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第６回日野町議会定例会会議録 

 

平成２６年１２月１６日（第３日） 

開会  ９時０２分 

散会 １５時０５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（２０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 

 生涯学習課参事  山 本 和 宏  学校教育課参事  安 田 寛 次 

 

４．事務のため出席した者の職氏名（３名） 

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

 総 務 課 主 事  服 部 孝 紀     
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５．議事日程 

日程第１ 一般質問 

 ５番  蒲生 行正君 

１０番  東  正幸君 

 ２番  中西 佳子君 

 ７番  髙橋  渉君 

１３番  對中 芳喜君 
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会議の概要 

－開会 ９時０２分－ 

議長（杉浦和人君） 皆さん、おはようございます。全員ご起立をお願いいたしま

す。一同礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 ただいまの出席議員は、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。 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 昨日に引き続きまして、一般質問通告表に基づき、順次発言を許可いたします。 

 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。 

 それでは、一般質問通告書に基づきまして、今回も分割方式にて質問を行わせて

いただきます。 

 前回、９月議会の一般質問の冒頭に、全国学力テストの結果を踏まえまして「現

在の日野町の学校教育は非常に苦しい状況下にあります。一日も早く日野町の学校

教育を立て直せる、近隣市の教育委員会に太い人脈のある、新たな教育長の誕生が

待たれております」と、冒頭に「一日でも早く新たな教育長が決まりますことを強

く強く願っておきます」と申し上げました。 

 ９月議会から12月議会までの間に、日野町と時を同じくして、教育長が不在であ

りました大津市におかれては、内部登用により、11月29日に新たな教育長の誕生を

見ております。 

 しかしながら、日野町では、今日まで新たな教育長の選任同意の人事案件が提出

されていません。９月議会でも申し上げましたが、過去の教育長の不在期間の最長

は、昭和43年10月１日から昭和44年５月31日までの８ヵ月間であり、既にこの期間

を越えてしまいました。岡教育長職務代理者におかれては、この間、本当にご苦労

さまでございます。心労いかばかりかと推察申し上げます。今議会も一般質問の冒

頭に、一日でも早く新たな教育長が決まりますことを、心より強く願っておきます。 

 また、昨日の質疑の冒頭に申し上げましたが、10月16日の議会報告会で、日野地

区の参加者より「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。この感想は、私の一般質問に対しての、町当局の答弁に対

してであります。前９月議会まで、私は誰よりも詳しく質問通告をいたしておきま

した。このことがいけなかったのかなと、こういう反省もいたしてもおります。 

 ただ、「いかにも緊張感がない議会」、この感想は私にとってはショックでありま
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した。私は、平成23年６月の最初の定例会より今日まで、定例会では是々非々で町

当局と向かい合ってまいりました。役場職員ＯＢの先輩より「一緒に仕事をしてき

た同僚や後輩をいじめ過ぎ。きつ過ぎるのと違うか」と言われたこともございます。

私としては、人一倍評価すべきは大いにたたえ、間違っているところは叱責してま

いったつもりでございます。それだけに、ショックを隠せませんでした。 

 しかし、こういう住民の声がある以上、気を引き締めてただしてまいりますので、

再質問や再々質問をする必要のない、誰もが納得できるご答弁を、最初に強くお願

いいたしておきます。今議会も尐し前置きが長くなりました。前置きはこの辺にい

たしまして、それではまず第１問目の質問、道路管理行政の一元化についてお伺い

いたします。 

 私はつい先月まで、町が維持補修等の管理を行っている道路は、農林課が管理す

る日野東部地区広域営農団地農道を除いて、他の道路は建設計画課の管理であると

ばかり思っておりました。総務課や福祉課が管理する道路があるとは思ってもいま

せんでした。私は、これらの関係課であります総務課、福祉課、建設計画課、農林

課での勤務経験があります。産業建設主監、総務課長、福祉課長、農村整備課長、

建設計画課専門員の職についていた私が知らなかったところでございます。お恥ず

かしい限りでございます。 

 このことは、また一方、裏を返せば、住民の大半は国道、県道以外の町の公衆道

路の管理は、町の建設計画課が行っていると思っておられるということにもなりま

す。先日の議会運営委員会の席で、私と同じく役場職員ＯＢでもある對中議会運営

委員長も、福祉課が管理する道路があることを初めて知られたようでありました。 

 議員の中で、また傍聴者の中で、総務課や福祉課が管理する道路があることを知

っておられる方がおられるでしょうか。恐れ入りますが、おられたら手を挙げてい

ただきたいと、かように思います。 

 誰もおられませんね。 

 続いて、ひな壇にお座りの町当局幹部職員の方々に同じことをお聞きいたします。

総務課や福祉課が管理する道路があることを知っておられた方がおられるでしょう

か。恐れ入りますが、おられたら手を挙げてみて下さい。 

 幹部職員で一部はおられますが、今、３分の１程度以下かなと、こういうふうに

思うところでございます。総務課の管財担当や、福祉課のリスタあすなろ担当、今、

挙げられた方はそういうところを経験しておられる方であろうと思いますが、この

仕事をした者でなければ分からないところでございます。このようなことはイレギ

ュラーであり、おかしいと思われるところでございます。皆さんもそのように思わ

れませんか。 

 そこでお伺いをいたします。 
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 第１点目、なぜ総務課や福祉課が管理する道路があるのでしょうか。 

 第２点目、総務課や福祉課が管理する道路の道路損壊や、街路樹倒壊等による自

動車事故等の対応、除雪や動物の死骸等の処理や苦情の対応等も、土木事業課でな

い事務課の総務課と福祉課がされているのでしょうか。 

 第３点目、総務課管理の日野記念病院への進入路、福祉課管理のリスタあすなろ

への進入路は、第二わらべ保育園の進入路と同様に、現在ある町道の横線として町

道路線に認定すべきではないでしょうか。第二わらべ保育園の進入路は、町道横町

線の横線として町道になっております。 

 日野記念病院への進入路、国道307号線交差点であり、また重複いたしておりま

す町道大谷線の交差点でもあるこの道路から、日野記念病院入口への進入路は、町

道大谷線の横線として町道に認定すべきであります。 

 リスタあすなろへの進入路、町道北代線Ｔ字路からリスタあすなろへの進入路は、

町道北代線の横線として町道に認定すべきであります。 

 第４点目、日野東部地区広域営農団地農道を含めて、町が維持補修等の管理を行

っている全ての道路の管理を、建設計画課に一元化すべきではないでしょうか。冬

季となりまして、今日も雪が心配をされております。今晩は雪が降るようなことを

天気予報で申しておりました。降雪等による道路の凍結を防ぐため、融雪剤の配置

や除雪の道路管理等を行っておられますが、日野東部地区広域営農団地農道のみ農

林課が担当。非効率であり、住民に分かりにくい行政運営であります。住民に分か

りやすい道路行政に改めるべきではないでしょうか。 

 以上、第１問目の質問といたします。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君の質問に対する町長の答弁を求めます。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） おはようございます。蒲生議員から、道路管理行政の一元化

についてご質問をいただきました。 

 今、お話ありましたように、なぜ総務課や福祉課が管理する道路があるのか、こ

ういうことでございます。 

 今、蒲生議員お話しになられたとおり、道路ということを一般的に使いましても、

いろいろな道路があるのは承知のとおりでございます。もちろん国道、県道、町道

があるもの、さらには農道、林道、里道、さらには私道、そして進入路など、いろ

いろございまして、いわゆる道路法で規定するところの道路以外にも、いろいろな

形状、誰が見ても一体的には道路という言葉を使うような形状の部分がいろいろあ

るということでございまして、私も全ての範疇を承知しているわけではございませ

ん。 

 そうした中で、町行政で建設計画課が所管しておりますのは、基本的には道路法
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で規定するところの道路を管理しているのが建設計画課ということになるのではな

いのかなと、このように思っております。 

 そうした中で、総務課や福祉課が管理している部分があるじゃないかと、こうい

うお話でございますが、ご承知のように、それぞれ経過がございまして、こういう

管理の状況になってございます。 

 まず１つ目は、松尾地先の国道307号線から日野記念病院へ向かう部分の進入路

についてでございますが、ご承知のように、昭和59年に町が誘致しました病院の取

りつけ道路として指定された、建築基準法上の道路でございまして、当時の病院誘

致の経過から、あの部分については総務課が管理をしてきていると、こういう状況

でございます。 

 また、福祉課が管理をしております、今、ご紹介ありました、上野田地先の町道

北代線から介護老人保健施設リスタあすなろに向かう進入路につきましては、平成

７年に町が建設をいたしました老人保健施設の建設計画に伴い、都市計画法の開発

行為により整備をされた敷地内の通路でございます。 

 こうしたことから、整備にかかわった総務課、また福祉課が、それぞれの維持管

理をしてきたものでございます。これが、なぜ総務課や福祉課が管理しているのか

ということでございますが、それぞれの地域の開発の経過の中で必要があったこと

による、原課によって管理をさせていただいているというものでございます。 

 次に、道路の管理の状況などでございますが、維持管理につきましては、街路樹

の枝落としなどや破損箇所の修繕は行ってきております。なお、この部分について

は自動車事故等の賠償事案は発生してございません。また、除雪作業につきまして

は、過去に一部、便宜的に実施をした経過もございますが、現在はしておらないと

ころでございます。 

 次に、こうしたことについては、第二わらべ保育園の進入路と同じように町道認

定すべきでないかと、こういうご質問、ご意見でございますが、この２路線の町道

認定につきましては関係機関や地域の皆さんとの協議を進め、町道の認定要綱に基

づいて検討をしてまいりたいと考えております。 

 次に、日野東部広域営農団地農道についてでございますが、これもご承知のとお

り、農林省の補助金を活用しながら、下駒月地先の県道日野徳原線の交差点から東

近江市の国道421号交差点までの区間を接続するとして、滋賀県が事業主体となっ

て、広域農道として進められたものでございます。 

 現在、西大路鎌掛間を町道で整備するということで、地元のご協力を得て進めて

おるところでございますが、基本的には、町道認定につきましては西大路鎌掛間が

開通する全線開通のときがいいのではいかと、このように考えております。 

 そうした中で、道路管理は一元化する方が効率的ではないかと、こういうご指摘
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でございまして、今、申し上げましたように、補助金、補助事業をはじめ、それぞ

れの経過がございますので、そのような問題点や現状の課題などを整理して、検討

をしてまいりたいと、このように考えております。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、再問を行わせていただきます。 

 第１点目について、いつまで総務課や福祉課が管理する、このようなイレギュラ

ーな所管を続けられるのか、そのお考えを伺いいたします。いつまで続けられるの

かでございます。 

 第２点目は結構でございます。 

 第３点目について、町道認定要綱に基づいて検討をすると、こういう答弁である

ところでございますが、尐々おかしいのかなと、こういうふうに思うところでござ

います。 

 日野記念病院への進入路は、今、町長の答弁がございましたように、病院取りつ

け道路として指定を受けた、建築基準法上の道路でございます。また、リスタあす

なろへの進入路は、答弁のとおり、都市計画法の開発行為により整備された通路で

ございます。これらのことから、昨年８月26日に定められました日野町町道認定要

綱を満たす道路であると、こういうふうに思うところでございます。検討するとは

一体何を検討されるのか。検討をする必要のない道路ではありませんか。何を検討

されるのか、その点をお伺いいたします。 

 第４点目の答弁について、日野東部地区広域営農団地農道の町道認定につきまし

ては町道西大路鎌掛線全線開通時と、こういうお考えでございますが、また道路管

理の一元化については問題点を整理し、検討をしてまいると、この答弁も尐々おか

しいと私は思います。 

 全線開通時には、あれだけ立派な２車線の、歩道もある道路でございます。日野

町と東近江市を結ぶ、重要な県道となるべき道路でございます。あのようなすばら

しい道路は国道以上ではないかと、こういうふうに思います。このため、県道とし

ていただくためには、今の段階から１級町道としておくべき道路ではないでしょう

か。 

 また、問題点の整理とは、町道に認定をすればそれで済むことではないでしょう

か。町道に認定すれば、即それで終わりと。 

 第４点目の答弁については、この２点をお伺いいたします。 

 以上、第１問目の再問といたします。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） おはようございます。蒲生議員さんの方から再質問

をいただきましたので、お答えをさせていただきたいというように思います。 
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 まず１点目の、現在のイレギュラーな所管を続けられるお考えなのかということ

でございます。いろいろ町長の答弁からもありましたように、できてきた経過とい

うのがございます。そういう経過、農林、また厚生の関係等もございまして、そう

いう中で、各所管する担当課が現在まで管理をしてきたという経過がございます。 

 そういうことを踏まえながら、いつまでという時期まではあれですが、管理部門

として建設計画課が道路として管理をするのかを含めて、今後、早い時期に検討を

させていただきたいというふうに考えております。 

 それと、３点目の何を検討されるのかお伺いをしたいということでございます。

検討につきましては、まず現在ある、ご質問いただいている地域については、上野

田の地域でもございます。そういうことから、検討というふうになるかも分かりま

せんが、地域または行き先の病院等の関係者と一定の協議をさせていただいた中で、

町道認定の要綱に基づいた形の、管理ができるのかどうかも含めて、そして、認定

をするのか、または、認定をしないで、公衆用道路で建設計画課が管理をするのか

も含めて、協議をさせていただきたいというふうに考えております。 

 ４点目の質問の中の、今の段階から１級町道としておくべきではないかというご

質問でございます。これにつきましては、１級町道につきましては国の指定という

ふうになります。町で指定したことがそのまま国で１級町道として認められるとい

うのは、なかなか難しい面があります。国の方で一定審査があって、１級町道とし

て認められるというふうになりますので。ただ、この日野東部地区の広域農道につ

きましては、農林省管轄で農道の整備をされた事業の道路でございます。それを、

道路の構造が、やはり農道と町道とは変わってきております。そういうことから、

一気にいきなり１級町道として認定というのは難しいかなというふうにも考えてお

ります。 

 そして、問題点の整理、問題点というのは何かということでございます。これに

つきましては、現在、日野東部地区広域農道については、農林課の方で管理をして

いただいております。その中で、日野東部地区広域営農団地農道連絡協議会がまだ

発足をして、ずっと残っております。これは地域の道路委員さんの中で組織をされ

ている協議会でございます。その協議会の中で、いろいろと道路の、農道として管

理をしておりますので、これの除草作業をいろいろとご理解をいただいた中で、協

力をしていただいているところでございます。その草刈りの補助として、この協議

会から支出がされているところもございます。それは鎌掛等でございますが、そう

いうこともございまして、その辺の問題も含めて、いろいろと整理をする必要があ

るかなというふうにも考えております。 

 そういう中で、町道として認定ができるのか、このまま農道として、中で管理を

また建設計画課に移すのかも含めて、総合的に判断をして検討をしてまいりたいと
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いうふうに思っております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 今のご答弁では、イレギュラーの所管につきましては、早い

段階で建設計画課で一元管理していくと、こういうご答弁でございました。早い展

開にそういうふうになっていただきたいなと思いますし、また、町道認定、日野記

念病院の進入路、ならびに、リスタあすなろへの進入路につきましては、上野田地

先、そして病院と協議すると、こういうところでございます。これも早急に行って

いただきたいなと、かように思います。 

 昨日の一般質問で、冨田議員が町道の路線の変更・廃止についてと、こういうふ

うに題されまして、町道路線の抜本的な見直しを求められたところでございます。

このことは、私も平成25年９月議会の一般質問で、町道の新規路線認定についてと

題しまして、また、平成25年12月議会の一般質問で、町道路線の見直し時期と町道

認定要綱についてと題しまして、行ったところでございます。 

 今、申し上げました、リスタと病院への２つの取りつけ道路を含めまして、住民

目線に立った道路行政に抜本的な町道路線の見直しを行う時期に来ているのではな

いでしょうか。この点のお考えをお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 町道認定についての見直しの時期について、再々質

問いただきました。 

 これにつきましては、昨日、冨田議員さんからもご質問いただきまして、廃止ま

たは新たな認定も含めて、見直しが必要でないかというご質問でございました。そ

のときにもお答えもさせていただきましたが、やはり、なかなか廃止というのは非

常に難しい面もございます。そういうことも踏まえて、地域の方にも提案もさせて

もらう必要があるのかなというふうにも考えております。 

 廃止を含めて、また、新たな認定も含めまして、一定の協議は必要な時期に来て

いるかなというのは認識もしております。ただ、廃止については、昨日もお話もさ

せていただきましたように、今後、地域の皆さんのご理解が本当にいただけるかと

いう非常に厳しい面がございます。そういうことから、議員さんのご理解、または

ご協力もいただきながら、いろいろ行政としても進めていきたいなというようにも

考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） もうこれ以上は質問することができませんので、最後に要望

を１つお願いいたしておきます。 

 昨年の９月議会と12月議会で申し上げました。蔵王会議所の東側から中出橋を経

まして、町道南蔵王線に至る南蔵王地区の生活道路と、平成６年まで町道仁本木鎌
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掛線であった生活道路、この２路線を町道路線の見直し時期に認定していただくこ

とをお願いいたしまして、次の質問に移らせていただきます。 

 前９月議会は３つの事項に絞って質問を行わせていただきました。それでも、３

回目となる時間超過となってしまいました。私が知る限りでは、今日までの議会で、

高岡政一さん以外にタイムオーバーをされた議員を知りません。それも１回であっ

たところでございます。 

 そこで、今議会は２つの事項に絞らせていただきました。その分、議員各位が衆

議院議員選挙に追われ、議案熟読の時間が尐なくなるのではと思い、昨日の質疑に

時間を配分することとし、10議案について19点の質問を、再々問まで当局の答弁に

合わせまして、１時間行わせていただきました。ただいまの所要時間は17分で、あ

と43分ありますので、今議会は制限時間を気にせず、論議をこれからもできるのか

なと、こういうふうに思います。 

 それでは、続いて、通告書２つ目の質問を行わせていただきます。 

 ２つ目の質問は、福祉医療費助成についてお伺いをいたします。 

 私と中西議員は６月議会の一般質問で日本創成会議の推計を取り上げ、２人で役

割分担をし、人口減尐問題についてただしたところでございます。中西議員はソフ

ト面、女性の視点で、若者が結婚し、子どもを産み、育てやすい環境をつくる政策

について問いただされました。私はハード面を「消える自治体について」と題して、

人口減尐対策の柱の１つである、多種多様な職場の確保について、若い男女が地域

で活躍できる場、魅力を感じる雇用の場の創設を求めたところでございます。 

 今議会では、中西議員も取り上げられましたソフト面、人口減尐対策のもう一方

の対策の柱である出産や、子育て支援の環境整備から、対策の１つの大きな柱であ

ります福祉医療費助成についてお伺いいたします。 

 今12月議会は、去る10月８日に滋賀県町村議会議長会により開催されました、第

55回町議会議員研修会の講演と分科会のテーマが「人口減尐社会における小規模自

治体の課題と対策」でありましたことから、人口減尐社会について、昨日、池元議

員と齋藤議員が質問をされ、この後、東議員が「日本創成会議から」質問をされま

す。この中で、池元議員がただされた、子どもの医療費の無料化の拡充と重なるこ

とともなりましたが、私は野党の立場からただすことといたします。 

 本年の３月議会で、子育て家庭に対する支援の一環として、１ヵ月当たり１軒

500円の一部負担が必要ではありますが、小学１年生から３年生の通院時の医療費

助成をこの10月１日より新たに実施する、日野町福祉医療費助成条例の一部改正が

なされました。しかしながら、滋賀県下の多くの人口減尐の自治体は、この人口減

尐対策の１つとして、中学校卒業まで通院時の医療費助成範囲を拡大されておりま

す。 
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 このことから、条例改正を審議する厚生常任委員会では、一部負担金をなくすこ

と、また、助成年齢を小学６年生まで、中学卒業まで延ばすことを求める要望が出

され、髙橋厚生常任委員長が本会議の委員長報告で、今後、自己負担をなくすこと、

助成拡大をすることなどの要望が委員会で出されたことの報告をなされました。 

 去る10月８日の町議会議員研修会の分科会では、私は第１分科会、景観、衛生面

のみならず、防災、防犯にもかかわる空き家対策について、この分科会に参加いた

しました。全体会での各分科会の概要発表で、第２分科会、住宅施策、子育て支援

などを含めた若者定住促進政策について、この分科会より、昨日池元議員が述べら

れました、豊郷町が10月より高校卒業まで医療費の無料化を拡充されたことの報告

がございました。 

 去る10月15日、16日、17日の日野町議会議会報告会は、テーマを「人口減尐社会

について」とし、子育て支援、空き家対策を中心に、町の現状と課題について話し

合いをいたしました。たくさんの町民の方々にご参加をいただき、意義のある議会

報告会であったかと私は思っております。日野町職員の中から、福祉課の安田尚司

参事が、自身の勉強のためか、この３日間を通して参加をされておりました。この

町職員の中で唯一、町民の生の声を聞き、自分自身の職務に生かそうという姿勢、

大いに評価をさせていただくところでございます。この報告会の中で、町民より、

中学校卒業までの医療費の無料化を求める要望が出されてもおります。 

 そして、11月４日に、日野町内の医師会と歯科医師会と薬剤師会の代表者の連名、

近江八幡市蒲生郡医師会会長 河村医院 河村英生先生、近江八幡市蒲生郡医師会

日野班 医療法人社団朝日医院 朝日 晋先生、近江八幡市蒲生郡歯科医師会日野

班班長 住井歯科医院 住井浩剛先生、近江八幡市蒲生郡医師会日野班副班長 門

坂歯科医院 門坂和昭先生、そして、近江八幡市蒲生郡薬剤師会 きしむら調剤薬

局 岸村一夫先生の５名の連名で、尐子化対策、出産や子育て支援の環境整備とし

て、「小中学生の医療費の無料化を求める福祉医療費助成事業に関する請願」が提

出されました。 

 加えて、11月26日には、人口減尐問題への対策を県と市町の担当者が検討する研

究会の初会合が県庁で開かれました。この研究会で、高島市や長浜市の担当者から、

医療費負担の軽減やガイドブック作成といった、子育て支援などの対策が紹介され

たことが新聞報道をされておりました。 

 そこでお伺いをいたします。 

 第１点目、なぜ日野町は、小学生の通院時に１ヵ月当たり１件500円の一部負担

が必要なのでしょうか。豊郷町、甲賀市、米原市、高島市、愛荘町、甲良町、多賀

町のように、無料にできないのでしょうか。 

 第２点目、３月議会、３月12日本会議の池元議員の質疑における住民課長の答弁
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からして、当時の住民課長は川東さんでございました。小学１年生から３年生の通

院時の医療費給付費見込み額は、年2,000万円であります。中学校卒業まで助成範

囲を拡大すると、単純計算で新たに年4,000万円必要となります。日野町より大幅

に人口が尐なく、日野町と同じく合併せず、単独の町を選ばれた豊郷町、甲良町、

多賀町が実施できて、なぜ日野町で実施できないのでしょうか。甲良町と多賀町は、

ご存じのように日本創成会議の人口減尐問題検討分科会から、ショックな「消滅可

能性自治体」とされた３つの町のうちの２つでございます。日野町は危機管理に乏

しく、出産や子育て支援の環境整備におくれをとっているといえるのではないでし

ょうか。 

 以上、第２問目の質問といたします。町長より明解な答弁を求めます。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 蒲生議員から、福祉医療の助成についてご質問をいただきま

した。 

 ご指摘のように、福祉医療の助成制度というのは、子育て支援の対策の中でも大

事な対策であると、こういうふうに認識をいたしておりまして、日野町におきまし

ても、県の制度を上回る制度を実施してきております。 

 そういう中で、県内の各市町におきましても、それぞれ個別の事情は違うわけで

ございますけれども、こうしたところに力を入れていく方向になっていると、この

ように認識をいたしておりまして、こうした子どもの子育て支援という中での医療

費助成制度の拡充というのが注目をされてきていると、このように思っております。 

 そうした中で、どの市町もこういうような、全てではないですけれども、県制度

を上回る制度を実施し、さらに拡張しようという流れが強まっておることから、こ

れはやはりもう一歩進めれば、国や県の制度としてしっかりと拡充をしていただく

方向というのは、大変大事なのではないかというふうに思っております。 

 そうした中で、町といたしましても、これまで県を上回る制度を進めてきた中で、

さらに一歩進めようということで、今年10月から小学１年から３年までの医療費の

助成について、拡充をするということにさせていただいたところでございます。 

 そうした中で、一部負担金の扱いでございますが、ご承知のように、県の制度で

は１レセプト当たり500円を徴取すると、いただくということになっておるわけで

ございます。就学前までなどは無料化をしておるわけでありますが、新たな一歩を、

さらに拡張の一歩を踏み出すということでございますので、先ほど2,000万の話が

ございましたが、町単独の予算を投入するという中にあることから、まずは助成対

象の幅を拡大することを優先するということで、町の財政状況を勘案して、県の元

の制度でございます、そうした１レセプト500円をいただく中での制度設計とさせ

ていただいたものでございます。 
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 なお、町単独の福祉医療助成は、ほかにも障がい部分などもございますが、こう

したものとの関係も勘案したわけでございますので、一部負担金については、財源

上の問題含めて、まずは年齢幅を拡大していこうというところで実施をしておると

いうことでございます。 

 次に、中学校３年生までの制度の拡充でございます。よその豊郷や甲良や多賀は

やっているのではないかと、こういうことでございます。町としてもこの拡充につ

いては、10月から小学校１年から３年までの対象拡充をしましたので、その助成対

象事業の動向や財源の必要性などを見きわめて、町全体の財政状況も考慮し、また、

他の市町の動向も勘案しながら、段階的な拡充について検討をしてきたいと、この

ように考えております。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それでは、再問を行わせていただきます。 

 第１点目の答弁、町の財政状況を勘案して、第２点目の答弁は、町全体の財政事

情を考慮してと、要するに、町の財政状況からできないと、こういうことでありま

す。財政に余裕がない、お金が乏しいから、今はそこまでできないと、こういうふ

うに解したところでございます。 

 甲賀市と愛荘町はさておいて、日野町より豊郷町、米原市、高島市、甲良町、多

賀町の方が財政力指数は高いのでしょうか。日野町の方が豊郷町、米原市、高島市、

甲良町、多賀町より財政力が乏しいのでしょうか。そのようなことはないと思って

おりますが、この点をまずお伺いいたします。 

 次に、先ほど申し上げました、去る11月26日に開催されました、人口減尐問題へ

の対策を県と市町の担当者が検討する研究会に、日野町も参加されたかと、こうい

うふうに思います。そのときの感想をお聞かせいただきたいと思います。 

 次に、10月20日と21日、国基準の人口減尐に立ち向かう自治体連合立ち上げ総会

が東京都で開催されました。この会に沢田友男総務政策主監が参加されております

ので、沢田主監より総会の内容と、参加されての感想をお聞きいたしたいと思いま

す。 

 以上、第２問目の質問といたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 豊郷や多賀や甲良は日野よりも財政力指数が低いのでないか

と。ご指摘のとおりでございます。町財政を預かる者として、約80億の予算をどの

ように回していくのかということは、いつも心を入れて対応いたしているところで

ございます。 

 この間、いわゆるリーマンショック以降、かなり地方財政対策が大きくなったこ

とはご承知のとおりでございます。しかし、振り返りますと、平成16年のいわゆる
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地方財政危機、三位一体改革の時代には大変な厳しい状況でございまして、平成19

年の日野町の決算は70億を切ったという時期がございました。そういう時期がござ

いまして、この間、地方財政対策が一定、改善をしてきたという中でございます。 

 しかしながら、今の国の議論を見ておりましても、いわゆる地方再生枞を交付税

措置の部分でも平年並みに落とそうじゃないかというような議論も、一方であると

ころでございます。そういう意味では、交付税の総額自体もなかなか増えない状況

があります。一方で、当然社会の進展に伴いまして、扶助費等の義務的経費が伸び

ているということも事実でございまして、裁量的経費がどんどんあるということで

もございません。そうした中で、子育て支援をはじめとして、しっかりと取り組ま

ねばならない、そういうご指摘はそのとおりだと、このように思っております。 

 そうした中で、豊郷や犬上３町のように、規模の小さいところでもやれるじゃな

いか、こういうお話でございますが、逆に言いますと、規模の小さいところこそそ

ういうところに、先進的に全国的にも進めておられる状況をよく耳にいたしますの

で、まさにそういうところにできるだけおくれることなく、追いついていく努力を

私もしなければならない、このように思っております。 

 しかし、今、申し上げましたように、日本全体の地方財政対策、そういう中での

日野町の財政の規模、交付税の状況、こういうことを見きわめながら、着実に、ご

指摘のように、大事な子育て支援の課題であるということは、私も蒲生議員と同じ

ように思っておりますが、これを拡充していくにあたっては、段階的に町の状況も

見据えた中で、町の財政状況も見据えた中で一歩一歩進めていきたいなと、このよ

うに思っておりますので、拡充の努力はしたい、こういうふうに思っておりますの

で、その点よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 沢田総務政策主監。 

総務政策主監（沢田友男君） おはようございます。ただいま蒲生議員の方から、

人口減尐に立ち向かう自治体連合立ち上げ総会に参加させていただきました、その

内容についてご質問いただきました。 

 人口減尐に立ち向かう自治体連合立ち上げ総会につきましては、若者が安心して

住み、子どもを産み、育てることができる地方の創生を目指して、福祉自治体ユニ

ットが主催され、石破 茂地方創生国家戦略特別区担当大臣を来賓に迎えて、10月

20日に、ただいまお話のありました東京の市ヶ谷で開催されました。 

 内容でございますが、主催されました地方自治体ユニットにつきましては、平成

12年に第１次分権一括法がスタートして、社会福祉事業法が社会福祉法に改正され、

同時に介護保険制度がスタートしたときでございますが、高齢化する社会の中で、

社会福祉を主体的に担う基礎自治体であります市町村が、維持可能な自治体を創造

するために立ち上げられ、尐子化の取り組みもされてきました。 
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 しかし、尐子化の取り組みにつきましては、子育てであるとか、１つの課題だけ

では解決しないということから、人口減尐や尐子化の課題を持つ自治体が大同団結

して、人口減尐に立ち向かう自治体連合を立ち上げ、戦略を練り、ビジョンを策定

して、それぞれの自治体に合った効率のよい取り組みをするために今回の立ち上げ

となって、総会が開催されました。 

 この自治体連合に加盟されている自治体は、出席させていただきました10月20日

の総会時の数字でございますが、全国で172自治体でございます。滋賀県内では大

津市、米原市、近江八幡市、隣の東近江市、竜王町、愛荘町、甲良町、そして日野

町の４市４町の８自治体が加盟しております。当日は近江八幡市の冨士谷市長や、

竜王町の竹山町長など、多くの首長様や担当者など、合計で172名の参加となり、

この問題に対します各自治体の意気込みを感じたところでございます。日野町から

は平尾副町長と私が参加させていただきました。 

 総会では、石破大臣などの来賓からのご挨拶や激励のお言葉をいただき、その後、

内閣官房まち・ひと・しごと創生本部の末宗事務局長代理から「人口減尐克服への

基本方針と『長期ビジョン』及び『相互戦略』について」と題して、日本の人口動

向や人口減尐と出生率低下の現状を踏まえて、まち・ひと・しごと創生本部の当時

の主な要規や基本目標、基本的視点、取り組みにあたっての基本姿勢などについて

の説明を受けました。 

 今後は、国においてまとめられます長期ビジョンや、総合戦略がまとめられます

ことから、都道府県や市町村におきましても地方人口ビジョンや地方版総合戦略を

平成27年度中に策定することが、先の臨時国会において成立しました、まち・ひ

と・しごと創生法では努力義務となっているところでございます。 

 このようなことから、人口減尐に立ち向かう自治体連合では、今後策定をしてい

こうとしています地方人口ビジョンや、地方版総合戦略の策定にあたりまして、担

当者向けの自治体セミナーが、今年度から来年度にかけて計画されております。既

に第１回のセミナーが11月に開催され、日野町からも担当者が参加しているところ

でございます。 

 立ち上げ総会に参加させていただきまして感じたことでございますが、先ほども

申しましたが、この機会にそれぞれの自治体が自分の町の現状を分析して、今後の

戦略や長期ビジョンを立てようとされている思いが感じられ、開場は緊張感あふれ

る雰囲気でございました。 

 日野町におきましても町の現状をしっかりと分析し、国や県、自治体連合からの

情報を十分収集しながら、昨日の答弁させていただいた内容にもありますように、

第５次総合計画の中間年での点検、評価作業などが、今回の長期ビジョンや総合戦

略の策定に生かせればと思っております。 
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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） 県の人口減尐問題に係る研究会に関しましての感想

ということでございますが、担当の方で出席いたして、また、第１回目ということ

でございまして、県下の人口減尐対策というか、そういうさまざまな対策について

の情報を共有したというような段階でございます。 

 県下全般に申し上げますと、やはり滋賀県全体でいきますと、人口減尐の局面に

入ったというのは、若干ずれがございますので、温度差があるというのは実感とし

てございました。そして、県下、県の取り組みとしての最終的には人口ビジョン、

あるいは地方版の総合戦略という、まち・ひと・しごと創生法に関する計画につな

げていきたいという思いで研究会を立ち上げられて、町としましても積極的に研究

会、これは任意でございますが、積極的に参加しようということで、参加してまい

りました。 

 幾分、担当者の感想としましては、地域によって人口問題の捉まえかたというの

は異なりますから、そういった面でもまだまだ１回目ということで、温度差しか感

じ取れなかったということで、本格論議はまだこれからだというような状態でござ

いました。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それぞれ町長、沢田主監、そして、古道課長からご回答をい

ただきました。 

 町長より、裁量的経費がそれほど日野町にはないと。しかしながら、追いついて

いく努力をしなければならない、努力はしたいと、こういうふうに答弁をいただき

ました。また、沢田主監から、今後の戦略を立てねばと、こういう思いをいただい

たところでございます。 

 先ほどの初問で、中学校卒業まで助成範囲を拡大すると、単純計算で新たに年

4,000万円が必要になりますと、こういうふうに申し上げました。また、町長もそ

のことをお認めいただいたのかなと、こういうふうに思っております。日野町にと

って、この4,000万円はほんのちょっとした行政改革で生み出せる金額であると私

は思っております。町長に行政の無駄をなくし、効率的な行政を目指す考えがあれ

ば生み出せる金額であります。どこにどうお金を使うかと、こういうところでござ

います。 

 去る10月９日と10日に、全国市町村国際文化研修所で開催されました、平成26年

度町村議会議員特別セミナーに、髙橋議員、冨田議員、村島議員と参加をさせてい

ただきました。講師、両備グループ代表兼ＣＥＯ、小嶋光信さんの講義「猫のたま

駅長から学ぶ地方の公共交通の再生」の中で、小嶋さんは、経営を全て民間に任す

と、７割の人員で、７割の給与で実質半分以下、49パーセントで事業を実施できる
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と、このように言われました。公共で行っている事業を民間委託すれば、半分以下

の事業費でできる、こういうことでございます。 

 今日まで、何度も何度もこの場でも申し上げてまいりました。大阪府茨木市の公

式ウェブサイトで明らかなように、学校給食事業を民間に委託すれば、茨木市では

３分の２の人件費で済みました。平成26年度当初予算108、109ページから110、111

ページの学校給食費人件費は6,258万9,000円、この額に学校給食運営事業の臨時職

員共済費198万6,000円と賃金2,002万7,000円を加えると、総人件費は8,460万2,000

円となります。大阪府茨木市の例によると、人件費を３分の２にいたしますと

5,640万1,000円で済み、3,020万1,000円が不要となります。また、両備グループ代

表兼ＣＥＯ、小嶋光信さんの例により、人件費を49パーセントとすると4,145万

5,000円で済み、実に4,314万7,000円が不要となります。身を切る改革をすれば、

4,000万円は生み出せる金額であります。どこにお金を使うかではないでしょうか。 

 私は、財源のめどのないまま、町の財源を考えず、子どもの医療費の無料化の拡

充を求めているのではありません。責任ある野党として求めているのであります。

もう一度町長のお考えをお伺いいたします。 

 以上、第２問目の再々問題といたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 蒲生議員から、民間委託等をやれば、人数も人件費も尐なく

て済むじゃないかと、こういうようなご提案、ご意見でございます。 

 確かにそういう部分もあろうかと、このように思いますが、役場行政が住民の皆

さんに執行する行政の役割というものは、民間委託をすることによって効率的な事

務をつかさどる部分と、やはり役場行政がしっかりとフォローをしていく、直接職

員がやっていくという部分とがあるわけでございまして、日野町役場におきまして

も、トータル、当然民間の事業所の皆さんのご協力を得て、いろんな事業を委託契

約、工事請負、さらには指定管理、いろいろな部分でお願いをいたしているところ

でございます。 

 そして、一方で、やはり住民の皆さんにかかわる部分などにつきましては、町が

直接責任を持って執行すると、こういうことも大変大事な観点であろうかと、この

ように私は思っておりますので、効率的に民間事業所の皆さんなどにお願いできる

部分についてはお願いをし、役場行政が責任を持つ部分については、しっかりとそ

の責任を果たしていく、そういうことが大事なのではないかなと、このように思っ

ております。 

 ところで、給食の民間委託のお話もいただいたわけでございますが、この間、い

ろいろとご議論をいただいてきたところでございますが、桜谷小学校の大規模改修、

給食施設の整備のときにも、日野町の給食のあり方懇話会の中でもいろんな、ＰＴ
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Ａの方をはじめとした、懇話会での議論をしていただいたという経過もございまし

て、いろいろな議論がある中で、当面、日野町としては現状のあり方で進めてはど

うかと、こういうようなご意見もいただいたところでございまして、そうした方向

で進めさせていただいておるところでございます。 

 なお、給食の人件費につきましても、振り返りますと、10年ほど前は約１億円ほ

どあったわけでございますが、現在、中学校給食を実施いたしましても、それと同

意レベルで推移をしているということで、なかなかこれは全てよいことと言い切れ

るかどうか分かりませんけれども、現在、役場行政におきましても、例えば小規模

小学校における給食室については、１人の正規と１人の臨時さんなどで対応いただ

いているということで、この点については、いわゆる、大変、正規職員ばかりの体

制から、臨時職員等の皆さんのご協力も得て、経費の節減にも努めてまいっておる

ということでございますので、その点もご理解いただければありがたいなと、この

ように思っております。 

 そうした中で、新しい事業を進めるためには、いわゆるスクラップアンドビルド

ということでございますので、役場全体の予算、約80億円の中でどのように工面を

していくのかということは、また国の地方財政対策の状況も含めて、町として住民

の皆さんのニーズに応えられる努力をするために、精いっぱい精査をしてまいりた

いと、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 町長とは根本的なところの考え方が違うところでございまし

て、論理がかみ合わないと、こういうところでございます。 

 給食の人件費が、１億から今8,460万、尐なくなってきたと、こういうふうに言

われます。根本的なところの考え方がおかしいと思います。児童が大幅に減尐して

きます。児童１人当たりの人件費から見れば、10年前より高くなっています。つく

る人数は尐なくなっている。１人当たりの児童に対する給食費の人件費は高くなっ

ています。そういう点を抜いて、ただ一概的に数字が尐なくなっている、そういう

考え方はおかしいのかなと、こういうふうに思います。 

 これ以上質問することはできないところでございます。何度も今までも申し上げ

ましたが、日野町行政改革大綱、これの中にも、「民間委託等の推進、多様化する

住民ニーズに対応できる行政サービスを提供するため」というふうに書いてあって、

これは何やったんやと。今、うまいこと答えておられますが、実際、町がつくった

のは何やという、こういうところになってくるのかなと、こういうふうに思います。 

 昨日、池元議員が申されましたように、子どもは年齢が高くなるにつれまして、

体力がついてまいります。病気にかかりにくくなるところでございます。要するに、

年齢が高くなるにつれて、医療費が尐なくて済みます。私自身、小学校２年生まで
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はぜんそく気味で、体が弱く、医者通いをいたしておりましたが、このため、学校

を小学２年生まではたびたび休んでもおりましたが、しかし、３年生になってから

体力がつき、その後、小学校卒業まで一度も休むことなく、皆出席で表彰をずっと

もらっていたところでございます。 

 中学校卒業まで助成範囲を拡大すると、単純計算で新たに4,000万円が必要とな

りますが、これは単純計算でございますが、病気にかかる割合は格段と低下いたし

ますので、もう尐し尐ない金額で済むと、済むはずでございます。また、昨日の池

元議員の質問に対しての答弁で、日野町の福祉医療費助成は、県下市町の中で進ん

でいないがおくれてもいないと、これは担当課長も、町長もこういうことを言われ

ました。まことに残念な答弁でありました。 

 県下の人口減尐自治体は、どこの市町も真剣に、人口減尐対策にああしたらどう

や、こうしたらと、こういうふうに取り組んでおられます。私は、福祉医療費助成

が県下で一番進んでいる町を目指すべきであると、昨日もそうすれば住む人が増え

ると、こういうことも言っておられました。そういう町を目指すべきであると、こ

ういうふうに思っております。 

 福祉医療費助成が滋賀県下の市町の中で一番進んでいる日野町としていただくこ

とをお願いして、これにて平成26年の一般質問を終えることとさせていただきます。

今回は22分残りました。ありがとうございました。 

議長（杉浦和人君） ここで暫時休憩いたします。再開は、10時30分から再開いた

します。 

－休憩 １０時１３分－ 

－再開 １０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、一般質問を行います。 

 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） それでは、通告に従いまして、日本創成会議からと農業関係

２点について分割で質問いたしたいと思います。 

 まず最初に、日本創成会議からということでございます。昨日より人口減尐問題

で議論のテーマになっておりましたが、私も尐しばかり触れていきたいと思ってお

ります。 

 日本の人口は1900年ごろ、これ、明治33年でありますけれども、4,384万人で、

その後、1967年で１億人を超え、ピーク時の2004年には１億2,778万人に達したと

ころでございます。ところが、翌年の2005年から減尐傾向に転じ、昨年2013年には

１年間に21万7,000人減尐したとされております。このまま推移すると思いますと、

2048年には9,913万人と１億人を割り、その後、50年後の2100年には4,959万人とな
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るそうであります。これは、明治44年と同水準になると言われています。 

 かつて、人口増でありましたころには3.0を越えていた日本の特殊出生率は、

2005年には1.26となっていて、今の段階でもし2.0まで引き上げられるとすると、

2050年には１億人近くまでの減尐にとどまるとされています。が、これは到底無理

な話であります。このように、人口減尐は避けられないとされております。 

 このことから、日本創成会議では人口減尐が急激に到来し、ひいては地方の消滅、

自治体消滅論まで喧伝され、マスコミには格好の話題の提供となったところでござ

います。 

 この日本創成会議が予測する人口急減社会の到来で、地方の市町村の大半が消滅

するとし、大都市だけが生き残るという、2010年から2040年の間に、20歳から39歳

の女性人口が2010年の５割以下に減尐する自治体を消滅可能性がある自治体とし、

人口規模が１万人未満の自治体を消滅可能性が高い自治体と位置づけました。 

 この安倍内閣の地方創生構想の中で、グランドデザイン2050というのがあります。

この国土計画では、リニア中央新幹線整備で３大都市を、東京、名古屋、大阪を１

時間で結び、世界最大の大都市を形成するとしております。 

 また、地方中核都市といいますか、その形成で都市機能や居住機能を充実させて、

そこへ生活拠点を誘導しようともしております。もう１つは、コンパクトシティと

称して、日常生活に欠かせない施設を集積させる地域を形成し、周辺地域へはネッ

トワークでつなぎ、生活を維持するとしております。 

 これは地方創生といいますか、再生どころか東京と地方の拠点となる都市だけが

日本の未来なのかと、こう疑いたくなるところでもございます。 

 こうしたことにつきまして、町の見解をお尋ねするところでございます。 

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

 町長。 

町長（藤澤直広君） 東議員から、日本創成会議にかかわって、人口減尐社会の中

でどのようにやっていくのかと、こういうようなご質問でございます。 

 まさに、今年、増田レポートが発表されてから、この問題がまさに社会の中でか

なりクローズアップをされてきているということでございます。 

 当然、人口減尐社会に入った中でどうするのかと、こういうことでございますが、

人口減尐社会というのは、結局、出生が尐ないということであります。尐子高齢化

という言葉がワンフレーズで言われますけれども、高齢化というのは、当然、生涯

が伸びるということでございますので、これは人口増の要素になるというふうに思

いますが、それ以上に出生が尐ないということによって、人口が減尐してきている

ということでございます。 

 しかしながら、といいますか、当然、昨日も申し上げましたように、戦前は産め
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よ増やせよの時代でございましたし、人の数自体が労働力ということもあったわけ

でございます。５人、６人の兄弟がいるというのが当たり前の時代でありました。

しかし、戦後、社会が安定してくる中で、もう家族、兄弟は２人、３人が平均的な

ものという時代に入り、いまや２人、１人が基本的な状況。そして、結婚される年

齢が遅くなる、こういうことになっております。 

 特殊出生率なんかを見ておりましても、昭和35年ごろから２前後で推移しており

ますので、もうその段階から尐子化というのは既に生じていると。ただ、寿命が伸

びたことによって、人口減尐にならなかったということなのではないかというふう

に思っています。これは日本だけはなくて、世界的にもそういう特殊出生率の低下

というのは言われているところでございます。 

 そういう意味では、人々の人生観、働くこと、生きていくこと、家族のあり方、

こういうところの価値観が変わってきたこともまたあるのではないかと、このよう

に思っております。かつては、女性は家庭にあって、育児や家事をすることが基本

というふうに言われた時代がありましたが、今は当然、女性も男性もそれぞれの力

を生かして、働くことも含めて社会参加をすると、こういう時代になってきました。 

 そうした中で、ある意味では社会の価値観が、今進めております男女共同参画、

男性も女性もそれぞれがしっかりと協力をして、社会、家庭をつくっていく、こう

いうことが真剣に進められなければならないのではないかと、このようにも思うわ

けであります。そして、そうした中で子どもを産み、育てることが喜びである、喜

びとなる、そういう社会をつくることが求められているのではないかと、このよう

に思います。 

 かつて、男性は会社人間と言われるように、猛烈社員であって、家に帰ってこな

いと。女性はそれを支えるという時代が、高度経済成長の時代などもあったわけで

ありますが、そういうことではなくて、共同で社会、家庭を営むような時代を切り

開かなければならないと、このように思います。 

 あわせて、諸制度の問題でも、やはりしっかりと働けば暮らしていける、そうい

うような、再生産ができるような社会をつくらないといけないのではないかという

ふうに思います。 

 国全体で人口が再生産できない状況に、今、なっているわけでありますが、一方

で家庭、家族に目を向けましても、なかなか働いても働いてもワーキングプアとい

うことで、生活が再生産できないような状況が、今、広がっているということであ

りまして、この人口が再生産できない社会、そして、その１つ１つの家庭の営みが

なかなか再生産できない問題、その１つの要素の中に、いわゆる労働者派遣法をは

じめとした、規制緩和の名による生活のしづらさ、働いても所得が得られない、十

分に得られない、そういう状況を打開していくことが必要なのではないかと、この
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ようにも思うところであります。 

 そうした中で、今、地方創生ということで、地方に光を当てるということが言わ

れております。これ自体は大変ありがたいことだと、このように思っております。

しかし、これは今に始まったことではなくて、かつて、先ほども申し上げましたけ

ども、10年前の小泉構造改革と言われた時代に、平成の大合併をはじめとして、か

なりの地方財政が抑制された時期がございました。そうした時代から何年かたって、

福田内閣の時代には「地方の元気がこの国の元気」というようなキャッチフレーズ

で、地方財政対策も一定、改善といいますか、元に戻ってきたという時代がござい

ました。そういう時代から、ある意味ではそれ以前から、それぞれの市町は自分た

ちの町のことを考え、しっかりと地域の活性化と、元気を何とかして取り組んでい

きたいと、こういう思いでしてまいったところでございます。 

 国の方では、今、各省庁ごとにいろいろな地方創生のプランが出されております

が、それを国の方でももう尐し、縦割りではなくて、トータルでどのような国づく

りをするのかということをまとめていく必要があると、こういうふうなことも、国

レベルで言われているところでございます。 

 これまでから、いわゆる定住自立圏構想などの話もございますし、昨今では都道

府県が市町村を垂直補完する、そういうようなことも言われております。今、地方

中核都市という形で、20万、30万の都市を中心に、拠点としてやっていこうという

こともあるわけでありますが、こうしたことだけで本当に地方が元気になるのか。

逆に、ミニ東京を地方につくってそれでいいのかと、こういうような懸念もあると

ころであります。 

 そういう意味では、今、いろいろと言われている地方の元気をどうつくっていく

ことについて、地方の我々としっかりと議論をしながら、今回の地方創生が進めら

れていくということが大事なのではないかと、このように思います。 

 今、町村会でも田園回帰の流れというふうなことをいっております。経済だけが

全てという価値観から抜け出して、地方にある、農山村にある自然環境や、人々の

地域のコミュニティーの優しさをはじめとした、人間らしい生活に回帰していこう

やないかという流れが若者の中でも広がっている。そういうような流れをさらに一

層強めために取り組みを進めること、そして、都市と田舎が取り合いをするんじゃ

なくて、都市が安定し、田舎が安心してやっていけるような、日本全体が共生して

いける、そういう国づくりが求められているのではないかというふうに思います。 

 人口減尐社会というセンセーショナルなキャンペーンだけに惑わされることなく、

地に足をつけてこれまでの取り組みをさらに一層進める。そして、町としては国や

県の状況も見据えながら、取り組みを進めていく必要があると、このように思って

おります。 
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議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 今、創成会議についていろいろと回答をいただいたところで

ございますが、地方にミニ東京をつくるのかというようなことでもございます。 

 小泉内閣のときの合併の話が出たところでもありますが、答弁では、やはり合併

したところが非常に減っているといいますか、そういうのが見受けられるところが

たくさんございます。 

 といいますのは、その文書の中にもありますように、今、拠点都市、中核拠点都

市の例をとってみますと、合併のときに、静岡県は相当大きく合併されたわけであ

りますけれども、浜松市がよい例だとされているところでもございます。浜松市は、

非常に静岡市と何か争っておられまして、中核都市になるために大きくしようとい

うことで、非常に抱え込まれた。そんな中で、浜松市が現在では人口がすごく減っ

てきているというようなことを耳にしております。確か旧の区では6.3パーセント

から33パーセントまで減ったということでございます。 

 そうした例がたくさんございまして、また、そうしたことから、増田レポートで

ありますけれども、創成会議の増田前岩手県知事、この人は、当初は道州制推進の

総務省の担当大臣であったのかなと思っておりますし、また、自治体消滅論も、そ

ういうことから考えますと、この自治体消滅論を大前提にして、その行き着く先と

いいますか、町村会では、町村会や議長会でも大反対をされております道州制を、

またここに担ぎ出すんではないかなという、私は思うんですけども、そうした推測

されますけれども、そういうことについてはどのように考えられるか、そういう見

方はだめなのか、もし分かればお伺いしたいなと思います。 

 先ほども、田園回帰というお話をされたわけでありますけれども、確かに小さい

町村、いわゆる北海道の東川町とか長野県の原村、これは小さいところですけども、

島根県の海士町、また宮崎県の綾町、北海道の別海町など、逆に人口が非常に増え

ていて、出生率も上がっていると聞いておりますけれども、何かそういうところで

の印象があればお聞きしたいなと思っております。そこら辺でもしご回答いただけ

ればなと思いますけども、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 増田レポートの流れの中で、道州制についてまたどうなるの

かと、こういうことでありますが、もちろん私は政府でございませんので、なかな

か分からないところでございますけれども、今もご指摘ありましたように、全国町

村会も全国町村議長会も道州制は反対であります。これは終始一貫して反対をして

いるということでありまして、やはり小規模自治体、どこをもって小規模というか

は別にして、町村が再び強制的な合併に追いやられるようなことになる可能性の高

い道州制でありますので、この点については両、町村会、町村議長会とも反対をし
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ているということでございます。 

 そういう意味では、やはり町村自治がしっかりと機能する、大切にされる、そう

いう国こそ大事なのではないかと。地方自治は民主主義の学校と、こういうふうに

言われますけれども、そういう小さい中でも、自分たちの町のことを考え、行動す

る人たちがたくさんいる町こそが元気な町なのではないかと、こういうことから、

町村会も議長会も反対をしておりますし、そういう声があるがゆえに、通常国会で

道州制基本法が提案されるというようなことがありましたけれども、そこにストッ

プがかかったと。 

 今、いろいろな与党の方での道州制関係の会議でも、決して道州制導入の旗をお

ろしたわけではないと。しかし、いろんな議論があるから、もう尐し議論をしなけ

ればならないと、こういうような話がされているやに、新聞等で拝見しておるわけ

でございますが、何のための道州制なのかということが一向に分からない。なぜ47

都道府県がだめなのかと、こういうことでございまして、しっかりと町村自治が、

市町村自治が大事にされ、そして都道府県が役割を果たし、そして、国がしっかり

と国民に責任を持つ。今の自治の仕組み、政治の仕組みのどこに問題があるのかと

いうことを見ますと、決して今、なかなか焦点が分からない道州制に持っていくこ

とがいいということにはならない、このように私は思います。 

 確かに、平成の合併で自治体の数は減ったわけでありますが、一方で、今、議論

されておりますのが、合併したところの交付税の措置については算定替えという制

度がありますけれども、合併すれば交付税が減るというものを緩和するやり方であ

りますが、その合併算定替えについても、そのままやられたらたまらんということ

で、この間、総務省の方でも合併算定替えを５年かけて本則に戻すということにつ

いては、これを緩和するということになっておりまして、おおむね9,300億円程度

の合併算定替えの効果を3,400億緩和するというようなことも聞いておりますが、

さらにそれを見直していくということになるならば、交付税レベルだけでいえば、

平成の合併というのは効果として5,000億にもならないものであったということで

あります。当然、行政経費の節減というのはそのほかの部分もございますので、交

付税だけでいえる問題ではございませんが、そういうことになっておるということ

であります。 

 今、地方創生の中で、モデルとして出てきておりますのは、今おっしゃった島根

県の海士町など、いろんなところが出てきているわけでありますが、まさに小さい

自治体であります。そういう意味では、小さい自治体が自ら工夫をして、そしてそ

この住民が役割を果たし、やっていこうという気概を持っている。そういう中でこ

そ元気な町、元気な町だからこそ人口が増える可能性があるということなのではな

いかというふうに思います。 
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 東京に若者が多いというふうなことでございますけれども、東京の特殊出生率は

低いということでございます。若い人たちを東京に集めて、なかなか出生率が上が

らないところに集めるよりも、むしろ豊かな自然環境の中で、穏やかな、暖かい地

方の中で若者が頑張ることによって、そういう出生率も上げていく、そういうよう

な形に転換していくことが大事なのではないかなと、このようにも思うところでご

ざいまして、日野町としてもそういう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） 東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 今、島根県の海士町とか、そういうところは非常に若い人が

増えているということで、それも、そういう差別をしたらあきませんけども、東大

出身の方とか、いろんな偉い方がそこへ帰ってこられているということでお聞きし

ました。 

 何があるのかなということでもありますけれども、昨日より、こういった小さい

自治体が頑張るということで、田舎体験の話も出ております。確かに私もかかわっ

ておりますけども、田舎体験につきまして、私も受けておりますけれども、都市の

学校はやはり大変だなという思いでございます。といいますのは、そこに住んでお

られる方は、それはよく勉強されるんでしょうけども、アレルギーとかそういうこ

とが非常に多い。40パーセントから50パーセントの学校もありますし、つい先日、

新潟の三条高校の高校３年生が来られたわけです。 

 ここも割に大きい30万都市ではありますけれども、やはり田舎ということで、農

業、たまたま常時されている子どももおりました。非常に素直で、人間性があるな

という感じを受けたんですけども、そういう生き方といいますか、子どもの生き方

もそこで非常に感じられるということで、今後、田舎体験を通して、もう尐し何と

か、もう尐し大きいといいますか、田舎体験が大きく、事業が大きくなるように私

は願っておりますけれども、今回の補正予算の入の方に入れておりました都市と田

舎の共生というようなことも国から補助が出ておりました。 

 今後、そうした軸といいますか、山中正吉邸を生かしたことについて、まちおこ

しをどのように考えているのか、商工観光課長さん、もしありましたらひとつよろ

しくお願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） ただいま、都市と農村の交流に関しまして、田舎体

験事業のお話がございました。 

 現在は、任意の団体であります近江日野田舎体験推進協議会が事業を実施してい

るわけですが、この事業については、受け入れの農家が非常に精力的にしていただ

いていると。ここに行政が両輪になって進めているというような事業になっている

わけですが、今も話に出ておりましたように、都市と農村の交流というのは、今後、
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非常に大事になってくるんやないかなと思います。 

 そういった意味では、この後、新年度に向けて山中正吉邸の事業につきましては、

そういった事業を組み入れできるような、田舎料理の伝承を伝えるとか、そういっ

た事業を考えていきながら、さらに都市と農村の交流が進められるようにいけばと

いうように願っております。 

 以上に関しまして、さらに皆様方のご理解とご協力をよろしくお願いしたいと、

このように思います。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 今、商工観光課長の方からお答えいただきましたけども、山

中正吉邸を残していただいて大変よかったなと。やはり、ああいうものを残すのは

行政しかないなという思いでございまして、今後、そうした拠点として、また田舎

が生まれ変われるように、ひとつよろしくお願いしたいなと思います。 

 それでは、次の農業問題に移りたいと思います。 

 農業関係でありますけれども、農地中間管理機構が本年の26年度から全国の47都

道府県において設置され、農地の集約、集積を推し進めております。当県でも６月

ごろより説明等があり、８月から９月にかけて農地の出し手と借り手の公募がされ

たところでもございます。そうした町内の状況がどうであったのか、また、近辺の

市町からの公募などの状況についてお尋ねしたいと思います。 

 また、この農地中間管理機構の事業を推進するための法律に付帯決議がされてい

るところでもありまして、市町村は農地の利用配分計画案の作成、地域の実情に即

した農地の出し手、受け手のニーズに応える事業実施や、その際、農地の存在、所

有者等の情報を把握している農業委員会の意見聴取を基本として運用することとし

ているけれども、そうしたルールというべき措置はどうであったのか。きちっとさ

れたのか、お伺いするところでもございます。 

 さて、この農業問題でありますけれども、当町の農業、言うまでもなく、大変重

要な産業であります。地域の存続や人々のつながり、コミュニティーの基盤の形成

など、地域中山間地、身近に農業のある、に根差した強い農業とはどのように考え

ればいいのか、お考えの一端をお伺いいたします。 

 これといいますのも、議会報告会にも、今後、農業はどうするんやということが

出ておりまして、私、農業委員会におりましたんで、そこへ議長が指名されて、な

かなかうまいこと答えられなかったんですけども、国もなかなかそういう一貫した

ものはないんですけども、そうしたところがありましたらよろしくお願いしたいと

思いますし、本当にこの地域で大規模化するのがいいのか、できるのか、また、大

企業が農業に参入してやればよいという考えとは、これはもう僕は決定的に違うの

ではないかなとの思いでございます。そうしたことについてご意見をお伺いしたい
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と思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） まず、農地中間管理機構の公募などの状況についてでござい

ますが、平成26年４月１日に公益財団法人滋賀県農林漁業担い手育成基金が県の農

地中間管理機構の指定を受けました。８月１日から９月30日までの期間に、農用地

の借り受け希望者と貸し付け希望者の募集が行われ、町とＪＡが窓口となり、受付

業務を行いました。日野町内での借り受け希望者の一覧については、担い手育成基

金のホームページに公表され、町内が12経営体、町外が４経営体の16経営体となっ

ております。 

 10月末から始まった、貸し付け希望農用地と借り受け希望者のマッチングについ

ては、農地中間管理機構、県、町、農業委員会、ＪＡが連携して実施し、農地中間

管理機構が借り受け希望者との条件交渉を行った後、農用地利用配分計画素案を作

成し、町に提出されたところです。これを受け、町は農業委員会の意見を聞いた上

で、農用地利用配分計画案を農地中間管理機構に提出をしたと、こういうことでご

ざいます。 

 こうした中で、農業のあり方についてのご質問でございますが、農業は食料の安

定供給とともに、美しい農村風景の保全、脈々と続く農村集落活動の伝承など、大

変重要な役割を果たしているというふうに思っております。 

 ＴＰＰの議論がございまして、市場経済に任せていくかのような、今、農政改革

大綱が言われているところでございますが、私は、やはり農業、自然に働きかけて

やる農業については、経済効率だけでいくものではないと、このように思っており

ます。そういう意味では、大規模農家だけではなくて小規模農家、さらには集落営

農、法人化など、いろいろな手法を使った上で、地域の中で裾野の広い中で効果的

な農業経営ができる、こういうことが大事なのではないかと、このように思ってお

るところでございます。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

10番（東 正幸君） この中間管理機構は、始まってから、私も３回ぐらい質問さ

せていただいているんですけども、なかなか国の方もまとまっていないような気も

して、非常にこちらも困っているわけでありますけれども、やはり最近は、出し手

といいますか、その人たちはインターネットでもええというようなことですので、

勝手に出されると。そうしてから、仮に農業組合に言われたとしても、農業組合長

も、そこまであまり関心のないのが情勢でありますので、言われただけで、農地の

所有者はそうやって出されると。 

 今、いろんな人から聞いておりますと、下駒月とか石原とか小谷とか、そういう

ところでも勝手に出されたと。非常にびっくりして、誰かそこの関係者が、何でわ
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しに言わなんだというようなことが起こってきて、ほら大変やということで、今、

農業組合等が条件をつけなんだら、そんなもん大変やということで、営農組合ある

いは農業組合が、地域で共同で行う防除とか、あるいは草刈りとか、ため池の畦畔

刈りとか、そういうようなのも全部出てもらわないとだめやないかということで、

そういうものをもってきちっと話し合った上で出すならしょうがないけどもという

ことでされておられます。 

 実際、今回の８月、９月、募集されて、そういう件数ではあったんですけども、

本当に市町村の役割といいますか、そこに書いてありますように、必ずそこへ入れ

よというように、僕はとるんですけども、なかなかそこまで、中間機構は勝手に決

めてしまっている部分もあって、難しい部分があるのかなと。なぜ、市町村が中へ

入れへんのか。そこもお聞きしたいし、農業委員会にということでありますけれど

も、農業委員会に提示されるのは、決まってから承認ぐらいで、なかなかそれまで

のマッチングまではいかない部分があって、今後、やっぱり組合長、ならびにそこ

の集落営農の代表なりと十分話して、そうしたことからしていかないと、これはも

う何か地域のコミュニティーもむちゃくちゃになってしまうのではないのかなとい

う思いでございますので、そこら辺をどのように考えているのかお聞きしたいなと

思います。 

 もう１つは、中間管理機構の付帯決議の中でも、やはり作業のしにくい土手の多

いところとか、中山間地、特に日野町はそういうところが多いんですけども、そう

いうところはたくさん出ても受け手がなかったらということで、中間機構は心配さ

れておられるんですけども、付帯決議の中で、そういう作業がしにくい中山間地に

ついては行政の中山間地直接支払い制度を利用して、保全されるように、集積促進

法の中にも書いておるわけでございます。 

 そうしたこととか、やはり１つの田んぼでも、今、言いましたように、２割、３

割も、もっと半分ぐらい畦畔があるところがあります。そういうふうなところは草

刈りとか大変ですし、もう１つは、細かい話ですけども、いつかも言いましたけど

も、水利費の問題でございます。そこら辺については、畦畔含めての面積で、今、

払っているわけでございます。畦畔が半分ぐらいあるところでも、米の値段は一緒

ですし、今年みたいに下がっていると大変なんです。そういうことから、どうなの

かというふうにお聞きしたいと思います。 

 もう１点は、先ほど蒲生議員も聞かれたんですけども、この中間管理機構につい

て検証するということで、農業委員会が先だって、豊橋市を研修されたんですけど、

私ちょっと都合で行けなんだ。そういうところのぐあいはどうやったのか、そこら

辺は中山間地はないんでしょうけども、農業委員会と市、あるいは県も入るのか分

かりませんけども、そこら辺の関係をお聞きできればなと思っております。 
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議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（高岡良三君） 東議員さんの方から、農業問題、中間管理機構等につい

ていくつか質問をいただきました。 

 中間管理機構につきましては、東議員さんおっしゃっていただいたとおり、まだ

国の方も十分まとまっていないというのは現実だというふうに、私どもも認識をし

ております。貸し手があっても、借り手がなければ受け取らないという状況になっ

てございまして、受け手がないところについてはまとまらないということでござい

ます。とりわけ、日野町のように中山間地域につきましては非常に難しいというの

は、スタートする25年のときからもそういう話をしてございました。 

 それと特に農地中間管理機構において、出し手の方についてはインターネット等

で公募するわけでございますので、受けてやろうという方と、また、出したいとい

う方が機械上、上の方で適宜やられるというところでございますので、なかなか私

どもの方もその把握というのはできない状況にございますのと、加えて、受けてい

く方については名前の方も私ども、周知ができるわけでございますが、出し手の方

については中間管理機構のところでとまってございまして、私どもの方に名前は最

後にならないと来ないということであります。 

 議員さんも心配されていましたように、今年度も既に農業組合等の方に協議もな

く、インターネットの方で申し込みをされたということで、農業組合長さんがそこ

で、いわゆる集落営農等、取り組む中で、水管理の問題、また除草の問題、それと

転作の問題で合うのかどうかということで協議に来られたわけですが、私どものと

ころに協議に来ていただいたのですが、残念なことに、私どもの方ではその部分の

ことについて、どうこう言うことができないという状況が現実であります。 

 ですから、このたび農業委員さんを通じまして、農業組合長さんの方に向けて農

業委員会だよりというのを作成してございまして、その中で、今年度は特に毎年12

月に来年の米の作付と、それから転作の割り当て等で農業組合長会が開催をされる

ところですが、先般ありました衆議院選挙の関係もございまして、開催をせずに文

書での発表をするということで、ＪＡの方が決められました。よって、その部分の

中で、農業委員会だより等を配っていただく農業委員さんの方から、農業組合長の

方に向けても、今の農地中間管理機構等でのお願いもあわせて、１月１日の農家の

台帳と、いわゆる選挙人名簿と言われる部分の基礎になる農地台帳の確認も、農業

委員さんを通じてお願いをしていこうということで、今、話をさせていただいてご

ざいます。 

 先ほど言われました、付帯決議も確かにございますが、農業委員会等の判断をい

ただくということにはなっておるんですが、言われましたように、構想、基本計画

といいますか、利用計画がまとまりました中で、農業委員会の方にそれを承認いた
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だくという形で、過日12月10日にも農業委員会の方でその計画について承認をいた

だいたということで、今、先ほど町長述べました、それぞれの数の部分については

承認をいただいて、中間管理機構の方に提出をし、それで27年産からスタートして

いくということになりました。 

 その中での問題にありました部分についても、一応、中間管理機構の要綱の中に

は、あわせていろんな、今の水の問題、また除草の問題、転作の問題等々について

はそれを遵守するという項目がございますので、それにあわせて当然借り手の方も

申し込みをされているということでございます。 

 そのようなことではございますが、なかなか私どももそこの部分を、今、手を出

すことが、実際できにくいというのが現実でありますので、とりわけ各集落の農業

組合長さん等、中心になっていただいて、農地の確認といいますか、状況の把握に

努めていただくということが第１かなというふうに思っております。 

 それで、２つ目の付帯決議が当然ここについてございましたので、その中でいう

と、今の農業委員会等の協議もあったわけですが、もう１つにあった中山間地の件

でありますが、先ほど町長の答弁で述べましたように、私どもの方も大規模な部分

ばっかりでなしに、やはり小さな面積である耕地というのも大事にしていかないと

いけないという立場ではございますので、その面については中山間地域直接支払制

度というのがあるんですが、現在でも円滑化団体という団体がございまして、それ

はいわゆる農業委員会の方を通じてやっていく方法があります。 

 中間管理機構の方でも受け手がないとまとまらないわけでございますので、受け

手がない、まとまらないものについては受けないという立場ですので、その部分に

ついては従来の円滑化団体等の事業でやりなさいということを言われてございます。

とりわけ、日野町のように中山間地のところでは、本当に出し手、貸し手の方が膝

を交えて、何とかつくってもらえんかと、ここの農地を荒らすには忍びないという

形でのお願いをされて、つくっていただいておられる方というのがほとんどでござ

いますので、いわゆる今までの円滑化団体、農業委員会の方に係ってくるやつです

が、その部分については従来どおりの事業といいますか、作業が進むわけでござい

ますので、そちらの方もありますよという形での農業組合長さんへの話かけといい

ますか、説明も大事かなというふうに思っております。 

 特に、今の部分については、米価が下がったということが大きな要因で、本当に

農業にかかわっていくことの辛さといいますか、価値観というのが尐なくなってい

るものだというふうに思いますが、西澤議員さんのときの話にもございましたよう

に、やはり日野町として、日野の部分でどういうふうに安心・安全な米をつくって

いくかであるよということが、どのようにＰＲしていけるかというのが大変かなと

いうふうに思っておりますが、そちらの方にウエートを置いていくというのが大事
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かなというふうに考えています。 

 それと、もう１ついただきました、過日、11月の末に日野町農業委員会の方で、

愛知県の豊橋市の方と、それから、県の農業試験場の方に先進地という形での視察

に行っていただきました。豊橋市の方の農業委員会との情報交換の中では、尐し日

野とは状況が違いまして、ほとんどが畑地の区域であります。山間の方につきまし

ては、果樹をやられているというのが多数でございます。そこには尐し獣害もある

というふうな話でございましたが、日野町農業委員会の委員さんの方から、米価が

3,000円ほど下がったが、話題はどうかというふうな話をされたときに、豊橋市の

方はほとんどが畑作でございましたので、米価が3,000円下がったというのは話題

にならないというふうな状況の地域でございました。 

 といいますのは、ほとんどが畑地でございますので、キャベツとトマトをつくっ

ておられるところで、農業委員会の会長自体が年収1,000万を超えるようなところ

ですよというふうな話でございましたが、あと、荒廃地の関係もお聞きになってい

ましたが、山間地の方へ行くと、尐し荒廃地というのが出てくるというふうな状況

ではございましたが、あとの部分についてはほとんど荒廃地は出てこない。畑地を、

もう高齢でつくれないというふうな状況の土地については、次の方が待っておられ

るというような状況だそうでございました。ですから、集落の付近の三角の田とか

いうところは、尐し荒れてくるところがあるかも分からないが、荒廃地というのも

さほどしていない。 

 これとは尐し話が違うんですが、結婚相談も年２回ぐらいやっておられて、男子

20名、女子20名の募集をやったところ、女性の方は定員をオーバーするぐらい来て

おられるんですが、逆に男の子の定員が割れているというふうな、私どもから見る

と夢のような話をされていたんですが、やはり畑地の地域でもございましたし、そ

のような状況も勘案して見ると、今、日野町の方でも水田の跡に日野菜をつくって、

何とかならないかというふうな、今、試験的にやっていただいている方もおられま

すので、いえば水稲も大事ですが、農地を守っていく、保全していくという形でと

れば、次に何かほかにできるものはないかということを考えているということが大

事かなというふうに考えてございます。 

 あと、もう１ヵ所、愛知県の試験場の方に行ったんですが、当然、今、言いまし

たように、そこの区域といいますのは畑地でありますので、苺の例を挙げて話をさ

れていたんですが、苺はハウスの中で親を無菌室でつくって、それを分けつやって、

農家に渡して、それを農家の方がまた分けつをやって、耕作をしていくというふう

な形での指導というのもされているということですので、尐し県の方の捉まえ方も、

地域の方と一緒になってやっていこうというふうな方向が見えているのかなという

ふうに思いましたので、そこら辺についても尐しまた参考にさせていただきながら
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ということで、行ってまいりました。 

 先ほども述べましたように、全体的には農地中間管理機構そのものの、今、状況

がもう尐し、まとまっていないというと語弊がありますが、不安定なままスタート

しているのかなということもございますので、やはり地域の農地は地域の方が守る

ということが一番大事かなというふうに思いますので、とりわけ農業組合長さん、

また、農業委員さん等の責任といいますか、立場といいますか、思いというのが大

変になってくるかなというふうに思っておりますが、そのような形で、日野の地域

での農業というのは厳しい面もありますが、逆に日野町ならではの部分があるので

はないかなというふうな思いもしてございますので、そこら辺について尐し力を今

後も入れ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） 東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 私は、中間機構が余り勝手にしてもらうと大変なことになる

んじゃないかなという思いがありますので、そこは何とかもっと市町が入れる、マ

ッチングするときに、必ずこれはこうやるんやと言える体制ができへんのかなと。

今のままでやったら、規定どおりいかれたら中間管理機構が勝手にされるわけです

けども、そこら辺は絶対、市町村として、これは中へ入ってもらわなんだら、どう

なっていくのかなという思いでございますので、そこら辺ひとつ、またよろしくお

願いします。 

 また、今の答弁でも、日野町、やはり大規模農家も必要やし、小規模農家も必要

やということで、先ほど町長答弁やら、今の課長さんの答弁がございましたので、

非常に安心したところでございます。 

 私もその点につきましては、やはり強い農業とは、規模的には外国、オーストラ

リアなどと同じ土俵では、こんなことは絶対にできないことでありますので、いろ

んな作物の生産過程において、その要素を考慮しながら、ナチュラルとか、あるい

はオーガニック栽培とか、丁寧な農業をする方向に農業体制を持っていってほしい

なと、このように思うわけでございます。小さいながらも顔の見える農業、当町は

兼業も多いですし、その役割も結構、僕は注目すべきじゃないのかなという思いで

ございます。 

 また、そうしたことから、定年機能などにも積極的に取り組んでいただいて、そ

うしたものを集めていただいて、一遍指導やらできんのかなという思いはしますけ

ども、その点もしてほしいということと、やはり集落営農も大事ですし、僕はやっ

ぱり基本的には家族農業が一番大事ではないのかなと、こう思っております。もし

そのことについて課長さん、どういうお考えかお聞きしたいなと思いますし、先ほ

ど述べました、山間地直接支払について、円滑化団体ということで言われましたけ

ども、何とかこれはもう一度考えてもらえないかなという思いでございますので、
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もう一度そこら辺だけお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（高岡良三君） まず、中間管理機構への町のかかわり方というのは、中

間管理機構が計画をまとめる案をつくる段階では、中間管理機構、ＪＡ、それから

町、農業委員会等がそこの会議の中に入っていくという状況にはなってございます。 

 ただし、そこでできるだけ近い方、１つの地域から土地が出たら、そこの地域、

それからその付近の地域という、１番、２番の条件がついてきて、一番近くにおら

れる方が一番いいわけでございますので、そういうふうな、今度受け手の方の方と

あわせてやっていくというふうなことの中の会議には参画するというふうにはなっ

てございます。日野町は農業委員会と町が兼務しているということなんですが、市

ですと、農業委員会は独立して、農業委員会事務局も持ってございますので、農業

委員会を市と、また私どもは町がそこに参画をして、そのマッチングの状況での話

の会議には参画をすると、しているという状況であります。 

 それから、あと日野の農業については、やはり丁寧に、小さくても顔が見える農

業というのが基本であるというふうに、私も考えてございますし、集落の中でまと

まっていただくということで、認定農業者、また、集落営農という形で進めていく

のかなと。とりわけ、今は集落の農地を農家が守るでなしに、集落が守るという状

況の段階まで、今、来ているのではないかなというふうに考えております。 

 それと、もう１つの中山間地域直接支払制度という話をされたんですが、日野の

場合は東の方の西大路の方から、西の方の必佐の方、また、北の桜谷から南の南比

都佐の方、地域の中で、中山間地という指定といいますか、その区域というのが、

勾配の関係等もございまして、なかなか厳しい状況にはあるのかなというふうに思

っておりますが、それぞれの市境の方等へ行きますと、確かに勾配のきつい田があ

って、先ほど議員さんもおっしゃいましたとおり、水張りの面積と畦畔の面積がも

う半分半分というところもあるわけでございますが、中山間地の制度というのは尐

し厳しいかなということで、今、言いましたように、先ほど述べましたように、そ

の部分で、中間管理機構が引き受けない土地については、先ほど述べました、円滑

化団体というものの中での耕作というのがあるわけでありますので、私どもはそう

いう方法もありますよと。地域といいますか、ところによりますと、いわゆる言葉

は悪いですが、闇小作という、口約束での耕作をされているんですが、円滑化団体

の方の基盤に乗っていただければいいのかなというふうに考えております。そのよ

うなことでご理解いただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 小さい農業でもやっていけるように、これからは、先ほど言

いました、無農薬といいますか、オーガニック栽培をやっていくと、そういうとこ
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ろもまた研究していただきたいなと思いますし、これも議会報告会の中で給食問題

について、非常に日野はすぐれていると、こちらに来られた方も意見を発表されて

おられ、その中で、オーガニックな栽培をしてほしいという意見が出ておりました

ので、必要な部分かなと思っております。 

 そのことをお伝えしまして、私の質問とさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） ここで昼食のため、暫時休憩をいたします。再開は、午後１

時30分から再開いたします。 

－休憩 １１時３５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。 

 ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） それでは、道路の老朽化対策について質問をさせていただき

ます。 

 地震などの自然災害から人の命と暮らしを守るため、防災、減災や国土強靭化へ

の備えとして、老朽化したインフラや公共建築物の保全整備、適正な維持管理によ

る長寿命化対策が重要となってきています。国土交通省は、平成24年12月に発生し

た中央自動車道笹子トンネル天井板落下事故などを踏まえ、社会資本の老朽化対策

会議を設置、インフラの老朽化対策への取り組みが開始されております。 

 本町でも社会資本整備総合交付金事業で、日野町橋梁長寿命化修繕計画策定によ

り、橋梁の点検、修繕工事が行われております。また、道路については日野町道路

面性状調査を平成25年度に41路線61キロメートルの調査を行い、舗装面に亀裂やく

ぼみなど、路面の傷みぐあいの調査が行われました。道路ストック総点検では、道

路の盛り土面、切り土面の斜面、道路看板などの構造物の点検なども行われました。

調査の結果、危険な箇所については国の交付金事業を活用し、修繕工事が行えると

聞いております。行政懇談会の要望にも道路舗装面の穴あき、陥没、ひび割れ、マ

ンホールとの段差や陥落などで自転車が転倒など、危険な場所が多く、全面舗装や

路面修繕要望が多くあります。 

 日野町の町道は老朽化が進んでいると考えます。町道は大半が生活道路でありま

す。路面下には水道管、下水管などライフラインがあり、生活には欠かせない大切

なものが関係しております。 

 安全、防災のため、当町の老朽化対策について伺います。 

 まず１点目は、調査、点検により、町道のひび割れ、陥落、陥没など、老朽化の

現状とその原因、対応状況を伺います。 

 ２点目は、本年９月、記録的大雤により上岡本町付近の道路で数メートルに渡り
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アスファルトが割れて盛り上がり、水が噴き出しました。原因と今後の対策を伺い

ます。 

 ３点目は、今後の道路メンテナンス計画をお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君の質問に対する町長の答弁を求めます。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） 中西議員から、道路の老朽化対策ということでご質問をいた

だきました。 

 今ほどもご指摘ありましたように、国土交通省の方の審議会では、これからはメ

ンテナンスを重要視すべきだということで、社会資本整備審議会の方で答申が出さ

れておりまして、国交省の方や県からも私の方へそういう話がありまして、メンテ

ナンスにかじを切れと、こういうようなことが言われているところでありまして、

新設道路だけをどんどんつくるんじゃなくて、ある物を有効活用するように切りか

えるべきだということを、首長はじめ、行政関係者に強く求められておるところで

ございまして、そういう意味では、しっかりと維持管理を進めること、そして、必

要な部分についてはできるだけ効率的な新築、改築をやっていくということに心が

けなければならないものと、このように思っております。 

 そうした中で、全国各地でかなり、といいますか、大変大きなインフラの整備が

この間進んだわけでございまして、それのメンテナンスということは大変大事な課

題になってきております。そういう意味では、道路等の舗装についてもその範疇に

入ると、このように思っております。 

 町の方におきましては、施行時期が経過した舗装、また、車両の大型化、および

通行車両の増加等によって舗装面が傷つくケースが出ておりまして、そういう場合

については必要な補修作業を行っているところでございます。通行に支障のないよ

うに、部分的な補修工事を行いながら、計画的に広い範囲での舗装工事を行うとい

う形で整備を行っております。 

 俗に、行政懇談会でもつぎはぎが多いのではないかと、こういうようなことも言

われるわけでありますが、やはり補修はしっかりとやりながら、それが一定のレベ

ルに達したときには、全面やりかえをするというようなことをしていく必要がある

と思っておりまして、きめ細やかな補修を行うことによって、事故のない、安全な

道路の通行ができる、そういう体制をとっておるところでございます。 

 次に、９月の大雤による町道の破損についてでございますが、短時間に多量の雤

水が道路側溝内に流れ込み、側溝内の水圧が上がり、道路側溝壁の亀裂箇所より雤

水が舗装下部に侵入し、舗装面を持ち上げて噴出したことが原因と考えております。

道路側溝の亀裂および舗装の復旧につきましては、２日後に復旧工事を行い、完了

したところでございます。 
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 今後のメンテナンスにつきましては、路面性状調査、および既存構造物のストッ

ク点検の結果に基づきまして作成を進めております修繕計画に沿って、順次必要な

修繕工事を実施してまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

２番（中西佳子君） それでは、再質問させていただきます。 

 ２点目の、大雤によって側溝から水がアスファルトの中に入り込んで、アスファ

ルトが盛り上がったということが原因というふうにおっしゃいましたが、道路側溝

が問題ということになるわけなんですけれども、道路の横にはもちろん側溝という

のものは、必ずではございませんが、ついているということで、近年は大変ゲリラ

豪雤が多くて、道路冠水が常態しているところがたくさんあって、また側溝工事の

要望というものも大変多くございます。 

 道路と側溝というものは切り離せないというふうにも考えますが、既存の道路の

上にどうしても修繕工事というふうな、今のお答えでございましたけれども、側溝

工事をしたときには、もちろん全面道路も舗装ということになるので、本当にこの

側溝ということと切り離せないというふうに私は思っているんですが、近年の側溝

があふれて、ここも側溝が原因ということでございましたが、やっぱりアスファル

トが壊れていくという状況はほかにもあると思いますが、側溝工事と道路工事の関

係についてのお考えをお聞きしたいというふうに思います。 

 また、町道では、消防車とか救急車が入り込めないような狭い道路がございまし

て、防災とか減災のことを考えますと、大変危険で、不安に思っていただいている

ところの地域がございますが、溝蓋をしていただきますと、何とか救急車とか消防

車が入れるというような状況にもございますが、そういう点の防災の面については

どのようにお考えかお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

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

お答えをさせていただきたいと思います。 

 まず、側溝と道路舗装、道路改良も含めてですが、その関係でございますけども、

日野、特に日野地区の町道というのは、さほど広くない道路がたくさんあります。

当然側溝が、全体的に昔の側溝がそのまま残っているところが多うございます。そ

ういうことから、側溝を修繕するということになりますと、当然道路との因果関係、

いわゆる道路も当然舗装なり、修繕も含めてやっていかなければならないかという

ふうには思っております。工事には、当然側溝と道路の舗装工事も一緒に、並行し

た形になろうかというふうに考えております。 

 それと、道路の幅員が狭い、側溝に蓋という考え方でございますが、日野地区に

ついては全体的に雤水の計画を立てていかなければ、なかなか側溝工事というのは
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部分的にというのは難しい地域でもございます。そういうことから、いわゆる道路

の狭いところについてはなかなか、人家等についても建ち並んでおりますので、拡

幅するというのは非常に難しい面があります。やはり道路側溝を改修するときには、

今まで日野地区の周辺の中で進めてきた道路側溝については、大部分が側溝に蓋を

して、道路を有効利用するような形で、工事の方、進めさせていただいております。

今後もそういう場所場所によって、地域の皆さんとも協議をさせていただいた中で、

蓋が必要か必要でないかも含めて協議をさせていただきたいなというふうに思って

おります。 

 ただ、全て蓋をしてしまいますと、やはり表面水というのはどうしてもとりにく

くなります。そういう面から、本当に蓋ばっかりしていくのがよいのかということ

もございます。やはり場所場所を考えた中で、地域の皆さんと協議が必要かという

ように考えております。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 側溝に関しましては、雤水排水事業計画に基づくものもあり

ますので、かなり時間がかかるのかなというふうには思うんですが、やっぱり早急

に救急車とか消防車が入れない道路については、対策を考えていただきたいなとい

うことを思っております。 

 また、３点目のことについてちょっと再質問をさせていただきます。 

 メンテナンスについてでございますが、路面性状調査を行っていただきましたが、

昨日の冨田議員の質問もございましたが、町道は大変、381路線、そして251キロと

いう、大変多うございますが、調査を25年度されたのは41路線61キロでございまし

た。使われていない道路というか、そういう部分も多々あるかなと思いますので、

全部を調査するということはされないのかなというふうに思いますが、まだ大半が

残っているという状況だというふうにも思うのですが、そしてまた、この修繕計画、

ストック点検に基づいての修繕計画というふうにおっしゃいましたが、順次修繕と

いうことですが、いつ完成して、いつからをめどに、今、この点検を生かして補修

していかれるのかをお聞きいたします。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 町道の路面の性状調査の関係でございます。 

 調査については、251キロ、町道ございます。全て調査するというふうには、現

在のところは考えておりません。41路線の61キロについては、一定、通行量の多い

ところ等を、そして、バス路線とか通学路とか含めて抽出をいたしました。その路

線が現在のところ41路線の61キロという路線数でございます。ただ、今後必要に応

じて、もう尐し拡大をすることが必要であれば、その部分についてもまたやってい

かなければならないかなというふうには考えております。 
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 そして、修繕計画でございますが、現在計画を立てている業者委託の中で、コン

サルへ委託をいたしまして、修繕の計画をさせていただいているところでございま

す。工事につきましては、今年度より修繕工事の方も進めておるところです。特に、

他事業との関係等もございます。そういうことから、下水道のいわゆる舗装復旧等

がございます。それとあわせて、やはり全面舗装の復旧が下水道でできない場合が

ございます。そして、なおかつ残ったところが、路面で非常に傷んでいるところも

ございます。そういうところについては今の修繕工事を、今年度、曙地区ほかで進

めているというところでございます。これも路面性状調査の中で悪いという結果が

出ておりますので、そういう中で、今年度交付金事業を活用した中で進めていると

いう状況でございます。 

 今後は、来年度以降についても、今年度で、今、調査の計画を立てておるところ

でございますので、それに基づいた形で計画的に、国の交付金がいただける範囲の

中で順次進めていきたいというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 本年の７月ぐらいだったと思うんですが、村井の歩道のとこ

ろの中央部が大変陥没いたしまして、原因はというと、電柱が以前あったところが

空洞化して、穴があいたということで補修をしていただきました。また先般、道路

に空洞化部分があるのではないかということで、掘削していただきまして、道路の

空洞化というものが見つかったんですけれども、特に今は事後で、事故が起きてか

ら修繕していただくということなんですけれども、やっぱり予防保全ということも

今後考えていかなければいけないのではないかなというふうには思うんですけれど

も、特にまた避難場所でありますとか、病院とか、役場周辺でありますとか、そう

いうところについては予防保全ということも考えていただきたいというふうに思い

ます。 

 それでは、次の質問をさせていただきます。 

 がん対策について伺います。 

 今日、日本人の男性２人に１人、女性の３人に１人ががんにかかる可能性がある

と推定されています。がんは重要な健康問題、そして、家庭や社会の問題でもあり

ます。その予防法、治療法など、がんという病気は国民にまだまだ正しく理解され

ていない現状というふうに言われています。 

 平成24年度県民調査では、県民が充実を望む医療分野の１位ががん対策でした。

県では、平成25年12月、滋賀県がん対策の推進に関する条例が施行され、がんの正

しい理解、予防と健診、がんになっても安心して暮らせる社会づくりの取り組みを

推進されています。 

 先月、大津市伊香立中学校で、東大病院、中川恵一先生の「がん教育 生きるの
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教室特別授業」が行われました。そこに参加をさせていただきましたが、子どもた

ち一人ひとりが病気の予防と治療に関する学習を通じて、命の大切さを知り、生き

る力を育んでもらう健康教育プログラムで、生徒たちは大切な人をがんから守るた

め、一緒に運動する、治る病気だと知ってもらうなど、提案をされ、正しく理解す

ることが重要だと再認識をいたしました。 

 当町のがん予防対策、検診と医療の一層充実を願い、質問をさせていただきます。 

 １点目は、日野町のがん対策の取り組みを伺います。 

 ２点目は、患者と家族が地域で安心して暮らせる支援体制の考えを伺います。 

 ３点目は、子どもたちへのがん教育の取り組みを伺います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） がんの対策についてでございますが、平成24年６月に国のが

ん対策推進基本計画が策定をされまして、全国的な取り組みが進められております。 

 日野町でのがん対策では、がんの予防、および早期発見に取り組むことが重要と

考えているため、出前講座を実施する中で、がんの予防には禁煙や、偏食しない等

の食生活を含めたよい生活習慣や運動をするなどの啓発を行っております。 

 また、早期発見には年１回の検診受診を勧めております。１人でも多くの方にが

ん検診を受けていただけるよう、集団検診の実施と受診勧奨を行っております。ま

た、精密検査が必要となった方には、全員が検査を受けていただくよう努めており

ます。 

 次に、患者さんやその家族への支援についてでございますが、受診された医療機

関に本人や家族の相談窓口があり、各医療機関で対応をいただいております。また、

情報提供や相談窓口として、がん相談支援センターが県内６病院に設置されており

ます。 

 一方、末期がんのターミナルケアの１つとして、在宅での介護を希望される高齢

者の方には、介護支援課にあります地域包括支援センターで相談を受け、医療機関

との連携を図りながら、本人に対する支援を、また、家族の方々には病気の受けと

め方やサービスの説明など、できるだけ不安が軽減できるよう支援をしておるとこ

ろでございます。 

議長（杉浦和人君） 教育長職務代理者。 

教育長職務代理者教育次長（岡 常夫君） 中西議員の方から、がん対策について

のご質問を頂戴しました。３点目の子どもたちのがん教育の取り組みにつきまして、

教育委員会の方からお答えを申し上げたいなと、このように思います。 

 先ほどもありましたように、がんにつきましては、生活習慣病とのかかわりの深

い病気であることでございますので、子どものころからそれぞれ望ましい生活習慣

を身につけることが大切でございます。また、子どもたちが学ぶことにより、保護
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者への啓発にも効果があることから、学校教育におきましてがんの正しい理解と、

その知識を深め、がん予防を学習することは大変重要であると考えておるところで

ございます。 

 現在、町における児童生徒へのがん教育につきましては、文部科学省が定める学

習指導要領によりまして、生活習慣がかかわって起こる病気の１つにがんがあるこ

と、また、喫煙の習慣化ががんの要因となることなどについて、小中学校の保健の

授業におきまして、教科書を中心にして指導をしているところでございます。 

 今後、滋賀県がん対策の推進に関する条例の趣旨に基づきまして、滋賀県ならび

に県外のモデル校等によります先進の事例を参考にしまして、学校教育全体でがん

の教育を推進し、子どもたちに対し、がんに対する正しい理解とがん患者への正し

い認識、さらには命の大切さに対する理解を深めることを目的としたがん教育、さ

らには人権、また、道徳教育面でも推進ができるよう取り組んでまいりたいと考え

ておりますので、またよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

２番（中西佳子君） それでは、再質問させていただきます。 

 集団検診とか検診を勧めるということを行っていただいているわけなんですけれ

ども、現在受診率というのは上がっているのかということと、目標値がありました

ら教えていただきたいと思います。 

 また、県の条例などでは就労等の支援という項目などもございまして、がんにな

られた方は、やっぱり会社員の方で３人に１人が離職、退職をされるという状況で、

職場復帰ということも大変、さまざまな事情があろうかとは思いますが、事業者と

か雇用者の理解を深める啓発活動というのも必要ではないかというふうに思うので

すが、その点についてはいかがでしょうか。 

 また、学校のがん教育についてでございますが、11月に県でモデル校などの研修

会が行われまして、新聞によりますと、さまざまな方が参加をされたというふうに

載っておりました。日野町は、残念ながら、そこには参加をされていなかったよう

でございますが、来年度から県内の小中学校でがん教育というのが導入されるとい

うふうに、そこには載っておりましたけれども、今後、またそういう研修会などが

あるのかどうかということをお伺いしたいと思います。 

 また、配慮という問題、子どもたちにとっては、命にかかわることでございます

ので、身近な人を亡くしておられたり、また、小児がんなどの問題もあります。そ

して、また女子の場合は、子宮頸がんのワクチンなどなぜ受けなければならないの

かということをしっかり知る必要もあると思います。講師なども要請して、正しい

理解ができるように取り組んでいただきたいというふうに思いますが、その点はい

かがでしょうか。 
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議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 中西議員さんの方より、がん検診の受診率についてとい

うことと、それから、企業などへの啓発についてということを質問いただきました。 

 がん検診の受診率につきましては、26年度は夏から秋にかけまして集団検診など

を行いましたけれども、病院での受診ですとか、それから、受診率を高めるために、

３月にもう一度集団検診を実施しようと思っておりますので、正確な数字というこ

とではないんですけれども、25年までの経過を見ますと、胃がん検診につきまして

は、24年が受診率でいきますと12.6パーセントでしたのが、25年は東近江市さんの

方で胃がん検診のときにちょっと事故がありまして、そこの原因かなと思われます

が、12パーセントとちょっと落ち込みました。けれども、５年前ぐらいの10パーセ

ント台からいきますと、徐々に受診率が上がっていっているということだと思いま

す。大腸がん検診につきましては、24年、25年と19.3パーセント、19.5パーセント

ということで、20パーセントに近いところまで上がってきているところです。ちな

みに、24年度の大腸がん検診も11.4パーセントでございましたので、これも徐々に

受診率が上がっていると思います。それと、子宮がん検診につきまして、24年、25

年で29.7パーセント、29.8パーセント、これも20年度は16.3パーセントでございま

したので、30パーセント近くになっているというところでは、クーポン券を実施し

ましたので、その有効性もあって上がってきたのかなと思っております。乳がん検

診につきましても、24年、25年で32.2パーセント、31.8パーセントと、20年の16.9

パーセントと比べますと、大きく受診率が上がっているのかなと思っています。肺

がん検診につきましては、日野町の方、24年度から実施しましたので、今のところ、

まだまだ2.6パーセントと尐ない状況ではございます。 

 それから、企業へ直接、町の保健の方から受診が必要だという勧奨などは行った

ことはないのでございますけれども、がん検診につきましては、企業で実施してお

られる健康診断の中には、その項目がないという会社もございますので、そういう

方につきましては、一般の町で実施します検診の方を受診していただけるようにな

ってございます。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課参事。 

学校教育課参事（安田寛次君） 中西議員から再質問いただきましたので、学校教

育における取り組みについて説明をさせていただきたいと思います。 

 次長の方から答弁がありましたけれども、学校の中で、保健の授業においていろ

んな取り組みをさせてもらっているところでございます。保健の授業というのは、

とりわけ小学校の高学年では、５、６年生で16時間、中学校では１年生から３年生

まで、トータルで48時間というふうな保健の授業がありますので、その中の、とり

わけ病気の予防というふうなことにかかわって、授業をさせてもらっているところ
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でございます。 

 県の方で新しく条例ができましたので、それを受けて、モデル校３校が決まって

おります。先ほどからの答弁にありましたとおり、３校のモデル校の実践事例に学

びながら実践を進めていきたいというふうなこと思っているところなんですけれど

も、とりわけ実践化に向けて、私は３点、重要なところがあるのではないかなとい

うふうに考えています。 

 まず１つ目は、先生方自身が指導の方法を身につけるという、先生方自身のスキ

ルアップを図ること。２つ目が、実践をするにあたって、学校だけではなかなか十

分実践ができないというふうなことを思いますので、医療関係、お医者さん、町内

でいいますと、保健センターのいろんな関係の皆さん方というふうな、関係機関と

のいろんな連携を果たしながら、実践化に踏み込むというふうなことが重要ではな

いかなというふうなことを感じています。３点目は、実践にあたって、教材ならび

に素材を開発し、新たな授業づくりを手がけていくというふうなことが重要になっ

てくるんではないかなというふうなことを感じています。 

 そうした中で、今日お持ちしたのが、小学校の教科書でございます。来年の４月

から、新たにこの教科書を使って授業をすることになります。今年使っている教科

書と比べてみても、国の方の施策も受けてのことだと思うんですけれども、がんに

関するページ数が一段とボリュームアップしたというふうなことを感じています。

まずもって、この内容について、先生方自身が検証を深めるということはもちろん

重要になってくるというようなことを感じていますので、先ほどご指摘があったと

おりのことについては実践をしていきたいなというふうなことを感じています。 

 それから、子どもたちの中には、実際、今うちの町内の小学校、中学校の中にも、

小児がんというふうなことで、患者さんになっているというふうな子どもさんもい

ます。家族をがんで亡くしたというふうな子どもさんもいます。そういったことに

ついても十分配慮しながら、実践化をしていくというふうなことが重要になってく

るのではないかなというふうなことを感じているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 「生きるの教室」でも、がんの体験者の話もありまして、家

族とともに乗り越えたというお話もございました。 

 子どもたちは、本当に家族で命の大切さを考える機会をもらったんじゃないかな

ということを感じました。今、学校の方ではしっかりと取り組む考えを聞かせてい

ただきましたので、また子どもたち、小さな時期からこの病気について学んでいく

ことが大切だと思いますので、どうぞ充実をよろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 次に、７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） それでは、２項目を分割にて質問をさせていただきます。 
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 まず、空家対策についてでございますが、これにつきましては、蒲生議員からの

条例を制定してはどうかという形の一般質問より約３年たちまして、私を含めまし

て、他の議員さんも積極的な取り組みを求めてまいりましたという経過がございま

す。町当局では、庁内を横断した空き家問題研究会を設置され、適正管理に関する

条例を作成するためなど、対策協議がなされております。 

 しかしながら、現在のところ、具体的な対策が示されていないのが現状でござい

ます。これにつきましては、ご存じのように、本来ですと空家をつくらないという

のが前提であるだろうというふうに思いますが、しかしながら、空家が出ているの

が現状でございます。そういった面で見まして、安全、衛生面、また、住民環境保

全の面で非常に問題が出ておりまして、早く何とかしてくれというようなことの住

民の方のお声も聞いているのが現状でございます。 

 そのような中、先の臨時国会において11月19日でございますか、空き家等対策の

推進に関する特別措置法が可決成立をいたしました。この特別措置法は、市町村の

権限強化が柱になっており、そのまま放置すれば倒壊の恐れのある空家や、衛生上

著しく有害となる恐れのある空家などを特定空家等と位置づけ、市町村はそれらの

所有者に対して撤去や修繕を命令できるようになり、所有者が従わない場合は、行

政代執行によって生活環境の保全を図ることもできるようになっている。 

 今まで研究会で協議を重ねられた結果、また、この法との関係も含めて、日野町

の空家対策をどのように考えておられるのかお聞きをいたします。副町長、継続し

てこの問題については、取り組まれておりますので、副町長よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君の質問に対する副町長の答弁を求めます。 

副町長（平尾義明君） 髙橋議員より、空家対策についてのご質問をいただきまし

た。この問題につきましては、全国的に問題となっておりまして、危惧されるとこ

ろでございます。 

 日野町では、今まで研究会において、空き家の適正管理に関する条例案、および

施行規則等を作成し、条例制定に向けた準備を進めてきたところでございます。９

月議会に条例提案をと考えておりましたが、国の特別措置法が出されるとの情報を

受けまして、提案を見送ってきたところでございます。 

 先の臨時国会では、空き家等対策の推進に関する特別措置法が可決成立し、公布

されたところでございまして、ただ、法律の施行日については現在未定と、このよ

うになっているところでございます。 

 法律では、国が空き家等に関する施策を総合、かつ計画的に実施をするために、

国の方で基本指針を定めて、町では基本指針に即した対策計画を定めるということ

になっております。 

 今後、施行される法律に基づき、国から指針や判断基準等が示されますので、国
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の動きを注視しながら、引き続き研究会において、町の問題を解決する課題整理を

行いたいと、このように考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 今、ご説明いただきましたのは、本来ですと９月に条例を出

す予定であったというようなことの発言がございました。また、引き続き研究会に

おいて、町の問題を解決するための課題整理を行う、このような発言がございまし

た。 

 ９月に本来条例を出す予定だったんですね。これ、今の町の課題というのはどう

いうことなのか、９月以降何が変わったのかということですね。この辺のところ、

ちょっと説明をひとつお願いしておきたいというふうに思います。 

 それから、前回の僕の質問をいたしましたときに、空家の調査を町独自で行うと、

この予定をしていると、このような発言をいただきました。それに伴って、調査を

された結果はどうであったのか。これについてもお聞きをしたいというふうに思い

ます。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（平尾義明君） 課題整理等でございます。 

 今の空き家の法案を見ていただいたら分かるんでございますけども、町といたし

ましては、空き家の環境上、なかなか難しいなというふうなことで、条例を定めよ

うということでございました。まず、課題といたしましては、どうしてその空き家

を調べるのかというふうなことで、空き家に立ち入ることができるようにする。ま

た、適切に管理をする場合については、指導、また勧告、命令などを発する必要が

ありますので、それを条例に盛り込む。また、従わない場合については公表をする

というふうなことで、今、検討をした結果、今回法律でその内容について網羅され

たというふうなことで、今後、その法律に従いまして進めていきたいな、このよう

に今、考えているところでございます。 

 空き家の調査内容でございますけども、現在、企画振興課の方で空き家の利活用

についての空き家調査をしていただきました。21年度に、今、町内の空き家を調べ

ましたところ、前回にもお答えしましたが、おおむね335件で、リフォームが困難

と思われる空き家が５パーセント程度。今年度、職員によります調査を行ったとこ

ろ349件で、リフォームが困難と思われる空き家は約10パーセントというふうなこ

とで、調査をしていただいたところでございます。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） １つは、今、調査の結果を発表していただきまして、約14件

ぐらい、10パーセントぐらい増えているということですね。このリフォームが困難

なことですね。 
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 この状況というのは、特定空き家等に類する家屋と見てよろしいんですか。そう

いう判断をしてよろしいんですかというのを１つお聞きしておきます。 

 この特定空き家等に関する部分というのは、国の方から指針が出ています。対応

について出ていますね。そういったことを踏まえて、条例に反映させるのかどうか

ということですね。ここの部分をひとつ、お聞きをしておきたいというふうに思い

ます。 

 それから、先ほど僕、町の問題等を今後も続けて課題整理をしていくという形の

ものでお聞きをしましたんですが、９月の段階で、ほぼ問題に関する整理ができて

いて、条例案をつくられたわけですね。現在に至ってまだ問題に関する課題整理を

しなきゃいけない、ここの部分は何だと、こういう形の質問でしたので、そこをも

う一度お願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（平尾義明君） まず、空き家が14件増えているというふうなことでござい

ましたけども、この中身を申し上げます。 

 まず、取り壊しが既に終わっているのが44件、それと、住人が住んでいるという

のが45件です。何らかの活用がされているのが12件、そして新規が115件で、前の

調査の335件から合わせますと349件となって、実際は14件だけですけども、先ほど

も言われましたとおり、何らかの問題がある、環境に問題がある、また、著しく衛

生上、有害となる建物かどうかというものにつきましては、国土交通省の方から再

度そういったガイドラインが出ますので、それをもって調べることが必要なので、

先ほど言いました、10パーセントぐらいというのはおおむねの話でございますので、

企画振興課で調べたのは大まかな、あいている家屋であるというふうなことでござ

いますので、よろしくお願いしたいと、このように思います。 

 条例関係につきましては、先ほど申しましたとおり、国の方の方針は決まりまし

たんですけども、詳細についてはまた後で出されるというふうなことでございます

ので、条例を定めるのか、それとも、規則だけで済むのかどうかというのを再度検

討していきたいと、このように思います。 

 法案につきましては成立をいたしましたが、公布後につきましては３ヵ月以内に

施行されるというふうなことが言われておりまして、先ほど言いました、市町村が

危険な家屋に立ち入る調査、撤去などに関する規定、および科料、罰則、罰金がご

ざいます。これにつきましても、施行については６ヵ月以内というふうなことを言

われておりますので、計算をいたしますと５月末ということになりますので、条例

を提案させていただく場合については、早くて６月ごろかな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） 髙橋 渉君。 



 

3-46 

７番（髙橋 渉君） 早いことにこしたことないんですけど、やっぱり内容をきち

っと詰めるということも大事だというふうに思います。 

 ただし、知っておいていただきたいのは、当初、蒲生議員の条例に対する提案が

あったときの全国の自治体というのは、条例を定めていたところが１桁だったと思

うんですね。現在、昨年の10月現在で272自治体が条例を定めている。この３年間

で各自治体で注視をして、この対策に取り組んでいるというような現状だけは知っ

ていただきまして、早い形で条例が提案できるように、ひとつお願いをしておきた

いと、このように思います。 

 それでは、２点目の橋梁の修繕についてお尋ねをいたします。 

 昨今のゲリラ豪雤などで、河川の増水は今まで経験をしたことのない水量になっ

ておりまして、各地で大きな被害をもたらしております。 

 その中でも、橋梁の被害を防ぐ安全な強度対策が、今まで以上に求められるとい

うふうに思っております。佐久良川にかかる宮前橋が洗掘されて、路面が屈折陥没

するというような事故が発生したのが３年半前でございます。きれいに、今、なっ

ておりますが、その教訓を忘れてはいけないだろうというふうに思っております。

あのとき、水量そのもの自体は大したことはなかったんですけど、通れる、通行ど

めもしていない状況の中で、ああいった事故が発生いたしました。 

 もしあのとき、車なり人なりが通行中であったならば、どういう状況になっただ

ろうということを、やっぱり今もその考えのもとに、我々は管理していかなきゃい

かないだろうというふうに思います。また、あのとき、新聞、全国版でもう非常に

騒がれたことがございまして、そういった意味で、日野町の管理体制というのは問

われてるんじゃないかなと、このように思っておる次第でございます。 

 そのような観点から、一般的に言われる河川管理じゃなくて、日野町としての河

川管理に関する意識というのは、やはりしっかりと持っていかなきゃいけないと。

このような観点で取り上げをさせていただいたところでございます。 

 橋梁の被害について、今、述べさせていただいたところでございますが、日野町

では長寿命化修繕計画により、修繕が進められておりますが、修繕が終了した橋梁

の名称、設置年、修繕内容、および費用はどのぐらいであったのかをお聞きいたし

たいというふうに思います。今後も調査に基づきました修繕がなされることになる

と思いますが、全ての橋梁が修繕だけで本当に安全が確保できるのか、という状況

になるのか、また、新しくかけかえる必要はないのかをお聞きいたしたいというふ

うに思います。 

 あわせまして、日野町地域内での国道、県道の橋梁修繕計画が分かっていれば、

ご説明をお願いいたしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 
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町長（藤澤直広君） 橋梁の修繕についてご質問をいただきました。 

 橋梁長寿命化修繕計画に基づきまして、平成24年度から修繕工事に着手をしてお

りまして、修繕が完了した橋梁につきましては、西大路の高橋、山本の高橋、寺尻

の安土橋、河原の六枚橋、清田の前川橋、石原の広域跨線橋、野出の野出橋、別所

の別所橋の８橋でございます。 

 設置年度は昭和４年から昭和49年となっております。 

 修繕内容につきましては、橋桁修復、高欄修復、伸縮装置取りかえ、橋面舗装等

であり、修繕に係った費用は８橋で約5,900万円となっております。 

 橋梁の維持管理につきましては、２メートル以上の道路橋などを５年に１回の頻

度で点検を実施するとされておることから、その点検の結果により補修が必要と判

断された場合は、修繕工事を行うこととなります。これまでの橋梁点検においてか

けかえの必要な橋梁はございませんでした。 

 次に、国道、県道の修繕計画につきましては、滋賀県内に15メートル以上の橋梁

が742橋ございますが、平成24年から平成33年度の10年間の橋梁長寿命化修繕計画

において、203橋の修繕が実施される予定となっております。そのうち、日野町の

橋梁は、別所の別所橋、別所の砂川橋、安部居の野川橋、三十坪の園城橋、安部居

の常永橋、中之郷の桜渓橋の６橋が計画をされており、国道307号にかかる別所橋、

砂川橋、野川橋については修繕工事が終わっております。あとの３橋につきまして

は、今年度に調査設計が行われ、順次、修繕工事が着手されるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 一応、点検は終了したというような形になるんですかね。 

 それから、５年ごとに点検を行うということなんですけど、今も何橋かの修繕計

画が終わったということですが、やる順番もひとつ、あるような感じがいたしてい

まして、今、国交省が出している部分でいいますと、９つの対策区分というのが示

されているというふうに思うんですが、それに伴って、今の修繕計画がなされてい

るのかどうか。最近、７区分から２区分プラスになった。ちょっとその辺のところ、

修繕の対策をしているんですけど、その対策順序に対しての順番性をどのような形

で出されているのかどうかを、ひとつお聞きをしておきたいというふうに思います。 

 それから、今の国道であり、それから、県道でありというところの部分をお聞き

いたしましたが、これは日野町に恐らくそういった情報が入ると思うんですが、そ

れにつきましての連動性はどうなっているのか。後の管理というんですか、修繕が

終わった段階においての報告だけなのか、町としてそれは後で確認するのかどうか、

この辺の連動性もひとつお聞きを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） 橋梁の修繕に対して再質問いただきましたので、お
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答えをさせていただきます。 

 橋梁の点検が全て終了したのかということでございます。２メートル以上の橋梁

が、一応、国の修繕に対しての対象になっております。そういう中で、一定15メー

トル未満と15メートル以上という振り分けをさせていただきまして、15メートル以

上の44橋については、既に調査等も含めてやらせていただいて、修繕も行っている

ところです。そして、15メートル未満についても、全てではございませんが、84橋

について調査の方をさせていただいているところです。 

 そういう中で、今後の修繕の計画については、その修繕の点検を行いましたので、

それに基づいた形で修繕計画を立てるわけでございますが、ただ、この修繕の順番

も含めてでございますが、そういう順位づけというか、老朽化に対するランクづけ

というのはしておりません。ただ、調査の中では、橋梁の部材、いわゆる橋桁、橋

脚、橋台等がございます。それの各部材についての老朽化ぐあいを調査して、調査

結果を出しているというのが実情でございますので、これに対してどの橋梁が一番

悪いかという総合的な判断というのはなかなか難しいという状況でございます。 

 そういう中で、部材部材で調査をさせていただく中で、コンサルの修繕計画の中

では、その一番危険度があるかないかの判断というのは、傷みぐあいを見た中で計

画順位を決めていく、そして、やはり修繕でもかなり高額な費用がかかる場合もご

ざいます。そういう中で、予算の平準化、いわゆる一定の年度割に、仮に言います

と、日野町ですと、大体修繕については１年に2,000万から3,000万ぐらいの費用を

かけている状況です。それで、傷みぐあいの悪い順位を決めた中で、きちっと順次

直していくという方法をとらせていただいているところです。 

 そして、確認については、５年に一遍の調査をいたします。既に修繕を終わった

橋梁についても、５年に一遍はきちっと傷みぐあいを再度確認していくという形に

なっています。そういう中で、一遍修繕をして、また５年後に修繕が必要となる場

合もございます。そういう形で順次直していって、最終的に全ての橋梁を点検する

と。 

 ただ、この２メートル以上というのは、橋梁についてはボックスカルバート、い

わゆるコンクリートの箱のものもありますが、そういうのも橋梁として言われてお

りますので、大変広くなりますし、そういう橋梁が本当にどうかなというのもある

んですが、国の方の交付金の中では、そういう橋梁の含めてという調査をしなさい

というふうになっておりますので、それも含めて調査の方はやっていきたいという

ふうに思っております。 

 そして、国から示されております修繕項目について、コンサル委託でございます

けども、そういう中でやっております。追加された項目もございますが、それにつ

いては５年に一遍の調査がございますので、そういう中で、また順次進めていくと
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いう形にもなってこようかと思います。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 説明いただきましたが、これ、僕の資料が違うのかも分かり

ませんが、国交省の方の定期点検が終わった段階においての評価というのがありま

すよね。優先的な要素がＡランクからＳ２ぐらいまで、総合評価というのがね。そ

ういったことがあるということはちょっと知っていただきたいなというふうに思い

ます。結局、修繕の順位制を橋によってつけているということだと思うんですが、

修理箇所を明確にして、それを修繕していただいているということですので、それ

はそれとしていいんですが、そういったこともここには書かれておりますので、順

位制をするにはこういったことも１つのポイントになるんじゃないかなというふう

に思いますので、それは知っていていただきたいというふうに思います。 

 それから、修繕という形で長寿命化を図っていくわけなんですけど、ややもする

と、最終的に修繕不可能という形のものにつながっていって、遮断をしなきゃいけ

ない、通行不能になる、危険性をはらんでいるというふうなことになっていかない

かなという懸念もされます。 

 そういった中において、財政的に長期的部分になるんでしょうけど、昭和４年ぐ

らいですか、古い橋というようなところがありますよね。そういった部分について

は、長寿命化も必要なんでしょうけど、やっぱりかけかえということも見ていかな

いと、最終的には大変なことになるんじゃないかなという懸念もされますので、そ

の辺のところもひとつご検討をいただきたいなというふうに思います。これについ

てちょっとお答えをお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） かけかえの関係でございます。 

 点検項目については、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄとかの記号付でされております。この点検

項目については一定、先ほど言いました各部材、いわゆる橋桁に対してＡ、Ｂ、Ｃ

とか、そういうランクづけ、橋台に対して、橋全体に対してＡとかいうランクづけ

されており、若干そこらが、１つの橋梁としてのランクづけというのがなかなかさ

れていないという状況でございます。部材部材でのランクづけになっておりますの

で、なかなか順位づけというのは難しいかなというふうには思っております。 

 そして、修復不能な橋梁、確かに点検点検で、そして修繕を繰り返すという形に

なります。ただ、今、かけかえの中での交付金事業がなかなか難しいところでござ

います。こういう交付金事業制度が今、確立されておりません。橋梁の老朽化につ

いて、あくまでもかけかえを目的にした計画というふうにはなっておりませんので、

修繕を繰り返す中で、一日でも長くもたそうという計画になっています。 

 現在ある橋梁を１年でも長く維持をしていくというのが、この目的というふうに
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も言われておりますし、点検でいきなりかけかえというふうには、交付金事業とい

うのがなかなかいただけないという状況でもございます。そうなると、やっぱり一

般財源で全てやっていかなければなりませんし、やはり橋梁１橋についてはかなり

の高額な費用もかかってきますので、計画的にかけかえというのも非常に難しいか

なというふうにも考えております。 

 そういうことから、修繕を繰り返す中で、そして、点検の中でどうしてももたな

いと、かけかえが必要となった場合については、そういう調査をきちっとした中で、

交付金事業にも乗ってきます。そういうことを繰り返す中で、やはり効率的に予算

の方も含めて、国の方の交付金もいただきながら、やっぱり進められるようにとい

うふうにも考えております。 

 そして、今、点検で即かけ直そうとすると、制度的には道路改良事業という形で、

橋梁の前後の道路を整備する、歩道を設置したりとかいうことをして、その計画に

基づいて橋梁もグレードアップすると、そういう事業ですと、今、交付金事業とし

て出てきますが、なかなか橋梁だけのかけかえというのは現在のところは交付金事

業としてはない状況でございますので、修繕を繰り返した中で、一定、今後はかけ

かえが必要になればそういう段階で、予算も含めて、国の方の交付金をいただく中

でやっていきたいたいなというふうには考えております。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） かけかえとなりますと、多額な必要が発生するというような

ことで、それに対する国の補助も今のところ限定されているというようなことです。

そのとおりだというふうに思います。 

 しかし、もう一方の中では、言いましたように、それがもとで悲惨な事故、こう

いったことにならないように、これは責任持たなきゃいけないだろうと。一般の住

民の方には、そういった形の部分の判断ができませんので、それを判断できるのは

町じゃないかなというふうに思います。そういった意識を持って、この橋梁の管理

に関しては当たっていただきたいと、このように思うわけです。 

議長（杉浦和人君） 次に、13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、質問に基づきまして、させていただきます。 

 今回、特に日野菜漬けの加工施設の関係と地域活性化について述べているわけで

すけれども、この間、私は特に日野菜漬けの加工施設について２回ほどさせていた

だきました。再度、今回、さらに詰めた部分としてさせてもらわなければならない、

そういった状況かなということで、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 安倍政権は、人口減尐の克服とか、東京の一極集中の是正を掲げて、国民が安心

して働き、希望どおり結婚して、子育てができて、将来に夢や希望を持つことがで

きる、まさに魅力あふれる地方を創生するとして、地方創生を重要課題と位置づけ
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ておられます。「地方創生を」と掲げなければならなくなった原因も、私は正確に

見ておかなければならないと思うものであります。 

 それは、地方から安心して働く場や、結婚し、子育てができる環境を奪ったのは

誰か。地方から魅力や活力がなくなったのは、農業を破壊し、福祉を削り、市町村

合併推進などで地方を切り捨ててきた、やはり歴代自民党政治に私はその原因があ

るということを思うわけであります。 

 そういった背景があるもとで、私たちが住んでいる地方を息づかせていくことは、

地方の将来にとっても大切なことであり、私たち自らがつくり出していくことは、

何よりも今、特に大切なことではないでしょうか。市町村合併をせず、自律のまち

づくりを選択した日野町は、地域の魅力を生かし、活力あるまちづくり、住みよい

まちづくりに町も地域も日々努力されているわけであります。 

 さて、そんな中で、日野町の特産物である日野菜の振興を図っていくことは、町

の魅力を出していく上でも大切なものとなってきております。日野菜の原産地であ

ります鎌掛地区は、衰退しつつある特産物日野菜の振興と推進を図るため、平成19

年には町に対して原産地日野菜再生振興対策レポート、日野町特産日野菜生産と日

野菜漬物加工施設を消滅させないための提言と要望を提出してきたわけであります。 

 藤澤町長は、自律の町づくりにとって日野菜の振興は欠かせないものとして、今

日まで日野菜生産の拡大、さらに日野菜生産者の育成、日野菜漬けの推進、漬物加

工施設に設置されている冷蔵庫の新たな購入、老朽化した漬物加工施設の建てかえ

の支援表明など、積極的にその姿勢を示していただいております。行政トップであ

る町長の積極的姿勢に、私は敬意を表するものであります。 

 この間、私は議会質問において、日野菜の振興、とりわけ地域活性化のためにも、

老朽化した漬物加工施設建てかえ問題を取り上げ、町当局の姿勢を伺ってきたわけ

であります。町は施設建てかえに前向きな姿勢を示し、財政的な支援も明らかにし

ていただいております。 

 しかし、最も重要となる建てかえの設置場所について、現に設置されている原産

地の鎌掛地域にお願いしたい旨、強く私は要望してきましたが、「農協が最適地を

選考していただけると考える」にとどまっているわけであります。日野菜の原産地

であり、既に漬物加工施設として稼働している鎌掛地域にその建てかえを、私は改

めて求めるものであります。なぜならば、地域の活性化にとって欠かせないからで

あります。 

 私ども鎌掛地域において、閉鎖となった旧農協の建物と跡地を、自治会として購

入いたしました。自治会の事務所と地域住民が気軽に集える集会所を兼ねたかやの

会館として生まれ変わり、先ごろ建物改修工事も町の支援を受け、完了したところ

であります。尐子高齢化が進む中において、地域の活力を取り戻すために、人々と
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の交流に力を入れているところでもあります。 

 日野菜の漬物加工施設がこの地域に建てかえしてもらえることになれば、１つに

は、日野菜の生産にもより力が入ります。また、２つには、地域の労働雇用に大い

に役立つものであります。さらに３つには、当地域にはシャクナゲ、藤の寺など、

観光と自然に恵まれたところであり、観光と日野菜がセットされれば、地域はもと

より、日野町の特色と魅力を大いに発揮されるものと確信しているものであります。 

 果たして漬物加工施設が、この地域で建てかえされるのかどうか。農協が最適地

を選考していただけると回答いただいてから、早１年がたつわけであります。それ

以降、進展が見られないのは残念であり、いささか疑問と不安が残るものでありま

す。 

 そこで、私は次の２つについて伺うものであります。 

 その１つは、現時点において、漬物加工施設建てかえ整備および建設地について、

農協との協議はどのようになっているのか伺いたいと思います。 

 ２つには、先ほども指摘しましたように、日野菜の原産地であり、農協の漬物加

工施設が現に稼働している当地域に建てかえ整備がされてこそ、町の魅力を生かす

ことになり、地域の活性化に大きな役割を果たすことになります。仮に、他の地域

となれば、当地域の日野菜の生産や出荷に支障をきたす恐れが十分に考えられます。

そんなことにならないためにも、町の積極的な姿勢を伺うものであります。どうか

答弁のほど、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

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

 町長。 

町長（藤澤直広君） 日野菜の漬物加工施設の整備についてでございますが、これ

まで日野菜は日野の特産品ということで、鎌掛地域をはじめ、日野町のいろんな関

係者のもとで日野菜振興に取り組んでいただいているということは大変ありがたい

限りであると、このように思っております。 

 こうした中で、日野菜漬物加工施設の建築に係る協議でございますが、今、ご指

摘ありましたように、ＪＡグリーン近江と昨年来協議をしているところでございま

して、昨年12月にＪＡグリーン近江本店を訪問し、加工施設整備に向けて協議を進

めたい旨、意向を伝えております。 

 また、３月にはＪＡ日野東支店と施設整備に向けた会議をしており、６月には生

産者や鎌掛地区の関係者にお集まりをいただき、意見交換会としてご意見もいただ

いております。さらに、先進地の加工施設もＪＡとともに視察に訪れており、導入

機械等の研究もしてまいりました。 

 町としては、施設の整備による地域農業への波及効果や、日野菜を含めた野菜の

生産振興の方策などの見地から協議をしており、施設の整備が日野町の農業振興と
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発展につながるものとなるようにとの立場でかかわっております。 

 次に、現在の日野菜加工工場の建てかえ整備についてでございますが、町として

は将来の日野菜の生産量や、期待できる需要量に対応できるよう、日野菜を中心と

した集荷、加工施設の整備が必要と思っております。これまでどおり、ＪＡが日野

菜等の集荷、加工を担い、それを支援する形で進めてまいりたいと考えております。

現在の日野菜加工場はＪＡの施設でございまして、検討される建物や用地について

も、整備の主体でございますＪＡによって選定されるものと考えておりますが、町

としては、その施設が日野町の農業に有効に機能するよう、協議をしていく必要が

あると考えております。 

議長（杉浦和人君） 對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、質問させていただきます。 

 整備計画の整備の主体的な部分は農協であるということであります。 

 そういう中で、１つ聞かせていただきたいのは、町の財政的な支援の話も若干さ

れておられるわけですけども、割合で結構でありますけれども、どの程度であるの

か、ひとつお知らせいただきたいと思います。 

 それと、あと１つにつきましては、私、特に単に施設を日野町で建てかえてもら

ったらよいという、そういうことをいっているわけではないわけです。この地域に

建てかえていただくということに、ぜひ中身を理解していただきたいということを

先ほどから述べたわけであります。 

 そのことについて、再度申し上げますと、日野菜の原産地に漬物加工施設の建設

を、新たに建てかえをするということは、私は歴史的にも大きな意義があるんだと

いうことを、ぜひ認識していただきたいわけです。 

 といいますのは、日野町の歴史を語る上で、蒲生氏郷の話をよくするわけです。

その中に、蒲生氏郷の100年ほど前に、蒲生貞秀がおられました、その貞秀が鎌掛

地域で、今はすかっとした日野菜でありますけども、当時は蕪のような曲がった日

野菜を見つけたわけであります。それを持ち帰り、いろいろ加工する中で、漬物が

よいということで、今日いろいろ改良を重ねて、現在の日野菜ができているわけで

あります。三重県の方にも蒲生氏郷が行ったときに、日野菜をこの日野から、つま

り鎌掛から持っていったと、こういう話で、今、広がって、全国的に日野菜となっ

てきた。 

 その原産地の日野鎌掛地域に漬物加工施設がそこにある、生産もそこである、こ

こを大いにやっぱり強調していく必要があるんかなと思います。日野町の氏郷歴史

を語るときに、どうしても日野菜の問題は避けられない問題だと思います。そうい

うことから見ていったら、鎌掛地域にあるんだという、現にあるわけでありますし、

それを強調する上では、やはり日野の魅力、地域の活性化を図る上においても、鎌
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掛と日野菜、そして日野の町づくりとはリンクされているわけですね。それを切り

離されるということは、何か物の足りなさが出てくるんではないかなという、そう

いう意味で、ぜひ日野菜として原産地の中につくるということの歴史的な重みを、

ぜひ私は感じていただきたいなと思いますけれども、そういった意味から見て、こ

の農協との折衝が特にやっぱり大切だと思います。ぜひそういった意味で、よろし

くお願い申し上げたいと思いますけれども、その点についてのお考えをぜひ伺いた

いと、このように思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（高岡良三君） 對中議員さんの方から、日野菜加工場等についてのご質

問をいただきました。 

 日野菜の加工場等を建設するにあたりまして、今、町長が述べましたとおり、昨

年来よりＪＡと、また地域関係者の方々と協議も進めてまいりました。現在ある日

野菜の加工所というふうに言っていますが、基本的にはあそこは集荷だけの施設で

ございますし、かなり老朽化していることから、新しく建てかえをしようというこ

とで進んでございます。 

 整備につきましては、もとよりＪＡの方でやっていただくということで、私ども

の方も支援をすると。ただ、支援はなかなか金銭的に高くつきますので、国、県の

方とも協議をいたしまして、事業主体を日野町でなくて、ＪＡでもできるのかとい

うことで、近畿農政局の方と確認をいたしまして、ＪＡの方でも事業主体となれる

ということで、確認をしてまいりまして、その事業に乗っかっていこうということ

で、今、計画をしておりまして、整備をしていきます、事業に乗っかっていける部

分の補助残の半分、２分の１が国の補助をもらえるということでございますので、

施設と中の設備補助事業に乗っていける部分については、半分支援をしていこうと、

事業に乗らない造成工事、また、雤水排水の工事については、ＪＡさんの方で、事

業主体の方でやるというふうな形での支援体制を進めていこうということで、今、

協議をいたしてございます。 

 具体的にどうかというのが、今も町長の方からもありましたとおり、群馬県等の

方も視察に行かせていただきまして、規模的なものにつきましては、用地の面積と

してはおおむね3,000平米、施設としては、800平米から1,000平米の建物にはなる。

そこに集荷してきたそれぞれ野菜、日野菜を中心とした、あとカボチャとか、キュ

ウリとか、タマネギとか、そういうものも含めて、集荷したものをカットし、カッ

トしたものを日野菜ですと漬物に加工をしていく、またドレッシング等もつくって

いく設備、あわせて、日野菜は春と秋、２ヵ月２ヵ月、約４ヵ月ぐらいのものでご

ざいますので、尐し需要と供給のバランスを考えますと、保存をしていく必要があ

る。ということで、２ヵ月２ヵ月の保存ができると８ヵ月になるということで、保
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冷庫等の設備も含めて、計画を今、進めているところでございます。 

 具体的には、年を越えましたらＪＡの方と協議を進めるということで、今、ＪＡ

の方にも窓口をつくっていただきまして、担当の人も決めていただきまして、協議

に入るということになってございます。規模的には3,000平米の、約1,000平米の施

設が建つということでございます。加えて、漬物をやっていくにはかなりの塩分が

出てまいりますので、それの排水等の施設もかなりの金額が必要になってくるかな

というふうに思っております。 

 また、次にありました施設の位置の話でございますが、今、ＪＡの方で用地を模

索しておられるというところでございますし、前回の関係者の方々に寄っていただ

いた会議においても、今、對中議員さんが言われました、原産地の鎌掛の日野菜と

いうことは、皆その会議の中においても、原産、日野菜という部分の位置について

の確認はされているところでございますが、私ども町としては、日野町の日野菜と

いうことで、今、話をさせていただく中で、どこがいいのかというふうなことも踏

まえて協議を進めていただいているところではございます。 

 先ほど言われました、鎌掛の旧のＪＡの建物を鎌掛の運営会が購入されて、今、

整備をされて、かやの会館の周りに面積があるということを当初からお聞きはいた

してございますが、若干そこの面積についての広さといいますか、そこの部分につ

いて私どもはもう尐し必要ではないかなという判断はしてございますが、まだここ

という場所の提示をＪＡからも聞いてはございませんので、年明けた段階での会議

の中には、そこら辺も含めて出てくるかなというふうに思っております。 

 町とＪＡの協議の関係でございますが、今、言いましたように、日野菜の原産、

鎌掛という地域、長野の地先については、それは認識をしておるところでございま

すので、そこら辺も含めてＪＡとの協議にはまいってきたいとはいうふうに考えて

はございます。ただ、それだけの面積が、どこかで確保できるかどうかというとこ

ら辺が焦点になってくるのかなというふうには思ってございます。 

議長（杉浦和人君） 對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） 財政的な支援も町も積極的にされるということで、私もあり

がたいわけであります。 

 財政的な補助残的な支援もされる、ある意味では整備の主体的な部分は農協であ

るけれども、行政の方としての姿勢もきちっと農協に伝えることが必要かなと思い

ます。 

 そういう中で、今、候補地の関係、敷地の関係もいろいろされまして、地元から

もいろいろ、こういったところがどうだということを、５点ほど候補地を挙げてい

るわけであります。現に今、かやの会館のある隣の敷地が3,000平米というと若干

小さいかなというのは分かるわけでありますけれども、それ以外の地域も、鎌掛に
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はまだ小学校の地域もあるし、鎌掛の入り口の地域のところもたくさん、そういっ

た候補地はまだまだあるというように私たちは提起をしているわけでありまして、

そういうところと、同時に、トラックも自由に入れるような、今、整備は十分うち

の在所、町の協力も得ながらさせてももらっておりますので、その道の問題では全

然問題ないかなということを思います。 

 ただ、それをどうやって積極的に持っていってもらうかということにかかってる

わけであります。漬物と複合的にされるということは大いに結構でありますし、そ

の中の中心が、やっぱり日野菜ということにもなる意味から見ても、やはり私たち

の地域にぜひお願いしたいし、これから農業関係は六次産業ということでいろいろ

言われておりますし、そういった、単に物をつくるだけでなく、加工だけでもなく

て、販売も含めての多岐にわたってやっていくわけで、そういう意味では、ますま

すそういう拠点的なものは原産地につくるということが特に必要かなということを

思います。 

 そういう意味で、私たち、鎌掛の候補地も挙げているわけでありますけれども、

そこらの部分について、もし、高岡課長のそこの分野の方でご検討されているとい

うことがありましたら、ぜひその点についてどうなのか聞かせてもいただきたいと、

このように思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（高岡良三君） 對中議員さんの方から、今のかやの会館付近以外にも２

ヵ所、３ヵ所の用地の候補があるという、お聞きもいたしましたし、原則的に、や

はり協議会の中でも話をしておりました、日野菜の原産地鎌掛というところの認識

は、皆それぞれ関係者の者も持っているわけでございますので、今、おっしゃって

いただきました、原産地に必要やという部分についてのことも、協議会の中では話

を出していきたいというふうに考えております。 

 今もおっしゃっていただきましたように、これから施設を整備するにあたっては、

やはり大型のトラックが入れるところと、先ほど尐し述べました、やっぱり排水の

放流の関係もございますので、一般の河川に流す放流の基準と、また、下水道に流

せる基準等と、また尐し差がございますので、そこら辺の部分についてのことも考

えながら進めていかなければならないというふうに考えております。 

 あわせて、六次産業の部分も言っていただきましたので、今、日野菜のドレッシ

ングも全て群馬の方でつくっていただいております。これ、商工会が中心になって

やっていただいたものですが、これも今年度から半分はＪＡの方が自前でつくろう

ということで、群馬の方のつくっていただいている社長に商標登録の関係と、瓶も

そのまま使う方がコストが安いということで、そのことの了解もとりに行ってまい

りましたので、六次に向けても進んでいけるかなというふうに思っておりますので、
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今、對中議員さんのおっしゃっていただいたことを、今度の協議会、協議の中にも

反映させていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） これで質問はできないわけでありますけれども、生産者40人

ほどが、日野菜の生産組合という部会をつくられているわけでありまして、その中

の大半は鎌掛のメンバーが入っているわけであります。 

 そして、日野町全体のうち、大部分が鎌掛地域で生産されているという、そうい

う部分もあるわけで、生産者そのものが加工施設も含めて、当地域に建てかえられ

なければ、もう何の意味もないということになって、生産組合そのものにすら魅力

を感じないような、そんな感じにならないためにも、積極的に、ぜひ原産地にとい

うような、そういう姿勢も持っておられますので、ぜひ協議会の中でもそういった

ことを述べていただきたいと思います。 

 また、町から、もっともっと地元からも農協に対してこういったことを要請して

くれというのやったら、生産組合、生産者自らが要望書を突きつけるとか、署名運

動を起こすとか、そういうことでも大いにさせてもいただきます。 

 ぜひよりよい日野町に、発展にとってプラスになるような建てかえをぜひお願い

するということを最後に申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 以上で通告を受けました10名の一般質問は全て終了いたしま

した。 

 以上をもって本日の日程は終了いたします。 

 委員会審査および調査につきましては、明17日は午前９時から予算特別委員会、

午後２時から厚生常任委員会、18日には、午前９時から総務常任委員会、午後２時

からは学校給食問題検討特別委員会、19日には、午前９時から産業建設常任委員会、

午後２時から企業誘致・幹線道路整備特別委員会をそれぞれ開き、委員会での審査

および調査をお願いいたします。各委員会への招集につきましては、委員長の通知

を省略いたしますので、あらかじめご了承をお願いいたします。 

 12月25日には本会議を開き、委員長報告を求めますので、定刻ご参集をお願いい

たします。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 一同起立。礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご苦労さまでございました。 

－散会 １５時０５分－ 


