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第４回日野町議会定例会会議録 

 

平成２７年９月１４日（第２日） 

開会  ９時２５分 

散会 １６時４８分 

 

１．出席議員（１４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（２３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 

 総 務 課 参 事  池 内  潔  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 

 住 民 課 参 事  宇 田 達 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 五 宣 夫  生 涯 学 習 課 長  山 本 和 宏 

 学 校 教 育 課 長  髙 橋 正 一  学校教育課参事  安 田 寛 次 

 会 計 管 理 者  川 東 昭 男  図 書 館 長  高 波 郁 子 

 代 表 監 査 委 員  曽 羽 松 司     

 

４．事務のため出席した者の職氏名（２名） 

 議 会 事 務 局 長  西 河  均  総 務 課 主 査  山 添 史 郎 
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５．議事日程 

日程第 １ 議第６８号 日野町保育所設置条例の一部を改正する条例の制定

について 

 〃  ２ 議第６９号 日野町立学校の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 〃  ３ 議第４７号から議第６９号まで（人権擁護委員の候補者の推薦に

ついてほか２２件）および報第９号から報第１４号まで（専決処

分の報告について（損害賠償の額を定めることについて）ほか５

件）について 

〔質 疑〕 

 〃  ４ 議第４７号から議第５３号まで（人権擁護委員の候補者の推薦に

ついてほか６件）について 

〔採 決〕 

 〃  ５ 請願第３号 国に対し「所得税法第５６条の廃止を求める意見書」

の提出を求める請願書 

 〃  ６ 議第７０号 決算特別委員会の設置について 

〔および委員会付託〕 

 〃  ７ 選第１１号 決算特別委員会の委員の選任について 

 〃  ８ 議第５４号から議第５８号まで、および議第６８号から議第６９

号まで（日野町行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人

情報の提供に関する条例の制定についてほか６件）について 

〔委員会付託〕 

 〃  ９ 一般質問 

 ４番 山田 人志君 

 ３番 奥平 英雄君 

 ７番 齋藤 光弘君 

１２番 池元 法子君 

 ９番 冨田  幸君 
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会議の概要 

－開会 ９時２５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 議第68号から、日程第２ 議第69号まで、日野町保育所設置条例の一

部を改正する条例の制定についてほか１件についてを議題とし、町長の提案理由の

説明を求めます。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） おはようございます。 

 それでは、提案理由の説明をさせていただきます。 

 日程第１ 議第68号、日野町保育所設置条例の一部を改正する条例の制定につい

て。本案は、保育ニーズに忚えるため、平成28年度から、新たに保育所あおぞら園

鎌掛分園を設置することとし、同分園の位置および定員を定めるため提出するもの

でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、日程第２ 議第69号、日野町立学校の設置等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について。本案は、近年の幼稚園に対するニーズの変化を踏ま

え、日野町立日野幼稚園鎌掛分園を廃止することとし、日野町立学校の設置等に関

する条例の一部を改正しようとするものでございます。 

 なお、この条例改正は、先に提案させていただきました、議第68号、日野町保育

所設置条例の一部を改正する条例の制定についてにより、増加する保育所の保育ニ

ーズに対忚していくためのものでございます。ご審議のほど、よろしくお願いいた

します。 

議長（杉浦和人君） 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 ここで暫時休憩といたします。 

 なお、休憩中に、全員協議会を開催いたしますので、議員の皆さんは、直ちに第

２委員会室にお集まりをいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 それでは、暫時休憩いたします。 

－休憩  ９時２８分－ 

－再開  ９時４５分－ 
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議長（杉浦和人君） 再開いたします。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第３ 議第47号から議第69号まで（人権擁護委員の候補者の推薦についてほ

か22件）についてを一括議題とし、各案に対する質疑に入ります。 

 また、報第９号から報第14号まで（専決処分の報告について（損害賠償の額を定

めることについて）ほか５件）についても、質疑を許可いたします。 

 質疑はありませんか。 

 11番 東 正幸君。 

11番（東 正幸君） おはようございます。 

 それでは、質疑をお願いいたします。 

 議第54号の、日野町行政手続における特定の個人を識別するための番号の設置に

ついてでございますけれども、この情報提供ネットワークシステムとは、どういう

ものなのか。また、これは民間なのか、そこら辺をお願いしたいと思います。 

 それからまた、次のただし書きの部分でありますけれども、情報提供ネットワー

クシステムを使用して、他の個人番号利用事務実施者からということは、この他の

個人番号利用事務実施者というのは、この行政なのか、これと連動しているのか、

そこら辺をお願いしたいなと思います。 

 それと、議第56号、平成27年度一般会計補正予算（第１号）についてであります

けれども、農業振興費についてであります。環境保全型農業直接支援対策事業であ

りますけれども、これは環境こだわり米、こだわり農産物への対忚で、今までは１

回の取り組みが、２回になったということの理解でいいのか。面積は、私は増えて

いないように思うんですけども、回数によって、これを増額されたのか、そこら辺

をお願いしたいなと思います。 

 といいますのは、やはり、こだわり米、農産物に対して、非常に交付納金は低い

ということで、そこら辺をどうなのかお聞きしたいと思います。 

 また、農地費の、日野川基幹水利施設管理事業でありますけれども、国の追加補

正ということでありますけれども、今後の農家への費用の値上げとかそういうこと

は、どの程度になっているのか、もう全部公費で負担してやろうと言ってくれはる

のか、そこら辺もひとつお願いしたいと思います。 

 それから、議第59号でありますけれども、平成26年度決算資料のページ19の①で

ありますけれども、個人町民税賦課状況の中で、本年度に賦課した税額の均等割が

増えているが、これはどういうことなのか、お願いしたいなと思います。 

 また、その下の26年度決算資料の中の⑤の、地方税の減免状況でありますけれど

も、生活保護について、固定資産税は対象とされておりますけれども、個人町民税

は今年度はゼロであるが、前年度は上がっておるんですけれども、そこら辺の見方
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はどうにすればいいのか、お聞きしたいと思います。 

 また、その次のページの委託業務について、このように委託が相当出されておる

んですけれども、やはり出されることによって、経費面が相当安くついているのか

ということを、お尋ねしたいと思います。 

 もう１点でございますが、平成26年度決算の実質収支額については、４億2,200

何某ということに上がっております。審査の意見書では、何か3.4ポイントに上昇し

たということになっておりますけれども、平成26年度の標準財政規模はどれぐらい

であったのか。また、実質収支比率はどうなのか、そこら辺をお願いしたいと思い

ます。 

 もう１点は、財産に関する調書の中で、土地建物山林などの面積は記載されてお

りますけれども、時価などの評価は非常に難しいかと思うんですけれども、そうい

う時価で表示されているところも、たまには見受けられますので、そこら辺につい

てのお考えはどうなのか、お聞きしたいと思います。 

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

 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。 

 それでは、ただいま、東議員からご質問いただきましたのにつきまして、回答を

させていただきます。 

 情報提供ネットワークシステムとはどういうものかということで、今回提案させ

ていただいております条例第４条に係る部分でございます。この情報提供ネットワ

ークシステムは、総務大臣が管理設置するということになっております。責任にお

いても、総務大臣ということになります。 

 それから、個人番号利用事務実施者というものについてでございますが、これは、

いわゆる国とか他の自治体で、同じように特定個人番号を扱う事務実施者というこ

とになりますので、国、他の自治体ということでございます。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（門坂俊男君） 質問いただきました補正予算での、環境保全型農業直接支

払事業についてでございますけれども、議員おっしゃるように、１回の部分が２回

対象になるようになったということでの増額でございます。 

 日野町での取り組みの主なものにつきましては、堆肥の施用、あるいはＩＰＭ、

足す、畦畔除草、足す、長期中干しが、面積的には大きいものになっております。 

 また、日野川基幹水利施設管理事業で、国の補正予算について、今後の農家への

対忚はどうなるのかというふうなことでございますけれども、日野川流域土地改良

区の維持管理費につきましては、今年27年度分に関しては、27年３月の総代会で議

決して決めておるというふうな状況から、これを年度内に増やす、減らすというふ
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うなことは、通常ないというふうに思っております。来年以降への負担の増減につ

きましては、今年から経営機能保全事業、10年間で19億というふうな事業を着手す

るということで、それの事前説明では、農家、上３町、日野、蒲生、竜王につきま

しては、一反当たり740円が農家に負担をする、ぱっと割った額やというふうな説明

資料が配付されております。 

 電気代につきまして、平成25年からいいますと、もう倍ほどに電気代が上がって

いるというふうなことで、今年度ですと3,000万上がるというふうなことですが、そ

れを5,000ヘクタールで割りますと、一反当たり600円というふうなことになります

けれども、それに対しまして、今、基幹水利の補助の追加補正があったというふう

なことですが、日野川の電気代の全てが、この基幹水利の対象にもなっておりませ

んので、その部分についていきますと、半分が基幹の対象ぐらいの農家負担分でい

いますと、27から21パーセントが農家負担というふうなことになっております。そ

れは、県の負担がちょっと前から減らされたり、今年は、急変緩和というふうなこ

とで、２ポイント増やされたりしていることが、来年度以降、どうなるかという部

分が読み取れないというふうな状況があります。 

 また、電気代に関しましても、関西電力は26年、27年２回値上げしたんですけれ

ども、その中の説明でも、原子力発電所の稼働状況によって再値上げもあるし、う

まく稼働できていけば、原発が、再稼働が増えていけば、値下げすることは可能と

いうふうなことの説明がされておりますので、その辺が読み切れない。また、再生

可能エネルギー、太陽光とか風力の賦課金が、そういう発電所がたくさん増えてい

ますので、来年度以降もどんどん賦課金が値上げされるというふうな状況がありま

す。 

 燃料調整費、火力発電所の燃料の原油価格による調整とか、為替による単価の増

減もありまして、なかなかどうなるというのが見込めないというふうなことでござ

いますが、740円の部分も、国の経済状況によって、労務単価が上がる、消費税が上

がる、資材単価が上がるというふうなこともありますし、逆に、10年でやろうとし

ていたことが、15年間やらないと、その分の割り当てがもらえなかったというふう

なこともあり得ますので、ずっと長いスパンでは分からない状況でございますけれ

ども、今の状態で来年の話をすると、740円分は農家からいただかなあかん。電気代

の分の200円、300円の値上げ分は、見込まんならんというふうな状況になっている

のかなと思うところでございます。 

議長（杉浦和人君） 税務課長。 

税務課長（増田昌一郎君） ただいま東議員の方から、決算資料で税に関する質問を

幾つかいただきましたので、私の方から答弁をさせていただきます。 

 まず、決算資料19ページをご覧になっていただきたいと思います。 
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 まず１点目の質問でございますけれども、19ページの左上の方に、個人町民税の

課税の状況について、数字を上げさせていただいております。このうち、本年度に

課税した税額で均等割が増えているのは、なぜかというご質問でしたけれども、ご

覧になっていただきますと、個人町民税といいますと、均等割と所得割の課税がご

ざいますけれども、所得割は前年度の数字と比較しまして減になっておりますけれ

ども、均等割の方が増額になっているということで、この分につきましては、平成

26年度から、個人の住民税につきまして、均等割に震災復興の特別分が新たに加算

となっております。具体的な金額は、町民税で500円、これとは別に県民税も500円

ですので、納税者の方にとりましては、1,000円が新たな負担となるわけでございま

すけれども、26年度から35年度までの10年間、これは主に防災ですとか、あるいは

減災関係の事業の財源に充当するという目的で、制度がつくられたものでございま

す。ですから、納税義務者数でいいますと、均等割でいいますと１万1,000人余りご

ざいますけれども、お１人500円ということで、この震災復興特別分が500万余り増

額になっているという部分が、主な要因でございます。 

 それから２点目につきまして、同じく19ページで、町税の減免の条件についてお

尋ねをいただいております。生活保護を取り上げていただいたわけですけれども、

固定資産税は対象になっているけれども、町民税はどうなのかというご質問ですけ

れども、１つは、制度の違いがありまして、生活保護に対して非課税となるか減免

で対忚するかということが、税金によって尐し制度が異なる部分がございます。具

体的に申し上げますと、固定資産税につきましては、減免という対忚をさせていた

だいております。これは、制度的にそうなっている部分がございます。一方で、個

人の町民税につきましては、賦課期日現在におきまして生活保護の方につきまして

は、非課税という形での措置になっておりますけれども、それ以後、新たに生活保

護になった場合については、減免で対忚するという仕組みになっております関係上、

固定資産税と町県民税で尐し扱いが異なります。ですから、平成26年度町民税につ

きましては、生活保護ということで数字は上がってございませんけれども、年度途

中で対象になった方がないと。それから、前年度は２件あるというふうにご質問い

ただきましたけれども、この件につきましては、年度途中でなった方がそれに該当

するというふうに、ご理解をいただければと思います。 

 それから、決算資料の19、20につきまして、税務関連の業務を上げさせていただ

いているわけですけれども、それを受けまして、決算資料21ページに、委託業務、

税の方で委託しております業務が、幾つか上げさせてもらっております。ご質問の

方では、委託に出した方が、経費的に安くつくのかというご質問であったと思いま

すけれども、もちろん、経費面でどうかというのは大事な要素であるとは考えてお

ります。ただ、委託業務も内容はいろいろございまして、ここの８の委託業務に、
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税務課の方で外注しております業務を上げさせてもらっていますけれど、例えばシ

ステムのサポート補修は、これは電算システムの業者に委託をしているわけですけ

れども、こちらの方は、経費というよりも、どちらかと言えば業務の特殊性が重要

かなというふうにも考えておりますので、ここは安くつくに越したことはございま

せんけれども、主に経費よりは、どちらかというと業務の特殊性かなというふうに

思います。 

 それから、アウトソーシングの業務というのがございます。これは、以前でした

ら、町の職員が庁舎内で、例えば通知書の印刷とかをしておった分を外注するとい

うのが主な中身でございますけれども、もちろん、こちらにも業務の専門性なりは

ございますけれども、こちらの方は、特に４月、５月、６月の課税の時期としては

大変繁忙期にあたりますけれども、こういう時期に集中をしますので、より確実に

間違いがないように印刷発行ということになりますと、アウトソーシングというの

も１つの選択肢かなというふうにも思いますし、こちらの方は、若干経費面での要

素も大きいんじゃないかなというふうに考えております。 

 あと、主なものとしましては、不動産の鑑定ですとか土地評価に関する業務も、

委託に出させてもらっています。こちらの方は、業務内容がかなり専門的な部分に

なりますので、鑑定評価の資格のある方、あるいは土地評価に関する専門的な知識

を有している業者に委託する方が、より確実で、なおかつ公正な評価なりができる

ということで、委託をしているところでございます。 

 ということで、経費面はもちろんですけれども、業務によっては、それ以外の要

素が大きい部分もあるかというふうに感じております。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） おはようございます。 

 ただいまの東議員の方から、議第59号、平成26年度日野町一般会計歳入歳出決算

にかかわりまして、２点ご質問をいただきました。 

 まず１点目でございますが、26年度の標準財政規模についてと、実質収支比率に

ついてでございます。今年度の標準財政規模は、当該年度の標準税収入額というも

のに、普通交付税と臨時財政対策債の発行可能額を加え、足した数字ということで

ございます。26年度は、56億1,964万4,000円ということになりました。26年度の実

質収支比率は、先ほど議員さんもおっしゃっていただきましたとおり、実質収支額

が４億2,269万3,000円となりましたので、それを標準財政規模の56億1,964万4,000

円で割り戻しますと、実質収支比率は7.5パーセントということになりまして、昨年

は4.1パーセントでございましたものが、3.4パーセント上昇したというような経過

になったものでございます。 

 もう１点、財産の調書の関係で、土地建物の面積の記載はあるが、時価の評価は
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難しいのかというようなご質問でございます。現在、一般会計では、土地を所有す

る土地、建物につきまして、決算資料のとおり、面積をお示しをさせていただいて

おりますけれども、これにつきましては、昭和30年の旧の７町村の合併以前からの

ものも、そのまま引き継いでいるものも多くございまして、時価で発行するという

ような資産評価は、できていないというような状況でございます。そうした中でご

ざいますけれども、現在、国の方では、統一的な基準によります資産の評価方法で

すとか、固定資産台帳の整備などの取り扱いにつきまして示されてございますので、

その基準に基づきまして、統一的な財務書類を作成していくようなことになってご

ざいまして、日野町の方でも、今年度の当初予算で、平成28年度、来年度中までに

債務負担行為というようなことで計上させていただく中で、固定資産台帳の整備を

行おうというふうにしておるところでございます。その整備の中で、整理できるも

のについては、一定の整理をしていきたいなと思っておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（門坂俊男君） ちょっと訂正をさせていただきます。 

 先ほど、農業用の補正の中で、電気代の値上げが26年度、27年度と説明させてい

ただきましたが、25年度と27年度の間違いで、訂正させていただきます。 

議長（杉浦和人君） 11番、東 正幸君。 

11番（東 正幸君） 何点か再質問させていただきたいなと思います。 

 １点目の、この情報提供ネットワークシステムでございますけれども、今、総務

大臣が権限を持つということでございますけれども、その中で、当初の説明があり

ました、仮に保育料なんかで、よそから勤めておられて、こっちへ来られた。その

ときには、この前年の保護者の方の収入等が分からんと、保育料が定められないと

いうような説明も最初あったわけですけども、その中で、本人の全然承諾を得ずに

して、ぽんぽんとその人の番号をたたけば、ぱっとこう出てくる、そういうシステ

ムなのか、そういうシステムだと思うんですけども、本人の、こういうようにしま

すよという、それはもう必要ないのか。ここに定めております、他の個人番号利用

実施事務者とか、そういうところへ何も相談しなくて、個人の番号をたたけば、ば

んばんと出てくるということなのか。それとも、やはり日野町は、一忚保護者にこ

ういうようにしますよという承諾をされるのかどうか、そこら辺も、ちょっとお聞

きしたいなと、このように思います。 

 それから、農林の水利費でございますけれども、これはやはり来年度は確実に、

３月に700円何某か上げるということを総会に出されんと、あかんと思いますけども、

そういうようになっていくのか、値上げということで理解されてもろうていいのか

どうか、再度お願いしたいなと思います。 

 それと、税務の方でありますけれども、この均等割の方は、それだけ上がるとい
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うことで、やはりそうすると、所得割の方が、割は下がったのかどうか、そこら辺

をひとつお願いしたいと思います。 

 実質収支比率でございますけれども、標準財政規模が56億1,900ということであり

ますので、それを言われたとおり除算しますと、7.5パーセントということでござい

ますけれども、この7.5パーセントについては、どのように思われるのか。いろいろ

な資料を見させてもらうと、大体標準が３パーセントぐらいでというような情報を

得ているんですけれども、7.5パーセントというところになってくると、残ってくる

のはありがたいんですけれども、そこら辺の不用額の、全体としての状況はどうで

あったのか。やはり、もう尐し何か緊急的なことがあってできなかったのか、そこ

ら辺をお願いしたいなと思います。 

 それと、固定資産の台帳といいますか、そういうようなのは、やはり公簿がまだ

はっきりしていないので、なかなかできないかと思うんですけども、もう28年度に

はすることが確定している部分についてのみされるのか、そこら辺をお願いしたい

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。 

 おっしゃっていただいている部分につきましては、いわゆる、例えば保育料であ

れば、その本人さんが申請書を出されます。従来ですと、その申請書の必要添付書

類というので、前年度所得の証明、分かるものというのは、必ず添付をしないとい

けないようになっています。その部分が、今回のマイナンバーになることによりま

して、申請で当然添付をしないといけない部分を、その部分を本人さんが、わざわ

ざ前の住所地の所得の証明とかそれを添付する必要なく、前の市町村の方に、今の

申します情報提供ネットワークシステムを使いまして、こちらの方から依頼をさせ

ていただいて、それに基づいて、こちらに返ってくるということが、仕組みとして

されています。これは全て、法に基づいた部分の範囲内でしか、これはありません

けれども、そういう部分での、これが利用者の利便性という部分です。それが当該

書面の提出があったものということで、それにかえるものであるということが書か

れてあります。それは、保育料だけでなくて、同じように、児童扶養手当とかそう

いう部分につきましても、必ずつけないとという書類がございますので、その部分

についての利用者の、どちらかというと簡略化、もしくはこちらから言いますと、

事務手続の方の簡略化という部分で、この法が定められている趣旨に合致する分と

してご利用させていただくと、こういうことでございます。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（門坂俊男君） 日野川流域土地改良区の維持管理費について、どういうタ

イミングでというふうな意味でご質問いただきました。 
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 28年３月の総代会で、値上げについては議決をするということになることと思い

ますが、事前に、水利委員会等でも情報を提供していくというふうなことが、今ま

でもされておりますので、今回もそのようになるのかなと思っております。 

議長（杉浦和人君） 税務課長。 

税務課長（増田昌一郎君） 税に関しまして、所得割について再質問をいただきまし

た。 

 所得割の方につきましては、前年度と比較しまして、賦課で約400万の減となって

おります。この内容ですけれども、１つは、主に町内の住民の方の所得の多くを占

める給与所得が減っている部分が、影響しているというふうに見ております。 

 それともう１つは、株の譲渡に対する所得割が、前年度と比較しまして減尐して

おります。ただ、株の譲渡につきましては、前年度、平成25年度が相当その前の年

に比べまして増えております。こちらの方は、株の譲渡割に対する税率の特例が廃

止になるということもありまして、ですから、税率が上がるということになるわけ

なんですけれども、そこの駆け込みでの売買と、あとは株価の上昇に伴う分が25年

度については特に大きかったために、26年度、そこが若干反動があったのじゃない

かなというふうに見ておりますので、ご理解いただければと思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 東議員から、２点につきまして再質問をいただきました。 

 まず１点目の、実質収支比率についてでございますけれども、実質収支比率が高

くなった主な要因でございますが、大きく分けまして２つあるというふうに思って

ございます。まず１つは、歳入の面で、町税が予算減額にまくられまして、１億2,800

万ほど伸びているということで、税収が多いということはありがたいということで

ございますが、それが実質収支を押し上げる歳入での要因の１つと、もう１つは、

地方交付税で特別交付税の関係もございまして、8,600万ほど多かったということで

ございます。この２つの要因で、一般財源の歳入ベースで約２億1,400万、予算より

収入の増があったというようなことによるものでございます。 

 もう１点は、歳出の不用額でございます。不用額が全体で２億8,300万円ございま

す。以前より、不用額につきましては、もう尐し精査をするようにというようなこ

とで、ご指摘もいただいておったところでございますので、３月補正で一定のチェ

ックを行いながら、精査に努めてきたところでございますけれども、実績見込みが、

その３月補正の時点でなかなか難しい、医療費を含みまして扶助費の増加に伴いま

して、なかなか年度決算の精査が、難しくなってきているような状況でございます。

性質別で申し上げますと、25年度の扶助費の決算は約12億円でございましたけれど

も、26年度の決算は約14億円というようなことになってございまして、扶助費の占

める割合が多くなっておるというようなことがございます。しかしながら、実質収
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支比率が7.5パーセントというようなものにつきましては、議員ご指摘のとおり、私

も高いというふうに思ってございますので、さらにしっかりとした決算を見込んで

の精査に、努めていきたいなと考えておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 11番、東 正幸君。 

11番（東 正幸君） 最初のこの情報ネットワークですけども、それは瞬時に出てく

るわけですか。仮に、言っていました保護者がこちらへ移転されて、瞬時に出てく

るのか、他の自治体から送ってくるのか、そういうライン通して送ってくるのか、

そこら辺のことはどうなんでしょうか。瞬時に送ってくるのかということを、お願

い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） 瞬時に出てくるというようにお聞きしております。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 先ほど、再質問の中で答弁漏れがございまして、土地建物

の評価を、統一的なものにしていくのかという部分についてでございます。これに

つきましては、例えば道路ですと、一筆一筆、評価をしていくというのは難しいと

いうことになるというふうに思いますので、そういったことにつきましても、一定

の考え方のもとに、今は整理をしていくのかなということになりますので、全ての

土地建物にというようなことにはなりにくい部分がございますが、国の示される基

準に基づきまして、整理できるものは整理をさせていただきながら、固定資産台帳

の整理をしていきたいというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑はありませんか。 

 12番、池元法子君。 

12番（池元法子君） 私の方から、日野町一般会計補正予算について３点ほどお尋ね

をいたします。 

 １つ目は、13ページの歳出総務費諸費の町税等過年度還付金、これの1,700万円に

ついてをお尋ねいたします。説明では、企業の還付金だとの説明がありましたが、

昨年は約740万円だったものが、今年は新年度予算で約1,100万円に続き1,700万と、

今年度2,800万円と高額になっていますが、その内容と、また企業と個人の過年度還

付金の違いについて、教えていただきたいと思います。 

 ２つ目に、13ページの民生費、自立支援医療費厚生医療支給事業、これの1,054

万9,000円の内訳と、国、県、町の負担割合等をお聞きいたします。 

 ３つ目に、国民健康保険特別会計の補正予算（第１号）で、27年度の支援拡充額

は含まれているのでしょうか。９月議会の補正予算に上げられるところが多いと聞

いておりましたが、いかがでしょうか。 

 以上３点、お願いいたします。 
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議長（杉浦和人君） 12番、池元法子君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 税務課長。 

税務課長（増田昌一郎君） ただいま池元議員の方から、一般会計の補正予算につき

まして、町税等過年度還付金の内容と、企業と個人でどう違うのかということで、

ご質問をいただきました。 

 今回、町税等過年度還付金といいますのは、文字通り、町の税金で額の変更が生

じた場合に、納め過ぎの状態になっている場合にはお返しする際に、この科目から

支出をしております。ただ、過年度還付金という名称のとおりでございまして、例

えば、平成27年度の会計で、平成27年度の課税で変更が生じた場合は、税額変更し

て、未納の分があれば、そこで調整をさせてもらいますので、還付が発生しない場

合もございますし、平成27年度において納め過ぎの場合は、歳出からの還付ではな

く、歳入から戻すということで、戻出という会計処理をしておりますので、こちら

の方の過年度還付金というのは、具体的には、平成26年度以前の収入で変更が生じ

た場合に、お返しすることになります。平成26年度以前の歳入は既に確定をしてお

りますので、そこからお返しするということにはなりませんので、平成27年度の歳

出で予算措置をしまして、こちらからお返しするということで、歳出還付という言

葉を使っておるんですけれども、そちらの方の予算ということになります。 

 ですから、例えば、個人の方が、所得、以前の分について変更になって、お返し

しないといけない場合は、ここの科目から還付をさせていただいております。 

 それと、企業と法人でどう違うのかというご質問をいただきましたけれども、企

業の場合は、事業年度が、始まりがまちまちでございます。それと、企業ですので

法人町民税ですけれども、法人町民税の場合は、事業年度の６ヵ月が経過した時点

で、予定申告という仕組みがございます。ですから、この予定申告の中で、その前

の年の法人町民税の額の半分を、あらかじめ納めていただくという仕組みでござい

ます。これは、法人町民税額が大きいございますので、事業が、決算が終わった後

に、一度に納付額がかさまないようにする制度かと思いますけれども、決算年度の

半分が過ぎた時点で、その前の年度の半分をあらかじめ納めていただいて、決算の

時期に精算をするという仕組みになってございます。 

 ただ、法人の場合は事業年度の開始時期がばらばらでございますので、例えば、

４月始まり３月終了の事業ですと、９月が半期になりますので、それの２ヵ月後以

内に予定納税をされることになります。それから決算につきましては３月ですので、

大体５月末ぐらいをめどに精算をするということになるんですけれども、ですから、

予定納税の時期と確定で納付いただく年度が、ずれることがよくございます。例え

ば、26年４月から27年３月の決算の場合ですと、予定納税の場合は26年度の歳入に

なりますけれども、決算については27年度の歳入になるのが一般的でございます。



2-14 

そうしますと、27年度の決算において納め過ぎの状態になった場合には、本来、26

年度の分をお返しすることになるんですけれども、こちらはもう会計年度が異なり

ますので、27年度の歳出からお返しをするということになりますので、そこがちょ

っと個人と法人との違いになるかなと思います。特に、ちょっと今回の場合は、企

業さんで幾つか、企業におきまして還付額が大きくなりましたので、当初予算で

1,140万見込ませていただきましたけれども、そこが不足ということで、今回新たに

1,700万の増額補正をお願いすることになりました。 

 ということで、今回の増額補正につきましては、主に納付済みの法人町民税の額

の還付から発生したものだというふうに、ご理解いただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 自立支援医療費厚生医療費の支給の内訳について、ご質問

いただきました。 

 これは、心臓に係る冠動脈バイパス術に613万円、透析治療に441万8,800円という

ことで、合計1,054万9,000円の補正をお願いするものでございます。 

 負担に関しましては、国２分の１、県４分の１で、負担金として歳入になるもの

でございます。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（橋本敦夫君） ただいま国民健康保険特別会計補正予算に関連して、質問

の方をいただきました。 

 ６月議会におきまして、国の公費の拡充によりまして、保険者支援制度分として、

約2,100万が町の方へ手当されるという答弁をした、その分の補正が今回入っている

のかということでございますが、正式な金額につきまして、まだ指示を受けておら

ないということでございますので、12月補正でさせていただく予定をしております。 

議長（杉浦和人君） 12番、池元法子君。 

12番（池元法子君） 一番最初の、町税等過年度還付金の主な内容についてをお尋ね

をしたいと思います。 

 それと、国民健康保険税の支援拡充額について、確か先ほど言いましたように、

この９月議会に補正予算に上げられるところが多いというふうに聞いているんです

けれども、そうなると、他市町は予測で補正を上げておられるということになるの

でしょうか。 

議長（杉浦和人君） 税務課長。 

税務課長（増田昌一郎君） ただいま再質問で、もう尐し具体的な内容ということで

ご質問いただきました。 

 今回、法人町民税につきましては、具体的な額でいいますと、100万以上のものが、

現在確定している分だけで４件ございます。そのうち、700万を超えるものが１件、



2-15 

それから600万を超えるものが１件ございます。ということで、いずれも前年度予定

納税された分をお返しするような形になりますけれども、ただ、特に金額の多い700

万を超えるもの、600万を超えるものにつきましては、若干こちらの方も大変気には

なるところでございますので、いろいろ確認はしておるんですけれども、700万を超

える件につきましては、町内事業所で、昨年家屋等の増築もございましたし、それ

に伴います償却資産、設備投資、そちらの方もされています関係もありますので、

収益のうち、設備投資に回った分が大きかったことが、法人税の納付額の減につな

がったんじゃないかなというふうには見ております。 

 それからもう１件につきましては、こちらの方は、法人の場合、研究開発にかけ

る費用といいますのが、税額から控除をされる仕組みがございますけれども、そち

らの方の税額控除が、集中して大きかったというふうに聞いております。 

 ということで、非常に高額な２件ではありましたけれども、それぞれ割合、理由

がはっきりしている部分もございましたので、特に業績が不振ということが、今回

の還付に直接つながったものでないかなというふうには見ておりますので、ご了解

いただければと思います。 

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。 

 他の市町が、９月議会に相当する議会の方でかけられておるかどうかについては、

確認はしておらないところですが、今現在のところ、正式な文書での金額をいただ

いておりません。したがいまして、９月議会等で他の市町がかけられておるとすれ

ば、試算額なりを用いてされておるところがあるということでございますので、こ

ちらとしましては、確かなものが出てからということで、12月を予定しておるとこ

ろでございます。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑はありませんか。 

 ８番、蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） それでは、いつものように私も質疑に参加させていただきまし

て、質問を行わせていただきます。 

 前15期の質疑におきましては、常に今提案されました議案の多くについて、何点

もの質疑を行ってまいりました。２期目となりました今16期は、多くの議員に質問

に参加していただけるよう、６月議会より、数点に的を絞って質疑を行うこととさ

せていただいております。ゆえに、答弁漏れがないよう、また、納得できる分かり

やすい答弁を、冒頭に求めておきます。 

 それではまず、議第56号、平成27年度日野町一般会計補正予算（第１号）につい

てお伺いをいたします。 

 昨年９月議会、第５回日野町議会定例会の第２日目、昨年９月12日の質疑におき
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まして、日野町税条例の一部を改正する条例の制定について、法人税割2.6パーセン

ト分減は、税額にして法人税が約２割減になると考えてよいのか等をお伺いいたし

ました。増田昌一郎税務課長の答弁は、現行税率を100としますと、割合にしまして

それぞれ18パーセント余りの引き下げとなります。ですから、蒲生議員がお示しい

ただきましたような考え方のとおり、税額としては約２割の減になると見込んでお

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

税額にして約5,700万円、率にして18パーセント余りの減となる見込みでございます。

税収への具体的な影響は、平成27年度歳入からとなる予定でございますというご答

弁でございました。また、池内俊宏総務課長の答弁は、平成26年度の税制改正によ

りまして、消費税率が８パーセントに増額となったことによりまして、地域間の税

源の遍在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人町民税、法人税割の一部

を国税化し、その全額を地方交付税の原資とされることになりました。尐し飛ばし

まして、法人税割の約２割分の75パーセント分が、交付税として措置されるという

ことになりますという答弁でありました。 

 増田税務課長と池内総務課長の答弁をもとに、平成26年度の決算額をもとにして、

税制改正による平成27年度の地方交付税、普通交付税の増額分を、私なりに試算を

いたしました。平成25年度での法人町民税、法人税割影響予想額5,700万円、これを

平成25年度決算の法人税、法人町民税、法人税割、３億855万8,300円で割り、これ

に平成26年度決算の法人町民税、法人税割４億1,410万400円を掛けますと7,649万

6,800円となり、約7,650万円となり、この75パーセント、5,737万2,600円、約5,700

万円余りが税制改正による地方交付税、普通交付税の増額分となりました。ゆえに、

平成27年度の地方交付税、普通交付税の、前年度よりの増額分8,570万8,000円の３

分の２以上にあたる67パーセントが、税制改正による増ということになります。し

かるに、９月２日の議会議員全員協議会での池内総務課長の説明では、普通交付税

の前年度よりの増は、人口減尐対策によるものでありました。 

 そこでお伺いをいたします。 

 １点目、普通交付税の前年度よりの増の主因は、税制改正によるものと私は考え

ますが、どうなのか。 

 ２点目、人口減尐対策に要する普通交付税措置額は、いかほどなのかお伺いをい

たします。 

 次に、議第59号、平成26年度日野町一般会計歳入歳出決算について。監査委員さ

んからの、平成26年度日野町各会計決算審査意見書８ページから10ページにかけて

の４、まとめからお伺いをいたします。 

 １点目、平成25年度の決算審査意見書の４、まとめ①では、実質収支比率を上げ

る要因となっていた不用額も減ってきており、実質収支比率も低下し、財政運営の
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健全化は進んでいると高評価されていましたが、平成26年度の４まとめ①では、実

質収支比率が3.4パーセント上昇した。多くの不用額が出ている事業については、原

因を究明されるとともに、３月議会に提案する補正予算においては、十分な精査を

行われたいでありました。平成26年度の実質収支額は、平成25年度の２億3,205万

3,157円の1.82倍、４億2,269万3,807円と多額となりました。曽羽代表監査委員さん

の説明では、扶助費の見積もりが難しいとのことでありました。確かに、先ほども

総務課長からあったのですが、扶助費の見積もりは難しいと思いますが、予算額を

修正するために補正予算があり、最終３月議会まで補正ができます。ぎりぎりまで、

必要ならできるところでございます。 

 そこでお伺いをいたします。 

 東議員からも質問をされており、その回答では、歳入が増えた、歳出は年度末精

査が難しかったと説明されました。多くの不用額が出た主な原因と、なぜ補正予算

を十分に行えなかったかの説明をされましたが、今の財政当局は安全策に走り過ぎ

るようで、見積もりが甘すぎるように思えてなりません。そのために、多額の不用

額を出して、使うべきところに使えていないのではないか、こういうふうに思うと

ころでございます。見積もりが甘い、この点についてお伺いをいたします。 

 ２点目、４まとめ③で、職員数については、平成18年３月に策定された日野町行

政改革実施計画により、平成22年度の職員数を207人に設定されて以降、中学校給食

の開始や専門的職種の採用により、平成27年４月１日現在の職員数は、出向者を含

め214名であると指摘されております。 

 日野町は、市町村合併を行いませんでした。市町村合併の効果の１つとして、専

門的知識を持った職員の採用、増強が可能になることがあります。日野町は、市町

村合併を行いませんでしたが、専門的職種の採用は必要であり、採用をなされてお

り、このことによりまして、当然職員数が増えることとなりました。そこで、せめ

て市町村合併を行わなかったのですから、行わなかったからには、技能労務職やコ

ア部分でない企業職、いわゆる現業職は民間に委託すべきではないかと考えますが、

お考えをお伺いいたします。 

 ３点目、４まとめ⑨で、平成27年度から公共施設総合管理計画の作成にあわせて、

固定資産税台帳の整備が始められる。このことにより、公有財産である土地建物の

把握と資産管理が進むと思われるので、処分可能な遊休地の把握と、遊休地の適切

な価格での払い下げについて推進されたいと指摘をされております。この監査委員

さんの指摘は至極当然でありますが、この前に、日野町においては、土地開発基金

で所有する土地の売却をなされなければなりません。平成26年度日野町歳入歳出決

算事項別明細書143ページ、144ページを見るに、平成26年度の売却はゼロでありま

す。ちなみに、平成25年度には売却がありました。平成26年度がゼロであった理由
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と、今後の処分計画を伺います。 

 次に最後に、報第12号、市債権の放棄について、水道料金、上水道についてお伺

いをいたします。 

 報第10号、報第11号と比較して、対象件数の関係上、当然のことながら、件数、

金額ともに多いところであります。条例第13条第１号と第２号については、一定、

致し方ないのかなと考えますが、第７条については尐し疑義を持ちますので、お伺

いいたします。 

 １点目、死亡、失踪、行方不明等の債権者の事項別の件数について、お伺いいた

します。 

 ２点目、死亡の場合、相続人から徴収することができないのか、お伺いをいたし

ます。 

 以上、２議案と１報告についてお伺いいたします。明解な答弁を求めます。 

議長（杉浦和人君） ８番、蒲生行正君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） ただいま蒲生議員から、議第59号、平成26年度日野町一般

会計歳入歳出決算の関係に関しまして、何点かご質問をしていただきました。 

 まず１点目でございますが、普通交付税の平成26年度で、前年度より増となった

ことでのお話と、法人税割に関してでございます。まず、27年度の普通交付税の算

定にあたりましては、法人税割は、推計でございますが約3,000万余りの増が見込ん

でございます。そうした中で、基準財政収入額が増えることによって、交付税が減

の方になるということでございます。そうした中、全体として増えております要因

といたしまして、ご説明をしていただきました人口減尐と直接対策事業費の増につ

きましては、約１億3,000万円の増が算入されているというようなことで、これが主

な要因というようなことで、ご説明をさせていただいたところでございます。 

 それに、あと、実質収支比率の不用額につきまして、財政当局は安全策をとって、

見積もりが甘いのではないかというようなことでございます。３月補正につきまし

ては、一定の原課からの要求に対しまして、チェックをさせていただいておるとこ

ろでございますが、扶助費につきましては、どういうような需要が、いつ急に起こ

るか分からないということで、扶助費につきましては、予算がないので執行できな

いというようなことでは、住民の皆さんにご迷惑がかかるという部分で、尐し甘い

査定になっておるのかなというふうには思ってございます。もう尐し詳細な聞き取

りをする中で、扶助費も含めて、ほかの科目も含めて、整理をしていく必要がある

のかなというふうに考えておるところでございます。 

 あと、職員数の関係で、現業職の委託についてのご質問でございますが、町の方

では、先ほどもおっしゃっていただいておりますとおり、福祉関係等の専門職を中
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心といたしまして、採用が増加をしておるというような状況でございます。そうし

た中、現業職の採用については、一定、用務員さんについては、これまでから新た

な雇用をしてこなかったというような状況もございまして、そういった部分の現業

職の減の部分について、専門職の方に人員が振りかわっているというような状況に

なってございます。そうした中、委託につきましては、現在のところは考えておら

ない状況でございます。 

 もう１点、土地開発基金の関係でご質問をいただきました。監査委員さんのご指

摘のとおり、遊休地の整理についてというようなことで、従前よりそういったご意

見を頂戴しておるところでございます。土地開発基金につきましては、あらかじめ

土地を先行取得する中で、買い戻しの時期を確認する中で、塩漬けとならないよう

に、注意しなければならないというふうに考えておるところでございますが、過去

において、道路整備事業なり土地区画整備事業等で、一定好景気に先行しているケ

ースにつきましては、時価の土地の地価の下落によりまして、現時点での時価で売

却をした場合に、取得した簿価に達することができないというようなことで、元本

割れが生じてしまうと、こういったこともございまして、なかなか売却が難しいと

いうような状況になっておるところでございます。ここの部分については、一定、

研究をしていかなければならないなというふうに考えておるところでございますが、

簿価を割ってまで売却をしていくというようなところについては、県下の市町にも

問い合わせをさせていただいたりしておるところでございますが、現在のところ、

明確にやっておられるところは、余りないのかなというふうなところが、今現在、

町の方で確認しておるような状況でございます。 

議長（杉浦和人君） 上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） ただいま、蒲生議員さんの方から、報12号のことにつ

きまして、２点ご質問をいただきました。 

 １点目の、13条の７号における件数でございますけれども、全体でちょっと件数

で申し上げて申しわけございません、968件ございまして、そのうち、本人死亡につ

きましては222件です。そして行方不明ということで、746件でございます。 

 もう１点、死亡につきまして、本人死亡の場合、相続人からということでご質問

いただきました。この件につきましては、現在のところ、そこまで相続人に対して

確認をしてという形を、とれていない部分がございます。 

議長（杉浦和人君） ８番、蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） それでは、再問を行います。 

 第１点目の、地方交付税の普通交付税が増になったことについてでございますが、

今おっしゃったと、そういう人口減尐対策の分が１億3,000万円あると、こういうこ

とになりますと、去年より増えておる8,570万8,000円の増のうち、１億3,000万円が
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人口減尐対策。そして先ほど、普通交付税、税制改正による分が3,000万と、こうい

うふうになる。合わせますと１億6,000万円が増の原因と。びしっと増えたのが8,500

万円としますと、7,500万円が減っていると、こういう形になります。この7,500万

円も減った原因は何なのか。これを次にお聞きしたいなと、かように思います。 

 次に、決算のでございますが、まとめ１については見積もりが甘い、これはお認

めいただいたとおりかなと思いますので、今後、見積もりをきちっと行っていただ

きたいなと思います。 

 次に、そのまとめ③の２点目でございますが、現業職を減らして専門職を増やし

てきていると、こういうご答弁でございます。しかしながら、実質上は207人から214

人と７人増えておると、こういうことになります。だから、もっとその分をきちっ

としていかなあかんのかなと、こういうふうに私は思うところでございまして、そ

の点につきましては、一般質問で、今後これから次、明日行いますので、そこに委

ねていきたいなと、かように思っております。 

 ３点目のまとめ④です。これは今の総務課長の答弁では、元本割れになってまで

売ることができない、こういうことですが、塩漬けになっている土地の多くは、昭

和の時代に買ったものでございます。バブルの以前でございます。だから、どう考

えても、元本割れするということはないというふうに私は思いますが、その点、再

度お伺いをいたしたいと思います。 

 市債権の放棄の中で、相続人に徴収できないかと、これについて確認していない

と。これはいかがなものかなと。222人亡くなっておられる、その部分がある。これ

はきちっと調査をし、その上ですべきではないのかなと、かように思うところです。

その点、再度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） 蒲生議員から、再質問を頂戴いたしました。 

 まず１点目は、普通交付税の算定にあたっての収入の増となった要因につきまし

て、私の方が言葉足らずで、概略で説明をさせていただきましたので、もう尐し詳

しくご説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、収入の基準財政収入額で、増えた要因につきましては、先ほど申し上げま

した法人税割の推計で、約3,000万円ということでございますが、固定資産税の償却

資産の増で約2,000万円、あと、固定資産税の家屋の減で1,500万、もう１つ、地方

消費税の交付金が、消費税が増額ということになったために、約１億余り収入が増

えております。これが、全体で基準財政収入額が増えた要因になってございます。 

 それ以外に、次に需要でございますが、先ほど申し上げました、人口減尐特別対

策事業費の増１億3,000万円のほかに、公債費で臨時財政対策債をお借りしておりま

すので、それの償還時に、今、交付税措置が100パーセントされるということで、そ
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れが、前年より3,000万円増えてございます。また、消防費の関係で、近年の災害等

のこともございまして、消防費が約1,000万増えてございます。また、社会保障費の

増ということで1,500万、高齢者保健福祉費で約2,000万増えておるということで、

全体として差し引きをいたしまして、交付税が増えるというようなことになってご

ざいますが、かいつまんで、極端な例でご説明をさせていただいた。申しわけなく

思っておるところでございます。 

 次に、土地開発基金の関係でございます。これにつきましては、従前からも遊休

地の処分につきまして、ご指摘もいただいておったところでございますので、処分

可能な、買い手があろうと思われるような遊休地につきまして調べたところ、現在

の簿価では割れてしまうのかなというようなことで、そういった答弁をさせていた

だいたところでございます。全てのものについて、また整理をしながら、引き続き

処分については調査をさせていただきたいなと、研究をさせていただきたいなと思

っております。 

議長（杉浦和人君） 上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） 再質問いただきました。 

 本人死亡の場合につきまして、相続人を調べてというところまで、現在至ってい

ないところでございます。その死亡の時点で連絡のとれるというのか、方について

のお話しはさせていただいておりますけれども、その方の相続までをきちっと調べ

て、相続人が誰であるかというようところまでの調査という形では、できていない

という状況でございます。 

議長（杉浦和人君） ６番、中西佳子君。 

６番（中西佳子君） それでは、質疑をさせていただきます。 

 議第54号、日野町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用、および、特定個人情報の提供に関する条例の

制定について、お伺いいたします。第３条には、町は個人番号の利用および特定個

人情報の提供に関し、その適正な取り扱いを確保するために必要な措置を講ずると

ともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に地域の特性に忚じた施策を

実施するものとするとなっております。マイナンバーも、個人情報が漏洩するので

はないかとの懸念の声があります。実施にあたり、個人情報を保護するための対策

をお伺いいたします。 

 次に、議第55号、日野町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について、

お伺いします。個人番号カード等に係る手数料を定めるものでございますが、再交

付の手数料、通知カード500円、個人番号カード800円となっておりますが、ご説明

をいただいたとき、県内の６町は同額との説明があったというふうに記憶しており

ますが、県下の状況はどうであるのか。とりわけ、近隣市であります東近江市や甲
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賀市はどうであったのか、お伺いいたします。 

 また、再発行の場合、手数料ともに手続に必要なものは何であるのか。申請条件

などはないのかということを、お伺いしたいと思います。 

 また、カードを破損した場合などは、返却というふうになると思いますが、紛失

をされた場合は、後でカードが出てくるというようなことも起こり得るのではない

かと思いますが、前のカードは効力は失効したものというふうに、申請をした時点

でなるのでしょうか。その点について、お伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） ６番、中西佳子君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 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をいただきました、

第３条にかかわる部分での、いわゆる町の情報保護の部分はどうかということでご

ざいます。 

 町の方もそうでございますが、国の方におきまして、法的には利用できる部分と

いうのが定められております。さらに、町独自でやっています福祉医療とか、そう

いう部分につきましては、独自で今、今回上げさせていただいたものでございます。

ですから、法的に、この部分しか使えないということで、法の枠として、その部分

以外は使えないということになっていますので、その部分だけ基本的には積極的に

使うものではないので、利用できるということでございますので、その法に定めた

部分の範囲で利用しなければならないときに、利用させていただくというものでご

ざいます。 

 あと、いわゆるセキュリティー面、ハード面部分を含めた部分につきましては、

総務課参事の方からご説明させていただきます。 

議長（杉浦和人君） 総務課参事。 

総務課参事（池内 潔君） 番号制度の運用に係るセキュリティーについてのご質問

をいただきました。 

 日野町におきましては、住民情報を取り扱う業務、それを基幹系と呼んでおりま

す。そして、一方で、内部情報を取り扱う事務、これを情報系と呼んでいます。そ

れぞれ系統によって、端末を分離して運用しております。各業務の端末につきまし

ては、書き出し等ができないように対策を講じているところでございまして、番号

法が運用される以前、本日もそうですけれども、万全なセキュリティー対策で完了

しているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（橋本敦夫君） ただいま、手数料の関係で、再交付に係るところでござい

ますが、県下の状況ということで、全員協議会のときにも申しましたとおり、500

円、800円につきましては、総務省より事務連絡をいただいております。これは地方
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自治法に基づく技術的援助という形で、文書の方いただいておりますので、ほとん

どの市町において、500円、800円というお値段になろうかと思いますが、ただ、こ

れにつきましては、市町でプラスいくら取るということは決められますので、どう

いう形でされておるかというのは定かではございませんが、県内の６町につきまし

ては、この額で行こうということでの確認ができておりまして、同額で改定される

見込みで、どうなったかという最終確認はできておりません。 

 それと、申しわけないんですが、東近江なり甲賀につきましても、現状確認がで

きておらないということでございます。 

 また、破損等で失うとかいう部分につきましては、当然、後で出てきた場合につ

きましては、２枚持つということはできませんので、こちらへお返しを願うという

ことになりますし、当然、再交付する場合においては、本人確認等を十分にさせて

いただいて、手続の方をするというふうになりますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

６番（中西佳子君） それでは、１点だけ質問させていただきます。 

 セキュリティーについてですが、国の法に従って、また町と国という部分がある

というふうにお聞きしましたが、大変このセキュリティーも費用がかかるものだと

いうふうに思いますが、今回にマイナンバー制で強化をされたということもござい

ましたが、この費用について、財源は全て町に関するものは町の財源を使うのか、

国からもあるのかということをお聞きします。 

議長（杉浦和人君） 総務課参事。 

総務課参事（池内 潔君） セキュリティーの対策の費用でございますけれども、こ

れにつきましては、番号制度に対するシステムの改修費用ということではなくて、

セキュリティー対策については庁内全体の対策というふうに、おっしゃっていただ

いているというふうに思っております。庁内の対策につきましては、かねてからセ

キュリティー対策として、ネットワーク事業者等と相談をしながら、万全になるよ

うにという心がけをしておりますので、特別にこの制度が開始されるにあたっての

強化対策というものは、今のところ実施しておらないところでございます。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

 ９番、冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） それでは、本日追加提案されました議第68号、日野町保育所設

置条例の一部を改正する条例の制定について。これと関連しまして、議第69号、日

野町立学校の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての関連を、

質問させていただきます。 

 今回のこの条例の改正に至るまでの経過につきましては、先ほども町の方から説
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明がございましたように、大変、地元であります鎌掛地区の関係者の皆さん、ある

いは地元の皆さんに、大変なご理解を、ご協力を基づいて、こういう改正になった

んだというふうに、大変感謝をいたすところでございます。 

 この中で今回、鎌掛幼稚園があおぞら園の分園になるということでございます。

今現在の鎌掛幼稚園の給食については、小学校での調理を運搬されているというふ

うに思います。保育園については、各その園で給食をしなければならないというふ

うに聞いておりますが、この辺の対策といいますか、考えを１つ目にお伺いをいた

します。 

 それから、これらのこの条例の改定に伴いまして、南比都佐幼稚園は、３歳児保

育を実施されるというふうにお聞きをしておりますが、これは事実であるのか、は

っきりしたご答弁を求めたいと思います。 

 また、３点目にいたしましては、いよいよ、もし南比都佐での３歳児保育が実施

されれば、日野町内の幼稚園では、この３歳児保育がされないのは、もう西大路幼

稚園だけになります。この辺に対しまして、当局は今後どのようなお考えにあるの

かということをお伺いしたいと、以上、３点について質問をいたします。 

議長（杉浦和人君） ９番、冨田 幸君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） あおぞら園の分園に対する調理についてでございますけれ

ども、分園を設置するに当たりまして、県の方に確認いたしました。分園というこ

とであれば、分園で直接調理を行わなくても、本園の方で調理したものを持って来

るということで、大丈夫だということを確認しております。 

 また、それですけれども、やはり衛生上の安全とかそういうことがございますの

で、配膳室の整備などは、きちんとするようにというふうに聞いておりますので、

そのようにしていきたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課長。 

学校教育課長（髙橋正一君） 冨田議員から、鎌掛分園の廃園に伴いまして、来年度

から南比都佐幼稚園での３歳児保育の開始について、質疑をいただきました。 

 鎌掛幼稚園を廃止することに伴いまして、来年度から南比都佐幼稚園で３歳児保

育を振りかえるといいますか、３歳児保育を開始するということで計画をしており

ます。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（古道 清君） 西大路幼稚園の今後につきましてでございますが、この間、

鎌掛分園につきましても、また南比都佐幼稚園の３歳児の問題につきましても、町

内全体を見る中でどう対忚するか、適正である学習集団規模の確保、あるいは保育

ニーズへの対忚という面から検討を進めてまいったわけでございますので、西大路
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につきましても、今後の学習集団の確保、あるいは子育て制度そのものも新しく変

わって、庁内的にもいろいろな対忚を進めているところでございますので、そうい

った状況を見きわめながら、検討を進めてまいりたいと思っております。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） 保育園の分園は、直接そこで給食調理をしなくてもいいという

ことで、お伺いをいたしました。これはまた、それであるならば、今まで同様に運

搬をされるということで、理解をさせてもらったらいいと思います。 

 １つだけ、西大路ですけれども、幸い、南比都佐幼稚園は、３歳児を受け入れる

教室が１つございました。前にも園長さんともしゃべっておりましたが、何とか受

け入れは可能だということも、前々から話をされておりましたが、確か西大路の方

は、そういった部屋が現在はないように思うんですが、今の教育次長の話にもあり

ますけれども、この辺についてのお考えを、いかなるものかということで１つだけ

お伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（古道 清君） 西大路幼稚園の施設面でのご質問をいただきましたが、議

員ご指摘のとおり、部屋としましては、四、亓歳児の部屋と遊戯室という形でしか

持っておりませんので、ハード的にどうかということでございますが、あくまでも

今後の対忚、全体的な町内全体を見きわめた中で進めるということになりますので、

現時点でその施設をどうするかというのは、ちょっと私はお答えいたしかねますの

で、ご理解のほど、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） 日野町内の子どもたちの公平な保育のことを考えますと、やは

りいろいろな子どもたちの、数が問題ということにもなろうかとは思いますけれど

も、全町的な公平な立場から、西大路での対策も考えていただけたらという要望を

して終わります。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑はございませんか。 

 ７番、齋藤光弘君。 

７番（齋藤光弘君） 議第56号、平成27年度日野町一般会計補正予算（第１号）につ

いて、３件ほど質問させていただきます。 

 １つ目に、財産管理事業の関連で、日野署警部交番の移転についてでありますが、

土地を購入されて、解体してから、土地造成等、いつごろ予定をされているのか。

そしてまた建屋の建設と、日野の現在の警部交番が移転されるのは、いつごろに考

えておられるのか、分かれば教えていただきたいと思います。 

 ２つ目に、地方創生交付金事業、地方創生の先行型についてでありますが、日野

町空き家定住促進助成金、そして日野町婚活支援事業補助金、いきいき商店づくり
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事業補助金、それぞれどのような事業で、どのような形での助成をされようとされ

ているのか、内容についてお伺いします。そしてまた、臨時職員さんを採用という

ことでの事業を当てられようとされていることにつきましても、内容についてお伺

いしたいと思います。 

 ３つ目に、街路灯設置補助事業でありますが、200万円の増額補正をしていただい

ております。昨年は、区における街灯のＬＥＤ化の台数は無制限ということであり

ましたが、今回は、以前のような５万円までの制限であるのかどうかということを、

お伺いしたいと思います。そしてまた、要望を受けてのことと思いますが、現在、

どのくらいの区で、助成の申請があるのかというところについてもお伺いしたいと

思います。 

議長（杉浦和人君） ７番、齋藤光弘君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） ただいま齋藤議員から、議第56号、平成27年度日野町一般

会計補正予算（第１号）に関しまして、ご質問をいただきました。 

 総務費の財産管理の財産管理事業についてでございます。 

 日野警部交番の用地ということで、土地の所有者のご了解をいただきまして、土

地所有者と契約をさせていただいたところでございます。契約の方では、現在ござ

います建物につきましては、土地所有者が解体をして、更地にしていただいて、町

の方に売却をいただくというような、土地を引き渡していただく、こういうような

契約になってございます。現在、土地所有者の方で、解体に向けての準備を進めて

いただいているというふうにお伺いをしております。一忚予定では、年内に解体を

されて、引き渡しを受けさせていただく予定をしておるところでございます。 

 また、警部交番の移転についてということでございます。現在、県警の方では、

平成28年度、来年度の当初予算の予算要望の中で、日野警部交番の建設費について

予算要求を進めていただいているというふうに伺ってございます。県の方で予算が

つきますと、28年度中に警部交番を建設されるということになりますので、まだ予

定ではございますが、順調に進めば、平成29年３月には完成をするということにな

ろうかと思いますので、そのころをめどに建設をされて、場所も供用開始になって

いくのかなと、こういうような現在のところの計画ということでございます。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） ただいま、齋藤議員の方からご質問がございました、

議第56号の27年度の補正の関係でございます。 

 Ｐ13に関係する分の地方創生交付金事業、地方創生の先行型の交付金の関係でご

ざいます。 

 負担金補助および交付金ということで、１つ目が、日野町空き家定住促進助成金
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ということでございまして、現在、町の方には、リフォーム助成という制度がござ

います。その部分につきましては、現在空き家を利用する場合につきましても、対

象とさせていただいています。ただ、空き家を借りる、利用するという場合には、

実をいうと、かなり高額な整備というのがついてくる場合が多ございます。そうし

た場合の１つの契機としまして、またできるだけ、その利用できるものというのは

利用していただくというのが、やっぱり本来であろうという部分、最近の特措法の

関係も、やはり危険空き家、空き家が増えてくる関係もございますので、その辺を

踏まえまして、空き家に特化した部分で、一定リフォームに対して助成をしようと

いう考え方でございます。考え方はリフォーム助成と一緒で、地元業者さんでして

いただくという部分で現在考えておりまして、上限につきまして、割合につきまし

ても、リフォームと同じような10分の１の形で考える中で、定めていきたいという

ふうに考えております。 

 日野町婚活支援事業補助金でございますが、これにつきましては、現在町の方で

も、いわゆる婚活事業の方をさせていただいておりますけれども、各地域の中で、

そういう取り組みをしたいというグループといいますか、そういう団体等をつくっ

ていただきまして、やろうやないかという機運があるというところがございますの

で、それが全地区に広がるような形で、そういうようなグループに対して助成をし

てはどうかということを考えまして、その辺につきましての助成を、10万というこ

とで７地区ということで、70万という形で予算を上げさせていただいたということ

ございます。 

 いきいき商店づくり事業補助金、これにつきましては、地元商店の商店街の振興

という部分でございまして、商工会等を中心に、今まであったスタンプラリー等ご

ざいますけれども、さらにそれを工夫していただくという形で、その補助をしてい

こうということでございます。 

 それから、それにかかわりまして、臨時職員の方を予算、上げさせていただいて

おります。１つは、いわゆる定住、移住ということで、もう尐し移住に関する相談

という部分を、しっかり整理して対忚していくということから、その定住、移住の

相談業務という部分での臨時職員も、予定をさせてもらいたいというふうに思って

おります。 

 もう１点は、空き家の調査を実施しようということで、委託金の方で上げさせて

いただいております。その中で、一部、最終的に委託した後の部分を、町としての

整理をしないといけないことがありますので、これはまるっぽではないですが、そ

の部分の若干の臨時職員分ということでございます。 

 あともう１点は、ファミリーサポートがございますが、その関係の、現在ござい

ませんので、その辺の人材発掘等含めて立ち上げに係る部分を、その臨時職員さん
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で集中していただきまして、進めてまいりたいということで上げさせていただいて

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） 議第56号の一般会計についての中での、街灯の補助金

のことでございます。 

 25年、26年と、無制限で補助の方を行ってまいりましたが、今年平成27年度につ

きましては、一集落５個ということでさせていただいてございます。現在、予定の

方でございますが、確実に分かっておるのが100灯の方を聞いております。ただ、８

月27日に、各地区の行政懇談会の要望が、最終、日野地区が８月27日、終わったと

ころでございますが、かなり、25年、26年の制度が、もう尐し、忘れていたとかと

いう集落もかなり多ございましたので、今回それを見込みまして、補正の方をさせ

ていただきます。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

７番（齋藤光弘君） 警部交番の解体をされて、あとは、町がまた土地の造成をされ

るかと思うんですけど、その辺の計画について、ちょっと時期的なものも再度お尋

ねしたいと思います。 

 そして、地方創生についての婚活支援事業の補助についてでございますが、昨年

南比都佐公民館事業の中でも、地域での婚活事業をはじめてしていただきました。

そのときも聞いていたんですが、そういった経費もかかるということで、補助をし

ていただきたいというお願いも聞いていたわけですけど、今回、こういう形で対忚

していただくということで、大変ありがたいなというふうに思います。各地区７地

区が、足並みそろえて新しくということでの予定でありますが、そこをなかなか、

またほかのところでも準備等できているところ、難しいところ、あるかと思います

が、そこの辺、また状況もお聞かせ願いたいんですけど、やはり町からの支援なり

が必要なのかなというふうに思います。 

 そして街灯でありますが、これについても、先ほどご答弁ありましたように、無

制限の２年間の対忚に乗れなかったという字があるように聞いておりますので、そ

こを今回また補正で、こういう形でしていただいたのは、ありがたかったかなとい

うふうに思います。 

 そういうことで、また再質問、お願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） ただいま、齋藤議員から再質問を頂戴いたしました。 

 日野警部交番の用地の解体などの造成の部分についてでございます。基本的に、

あそこの場所につきましては、区画整理内ということでございますので、解体をし

っかりとしていただければ、用地の造成という部分については、さほど必要ではな
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いのかなというふうに思ってございますし、上下水道につきましても、一定、ある

のかなというふうに思ってございますが、解体が終わった時点で、警察の方と詳細

な詰めは詰めさせていただきまして、必要なことは、またさせていただかなければ

ならないことになるのかも分かりませんので、その節には、また補正なりのお願い

をさせていただくことがあるかも分かりませんので、その節にはよろしくお願いい

たしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） ただいま、齋藤議員の方から再質問をいただきました。 

 婚活補助金の方でございますが、おっしゃっていただきましたとおり、南比都佐

の方、今年度もという話を伺っております。さらに、ほかの地区でという話も、若

干お聞きしております。ただ、私どもがこの予算を見る限り、ほかの地域にも広が

るようにということで、情報提供は、当然のことながら、その実施される部分での

具体的な部分も情報交換できるような、ほかのところ、地区の部分ですけど、そう

いう機会を持てればというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） ５番、谷 成隆君。 

５番（谷 成隆君） ちょっとお聞きしたいと思います。 

 議第52号、日野町教育委員会委員の任命についてお伺いいたします。 

 最初に一言お断りいたしておきますが、人事案件であり、また、提案がありまし

たように、西大路地区全体より協議され、推薦された方であり、提出案件自体に対

して疑うわけではないですが、委員の人物、選任にどうこう言おうとするものでも

ございません。教育委員会事務局より西大路地区区長会に委員の推薦をお願いされ

るにあたり、どのような人物の依頼をされたのか、その委員選出の条件について、

困られたことはなかったのか、お伺いいたします。 

 地方教育行政の組織および運営に関する法律第４条第４項に、委員の任命にあっ

ては、委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、

委員のうち、保護者である者が含まれるようにしなければならないと、委員の条件

が定められております。要するに、今日的には、女性の保護者をできるだけ選びな

さいであります。現在の市町村教育委員の平均年齢は年々若くなり、現在は女性の

登用が強く求められていると聞いております。今年度の西大路地区は、人口の尐な

い地区からの選出ですので、人格は明るく堅実な、教育、偏りがなく、学術および

文化に関しては経験が豊富な若い方、女性、保護者の委員を選出、推薦していただ

くとはいえ、難しく困難だったと思われます。ちなみに、ご存じであろうと思いま

すが、西大路小学校の児童は58名、うち11名は日野地区からの通学児童と、実質人

数は47名。この中には、兄弟の児童や父子家庭の児童もおられます。母親の人数は、

30名程度と考えられます。このような条件の中、西大路地区が依頼を受け、区代表
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の方々は選考にご苦労なされて選出されたことは、喜ばしく感謝しております。 

 そこで、推薦にあたり、どのような経過で選出されたのか、先ほどの条件に合致

する委員を選ばれたと思いますが、選ばれた委員の略歴を、もう尐しお聞きしたい

と思います。 

 これからまた続く、平成28年度は西桜谷地区、平成29年度は南比都佐地区と、人

口の尐ない地区からの選出が続くことになります。この点につきましても、どのよ

うに考えておられるのか、尐しお聞きしたいです。 

議長（杉浦和人君） ５番、谷 成隆君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 教育次長。 

教育次長（古道 清君） 教育委員さんのご推薦にあたりましては、地元西大路地区

の区長会様の方にお願いをいたしまして、大変ご苦労いただきまして、谷議員さん

ご指摘のとおり、大変尐ない保護者様の中から推薦いただくということで、大変な

作業であったと思います。 

 それの中で、私どもの方で区長会様の方にお願いしたことでございますが、鎌掛

地域と西大路地域で１つの集団という形で、交互にお出しいただくという中で、今

回、女性委員でいらっしゃいます熊捕委員さんが、任期が満了するということで、

お願いに参ったわけでございます。春の段階で参りまして、まず、どのようにお願

いしたかということでございますが、先ほどおっしゃいましたとおり、地方教育行

政の組織および運営に関する法律第４条第４号という部分でありまして、その要件

というのをまず示した中で、さらに、現在４人の委員の中で、先ほど申しましたと

おり、女性委員の方、１人であるということでありますから、そういった意味では

女性委員が不在になるということで、その点のご配慮をお願いしたと。当然に、そ

こには保護者さんであるということが要件となってまいりますが、なかなか保護者

さんとなると難しい面がございますので、今現在、お１人保護者さんがいらっしゃ

いますので、できる限りお願いしたいということで、お願いを申し上げました。 

 当然、その中では、現在の教育委員さんの委員構成、年齢的なものも含めてご説

明を申し上げておりまして、さらには、年間どれぐらい出ていただかなきゃいけな

いかということも含めて、ご納得の上、推薦を受けていただける方でないといけな

いということで、お知らせしてお願いしてございます。 

 そういった中で、大変ご苦労いただきまして、本日ご提案の山田めぐみさんを推

薦いただいたという経過がございます。山田さんの経歴につきましては、現在小学

校、中学校と４人のお子さん、児童生徒さんをお持ちです。学校関係でいきますと、

平成22年に西大路幼稚園のＰＴＡ副会長をなされた、あるいは現在は、日野中学校

ＰＴＡで役を担っていただいているということで、大変積極的に子どもさんのこと

を考えて、活動いただいているということをお聞きしております。お仕事の方もお
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持ちのようでございます。そのような状況の中で、今回、地域の推薦をお受けいた

だいたということで、本日に至ったという経緯がございます。 

 それと、今後のほかの地域の状況をどうするかということでございますが、当然、

同じようにこちらからこうだというご指定は、なかなか難しいものがございますが、

やはり男性、女性の比率を適度に保ちながら、あるいは年齢構成も含めてというこ

とと、当然、保護者の方に来ていただきたいと。いわゆる、子どもを見て、しっか

りとそこを核に据えて議論いただける方をお願いしたいということで、お願してい

くということで、その辺のスタンスは、西大路にお願いした内容とは変わらないと

思います。ただ、地域によって、やはりご推薦いただける方というのはいろいろご

ざいますので、そこは地域に委ねていくという形になるかと思います。 

議長（杉浦和人君） 谷 成隆君。 

５番（谷 成隆君） 今聞かせてもらったように、山田さんという人は、小学校、中

学校の役員をされて、そのときに堅実にしておられて、それを認められて選ばれて

いるのかなと思うんですけれども、また内容的にも、年も若いので、いろいろ大変

だとは思うんですけど、出席してもらう日数もあると思うので、その点、また配慮

していただいて、やっていただきたいと思うんですけど、先ほども言われましたよ

うに、鎌掛から西大路となってくる、尐ないところを回ってくる順番があります。

これをまた、もうちょっと大きく捉えて、今、公民館単位で回っているような感じ、

７つ回っていると思うんですが、これももう段々と減ってくる、人口が減ってきて、

親御さんも減ってくるということになると、日野町というか、もうちょっと核を狭

めてきて選ぶことは可能なのか、可能でないのか、その点、ちょっとお聞きしたい

んですけど。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（古道 清君） ご指摘の内容につきましてですが、現実的なところ、そこ

まで深く議論をしたことがないというところがございます。ただ、今、大変、全国

的に申し上げますと、学校統廃合の問題であったりとか尐人数の地域のそういう分

を、どう考えていくかということが大変議論されているところでもございますので、

そういうさまざまな地域の個性というのを、きちっと生かしながら議論していただ

く。そしてその中で学校を見て、教育委員会の本来の目的でありますレイマンコン

トロールという意味で、住民感覚で議論し合うということが必要だと思いますので、

余り従来のやり方に沿って、当面は行けたらなという思いを持ってございます。 

議長（杉浦和人君） 谷 成隆君。 

５番（谷 成隆君） ちょっと僕、言い方おかしかったか分からん。 

 地区が幾つか分かれていて、その日野町全体の中で選べるというのか、そういう

に、今は公民館単位にこだわっているのかなと思うので、もうちょっと日野町全体
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でこう捉えて、教育委員人数を考えられるということは、考えていけないかなとい

うこと。ちょっと僕、説明がおかしかったかなと思うんですけど。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（古道 清君） 選出母体の分ですが、先ほど冒頭申し上げましたように、

慣例というのか、今日までの歴年の取り決めの中で、ずっと回ってきたという経緯

がございまして、その中で、具体的にさらにそこをどうしていくかという議論をし

たことがないというのが、正直なところでございますので、そういったことも含め

まして、また教育委員会の中では議論も必要かと思いますので、そういった意味で

はまた相談をかけさせていただきたいなと思います。 

 母体としてどうするかというのは、それは公募制をとっておられる地域、全国的

にもまだまだ尐ないですが、そういった意味では、日野町が地域推薦を得てやって

いるというのは、余りないケースでもありますので、そういった意味でも、まだ貴

重な存在なのかなと思います。 

 そういった意味も含めまして、研究の方をさせていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 谷 成隆君。 

５番（谷 成隆君） 分かりました。なら、またこれからもご尽力をいただいて、や

っていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ２番、後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） それでは質問させていただきます。 

 既に、東議員、中西議員の方から、マイナンバーについてもただしておられまし

たけれども、非常に個人情報を扱うシビアな問題だと思いますので、私の方からも、

このマイナンバーの問題について、もう尐しお尋ねいたしたいと思います。 

 来年１月からの運用に向けて、この日野町でも、この制度にかかわる、今、条例

の制定であるとか補正予算が、この定例会で審議されているところでありますけれ

ども、去る９月３日には、まだこの制度が始まってもいないうちから、金融機関の

情報とか医療機関の情報などをマイナンバーの情報に登録して、その利用拡大をし

ていく改定法が成立しまして、また、数日前には、消費税率の10パーセントへの増

税というのを想定しまして、私たちがお店で物を買いますときに、レジでそのたび

にマイナンバーカードを提示しまして、買い物の情報を記録して、食料品などの軽

減税率２パーセント分を後日還付するというような案まで、政府の方で検討されて

いるということが報道されまして、プライバシー侵害の問題であるとか、あるいは

セキュリティーの問題なども含めて、国民の間に大きな懸念が広がっているところ

であります。 

 また、世界に先駆けてこういった制度を取り入れましたお隣の韓国であるとか、

またアメリカ合衆国などでは、この共通番号と個人情報がセットで大量に流出しま
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して、プライバシーの侵害とか犯罪へ利用されたり、あるいはなりすましというよ

うなことが起こったりしまして、大きな社会問題に今、なっております。今現在、

Ｇ８の中で、こういった官民共通番号のマイナンバー制度をやっている国というの

はありませんでして、先進国でやろうとしているのは、今、日本だけです。ドイツ

とかイタリアなどは、もう納税分野に限定した番号制度ということになっておりま

す。 

 この日本では、５月に、もう皆さんよくご存じのように、年金機構の情報流出な

どが起こりまして、今、再発防止策をとるまでの一定の時間が必要だということで、

国が国民の個人情報を一元的に収集活用する国民共通番号である、マイナンバーと

基礎年金番号とのリンクについては、当初予定されておりました来年１月よりも、

一定期間延期するという方針を固めましたけれども、今のところ、基礎年金番号の

リンクの延期は、半年から約１年程度にする方向で検討されているというふうに伺

っておりますけれども、10月から始める全国民へのマイナンバーの通知であるとか、

あるいは、来年１月からの利用開始予定は変更しない方針というふうに聞いており

ます。また、企業とか中小企業、零細企業なんかにおきましても、雇用されている

従業員さんと、その扶養されている家族全員の個人番号の管理が求められるように

なって、万一情報が漏洩した場合にも、非常に重い罰則というのも設けられるとい

うことになります。これは、非常にコスト負担を伴う管理が、大きな負担となるこ

とはもう明白ですし、運用開始が目前に迫っている今現在、準備が間に合うのか。

そして、一般国民のさまざまな疑問に対し、国から満足な回答がなされない中、こ

の日野町の役場をはじめ、各自治体の職員さんの中でも不安が広がっているという

ふうにお聞きしております。 

 そこでお尋ねしたいんですが、この10月５日から、住民票コードがついている全

ての人に、12ケタの個人番号が付番された通知カードが登録世帯単位に、個人では

なく世帯単位に、簡易書留で送付されるというふうにお聞きしておりますけれども、

例えばＤＶの問題、こういった被害者の方であるとか、長期間入院していらっしゃ

る方など、登録されている地域とは別のところに暮らしていらっしゃる方々、いら

っしゃると思いますけれども、こういった通知カードを受け取れない場合の対忚に

ついて、どのように考えていらっしゃるか、まず１つはお尋ねしたいと思います。 

 そして２つ目ですけれども、先ほどお話しました年金機構の個人情報の漏洩の問

題では、判明しているだけでも、約125万件以上もの年金個人情報が流出しているわ

けですけれども、マイナンバーになりますと、ここにさらにその他のたくさんの情

報が加わってくるわけでして、これがもし情報が漏洩しますと、この年金機構の問

題にとどまらない、非常に大きな問題になってくるかと思います。 

 先日、ＮＨＫの世論調査を見ておりましても、76パーセントが情報流出と悪用に
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不安を感じると答えておられます。そういった中で、このセキュリティーの対策に

ついて、先ほど中西議員もお尋ねになっていらっしゃいましたけれども、日野町で

は、外部流出の対策がどのようになされているかということを、簡潔にお答えいた

だきたいと思います。 

 そしてもう１つ、この議会におきまして、マイナンバー制度の整備に係る費用の

補正予算が上程されておりますけれども、2014年と2015年度の２カ年だけで、政府

予算は2,200億円を計上済みで、地方自治体の持ち出しは3,000億円以上と言われて

おります。 

 そこで、お尋ねしますけれども、このマイナンバー制度に係る対策経費は、情報

処理であるとかＩＣＴ問題、窓口業務など合わせますと、一体いくらになるのか。

それから国からの補助金がいくらなのか。また、日野町の持ち出しがいくらになる

のかということを、それぞれお聞きしたいと思います。 

 また、このように憲法違反が一部では疑われる、こういう声も上がっている制度

でありますけれども、これを積極的にこの町として活用していくことがないように、

日野町としましては、自治体独自の共通番号への情報のひもづけというのは、すべ

きでないというふうに私は考えますけれども、これについての見解をお伺いしたい

と思います。 

 そしてもう１つ、最後ですけど、盗難や紛失による被害、なりすまし、また不正

利用や雇用先の企業からの情報流出などの心配から、個人番号のカードを希望しな

い方も多数いらっしゃいます。私の身の回りでも、多数お伺いしています。この個

人番号カードを申請しなくても、今までどおりの行政サービスを受けるには、どう

すればよいかということを、お尋ねしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ２番、後藤勇樹君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 住民課長。 

住民課長（橋本敦夫君） まず１点目でございますが、長期にわたって医療機関等へ

入院、入所されている方、また、ＤＶ等の被害の方で、住所地で通知カードを受け

取ることができない方につきましては、居所登録といいまして、申請をすることが

できます。これについては、各個人さんが申請をしていただくということで、この

ことにつきましては、公民館、病院、またそういう施設の方へ、登録の旨ができる

案内文書なりリーフレットの方を配布いたしまして、周知をしているところでござ

います。また、こういう申請ができるということにつきまして、ホームページの方

へ掲載の方もさせてもらっておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 総務課参事。 

総務課参事（池内 潔君） 町のセキュリティー対策について、ご質問いただきまし

た。 
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 先ほど中西議員さんからのご質問にもありましたとおり、町のセキュリティー対

策について、どういうふうにしているのかということだと思っております。 

 繰り返しにはなりますけれども、町の業務につきましては、住民情報を取り扱い

ます業務につきましては、基幹系業務といいます。一方で、内部事務を取り扱う業

務を情報系といっております。それぞれの端末、業務について、分離して運用を行

っておるところです。 

 加えて、各業務端末につきましては、情報が外に出せない仕組み、いわゆる外部

媒体に書き込みができないような、技術的な設定をしております。万全な対策をと

いうことで、先ほどから申し上げておるところですが、一方では、攻撃に対する対

策としては、絶対的に安全であるということについては、なかなか今の状況ですと、

言い切れない状況がございます。したがいまして、物理的な対策、技術的な対策、

そして人為的な対策を、総合的に安全運用できるような形で進めてまいりたいなと

思っております。 

 続きまして、番号制度にかかわる費用につきましてのご質問をいただきました。 

 町では、番号制度にかかわる大きな費用といたしまして、システムの改修をして

まいりました。本年度と昨年度、合わせまして町全体でシステム改修に係る費用が

5,221万円を支出し、また今年度につきましては予定しております。 

 一方で、国からの補助金につきましては、合計で3,240万円を見込んでおります。

したがいまして、日野町の持ち出し分につきましては、差し引き1,980万6,000円を

予定しているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） ただいま、後藤議員の方からご質問いただきました中

で、積極的に活用することがないようにということで、お話をいただきました。 

 先ほどからもちょっとお話をさせていただきますが、基本的に、この方、もしく

は私どもの今提案させていただきました条例につきましては、積極的に活用という

よりは、使うことができると、利用することができるというように規定されたと思

います。それからいいますと、法の趣旨に基づきます行政手続簡素化の１つ、それ

から申請者等の利便性の１つ、その辺の部分を中心に、使う部分につきましては、

法条例の規程に基づきまして、その決まった範囲の中でのみ対忚させていただくと

いうふうに考えております。 

 それから、個人番号カードを申請しなくても、今までどおり行政サービスが利用

できるのかと、こういう話がございます。先ほどもありましたように、通知カード

は、各個人さんに必ず行くようにということで、通知をさせていただきます。この

個人通知カードさえございましたら、基本的には、今までどおり行政サービスとい

うのは可能でございます。ただ、別で、個人カードを持つことによって、新たなサ
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ービスとして、コンビニの方で住民票等の交付が受けられるとか、そういう部分に

つきましては、新たなるサービスとして利用できるという部分でございますけども、

そういうことから言いますと、特にこのカードがなければ、今までと受けられるの

かということではございませんので、今までどおり対忚させていただくという分で

ございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ２番、後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） １点、セキュリティーの問題について、再度ちょっとお伺いし

たいわけですけれども、先ほど、中西議員のご質問された中でも、万全を期してと

いう話を伺ったわけですけれども、今までの事例を見ておりますと、例えば、これ

は民間企業さんでしたけれども、皆さんもご記憶に新しいと思いますけれども、個

人情報を持ち出す可能性があるからということで、インターネットの接続を切って、

内部だけのネットワークで情報管理していらっしゃった企業で、万全だと思ってい

らっしゃったら、そのメンテナンスをする業者が、実は持ち出していたというよう

なことがありまして、大量流出が問題になったことがございます。また、別の企業

では、企業じゃない、これは公的機関だったと思いますけれども、完全に外のネッ

トワークとはつながらない、インターネットとはつながらない閉ざされたネットワ

ークというふうに思っていらっしゃったところ、その閉ざされたネットワークの中

にあった端末のコンピューターが、つながっていた先が印刷用のプリンターコピー

機であって、このプリンターコピー機は、いざというときのメンテナンスの、どこ

が壊れたかとか、トナーが尐なくなったということをサービス会社に連絡するため

に、そこがインターネットにつながっていて、結果的に、閉ざされたネットワーク

と思っていたのが、コピー機を介してインターネットにだだ漏れだったというよう

な、こういうケースがあります、事例として。こういった点についての、町として

の対策というのも、万全に考えていらっしゃるかどうかを、ちょっとお尋ねしたい

と思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課参事。 

総務課参事（池内 潔君） 再質問いただきましたので、お答えさせていただきたい

と思います。 

 委託先の事業者によるデータの持ち出しということについて、ご質問いただきま

した。 

 当町でも、委託事業者が住民情報を取り扱うということが、場合によってはござ

います。その場合につきましても、その事業者が取り扱う基幹系の業務端末につき

ましては、情報が書き出しができないようにしているということでございますので、

今のところ、私も管理をしておりますけれども、そういうことができないような仕

組みを、まずつくっているということでございます。 
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 そしてインターネットと、基幹系といわれる住民情報を取り扱うネットワークの

分離についてでございます。日本年金機構で問題になりました、インターネットと

の接続と、基幹業務との接続に関してでございます。日野町におきましても、当然

インターネットの接続端末はございます。今申し上げましたとおり、基幹業務につ

きましては、インターネット等は接続をしておりません。ですので、分離された中

で業務を進めておりますので、安全であるということは論理的には申し上げること

はできますが、おっしゃいましたとおり、運用面での管理を十分にやっていくとい

うことが大事なことになってまいります。ですので、今後も引き続き、運用面にお

いて情報が漏洩することのないように、しっかりとした管理をしていきたいなと思

っております。 

 また、おっしゃいましたコピー機等の情報機器に関する管理でございますが、お

っしゃいますとおり、ＩＰを使って情報を出力するという技術が進展してございま

す。日野町につきましても、コピー機を情報機器の外部接続機器として運用してい

るところでもございます。こちらにつきましても、安全管理をしているところでご

ざいますが、引き続き、点検して運用してまいりたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） 再々質問はいたしませんけれども、やはり個人情報を扱うこう

いった問題というのは、場合によっては、情報が漏れた場合に、その方の人生をも

左右するような、非常に危険な業務であるというふうに思います。ぜひ、慎重が上

にも慎重を重ねていただいて、もしものことが起こらないように、できるだけ事前

に対処していただくようにお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ３番、奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 議第56号、平成27年度一般会計補正予算について。その中の地

方創生交付金事業の中で、先ほど齋藤議員から話もありましたけれども、空き家の

中の事業の中で、委託という内容なんですけれども、そのことについて、ちょっと

お聞きしたいんですけれども、もう既に動いておられるかと思いますけれども、建

築組合の方にも話が来ていると思うんですけれども、調査をするに当たって、写真

だけ撮ったらええとか、そういう話になりまして、町の方では、この間、懇談会、

私も寄せていただいたんですけれども、町代さん、またはもしくは区長さんにも協

力をいただいて、ぶっちゃけた話、家の外観だけでは、どういう状態か、そんなん

分からないと思うんです。それによって、町は町で調べておられているのか、私た

ちは建築組合の中で調べよと言われるのか、要らない時間、またもしくはお金がか

かると思うんですけども、その点の今後の動き、またいつからかかるのか、教えて

もらいたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ３番、奥平英雄君の質問に対する当局の答弁を求めます。 
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 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） ただいま、奥平議員の方から、補正予算についてのご

質問をいただきました。 

 地方創生交付金事業の中の委託料でございます。空き家調査をさせていただくと

いうことで、先ほども尐し申し上げようとさせていただきました。これにつきまし

ては、既に懇談会等でも、各地区で、空き家がかなり増えてきているので、どうす

るんだと、こういう話がございました。それも含めまして、できるだけ利用を進め

たいというのが１点ございます。 

 一方では、もうどうもしようがないと言われている空き家もございますので、そ

の実態をしっかり把握しようということで、今回、補正の方を上げさせていただき

ました。 

 その調査内容につきましては、後ほど、建設計画課長の方から、その点につきま

しては、ご説明させていただきますけれども、概略としましては、前回、町の方で

も調査させていただいた経過がございますが、そうしたものを経験を踏まえまして、

外観も当然ありますけれども、中へなかなか入るというのは本人さんに連絡という

のができませんので、基本的には、外観と、それからその写真、それから１つ重要

なのは、近隣の方、その出入りの関係です。それから、いつごろから空き家になっ

たかと、その辺の部分については聞き取りをしていただくというような概略、お話

をさせていただいて、ただ、業者として云々というのは、またちょっと私の方も全

く管理しておりませんので、概略、このような計画だということを、ご説明させて

いただきました。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） 空き家の調査のことについて、具体的なことでという

ことでございます。 

 現在予定している調査というのは、企画の方が調べましたさっきの調査以外にも、

開発、造成団地、そちらの方もあるんじゃないかなということを思っていますので、

そちらの方も利活用を含めた、中の調査ということでお願いはしています。調査の

対象といたしましては、まず、どこに空き家があるかというのが一番重要なところ

でございますということで、調査の内容として、３項目の中の空き家の所在の確認

ということ、地図上に落として、どこにあるかということを確認をしていただくの

が１点。２点目として、空き家の外観の確認ということで、母屋の構造であったり

棟数、また、記録写真の撮影ということで、ここにさっきおっしゃっていただいた

写真を撮って、誰が見ても分かるような、そういうデータ化をするということにな

っております。 

 建物の中でございますが、建物の中についても、利活用ということも非常に重要
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なことでございますので、一忚、今、思ってございますのが、４段階ほどのレベル

１、２、３、４ということで、そこでどのような外観上、見た感じで損傷がしてい

るか。外観、そういうところをしています。建築、かわらが覆っているとか、落下

して危険であるとか、そういうふうな、付近の方に対する環境整備についての、そ

の辺のところの確認であるとか、建物のほかにも、立木があります。また積雪によ

って倒れてくるような危険性であるとか、そのようなことを、周辺の建物や公道へ

の影響ということで、調査をしていただくように思っています。 

 それと、空き家になってから、どれぐらい経っているのか、非常に利活用につい

ては重きでございますので、その辺、どのような経過をもって、その空き家になっ

たかという空き家の聞き取りということも、主な調査の重要なところに思っており

ます。管理者はいやはるのか、それとももう管理者もおられなくて、ほったらかし

になっているのか。それがどのくらい経過しているのか。そこら辺のところを調査

していただく。町としては、現在、どれだけの空き家があるかというのは、正確な

数がつかめておりませんので、各集落に行っていただいて、区長さんであったり町

代さんとご相談していただいて、それで調査をさせていただきたいのと、まず、基

準を１つ決めて、同じ業者というか、任せるところがしていただくと、そこそこ目

が合うというところがございますので、その中で、調査の方のデータ化を今後進め

ていきたいなというふうに考えています。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 今のお話の中で、大体、いつごろぐらいからかかられるのか。 

 それと、私個人的に思っているんですけど、町と一緒に業者と一緒に回るという

ことはできないものかとか、また、区長さん、町代さん、今のいつから人がおられ

ないのとか、そういうような段階を、一遍で住むようにはできないのかなと、私個

人的に思っているんですけど、その点、よろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） いつごろからということでございますが、今補正が通

りましたら、速やかにさせていただきたいというふうに思っています。 

 調査の方ですが、やはり冬期になりますと、かなり付近の方もなかなかお出会い

することができませんので、できるだけ早い時期に調査を済ませていただいて、後

のデータ整理につきましては、３月というか年度末までにまたお願いをしたいなと

いうふうに思っています。 

 委託の方でございますので、町の職員がそこについて同行することでなくて、委

託された組織の方で適宜行っていただいて、していただきたいなというふうに思っ

ています。 

 また、町代さん、区長さんにはじめましては、事前にこのような調査があるとか、
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その辺のことはお知らせさせていただいて、ご協力のほどをよろしくお願いしたい

というふうに考えています。 

議長（杉浦和人君） ３番、奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 余談ですけど、懇談会の中でも、崩れかかった家があるという

ことで、かなり困られた地区もありましたので、できるだけ早く進めていただきた

いと思います。 

議長（杉浦和人君） お諮りいたします。 

 あと、質疑のある方、挙手をお願いいたします。 

 お諮りいたします。 

 昼食の時間ですけれども、質疑だけ終わる方法がよろしいですか。ここで昼食の

ため、暫時休憩しますか。いかがですか、お諮りいたします。 

 それでは会議を続行いたします。 

 １番、堀江和博君。 

１番（堀江和博君） それでは、簡潔に質疑を行わせていただきます。 

 私からは、１点、報第10号、11号、12号の私債権の放棄についてお伺いをいたし

ます。 

 日野町債権管理条例が本年３月26日に施行されて、それに従って、債権の中でも、

特に私債権の管理について変えたという話であるかと思います。行政徴収公債権、

税金等は非常に強制力のある差し押さえ等がありますが、例えば、今回に上がって

いる公営住宅の家賃や上水道の料金等は私債権にあたって、それを強制的に徴収差

し押さえする等の、そういった法律上の盲点があって、そういったものを解決する

ために、条例が制定されたかと思います。その結果、今回のような、もう回収が完

全に不可能なものに対しても管理をしやすくなって、私としても、行政上の手続や

皆様の業務が簡略化されて、その点はすごい大事なこと、条例であるというふうに

認識をしております。 

 ただ、その一方で、一般の町民の方からすると、同じ家賃を払っていたりとか、

同じ水道料金を払っているにもかかわらず、それを払わなくて済む人たちが存在し

ているという、そういった思いもあるかと思います。 

 そもそも、条例が制定する前は、そういった私債権の放棄については、議会の承

認が一々必要であったかと思いますが、この条例の制定によって、専決処分で議会

に対しては報告という、それで済むようになった側面もあるかと思います。ただ、

やはり説明責任という部分は非常に重要であると思いますし、こうこうこういう理

由だから、これはもう処分させていただいているという、そこは重要であるかと思

います。 

 そこでお伺いをさせていただきます。 
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 改めてではありますが、報第11号、12号、13号についての私債権の放棄につきま

して、３点です、現在回収不能であることの説明、そして２点目は、回収努力を尽

くしたということの説明、そして３点目は、今後こういったようなことが起こらな

いための、今後の対忚といいますか対策の説明、この３点について、各11、12、13

について説明をお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） １番、堀江和博君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 介護支援課長。 

介護支援課長（夏原英男君） ただいま、報第10号、私債権の放棄について、介護老

人保健施設の利用料について、ご質問をいただきました。 

 この放棄につきましては、条例第13条第２号で１名の方１件、それと条例13条第

７号で１名の方２件という形で、放棄をさせていただいたところです。 

 まず、２号につきましては、破産法に基づきまして、ご本人が債権放棄をされた

ということで、裁判所を通じて免責があったということで、徴収不能になったとい

うことで、放棄をさせていただくということでございます。 

 どのように努力をしたかということでございますが、滞納者に対して請求書を送

付させていただいたんですけど、17年の利用分でございます。利用させていただい

たんですが、もうその１年後には債権放棄をされたということで、徴収不能となっ

たというものでございます。 

 そして、13条７号の行方不明の分でございますが、13年度の利用分でございまし

て、随時納付の相談であったりとか、訪問徴収、文書の催告などの努力をずっと続

けておりましたが、なかなか徴収をいただけないということで、自宅の訪問をして

いましたが、滞納者が不明であると。また、再度住民票とかの調査を行いまして、

そこの所在地に滞納者がおられないかということで、訪問などいたしましたんです

けど、そのことについても、やっぱりその方が見つけられなかったということで、

以降、全然もう行方不明ということになりましたので、今回こういうような形で、

債権放棄をさせていただいたということでございます。 

 今後の対忚ということなんですが、介護老人保健施設の利用料につきましては、

まだ３人の方がいらっしゃいます。分納の形で納めていただいている方もいらっし

ゃるんですが、ちょっとなかなか分納でお願いしても、滞っておられるという方も

いらっしゃいます。引き続き、きちっと納めていただくよう対忚していきたいと思

います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） 報第11号、私債権の放棄ということで、公営住宅の町

営住宅の家賃というところでございます。 

 金額につきましては122万3,849円ということで、条例第13号第７号ということで、
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債権者が死亡、失踪、行方不明ということで、放棄をさせていただいています。 

 96件と書いていますが、家賃ですので該当者は４人でございます。 

 ４人の方で、平成６年に行方不明のなられた方が１名ございます。死亡が３名と

いうことで、各死亡者、行方不明者につきましても、滞納があったときにつきまし

ては、当然町営住宅に入っていただいている方でございますので、訪問、また分割、

そしてその辺のところをずっとお話をさせていただいた中で、１名の方が行方不明、

あとの３名の方が本人が死亡ということで、徴収ができなくなったということで、

今回放棄をさせていただくことになりました。 

 今後の対策としてでございますが、当然今もたくさんの方が町営住宅方にお住ま

いでございますので、その方につきましては、通常の納付書の送付、そして督促状、

催告ということで、このようなことがないように、今までも同じように努力させて

いただきたいというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） 報第12号の私債権の放棄の、上水道の料金でございま

す。 

 理由といたしまして、条例13号第１号ということで、時効が成立したということ

で、これは12件で、数につきましては２人でございます。これにつきましては、こ

れから３つ申し上げますところにつきましては、平成21年度から会計上の不納欠損

をずっとやっておりまして、今回ご指摘いただきましたような形で、私債権の条例

ができましたので、今、まとめて合計で1,158万4,514円の、件数で1,029件を処分さ

せていただいたということで、報告にさせていただいているところでございますが、

この２件につきましては、やりとりをやっておる中で、個人さんの方から、そのや

りとりの状況を見て、記載を、ずっと台帳をつくっておるんですが、その方からの

申し出があったというお２人でございます。 

 そして13条第２号ということにつきましては、破産ということで49件。これは10

名、10件ということでございます。これにつきましては、破産ということでの処理

でございます。 

 それと13条第７号死亡および行方不明ということで、件数的には968件でございま

すが、具体数的には177ということでございます。これにつきましては、先ほど件数

的に申し上げました死亡と行方不明ということで、死亡につきましては、各名義人

の方がお亡くなりになったということで、先ほど、蒲生議員さんがご質問いただき

ましたような形の中でというような取り扱いをさせていただいております。 

 それと、行方不明につきましては、多くの方が住宅に入っておられるというよう

なことで、こちらが給水停止等をやる中で、なかなか申し出がないとかというよう

なことで調べてみますと、おられないというようなことがおられます。そういうよ
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うな中で、水道料金につきましては、21年度から不納欠損ということで、会計上の

処理をさせていただいておりますけれども、それと水道料金につきましては、２年

ということが法律上、放棄の部分で出ておりますけれども、その辺につきましては、

本人さんからその申し出が、転用ということでない限りはできないというような私

債権の部分がございます。そういうことから、日野町の担当としては、公債権の５

年間という部分を見据えまして、できる限りの連絡をとれるような形をとりまして、

１回でも分納いただけると、そういうようなことがありますと延びることができま

すので、その辺の努力を今後も続けさせていただいて、可能な限りやってまいりた

いと思っておりますので、どうか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） 再質問だけさせていただきたいと思います。 

 ４点ございます。 

 １つ目なんですが、先ほどの蒲生議員の質問にもございまして、上下水道の相続

人まで追求したのかどうかという話の中で、例えば、町営住宅であれば連帯保証人

等ももちろんあるかと思います。そういった連帯保証人と相続人の追求について、

しっかり行えていたのかどうかというところを、お伺いしたいです。 

 ただ、先ほどのご答弁の中で、上下水道課長から、相続人まではきっちりやって

いないというお話でしたが、日野町債権管理条例を拝見いたしますと、第13条の放

棄のところの６番に、債務者が死亡し、当該債務について限定承認による相続があ

った場合において、相続人全員が相続放棄をした場合、または相続人が存在しない

場合において何々という項目があります。つまり、私債権放棄するときには、前提

として、相続人にもアクションを起こしているというのが、この条例の中に書いて

あるわけです。そこで、そうなりますと、先ほど相続人を確認していないという話

は、この条例とはちょっと話が違うのかなというふうに思いましたので、その点も

含めて、今後どうやっていくのかという辺も含めて、相続人、連帯保証人の追求に

ついて、ご回答いただきたいと思います。 

 ２点目は、やはりこういった債権回収というのは、やはり職員さんの皆様も人間

でありますので、非常に大変といいますか、一種つらい業務であるかと思います。

そういった債権回収のマニュアルであったりとかノウハウであったりとか、非常に

重要であると思いますし、あと、仮に若手の職員さんが回収に行って、ちょっとこ

の場で言っていいか分からないですけど、脅されたりとかそういった場合に、そう

いった職員さんを守るようなノウハウというのも、仕組みというのも、必ず。そう

じゃないと、モチベーションも上がらないですし、そういったノウハウとかマニュ

アルとかというものについて、状況を２点目にお伺いします。 

 そして４点目と関連するのですが、３点目は、こういった死亡されたりとか未納
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者の方々の傾向というものはどういったものであるか、そういう分析を教えていた

だきたいと思います。同じく、税金も未納をされているような方なのかどうかとい

う側面から伺います。 

 そして、もしもそうなのであれば、４点目なのですが、場合によっては生活保護

に該当するような方かもしれないという懸念、部分が出てくるかと思います。ただ、

簡単に生活保護に入れるかとなると、やはり厳しい面もあるかと思いますので、今

年４月からスタートしました、生活困窮者自立支援制度に該当していく、そこでサ

ポートしていくような方々になっていくのではないかという、私は推測をしておる

わけですが、その生活困窮者自立支援制度、日野町は福祉事務所はないですけれど

も、社協さん中心にやっておられるかと思いますので、その点の今の現状について、

４点目にお伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 介護支援課長。 

介護支援課長（夏原英男君） 堀江議員さんの方から、再質問いただきました。 

 ４点ございまして、まず、私、介護老人保健施設の利用料の滞納につきましては、

自己破産による債権放棄と、そして行方不明ということで、先ほど説明をさせてい

ただきました。 

 まず、３点目の傾向なんですけど、やはりちょっと調査、今現在も滞納されてい

る方につきましては、生活困窮ということで、やはりぎりぎりの生活をされている

というような状況です。対象となる方が、全て日野町内の方ではございません。で

すので、そこの部分については電話なりで再度確認するなりして、納付等について

も、先ほど申し上げましたが、不納などでの滞納という形で、生活の困窮の、一部

されているんですけど、納めていただいているという状況です。 

 それと、あと自立支援制度への対忚ということですが、自立支援制度につきまし

ては、先ほどおっしゃいましたように、市については福祉事務所で対忚と。町につ

いては、県の方から社会福祉協議会の方に、自立支援制度に伴う生活困窮者につい

ては、相談業務を委託されているという状況でございます。その方が、ちょっと今、

こちらの私が把握しています３名の方が、そのことについてどういう対忚をされて

いるか。実は、全て町外の方ですので、今の時点では、ちょっと現在把握できてい

ない。相談もされているのかどうかということについては、把握できていないとい

う状況でございますので、よろしくお願いいたします。 

 それと２点目の、マニュアル化ということなんですが、保有、滞納されている部

分の徴収に関して、これは今の介護老人保健施設の利用料だけでなく、介護保険料

についても滞納がございますので、そういう部分で訪問するという形で対忚させて

いただいていますが、明確にちょっとこういうマニュアル化というんですか、介護

支援課の方で、そのような形でのものが今現在ございませんが、１人で行くという



2-45 

ことは絶対行っておりません。最低２人ということで、複数の人数で対忚させてい

ただいているということでございますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（平尾義明君） いろいろと４点ほど、ご質問をいただきました。 

 決算の意見書にも書かれていますように、一般会計だけでも１億5,300万程度ある

ということで、この対策については、ここに書いていますように、日野町の税等の

滞納対策会議を開きまして、この債権の管理条例の案も考えさせていただいて、今

回３月26日に施行させていただいたところでございます。これについては、公債権

と同じような形で、私債権もやっていこうと。今までは、各課でばらばらとやって

おりましたので、統一性がないということで、今回、こういったことでやらせてい

ただいて、今回はじめて放棄を出させていただいたところでございます。 

 まず、いろいろあるんですけど、マニュアルについては、先ほど言いましたよう

に、公債権、税務の滞納と同じような方法で、こういった場合でしたらこういうよ

うにしていくとか、具体的に書かれたものを今現在検討いたしておりまして、また、

皆さんに、皆さんというのは、職員の方に知らしめていきたいなということで、ほ

ぼできあがっているところでございます。 

 また、死亡傾向とかそういった関係なんですけど、ご承知のとおり、税の滞納に

ついては、一般の方、私らでもそうなんですが、出せないということになっていま

すので、傾向的には両方かさんでいるんじゃないかと思いますけども、具体的な情

報は税務課からもらえませんので、そこら辺については、傾向はちょっと分からな

いという状況でございます。 

 それと、相続人と連帯保証人のお話でございます。これも書いてございますとお

り、この条例にのっとってやるべきだというふうに思っています。しかし、公的債

権の税の滞納のやり方もあるようでございますので、そこについては、もうちょっ

と研究をさせていただいて、今後に臨みたいなと、このように思っていますので、

よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 生活困窮者に対する相談業務についてでございますが、議

員おっしゃっていただきますように、県の福祉事務所が担当ということではござい

ますが、相談業務の方を日野町社会福祉協議会が委託を受けて、４月１日から相談

を行っていただいております。４月１日から９月10日まで現在、26件という件数の

相談が寄せられました。その中には、生活保護につながないといけない方ですとか、

社会福祉協議会の貸し付けを利用される方とかございます。直接的に、税の滞納が

あったので、その滞納の解決についてということではなくて、やはり生活自体、困

窮しているということでの相談で来られて、その中には、そういう相談の部分も含
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まれていたということでございます。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） ありがとうございました。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは簡潔に行きたいと思います。 

 １つは、議第54号、日野町行政手続に関係する条例の制定、また補正予算の議第

56号、27年度一般会計の補正予算。この中で例えば、企画費の地方創生交付金もろ

もろの部分で、特にこれは職員の体制の問題について、ぜひお伺いしたいと思いま

す。 

 その議第54号の中では、特にマイナンバー制度が、10月から番号通知カードが発

送されて、来年１月から運用が開始されるという話があります。この中で、危険性

の話とか、いろいろ取り沙汰はされておりますけれども、住民生活にとっては、マ

イナンバー制度がなくても、生活の不都合は余り生じないというような、私もそう

いった認識を、若干持っているわけでありますけれども、この10月５日から発送さ

れるこの通知カードによって、特に役場の窓口が相当混乱すると思うわけです。つ

まり、この問い合わせ、また私たち自身も、複雑でどうなるのか、今の個人情報の

問題も含めて、そういったことが問い合わせがどんどん出てくる。そういう中で、

今、住民課がその窓口になられると思うわけですけれども、大変な事態になるのか

なということを想像しております。そういった意味での、職員の体制がどうなのか

ということは、ぜひ聞かせていただきたい。 

 同時に、この職員体制の問題で、企画、地方創生の交付金の関係もあって、企画

の方も若干心配するわけです。というのは、昨年度、地方創生の交付金の活用、こ

の補正予算を獲得し、さらに総合戦略を10月につくっていこうという、そういう構

想があるわけであります。同時に、今年は国勢調査があります。また、地域おこし

協力隊をし、空き家対策に本格的に取り組もう。つまり、地方創生の交付金の追加

分を、日野町は名乗り上げて1,000万円を獲得して、今回の事業に乗り出すわけです

けれども、全県下でも、こういった６つの町のある中で、そういった有効的な補助

金を活用しようというのは日野町だけです。ということに、なるほど、住民にとっ

ては楽しい、いいなということを思いますけれども、逆に、職員自体が大変かなと

いうことを思うわけです。長期で休暇されている職員さんもおられるということも

ありますし、その特に企画分野で持っている仕事量が大変かなということで、ぜひ

職員体制の問題についてお伺いしたいと、このように思います。 

 それから、２つ目は、議第56号、平成27年度一般会計補正予算についてでありま

す。この中で、特に11ページ、繰入金、財政調整基金繰入金、今回、平成27年度の

当初予算を編成するときに、お金がないから財政調整基金10億円の貯金があるわけ
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ですけれども、そのうちの３億2,000万円を取り崩して予算編成したんだという、そ

ういうことで当初予算が決められました。これが、今回の９月議会で、３億2,000

万円全て全額戻し入れ、つまりゼロに戻ったわけ。つまり、基金が元の10億6,000

万円に戻ったわけであります。これはそれでいいわけでありますけれども、大体こ

の財政調整基金を取り崩して予算編成をして、年間の間に返済はしますけれども、

大体９月ないし12月、最終的には３月で取り崩した分を戻し入れるというのが手法

であったのが、今回特に９月で、すかっとできるわけです。そういう状況の中で、

ある意味では、例えば、この決算の部分でもそうであります。議第59号の平成26年

度日野町一般会計の決算で見ても、実質収支額が、つまり翌年度に繰り越しできる

お金が、この26年度は４億2,000万、25年であれば２億3,000万、上がってきている

わけです。それだけ繰り越しされるということはいいわけでありますけれども、財

源的な面から見れば、ある意味では、昨年よりも財源が豊かになったんではないか

とか、うまくやれるんではないかという、そういう努力もされてのことだと私も思

いますけれども、この物の見方について、現時点でどのように思っておられるのか、

ぜひ聞かせていただきたいと、このように思います。 

 それから、補正予算の中で17ページであります。これは土木費の河川の砂防総務

費であります。河川管理の委託、いわゆるこれ、各自治会で実施してもらっており

ます河川の草刈り等々の、地元への委託金が河川愛護という形で事業で行われてい

るわけでありますけれども、これが27年度、今回の補正を見ますと、1,430万円にな

ってきているわけです。例えば、平成25年度でいけば970万円委託費、それが26年が

1,100万円、これが今回1,400万円。つまり200万円、300万円という、毎年、年々委

託料が増えてきているわけ。これはある意味では、事業、地域でたくさんいろいろ

される方が増えた、そういう地域が増えたという意味かなとは思いますけれども、

そこで聞きたいのは、この委託費がそのように増えてきているのは、作業の量が増

えたのか。つまり、面積的な量が増えたのか、自治会が、そういった取り組み、参

画する自治会が増えてきたのかどうか。あるいは、単価が毎年上げていってもらえ

るのかどうか。これは県のお金だと思いますけれども、そういった点、ぜひ、分析

していただいて、どうなのかを伺いたいと思います。 

 それから次に、議第60号、平成26年度国民健康保険特別会計決算であります。こ

の点について１つお伺いしたいのは、例えば、平成26年の国民健康保険の、つまり

貯金であります、財政調整基金という貯金が4,824万4,000円でありました。それが、

今回当初予算で4,800万円取り崩されました。国保の財政調整基金は、あと残り24

万4,000円であります。これが次に来年28年度がどうなるかということを、私はちょ

っとぜひ聞かせていただきたいわけでありますけれども、今現在、国民健康保険の

保険給付費、出す支出の方が毎年１億円以上、上がってきて、今年であれば15億円
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までなってきている。そんな状況の中で、絶えず、何としても私たちの国民健康保

険税の負担を増やさないために、ややもすれば、財政調整基金から取り崩してでも

予算を編成する、そういった仕組みをとってきたわけです。これ、現在24万4,000

円で、来年どうなるんかな。また、医療費の保険給付費は、年々１億円ずつ上がっ

てきている。こんな状況から見れば、どうなるんかなということを、私は心配する

わけであります。先ほど質疑の中でも出ておりました、支援の拡充予算2,100万円、

これが12月で補正予算されるということでありますけれども、これとて、焼石に水

のようなパターンになるわけです。そういった意味から見て、国民健康保険税、き

ちっと安定した部分、それから住民も安心してかかれる保険となるためにも、これ、

きちっと方向を持っておく必要があるんかなということを思います。私はそういう

意味で、先ほどの一般会計の繰り越しの関係、それから実質収支の繰越金のお金が、

ある意味で一定あるんではないかという部分がありますけれども、そういった部分

を含めて、国民健康保険税を何とかして運営をやれるようにできないのかなという

ことも、感じるわけであります。そういった意味で、現在の国民健康保険税の特別

会計、来年度どうなる予定をされているのか、ぜひ、その点を聞かせていただきた

いと思います。 

 それから最後になりますけれども、議第68号、日野町保育所設置条例の一部の改

正する条例であります。特に私たちの鎌掛地域の、60年続いてきた幼稚園をなくし

て、公的な施設として保育所ということで、ある意味ではニーズに忚える部分であ

ります。それはいいわけでありますけれども、ただ、私たちが一番心配しているの

は、果たして、鎌掛に１歳児、２歳児の保育所という形で来てもらえるのかどうか

というところで、心配もしているわけであります。そういった意味から見て、もっ

と鎌掛の保育所に入るためには、メリットをつくる必要があるんではないかなとい

うことも考えております。そういったことを頭に入れながら、ぜひひとつ聞かせて

いただきたいのは、今現在、公立保育園と私立保育園が日野にあるわけであります

けれども、何時から始めて、何時で保育園は終わるのか。ぜひ、公立、私立、また

公立の中でも２つに分かれているという話もよく聞くわけでありますけれども、そ

の点について、ご説明をまずお願いしたいと思います。 

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

 副町長。 

副町長（平尾義明君） ただいま54号、また56号の補正の、地方創生の交付金等の事

務についてのご質問がございました。 

 議員もおっしゃるとおり、マイナンバーの関係で、あれはどうなったんねという、

住民からの問い合わせもあるかと思います。また、あのカードの要求をされますと、

機構の方からカードを送られるように聞いておりますので、状況を見ながら、今後
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体制を考えていきたいなと、このように思っている次第でございます。 

 また、地方創生関係で、企画振興課の方でやっていただいておりますが、仰せの

とおり、今年は国勢調査、また総合計画の見直し、また地方版の総合戦略の策定、

また地域おこし隊の募集等々、いろいろございました。国勢調査については10月１

日ということで調査員も決定し、また指導員も15名、役場内の職員で体制をつくっ

ておりますので、順調に行っているのかなと、このように思っています。 

 地方版の総合戦略については、またこの後、議会の委員会の方でご説明をさせて

いただくということで、もうかなり詰め上がってまいりましたので、あと、交付金

の1,000万の事業については、先ほどからご説明をさせていただいておりますように、

また担当の課がありますので、そちらの方で担当をしていただくというふうなこと

を考えております。 

 また、地域おこし隊については募集も終わりましたので、観光の方も一生懸命頑

張ってやっていただいているところでございますので、ちょっとひと段落かなとい

うふうに思っておりますけれども、またこれも状況を見ながら、頑張ってやってい

ただきたいなというふうに思います。また、残業もちょっと続いていますので、そ

こら辺もまた気をつけて、職員の方も私どもも十分に管理をしていきたいと、この

ように思っていますので、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 對中議員から、平成27年度日野町一般会計補正予算（第１

号）にかかわりまして、今回、財政調整基金を当初予算で取り崩しをしていたもの

を、全額取り崩せるようになったというようなことに対しての、全体的な財政運営

についてのお話を頂戴いたしたところでございます。 

 今年度の財政調整基金につきましては、先ほどもお話がございましたとおり、実

質収支額が前年度よりも増えたというようなことで、それに伴って、当初見込んで

おりました繰越金よりも、２億7,000万余りの収入増が見込めたというようなことで、

非常に実質収支が上がったことについて、7.5パーセントという収支比率については、

いかがというようなご指摘もいただいておるところでございますが、歳入の方では、

予算より町税等が一定増えてきたということで、そういったことで、実質収支額、

いわゆる繰越金が増えたことによって、あるいはその交付税が、当初見込んでおり

ましたよりも増えたというようなことで、そういったことで返せるようになったと。

財政調整基金を繰り戻しすることができるようになったということは、非常にあり

がたいことだなと、このように思っておるところでございます。 

 そうした中でございますが、町の財政の状況でございますが、全般的に申し上げ

ますと、非常に厳しい状況が続いているのかなというふうに思ってございます。一

例でございますが、平成24年度、25年度に、国の経済対策に呼忚するという形で、
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かなりの事業をさせていただいておったところでございます。そういった事業につ

きましては、今、元金償還については、まだ始まっていないところでございますが、

据え置き期間が終了します元金償還が始まってまいりますと、私どもの見込みでは、

今、現在よりも来年、再来年ぐらいになってきますと、１億円ぐらいの公債費が増

えてくるのかなというふうに考えておるところでございます。繰り上げ償還等につ

いては、ずっと毎年のように行ってまいりましたが、現在、利率の高い借り入れも

尐なくなってきているというようなことで、26年度につきましては、減債基金に１

億2,000万ほど積み立てをさせていただいたということでございますが、今後の地方

債の増嵩に対しても準備を進めていく中で、健全な財政運営を全体として見据えな

がら、バランスのよい財政運営をしていかなければならないものというふうに考え

ておりますので、なかなか厳しい状況に、今後もなるのかなというふうに思ってお

るところでございます。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） 議第56号、一般会計補正予算17ページの、河川管理の

委託料のことで、ご質問いただきました。 

 今回、９月の補正に上げさせていただいた委託料231万2,000円につきましては、

川ざらえ浚渫工事の、浚渫事業を地元さんで取り組んでいただいている件数が、当

初予算よりか尐し多くなりましたので、その分で増えているところでございます。 

 それと、河川愛護で取り組んでいただいている単価等の精査をさせていただいて

いますので、その分で、合計で231万2,000円というふうになってございます。 

 河川愛護につきましては、各近隣の市町の課長と話していますと、かなり地区別

の高齢化というんですか、作業される方が非常に大変になってきた状況の中で、も

う尐し単価も上げてほしいなという県への要望もあるんですが、日野町の方につき

ましては、かなり従来と同じように、河川愛護の方を地域の方でご努力いただいて

いまして、大変感謝しております。25年と26年を比較させていただいても、ほぼ地

区の、させていただいている、取り組んでいただいている自治会の方の数も変わり

ませんし、合計の、こちらから河川愛護で出しております金額も、ほぼ変わってお

りませんで、900万円前後で推移をしていますので、同じような取り組みをしていた

だいているというふうに考えています。 

 この予算の900万前後から1,400万というこの金額につきましては、河川の維持工

事について、尐し予算を今年も計上していますので、その分で上がっていまして、

河川愛護と川ざらえの浚渫につきましては、去年と同じような金額です。今回、川

ざらえの方が地区が多くなったので、その分ははじめて９月で増額させていただい

たというところでございます。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 
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住民課長（橋本敦夫君） 對中議員の方から、国保会計の決算に基づくところで、28

年度の予算等のご心配の方をいただいたわけでございます。 

 皆さんご存じのように、27年の予算につきましては、財政調整基金4,800万円を取

り崩してやっております。そこへ、先ほど説明もいたしました、保険者支援という

ことで、2,100万の国費をいただくわけでございます。また、療養費等の支出の給付

の面ですが、年々上がってきておる状況ということで、国レベルでも平均３パーセ

ントぐらい上がってきておるということで、どこの市町とも大変苦慮しておるとこ

ろかなというふうに思っておりまして、果たして、現状で28年度組めるのかという

ところなんですが、そのことについては、こちらの方としても大変憂慮しておると

ころでございます。 

 このことにつきましては、もろもろの研究をさせていただいて、保険料を上げる

のか、上げなくていけるのか、その辺の研究を早期に進めたいと思っておりますし、

なおかつ、平成30年度から、財政の運営主体が県へ移行するということになってき

ますと、保険料につきましてもおのずから変わってくる形になりますので、平成28

年度、29年度の国保の会計の予算をどのように組むのかということにしまして、早

急に研究等進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 現在、日野町の公立保育園、あおぞら園とさくら園におき

ましては、７時半から18時まで預かりをしております。こばと園に関しましては、

７時半から19時まででございます。私立わらべ保育園と第二わらべ保育園に関しま

しては、７時から19時まで預かっていただいているという現状でございます。 

議長（杉浦和人君） 對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） こちらの方向だけに言うて、もう終わります。 

 １つは、職員の体制の関係については、ちょっと今の体制は、本当に末端で行け

ば大変な事態になるし、連携をとって、緊急的に１年間これを乗り切らんとできな

いのかなという、私も心配しておりますので、ぜひ、目配りしていただいて、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 それから、河川の関係につきまして、単価そのものが大分また下がっているのか

なと思います。ちょっと調べていただきたいと思います。 

 それと同時に、国民健康保険の関係は、もうひょっとしたらこれは値上げかなと

いう、そういう不安が私たちも持っております。そうならざるを得ないような、今、

状況になってきていることは、私たち、分かりますけれども、やっぱりそれは住民

課長が言われている、憂慮している云々という話で、大変な部分が分かるわけであ

りますけれども、ぜひこれ、値上げをせず、町のルール分以外も町で出せるぐらい

の努力もしていくということを、ぜひ28、29、やろうとかいうぐらいに、私たちは
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お願いを逆にしておきたいと、このように考えております。 

 それから保育所の関係につきましては、先ほど、皆さん、聞いていただいて分か

ったとおり、民間のわらべ保育園は朝７時から夜７時までです。公立は朝７時半か

ら夜６時まで、あるいは、こばと園は朝７時半から夜７時までと、こういう形で、

どちらかといえば、やっぱり民間と公立と、こんだけの差があるという。ここに公

立を、民間とのメリットの差があるわけです。いずれは、公立も時間的な分は、き

ちっと７時は７時からやって、７時まで終わるとかいうぐらいまで踏み込んでいか

なければ、待機児童はゼロというパターンに、私はならないと思います。そういう

ことを、私はちょっと述べておいて、質問はこれで終わりたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑はありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、質疑を打ち切りたいと思いますが、

ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 日程第４、議第47号から議第53号まで（人権擁護委員の候補者の推薦についてほ

か６件）については、人事案件の関係上、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと

思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、これより採決いたします。 

 議第47号、人権擁護委員の候補者の推薦について、原案のとおり適任と認めるこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立全員であります。よって、議第47号、人権擁護委員の候補者の推薦について

は、原案のとおり適任と認めることに決しました。 

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

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立全員であります。よって、議第48号、人権擁護委員の候補者の推薦について

は、原案のとおり適任と認めることに決しました。 

 続いて、議第49号、人権擁護委員の候補者の推薦について、原案のとおり適任と

認めることに賛成の諸君の起立を求めます。 
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－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立全員であります。よって、議第49号、人権擁護委員の候補者の推薦について

は、原案のとおり適任と認めることに決しました。 

 続いて、議第50号、日野町監査委員の選任について、原案のとおり同意すること

に賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立全員であります。よって、議第50号、日野町監査委員の選任については、原

案のとおり同意することに決しました。 

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

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

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

は、原案のとおり同意することに決しました。 

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

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

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

は、原案のとおり同意することに決しました。 

 続いて、議第53号、日野町西山財産区管理会委員の選任について、原案のとおり

同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立全員であります。よって、議第53号、日野町西山財産区管理委員会委員の選

任については、原案のとおり同意することに決しました。 

 ここで、監査委員、曽羽松司君より、発言を求められておりますので、これを許

可いたします。 

 曽羽松司君。 

代表監査委員（曽羽松司君） 監査委員の曽羽でございます。貴重な時間をいただき

まして、ありがとうございます。 

 このたび、私、監査委員の退任をするに当たりまして、一言ご挨拶を申し上げた

いと思います。 
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 振り返ってみますと、平成19年９月にこの大役を仰せつけられました。今日まで

８年間にわたりまして、日野町の監査という重要な仕事をさせていただきまして、

このことは、私にとりまして身に余る光栄であり、多くの人的、知的財産を賜りま

してありがとうございました。 

 この間、健康にも恵まれまして、そして大過なく仕事をさせていただきましたこ

と、この場をお借りしまして、高いところからではございますが、厚く御礼申し上

げたいと思います。 

 また、反省してみますと、本当に期待されるような、私、仕事ができたかという

ふうに、大変困っておるというのか、失礼したようなことでございますが、何とぞ、

その辺はご容赦願いまして、お断り申し上げたいと思います。 

 私ももう既に後期高齢者に達しておりまして、最近では皆さんに非常に迷惑をか

けているんではないかと。今日の質疑におきましても、監査委員に対して何が飛び

出すか、冷や冷やしておったような状態でございます。こうしたことから、何とか

後任をということで、このたび、後任の監査委員さんを選任していただきまして、

ありがとうございました。正直なところ、ほっとしているような状態でございます。 

 今後は、一個人として、一町民として、皆様とのおつき合いを賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。 

 最後になりましたけども、日野町のますますの発展と、皆様のご健康、ご多幸を、

心からお祈りいたしまして、はなはだ簡単楚辞ではございますが、退任の挨拶とさ

せていただきます。本当にありがとうございました。（拍手） 

議長（杉浦和人君） 日程第５ 請願第３号、国に対して所得税法第56条の廃止を求

める意見書の提出を求める請願書についてを議題といたします。 

 本日までに受理いたしました請願は、お手元へ配付の文書表のとおりであります。 

 朗読を省略いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、朗読を省略いたします。 

 請願は、文書表のとおり総務常任委員会に付託し、審査をお願いいたします。 

 日程第６ 議第70号、決算特別委員会の設置についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、議第59号から議第67号まで、平成26年度日野町一般会計歳入歳出決算に

ついてほか８件について、審査のため６名の委員で構成いたします決算特別委員会

を設置し、これを付託するものでありますことにご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、よって、議第59号から議第67号まで、平成

26年度日野町一般会計歳入歳出決算についてほか８件については、６名の委員で構
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成する決算特別委員会を設置し、審査をすることに決しました。 

 日程第７ 選第11号、決算特別委員会の委員の選任についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま設置いたしました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例

第６条第６項の規定により、お手元へ配付いたしました名簿表のとおり指名いたし、

選任いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、お手元へ配付いたしました名簿表のとおり

選任することに決しました。 

 なお、休憩中に決算特別委員会の開催をお願いいたします。 

 日程第８ 議第54号から議第58号まで、および議第68号から議第69号まで、日野

町行政手続における特定個人識別のための番号利用等に関する法律に基づく個人番

号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の制定についてほか６件について

は、委員会付託を行います。 

 お諮りいたします。 

 委員会付託につきましては、付託案件の朗読を省略し、お手元へ配付いたしまし

た付託表により、総務常任委員会、厚生常任委員会および予算特別委員会に付託い

たしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

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

総務常任委員会、厚生常任委員会および決算特別委員会に付託をいたします。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

 なお、休憩中に決算特別委員会を第１委員会室において開催をお願いし、委員の

方々にはご出席をお願いいたしたいと思います。 

 再開は、２時から再開いたしますので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、暫時休憩をいたします。 

－休憩 １３時０８分－ 

－再開 １４時００分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 休憩中に決算特別委員会が開かれ、委員長に冨田 幸君、副委員長に齋藤光弘君

が決定いたしました旨を報告がありました。また、決算特別委員会委員長より、付

託案件に対する審査につきましては、会議規則第71条の規定に基づき、閉会中の継

続審査とする旨の申し入れがありました。 

 お諮りいたします。 

 決算特別委員会委員長からの申し入れのとおり、閉会中の継続審査とすることに
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ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、決算特別委員会委員長からの申し入れのと

おり、閉会中の継続審査とすることに決しました。 

 日程第９ 一般質問を行います。 

 お手元に配付いたしております一般質問通告表に基づき、順次発言を許可いたし

ます。 

 それでは、ここで建設課長から発言を求められておりますので、これを許可いた

します。 

 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） 先ほどの質疑の中で、對中議員さんからご質問いただ

き、調べておくということを指示されましたので、報告をさせていただきます。 

 河川愛護の草刈りの平米単価でございますが、平成26年が5,635円、平成27年が

5,511円と、内容を見ていますと、直接刈れる作業員の刈り手間と、そして処分費を

計上しているところでございます。そこに保険代ということでプラスされたものが、

この金額になっておりまして、若干安くなっているのは、処分費の方が尐し安くな

っていることで聞いております。 

議長（杉浦和人君） それでは一般質問を行います。 

 １番に、４番、山田人志君。 

４番（山田人志君） それでは、質問させていただきます。 

 今現在、ご当局では、まち・ひと・しごと創生法第10条に基づく、日野町版の総

合戦略を策定にお取り組みをいただいているというところでございますが、前回、

６月の定例会の一般質問の中でも、私、お話ししましたように、日野町の地方創生

にとって、つながりを守る、見直す、つくるということが、とりあえず物すごく重

要な鍵ではないかなというふうに捉えております。つまり、町内のこれまでの人と

地域のつながりについて、これまでのつながりの仕組みを守っていく。あるいは、

時代の変化とともに、そのつながりの仕組みを見直していく。さらには、これまで

なかった、新しいつながりの仕組みをつくっていくということを考え合わせて、い

わゆる地域の運営をする組織、住民組織を再編構築することが、今、考えていただ

いている総合戦略を本当に実現するために、まずやらないかんことではないかなと

いうふうに捉えています。別の要件で言いますと、現在、考えていただいている総

合戦略は、第５次総合計画を踏襲しているというふうに伺っておりますし、さらに

は、その総合計画は10年前、平成17年に策定されました自律のまちづくり計画の考

えも、下敷きになっているというふうに伺っております。その自律のまちづくり計

画の中には、地域共同体の再生ということが１つの柱に掲げていただいておりまし
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て、表現は違うんですが、今、今回テーマにさせていただきます地域の運営組織の

再編構築ということと、地域の共同体の再生というのは、おそらく同じような問題

意識から生まれたような発想ではなかろうかなと思っています。 

 第５次総合計画の中では、まちづくり委員会みたいなものも書かれていますし、

今現在考えていただいている総合戦略の原案、議会でも内容の検討をさせていただ

いておりますが、それを見て、表現は地域運営組織というわけではありませんが、

基本的方向の中で、そのようなことも考えていただいているようでございます。 

 何にしても、表現はどうであっても、地域の住民組織をつくる、見直すというこ

とが、まずそれをやらないと、総合戦略の中での政策、施策、できないことが幾つ

かあるんじゃないかなと。まず、最優先で取り組む課題ではないかなと思っており

ますので、それを前提に、幾つかの質問を一問一答でさせていただきますので、よ

ろしくお願いします。 

 まず最初に、現状の確認からさせていただきますが、第５次総合計画を見ていま

すと、自治会という表現が幾つか出てきます。この自治会というのは、当局が考え

ておられるのは、いわゆる事務嘱託員、区長さんのことですけども、区長さんの仕

事の分担区域というふうに定められている、「区」のことを指しているのでしょうか。

まず伺います。 

議長（杉浦和人君） ４番、山田人志君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 山田議員からの一般質問ということで、一問一答というこ

とで、お答えをさせていただきたいというふうに思います。 

 日野町の総合計画で示しております自治会についてということでございますが、

自治会につきましては、今おっしゃっていただきました、日野町の事務嘱託員の設

置規定というものを町で持ってございまして、その設置規定の事務嘱託員さんとい

うのは、いわゆる区長さんになってございます。区長さんの持っていただく範囲に

つきましては、「区」というふうに一般的に表現をさせていただいておりまして、自

治会というのは、もう尐し広い意味で、村五ですとか大窪ですとか、西大路町代組

織さんがございますので、町代組織さんを含めまして、またさまざまな新興住宅地

の方もございますので、そういった自治機能を持っておられる区域を自治会と、こ

ういうふうに申しておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 伺っていますと、区だけじゃなしに、町内の班とか組とかいう

のもありますし、要は、自治会って何かあんまりはっきりしていないということに

も聞こえるんですが、しかし、実際には、自治会長という名義で行政事務をしない

といけないこともあるわけですよね。証明したり申請したり、そういうわけで、ど
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んな集まりでも何でもいいというわけにはいかんでしょうし、そもそも基礎的な住

民組織として、自治会というのはこういうのやということを、やっぱり定義づけて

おくべきではないのかなというふうには思います。 

 ただ、これは今日の本題ではありませんから、意見だけ申し上げておきますが、

今日の本題の、地域の運営組織というのは、もう尐しいろいろな機能とか役割を集

めてきて、集約してきてというイメージですので、尐し広い地域での話を言ってい

ます。そういう意味では、日野町には地区というものがございまして、各地区には

区長会が組織されておられます。この区長会というの、当局では制度的にどのよう

な定義づけをされているのか伺いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 地区の区長会の定義づけということでございますが、町の

方では、地区の区長会というものに対しまして、明文化したものというのは特にご

ざいません。各地区の区長さんの連絡調整等をされておられる組織というふうに、

認識をしております。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 実際に区長会が制度的にというのは、私も見たことがあります

ので、おっしゃるように、連絡調整のための組織ということなんでしょう。 

 ただ、そういう区長会の区長さんの中では、自分の熱意やら思いで、地区のため

に一生懸命頑張っていらっしゃる方もたくさんいらっしゃいますし、逆に、区長は

その地区という範囲まで責任持つ必要ないんやという方も、最近はいらっしゃいま

して、もともと制度的にそういう取り決めがないんですから、そういった方々に責

任を求めることはできませんし、今のように定義づけがないなら、なおさらやと思

います。 

 結局、じゃ、地区という単位には、住民を代表して、しかも行政が認知してとい

う組織が、今のところないのかなというふうには思います。 

 そこで、自治会というのが定義づけた上で、地区には、その自治会の連合体みた

いなものをつくりまして、いずれにしましても、そういうものは地縁型のコミュニ

ティーですが、ところが私の住んでいる日野地区では、この地縁型のコミュニティ

ーにつながっていない、未加入の区とか、町内の未加入の方が３分の１もいらっし

ゃる。世帯で３分の１もいらっしゃいます。そこで総合計画を見ていますと、政策

15、16の中では、自治会に加入していない住民に対して云々というのが、何回か出

てくるんですが、当局として、この地縁型のコミュニティーと、今現在つながって

いない世帯とか住民さんに対して、どのようなコミュニティーづくりをすればいい

と思っておられるのか、見解を伺いたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 
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総務課長（池内俊宏君） 区などの、また自治会への未加入の方が、たくさんおられ

るということについてでございますけれども、当然、地域のコミュニティーを形成

していく上で、できますれば全ての方が地縁型のコミュニティー、おっしゃってい

ただいているように、コミュニティーに加入をされるということが、望ましいので

はないかなというふうに思ってございます。ただ、その未加入、加入するか加入し

ないかにつきましては、一定個人の判断があるというものでございますので、なか

なか行政の方から強制できるものではないということで、悩ましい問題かなと、こ

のように思ってございます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） おっしゃるとおり、最終的には個人の判断ということで、加入、

未加入が決まるんでしょうけど、今私がお尋ねしたのは、何も地縁型のコミュニテ

ィーに入る、入らないという話じゃなしに、地縁型にはおつき合いしないという方、

いらっしゃるとしても、そういう方のコミュニティーづくりをどうしたらいいのか

なということを、そのアイデアなりをお尋ねしたんですが、それについてはいかが

でしょうか。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） なかなか近所とのおつき合いというようなことでございま

すが、尐し視点を変わるかも分かりませんけれども、例えば、最近、先日もそうで

ございますが、台風が襲来をしてというようなことで、非常に大きな今後の国全体

の課題になっておるのかなというふうに思ってございますし、町の方でも、防災対

策という意味では、そういった共助というようなことで申し上げますと、隣同士の

おつき合いというのは、非常に日ごろからのおつき合いというのは大事かなと、こ

のように思ってございますが、さまざまな視点で、町としてもそういうような対策

は必要かなというふうに思ってございます。 

 ただ、それのお話しと、各自治会に加入する、加入しないというのは、直接なか

なか結びついていかない部分もあるのかなというふうに思ってございます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 現状でいいますと、先に総務課長から教えていただいた、事務

嘱託員の設置規定、実はこう書いているんです。区長は区域ごとに当該住民の過半

数をもって選任された代表者につき、町長がこれを委嘱すると書いてあるんですが、

実は、日野地区には、そもそもこの地縁型のコミュニティーに加入していない世帯

を、過半数が加入していないと。加入自体が過半数に満たないという区域が、３つ

もあるんですよ。50パーセント以下の加入率の区というのが３つありまして、そう

いう区の区長さんは、無効やということになってしまうんでしょうかね。それにつ

いてはお答え要りませんが、そろそろ抜本的に発想を変えなあかん時期に、来てい
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るのかなという気はします。 

 今、総務課長からも防災分野の話をいただきましたが、総合計画の施策50の主な

事業取り組みという中を見てみますと、自治会等に未加入の人に、得意な分野や関

心のある分野での社会活動や、これも防災も入ってくるのかと思います。あるいは、

コミュニティービジネスなどの情報提供や支援をし、自治活動への参加につなげて

いきますと書いてあるんですよ。これは行政がやるという意味で、多分総合計画や

ら書いているはずですから、おっしゃっていただいた防災の分野も含めて、アイデ

アも含めて、この発想を書いてあるだけじゃなくて、本気で進めていただきたいな

というふうに思っています。 

 今、分野別のつながりということで申し上げましたが、分野別のコミュニティー

ということで言えば、各地区には、例えば地区社協とか、人推協、あるいは安全な

まちづくり協議会、名称は尐しずつ違いますが、そういうものがございます。ある

いは、公民館の実行委員会、これは教育委員会の規則に基づく組織ではございます

が、よく日野町では、住民の自主的な活動によって公民館運営をやっているという

ようなことを、自負されているように聞いていますし、実際、町長のお話なんかで

も、そういうことを聞いたことがありますので、そういう意味では、公民館の実行

委員会も分野別のコミュニティーの１つかなと、そう考えてもいいのかなというふ

うに思います。 

 一方で、旧来の町なかとか農村集落の方を見てみますと、非常に地縁型のコミュ

ニティーへの帰属意識が強うございます。これは日野町として誇るべき文化であり

風土でありという側面もありますが、逆に、最近の環境変化によって、だんだん問

題も出てきているのかなという気がします。そこで、この地縁型コミュニティーへ

の帰属意識ということと、もう１つは、先に述べたような、例えば地区社協とか公

民館の実行委員会もそうなんでしょう、そういう分野別のコミュニティーとの関係

の中で、どういう問題があるというふうに、当局では把握しておられるのか、とり

あえず把握しておられる問題を、教えていただければというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） ただいまいただきました、どういう課題があるかとい

うことを踏まえて、分野別コミュニティーということでございますが、今、議員さ

んのおっしゃる分野別コミュニティーというのは、おっしゃるとおり、安全なまち

づくり協議会とか地区社協と、そういったところだと思います。その辺は、基本的

には地縁型のコミュニティー、いわゆる自治会等を中心としたところからの連携し

た中で、組織がされてきているというのが現状かなというふうに考えております。

そうした意味から、今、多くの自治会等で、高齢化、単に人口減尐も踏まえまして

おります。そうした中で、各地区において、それぞれの目的に忚じた中で、団体が
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運営をされているということは、非常に、今大事なことだなというふうに認識をし

ております。今、課題としてとおっしゃいますと、その支えている部分の自治会な

どの高齢化、人口減尐という部分での課題が、一番大きいのかなというふうには考

えております。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） おっしゃっていただいたとおり、それを地縁型の方の、もとも

と町なかとか農村集落の方で尐子高齢化していますから、役員のなり手がないとい

うのが、今、企画振興課長がおっしゃっていただいた喫緊の課題であろうと思いま

すが、もう１つ、私が問題じゃないかなと捉えているのは、さっきも言いましたよ

うに、そもそも日野地区を見てみますと、地縁型のコミュニティーにつながってい

ない人が３分の１もいらっしゃる。ほかの地区でも多分、尐なからずいらっしゃる

と。一方、今、例に挙げた地区社協にしても、福祉協力員ですよね。それから安全

活動委員にしても公民館の実行委員にしても、ほとんど区から推薦で上がってきて

はるというパターンが多いんですよ。ということは、もとの地縁型のつながりがな

かったら、どこまで行っても分野別でもつながらへんというのが、実際、実態とし

て起こっているんです。その方が大きな問題かなと私は捉えています。 

 今申し上げた分野別のコミュニティーというのは、ほとんど町からの要請で、だ

から福祉協力員にしても安全活動員にしても、もちろん公民館の実行委員にしても、

町からの要請で生まれたものばかりですから、そこに問題があるんやったら、町が

解決策を示さないといけないの違うかなと、私は思っています。さらに、先ほどち

ょっと申し上げた、10年前の自律のまちづくり計画、その中では、地域の共同体の

再生ということを柱に掲げた上で、その具体的展開として、地域づくり委員会を設

置しましょうと、公民館ごとに。つまり、地区ごとに地域づくり委員会を設置しま

しょうと書かれています。実際、こういうものができていれば、本当に行政と地域

が連携して話し合って、それぞれの問題の解決に図れたというふうに思うんですが、

その地域づくり委員会が、第５次総合計画で、それが上書きされて薄くなってしま

ってあるところもありますし、それがどうなってしまったのかということを含めて、

行政として問題解決策を示すべきじゃないかということに、お答えいただければい

うふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） ただいま議員がおっしゃったとおり、そうした問題が

ございます。 

 私どもとしましては、この町の方で自律のまちづくりをさせていただいたときに、

先ほどおっしゃったとおり、地域づくり委員会、各集落できないかと、各地区にで

きないかということで、働きかけをさせていただいた経過は確かにございます。と
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ころが、なかなか実際には、組織としてできないという部分が出てまいりました。 

 今、先ほどおっしゃいました部分で、なかなか自治会に入っていただけない方が

おられるということでございますが、その辺につきましては、議員がおっしゃった

総合計画の中の施策50の中でご紹介いただいたとおり、それぞれのテーマ性、それ

から課題を持っておられる部分について、参画をいただくような形が必要ではない

かというふうに考えております。 

 例えば、子育て中の方でございますと、そうした子育ての中で仲間ができます。

実際に日野公民館でございますと、子育て「パイン」というようなグループができ

てあったりします。そういう中で、１つのテーマの中で共通から人材、人のつなが

りというのをつくっていく必要があるなというふうに考えております。 

 そうした意味から、それぞれの地区の課題、町としても、それぞれの目的に合っ

た組織という部分は、一定町が、それぞれ推進といいますか、そういう支援をさせ

てきていただいた経過がございます。そうした意味から、町としましては、今のこ

の課題、現状というのは、実をいうと、この日野町だけの問題ではない状況でござ

います。そうしたことから、私どもとしましては、そうした各地域のいろいろな取

り組みがございますので、それの当然情報収集をし、情報提供をさせていただく。

ただ、町が決定権というのは一切ございませんので、そういう意味からしますと、

その情報をいかに皆さんにお示しし知っていただいて、そこで話し合っていただく

ということを、していただくことをお願いしていきたいというふうに、考えており

ます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 今、企画振興課長から言っていただいた例、例えば、子育てサ

ークルもそうですが、これはいわゆる、さっき言った福祉協力員とか実行委員とか

別に、町からの要請ではない、自主的につくっていただいた分野別のコミュニティ

ー、ＮＰＯも数尐ないですが幾つか生まれています。 

 ところが、そういう自主的な分野別のコミュニティーにつきましては、地縁型が

中心の仕組みの中では、なかなかその連携とかサポートがうまくいっていない例が

あります。今ほど、企画振興課長から、総合計画の中でご紹介いただいたことを、

もう一度言っていただいたんですが、具体的に、例えばどういうアイデアがあるの

か。先ほど申し上げた地域づくり委員会なんかもそうなんでしょうけども、もう一

度ちょっと伺いますが、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） アイデアというのは、実をいうと、実際に現在、総合

戦略の方、先ほどおっしゃっていただいたとおり作成しております。その中で、そ

の人のつながりという部分を、今、既に大きくは地縁の中でのつながりが核を占め
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ていると。それだけでは厳しいのではないかという中で、やはりそれぞれが顔の見

る関係にしていくという場合には、人の集まる、１つの目的で集まるところに、ま

たそこへ違う目的の人を、いかに融合さすかということを考えております。 

 そうしたことから、具体的な例としましては、子育てのいわゆる「ぽけっと」と

いう施設がございます。そちらに地域の方の、そういう野菜をつくったり、そうい

うグループがあって、その方々が参画できるような場も設けると。そうすることに

よって、顔の見える、お話をしていただける。そこへまた、それがちょっと子ども

を見るわとか云々、そういうような徐々に関係ができるということが、可能性であ

るのではないかといことで、今後提案をさせていただきたいというように考えてお

ります。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 今ほど企画振興課長からご答弁でありましたように、先ほど来、

幾つか申し上げている問題点を抜本的に解決しつつ、さらには、総合戦略で考えて

いただいたことを本当に実現していくためには、今おっしゃっていただいたような

地縁型のコミュニティーだけじゃなしに、いろいろな分野のコミュニティーを、機

能とか役割を有機的に連携、つなげて運営していくような、私が冒頭から申し上げ

ている地域運営組織、名称は何でもいいんですけども、みたいなものが必要ではな

いのかなと強く思っています。 

 ちなみに、地域運営組織という言い方は、総務省が言っている言い方でありまし

て、ほとんど浸透はしていませんが、その一例を、ご当局のお手元には参考資料と

してお配りしています。それに、交通アクセスみたいなハード面の整備も、環境整

備も含めてやると、今度は国土交通省が、地方創生の一環として進めようとしてい

る、小さな拠点づくりということになるのかなというふうに思います。 

 お配りしている参考資料は、その総務省の考え方とか、国交省の考え方も踏まえ

つつ、とりあえずつながりの可能性のありそうな分野を全て書き込んでおりまして、

１つの理想的な例ということではありますが、実際には、こういうことを行政当局

から指針としてお示しいただいて、各地区ごとの事情によって、多分つながる分野

も、つながり方も、きついつながりも緩いつながりも含めて、いろいろあると思い

ます。あるいは、地区ということにこだわらずに、それを超えてつながるつながり

方もあるのかと思います。そういうものが必要になってくるのかなと思います。 

 近隣市のこの地域運営組織に類する例を見てみますと、東近江市には、まちづく

り協議会、町協というのがありますし、甲賀市には自治振興会というのが、いずれ

も行政主導によって設置されています。日野町は、こうした東近江市や甲賀市のま

ねをするというよりは、本当なら、日野町の住民自治、住民組織のすぐれた歴史を

考えたら、それ以上のことが既にできてなあかんと、私は思っているんです。実際
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に、事実、10年前には、地域共同体の再生ということを柱に立てた上で、地区ごと

に地域づくり委員会をつくりましょうという計画ができていたわけですから、現状

は、そういうこととは関係なしに、例えば鎌掛運営委員会のように、自主的に地区

運営委員会とか地区運営協議会というのをおつくりいただいて、活動されている場

合があります。ただ、残念ながら、いずれも行政がかかわっている、行政が認知し

ているという組織ではありませんので、特に大きな地区でいいますと、行政が認知

していないと、住人も認知してくれないということが、現実あるんですよ。まして

や、さっき言ったように、地縁型のコミュニティーとつながっていない人々は、ま

ったく認知してくれません、行政が言ってくれないと。というのが現状であります。

逆に、行政がこういう地域の運営組織にかかわってくれる、連携を図ってくれるこ

とで、総合戦略の中で考えていただいている政策、施策がより実効のある、効果的

なものになる可能性があるんじゃないかなと思っておりまして、次に、その意味で

３つの具体例を挙げさせていただいて、地域運営組織と行政との連携の中から生ま

れそうな可能性、あるいは逆に問題点がありそうやったら、そのことも含めて、教

えていただきたいというふうに思います。 

 １つ目は、子育て援助活動支援事業。いわゆるファミリーサポートセンターとい

うことなんですが、それに関しまして、行政が地域の運営組織と連携することで、

私は副次的な効果が生まれてくるんではないかなと思っています。その可能性と問

題点について、そもそも、このファミリーサポートセンターって何なのかという制

度説明を含めて、教えていただければと思いますのでお願いします。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） ファミリーサポートセンター事業の目的といいますのは、

乳幼児ですとか小学生等の児童を有する、子育て中の労働者ですとか主婦を会員と

しまして、児童の預かりの援助を希望する者と、預かりを行うことを希望する者と

の相互援助活動に関する連絡調整を行うもの。だから、こういう支援が受けたいな

という人と、これやったらできるよという人の連絡調整を行う、センター的な役割

を担う事業というふうにされています。 

 活動の例としましては、保育施設までの送迎ですとか保育施設の開始前ですとか

終了後の預かりなどが、今までよその市町で実施されている中では、大きな活動で

はないかなと思っています。 

 それと、可能性ということなんですけれども、子育て中の若い世代のニーズとい

うことに、50代、60代の世代が支援を行うということが考えられますので、さまざ

まなニーズに忚えるためには、いろいろな団体、女性会ですとか、老人会さんまで

行ったら、ちょっとあれですけど、最近の老人会さんは元気でございますので、そ

ういう団体ですとか、それからこれは今、子育て中のお母さんの活動ではあるかと
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思いますけれども、パインさんとか各地区で活動されておられるお母さん方の活動

とか、いろいろあると思うんですけれども、そういういろいろな団体ですとか活動

につながるということで、支援をしてほしいということが安定的に供給できるので

はないかなというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 子育て世帯というと、20代、30代ぐらいの方々が、多分中心だ

ろうと思います。それに対して、それを忚援する、サポートする側が、今、福祉課

長の答弁で、例えば50代、60代と、例としておっしゃいました。ということは、こ

れは世代間の交流になるんですね。したがって、総合戦略を本当に進めていく上で、

世代間の交流というのは、私は貴重なテーマ、なかなかそういうネタがないんです

よ。貴重なテーマだなと思っています。ですから、ファミリーサポートセンター運

営していく際には、単に困り事を持っている人と、それを助ける人を１対１でつな

げるんじゃなしに、ぜひ、世代間のつながり、交流ということを意識して、運営し

ていただきたいなというふうに思っています。 

 さらには、この発想をさらに発展していけば、一見関係なさそうな、私はこの世

代間の交流、ファミリーサポートセンターの機能というのは、商店街振興にもつな

がっていけるんじゃないかと思っていたりしますので、そういう柔軟な発想で運営

していただければなというふうに思います。 

 ２つ目ですが、自律のまちづくり計画にも総合計画にも、そして今回の総合戦略

の原案にも、コミュニティービジネスを生み出しましょうという施策が、かなり書

かれております。しかし、ずっと見ていましても、それほど成果が出ているように

は見えません。おそらく、コミュニティービジネスには、それが生まれてくる、多

分、芽が出てくる苗床みたいなものが要るんでしょうね。その意味で、今ほど言っ

ている地域運営組織というのは、コミュニティービジネスを生み出す苗床になると

いうふうに、私は思っているんですが、見解を伺いたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） 日野町の方では、現在、産業競争力強化法の認定を

受けまして、創業支援に力を入れていこうということで、５月から窓口も設置させ

ていただき、今現在、商工会とともに、創業支援セミナーということで支援塾を開

催するなどしまして、そのような新しくお店を日野町で開きたいという方の、支援

をしていきたいというふうに思っています。 

 その中で、コミュニティービジネスというのは、確かに創業者がこんなんしたい

というだけでなくて、そのサービスを受けようというような、地域のサポートなし

では成立しないものというふうには考えております。 

 また、地域には、さまざまな団体が、課題の解決や推進のためにいろいろな取り
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組みをいただいておりまして、こうした団体の連携によって、地域の課題解決のヒ

ントやビジネスチャンスが、そこで生まれるのではないかというふうに考えており

まして、コミュニティービジネス創業が増えまして、地域が元気になるということ

を、私どもの方では期待しておるということでございます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 今ほど、商工観光課長から、コミュニティービジネスに関して、

創業ということでご答弁いただきました。 

 私は、創業にしても事業承継にしても、地域にとっては最も大事な雇用の形じゃ

ないかなと思っています。創業、事業承継という雇用を、まず進めるということが

一番大事ではないかなと思っています。 

 ただ、その中で、地域内の経済循環に貢献するような創業というのは、今、商工

観光課長がおっしゃっていただいたように、なかなか自立的には自力だけではでき

ない。やっぱりコミュニティーの忚援がなければ、成り立たないというのが社会の

現状であります。 

 そのようにお考えいただきたいとともに、私は、コミュニティービジネスを広く

捉えておりまして、というのは、コミュニティーがビジネスをするというだけじゃ

なしに、既存のご商売をコミュニティーが忚援するという形も、コミュニティービ

ジネスの形じゃないかなと、１つのパターンじゃないかなと思っておりまして、む

しろ私は、日野町にとって、その方が、社会あるいは地域経済にとって、より重要

な施策ではないかなと思っております。 

 こういう地域運営組織というご提案を申し上げていますが、それを通じて、コミ

ュニティーが既存のご商売の忚援団になるというようなことが、ぜひ期待されます

ので、その辺のお取り組みも考えていただければというふうに思います。 

 ３つ目ですが、日野町内には、将来に、後世に残していかないといけないような

伝統行事が幾つもございます。日野祭の曳山とか日野囃子もそうでしょうし、最近

よく議長から、中山の芋競べ祭の話も伺うんですが、こういったものも、将来に残

していかなあかん伝統行事だろうと思います。 

 この地域の運営組織というのは、こうした伝統行事を将来的に維持継続、続けて

いくための重要なサポート体制に寄与すると思うんですが、その可能性と、何か問

題点があるんでしたら、お教えいただきたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） 確かに、尐子高齢化の進行とともに、現在の今まで

の伝統とか文化、それをどのようにして次の世代へ引き継いでいくのかということ

は、大きな課題であるというふうには認識しております。 

 今ほどおっしゃられたように、曳山保存会とか、囃子方交流会とかが積極的に活
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動もされておりますし、ただいま申し上げられたような芋競べ祭につきましても、

地元の大変なご努力によって、長らく続いていただいているなというふうに思って

おります。 

 こういうようなことが、地域の団体との連携などによって、そういう伝統行事な

どを学ぶ機会の提供とか町内外への情報発信、継承などへのサポートにつながると

いうふうに期待するところでございます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 今、商工観光課長からご答弁ありました。そのとおりだと思い

ます。 

 ２つ一遍にご答弁にいただきましたが、まずは、地域のコミュニティー、運営組

織の理解を得て、その伝統行事を将来的に維持、継続していくための体制を、まず

構築する、しっかりと。それが一番手かなと、まず第一かなと思います。 

 その上で、次の段階として、今、発信という言葉をおっしゃいましたが、今度は、

地域運営組織の忚援を得ながら、観光資源として発信していく、発展させていく、

そういう手順が大事なのかなというふうに思っていますので、ぜひお考えいただけ

ればというふうに思います。 

 ちなみに、今、具体的な例としてお尋ねした３つの子育て支援と、それからコミ

ュニティービジネスと、もう１つは伝統行事という、一見、あんまりつながってい

なさそうな、関係なさそうな３つの分野なんですが、実はこれを行政の仲立ちによ

って、つながりをつくって効果を出しているという事例が、長浜市内にございます

ので、申し添えておきたいというふうに思います。 

 いずれにしましても、現在策定中の日野町版の総合戦略、その基礎になっている

第５次総合計画、さらにはその下敷きになっている自律のまちづくり計画、どれを

見ましても、それら一貫して流れている精神、貫かれているものは、住民が主役と

いう考え方ではなかろうかなと思っています。私は、この住民が主役という考えは、

決して否定するものではありません。 

 ただ、住民が主役という考えは、住民に任せておいたら何かが起こるというわけ

ではないと思っています。住民に任せても何も起こりません。自然現象で、何かが

できてくるわけではありません。やっぱり行政がリーダーシップを発揮して、指針

を示して、環境を整えて、そして実施のサポート支援をしてはじめて、住民が主役

という取り組みがスタートして、成果が生まれてくるもんだろうなと思っておりま

す。 

 実は、今日の一連の質問は何が言いたいかというと、これが言いたいわけであり

まして、そのために、これ、今日何回もお話を取り上げていますように、10年前の

平成17年12月には、自律のまちづくり計画というものがとりまとめられまして、政
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策の柱として、地域共同体の再生を打ち立て、そして、具体的な展開例として、地

域づくり委員会の設置が示されたのではないのかなというふうに捉えています。さ

らに、この計画というのは、平成16年に設置された、自律のまちづくり住民懇話会、

その答申によってできているというふうにも聞いているんですが、平成16年といえ

ば、藤澤町長がまさに１期目を就任された年でありますよね。そういう意味では、

この自律のまちづくり計画は、まさに藤澤町長の施政方針ともいうべきものではな

かったのかなと、実は思っているんですが、ところが、その後10年間見ていまして

も、それほど積極的に取り組みをいただいたというふうにも見えないし、それどこ

ろか、総合計画によって上書きされて薄まったところもありますし、さらには、今

日、前半の方で幾つかお尋ねしたように、もともと地縁型のコミュニティーを取り

巻く制度的に曖昧な部分、それも何かほったままになっているなというようにも思

えてしまいます。 

 しかし、今からでもそうした取り組みをスタートして、ぎりぎり間に合うん違う

かなと。今からスタート切れるん違うかなと、実は私は思っておりまして、今年は

何といっても第５次総合計画の見直しの年でもありますし、日野町版の総合戦略を

策定して、それを発表する絶好の機会でもございます。さらに、町民を取り巻く環

境というのは、次第に厳しくなってきてはありますが、その環境変化のスピードと

いうのを考え合わせても、今年をラストチャンスと捉えて、今から地域の運営組織

に対して指針を示す、そして環境を整えるサポートをする、そういうことをスター

トするべきではないかなと思っております。私も、議員という立場でできるお手伝

いはさせていただきたいと思ってはおるんですが、ぜひ、これに関して町長の見解

をお聞きしたいと思いますので、お願いします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） ただいま、自治地域共同体などについてご質問といいますか、

ご意見をいただいたところでございます。 

 確かに、自律のまちづくり計画というのは平成16年から議論をして、平成17年に

まとめていったということであったと思いますが、当時は、ご承知のように、町村

合併が大変国や県の圧力で進められてきたときでありまして、そういうときに、自

分たちの町のことは自分たちで考え行動するということを基本に、自治の花が開く

ような地域をつくろうやないかと、こういうことで町民の皆さんとともに議論をす

る中で、このような１つの柱に、地域共同体の再生ということも打ち上げられたと

ころであります。 

 そして、それが第５次総合計画の策定の中では、既にあの当時に四十数回も議論

をいただきましたけれども、もはや、あえて自律のまちづくりと言わずとも、この

町の人々は、自分たちの町のことは自分たちで考えて行動する、自分たちの地域の
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ことは、自分たちが考えて役割を担っていくという気概を、しっかりと持っている

人々であるということから、住民の皆さんの議論の中で、あえて自律のまちづくり

という言葉は使わずに、「ひびきあい、『日野のたから』を未来につなぐ、自治の力

で輝くまち」というスローガンを掲げたということであります。 

 繰り返しになりますけれども、やはりどんな町をつくるべきなのかというのは、

そこに住む人々が、自分の地域、自分の町を愛し、そして自分がその役割を果たし、

存在感を持ってやっていこうという気概のある人々を、どんだけつくっていくのか

ということなのではないかというふうに思います。 

 ところが、昨今では、なかなかかつての村集落では、そこにメンバーとして参加

することでしか、生活ができなかった部分があるわけでありますけれども、今は、

ある意味では、金でサービスが買える時代になりました。しかし、地域の自治とい

うのは、決して金で買えるものではないというところを、もう一度押さえ直さなけ

ればならないのではないかと、このように私は思っております。 

 そういう中で、確かに地域共同体だけに参加する人々だけではないということも、

事実であります。しかし、根っこのところで、その地域を、山も川も田んぼも、全

てひっくるめて自分の地域であるという思いを持って活動する人々が、この町には

たくさんおられる。そういうところをベースに、自分たちの地域を守り、発展させ

ていく、こういう気概を改めて再認識していくことが大事でありますし、その地域

を守るためにも、福祉の分野で、防災の分野で、子育ての分野で、いろいろな人た

ちが、自分の得意な分野で活動していくということが大事でありますし、また、地

域のコミュニティーとは縁遠いけれども、子育ての分野では私は頑張るよという人

たちもおられます。この、昨日は日野公民館で、「ちびっこ広場」という取り組みが

されましたけれども、本当に多彩な団体の人々が協力をして、たくさんの中学生の

子ども、お父さん、お母さんが参加をされたわけでありまして、こういうような縦

横、地域共同体のベースがあって、そしていろいろなＮＰＯ活動をはじめとした取

り組みが、縦横につながっていく、そういうことをなし遂げるような地域住民が、

この町にはいる。そしてそのためにも、社会教育をはじめとして、そういう気概の

ある力をつくっていく人、組織をつくっていくことが大事であると思っております

し、そのために、行政がいろいろな人たちと連携を図りながらやっていくというこ

とだと思います。 

 「ただ」と申しますとおかしいですけども、しかし、歴史的には、いろいろな自

治の形がございます。旧の村落部分における一集落、一１区という部分もありまそ

うし、大窪のように、大窪という組織があって、１区、２区、３区、４区、５区が

あって、まだその根っこのかなめに、町内会、町代さんという自治の機能がある。

鎌掛のように、運営会があって区がある。いろいろな仕組みがありますけれども、
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それぞれの人、団体が、それぞれのよさを生かして、これを発展させていく。そし

て、その進んだ部分を、大いによその地域もまねをする。まねというと語弊がある

ので、学んで、そして町外にも発信していく。だから、そのいろいろな自治のあり

方を、行政の側から、これがベストよということじゃなくて、それをしっかりと切

磋琢磨して、お互いがよいところを吸収し合っていける。そのために、行政もそこ

を連携をもって広げていける、そういうパートナーでありたいな、このように思っ

ています。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 町長からご答弁いただきましたように、地域には人材たくさん

いらっしゃいますし、そうした日野町としての住民自治の風土、あるいは歴史もご

ざいます。 

 ただ、実際にその人材も歴史も風土も含めて、今、何をどうしたらいいのか分か

らないという方も、多分たくさんいらっしゃると思います。その辺は、ぜひ、町行

政の方から、１つの例という形でもいいんでしょうか、指針を示していただかない

と、なかなかスタートが切れるものではないというふうに思っておりますので、そ

のことをお願いしたいと思います。 

 最後になりましたが、こういった地域の運営組織の活動拠点としては、地区の公

民館が１つの最有力の候補になるんでしょうけども、地区の公民館の管理運営に関

しましても、これも10年前からということになりますが、平成18年２月の行政改革

懇談会の答申、それ以来、いろいろねじれが生じている部分がありまして、地区も

随分翻弄されて、振り回されています。これにつきましては、できれば次回の定例

会の機会でも質問させていただきたいなと思っていますので、それまでに何とか、

今のねじれの問題を善処いただくようにお願い申し上げまして、今回の質問を終わ

らせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 次に、３番、奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 私の方からは、まず、３点ほどあるんですけれども、はじめに

なんですけれども、わたむきホール虹の管理について、質問したいと思います。 

 以前から、今もう草が刈られていると思うんですけれども、わたむきホール虹の

周辺の草刈り、また、北側にある倉庫、あれの管理はどうなっているのか。それと

また、ホール前の図書館との間、わたむきホール虹との間の川の草刈りの管理はど

なっているのかということを、まず聞きたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 教育長。 

教育長（今宿綾子君） ただいまの奥平議員のご質問につきまして、お答えをいたし

ます。 
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 わたむきホール虹の管理につきましては、町の指定管理者制度によりまして、日

野町文化振興事業団に委託しているところでございます。そして適切な管理をお願

いしております。 

 その詳細につきましては、担当課長の方から答弁をさせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（山本和宏君） 奥平議員さんの方から、わたむきホール周辺の草刈り、

また北側にあります倉庫、車庫の管理につきましてご質問をいただきましたので、

私の方から答弁させていただきます。 

 草刈りにつきましては、事業団予算の中で、１回分の委託料を計上しまして、適

宜実施させてもらってございます。 

 日常は、事業団職員が計画的に草刈りを実施しています。あわせまして、６月に

は日赤奉仕団の皆様、９月には老人クラブ連合会の皆様、10月にはシルバー人材セ

ンターの皆様による奉仕作業を、実施していただいているところでございます。 

 なお、草刈りの実施の時期でございますが、特に草の多い施設周辺部では、農業

用水が必要な時期は、刈った草が流出することもございますので、用水路の水量が

尐なくなった時期を見計らいまして実施するために、遅くなることもございます。 

 また、敷地内の草刈りにつきましては、大きな事業等の前に、集中して実施する

ようにしています。 

 次に、倉庫と車庫の管理についてですが、車庫につきましては、車の施錠を徹底

することで対忚しています。倉庫につきましては、駐車場看板やコーン、草刈り機

のほか、舞台用大道具や小道具などを収納させていただきまして、その管理につき

ましては、施錠で管理をさせてもらっています。 

 今後におきましても、適切な管理をするように事業団の方へ指示いたします。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 質問をしたいんですけれども、今、施錠をされているというこ

とを言われたんですけども、私、皆さんご存じとおり、消防団の中で、わたむきホ

ール虹を使用させていただいています。いつもありがとうございます。その中で、

私、５年前、もう先になるかと思います。あそこのシャッターの鍵が、いつもかか

っていない。それで、今年に関しましても、練習、訓練中に雤が降りまして、雤宿

りするところがなかったために、他の団員が、ちょっとシャッターをなぶったとこ

ろ、鍵が開きました。それも時間的には朝５時までの話で、かなり降っていたので、

ちょっと雤宿りさせていただいた状態です。 

 その中で、今言われたように、草刈り機とコーン等ありました。その中でも、ガ

ソリンが、缶かんごと置いていたんですわ。それを私も見つけて、これはちょっと
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あかんやろうと個人的に思うたんですけど、わたむきホール虹と書いた車、あの車

のシャッターも鍵が開いていました。それも亓、六年前もあいていました。今はか

かっているか、私がこれをちょっと言ったがために、かけておいてくれはるかは分

かりませんけれども、その辺の管理はいかがなものかと、ちょっと聞きたいんです

けど。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） 再質問の前に、最初のご質問の中で、建設計画課が管

理をしています水路のことがございましたので、答弁をさえていただきたいと思い

ます。 

 図書館とホールの間の水路でございますが、この方につきましては、町で管理を

しています。適正な管理に努めていっているところでございますが、ご指摘いただ

いた草刈りの方については、早急にまた対処させていただきたいと考えています。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（山本和宏君） わたむきホール虹の維持管理の関係から、倉庫の鍵の

ことでございます。 

 まず、車庫の方につきましては、確認しましたところ、鍵が壊れているというこ

とで、先ほども申しましたように、車の施錠をきちんとすることで対忚してござい

ます。 

 また、もう一方の倉庫のガレージの鍵につきましては、先ほども申しましたよう

に、わたむきホール虹で使っています大道具、小道具等の備品、また、そういった

ものが入ってございますので、鍵が本来かかっていなければならないという部分だ

というふうには認識しております。いろいろご指摘の部分につきましては、管理を

していただいています文化振興事業団の方に伝えまして、適切な管理をするように

していきたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） くれぐれも、悪さする子どもたちもいるので、できれば早いう

ちに直していただけたらよいかなと思っております。 

 引き続きまして２番目なんですけれども、日野小学校、みんなのあれなんですけ

ど、小学校の通学路、また中学校の自転車の通学についてなんですけれども、私、

大窪なので日野小学校のことばかり言って悪いんですけれども、亓月、椿野台の方

から、ちょっと役場の方から電話いただきまして、スクールゾーンという意味が、

もう１つ勉強不足で分からなかったんですけれども、あくまでも車に乗られる方々

に、ここは学校の通学路だぞという意味のスクールゾーンという話を聞きましたん

ですけれども、その中で、今、言った、亓月、椿の方から、皆さん知っておられる

と思うんですけど、路肩の方に緑のグリーンのラインが引いていると思うんですけ
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れども、私、それを勉強不足なんですけれども、小学校に関しましては、通学路と

いうのが決まっていると思うんですけれども、僕も小学校のときには、この道帰っ

て、別の道帰ったらあかんぞみたいな、いつも行きも帰りも一緒の道やなけなあか

んというのが決まっていたんですけども、決まっていると思うんですけれども、登

校時ですけれど、この質問の中では、大窪の札の辻から亓月にかけてあるんですけ

ど、小林電機さん、ご存じだと思うですけど、南大窪町の角にあるんですけれども、

あそこから亓月、椿の生徒さんは、あそこで左折されると思うんです。それから、

下にまだグリーンのラインが引いているんですけれども、その先はもう本通りで、

かなり車の通行量も多い状態です。そのグリーンのラインは、私、個人的には要ら

ないもんかなと、つくづく毎回小学生が通学するのに見ていたんですけど、その中

で、行きしは路肩、また今のグリーンのライン、あるところもあればないところも

あります。ただ、下校時に、皆さんも車に乗っておられたら分かると思うんですけ

れども、反対周りに帰ってきます。そのときに、車を路上駐車されている車が、何

台か、例で挙げてしまうと悪いんですけど、日野小学校から帰り道なんですけれど

も、昔の、今はもうないんですけど、日本生命があったあの付近に、車が多々、二、

三台、毎回とまっています。子どもらが下校するたびに、車の外へ出ます。すると、

車が来たら、飛び出しよる状態で、私、何回かそういう場面を見てきました。それ

と、学校の登校時に上野田、松尾、今、坂甚さんのところから本誓寺まで排水路を

直していただいていると思うんですけど、あの道も、小学生、多数学校通いで歩い

ていると思うんです。その中で、朝、通勤される車が通るんですけれども、かなり

危ない状態です。今、いつも町長が言われるように、日野のたから、子どもやとよ

う言うてくれはるんですけど、子どもが危険な目にさらされるということは、個人

的にも、もうちょっと安全な状態で学校へ行けるように、考えてもらったらどうか

なという中で、このグリーンのラインを、学校行くまで引いてもらえないかという

意見が、主にあります。 

 それと、中学校の自転車通学についてなんですけれども、中学校の自転車につき

ましては、平成27年６月１日から改正道路交通法が施行され、自転車の信号無視、

また、危険な行為を繰り返した運転者に対して、自転車運転講習を受けることが義

務づけられたということです。これは14歳以上ということなんですけれども、それ

につきまして、自転車で道路交通法に違反する運転した場合は、罰則、罰金が定め

られます。また、自転車の交通事故では、被害者になるかと思いがちですけれども、

加害者になるということもありがちです。自転車運転で、交通ルールを違反して事

故を起こし、加害者となった場合で、被害者にけがをさせたときなど、刑事法の責

任だけでなく、相手に損害賠償を払うことにもなります。この場合、子どもだから、

未成年だからということは、関係ないということを聞きました。 



2-74 

 また、自転車で加害者となった損害賠償になっては、ニュースでも報道されてお

り、自転車事故や自転車が加害者となるケースも増えていると報告されています。

このことから、中学生や、また高校生もそうなんですけれども、交通手段というの

は大切な自転車の交通手段だと思います。 

 また、小学校の子どもたちにも、まだまだ14まではまだあるんですけれども、今

からそういう指導をしていったらどうかという、私の考えがあります。 

 そのことについて、ひとつ質問したいと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 奥平議員から、子どもたちの通学路の安全確保という意味で、

グリーンベルト等についてご質問をいただきました。 

 おっしゃるとおり、子どもたちの通学は安全でなければならない、このように思

います。以前というか、ずいぶん前と比べますと、車の台数というのは、大変多ご

ざいます。そういうことにあわせて、町でも県でも道路の整備を、この間ずっとし

てきたところであります。特に、細い在所の中を通ることを避けて、バイパスをつ

くって通過交通を外へ逃がしていく、こういうようなこと、さらには、そのバイパ

スなどについても歩道を設置する、こういうような形で整備は進められてきました。 

 日野の町なかにつきましても、かつては今の本通りがメーンストリートでありま

したけれども、今は、通過交通という形で、477などが整備をされているということ

になるわけでありますので、できるだけ、通過交通については、そういう幹線的な

県道、国道などに誘導していくような形にする必要があるだろうというふうに思い

ます。 

 しかしながら、町なかについても、それを安全を確保する。しかし、そこに歩道

を設置することは、物理的にできないというのが現状でございます。そうした中で、

この間、子どもたちの通学時の事故等が問題になった折を契機にして、県の方でも、

歩道をつくることはできないけれども、せめてもグリーンベルトをつくることによ

って、運転者などに注意喚起をしていくということが進められてきたと、こういう

ことでございまして、県道につきましても、椿、亓月から町なかの方へグリーンベ

ルトを引いていただいたと、こういうことになっております。 

 こちらの方は要らんのではないかということでございますが、歩行者、通学路を

中心にしつつも、歩行者全体にも配慮するということでございますので、ああした

ことになっております。しかしながら、全てのところに歩道のかわりにグリーンベ

ルトを引くということは、幅の問題もございますし、交通量、さらには歩く子ども

の数の問題、さらには、道路の構造上、例えば側溝ぶたが、かたかたかぶっている

ようなところなどに、なかなか引くのは難しいとか、いろいろな条件がございます

ので、現時点では、県道も町道などにつきましても、通学路を基本にしつつ、いろ
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いろな交通量や条件、形状なども見ながら、設置をさせていただいているところで

ございまして、子どもが歩くところ全てに設置というのは、なかなか難しい部分が

あるということでございます。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（今宿綾子君） 続きまして、道路交通法の改正に伴います、子どもたちへの

自転車運転への指導についてでございます。 

 平成27年６月１日に道路交通法が改正されまして、自転車の危険運転に対します

罰則、罰金が強化されました。自転車の信号無視、一次不停止、ブレーキのない自

転車運転など、14項目が危険行為に指定されていまして、年間２回以上摘発されま

すと、３時間以上の自転車運転者講習の命令が下されるというものでございます。

そして、満14歳以上の全ての人が対象になるということでございます。 

 町の教育委員会におきましては、夏季休業中を前にしました７月に、まず改正さ

れた法律の概要ですとか、自転車の安全利用の５原則、ならびに自転車を取り巻く

交通事故のリスクと、その責任問題などを通知文書にまとめまして、各小学校、中

学校に対しまして、指導の徹底を図ったところでございます。 

 これを受けまして、町内の小学校では、警察庁のホームページなどに掲載されて

おります動画の視覚教材がございまして、それを使っての学級指導をしていただい

たり、それから、警察官ですとか県の交通安全協会の担当者、また、おうみ通学路

交通アドバイザーや民間の企業による出前講座などお願いしまして、趣向を凝らし

て、それぞれの発達段階に忚じまして、適切な指導を行っているというところでご

ざいます。 

 特に中学生につきましては、生徒の多くが、毎日の登下校に自転車を利用してい

るということでございますので、また罰則規定が適用される年齢に達しているとい

うことですとか、そういったことから、２学期におきましても、引き続き、全校集

会の機会などを活用しまして、保護者や児童生徒に、また、地域の皆様にもお知ら

せしながら、交通安全教室の開催をするなど、徹底を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。 

 また、小学生につきましても、引き続き、子どもたちの発達段階に忚じまして、

交通安全の大切さ、自転車の安全な乗り方につきまして、指導していくこととして

いるところでございます。 

 また、今、議員もおっしゃいましたように、一方で、自転車運転につきましては、

加害者になるというような事案も、全国で発生しているということでございますの

で、自転車というのは車の仲間であるという意識をしっかり持たすということと、

先ほどの交通ルールをしっかり守る、安全走行をする、整備も含めまして計画的な

安全指導を、しっかりしていかなければならないとしているところでございますし、
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また、小学生の登下校の安全については、日々のことでございますので、日常的に

継続的に指導していくというふうに話しているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 再質問なんですけど、今、中学校の生徒に関しましては、ヘル

メットはかぶれという指導はあるんですか。 

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） 奥平議員から、再質問いただきました。 

 中学校への登下校時のヘルメットの指導でございますが、ヘルメットについては、

登下校時に必ずかぶるようにというようなことで、いろいろな場面で指導をさせて

もらっているところでございます。 

 先ほどありました、自転車の安全利用の５則の中にも、子どもはヘルメットを着

用するというふうなことについても、小学生も含めて努力義務ということで記され

ているところでございまして、中学校の登下校については、もちろんそういったこ

とを、繰り返し指導させてもらっているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 私、この間も見たんですけども、ヘルメットをかぶらず、４列

縦隊で下校する生徒も多々見られたので、また、今後指導の方、よろしくお願いし

たいと思います。 

 最後なんですけれども、皆さんのお手元に、こういう写真を、私、ちょっと提示

してくれというので、事務局の方にちょっと無理に言いまして、またご理解いただ

きまして、ありがとうございます。 

 この問題につきましては、日野町周辺の道路についてなんですけれども、私、こ

れを撮ったのが８月25日、日にちも入っていると思うんですけど、もう何回か、こ

こ２週間ほど前に、何回も、最初の写真は曙の307、これ既に刈られて、きれいにな

っていました。それと、これの曙団地右上らの一番下の、ここに女の子が飛び出す

看板があると思うんですけれども、ここ、路肩なんです。今日朝、齋藤議員としゃ

べっていたら、曙におられるので、昨日自治会で刈ったというお話もされまして、

これも先ほどの話になりますけれども、子どもの通学、もしくはお年寄りが歩いた

りするのにあたりまして、非常に危険だと思います。 

 私の質問の中にもあると思うんですけれども、町民の方が役場の方に電話をした

ら、県道とかそういう担当が違うということを言われたというので、私に相談かけ

てこられた方もいました。 

 そういった中で、ほっといてええのかという話で、私、ちょっと一般質問の中に

入れたんですけれども、町民の方というのは日野町に住んでおられるので、日野に、

役場の方にどうしても相談されると思うんです。その話について、もっと取り入れ
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方をもっと細かくかみ砕いて説明を、住民の方にされたらいかがなものかなと、私、

個人的にはつくづく思っています。 

 毎回言われるのが、説明があったら分かんのやという話は、みんなから聞いてい

るんですけれども、余談になるんですけど、湖国バスの話でも、私に言われてここ

で役場で聞いて言いに行ったら、それで納得されました。町民の方と１人でも深く

触れ合っていただいて、話も聞いてあげて、こういう問題、鳥居平につきましても

かなり、次のページですけど、ここも刈られてますけれど、これとこの下のあたり、

日野記念病院の前です。いつも、私、思うんですけど、日野町でみんなよい成績と

か、日野で活躍されている方、いろいろいます。その中で、日野に来て、なんやね

ん、この草だらけの町はと言われるのが、私、嫌なんです。そこでやっぱり役場の

方も、もっと力入れていただきまして、まして、県会議員の方も２人おられるので、

力をもうちょっと入れていただいて、草を刈るように、優先的に日野町してもらい

たいなという思いを持っております。 

 その中で、次の３枚目なんですけど、この鳥居平、一番右の上、私、ほんまにぶ

っちゃけた話、すごい草が出ていて、今、もう刈られたかちょっと分かりませんけ

れども、すごい草です、これ。まして、道がカーブになっている手前、車が来るの

が全然分からない状態です。実際、写真撮っているのも怖いぐらいでした。この中

で思うのが、一日も早くこういう草を刈るというのを、今日も朝、知り合いに、草、

刈るのを何とかしてくれやという話、いきなり役場へ来るし言われて、今日、言う

さかい、ちょっと待っててくれという話をさせていただいたんですけれども、この

ことについて、役場の方の答弁をいただきたいと思います。 

 もう１つありました。 

 ②、大谷の東洋アルミとカネボウの間、サンライズの方から来られる方は、多分

知っておられると思うんですけど、私、ちょっと今、カメラあるんですけど、この

間、うち、何回か行ったんですけど、こうやって写真撮ろうと思って行ったんです

けど、水が流れていなかったんです。ところが、この間、台風15号が来た後に行っ

たら、流れました、また。それが写真に収めているんですけれども、カネボウの方

側の溝の中なんですけど、かなり詰まっていたような気がします。そこをもうちょ

っと掃除したら何とかなるんかなと、自分、個人的にも思っていたんですけれども、

流れ方が、かなり上から流れている状態で、今みたいにああいう豪雤が来た場合、

あそこのもう１つ下の、大谷体育館までのグレーチングが引いてあるところ、知っ

てておられると思うんですけど、あそこもよく水がたまって、車が突っ込んだ場合、

車がとまってしまうんかなという思いをしています。その道も、もうかなり、私、

議員させていただている前から、いろいろ、あそこ、水がよう流れているやんなと

かという話は聞いていました。その中で、サンライズの方やらいろいろな方から、
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あそこ、何とかならんのかという話も聞きまして、この一般質問の中に加えさせて

いただきました。その中の答弁も、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 奥平議員から、道路の維持管理等についてご質問をいただきま

した。 

 町内には、国道、県道、町道、そのほか里道も含めて、たくさんの道路があるわ

けでございます。基本的には、国道、県道は、当然管理者である県が行うというこ

とになっております。町道も全体で二百数十キロ管理をいたしておりますが、この

町道につきましては、多くを町民の皆さんの力で管理をいただいているのが実態で

ございまして、改めてお礼を申し上げる次第でございます。 

 町道につきましては、交通量の多い、集落で草刈りをしてもらうと、危険が伴う

ようなところなどについては、町の方で委託で出しておるところですが、ほとんど

のところは、集落の力で草刈りをしていただいております。県道も同じようなこと

が言えまして、例えば、南比都佐でいいますと、私の清田から深山口にかけても、

総出で草刈りをしていただいている。そのほかのところも、たくさんのところで、

そういう県道など、国道についても管理をいただいているということ。そして制度

的には、道路愛護という形で団体や集落の方にお願いしている部分はあるわけでご

ざいまして、そこに依拠しているということで、大変ありがたく思っております。 

 しかしながら、今ご指摘ありますように、交通量が多くて危ないところについて、

なぜほっとくのかと、こういうことでございますが、県の方では、これまでで年２

回ぐらい刈っておったものを、年１回しか刈らないというような形で維持管理がさ

れておりまして、通学路などについては、何とかそれを超えて、危ないところは建

設課の方から県に要請することによって、やっているという状況でございますので、

基本的には、やっぱり県予算を維持管理の方にも、しっかりと回していただくこと

が大事なのではないかと、このようにも思っております。 

 そういう中で、先ほどお話がありましたように、あれは県の道やで知らんという

ようなことを言うようなことで、あってはならないというふうに思います。お話し

のとおり、いろいろな問題点につきましては、事情を説明し、経過を説明すること

によって、大きな開きのあるものが、それならそういうことかというふうなことで

ご理解いただける。解決しなくても、状況は分かってもらえる、こういう部分もご

ざいますので、全ての業務の中において、住民の皆さんとの対忚については、今ご

指摘のような形で、丁寧な説明責任を果たさなければならないものと、このように

思っております。 

 さて、町道石原鳥平線の大谷地先の道路の補修の話でございますが、私も常々、

あそこの水のしみ出しについては、気にしておったところでございます。そういう
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ご指摘もいただき、今年度で暗渠排水工事を予定して実施してまいりたいと、この

ように考えております。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） ちょっと１つ言うのを忘れたんですけど、日野のグリーンバイ

パスも、あそこも草を刈っていただいたんですけれども、あの中で、住民の方から

電話をいただきまして、ペットボトルとか缶かんがほったらかしやという、そうい

う電話もいただきましたので、その辺もまた撤去されるように指導、もしくは掃除

していただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 これで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、７番、齋藤光弘君。 

７番（齋藤光弘君） ７番、齋藤です。 

 それでは、通告書に基づきまして、２つの項目について分割で質問させていただ

きます。 

 はじめに、大谷公園グラウンド・ゴルフ場の活用について、質問させていただき

ます。今回質問にあたり、グラウンド・ゴルフ協会の方から、次のお言葉をいただ

いております。今回のグラウンド・ゴルフ場の充実整備を要望した日野町グラウン

ド・ゴルフ協会は、提案当初から、日本グラウンド・ゴルフ協会の認定が得られる

コースが実現できることは、町内グラウンド・ゴルフ愛好者の健康維持、増進をも

さることながら、県下各市町、近隣府県から、多数のグラウンド・ゴルフ愛好者が

日野町を訪れるようになることは必然です。日野町の知名度を高め、まちづくり、

町おこしにも大きく寄与する施策であると述べられています。町当局は、この趣旨

にも十分着目し、単に一スポーツ施設の整備のみにとどめず、日野町の活性化策の

１つと捉えて、他市町からの集客力向上も視野に入れて広報活動を展開するととも

に、新グラウンド・ゴルフ場の維持管理徹底、もてなしの心を込めた来場者の対忚

などに取り組んでいただきたいというお言葉をいただいております。こうしたグラ

ウンド・ゴルフ協会の思いを受けて、質問をさせていただきます。 

 グラウンド・ゴルフの愛好家やグラウンド・ゴルフ協会の長年の念願でありまし

た、大谷公園のグラウンド・ゴルフ場が、今年11月11日にリニューアルオープンを

されました。前のグラウンド・ゴルフ場の南面の山林を造成し、３コース24ホール

7,450平米を増設されています。約８ヵ月の工期を要し、３ヵ月の芝生の育成養生を

行い、完成をいたしました。７月11日にはオープンセレモニーが開催され、11、12

日の２日間は無料開放されたことで、多くのグラウンド・ゴルフの愛好家が初プレ

ーを楽しまれました。８月には、日本グラウンド・ゴルフ協会の認定コースとなる

予定と聞いています。 

 このように、これだけ立派なグラウンド・ゴルフ場をつくっていただいたのです
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から、これからいかに生かし、活用するかが重要な課題となります。町内外から多

くのプレーヤーに来ていただき、大きな大会が開催できるように整備を整え、皆さ

んに楽しく、気持ちよくご利用いただけるよう、維持管理に努めることが望まれま

す。町として、これまでもグラウンド・ゴルフ場の宣伝発信をされていると思いま

すが、グラウンド・ゴルフ協会の方から、宣伝発信ができていないというふうに聞

いております。 

 そこでお伺いします。 

 認定コースを取得することができたのか。 

 ２つ目に、宣伝ＰＲの発信計画や、大会誘致の努力はされているのか。 

 ３つ目に、楽しく気持ちよくご利用いただけるよう、維持管理はできているのか。 

 以上３点についてお伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） ７番、齋藤光弘君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 教育長。 

教育長（今宿綾子君） ただいま、齋藤議員より、大谷公園のグラウンド・ゴルフ場

の活用につきましてご質問いただきましたので、お答えいたします。 

 グラウンド・ゴルフ協会のご要望も聞かせていただきました。 

 まず、コースの認定につきましてでございますが、平成27年８月14日付で、公益

社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会から認定をいただきました。 

 続きまして、宣伝やＰＲにつきましてでございますが、町の広報紙をはじめとし

まして、日本グラウンド・ゴルフ協会広報紙ですとか、ホームページへの掲載を予

定しております。また、先日はびわこ放送の取材を受けまして、その番組が、本日

14日、午後６時15分からの「きらりん滋賀」で放送していただけるということでご

ざいますので、ぜひご覧いただければと思います。 

 今後とも、多様なＰＲに努めてまいりたいと思っております。 

 また、大会誘致につきましてでございますが、350人規模の大会が実施可能であり

まして、滋賀県体育協会主催の県民体育大会ですとか、滋賀県グラウンド・ゴルフ

協会主催の各種大会、また、指導員の養成講習会など、幅広い大会や講習会の開催

に向けまして、日野町体育協会、グラウンド・ゴルフ部とも協力をいたしまして、

取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

 それから、施設の維持管理につきましてでございますが、町が定めた仕様に基づ

きまして、管理が行っているところでございます。 

 コースの利用にあたりましては、芝の管理作業、それから予約等による多人数で

の利用ですとか、土曜日、日曜日、祝日なども可能限り全コースを利用していただ

きますように、調整をしながら管理をしているところでございます。 

 引き続き、利用者に気持ちよくご利用いただけるように、適正な維持管理に努め
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てまいる所存でございます。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

７番（齋藤光弘君） 再質問させていただきます。 

 コース認定されたということであります。 

 滋賀県内で認定されているグラウンド・ゴルフ場は、十数カ所あるようですが、

日野町の新グラウンド・ゴルフ場は、その中でも立派な誇れるグラウンド・ゴルフ

場というふうに聞いております。 

 冒頭に述べましたグラウンド・ゴルフ協会の願いでありますように、一スポーツ

施設の整備にとどめず、日野町の活性化につなげていかなくてはなりません。それ

には、広報活動をさらに進めていただくことが必要かと思います。 

 新しくグラウンド・ゴルフ場をできて、利用している人も増えているというふう

にも聞いております。日野町の公認のグラウンド・ゴルフ場ありということで、日

野町の名所の１つとして、宣伝ＰＲをしていただきたいというふうにも思います。 

 ちょうど回答の中にも、今日14日にテレビ放送がされるというそうですが、見て

みたいと思います。今日放送されるということは、住民の皆さんにはお知らせされ

ているのかなというように思うんですが、ぜひ、今からでもお知らせいただいて、

見ていただきたいなというふうに思います。 

 今後とも、多様なＰＲに努めるということでありますが、グラウンド・ゴルフ場

の案内についての、専用のパンフレットを作成してほしいという声もあります。ま

た、その中で、町の考えもお聞かせ願いたいのですが、また今後も日野町の観光の

発信する冊子を発行するということも聞いておりますので、そういったところにも、

広報していただければどうかなというふうに思います。 

 ７月にオープンされて２ヵ月が経過している中で、グラウンド・ゴルフ協会の方

から、数件要望も聞いております。ちょっとその要望を聞いている内容を報告させ

ていただきますと、Ｂコースのところで水はけが悪いところがあると。そしてまた、

日よけになる駆け込みするところがないので、東屋までとは言わないが、テントを

張っていただきたいなということを言われています。そしてトイレを、場内に、中

ほどに設置をしてもらいたいと。今、既設のトイレがあるわけですが、プレー中、

遠いということで、中ほどにあればありがたいということで要望もされております。

そして、植樹された木が何本かあるんですけど、何本かそれが枯れているところが、

木があるということであります。そして、プレーのスタートの足場が悪くなってい

ると。それだけ、利用者が多いのかなというふうに思うんですけど、そこのところ

が悪くなっているので、マットを敷くようなことをしていただければということも

言われております。そして、芝生の管理ですが、面積も広くなったということで、

管理も難しいと思うんですけど、芝生が長く伸びているという苦情もあるというこ
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とでございます。 

 こういった声を聞いておりますので、施設の維持管理につきましては、皆さんに

気持ちよく楽しんで利用していただけるように、適正な維持管理に努めるには、今

後もグラウンド・ゴルフ協会さんとの協力体制を、密にしていくことが必要である

かというふうに思いますし、グラウンド・ゴルフ協会さんは、町との話し合いをし

て、よく知った人が管理をするように、そして協会を使っていただきたいというこ

とも言われております。以上のようなことを聞いておりますので、町のお考えをお

聞きしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 齋藤君、再質問は、前段に言われたことを再質問していただき

たい。今後注意をお願いします。 

 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） グラウンド・ゴルフ場の維持管理等について、再質問

をいただきました。 

 ７月にオープンをさせていただきましたグラウンド・ゴルフ場でございますが、

おかげさまでたくさんご利用をしていただいています。 

 今、ご指摘いただきましたようなパンフレット等もございますが、町では、グラ

ウンド・ゴルフ場も大谷公園の中の一角ということで、その中で、そのパンフレッ

トのリニューアルもさせていただきましたので、そこでお願いしたいのと、また、

コースレイアウト等につきましては、同じような時期につくっておりますので、そ

れもご利用していただきたいなというふうに考えています。 

 それと、２ヵ月たちまして、たくさんいろいろな要望の方を、齋藤議員さん、お

聞きしていただいたということでございます。まだ、正直２ヵ月たったところでご

ざいますので、コース上も、芝の養生に３ヵ月は要しましたが、使用していただい

たのが２ヵ月ということで、そこでも利用形態の関係で、いろいろな問題が出てく

るのかなというふうに考えております。 

 公認コースをとった関係で、50メートルのコースも、ホールも何カ所かあります

ので、そこら辺につきますと、かなり踏ん張ってプレーを、ティーショットをされ

ますので、芝がいたんでくるという状況も、こちらの方でも確認はしております。

ただ、マットを敷いたりするのは、どのような方がよいのか、維持管理上、もう１

つしやすい方法があるのかというようなことにつきましては、現在維持管理をして

いる業者等と話し合いをしながら、進めていきたいなというふうに思っております。 

 また、水はけにつきましても、また、同じようなことで、コースができてからの

検討課題となっていますので、ここも業者との打ち合わせ等を今現在しております

ので、そこについては、今後詰めていきたいなというふうに考えています。 

 日よけとかトイレとか、施設につきましては、現在、ぎりぎりの中でコースのレ
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イアウトをとっておりますので、設置するところも、なかなか難しいかなというの

が率直なところでございます。また、それにつきましては総合的に考え、検討させ

ていただきたいなというふうに思っております。 

 維持管理につきましては、今、都市公園ということで、ほかの公園と同時に長期

発注をして、グラウンド・ゴルフ場を含めた中で契約をしているので、その業者に

つきましても、今までからやっている業者ですので、ノウハウもございますので、

そことグラウンド・ゴルフ場の実情等をもっと研究しながら、適切な管理を詰めた

いというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（山本和宏君） 齋藤議員さんの方から、大谷公園のグラウンド・ゴル

フ場のことにつきまして、再質問をいただきましたので、私の方から答弁させてい

ただきます。 

 大谷公園のグラウンド・ゴルフ場につきましては、県内では15番目の認定を受け

ました、起伏に富んだ戦略性のあるコースとなってございます。その中で、３コー

スを整備させていただきまして、日本ゴルフ協会の公認のコースとなってございま

す。 

 生涯学習課におきましては、このコースを、町民の方々をはじめまして、多くの

方々に使っていただくことで、健康づくりであったり体力の保持増進に役立ててい

ただければと考えているところでございます。 

 そういったところで、まずは町民の方々に、この施設を知って、使っていただく

ことが大事と思うことから、毎年日野町体育協会が大谷公園で開催をしています、

日野町スポーツ天国の日に、体育協会のグラウンド・ゴルフ部さんと協力をしなが

ら、さまざまな年代の方々が集える大会ができないのかなというふうに、現在考え

ているところでございます。こういった大会をすることで、また、体育協会のグラ

ウンド・ゴルフ部さんと共催することで、多くの人が大谷公園のグラウンド・ゴル

フコースを、楽しんでもらえればというふうに思っているところでございます。 

 また、各地域の方で熱心に開催をされますスポーツ大会、またＰＴＡでの取り組

みがあります親子フォーラム等の開催事業のときに、こちらの大谷公園のグラウン

ド・ゴルフ場を使っていただいて、たくさんの方に来ていただけるようなことにな

らないのかなというふうに思っておりますので、こういったことにつきましては、

体育協会を通じまして、ご案内をさせていただこうというふうに考えてございます。 

 なお、本日放送予定の「きらりん滋賀」のテレビ放送の件でございますが、11日

金曜日、先週金曜日夕方でございますが、「日野め～る」にて発信をさせていただき

ました。完全な周知にはなっていないかも分かりませんが、現在のところ、こちら

の方で周知をさせていただきましたので、よろしくお願いしたいというふうに思い
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ます。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

７番（齋藤光弘君） 再質問はしませんけど、今、回答いただきましたように、町民

の皆さんに、まずは知っていただき、楽しんでいただくということがまず大切だと

思います。また、県外の大会についても、開催の取り組みも進めていただきたいな

と思います。 

 冒頭に述べましたように、グラウンド・ゴルフ協会の願いは、町当局はこの趣旨

にも十分着目して、単に一スポーツ施設の整備のみにとどめず、日野町の活性化策

の１つに捉えて、他市町からの集客力向上も視野に入れて広報活動に展開するとと

もに、新グラウンド・ゴルフ場の維持管理徹底、もてなしの心を込めて、来場者の

対忚などに取り組んでいただきたいということでありますので、今後もグラウン

ド・ゴルフ協会との協議を重ねていただき、取り組み、推進をしていただきたいと

思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 次に、２つ目の、市街化調整区域の規制緩和について、質問をいたします。 

 都市計画法は、昭和43年、経済の急速な発展に伴う、都市部への人口や産業の集

中、無秩序な郊外開発や自然環境の喪失といった、社会の諸事情を受けて制定をさ

れました。市街化区域と市街化調整区域の２つの区域指定があり、市街化調整区域

は、市街化を抑制する区域として法規制がされています。現在では、この区域指定

においては、住宅新築の歯どめとなり、人口減尐に拍車をかける事態となっていま

す。現在は、国策で、地方創生の総合戦略を策定しようとする時代の流れの中で、

矛盾を感じるところです。全国的にも地方が過疎化するとしている現象は、こうし

た法整備の中で、起こるべくして起こったとも言えます。早急に、この市街化調整

区域の枠をなくし、若者が地方から都会への流出しないように、誰もが地方で家が

建てられるようにすることが急務であると考えます。 

 そこでお伺いをいたします。 

 １つ目に、誰もが住居が建てられるようにするにはどうすればよいのか、よい方

法はないのか。 

 ２つ目に、法の規制緩和をするよう、国や県へ働きかけはされているのか。 

 ３つ目に、法の規制緩和の見通しはどうか。 

 以上の３点についてお伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 市街化調整区域の規制緩和について、ご質問をいただきました。 

 ただいまご指摘ありましたように、市街化調整区域での住宅建築の規制緩和の状

況でございますが、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域として、都市計画

法によって抑制をされているところでございます。 
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 しかし、ご指摘ありましたように、国は地方創生の深化に向けた政策として、地

方へ新しい流れをつくる、地方移住の支援を打ち出しております。そういう意味で

は、東京一極集中を廃して、地方にも誰もが住宅を建てられるようにすることが必

要でございまして、その根本となる都市計画法を改定することが、国の対忚として

大変大事なのではないかと、このように思っております。 

 こうした中で、このような規制緩和についての働きかけでございますが、基本的

には、町村会を通じて、県等を通じて要望を行っておりますし、また、都市計画関

連の会議などでも要望をいたしております。さらに、国土交通省滋賀国道事務所な

どの会談の席にまで、こういうようなことを申し上げ、改善を要望しておるところ

でございます。 

 そうした中で、規制緩和の見直しについてでございますが、国策として、地方創

生で地方への移住ということも含めて、国が言っているわけでございます。しかし、

まだ現時点では、こうしたところまでの対策を講じようとしているのかどうかは、

分からないところでございますが、国を挙げて、東京一極集中を廃し、地方に移住

をさせようということでありますので、ここのところはしっかりと対忚され、地方

移住が可能となるようなふうに、都市計画法等の改定を国や県へ働きかけ、それの

実現に向けて努力をしてもらいたい。そのために、私どもも努力をしてまいりたい、

このように思っております。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

７番（齋藤光弘君） 都市計画法を改定する必要が不可欠やということでも、回答が

あるんですけど、なかなかそこは難しいのかなというふうに思います。 

 そこでよい方法をないのかなということで質問させていただいたのですが、ほか

の県では、県条例を制定して、それを規制の区域を決めて、そこを住宅が建てられ

るようにという県条例を制定されているというところもあるというふうにお聞きす

るわけですけど、そこで、滋賀県においてはどうなのかというところを、ちょっと

お聞かせ願いたい。 

 聞くところによりますと、滋賀県におきましては、都市計画法が全県１区で決め

られているんじゃなしに、５カ所に分割されて、ブロック別にそういうような計画

法が決められているというふうにも、聞くわけでございます。その辺で、そういっ

た事情があるので、なかなか県でも取り組みは難しいということもあろうかと思う

んですけど、その辺で、県の今の状況について、お聞かせ願いたいと思います。 

 そして、県や国への要望についてということで、いつも町村会の方に通じて働き

をしているというふうにも回答をいただいているわけですけど、その辺の後の経過

というのも聞くことをしていないというところもあるんですけど、具体的に、町村

会の方では、どういうような形で要望をされているものかと。首長さんを、町村会
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というと会議とか何とかと思うんですけど、その辺の国や県への町村会での要望の

仕方とうのも、もう尐し詳しくお聞かせ願いたいなというふうに思います。 

 それと、国の都市計画法を改定するに、なかなか国も県も踏み切れないというと

ころがあるわけですけど、そこは何で、どうして、どういうところに改定するのが

できないのかというところは、どこが問題なのかというところで、教えていただけ

ればなという、問題点について教えていただきたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 都市計画法の見直しについてでありますけれども、これまでか

ら、都市計画法の運用を見直すことによって、例えば、次男が帰ってこられて、家

が建てられるだとか、尐し出ていっても、昔ここに住んでおれば建てられるだとか、

一定の幅を持った県の裁量といいますか、そういう形でやられてきたことはあるわ

けでありますが、都市計画法自体が、市街化調整区域は市街化を抑制する区域とい

う形で、昭和40年代、ご指摘のようなことから出てきております。しかし、現時点、

この地方創生が叫ばれる中で、東京一極集中を打開し、地方に暮らそうやないかと

いうことが、国の大きなかけ声で、この１年されてきたわけでありますので、現時

点で、まだ国はどこまで検討しているか分かりませんけれども、この流れを強めよ

うとするならば、それをしっかりと進めることが当然のことであります。 

 町村会への要望ということでありますが、滋賀県の町村会においても、県に対す

る要望書を取りまとめて、10月には直接知事や各部長に、私ども首長がしっかりと

説明をするということにしております。 

 滋賀県におきましては、大津湖南地域を中心に人口が増えている地域もございま

す。けれども、周辺部で減っているということがありますので、県においても、増

えているところの対策と、減っているところの対策も含めて、トータルで考えてい

ただかなければならないということで、こうした考えを、しっかりと知事に伝えた

いというふうに思っておりますし、国の方の都市計画法の見直しができなかったと

しても、今、齋藤議員がお話になられたように、県の裁量によって、都市計画法上

の開発許可等の行為が、一定緩和できるという道がありはしないかということも含

めて、県も、県の地方創生の計画の中に、移住対策というのを位置づけております

ので、そこのところは町村会から意見を申し上げることを通じて、県の方でも、国

への、国の制度改正とあわせて、県の裁量によるこうした考え方を実現するふうに

検討いただけるのではないかと。ただ、まだ、この地方創生という言葉が始まって

１年ちょっとでございますので、これからがしっかりと前に進める時期だと、この

ように思っております。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

７番（齋藤光弘君） 再質問はしませんけど、今言われるように、国の方では、地方
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創生ということで進めている。その辺のところで、言っていることとやっているこ

とが違うんやないかということでの、矛盾も感じるわけでございますが、地方の人

口減尐は、都市計画法によって影響が大きいと。藤澤町長も、勢いだけじゃなしに、

今までもよく言われております、地方の人口減尐対策や過疎化対策の一環として、

国の都市計画法の改定が必要であるということを、国や県の方に強く要望していた

だきたいと思います。 

 また、地方創生の、先ほど言われますように、総合戦略の策定を押し進めようと

いうところであり、今がよい機会であるというふうに思いますので、早急の取り組

みをしていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 これで私の一般質問を終わります。 

議長（杉浦和人君） ここで暫時休憩をいたします。 

 再開は、４時５分から再開いたします。 

－休憩 １５時５１分－ 

－再開 １６時０５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、通告に従いまして、子どもの貧困問題についてと、

町立図書館のあり方について、順次質問をいたします。 

 まず、子どもの貧困についてです。 

 子どもの貧困のイメージは、後進国と言われる国や戦争下にある国で、十分な栄

養や医療、教育の受けられない子どもたちを、想像されるのではないかと思われま

す。絶対的貧困とは、人間として最低限保障されるべき生活ができていない状態を

言い、現在、世界人口の約半分の人が、絶対的貧困に該当されると考えられていま

す。それとはかわって、日本など先進国と呼ばれる国々で起こる貧困を相対的貧困

と呼び、国民全体所得の平均値に比べ、その人の所得が尐ない場合は相対的貧困に

陥っていると考えるそうです。 

 日本の起こりうる貧困の状態は、物質的、金銭的な欠如だけが問題ではなく、例

えば、お金がないために人とつながりを持てない。働くことや文化活動に参加でき

ない。人間としての可能性を奪われる。子どもを安心して育てられないなど、幾つ

もの困難を抱えている場合が多くあります。特に、子どもの時期の貧困経験は、そ

の後の成長に負の影響を及ぼすことが多く、ひいては、社会にとって障がいとなる

重大な問題となります。現在、17歳以下の日本の子どもの貧困率は、2012年調査で

16.3パーセントに達し、1986年の調査開始以来最も高くなっています。貧困率とは、

家庭の所得がその国の標準的所得の半分以下になる世帯の割合を指し、ユニセフの
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報告でも、日本は先進35カ国中９番目に高い水準であり、これらのデータは、日本

の子どもの６人に１人が貧困状態にあることを示しています。1980年代には、既に

10人に１人の子どもが貧困の状態にありましたが、バブル経済の中で国の対策が講

じられることなく、子どもの貧困問題は放置され続けてきました。 

 そんな中、日本における教育費の公的支出は、多くの先進国の中でも最低水準に

あり、特に就学前、幼稚園とか保育園です。高等教育、大学、大学院、専門学校な

ど、これの国からの支出が尐なくなっています。日本は、就学前教育については必

要性が高く、97.2パーセントもの児童が受けており、ＯＥＣＤ加盟国中７番目に高

い水準なのです。しかし、国からの支出は低く、その費用のうち、かなりの割合を

家計が負担しています。また、高等教育では、家庭からの支出が65.6パーセントを

占め、ＯＥＣＤ平均の２倍以上となっているのです。2000年データと比較しても、

家庭の教育費の支出は増加傾向です。 

 子どもを持つ家庭の中でも、母子家庭などのひとり親世帯では、教育費の支出が

大きな負担となります。シングルマザーの81パーセントが、働いているにもかかわ

らず、母子世帯の平均年収は約200万円。54.6パーセントは、貧困の状態にあると言

われています。国際的に見ても、日本は働く女性の賃金水準が低く、子どもを持つ

母親が働くことの障がいが大きいことや、離婚後の子どもに対する父親の養育費の

支払い不執行が、非常に多いことも原因と考えられていますし、2000年代に入って、

母子家庭の所得は年々減尐し、ひとり親家庭の貧困化はますます進んでいます。こ

のように急増する背景には、政府が進めてきた雇用、福祉、社会保障の切り捨てに

よって、格差と貧困を拡大してきたことがあります。 

 そこで、日野町のこのような子どもの貧困を、どこまで把握されているのか。町

としての対策の取り組みは考えておられるのか、その状況をお尋ねいたします。 

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） 子どもの貧困についてご質問をいただきました。 

 昨年、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パーセントとなったということでございます。ほぼ６人に１人の子ど

もが貧困状態にあることを示す数字ということであり、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あるとは言えないと、このように認識をいたしてお

ります。 

 日野町のこうした貧困率と数字というのは、把握することができないわけでござ

いますが、１つの貧困の状況ということで、生活保護受給世帯をとってみますと、

８月末現在、全体で125世帯、167人であり、そのうち18歳以下の子どもがいる世帯

は16世帯で、子どもの人数は23人ということになっております。また、母子、父子
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等のひとり親家庭は178世帯で、18歳以下の子どもの人数は270人でございます。ま

た、小学校へ通う要保護児童の人数は11人、準要保護児童の人数は127人となってお

ります。 

 次に、貧困に対する対策でございますが、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ございますが、町としても、支援が必要な家庭に対し

ては、現在の福祉教育施策における各種制度を活用して、対忚を行っております。 

 各種制度についてでございますが、国の制度による児童扶養手当や、要保護児童

に対する就学援助、県、町制度による医療費助成、町単独による奨学金や、準要保

護児童就学援助などを行っ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） それでは、再質問をさせていただきます。 

 現在、今、返答いただきましたところについては、経済的な、数字的だけで、そ

の数字的にはつかんでおられますけれども、実際の現状をつかんでおられるのかど

うかというところを、お聞きをしたいんですけれども、日野町だけがかけ離れたも

のであるとは言えないというふうに、認識をされておられます。確かに、数字的に

はそうであるとは思いますけれども、例えば、都会と田舎の違いというものはある

と思います。おじいちゃん、おばあちゃんが近くにいる場合とか、ご近所づき合い

が親密な場合とか、そういうようなのは、子どもにとって本当に救われることが多

いということもあると思います。 

 このことの大きな問題は、見ようとしないと見えないところにあります。近所の

人や行政、学校は、家庭の経済的な問題なので踏み込みづらい、権限がないという

プライバシーの侵害になるのではとの心配があります。 

 これはＤＶの子どもにも当てはまることだとも思いますが、「神様の背中」という

コミック誌が、今、子どもの貧困をリアルに描かれて、問題の深刻さに気づかされ

たと話題になっています。このコミック誌なんですけれども、なかなか今、本屋さ

んでも買えないぐらい、よく売れています。この作者は、ただ、ぼろぼろの服を着

ている子が多いわけではなくて、必死に隠そうとしている親も珍しくない。現代の

貧困は、外見上分かりにくい上に理解されにくく、偏見の対象ともなりがちだと言

われています。また、「子どもの貧困連鎖」という本、この本なんですけれども、こ

の本では、学校の保健室は、子どもたちのＳＯＳに気づく始発点だと書かれていま

す。 

 子どもにとって、経済的だけでなく、心の貧困は大きな問題となっています。誉

められない、必要とされないことで自己肯定感や自尊心を失ったり、高校中退や引

きこもりは、進学や就労などで生涯にわたって不利になり、貧困の連鎖がとまらな

いと言われています。 
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 日野町での学校ではどうでしょうか。実態があれば教えて下さい。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（今宿綾子君） 子どもの貧困につきまして、教育や学校の状況から申します

と、確かに、虐待ですとか、それからＤＶ家庭とかいった事例に対しましては、子

ども支援の観点から、ケース会議等開いているという状況でございます。 

 そしてまた、先ほど言われましたように、貧困につきましては、新たな経済格差、

学力格差を生み出して連鎖するというふうに言われておりますので、子どもの将来

が、生まれ育った環境に左右されることのないように、子どもの貧困対策を総合的

に推進することが大事であるというふうに、考えているところでございます。 

 ここで、学校全体としまして、どのような、将来子どもたちが自立した国民の１

人として育つように、どの子にも基礎学力をしっかりつけていくという、学力保障

をしていくということが、学校としての使命であるというふうに考えているところ

でございます。具体的には、日々の授業に加えまして、放課後ですとか、その他の

時間を生み出した補充学習ですとか、家庭と連携した家庭学習のあり方の啓発です

とか、それから読書指導ですとか、そうしたことを、これまでの取り組みを根気よ

く続けていくということが、大事であるというふうに考えておりまして、特に配慮

を要する子どもについては、そういったところで、担任が気をつけてかかわりを進

めているということがございます。 

 それから、今年は夏休みに、図書館で学習支援事業の１つとしまして、チャレン

ジ教室というのを開催いたしました。これは町内のどの子にも呼びかけたというよ

うなことを、させてもらっております。 

 これらのことによりまして、学校教育による適切な学習指導、就学指導、そして

学校の役割をしっかり果たしながら、福祉機関と、また地域との連携を果たしてい

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） 池元法子君。 

12番（池元法子君） もう返答は結構ですけれども、要望として訴えておきたいと思

いますが、子どもにとって、食べること、健康を保つこと、教育を受ける権利が守

られること、このことは、すごく大切なことだなと思っています。給食の大切さは

今までから訴えてきましたので、中学校の給食も、実施を今させていただいている

ので、この分は本当にありがたいなとも思っております。 

 また、国保の保険証についても、滞納家庭であっても、子どもにだけは必要時に

は保険証が出されるという、そういう状態も今行われておりますし、今までから私

が言っておりますように、せめて中学校卒業まで医療費の無料化を町で行っていた

だきたいと。これも本当に子どもの貧困に対忚する、大きなことではないかなとい

うふうにも思っています。 
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 また、教育費についても、就学援助、入学準備金貸し付け制度、こういうものを

独自で設けておられる市や町がありますし、また、町独自の奨学金の給付、うちの

町も、これは町単独による奨学金の給付をされております。これは、高校、大学で、

多分、私もはっきり覚えていませんが、高校で月１万円ぐらい、大学で４万円ぐら

いだったかなというふうに思うんですけれども、これでは焼石に水のような状態で

すので、ぜひ、こういうことの拡大も町で考えていただいて、このような子どもの

貧困を解消するために、誰かが助けてくれる地域社会、働けば報われる社会、そし

て子どもを安心して生み、育てられるこの日野町を、ずっと求め続けていただくこ

とをお願いして、この問題については質問を終わります。 

 次に、町立図書館のあり方についての質問です。 

 「学校が始まるのが死ぬほどつらい子は、図書館へいらっしゃい」という、神奈

川県鎌倉市の市立図書館の、公式ツイッターのつぶやきが話題になっています。年

間３万人の自殺者が出る日本で、自殺を防ぐ心の救済場所でありたいとの思いも込

められています。県民１人当たりの貸出冊数が全国１位で、公立図書館の先進県と

言われている滋賀県は、図書館が充実した日本有数の地域であり、有能で個性あふ

れる図書館長が数多く存在すると言われています。また、お隣の東近江市には、能

登川図書館長をはじめ、永源寺図書館長、湖東図書館長が有名だそうです。 

 2011年の、ライブラリー・オブ・ザ・イヤー大賞で優秀賞を受けた東近江市立図

書館は、市民の方が生まれてから亡くなるまで、豊かな生活ができるように支える

のが図書館の使命と考え、市民の自主グループと共同し、市民が地域の問題を発見、

学習できる環境を整備することで、図書館がリーダーシップをとるまちづくりを、

積極的に進めていこうとしている点が評価をされました。 

 子どもだけでなく市民の居場所となっている東近江市立能登川図書館は、1,400

平米の平屋で、吹き抜けの天五から日の光が差し込み、開放的な空間が広がってい

ます。書架は160センチと低く、車椅子が通れるように通路が広くなっています。こ

の図書館の特徴は、利用者が人の目を気にしなくてもいいよう配慮されたつくりに

あります。カウンターに対して書架を並行に並べ、利用者の顔が見えないように検

討され、読書スペースを壁や麻布のタペストリーでさえぎり、利用者同士も目が合

いにくくしています。この図書館を開設し、10年間館長を務められた才津原哲弘前

館長のアイデアであり、図書館に１人ひとりの居場所をつくりたかった。ふわりと

立ち寄って、人生の再出発ができるような場所にしたいとの思いからだと言われて

います。きっかけは、アメリカのある図書館のポスターに、「もし自殺したいと思っ

ているならば、図書館へいらっしゃい」と書かれていることを見て、自殺者が年々

増える中で、隠れ家としての図書館機能が求められていることに気づかされたそう

です。この図書館には、学校になじめず、閉館時間までＤＶＤ鑑賞や雑誌を読んで
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過ごす中学生や、職を失うたびに、隅の席で一日中本を読みふける40代の男性など、

さまざまな事情を抱えた人が訪れています。今の前﨑徳生館長も、詮索も無視もせ

ず、利用者との距離感を大切にしている。学校と違って、図書館は出席をとらない。

好きな時間に来てゆっくりしてと語られて、また、全国の公立図書館は、自分を保

つためのあなたの居場所ですと話されています。 

 そこで、日野町の図書館においての取り組み状況、あり方の理念やお考えをお尋

ねいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（今宿綾子君） 池元議員のご質問の、町立図書館の取り組み状況についてで

ございますが、運営指針におきまして、「図書館は、住民の暮らしにやすらぎと潤い

を感じることができる場を提供します」とございます。利用される町民のために、

本や雑誌、そしてまた視聴覚資料等を用意させていただきまして、快適で居心地の

よい空間を提供することも、重要な役割と考えているところでございます。 

 実際、図書館には多くの方が来館されまして、新聞を読まれたり雑誌、またＤＶ

Ｄの視聴などで、長い時間を過ごしていただいている方もいらっしゃるということ

でございます。また、赤ちゃんからご高齢の方まで、幅広い年齢層の方々に気軽に

来館していただけますように、図書館からの情報発信や行事の開催にも、力を入れ

ているというところでございます。 

 通常、公立、公共の図書館では、利用者のプライバシー保護のために、どんな本

を借りているのかということにつきましては、その情報につきましては、来館等の

利用事実も漏らさないということとしております。このことは、図書館の安全・安

心な環境の保持ということで、それを前提としまして、どんな人の入館も拒まない、

図書館で過ごすことを妨げない、つらい状況の方をも受け入れる場として、来館さ

れる方に寄り添う対忚をと心がけているところでございます。 

 このことは、図書館司書資格をとろうとする者は誰でも学んでいる、「図書館の自

由宣言」と「図書館員の倫理綱領」に明記されているものでございます。 

 今回ご質問いただきました、鎌倉市の図書館が発信しました公式ツイッターでの

つぶやきは、つらい思いをしている子どもたちに、命の危険から逃れるための場所

として、図書館を覚えていてほしいとの呼びかけでございました。 

 日野町立図書館といたしましても、職員全員で、常日ごろ、そのような心構えで

仕事を当たっておりますということをお知らせしておきたいと思いますし、また、

主に中学生、高校生の居場所となるコーナーを設けておりまして、そのコーナーに

つきましては一層充実をし、またこのようなコーナーがあるということをお知らせ

していくということも含めて、子どもたちの安全な居場所としての図書館利用、自

由な利用を、改めてお知らせてしていこうというふうに思っているところでござい
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ます。 

 さらに、町内の全ての小学校、中学校には、子ども読書支援員、学校司書でござ

いますが、配置いたしました。学校図書館に求められる読書センター、学習センタ

ー、情報センターの機能を持ちながら、子どもたちの心の居場所として、人のぬく

もりのある図書室ということで、子どもたちも、ふらっと授業の合間に図書室に寄

ったりというような姿も見られていますので、尐しずつ日野町においても充実して

きているのではないかなと思っておりますし、さらに一層力を入れていきたいと考

えてい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） 日野の図書館でも進んだ取り組みをされていることは、私もよ

く知っています。今の返答の中でもありましたように、どんな人の入館も拒まない。

図書館で過ごすことを妨げない。また、主に中高生の居場所となるようにコーナー

を設置しており、子どもたちの安全な居場所としての図書館の自由な利用を、改め

てお知らせをしていきたいというふうに答えていただきました。 

 前館長さんに、私もお話をしたことがあるんですけれども、夏休みなどに課題を

持って図書館で勉強することは、してはだめだというふうに言われていました。今

でも、多分そういう子は、してはいけませんよと言われているんじゃないかなとい

うふうに思うんですけれども、詮索も無視もせずに、そういう距離感を持っていき

ながら、誰でも受け入れるというのなら、ぼーっとしているのもいいのなら、課題

を持ちこんで勉強していることもいいんじゃないかなと。子どもの居場所として、

そういう図書館であってほしいなというふうに、私は思っています。前図書館長の

考え方を、即変えていくということは難しいというのも、よく分かっています。し

かし、今、女性館長として館長さんいてていただいておりますし、こういう柔軟な

対忚をしていただいて、子どもからお年寄りまで、自分を保つための居場所として

の図書館運営をしていただくことを期待をいたしますので、よろしくお願いをいた

します。 

議長（杉浦和人君） 次に、９番、冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） それでは、通告書に従いまして、２点について質問を行います。 

 まず最初に、町の職員の人事異動についてでございます。この点につきましては、

２点について質問をいたします。 

 毎年４月、またその年によっては10月にも、人事異動が発令されております。中

でも、日野町議会議会事務局長のように、ある程度長期間の在職を求められる職種

もありますが、逆に、長期に在職されるべきでないような職種も、あるようにも思

います。また、その課なり係に、経験年数の長い職員がいることによって、能率が

上がったり、あるいは経験年数の浅い職員ばかりで構成されていることによって、
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能率が低下するということも考えるところであります。 

 そこで１つ目でありますが、町長は、どのように基準を持って人事異動にあたっ

ておられるのか。職種によって３年、あるいはこの職種は４年というような形で、

異動を決めておられるのかどうか。そういうような基準があるのなら、基準がある

のかどうか、基本的なことをお伺いいたします。 

 次には、一定の部署に長く置かないといったような、基本的な考えがあるのかど

うかと思いますが、庁内には、数年以上にも同一部署にあって、異動しない職員も

おられます。また逆に、１年、２年と、頻繁に異動している職員も見受けられるの

であります。職員の氏名は挙げるのは控えさせていただきますが、極端に長期間、

長期在職者、あるいは短期在職者については、どのような考え方に基づいて対処し

ておられるのか、以上２点についての質問といたします。 

議長（杉浦和人君） ９番、冨田 幸君の質問に対する町長の答弁を求めます。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） 職員の人事異動についてのご質問をいただきました。 

 まず、基準についてでございますが、職員の職種は、一般行政職から技術職、保

健師、社会福祉士など、さまざまでございます。専門的な職種を配置しなければな

らない職場もございます。職種によって、在籍年数の基準を設けているということ

ではございません。 

 次に、長期在職者や短期在職者についての考え方でございますが、一般的に、人

事異動につきましては、職場を活性化させること、さらにはいろいろな経験を積む

ことなど、さらには、若手職員の場合については、いろいろな部署を経験すること

によって、力量を高めていくことなど必要でございます。また、一定経験を積んだ

職員については、その道で努力をしていただくということも必要でございまして、

限られた職員数の中でございますので、職員の在職年数も含め、職場内の年齢や男

女構成、職員のこれまでの経験などを加味して、役場全体として最大限の成果が出

せるように職員配置に努めている。そういう考え方によって、人事を行っていると

いうことでございます。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） 私が思うのに、やはり、今、町長の答弁にもございましたよう

に、学卒者でありますと、かれこれ40年前後にわたって在職されるわけでございま

す。 

 特に、ここらに、今現在ひな壇にお座りの管理職の方々は、ご年齢もご年齢です

し、また、当然その分野の専門な方だったと思いますが、今、町長の話にあります

若い職員の方は、いろいろな知識をつけるために、いろいろな部署に順次回られた

方がいいんじゃないかと思いますが、そういった若い人の在職年数等についても、
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何ら規程はないのかということを、もう一度お伺いをいたします。 

 それと、答弁ではございませんが、この職員の異動につきましては、町長が１人

で仕切ってといいますか、決められておられるものか、あるいは副町長なのか、あ

るいは総務政策主監なのか、その辺の意見によって町長が決められておるのかどう

かということも、あわせてお伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（平尾義明君） 人事異動について、いろいろご質問をいただきました。 

 町長が申しましたとおり、役場全体として限られた人数の中で、最大限に成果が

生かせる。また、チーム、つまり課でございますけども、課で最大限に発揮できる

ように、そういうことを念頭に置いて、職員の配置をしているところでございます。 

 ご承知のとおり、公務員というのは、国民全体の奉仕者であるというふうなこと

でございますので、ある程度、役場のどこの課でどういう仕事をしているのやとい

うことを、やはり一定、一通り経験をしていただくということが、住民サービスに

役立つというふうに考えているところでございます。 

 しかしながら、職員によっては、その職場が合わないとか不得手であるというふ

うな職員もおりますので、そこについては、職員適材適所の観点も入れながら、や

らせていただいているところでございます。 

 この異動については、自己の申告書というのを、以前からやらせていただいてお

ります。この自己申告書については、自己の評価、また、人事異動の希望、また業

務の改善、組織の運営に関する意見とか提言を行っていただけるというふうなこと

で、何遍も言いますけども、課として最大限に力が発揮できるようにしてもらうと

いうことだけでなく、組織の課題を高いレベルで継続的に遂行してもらうというこ

とで、人材育成も視野に入れて実施をしているというところでございます。 

 この人事異動にも、先ほど言いました参考にさせていただいておるところでござ

います。当然、所属長も、総務政策主監、こちら、教育委員会の方には次長がヒア

リングをしていただいております。その人事異動につきましては、町長を筆頭に、

副町長、教育長、それと総務政策主監、あと総務課長等入れて、いろいろ検討をさ

せていただいているところでございます。 

 ただ、やはり住民のニーズが高度化、また複雑化していくわけでございますので、

そのニーズに忚えるためには、やはりプロというにはならないといけないというこ

とで、今も言うてます異動というのがございますので、なかなかプロになりません

ので、そういった部署には、先ほど言いました専門職、臨床心理士とか栄養士とか

保健師とか社会福祉士、そういった方を採用いたしまして、配属をしているところ

でございます。そういった職については、長期になることが考えられるわけでござ

います。 
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 先ほどご質問ございました、長期の方を集中したりとか、短期間の職員が集中す

ると、そういうことにはならないように配慮しながら、住民サービスが低下しない

ように配慮しながら、やらせていただいているところでございますので、よろしく

お願いします。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） この点につきましては再々質問は行いませんが、できるだけ若

い人の能力を発揮できるように。あるいは、いろいろな広範囲にわたる職種を経験

させるためにも、若い人については、適宜異動をさせてやっていただいた方がいい

のかなというふうに思いますので、参考にしていただけたらというふうに思ってお

ります。 

 それでは、２つ目の質問に入らせていただきます。 

 舗装道路の管理保全についてでございます。この件に関しましては、二、三の質

問をいたします。 

 最近、町道の舗装もかなり進められまして、かなりといいますか、ほとんど住宅

に関連するところは100パーセントに近く舗装工事がされ、住民から喜ばれていると

ころであります。 

 しかし、そうした舗装工事も、場所が悪いのか施工業者が悪いのか、舗装の施工

後、二、三年、あるいは数年にして、舗装道路に穴、穴といいますとちょっと極端

でございますが、くぼみができているとかいうようなところも、ちょいちょい見受

けられるところでございますが、これは工事の欠陥によるものなのかどうかを、ま

ず最初にお伺いいたします。もしそういうことで、施工が悪ければ、施工業者に補

修を命じることはできないものか、お伺いをいたします。 

 次に、その今の施工業者に責任がないとしたならば、町が補修の責にあたらなけ

ればなりませんが、こうした穴があいても、そのまま放置されているようになると

ころがあります。こうした面に対しての管理保全体制は、どのようになっているの

かを、お伺いをいたします。 

 ３つ目は、国道、県道でも同様でございます。今日から、多分307号線の、また舗

装、補修がされるように思います。路面の破損やふち地の破損が放置されていると

ころもあります。国道、県道は、もちろん町に管理責任があるわけではありません

が、住民の安全な交通を確保する見地から、県に対して早急に補修するように要求

すべきであると考えますが、この面の通報体制につきましても、どのようにされて

いるのか、以上３点についてお尋ねをいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 町道舗装の管理保全についてでございますが、町が業者と締結

しております工事請負の契約約款には、瑕疵担保期間が明記されており、工事目的
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物に瑕疵があるときは、町が引き渡しを受けた日から１年以内であれば、発注者に

補修を請求することができるとされていますので、それぞれの現場の状況を見きわ

めて、判断をいたしております。 

 次に、町の管理保全体制でございますが、道路舗装の損傷部分につきましては、

地域住民の皆さんからの情報や、職員が発見した箇所などで情報を知り得た場合、

直ちに建設計画課の職員が舗装補修材で対忚し、後日補償業者が補修を行います。

損傷箇所の発見については、建設計画課の職員だけでは限界があることから、全職

員に対し、通勤途上や業務中に、道路状況など注視するよう指示をいたしておりま

す。 

 次に、国道、県道における破損等の通報体制についてでございますが、損傷箇所

を発見された方が、直接道路管理者であります東近江土木事務所に通報される場合

もございます。滋賀県では、年間を通じて、道路パトロールを実施されております。

また、国道、県道の損傷箇所を町に通報された場合、現場状況をお聞きし、速やか

に県に情報伝達をしており、状況によって、町の職員が現場へ向かうこともござい

ます。建設計画課でも、町内のことについて情報共有を図るように努めておるとこ

ろでございます。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） 瑕疵は１年だということで、１年以内になかなか昨今の、この

今の舗装が壊れることはないと思いますが、確か、町道の補修に関しましては、袋

の補修材をまずは多分現地に埋めておられて、その後、今、答弁のありましたよう

に舗装工事をしていただいていると思うんですが、これで対忚が全てできるのかど

うか。ここにも答弁のありますように、住民の皆さんからの連絡が一番早いという

ふうに思います。なかなか、しかしそういう形で、区長さんに連絡をしないといけ

ないのかどうかということもございますし、この辺の各地区に対するそういう周知

徹底につきましての考えがございましたら、ちょっとお伺いをしたいと思っており

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） 舗装の管理保全について、再質問をいただきました。 

 周知につきましては、特別に区長さんにということはございませんが、７月から

始まっております行政懇談会につきましても、各地区の区長さんが、それぞれの各

地区の道路状況を見定めて、いろいろな情報を提供していただいていますので、そ

ういうようなことを繰り返しながら、健全な補修体制でまいりたいというふうに考

えています。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） 別に再質問ではないんですが、先日も、町の主要企業の団体の
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皆さんとの話もございましたように、やはり車を走行させる以上、舗装補修は大変

大事なことであると思いますし、やはり皆さんが、役場職員のみならず、みんなに

周知をしていただいて、連絡をしていただいて、速やかに舗装補修をしていただけ

るように、今後ともよろしくお願いを申し上げまして、私の質問を終わります。 

議長（杉浦和人君） 以上で、５名の諸君の質問を終わりました。 

 その他の諸君の一般質問は、明15日に行いたいと思いますが、ご異議ございませ

んか。 

－異 議 な し－ 

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

明15日に行いますので、定刻ご参集をお願いいたします。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 一同起立。礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご苦労さまでございました。 

－散会 １６時４８分－ 


