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第３回日野町議会定例会会議録 

 

平成２７年６月１６日（第３日） 

開会  ９時００分 

散会 １６時４７分 

 

１．出席議員（１３名） 

 １番  堀 江 和 博   ８番  蒲 生 行 正 

 ２番  後 藤 勇 樹   ９番  冨 田  幸 

 ３番  奥 平 英 雄  １０番  髙 橋  渉 

 ４番  山 田 人 志  １１番  東  正 幸 

 ５番  谷  成 隆  １２番  池 元 法 子 

 ６番  中 西 佳 子  １３番  對 中 芳 喜 

 ７番  齋 藤 光 弘  １４番  杉 浦 和 人 

 

２．欠席、遅刻、途中退席および早退議員 

   な  し 

 

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  今 宿 綾 子  総 務 政 策 主 監  沢 田 友 男 

 教 育 次 長  古 道  清  総 務 課 長  池 内 俊 宏 

 企 画 振 興 課 長  安 田 尚 司  税 務 課 長  増 田 昌一郎 

 住 民 課 長  橋 本 敦 夫  福 祉 課 長  壁 田  文 

 介 護 支 援 課 長  夏 原 英 男  農 林 課 長  門 坂 俊 男 

 商 工 観 光 課 長  外 池 多津彦  建 設 計 画 課 長  望 主 昭 久 

 上 下 水 道 課 長  中 井 宣 夫  生 涯 学 習 課 長  山 本 和 宏 

 学 校 教 育 課 長  髙 橋 正 一  会 計 管 理 者  川 東 昭 男 

 学校教育課参事  安 田 寛 次  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 一般質問 

 １番  堀江 和博君 

 ８番  蒲生 行正君 

 ６番  中西 佳子君 

１２番  池元 法子君 

１１番  東  正幸君 

１０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００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、全員であります。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。 

 １番、堀江和博君。 

１番（堀江和博君） 皆さん、おはようございます。朝一番でありますので、元気よ

く質問の方、スタートさせていただきたいと思います。 

 また私、前回と同様、大変、今回初めてということで、不備等ございますが、一

生懸命、町民の皆様の負託を受けました一人の人間でございます。一生懸命質問の

方をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、早速でありますが、事前の通告書に基づきまして、質問をさせていた

だきたいと思います。 

 私からは、大きく２点。まず１点目としまして、地方版総合戦略策定に関する質

問をさせていただきたいと思います。 

 まず、冒頭からでございますが、本日一般質問にあたりまして、議会初と言われ

ておりますが、フリップをつくらせていただきました。執行部の皆様には、事前の

資料の方に詳細がございますので、ご覧いただきたく思います。 

 まず、昨年でございますが、何度もちまたをにぎわせたレポートがございます。

日本創成会議というところが、昨年のちょうど６月でありますが、今後の日本の全

ての自治体の、人口の経緯というものを発表されたということであります。いわゆ

る増田レポートと呼ばれるものでございまして、そこには、今からちょうど25年後

の2040年の人口の経緯が書かれてあったというわけであります。そちらには、衝撃

的でありましたのは、名指しで自治体名を挙げて、これがあと25年後たつと、行政

サービスを維持できないレベルまで人口が減尐するであろうと、そう言われたレポ

ートであります。 

 残念ながら、滋賀県にも３つの自治体が、消滅の可能性があるぞと言われた自治

体があります。１番目は甲良町、そして多賀町、最後に、同じ蒲生郡であります竜

王町であります。これはいずれもお話も、いろいろな情報も調べさせていただきま
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すと、当局もすごく危機感をお持ちで、何とかして今回の地方創生、今回の総合戦

略において対処を講じていきたいと、そういったお話も伺っております。 

 では、肝心の我が日野町はどうであろうか。こちら、資料、私、その順位をつけ

させて、独自でつけさせていただきまして、作成をいただきました。この黄色いと

ころ、前の表にありますが、黄色いところが日野町であります。 

 日野町の人口、現在でありますが、こちらの方は2010年度の総人口でありますが、

２万2,870名であります。そして、本日この６月１日現在の日野町の人口は２万2,196

名であります。これがあと25年後たちますと、１万9,396名に減尐するというふうに

言われております。おおよそ3,000名の減尐と。これだけを見ますと、人口減尐人口

減尐と騒いでいる割には3,000ぐらいかというふうに、ぱっと見でありますが、印象

を持ってしまうわけであります。 

 しかしながら、今回、この指標の最たる、一番大きな特色というのは、その隣の

項目にもございます、女性の、特に赤ちゃんの産めるであろう20歳から39歳の女性

の人口動態、人口の増減について言及をしたというところが大きな特色であります。 

 その人数を見ますと、現在、2010年段階での赤ちゃんを産むことのできる女性の

数は2,571名であります。それがあと25年後たつと、何とその４割が減尐し、1,480

名まで低下する。ざくっと言いますと、今赤ちゃんを産める、産めると言われる女

性が100人おられたら、あと25年後たつと、その大体半分はもういなくなると、そん

な状況であります。 

 よく人口減尐の話になりますと、従来でありましたら、出生率の話が出てまいり

ます。現在、ちょうど２週間ほど前に最新のデータが発表されまして、日本での合

計特殊出生率の数は1.42と、９年ぶりに減尐したという話であります。人口置換水

準が2.07でありますので、まだまだ非常に尐ない数値であります。従来は、この出

生率をいかに高めるかという話が中心でありましたが、ですが、今回の話はその出

生率も、むしろその母体となる女性の数がどんどん減ったら、たとえ出生率が上が

っていたとしても、女性の数が総じて減っておりますので、赤ちゃんの数も減る。

つまり、人口減尐はもう避けることができないと、そういったことをこのレポート

で述べられたわけであります。 

 その中で、非常に減尐率が高い市町村に関しては、消滅の危機である話がありま

した。日野町はこれが、県内で19の自治体がございますが、下から６番目でありま

す。25年後たったとしても、人口減尐は3,000人でありますが、女性の数を見ますと、

まだまだ危機感をやはり持っていかないといけない、そんな状況であるわけでござ

います。 

 尐し話はそれますけれども、私は今31歳でございます。昭和59年生まれでござい

まして、執行部の皆様や、本日議場におられる皆様を含めまして、私が最年尐であ
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ろうかと思います。人生80年だと考えますと、尐なくともあと50年、私はこの日野

町に生活をさせていただく身分でございます。 

 そう考えますと、やはり10年、20年先ももちろんそうでありますが、私の子ども

の世代、次の孫の世代を考えますと、本当に、例えばですが、私は桜谷小学校出身

でありますが、桜谷小学校、本当に残ってくれるんやろうかと、そういった、非常

に不安に駆られる次第であります。自分の母校がなくなるというのは、本当にさみ

しい話であります。 

 先月末に、甲賀市が非常にびっくりする統合計画を発表されました。ご存じだと

思います。甲賀市もこの10年以内に、小学校が市内に今23校あるみたいなんですが、

それをこの10年以内に12校に、何とその半分の小学校をほかの小学校に統合すると

いう方針を発表されました。非常に私もこの仕事、議員をさせていただいておりま

すので、びっくりしました。正直なところ、すごく大丈夫かなという危機感、そし

て、この日野町も大丈夫かな、そのように感じました。そして、旧町単位、甲賀市

の旧町単位で考えますと、何と旧土山町は小学校１つに、甲賀町、信楽町も、いず

れも小学校を１つだけにするという施策をやっていくという話であります。 

 小学校のみならず、本当にこのような形でありますと、地域の、日野町は本当に

自治活動といいますか、地域の活動が盛んであります。私も大変お世話になってま

いりました。地域の公民館への活動や、また、各字の自治会の活動、そして、もっ

と具体的に申し上げますと、それぞれのおうちの田畑の管理や、お墓の管理や、昨

日も後藤議員からも話がありました空き家の話や、本当に不安になることばかりで

あります。 

 私が何で議員にならせていただきたい、こんな若造がならせていただきたいと思

いましたのは、これから10年、20年、30年先、日野町のことを考えさせてもらった

ときに、本当に今何とかしなあかんのちゃうやろかと、そう強く思ったからであり

ます。これからも、先輩方がこの日野町を本当にすばらしい町としてつくって下さ

り、そして、引き継いでくださったわけであります。我々の若い人間が頑張らな誰

が頑張るねんと、そんな私は強い思いを持って、本日も臨ませていただいておりま

す。 

 話を本題に戻させていただきます。 

 今回、なぜ私が一番最初の質問として、地方版総合戦略、日野の総合戦略の質問

をさせていただきたいと思ったのか。それは、まさにこの取り組み自体が、これか

らの、とりわけ人口減尐対策に特化したものであるということでございます。もち

ろん、従来の第５次総合計画に基づいて、人口減尐対策をして下さっているかと思

います。 

 しかしながら、今回の総合戦略というものは、向こうオリンピック、東京オリン
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ピックが開催されます2020年、この５年の間に、今後の人口減尐の歯どめをかける

方策を、国だけではなくて、県だけではなくて、日本中全ての自治体でやっていこ

うと、そういった力強い取り組みであります。ですので、私としましては、本当に

今回、今年その戦略を策定し、完成をされるわけでありますが、その戦略がこれか

らの日野町を守っていく、これからの日野町がこれで人口減尐対策ばっちりやなと

思っていただけるものでなければいけない、そのように考えております。 

 さまざまな各方面からのご意見を当局の皆様が集約して下さり、そして、本当に

納得のできる、町民誰もが納得のできる、「ああ、これで日野町安心やな」と、これ

から若い世代にこれで引き継いでいこうと、そう強く思っていただける戦略を、皆

様とともに、私も未熟な人間でございます、ですが、皆様に一方的に責任や批判ば

かりではなくて、私もともに汗をかかせていただきたい、そのような思いでありま

す。それゆえ、今回このような質問をさせていただきたいと考えております。 

 それでは、前置きが大変長くなりましたが、事前通告に基づきまして、質問をさ

せていただきます。 

 昨年成立をいたしましたまち・ひと・しごと創生法に基づきまして、地方創生の

ための総合戦略が閣議決定をされ、地方自治体においては地方版総合戦略の策定が

努力義務とされました。日野町におきましては、平成28年度からの実施をめざし、

現在戦略策定にお取り組みいただいております。 

 10年、20年、30年先の日野町がよりよいものであるために、人口減尐問題と、そ

れに伴うさまざまな課題に対しまして、今この機会にこそ腰を据え、十分な議論を

踏まえた戦略を策定し、講じなければいけない、そのように思います。 

 そこで、当局の皆様にお伺いをさせていただきます。 

 まず、１点目であります。戦略策定にあたりまして、総合計画懇話会や若手職員

を交えた委員会などを立ち上げ、お取り組みいただいているということであります。

総合戦略策定に関連する全般業務についての６月現在の進捗状況と、これからのス

ケジュールについてお伺いをさせていただきます。 

 次、２点目に、戦略策定にあたりましては、各方面からの意見を取り入れろとい

うような、内閣府からの手引きと言いますか、指定がございます。産官学金労言等

の意見が反映されるように、協力参画を促進するようにとされておりますが、とり

わけ、金、つまり金融機関、労、労働団体、言、メディア、新聞等でありますが、

そういった３団体について、いつからどのような方法で戦略策定にかかわっていた

だくのかお伺いをさせていただきます。 

 そして、３点目であります。昨日の山田議員の質問の中にもございましたが、今

回総合戦略策定にあたり、ＰＤＣＡサイクルによる効果検証改善と、ＫＰＩ、つま

り、重要業績評価指標と呼ばれるものの導入を行うという話であります。改めてど
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んなものであるか、この場をお借りしまして確認をさせていただきます。 

 まず、ＰＤＣＡサイクルであります。こちらは、頭文字、アルファベットの頭文

字をとったものであります。プラン、ドゥー、チェック、アクションの略称であり

ます。プラン、計画、ドゥー、実施、チェック、評価、アクション、改善の４つの

視点をプロセスの中に取り込むことで、プロセスを不断のサイクルとし、継続的な

改善を推進するマネジメント手法のことというふうに、一般的に言われております。

そもそもは経営学から派生した考え方である。民間の企業等でも、その経営戦略の

中で用いられてきた手法であるかと思います。 

 こちら、実際の今回の総合戦略に落とし込みますと、プランとドゥーの部分は効

果的な総合戦略の策定とその実施、チェックはその戦略の成果の客観的な検証、そ

して、その検証を踏まえたアクション、施策の見直しや戦略自体の改定を行う、こ

のサイクルをうまく回していく。そして、プラン、ドゥー、チェック、アクション

はこれで終わりではなくて、アクションの次にはまたチェックがあり、アクション

があり、チェックがあり、アクションがあり、これを継続的にやっていくことで、

よりよいものにその戦略が仕上がっていくという考え方でつくられたものであるか

と思います。 

 このプラン、ドゥー、チェック、アクション、このサイクルの中で、最も重要だ

と一般的に言われておりますのがチェックの部分であります。どのような施策も、

やはりそれをそれが成功であったのか失敗であったのか、その検証ができなければ

いけない。その中で、検証の方法として、今回これを必ず導入して下さいねと言わ

れているのが、ＫＰＩと言われているものであります。重要業績評価指標、Key 

Performance Indicatorという英語の略であります。政策ごとの進捗状況を検証す

るために設定する指標のことを指します。 

 これだけですと、いまひとつピンとこないので、もう１つございます。これは、

内閣府が示している手引書に基づいて作成させていただいたものであります。これ

も１つの例でありますので、とりわけ日野町のものであるというわけではございま

せん。 

 例えば、基本目標として、町へ新しい人の流れをつくりたい、そういった大きな

計画を提示された場合、数値目標として、この５年間、オリンピックまでに何人増

やしたい。そして、町を出る人を何人減らしたい。こういった大きな数値目標を設

定した上で、じゃ、それぞれの具体的な施策についてもその進捗状況をはかれる、

１つの指標となり得る数値を設定しようというのがＫＰＩであります。 

 ここは１つの例でありますが、移住の促進。移住、交流の専門の相談員の配置を

する、そういった施策を例えば講じた場合、相談窓口を整備する等のことになるか

と思います。従来でありましたら、具体的数値を設定しなければ、やはり何となく
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といいますか、そういったものになりがちで、その５年間で、じゃ、何をつくって

どれだけの効果をするか、そういった一種の危機感と申しますか、そういったもの

がやはり甘くなっていくのではないかと、そのように考えます。 

 例えば、こういった場合におけるＫＰＩとしては、センターの相談を通じた移住

者数が何件増えるかと、何件つくることができるかと、そういったものを１つの指

標としてつくっていく。そこで、この施策が最終的に５年たったときに、よかった

のかどうか、悪かったのかどうか、ここをどう改善したらいいのかと、そういった

検証が初めて可能になると思います。 

 昨日、山田議員の質問の中にもございましたこういったものが、１つの流行であ

る。確かにそれは否めないとも思います。また、これが数値目標化できるものもあ

れば、訂正的、つまり、数値目標、なかなかこれは難しいやろうと思うものもござ

います。そもそも行政の仕事自体が、民間の経営とはまた違ったものであります。

多岐にわたります。公共性を有するものでありますので、なかなか数値化は難しい。 

 しかしながら、努力をしていただいて、こういったものを設定する。それで全て

を判断するわけではないんですが、設定することで、例えばセンターを通じた移住

者数を増やすための、何か方策は考えられないか。やはり、数字をしっかり達成す

るために、センターに、昨日の後藤議員の中にも話もありました。専門家を、空き

家の例えば専門家をやっぱりしっかり配置して、ご相談に来られる方に本当に満足

度を高めてもらう。そして、必ずご相談に来られた方には一人残らず移住してもら

うと、そういった意識につながっていくのではないかと思います。私はそういう観

点から、この具体的数値をつけていく、非常に大変でありますが、大事であると、

そのように考えております。 

 このＰＤＣＡ、そしてＫＰＩ、総合、それぞれの各当局の皆様は、公表しない形

では目標数値を設定されておられるというふうに伺っております。ですが、それを

しっかりと公表した形で導入する。やはり、非常に業務も煩雑になり得ると思いま

す。そういった中で、今回導入をされるにあたっての当局のお考えを、お伺いを３

番目にさせていただきます。 

 そして、４番目、最後でありますが、戦略策定に先立ち、緊急的な財政支援とし

て地方創生先行型交付金が創設され、基礎交付分1,400億、これは全国でございます。

昨日、藤澤町長のご答弁で2,900万円、日野町に入ってきておりますが、これを配分

され、また、日野町では上乗せ交付分300億は当面内閣府に留保され、各自治体の事

業や戦略の策定状況に応じて上乗せをされる予定であります。計画の締め切りが８

月中旪から下旪にかけて、決定が10月であります。かけてでありますので、早急に

対応し、申請を行うべきである、そのように考えますが、当局のお考えをお伺いい

たします。 
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 以上４点、よろしくお願いをいたします。 

議長（杉浦和人君） １番、堀江和博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。 

 堀江議員から、地方総合戦略についてご質問をいただきました。詳しく制度も熟

知され、今の現状分析も鋭くされておられるということで、今後、今おっしゃいま

したように、いろんな提案をしていただけるということで、大変ありがたいなとい

うふうに聞かせていただいたところでございます。 

 ところで、昨日来のご質問なりにもお答えしたところでございますが、日野町に

おきましては、第５次総合計画を策定いたしておりまして、それの中間年にあたる

ことから、これについて検証をする。まさに、今おっしゃっているように、ＰＤＣ

Ａ、プラン、ドゥー、チェック、アクション、こういう形でこれを実施するという

ことで、この総合計画のチェックをすると、こういうことを考えておったわけでご

ざいまして、そういう総合計画のもとで、今回、地方総合戦略についても、当然町

の、まちづくりにかかわる根本ということで、あわせて検証、策定していこうと、

こういうことでやっておるものでございます。 

 ところで、増田レポートが昨年、１年ほど前に、今ご指摘ありましたような数値

を提示されたわけでございますが、増田さん自体も総務大臣もされておられた方で

ありまして、この間、何も人口減尐をはじめとしたこの間の課題は、去年から始ま

ったわけではございません。長年にわたり、国も地方も市町村も、みんなが人口の

あり方や地域の活性化についてどう取り組んでいくのかと、こういうことを議論し

てきたわけでありますが、何か去年の５月、６月から急にこの問題がクローズアッ

プされたかのような形で出てきていることは、尐し違和感があるわけでありますけ

れども、しかし、今のこうした状況、地域の元気をどのようにしていくのか、さら

には、人口減尐の状況をどう受けとめるのか、そして、その根本のところで人々の

暮らしをどのようにしっかりと支えていくのかという議論をすることは大変大事な

ことであると、このように思うわけであります。そういう意味では、第５次総合計

画の中でも、人口が一定減るであろうということも想定しながら、この総合計画は

つくっておるところでございます。 

 そういう中で、人口減尐対策だけが全てということではなくて、人口減尐を受け

とめつつ、どのような社会を私たちは目指すのか、こういう議論をすべきものだと

私は思っています。東京一極集中が言われる中で、特殊出生率の問題がございます

が、女性が東京にたくさん集まっておられても、東京の出生率は大変低いという現

状があるわけでありますので、女性の数だけでこれを判断するものではないという

ふうに私は思います。またさらに、やはり子どもを産み育てることが、本当に喜び

となるような社会をつくるということこそが、私は求められているというふうに思
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いますし、男性は働いて女性は家庭にという、かつての価値観から変わってきてい

る中で、真に男女共同参画型社会を築くことが私は大事なのではないか。あわせて、

内閣府の資料の中にもありますけれども、子どもの出生率というものは、大変やは

り正規労働者と非正規労働者の間でかなりの格差があると。非正規労働者の中での

婚姻自体が大変尐ないというのは、データ的にも国も示しているわけでありまして、

やはり基本は、いわゆる正規雇用が当たり前の社会をつくることが、これは大事で

ある。 

 ところが、今の国会では、また労働者派遣法の改正ということで、大変議論を醸

し出しているところでありますので、私はそういう国全体として、人々が暮らしや

すい社会をつくる、そのことにかじを切ることこそがまずは大事でありますし、あ

わせて、それとともに、先ほどお話ありましたけども、地方が地方の特殊性を生か

しながら、そこに住む人々が自分たちの町に誇りを持って、大いに議論をし、取り

組んでいくことが大切であると、このように思っております。 

 そうしたことから、第５次総合計画については、住民の皆さんの大変な熱心な議

論の中で策定してきたものでございますので、それが中間年を迎える今年、しっか

りと見直しながら、さらに現下のそういう国の動きも受けとめながら、総合計画の

チェックと、地方版総合戦略の策定について取り組んでいか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、進捗状況につきましては、総合計画懇話会を立ち上げまして、21

人の委員さんにより６回開催をいたしております。懇話会におきましては、施策の

進捗の点検とともに、地方創生に関するご意見もいただいております。 

 また、人口の現状分析等を委託している業者から提供された資料等も含め、役場

内では管理職による総合計画策定委員会のもと、若手職員で構成するプロジェクト

委員会により、人口の現状分析や日野町版総合戦略に盛り込むべき施策について協

議を行っております。 

 今後のスケジュールでございますが、総合計画懇話会やプロジェクト委員会等の

意見、提案および委託業者からの分析結果等を踏まえ、日野町総合戦略版の素案と

地方人口ビジョンとは７月中をめどに作成をし、関係機関との協議を経て、10月末

には策定したいと考えております。 

 次に、産官学金労言等の意見の、各分野からの意見反映でございます。特に、金

労言の金融機関、労働関係、言論関係の部分でございますが、７月から９月の間に

ご意見をいただく機会を設けたいと考えております。個別にご意見をいただくので

はなくて、住民の皆さんと産官学金労言が一堂に会して、それぞれの立場からのご

意見をいただきたいと考えているところでございます。 

 次に、重要業績評価指標、いわゆるＫＰＩの設定についてでございます。このＫ
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ＰＩという概念は、昔からあったのかも分かりませんが、表立って出てきたのは今

回が初めてということで、尐しなじみがないなというふうに思っておりますが、原

則として、事業実施に伴う効果、成果、いわゆるアウトカムに関する指標を設定す

ることと考えております。その検証についてはどのような体制で行うのが妥当であ

るのかを検討しているところでございます。 

 次に、上乗せの交付金についてでございますが、昨日もお答えをしたところでご

ざいますが、これについては２つのパターンがございますが、チャレンジをしてい

きたい、このように思っております。向こう５年間の地方総合戦略という大事な計

画の策定であるわけでございますが、先ほどご指摘ありましたように、もう夏には

出さなあかんという、これは何かいいものをつくれと言いながら、早う出さなあか

んというような形で、何かちょっとこれも違和感を覚えるわけでありますけれども、

それはそれとして、できるところについては上乗せ分の交付金についても申請をす

る方向で、現在議論をしておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） 冒頭、お話もございました人口減尐、それ自体は、非常に重要

な課題でありますが、それを含めたこれからの人口減尐時代において、この日野町

をどうやってやっていくか、そこが重要であるお話、私もそのように、同じでござ

います。 

 ですが、今回させていただいておりますのは、とりわけ国からも新たな交付金、

非常に現金的な話でありますが、おりてくる中で、やはり今も申請の話、限度がな

かなか、期限が厳しいところでありますが、やはりお金があればできることはたく

さんあるかと思います。その点、強く要望させていただきたい、そのように思って

おります。 

 今、１点目のスケジュール、どうもありがとうございます。そのスケジュール、

ご説明をお伺いいたしますと、10月末に策定という流れでございます。タイトなス

ケジュールになるかと思いますが、どうぞよろしくお願いをいたします。 

 ２点目の、各関係機関との連携についてでございます。７月から９月の間に、産

官学金労言等のご意見をいただく機会を、住民の方とご一緒に設けるというお話で

ございます。こちらにつきまして、再質問をさせていただきたいと思います。 

 金融機関との、特に金融機関との連携でありますが、昨日の山田議員の質問の中

でもございましたが、自治体行政が限られてくる中で、行政が経済的、金融的な施

策を講じていく。私自身も、正直、限界がどこかにあるのではないかと、そのよう

に考えます。 

 しかしながら、だからといって放っておくのではなく、やはり町として強くリー

ダーシップをとっていただく、非常に大事である、そのように思います。民間でや
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ってもらえること、公共性を有することを民間にもどんどんやっていただく。 

 ある地方銀さん、こちらは県外でありますが、町からの、自治体からの要請で、

移住や子育てを支援する低金利融資を開始されたとのことであります。また、自治

体が認定した子育て応援企業に対する融資や、県外からの移住者らの住宅リフォー

ムローンなどの金融を優遇されているとの話であります。大変すばらしい、金融商

品と言いますか、取り組みであろうかと思います。 

 日野町内の金融機関さんにおいて言えば、例えば滋賀銀行さんでありましたら、

地方創生についての専門部署を既に設置されておられます。各支店長さんが推進責

任者として、いつでも自治体と協議できる体制を今年の２月にはつくっておられる

とのことであります。 

 また、湖東信用金庫さんにおかれましては、そういった受け皿とともに、先日も

お話を伺いに、役員さんに、行かせていただいたんですが、地方創生に関して、滋

賀県版の策定も同時にされております。先日はその会議に出席してきましたと、そ

ういったお話もお伺いをいたしました。 

 先ほどのご答弁をお伺いいたしますと、皆一堂に会して意見を出し合う、そうい

った会議の場を設けていただくという話であります。それぞれが意見を求められ、

それぞれが好きにご発言をされる、そういった会議も非常に重要であるかと思いま

す。しかしながら、一種の受身的な会議ともとれる部分があるかなと思います。も

ちろん大事なのでありますが、私としましては、町としてリーダーシップをとって

いただきたい。「皆さん、どうですか、今回の地方戦略どう思われますか。それぞれ

意見を出して下さい」、もちろんそれも必要でありますが、その一方で「町としては

こうやっていきたいです。金融機関の皆さんは、こういった金融商品をちょっとつ

くってくれませんか」。そこまで突っ込んだ提案をされると非常に心強いですし、金

融機関の方としても非常に受け取りやすい。そうであろうと思います。役員さんも

そのことをおっしゃっておられました。 

 以上、２点目に、金融機関との連携、とりわけ、リーダーシップをとって提案し

ていくような形で参画を促すという方法について、まずご所見をお伺いいたします。 

 そして、次にＫＰＩ、その検証についてどのような体制でやっていくのか。妥当

であるか検討中とのご答弁でありますが、こちらにつきましても再質問させていた

だきます。 

 ご答弁のとおり、策定したＫＰＩ等の指標は、いずれ検証、それを用いて検証を

行う必要があります。そして、検証するということは、それを検証する期間が必要

となります。 

 内閣府の見解は以下であります。読み上げます。「総合戦略の効果検証に際しては、

その妥当性・客観性を担保するため、行政の中だけで行うのではなく、推進組織な
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どを活用して、外部有識者等の参画を得ることが重要です」とのことであります。 

 先ほどご答弁の中でもございました、戦略策定にあたっても、従来の総合計画懇

話会を１つの諮問的な機関と位置づけるとのことであるかと思いますが、この検証

作業にあたっても、総合計画懇話会で行ってもらうという認識でよろしいでしょう

か。 

 そうであるならば、今回の日野町における地方版総合戦略というものの全体イメ

ージは、非常に従来の総合計画とリンクしたものであるというものでよろしいでし

ょうか。ご所見を２点目にお伺いをいたします。 

 そして、最後、要望でございます。チャレンジを行う、交付金にチャレンジして

いただくという話を昨日もしていただきました。その内容は、仕事づくりや、農産

物の地域資源の事業化や観光開発、商店街の活性化事業、地域活性化に関する事業

について申請ができ、その申請は１市町村当たり最大２事業まで。その金額は、１

事業につき3,000万から5,000万の交付予定であるとのことであります。 

 例えばですが、以前からしばしば、對中議員はじめ質問されておられます、日野

菜の振興に関する事業や、商店街の活性化事業、また、昨日は齋藤議員からもござ

いました、日野祭の曳山、３つの商人屋敷などの観光資源のＰＲなど、しっかりと

した計画であれば、3,000万から5,000万がおりてくる可能性があるわけでございま

す。これを利用する手だてはないと思います。２事業合わせると、場合によっては

１億円おりてくると。言葉は悪いですが、国が出すと言っているわけでありますの

で、国のお金を取ってきていただきたい、そのような思いであります。 

 こちらは要望でありますので、大変タイトな厳しいスケジュールでありますが、

どうぞお願いを申し上げます。 

 以上、再質問は３点であります。金融機関に関して、検証機関、それを総合計画

懇話会にするのか、そして、総合計画とリンクするという認識でいいのか、その３

点について再質問をさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） おはようございます。 

 ただいま堀江議員の方からご質問をいただきました２点についてでございます。 

 １点目の、いわゆる金融機関との連携の部分を中心に、どのような形でというこ

とで、できるだけ提案型で、町の方から提案してということでございます。 

 今、堀江議員の方からもお話ございましたように、滋賀銀行の支店長様、それか

ら、湖東信用様の方からは直接いろいろお話をいただいていまして、管内も含めま

して、どのような形で自治体と、それから今、金融機関と話し合いを進めていくか、

いっているかというような、ちょっと情報もいただいております。ただ、それぞれ

の市町におきましてもすぐになかなか進んでいなくて、一部組織化をやっとしたと
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いうところもございます。 

 私どもとしましては、今のところ、先ほどからお話が出ていますように、懇話会

の方で現計画の方、させていただいていますけども、おっしゃるとおり、今まで金

融機関という部分との、いわゆる連携なり話し合いというのは、なかなかできてい

ないというのが事実でございます。非常に私どもも期待をさせていただいておりま

して、特に、おっしゃるとおり、銀行の特性は何かと申しますと、やはりお金を融

資する云々という部分になってきますので、もうまさに先ほどおっしゃっていただ

いたとおり、リフォームとか移住をされる方とか、そういう部分の、当然どこか手

を加えんならんというのが実際にございますので、そうしたものの優遇の部分がで

きないかというお話もさせていただこうとは思っています。 

 ただ、それだけ話としてもあれなので、特に私どもが求めているのは、その部分

もございますけれども、いわゆる金融機関の専門性の部分として、町内なり管内の、

いわゆる企業さんの動向、動き方、当然融資なりをされておられると思いますので、

全体、全貌というのは難しいですけども、どういう状況かという中で、今後どのよ

うな見通しを持っておられるのかというような部分も、非常に参考になるのではな

いかというふうに考えております。 

 そういう意味から、私どもとしましては、何らかのこちらの、町の状況を示すも

の、それから、町のある程度こういうことを考えて、こういうことをやっていきた

いという方向を持ったものを一定お示しする中で、提案もさせていただきますけど

も、いろんな情報を見て、もう尐しそこを手直しする、もう尐し専門的な部分をど

のようにしていただけるのか、役割と情報と絡めながら、そのような話し合いを持

てたらというように考えています。 

 ただ、金融機関だけということになると、それだけの話になってしまいますので、

できればもう尐し広域的な、学、先生とか、それから、そこに女性の視点という部

分も含めて、女性の方に入っていただくなり、それから高齢者の方、それから若者

と、できるだけバランスは持ちたい。ただ、そこの部分についてはどうですかとい

う形で、しっかりと事前にお話をさせてもらったりしてできたらなというように考

えております。 

 それから、ＫＰＩのことでございますが、先ほど、昨日も申し上げましたとおり、

施策自身が、数字だけを挙げると、そこだけにどうしても行ってしまうということ

があるので、内々でいろんな施策を打つためには、これせなあかん、これせなあか

ん、これせなあかんという中の１つの中に、これはこのぐらいせなあかんわねとい

う目標は当然持ってあるわけでございます。ただ、それだけを出すのができないの

で、今のところわざわざ出していないんですが、それも含めてさせてもらおうとい

うのが１つあります。 
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 その策定、ＫＰＩを策定した後の評価をどうするのかという話になりますが、当

然策定に関して、総合計画の中で、今回当然強化していかなければならない部分、

いわゆる地方創生としてやっていかないといけない部分というのは、当然挙げてい

かないといけない。挙げていくというよりは、強化していくということで挙がって

きます。 

 その部分にある程度特化をさせていただいたものが地方創生の計画でございます

ので、その部分については、私は懇話会というものとまた別で、一定設置をして、

考えていかないといけないのではないかと。そこはちょっと、若干専門性が必要に

なってくるというように思いますし、なかなかＫＰＩの持ちます目標値の立て方が、

国あたりはざくっと収集してばーんと出てくるんですが、なかなか町レベルでは出

てこないのが現状でございます。その中で、どれだけそれが正確に出せるものかと

いうものをやっぱり選びながら、しっかりと位置づけていかないといけないという

ふうに考えております。 

 そのようなことで、当然総合計画とはリンクしたものでございますけれども、そ

れを強化したものとして、しっかり押さえていかんならんということから、一定、

懇話会とはちょっと別で、その評価については考えていかなあかんのではないかと

いうふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） ぜひとも前向きに、金融機関をはじめとした連携についてもご

協議を賜りたく思います。 

 ただいま連携について、お話をちょっと突っ込んでさせていただきましたが、再々

質問であります。連携という観点から、もう２点、ご所見をお伺いいたします。 

 １点目であります。今回の戦略策定にあたり、議会とも密に連携を図れという話

であります。内閣府の見解、また持ち出しますが、申し上げます。「議会と執行部が

車の両輪となって推進することが重要であることから、地方版総合戦略の策定段階

や効果検証の段階において、十分な審議が行われるようにすることが重要である」

とのことであります。 

 議会は議決機関でありますので、上程議案に対して最終判断をすることは当然で

ありますが、今回はとりわけその策定段階、検証段階においても十分な審議が行わ

れることが重要との見解であります。 

 そこでお伺いをいたします。 

 とりわけ、現在は策定段階であります。先ほどのスケジュールにのっとりますと、

定例会や委員会はもちろんのこと、それら以外にも議会や議員に対して十分な審議

を行うための場を設定する必要もあるのかなと思います。 

 例えば、先ほどご答弁の中にもございました、７月から９月の間に関係各位と住
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民が一堂に会する会議を持つとのことでありますので、そちらにも我々議員も、オ

ブザーバーという形での参加で結構でございますので、参加をさせていただきたく

思いますが、その点についてお伺いをいたします。 

 ちなみに、近江八幡市では、既にまち・ひと・しごと創生市民会議というものを

従来の総合計画とは別に立ち上げられ、そこには各種団体の長、金融機関、民間関

係者のほか、議会からも数名の議員が選出され、ともに同じテーブルで議論を重ね

ておられるということであります。そちらが１点目になります。 

 連携について、２点目でございます。人口減尐時代の中、周辺自治体の抱える課

題は非常に共通性を帯びておりますが、日野町としましても、合併はせずとも、例

えば、東近江市といった周辺市町との一層の連携をとることは必要であるかと思い

ます。今年２月には、東近江市が定住自立圏構想において、中心市宣言を行いまし

た。経済的、文化的、地理的にも縁の深い東近江市など、従来の布引ライフ組合や

消防等の東近江行政組合、中部清掃組合、また、昨日の後藤議員の質問の中にもご

ざいました、獣害対策といったこと以外にも、医療や福祉、広域の観光、そして、

ＪＡさんなんかは全部一緒でございますから、農業などのさまざまな分野で一体的

な戦略を策定し、施策を講じることも１つの観点としてあり得るのではないかと思

います。実際にそういった自治体もあるとの話を伺っております。 

 ちなみに、東近江市さんにこの前ちょっと寄らせていただいて、お話をお伺いす

る機会のときに、小椋市長さんも、もちろん公式ではありませんが、合併というこ

とではなくて、行政でのさらに密な連帯が大事だというお話もされておられました。 

 ２つ目の質問としまして、他の市町間との連携、そして、滋賀県も含めたそうい

った連携について、それを総合戦略の内容に反映をされるのか。総合戦略における

他の自治体との連携について、ご所見をお伺いさせていただきます。 

 そして、再々質問最後の質問でございます。ご答弁をお伺いいたしまして、先ほ

ど地方版総合戦略の検証機関は全く別に、その専門性からつくらせていただくとい

うお話でございます。私もまだまだ素人でありますが、やはりそのようである方が

いいのかな、そのように考えております。そして、ただ、従来の第５次総合計画と

今回の特化型の総合戦略と、互いにリンクはさせていくというような話でございま

す。 

 １つ、最後の私の提案、そのお伺いであります。 

 ちょうど３年３ヵ月前の平成24年３月、議会におきまして、髙橋議員より、ちょ

うど実施より１年を過ぎた第５次総合計画における行政評価についての質問で、藤

澤町長のご答弁では「成果目標を明確にする中で、効果的・効率的に業務が遂行さ

れる体制ができるように、財政とリンクした行政評価の仕組みづくりを進めて」い

るとのことであります。それを受けて、髙橋議員はちょうど１年前の平成26年６月
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議会におきましても、再度行政評価についての進捗を問われ、それに対する藤澤町

長のご答弁は「行政評価の仕組みづくりを進めております」という、同じ回答であ

りました。第５次総合計画には「自治をかなえる町の運営を進める」という行政の

取り組みの中で、明確に「成果目標を明確にした効果的な行政評価の仕組みづくり

に取り組みます」という文言が記されてあります。 

 つまり、何が言いたいか。今回、地方版総合戦略で具体的な数値目標、ＫＰＩを

含めたものを導入されるかと思います。それを最終的に日野町の総合計画におきま

しても導入をされること、そのご検討はいかがでありますか。そういった質問であ

ります。 

 繰り返しになりますが、お隣の東近江市、お話を伺いますと、随分前から行政評

価にお取り組みになられているとの話であります。平成18年度から導入のために検

討を開始し、平成20年度に全事務事業で実施をされたとのことであります。今年が

平成27年度でありますから、７年も前に行政評価を通常の総合計画におきまして導

入をされておられるとの話であります。 

 今後、日野町の総合計画、その全体の一番最も重要である総合計画におきまして

も、そういった行政評価の仕組みづくりを取り入れていく、その観点は非常に重要

である、そのように考えております。そして、今までその取り組みを進めていると

のご答弁でございましたので、進めてこられたこの３年間の具体的な内容と、そし

て、今後どのような段階を踏まえて総合計画自体の行政評価の仕組みを変えていか

れるのか、お伺いを３点目にさせていただきます。 

 以上、再々質問、議会との連携、そして他の市町との連携、そして最後、第５次

総合計画における行政評価の可能性についてお伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） ただいまいただきましたご質問について、回答という

か、お話をさせていただきたいと思います。 

 まず、議会との連携でございますが、おっしゃっていただいて、こちらの方があ

りがたいなと思うぐらいでございまして、実を申しますと、幸いにして今回、人口

減尐対策の特別委員会、それから、地域経済の特別委員会ということで、特別委員

会の方を設置いただいたというところでございます。できればそういうところで、

議論をいただく場ではございますが、私どももいろいろ提案をさせていただく中で、

ともに議論をさせていただいて、進めていけたらというふうには思っておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、広域の関係でございます。議員おっしゃったとおり、広域連携につき

ましては、生活に密着した部分の、いわゆる消防とか、それから清掃、ごみの関係

とか、そういうようなのは当然あるわけですが、ほかに、今のところ当然必要だと



3-18 

考えております広域観光の関係、それは今、既にもう取り組んで、ずっと今までか

ら取り組んでいる部分でございます。それから、私どもが中心になって進めさせて

いただいています、田舎体験の方につきましても、特に湖東、東近江を含めてです

が、甲賀から湖東エリア、ずっと連携をできるような形で進めさせていただいてい

るというところでございます。 

 おっしゃるとおり、広域でやる部分というのは、実を言うと、町だけでやってい

てもどうかなというところが確かにございます。特に、就職の職、職の部分という

のは、町だけ、町だけが頑張ったさかいどうのこうのという、なかなかならない。

ただ、町も頑張らなあかん、当然でございますけども、そこへプラス広域があり、

さらに県域、せめて県域ぐらいは、全体として取り組んでいかないといけない部分

であろうというふうに私は考えております。そこの辺の広域につきましては、ニー

ズとニーズがなかなか合わないと、なかなか難しいところがございますけども、前

向きな形で情報交換をしながら進めてまいりたいというふうに考えております。 

 あと、３番目の行政評価でございます。私どものところも行政評価、特に行革と

あわせて、当時平成17年ぐらいに自律のまちづくりという形で、一斉、事業全体の

見直しをさせていただきました。その中で、一定、毎年そういう評価の部分を確立

していかないといけないのではないかというところで、実を申しますと、これは今、

堀江議員おっしゃったように、外部の方を毎年入れてというのではございません。

ただ、様式としまして、毎年次年度のいわゆる事業計画をもとに、予算要求を当然

させていただくわけです。その予算要求の大もとは、今年度、今まで取り組んだそ

この部分をどうだったんだという評価をさせていただいた、その評価があった上で

予算要求をするように、形となっております。それは、おっしゃったように外部は

ありませんが、内部の中で協議し、そしてそれを挙げることで、ここまでできた云々

と言っているけども、これはちょっと違うのではないかと。来年、もうちょっとこ

こをこうせなあかんの違うかというようなことを含めて、させていただいていると

いうところでございます。 

 今後も、何年に一遍という形で言えば、今回のような形でさせてもらっている部

分がございます。だから、総計についてはもう尐し大きな形でございますので、そ

の部分がどこまで進んでいるかというのは行政の中から出させていただいて、今の

懇話会の方々から「ここは、おまえら言うてるけど、ここまでできてるちゃうけ」

と、「もうちょっとここ、あんばいしてくれや」というようなことを今はいただいて

いるところでございまして、だから、内部の感覚と、実を言うと、内部ではこれだ

けやっているではないかと、こういう思いがありながら、外を見ると、こういうの

やってたっけと、こういうような話があるわけですね。ですから、その部分をしっ

かりと、ＰＲも含めてやっていかなあかんなというところで、今させていただいて
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ございます。どうぞよろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） 質問は最後できませんので、ご要望を申し上げさせて、１つ目

の質問を終えさせていただきます。 

 行政評価につきまして、実際のところの東近江市の職員さんにお話を伺いました

ら、本当に大変であったと。むしろ嫌だと、そんな話も実際ございました。しかし

ながら、時とともに、もう７年たっておられるということで、やっとちょうどうま

く、我々の仕事が数値にうまく反映できるようになってきたのかなというお話も、

その一方でされておられました。 

 非常に、もちろん東近江市と日野町はまた別の自治体でありまして、違いますの

で、やっているからやれという話ではもちろんございません。ですが前向きに、お

話しいただいたとおりに今後もご検討いただきまして、よりコストパフォーマンス

アップにお努めいただきたい、そのような思いであります。 

 そして、議員や他の市町との連携につきまして、特に議員ということにつきまし

て、我々直接かかわってくる部分であります。いつも、初めて議会に寄せさせてい

ただきまして思うことは、やはり当局の皆様が熱心に完璧におつくりいただいた議

案を、やはり最後の最後でご提出をいただくわけであります。非常にいけないこと

かもしれないわけでございますが、ここで完全に否定して、もう一度つくり直せと。

我々も人間でありますので、なかなか難しい側面が今後も出てくるのかなと思いま

す。 

 ですので、今回の総合戦略は非常に大事であります。先ほどにも委員会にさまざ

まにご相談いただくという話でございますので、本当、策定段階から熱心に連携を

とり合って、当局の皆様だけに批判とか、また責任を押しつけるわけではなくて、

議会も同じ目線でともにこの戦略がすばらしいものにできるように、そして、私も

自戒の意味でありますが、努めて頑張ってまいりますので、どうぞ今後ともご指導

ご鞭撻、また、どうぞご尽力のほどをお願い申し上げます。 

 それでは、大変私時間を使わせていただいておりますが、もう１点、最後の質問

をさせていただきます。 

 続きまして、一般質問２点目の質問をさせていただきます。移らせていただきま

す。 

 昨日も指名競争入札に関する質疑を行わせていただきました。昨日は、学校で使

用するサーバーやパソコン等の購入で5,600万、また、消防団のポンプ車両の購入で

1,700万であったわけであるかと思います。町の予算の１パーセント弱に及ぶ大きな

買い物に対しまして、指名業者が15社中、参加業者がわずか４社であったことにつ

いて、やはり前提としての業者選定や、指名競争入札における町側の基準や方針が
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やはり重要ではないでしょうかという旨の質疑を、私させていただきました。 

 昨日は物品についての入札でございましたが、今回は公共事業の入札に関するも

のであります。分野は異なりますが、共通しているのは、いずれも町民の血税で行

われているという話であります。全て税金であります。お金が直接絡んでくる競争

入札というものにおいては、非常に注意深く取り組んでいただきたく考えておりま

す。とりわけ、公共事業となりますと、地元を中心とした建設業者と地元経済に深

く影響を及ぼすわけでございます。でありますから、時代に即した、適切な指名競

争入札における整備にお取り組みをいただきたく思います。 

 そこで、今回の質問であります。 

 地方経済の一翼を担う建設業界は、近年、地震や水害などの多発する災害に対し、

国土強靭化のための社会資本整備や補修等、また、その役割は非常に大きなものと

なっております。長年にわたるデフレは、日本全体の業界を疲弊させ、供給力を大

幅に低下もさせました。労働環境の悪化や担い手不足が加速し、本来の責務である

インフラ整備や、災害時の応急復旧活動等もままならない状況が、全国では多発を

したわけであります。 

 また、いわゆる談合が数多く過去横行したことによりまして、一般競争入札が増

える中、業者間の価格競争が過度に行われることになり、赤字前提で入札をする業

者も増えたわけであります。しかしながら、それによって安かろう悪かろうという

ことで、公共工事の内容自体の品質低下が叫ばれるようになりました。 

 町におきましても、さまざまな道路整備等をはじめ、工事をされておられますが、

災害が多発する現在、補修した道路が数年ですぐに陥没したみたいなようなことが、

こういった話から起こり得る可能性は、日本においてあるわけでございます。形は

異なりますが、一昔前に姉歯建築士の問題がありました。鉄骨を抜いてと、それで

つくっていた。こういったことは、公共事業においては必ずあってはならないもの

であると考えます。 

 このような状況を克服するため、昨年、インフラ等の品質確保とその担い手確保

実現のため、公共工事の基本となる品確法と、それに関連した公共工事の入札及び

契約の適正化の促進に関する法律、建設業法の改正が通常国会で成立したわけであ

ります。 

 その具体的内容はこちらであります。 

 品確法、これは略称でありまして、公共工事の品質確保の促進に関する法律と呼

ばれるものであります。こちらの改正が行われました。それは、工事の、公共工事

の品質確保を促進するためを目的としております。その内容は、ざっと申し上げま

して、以下の３点であります。 

 １点目、基本理念の追加。公共工事の品質確保と担い手の確保、ダンピングを防
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止する。そして２つ目に、発注者の責務を明確化しております。つまり、日野町で

ありましたら、日野町側の責務を明確化しております。予定価格の適正な設定をは

じめ、品質を確保するために不当に安くするようなことが起こらないようにしろと

いう話であります。そして３点目、事業の特性に応じて、さまざまな入札契約方式

の導入、活用を位置づけ、行き過ぎた価格競争を是正しろ、こういった３点が今回

の品確法の改正、それに伴う法改正という話でございます。 

 そこで当局にお伺いをいたします。３点質問がございます。 

 １点目、この品確法と関連法改正について、日野町としてどのように評価をされ、

また、今後どのように取り組んでいかれるのかを、まず１点目、お伺いをいたしま

す。 

 ２点目に、地域にとって建設産業は基幹産業であります。地域のインフラ整備の

みならず、地域の雇用を支え、何より、予期せぬ災害にいち早く対応できるのは建

設業のおかげであります。そこで、入札制度において地域貢献度をどのように反映

されておられ、また、今後もいかれるのかをお伺いいたします。 

 そして、３点目であります。去る４月28日に、国交省と総務省が、公共工事の入

札で予定価格を根拠なく引き下げる歩切りの実態調査を発表いたしました。全ての

地方自治体が回答し、そのうち、何と４割の自治体が歩切りを実施していたことが

明らかとなりました。そこで、日野町としてこの調査に回答を寄せられたかと思い

ますが、その回答内容、歩切りの実態はあるのかないのか、現状と今後の対策につ

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） 品確法についてのご質問をいただきました。昨日も公共事業の

関係についてはご質問があって、お答えしたところでございますが、できる限り町

内の業者の方にできる仕事についてはやっていただきたい、こういう思いで発注な

どをやってきているわけでございます。 

 そうした中で、今回の法律改正でございますが、の趣旨と言いますか、それは今

述べられたとおりでございますが、将来にわたる建設工事の適正な施行、および品

質の確保とその担い手の確保のために、発注者、受注者双方の責任をより明確にし

たものであると認識をいたしております。町といたしましては、今回の法改正の趣

旨に沿って、発注関係の事務を適切に実施してまいりたいと考えております。 

 次に、入札制度における地域貢献度の反映についてでございますが、日野町建設

工業会には、大きな台風などが来るたびに、応援協定に基づき、土のうの準備や応

急復旧作業をお願いしております。また、除雪活動等、さまざまな形で地域に貢献

をしていただいておりまして、大変感謝をいたしております。 

 こうした地域貢献を入札における指名時に反映するため、建設工事の競争入札参
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加資格審査申請時において、社会貢献、地域貢献等の実績書の提出を求めており、

この内容を入札における事業者指名時の格づけの点数に加算しているところでござ

います。 

 次に、予定価格の歩切りについてでございますが、滋賀県から公共工事における

予定価格設定時の歩切りに関する調査がございましたが、日野町におきましては、

端数処理は行っておりますが、予定価格を根拠なく切り下げる歩切りはいたしてお

りませんので、そのように回答をいたしました。今後につきましても適切な予定価

格の設定を行ってまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） それでは、再質問させていただきます。 

 １点目につきまして、今回の法改正の趣旨に沿って、発注関係の事務を適切に実

施するとのご答弁でありますが、具体的にどのようなことであるのかお教え下さい。 

 また、２点目に、いわゆるダンピング受注、つまり廉価販売のことであります。

受注者が市場独占等の理由により、赤字の上で受注することについて、その防止に

対してどのように対処し、対策を講じていかれるのか。当局に以上の２点、お伺い

をいたします。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） ただいま堀江議員から再質問を頂戴いたしました。 

 １点目は、今回の品確法に関しまして、どのように発注者として具体的な留意を

しているのかというようなことでございます。まず、昨年来、毎年でございますけ

れども、建設工業会等と懇談会をさせていただいておりまして、その懇談会の中で、

建設工業会からもいろいろとお話なり、ご要望をいただいておるところでございま

すが、町からもいくつかお願いもさせていただいておるようなことでございます。 

 そうしたところでございますけれども、直接この品確法にかかわる部分とかかわ

っていない部分があるかも分かりませんけれども、まず、今年度から入札に関しま

して改正をさせていただいた点につきましては、前金払いですとか、中間前金払い

の支払限度額を撤廃させていただくというようなことで、従前ですと、支払額の上

限を決めておったわけですけれども、そうした撤廃をさせていただくというような

ことをお話しさせていただいておるところでございます。 

 また、入札時の工事の内訳書の提出が義務づけられたということで、内訳書も、

失礼な言い方ですが、作成をできないような業者さんには入札をしていただけない

と、応札をしていただけないというようなことでございますので、入札書の内訳書

の提出をお願いさせていただいておりまして、この４月から提出をいただいておる

というような状況でございます。 

 また、施工管理台帳につきましても、従前ですと、金額によりまして施行台帳が
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義務づけをされておったものが、その金額が撤廃になったということでございます

ので、全ての工事につきまして、工事の施行台帳の作成をお願いさせていただいて

おるようなところでございます。 

 また、参加の、入札時の希望業種というものを尐し変更させていただいたという

ようなこともございますし、また、辞退届につきまして、辞退をしていただく方に

つきましては、申しわけございませんが、尐し辞退の理由が何か分かるようなこと

も書いていただければなと、このようなお願いもさせていただいておるところでご

ざいます。 

 そうした中でございますけれども、入札の価格設定につきましては、予定価格に

つきましては適切に、歩切りをすることなく設定をさせていただいておるというよ

うなところでございます。 

 もう１点、ダンピングの防止対策というようなことでございますが、低価格入札、

先ほど議員さんからおっしゃっていただきましたように、安かろう悪かろうはいか

がかというようなお話もございました。 

 町の方では、中央公契連モデルというようなものがございまして、正しくは工事

請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルと

いうものがございまして、そういう組織から出されておりますものを参考にしなが

ら、最低制限価格を設定しておるというようなところでございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） もう質問は控えさせていただきますが、最後に１つ、お伝えを

させていただきたいと思います。 

 公共工事につきましては、地元の建設業者さんも大変関係する話であります。ま

た、地元の経済や雇用にも深く関連する話でもあります。経済対策でしばしばケイ

ンズ理論、そういった話も出てまいりますが、まさにこのことも指しているわけで

あります。 

 また、公共工事、非常に財政が厳しい中で、莫大な税金が、当然でありますが、

かかるわけであります。数百万、数千万、数億、昨日の質疑も物品の競争入札であ

りましたが、町にとっては大変大きな買い物であります。こういった入札について、

常に適切な基準や指針を町としてお示しいただいて、適切な運営に今後ともお取り

組みいただきますようお願いを申し上げさせていただきたいと思います。 

 私からの一般質問を以上とさせていただきます。どうも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25分から再開いたしま

す。 

－休憩 １０時１４分－ 
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－再開 １０時２４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。 

 ８番、蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） 皆さん、こんにちは。 

 それでは、一般質問通告書に基づきまして、16期の最初の定例会も分割方式にて

質問を行わせていただきます。 

 昨年度、私たち野党の議員が新教育長の選任に反対しているかのように言われて

いました。しかし、私は昨年の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、非常に苦しい現況下にあります。

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。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、このように申し上げました。また、昨

年の12月議会の一般質問の冒頭では、「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」と申し上げました。 

 ようやく３月議会の最終日に新教育長、今宿教育長が全会一致で選任同意され、

４月２日に就任となられ、私たち野党の議員も安堵いたしました。今宿先生、教育

長ご就任おめでとうございます。日野町の教育行政発展のためご活躍下さいますこ

とを、心よりご祈念申し上げておきます。 

 前15期の４年間、何度も申し上げてまいりましたが、今期の一般質問は前期のよ

うに、持ち時間１時間をフルに使って行うとは考えておりませんので、再質問や再々

質問をする必要のない、誰もが納得できる分かりやすいご答弁をしていただくよう、

冒頭に強く求めておきます。 

 前置きはこの辺までにいたしまして、それでは、まず第１問目の質問、子ども議

会の開催と主権者の自覚教育についてお伺いいたします。 

 この質問につきましては、昨年、平成26年３月定例会において、町村合併60周年

記念事業の１つとして提案を行おうと考え、その前月、平成26年２月に総務課と議

会事務局の職員より資料の提供をいただいている質問であります。 

 しかし、昨年３月の定例会では、時期的に外すことができない質問が折悪く重な

り、質問事項が６項目にも及ぶこととなり、質問時間の関係上から先送りさせてい

ただくこととなりました。残念なことに、６月定例会以降は教育長不在でありまし

たので、新たな教育施策の提案は新教育長の就任後に行うべきであろうとの思いか

ら、今日に至ってしまいました。この質問、子ども議会の開催と主権者の自覚教育

については、１年３ヵ月をたって、ようやく今日、日の目を見るに至った質問でも

ございます。 
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 それでは本題に入ります。 

 選挙権付与年齢を、世界の大半の国、衆議院憲法審査会事務局の資料によります

と、データが把握できた191の国、地域のうち、18歳で認める国、地域は176と92パ

ーセントに達しており、世界標準とまで言われている18歳に引き下げる公職選挙法

改正案の審議が、５月27日、国会で始まりました。衆議院は６月４日の本会議で、

選挙年齢を現行の20歳以上から18歳以上に引き下げる公職選挙法改正案を全会一致

で可決し、参議院に送付されました。参議院では５日に審議入りをされ、明日17日

にも本会議で可決、成立する見通しであります。来年夏の参議院選挙から適用され

ることとなり、その後に告示されるであろう日野町長選挙や知事選挙などの地方選

挙でも導入されることとなります。 

 しかし、総務省の調査によりますと、20歳代の投票率は、平成２年の衆議院議員

選挙では57.76パーセントでありましたが、昨年、平成26年の衆議院議員選挙では

32.58パーセントと、大きく落ち込んでおります。世代別では、20歳代が最も低く、

平成26年の衆議院議員選挙では、60歳代の68.28パーセントに比べて半分にも満ちま

せんでした。 

 また、滋賀県選挙管理委員会事務局の調査によりますと、高校３年生を対象にし

た、選挙に関するアンケートの結果では、選挙権付与年齢を18歳に引き下げる議論

については、「20歳のままでよい」が59.9パーセントでありました。選挙への期待や

関心も低調な結果が目立ちました。「政治に非常に関心がある」、「まあ関心がある」

は、合わせて37.8パーセント、対しまして「余り関心がない」、「全く関心がない」

は、合わせて過半数の54.1パーセントに上りました。このように、政治や選挙への

消極的な態度が目立ち、滋賀県選挙管理委員会は「啓発に力を入れたい」とされて

います。 

 これらの結果を踏まえまして、これからの日野町を背負っていく子どもたちに、

政治に行政に深い関心や興味を持ってもらうため、町村合併35周年記念事業として、

平成２年８月20日に日野町でも実施されたことがあります、一日子ども議会を開催

してはと考えます。 

 お隣の甲賀市では、平成23年度から毎年度子ども議会を開催されておられます。

愛荘町では、去る１月14日に子ども議会を開催されました。同じ蒲生郡内の竜王町

では、３月21日に町政施行60周年記念事業として、平成６年以来、21年ぶりに２回

目の子ども議会、たつの子議会を開催されました。 

 また、日野町議会における一般質問においては、平成３年以降、３人の議員が５

回にわたり子ども議会についての質問を行っておられます。清水 隆議員が平成12

年の９月定例会で「子ども議会の開催について」と題しまして、また、植島和子議

員が平成12年の12月と平成13年の９月定例会で、２度にわたり、子ども議会の開催
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を提案されておられます。また、荒川武夫議員も平成13年の12月と平成17年の６月

定例会で、２度にわたり子ども議会の開催を提案されておられます。 

 ３人の議員さんともに、未来への使者である小中学校の児童生徒に、政治や行政

にもっと深い関心を持ってもらうため、子ども議会の開催を求めておられます。町

長や教育長の答弁は、いつも前向きな答弁でありました。しかし、残念なことに、

当時の担当管理職か担当職員にその気がなかったのか、平成２年以降、今日まで１

度も開催されておりません。 

 そこでお伺いをいたします。 

 第１点目、日野町の20歳代の投票率は、平成24年12月16日執行の衆議院議員選挙

では、全体の投票率63.35パーセントに対しまして41.18パーセントであります。平

成25年７月21日執行の参議院議員選挙では、全体の投票率56.70パーセントに対しま

して32.80パーセントでありました、そこで、平成26年12月14日執行の衆議院議員選

挙での全体の投票率は58.39パーセントでありましたが、20歳代と60歳代の投票率を

お伺いいたします。 

 第２点目、町長は、平成17年６月定例会での荒川武雄議員の一般質問、「子ども議

会の開催について」の答弁で、「子どもたちが議会や町政、町のことについて関心を

持つということは、大変大事なことだというふうに思っておるところでございます」

と答えられております。ただいま私が申し上げましたこの現況を踏まえられまして、

町長の子ども議会の開催についての今のお考えをお伺いいたします。 

 第３点目、児童会や生徒会役員選挙で選挙への関心を高める等、教育現場での対

策が大切だと考えますが、子ども議会の開催についてと子どもに主権者と自覚して

もらうための教育について、教育長のお考えをお伺いいたします。 

 以上、第１問目の質問といたします。 

議長（杉浦和人君） ８番、蒲生行正君の質問に対する町長ならびに教育長の答弁を

求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 蒲生議員から、子ども議会の開催と主権者の自覚教育について

ということでご質問をいただきました。 

 今もお話ありましたように、国会では18歳に選挙権を引き下げるということが決

まりそうであります。大変私は好ましいことなのではないかと、このように思って

おります。振り返りますと、私、18のころは、ちょうど武村さんが知事になられた

選挙のときでありまして、大学１回生でありましたけれども、どうなるのかなとい

うことを関心の目で見ておりましたが、もとより選挙権がありませんから、関心の

目で新聞等を見ておったということを思い出すわけでありますが、若者の政治への

参加、そして、意見表明をはじめとして、この18歳選挙権が通ることによって政治

的自覚が広がることというのは大変好ましいことなのではないかと、このように思
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うところでございます。 

 そうした中で、今、１点目、平成26年の衆議院選挙での投票率についてでござい

ますが、20歳代の投票率は30.10パーセントでございます。60歳代は73.21パーセン

トでございます。なお、この調査による投票率は、町全体の投票者から求めたので

はなく、26あります投票区の中から、平均的な１つの投票区を抽出したものでござ

います。20代の投票率を見ますと、若者の政治への関心については全体として低い

と言われていますが、その要因は政治や教育など、さまざまな問題、かかわり方の

問題などがあるのではないかと、このように思っているところでございます。 

 次に、子ども議会の開催についてでございますが、今ほどもお話ありましたよう

に、日野町では平成２年の町村合併35周年事業として、子ども議会が開催されたと

いう経過がございます。子どもたちが議会や町政について関心を持ち、政治や行政

にかかわる機会というのは大変大事なことであるというふうに思います。 

 ただ、教育現場において、何かの事業を実施しようといたしますと、その当然子

どもたちに対する教育効果の問題をはじめとして、いろいろな準備活動が必要にな

ってくるだろう。その日にここへ来てもらって、子ども議会するわということにな

らない。それのための準備、誰を議員候補としてどの学校から何人選ぶのかと、ど

の題材でどんな質問をするのか、これなども含めて、学校現場でも大変な準備をは

じめとしたご苦労と言いますか、努力が必要になるわけでございます。 

 そういう意味では、教育現場において民主主義の前進だとか、子どもの自覚を高

めるためにどのような機会がいいのか。これは、今ほど蒲生議員もお話ありました

けれども、児童会における活動、生徒会活動、そういうクラスにおける民主主義の

議論、学校における民主主義の議論、いろんな機会の中で、子どもの発展、教育と

いうことが議論されるべきものであって、その１つの手法として子ども議会という

のもあるのではないかというふうに思いますが、どういう手法がいいのかどうかと

いうことも含めて、全ての子どもたちにとってどういう教育効果を期待するのかと

いうことを議論する中で、どういう方法を選ぶのかということになろうかというふ

うに思いますので、私は限られた十数名の子どもさんを小学校や中学校から選抜し

て、ここで子ども議会を開催するというのも１つの方法ではありますけれども、そ

れよりも、むしろそれぞれの学校現場、児童会、さらにはクラス会等において自由

闊達な議論が進む中で、子どもたちの政治的、民主主義的感覚が磨かれることが大

事なのではないかというふうに思っております。 

 いずれにいたしましても、私が招集をするというものではございませんが、現時

点では私として実施をしようというふうには考えておらないところでございます。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（今宿綾子君） 皆様、おはようございます。 
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 ただいま蒲生議員より、子ども議会の開催と、子どもに主権者としての自覚を高

めるための教育につきましてご質問をいただきました。 

 まず、主権者としての教育でございますけれども、学校教育の中では現在、小学

校におきましては、学習指導要領に基づきまして、６年生の社会科の公民的分野の

学習におきまして、地方自治の学習を行っております。その学習では、わが国の政

治の働きにつきまして調査をしたり、また、資料を活用したりして調べ、国民主権

と関連づけまして、政治は国民生活の安定と向上を図るために大切な働きをしてい

るものであるということ、それから、現在の我が国の民主政治は、日本国憲法の基

本的な考えに基づいていることなどを考える学習を行っているところでございます。

また、中学校におきましても、民主的で平和な国家、社会の形成者として、必要な

公民的資質を養う学習をしているところでございます。 

 ご提案いただきました子ども議会は、政治、選挙、行政の仕組み、また、現在の

町の行政に関心や興味を持つことができるなど、子どもたちの主権者意識を高める

場としての手法の１つであるとは考えられますが、まずは子どもたちの日常生活に

おける諸問題につきまして、自らが自主的、自律的に問題解決を図ることに重点を

置いて、身近な課題を解決する手法を学んでいく中で、自治能力を高める力をつけ

ていくことを大切にしていきたいと考えているところでございます。 

 そこで、教育委員会といたしましては、子どもたちの自治意識の向上と児童会・

生徒会活動の活性化を目的としまして、今年の夏休み、この期間中に日野町内の５

つの小学校の児童会と１つの中学校の生徒会、さらには、日野高等学校の生徒会の

役員が一堂に集って意見交換を図る場といたしまして、児童会・生徒会サミットを

計画しているところでございます。 

 このサミットでは、各学校の児童会・生徒会活動の取り組みの意見交流を中心と

しまして、さらに現代的な課題となっております「ケータイ・スマホへの対応」に

つきまして意見交換をし、それから、町内へ向けてアピールをする内容を検討しよ

うというふうに考えているところでございます。 

 この取り組みにつきましては、いじめ問題をはじめとするさまざまな生徒指導上

の諸課題への自主的な対応や、さらには、児童会や生徒会活動を通して、子どもた

ちの主権者意識を高めることなどにも大いに重要で効果が高いものと考えていると

ころでございます。このことから、このサミットに向けて積極的に取り組みまして、

子どもたちの最も身近な社会、学校というところにおいて、日々の出来事の中から

自分たちで解決方法を考え、よりよい生活を築こうとする態度を育てていく中で力

をつけていきたいと考えるものでございます。 

 そして、そのような中で、蒲生議員様からご質問いただきましたように、町の将

来を背負っていく子どもたちに選挙や行政に関心や興味を持って、さらには子ども
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たちの主権者意識を高める力をつけていきたいと考えているところでございます。

そして、さまざまな学習を通して、選挙権を有する年齢に達するときには、適切な

判断力と行動力を備えた人材育成に努めたいと考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） それでは再問を行わせていただきます。 

 町長より、18歳のときが武村知事の選挙のときだと、こういうふうにおっしゃい

ました。ちょうど私はこのときは地区労の書記長をいたしておりまして、武村知事

のために頑張らせてもらっておったところでございまして、非常に懐かしく私も聞

かさせていただいた、こういうところでもございます。 

 それでは、何点か再問を行わせていただきます。 

 第１点目につきまして、日野町の20歳代の投票率は、平成24年が41.18パーセント、

平成25年が32.80パーセント、平成26年が30.10パーセントと、年々低下しているこ

とが、また、国の32.58パーセントよりも低いことが、今明らかとなりました。逆に、

60歳代の投票率は、国の68.28パーセントよりも高く、日野町の20歳代は60歳代に比

べて、半分どころか、約４割の方しか投票されていないというところでございます。

この打開策、投票率の向上策を日野町選挙管理委員会事務局はどうすべきとお考え

なのでしょうか。お伺いをいたします。 

 第２点目について、町長の今議会のご答弁、昨日の質疑、一般質問、このご答弁、

昨日でございますが、３月議会までと比べまして、強気というか対立的かなと、こ

ういうふうに受けとめてもおりました。 

 先ほど申し述べましたが、平成３年以降、３人の議員が５回にわたり子ども議会

についての質問を行っておられます。町長や教育長の答弁は、いつも前向きな答弁

でございました。今回の答弁は、「現時点では実施することは考えていないところ」

と、こういうご答弁であったかと、こういうふうに思います。尐し後退したのかな

と、こういうふうに思います。現時点と、こういうふうに言われますが、どういう

時点になれば実施を考えられるのか。その現時点という意味をお伺いいたします。 

 第３点目について、夏休み期間中に児童会・生徒会サミットを予定していると、

こういうことでございます。昨年の８月20日に、児童会・生徒会の集いを日野町役

場で開催されました。その記事が大きく載っておりまして、岡教育次長職務代理者

が中央に写っておりまして、なかなか岡さん、頑張っているなと、こういうふうに

去年の記事のときは思っておったところでございますが、この行事はこの行事とし

て意義がある催しかなと、こういうふうに思いますが、しかし、選挙への関心を高

めることにどう結びつくのでしょうか。この点がちょっと分かりませんのでお伺い

をいたします。 

 以上、第１問目の再問といたします。 
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議長（杉浦和人君） 総務課長、投票率。 

総務課長（池内俊宏君） 蒲生議員から再質問を頂戴いたしました。 

 投票率の向上というようなことについてでございます。まず、先ほど町長からの

答弁がございましたとおり、この調査につきましては、町の方からは、26あります

投票区の中から平均的な１つの投票区を抽出して、その投票者数を調べて、県の方

に調査をいたしまして、県の方は19の市町から４つの代表的な市町を選定して、国

の方に調査を上げておられるという調査でございます。国の方ではたくさんの投票

所の数字ということでなってございますが、町の方では１つの平均的な投票区の数

字ということで、必ずしも町の平均ではないというような状況でございます。その

ような調査でございますが、全体的に20代の投票率は低いというようなことは仰せ

のとおりかなというふうに思ってございます。 

 先ほどから、蒲生議員の方で、いろいろと県選管の高校３年生への調査のことも

お話を賜りました。県選管としても啓発に力を入れていきたいということでござい

ます。町で、それぞれの町で違う方法で投票区の投票率の向上ということではなく、

県の選挙管理委員会と連携をする中で、若い方の投票率の向上に努めてまいりたい、

このように考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 私の答弁が何かきついというような話でございましたけれども、

この６月議会というのは、それぞれ議員各位が４月の選挙を受けて、住民の皆さん

の負託を受けて、激戦の中で今日この場に臨んでいただき、全ての議員から一般質

問をお受けするということで、職員の、幹部の職員に対しても、真摯に意見を聞い

て、しっかりと考え方を示すようにと、このように指示をいたしたところでござい

まして、もしもそういうような形で受けとめられたのであれば、私の不徳のいたす

ところというふうに思っております。 

 さて、子ども議会の現時点という言葉についてでございますが、先ほど申し上げ

ましたように、子どもが主権者として、さらには政治的自覚を持って健全な育ちを

していく、そのために何が必要なのかということについては、常々教育現場で第一

線におられる先生方をはじめとして、議論がされているところでございます。ので、

そういう意味では、先ほども申し上げましたけども、１つの大きな事業をするとな

ると、それの準備のためにかなりの時間と労力を教育現場は使わなければならない

ということになるわけであります。 

 例えば、修学旅行にお伊勢さんへ行くだけでも、行ったらいいだけではなくて、

そこはどういうところなんだ、なぜ、どうするんだ、友達とどうするんだと、こう

いうことの中で、教育経過を狙っていろんな授業がされます。日野町では、合唱コ

ンクール、この間も中学校で大変立派な合唱コンクールをしていただきましたし、
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小学校の方でもそういうことがされるわけでありますが、教育現場における教育活

動の中で、これがいろんな手法の中で大事なんだということになるならば、それは

それで、私は子ども議会をやりたいという声があるのであれば、私が拒絶すること

はさらさら考えておりません。 

 しかしながら、５つの小学校、１つの中学校から何人かの人を選んで、そして、

いろんな質問をしていただきますけれども、公衆の前で、公開の前で質問を子ども

たちがするわけでありますから、そこのところについては、やはりなかなかナイー

ブと言いますか、気を使わなければならない教育現場の思いもあろうかというふう

に思います。 

 10年前に、確かに荒川議員さんからこういうご提案があったときに、どうなんや

という話を当時の人たちにも聞きましたけども、それはなかなか学校は大変やでと

いうようなことを、10年前の話で今の話じゃないですけども、お聞きをしておりま

すので、どういう、学校現場の思いも含めて、やはりこれが、いろんな選択肢の中

でこれをぜひやりたい、やるべきだということになるのであれば、私が子ども議会

を拒否する気はさらさらないというふうに思っています。 

 しかし、私が現時点で思うところでは、小学校や中学校からごく一部、選ばれた

子どもがここに並んで私たちと議論をするという、それはそれで、議会というもの

はそういうものなんだよということを経験するということは大事なことなのかなと

いうふうに思いますので、１つの手法だとは思いますけれども、私としてはむしろ

それよりも、ホームルームだとか生徒会だとか、そういうところで子どもたちが自

由闊達な議論を広げることによって、民主的な感覚を学んでいくことの方がいいの

ではないかなというふうに感じておりますので、現時点ではというお話をさせてい

ただいたところでございます。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（今宿綾子君） 先ほども申し上げましたように、学校というところは、学校

という身近な社会において、自分たちの課題をしっかりと考えて、解決策を考えて

いく力をつけさせるということが大事なことであるということは、まず第一に考え

ております。 

 具体的には、例えば学級会というのが特別活動でございまして、その中で、課題

に対する一人一人の思いや必要感を集団決定したり、そしてまた、道徳的な価値を

見据えながら、具体的な自己決定をしているというようなところでございます。 

 これらは、物事を多面的、多角的に考えて、発達段階に応じて、自己の生き方、

考え方を深めさせる、学校生活を自分たちで改善する児童生徒の発想を生かして、

全員で合意した計画に全員で取り組むなどの教育活動が大事でないかというふうに

思っているわけでございますが、これらは民主的な国民、豊かな人間性や社会性を
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育てる素地を養っているものというふうに思っているところでございます。 

 したがいまして、先ほど申し上げましたような、将来の我が国の民主主義のあり

方を学ぶ素地を養うという意味でも、子ども議会の狙いにつながる子どもサミット、

児童会・生徒会サミットというものを今回計画しておりますので、ぜひともこの成

功に向けて頑張っていきたいというふうに考えているところでございます。 

 選挙への関心にどうつなげていくかということでございますが、このような力を

しっかりつけた子どもたちが、将来そのような制度についての学習をしたときにも、

きちっと理解のできる資質を備えるというふうなことになるかというふうに思いま

すので、また、子ども議会につきましては、学校の実情等も考えまして、いろいろ

と考えていきたいなというふうなところでございます。 

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） 蒲生議員から、昨年度実施しました児童会・生徒会

の代表者の集いというふうな内容についてのご質問をいただきました。 

 昨年８月20日に開催をさせていただきました。５つの小学校、１つの中学校から

全部で19名の子どもたちが参加をして、半日の集いを開催することができました。

非常に、参加してくれた子どもたちは、ほかの小学校、中学校でのいろんな取り組

みを聞かせてもらう中で、大きな刺激を受けて帰ってくれたんじゃないかなという

ようなことを感じています。まさにそういった取り組みを、今後も町内全体で大切

にしていかなければならないなということを感じているところでございます。 

 議員からご質問がありました、今求められる主権者としての教育をどんなふうに

進めていくのかというふうなことについては、私自身も非常に重要な課題であると

いうふうに受けとめています。国や地域社会のさまざまな問題について、子どもた

ち自身が自分の問題として受けとめて、どんなふうに考えて、自分自身が考えてそ

れを判断し、さらに主体的に行動していくというふうなことが、まさに問われてい

るのではないかなというふうなことを感じます。 

 つまり、今の子どもたちに求められているのは、地域の社会のいろんな活動に参

加し、自分で考え、自分で判断するというふうな力を、小学校、中学校、さらには

高等学校においてつけていくというふうなことが非常に重要であるというふうなこ

とを感じています。 

 そうした中で、日ごろからいろんな教育活動の中で、教科を問わずに大切にして

もらっている内容として、日ごろのいろんな情報を収集し、的確に読み解き、考察

し、判断をしていくというふうな、まさに教育実践の上での訓練が、スキルアップ

が求められているというふうなことを感じています。 

 子どもたちが学んでいるいろんな政治活動の中でも、例えば各教室において、今

年から予算の関係でとってもらいましたけれども、各教室に新聞をひいてもらいま
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した。県全体ではＮＩＥというふうな授業があるんですけども、教育に新聞をとい

うふうな授業を展開されています。日野町においても、各教室に新聞を、子ども新

聞を購読してもらうようにしていただいて、その中からさまざまな記事を見つけて、

政治の問題について関心を持つ、あるいは、社会科の学習で、いろんな選挙管理委

員会をはじめ、いろんな関係機関に働きかけをして、例えば県内における実践とし

て、模擬投票をしているというふうな実践も見られるところでございます。 

 そういったワークショップ的な実践を行ったり、さらには学級会の中でディベー

トの時間を設けるだとか、総合的な学習の時間の中で、子どもたちのプレゼンテー

ション能力が高まるような授業実践を組むとかいうふうな日常的な取り組みを進め

る中で、先ほど教育長の方から答弁がありましたとおり、学級会、児童会、さらに

は生徒会の活動において、自由闊達な議論が展開されるというふうな場を今後も大

事にしていきたいというふうに感じているところでございます。 

 その取り組みの１つとして、先ほど言いました児童会・生徒会活動の集いがあり

ます。そのほかにも、昨年、６年生の公民の授業の中で、日野小学校の６年生95名

が、今皆さんお座りのこの議場の方にお邪魔させていただいて、２月23日には議場

見学ということで、議会事務局の方からもさまざまな説明を受けたところでござい

ます。 

 子どもたちの中から寄せてくれた感想の中から、ごく数例だけ紹介しますと、「議

会を見学して、政治や議会のことについて興味が出てきました。税のことについて

もいろいろ分かってよかったです」という感想だとか、「日野町のお金がどのように

使われているのか、どんな会議をしているのか知ることができてよかったです。将

来、議会に出られるようになりたいです」、そんな感想だとか、「13億円ものお金を

教育に使ってくれているということを知って、将来僕も町に貢献できるように働き

たいと思いました」というような感想を寄せてくれています。まさに日ごろからそ

ういった政治教育を大切にしながら、授業実践を積み重ねていくというふうなこと

が、今後も大事になるのではないかなというふうなことを感じています。次期の学

習指導要領の改定では、政治教育の充実というふうなことも国の方でうたわれてい

るところでございます。まさに教室の中における政治教育の実践ということも、今

後も大切にしていきたいというふうなことを感じています。 

 そういった中での本年度のサミットでございます。そのサミットの中で、子ども

たちの方からまさに自主的、自発的に町の方にＰＲをしていきたい、あるいは、町

の方と議論をしていきたいというふうな声が出てきたら、またそのことについては

学校側と十分協議をしながら、見通しを持って取り組みを進めていくようになるの

ではないかなというふうに考えています。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 
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８番（蒲生行正君） 詳しくご答弁をいただきました。それでも再々問は行わせてい

ただきます。 

 私は若者の投票率の向上を図るためには、政治に対する親近感を持ってもらう活

動が一番大切かなと、こういうふうに思っております。４月の選挙におきまして、

町内の若者に投票をお願いいたしました。選挙後、選挙に行かれたかお聞きいたし

ましたところ、26歳にして、今回の選挙は選挙デビューであったと、初めて投票し

たとの若者がおられました。これが現実かなと、こういうふうに思いました。こう

した町議会議員選挙は、候補者をよく知る身近な町議会議員の選挙であり、親近感

を持ってもらえたのかなと、こういうふうに思いました。 

 文部科学省では、中学や高校で主権者としての意識を高めてもらう教育の充実を

図ること、政治課題を巡る議論や模擬投票を授業に導入することなどの検討をなさ

れています。今、安田参事からお答えがあったことになろうかと、こういうふうに

思いますが、福井県選挙管理委員会では、公職選挙法改正案が成立すれば、小中高

の学校で、選挙の仕組みを説明して模擬投票を実施する出前塾で、有志の大学生に

投票経験などを語って、身近に感じてもらう活動を充実しようとされています。名

古屋市選挙管理委員会でも、職員が小中学校や高校に出向き、本物の投票箱を持ち

込んでの生徒会役員選挙や、歴史上の人物の人気投票などをする出前トークを拡大

されようとしています。このほかにも、いろいろな県でこのようなことを考えられ

ておるように、新聞報道等から伺っております。 

 日野町の小学校においては、かつて、これは学校５日制実施以前であろうかと、

こういうふうに思っておりますが、児童会の役員選出にあたりまして、立候補者の

届出、また演説会、そして投票と、一般選挙に準じた形で行われておったかなと、

こういうふうに記憶をいたしております。そこで、日野町の小中学校でこのような

ことを再度行われる考えがあるのか。今、安田参事の方から模擬投票や議場見学等

のご答弁をいただきましたが、この点について再度お伺いをいたします。 

 次に、選挙管理委員会ではどのような活動を考えておられるのか。先ほど、県と

いう形で、県と一緒にと、こういうところでございます。いろんな、県では、市で

も考えておられるんですが、どのようなことを思っておられるのかなと、こういう

ふうに思うところでございます。もう即来年町長さんの選挙です。もう即始まって

まいりますので、その点は考えてもらってもいいのかなと、こういうふうに思いま

す。 

 また、成人の日には、選挙権付与年齢が20歳でありますことから、選挙管理委員

会の委員長が毎年ご出席をされていますが、これ、18歳になりますと、今後はどう

されるのかお伺いをいたします。 

 以上、第１問目の再々問といたします。 
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議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（今宿綾子君） 蒲生議員のご質問でございますが、私も子どものときの生徒

会の役員等は、選挙による役員投票というのがございました。随分、何年間かはそ

のような状況で、いわゆる出馬表明と選挙活動をしていて、投票するというような

こともございましたけれども、近年では、小学校でも中学校でも、選挙投票と言う

よりは、クラスの中での児童会・生徒会の役員を決めていくという形の中で、いわ

ゆる子どもたちの選挙者としての未熟な面もございますので、学級の中で所信表明

をして、今年度、児童会役員をやっていこう、生徒会役員をやっていこうというよ

うな、立候補した子どもたちにつきましての考えを聞きながら、決めていくという

ような状況でございます。 

 先ほど、それをもう一度繰り返すのかということにつきましては、そのようなこ

とにつきましては、本当に学校現場とも話をしなければならないところでございま

すけれども、しかしながら、子どもたちが自分たちのクラスの問題を解決する代表

委員をどのように決めていくのかということにつきましては、しっかりとした目で

選出するということを指導していきたいと思いますし、そうしたことが、いわゆる

選挙の活動なりの資質を高めていくことになるのではないかというふうに思ってい

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、選挙啓発につきまして再々質問を頂戴いた

しました。 

 議員がおっしゃっていただいておりますように、現在20歳の方につきましては、

成人式で選挙管理委員会の委員長が出席をさせていただき、成人としての心構えと

いうようなことでのお話とあわせまして、選挙権を有することになったというよう

なことでの、選挙の、政治に関する関心への期待ということも込めまして、ご挨拶

をさせていただく中で、パンフレットもお配りをさせていただいておるというよう

な状況でございます。 

 先日、成人式等の関係で、県の方からパンフレットの所要額の調査がございまし

て、18歳へ、選挙権が18歳になっていくというような法案が近々通るのではないか

と、こういうような状況の中で、どういうふうに選挙啓発のパンフレットがなって

いくのか、県にお伺いをしておりましたところ、まだしっかりと決まっていないと

いうようなことでもございました。 

 そういうようなこともございまして、法案が通過いたしまして、施行ということ

になりますと、全国的にそういった啓発がされるということにもなろうかと思いま

すし、県としても啓発をしていくということになるというふうに思っておりますの

で、そういったことと連携をしながら、町としても具体的な啓発については考えて
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いきたいなと、このように考えておるところでございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） もうこれ以上質問はできませんので、最後に要望を１つ行いま

す。 

 教育委員会と選挙管理委員会が連携を密にされまして、日野町の若者の投票率の

向上に取り組んでいただくことを強く望みまして、次の質問に移ります。 

 通告書、２つ目の質問でございます。 

 ２つ目の質問は、職員の接遇向上と懲戒処分についてお伺いをいたします。僧侶

という職業柄、また、議員活動上、住民と接する機会が多いのですが、「日野町役場

の職員の雰囲気が暗い。もっと明るく元気にできないものか」との声を何度かお聞

きいたします。 

 このことにつきましては、前期15期の議会において、堀江和博議員のお父さん、

堀江清一郎議員がよく申されておりました。そのとき私は、そうなのかな、他の役

所とさほど変わらないのではと、以前はそうではないと疑問に思っておりました。

自分自身が役場勤務でありましたので、感覚が麻痺してしまっていたと思っており

ます。同じ職場に、同じ組織に長くい続けると、視野が狭くなることがあります。

役場と町民の常識がかけ離れていることに気づかなくなってしまっております。ま

さに、この状態に私は陥っていたのかなと思っております。 

 去る５月19日、杉浦議長さんと正副議長就任のご挨拶回りに甲良町役場を訪れま

したとき、庁舎に入るなり、職員より「こんにちは」と、はきはきした明るい大き

な声で、そして笑顔で挨拶を受けました。日野町役場にない新鮮さを覚えるととも

に、おもてなしの心を感じました。そのとき、堀江清一郎議員や、選挙のときに応

援して下さった方々が言っておられたことというのはこういうことなのかと認識を

いたしました。 

 日野町においても、他市町と同様に、新入職員の研修に必須に接遇研修がありま

すし、何か問題が生じるごとに、課題についての研修が持たれております。しかし、

なれなのか、私に限ってそのようなことはない、関係のない他人事として受けとめ、

経験年数が深まるたびに深刻さを持たなくなり、研修が身につかなくなっているの

ではないでしょうか。 

 大津市では、昨年12月から６名の職員がプロジェクトチームを組織し、取り組ん

でこられました大津市職員接遇向上マニュアルを完成され、４月27日に市長に報告

をされました。また、毎月21日を接遇の日に設定し、職員の意識を高めておられま

す。 

 また、今議会には、自動車事故による損害賠償の額を定める専決処分の報告が提
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出されました。前期の議会においても何度か報告がありました。自動車を運転する

以上、誰もが起こしうる可能性があり、自動車事故をゼロにすることは非常に難し

いことであります。しかし、事故後の自己啓発は必要であります。選挙期間中、住

民より「日野町役場職員への懲戒処分は、民間に比べて甘いのではないか」との声

をお聞きいたしました。 

 そこでお伺いをいたします。 

 第１点目、日野町も大津市のように、職員手づくりの分かりやすい新たな職員接

遇向上マニュアルを作成するとともに、接遇の日を設定し、職員の意識を高めては

どうかと考えますが、お考えをお伺いいたします。 

 第２点目、隣接市のホームページの中の例規集には、東近江市では「東近江市懲

戒処分に関する指針」が、甲賀市では「甲賀市職員の交通事故及び道路交通法違反

に係る処分に関する規定」が掲載されていますが、日野町ホームページの中の例規

集には、処分に関する詳細な基準が掲載されておりません。なぜ載せられていない

のでしょうか。載せると都合の悪いことでもあるのでしょうか。お考えをお伺いい

たします。 

 第３点目、交通事故防止の観点から、身を切る改革をして、懲戒処分基準を厳し

くされるか、または、自己啓発としての講習や実習の機会を増やされてはどうかと

考えますが、お考えをお伺いいたします。 

 以上、第２問目の質問といたします。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） 職員の接遇向上等についてご質問をいただきました。ご指摘の

ありますように、役場に来ていただいたとき、もしくは、役場職員が対応させてい

ただくとき、明るい雰囲気で気持ちよく接遇をしなければなりませんし、あわせて、

何よりも仕事の中身のところで、住民の皆さんに寄り添って仕事をしていくという

ことが私は大事なのではないかと、このように思っているところでございまして、

今ご指摘ありましたように、町民の皆さんに信頼され、親しまれる役場でなければ

ならないというふうに思っております。日ごろから印象のよい身だしなみや言葉遣

い、親切丁寧な対応が求められているというふうに認識をいたしているところでご

ざいまして、今いただいたご意見も踏まえて対応をしてまいりたい、真摯に受けと

めたいと考えております。 

 職員に対する研修につきましては、新規採用時の４月に庁内内部講師からの接遇

研修を、また、市町村職員研修センターにおいてビジネスマナー、９月には接遇研

修を受講させております。また、採用から４年と13年程度経過した職員は、公務員

倫理研修を受講させております。職員一人一人の心のこもった対応は、住民の皆さ

んとの信頼関係が築かれる第一歩でございまして、今後におきましても機会あるた
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びに意識の向上を高めるための研修や啓発を進め、日常業務において実施、実践し

てまいりたいと考えております。 

 次に、懲戒処分に関する指針や交通事故等に係る処分規定についてでございます

が、国から公表されております最新の指針等を参考としておりまして、町独自の指

針は策定しておりません。また、公表もしておりません。国の公表されている指針

を参考としております。 

 懲戒処分の判断は、そのときどきの県や他市町の例、裁判例などを参考に判断す

るものと考えておりまして、これまでから運用をしてまいりました。交通事故の防

止に対する啓発につきましては、毎月１日と15日には職員の出勤時に街頭において

啓発を進めるとともに、毎年東近江地区安全運転管理者協会の無事故無違反運動に

職員約30名が参加をし、さらに、職域別無事故運動に全公用車が参加しているとこ

ろでございます。 

 また、交通安全運動や交通事故発生の機会等を捉え、所属長を通じ、逐次注意喚

起をしているところでございまして、引き続き交通安全に努めてまいりたいと思っ

ております。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

８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点目につきまして、私は職員手づくりの分かりやすい、大津市のような職員

接遇向上マニュアルの作成と、大津市が行っている、給料日の日を接遇の日と定め

る、そういう接遇の日の設定を求めたところでございます。答弁は的を外した答弁

でございました。再度、職員接遇向上マニュアルの作成と接遇の日の設定について、

お考えをお伺いいたします。 

 第２点目につきまして、「町独自の指針は策定しておらず、公表はしておりません」

との答弁でございました。昨日の専決処分の報告についての冨田議員の質疑に対し

ましての総務課長答弁も、内規、指針を設ける考えはないとのことでありました。 

 私の記憶が正しければ、私が総務課長でありました、平成11年の６月に総務課長

になったと思っております。それから、私はどういうわけか、年度途中の異動が非

常に多いところでございまして、この平成11年も６月という異動でございました。

その後、平成12年度、平成13年度と総務課長でありましたが、この平成11年度ごろ

に、県より指針等の作成案や交通事故等処分基準算定表が送られてきたと。もう16

年前のことでございまして、確信は持てませんが、そのように記憶をいたしており

ます。県下の市町はこの基準に基づいて作成をされたと、こういうふうに思ってお

ります。日野町においては、総務課長補佐であり、総務課長、係長、事務取扱であ

った西川光夫さんが、交通事故の処分基準の作成にあたってくれていたと記憶をい

たしております。 
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 町独自の指針を作成しないと、こういうふうに言い張られるのであれば、作成し

ていないと、町独自の指針を作成していないと言い張られるならば、作成していな

いといたしましたとしても、なぜ隣接市に定められているものが日野町にはないの

でしょうか。 

 昨日、冨田議員が言われましたように、日野町の考え方は世間の一般的な考え方

とずれがあります。昨日の専決処分の報告についての冨田議員の質疑に対しまして、

「国からの指針に基づいて処分を行っている」と総務課長は答弁をされました。国

からの指針があるのならば、今また町長も国からの指針と、こういうふうに答えら

れました。この指針に基づいて、町の指針を設けるべきではないでしょうか。お伺

いをいたします。 

 第３点目につきまして、要するに、身内には甘くしたい、身を切る改革は行わな

いと解釈してよろしいのでしょうか。確認のためにお伺いをいたします。 

 以上、第２問目の再質問といたします。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（平尾義明君） 蒲生議員の再質問でございます。 

 町が暗いというふうなことで、この意見につきましては真摯に受ける必要がある

かな、このように考えているところでございます。役場などの行政機関につきまし

ては、多くの方がいろいろと要件に来られたり、また、電話をいただいたりしてい

るわけでございます。このため、日ごろより心のこもった行政サービスに努めるよ

う、職員一人一人が高い意識を持って、特に接遇につきましては、それぞれの立場

に立って物事を考え、親切丁寧な説明、また意識ある対応、また親身な応対、接遇

対応に心がける必要があると、このように考えているところでございます。 

 しかし、挨拶や言葉遣いなど、応対時の態度、また、説明した内容にご理解がい

ただけない、また、それによって苦情、不満を言われることになるわけでございま

す。このような接遇の応対をしていれば、役場全体がそうなのかなというふうなこ

とで、信頼が失われることになります。 

 そういったことにならないように、接遇に関する研修については、先ほど答弁い

たしましたとおり、新規採用者の職員を対象にやらせてもらっておりますし、市町

村研修所においても実施をされている研修にも参加をさせておるところでございま

す。また、一般職員につきましては、毎年ではございませんが、接遇の研修を実施

しておりまして、職員の資質の向上を行っているところでございます。 

 今後におきましても、接遇は職員と住民との信頼関係を築いていく大切なもので

ありますことから、正規、非正規を問わず、役場職員一人一人が挨拶や心のこもっ

た応対を行うために、公務員倫理を含めまして、接遇研修に力を入れていこうと、

このように考えておりますので、今申し上げましたマニュアルの策定、また、接遇
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の日の設定については現在考えておりません。 

 また、交通事故等に係ります処分の規定でございますけども、昨日にお答えをし

ましたとおり、その状況等によって随分状況が変わります。特に、悪質暴走運転、

また、飲酒とかによる事故等について、また、尐額な物損事故、さまざまなケース

がございますので、それにつきましては国が示しております指針を参考にいたしま

して、それをもとに運用を今後もしてまいりたいと、このように今考えているとこ

ろでございます。 

 マニュアルをつくったかどうかについては、総務課長から連絡をさせていただき

ます。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 交通事故等に係ります処分規定につきまして、再度質問を

頂戴いたしました。 

 私の方で確認をさせていただいておりますところ、町独自の指針は作成していな

い状況でございます。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） それでは再々問を行わせていただきます。 

 町長、総務課には事前に、６月３日の日でございます、「おもてなしの心で」と表

書きをされた大津市職員接遇向上マニュアルを、これでございますが、お見せをい

たしまして、総務課にはお見せをいたしまして、大津市のホームページからダウン

ロードができますから見ておかれてはと、こういうふうにお勧めをいたしておりま

すので、町長自身も読まれたかなと、こういうふうに思って答弁を聞いておったん

ですが、答弁自体を聞いていると、そうでもないのかなと、こういうふうに思うん

ですが、そこで、なぜ今回大津市職員接遇向上マニュアルを取り上げたのか、読ん

でおられたらお分かりいただけるものと、こういうふうに思うところでございます。 

 この１ページの第１章の接遇の基本、１、身だしなみ、好ましくない身だしなみ

の例の男性の靴に、サンダル、スリッパ等と掲げられております。３ページの「仕

事を始める前にチェックしましょう」、身だしなみチェックリストの靴に、「かかと

押さえのないサンダルやスニーカーを履いていませんか」と掲げられています。町

長、ここまで申し上げたら、なぜ今回、この「おもてなしの心で」の接遇を取り上

げたのかお分かりいただけたでしょうか。 

 お分かりいただけないようでございますね。４月28日、４月28日の当選証書付与

式の日の町長の靴はスリッパでありました。ぺたんぺたんと大きな音を立てて、私

の横を通られました。初問での町長の答弁は「印象のよい身だしなみ」と、こうい

うふうに言われました。４月28日の町長の身だしなみは、これまた昨日も申し上げ

ました、言行不一致であるところでございます。 
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 かつて、私は町長公室の係長として、森田町長の秘書でありましたとき、革新系

の方が来客され、町長と面談をなされたとき、森田町長は、革製で、かかと押さえ

も尐しはありますが、スリッパと言えるものでございました。昔はたくさんこの物

を履いておられた方がおられたところでございますが、そのとき、町長に来客者が

身だしなみを強く注意なされました。４月28日、このときのことを思い出しました。

町長、４月28日の自分の身だしなみについて、どう考えておられますか。お考えを

お伺いいたします。 

 第３点目につきまして、交通事故を起こした職員は、春と秋の交通安全週間、こ

のとき10日あるんですが、この10日間、役場交差点で交通立番をされるとか、こう

いうことでもいいと思います。そういうことをされてはいかがでしょうか。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） 大津市のマニュアルについては、職員からこういうものが出て

いるよということで、私の方へ配付がありましたので、熟読までは行っておりませ

んけれども、見させていただいたところであります。そういう議論も大津市ではさ

れているんだなというふうに感じたところでございまして、今お話しのように、職

員として失礼のないようにしなければならないというふうに思っております。 

 28日の当選証書のときのことでありますが、私も明確には覚えておりませんが、

蒲生議員がそうおっしゃるのであれば、蒲生議員の記憶が全く正しいと思います。

当時、その日の話は、当選証書の授与式が終わる時間が、私が伝え聞いていたより

も急になったということで、慌てて駆け上がったことを思っておりまして、そうい

う不注意があったのではないかということで、気をつけなければならないというふ

うに思っております。 

 私も当然いろんな方と対応するときについては、スリッパということではなくて、

対応するということにいたしておるところでございますが、28日、私尐し記憶があ

りませんが、予定の時間よりも何か早まったということで、慌てて駆けつけたとい

うことがありますので、そういうことになったのかもしれません。今後も気をつけ

なければならないと、こういうふうに思っておるところでございます。 

 また、交通立番の話でありますが、役場庁舎の前に職員が１日、15日に立ってお

りますし、また、交差点等にも一定の期間立っておりますし、交通安全週間などに

つきましても、管理職も含め、私も含め、私はカローラの、役場の前に立たせてい

ただいているところでございますので、職員も管理職も私も含めて、そういう安全

週間などは街頭に立たせていただいております。 

 シルバーキャラバン隊ですとか、各地域の安全協会の人たちも含めて、それぞれ
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街角に立っていただいているということは大変頼もしい限りでございますが、役場

の方でも事業所としての交通安全、そして、地域の中における交通安全ということ

については、現時点も一定のところで実施をいたしているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） それでは、もう質問することはできません。 

 靴、サンダル、スリッパのことは事実でございます。私も16年前のことは大分薄

くなりますが、ほん数ヵ月前のことは十分に覚えております。人並み、人並みより

は記憶力はいいほうやと、自分自身でも自負はいたしておるつもりでございます。 

 大津市職員接遇向上マニュアル、５ページの第１章の接遇の基本、４、言葉遣い

に、「専門用語や行政用語、省略した言葉は使わないように気をつけましょう」とし

て、言いかえ例が掲げられております。私は今回の選挙の個人演説会のとき、専門

用語や行政用語を使いすぎると、スタッフから何度も忠告を受けてしまいました。

昨日の一般質問においても、質問者も答弁者も、議論に熱が入ると専門用語が飛び

交っておりました。 

 先ほども申し上げましたが、同じ職場に、同じ組織に長くい続けると、視野が狭

くなることがあります。役場と町民の常識がかけ離れていることに気づかなくなっ

てしまっています。専門用語や行政用語の言いかえ例をぜひとも作成されてはと思

いますし、作成されることを願いまして、16期最初の一般質問を閉じることといた

します。 

議長（杉浦和人君） 次に、６番、中西佳子君。 

６番（中西佳子君） それでは、通告に従い、質問をさせていただきます。 

 まず、空き家対策についてお伺いいたします。人口減尐と尐子高齢化の進行など

で空き家が年々増え続け、空き家の戸数は全国で820万戸に上ると言われています。

我が日野町も、平成25年度空き家率16.1パーセントで、県平均の12.9パーセントを

上回り、空き家率の高い町と言えます。雑草や防犯上の問題など、地域住民の声を

受けて、今日まで何人もの議員が質問や要望を行った事項でもあります。 

 先月26日に、空き家問題の解消に向けた、空家対策推進特別措置法が施行されま

した。防災、防犯、景観などの観点から、空き家管理に市町村が取り組む具体策を

定めた法律だと思っております。特別措置法の特定空家に認定されれば、調査、所

有者に修繕、撤去、勧告が可能となります。一方で、空き家の処分や利活用に悩む

所有者の相談や、周辺住民の苦情に応じる体制整備も必要となってまいります。特

定空家を増やさないためにも、補修費補助や貸し出し、さらに、空き家を生かした

地域活性化への創出に取り組んでいかなければならないと考えます。 

 以下、何点かお伺いいたします。 

 １点目は、平成22年の空き家調査ではおおむね335件でありましたが、住民の方か
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らの相談状況と、昨年行われた空き家実態調査状況をお伺いいたします。 

 ２点目は、町のホームページで紹介され、情報発信をされている空き家情報登録

制度の現状をお伺いいたします。 

 ３点目は、町では空き家見学ツアーなどを実施されるなど、取り組みをされてお

りますが、今後の空き家活用の取り組みを伺います。 

議長（杉浦和人君） ６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、空き家対策についてご質問をいただきました。 

 空家等対策の推進に関する特別措置法施行以降は、住民課、建設計画課で数件の

相談を受けております。空き家情報登録制度に関する相談は、多いときで週に５件

程度、月平均では約15件程度となってございます。 

 相談される方は、退職前後の年代が比較的に多いこともございますが、30代、40

代といった年代の方からのご相談も増えているところでございます。 

 また、空き家実態調査につきましては、昨年の７月から11月の間に実施いたしま

した。調査による空き家の件数につきましては、平成21年の335件に対し、平成26

年は349件となっております。今回の実態調査では、平成21年に調査した空き家の管

理状況のほか、新規の空き家などを調査しております。 

 次に、空き家情報登録制度の平成27年６月１日現在の状況でございますが、利用

希望者が65人、空き家登録件数が15件となっており、利用希望者に対し、登録物件

が尐ない状況でございます。また、登録物件の所有者は売買を希望される方が多く、

一方の利用希望者の多くが賃貸希望であることから、お互いのニーズが合わないケ

ースもございます。 

 今後の取り組みにつきましては、生かせる空き家は町のたからとしてさらに活用

を進めるとともに、空き家情報登録制度が地域の活性化につながるよう、自治会等

への働きかけに力を入れ、地域と町が協働した、よりよい仕組みが構築できるよう

に進め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。 

６番（中西佳子君） それでは再質問をさせていただきます。 

 今回、特別措置法が施行になりまして、私も尐し勉強をさせていただきたいと思

いまして、どの課に行こうかというふうに思いました。一応、建設計画課と企画振

興課に寄せていただいて、お話を聞かせていただいたんですけれども、空き家につ

いては、相続、相談などの関係では住民課も携わっていただくことだというふうに

思いますし、また、特別措置法の関係では建設計画課、また税務課も関係をするの

かなという、思っているところでございます。また、登録制度につきましては企画

振興課が取り組んでいらっしゃるところというふうになっておりまして、各課の連

携体制というのか、そういうものはどのようにとっていかれるのか。また、ご相談
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に来られましたら、窓口は一本化にできるのかということをお聞きしたいと思いま

す。 

 また、平成21年度の調査では、空き家の状態ということで、手をつけ加えずに入

れそうな空き家が10パーセント強、尐し手を加える必要がある空き家が50パーセン

ト弱、大幅な修繕が必要な空き家が40パーセント弱、修繕が困難と思われる空き家

が４パーセントから５パーセントというふうにご報告をいただいていますが、26年

度の調査ではこの現状がどのようになったのかお伺いいたします。 

 また、自治体への働きかけに力を入れていくということでしたが、どのような体

制で臨まれるのかお聞きします。 

議長（杉浦和人君） 総務政策主監。 

総務政策主監（沢田友男君） ただいま中西議員さんの方から、町の空き家対策に対

しまして、各課いろいろ課にまたがって所管している事務がありますので、そこら

の連携はどのようにしていくのかというご質問がございましたので、その点につき

まして、私の方からご答弁させていただきます。 

 以前から、いろいろの議員さんの方から、空き家対策についてご質問いただきま

した。当初は、平成23年の委員会の中で空き家対策についてのご提言があって、全

国の先進自治体もそういう条例をつくっておられますので、日野町も研究してはど

うかというようなご提案をいただきまして、その後、町におきましても平成24年４

月から、日野町の空き家問題研究会というのを立ち上げさせてもらっております。

そこが、私、総務政策主監も入らせていただきまして、建設計画課なり企画振興課、

今申されました税務課、住民課、総務課、いろいろ関係する部署の管理職におきま

して、昨年の９月に提案させていただこうと思っていました条例提案、この内容に

つきましてもそのメンバーで検討してきましたし、先進地の自治体にも、当時、平

成24年ではございますが、視察にも行っております。 

 今後の対応につきましても、その研究会をもとに対応していって、連絡調整がう

まく機能できますように努めてまいり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） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） ただいま中西議員の方からご質問いただきました２点

について、お答えをさせていただきたいと思います。 

 その前に、先ほど中西議員の方からお話しいただきました、日野町の統計上、非

常に空き家が多いのではないかということでございまして、私どもの方もおかしい

なとちょっと思ったもので、調査方法を見させていただいたんです。調査方法を見

させていただきますと、うちの町全体では160の調査区画がございまして、その中の

34区だけが選ばれ、その中の17世帯だけを抽出するという形の、抽出主義のやり方
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でされているようでございます。 

 しかも、ちょっとたまたまですが、その34調査区の中で、大体一般的に見ている

ところであればいいんですが、中には天理教さんが入ってあったりして、天理教さ

んにつきましては、９割がほとんど空き家の状態でございます。そういうもののほ

かにも、団地で空き家がたくさんのところもございましたので、それを全体として

集計される部分で調整して推計方法を出しておられる、その辺の関係もございまし

て、ちょっと高かったのかなと、こちらの方も分析をさせていただいています。正

式にはまた、後ほどまた、今後調査の方は実際にはしていかないといけないなとい

うふうには考えております。 

 あと、349件の件数と、前回と同じように、実を言うと、新興住宅地がちょっと入

っておりませんので、これも今後、一斉に調査していかないといけないのかなと、

このように考えております。 

 質問の件でございますけども、２回目の今回の実態調査につきましても、割合と

してはほとんど変わってございません、ただ、今までいわゆる家屋調査をしてきた

というか、登録制度をしてきた経験から、実際に、ちょっとの修理でいいのではな

いかというのを、実を言うと、あれは外からしか見られていないので、実を言うと

分かりにくいところがある。しかも、主観的な部分でございますので、明確な区分

けというのはなかなか難しゅうございます。 

 そこでございますけども、一応すぐ行けるかなというのは１割ぐらいは確かにご

ざいます。あと、尐しというのを４割ぐらいかなと。あと、実際にはもう大規模、

もしくはだめだなというのがあるんですが、大規模につきましては、もう外から見

て大規模にしないといけないなということは、実を言うと、もうこれはあかんかな

という家屋かなと。最近の特措法ができた、今の法律ができた関係もあって、その

辺はかなり手を入れないと、大きくそちらの方に移っていく可能性があるなという

ことで、ちょっと危惧しているところでございます。 

 それから、自治会への働きかけでございますが、これは昨日も申し上げましたと

おり、いわゆる現在、移住していただきました方々のご意見もそうでございました

とおり、住んでみてどうかという中で、先ほど後藤議員もおっしゃったとおり、景

色とか空気とかはすぐなれてしまうんですが、一番大きいのは、そこで暮らしてい

る中の人間関係にどうしてもやっぱりなってまいりますので、その辺の働きかけと

いうのは、いわゆる自治会、事前に空き家の方の、ここ、購入をちょっと考えてい

るんだという場合には、もうほぼこの辺でいきたいという話になったときには、そ

の前に自治会の役員さんと、それから、一番身近な組の組長さん、もしくは、組長

さんはあかなんでも、その組の方の誰かをお願いしたいということも含めて、ちょ

っとお願いさせていただくような場を持たせていただくというのが１点と、それか
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ら、今言いましたように、空き家が長ければ長いほど、実を言うと、特措法、いわ

ゆる特定家屋、処分せんなんというような家屋になるわけですが、その率が高くな

ってまいりますので、できるだけ自治会の方にもちょっとどうやろうなと思うお家

には、町の方もそう言うてるし、法律もできたさかいに、できたらもう早いこと、

その辺ちょっと相談されたらどうやというようなことで、できればもう早いに、空

き家の期間が尐ないに越したことございませんので、その辺も含めてお話をさせて

いただいたら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。 

６番（中西佳子君） 再々質問させていただきます。 

 今聞かせていただいて、やっぱりすぐに入居できそうな、10パーセントというこ

とで、今、空き家登録いただいている家が15件ということになっておりました。ニ

ーズ、それに対して、希望者が六十何人でしたか、かなりの数が利用したいという

方がいらっしゃるわけですが、結局今すぐに住めるような状態でないと、やはり利

用者も困ると思いますし、また、所有者の方もリフォームにたくさんお金をかけて

まで、本当に利用していただく方がいらっしゃるかどうか分からない状況で、登録

するわけにもいかないし、お金をかけるわけにもいかないという状況ではないかな

というふうに思っております。 

 ここにやっぱしっかりと補助がありますよとか、そういう部分を訴えていただか

ないと、数が増えてこないのではないかなという、思いますが、その点はいかがで

しょうか。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） まさに今、中西議員がおっしゃっていただいたとおり

でございます。私もそのように考えております。 

 ただ、尐しの修繕でという分については、ある程度ご理解いただけますが、大き

なというようになってくると、やはりそこそこ、大変金額もかかってきますし、特

に今後お願いをしていかないといけないのは、空き家の方につきましては、特に雤

漏れの部分ですね。雤漏れがある状況では、ちょっとそのまま受けられるかどうか

も含めて、協議をしていかないといけないのではないかなというふうに考えており

ます。 

 ただ、助成の関係につきましては、リフォーム制度が今、町の方でさせていただ

いておりますが、借りる方であっても、それから所有者であっても、空き家の方を

リフォームして住むということの証明なりがございましたら、それは対象というこ

とになっておりますので、それはお勧めさせていただこうと思っております。 

 それから、先ほども堀江議員の方からもございましたように、今後、町戦略の中

で、金融機関の方ともお話しさせてもらって、そのような優遇的な制度というのが
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できないかということも、ちょっとお話をさせてもらっていかないといけないなと

いうふうに考えております。 

 ちょっとそのような今のところ状況でございますが。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

６番（中西佳子君） この特措法ができまして、かなり相談とか、また悩まれる方も

多いかと思いますので、しっかりとお取り組みよろしくお願いいたします。 

 それでは次に、認知症対策についてお伺いいたします。 

 認知症の患者数は今後も増えると予測をされています。厚生労働省研究班によれ

ば、団塊の世代が75歳以上になる2025年には、認知症の高齢者数は、65歳以上の５

人に１人に当たる約700万人に達すると将来推計が示されました。 

 認知症対策は、これまで厚労省がオレンジプランに基づき、早期診断と患者、家

族への支援などに取り組みがなされてきましたが、医療や介護が中心で、認知症の

初期段階の人や、暮らし全体を支えるには不十分だとの指摘もありました。相談窓

口の整備や居場所づくりなど、十分とは言えない現状であります。さらに、高齢者

の交通事故や悪徳商法の被害などの問題も発生していると聞きます。 

 政府は本年、認知症の人への支援を強化する認知症施策推進総合戦略、新オレン

ジプランを策定されました。基本理念として、認知症の人の意思が尊重され、でき

る限り住みなれた地域のよい環境で、自分らしく暮らし続けることができる社会の

実現を掲げています。その上で、１、普及・啓発の推進、２、随時適切な医療と介

護等の提供、３、若年性認知症施策の強化、４、介護者への支援、５、高齢者に優

しい地域づくり、６、予防法・治療法等の研究開発、７、認知症の人や家族の視点

の重視の７つの柱が示されています。 

 当町でも、認知症の正しい知識、理解への啓発として、認知サポーター等を推進

されています。町の今後の取り組みをお伺いいたします。 

 １点目は、早期に認知症の鑑別診断が行われ、速やかに適切な医療、介護等が受

けられる初期の対応体制が構築されるよう、認知症初期集中支援チームの設置を推

進し、全ての市町村で設置を目指すことになるようですが、当町の認知症初期集中

支援チーム設置の考えを伺います。 

 ２点目は、認知症の人やその家族が、地域の人や専門家と相互に情報を共有し、

お互いを理解し合う、認知症カフェ等の設置の推進も行わなければならないと考え

ます。現在の取り組み状況をお聞きします。 

 ３点目は、認知症の人を含む、高齢者に優しい地域づくりが必要です。徘回など

で行方不明にならないよう、早期発見のため、地域での見守りや、詐欺などの消費

者被害を防ぐ対策も考慮しなければならないでしょう。特に、県内の特殊詐欺被害

は、今年に入り、５月末までに計35件、うち、高齢者の被害が４割を占めるとなっ
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ていました。また、高齢者の運転免許制度を見直して、認知症の検査を厳格化する

道路交通法改正が成立しました。交通事故防止とともに、買い物や通院手段を支援

する体制構築も必要になってまいります。町の見守り体制、消費者被害や交通事故

防止などの支援体制を伺います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 認知症対策についてご質問をいただきました。 

 まず最初、１点目の、認知症初期集中支援チームについてでございますが、今回

の介護保険制度の改正に伴い、平成30年度までに全ての市区町村において設置が義

務づけられております。認知症初期集中支援チームにつきましては、保健師、看護

師、介護福祉士、社会福祉士などの専門職で、認知症ケア、在宅ケアの実務経験を

有する複数の職員が、医療または介護サービスを受けていない人で、認知症が疑わ

れる人や、認知症の人およびその家族を訪問し、状況、実態を把握の上、認知症の

専門医による診断等を踏まえた上で、家族支援などの初期の支援を行い、自立生活

へのサポートを行うものでございます。 

 現在、町においては、家族や民生委員等の相談により、訪問において実態把握を

行い、専門医の紹介や介護サービスへの支援等を行っておりますが、認知症初期集

中支援チームの設置に向けては、研修会等の参加による職員の能力の向上に努める

とともに、医師会との協議を行いながら、平成28年度中には設置できるように進め

てまいりたいと考えております。 

 次に、認知症カフェ等についてでございますが、新オレンジプランでは、認知症

患者と家族への支援、地域住民をつなぐ取り組みとして、月に１回程度カフェに集

まり、語り合うことで認知症という病気を理解し、悩みを語り合う場所の設置を目

標として掲げられています。 

 町では現在、制度改正後の地域支援事業への取り組みとして、地域の中に高齢者

の方が集っていただけるモデル的な場所の設置に向け、準備をしているところでご

ざいます。このような場所を設けることによりまして、認知症の方も含め、高齢者

等の方が互いに自然と見守り合い、また、認知症の発症への気づきなどもしていた

だけるものと考えております。 

 認知症につきましては、脳の病気から発症する症状でありますことから、多くの

方の理解と協力が必要でございます。町では、学校教育面から、毎年中学校で認知

症講座を行い、認知症の人を含む、高齢者への理解の推進を図るとともに、認知症

キャラバンメイトを養成し、この方々を講師に出前講座を実施し、幅広い世代に認

知症への理解を深めていただき、地域での見守り等についてご協力をいただければ

と考えております。 

 次に、消費者被害に関しましてでございますが、昨年度までは、彦根市にある県
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の消費生活相談センターに相談をいただいておりましたが、今年度からは住民課に

消費生活相談員を配置し、住民の皆さんにとって身近で相談しやすい体制をとった

ところでございます。 

 また、各地区で結成されている安全なまちづくり協議会が、日ごろから子どもや

高齢者を犯罪や交通事故から守る見守り活動を実施していただいております。万が

一、高齢者の方が行方不明になられた場合には、警察と連携を図りながら、平成21

年度に郵便局、農協、ガソリンスタンド、コンビニなどの各団体にご協力をいただ

き設置しました「日野町徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク連絡会」にも協力をいただ

ける体制となっております。 

 なお、高齢者の交通事故対策としましては、県公安委員会では運転免許証の更新

時に、70歳以上の方には高齢者講習を受けていただくこと、また、75歳以上の方に

は高齢者講習等に加えて、自身の記憶力、判断力の状況を知っていただくための講

習予備検査も受けていただき、その結果、記憶力、判断力が低くなっていると判断

され、専門医の診断を受け、認知症と判断された場合は、免許の取り消し等になる

こともあるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

６番（中西佳子君） それでは再質問をさせていただきます。 

 認知症カフェのところでございますが、地域の中に高齢者の方が集まっていただ

ける、モデル的な場所の設置に向けて準備をしているというご答弁がございました

が、具体的には公民館や会議所などを利用されるのか。いつごろをめどに進んでい

るのかの現状をお聞きいたします。 

 また、消費者被害についてでございますけれども、近ごろ年金流出問題などがあ

りまして、不審な電話が増えているというふうに聞いております。私もつい最近、

不審な電話があったというようなことをお聞きいたしました。 

 今年度から消費生活相談員を配置されたということでございますので、これに何

件ぐらい今、相談というのが今まであったのかということを伺います。 

 認知症機能検査が強化されて、運転者に対して認知症と診断された場合は、運転

免許が取り消しになる等ということがあるということでございますが、買い物や通

院の交通手段などを考えていかなければならない状況になるかというふうに思いま

すが、その点についてのお考えをお聞きいたします。 

議長（杉浦和人君） 介護支援課長。 

介護支援課長（夏原英男君） 中西議員さんの方から、３点にわたってご質問をいた

だきました。そのうち、私の方から１点目と３点目について、ちょっと答弁をさせ

ていただきたいと思います。 

 中西議員さんの方から、認知症カフェのモデル的とおっしゃったんですけど、ち
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ょっと認知症カフェとは別で、地域の中にモデル的な高齢者の方が集っていただけ

る場所を設けていきたいというようなことを、今考えております。 

 その件につきましては、県内の先進地視察も、介護保険の運営協議会の委員さん

とともにちょっと行かせていただきました。そこでは、週３回、朝の10時から５時

までされておりました。大体月に100人程度の方、そう考えると、大体10人ぐらいの

方が毎回寄ってはるのかなというふうに感じております。運営をされているのは自

治会の役員ではなしに、そこの高齢者の方が協力をいただいて、順番に開け当番、

そこの空き家なんですけど、開けて、地域のこういう高齢者の方が集っていただい

て、手芸であったりとか、趣味のことであったりというような形のことをされてい

るという状況でございました。 

 それも踏まえまして、また、それと他の市町村でもそういうようなことが、全国

的な話なんですけど、行われているところもありますので、それなどを参考に、今

年度、モデル的にそういう集っていただける場所を設けたいと思っております。 

 現状におきましては、今申し上げました、週３日、10時から５時までというのは

なかなかハードルが高いという中で、できるだけ協力いただけるような形のものを

やっぱり要綱として定めていきたいなというふうに考えていまして、まだちょっと

内部で協議をしている最中でございます。いつまでにと、時期的にいつからという

ことでおっしゃっていただいているんですが、なかなかちょっと今、できるだけ早

い時期に、そういうモデル的なところを、要綱を定めて、また現在、実際にそうい

うことを若干行っていただいている地域もございますので、そういうときにお示し

したりして、また、地域の区長さんあたりにも要綱ができたということで、ご案内

できればと思っております。その中で、一部、委託料という形で、その費用を町の

方から委託していく形でお願いしたいなというふうに考えているところでございま

す。 

 ３つ目の、免許が、高齢者の認知症の方などで、免許が、運転がなかなか大変や

という中で、免許を返上されるという中で、県警においても免許の返上のための制

度というものをつくられているということはお聞きしております。 

 町においては、町営バス、70歳以上の方が申請をいただければ、町営バスの無料

乗車券を、福祉課の方に申請いただければ交付をさせていただいて、それで乗って

いただけるという形でご利用いただきたいというふうに思います。 

 ただ、バスの本数が地域によって尐ないところもありますので、その辺のことに

ついては、今後ちょっとまた、今ご質問いただきましたので、内部で研究なりして、

対応できるものがあれば対応していかなければならない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） 住民課参事。 
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住民課参事（宇田達夫君） ただいま、消費生活相談員についてご質問をいただきま

した。 

 今現在、滋賀県内には19の市町があるわけでございますが、13の市については全

て消費生活相談の相談員を置いて、窓口を設けられています。６つの町には今まで

相談員というのはどこにもいなかったわけですけども、この４月から日野町が初め

て相談員を設置させていただきました。 

 しかし、まだ現在、実は研修中ということがありまして、県の消費生活相談セン

ターの方に通いながら、研修をしながら実践を現在していただいているところでご

ざいますが、そんな中で、例年日野町の方からの県のセンターなどへの相談につい

ては、大体130件から180件ぐらいで推移をしているんですけれども、そんな中で、

それ以外に、簡単な問題については日野町の役場の方に電話があって、職員が対応

できることについては、今までも対応してきました。それについては、昨年で８件、

一昨年で14件程度相談を受けてきたわけでございますが、この４月から、研修中と

は言うものの、住民課の方に相談があれば、随時できる範囲で答えさせていただい

ているんですが、そんな中で、昨日現在で、早くも10件の相談を受けております。 

 そして、その中に、既に実績といたしまして、実はこの間に、認知症を疑われる

80歳代の老人の方が羽毛布団を、40万円を超える羽毛布団を実は買わされたという

ことが起こったんですけれど、相談員の方が県の方と相談しながらクーリングオフ

に成功したということで、ありがたく思っております。また、先週も、これは70歳

代の方が、これは認知症とは関係ないんですけれども、竹炭マットレスというのを、

それも購入をされ、それについてもクーリングオフに成功したということで、大変

こうして実績があり、ありがたく思っております。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

６番（中西佳子君） 交通手段については、大変難しい部分があるのかなというふう

に思いますので、今後は乗り合いバスなり、デマンドタクシーなどもされておりま

すけれども、乗り合いバスとか、小さい交通網の、細かくというのも、考えていか

なければならないのかなというふうに思うところでもございます。 

 また、相談員につきましては、大変いいことだなと思いますし、私もそういう相

談があったときは、住民課にと今まで言っていたんですが、そういう相談員がおら

れるということでしたら大変心強いので、そういうふうにまた住民の方に周知をし

ていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 次に、子どもの貧困対策について伺います。尐子高齢化が進む中、国の調査では、

日本の子どもの貧困率は、平成24年度時点で16.3パーセントとなっており、17歳以

下の子どもの約６人に１人が、平均的な世帯所得の半分に満たない家庭で暮らして
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いることを意味します。大人１人で子育てする世帯の貧困率は５割を超えると言わ

れています。 

 先日の滋賀市民新聞には、「県内でも、生活困窮世帯の公立小中学生に、学用品費

や給食費などを援助する就学援助割合が、平成17年度は9.58パーセントだったのに

対して、平成24年度は12.69パーセントに急増し続けている。県は今年度から子ども

の貧困対策に力を入れ始めた」との記事が掲載されておりました。 

 親や家の経済的事情で、子どもの潜在的な能力が発揮しにくい環境に置かれた子

どもの進路や、進学への不安が増加傾向にあります。子どもたちへの支援は、次の

時代を担う大人を育てることでもあります。子どもたちが将来に希望を持てるよう、

支援施策を望むものであります。大学や専門学校に進学する子どもたちが増えてい

る中で、未来を担う子どもたちのために、教育の格差の解消に向け、現状把握と対

策が当町でも必要と考えます。 

 以下、お伺いいたします。 

 １点目は、国の子ども貧困対策法や、県の支援体制などがありますが、子どもた

ちへの学習支援や居場所づくりなど、子どもの貧困対策について町長はどのように

お考えか、その認識をお伺いいたします。 

 ２点目は、生活困窮者支援法において、自治体の任意事業ではありますが、子ど

もへの学習支援があります。町の取り組みをお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 子どもの貧困対策についてでございますが、今も縷々ご指摘が

あったとおりでございます。厚生労働省が発表した調査において、日本の子どもの

貧困率が過去最悪を更新し、16.3パーセント、ほぼ６人に１人の子どもが貧困状態

にあるということでございます。日本全体の数字とはいえ、日野町だけがかけ離れ

たものではないというふうに認識をいたしております。 

 親の病気や死亡、離婚、失業など、さまざまな事情で家計が苦しくなり、子ども

にしわ寄せが行くというのが実態となっており、親の過酷な雇用、経済環境が子ど

もたちを直撃していると思われます。 

 貧困状態に置かれた子どもたちは、食事も満足にとれず、病気になっても十分な

治療が受けられないなど、健康が脅かされることや、給食費や教材費、修学旅行費

などが負担できず、学校生活が困難となるなど、経済的理由から進級、進学を断念

することにつながっていると思われます。 

 このような状況は、家庭や子どもの自己責任では済まされないと考えます。未来

を担う子どもが务悪な状態に置かれ、将来の可能性を奪われていることは、子ども

の人生にマイナスだけではなく、日本社会の重大な損失となるものと考えておりま

す。 
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 これらを打開する対策については、第一義的には、国の経済社会保障政策の充実

が必要なことは当然ですが、町としても支援が必要な家庭に対し、現在の福祉、教

育施策における児童扶養手当、就学援助、医療費助成や奨学金など、あらゆる制度

を活用して対応したいと考えております。 

 次に、子どもの学習支援についてでございますが、本年４月に施行された生活困

窮者自立支援法において、任意事業の１つとして位置づけられております。生活困

窮者自立支援法は、生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活

困窮者に対し、福祉事務所を設置する自治体が、自立相談支援事業の実施や住居確

保給付金の支給、その他の支援を行うための措置を行う制度、いわゆる第二のセー

フティーネットでございます。 

 福祉事務所を設置しない町村においては、県の責任において制度を運用すること

となり、日野町においても、県が町の社会福祉協議会に支援事業を委託されました。

現在、この委託業務は相談支援窓口の設置、相談支援およびプラン作成と関係機関

との連携などの必須事業の一部となっております。町のかかわりとしては、他の福

祉施策での支援も必要となることから、福祉課が社協と連携して相談体制をとるこ

ととしております。 

 子どもへの学習支援につきましては、県内のいくつかの市において取り組みが始

められたところです。県の事業となる町においては、現在、県、町、町社協が、そ

の町の実態に合わせた形での実施に向け、協議を進めておりまして、日野町として

は県、社協、そして教育委員会とも連携して、対応を検討しているところでござい

ます。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

６番（中西佳子君） それでは再質問をさせていただきます。 

 ただいまの町長のご答弁では、子どもの貧困について現状を本当に認識し、理解

していただいて、また、子どもたちへの経済的な面から見た支援は、大変前向きに

お考えいただいているというふうに感じましたが、学習支援については余り前向き

なご答弁ではなかったかというふうに思いました。学習支援については、ただいま

検討というような状況というふうにご答弁いただいたと思うんですが、自治体によ

っては放課後学習支援や、学生ボランティアなどの協力で、学習会などの支援をさ

れているところもあります。日野町の現在の行われております学習支援をお伺いい

たします。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（今宿綾子君） 子どもたちの現在の学習支援についてでございますが、まず、

このたびの法律では、貧困の連鎖を防止するために、生活保護受給世帯を含む生活

困窮世帯の子どもたちに対する学習支援や、保護者への進学等に関しての助言を行



3-54 

う支援に関して、連携して事業を進めるということを重要というふうに通知がなさ

れているというふうに認識をしております。 

 現在の町内の学校におきましては、特に学習がおくれがちな子どもに対してです

けれども、学習支援の充実を考えております。まず１つは、尐人数によるきめ細や

かな学級編成による学習支援が１つです。それから、先ほどお話がありました放課

後学習ですとか、それから、放課後ではなく業間、休み時間と給食の待ち時間とか、

そういった時間等を利用した個別の学習支援を２つ目にしております。また、学び

直しプリントというものを県の方からいただいておりますので、そのプリントを活

用しまして、個別指導などを行っているという、そのような学習支援を行っている

という状況でございます。 

 それから、生活困窮者に限らず、さまざまなリスクを抱えている子どもたちにど

う支援していくかということにつきましては、福祉関係部局とも連携をとりながら、

要保護児童対策地域協議会とかケース会議を開催しまして、個別の生活相談や療育

支援、また、進路に関する支援を展開しているというのが現在の状況です。 

 今後は、先ほどもお話がありましたように、生活困窮家庭にあって、そしてまた、

学習がおくれがちな子どもたちに対する学習支援をどのように行っていくのか、ど

の方法がより効果的なのかということにつきまして、具体的な支援内容につきまし

て検討していき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） 中西佳子君。 

６番（中西佳子君） それでは再々質問をさせていただきます。 

 日野町は自然にも恵まれておりますし、また、地元に高校もあるということで、

教育環境は決して悪くないというふうに私は思っているところなんですけれども、

また、地域での就学前の子どもさんにつきましては、地域での子育てサークルです

とか、また、町で行われているぽけっとですとか、そのように、また、保育所の増

設などで、ちょっと進んできているなというふうに思っているところなんですけれ

ども、やっぱり小中学生への支援というところは、もう尐し強化に充実していただ

きたいなというふうに思っているところなんですけれども、子どもたちの居場所づ

くりや、今聞かせていただいたんですけれども、進学への不安などを解消するため

に、全ての子どもが通える、誰でも勉強したいという子どもさんたちが通える学習

支援をさせていただきたいと思うんですが、それには土曜日の学習というのが、私

は有効ではないのかなというふうに思うんですが、日野町は土曜日の学習について

はどのようにお考えでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（今宿綾子君） 土曜日学習についてでございますけれども、土曜日寺子屋と

かいう取り組みも、全国的には行われているということを聞いておりますけれども、
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まず、週５日制になったときに、土曜日の子どもたちの居場所づくりというのを社

会全体でしようということで、いわゆるスポーツ尐年団ですとか、それから公民館

活動とか、いろいろな対策が考えられてきまして、週５日制が進んでいるというわ

けでございます。 

 現在では、やはり土曜日の子どもたちの過ごし方というのが、例えばスポーツに

関しましても二極化していまして、例えば、もう家にこもってゲームをしていたり

とか、それから、また逆に、スポーツ尐年団で土曜も日曜も体を動かすとか、そう

いったことが、逆にまた子どもたちにとってどうだろう、子どもたちの土曜日をで

きるだけ有効なものにしようというような動きがございます。 

 そのような中で、いろいろと公民館の館長さんとも話をしておりまして、いわゆ

る子どもたちの活動できるような機会をまたつくっていけないかというようなこと

ですとか、それからまた、日野町でも今まで進めていただいております、子ども文

化、カルチャー教室とか、スポーツ尐年団の充実、拡大といったところにつきまし

ても一緒に考えてきまして、土曜日の子どもたちの、授業というよりは、町の中で

土曜日の学習をどのように考えていくかというふうな考え方に広げていきたいなと

いうふうに思っているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

６番（中西佳子君） もう質問はできませんのであれなんですが、スポーツにいそし

む子どもたち、また、本当に自分の才能を伸ばしていくということで取り組んでい

くことは大変重要かというふうに思いますが、また学習支援、塾などに通えないと

いうような状況にある子どもたちにとっては、そういう場は大変必要ではないかな

というふうに思いますので、今後もまた土曜日学習についてもご検討いただきたい

という、要望しておきます。 

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２時

からといたします。 

－休憩 １２時２８分－ 

－再開 １３時５９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。 

 12番、池元法子君。 

12番（池元法子君） それでは、16期目初めての一般質問を行います。 

 本題に入ります前に、尐し聞いていただきたいと思います。議員必携の中に、一

般質問のところで、「要望やお願い、お礼の言葉を述べることは厳に慎むべきもので

ある」というふうに書かれております。ですから、私は１期目のときからなるべく

そういうことは避けてきて、質問に臨んできましたので、ほかの方はほとんどお礼
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を述べられております。ですから、いや、その人たちにそういうふうにせいという

わけじゃないんですけれども、高飛車な、私が、高飛車な態度かなとか、無礼な態

度やなと思っていただかないようにということを申し添えて、本題に入らせていた

だきます。 

 まず、１つ目の質問で、国民健康保険についてを質問いたします。今、国会で医

療保険改革法案の審議が行われ、本年平成27年度における社会保障の充実に充てら

れる消費税増税分の中に、国保への財政支援の拡充が挙げられ、低所得者対策の強

化のための財政支援として約1,700億円を措置するとともに、財政安定化基金の創設

のために約200億円を措置するとされています。また、主な実施事項の中には、平成

30年度に国民健康保険の財政運営責任等を都道府県に移行し、制度を安定化させる

とあります。 

 そこで、以下のことをお尋ねいたします。 

 まず１つ目に、本年度の国の予算措置をどのように活用されるのか。日野町の国

保税の引き下げや、基金への活用等のお考えをお尋ねいたします。 

 ２つ目に、運営主体が滋賀県になった場合、これは平成30年度からですが、日野

町の国保税額はどのようになるのか。また、今ある国保連合会はどのようになるの

かお尋ねをいたします。 

議長（杉浦和人君） 12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、国保の関係についてご質問をいただきました。 

 今国会で審議されておりました国保関連法案については、５月27日に参議院本会

議で採決され、可決、成立をいたしました。成立した改正法は制度の大枠を示した

もので、詳細の検討はこれからとなり、今後運営がスムーズにできるよう、政省令

やガイドライン策定に向け、厚生労働省は早期に国保制度の基盤強化に関する国と

地方の協議を進める考えとしているところでございます。 

 そうした中で、本年度の国の予算措置の活用につきましては、現在明らかにされ

ております内容は、低所得者対策を含む保険者支援制度に、平成27年度には約1,700

億円措置されます。このことで、県へは約14億円の拡充となる見込みで、日野町へ

の支援拡充額は、県医療保険課の現状の試算では約2,100万と見込まれております。 

 日野町の国保会計の今年度の当初予算では、国保財政調整基金4,800万円を繰り入

れしての編成で、医療費等の給付額が多額になっている現状から、税の引き下げに

は至らないと考えております。医療費等の給付額の推移を検証し、適正な予算執行

に努めてまいりたいと考えております。 

 また、200億円は財政安定化基金の創設に向けてのもので、平成29年度以降、さら

なる公費の投入により、財政リスクの分散、軽減に向け、2,000億円規模の計画とさ

れているところでございます。 
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 次に、滋賀県が国保の運営主体となった場合でございますが、平成30年度から県

が国保の財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、

国保運営について中心的な役割を担うとして、制度の安定化を図るとされています。

県は医療給付費等の見込みを立て、市町ごとの分賦金の額を決定されますが、これ

は市町ごとの医療水準、所得水準を考慮することとされております。 

 医療費が増え続ける中、国の財政支援等の措置方針を注視しながら、分賦金の決

定等について、国保運営方針等検討協議会等において協議していくこととなります。

日野町の保険料は、現時点で県平均よりやや下位にありますが、現状でどのように

なるのか、まだ定かではないところでございます。 

 平成29年度以降の国費の投入には、基金の創設のほか、国の財政調整機能の強化

として、自治体の責めによらない要因に対する財政支援強化を図るとされておりま

す。また、医療費の適正化に向けた取り組みとして、努力を行う自治体に支援を行

う保険者努力制度の創設が計画されているところです。 

 なお、国保連合会は存続することがほぼ決定されております。これは、県が運営

主体になりましても、診療報酬等の審査、支払い業務、保険財政共同安定化事業、

保険者事務の共同処理等を引き続き連合会が行うことが適切と判断されてのことで

ございます。 

議長（杉浦和人君） 池元法子君。 

12番（池元法子君） それでは再質問をさせていただきます。 

 本年度からの低所得者対策の強化のための財政支援の措置についてのお尋ねに対

して、「国保会計の今年度当初予算では、国保財政調整基金4,800万円を繰り入れし

ての編成、医療費等の給付額が多額となっている現状から、税の引き下げには至ら

ない」と答えられました。 

 しかし、このことの措置として、滋賀県では2015年度の県予算として３億8,600

万円計上とのこと。この投入は、国が２、県が１、市町村が１の割合になりますの

で、つまり15億4,400万円規模となり、県全体の加入者数32万4,000人で割ると、4,765

円の財政効果ということになります。それも、今年度だけでなく、毎年入ってくる

ことになっています。全国的にもこの措置を利用しての引き下げを行っている自治

体が増えています。お隣の甲賀市では、500万円以下の世帯で約１万円引き下げられ

るそうです。 

 財政調整基金の繰り入れをしているから引き下げはできないというのは、納得で

きる答えではありません。町の新年度予算以後の新たな措置だから、当然住民に還

元させるべきだと考えるものです。今後の経営安定を考え、基金に積み立てること

も含め、再度お尋ねをいたします。 

 また、財政安定化基金の創設については、昨年まで高額医療費への対応として30
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万円以上だったものが、本年度からは１円以上となったそうですが、今までの１レ

セプト80万円以上の高額医療費共同事業はそのまま残るものなのですね。お尋ねを

いたします。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（橋本敦夫君） ただいま池元議員の方から再質問の方いただきました。 

 町長答弁にありましたように、低所得者対策を含む保険者支援制度は、県医療保

険課の25年度データでの試算では、現状、町への支援は約2,100万円ということにな

っております。１人当たり約4,600円と聞いております。 

 医療費は急速な高齢化や医療の高度化等によって、今後も増大の見込みとなり、

保険料、公費、自己負担も増大すると見られております。国また県では、医療費が

平成20年度以降、毎年約３パーセント伸びている状況で、日野町の医療費は平成25

年度約14億2,650万円、平成26年度約16億円と、12.2パーセントと大きな伸びとなっ

ております。25年度、24年度に比べ、医療費が下がったこともありますが、それを

上回る大きな伸びとなっております。 

 26年度では医療費が１億円を超える月が４回あり、また、この４月も１億円を超

えた状況となっており、保険者支援の拡充を受けましても、厳しい予算は避けられ

ないと判断をしております。仮に、予算執行上、余剰金が出ました場合は、調整基

金へ積むことが適切と考えております。 

 次に、国民健康保険事業では、他の道路築造などの場合と違いまして、１億円で

500メートル施行ができるとかいうことではございませんで、被保険者の方が病院で

治療を受けられれば、全て給付となるわけでございます。補助金、交付金、保険料

等の入、給付金等の出の傾向等を判断する中で、９月または12月に補正予算の方を

適切に対応していきたいと思っておるところでございます。 

 また、議員が申されました、30万円以上から１円と言われましたのは、保険財政

共同安定化事業で、今年度より全ての医療給付金を対象として、全ての市町が拠出

して構成する財源により、医療給付金を対象として構成する財源により、費用負担

を調整する仕組みのもので、国保連合会で実施されております。高額医療費共同事

業は、交付金額80万円以上で支援措置が継続しております。 

 病院にかからない心身のケアが重要であることは明らかで、健康寿命を延ばすこ

とが必要で、今後も福祉課、保健センターと連携を図りながら、医療費の縮減に努

めることが重要と考えておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 池元法子君。 

12番（池元法子君） 平成30年から行われる予定の、都道府県単位化についてであり

ますけども、これについて、市町村の期待がものすごいあったと思うんですね。国

保運営に長年苦労してきた市町村長や、また市町村職員、また私たち議員などにも、
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国保は都道府県が運営し、国保税率は都道府県内で統一化されるので、保険税に対

する利用者からの苦情対応の苦労から解放されるという期待があったようです。 

 しかし、現実は現状と変わらない、あるいは、市町村と国保加入者に今以上の大

きな負担を強いる新たな仕組みがつくられているのではないでしょうか。つまり、

運営はほぼ現状と同じ、都道府県は監視役となり、二重行政となるのではないでし

ょうか。 

 となると、うちの場合、国保事業費納付金が県から請求され、町は県に100パーセ

ント納付が強いられることになると思います。100パーセント納付をしようとすると、

町はどうすればいいのでしょう。例えば、90パーセント、95パーセントの収納率で

100パーセント納付しなければならないとなると、法定外の繰り入れをする、また、

基金がある場合はそれで穴埋めをする、新しくできる財政安定化基金から借りる。

でも、借りたら当然返済しなければならず、次年度に保険税値上げの要因にもなり

ます。９割の収納率で100パーセント納付できるように、１割以上増しの保険税にす

る等、どれを見ても都道府県化になると国保税は高くなる懸念があります。 

 また、保険税が高くなれば滞納が増え、差し押さえなどの滞納処分が一層強まる

ことも予想されますが、これらのことについて当局はどのように受けとめられてい

るのかお尋ねをいたします。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（橋本敦夫君） 池元議員の再質問でございます。 

 都道府県が国保の財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業

確保により制度の安定を図るということが大きな柱でございます。先ほど町長の答

弁にもございましたとおり、財政安定化基金を27年度から200億、また、29年度にお

いては2,000億確保という計画もございます。その中で、一般会計からの繰り入れの

必要性を解消する、保険給付費の確実な支払いを確保するということをうたわれて

おるわけでございます。 

 議員が心配されております、国保の保険料の方がどうなるのかというところが大

きなことかと思いますが、町長答弁の中にもありましたように、国保運営方針等検

討協議会で平成30年度に向けて議論を進めることとなっております。その第１回が

この６月30日に予定をされているところでございます。 

 また、この組織といたしましては、市町村の担当課長、県医療保険課、国保連合

会、後期高齢者医療広域連合、および有識者を含めました協議会という形になって

ございまして、平成30年を迎えるにあたっての医療水準、所得水準の考え方等を協

議し、各市町の着地点を見出すための協議会になるのではと考えております。各市

町の思惑は異なることから、大変な作業になると考えております。また、各市町の

首長間での協議も大きな事項となってまいるものと考えております。ひいては、議
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会での承認事項等が出てまいりますので、協議の場が必要となりますので、ご協力

のほどよろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 池元法子君。 

12番（池元法子君） もうこのことについては再質問は行いませんが、うちは平均よ

りも一応低い、国保税額は低いということになっておりますし、本当に低いところ

は上げては困るし、高いところは下げてほしいと言うと思いますので、大変な協議

会になるんじゃないかなということをちょっと懸念いたしております。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 子どもの医療費についての質問です。県内の子どもの医療費助成制度は、昨年、

平成26年には、入院は大津市以外は中卒まで、豊郷においては高卒までとなってお

りました。通院については、彦根市をはじめ８市と竜王町が就学前まで、大津市、

日野町が小学校３年生まで、東近江市が小学校卒業まで、甲賀、高島、米原の３市

と愛荘、甲良、多賀の３町が中卒まで、県下で初めて豊郷町が高卒までとなってい

ました。 

 今年度、平成27年10月からの実施は、さらに近江八幡と日野町が小卒まで拡大さ

れることになりました。小学校の子どもさんを３人お持ちのお母さんは、「うちには

アレルギーの子もいて、医療費の負担は大変です。１度通院すると１万円近くかか

るときもあり、尐しぐらいの熱なら我慢をさせて様子を見ることもありましたが、

これからはお財布を気にせずに病院に連れていけるので嬉しい」と話されています。 

 本年の一斉地方選挙、県議会議員選挙におきまして、中学校卒業までの子どもの

医療費の無料化を公約に上げる候補者が、共産党だけでなく、自民党の公認の方か

らも出たことについては大変ありがたいことだと思っています。これからの若者の

定住、転入のためにも思い切った決断を訴えますが、当局のお考えをお聞きいたし

ます。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 子どもの医療費の問題についてご質問をいただきました。池元

議員からは、ずっとこの課題については明確な答弁を求めますということで、何度

もこの分野のご質問をいただいているところでございます。 

 こうした中で、昨年の12月の日野町議会においては、無料化の拡充を早期に求め

るということで、決議もされたところでございます。そうした議会の決議も受けな

がら、今年10月からは小学校卒業までの医療費拡充助成を行うこととしたところで

ございます。 

 県議会議員の選挙においてもということでございますので、やはり県も一定の役

割を果たしていただいて、市町だけがここの部分で負担を、大きな負担をというこ

とではなくて、県が一定の役割もぜひ果たしてほしいなということで、この点につ
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いては町村会への要望活動等も言っておるところでございます。 

 今後の拡充につきましては、現在実施しております制度によります受診の動向や、

財政状況等も見きわめながら判断してまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 池元法子君。 

12番（池元法子君） これまでの答弁でも、必要性については理解をしていただいて

いると思っております。現在、都道府県で医療費助成を含む福祉施策については、

滋賀県は全国でワースト県だと言われています。県単位で中学校卒業までの医療費

助成をしていただくことになれば、本当に町としては大変助かります。町がそれま

で助成していただいた分を、ほかの施策に使うこともできるからです。 

 また先ほど、若者の定住、転入のためにも思い切った決断をと申しましたが、本

当は全国的に、せめて県で力を入れてほしい。義務教育中は平等にというふうにも

思っています。 

 しかし、子どもを持つ若いお母さんたちは、子どもたちの福祉施策が進んでいる

ところで生活をしたいと感じておられるのが現実です。受療動向や財源額を見きわ

めて判断とのお答えをされましたが、成人、高齢者と違い、受診率や高額医療にな

る率も、それほど試算とは違わないものだと考えております。先ほど私、県に対し

て町村会でも申していくというふうにも言われました。ぜひ、遅くとも来年10月か

らの実施を望むものですが、再度お尋ねをいたします。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（橋本敦夫君） 池元議員の再質問にお答えをいたします。 

 議員が言われますとおり、滋賀県の対象年齢は、通院、入院とも就学前で、先進

県でないことは事実でございます。町長の答弁にもございましたように、県また国

の方へは、町村会を通し、毎年要望を行っておるところでございまして、今年度も

行う予定をしておるところでございます。 

 また、参考に、昨年10月から小学生の低学年の無料化を町の方も始めております。

そのことの集計でございますが、件数でいきますと3,513件、通院、歯科、調剤等3,515

件で、費用の方は610万円が追加費用という形で出てございます。このことにつきま

しても検討材料にしながら、議員の申された、早期にできないかということの庁内

協議の材料とし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） 池元法子君。 

12番（池元法子君） 国保税がこれまで高くなった原因は、ごめんなさい、今第１、

第２の質問で共通する面もありますので、再々質問のところで述べさせていただき

ますが、国保税がこれまで高くなった原因は、国保負担率が1970年、約60パーセン

トであったものが、1984年から年々低下をし、現在は23パーセント程度の国保負担

率となったことが一番の問題だと思っています。本年度より消費税の増税分の一部
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を、国保への財政支援の拡充に計上されました。 

 しかし、その金額は全国の法定外繰入の会計よりかなり低い金額となっておりま

す。地方自治体は引き続き法定外の繰り入れをしながらの運営をしなければならな

いと思っております。国保法第１条、社会保障としての国保を実現するために、医

療を受けることのできない住民を出さないために、引き続き負担軽減に努めていた

だくことを強く訴えまして、私の一般質問を終わらせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 次に、11番、東 正幸君。 

11番（東 正幸君） それでは、通告に従いまして、３点ほど質問させていただきま

す。今回も分割方式でお願いをいたします。 

 ちょうど１年前の2014年６月の通常国会におきまして、地域における医療、介護

の総合的な確保を推進するとして、介護保険制度の持続可能を追求するとの言い回

しをしながら、本年2015年４月から介護保険制度の、私らから言いますと、大改悪

がスタートいたしました。 

 介護報酬の引き下げによるサービス利用の抑制や利用者の負担増、介護保険料の

大幅な引き上げとなり、その上、要支援外しなど、介護保険利用者の怒りと不満が

続出しているところでもございます。介護事業者や施設に支払われる介護報酬が３

年に１度改定されるが、大変厳しく引き下げられたところでもございます。 

 その影響についてお伺いいたします。 

 基本報酬、特定サービス（小規模のデイサービスや特別養護老人ホーム）、要支援

者の通所系サービス、介護予防通所リハビリ、また、介護予防通所介護などについ

て、どれほど切り下げられたのか。現状でも相当の人材不足とお聞きいたしますが、

介護の担い手はどうかお伺いいたします。 

 また、要支援サービスの見直し、新総合事業に対して、要支援者のホームヘルプ

サービス（介護予防訪問介護）、デイサービス（介護予防通所介護）は、地域支援事

業（介護予防・日常生活支援総合事業）に移行するとしておりますが、どのような

事業形態を予定されているのかお伺いしたいと思います。 

 また、国のガイドラインでは、通所型Ａの担い手として無資格者でも提供可能と

し、また、通所型のＢでは住民ボランティアでやってほしいということが書かれて

おりますし、また、通所型サービスＣ型のリハビリなどでは専門職としております

けれども、こういうことについてどうかお尋ねいたします。 

議長（杉浦和人君） 11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、介護保険についてご質問をいただきました。 

 まず、今回の介護報酬の改定についてでございますが、全体で2.27パーセント減

とされたものでございます。基本報酬については細かく定められており、ご質問の

小規模型事業所のデイサービスでは、所要時間７時間以上９時間未満の場合は、要
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介護度により8.8パーセントから9.8パーセントの減に、また、特別養護老人ホーム

の多床室の場合、要介護度により5.5パーセントから6.3パーセントの減となってお

ります。また、27年８月にはさらに5.5パーセントから7.9パーセント減額される予

定です。 

 要支援の方に対する介護の基本報酬は、介護予防訪問介護で約4.7パーセントの減、

介護予防通所介護では約20パーセントの減となっております。なお、通所リハビリ

テーションでは包括化した基本報酬の設定が行われたため、通常規模型で所要時間

６時間以上８時間未満の場合、要介護度により３パーセントから7.2パーセントの上

昇となっております。 

 一方、資質向上の取り組みや雇用管理の改善、労働環境の改善の取り組みを進め

る事業所を対象として、介護職員処遇改善加算の拡大や、サービス提供体制強化加

算の拡大による加算の新設または拡大が行われております。介護サービス提供事業

所では、介護報酬が減となる中で、加算要件などを勘案しながら事業運営をされて

いる状況であると伺っております。 

 次に、介護の担い手となる介護職員の不足については、人材確保対策を担ってい

る県の滋賀県介護職員人材育成指針に基づく、いろいろな制度の活用、また、町に

おいても、介護職員初任者研修の資格取得に要する費用の一部助成の取り組みを進

めていますが、介護の労働市場は景気の影響を受けやすいと言われており、他の業

種での求人が増えると介護職員への応募が尐なくなり、各事業所とも人材確保に苦

慮されている状況でございます。 

 今後におきましては、人材確保と安定化に向けて処遇改善等を行うとともに、各

事業所での職場見学や体験、介護セミナーを開催するなど、介護職の魅力を伝えて

いただくことも大切だと考えております。 

 介護予防・日常生活支援総合事業への意向においてサービスの類型については、

ガイドラインの中で全国の事例をもとに、典型的な例を参考として示しております。

町では要支援の方で、現在のサービスの継続が必要な場合には、訪問通所介護事業

者によるサービスの提供が必要と考えており、国の基準を基本に、介護事業者に引

き続き協力いただけるよう働きかけているところでございます。 

 一方で、高齢者の多様なニーズに対応するため、ボランティア等の多様な主体が

担い手となることで地域の実情に応じた取り組みができ、この場合、必ずしも資格

を有さない方に対しても、研修等を行うことにより質を確保しつつ、活躍の場を創

出することで地域での支える人を増やしていくことが必要であるとも考えておりま

す。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

11番（東 正幸君） 今の回答を見ていますと、やはり小規模事業所のデイサービス
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では9.8パーセントの引き下げ、あるいはまた、特養の老人ホームでは6.3パーセン

ト、さらに、今年の８月からそれが7.9パーセント減額されるとあります。 

 要支援の方に対する基本方針について、介護予防訪問介護で4.7パーセント減から、

介護予防通所介護ではマイナス20パーセントと、このように回答を、答弁をいただ

きました。また、ある報道では、リハビリ通所サービスで要支援１では25.5パーセ

ントも下げられ、とにかく要支援者と軽度者の切り捨てというのではないかと。要

支援者１・２の冷遇扱いであると思います。 

 このような中で、答弁にもありましたように、要支援の方でサービスの継続が必

要な場合は、事業所に働きかけていきたいとあります。この事業所からももうお断

りやでというような、そういった状況といいますか、事業所はないのかどうか。事

業所も回られていると思うんですけれども、そこら辺の対応はどのようにされてい

るのかお伺いしたいと思いますし、また、今の地域支援事業といいますか、介護予

防・日常生活支援総合事業への移行においては、即というよりも、猶予期間といい

ますか、29年からと思うんですけども、そこ、２年間延びたのかなと。延びたと言

ったらおかしいですけども、そういう猶予期間があると聞いておりますけれども、

介護保険から外れる要支援１・２の者の地域支援事業が実施するサービスについて、

国や県の財政支援は今までどおりずっとされるのか。そこら辺もお伺いしたいと思

います。 

 また、やはり要支援１・２というのは大変重要ではないのかなと、改めて思いま

す。といいますのは、３日か４日ほど前にＮＨＫでも放映されておりました。東日

本大震災の中で、住宅に入っておられる方が今まで元気だったのに、じっとされて、

生活不活発者になってしまったということで、機能が、もう腰が立たなくて、足も

動かなくなったということで、ある大学の先生が、お医者さんが付き添われて、こ

うしたらどうやというような指導があって、それが回復して、50メートルほどしか

歩けなかった人が、今はもうずっと団地内を回っておられるというような放映があ

りました。まさにここら辺が、要支援者、要支援１・２の一番大事なところではな

いのかなという感じをさらに受けたところでもございます。そうした中で、そうい

う支援事業も財源はどうやっていくのかということもお聞きしたいなと思います。 

 それから、やはり、ここには具体的には出ておりませんが、介護職の人材確保で

あるかなと思います。セミナー開催とか、県とともにということではございますけ

れども、具体的に何年に何人ぐらいは育成していかなあかんなというように思うん

ですけども、そこら辺の具体的な取り組みについて、もしあればお聞きしたいなと

思いますし、もう１つは、ボランティアというようなことが出ておりますけれども、

それの、ボランティアはどういうようなものを予定されておられるのか。担い手と

なるボランティアを育てていきたいということを書いておりますけども、どうやっ
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て地域に根差していくのか、そこら辺のお考えをお聞きしたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 介護支援課長。 

介護支援課長（夏原英男君） 東議員さんの方から、何点かご質問をいただきました。 

 １つ目につきましては、介護報酬が今回減額された中で、それぞれの事業所にお

いての状況についてどうなのかということで、昨年来から町内の事業所さんは訪問

などさせていただいて、今回特に要支援の方の制度、訪問介護と通所介護が地域支

援事業にかわるということで、引き続きご協力をいただきたいということをお話さ

せていただいています。事業者の方も、昨年ですとまだ介護報酬の減額がどのぐら

いになるのか決まっていない中で、なかなかその辺の判断がしにくいという中で、

今年度もちょっと寄せていただいた中では、一応その部分については日野町は29年

度からということで、その間、いろいろな町の、国の基準に照らしまして、町も基

準を設けられるであろうから、その辺も基準も照らし合わせた中で協力をしていき

たいということで、おっしゃっていただいている状況でございます。 

 次に、地域支援事業の財源でございますが、特に今おっしゃっています総合事業

の財源につきましては、給付費の財源が、国が25パーセント、県が12.5、町が12.5、

65歳以上の被保険者が22パーセント、40歳から64歳までの第２号被保険者の方が28

パーセントという内訳になっておりまして、総合事業については同様の比率での負

担を、財源内訳となっているところでございます。 

 ただ、地域支援事業でも、包括的支援事業であったり、任意事業につきましては

ちょっと財源内訳が異なっておりまして、国が39パーセント、そして県が19.5パー

セント、町が19.5、それと第１号被保険者、65歳以上の方が22パーセントという内

訳になっているところでございます。 

 次に、人材確保についてご質問いただいております。人材確保については、町長

の方から答弁ありましたように、いろんなことを処遇から改善などを努めていくと

いうことも事業者さんもおっしゃっていただいています。ところが、答弁にもあり

ましたように、なかなかやはり求人がないというのが現状でございまして、事業者

さんの方でも常に募集を出しているという現状であるということです。その中で、

やはり介護職のＰＲ、その魅力というものを伝えていく必要があるということで、

事業者さんの方でもそのような対応をしていきたいなとおっしゃっていますし、で

きるだけこちらの方も、それぞれホームページ等を持っておられますので、そのよ

うな中で、やはり魅力を伝えていっていただければということもお話をさせていた

だいたりをしておる状況でございます。 

 続きまして、ボランティアについてでございますが、先ほど、朝からの中西議員

さんの中でも、ちょっと今後モデル事業をということで、モデル的な、高齢者の方

が集っていただける場をということで、考えて今、おるわけなんですが、現在65歳
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と高齢者となられても、やはり多くの方がまだ元気でいらっしゃるという中で、そ

ういう方々に地域の中でそういう高齢者の方、要支援とか、そういう要介護の方だ

けでなく、そういう形で今後年齢を経ると、いろんなことでやはり体に不自由が出

てきたりとか、いろんなことが出てきますので、その部分について、元気な方々が

協力をいただいて、ボランティアといいましても、無償というのはなかなか難しい

と思うので、わずかであっても有償的なボランティアで、そういうような方々を支

えていただくようなことを、今後ちょっと考えていかせていただきたいというふう

に考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

11番（東 正幸君） いよいよこれ、介護保険料は今、上がってまいりまして、だん

だんと大変かな。そこへ持ってきて、今政府から出ております年金も減らされます

ので、この第１号被保険者、65歳、22パーセント、こういう部分について、先ほど

池元議員からありましたように、国保とかそういうことに関しましても、一般財源

の繰り出しはできないのか。そこら辺についてはどうなのかお聞きしたいなと思い

ますし、やはり、ボランティアを、元気な65歳の方でやっていくということであり

ますけれども、これを具体的にどういうようにされていこうとしておられるのか。

もう29年度からということ、29年度になるか分かりませんけども、そこら、地道な

取り組みをしないと、これはなかなかできない部分があるのかなという思いでござ

いますので、もう尐し、どこが大体責任持って、各地区公民館といいますか、そう

いようなとこら辺が、もし考えがあればお聞きしたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 介護支援課長。 

介護支援課長（夏原英男君） 東議員さんの方から再々質問ということで、２点のご

質問をいただきました。 

 保険料が上昇すると、今回も月額基準額が4,500円から5,350円ということで、引

き上げ、上昇したということで、決定通知の方を先週送らせていただいて、介護支

援課の方にも窓口なり、また電話なりで問い合わせが来ている状況でございます。 

 今、一般財源の繰り出し、からの繰り入れということですが、基本的には国の方

では、国保会計みたいな形での法外のものは、現在国の方からはしないようにとい

う形。それを申し上げますと、全体のバランス、今が40歳以上の方で負担いただい

ていると。39歳以下の方については負担をいただいていない中で、国はそういう公

平性とか、そういうような部分で、繰り出しについては、国については一般財源は

しないようにというふうなことで、そんな考えがありますので、現状においてはそ

のような考えの中で、繰り入れというものは行っていないということでございます。 

 それと、２点目には、ボランティアについて、先ほど私の方から65歳以上の元気

な方ということでお話をさせていただきました。具体的な取り組みということでご
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ざいますが、中西議員さんのときにもお話をさせていただいたんですが、まずは29

年度に向けて、この27、28においてモデル事業を何とか進めさせてもらって、地域

の中で協力していただける方を、やはりご厄介になりたいと。先ほど議員さんの方

からは、公民館でという話がありましたが、身近な場所でしていかなければならな

いのかなというふうに考えております。 

 その中で、既に日野町の中でも週１回程度、地域の中でお声かけをして、集まっ

ておられるところがございます。そういようなところにも協力をいただくなり、そ

ういうような形で、まずちょっとまだ手探りの状態でございますが、一歩一歩進め

ていければと思っておりますので、また議員の皆様にもいろいろとお世話になると

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

11番（東 正幸君） やはり、若い方、子どもも大事ですけども、やはり歳行って、

住みなれた土地で何とか元気で暮らしていきたいというのは望みですので、最後ま

でみとってもらえる制度が欲しいなと思っております。どうかよろしくお願いいた

したいと思います。 

 それでは、次の質問に入りたいと思います。 

 マイナンバー制度についてでございますけれども、今年の2015年の10月から、こ

れまでの住民票コードとは異なる、新たな12桁の個人番号の付番が予定されている

ところでもございます。個人番号の付番の目的は何なのか。また、そうしたことで

本当に心配しておりますのは、人権は守られるのか。監視社会への道だという方も

ありますし、本当に個人情報は本当に守られるのか。警察など、自由に利用される

とある、そう言われる方もありますがいかがなものか。 

 それに、昨日から年金機構の問題が出ておりましたし、年金機構の問題も大変な

問題ではないのかなという、私はそういうふうに思っておりますし、また、そうし

たことで、ナンバーの偽造や成りすましの可能性があります。また、それを防ぐこ

とができるのか。 

 マイナンバーはお金もたくさん要りますし、全ての事業者番号を適正に管理する

ことは、これは私は不可能であると考えます。個人情報の漏えいや悪用が本当に心

配ですが、その対策はあるのかお伺いしたいと思いますし、昨年３月の予算委員会

で、このマイナンバーについては、中間サーバーのことでありましたけれども、100

パーセントセキュリティができているというような声がありました。ところが、私

はそんなことは絶対ないと思ったんですけども、昨日の学校教育課長の説明でも100

パーセントというのはあり得ないという答弁がありましたし、私もそう思っており

ます。本当にマイナンバー制度、これは危ないのではないかという思いで、今回質

問させていただきました。 
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議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） マイナンバー制度についてでございますが、マイナンバー制度

は、複数の機関に存在する個人の情報を、同一人の情報であるということの確認が

できる情報システムを運用し、効率的な情報の管理や利用ができることにより、行

政運営の効率化や、行政への申請、届出等の手続の簡素化などを目的に進められて

おります。 

 本年10月から12月にかけ、住民基本台帳に登録のある全ての方に、12桁の個人番

号が通知されます。平成28年１月からは、社会保障、税、災害対策の業務に個人番

号が使用されることになりますが、使用の範囲は法律、自治体の条例で定めのある

特定の業務に限られております。法律、条例に定めがない、個人番号を含む個人情

報を収集したり、保管したりすることを禁止しております。 

 また、国の機関である特定個人情報保護委員会が、個人番号を適切に管理してい

るか、監視・監督を行うこととなっております。システム面の保護措置として、個

人情報を一元管理するのではなく、国の機関や市町村等が、従来どおりそれぞれ管

理することになっています。 

 実際の運用では、町が他の市町村や県が保有する業務の情報提供を受けて利用す

る場合や、当町が保有する業務の情報を他の市町村等に提供する場合もあります。

他の市町村との情報のやり取りは、国の機関と地方公共団体のみが使用することが

できる専用回線を使用し、全国２ヵ所で集約される中間サーバーを介して電子的に

行うことになります。情報のやり取りの際は、実際の個人番号は使用せず、市町村

固有の符号により個人番号を変換して情報を流通させる仕組みが採用され、成りす

ましや情報漏えいを防ぐ対策が講じられることになっております。符号の管理運営

は国が行い、中間サーバーの運営は地方公共団体情報システム機構により行われま

す。 

 これらのセキュリティ対策については、マイナンバー制度の根幹となるものでご

ざいます。今日まで町村会を通じて国に要請してきたところであり、引き続き要請

をしてまいりたいと考えております。 

 言うまでもなく、個人情報等の保護につきましては、技術的な対策だけでなく、

日ごろの適切な運用も求められております。今後運用が開始される、個人番号を含

む個人情報の取り扱いにつきましては、適切な運用に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

11番（東 正幸君） 前回、前々回でしたか、これもマイナンバーについて質問した

ところでございますが、そのときは、やはりうちの法定事務でありますので、粛々

と進めていくというような課長の回答でもございました。 
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 そうした中で、今出てまいりましたように、平成28年１月から社会保障、税、災

害対策の業務の範囲とありますが、今後国が指定するわけでありますけども、利用

範囲拡大について、どのようなものがされるのか。あるいは、預金口座とか医療分

野への拡大は、これは問題があると思うんですけれども、私の個人といたしまして

は、そういうところまでも拡大させないように求めるものでありますけれども、今

後の利用についてはどういうことになっているのか。 

 また、町村会等を通じて国にどうのこうのと書いておりますけれども、今のこれ

からの拡大していく分野について、町村会とか、そこら辺はどういうような今状況

になっているのか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（安田尚司君） ただいま東議員より再質問をいただきました。 

 マイナンバー制度につきましては、現在議員のおっしゃるとおり、年金の問題で

いろいろ検討されてございます。現在、国の方におきましては、年金の問題で原因

等を究明し、その状況によって、今のマイナンバーをする時期を若干、今の年金の

分だけはずらすかどうかという検討をされているようでございまして、そういう段

階だそうです。 

 今ご質問いただきました、利用拡大の話でございますけども、私どもにつきまし

ても、あまり広げるという考え方はございませんので、今のところ、とりあえず皆

さんの利用に便利な部分という部分で、とりあえずはコンビニの住民票が出せるよ

うな形には持っていきたいというように、今の段で考えているところでございます。

あとの部分、例えばこれで住民票がとれるとか、それから、カードなしで印鑑登録

の証明がとれるとか、その辺はこちらの方の、当然、面と向かった中でやらせてい

ただくわけですが、それ以外というのは、今言いました、コンビニのところでさせ

ていただくような形になってくるのかなというふうに考えております。 

 ただ、それも写真込みの厳格な、セキュリティのポリシーについては、当然契約

の中でさせていただくことになろうかと思いますけども、以上でございます。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

11番（東 正幸君） やはり、今ちょっと答えがなかったんですけど、預金口座とか

いう分野については、これは国の法定事務でどんどんやっていかれるということな

んですかということと、今、コンビニでそういう、もらえるというようなことは、

これはカードがないとあかんのではありませんでしたかね。カードで、カードは個

人の自由なんですけども、カードでないとできないということだと思うんですけど

も、そこら辺の、あとの預金口座とかそういう分野は、それはいわゆる、言ってい

ましたように法定事務なので、拡大されていくのかどうか。それらについてどのよ

うに思っておられるのかお聞きしたいなと思います。 
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議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） 今申し上げましたのは、当然カードをつくってからで

ございます。議員のおっしゃっていましたとおり、10月に番号が通知されます。そ

の通知カードを持って１月以降に、いわゆる窓口の方に来ていただきましたら、そ

のカードを交付させていただくということになります。そのカードを、交付したカ

ードをコンビニの方で利用するという形になります。 

 もう１つご質問いただきました、預金口座でございますけども、預金云々という

部分につきましては、まだ明確にその利用の云々というのはこちらの方も全然来て

いませんし、いろんな意見がございまして、ちょっと民間のそこまで広げることが

果たしてどうかと。便利と、いわゆるリスクがかなり裏腹で、どんどん拡大してま

いりますので、その辺につきましては国の方も明確にまだ話は出していませんが、

個人、いわゆる個人としての使う、性善説と言いますか、よいというだけの話であ

れば、それは拡大することはいいんでしょうけども、その裏にかなり大きなリスク

を抱えることになりますので、いくら、先ほど申されましたとおり、いくらセキュ

リティをきつくしても、やはりそのリスクというのは100パーセントと言い切れるか

と言うと、非常に難しいのではないかというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

11番（東 正幸君） このマイナンバーにつきましては、先ほど言いましたように、

非常に危険であるということを懸念しておりますので、町村議会等でも、町村会と

か、そういうところでも厳しく追及してもらえればなと、このように思っておりま

す。余り積極的に進めるということでないように、ひとつまたよろしくお願いした

いと思います。 

 それでは、次に農業問題でありますけれども、昨年発足いたしました農地中間管

理機構について、昨年の実態はどうであったのかお伺いをいたします。 

 また、その一方で、農地の規制緩和のもとで、農地を地域から企業に移そうとす

るものでもあります。中間管理機構が転貸借を通じて農地の集積を図ることとされ

ておりますが、借り手を公募し、その最終決定権は機構が支配するということであ

ります。農外資本や多国籍企業に農地借り入れの道を開くものでもあり、現に、新

聞に載っておりましたが、イオンやオリックスなど、米卸等の大量の借り入れ希望

が殺到しているということでありますけれども、県の実態はどうなのかお伺いいた

します。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 農地中間管理機構とかかわってご質問をいただきました。 

 昨年度の滋賀県農地中間管理機構への農地の借り受け希望者、ならびに貸し付け

希望者の募集は、８月１日から９月30日までの２ヵ月間実施をされました。日野町
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の農地を募集区域とした借り受け希望者は、町内が12経営体、町外が４経営体の計

16経営体でございました。貸し付け希望者から出された農地は2.1ヘクタールで、農

地中間管理機構を介して全ての農地のマッチングが成立し、３経営体へ転貸されて

おります。 

 農林水産省が５月に公表した資料で、滋賀県内の状況を見ると、農地中間管理機

構を介して転貸された農地は1,863ヘクタールです。うち、新規に担い手等に集積さ

れた面積は110ヘクタールで、残り1,753ヘクタールは既に担い手に利用権が設定さ

れている農地、または、特定農作業受委託契約が締結されている農地を合意解約等

して機構への貸し付けが行われた、転貸とされた面積でございます。転貸先は310

経営体で、うち、株式会社または特例有限会社の形態である企業については37経営

体となっております。 

 なお、県外からの借り受け希望者は、個人法人とも該当がなかったところでござ

います。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

11番（東 正幸君） 県外からのそういうのはなかったということであります。 

 全ての農地についてマッチングが成立したということでありますけれども、日野

町外へ出された農地、それは甲賀市とか東近江市とか、近くにある農地だと思うん

ですけれども、いわゆるそういったところも、マッチングでうまくしたらできたの

か。昨年も言ったんですけども、行政の方からはそこまではできないかも分かりま

せんが、やはりマッチングするまでに、組合長とか集落営農の責任者とか、そうい

うところがきちっとした上でないと、これは本当にその後の維持管理というのが、

大変組合長とか集落営農のリーダーとか、そういう人たちに加わってもらうところ

がいっぱいあるんです。そこら辺までは行政の人はかんでおられないかどうか分か

りませんけども、そこら辺の状況についてどうだったのかお伺いしたいなと思いま

す。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（門坂俊男君） 東議員から、農地中間管理機構のことについて再質問をお

受けいたしました。 

 日野町で2.1ヘクタールのうち、町外へマッチングされたものがというふうなこと

でございますが、町外の関係の方へ転貸された部分がございます。ご指摘のように、

それぞれの集落の農業組合なり集落営農に支障が出るんじゃないかというご心配で

ございますけれども、先日も日野町内の担い手農家とか農業組合長に集まっていた

だきまして、中間管理機構の説明等、今年度の取り組みにつきまして説明会をさせ

てもらった中の意見、参加者の方からの意見としてそういったご要望もありまして、

町としましては、出し手の方につきましては、重々農業組合とか農業委員さんとか、
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地域で十分話し合ってから出してもらうほうがいいですよというふうなアドバイス

はさせてもらいたいというふうに思っておりますし、マッチング会議につきまして

も、該当集落の農業委員さんの意見を聞くなどして、地域に問題が出ないようにし

ていきたいというふうなことで、取り組みを進めていきたいと思っておるところで

ございます。 

 中間管理機構の機構の方の説明としましては、十分地域の農業情勢をご理解いた

だいた上で転貸していて、地域から管理上、苦情があるという場合は転貸を中途で

解約することもできるというふうな説明もあったんですけども、それはそれで、ま

た戻ってきたらどうするんやという問題も出るかと思いますので、最初出されると

きに地域で十分なお話をお願いしていきたいと思っておりますのでよろしくお願い

します。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

11番（東 正幸君） 百姓をしているものにとりましては、非常に大事な部分かなと

思いますし、そうした中で、出し手はインターネットでもできるわけなんです。そ

こら辺の捉まえ方はどのようにされているのか。結局、遠くにおられて、もう返し

てくれということになってきて、そのうち、近くの者、何も知らんてたと。そして、

インターネットで出し手になっていたというケースがあるということに、この前農

業委員会のメンバーでも出ていたわけでありますけれども、そこら辺については把

握がしにくい部分があるんですけども、インターネットから応募された、出すとい

うことをされたことについては、中間管理機構はこれは市町村へ戻せよというよう

な、そういうふうな手続はないのかどうか。そういうふうなことに関してどのよう

に思われているのか、再度お聞きしたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（門坂俊男君） 今の電子化の時代の中で、いろいろな手続で申し込みがで

きるというふうな時代にはなっておりますけれども、町の方で早目に情報を収集し

まして、出し手、受け手がうまくかみ合うようなことになっていくように、町が主

体となって、町と農協、地域の組合長さんと連携してやっていくべきというふうに

考えておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

11番（東 正幸君） ぜひとも町も入っていただいて、地域が穏やかな中に百姓でき

たらなと思っておりますので、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） ここで暫時休憩いたします。再開は３時25分から再開いたしま

す。 

－休憩 １５時１１分－ 

－再開 １５時２５分－ 
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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。 

 10番、高橋 渉君。 

10番（髙橋 渉君） 10番、髙橋でございます。２項目について質問をさせていただ

きます。ちょっと気合いを入れてまいります。よろしくお願い申し上げたいという

ふうに思います。 

 まず、１項目めでございますが、省エネ対策について質問をさせていただきます。

政府は、国内の温室効果ガスの排出量を2030年度までに2013年と比べまして26パー

セントを削減する目標を設定し、７月中に目標を確定させ、国連に提出をする考え

であり、安倍首相は先の先進７カ国首脳会議において、この目標を発表いたしまし

た。 

 地球温暖化が地球の環境に変化をもたらし、さまざまな悪影響を、問題を引き起

こしていることは、私が述べるまでもなく、皆さんよくご存じのとおりですが、西

アフリカのエボラ出血病も温暖化の影響が尐なからずあると、ＷＨＯはコメントを

出しております。また、日本でも昨年、亜熱帯地域にしか起こらないとされていま

したデング熱が、東京地区を中心に感染拡大をいたしました。これも温暖化の影響

が取り沙汰されており、ただ暑くなるだけで済まされない影響が表面化をいたして

おります。その原因の１つに温室効果ガスの影響が挙げられ、削減に向けた取り組

みが大変重要であると考えます。 

 その温室効果ガスですが、私たちが日常生活の中で消費をしているさまざまなエ

ネルギーから排出される二酸化炭素が大半を占めていると言われております。温暖

化の影響が進む中、現状のエネルギー消費削減対策が今以上に求められ、また、必

要であることから、日野町にしても積極的に取り組むべきだと考えておりますが、

町の見解をお伺いしたいというふうに思います。 

 また今、全国で省エネ対策の一環として、行政機関や民間の多くで、施設におい

て電燈のＬＥＤ化が行われております。日野町が管理をしております屋外の防犯灯

や、小中学校、幼稚園、保育園、公民館、体育館、図書館、わたむきホール等の施

設のＬＥＤ化はどのような状態であるのかお伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 10番、髙橋 渉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） 髙橋議員から、省エネ対策についてご質問をいただきました。

温室効果ガスの削減等につきましては、今お話しされたとおり、大変重要な課題で

あるというふうに私も認識をいたしております。 

 こうした中で、滋賀県では滋賀県低炭素社会づくり推進計画を定め、2030年の温

室効果ガスの排出量を1990年比50パーセントの削減目標を掲げ、二酸化炭素の排出

抑制に努めているところでございます。 
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 日野町の取り組みといたしましては、公共施設の冷房の28度設定の徹底やエコカ

ーの導入、また、庁舎改修時に部分的にＬＥＤ化を図っております。平成25年度か

らは太陽光発電について補助を実施し、再生可能エネルギーの推進にも取り組んで

いるところでございます。今後さらに省エネと二酸化炭素排出抑制について、積極

的に取り組んでいく必要があると考えております。 

 公共施設のＬＥＤ化についてでございますが、防犯灯では1,090灯をＬＥＤ化いた

しました。保育所こばと園は、改築時に一部の器具を除き、実施をいたしました。

学校教育施設では、平成25年度に校舎の大規模改修を実施いたしました桜谷小学校

で、体育館の水銀灯を除き、校舎全体の照明設備をＬＥＤ化いたしました。社会教

育施設では、日野公民館の事務室と必佐公民館のホールについて、平成25年度の電

灯部材の修繕時にＬＥＤ化を実施いたしました。図書館につきましては、今年度の

予算で開架フロアの天井の56個の照明設備の老朽化対策について、ＬＥＤ化設備で

改修する予定でございます。公共施設の照明設備のＬＥＤ化については、省エネ対

策と地球環境保全対策の面から、今後検討を進めていくことが大切な課題であると

認識をいたしております。 

 なお、既存設備の蛍光管をＬＥＤ化することについては、相当程度の改修工事の

予算が必要となることから、これまで教育施設等については、大規模な改修の際に、

国等の補助金が受けられる場合にＬＥＤ化を進めてまいりました。今後もこうした、

これを基本的な考えとして、財政面を含め、町全体の方向性を勘案し、ＬＥＤ化を

検討してまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

10番（髙橋 渉君） それでは再質問をさせていただきます。 

 積極的な形で省エネに取り組むというようなご発言をいただいたわけなんですが、

今、全国的にもいろんな形で、省エネ対策含めて温暖化対策、この辺のところがさ

れているわけなんですけど、例えば埼玉県の嵐山町、ここについては、緑と清流・

オオムラサキが舞う嵐山町ストップ温暖化対応条例、条例をつくってされておる、

でございます。これにつきましても、我々反省しなければいけないのは、これは議

員提案、議会提案というような形で、議会の方で、実は工場関係、民間あるいは学

校の生徒も巻き込んで条例をつくったと、このような条例でございまして、非常に

そういった意味の中で、意義のある条例をつくられたんじゃないかなと、こういう

ふうに理解をいたしております。 

 また、北海道の札幌市でございますが、札幌市まちづくり戦略ビジョンの中で取

り上げられておりまして、ここについても、ＬＥＤ化を中心の形で省エネに対して

当たると、このようなことも挙げられておるわけでございますが、そういった中に

おいて、今積極的な形で取り組むという形で述べられましたが、日野町の総合計画
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の中における対策はどうなっているでしょうか。 

 ４つかぐらいの、事業費の関係でございましょうが、４つか５つぐらい挙がって

おりまして、森林を中心とした、結局二酸化炭素の吸収に対する部分が３つか４つ

挙がっておりました。実質、排出に対する部分というのは何があるでしょうか。車

の、公用車に対する排ガスの抑制というような形、切りかえ時に軽にするとか、こ

のような形しか挙がっていないのが現状です。残念なことです。ぜひこれ、１つに

は、そういった意味の中で、総合政策に一番大事なことですので、またこれも大事

なことですので、そういった意味の中で、ここに組み入れられるようなことをぜひ

考えていただきたいなと思っておりますので、これに対して答弁をいただきたいな

というふうに思います。 

 それから今、各施設の方での状況、ＬＥＤ化についてお伺いをいたしましたが、

幼稚園ですと、今概算ですと820灯、５幼稚園で。820灯の蛍光灯、これがあるとい

うような形で、概算ですが聞いております。小学校は3,670灯ぐらい蛍光灯がある。

ＬＥＤ化されているのは桜谷の420灯、これがＬＥＤ化になっているというふうなこ

とでございまして、中学校1,200灯、これはＬＥＤ化されていないというようなこと

でございまして、公民館関係ですと2,120灯ですが、これが49本ぐらいというような

形しかＬＥＤ化されていない。図書館が170灯ありまして、56個の電球を今回かえる

というような形になっておりまして、そこそこ進んでいるんじゃないかなというふ

うに思っております。 

 それから、防犯灯ですが、防犯灯が1,265灯でして、そのうちの1,213灯がＬＥＤ

化されまして、あと52本だけがまだＬＥＤ化されていないというような形でお聞き

をいたしておりまして、ここにつきましては、防犯灯については、かなりそういっ

たＬＥＤ化が進んでいるんじゃないかなというふうに思っております。 

 その中で、お聞きしたいのは、今確かに経費が、ＬＥＤ化することによって経費

が発生しまして、その中で経費の計算をされたんじゃないかなというふうに思いま

す。どのぐらいの経費なのか。 

 例えば、桜谷が、これ、全灯のＬＥＤ化されましたが、実際そのときの経費、か

かった費用というのはどのぐらいなのか、お分かりでしたたら教えていただきたい

なというふうに思います。そうすることによって、経費と効率の問題、この辺も見

えてくるんじゃないかなと。分かっていましたら教えていただきたいなというふう

に。桜谷小学校ですと、これ、420灯ですか。420灯かえられたときにどのぐらいか

かっているかなというふうに思いますので、その辺のところも教えていただきたい

なというふうに思います。 

 そういった中で、ちょっと教育長、お聞きしたいんですが、学校の中で温暖化、

これに対する、防止に対して、生徒さんについても非常に重要なことですので、取
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り上げられて、教育の一環としての中で教えられているとこういうふうに思います

が、そういった意味の中で、何を教材としてお使いになっているのか。見解を教え

ていただきたいですが、もし私たちの周りの中でこういったことに関して、省エネ

に対してやっているんだよと、ほかの学校もというふうなことも、個人の中でお持

ちでしたら、ちょっと教えていただきたいなというふうに思います。 

 ちょっと今の中で、この辺のところお聞きしたいと思いますので、答弁の方、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 住民課参事。 

住民課参事（宇田達夫君） 髙橋議員より再質問をお受けいたしました。 

 まず、総合計画の中で、現在見直しを進められているわけですけれども、その中

で、総合計画の施策の29の中では、循環型の仕組みづくりを進めるというようなこ

とが挙がっております。その中では、主なうちの取り組みといたしましては、ごみ

の減量化だとか、そのようなことを挙げさせていただいております。また、施策の

30では再生可能エネルギーの利用を進めるということで、その中では太陽光発電の

補助を進めるだとか、再生可能エネルギーの利用に向けて、もう尐し考えていくと

いうようなことを挙げさせていただいております。また、施策の31では地球温暖化

の防止に取り組むというようなことを挙げさせていただいているところでございま

す。 

 先ほど、議員の方からも公用車の軽自動車化とかいうお話があったんですけれど

も、町の方でも総務課の方で、できる限りのハイブリッド車の導入だとか、経費の

許す範囲で、軽自動車もアイドリングストップ車の導入だとかいう形で進められて

いるところでございます。 

 総合計画での取り組みにつきましては、現在ちょうどこのあたりのことについて

懇話会で取り組みをいただいておりますので、早速本日の髙橋議員の意見をお聞き

した中で、この中に私どももまた意見として、積極的に環境への取り組みについて

加えさせていただきたいと思っております。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（今宿綾子君） 学校での環境学習の取り組みでございますけれども、主に理

科、社会で学習としては取り組んでおります。例えば、中学年で太陽光、ソーラー

カーの学習をしております。そのときに、企業の方に来ていただきまして、例えば

どれだけ発熱したとか、消費したとか、そういったことを目に見える形で教えてい

ただいて、自分たちの身近な太陽光というものの理解を深めているということがご

ざいます。 

 また、社会科では、特にごみの学習、それから水の学習を進めておりまして、そ

れこそ、身近に出るごみがどのように処理されていくのかといったことですとか、
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上下水道の、いわゆる水道処理をしているところまで見学に行ってとか、ごみ処理

もされているところを見学に行ったりとか、いわゆるそういったもののリサイクル、

リユースといったものの理解を深めているというところでございます。 

 また、学校によりましてはペットボトルのキャップを回収して、またそれを出さ

せていただいて、また役立てていただいたりとか、アルミ缶の回収とか、それぞれ

の各教科で学びましたものを、例えば総合的な学習の環境学習を、年間的に計画的

に教育課程の中に位置づけておりますので、そこのところの教科の発展というとこ

ろで、総合的な学習を進めているというような状況でございます。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課長。 

学校教育課長（髙橋正一君） 髙橋議員の方から、特に教育施設を中心とした公共施

設のＬＥＤ化のことで再質問をいただきました。省エネに対する取り組みは大変重

要なものだと思っております。 

 先ほど議員の方からおっしゃられました、桜谷小学校のＬＥＤ化につきましては、

大規模改修のときに、電球だけの交換ということではなく、全ての工事を含んだ工

事でさせてもらいましたので、比較というものは難しいなと思いますので、その部

分の金額というのはちょっと難しいと思います。 

 それで今、それ以外のＬＥＤ化していないところの学校の教室に、中心的にモデ

ルとして試算をしますと、教室にあります、蛍光灯２本が１つになった器具という

のが教室に幾つかついているというのが中心的な蛍光管でございます。それ以外に

もいろんなタイプの蛍光管もあるわけですが、今では教室の中にある２本の60ワッ

トの蛍光管２本ワンセットの分を交換するというふうに想定した場合は、いわゆる

定価ベースで、それから、この試算の前提としては、体育館、特殊な高いところの

費用も想定せずに、また、経費等も想定せずに、いわゆる直接工事費、その２本の

ものを、枠がついたものを１つ購入する場合いくらかということで想定しますと、

定価で言いますと１万6,300円ということで、業者さんの方から一応お話は聞かせて

もらっています。 

 これは正式な見積もりではないので分かりませんが、そういうことを想定して、

先ほど議員さんの方もおっしゃられました、学校、幼稚園等の蛍光灯の本数に単純

に掛け合わせた試算では、小学校全体で3,250本という想定といいますか、現在のと

ころ把握していますので、2,600万程度必要かなということで、それ以外に、工事を

実際に発注する場合には経費、それからさまざまなものがかかってきますので、こ

れは器具だけの直接工事費ということでご理解いただけると思いますが、中学校で

すと、先ほどおっしゃっていただきました1,200本ということでございまして、1,000

万程度かなというふうに思っております。あと、幼稚園、図書館、公民館も、それ

ぞれ本数を掛け合わせますと、幼稚園で650万程度、図書館で130万程度、公民館で
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1,700万程度、器具代として定価ベースでそのような試算ができるのかなということ

で、現在のところは思っております。 

 実際の工事に際しては、この金額がそのままストレートに反映するというもので

はございませんので、そこはご理解いただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

10番（髙橋 渉君） １つに、総合計画の見直しの中で、これから検討させていただ

きたいというようなお話をいただきました。 

 それで今、日野町でＣＯ２の排出量というのはどのぐらいになっているか。結局、

何か調整をするときにおいて、目標値、この辺のところが必要じゃないかなという

ふうに思います。そういった意味の中で、単純でもいいですけど、例えば、電気１

キロワットにおいてＣＯ２をどのぐらい排出するのか。ごみ１袋、何キロか知りま

せんが、その排出によってどのぐらいの換算とするのか。その辺のところの基準を

決めながら、一応概算でもいいですから、日野町としてどのぐらいのＣＯ２の排出

をしているのかどうか。この辺のところの現状の部分と、それに対してどうするん

だと、この辺のところを、官だけではなく、町民にも今後については協力してもら

うと言うならば、その辺の算定基準をつくったらどうかなというふうに思いますの

で、この辺もちょっと検討をしていただきたいなというふうに思います。そういっ

たことによって、目標値が定められることによって、いろんな形の中で使えてくる

んじゃないかなというふうに思います。 

 それから今、学校および公共施設の中においての交換における事業費が出されま

した。非常に大きな金額になるんじゃないかなというふうに思います。一時的には

できないと思うんですよね。したがって、順次やっていく。例えば、学校でしたら、

特別教室、音楽室だけを全部やるとか、こんなこともできるんじゃないかなという

ふうに思いますよね。そういった意味の中で、計画を順次やっていくことによって、

例えばここ、これ、ＬＥＤ化になっているんですかね。なっています？ 結構かと

思いますが、そういった意味の中で、順次そういった意味の中で潰していく、ＬＥ

Ｄ化していくという形の計画をつくっていただきたいと思うんですが、これについ

て考え方がありましたら、ぜひお聞かせ願いたいなというふうに思います。そうい

った形で、ちょっともう一度お答えいただければなというふうに思いますので。 

議長（杉浦和人君） 住民課参事。 

住民課参事（宇田達夫君） 今、髙橋議員の方から、再々質問の中で排出量について

ということでございます。 

 ちょっと私も今は何も情報を持っていないわけなんですけれども、確かに議員言

われるように、何かのそのような、ごみ100グラム当たり、電気１キロあたりという

ものは、何か出せる根拠というのは何かあるようにも思いますので、一度その点に
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ついては調べさせていただきたいと思っております。 

 また、いろんな形のＬＥＤ化の推進についてなんですけれども、当然私ども、環

境に携わる部門としては、当然そのようなことをどんどん広げていきたいし、そう

していただきたいんですけれども、何しろやっぱり先ほどからもあります、経費と

いうことがございます。やっぱりその辺りは町全体で知恵を絞りながら、有利な補

助金等を活用しながら進めていっていただきたいというふうに思っておりますし、

そのことについては、環境に携わる私どもとして、日野町全体の中で訴えていきた

いというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

10番（髙橋 渉君） 例えば今、日野町の中でも、ＩＳＯ14001をご存じだと思うん

ですが、国際基準において取得されているところがあります。今、企業ではＩＳＯ

14001を取得しないと一人前として認められない、このような形になってきておりま

す。そこについては、さっき言いましたように、電気１キロワット使ったらＣＯ２

はいくらと全部出ています。水もそう、ガスもそう、それに向かってマニフェスト

をつくって、それで、機関がそれを調査に来るわけですね、マニフェストによって。

それによって、ＩＳＯ14001における持続性が企業によって行われている。そういっ

た意味で、企業の信頼性がある、こういうふうな形の循環になっております。 

 そういった意味の中で考えますと、今言ったようなことはできるんじゃないかな

というふうに思いますので、ぜひ挑戦、検討していただき、前向きな形でひとつよ

ろしくお願い申し上げたいというふうに思いますので。 

 ２項目めに入らせていただきます。 

 空き家が長年放置されますことによりまして、風雤にさらされ、倒壊の危険のあ

る家屋になったり、また、鳥獣のすみかとなっておりまして、近隣における田畑に

影響を及ぼしているというような状況、また、草木の手入れがなく、異常な茂みと

なり、環境面にも悪く、また、通路にもはみ出していることから、安全性にも欠け

るというような形が発生しておることによります部分の中で、先ほど総務政策主監

の方からもお話はいただきましたように、３年前でございますか、蒲生議員を筆頭

に、条例策定のもとにこれを是正してくれと、こういう形の質問を、僕の方でも４

回目になると思うんですが、お願いをいたしておったことがございます。 

 昨年の９月議会に第１回目、日野町当局としてもこれに関して関心を持っていた

だきまして、非常に努力をしていただきまして、委員会を策定し、９月には条例を

上程すると、このような形の第１回目の報告をいただいたところでございます。 

 しかしながら、情報によりますと、国の特例法の中で、これが関与されるという

形の中で、尐し待ってみようという形がございました。このような形が12月にござ

いまして、また、12月の中で、正式に決まるのはもう尐し後である。したがって、



3-80 

今年、今回この６月にそれを見ながら提案することもあるよと、このようなお話を

12月議会でお話をいただきました。結果、今回上程されておりません。この上程さ

れなかった理由は何なのか、この辺のところをお聞き申し上げたいというふうに思

います。 

 それから、空き家は現在実質的に存在しておるわけですが、今後、町としてこの

空き家に対してどのようなことを行うのか、２点目にお聞きをいたします。 

 それから、今回、国の方で特法による空き家に対する法令が出ましたが、これに

対する当面の展開計画、どのようにされるのかお聞きをいたしたいというふうに思

います。 

 それから、これ、定義も１つ問題なんですけど、空き家という形の定義をどのよ

うな形で持ってられるのか、これは別にして、できるだけ空き家を発生させない対

策を考えておられるのか。できたら空き家に対する定義を、お分かりでしたらちょ

っとお聞きをいたしたいと、このように思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 空き家対策についてご質問をいただきました。 

 まず第１点目、６月議会に条例案を提案しなかったことについてでございますが、

空家等対策の推進に関する特別措置法でその内容が包含されておりまして、条例制

定の必要がないと判断したからでございます。 

 次に、空き家に対して今後町はどのようなことを行うかについてでございますが、

法律に基づき、管理不全な空き家等と認めた場合は、その所有者に対し助言、指導、

勧告、命令等を行うなど、空き家の適正な管理の促進に取り組んでいきたいと考え

ております。 

 次に、こうした対策の当面でございますが、まず、空き家等の調査を実施し、台

帳の整備を進め、その後、利活用が可能か管理不十分であるのかを審議し、助言、

指導を行うなど、適正な管理の促進に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、空き家を発生させない対策につきましては、空き家になることが決まった

できるだけ早い時期に、町の空き家情報登録制度に討論をいただくか、不動産業者

に相談をいただくことが第一であるというふうに考えております。 

 そうしたことから、日ごろから所有者への周知や自治会等への働きかけが必要だ

と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。 

10番（髙橋 渉君） それでは再質問をさせていただきます。 

 日野町が考えておられました条例と、今回の特別措置法の内容がほぼ同じであっ

たと、このような判断のもとに、今回提案をなされなかったというようなことでご

ざいますが、それはそれで結構なんですけど、そういたしますと、相当、この３年
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間、委員会をつくって研究され、対応ができるような状況になっていたんじゃない

かなと、こういう判断をいたすわけでございます。今回初めて国の特別措置法に基

づき動かれる市町と違って、日野町は相当進んでいるんじゃないかなと、このよう

な判断をいたすわけでございますが、そういった意味の中での今後の展開というの

は、相当他の市町より早い段階で進んでいくんじゃないかなという形で判断をいた

すわけなんですが、そういった中におきまして、１つ、提案というんですか、この

ようなことをお願いしたいんですが、これは今、３年前にこの条例をつくって対応

してくれよというのは、対応をお願いしたいというのは、現在困っている人がある

からひとつお願いしたいよ、このようなことでございました。 

 そういった意味の中で、この３年間見てこられまして、非常にもう危険な空き家

というのは見た目でも分かるわけです。立ち入り検査をしなくても分かっているわ

けなんですけど、そのようなところに対して先に調査に入れないか。もう調査権限

はあるわけですね。調査できるというような形のものはあるわけですので、そうい

った形の中で、先にそういった対象物件に関する対応はできないのかどうか、ひと

つお願いをしておきたいのが１つでございます。 

 それから、これから特定空家にするとかいうような形の作業が出てまいりますが、

そのときに、住民の方をどのような形で巻き込むというのか、判断の中にお入れす

るか。これが発生してまいると思うんですが、その辺のところの住民との組織のつ

くり方、情報のあり方、この辺についてどう考えておられるのか。必要であると思

いますので、考えていただきたいなというふうに思います。 

 それから、概略的に、これ、特定空家の部分を今、国のガイドラインとして書か

れておりますが、ここの部分について、日野町としての部分で、特定空家にする、

どう解釈されているのか、この辺のところもお聞きしたいなというふうに思います。 

 ちょっと僕の方で解釈した部分、また、この４つぐらいかなというふうに思いま

すので、この部分で間違いないかどうか。 

 １つ目に、建物の倒壊、屋根の脱落など、保安上の危険がある。それから２つ目

には、ごみ放置や鼠の大量発生、臭気の発生などで衛生上の憂慮がある。それから、

屋根や外壁の落書き、割れた窓ガラス等の放置など、景観を損なう状態。それから

４番目、立ち木の道路や隣宅へのはみ出し、大量の猫やシロアリなどの周辺の生活

環境への影響。このような形が発生している場合に関しては特定空家とする。この

ようなことを、まだもっと細かいところもあるんですけど、この辺のところの部分

で感じているんですが、これについて間違いないかどうか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（望主昭久君） 今ほど髙橋議員から、空き家につきまして３点ほど再
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質問をしていただきました。危険な家屋、３年前から研究を重ねてきた中で、大分

進んでいるやないかというお話でございます。 

 今回、５月に法施行されました。その中で、今までから各住民さんからお聞きし

ている分につきましては、ひどい空き家であったり、近所の方が申し出てきた空き

家については、役場の方も承知をしておりますので、これにつきましてはおいおい

として、この法に基づきまして、適切な指導、助言から始まりました中で進めてい

きたいなというふうに思っています。 

 今回、特措法の関係で大きく変わっておりますのが、市町の責任という部分もご

ざいますし、その中で、調査権限が最大に与えられておりますので、その中で、町

として日野町内の空き家はどの辺にあるのか、その辺のところもしっかり調査して、

把握をしたいなというふうに感じております。 

 今までは、各住民さんからの届け、申し出によって把握していたものについて、

こちらがその所有者の方に、住民課を通じまして連絡をしたりしておったんですが、

今後は調査することもできますので、その辺で町のことを全て把握しながら、それ

で対応したいなというふうに考えております。 

 そして、特定空家等については、それが、特定空家がどうするのか、はたまた、

全体の計画をまとめるところにつきましても、協議会を設けることもよいというこ

とに書いております。この協議会につきましても、まだ５月に法が施行されまして、

また、この説明会も６月５日にあったところでございまして、十分な、各市町にお

いてもそうだと思うんですが、議論もされていないところもございますので、今も

町の方では研究会がございますので、その中で住民を取り込んだ、今、髙橋議員さ

んが提案されました、住民を取り込んでいく方法であったり、また、今の研究会を

そのまま発展させて、またそのようにして協議会を呼んでいくのかということも含

めました中で、研究会の中でもう尐しそこの辺については、新しい法の中の趣旨等

を読んで判断させていただきたいなというふうに思っております。 

 特定空家についての定義でございます。法律の第２条の方に定義というところが

ございまして、特定空家とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる

おそれのあるもの、また、そういう状態のもの。また、衛生上有害となるおそれの

ある状態、適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態、そ

して、その周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切であるという

ような状態ということになっていますので、この４点からすると、髙橋議員さんが

言っていただいた認識と合致しているというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

10番（髙橋 渉君） 一日も早い形の対処を求められるわけでございますが、その中

で今、委員会、研究会というようなものの中で、総合的な今後の進め方について協
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議をされるというようなことが発言があったわけなんですけど、この協議会という

のは、先ほど中西議員の方から質問のときにありましたように、建設計画課さん、

それから税務課さん、総務課さん等々ありまして、総括的にやられるのは、コーデ

ィネートされるのはどの分野なのか。 

 先ほど、中西さんの質問の中で、僕、ちょっと聞き落としたか分かりませんが、

どこが窓口になるのかということですね。この部分、中西議員の方で質問されたん

ですが、答弁がなかったような形でしたので、その辺についてもお聞きしたい。し

たがって、窓口、庁内をまとめられる方、あるいは、各町内からの窓口となるとこ

ろ、この辺がどうなっているのかというのが１つ。 

 それから、先ほど言いましたように、だらだらしていても、いつごろから本当に

これ、着手しようとしているのか。そこの目的、いつから調査を、まず調査が必要

なんですから、いつから調査をするのかという、それをもって前の会議をどうする

のかというようなところも必要じゃないかなというふうに思います。そういった意

味で、調査をいつにするのか。今決まっていればちょっと教えていただきたいなと

いうふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 総務政策主監。 

総務政策主監（沢田友男君） 髙橋議員の方から、空き家対策につきまして、先ほど

中西議員からの質問もありました、まず最初に、町の中で組織します空き家問題研

究会についてのご質問ございましたので、先ほども私、住民の方がいろいろご相談

に来られたときの窓口的なところの答弁が抜けていまして申しわけございませんで

した。今あわせてご答弁させていただきます。 

 この研究会につきましては、先ほどの答弁でも申しましたように、髙橋議員様、

また蒲生議員様の方から、また他の議員さんからも、一番はじめは平成23年10月の

決算特別委員会の中で、条例を策定してはどうかというようなことでご提案いただ

いて、その後、明くる年の４月から動いている研究会ではございます。 

 研究会の事務局は建設計画課で対応しておりまして、その研究会のメンバーは、

私、総務政策主監と総務課長、それから総務課の参事、税務課長、それから企画振

興課長、住民課長、住民課の参事、そして建設計画課長とこのメンバーで、この間、

研究会の回数は数えてみますと11回、その中の調査研究内容としては、議員ご承知

のとおり、条例制定に向けた取り組みが一番の目的でございました。 

 その中で、条例の中で問題となってきます行政代執行の問題とか、財産権の問題

整理、そしてまた、所有者等不明な課題の対応、条例の目的など、いろいろ研究し

てまいりまして、そして最終、弁護士相談も完了して、昨年９月の議会提案という

ことで、条例案なり条例に対する施行規則の案もできておりますので、髙橋議員お

っしゃいますように、よその市町とでは、それぞれ今の法律に基づきます、例えば
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指導の内容の通知文とか、そういう様式なんかももう既にできておりますので、先

ほど建設計画課長が申したとおり、調査するのは調査するという１つの項目と、既

に皆様方からご相談いただいている物件については、そういう、私のところが今ま

でに取り組んで進めています事務にあわせて、といいますか、それにのっとって、

一定、まだその部分については案の段階で終わっておりまして、先ほども言いまし

た、６月５日の説明会を受け、その後、動いている部分もありますが、早速に成案

にさせていただいて、早い段階に今の特定空家と言われるような内容の物件につき

ましては、町の方から指導ができるように対応していきたいと、このように思って

おります。 

 そのように、他市町とは、早く動きたいし、既に以前から、繰り返しになります

が、お聞きしている物件については早い対応をしていきたいと、このように思って

おります。 

 それから、先ほど申されました協議会の設置については、今申しました研究会の

方で、内部の組織でいくのか、また外部の方も入っていただいて特定空家の判断ま

で委ねるのか、そこらについてはもう尐し研究させていただきたいと、このように

思っておりますのでよろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

10番（髙橋 渉君） 質問ではございませんが、僕、今うそつきになっておりまして、

はじめ、去年の９月に条例ができるから大丈夫だよと、このようなことを住民の方

に申し上げました。また、12月において、また延びる。これ、ちょっとうそつきと

いうような形になっておりまして、そういったこともございますので、できるだけ

早い段階で、目に見える形で住民の方にお示しをしなきゃいけないかなと、このよ

うに思っております。そういった意味で、ひとつ、早い形で進行できますようお願

い申し上げておきたいと、このように思います。ありがとうございました。 

議長（杉浦和人君） 髙橋さん、髙橋さん、ちょっと答弁があるらしい。 

総務政策主監（沢田友男君） 髙橋議員様のお気持ちをお察ししていますし、ずっと

この間、各議員様からご意見いただいて、町の立場も承知しているつもりでおりま

すので、これから事務を進めたいと思いますが、法律は施行されましたが、それに

伴います条例でありましたら、先ほど申しました施行規則とか、そういうものがご

ざいますので、一定、先ほども申しましたが、内部的な決裁等を済ませてから法律

に基づいて対応ができるような、こちらの体制もとって進めたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

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、２つの点について質問させていただきたいと思いま

す。 
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 まず最初には、戦争法案、私どもはそう言っておりますけれども、安全保障関連

法案についてであります。皆さん既にご承知のとおり、今年は戦後70年であります。

日本も国際社会も、戦争もない核兵器もない、平和な社会を全てが願っているもの

であります。日野町においても、この戦後70年を平和への誓いとして、平和憲法を

守るため、町行政と諸団体が一丸となって実のある取り組みを行おうと、今スター

トしているわけであります。 

 そんな矢先におきまして、日本の政府、安倍政権は、こともあろうに、憲法を踏

みにじる戦後最悪の戦争法案、安全保障関連法案を国会に提出し、現在熱い議論が

交わされているわけであります。安倍政権は国会に出した法案を平和安全法制と言

っておりますが、その中身は、この日本を海外で戦争する国につくりかえる、いわ

ば、アメリカが行う無法な戦争について、どこでも自衛隊が参加する、まさに戦争

法案そのものと言わなければならないと思うわけであります。私は、まず国会での

徹底審議を背景に、戦争法案ストップの住民世論と運動を、この地域、また日野町

から発信し、この法案を廃案に追い込むために頑張ることを、まずもって決意する

ものであります。 

 私は今回の法案の中で、特に３つの問題点を指摘したいと思います。 

 その１つは、アメリカが世界のどこであっても戦争を始めたら、自衛隊はこれま

で活動が固く禁じられておりました戦闘地域でも軍事支援が可能となるということ

であります。戦闘地域での軍事支援ということは、若い自衛隊員が殺し殺される戦

場に送られ、リスクが大きくなるわけであります。政府は安全なところでの後方支

援だから大丈夫との説明をしておりますが、兵たん活動と呼ばれている後方支援活

動は、国際法上では戦争の一部分であり、日本政府の勝手な解釈は国際社会には全

く通用しない理屈としか言えないものであります。 

 ２つには、国連維持活動、つまりＰＫＯ法の改正であります。無法な戦争の後始

末のために自衛隊が危険な場所に出ていって、治安活動をさせるという仕掛けを新

たに盛り込まれているというところであります。あのアフガニスタンで国際治安支

援部隊、ＩＳＡＦと言いますけれども、このようなＰＫＯ活動とは関係のない活動

にまで自衛隊が送り込まれ、戦闘を行う危険がつきまとうというわけであります。

実際、治安維持や復興支援の目的でＩＳＡＦに参加したドイツ軍は戦闘に巻き込ま

れ、多くの戦死者を出しております。ドイツ軍と同じ道を歩んではならないと、私

は強く思うものであります。 

 ３つには、これまで政府の憲法解釈を根底から覆して、日本がどこからも攻撃さ

れていないのに、時の政権の判断で集団的自衛権を発動して、アメリカの戦争に自

衛隊が参戦し、海外で武力の行使を行うことになるということであります。政府は

この間、新３要件が歯どめとなるとしきりに述べております。しかし、あのベトナ
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ム戦争とかイラク戦争など、アメリカが行った無法とも言える戦争に、ただの一度

もノーと言ってこなかった政府の判断で、果たして歯どめになるとは誰も信用でき

るものではないことは明らかなことだと、私は言わなければならないと思います。 

 先日国会で行われました憲法審査会では、与党推薦の参考人も含め、３人全員の

憲法学者がそろって憲法違反と明言したことは、まさに今、政府のでたらめさとか、

強引さを裏づけているものではないでしょうか。今、安倍政権は今国会での成立を

既にアメリカとも約束しており、国会を延長してでも数の力でごり押ししようとし

ております。こんなやり方は憲法改正手続と国民主権を無視するものであって、憲

法と立憲主義、いわゆる憲法に基づき国家権力を縛る行為を文字どおり踏みにじる

行為として、厳しく批判されるべきものであります。 

 私たち国民、住民はもちろんのこと、最高法規である憲法を尊重、擁護する立場

にある公人、地方行政機関として、戦争する国づくりの片棒を担がされないために

も、今黙っているわけにはいかない大きな問題だと思います。戦争を二度と繰り返

さず、平和な社会を築き上げるため、戦後70年事業に取り組まれております町とし

て、率直な気持ちと、また他市町への働きかけなどの思いをぜひ聞かせていただき

たい、このことを最初に質問させていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 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） 對中議員から、安全保障関連法案に対する見解などについてご

質問をいただきました。 

 今、縷々ご指摘ありましたように、現在国では新たな安全保障関連法案が審議を

されておりますが、そうした中で、衆議院憲法審査会で参考人として出席された３

人の憲法学者全てが、この法案について憲法違反と指摘されたところでございます。

こうした集団的自衛権の行使に対する憲法解釈の変更が大きな問題となっておりま

すが、憲法の解釈がそのときどきの政権によって変更されるということは許される

べきものではないと、このように思っております。 

 今年は、ご指摘のとおり、戦後70年の節目の年となり、改めて日本国憲法の恒久

平和主義と、その原点である先の対戦を振り返り、平和の問題を確認することが大

切であると考えております。 

 町では、戦争の悲惨さを風化させてはならないという思いから、社会福祉協議会

や老人クラブ連合会、遺族会、女性団体連合会をはじめとした多くの団体の皆さん

の協力を得て実行委員会を設立し、平和な社会を継続するため、戦後70年の平和事

業を実施してまいりたいと、このように考えております。 

 戦争は遠い過去の話ということではなく、それを今にどうつないでいくのかが大

切であり、今回の事業に１人でも多くの皆さんが参加いただく中で、住民の皆さん

とともに、改めて戦争の悲惨さや平和の大切さを考える機会にしていければと、こ
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のように考えております。 

 また、他市町への働きかけといたしましては、今年は各自治体でもこうした戦後

70年にかかわる平和事業に取り組まれることもあろうかと思いますので、そうした

機会を捉え、平和の大切さを発信してまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、今回答いただきましたけれども、もうこれ以上の詳

しく話はしませんけれども、１点だけ聞かせていただきたいと思います。 

 といいますのは、この間、国会での審議、私もテレビを見る機会も増えましたけ

れども、節目が変わってきているというのが、例の憲法学者が反対を唱えた、違憲

であるという、それを唱えてから動きが相当変わってきているという１つの状況が

あります。今現在、学者とか、また文化、芸能人、さらには弁護士あたりが、相当

今反対声明を行っております。 

 先日、日曜日に、私は大津の膳所公園で戦争法案のストップの県民集会があって、

1,000人近く集まったわけでありますけれども、この中にも、県下でも数々の首長さ

ん、首長さんが相次いでメッセージを送られてきております。こういう中で、町長

はその１人だと私は確信して、思っているわけでありますけれども、今、各団体、

著名人も含め、これは大変なことだ。また、元自民党の古参の方が、記者会見を発

表しているという、そういう流れの中で、できれば首長にどういうふうに訴えてい

くかという、市民に訴えるやり方、町民に訴えるやり方、いろいろありますけれど

も、首長さんあたりが共同で記者会見、発表するとか、アピールをするとか、そう

いったことをこの滋賀県でできないものかなという、そういったことを思うわけで

ありますけれども、もしそういったお考えがありましたらお聞かせいただきたい、

このように思います。 

 それから同時に、今この機会でありますので、戦後70年の取り組みを今やろうと

いう、私も実行委員のメンバーの１人として入っておりますけれども、もし、この

取り組みの内容をアピールする意味も込めて、この機会ですので、もし担当課長の

方からそういう内容を若干でもお話しされればどうかなと、このように思いますの

でよろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 私たち公務員は、仕事をするにあたって、憲法の全ての条項を

遵守するということが義務としてされているわけでございまして、私は常々憲法の

全ての条項を遵守し、それの実現に努めるということを旨といたしておるところで

ございます。 

 そうした中で、今お話ありましたように、現下の国会の論戦なんかを新聞やテレ

ビで見させていただき、学者の方々などの意見を聞いておりますと、昨年の７月１
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日の閣議決定、集団的自衛権を認めるということがあったわけでありますけれども、

憲法９条をめぐる解釈はいろいろあったとしても、歴代の政府がいろいろ内閣法制

局を中心に検討をしてきて、ぎりぎりここまでが日本国憲法と合致できるものであ

って、ここからは踏み越えてはならない、こういうことを長年にわたって積み上げ

られてきた議論、それを全てどうのこうのということではございませんけれども、

そうしたことを踏み外してはならないと私は思っております。 

 首長さんたちもいろいろな思いがあるというご指摘でありますが、そういう共同

的なことができるのかどうかというのは私一存ではできませんので、またそういう

機会にまた相談はしてみたいというふうに思います。 

 戦後70年の事業につきましては、既に町の広報にも一部紹介をさせていただいて

おりますので、総務課長の方から概括、現時点の状況を報告させていただきます。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 對中議員から再質問を頂戴いたしました。戦後70年事業に

つきましてＰＲをというようなことでございます。對中議員におかれましては、戦

後70年事業の実行委員会のお一人として、非核日野町宣言を進める会の代表という

ような形でご参画をいただき、まことにありがとうございます。 

 戦後70年事業につきましては、戦後70年の節目となります今年度におきまして、

改めて戦争を二度と繰り返さず、平和な社会を継続するため、平和事業および平和

の啓発を推進していくために事業を効果的に実施していきたいというようなことで、

10年前の戦後60年事業で実行委員会としてお世話になった団体の皆様にお声かけを

させていただく中で、町や教育委員会も含めて、14団体で実行委員会を設置させて

いただいたところでございます。 

 そうした中、現在は２回の実行委員会を開催させていただいておりまして、４つ

の部会も設置いただき、事業の詳細について議論をいただいておるところでござい

ます。 

 具体的な事業につきましてでございますが、随時皆様方にご紹介なりご案内をさ

せていかなければならないということで、まず６月、広報の６月号に戦後70年事業

にご参加、ご協力をお願いしますということで、一部でございますが、この時点で

決まっております内容について載せさせていただいております。戦争に関します資

料ですとか、写真を１つは展示をしていきたいなということを考えております。ま

た、戦争の体験を語り、伝える集いというものも計画をさせていただいております。 

 そうした中、記念誌的なものが、戦後60年事業の中では記念誌ができております

けれども、どこまでのものができるか分かりませんが、そうしたこともやっていこ

うというようなことになってございます。 

 そうした中、記念講演ということで、８月24日の戦没者追悼式の終了後になりま
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すが、日本遺族会の顧問であります古賀 誠先生の講演を計画しております。また、

９月27日には図書館で絵本作家の小林先生を招いての講演を計画しております。ま

た、10月18日でございますが、長崎市の田上市長の講演会を計画しておるところで

ございます。 

 また、そうした中、毎年地区労等で実施をされております反核平和の集いですと

か、また、町民大学での取り組み、また、近江日野商人館で「日野と太平洋戦争展」

を含め、さまざまな事業を今年度１年間実施していきたいなと、このように思って

ございます。詳細につきましては、決まり次第、さまざまな格好で町民の皆さんに

ＰＲをしていきたいなと、このように思ってございます。１人でも多くの方にご参

加をいただく中で、戦争のない、平和の大切さを考える機会にしていただければと

思ってございますので、また議員の皆様のご協力のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

議長（杉浦和人君） 對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） ぜひ今の今回の法案をストップするために、私たちも頑張って

いきたいと、このように思います。 

 それでは、最後の質問でありますけれども、日野菜漬物加工施設の整備計画につ

いてであります。私はこの間、日野町の特産であります日野菜の振興、ならびに老

朽化した漬物加工施設の建てかえ整備につきまして、日野町の歴史を語る上におい

ても、また、雇用拡大や日野菜の振興など、地域活性化に役立つ立場から、この間、

平成25年の12月の議会、また平成26年の３月の議会、さらには平成26年12月の議会

と、幾度となく町当局に強い要望を行ってきたわけであります。当然、地元地域か

らも要望を行ってきているわけであります。 

 町は事業主体でありますＪＡとの協議を行いながら、積極的な建てかえ整備の方

向を答弁されてきました。とりわけ、昨年12月で町からの答弁では、１つには、建

てかえ整備の位置、および建設、ならびに規模の問題、さらには町の財政支援の問

題、また、複合的な加工内容と運営など、どちらかといえば突っ込んだ考え方を示

していただきました。その姿勢を示していただく中で、私ども地域住民は大変心強

く、大いに歓迎しているものであるわけであります。 

 そこで伺いたいわけであります。 

 その以後、ＪＡとの協議状況、進展ぐあいはどのようになっているのか、まずお

聞かせいただきたいと思います。 

 同時に、建てかえ整備計画、やはり早く進めてもらいたいという希望はあるわけ

でありますけれども、これをスムーズに行う上で、やはりそれなりの障害物がある

のかなと思います。その障害となっているところはあるのかないのか。あれば、ど

のようなもので、どこに打開策を求めようとしているのか、そういったお考えをぜ
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ひ聞かせていただきたいと思います。どうか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） 町長。 

町長（藤澤直広君） 日野菜漬物加工施設の整備計画についてでございますが、３月

に事業実施主体でありますＪＡグリーン近江の担当と町がＪＡ広島の広島菜漬物セ

ンターを訪れ、施設や運営などの視察を行いました。また、６月にはＪＡグリーン

近江の日野町内の経営役員の会議の場に、農林課の職員も同席をいたしました。 

 これまでの協議から、新しい施設は日野菜を基軸とした漬物加工に、他の野菜の

カット加工などの処理もできる施設を構想されておりまして、今後ＪＡグリーン近

江により、経営計画、規模、位置、時期などを具体化して、計画がされるところと

なります。町では、農業振興、日野菜振興の立場から、引き続き協議に加わってま

いりたいと考えております。 

 次に、障害となっていることはどうかということでございますが、こうした施設

をつくるにあたっては、いろんな課題整理をしなければならないというのは当然の

ことでございまして、障害というよりも、実施に向けていろんな課題を整理してい

く必要があるということだと私は思いますが、基本的にはやはりどのような構想を

まとめ、どういう経営計画の中でしっかりとやっていけるのかどうか。そのために

は、そうしたことを前提とした上で、地域のご理解やご協力がどのように得られる

のか、こういうことが大切であるというふうに考えております。 

 新しく建てられる加工施設の機能が十分発揮され、生産拡大など、日野菜の生産

振興に向けて、引き続きＪＡ、町、地域、生産団体等が連携して取り組むことが大

切と考えております。 

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けれども、基本的な町の姿勢

については変わらないという、そういう私は認識の立場に立って質問させてもらう

わけであります。 

 やはり、どうしても問題は生産力の問題がどうなっているかという、そして、後

継者がどうかという、そこらにやっぱり、つまり、農協さんも経営の舞台でありま

すので、そこにそれだけの施設をつくって、本当に稼働していくのかどうか。まし

てや、グリーン近江というのは大きな組織になったわけで、日野農協であれば大い

にすっとできる可能性があるのに、グリーン近江になったばっかりに、日野町がち

っちゃくなってしまうという、そういう扱いになる可能性があるということは、私

は想像上、思っているわけでありますけれども、例えば生産１つをとっても、当時

は本当に危機状態になったときもありましたし、それから、作付が２ヘクタールか

ら４ヘクタール、４ヘクタールから現在２回転して６ヘクタールまで伸びてきたと



3-91 

か、それから、漬物の施設の袋が年間、今から６、７年前であれば年間２万袋ぐら

いだったのが、現在では６万袋ぐらいになってきている。そして、生産当たりが、

当時は20トン当たりが現在では45トン。早く100トン、80トンぐらい行かんとだめだ

ということを言われておりますけども、45トンぐらいまで上がってきた。 

 そして、生産部会そのものも、当時はなかなか、一時はよかったけれども、やは

り平成の10年あたりは相当厳しい状況になって、今日では40人近くになり、鎌掛だ

けでなくて、他の地域、日野町の日野菜という、そういう位置づけにかわってきた

という、大きく発展してきた。これは、当然町の日野菜の振興に対する、振興策に

対する財政的な支援、農協へも含めて、大いに頑張ってこられた、その１つの証か

なということを思っているわけで、そういう意味で、私はそういう力が伸びてきて

いるという、そこの部分を大いに売り出していくというのか、強調していく。その

姿勢をなかなか農協から自ら言えない部分を、町がきちっと話をできる、そういう

ことが特に必要かなということを思います。 

 経営計画というのは、やはりそういう意味で、熱意があるかどうかの、単なる数

字だけの問題でなくて、熱意の問題だと私は思うわけであります。そういった意味

で、昨年の12月の、これはもうやめられましたけれど、高岡課長が、財政的な問題、

それから規模の問題、それからどういう地域でするのかという話も含めて、突っ込

んだ回答が出されてきているわけです。これをあくまでも堅持してもらうというこ

とが、今私は特に今回言いたいわけで、その点について間違いないのかどうか、ぜ

ひお聞かせいただきたい。そのことをぜひ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） 農林課長。 

農林課長（門坂俊男君） 日野菜の加工場の整備に関しまして、どういった問題があ

るかというふうなことで、生産の問題とか、いろいろご指摘をいただいたところで

ございます。 

 農林課の方も農協の方といろいろと協議を重ねておりまして、やはり農協は組合

員の農協であって、経営役員は、一定、組合員に対して責任を果たさなければなら

ないというふうな中で、経営計画、採算性が出せるのかどうかということがなけれ

ば、日野の経営役員だけが一生懸命になっても、農協本体でゴーサインには結びつ

かないというふうなことになるというふうでございます。 

 農協としましては、施設をつくった以上、年間コンスタントに施設を稼働してい

くというふうなために、日野菜だけでなくてカット野菜等も入れて、人も年間コン

スタントに雇用できるような形というふうな中で経営計画を立てていくというふう

なことで、その中で規模が決まり、敷地面積が決まり、位置が決まっていくという

ふうなことで、課題として幾つか農協の中であるという部分、町の方としては、生

産が継続できる、拡大していける、後継者の問題というふうな中で、担い手農家で
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も日野菜に取り組みたいというふうな計画の方もありますので、その辺を町も支援

していかなければならないというふうなことでございまして、基本的な部分は昨年

度と変わっていないというふうなことで、農協の方と協議を進めておるところでご

ざいます。 

議長（杉浦和人君） 對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） 細かい問題はいろいろもう言いませんけれども、基本的な姿勢

であります。当然、この地元にも、そういったいろいろざっくばらんなお話もして

いただきたいということを感じておりますけれども、例えば、この位置について言

えば、前回の12月の議会でありましたけれども、位置、場所、建設規模であれば3,000

平米ぐらいで、せめて建物は1,000から800ぐらいなければいかんな。なぜならば、

先ほど言われる通年運営というのか、加工を単なる日野菜だけでなくて、ありとあ

らゆる野菜も入れた、年間通してできる運営をやっていこうという、そういうこと

から見れば、規模がそれぐらい要りますという話とか、財政的な支援については、

経営主体は農協でありますので、農協が補助をもらった後、残りについて、町が財

政的な支援に汗をかこうという話も出されたわけでありますけれども、そういうよ

うな内容については、私たちもそうかなということを感じているわけでありますけ

れども、これはやっぱり心強いわけであります。 

 そういう基本的な姿勢については、やはり変わっていないというところだけを再

度お話、さっきしていただいて、そして、私らも地域でもできるところは大いに頑

張らせていただいて、どこへでも話に行けというのだったらどんどんしに行きます

ので、その点についてだけのご意見を、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 ただ、あと１点でありますけれども、現在農協さんの中にも、日野菜の振興、漬

物加工について、相当努力されている部分があります。よく甘酢漬とかえび漬は皆

さんご承知だと思いますけれども、それ以外には、ピクルスというような分とか、

日野の地酒を使って日野菜を漬けるとか、そういう今サンプルをつくっておられま

す。そういうようなこともその一部分であるのかなということを思います。 

 そこへいろいろ日野町の野菜、なかなか日野町はハウス野菜が弱いという、そう

いう地域でもありますので、なかなか大変かなと思いますけども、今キャベツに力

を入れようという努力もされている。これはやはり、日野町、行政が農協に対して、

日野菜振興に対する財政的な支援も含めて、やっている結果の方にもあらわれてき

ているわけですね。こういう部分のよいところは大いに伸ばしていくということか

ら見ていけば、当然昨年12月に答弁された内容については今後も堅持していくとい

う、そういう立場をぜひこの場で明らかにしていただきたいと、このように思いま

す。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 
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農林課長（門坂俊男君） 日野菜の加工施設につきまして、昨年までの積み上げてき

た経過も踏まえて、そういった方向で続けて取り組んでいくというふうなところは

間違いないところでございます。 

議長（杉浦和人君） 對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） 強引に言ってもらうような話ばっかりで申しわけございません

でしたけれども、そういうことで、熱い気持ちを忘れずに、今後も取り組んでいき

たい、このように思いますので、どうかよろしくお願いします。ありがとうござい

ました。 

議長（杉浦和人君） 以上で、通告を受けました一般質問は全て終了いたしました。 

 以上をもちまして本日の日程を終わります。 

 委員会審査および調査につきましては、17日に午前９時から総務常任委員会、午

後２時から産業建設常任委員会、18日には午前９時から厚生常任委員会、午後２時

からは人口減尐対策特別委員会、19日午前９時からは地域経済対策特別委員会をそ

れぞれ開き、委員会の審査および調査をお願いいたします。各委員会の招集につき

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。 

 ６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 １６時４７分－ 


