タブレット型を今後、小学校でも整備をしていきたいなと

いう思いを持っていますが、今後、成果が出るように、十分に研究の方も深めてい

きたいというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（古道 清君） 議第84号、番号法に伴います保護規定の厳格化が担

保できるのかというご質問でございますが、社会保障・税番号制度につきましては、

複数の機関に存在する個人情報、住基情報であったりとか税情報、所得税の情報、

住民税の情報、年金など、１つの個人番号をもって同一人の情報であることの確認

を行うということで、個人番号を通じて、複数機関にある個人情報を集約できるこ

とから、個人番号を含む個人情報を特定個人情報と規定して、その管理をより厳格

化に法律の中でしているという状況でございます。これに伴いまして、条例におき

ましても、従来個人情報という規定の中で条例を定めておったわけでございますが、

個人情報の中に、さらに、個人番号を含む情報については、特定個人情報として規

定しまして、法律に準じて詳細規定を定めたという状況であります。 

 また、事前の特定個人情報を収集、あるいは利用するにあたりましての評価とい

うものを行いますので、その評価によって、より安全性を高めようということにな

っております。この評価を各自治体でも行いますことから、個人情報保護審査会の

方につきましても、その評価に関しての審査を行っていただくということで、今回

改正の規定をお願いしているものでございます。 

 いずれにしましても、また、特定個人情報保護に関しましては、罰則強化という

形で、法律においても罰則が設けられ、これに準じて条例においても対処するもの

でありますので、一定法律に基づいて、準じて保護規定、保護の厳格化を図ってい

るという状況でございますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 職員の給与改定について、齋藤議員の方からご質問をいただ

きました。 

 日野町の職員の給与につきましては、国の人事院勧告に基づくといいますか、尊
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重する形で、日野町において実施をしていくということについては、長年こうした

形でやってまいったところでございます。 

 ご承知のように、公務員の労働基本権が制約をされている中で人事院勧告制度が

あり、それを尊重して政府も実施をされると。また、県には県の人事委員会があっ

て、その勧告に基づいて県職員が処遇をされる。私ども市町村の職員は、人事委員

会を持っておりませんので、国の勧告に基づいて、それを尊重する形で実施をして

いくということを、長年やってまいったところでございます。 

 そういうことから、人事院勧告が、職員にとってよいときもよくないときも、そ

れを尊重するという形で労使の話し合いもしながら、議会にお願いをいたしておる

ところでございます。 

 そうした中で、今回0.3パーセントの月例給のアップと、さらに勤勉手当のアッ

プということになったわけでございまして、それをお願いしております。一方で、

今回の国の勧告では、地域における給与の格差を是正するということから、都市部

に地域手当を割り増ししてするということになっております。そういう勧告が出て

おりますので、例えば、東近江市などは、３パーセント、今までなかった地域手当

が措置をされるという勧告になっております。その財源につきましては、国全体の

中では、給与制度全体の見直しということで、トータルの給与表を、来年４月から、

特に壮年層以降、中年層以降を中心に切り下げるという財源をもって、地域手当に

積んでいくというような勧告となったわけでございまして、日野町は、この地域手

当の勧告がなかったことから、結果として、給与制度見直しの中での、全体として

の４月からの引き下げもせざるを得ないと、こういうことになったわけでございま

す。経過措置が３年間あるわけでございますけれども、給与制度上につきましては、

今回26年度分についてアップはするわけでありますが、給与制度上、地域手当が上

がったところ、ついたところと、つかなかったところで、結果として職員の給与に

ついては、なかなか全体としては厳しいものになっておると、こういう回答でござ

います。 

 ところで、今お話がありましたように、大企業は別として、民間の中小の方や非

正規の方については、なかなか給与が上がるという実態ではないのではないかと、

こういうことでございます。まさにこの間、地方に景気回復の実感がないというこ

とが言われてきたわけでございますし、一方で、非正規労働者が増えている、こう

いうことも現実であるわけでありますので、そういう意味では、トータルで地方に

も景気の回復基調がしっかりと光が当たるということ、さらには非正規が増えるん

じゃなくて、正規職員が基本というような状況をつくることが、内需の拡大の意味

も含めて大事なのではないかと、このように考えております。 

 日野町も、現在はこうした職員の給与については、人事院勧告に沿って実施をし
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ながら、また非正規の方についても町政を支えていただいておりまして、先ほど蒲

生議員もご指摘されましたけれども、保育士等の賃金については、近隣市町との状

況もしっかり見ながら、人材確保ができるように取り組んでまいりたいと、このよ

うに思っております。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 再質問はいたしませんが、議第84号の番号制につきましては、

個人情報保護というのが一番心配されるということでありますので、その辺の管理

の方をしっかりとしていただくということでのお願いをしておきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） １点だけ質問したいと思います。 

 今、齋藤議員の方から、マイナンバー制度について尐しばかり質疑があったわけ

でございますが、この議第84号、行政手続における特定の個人を識別する番号とい

うことで、法律が制定されておるわけでありますけれども、これにつきましては、

私も一般質問でしたわけでありますけれども、国の方で決まったことでありますの

で、粛々と進めていくということでございます。 

 ここにきまして、こういうことでありますけれども、2013年５月に法案が成立い

たしまして、４年以内に全面実施するということでありましたけれども、またその

中でシステムの改修とか、あるいは整備とか、そうしていく中で、やはり相当な人

的な労力が必要ではないのかなと思います。そうした負担と経費の財源は、自治体

にどのように影響されるのか、自治体の負担はないのかということをお聞きしたい

なと思いますし、今、いろいろな関係で、システムの共同化の自治体クラウド等へ

の取り入れということで、それについての影響はどうなのか。また、個人番号の通

知や個人番号のＩＣカード等によりまして、基本は４情報とマイナンバーが印字さ

れるということでございますけれども、当町といいますか、そのほか、何か追加さ

れるようなことはあるのか、お尋ねしたいと思います。 

 今、ご質問がありましたように、やはりこのマイナンバー制度につきましては、

情報の漏えいなどプライバシー等の危険性があり、特に今回は、民間参入となりま

すと、特に民間業者の取り扱いにおいて従業員を雇う事業者は、全て個人番号関係、

実施事務者、また従業員もそうでありますけれども、そういう番号を実施者として

提供を受けるわけでありますから、非常に危険だと思うわけでありますけれども、

そこら辺についてお尋ねしたいなと思います。 

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

 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） ただいま東議員から、議第84号にかかわりまして、シス
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テムの改修経費の負担等についてのご質問をいただきましたので、その点につきま

してお答えをさせていただきたいと思います。 

 社会保障・税番号制度に対応するための経費というようなことでございますが、

総務省関係の改修経費で約2,000万、厚生労働省関係の改修経費で約3,000万、合わ

せまして5,000万の改修経費を見込んでおります。総務省分の改修につきましては、

26年、27年の２カ年で、厚生労働省の分は26年から28年の３カ年の計画となってご

ざいます。 

 財源につきましては、総務省分につきましては、基本的に補助対象分は10分の10

の対象になるということでございますが、補助対象外の経費も一定出てくるのでは

ないかと、このように考えてございます。厚生労働省の分の経費につきましては、

補助対象経費の３分の２が補助の対象になるというようなことでございます。 

 自治体クラウドの予算案との関係でございますが、当初は全体の自治体クラウド

の導入の経費に見込んでおったところですが、補助金の対象分があるというような

ことで、別途に対応する必要が生じましたので、９月の補正予算で、一般会計分に

つきましては予算現計の中で対応をするということといたしまして、特別会計の分

は、９月の補正で歳出予算を計上させていただいたところでございますが、今年度

分の総務省分、厚生労働省分の補助の額が確定をいたしましたので、今12月補正で

その補助金分を現在見込ませていただいておるところでございます。 

 また、それに関しましての労力の負担につきましては、クラウドとあわせまして

一体的な対応、クラウドの導入の中で、マイナンバーの分についても、できること

は一緒にやっていくということでございますので、かなりの負担になっておること

は事実でございます。そういった面で、一定の時間外もいっているのかなというふ

うに考えておるところでございます。 

 また、独自利用につきましては、コンビニ交付等を現在検討しておるということ

で、具体的な作業にこれから入っていくのかなというふうに考えておるところでご

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） まず、個人番号カード、通知カードの利用について

ということでありますが、通知カードにつきましては、全ての住民の方、国民の方

に個人番号を通知するということで、住所、氏名、生年月日、性別と個人番号とい

う５つの情報が印字されたカードが郵送とされることになります。これにつきまし

ては、あくまで番号の確認という意味合いを持っておるわけでございますので、本

人確認等におきましては、別途定められる書類等の提示よって、本人確認の材料を

得るという性格のものです。 

 個人番号カードにつきましては、さらに各個人さんの判断、希望によりましてカ
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ードを交付するという形で、先ほどの５つの情報に加え、顔写真が入っているとい

う状況であります。 

 このカードにつきましては、ＩＣチップを使ったカードということになりますの

で、このＩＣチップにつきましては、空き容量というのがございますので、そこを

どう使うかによって、カードの利用範囲が広がると。ここはカード利用と申します。

それで、基本的に個人番号カードにつきましては、法律の中で申し上げますと、あ

くまで番号を通じて、いろいろな情報を各行政機関でひもづけするということで、

各行政機関が全ての情報を握るわけではなくて、あくまで番号を通じて集めるとい

うことと、それを使うということになりますので、それっきりのものになります。 

 それで、個人番号カードには、そのＩＣチップがありますが、そういう全ての情

報が入るわけではございません。今、申し上げました５つの情報がひもづけして印

字されているということと、あと、空き容量を使って独自利用するわけであります

が、本人確認の役割、２点目は、町独自で利用する場合ですと、先ほど総務課長が

申し上げましたコンビニ交付等に使える可能性もあるということで、この辺につい

ては、また現在検討中であります。 

 それから、もう１つの機能としましては、公的カードの一元化ということで、こ

れは国の方で、まだ今後検討されるわけでありますが、健康保険証であったりとか

免許証と一体化させるという考え方もあります。 

 それからもう１つは、官民でのカードの一元化ということで、学生証であったり

とか診察券に使う。それは、あくまで個人番号を通じて集約されるものでなくて、

ＩＣカードの中にそれが含まれるということになります。 

 ということでありますので、個人番号カードにつきましては、厳格に今、個人さ

んも管理をしていただかないといけないという筋合いのものとなってまいります。 

 次に、従事者等の機密保護ということでございますが、社会保障・税番号制度の

法律の中におきましては、当然、この個人番号を通じての個人情報の提供、利用、

収集等について厳格に定められております。これに基づきまして、条例についても

あわせて定めさせていただくということになっておりまして、特に社会保障・税番

号制度法におきましては、25条の中で、法人従事者の情報提供ネットワークシステ

ムにおける、法人従事者の機密保護が定められていたりとか、あるいは法律の67条

から69条におきましては、そういう業務にかかわる方々の罰則規定の強化という形

でうたわれております。 

 また、個人情報保護条例、日野町の条例におきましては、従来から、第10条の中

で委託業務に伴う措置であったりとか、27条において罰則規定が設けられておりま

すので、特定個人情報につきましては、個人情報の１つのものという捉え方をして

おりますから、その中であわせて、そういう措置の厳格化ということを考えている
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ということになります。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 個人番号のカードでありますけれども、いろいろな学生証と

か免許証とか、そういうのがつけられるということでありますけれども、それはも

ちろん個人が要求されて、されると思うのであります。余り私はプライベートなこ

ともありますので賛成はしませんけれども、これは個人の要求があればできるのか

ということをお聞きしたいということと、今回は社会保障・税番号制度、そこら辺

のところではありますけれども、今後のいろいろな関係で、もっともっと増えてく

るのかなという思いはあるんです。国が決めることなので仕方ないにしても、幅広

くいろいろなことを法制化されるのは余りいいことないのかなと思いますけども、

そんな中で、罰則規定は設けられておりますが、個人番号を従業員が事務者に提供

するわけでありますので、どうしても、そこら辺はいろいろな広がりで、そういう

漏れていくのでは、漏えいしていくのではないかなという思いがあります。今ここ

の参考資料の中には、外国の導入されたところが載っているわけでありますけれど

も、そこら辺での問題、アメリカとか、問題になっております韓国とか、そういう

ところら辺の問題点はどういうものがあるのか、また、この中を見ていますと、先

進国でありますイギリスはないわけでありますけれども、そこら辺の状況はどうな

のか分かればお聞きしたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（古道 清君） まず、民間利用の部分でありますが、これはあくま

で、まだ政府段階において検討されているということで、当然、政府の段階におき

ましても、個人情報保護評価委員会というのがありますので、そこで議論されて決

められていくということになろうかと思います。 

 それで、あくまで、通知カードじゃなくて個人番号カードを持つこと自体が、個

人の要求に基づいて発行されるということになりますから、その前提となりますし、

また、仮にＩＣチップの空き容量の中に、個人のそういう情報を入れるとしますと、

それはあくまで個人の要求に基づいてされていくということになります。 

 それで、さらにそこに入っているから、個人番号につながっていくというもので

はありません。単なるカードの中に情報が入るというだけですので、つながってい

かないものだということになります。 

 それから、事業者の個人番号での管理につきましては、当然、例えば、源泉徴収

を受けた場合なんですが、その場合は、税務署の方につながっていくという関係が

ありますので、所得把握という意味で、個人番号の申告を事業者さんに対して、し

てもらわないといけないことになります。そういった場合でありますが、紙ベース

でもって電子情報にかえられると思いますが、そこの管理につきましては、それ以
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外に使ってはいけないし、漏らしてもいけないということが、厳格に法律の中で決

められております。 

 それと、各国の状況でございますが、国内の状況だけ調べてございまして、まだ

十分把握しかねておりますので、これにつきましては委員会の中でもまた研究させ

ていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 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、尐しばかり質疑をさせていただきます。 

 １つ目は、議第80号であります。八日市布引ライフ組合の規約の変更についてで

ありますけれども、今回この布引斎苑から、旧の安土町が脱会されるということで

あります。その、なぜかということをぜひ伺いたいわけであります。といいますの

は、旧の安土は近江八幡と合併されました。合併当時の約束で、布引斎苑に残って、

布引斎苑が老朽化してきて、新たな改築をした時点では、現の近江八幡の斎苑の方

に移行するという、そういった内容になっていたはずです。それが今回、特にこの

新しい年度から脱会するということになるわけであります。新たな改築がされる布

引斎苑は、あと５年ほど残っている、後でありますけれども、なぜこの時点で脱会

されようとされたのか。これは日野町に何も責任があるわけでありませんけれども、

特に町長も参加されておられます管理者会で、どういうような経過でこうなったの

かということが分かれば一遍ご説明いただきたい。このことを１つ思います。 

 それから２つ目は、議第81号、町道路線の変更についてであります。西大路鎌掛

線の改良が、この町道路線の変更によって、どちらかといえば現実をもって、現実

味をもって、スムーズに行える上でいいのではないかなということを、私も思って

いるわけであります。そこで１つだけ聞かせていただきたいのは、今回の路線変更

で、新たな延長路線ができるわけでありますけれども、その中には、県道との重複

するところが240メーターほどあります。その部分の道路の維持管理というのは、

県道なのか町道なのか。つまり県か町なのかという、そこの分担責任というのがど

うなっているのかについて、ご説明をいただきたいと、このように思います。 

 さらに、次、議第86号、日野町の職員の給与に関する条例の一部の改正でありま

す。これは先ほどからいろいろ述べられまして、私も分かったわけでありますけれ

ども、特に日野町は職員労働組合がありまして、その職員労働組合の中で、いろい

ろ毎年、年末の要求交渉がされているわけで、この給与問題についても当然された

と思います。特に、今回の人事院勧告の関係は、都市部あたりでの調整手当がつく、

地域手当がつく。日野町はつかない。そのかわりにということもあって、給料表そ

のものが、中高年層が２パーセントほど給与表が下がります。そういうことで、日

野町は、地域手当はつかないわ、さらに中高年層の２パーセント分の給料は下がる
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わ、ダブルパンチやないかという、そういう話もいろいろあるわけでありますけれ

ども、当組合との協議の中身、もし給与全体、勤勉手当とか給料表そのものが、給

料がアップした分も含めてでありますけれども、協議の交渉内容について、その結

果、どんな状況だったのか、リアルに一遍お話をしていただきたい、このように思

います。 

 続きまして、議第87号、日野町の保育所設置条例の改正についてであります。こ

れも先ほど質問がありました。この中で、特に、こばと園の定員を60人から90人に

引き上げるという、ある意味では、待機児童をなくしていくという意味では、いい

のかなということを思うわけであります。そこで私が心配するのは、特に保育士の

確保が、今どこの民間も含めてでありますけど、なかなか大変だということも聞い

ております。来てもらえないという、そういう部分もあるわけ。そういうことより、

臨時でも大変な部分があるわけで、果たして、きちっとこの90名定員でやって確保

できるのかどうかという、そこ。というのは、なぜそういうことを言いますかとい

いますと、先ほども述べられたとおり、低年齢、０歳児、１歳児、２歳児、ここを

特に今、力を入れなければならない部分、こういった０歳児、１歳児、２歳児を預

けようというお母さん方が、若干増えてきております。そういうところが、結果的

に省かれるというのか、そういうことには絶対ならないようにお願いしたいなと思

います。というのは、この12月７日か８日か面接があるんだと、私のところに来ら

れた方があります。うちの孫は０歳児なんだけれども、何か振り落とされそうな気

がしますけど、大丈夫ですやろうかというわけで、とりあえず一遍話をしに行きな

さいというて、７日に多分行かれたと思いますけれども、すごく心配されておりま

す。その方は、当然、家庭でも奥さんが勤めるということを、やっぱり主観で思っ

ておられますので、こういう低年齢の、０歳児、１歳児、２歳児の待機児童をつく

らないというところに、主眼も置いていく必要があるんかなということで、そのご

決意をぜひ聞かせていただきたいと思います。 

 最後に、議第90号、平成26年度一般会計の補正予算の中で、17ページの民生費、

保育所費の中で、予算の減額予算が、嘱託職員の雇用関係で、賃金が1,070万6,000

円減額されます。これについて、当初の計画よりも変わったということになるわけ

でありますけれども、どのように変わったのかというご説明と、現時点での正規と

臨時との、特に保育所環境、半数ぐらいが臨時やということをよく聞くわけであり

ますけれども、そこの割合がどうなっているんかという、その点についての現況説

明も、よろしくお願いしたいと思います。 

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。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） 對中議員から、議第80号とかかわって、ライフ組合の構成市
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町等の関係についてご質問がございました。 

 ライフ組合の中で、布引斎苑の部分でございますが、八幡と安土が合併をされて、

安土の方もほとんどの方が、八幡の斎苑の方へ行かれるというような状況にもなっ

てまいりました。そうした状況も踏まえて、近江八幡市としては、安土の方につい

ては八幡の方で対応するということでございます。 

 そうした中で、今ご指摘ありましたように、新しい布引斎苑の建てかえの話がご

ざいますので、そういう意味では、そこの部分をはっきりさせないと、新しい布引

斎苑の経費配分の問題も出てきますので、八幡としては、旧安土町民の方が八幡の

方を利用されているという状況も踏まえた中で、新しい改築の布引斎苑には、その

時点で経費の話もありますので、現時点で見直しをされると、こういうことである

と認識いたしております。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 對中議員さんの方から、議第81号の町道路線の変更

についてのご質問でございます。 

 県道との重複部分の管理は、どうなるのかということでございます。県とも、事

前にお話もさせていただいております。そのことから、通常、上位路線、いわゆる

県道と町道が重複する場合については、上位路線である県道の管理者が管理をする

というふうになっておりますので、今までどおり県が管理をするということで、変

わらないというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 對中議員から、議第86号にかかわりまして、町の労働組

合との交渉の状況も含めて説明をというようなことでございます。 

 對中議員もただいまおっしゃっていただきましたとおり、今回の人勧につきまし

ては、民間給与の格差を埋めるということで、若年層にまず重点を置きながら、給

料表を平均0.3パーセント引き上げる。また、勤務手当を0.15月分引き上げるとい

う部分につきましては、何とか従前につきましては、非常にずっとこの７年間、引

き上がるということはないというような状況の中で我慢もしてきたと。また、昨年

は労働組合側でいうと、いわれのない給与の減額措置も甘んじて受け入れてきたと

いうことで、協力はしてきたということで、上がる分については、ぜひお願いをし

たいという強いご意見をいただいておったというところでございます。 

 また、そういった中で、今回の人勧につきましては、民間の賃金の低い地域との

官民格差の実情を適切に反映するというようなことで、４月から給与表を引き下げ

る改正があわせてございますので、それもあわせて、今回の組合の交渉でお願いを

したいということで、お願いをさせていただいておったところでございます。そう

した中、地域手当につきましては、先ほど町長の方からもお話がございましたとお
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り、国の方では、全体的な地域格差の中で、給与の引き下げの分を、地域に応じて

地域手当でカバーをしていくというような人勧の中身になってございますが、そう

した部分につきましては、日野町では地域手当の該当地域ではないということで、

そこの部分の調整というのは全くない状態で、給与表が引き下がるというような状

況でございますので、そういったことにつきましては、納得できないというような

ことでございます。国の基準で申し上げますと、近隣では、地域手当につきまして

は、大津市、草津、栗東が県下では10パーセント、国の基準でございますが、彦根、

守山、甲賀が６パーセント、長浜、東近江市が３パーセントというような状態にな

ってございます。それにつきまして、国の方では、地域手当を支給されていくとい

うことになるというふうに思っておりますけれども、県下の市町でそれだけの地域

手当の差をつける現実的な理由が、どこにあるのかというようなことでございます。

近くでは、近江八幡市も支給対象になっていない。そうした中、甲賀市や東近江市

は支給の対象地域になっていると。日野はないというようなことで、それが本当に

地域手当というようなことなのかと、かなり厳しく組合の方からは要求をいただい

ておったわけでございますけれども、先ほども町長が申し上げましたとおり、よい

ときも悪いときも、人事勧告を基本にというようなことでご理解をいただいておっ

たような、ご理解を何とかいただいたというようなところでございます。 

 なかなかリアルにということでございますが、ご説明はしきれる部分は、なかな

か私、できませんけれども、そのようなことで、組合との交渉をさせていただいて

おった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） 對中議員の方より、保育士の確保について、また待機児

童を出さないためにということで、ご質問をいただきました。 

 保育士の確保につきましては、先ほど、蒲生議員のご質問にもお答えさせていた

だいたんですけれども、何とか正規の職員の方の採用でということと、それから臨

時で必要になります障がい児加配などにつきましては、今後、募集をしていきたい

というふうに考えております。 

 それから０、１、２歳児が、おっしゃっていただきますように、入所の申し込み

でも増えております。12月７日で面接させていただきました中でも、そういう意味

では、低年齢児の皆様には、心配されるような面接もしていかなければならない状

況になっております。これも、保育士の確保ということだけではなくて、面積要件

というのもございますので、やはり限りがございます。 

 低年齢児の待機児童をつくらないための意気込みということでございますけれど

も、小規模な形で０、１、２歳児を預かってもらえるような施策が見出せたらなと

いうところが、今の考えでございます。 
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 それと、補正予算の公立保育所の賃金の補正でございますけれども、嘱託職員の

共済費・賃金と、それから臨時職員の共済費・賃金ということで、嘱託職員という

ことで募集したんですけれども、勤務の時間の形態などから、嘱託職員ということ

ではなくて、臨時で、例えば４時間ですとか７時間ですとか３時間ですとか、こう

短い期間仕事をしていただくという方を採用せざるを得ない状況となりましたので、

その組みかえでお願いしているところでございます。 

 臨時職員と正規職員の割合ということでございますけれども、今言いましたよう

に、臨時職員といいましても、正規の職員のように７時間45分勤務するという嘱託

職員ではなくて、短時間雇用の臨時職員の総数も含めますと、５割弱というところ

の割合でございます。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） もう１つだけ聞かせていただきたいですけれども、これは、

回答は結構ですけども、特に布引の関係につきましては、ちょっと私らも何でかな

と思うんですけど、まだ、新たな改築を布引斎苑がされる時点でやめられたらいい

だけで、まだ何年か後やのに、えらい早いやないかという、物すごい疑問感じてい

るわけです。当然、近江八幡市は、安土の方も布引斎苑には何人か利用されている

ことも聞いています。聞いているし、近江八幡の新しい斎苑の方に行かれることも

聞いているわけで、どちらかというたら、向こうのほうの度合いが多いんだという

ことですけれども、安土の方は、まだこちらも利用されている施主さんもおられま

す。そういうこともあるんやったら、入れといたらいいのになと思うと、裏返して

みれば、尐ない人数しか布引斎苑に来ていないのに、負担金だけは近江八幡からラ

イフ組合に入れんならんという、そういうことから精査されたのと違うかなという

想像は十分つくわけです。そういうような、ちょっと近江八幡市政の中身があるん

かなというところを、実は管理者会で出たのかなという意味を聞きたかったわけで、

それは結構でございます。 

 そういうことでございますので、ライフ組合の各市町から持ち出しの負担金が、

また日野町に逆に増えるんかなという、そんな感じも若干しております。それは私

の意見で。 

 そこで、保育所の関係につきまして一言だけ。０歳児、１歳児、２歳児、これは

待機児童をしないというように断言できますか。ちょっとその点だけは、はっきり

としてもらいたいなということを思います。いろいろ面積要件とか、０歳児を入れ

ると大変だということ、いろいろ分かるわけでありますけれども、やっぱり３歳、

４歳、５歳の方が何ぼ楽か分からないという、そういうことか分かりませんけれど

も、ちょっとその点だけが物すごく気になっておりますので、どうかよろしくお願

いしたいと思います。 
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議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 對中議員から、０歳児、１歳児、２歳児の待機児童を出

さないことを断言するということなんですでございますけれども、今回の申し込み

の状況と、今の保育所の状況とかを考えますと、この場で「出しません」という断

言は、申しわけないんですけれども、させていただくことができないと思います。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、ぜひ０歳児、１歳児、２歳児、この待機児童を出

さないという努力を大いにやっていただきたいということだけ最後に述べて、終わ

ります。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、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。 

 日程第２ 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））についてを議題とし、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、討論を終わります。 

 これより採決いたします。 

 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））

について、原案のとおり承認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））については、原案のとおり承認することに決しました。 

 お諮りいたします。 

 日程第３ 議第78号から議第79号まで、（日野町奥台財産区管理会委員の選任に

ついてほか１件）については、人事案件の関係上討論を省略し、ただちに採決いた

したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、これより採決いたします。 

 議第78号、日野町奥台財産区管理会委員の選任について、原案のとおり同意する

ことに賛成の諸君の起立を求めます。 
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－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78号、日野町奥台財産区管理会委員の選任については、原案のとお

り同意することに決しました。 

 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、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79号、日野町大小池財産区管理会委員の選任については、原案のと

おり同意することに決しました。 

 日程第４ 請願第15号から、日程第６ 請願第17号まで、福祉医療費助成事業に

関する請願書ほか２件についてを一括議題といたします。 

 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。 

 各請願は、文書表のとおり厚生常任委員会、産業建設常任委員会および総務常任

委員会に付託し審査をお願いいたします。 

 日程第７ 議第80号から議第97号まで、（八日市布引ライフ組合規約の変更につ

いてほか17件）については、委員会付託を行います。 

 お諮りいたします。 

 委員会付託については、お手元へ配付いたしました付託表により、各常任委員会

および予算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委員会に付託いたします。 

 ここで暫時休憩をいたします。再開は11時25分から再開いたします。 

－休憩 １１時０９分－ 

－再開 １１時２６分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 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。 

 11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） それでは、人口減尐社会における日野町の課題と対策につい

て、質問をいたします。 
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 今年10月８日に行われました滋賀県の町議会議員研修会において、ＮＴＴデータ

経営研究所の矢野勝彦さんの講演を受けました。人口減尐は日本全体の問題であり、

昨年は、2013年の人口推計で１億2,730万人、高齢化率は25.1パーセントから、

2060年には人口8,670万人となり、高齢化率は40パーセント近い水準になると予測

をされております。このままでいくと、日野町でも、今の２万3,000人弱から、２

万人を割り込むことになります。今からこの問題に真剣に取り組まないと、手おく

れになるのではないかと懸念されます。 

 私は、この研修会の分科会では、「住宅政策、子育て支援を含めた若者定住促進

政策について」を学習させていただき、また、その直後、10月15日から17日まで行

いました日野町議会の議会報告会においても、人口減尐社会のテーマで意見交換を

行い、大変よい勉強をさせていただきました。 

 そこで、何点かお尋ねをいたします。 

 １つは、人口減尐に伴い、空き家も全国で820万戸、空き家率は13.5パーセント、

7.4軒に１軒と、過去最高になってきています。日野町でも、空き家対策、定住者

促進を、平成18年度から、先進地での取り組み事例の調査、視察を始められ、現在

取り組みが進められています。今、町内では、おおむね330軒以上の空き家があり、

状態の把握もされておられます。しかし、利用希望者数の伸びと比べて登録物件が

尐ないこと、利用希望者と空き家所有者のニーズが一致しないなどの課題があり、

今後の取り組みに期待されるところであります。 

 議員研修会の矢野勝彦さんの講演の中で話されましたが、移住、交流希望者と、

受け入れ地域とを仲介するコーディネーターであり、かつ、フォローアップの役割

を果たすべき地域の窓口、世話役等の役割が大きいと言われました。その中で、地

方生活に対する固定観念、不安とか偏見、これを払拭させることをまず最初にやる

べきことと話をされました。不安、偏見の固定観念の中には、受け入れ地域が、自

分たちの地域の暮らしやすさを正しく認識し直すことの重要性や、移住希望者の目

的を把握し、それに対応した情報提供を行うこと、移住希望者の地域生活に対する

固定観念、不安や偏見を持っていることを前提とした情報提供を行うなど、さまざ

まな課題解決策の１つとして、地域の窓口役、世話役を設けてはどうかと考えます

がいかがでしょうか。 

 また、具体的な方策として、都会との生活を比較することができる移住者の方た

ちにヒヤリングを行い、日野町のよさ、感想などを聞き、移住者と地域住民が対話

を行う座談会などを行って、認識を共有、共通にし、定住者の促進を広げるアドバ

イスを受けるなど、地域住民とともにこの取り組みを進めていってはどうでしょう

か。 

 そして、空き家物件の掘り起こしや提供者の拡大のために、また、若い利用者の
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ために、分割購入制度やリフォームするための助成援助策を考えると、今まで以上

に真剣に取り組んでいただきたいと考えますがいかがでしょうか。 

 私は、今までから、子どもの医療費の無料化の充実も訴えてまいりました。この

議員研修においての、若者定住促進政策の分科会においての中にも、豊郷町が、こ

の10月からは通院医療費とも高校卒業までの医療費の無料化に踏み込まれた発言が

あり、このことも、若者の移住、定住に大きな影響を与えているようです。 

 日野町でも、今年10月から小学校３年生まで通院が拡大され、特に慢性疾患のあ

る子どもの保護者からは、本当に喜ばれています。しかし、今、県下で子どもの医

療費の無料化の拡大が進み、高卒までの拡大は豊郷だけですが、通院医療費とも中

学校卒業まで無料化の実施をしているのは、甲賀市、高島市、米原市、多賀町です。

また、通院を小学校卒業まで無料化実施しているのは、お隣の東近江と愛荘町があ

り、日野町より拡充が進んでいます。若者が子どもを安心して生み育てるために、

そしてこの町に住み続けたいと思ってもらえるために、我が町でも思い切った拡充

をするときだと思いますが、当局のお考えをお尋ねいたします。 

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

 町長。 

町長（藤澤直広君） 池元議員から、人口減尐社会における日野町の課題と対策と

いうことで、大きく２つの点についてご質問をいただきました。 

 まず最初に、空き家情報登録制度など、定住対策についてでございますが、空き

家情報登録制度につきましては、ホームページによる情報発信や、固定資産税の納

税通知にお知らせの同封、専門雑誌への掲載などによりＰＲに努めております。日

野町に住みたいと希望され、多くの方が窓口に相談に来られております。 

 ご質問のとおり、登録いただいている空き家が尐ないのが現状でございます。さ

らに、空き家の所有者の方は、売買希望が多いため修繕をされず、賃貸の場合も修

繕に余り積極的ではございません。一方利用者は、地域の実情が分かるまでの間は

賃貸で希望されることが多く、修繕ができる限り必要のない家屋を望まれる傾向が

ございます。このように、所有者と利用者のニーズが合わない状況があり、そのほ

か、仲介役としての町のかかわり方や、専門的な見地からの現地確認による適切な

アドバイス、入居後のフォローなど、課題もございます。こうした課題の解決に努

めるとともに、当面、空き家情報登録制度のパンフレット作製や、居住体験から定

住につなげるモニター制度に取り組んでまいりたいと考えております。 

 また、町が中心になって取り組むだけでは限界がございます。ご指摘のありまし

たように、地域の力に依拠した取り組みを進めるため、地域の空き家を何とかした

い、定住者を増やしたいという地域の思いと行動をコーディネートできるように、

研究をしてまいりたいと、このように考えております。また、住宅リフォーム制度
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の適用拡大について、検討もしていきたいと考えているところでございます。 

 次に、子どもの医療費助成に関してでございます。何度も池元議員からご質問を

いただいているところでございますが、日野町におきまして、福祉医療費助成制度

として、平成21年10月から、小学校就学前の乳幼児について、県制度および町単独

事業により医療費の全額助成を実施し、あわせて小学校、中学生の児童生徒の入院

にかかる医療費についても、町単独事業により全額助成をしてきたところでござい

ます。 

 また、本年10月１日から、小学校１年生から３年生までの低学年児童を対象に、

これまでの入院医療費に加えて、通院にかかる医療費を新たに助成する制度を開始

し、拡充を図ってきているところです。 

 最近の状況といたしまして、県内で、子どもに関しての医療費助成制度の拡充の

方向が強まっていると認識をいたしております。町といたしましては、今年10月か

ら、拡充した助成対象事業の受療動向や、必要となる財源額等の状況を見きわめて、

町全体の財政状況も考慮し、あわせて、他の市町の動向等勘案しながら、段階的な

拡充について検討をしてまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） それでは、再質問させていただきます。 

 やはり町だけではなく、地域の力に依拠した取り組みを進めていかなければなら

ないということは、分かっていただいていると思っております。 

 町長は今回の議会の冒頭にも、田園回帰の時代という発言もされました。議会報

告会の意見交流のときにも、今回３カ所行ったわけですけれども、それぞれの地域

から、移住をされた方などの貴重な発言がありました。もうずっと住んでいる者に

は、なかなか分からないというところのよさも、なるほどなというところを聞かせ

ていただきました。また、議員研修の講演の中でも、移住希望者の年齢とか目的に、

それぞれ違いがあり、また受け入れ地域についても、それぞれ地域事情があります。

住んでから、こんなはずではなかったというふうに思ってもらえるよりも、その決

定までに、そういう交流会とかそういうようなのを開いて、分かっていただけての

上での移住をしていただけたら、ありがたいなというふうにも思います。例えば、

農村のよさというのもすごくあるわけなんですけれども、旧の在所と新興住宅地の

場合でありますと、やはり地域の住民とのかかわりとか、そういうものにも違いが

ありますし、またそういうことが分かっていただいた上で住んでいただける、そう

いうようなのがいいかなというふうにも思いますし、また、先ほど、修繕とかリフ

ォームができていない状態での売買を、売り手の方は希望しているわけです。それ

が、買い手の人は、やっぱりすぐに住めるような状態で移住したいというふうに思

っておられるということも、答弁の中でありました。しかし、提供者の方は、住ん
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でいただけるかどうか分からない、買い手がつくかどうかも分からないのにリフォ

ームをするというのは、すごく不安でありますし、やっぱり移住希望者の人と事前

に話をしながら、その提供者がリフォームをする。そして、その人に売り渡すなり

ということができればいいなと思いますので、そういう制度がつくっていただけた

らなというふうにも思っております。 

 また、医療費の無料化の拡充についても、今回、日野町内の開業医の方からの請

願が出ております。以前、県下で、栗東が一番早く医療費の無料化をされたときに、

この役場の中に働いておられる方、若い方も、やっぱり子どもを生み育てるんやっ

たら、そういう町がいいなと、栗東に住みかえてもいいかのような発言をされたの

を覚えております。 

 今回、今年10月からは、小学校３年生まで拡充を行っていただきました。これは

本当に慢性疾患を持たれている保護者の方からは、すごく喜ばれているところです。

しかし、これまでの質問で、段階的に上げていきたいということで試算をされまし

たね。その試算をされて、現在、小学校低学年まで、３年生までということでされ

たわけでありますけれども、高学年になるほど、年齢が高くなるほど、体も強くな

って医療費は抑えられていると思います。中学校になれば、なおさらです。慢性疾

患でも、小児ぜんそくとなると、大体小学校卒業までに治る方が多いというふうに

も聞いております。この際、こういう請願も出ていることでもありますし、ぜひ思

い切った拡充をしていただきたいと思いますが、どうでしょうか、お願いをいたし

ます。 

議長（杉浦和人君） 11番、池元法子君の再質問に対する答弁を求めます。 

 企画振興課長。 

企画振興課長（古道 清君） 再質問の中で、地域の力が必要ということで、取り

組みする中で十分感じているところでありまして、ある地域におきましては、地域

の方がリフォームをする対応されたりとか、あるいは、空き家に入っている、残っ

ている荷物が２軒ぐらいあると、それを片方に移して、１つを空き家業にもってい

くとか、あるいはそういうことを地域で世話するという方がいらっしゃるというこ

とを、情報としては得ております。そういったことを含めまして、研究しながら対

応したいなというふうに考えております。 

 それから、移住者との交流会につきましても、今後、必要なことと思いますので、

さらに声を集めて研究をさせていただきたいと思っております。 

 それと、リフォームに関しての部分でありますが、移住希望者等の事前の話し合

いを制度化へということで、ご意見をいただいたと思いますが、まず、所有者の方

の修繕に対する意識というのが、かなり厳しいのかなと思います。実際、古いおう

ちを修繕かけてまいるとしますと、かなりの費用がいってまいるということになり
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ますので、その辺の負担までもして売却にもっていく、いわゆる商品価値として高

めることを思っておられるかどうかというふうには、課題としてあると思いますし、

住もうと思われる方が、やはりすぐ住める状態、例えば、ずっと居住しております

と、尐々床が傷んできても、だんだん傷んできたなというふうな感覚で受けとめる

わけですが、初めて来た場合は、そこはなかなか許せない部分になってくるんじゃ

ないかなという部分もありまして、そこの意識の違いによって、かなりそこを埋め

ていくのが厳しい作業になっていくのかなというふうに思っておりますので、引き

続きそういう事例も含めて研究してまいりたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（高橋正一君） 池元議員さんから再質問をいただきましたので、お答え

させていただきます。 

 子どもにかかります医療費の助成制度でございます。先ほど、以前の段階での試

算ということで、高学年になるほど医療費の必要度が下がっていくではないかとお

っしゃいましたが、そのような試算をしているところでございます。それは全国的

にも、そういうことになるかと思います。 

 町としましては、先ほど町長も答弁させてもらいましたが、この10月から小学校

１年から３年生までという制度を始めましたので、その医療費の請求が、まだ１カ

月分しか来ておりませんので、そういうものを十分に把握させてもらいたいという

ことが１つでございますのと、先ほど、これも町長が申し上げましたが、段階的な

形で拡充をしていく方向で検討をしてまいりたいというふうに思ってございます。 

 それと、福祉医療、福祉といいますか、子どもに対する助成につきましては、県

下全体の中ではおくれているという現状ではないなというふうに思っていまして、

一番進んでいるという状況でないことも確かでございますが、そのような形で、段

階的な形で、前向きに検討してまいりたいというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） 空き家対策についてでありますけれども、地域の力、本当に

大事だと思っております。私の知り合いも、甲賀市の方からこちらに移住をされた

方がおられるんですけども、その方、まだ若い方で、自分でリフォームをして住ま

れたというんですけれども、やはりリフォームができるというのは、かなり安いん

です、もともとが。だから、リフォームにこれだけ、500万なら500万円かかっても、

よそで住むよりはここの方がいいというふうに、やっぱり思ってもらえたのだなと

いうふうに思っておりますので、リフォーム、住んでいただけるということが分か

れば、そのリフォームを含めた金額で売買をしてもらう。そういうようなことも考

えていかなければならないなというふうにも思っておりますので、ぜひそのリフォ
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ームのそういう制度を、つくっていただきたいというふうに思っております。 

 また、子どもの医療費助成の制度についても、よそよりはおくれていることはな

いというふうには、それは思います。しかし、やはり義務教育の間ぐらいは、私、

高校生までは、それは高校生もしていただけたらそれはいいんですけど、せめてや

っぱり義務教育を終わるまでの医療費の助成制度というのは、これからぜひ行って

いっていただきたい。段階的にということでしたけれども、この10月で１年生から

３年生まで。そうしたら、今度の４月からは、せめて小学校卒業までしていただき

たいというふうに思いますが、どうでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（古道 清君） リフォームに関してということでございますが、事

例にもよると思いますが、かかる費用というのも、かなり住みたいという方の意識

によっても、小修繕で済ますのか、大きい修繕で済ますのかによってもかなり変わ

ってきますので、できますれば、やはり住まわれる方が直すという方向の方が好ま

しいのではないかと。先に持ち主が修繕して、それを含めて売却するというのは、

なかなか持ち主にとっても、もうすぐ処分したいと思っておられるというような状

況から考えると、含めての売却というのはなかなか難しくて、むしろ、その人の思

いを遂げた中でリフォームをしていただくという制度の方が、適切に対応できるの

かなという考えをいたしております。 

 という意味でいきますと、リフォーム制度をどういうように利用していただくか

ということになりますので、その辺については、今後、先ほど町長の答弁がありま

したように、拡充する中ということで検討してまいっていきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（高橋正一君） 池元議員から、子どもの医療費助成に係りまして、再々

質問いただきました。 

 来年４月から、ぜひ拡充の方向で検討をすべきと、そういうご意見でございます。

先ほども申し上げましたけれども、本年10月から制度を実施したものでございます

ので、その受療動向とか財源の状況を、まずは見きわめるということを、町として

はしてまいりたいというふうに思ってございますのと、町全体としての財政支出の

バランスというものも考慮する中で、また今、ご意見を賜りましたことも踏まえま

して、これから検討をしてまいりたいと思います。 

 ということで、現段階では来年４月からということがどうなるかということにつ

いては、未定ということしか、今、私の段階ではお答えできないなという状況でご

ざいます。 

議長（杉浦和人君） 11番、池元法子君。 



2-38 

11番（池元法子君） 先ほどのリフォーム制度についてでありますけれども、私、

再質問の中で、相互の話し合いのもとで、売り手と移住者との上でそういうことを、

移住者の方がリフォームをして、ここをすぐに住めるような状態なら、この値段な

ら買ってもいいという、そういうお互いの話し合いの中で決めていってもらったら、

それはそれでいいんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ検討してもらい

たいというのと、それと、なかなかリフォームをしなければ住めないというところ

が多いというのは分かるんですけれども、例えば、私が今住んでいるところに し

ますと、市街化調整区域になるので、更地にしてしまうと家が建てられないという

状態になると、今、家がある状態で買ってもらって、そこをリフォームするなり直

してもらうというような形でないと、そこに住んでもらえないような状態になりま

すので、ぜひリフォーム制度というのは、ちゃんとしてほしいなというふうに思っ

ています。 

 別に答弁は結構ですけれども、そういうふうにこれから考えて行っていただきた

いなというふうに思いますし、それと今年が、段階的にということで、ぜひ４月か

らの検討をということをお話させていただいて、今のその状況を見ながら、来年４

月検討していくというふうに言われましたけども、実施者の町長としては、どうい

うふうに考えておられるのかお聞かせ下さい。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 子どもの医療費の助成拡大ということでございます。池元議

員もご指摘のとおり、最近、県内でかなり進んできた部分もあります。13市６町の

中でといいますと、先ほど住民課長が申し上げたとおりでございますが、私も、選

挙の公約の中でも、子どもの医療費の助成の拡大ということも、常々申し上げてご

ざいます。 

 しかしながら、町全体の状況も踏まえ、さらには今回拡大をいたしている部分の

状況も踏まえという中でございますので、トータル、来年度予算全体を見る中で、

何とかさらなる拡充が図れればいいなというふうに思いますが、まだまだ来年の予

算の状況も見通せないところでございますので、しっかりとこの件については受け

とめて検討してまいりたいと、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） 11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） 私、最初に言いましたように、人口減尐社会、今、食いとめ

なければいけないというふうに思っておりますので、ぜひ、今回私が質問した２点

について、しっかりと前向きに検討していただきたいと思って、私の質問を終わり

ます。 

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

ら再開いたします。 
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－休憩 １１時５５分－ 

－再開 １３時３０分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 休憩前に引き続き、一般質問を許可いたします。 

 ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） ３番、齋藤です。 

 それでは、一般質問させていただきます。通告書に基づきまして、人口減尐問題

に関します３つの項目について、分割で質問させていただきます。 

 はじめに、人口減尐社会の課題について質問をいたします。 

 昨今、人口減尐社会の深刻さについて、盛んに取り上げられています。日本の総

人口が減尐する過程に入り、高齢者が増え、子どもと生産年齢人口の15歳から65歳

が減尐する社会へ推移すると予測されています。今からおおむね20年後には、年尐

人口の０歳から14歳は、約455万人減尐すると予測されています。労働力となる生

産年齢人口は、約1,340万人減尐すると予測されている一方で、65歳以上の老年人

口は約345万人の増加となると予測されています。そうしたことから、日本の総人

口は約1,450万人の減尐になると予想されております。 

 日野町においても、国全体の傾向と同様に、年尐人口と生産年齢人口が減尐し、

老年人口が増えると予測されています。日野町の総人口は緩やかに減尐を続け、平

成23年度からは、減尐割合が大きくなっています。平成47年には、平成27年に比べ、

この20年間で2,308人の人口減尐が予測されております。こうした人口減尐により、

私たちの生活にどのような影響が出てくるのか心配されるところです。 

 そこで考えられることは、地域活性化の問題、地域コミュニティーや集落維持の

問題、空き家の問題、防災、安全の問題、農業の問題、教育環境の問題、生活環境

の問題、生産人口減尐による財政問題、医療、介護の問題等、そのほか多くの問題

が出現し、日野町にとって厳しい状況が生まれてくるのではないかと心配をいたし

ます。人口減尐社会の原因、課題について検証を行い、今後の町づくりの施策に取

り組んでいかなくてはなりません。 

 そこでお伺いをいたします。 

 １、この人口減尐の深刻な状況について、住民の基本認識の共有を図り、総合的

な取り組みが必要と考えますが、町はどのように考えているのか。 

 ２、人口減尐対策について、町はどのように取り組まれるのか。 

 ３、若者を流出しないための施策は、どのように考えているのか。 

 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。 



2-40 

町長（藤澤直広君） 齋藤議員から、人口減尐社会の課題についてご質問をいただ

きました。 

 今ご指摘ありましたように、日本が全体として人口減尐社会に突入したと、この

ように言われております。日本の人口は、明治の初めで約3,500万人、そして今、

現在１億2,700万人ということで、この140年間で3.6倍にも増えているところでご

ざいます。そうした中で、人口増加が当たり前のように思って、右肩上がりの成長

の時代を過ごしてきたわけであります。そして、そうした右肩上がりを前提として

膨らんできた社会資本の適正な管理や、人口減尐に歯どめをかける政策が求められ

ているということでございます。 

 日野町もまた、こうした人口の減尐が緩やかに進んでおるところでございます。

第５次日野町総合計画では、人口減尐社会を見据えて、集落機能やコミュニティー

の維持が図れるよう、町の将来像を掲げ、各施策に取り組んでいるところです。人

口減尐にかかる全国的な課題は日野町も抱えており、ご質問の総合的な取り組みに

ついては、第５次日野町総合計画をもとに、地域をよくするために、自分たちで考

え、行動しようと、住民の皆さんの強い思いをもとに進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 住民の皆さんの基本認識の共有については、来年度は総合計画の中間年となるこ

とから、総合計画の到達点と、残された課題を住民が点検する機会を設けることと

し、年明けから懇話会を立ち上げ、その議論を通じて、総合計画の取り組みの状況

等を明らかにし、住民の皆さんに広めてまいりたいと考えております。 

 次に、人口減尐および若者の流出対策につきましてでございますが、今日の社会

経済状況のもとでは、若者は進学や就職で一旦地元を離れる方もございますが、安

心して顔の見える関係の町に住み続けたい、卒業、結婚、子育て、退職を機会に帰

ってきたいと思えるようなまちづくりを進めることが必要であります。このために、

幼年期から地域の太いきずな、良好な自然環境、働きがいのある仕事などがあるこ

とや、若い世代が安心して結婚、出産、子育てができる医療、福祉、教育の施策を

講じることが、必要であると考えております。 

 なお、若い世代が安心して暮らしていくためには、安定した就労先や生活できる

所得の確保が必要でございます。また、婚活事業については、引き続き進めてまい

りたいと考えております。子育てに関しては、妊娠から出産、乳幼児期から学童期

まで支援できる環境が整っており、引き続き充実していきたいと考えております。 

 こうした中で、近江日野田舎体験では、交流人口が増えるとともに、我が町のよ

さの再発見ができる貴重な機会となっており、地域資源の発掘と、仕事おこしやＩ

ターンにつなげていきたいと考えております。さらに、空き家情報登録制度により、

ＩターンやＪターンを希望される方の定住のため、支援に引き続き取り組むととも
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に、総務省の実施しております地域おこし協力隊の活用についても、検討をしてま

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） それでは、再質問させていただきます。 

 今回、人口減尐問題についての一般質問をさせていただきましたのは、日野町の

町の状況を住民の皆さんにも知っていただき、また、町の課題を住民の皆さんと共

通認識、共通理解の上で、町ぐるみ、地域ぐるみ、そして家族ぐるみでの総合的な

取り組みが必要であるということを考えますことから、質問をさせていただきます。 

 日野町議会報告会を、10月15日から17日の３日間、必佐公民館、日野公民館、そ

して東桜谷公民館で行いました。その中で、人口減尐問題についてのテーマで、参

加者の方々からいろいろと参考になるご意見をお伺いいたしました。その中で私が

一番印象に残っているご意見は、日野町を愛する心、ふるさとを愛する心を育てる

ことが大切ではないか。そうした心は、子どものときにしてきた体験から来るので

はないか。地域の方と子どもたちとかかわり合えることで、子どもたちは大人の姿

を見て感じるものであるのではないかと思うと言われた言葉であります。また、も

う１人の方は、この地域、この町が好きやという心を、子どもたちの体験を通して

育てていくことが大事と言われました。どちらも通学合宿にかかわって感じられた

ようであります。こうしたことから、通学合宿は、子どもたちにとって身近で地域

のことを知る、貴重な体験となったのではないかなというふうに思います。 

 子どもたちは、地域集落の四季折々の行事や祭り事にかかわり参加することで、

その責任と存在を感じる中で、喜びを体感するのではないかと思います。子どもた

ちが社会人になっても、この日野町から出て行かないように、生まれ育ったふるさ

とで暮らしていくように伝えて、そして家族の中でも求めていくことが大事である

と思っています。 

 そのほかのご意見でございますが、人口減尐をとめることは難しいことであり、

減尐する中で、住民みんなが心豊かに、幸せに暮らすことができるようにするには

どうしたらよいかということを、考えた方がよいのではないかというご意見をいた

だきました。私も、そのご意見、その言葉を聞いて、そういうように思いました。

参加者の中には、町外から日野町に来られて定住されている方が何人かおられ、日

野町についての思いのたけを話していただき、さらに日野町のよさを知ることがで

きました。また、尐子化、高齢化の中で、しっかりとした認識を持っておられ、ま

た自分の考えを持っていただいているということが分かり、よい勉強にもなりまし

た。こうした声やご意見があったということを、役場の皆さんも参考にしていただ

ければというふうに思います。 

 そして、先週、12月７日の日曜日でありますが、日野町連合青年会が主催してお



2-42 

ります、日野町わたむき駅伝が開催されました。小学生のチームから大人まで、学

生、会社、病院、消防団、仲間のチーム等51チームの参加で、盛大に開催をされま

した。日野町の役場職員の方のチームも５チーム参加され、奮闘されておりました。

これは年々、役場のチームの方の参加チームも増えてきております。職場の課長を

はじめ職員の皆さんが先頭になって走られ、一丸となって取り組まれている様子を

見ることができました。駅伝に参加するチームをつくることができるということは、

職場の雰囲気、職場の人間関係が良好であるというふうに思います。この職員の皆

さんのパワーと職場の連携、チームワークをもって、行政執行、職務にあたってい

ただければ、あらゆる困難も乗り越えて、実現可能にしていただけるものと信じ、

期待もしております。頼もしく感じております。これからも頑張っていただきたい

と思います。 

 この大会は、体育協会、そして女性会、日赤奉仕団等の多くの方々のご協力、ご

支援で支えられ開催されておりまして、人口減尐があるというものの、多くの若者

が集い、日野町への熱い思いが結集されたすばらしい大会であったというふうに感

じております。 

 日野町が大好きという若者の声をよく耳にいたします。これまででも、福祉、教

育、医療の充実に力を入れていただいておりますが、若者が日野町で安定した暮ら

しができ、安心して結婚、出産、子育てができる環境づくりの施策を講じることが

求められていますので、さらに拡充するよう努めていただきたいと思います。日野

町にとって貴重な若者を流出しないように、日野町で家庭を築く若者が増加するた

めの施策が必要であります。若者の多くは、進学や就職で地元を離れ、流出するこ

とがありますが、地元から通えることのできる雇用の創出、また進学ができる大学

が地元にできればという願いもあります。地元に定住できる環境を整えれば、出て

行かなくて済みます。また、Ｕターン、Ｉターン、さらにはＪターンを希望される

方が増えるのではないかというふうに思います。 

 議会報告会の参加者の中でも、田舎の自然環境がよいということで来られている

方もおられまして、田舎の魅力を感じて移り住むようになるというような流れもあ

るように思います。日野町のたから、地域資源の発掘に努め、地域おこし、仕事お

こしの取り組みのことも重要な選択肢ではないかと考えております。 

 回答の中に、総務省の地域おこし協力隊の活用に取り組むことを検討したいとい

う回答をいただいておりますが、どういう取り組みなのかを聞きたいと思います。 

 あわせて、人口減尐対策についての担当課長の思いも、お聞かせ願えればという

ふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 齋藤君、事例紹介は最初にしていただきたい。 

 総務省の関係で、企画振興課長。 
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企画振興課長（古道 清君） ご質問の地域おこし協力隊についてどのように考え

ているかということでございますが、まだ現時点では検討段階ということでござい

ますので、そういう点でお含みいただいてお聞きいただけたらと思います。 

 地域おこし協力隊につきましては、総務省の制度としまして、特別交付税の対象

となるという形で費用を捻出しながらさせていただくものでありますが、当面、協

力隊につきましては、３年間の任期を経て、それ以降、地域に根づいていただくと

いう前提のもとに、三大都市圏から協力隊員を募集するという形をとるわけでござ

います。１年以上、最長３年という形の中で従事していただくということになりま

す。 

 そういった中で、日野町としまして、今現時点で考えているところは、旧山中邸

の体験レストランという形での地域おこし、仕事おこしという部分も含めながら、

地域の地産池消に結びつけていくというような方向性も持って行きたいなという考

えのもとで、導入したいという考えを大筋持っております。ただ、何分やはり地域

おこしという側面が入りますので、よって、立っていただく地域が必要となってま

いりますので、そういった面で、まだまだ検討するべきことが多くございますので、

現時点では、そのようなものを中心にしながら、当面の協力、地域おこしに取り組

んでいただく。そしてあわせて、その人の持つ能力を生かしながら、地域での仕事

おこし、来られた隊員さんが、任期満了後に日野町で住みながら仕事をしていただ

くというような形での方向性を、模索してまいりたいというふうに考えているとこ

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） 地域おこし協力隊ということで募集される、こういった新た

な取り組みということで、また人口減尐の問題にかかわる大事な施策というふうに

思いますので、また今後、進めていただきたいというふうに思います。 

 人口減尐問題の課題は大きなテーマでありますので、先を見据えての取り組み、

そして早期の対策が必要かというふうに思いますので、どうかよろしくお願いをい

たしまして、次の質問にさせていただきます。 

 次に２つ目の、地方創生についての質問をいたします。 

 国は、人口減尐対策として、ストップ尐子化、地方元気戦略を進めようとされて

おります。国民の希望出生率1.8を実現することを第一の基本目標として、地方か

ら大都市へ若者が流出する人の流れを変える、東京一極集中に歯どめをかけること

を第二の基本目標としています。若者が結婚し、子どもを産み、育てやすい環境を

つくることを実現目標としています。日本創成会議における尐子化対策としての具

体的な施策は、１、若年世代の経済的基盤の確保。（若者の雇用・生活の安定化）

２、結婚・妊娠・出産の支援。３、子育て支援。４、企業における働き方の改革。
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５、多子世帯への支援等を挙げられています。 

 地域の取り組みとしては、地域戦略協議会を設置し、地域の人口減尐対策を盛り

込んだ、地域版長期ビジョンと地域版総合戦略を策定していくことが必要としてい

ます。 

 そこで、国が進める地方創生の条件や方針を、町はどのように受けとめようとし

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） 人口減尐社会、さらには国の地方創生についてのご質問をい

ただいたところでございます。 

 先ほども述べましたように、明治の時代から現在まで、大変な人口増でございま

した。戦前においては「生めよ、増やせよ」ということが言われた時代もあったわ

けでありますが、戦後、成熟期になるにしたがって、子どもの出生についても２人

ないし３人程度ということで推移をしてきて、現在は1.4人ですとか、そういうレ

ベルにとどまっているのが現状であります。やはり、子どもを生み育てることが、

真に喜びとなるような社会を、国家を、国をどうつくっていくのかということが、

本当に大事なのではないかというふうに思います。 

 若者が東京に集中するということになっておりますけれども、その若者の集中す

る東京において、出生率が大変尐ないということになっております。相対的に、地

方の方が出生率が高いということからしても、子どもを生み育てる環境というのは、

地方の方がまさっているのではないかと。そういう意味では、地方にある自然環境、

さらにはコミュニティー、そういう暮らしよささをしっかりと認識し、国全体でも

って、子どもを生み育てることが喜びとなるような社会のありようをつくっていく、

このことがまず全体として大事なことなのではないかなと、こういうふうに思いま

す。 

 そうした中で、全国の町村におきましても、これまでから、地域資源の活用や子

育て支援、高齢化対策、いろいろな形で取り組みを進めてきたところでございます。

そうした中で、政府が、今日の状況のもとで、地方再生対策ということを目玉に打

ち出してきていることは、それはそれで大変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。 

 全国町村会におきましても、国において、町村が行う施策について、財政的な、

制度的な支援をしっかりとやるように、そういう地方財政の強化、さらには制度の

柔軟な対応などを、特別決議行ったところでございます。 

 今後は、こうした中で、国から打ち出されてくる長期ビジョン、総合戦略など、

これらに関する施策についてしっかりと情報を収集しながら、地方版総合戦略の策

定も含めて、町として必要なものについて取り組んでまいりたいというふうに考え
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ております。 

 町では、ご質問にお答えしたとおり、人口減尐社会を見据えて、第５次日野町総

合計画を策定した経緯から、計画の後期期間に向けた中間年での点検評価も、実施

をしてまいりたいと思っております。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） それでは、再質問させていただきます。 

 先月、11月でありますが、全国市町村国際文化研究所（ＪＩＡＭ）での、市町村

議会議員での特別セミナーに参加をしてまいりました。そのときの、人口減尐社会

における地方創生と自治体の役割についての講義を聞いたのでございますが、創成

会議における新しい国土計画では、コンパクトシティー化する、そして行政、文教

施設、商業施設を中心部に集約化、周辺住民を中心部へ移動させるという都市計画

を再構築しようとする、地方創生の講義がありました。これは、国、行政にとって

都合のよい都市計画構想としか思いません。地方における、住民の暮らしと権利は

軽視されているように思います。 

 こうしたことから、町はどのように受けとめているのかとお尋ねをしたわけでご

ざいますが、回答にあります、選択と集中が行き過ぎると、地域を見捨てる可能性

があり、注意する必要がありますということでございますので、どういう見解かと

いうこともお伺いしたいというふうに思います。 

 それと尐子化対策の、１番に、若年世代の経済的基盤の確保が挙がっております。

雇用のあり方が問題になっているというふうに思うのですが、非正規雇用が増えて

おり、2013年で非正規の割合は36.2パーセント、15歳から34歳までの若年層での増

加が著しい状況であるということであります。正規社員になれないという状況の中

で、勝ち組、負け組がはっきりとして、格差がどんどん広がっているという雇用実

態があります。働いても働いても所得は上がらず、苦しい生活から脱出することは

難しい。生活が難しく、生活が安定しないということで、結婚したくても結婚がで

きないという経済状況の若者が、増えているのではないかというふうに思います。

非正規雇用の年収は、正規雇用に比べて約半分、54パーセントということでありま

す。そんなことで、非正規雇用の男性は、正規雇用に比べて20歳代から30歳代の未

婚率は２倍以上と高い状況にあります。これが実態であります。2012年時点では、

平均初婚年齢が、男性で30.3歳、女性で29.2歳となっています。生涯未婚率は、

2010年で男性は20.1パーセント、女性で10.6パーセントとなっております。未婚化、

晩婚化、晩産化が進んでおり、こうした原因が、尐子化の大きな原因となっており

ます。派遣労働者をなくし、非正規雇用をなくし、直接雇用化の実現、普及改善を

促進するか、それとも、非正規雇用者の年収を倍増し、雇用生活を安定させる必要

があるのではないかというふうに思います。 
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 こうした社会背景には、労働者派遣制度が導入されたことで、大きな社会問題を

引き起こしていると考えられます。労働者派遣制度の見直し、廃止を求めるもので

ありますが、町村会での動向と町長の見解もお伺いしたいと思います。 

 また、先ほども言います特別セミナーであった講義でございますが、佐賀県武雄

市の市長の樋渡啓祐市長の講義をお聞きしたのでありますが、武雄市では図書館を

ツタヤに運営委託して、年間100万人に及ぶ集客をされて、全国で注目をされてお

ります。また、地元のお米やイノシシの肉など地元の食産品を、ツイッターとかフ

ェイスブックを活用して、動画とかで情報発信をされているという取り組みをして、

成果を上げているということであります。 

 日野町においても、地域資源、日野のたからといえる独自の総合戦略となるよう

なものが、必要ではないかというふうに思います。何かそういった総合戦略に向け

てのお考えがあるのであれば、お聞かせ願いたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 地域創生というかけ声がかけられておるということは、それ

はそれで大変いいことだなと、このように思うわけでありますが、先ほど申し上げ

ましたように、この間、全国の市町村においては、それぞれのところで、住んでい

てよかったという町をつくるために、努力がされてきたところでございます。それ

にしっかりと、国が今回の地域地方創生基本法を定められましたけれども、応える

ことが大切だと、このように思います。 

 そうした中で、コンパクトシティーという言葉もございましたけれども、国の方

では、地方中枢拠点都市機能の強化とか、いろいろなことが言われておりますけれ

ども、地方にミニ東京をつくるようなことではよくないのではないかと。先ほども

お話がありましたけれども、そこに人々が住んでいる、その地理的な、歴史的な経

過、背景、伝統、これを大切にした中で地域をつくっていくことが、地方をしっか

りと盛り上げていくことが大事なのではないかと、このように思っております。 

 町村会の方では、農村の安心、都市の安定、こういうようなことも言っているわ

けでありまして、都市と農村が、お互いが人の取り合いをするということではなく

て、都市も農村もしっかりとお互いが共生していくような、そういう社会を目指す

べきなのだと、こういうようなことが、今、町村会としても議論をいたしていると

ころでございます。 

 そういう意味では、日本全国、全ての地域において、人々が安心して暮らせる、

そういう社会、仕組みをつくっていくことが大事なのではないかと、このように思

います。そういう意味では、地方において、農山村の中心であります農業や農林水

産業、こういうことに対する支援といいますか手当というのは、大変大事でござい

まして、今回のように米の値段が１俵１万円を切るというような状況で、農山村の
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方は大変厳しい状況になっているわけでございますので、トータルで農山漁村が元

気になる、そして国全体を支えていけるような、そういう形が求められているので

はないかと、このように思います。 

 あわせて、格差社会や人口減尐社会の根本に派遣労働があるのではないかと、こ

ういうお話でありますが、私もまさにそのとおりであるというふうに思います。き

ちんと働けば、所帯を持てて、家庭を持てる生活ができるという、私たちが若かっ

たころは、どこへ勤めていても、石の上にも３年ということで、頑張ればしっかり

と報われる、そういうことであったわけでありますが、この間の労働者派遣法が大

きく制度が広げられる中で、なかなか厳しい状況が続いている。そこのところにも

抑制をかけなければならない、このように思います。3.11以降、経済効率至上主義

ということではなくて、いかに豊かに人間らしく生きるのかということに、価値観

は変わりつつある。それが、町村会も言っております、田園回帰という流れだと私

は思っておりますので、そうした流れをしっかりと国、都道府県、市町村の施策の

中でも生かしていくことが大事であると、このように思います。 

 なお、武雄市の図書館のツタヤの紹介がございました。たくさんの方がおいでの

ようでございますが、図書館に対する思いを持っておられる人の意見の中では、こ

れまた尐し議論が分かれるところであります。図書館というのは、やはりいろいろ

な資料、いろいろな図書をしっかりと保存、活用する、住民のためにやっていく。

そういう意味では、こういういわゆる民間に指定管理するのがいいのかどうかとい

うのは、意見が分かれるところでございますが、町の中で、日野町を打ち出して、

人々の交流を広げていくということについては、大変大事なことであると、このよ

うに思っております。現在、田舎体験も大変好評で、やっていただいておりますけ

れども、さらには、日野の自然や歴史、伝統文化も含めて、交流人口の拡大のため

に、今後も一層努力をしてまいりたいと思っております。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 日野町においては、先ほどもご回答ありましたように、総合

戦略としては、田舎体験をこれからも拡大進めていくことは大事かなというふうに

思います。 

 地方創生につきましては、国に求めるのは、地方にとって本当に意味での、真の

地方創生の取り組みの支援を求めるというものであります。日野町においては、第

５次総合計画の中で、点検評価を通して対応していくということでありますが、日

野町は日野町として、どのようなまちづくりをしていくのか、地方創生事業にどう

マッチングしていくのか、大変重要なタイミングかとも思いますので、十分に研究

し、地方創生事業の検討をしていただければというふうに思います。 

 次に３つ目の、第５次総合計画についての質問をさせていただきます。 
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 町では、平成23年度から取り組まれています、第５次総合計画の施策の進捗状況

と、残された課題を住民の方々とともに点検し、計画の後期期間の施策の推進に生

かすことを目的として、日野町総合計画懇話会委員のうち、公募による委員を募集

されております。この第５次総合計画は、先ほどの質問、回答にありましたように、

日野町にとって施策取り組みの方針となる大変重要なものであります。 

 そこでお伺いをいたします。 

 １、第５次総合計画の後期、通告書には計画策定というふうに書いておりました

が、後期期間の施策の課題と基本方針について。 

 そして２番目に、第５次総合計画の後期期間における人口減尐対策について。 

 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） 第５次日野町総合計画の中間年での点検における課題や、基

本的な方針、考え方についてでございますが、課題といたしましては、現状認識を

十分行うとともに、社会情勢の変化を捉えて、施策に反映をしていくということで

ございます。基本的な考え方、方針としては、総合計画の各種施策の進捗状況を住

民の視点から点検し、町が目指す姿の実現に向けて、総合計画の後期期間の各種施

策の展開に反映するとともに、焦点を明らかにして取り組みたいと考えております。 

 おかげさんで、第５次日野町総合計画前半におきまして、いろいろな事業が、住

民の皆さん、議会のご協力によって進んでいるところでございます。 

 例えば、子育ての支援につきましても、まさに社会情勢の変化ということで、保

育ニーズが高まる中で、この４月には第２わらべ保育園をオープンいただきました

し、こばと園の規模拡大、改築についても実施をする。さらには、教育現場でも、

エアコンの設置をはじめとした諸条件の環境の整備等も進んでおりますし、道路整

備をはじめとした、さらには下水道、水道事業なども、おかげさんで、この間、着

実に進んでいるということは大変ありがたいことでございます。 

 そういうような、町が実施をしてきた事業の現在の到達点や課題を明らかにしつ

つ、住民の皆さんの意識の中で、町に対するこの間の思いもしっかりと検証をして

いく必要があるだろうと、このように考えております。 

 そうした中で、人口減尐社会への対応についてでございますが、齋藤議員もお話

になられたように、人口減尐の原因というのは、やはり成熟社会があるということ。

さらには、なかなか非正規雇用をはじめとして、子どもを生み育てる環境が整わな

いという状況も、これまたあるわけでございまして、そういう大きな国レベルでの

対策も、社会のあり方、ありようとかかわって、見直していくことも大切でござい

ます。そうした中で、日野町において、町においてしっかりとできることはやって

いくということで、第５次日野町総合計画の中で、日野のたからを掲げているよう
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に、経済的な価値だけではなく、人や自然、歴史、知恵や経験など、あらゆるもの、

町全体をたからとして捉え、新たな価値や仕事の創出につなげるということで、日

野に住んでみたい、日野なら自己実現できるという思いの人を増やしていくことが

必要なのではないかと、このように考えているところでございます。 

 そうしたことから、住んでいてよかったと言えるような町をつくる諸制度の実現、

空き家情報登録制度、さらには、子育て支援などをはじめとして、定住対策などし

っかりと取り組みながら、日本全体で言われている田園回帰の潮流をしっかりと受

けとめて対応をし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が、総合計画の懇話会は、来年、

年明けから立ち上げるということでありますので、考えられる課題基本方針につい

てお答えをいただいたわけでございます。 

 第５次総合計画は、人口減尐社会を見据えて策定されているものであり、後期期

間における人口減尐に歯どめをかけていくことにつながるものと、期待をいたして

おります。 

 その中で、空き家情報登録制度を活用して、田舎回帰の潮流を掴まえたいという

ふうにありましたが、議会報告の中でのご意見でありますが、田舎体験を拡大して、

農地の休耕田、耕作放棄地を利用して農業体験ツアーとか、空き地を利用しての体

験ツアー等で、田舎のよさを体験してもらう企画はできないかというご意見を伺っ

ています。現在、熊野集落では田植えをして、また収穫の農業体験をされていると

いうふうにも聞いておりますが、こういったご意見は、南比都佐の方で、声で聞い

ておるんですけれど、そういったことも、町の方ではどのように考えていただいて

いるのかお聞きをしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（古道 清君） 田舎体験の拡大ということで、ご質問いただきまし

たが、この地域のよさを知っていただくという意味で、大変意味深いことかと思い

ます。 

 なお、農業ツアー等細部につきましては、担当課の方とまた協議しながら進めて

まいりたい。取り組める方策があるのかどうかということを、検討してまいりたい

と思います。 

 部分的に申し上げますと、耕作放棄地利用につきましても、地域の話題として出

てきている部分はございます。ただ、やはり一旦耕作放棄されますと、水利の問題

とか、かなり困難な問題がございまして、地域の総力があって、水利をよくしてい

かないと使えないというふうな状況もございますので、当然ながら、地域の方と一

緒になって対応していかないと困難であるかと思いますので、そういうことを含め
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ながら検討してまいりたいと思います。 

 それと、人口減尐対策への思いということで、担当課長の方にということでご質

問いただいておりまして、私、漏らしておりまして、総合計画の中にもありますよ

うに、人口減尐につきましては、織り込み済みの中で計画を立ててきた経緯がござ

います。そういったことから、今の点検の評価の作業の中で、さらにできていない

ところ、あるいはもっと各課がまたがって協力すべきところを、きちっと明確にし

ながら、総合的な取り組みができないかというふうな考え方を持っております。総

合計画の中におきましても、住民の皆さんの思いを、基本政策の中で、いろいろな

ジャンルに分けて、各課にまたがる内容もございますので、それをさらに各課が意

識しながら、横のつながりを持てるような取り組みをしていければという考え方を

持っています。 

 そして、人口減尐、地域におきましても、大変、人口が減ってどうするんやと、

自治機能をどうするのかというふうなご意見を、行政懇談会の中でもお伺いするわ

けでございますが、現実地域が今動いているのは、やはり、40代、50代、60代、70

代の方が地域の核となっておられるという要素がございます。確かに若い間、会社

勤め等でなかなか地域にかかわれないという部分がありますが、そういった方々が、

やはり年齢が進むにつれ、さらにかかわっていただけるような取り組みが必要かと

思いますし、仮に地域の中で世帯が、高齢者だけ世帯であっても、大事な普請等に

は、外に出ておられる方、若い方が帰っておられるというふうな実態もありますこ

とから、そういった方も含めて、地域の力をもう１回見つめ直す必要があるのでは

ないかということで、そういったことについては、出前講座等でも、地域に入らせ

ていただいているというのが現状でありますので、まず、地域の方が地域の力を知

る、たからを知るという取り組みを進めて、自信を持っていただくような取り組み

も大事ではないかなと思っております。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 今の農業体験ツアーというか、そういうようなことも検討で

きれば、お願いもしたいというふうに思います。 

 総合計画の懇話会での十分な協議審議がなされて、第５次総合計画の後期期間で

の施策、策定がされまして、計画推進実現できますことを願っております。 

議長（杉浦和人君） 次に、９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） それでは、一般質問２題をさせていただきます。ひとつよろ

しくお願いいたします。 

 農業問題についてということで、まず一番はじめにお願したいと思います。 

 本年度の滋賀県の作況指数が公表されまして、97、このようになっております。

今年は、秋、収穫前から、本当に雤が続きまして収穫が悪かった。そしてまた、米
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の等級も非常に下がって、１等米の比率が非常に悪かったということでもございま

す。ＪＡで一番高く売れ、値段がついたのがコシヒカリで、概算金が60キロ当たり

9,200円。そしてから、全国一番高い新潟の魚沼産、これはブランド米というよう

になっておりますが、これのコシヒカリが、60キロ当たり１万4,200円というよう

な概算金払いでございました。 

 農林水産省は、2015年生産目標を739万トンとしております。本年度よりも14万

トンの減産というような計画となっております。この調子でいきますと、来年度も

減反の面積は増加されると、日野町に割り当てられる分は増加されると思います。 

 このような状態が続けば、農業後継者、また担い手育成事業にも水を差すような

現状でもございます。今日までの町の基幹産業でありました米づくり、米作をどの

ように考えておられるのか、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） 西澤議員から農業問題についてご質問をいただきました。 

 今ご指摘ありましたように、滋賀県においては、作況指数が100を切るという状

況。さらには、米の価格が１万円を切るというような、大変な状況のもとで、本当

に農業を取り巻く状況というのは、厳しいものになっているというふうに私も思っ

ております。 

 そうした中で、全国の平成27年産米の生産数量目標については、前年の生産数量

目標765万トンから14万トン減尐し、751万トンとなっております。あわせて、自主

的取り組み参考値739万トンを付記するということも、掲げられているということ

でございます。739万トンという数量目標は、これだけ生産すれば、平成28年６月

末の民間在庫量が、過去の平均水準に近づくと仮定した参考値であるということで

ございます。 

 国が昨年決定した、農林水産業、地域の活力創造プランでは、平成30年産以降は

行政による生産数量目標の配分に頼らないで、生産者や集出荷業者、団体が需要に

応じて生産を行うこととしております。しかしながら、米というのは国民の主食で

ありまして、精算の安定や価格の安定はもとより、稲作を中心として、地域の条件

にあわせて生産を行ってきた地域農業、農業集落の維持について大変大事であり、

国が責任を持つべきであると、このように思います。 

 町の特色に目を向けると、中山間地域としての自然条件を持つことから、反収は

尐ないけれども、おいしいお米の産地でもございます。今後もより安全で安心な日

野の米を供給していくため、近江米の主力品種として期待されている「みずかが

み」をはじめとする環境こだわり米の取り組みの拡大を進めていくこと。さらには、

畜産農家と連携した飼料用米、飼料用稲の生産拡大、水稲プラス野菜などの複合経
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営とあわせて、耕作者の高齢化や後継者不足を地域で検討いただく「人・農地プラ

ン」の作成や、集落営農の法人化に向けた支援など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） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） 以前は、「３ちゃん農業」といいまして、おじいちゃん、おば

あちゃん、かあちゃんと、このような３人で農業をされておりました。しかし、そ

のじいちゃん、ばあちゃんという方も高齢化になって、もう動けない。だんだん田

んぼも耕作放棄地が多くなり、本当に今や大変な時代となっておりました。 

 集落農業も、今の米の価格では、今年、私らの農業組合でやっておられる集落営

農組合では、大きな赤字が出たということで、本当に大変なことの時代となったわ

けでございます。 

 やはり、これは消費と生産のバランスがとれて初めて、米の価格は守れるという

ようなことでございますが、この日野米というのは本当においしいお米でございま

すので、西大路の方ではシャクナゲ米というようにして宣伝をされておりますが、

行政とＪＡとタイアップしていただいて、ＪＡグリーン近江が本当に大きくなりま

したので、なかなかこれはできませんが、日野のＪＡとタイアップしていただいて、

おいしいお米を販売していただけるようにしていただければなと、このように思う

わけでございます。 

 この山間地農業といいますと、水田の格好も悪いし、田の格好も悪い。そしてか

ら、草刈りの畦畔も多いということで、本当に手もかかり、収穫も尐ないわけでご

ざいます。やはり日野米としてのブランドをつけた価格で販売していただければ、

農業もまだまだこれは維持をできるのではないかと、このように思います。琵琶湖

の水を守るのは、水源の日野からということでございますので、ひとつ、そこら辺

の宣伝力アップをしていただければなと、このように思いますが、町長のお考えを

お伺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） 西澤議員お話のとおり、農業というのは大変大事でございま

す。現在の１俵１万円を切るような価格では、到底再生産できないわけでございま

して、水よりも安いというようなことで、米、ええのかということでございます。

これは中山間地域だけでなくて、多くの大規模農家も含めて、規模を拡大すれば、

これに対応できるというものではないというふうに思っております。 

 そういう意味では、農業農村の歴史、風土、環境を守る、維持する、そのために

も、現在、米の消費が伸びていないという中にあって、それの有効活用をすること

は当然でありますが、やはり責任を持って、一定の生産量の調整をやるということ

を示していく必要があるのではないか。それをやらないということ、ある意味では、
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ＴＰＰの先取りみたいなような形で、何でも市場原理に任せたらいいというような

ことで、こうした状況にもなっているのではないかなというふうに思いますと、も

う一度、農業農村の多面的機能を大切にした中で、この役割を果たす。そのために、

国も自治体もしっかりと取り組んでいく。そうして、そうした中で米の消費拡大と

いうことで、今おっしゃったブランド米のような取り組み、自信を持って押してい

けるような米の生産を、農協グリーン近江と一緒になってやっていくということは、

大変大事なことだと、このように思っておりますので、また農協などとも重々議論

をいたしまして、取り組みを進めてまいりたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） やはり、農業といえども、事業を守っていくということでご

ざいます。日野町の緑をほっておけば、荒れ放題になって、獣害の巣となるところ

でございますので、ひとつ頑張って、張り合いが持てる米づくりをしたいなと、こ

のように思っておりますので、どうかひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 続いて、２題目に移らせていただきます。 

 獣害対策についてでございます。 

 当議会でも、毎回のように一般質問をされております。今回は、鎌掛地域での取

り組みなどについて提案させていただき、またお伺いしたいなと、このように思い

ます。 

 町の行政としては、獣害対策に防護柵ネット、また狩猟免許の取得について、本

当に手厚い保護をいただいております。努力をしていただいております。本当にあ

りがたく思っているものでございます。しかし、まだこの獣害の被害、イノシシ、

鹿などは、頭数的にもまだ減っているように思いません。農作物被害も、まだ目立

った減尐はしていないように、このように思われます。 

 11月30日に、当地区において、獣害対策協議会において、今まで殺傷した100頭

余りの獣に対して、供養祭をしていただきました。提案の内容としては、字単位で

追い払いを行っていても、数は減っていきません。地域、字、区単位で、それぞれ

協力し合って、捕獲の指導、努力をしていただきたいなと、このように思います。

地域、地域で、それぞれ守って、垣はしていただいておりますが、本当に地域で協

力して捕獲を進めていただけないものかなと、このように思います。町の考えをお

伺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） 獣害対策についてでございますが、鎌掛地区の有害鳥獣被害

対策協議会において、地域が協力して獣害対策に取り組まれていることは、大変す

ばらしいことでございまして、経緯を表するところでございます。 

 さて、野生獣による被害を軽減させるためには、防護柵による侵入防止対策、雑
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木林の刈り払いや放任果樹の除去など環境整備、そして捕獲の３つを組み合わせる

ことが基本でございます。これらの対策は、集落ぐるみで進めることが重要でもご

ざいます。 

 日野町では、日野町有害鳥獣被害対策協議会が中心となり、集落ぐるみによる獣

害対策を推進しており、これまでも、モデル地区やモデル集落を設けて、積極的な

獣害対策を進めております。平成24年度には、鎌掛地区の大量捕獲囲いわなを設置

し、多くの鹿を捕獲していただいております。平成25年度には、西大路地先の日野

川からの猿対策として、竹やぶの伐採事業に取り組んでいただき、さらに今年度に

は、徳谷集落で、イノシシの囲いわなの捕獲の取り組みを進めていただいておりま

す。これらのモデル集落の取り組みの成果を検証して、他の集落にも広げていける

ように、引き続き、獣害に強い集落づくり、地域づくりに向けた取り組みを進めて

まいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） 昨日もちょっと字の出役がございまして、ため池の草刈り、

甲蒲土地改良の件の草刈りに行ったわけでございますが、そこでもイノシシのおり

をセットしておいていただいておりまして、その中にでっかいイノシシが入ってお

りました。これは、南比都佐のイノシシやな、よう肥えとるなというようなことを

言うてまして、本当に地域ぐるみで囲って、地域のイノシシをとりつくすと、また

よそのイノシシが入ってくるということでございまして、本当に減ってくると入っ

てくる。これは大変なことでございまして、やはりそれぞれ地域、地域で協力しあ

って、とっていただければなと。そうすると、向こうでも減る、こっちでも減ると

いうことで、数が全体に減ってくるのではないかなと思います。 

 鎌掛と西大路の境にも、たくさんおりを設置しておいてもらいます。ここには鹿

が入っている。南比都佐の方は、何でか知らん、イノシシがよう入るようなことで

ございまして、鎌掛というのは土山境もございますし、本当に山続きでございます

ので、とことこと入ってきます。そんなわけで、やはり地域ぐるみできちっとした

対策をそれぞれとっていただくと、この事業も減ると、獣害も減ってくるのではな

いかなと思います。 

 この狩猟期間になってから、早20頭ほどの捕獲をしてもらっております。もう、

これで120頭ぐらいになったかなと、このように思っております。本当にこのよう

な獣害が増えてくると、もう山間地では野菜もお米も大変なことになると、このよ

うに思います。 

 そこで、もっと十分捕獲していただくこの狩猟免許を取っていただく方を、もっ

と推進していただいて、わなをかけていただけるようにお願いしたいなと、このよ

うに思いますが、農林課長、この狩猟免許の推進に、ひとつお願い、十分なお願い
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をしていただきたいなと、このように思いますが、どのようにお考えですか。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（高岡良三君） 獣害対策について西澤議員さんの方から再質問いただき

ました。 

 ただいま質問いただきました獣害の件につきましては、狩猟免許等でございます

が、先ほど、町長の答弁でもあったように、柵でとりあえず入らないようにしよう

ということと、放任果樹等置かないようにしよう。最後、駆除しようという形で、

今、取り組んでございます。 

 今年度から、獣害柵を設置するについて、獣害柵を設置するだけでなしに、そこ

でおりを置いて捕獲をしようということも義務づけられるようになってまいりまし

たので、それぞれの、今、柵をしていただいている方々の中で、狩猟免許、わなの

方の免許をとっていただくということになってございます。 

 あわせて、今もそれぞれの集落、農業組合、営農組合のところもございますが、

関係集落の中で何名かの方、それぞれ狩猟免許、わなの方の免許をとっていただく

と。それに対する私ども、補助を行ってございますので、そのような啓発も進めて

いきたいというふうに思っておりますし、当面、この12月と、年明けてからも、そ

のような講習会、研修会、獣害に対する広域の研修会がございますので、そこにも

それぞれ農業組合さんの方を中心にご案内を申し上げてございますので、そのよう

な取り組みも今後進めていきたいというふうに考えてございます。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） 柵をするところには、獣害柵と狩猟免許がセットになったと

いうことで、これから増えるので、非常にこれはありがたいなと、このように思い

ます。 

 そこで、鉄砲免許というのもとってほしいのですが、なかなかこれ、警察との関

係もあり、鉄砲というのは難しいのでございます。やはり一番簡単にしていただけ

るのはわな免許かなと、このように思いますので、十分な推進をお願いして、有害

鳥獣の被害のないように努力していただきたいなと、このように思います。ひとつ

よろしく、課長、お願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 次に、６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） それでは、通告書に基づきまして、２点について質問を行い

ます。 

 まずはじめに、第５次日野町総合計画の取り組みについてであります。 

 このことは、もう申し上げるまでもないのですが、日野町の将来像を、「ひびき

あい、日野のたからを未来につなぐ自治の力で輝く町」として、７項目の基本方針

が示され、それぞれの政策を進めるため、16項目の政策をうたい、これらを具体化
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するために52の施策が挙げられているとおりでございます。当然、ご承知のとおり

でございます。 

 特にこの中で、今回質問を行いますのは、政策７の、「輝くきぎょう（企業・起

業）と仕事のあるまちづくり」についてお伺いをいたします。 

 １つには、この中で施策として、地元を育てる企業の誘致を進める。次に、地元

の企業を育てるとありますが、この計画、４年がたとうとしておるんですが、どの

ような成果があったか、あるいは課題があったかについてをお伺いいたします。 

 ２つには、この政策12に、快適で便利なまちづくりというのがございます。この

うち「ひととまちを結ぶ交通体系の整備を進める」とされてありますが、このこと

についても同様に、成果、あるいは課題等をお聞きしたいと思います。 

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。 

町長（藤澤直広君） 第５次日野町総合計画の取り組み状況とかかわってご質問を

いただきました。 

 その中で、基本方針に示された、企業にかかわるこの４年間の成果ということで

ございますが、まず施策の「地元を育てる企業の誘致を進める」では、日野町内工

業団地に新たに３社が操業を開始し、さらに今年度は、製造業者が建築を始める予

定となっております。また、松尾地先には平和堂やコメリなどがオープンし、新た

な購買力の増大と雇用の創出が図られているところでございます。 

 次に、「地元の企業を育てる」では、住宅リフォーム助成事業の継続した取り組

みや、小口簡易資金の貸し付け、企業と行政との懇談会や企業内人権研修、労働講

座などを開催し、地元企業の育成はもとより、町内企業の情報交換などにより、地

元企業の生産や技術力の向上などの支援に努めているところでございます。 

 次に、総合計画の政策12のうち、施策37の、「ひととまちを結ぶ交通体系の整備

を進める」でございますが、町営バスなどの身近な公共交通を検討し、充実を図る

ことを目指しております。 

 取り組みといたしましては、公共交通空白地帯の解消に向けて、平成23年７月か

らデマンドタクシーを運行しております。また、町営バスにつきましては、利用さ

れる方の日常生活にあわせたダイヤ設定や乗り継ぎに配慮し、平日５台、土曜日４

台のバスにより、町内６路線を運行しております。平成25年度には、利用者、未利

用者、運転手および民生児童委員の皆さんを対象に、アンケート調査のほか動態調

査を実施し、利用者の動向やニーズなどの把握を行いました。アンケート調査結果

から出てまいりました改善点といたしましては、バス車両の構造に関するものや、

運行本数、乗り継ぎに関するもの、バス停に関するものなどが挙げられます。町と

いたしましては、これらの改善点をダイヤ改正などに反映させるなど、利便性の向



2-57 

上に向け、取り組んでいるところでございます。 

 公共交通につきましては、住民皆さんのものとして、自らの交通機関として、ご

理解とご協力、ご利用が必要であることから、引き続き広報活動についても力を入

れてまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 再質問を行います。企業誘致の取り組みについてでございま

すが、あるいは、今の、もう１つ、地元の企業を育てることの具体策としまして、

再三これも質問で出ておりますように、近年は尐子高齢化が進み、人口減尐時代へ

と推移していることは、この日野町も同様であります。いかに若者が地元に就職で

きる施設を考えているのか。また、そのための優良企業を誘致する施策の、具体的

な取り組みはどのように行われているのかも、お伺いをしたいと思います。 

 さらに、若者の住みよい日野町として、どんな展望を描いておられるのかもお伺

いをいたします。 

 ２つ目の交通体系の整備につきましては、今、町長の回答のとおり、いろいろ施

策を講じていただいておるんですが、交通体系の整備についてということにつきま

しての、今後、具体的な計画や展望はどうかも、お伺いをしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（森口雄司君） ただいま冨田議員さんより、地元を育てる企業の誘

致、ならびに企業を育てるにつきまして、２点の質問をお受けしました。 

 現在、尐子高齢化、人口減尐の中で、地元の有力企業を育てるには、どういうふ

うなことをしたらよいかということが１点目でございますが、企業のこの４年間の

取り組みの中で、１点、企業立地の促進条例というのを一部改正をさせてもらいま

した。これについては、地元の雇用環境の改善を図るための必要な措置ということ

で、雇用環境の改善のための開発面積の下限の引き下げをしたり、また、新設だけ

じゃなしに増設事業に枠を広げて、雇用の奨励金を設定するなどの取り組みをする

などして、尐しでも町内の企業に来てもらえるような環境を整えるということが１

つでございます。 

 また、有望な若者に来てもらうために、どういうようなことをしたらいいかとい

うことでございますが、これは特に町内企業に誘致をするには、町だけの事業でな

しに、窓口になります、県の企業誘致推進室、ここらと連携を図るというのは非常

に大事なことじゃないかなと、このように思っております。そういった面でも、県

が主催します事業、また、交流会等に積極的に参加し、また情報も得ながら進めて

いくというのが大変大事なことやないかなと、このように思っております。 

 そういった中で、さらに関係機関とも連携を図りながら、町内企業の宣伝活動に

努めてまいりたいと、このように考えております。 
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議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（古道 清君） 公共交通に係ります交通体系の整備という点でござ

いますが、現行の町内の公共交通におきましては、町営バスを中心としまして５台、

６路線、27系統という形で、隔年におきましてニーズを把握しながら運行しておる

ところで、限られた台数の中で、フル稼働の状態にあるというのが現実のところで

ございます。 

 利便性を向上することによって、利用者を増やすという面もあるわけでございま

すが、既に現行の町営バス路線につきまして申し上げますと、廃止代替バス路線と

いうのが基本でございます関係上、起終点の位置であるとか、既存バス停を極力そ

のまま使っていくという、いろいろな縛りの部分もございまして、全体的には抜本

的な見直しということによりまして、利用性の向上、利便性の向上を図りたいわけ

でございますが、そういう法的な部分との調整が必要ということもございますので、

そういった意味と、なおかつ、既に既存のバス停、あるいは利用者につきましては、

ニーズというのはそこに存在するわけでございますので、そこの調整等も必要にな

ってくるということで、さらに研究を深めてまいって、大きくはそういう路線その

ものについて見直しを図っていくように踏み込んでまいりたいという、考えている

ところでございます。 

 また、当然ながら、現時点におきましても、草津線との結合であるとか連絡であ

るとか、あるいは近江鉄道の連絡というのは、極力向上するようにやっておるわけ

でございますが、その辺も含めまして、あわせて広域的な取り組みとしまして、草

津線の複線化の問題とか、そういうようなものにも取り組んでいるというのが現状

でございますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 私どもの地域でも、結構、工場といいますか、就職に行って

いるのが、隣の甲賀市であります。甲賀西工業団地、あるいは甲賀工業団地。それ

で、そこらに勤める人の、もちろん考え方といいますか、企業が違うのかもしれま

せんが、なかなか日野の今の現況、第２工業団地あたりに就職するという生徒さん

が尐ないのかどうか、その辺を商工観光課長は、どのように把握をしておられるの

かなというのも、ちょっとお聞きしたいなというふうに思います。 

 今、これは町長の答弁にもありましたように、工業団地もほとんど満杯状態でも

あります。やはり優秀な企業に来ていただいて、若者が就職できる、そのような企

業を誘致すべきじゃないかと思うんですが、その辺についての展望といいますか、

考えをもう一度お伺いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（森口雄司君） 若者の優秀な人材を地元企業へということでござい
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ますが、11月末現在の日野高校の就職内定率を聞いておりましたら、その中で町内

の企業に勤められるという割合が３割でございます。若干、今年度については、昨

年度と比較して、非常に就職希望者が増えているという状況でございますが、そん

な中で、町内の企業へは３割の内定が決まっているということを聞いております。 

 いずれにしましても、町内企業は、先ほど申し忘れました部分では、新規学卒者

を対象に、日野町に、こういった日野町の企業へお勤めになられた方には、日野町

はこんな歴史的な町であるとか、いろいろなことをＰＲしていくというのも大事な

ことやし、いずれにしましても、日野へ来られている方は、ほかからもまたその分、

来られているわけですし、また、日野におられる方は、その分、またほかの市町へ

出ておられるといった、いろいろな状況があろうかと思います。いずれにしまして

も、日野にある企業がこんなすばらしいというところについては、いろいろな機会

を持ちまして、８月の町長との企業懇談会や、今言いました新規学卒の研修会や、

またこちらから毎年２月には企業訪問させてもらって、いろいろな情報の提供をし

ているといった、いろいろな機会を持ちながら、そういうＰＲなり宣伝活動に努め

ていくというところでございます。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 一朝一夕にはいかないと思いますが、いつかの質問にも申し

上げましたように、日野の南部地域、いわゆる南比都佐、鎌掛あたりには、工業団

地を誘致するような地形的な利点のところもあろうかと思います。今後とも、そう

いったことも含めて、今後、将来的な工業団地の造成等も考えていただけたらとい

うふうに思って、要望をしておきます。 

 続きまして、２つ目でございます。 

 町道路線の変更、廃止についてであります。今議会にも提出案件に挙げられまし

た、町道の変更、廃止について、関連する質問を行います。 

 この問題は、昨年12月議会で蒲生議員が質問されました、町道路線の見直し時期

と、町道認定要綱についてと関連する質問ではありますが、私が特に今回伺いたい

のは、廃止路線としてできないかということでございます。 

 町内では381路線、延べ延長251キロの町道を維持管理、あるいは登録をされてい

るとのことでございますが、現実にこれだけの路線を町が維持管理できているとい

うのは大いに疑問であり、また不可能だろうというふうにも思っております。当然、

事実として、各地元が除草作業を行ったり砕石投入をしたりしながら、路面の維持、

保全に尽力されているのが現状かと思っております。 

 これら、人や自動車の通行が可能な路線は、未舗装の砂利道であっても、町道と

して維持すべきだとは思いますが、中には、軽自動車はおろか人も通行できない山

林化してしまったような路線が、どれだけ存在するのか、当局では把握しているの
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かを教えていただきたいと思います。 

 県道や国道などが今日までに整備された現在では、全く利用しない、あるいは利

用できない道路が存在することが、現実ではないかと思います。町道から農道や里

道に格下げするようなことができないのか。また、廃止することはできないのかを

お聞きしたいと思います。 

 これらの整理や見直しを行えば、先の蒲生議員の質問にもあったような、町道路

線の抜本的な見直しにもつながるのではないかと考えておりますが、当局のお考え

をお伺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） 町道の路線の変更、廃止についてでございますが、今お話が

ありましたように、町内381路線、251キロメートルの町道がございます。全てを町

で草刈りなど管理することは難しい状況でございまして、多くの町道で草刈り等の

作業を、地域の皆さんのご協力によって、していただいているところでございます。 

 こうした中で、車両等の通行が難しい町道は、16路線程度あると認識しておりま

す。議員から提案ございました、町道から農道や里道に格下げすることは可能では

ございますが、関係する地域のご理解を得る必要があるのではないかと、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） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 今の答弁の中で、車両等の通行が難しい町道は16路線程度と

いうことでございますが、これはこの16路線というのは、全線もほとんど通行が難

しいとされるのか、あるいは一部、例えば先線が山になってしまって、町道として

扱えないようなものも含まれているのかどうか。私ところの地元にも、実はござい

ます。これも今、昔からの、隣の集落へ行く道路であったと思うんですが、もう圃

場整備から外れておりますし、我々も子どもの時分から通ったこともないような道

路もございます。そんなところも現在、今の、先ほどの防護柵で、もう仕切られて

もおりますし、それこそ人も歩いて行くような道も、あるかないか分からんような

状況でございます。そういうものを、これは今申し上げているのは、その一部、あ

るいは大半でございますが、そういうようなのは日野町に多々あると思うんですが、

16路線程度で済んでいるんかなというのは、ちょっと疑問を持っております。その

辺についての、この数の問題と、全線が難しいのか一部不可能なのか、この辺もち

ょっとお聞きしたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 冨田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。 

 車両の通行が難しい町道として、16路線程度でございます。これについては、全
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てきちっと職員が歩いて把握したわけではございませんが、地図上である程度確認

をさせてもいただいているところ、または現地で確認もさせていただいたところで、

路線を見ますと、約16路線程度あるかなというふうに思っております。その中で、

全線が通行不能もございますし、路線の一部が通行不能というところもございます。

それを含めて16路線程度というふうに把握をしておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） そうしたら、もう一度お伺いをいたします。 

 町長答弁の中で、町道の格下げは可能であるというふうに言われております。た

だ、関係する地域の理解が必要と。確かに町道を里道化してしまったら、不利益に

なる地域もあろうかと思いますが、先ほど私が申し上げましたような、山林化して

いるような町道については、まず、その辺は町道を格下げしても問題ないようにも

思うんですが、地域の、地元の理解が必要ということで、こういう相談を持ちかけ

ていただいたことは、多分なかろうかと思うんですが、そういう考えは、そういう

機会を設けることはできないのか。あるいはその気はないのかということも、ちょ

っとお伺いをもう一度させていただきます。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 既にこう山林化して、ほとんど道路自体がもう山に

なっているところも確かにございます。そういう町道を外すにしても、冨田議員が

おっしゃったとおり、やはり地元の理解というのは非常に大事かなというふうに思

っております。町が勝手に廃止をしてしまうということはできませんので、その辺

だけはきちっとしていかなければなりませんし、ただ、今まで廃止をするという、

そういうこと、整備をするという行為は、現在では至っておりません。今後、どの

ような形にするのかを含めて、一定の協議は必要かなとは思っておりますが、やは

り通行不能の、通行ができない町道で、本当に必要か必要でないかもあります。そ

れの面も踏まえて、一定の協議はさせていただきたいなというふうに思っておりま

すが、現在のところ、どういう形で地元に、地元というか地域にお話をする場合に

ついては、一定の整理をした中で、どういう話し方というか、どういう形をとるの

かも含めて、協議する必要があるかなというふうに思っております。ただ、こうい

う町道を整理するということは、非常に大事なことかなというふうには思っており

ます。 

 今回のこの冨田議員さんのご質問については、大変、町としてはよい、ありがた

いご意見かなというふうに思っております。今後、一定の検討をしてまいりたいな

というふうには考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 
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６番（冨田 幸君） それでは、要望だけして終わりたいと思います。 

 地元の理解ということは、やはり毎年各地域で行政懇談会も行われておりますし、

また区長さんを通じての、そういう話を持って行くことができないことはないとい

うふうに思っておりますので、おそらく道の形も見えないような山林化しているよ

うなところは、そういう整理をしてもいいんじゃないかなというふうに思いますし、

蒲生議員がおっしゃられたような、集落で必要不可欠な道路は里道のままではだめ

で、やはり町道にすべきだなというふうに思いますので、今後、そういう検討をし

ていただき、地元に声をかけていただきたいなということを申し上げて、質問を終

わります。 

議長（杉浦和人君） ここで暫時休憩をいたします。再開は３時25分から再開いた

します。 

－休憩 １５時０６分－ 

－再開 １５時２５分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 休憩前に引き続き、一般質問を許可いたします。 

 １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） それでは、通告書に伴い、４点ほどお伺いいたします。 

 まず１つ目は、電算システムと危機管理についてということで質問させていただ

きます。 

 去る11月17日、私も所用で役場の方に出向きましたところ、正面入り口にケーブ

ルが走っていまして、慌ただしく作業員の方がばたばたしておられるのを見かけま

した。近くの職員さんに、どうしたんと聞いてみますと、電算室の故障によるもの

とのことでした。住民課などでの証明発行業務や所用事務に支障が尐し来している

ようでして、復旧にもかなり時間が要しているようと聞きました。３階の方からケ

ーブルを引き直して、いろいろなデータを収集して、印刷できるようにしておられ

たと聞いておりますけれども、こういうようなことが起こるようでは、住民の方も

大変支障が来されますし、危機管理は怠りがないのか、その辺を聞かせていただき

たいと思います。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君の質問に対する町長の答弁を求めます。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） 電算システムの危機管理についてご質問をいただきました。 

 今お話がありましたように、11月17日に、庁舎内情報ネットワーク機器の故障が

ありました。故障した機器につきましては、庁内のＬＡＮを分岐するためのＨＵＢ

と呼ばれる機器で、平成23年度に設置したものでございます。通常、故障の尐ない、

信頼性が高い機器でございますが、不具合が発生をいたしました。当日、業務の開
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始前に、住民課など１階の業務端末で、ネットワークに接続できない状況が確認さ

れました。住民票などの行政証明の発行に支障を来すことから、暫定的な対応とし

て、予備回線と代替機器を設置して運用をいたしました。 

 今回のネットワークの機器の故障につきましては、代替機器等を準備しておいた

ことから、業務に大きな支障はなかったものと考えておりますが、引き続き、適切

な対応ができるように努めてまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 今の答弁を聞いていますと、代替機、またネットワークの予

備回線というのをしたということですけれども、その慌ててするんじゃなくて、諸

証明、まず住民課で要るのが限られたというのがあると思うのですので、その辺の

回線は、すぱっと切りかえられるぐらいの、常に予備回線を１本引いておくとか、

その辺のことはできませんか。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 再質問をいただきました。 

 予備回線の件でございますが、基本的に、役場の庁舎内のＬＡＮの接続につきま

しては、予備回線は設けてはおります。設けておりますが、ＨＵＢから分岐をする

ためのＨＵＢが故障いたしましたので、そのＨＵＢ自体の交換と、そのＨＵＢを予

備回線につなぐ作業に、尐し時間がかかったということでございますので、それま

での作業の間につきましては、たちまち２階の方からＬＡＮ線をつないで、１階で

尐しでも早く住民票等の発行ができるように、暫定的な処置を行った。それが行え

るまでの間は、職員が２階や３階で証明を発行して、それをとりに上がって、持っ

て降りてきたと、こういう対応をさせていただいておったわけでございます。 

 そうしたことで、一定、予備回線は庁内に、庁舎の改修時に張りめぐらせておる

ような状況でございます。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 一問一答制と違いますので、何遍もできませんので、その辺

のことはしっかりと対応できるようにしていただきたいな。ちょっとこう時間をか

かり過ぎているのかなと思い、簡単につなぎかえにしては思いましたので、よろし

くお願いします。 

 また、最初の質問ですけど、ほんまは町の程度の規模は、この日野町が300人ぐ

らいの従業員がいて、２万人から３万人のお客がいるというシステムとしたら、大

規模な大企業、運営のシステムで言うたら何千人かおられて、そしてまた顧客が何

万人、何十万人というシステムでやっておられる、そういう大変高価なそのお金を

かけたような企業システムでも、漏えいしていったりとか、または社員が漏えいす

る。そういうような事犯も起きていますけれど、来年10月から自治体クラウドやマ
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イナンバー制度が予定されていますが、このような、今までとは格段詳細で大事な

個人情報がありますので、そういうことが保護できるのか、また今後、導入予定の

ＩＴ機器関連の信用性は高いのか。また、そういう社員が漏えいするというような、

世間ではありましたけど、今後、職員の方にも指導の強化が必要と思いますが、ど

のようにお考えかお願いします。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 危機管理につきましての再々質問を頂戴いたしました。

また、自治体クラウドも絡めてというようなことでございます。 

 ６町でのクラウドにつきましてでございますが、サーバー類をデータセンターに

おきまして、それで業務の運用を行うというようなことにさせていただいておりま

す。そうしたことで、小さな町が単独で危機管理を行いますよりも、情報のセキュ

リティー面ですとか、あるいはその災害に係る災害対策の面ですとか、技術的にも

設備的にも、しっかりとした安全対策が高められる効果があるというふうに思って

おります。そうしたこととは別に、管理面でも十分対応をとっていかなければなら

ないなと、このように考えておるところでございます。 

 そうしたことで、過日、私どものデータを送信しますデータセンター、予定をし

ておりますところに６町でそこの現場に視察をさせていただきまして、そのデータ

センターでは、立地につきましては活断層がないということですとか、海よりも離

れておるということですとか、近くに河川がないというようなこともございまして、

一定、津波ですとか災害、土砂災害ですとか洪水ですとか、そういった心配は低い

ような状況のところでございます。建物も耐震工事がされてございまして、サーバ

ーですとかを収納するラックの場所にも、免振工事が床に施されておったところで

ございます。また、その近くには、第２番目のデータセンターを新たに建築されて

おるような状況でございまして、建物の入室にあたりましては、そのＩＣカードで

すとか静脈での個人認証ですとか、監視カメラですとか、そういったものを設置さ

れておられまして、入退室につきましても、防犯対策も含めまして対応されておっ

たところでございます。 

 また、データのバックアップにつきましては、そこの施設だけではなしに、町の

方にも、あるいはその私どもが業務管理をいたしますケーケーシー情報システム契

約会社の方にも、データをバックアップ用で持つというようなことでの対応をして

いくというふうになってございます。 

 また、その電源につきましても、通常の変電所からの電線以外にも、別にバック

アップの予備線を設けるということになってございます。そうしたことで、６町の

クラウドというようなことでは、一定、私どもが要求をしております要件に満たし

ておるような状態であったというようなことを、確認をしておるところでございま
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す。 

 しかしながら、今おっしゃっていただきました、その人為的なものにつきまして

は、どこで何が起こるか分からないというようなこともございますので、しっかり

とそうした職員対応も含めて、していかなければならないなと、このように考えて

おるところでございます。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） また、ハード面では、しっかりしたそういう企業がついてお

られると思いますので、しっかりしていただきたいと思いますし、やはり６町合同

でやっていくことですので、スタートしたし、しきりにまた何か起きたとかいうよ

うでは大変なことになりますので、その辺も、人為的な事故というのが怖いですし、

いろいろな、私の専門でないので分かりませんけど、ハッカー的なことも考えられ

ますので、よろしくお願いします。 

 ２つ目の、ホームページの運用というのも、これは１つ目にくっつけておいたん

ですけれど、ちょっと質問がしにくいので分けてしまいましたので、補足として考

えていただきたいんですけれど、予算委員会のときに、尐しホームページの金額が

計上されたときに、私も尐し質問させてもらったんですけれど、もう１つ適切な答

えがなかったように思いますので、もう一度確認の上でさせていただきたいと思い

ます。 

 もうすぐできあがってくると聞いております、この町のホームページですけど、

リニューアルについてお伺いします。 

 まず、変更内容と、金額、契約会社との運営方法、サーバー管理等の詳細をお尋

ねします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 日野町ホームページのデザインのリニューアル業務について

でございますが、この業務につきましては、ホームページを親しみやすくやさしい

デザインにすることを目指すとともに、知りたい情報にたどり着きやすいよう新し

い分類ボタンを備えるなど、画面デザインや展開を大幅に更新することとし、来年

３月下旬に公開する予定で作業を進めております。 

 町では、ホームページの公開に必要な要件として、情報の迅速な公開を目指し、

町組織全体、各課で更新管理ができるなど、技術的な知識がなくても容易に情報発

信ができることや、高齢者、障がい者等を含めて、誰もが利用しやすいようにする

ため、これに対応する自治体ホームページ向けに開発された機能を採用しておりま

す。このため、更新後の画面の内容を、これらの機能に適合させるための作業、お

よびＪＩＳ試験などを実施することになっております。さらには、不特定多数の誰

もがホームページを閲覧されても、表示崩れが起きないようにするなど、公共性を
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確保するための作業を踏んでおります。 

 サーバーについては、ホームページを年間を通じてフルタイムで公開する必要が

あり、先にお答えしました、自治体ホームページの公開に必要な要件を備えるため

の機能の保持などの運営を含めた一体管理を、品質保証や情報セキュリティーマネ

ージメントシステムなどのＩＳＯ国際規格を取得し、信頼のある事業者に業務委託

することで、機密保護をはじめ、災害、防犯、停電等のさまざまなリスクに対応を

しているところでございます。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 前回の委員会のときにも、私、ちょっとしゃべらせてもらっ

たんですけれど、先ほど蒲生議員の質問にもありましたように、このホームページ

のリニューアルに関しましての入札、ちょっとこう不透明というか、余り公開され

ていないようなところもありますし、言われたように、町長の答弁がありましたよ

うに、保証、情報セキュリティーマネージメントシステムなどのＩＳＯの規格を取

得し、信頼ある事業者に業務を委託することでとあります。それで機密保護をはじ

め、災害、防災、防犯、停電等のさまざまなリスクに対応しているということでし

て、その会社が独自に持っているという形で、大変安心面はあるんですけれど、逆

に、入札に向けたときにはそこの会社が持っているということで、他社が入りにく

い。どうしてもオープンにしてもらえないところがあるので、そこしかできないと。

そうすると、当然、高額になってきますし、私もこう質問するにあたり、そういう

大きな業者に簡易見積りというか、聞かせてもらいましたら、予算は200万ぐらい

計上していましたけれど、日野町のホームページぐらいで、一新して最初に新たに

つくったとしても、大体今の大きな企業相手にしている会社ですと200万ぐらいで、

新しくできると、入札すると、競合すると大きなところが入ってくると。そんな話

も尐し聞かせてもらいましたので、やはり独占的なことが発生すると思いますので、

公開できるような方向に持って行って、サーバーもそこで管理じゃなくて、町が１

つのレンタルサーバーをかちっと借りて、町が持って保持するというような形にな

ると、より安全かなと思いますし、例えばですけれど、そこの会社が倒産したら、

その間はしばらくの間は、ホームページというのは運用できますけれど、その間に

一新してつくらなだめだとか、そういうこともできますので、そこが、やはり会社

が持っていたところでは、入り込めないところがありますので、困るかなと思いま

すので。 

 そういう調べたところは、皆さんもご存じと思いますが、ホームページビルダー

とか、そういうようなんじゃないんです。やはりプロソフト、ドリームウェーバー

とか、そういうソフトを独自に改良した、そしてつくったようなソフトでつくって

いるらしいんですけど、その辺をオープンにしていってする方法は、当然、安心・
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安全な規定はつくっていかなだめだと思いますけど、その辺はオープンにしていけ

るような方法をとって、低価格に抑えていくというのも１つと思いますけど、考え

を伺います。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（古道 清君） ホームページの更新に関しましての再質問をいただ

きましたが、まず、随意契約となった部分でございますが、現在の日野町のホーム

ページにつきましては、平成18年度におきまして、今現在のホームページという決

定をいたしました。その時点におきましては、当然ながら競争入札に付しまして、

参加審査も行った段階で、適切な事業所を選定した上で見積書を依頼して、決定を

させております。当然ながら、その経緯の中には、デモンストレーションを経て、

その中で評点をつけて、現在の会社に契約をという形で至っております。 

 その中におきまして、先ほど町長答弁の中にございましたように、庁内組織で、

誰もが更新可能になるようなシステムにしていくということで、ある意味、独自な

システムを採用させてもらったということで、その18年度に導入決定した段階にお

きまして、庁内的にホームページ運営委員を中心にしまして操作研修も実施し、職

員におきましても、その操作に慣れてきているという状況にあるわけでございます。 

 また、そういうようなところからの随意契約という部分もございますし、さらに

はホームページの納入実績ということで、総務省が定め求める字数試験実施、ある

いはレポート作成業務、いわゆる誰もが見て、アクセスして見られるという分での、

ウェブアクセシビリティー対応ということで、法的にも、そういうような部分につ

きまして新たな法律の定まった中で、そういう試験、あるいは報告をする必要が出

てまいっておるという状況でございますので、現状のホームページの運営を委託し

ている業者に対して、更新を行ったというような状況でございます。 

 また、町のサーバー管理につきましてもご質問いただきましたが、現実問題とい

たしまして、町の近く、あるいは町の中におきましてサーバーを持って、それを管

理しようといたしますと、機器の更新、あるいは先ほど申し上げました独自の部分

での、庁内の誰もが利用できる、あるいは誰もが見られるという、そういう部分で

の管理の部分におきまして、専属のシステムエンジニアが必要となってまいること

もございますので、そういうことも考え合わせますと、委託にした方がより効率的

にできるであろうという考え方に至っております。 

 また、他市町との導入経費等につきましても、一定比較もいたしましたが、現時

点での比較というのでございますが、決して遜色のない金額で、比較的リーズナブ

ルな価格で委託をすることが可能になっているというのが現状でございます。 

 あと、倒産したらどうするんやというようなご心配もあったわけでございますが、

これにつきましては、当然ながら、当初の業者選定において、そういう資格申請を
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行った中でやっているという部分もありますし、当然、どのような大企業でありま

しても、そういうリスクは抱えているわけでございますので、もし万が一、そのよ

うな状態になった場合は、やはりサーバーを庁舎サーバー等に移行していくという

ような作業が出てこようかと思いますが、そういう対応を、さらに研究していく必

要もあるかと思っております。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 最後に１つ聞かせていただきたいんですけど、大変いろいろ

なこういう我々に分からんような縛りがありますので、難しいところがあるんです

けれど、やはり尐しの改良とかで200万、300万とか、簡単に出てくる金額ですし、

例えば、土木建築で200万、300万の入札があったと。そういうようなのでも、実際

聞いてみたら本当に安い価格で競合されて、もうけとしたら尐しのもうけで頑張っ

ておられることを思うと、こういう世界というのは、この以前にも観光協会の方の

リニューアルが尐しあって、どこが変わったのかなと思ったら、フォントとか尐し

のところ、ちょこちょこっとしたところで50万ぐらいの金が出ていたと。その辺の

ことを比べて、もう尐し何とかできないのかなという思いで質問したわけですけれ

ど、その辺のことをもう一度聞かせていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（古道 清君） 価格面でございますが、基本的な更新そのものにつ

きましては、さほどというのも語弊がありますが、予算のうちの半分もいっていな

いというような状況でございまして、むしろ費用面で必要となっているのは、ＪＩ

Ｓ試験への適合であったりとか、さらにはそういう、誰もが庁内の職員から操作を

容易にしていくという、そういう仕組み等、新たに設けたリニューアル画面との連

携を円滑にさせていくという、そういうチェック、あるいは試験、そういう機能の

保持ということに、どうしても費用がいってしまうということでございまして、ホ

ームページの情報の速さという意味でいいますと、よりローカル面で処理ができて、

すばやく皆様に情報をお伝えするという面からいきますと、どうしても命脈の部分

になってまいるわけでございますので、その辺は、なかなか現状のソフトの中で対

応するということでご理解をお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 再質問できませんけれど、やはりこういう業界も、たくさん

ホームページをつくっていたころは、もうかっておったんですけれど、もう行き渡

ると、もうからない、仕事がなくなってくるというので、どんな大きいところでも

危ないことも出てくると思いますし、その辺のサポート、またよろしくお願いした

いと思います。 

 ３番目の、各地のソーラーシステム設置の許可についてということで、１つ質問
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させていただきます。 

 日野町内には、たくさんのソーラーシステムが設置されております。以前、私、

委員会でも、ここのハッピーの下手でしたか、住専区域のとても一等地にソーラー

システムができていて、ある方から苦情といいますか、サンライズの奥の方に私は

住んでいるんだけど、草刈りばっかりしているようなところに住んでいるんだけど、

あんなところに住みたいんだけれど倍ほどすると。ああいうところに住みたいなと

思っていてもお金がない。そこへ住まんずに、ソーラーがどんとついてあると。あ

あいうような規定はないのか、どういうことやねんということを言われまして、ち

ょっと委員会でもしゃべったことがあるんですけど、私も、ちょうど必佐公民館の

方で、ふるさとウォークとか琵琶湖スポットウォークということで、ウォーキング

の警備を防犯団体でやっているんですけれど、これで６年目ぐらいになるんですけ

れど、最初の年は、ずっと御代参街道というのをずっと歩いていたんですけれど、

そんなもん全然なかって、ここ数年、前回も、安曇川の方をずっと歩いたわけです

けれど、その国道沿い、県道沿いでも、ずっとたくさん、景観が変わったというの

は、ソーラーシステムがどこでも見られるようになってきて、物すごく国が奨励し

ている制度とはいえ、ちょっと景観が変わったなというのを感じました。聞くとこ

ろによると、取りつけ面積等で、国・県が許可申請、また規制があるらしいですけ

れど、その辺の規制はどうなのか。また、先ほど言いましたように、たくさん設置

されて、景観など含めた今後の考えを伺いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） ソーラーシステムに対する許可についてでございますが、平

成24年に導入された、再生可能エネルギー固定価格買い取り制度が発端となって、

町内でも多くの建設が進められています。高い価格で20年間価格保障されることか

ら、多くの企業などが参入してまいりました。 

 設置に係る規制は、１万平米以上の土地について開発事業を行う場合には、滋賀

県土地利用に関する指導要綱第５条１項により届け出が必要となり、県から必要な

助言、指導がされるほか、森林法などの個別法により開発事業が規制されます。し

かし、１万平米未満の土地への設置につきましては、届け出が不要となり、県から

助言指導はなされず、個別法により規制されることになります。また、住宅地内の

小規模な設置については法規制がなく、景観形成での住民間の合意による自主的取

り組みによる対応をされることが望ましいと考えております。 

 なお、町に設置事業者などが相談に来られた場合は、個別法による規制のほか、

適切な排水処理や太陽光の適切な反射角度の設定などを認識することをはじめ、地

元自治会と協議することなどを説明しております。 

 また、農林業などに活用困難な土地へのソーラーシステム設置については、この
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ような問題もありますことから、規制などの課題について、滋賀県に提起をしてい

るところでございます。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 今、答弁にもありましたように、自主的取り決めによる対応

をさせることが望ましいと言っておられますけど、やはり、土地売買が絡んでくる

と、利害関係もありますので、業者の説明とかが尐ないし、買うときには上手に話

すというところもあると思いますし、また、私、地元の方の山本の地先にもできま

したけれど、最初は調子のええことを言うとったと。それできちっとこちらも聞か

なかったから、もう尐し聞いて、きちっとそういう完成図とか工程、もっと聞いた

らよかったなということは言っておられました。 

 なかなかそういうようなところで行政が指導はできないと思うんですけれど、や

はり排水とか、大雤が最近、台風とかでありますので、そこの土砂が流れて、下手

の川に詰まっているところもたくさんありました。また、尐し草とかが生えて地が

固まれば、尐しは収まるのかも分かりませんけれど、ある程度面積を要するときに

は、条例とまでも行きませんでしょうが、行政からの指導とか、また区長会での、

何らかの説明会を持っていただいたらどうかなと思うんですけど、その辺のことは

どうご所見でしょうか。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（古道 清君） ソーラーに伴います用地造成に関しての再質問をい

ただきました。 

 現実問題としまして、個別法による規制がない場合、あるいは滋賀県の土地利用

に関する指導要綱におきまして、１万平米未満であったり、あるいは造成が切り土、

盛り土50センチ未満という場合には、指導するすべがないというのが現実でござい

ます。そういった中で、県の方に対しましては、そういう現実があることをお伝え

しながら、なおかつ、ソーラーそのものにつきましては、やはり地球温暖化防止と

か、そういうような意味で含めまして、前向きに対応していく必要のあることでご

ざいますので、地域との関係を良好に保つためのフレンドシップ協定と申しますか、

そのような性格のものを、全県的に検討願えないかというようなこともお伝えした

りはしているのが現実でございます。 

 ということで、今回、山本の場合も、行政懇談会に寄せていただいて、初めてそ

の実態をお知らせいただいたということで、前もって町の方が把握しておれば、そ

ういった意味では、アドバイスと申しますか、そういうようなことができたかと思

うんですが、まずそういうことに関しまして、そういう話があれば、業者から話が

来たのかどうかということも確認いただくということが大事かなと思いますので、

そういった面では、また機会を持って町内で徹底できればと考えております。 
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議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） この利害関係や個人的なものも、地主ということで大変と思

いますけれども、今言われたように、山本の場合は、ちょっと大変なことをしてし

まったなと反省するところがあるような感じで、区長さんもしゃべっておられまし

たけれど、これが、逆に尐しつくって、「ええで、これ、もうかるわ」というて。

地域にこれだけ入っていく。あれはよその人がしているからいいものの、地元の人

がやったと。それは今のお金も、地方再生で、在所でやって、それでお金が入って

くるんやったら回ります。それがよその人が来て、そこを買ってつくって、その電

力はお金を持って帰ると、そういう状態ですので、やはり歯どめもほしいと思いま

すし、今の逆のように、各地域で、「これはええ。もうかるで」というのがあって、

例えば日野祭でも、歴史を求めてこの町に来られる方がたくさん、何万人とおられ

るんですけれど、一歩離れて407や307の方に走ったと。そうしたら、もうずっとパ

ネルが並んであって、景観どころやない。ブルーメのところまでパネルだらけやと。

そんなことにもなりかねないと思いますけど、そういうような状況になったときに

考えて、課長、どう思われますか。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（古道 清君） 景観形成について再質問いただきました。 

 現実問題といたしまして、日野町においても、県の条例に基づいて、景観に対す

る規制と申しますと、国道307号線沿いの、ほぼ大体両側30メートルの範囲かなと

思いますが、幅の広いところもございますが、そういうような中で景観が規制され

ているということで、山並みに関してまでなかなか及んでいないというのが現状で

あろうかと思います。 

 特にこれという規制がない現状の中で、確かにおっしゃるような状態において、

山並みが緑やと思っていたのが、全然変わってしまうというような、大変残念な状

況にもなろうかと思いますが、その辺につきましても、当然、町独自で研究してま

いる部分も必要かと思いますが、県ともまたその辺については、どういう手だてあ

るのかということも含めまして、研究してまいりたいと思います。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 規制がないというのが一番怖いことですし、やはりその間に

どんどん増えるというのもありますので、こういうきれいな町並みの日野町ですの

で、その辺のことは十分説明なり、また、各地域でも相談してもらえるようなふう

に指導していっていただきたいと思います。 

 それでは、最後になりましたけど、これも状況の再確認ということですけれど、

いつも出しておられます、県道整備アクションプログラムの進捗状況の再確認とい

うことで質問させていただきます。 
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 私も、企業誘致・幹線道路整備特別委員会で、委員長も仰せつかってもらいまし

て、再三、話も出てきていますし、お聞きもしておりますが、来年春には統一地方

選もあり、我々も改選のときが迫っております。議員一新しても、この課題は必ず

引き続き検討、また要望していかなければならないと考えておりますが、今一度、

来年、また新年度に向けての担当課、また町長の意気込みを聞かせていただきたい

と思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 企業誘致・幹線道路整備特別委員会でいろいろご議論をいた

だいているところでございます。 

 町といたしましても、企業誘致ならびに幹線道路の整備というのは大事な課題と、

このように認識をしておりまして、引き続き取り組んでまいりたい、このように思

っております。 

 現状において、町内工業団地にある空きスペースの企業誘致を行うためのＰＲ活

動を、引き続き精力的に行うことが必要であり、そのために県の企業誘致推進室は

じめ、関係機関との連携を深め、宣伝活動を強めてまいりたいと、このように考え

ております。 

 道路整備アクションプログラムにつきましては、日野町に関係する事業は、国道、

県道で４路線となっております。その中で、国道477号の歩道設置および県道日野

徳原線の内池バイパス整備事業については、計画どおり進めていただいております。

また、他の路線についても、関係する住民の皆さんで組織されている同盟会と一緒

に、県に対して早期事業着手に必要な設計業務の実施を要望しているところでござ

います。引き続き、地域の皆さんとともに、それぞれの事業の早期実現に向けて、

努力をしてまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） まず、企業誘致ですけれども、今の答弁で、「努めてまいりま

す」とか「精力的に行うことが必要であり」という言葉が出てきましたけれど、ナ

フコでしたか大工センターみたいなもの、あの前にコメリとかがあって、これで採

算とれるかなと思っているようなところでも、広大なところを購入して出てくるわ

けでありますので、まだまだ日野町に魅力があると思うんですけれど、その辺の企

業誘致のアピール、ちょっと未来的な、将来的なお言葉でしたけど、どのようにし

っかりとアピールというのが、内容的に分かれば説明していただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（森口雄司君） ただいま、企業誘致に関しまして、町のアピールが

どのようなものがあるかということでございますが、いずれにしましても、日野町

にまずあります空きスペースを埋めていきたいというのが、基本の考えであります。
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そんな中で、日野町に豊かな自然がたくさんございます。さらには、交通の利便が

非常に、新名神、名神にも近いという利点があります。そんな中で、工業団地がつ

くられているという状況でございます。そんな立地条件もある意味よい部分がござ

いますし、そこらもアピールしていく必要があるやないかなというように思います。

そこらのところを、県の企業誘致推進室に、当然、町だけが言っているわけにいき

ませんので、そういった連携をきちっと深めていくというのが大事やないかなと。 

 もう１つは、第二工業団地では、そういった企業協議会の会議が定例で開かれて

いますので、そういったところに町からも出席しながら、今現在ある企業との連携

を図っていくというところが、今後においても、そういった情報の共有ができるん

じゃないかなというように思います。そういったことを、さらにアピールしていき

たいと、こういうように思っております。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） なかなか大変な業務と思いますけれど、ひとつ、そこら辺よ

ろしくお願いします。 

 また、その中で、県道の方なんですけれど、日野徳原内池バイパス等も、私、甲

賀へは１回行きまして、それから会派で東京の方も行きましたし、個人的にも、ち

ょっと知った方に、県の土木事務所の方に出会わせてもらいまして状況は聞かせて

もらっていて、内池バイパスは予定どおり進んでいるということで、地元としても

喜んでおるわけですけれど、なかなかほかの路線も思うように進んでおりません。 

 また先日、12日でしたけれど、衆議院議員選挙中に、麻生副総理兼財務大臣がお

見えになりました。水口のセンチュリーホテルにて、杉浦議長が取り仕切っておら

れましたけれど、各団体の要望を受けられておられました。私も幸い同室に入室さ

せていただきまして、名神名阪連結道路の整備区間指定を実現する会の平岡会長が、

大変丁寧でかつ熱烈な思いのもとで要望されておられました。私もいましたので拝

聴していましたが、このような誠心誠意尽くす方の姿勢は、我々議員はもちろん、

町の行政をつかさどる方々にも見ていただきたかったなというような希望、思いで

す。 

 また、寒空の中、土山蒲生近江八幡線改良期成同盟会の皆さんも、本当に寒い中、

横断幕を掲げてお願いに駆けつけておられました。 

 うまく麻生副総理も、いち早く横断幕が掲げられていたところで、熱いな、ここ

はという思いを感じられたのか、一番にそこの方と握手されておられました。やっ

ぱりこういう要望が大事かなと思っております。 

 また、昨日も選挙事務所にずっといましたけれど、最後の方に、ある方の挨拶で、

そういう副総理、その人に何も名刺を渡してぺこぺこするのやないと。やっぱりそ

ういう人を使うようにならな、実現はできない、そういう話をしておられる方もお
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られまして、私も感銘しておりましたけど、その場にも町長も来ておられました。

そういうところは、新しい２期目の衆議院議員もおられますし、県会議員の方もお

られました。私も選挙中には、県会議員の方と道路の話は再三させてもらいまして、

私は道路委員長も建設計画課道路委員もしているよという話で、細かい話もしてい

ましたけれど、その辺の今後の国や県、国の要望を陳情、どのように持って行くの

か、町長にもう一度お聞かせ願いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） それぞれの道路のアクションプログラムの推進につきまして

は、県が定めたものでございますので、しっかりと進めていただくように、町から

も、さらには期成同盟会からも、一緒になって県に働きかけをしてまいりたいと、

このように思っております。 

 また、名神名阪連絡道路につきましては、以前から、三重県も含めた期成同盟会

がございまして、その総会等もございますし、中央への要望活動などもございます

ので、そうした期成同盟会の取り組みを通じて要望活動を強める。さらには、町村

会の要望等の中で、県に対して要望などをしていくということで、引き続き地域の

皆さんと協力をしながら、県や国や国会議員の先生も含めて、お願いをしてまいり

たいとなと、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） もう再質問できませんけど、課長とかも、期成同盟会の方と

やはり密に連絡をとってもらって、そういうときには、一緒に出て行って声を高ら

かに、どうか日野町の道もよろしくと言ってもらいたいなと、そういうのを感じま

した。これからも、来年からも、ずっとこれは完成するまで終わることはない、会

の皆さんの要望ですので、ひとつお願いして、私の質問とさせていただきます。 

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

般質問は明16日に行いたいと思いますので、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、それでは、その他の諸君の一般質問は明

16日に行いますので、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１１分－ 


