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第４回日野町議会定例会会議録 

 

平成２７年９月１５日（第３日） 

開会  ９時０５分 

散会 １６時３８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（２１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     

 

４．事務のため出席した者の職氏名（２名） 

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

日程第 １ 一般質問 

 ５番  谷  成隆君 

 １番  堀江 和博君 

１０番  髙橋  渉君 

 ６番  中西 佳子君 

 ８番  蒲生 行正君 

１１番  東  正幸君 

 ２番  後藤 勇樹君 

１３番  對中 芳喜君 
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会議の概要 

－開会 ９時０５分－ 

議長（杉浦和人君） 皆さん、おはようございます。全員ご起立をお願いいたします。 

 一同、礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 ただいまの出席議員は、全員であります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元へ印刷配付のとおりであります。 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 昨日に引き続き、一般質問通告表に基づき、順次発言を許可いたします。 

 ５番、谷 成隆君。 

５番（谷 成隆君） 皆さん、おはようございます。通告書に従いまして、一般質問

したいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、デマンドタクシー十禅師区への乗り入れ要望について。当町では町営

バスのほかに、平成23年７月７日より、事前予約制のデマンドタクシーが経路を決

めて運行されております。また、平成27年３月16日に改正され、運行されています

が、しかし、町内で十禅師地区をはじめ、３自治会地区、寺尻、木津には経路とし

て組み入れられておりません。 

 十禅師地区は国道307号線沿いの地区とはいえ、路線バスもなく、本年４月１日現

在の住民基本台帳の数字では、総戸数78世帯のうち、65歳以上だけの世帯が24世帯

ありました。また、統計上、軽自動車等を所有されていないなど、主たる交通手段

に困られている世帯も５世帯おられます。さらに、これからの高齢化社会の進展と、

認知症などを理由とした免許証の自主返納などが増えていくと考えられるため、こ

の地区の交通困難化は進んでいくのではないかと心配しております。 

 対比するわけではないのですが、デマンドタクシーが運行されて、ここ２年間の

間に利用者がゼロと報告されている松尾１区と比べますと、先の総戸数が十禅師で

は78世帯、松尾１区では46世帯、65歳以上のみの世帯では、十禅師が24世帯に対し

て松尾１区は12世帯、高齢化率にしますと、十禅師地区が31パーセントに対して松

尾１区は26パーセントと、十禅師地区の方が高齢世帯が多くなっております。また、

ロケーションから考えましても、松尾１区から役場までは約１キロ、日野記念病院

までは約1.1キロに対して、十禅師地区は役場までが約3.2キロ、日野記念病院まで

は約2.6キロと、遠方に位置しています。 

 地元区長さんをはじめ、区民の方からも、デマンドタクシーの運行で、せめて日

野駅やひばり野までぐらいの運行を考えていただけるように願っております。ぜひ
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ともタクシーの運行、町営バスの十禅師路線運行か乗り入れをご検討いただきたい

と思います。 

 また、必佐地区、南比都佐地区の方には、コンビニエンスストアとか、そういう

スーパーがないため、また、日野駅の商店街も限られた商店街になってきましたの

で、どうしても買い物に行くのに足が必要となっているので、どうぞその点をご検

討お願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ５番、谷 成隆君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） おはようございます。 

 ただいま、谷議員からデマンドタクシー、バスの運行等についてご質問をいただ

きました。日野町におきましては、現在バスにつきましては５台の小型バスを最大

限に活用し、町内６路線を運行いたしております。また、町営バスの乗り入れがで

きない集落については、平成23年７月からデマンドタクシーで対応いたしておりま

す。町営バスにつきましては、近江鉄道バスが廃止した路線を基本に運行している

ところですが、確実な利用が見込め、バスが安全に運行できる環境が整った場合に

新規の乗り入れを行ってまいりました。しかしながら、現在町営バスの運行ダイヤ

は最大限の編成となっておりまして、十禅師地区も含めて、新たな地区に乗り入れ

ることは非常に困難な状況でございます。 

 次に、デマンドタクシーにつきましては、バスが乗り入れできない公共交通空白

地域を補完する目的で運行し、集落の会所などから最寄りのバス停までの定まった

路線について、予約制により運行いたします。乗り入れにつきましては、バスなど

の公共交通乗車地からおおむね500メートル以上離れている集落において、利用の意

向などを確認した上で実施しており、現在８人乗りのワンボックス車１台により、

奥師・奥之池と中之郷のバス停、第３緑ヶ丘と鎌掛のバス停、松尾１区・大谷と役

場・記念病院バス停の４路線を運行しているところです。しかしながら、町営バス

同様、最大限の編成となっておりまして、新たな乗り入れにつきましては、今後確

実な利用見込みなどを把握すること、路線全体の利用状況を含めて検討することが

必要だと考えております。 

議長（杉浦和人君） 谷 成隆君。 

５番（谷 成隆君） 今、町長さんが申しましたように、バスも５台のバスと１台を

そのまま使っているということで、最大限ということで、なかなか組みかえも難し

いかと思うんですけど、デマンドタクシーの方は今も試行運転されているように、

ぜひともそのダイヤに合わせて検討していただけることをぜひとも頼んでおきたい

のですが、その点は、デマンドの方はダイヤに合わせて検討願えることはできるの

か、その点をちょっとお聞きしたいんですけど。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 
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企画振興課長（安田尚司君） おはようございます。 

 ただいま谷議員より再質問いただきました。 

 デマンドタクシーにおきましては、先ほど町長の方から話がありましたように、

500メートルに達しない、超える部分についての対応をさせていただいています。実

際に、先ほども申されましたように、松尾地区、大谷地区の利用が非常にないとい

う状況の中で、全体を見渡して、そこの部分を地元と話をさせていただくなり、た

だ、要望すればそれでなるのかという部分がございますので、十禅師地区の現状を

踏まえて、その辺の意向等も、利用見込みについてもお聞きをさせてもらって、そ

こを総合的に調整させていただいて、できるのであればそのように進めさせていた

だきたいというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 谷 成隆君。 

５番（谷 成隆君） 企画振興課の申されたように、こちらはまた区長さんとは相談

して、アンケートをとるなりして、また検討していきたいと思うんですが、今も、

デマンドタクシーも経路を決めてダイヤに合わせて、順番を１番から６番だったか

な、番号を設けて検討されているということで、その中で、またこちらでも区長さ

んとしゃべっていきますので、どうぞ検討できるようにしていただきたいことを要

望しておきたいと思います。 

 それとまた、日野駅も無人化になってきていますので、その点もまた配慮してい

ただいて、また皆さん、住民に告知していただくようによろしくお願いしたいと思

いまして、それを今させてもらって終わっておきます。ありがとうございます。 

議長（杉浦和人君） 次に、１番、堀江和博君。 

１番（堀江和博君） 皆さん、おはようございます。 

 それでは、一般質問を行わせていただきます。 

 ９月１日が防災の日ということで、一般的に９月は防災の話が多いのかなと思っ

たんですが、今回は私だけでありますので、防災をテーマに、１つ目の質問をさせ

ていただきたいと思います。 

 まずもって冒頭でありますが、先週の台風17号によって、大雤の影響で鬼怒川を

はじめとする河川の決壊などで被害に遭われました皆様方に、心よりお見舞いを申

し上げます。また、日野町におきましても、台風18号の対応で昼夜を問わずご対応

いただきました職員の皆様や、また、消防団の皆様や関係各位の皆様に、この場を

お借りいたしまして感謝を申し上げさせていただきます。本当にいつもありがとう

ございます。 

 先週の鬼怒川の決壊をはじめとする災害で、本当に毎年のことではあるんですけ

れども、いつでもどこでも大規模な災害は起こり得るんだなと、私自身も改めて感

じた次第であります。ちょうど２年前に、滋賀県も同じ台風18号ということで非常
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に被害をこうむって、そのころは何十年に一度の台風であるとか、災害であるとい

う言葉がよく言われたと思うんですけれども、ただ、本当に、昨日も阿蘇山が噴火

したりとか、そういったことを目の当たりにしますと、ここ毎年毎年、毎月毎月こ

ういった災害が起こってきていて、本当にいつどこで、この滋賀県や日野町であっ

たとしても、今年起こるかもしれない、来年も起こるかもしれない、そんな本当に

状況であるなということを改めて感じさせていただきました。 

 そういった中で、行政はもちろんでありますが、そこに、地域に住む人間と、一

人ひとりの町民や住民の皆様も意識を高めていくというのが本当に重要なことであ

るというふうに、私自身も考えております。 

 先週の台風で、ニュースなんかを見ておりますと、鬼怒川だけでなく、宮城県の

渋五川、そこの堤防も決壊して、広範囲に浸水の被害が出たと。そのニュースでは、

決壊した際に、その情報が住民に伝わっていないことが後々判明してきたという話

が出ております。市からは避難準備情報が出されていたにもかかわらず、堤防が決

壊したことを周囲の住民には伝えていなかったため、住民からは、情報が尐なくて、

自宅にとどまるべきか外に避難するべきかさえ判断もできなかったと、そんな状況

が報告されています。自宅が水につかったある男性は、川が決壊した情報は聞いて

いないしと。朝起きたら急に水が来ていた。サイレンも鳴らなかったし、逃げて下

さいの一言もなかったと話しておられたというわけであります。 

 昨日のニュースでも、市長さんが、鬼怒川のところの市長さんが、非常に間違っ

た判断を下していたということで謝罪をされていたりとか、非常に難しい問題であ

るなというふうに私も見させていただきました。もちろん、行政においての防災の

あり方を何度も検証し直して、常に最善の対応がとれるということはもちろん前提

であるんですけれども、実際に災害が起こったとなると、その状況はさまざまです

し、言うまでもなく、職員の皆様の範囲、人数もそうですし、その範囲も限られて

きます。そうなると、一番重要なのは、まさにその災害が起こっているそ前線の地

域である。そこに住む住民であると思っております。 

 先ほどのニュースの話では、行政側の不備をついているんですけれども、しかし、

いくら不備をついたとしても、そこで最終的に行政に責任があるとかないとかと言

ったとしても、それで家が流されたり、人命が失われたりしたら全く意味のないこ

とであって、とにもかくにもまず自分たちで、地域で自分を守るような意識や、ま

た、体制を整えていくということが最も重要であると思います。火事の場合でも、

消防車が来るまでに初期消火をいかにしておくかということが重要であると言われ

るように、地震や台風があっても、まず地域でどう、一番最初の動作をどうできる

かという部分が重要であると思います。いわゆる、共助と言われる部分であると思

います。 
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 そこで、今回のお伺いをさせていただきます。 

 地震、台風など、近年頻発する災害への対応として、公助と共助と自助のあり方

が見直されておりますが、とりわけ、地域の自治組織などが中心となる共助防災の

必要性が高まっております。そこで、自主防災組織数、自警団数、防災計画数、避

難訓練実施数、防災士数、各種補助制度などを踏まえながら、日野町における共助

防災の現状と課題、今後の取り組みについてお伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） １番、堀江和博君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） ただいま、堀江議員から防災についてご質問をいただきました。

特に今お話ありましたように、関東や東北では大変な状況になっているということ

で、まるで津波が押し寄せてきたかのような濁流にのまれる家の状況を見ますと、

大変胸に詰まるものがあるところでございます。我々、行政に携わる者として、こ

うした災害に対して真摯に、そして的確に対応しなければならない、改めて心に誓

ったところでございます。 

 日野町におきましても、先の台風18号では、避難勧告を西明寺、熊野、平子、鳥

居平には出させていただきました。結果として、人家の被害や人的被害はなかった

わけでありますが、熊野でも道路ののり面が崩落し、鳥居平でも道路の脇が崩落す

る、さらには、中之郷になりましょうか、護岸が崩れる、出雲川も護岸が崩れるな

どの損害が確認されたところでございます。 

 この間、役場におきましては、台風等が襲来いたしました場合は、事前の段階で

各区長さんに対して、窓口担当の方から注意事項といいますか、役場の対応等につ

いてご説明を申し上げ、さらに状況が迫ってきたときには、公民館を非難収容施設

として開けることなども含めて、当該集落にも担当職員から連絡を事前にさせてい

るところでございます。 

 今回の台風におきましても、台風が過ぎた後、改めて気象台の方から警報を出す

ということでございましたし、さらに、土砂災害情報につきましてもレベルの高い、

危険度の高い情報が発せられたことから、台風が去った後ではありましたけれども、

雤の降りの状況を見て、避難勧告等をさせていただいたということでございます。 

 今後とも、区長さんを中心にしっかりと情報連絡を密にして、今後の状況をこう

いうふうに考えていますよということも含めてお伝えする努力をしなければならな

いし、また、それに応えてそれぞれの集落で取り組みをいただいているということ

は大変ありがたいことであると、このように思っております。 

 さて、そうした中で、防災の地域における状況でございますが、平成24年度に実

施いたしました各区長さんへの調査の結果では、自警団が45団体ございまして、そ

の組織も含め、86パーセントに当たる67団体が、何らかの防災組織があると答えて

いただいております。自警団をはじめとする各自治会の防災組織におきましては、
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火災防御等に大きな役割を果たしていていただいておりまして、地域住民の安全・

安心のかなめの組織となっていただいております。 

 また、ほとんどの自治会である74団体で訓練に取り組んでいただいております。

訓練は、主に消火栓点検や初期消火訓練、さらには防火講習会など、防火活動を中

心としたものが主でございまして、避難訓練を実施されているのは15団体となって

おります。 

 近年の全国的な災害の多発により、いつどこで災害が発生するか分からない状況

から、日野町においても安全で住みよい災害に強い町に向けて、共助としての自主

防災組織の育成支援が必要であると考えております。どのような組織をもって自主

防災組織と言うのかは難しいところですが、町の補助金を活用しながら活動いただ

いている組織数は８組織ございます。これらの組織では、自主防災組織の活動を円

滑に行うため、組織の体制や役割分担などを明確にした運営ルールをはじめ、住民

自らが互いに協力し、組織的に防災行動ができるように、防災計画を作成いただい

ております。 

 こうした自主防災組織の設立や活動を支援することを目的として、日野町自主防

災活動支援補助金を平成26年度に創設いたしております。防災に対する住民の皆さ

んの意識は高まっておりますが、年度交代となる役員の方が中心となって自主防災

組織の設立などを進めていただくことにはご苦労も多く、活動の継続性の課題もあ

るとのご意見もいただいております。継続した活動に結びつけるためには、組織内

での防災リーダーの育成を支援していくことが大切であることから、平成27年度に

はこの補助金を見直し、各自治会単位で防災士の資格を取得いただく場合には、３

分の２の必要経費の補助制度を設けたところでございます。 

 また、町の防災リーダーとして町全体で活動いただく防災士の育成にも努めてお

りまして、現在４名の方が、町の防災士として住民の防災意識の普及、啓発や自治

会単位での防災組織の育成にご尽力をいただきながら、出前講座などにおきまして、

大規模災害をイメージした住民参加型の研修の講師として幅広く活躍いただき、町

と一体的に取り組みを進めていただいております。今年度におきましても、新たに

５名の方に防災士資格の取得をお願いしております。 

 引き続き、地域における中心的役割を担う防災リーダーの育成や、防災に関する

学習の場の開催など、防災士の皆さんとともに、安全なまちづくりに向けて地域防

災力の向上に努めてまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） 再質問させていただきます。 

 18号に対しましてご対応いただきまして、本当にありがとうございます。 

 では、再質問でありますが、ご答弁の中で、自警団などの防災組織数についてご
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回答いただいておりまして、日野町内の全83区がありますが、その８割から９割ぐ

らいが自警団を組織されているというお話であったかと思います。 

 しかしながら、ご存じのとおり、自警団など、そういった従来からの防災組織は、

中には、もちろん地震や水害にしっかり対応しているところもあるかもしれません

が、やはり、そのほとんどは火事に対応する形の組織であるかなと。私も杣の自警

団に所属はさせていただいておりまして、毎月訓練があるんですけれども、その訓

練はポンプの動作確認でありまして、地震や台風が起こったときに何をどうするか

こうするかというのは、やはり消防団さんとか区長さんの指示に従ってでしか、う

ちのところも動けていない状況であります。そうなると、実質的に、本当に地震や

台風などの災害が発生したときに適切に対応できるであろう組織となると、先ほど

も回答の中でございました、８組織しかないという状況が今の現状であるかなと思

います。 

 昨日、総務課長にその８組織がどこなのか伺いましたら、上野田と大窪４区と大

谷と曙と鎌掛と佐久良と東桜谷の川原、北脇の８つの組織には、地震とか台風を想

定したような防災組織がありますという話でありました。また、ほとんどの自治会

の74団体でそういった訓練を行っているということでありますが、やはりそれも火

事を想定したものでありまして、地震、台風などの災害に対しての訓練となります

と15団体であると。 

 先日も、後藤議員とともに大字小野の訓練にも参加をさせていただきまして、建

設計画課や総務課からも、副町長もご一緒させていただいたわけなんですが、あそ

こまで大規模といいますか、きっちりとした水害を想定したような防災訓練もなか

なかできない、やっているところは尐ないんじゃないかなと感じた次第であります。 

 そうなりますと、日野町の共助防災という観点からすると、全自治会の１割から

２割程度しか、まだ実質的に対応できるところはないのかなというのが感想であり

ます。町としても、本当に自主防災組織についての補助制度や、また、それの呼び

水としての防災士の補助ということで、積極的に取り組んでいただいておりまして、

私もよいことであるなというふうに考えさせていただいております。 

 ただ、昨日の山田議員の質問にもございましたけれども、地域でつくるものであ

りますので、町側からこうせいああせいというのは限度があるかとは思うんですけ

れども、今回の話は防災ということになっています。もしかしたら、今年起こるか

もしれないですし、来年起こるかもしれない、そういった緊急性があるわけであり

ますので、地域の自主性とは言いながらも、一種の強制力でもって地域の自主防災

組織というものの確立にご尽力をいただきたいなと。リーダーシップを発揮してい

ただきたいなというふうに強く思っております。 

 その上で質問でありますが、２点質問させていただきたいと思います。 
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 実際、災害の際は情報連絡体制、先ほども言及がございましたが、重要でありま

す。従来ありました有線もなくなりましたし、サイレンも聞こえるところと聞こえ

ないところもありますし、また、「日野め～る」も、僕は登録をしておりますが、や

はり高齢の方になるとなかなか扱われていないという状況があります。発生した際

の各種連絡体制や、また、自主防災組織は地域によって、しっかりと区長さんがあ

るところもあれば、新興住宅地などでは難しい部分もあるかと思います。その際の

連絡、連携の体制について、今の状況を１点目にお伺いいたします。 

 ２点目は、やはり災害が起こると、あのような例えば水害が起こると、障がいを

持たれている方とか、おひとり住まいの方とか、寝たきりの方とか、本当に避難ど

うしてはるんやろうと。あのニュースなんかで水がごうごうごうごう流れているよ

うな状況を見ると感じるわけであります。そういった際のおひとり住まいや、なか

なかひとりでは大変だという方々に対して、町としてどう対応する体制であるのか、

２点目にお伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） ただいま、堀江議員から再質問を頂戴いたしました。防災

の連絡体制というようなことでございます。 

 先ほど、町長の答弁の方で尐し触れていただきましたが、町の方では、地区班と

いうようなことで、各地区に担当職員を設けてございます。まず、台風等が接近す

るということで、あらかじめ状況が分かるものにつきましては、事前に本部会議等

を行いながら、どういう時点でどういうふうに各区長さんなどに地区班から連絡を

するのかというような、あらかじめ確認をさせていただく中で、地区班の方であら

かじめ余り夜遅い時間にならないような時間帯に、台風が接近しているので町では

こういう対応をしようと思っていますので、区長さんの方もまた対応をそのときに

お願いしたいと。また、緊急に迫った場合については改めて連絡もさせていただく

というようなことで、まず事前にお話をさせていただく中で、特に雤量の状況です

とか、危険が真に迫ってきているなというような状況が分かりました段階につきま

しては、区長さんにあらかじめこういう状況でありますというようなことで、避難

準備情報を発令したり、避難勧告を出したり、また、公民館を非難所として開設し

たりというような場合については、逐一ご説明なり連絡もさせていただいておりま

すし、あらかじめの事前連絡ということで、今どんな状況でしょうかというふうな

ことで、会所に今、自主非難をしているとかいうような連絡をとらせていただきな

がら対応させていただいております。 

 そうした中で、広く町の方から住民の皆さんに連絡をさせていただく方法といた

しましては、先ほど堀江議員がおっしゃっていただいておりましたとおり、「日野め

～る」等で発信をさせていただいたり、ホームページに載せさせていただいたりと
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いうようなことで、全般的な町の状況につきましてはお知らせをするというような

ことになってございますが、特段、そこの避難勧告等を発するところの地域でない

住民の皆さんなり自治会長さんには、直接そういうご連絡はさせていただいており

ませんので、町の全体的な連絡の中で状況の方をご確認いただくということになる

のかなというふうに思ってございます。 

 また、国の方では、公共コモンズということで、町の方が、先ほど申し上げまし

た避難準備情報、避難勧告、避難指示、あるいは非難収容施設の開設というような

ことで、人の命に影響が出てくるかも分からないというような重大な情報につきま

しては、町の方でいわゆる県の防災システムの方に入力をさせていただくことにな

ってございまして、入力したものが自動的に各報道機関等に周知をされる仕組みに

なってございまして、町の方から県へ、県の方から各報道機関へということで、Ｎ

ＨＫをはじめ、各テレビ局、ラジオ局、あるいは、携帯会社の方に連絡が行くとい

うようなことになってございます。 

 そうした中で、ＮＨＫの方では、データ放送の方で自動的に日野町でどういう避

難情報がどこへ出ているのか、どこの非難所が開設されているのか、水位の状況は

どうか、これは土木のシステムでございますが、そういったものが分かるようにな

ってございまして、そうした中で、またＮＨＫさんも、また民放さんもテロップで

逐一情報を発信されておられるということで、こういった周知の方法を広く、これ

からも民放さんを含めて広めていきたいなという思いを持っていただいております

ので、住民の皆さんにご説明をさせていただきます際には、ＮＨＫさんやらのデー

タ放送なり、テレビもかけていただきたいというふうなことで、お話もさせていた

だいておるところでございます。 

 もう１点、災害期の要援護者の活動につきましては、福祉課の方で作成をしてお

りますので、福祉課の方で答弁を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） おはようございます。 

 再質問ということで、障がいを持った方とか、ひとり暮らしの方の避難について

はどうかというご質問をいただきました。 

 町の方では、災害に対する要支援者の台帳というのを作成いたしまして、また、

そういう方はどういうふうに非難するのかという計画を作成したところでございま

す。その中には、障がいをお持ちの方ですと個々に障がいが違いますし、高齢者の

方にいたしましても状況がさまざまに違っていると思いますので、個別計画という

のを作成するようになってございます。個別計画の作成につきましては、状況です

とか、周りの助けてもらえる方という方の協力をどういうふうにするかということ

も大事でございますので、字の役員の方ですとか、民生委員さんですとか、協力し
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ていただける方と情報を共有する中で、今個別計画についてはまだ作成をしており

ませんので、今後そういう方の協力を得まして、作成をしていこうというところで

ございます。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） １点目の総務課長のご答弁、了解いたしました。最近テレビを

見ていると、頻繁に結構詳しく何度も出てくるな、メールとはまた別に出てくるな

と思っていたら、恐らく全国的にそういう連携体制がとられているのかなと思いま

した。 

 ただ、やはりそういったものでもまだ盲点の部分があるかと思いますので、地域

で区長さんからさらにその下が、どう連絡体制になるのかというところも非常に重

要。そのためにも、地域の防災の組織化というのは非常に重要であるなと、そのよ

うに話も聞かせていただいて感じた次第であります。 

 また、福祉課長のご答弁、それぞれの個別計画も早急に計画をお願いしたいと思

います。 

 ちょうど、再質問でありますが、１ヵ月前に、うちの杣でも自主防災組織を立ち

上げようということになりまして、防災士の矢島さんと嶋村さんと、総務課の服部

さんですか、親切に会合を持たせていただきまして、いろいろお話をさせていただ

きました。町長のご答弁の中にありましたように、地域で役が重なってしまう人が

いたりとか、なかなか組織するのも難しいという話ももちろん出てまいりましたし、

区長さんがそれを仕切るということになると、毎年毎年区長さんが変わるので、そ

の区長さんによって意識も差があったりと、さまざまな問題が浮き彫りになりまし

て、その話の中で、２点、共助防災の盲点といいますか、穴があるなというふうに

感じさせていただきまして、その点を再質問、２点させていただきたいと思います。 

 １点目は、自警団などの従来の防災組織や村の役員組織、そして今回の自主防災

組織などは、どうしてもばりばり活動できる、非常に頼りになる方にその役目が集

中します。夜間であったりとか早朝であれば、そういった、例えば若い人とか、ば

りばり活動できる方がその地域に、家にいてはるということでありますが、日中と

かとなりますと、実際のところ、在所におられるのは高齢の方だけという地域がほ

とんどなのかなというふうな感じを受けます。日中、災害が発生したときに、せっ

かくつくり上げたそういう自治会の組織もそうですし、自主防災の組織が適切に機

能しないことも大いに考えられます。そういった場合、どのようにして防災力を高

めていくのか、共助防災の質を日中でも、重要な人たちがいない中でもやっていく

のかということについて、ご意見をお伺いしたいと思います。 

 ２点目、これは主に日野地区や必佐地区になってくるのかなと思いますが、自治

会に入っておられない方々の共助防災をいかにお考えかお伺いをしたいと思います。
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昨日の山田議員の質問の中で、新興地中心になりますが、日野の３分の１の人は自

治組織に所属していないという話でありました。上野田の矢島さんも、上野田はも

う10年近く前から先進的に防災組織をつくり、なっているという話でありますが、

ただ、さすがにアパートの人のところまで、誰が住んでいるかも分からんし、わし

らでは行かれへんのが現状なんですよという本音を漏らされておられました。ただ、

自治会に入っていないからといってほったらかしにする、自己責任の問題であると

済ますのは簡単なんですが、そういうわけにもいかないと思います。例えば、アパ

ートとかマンションの大家さんとかとの連絡体制とか、いろいろな方法で共助防災、

地域の自主組織に入っていない方々をいかにカバーしていくか、ここが次に重要な

部分になってくるかと思いますが、この点について、現状と課題等についてお伺い

をさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 再々質問をいただきました。 

 まず、日中、自主防災組織を設立してありましても、活動する人がいないという

ようなことでございますが、災害はいつどこで起こるか分からないというようなこ

とでございますので、普段自主防災組織をおつくりいただき、さまざまなお話をま

ずその区域の中でしていただく中で、災害時にはどういうふうに個々の住民さんが

行動をすればよいのかということを、まず話を家族の中でしていただけるというん

ですか、まず、冒頭、堀江議員がおっしゃっていただいていたように、災害は自助

が基本ということでございますので、そうした中で、自らができることには限りが

あるというようなことで、限りがある部分については地域でお互いに助け合いまし

ょうというのが共助ということですので、自主防災組織の中で自助のすべきことと

いうのが非常に災害時には役に立ってくるのかなというふうに思っておるところで

ございます。 

 また、自治会に今入っていない方というようなことでございますけれども、なか

なか悩ましい問題ということにはなろうかと思いますが、やはりおっしゃっていた

だきますように、火事ですとか災害ですとかに、自治会に加入している加入してい

ないと関係なしに、お互いが助け合わなければならないということになるというふ

うに思いますので、そういった場合のどうするのかといったような、声かけなり議

論なりしていただくということが大切であるのかなというふうに思ってございます。 

 そうした中で、地域に何もかも任せきりということではなしに、行政の方でも何

かできないのかというようなことについては、またご相談もさせていただきたいな

というふうに思ってございますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） 最後、要望でありますが、自主防災組織の、これからも町側に
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主導的にリーダーシップをおとりいただき、また、先ほども質問させていただきま

した、共助防災でも守り切れない部分の防災力についても、しっかりとお取り組み

をお願いさせていただきたいと思います。１点目の質問は以上とさせていただきま

す。 

 ２点目の質問に移らせていただきます。 

 先ほどの質問は、防災に関して、いわゆるソフトの部分でありますが、２つ目の

質問はハードの部分、つまり、先ほどもお話ありました道路であったりとか、河川

であったりとか、そして、今回はその範囲を広げまして、学校施設とか福祉施設、

公営住宅とか上下水道、体育館や図書館、わたむきホールなどのホール、いわゆる

公共施設などを含めた、日野町がそもそも所有したり管理している社会資本につい

ての質問をさせていただきたいと思います。 

 皆様、ちょうど３年前の12月２日に、大きな事故が高速道路上で発生をいたしま

した。覚えておられる方もおられると思いますが、中央自動車道の笹子トンネルで

天五板のコンクリート板が下に落下して、走行中の車を多数巻き込んで、そんな大

事故があったかと思います。11名の死傷者が出て、高速道路上の史上最大の死亡事

故だったという状態であります。この痛ましい事故の原因が何だったかと、さまざ

まな角度からの分析があるわけなんですが、その主たるものがトンネルの老朽化で

あって、その管理の不備であるという結論が出たわけであります。 

 このトンネルをはじめ、日本全国のあらゆるインフラや社会資本というものがも

う30年から40年近く経過して、日本の高度成長期以降に整備したインフラの急速な

老朽化に対しての抜本的な対策が、この事故、３年前の事故をきっかけに声高に叫

ばれるようになったわけであります。 

 日野町におきましても、もちろん道路や河川や橋、橋梁などはもちろん、それぞ

れの小学校、中学校の学校施設や福祉施設、住宅や上下水道、体育館や図書館、ホ

ール等、多くの社会資本を有しております。しかしながら、それらについて、中長

期的な視野のもと、10年から30年ぐらい先のスパンでの維持管理費や更新費の推計

はもちろん言うまでもありませんが、廃止や撤去や統合や、他の自治体との協議な

ども含めた計画は、今のところまとまったものとしては存在していないという話で

あります。各課での把握はなされているということでありますが、財政状況が一層

厳しくなる今後において、町が所有する公的な箱物等も含めた社会資本を大局的に

マネジメントする必要があるというふうに思っております。 

 国交省のアンケートによると、そういった計画をつくっていない自治体は88パー

セントに及ぶというふうにも言われております。2014年の日本再興計画、政府の出

した再興計画によりますと、国や地方団体は、2016年度末、来年度末までにインフ

ラ長寿命化計画や公共施設等の総合管理計画を策定して下さいねという指示が出て
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いる状況であります。 

 そこで、以下２点の質問をさせていただきます。 

 日野町におけるインフラ長寿命化計画、つまり、公共施設等総合管理計画につい

ての現状と、今後のお取り組みについてお伺いをいたします。 

 ２つ目、現在から30年後程度のスパンで、社会資本に関する費用の増大が予想さ

れるのはいつごろになるのか。また、それはどのような理由でそうなるのか、具体

的に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） 社会資本のマネジメントについてご質問をいただきました。 

 確かに、自治体はじめとして、たくさんの公共施設を持っているわけであります。

建物はもとより、道路、河川、さらには水道、下水道、農業用用水をはじめとして、

たくさんの施設を持っておりまして、これの更新というのは大変焦眉の課題であり

ます。 

 先ほど笹子山トンネルのお話をされたわけでありますが、国の方でも、確か社会

資本整備審議会とかいう国の組織がございまして、そこから言われたことは「メン

テナンスにかじを切れ」。つまり、首長だとか議員は、ともすれば新しい道をつくり

たがるけれども、それよりも、しっかり管理するというというところに勇気を持っ

て切りかえろと、こういうことが国の審議会の中で提言がされ、私も国土交通省の

幹部の方が説明に来られたことを思い出すわけでございます。そうしたことから、

最近では主な道路の橋梁などに、橋については５年に１度調査をすると、こういう

ようなことになっておりまして、新しい道をつくることよりも、むしろ維持管理に

力を入れるべきだという警鐘が発せられたところでございます。 

 町といたしましては、必要な整備についてはしっかりと進めるということを前提

として、こういうようなメンテナンスをしっかりやっていくということは本当に大

事なことであると、このように思っております。 

 そういうような流れの中で、今ご指摘ありましたように、それぞれの施設の管理

計画等をつくることが求められているわけでございまして、国のインフラ長寿命化

基本計画に基づき、地方自治体が策定する行動計画に、こうした公共施設等総合管

理計画が言い続けられております。箱物に限らず、道路や管路といった地方公共団

体が所有する全ての公共施設等を対象に、現状や課題を客観的に把握、分析を行う

こと、また、施設全体の管理に関する基本的な方針を立てるために10年以上の計画

とすることなど、全町的な取り組み体制の構築と、情報管理の共有化を図ることが

求められております。 

 町におきましても、教育、文化、生活環境の充実を図るため、昭和50年代後半か

ら平成の初めにかけて、学校や公民館、下水道施設といった多くの施設の整備を進
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めてまいりましたが、これらの施設も約30年の年月が経過し、老朽化対策などの課

題がでてきておりまして、平成28年度中に公共施設等総合管理計画を策定するよう

進めているところでございます。また、学校や道路施設等の個別計画につきまして

は、この公共施設等総合管理計画を踏まえ、作成していくことといたしております。 

 次に、社会資本に関する費用のピークについてでございますが、公共施設総合管

理計画に基づく個別計画の策定がまだできておりませんが、各事業による個別の計

画として現在策定しておりますものにつきましては、それぞれの担当課長から説明

をさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） おはようございます。 

 今、堀江議員さんの方からご質問がございました上水道施設につきましては、平

成22年度に作成いたしました日野町水道ビジョンで、今後の取り組みと問題点を整

理して、現状の将来の見通しを分析評価しておるところでございます。その中で、

施設の老朽化および耐震化に必要な更新費用として、平成33年度から毎年約２億円

程度が必要となる見込みで、平準化しない場合では、ご指摘のとおり、平成37年度

５億円を超える見込みでございます。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） おはようございます。 

 それでは、建設計画課の方、させていただきます。 

 建設計画課においては、日野町橋梁長寿命化修繕計画と、日野町町営住宅長寿命

化計画を策定しております。橋梁でございますが、今後50年間の修繕費用は、従来

の事後対策的な費用ですと約22億4,000万円となり、長寿命化修繕計画に基づく予防

保全型の費用ですと約12億9,000万円となり、約９億5,000万円の縮減効果を見込ん

でおります。 

 次に、町営住宅でありますが、長寿命化計画により建てかえの対象とした住宅戸

数は33戸です。公営住宅法による法的耐用年数から考えますと、10年後には建てか

えを検討する必要があります。それまでは、維持管理につれて長寿命化を図ってい

くことになります。計画では、建てかえ工事１戸当たり約1,500万円で算定しており、

平成40年度に15戸、約２億3,000万円、平成44年度には18戸、約２億7,000万円の建

てかえ費用を想定しているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） 策定、具体的なそのほかの分野においての今ご答弁いただいた

ような数字上の計算については、今後、来年度なされるという理解でいいかと考え

ております。その策定については、国からの特別交付税措置等もなさるという話で

ありますので、大変だとは思うんですけれども、お取り組みいただきたいなと思っ
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ております。 

 今、上下水道課長と建設計画課長のお話の中で、本当に５億円とか２億円、さら

っと言われていますけども、町の全体予算が80億でありますので、非常に予算の平

準化等も実際取り組まないといけない、本当に大きな課題であるなというふうに改

めて私も感じさせていただいております。 

 今回、私がこの質問をさせていただきたいと思ったのは、ご存じだと思うんです

けれども、社会資本や箱物とか道路とか、こういった全体のマネジメント自体が、

今おつくりいただいている地方創生の地方版総合戦略においての都市や地域の再編

という側面と非常に密接にかかわっている部分であるので、ぜひとも質問をさせて

いただきたいなと思って質問させていただいた次第であります。 

 人口減尐、先ほどは笹子トンネルの、インフラの老朽化という観点からお話をス

タートいたしましたが、今、人口減尐社会の中で、そういった社会資本の利用者が

減る一方で、そして税収も減る一方で、経費だけが非常にこれからかかってくると。

自治体所有のそういったものについて、従来の行政サービスは維持しながら、いか

に再編してうまくやりくりしていくかというところが本当に大事で、求められる状

況であると思います。ただ、特に箱物については、たくさんあるかと思いますが、

最もコスト削減効果があると言われているのが箱物、そして、延べ床面積を削減す

るというふうに言われています。 

 延べ床面積の大体いろいろな統計をとると、全体の４割が小中学校の学校施設で

ある。それゆえ、どうしても統廃合の議論にも最近はなりやすいのかなと。お隣の

甲賀市なんかでも、本当に半分の小学校を今後10年で減らすという議論が上がって

くるのも、やはりそういったコスト削減効果が非常に高いという側面もあるんだな

というふうに思わせていただいています。 

 ただ、私自身は、小学校な非常に大事なものですので、僕は統廃合すべきではな

いというふうに思っております。これから、私がこの場に立たせていただいている

のも、10年、20年、30年、これから私もまだまだ若造ですので、進むわけでありま

すので、そのときに、自分の母校とか、地域の先輩方が愛し育ててきた地域がなく

なることにつながることは絶対してはいけないなと、そのように思っている次第で

あります。 

 そういった観点から、再質問を１点だけ最後にさせていただきたいと思っており

ます。 

 小学校や公民館等はもちろん、その他のいわゆる社会資本の統廃合等について、

今現状どのようにお考えであるのか。また、今後の方向性についてお伺いをさせて

いただきます。 

議長（杉浦和人君） 教育委員会次長。 
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教育次長（古道 清君） 小中学校および公民館等の教育施設の統廃合に関してのご

質問をいただきました。 

 日野町は、旧村合併した町として、旧村単位にいろんな施設がございます。そう

いった中で、今日まで地域の文化的拠点であったりとか、活動の拠点ということで、

大変重要なように思っていると思います。 

 そういった中で、今現在のところどういう状況かと申し上げますと、具体的な統

廃合とか、そういうような議論には入っておりません。基本は、やはり維持してい

くということを考えながら、地域のかなめとして、より活用を高めていくというこ

とが大事ではないかと思います。 

 また、施設の捉まえ方といたしまして、皆様の税金をお預かりしてどのように活

用していくかというのは、やはり皆様の議論の中で何に重点を置くかということに

なりますので、そういった議論を踏まえて今後もしていくべきかなというふうに思

っております。 

 そういうような状況でございまして、現時点では具体的な計画は持っていないと。

ただ、各校あるいは施設につきましても、毎年点検を重ねながら必要な維持補修等

をしながらやっているというのが現状でありまして、全体的にはやはり躯体とか、

そういうことも踏まえてどうしていくかということは、今のマネジメントを含めて

長期的な計画を持つ必要があるというふうには考えています。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） 最後に、要望といいますか、尐し最後に話をさせていただきた

いのですが、今のところそういった検討はなされていなくて、当然のことながら安

心をしておるんですが、ただ、例えば桜谷小学校の児童数が10名とかになってしま

ったときに、やはり現実的に20年、30年後にそういった議論ももしかしたら起こっ

てくるのかなと思うと、本当に今からそういった想定をしながら、そうならないた

めにやっていかなあかんなというふうに、私個人はすごく感じた次第であります。 

 最後に、学校統廃合について、１つのエピソードをご紹介させていただいて終わ

りにさせていただきます。 

 皆さんご存じでしょうか、長野県の伊那という地方に２つの村があったわけなん

ですが、１つは阿智村という村です。人口が5,000人程度。その隣に、清内路村、清

い、内側の路と書いてせいないじと読むんですが、清内路村で、人口は1,000人弱の

小さな村がありました。それぞれの村は隣同士で、独自の文化、伝統を持つ独立し

た村で従来あったわけですが、ちょうど今から10年ほど前に合併の話が当然のよう

に持ち上がり、協議の末、大きい方の阿智村に清内路村が合併するということが決

定をなされました。そして、結果的に2009年に合併することになったわけなんです

が、ただ、そこで１つの課題といいますか、問題が持ち上がったみたいです。 
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 大きい方の阿智村には、言うまでもなく中学校はあったわけなんですけれども、

何と1,000人弱ぐらいの小さな清内路村にも中学校が１つあったと。当然、村が合併

するということですので、清内路中学校は廃校ということに、話になっていったわ

けですね。しかしながら、当然清内路の村人の人たちは、その中学校は全員がそこ

の卒業生であって、村のアイデンティティーであって、たとえ村が消えてしまった

としても中学校は残してほしいと、そう思う方々が多かったわけであります。 

 ただ、村人の思いもむなしく、財政面等の理由から、清内路中学校は廃校という

ことに、大きい方に吸収されるということが決定しました。多くの村人はそれを非

常に悲しんだわけであります。 

 ただ、しかしながら、当時の互いの村役場の職員さんや、教育関係者や、そして、

地元の住民の方々などが協議を重ねられて、やむを得ず合併という選択肢をとった

が、やはり地域の誇りといったものを残すために何ができるのかという話し合いを

重ねられたそうであります。中学校は廃校になる、でも、我々の誇りをずっと残し

ていきたい。 

 そこでとった方法は、清内路中学校の合併先である大きな阿智中学校の校歌の歌

詞を変更するということだったみたいです。新たに、もともと阿智中学校、阿智と

いう地域の校歌であったものにプラスして、合併をする清内路地域の風景とかシン

ボルとか、そういったものを歌詞にして校歌に入れたんですね。自分たちの中学校

がなくなってしまったとしても、その心は合併先の中学校にずっと生き続けること

になったというふうに聞いています。多くの村人は、これに涙を流して喜んだとい

う話であります。 

 以上ではあるんですが、本当に小さな、歌詞を入れるという、それだけではある

んですけれども、これこそが本当に町の、人間の血の通った政策であり施策である

なと、すごく私自身も感じさせていただきました。 

 日野町内の小学校が今後こうなるとか、そういう話では一切ないんですけれども、

時に行政の仕事というのは、一種住民に対して冷徹な、非情な選択をしなければい

けないこともあるかと思うんですが、ただ、住民の心に寄り添った、本当に、行政

や、我々議員としての政治活動や、そういったものが本当にこれからの厳しい時代、

大事であるなと、すごく感じさせていただきました。言うまでもなく、私自身の自

戒の意味も込めて、またこれからのさまざまな課題について、皆様とともに取り組

ませていただきたいなと最後に申し上げて、私の質問を終わりとさせていただきま

す。ありがとうございます。 

議長（杉浦和人君） 次に、10番、髙橋 渉君。 

10番（髙橋 渉君） 10番、髙橋でございます。２項目にわたりまして質問をさせて

いただきます。 
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 昨今、どの分野でも言われておりますが、高齢者の問題について、特に介護保険

制度について、今重要な位置づけでなっておりますし、これからのこの何年かにま

とめる計画について、非常に重要な位置になっておりますので、それについて、現

状のところの部分についてお伺いをいたしたいと、このように思います。 

 まず、高齢者の人口でございますが、全国的に、また同様に日野町におきまして

も増加をいたしております。日野町においては、平成22年度の高齢者人口が5,558

人、高齢者比率が24.3パーセントと、このような状況であったわけでございますが、

平成26年は6,031人、比率で27.1パーセントと、約４年間で473人、率にして2.8パー

セント増となっております。今後も、国立社会保障・人口問題研究所の推計値によ

りますと、５年後の平成32年には6,467人、高齢者比率29.2パーセントとなっており

まして、約10人に３人の方が高齢者と、このような予測がされております。また、

要介護認定者推移におきましても、平成22年度は812人、平成26年は1,035人と増え、

５年後の平成32年には、日野町における予測値では1,330人と大きく増えると、この

ような形で見込まれております。 

 そのような中でございますが、住みなれた地域でその能力に応じて自立した日常

生活がおくれるように、医療、介護、予防、福祉、住まいおよび生活支援が連携し

て取り組みを進めるために、日野町高齢者福祉計画・介護保険事業計画を、本年27

年から29年度にかけて策定をすると説明を受けております。 

 その中で、基本施策として６つ挙げられております。１番目として、活力ある長

寿社会の実現、２つ目に、住みなれた地域支援事業の展開、住民参加の地域づくり

の推進ということみたいでございますが、３番目には、生きがいのある暮らしの実

現、４番目に、利用者本位の介護サービスの充実、５番目に、安全・安心して暮ら

せる社会の実現、６番目に、健康ではつらつとした暮らしの実現となっております。

重要な施策であると、このように思っております。現状での進捗状況と考え方をお

伺いいたします。 

 実は今、県の判断でございますが、まだ始まったばかりですが、市町の取り組み

の姿勢が違う、このような判断を今のところされて、これからのことでございます

が、このような判断をされております。このように聞いておりますので、ひとつそ

ういった意味の中で、積極的な取り組みを進めるためにも、現状での進捗状況をお

聞きしたいと、このように思います。 

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

町長（藤澤直広君） 介護保険制度についてご質問をいただきました。 

 第６期日野町高齢者福祉計画・介護保険事業計画についてでございますが、この

計画は第５期計画の基本理念を継承しつつ、改正された介護保険制度を踏まえ、新

しい介護予防、日常生活支援、総合事業への取り組み、および在宅医療・介護連携、
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認知症対策、また、平成37年度までに医療、介護、予防、生活支援、住まいを一体

的に提供する地域包括ケアシステムの構築に向けた計画として策定をいたしました。 

 ６つの基本目標に係る施策の状況でございますが、要支援１、２の介護予防訪問

介護、介護予防通所介護の新しい総合事業への移行につきましては、平成29年度の

実施に向けて、既存のサービス提供事業者に協力いただきながら、サービス内容等

の検討を順次進める予定でございます。 

 また、地域における介護予防活動の取り組みとして、元気な高齢者の方々が主体

となって運営いただく高齢者の居場所づくりとして、新たに高齢者交流サロン推進

支援モデル事業実施要綱を制定し、現在、この要綱に沿った形で１ヵ所で実施をし

ていただいております。すぐに多くのところで交流サロンを設けていただくことは

難しいと思いますが、要支援の方も含めた居場所として、また、介護予防、生きが

いづくりの場となっていけばと考えております。 

 次に、在宅医療・介護連携につきましては、わたむきネットを定期的に開催し、

医療、保健、介護等の関係者の情報交換の場として、また、事例検討の中から課題

等を見つけ出し、今後に生かす取り組みなどを行っております。平成27年度では、

医療、介護にかかわるマップを作成し、全戸に配布する予定をしており、医師会な

どの協力をいただきながら進めていきたいと考えております。 

 次に、認知症対策でございますが、出前講座などによる啓発や、昨年度から実施

しております認知症予防リーダー養成講座など、認知症予防に取り組んでおります

が、早期の対応として、家族などからの相談による訪問とは別に、アンケート調査

に基づく実態把握訪問を実施しております。また、平成28年度中には認知症初期集

中支援チームの設置を予定しております。 

 施設入所についてでございますが、特別養護老人ホームは町内に２ヵ所ございま

す。高齢者人口が増加する中で、特別養護老人ホーム白寿荘の増改築により、平成

29年度の計画においては入所者を30人の増加と見込んでおります。 

 また、制度改正に伴う利用料等負担の見直しに係る利用者などへの説明や手続に

ついては順次進めております。 

 第６期計画ではいくつもの取り組み事項がございますが、各関係団体などと連携

を図りながら、必要なサービスの提供、支援等に努め、高齢者の方にはできる限り

介護を必要としない生活を送っていただけるよう、介護予防、健康増進の取り組み、

地域における支援づくりの促進などに引き続き努めてまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

10番（髙橋 渉君） それでは、再質問をさせていただきます。 

 確かに、高齢者イコール要介護者という考え方にならないように、その取り組み

に関して必然的に進めていかなきゃいけないだろうと思いますし、また、進めてい
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ただきたいというふうに思います。 

 そうは言いましても、なかなか理想どおりにいかないのが現実じゃないかなとい

うふうに思います。その対策をしておかなきゃいけないと、こういうふうに思って

いるわけでございますが、そういった中で、今回の改正の中で、既存のサービスの

提供事業者というんですか、介護予防、訪問介護、予防通所、この辺については、

町独自の事業の方に変更されるということでございますが、そのサービスの内容に

ついて検討を順次進めていただいているということでございますが、その中におき

まして、他市との比較、連動、県との調整、この辺はやっていかれるのかどうか。

結局、他市との格差が生じない体制づくり、そういった形のもののつくりになるよ

うな形の進め方がされているのかどうか、これをひとつお聞きいたしたいというふ

うに思います。 

 それから、モデル事業として高齢者交流サロン、今回１ヵ所でモデル的にやられ

るということですが、今後これに、僕、若干、聞いてみますといい取り組みじゃな

いかなというふうに思っております。そういった意味の中で、今後これを拡大され

ていくのかどうか、この考え方があるのかどうかお聞きをいたしたいというふうに

思います。 

 それから、今回の改定の中で、今まで要介護１、２の方が、基本的に特養の方に

入所できないという形になりました。例外はあるそうですが、これに対する影響と

いうような形はどういう形で見ておられるのかどうかということですね。それに伴

いまして、今まで特養に入れた方につきましても、入れない状況になりますと、反

対に在宅を中心とした介護体制が必要になってくるんじゃないかなというふうに思

います。そこの樹立が非常に大事なんですけど、統計によりますと、大体、現在在

宅における介護における、そのために会社を辞められる方が約10万人、年間10万人

に上るということみたいですね。それから、本当に介護をしようと思うと、平均、

三菱総合研究所のあれを読みますと、平均で45ヵ月介護しなきゃいけない、このよ

うな形が報道で出ております。 

 そういった意味の中で、介護される人も大変でしょうし、介護する人も大変だ。

介護する人に対する部分の中で、どのような形の改善がここの、今の中で見込まれ

るのかどうか、分かりましたらお教え願いたいと、このように思います。 

議長（杉浦和人君） 介護支援課長。 

介護支援課長（夏原英男君） おはようございます。 

 今、髙橋議員さんの方から再質問ということで、３点ご質問をいただきました。 

 まず、第１点目につきましては、要支援の方の１、２の訪問介護、また通所介護

についてが町の総合事業に、地域支援事業に移行していくということでございます

が、他市との連携とか県との対応ということでございますが、現在、29年度を日野
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町は予定をしております。県内では、27年度の後半から実施されるところ、また、

28年度から実施されるところが実際ございます。そことの関係というんですか、な

かなか同じような状況ではございませんので、取り組みといって同じようなことは

できませんが、それぞれ会議等がございまして、情報の収集などを図って、その内

容等を見させていただく中で、日野町に生かしていける部分がありましたら、その

部分についてはまた考えていきたいというふうに思っております。まだ現状、ちょ

っと29年ということで、１年半ほどあるわけなんですけど、実際にはそんなに長く

はないというふうに感じておりますので、取り組みを進めていきたいと、取り組め

るよう進めていきたいと考えております。 

 続きまして、２点目に、交流サロンのことでご質問いただきました。今後サロン

を拡大していくのかということでのご質問でございました。町長の方から答弁がご

ざいましたように、現在１ヵ所で実施をしていただいています。窓口の方に相談に

来ていただいているところもございます。また、逆に、いろんな関係で、介護支援

課のかかわっております団体なり、また、地域の方にもそういうようなものの取り

組みについて取り組んでいただけないかということで、積極的に働きかけをしてい

るところでございます。現状としてはまだ尐ないですが、できるだけ地域の中にそ

ういう形での、元気な高齢者の方が中心になってサロン、交流サロンという形で設

置をしていただければというふうに考えているところです。 

 ３点目に、特別養護老人ホームへの入所のことでの影響、要介護３になったこと

での影響についてのご質問をいただきました。影響としましては、まず、現在特別

養護老人ホームに入っておられる要介護１、２の方についてはそのまま、現在入所

されておりますので、特に影響はございません。ただ、要介護１、２の方について

は、やむを得ない事情がない限り入所申し込みができないということで、今回制度

が改正されました。やむを得ない事情といたしましては、認知症高齢者であり、常

時適切な見守りが必要な場合、また、虐待などにより、在宅での生活が困難な場合、

また、ひとり暮らしなどで病弱で、家族等の支援が受けられない場合などが特例と

されておりまして、入所申し込みが可能となります。その後、市町村の適切な関与

のもとで、施設ごとに設置をされておられます入所検討委員会を経まして、特例と

いう形ではございますが、特別養護老人ホームの入所が認められているというとこ

ろでございます。 

 それと、議員さんの方から、もう入所ができないので、在宅での介護が重要にな

ってくるのではないかということでございますが、現状におきましては、それぞれ

の方のお体の状態であったり、また、ご家庭の状態も異なりますので、利用者ご本

人および家族の方がケアマネージャーさんとご相談をいただきながら、ご本人に合

った在宅における介護サービスを引き続きご利用いただくということがどうしても
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中心になっていくのではないかなというふうに考えます。 

 質問の中で、介護のために会社を辞められる方も出てきているということがござ

いますが、その点も含めて、いろんな連絡会とかがございますので、そういうふう

な中でも話し合いをしていきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

10番（髙橋 渉君） サービスの内容につきましては、他市、県全体との部分の中で

比較をされまして、日野町がその内容について低下することのないように、ひとつ

慎重に進めていただきたいなというふうに思います。 

 それから、入所なんですけど、基本的なということですが、そのほかに基本的以

外の部分で、今の精神的な問題、家族の問題等々ありますが、できるだけ緩和とい

うとおかしいんですけど、基本的な形のものは守っていかななきゃいけないという

ふうに思っておりますが、余りにも固執することのないように、ひとつ査定の方を

よろしくお願い申し上げたいというふうに思います。 

 それから、非常に難しい問題です。これを総合的に、進捗性の全体的な部分の中

で確認されていくのはどこでされていくのか。例えば医療機関との連動とか、地域

との連動とか、そういったものが発生するわけなんですが、そういう点も含めてど

こで調整されるのか、進捗状況を。それだけお聞かせ願いたいというふうに思いま

す。 

議長（杉浦和人君） 介護支援課長。 

介護支援課長（夏原英男君） 再々質問をいただきました。 

 これから進めていく医療機関との連動であったり、地域とのかかわりであったり

ということでございますが、地域包括ケアシステムをこれから平成37年度に向けて

構築をしていかなければならないということでございます。その中では、医療、介

護の連携の関係で行きますと、わたむきネット、実際にご厄介をいただいているわ

けなんですけど、そこの中で医療関係者の方とは話し合いを持ってさせていただい

ておりますし、その中で、先ほど申し上げましたような形で、今年度、町長の方か

ら答弁ございましたが、マップなどを作成いたしまして、医療関係、また薬剤師、

歯科医さんも含めて、そういうふうな形の情報もその中に盛り込んでいくという考

え方でおります。 

 それと、中心になっていくのは、地域包括支援センターがやはりどうしても国の

方からも言われておりますが、中心になっていくということが大きいかなと思いま

す。その中では、地域ケア会議というものを実施していくということが目標の１つ

にあります。地域ケア会議については、保健、医療、介護などの関係者の強化と連

携等の構築、また、地域課題の把握などもその中でしていかなければならないとい

うことがいわれておりますし、先ほど申し上げました、わたむきネットなどとの連
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携も含めて、また介護事業者との連携も含めた中で、連携をとることもその中でも

対応していく必要があると考えますので、やはり総合的な考え方の中では地域包括

支援センターが中心になって、今申し上げた地域ケア会議なり、また在宅医療、ま

た介護の連携なども進めていきたいというふうに考えております。 

 まだまだスタートしたばっかりでございますので、これからでございますので、

いろんな点で十分なところはございませんが、ご協力いただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

10番（髙橋 渉君） 冒頭にも述べさせていただきましたが、非常に重要、人間の尊

厳かかわる非常に重要な部分じゃないかなというふうに思っております。いくつか

の障がいもあるでしょうけど、ひとつ頑張っていただきたいというふうに思います。 

 続きまして、第２項目めの質問に入らせていただきます。歩行者、自転車専用道

路の管理についてでございますが、もともと道路というのは、昔は歩行者のための

道路でありました。しかし、車社会になりまして、車主体の道路に変革されてまい

りました。特に田舎については、当初は車道中心であって、歩道もなかったという

時代がございましたが、昨今、歩道も相当整備されてまいったということでござい

ますが、その中の部分で、安全管理、管理部分についてちょっとお聞きを申し上げ

たいと、こういうふうに思います。 

 車道については、道路補修等々が行われておりまして、万全ではございませんが、

一定の安全が確保されていると、こういうふうに思っておりますが、一方、弱者で

あります学童、学生、高齢者の方たちが多く利用されます歩行者・自転車専用道路

の管理状況、これはどうなっているんでしょうかという形です。 

 残念ながら、車道と比べて、歩道の方が整備されているかという比較をいたしま

すと、間違いなく僕は歩道、自転車専用道路の管理状態は悪いと、このように見て

おります。皆さん、１回自転車等、あるいは歩行で１回ずっと回って下さい。どの

ような状態であるか。車でだっと回ったら、まあ草が生えているかと、このような

状況ですが、歩いてみますとひどいです。隆起、草が持ち上げて隆起しているとこ

ろ、それが段差、それを放っておくと穴があくんですね、穴があく。それが放置さ

れている。また、特に側面の部分に草が生えて、あれを放置しておきますと、だん

だんだんだん広がってくるんですね、割れてきますから。本当はその前にやらなき

ゃいけないんですが、そういった状況の中で、歩道として使えるのは半分しかない

とか、このような部分、区間もありますし、本当に鬱蒼として、そこからけものが

飛び出してくるんじゃないかなという歩道のところもあります。 

 そのような状態ですが、なっている状態に対してどこが管理して、どのような点

検を行っているのかお聞きをいたしたいというふうに思います。そういった意味で、

歩行者、自転車専用道路の点検はどのように行われているのか、お聞きをいたした
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いというふうに思います。 

 それで、点検が行われて問題ある箇所については、どのような経過を経て保守が

実施されているのかお聞きをいたします。 

 それから、それに関連いたしまして、学校問題として、これは通達というんです

か、出ていますよね。登校に関する、文部次官の方から、登下校に対する安全管理

についてという部分が出ておりますが、その部分についてももちろんやっておられ

ると思うんですが、安全管理については十分されているのですが、今どのような形

でそういった形の安全確認、管理をされているのか、あわせてお聞きをしたいと、

こう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） 歩行者、自転車専用道路の管理の状況についてでございますが、

国道、県道につきましては滋賀県が管理いたしておりまして、年間を通して道路パ

トロールを実施されておられます。また、地域の方々や町からの連絡等により、補

修等が必要な箇所を把握され、対策が必要な箇所については、緊急を要する箇所よ

り順次実施をされております。 

 町道でございますが、町道の歩道、自転車道に限定せず、町道として維持補修の

対応をいたしております。建設計画課職員の日々の業務中に損傷個所を発見する場

合や、地域の皆さんから情報をいただく場合には対処いたしております。また、全

職員に対し、通勤途上や業務中に道路状況などを注視するよう指示をいたしており

ます。それらの情報を得た場合、直ちに現場確認を行い、緊急性、危険性等を判断

し、業者発注を行い、補修を行っているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（今宿綾子君） 皆様、おはようございます。 

 髙橋議員より、通学路の安全確認に関しましてご質問をいただきました。 

 まず、児童生徒の通学路につきましてでございますが、子ども会、保護者会など

で相談して決めていただきました経路が学校に報告されまして、学校におきまして

は、まず小学校におきましては、年度当初に地区担当の教員が集団下校で引率をい

たします。実際に歩きまして、子どもとともに目視で安全確認をしまして、下校指

導をしているところでございます。また、長期休業中などには保護者も一緒に歩い

ていただきましたりしまして、通学路点検をしていただいているというところでご

ざいます。 

 また、気になる箇所がありましたら、ＰＴＡよりまとめられまして報告されまし

たものを、保護者からの情報といたしまして把握集約をしているというところでご

ざいます。 

 中学校におきましても、同じく年度当初に通学路について確認をしまして、安全
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指導の上、教頭や生徒指導主任等が、教職員が下校パトロールをしているというと

ころでございます。同時に、生徒からの情報収集も行っているという状況でござい

ます。 

 また、４月には各学校、町の教育委員会、町の建設計画課、警察署、県土木事業

所、およびおうみ通学路交通アドバイザーが、合同で通学路の危険箇所等の点検を

実施いたしまして、改善方策の検討を行っております。関係機関が連携をいたしま

して、危険箇所の解消に向けて具体的な事業実施に取り組んでいるというところで

ございます。 

 あわせて、年間を通して、各小学校ごとにスクールガードの皆様のご協力をいた

だきまして、地域の多くの皆様の見守りをいただきまして取り組んでいるというと

ころでございます。今年は、工業団地のところの人通りが尐ないというようなご意

見をいただきましたので、団地内の企業に子ども110番の家の設置を今お願いしてい

るというところでございます。子どもたちの安全な通学の確保にご尽力をいろんな

方からいただいているということに、改めて感謝をしながら取り組んでいるという

ところでございます。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

10番（髙橋 渉君） まず、日野町の中において歩道、自転車専用道路が設置された

のは、基本的に、里道もあるかもしれませんが、町道、県道、国道と、このような

形になっているんじゃないかなというふうに思いあります。昨日もあったんですけ

ど、町民の方は、国道、県道、町道は関係ないんですね、使用する側にとって。ど

こが管理しようが、安全で利用できれば一番いいわけでして、そういった意味で、

道路管理者、基本的に法的なものが決まっておりますので、なかなか難しいという

ふうに思います。 

 そういった意味で、実情だけは恐らく捉えられているというふうに思いますが、

日野町における町道、県道、国道の歩道、一般的に言う歩道の設置されている総延

長キロ数、これが分かっていればお聞かせを願いたいというふうに思います。 

 それから、今の現在のところ、県道、国道に関しては、町に連絡があった場合、

基本的に県でしょうけど、県事務所の方に連絡をすると、こういうようなご答弁で

ございましたが、大体何ヵ所ぐらいの部分が県の方に通達されているのかどうかと

いうことが１つと、それから、その最終確認、要請したところに関する確認はどの

ように行われているのかどうか、この辺のところもお聞きをいたしたいというふう

に思います。 

 それから同じようなことなんですけど、学校関係者の方に関しての、委員会等々

をつくってやられて、問題ある箇所に関する確認はされているというふうに思うん

ですが、それの伝達先、どこへ伝達されているのかということですね。最終的に学
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校当局としてその確認をされたのかどうか。誰が確認するようになっているかどう

か、この辺もあわせてお願い申し上げたいと。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） 髙橋議員から再質問いただきました。 

 日野町における町道、国道、県道という、いわゆる道路につきましての歩道の延

長でございますが、町道で約22キロ、県道でございますが約11キロ、国道につきま

しては19キロが歩道としてなっているところでございます。 

 国道、県道の住民さんからの通報等の箇所につきましては、いくつという把握は

しておりませんが、かなりあります。そういうことにつきましては、情報を仕入れ

たときにすぐに県の方に連絡をさせていただいています。また、町の建設計画課の

方で、そのようなことの情報共有を図るということでカルテみたいなのをつくりま

して、どこどこであったということも承知しながら、住民さんからの要望を、担当

がいないときでもすぐに賜るような、そのような体制にしております。 

 また、それ以後の結果ということなんですが、県の対応している職員もおります

ので、その中で、逐一県の維持補修担当との連絡もかなり密にやっておりますので、

そこの中で確認をしているというところでございます。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課長。 

学校教育課長（髙橋正一君） 髙橋議員から、児童生徒の通学路に関しまして、１つ

は安全確認等、先ほど教育長の答弁がございましたが、そういう事業、事務を実施

した後の確認はどうなっているか、そういうご質問、再質問をいただきました。 

 先ほど教育長が申し上げました各学校、教育委員会、建設計画課、それから警察、

土木事務所、および交通アドバイザーが合同で危険箇所を点検するということがこ

こ数年させていただいているところでございますが、基本的には、これにつきまし

てそこで確認をしたことに関して、それぞれの今申し上げました持ち場持ち場の事

務所、教育委員会とか、建設計画課とか、警察とか土木事務所、そういうところが

実施可能な方策を検討して、それを実施すべき行政庁が事業を実施するということ

でございます。 

 具体的には、今年度におきましては、必佐地区の山本地先の湖南サンライズから

の通学路、必佐小学校の通学路のところで、山本地先の中の三叉路があるんですが、

そこが危険であると、そういうことが指摘をされまして、町の建設計画課と公安委

員会の方で協議をさせていただきまして、８月に横断歩道を設置して、歩道ブロッ

クを切り下げてということで事業を実施していただきました。それにつきましては、

事業を実施したことについて、教育委員会の方にもこういうことで今事業ができま

したということで連絡をいただいたと、そういう状況でございまして、他の危険箇

所につきましても、実施可能なものについてはそれぞれの部署で実施をしていくと、
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そういうことで進めているところでございます。 

 また、先ほど教育長の方からございました、それぞれの保護者の方からもそうい

う危険箇所の集約をいただくというところでございまして、ＰＴＡさんからの要望

ということでそれぞれいただいて、これは夏休みに多く集約していただいている部

分があるんですが、それにつきましても町の方で可能な限り対応していくと、そう

いうことで安全確保を図っているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

10番（髙橋 渉君） 今、町当局も、それから教育当局も、通学路を含めて非常に気

を配った形で対応していると、このようなお話でございますが、しかしながら、現

実はどうなんですか。とても僕はいい状態ではない。したがって、こういう質問を

しているということですね。そこに目を向けていただきたいというふうに思います。 

 それから、そういった意味の中で、今答弁いただきましたように、町道が22キロ

ですか、歩道設置部分ですね。それから、県道が11キロ、国道が19キロ。国道と県

道を合わせますと30キロ、町道よりも実は長い延長数が日野町においては歩道とし

て設置されているということですね。直接的な管理者は、これは県であり国である

と、このようなことですね。しかし、現実に利用して、また、日々目を通している

のは日野町民じゃないですか。 

 そういった意味の中で、今、平成19年でございますか、国が指針を出しておりま

す。歩道につきましては、一番よく知っている地元の住民、市町村に管理すること

が望ましい、このような通達を出しております。これは、交通法17条で出しており

ます。そういった意味で見まして、国もそういう形で国道、県道に関しても市町が

見なさいよ、見た方がいいですよという通達を出して、まして、日野町は国道、県

道の方が実際長いわけですね。そういった意味の中で、すぐできるかどうかは別に

して、いろんな問題もあるでしょう。しかし、これを検討することもやっぱり必要

じゃないかなと、今現状を見ていますと。そういった一応意味で、ひとつお聞きを

いたしたいというふうに思います。 

 ひとつ教育委員会の方さんについても、最後までどうなっているのか。特に大き

なところに関してはそういった、今言いましたように、改修等々が必要になってく

るでしょうが、日々通っておられるのに関しまして、僕が見ていますと、あそこは

もう半分ぐらいしか、もう草が生えて、実は通れないとかいうところもありますし、

陥没してというところもあります。そういったところに、小さなところの部分につ

いても目を通してやって、要望を聞いてやっていただいて、早期に簡単な部分でも

いいですから直してやっていただきたいなと、こういうふうに思います。建設計画

課長、これについてはお聞きをいたしますので。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 
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建設計画課長（望主昭久君） 髙橋議員の方から再々質問を頂戴いたしました。 

 確かに町民の方につきましては、国道、県道、町道の区分も分からず、その辺は

関係なく安全な道路として利用することが一番大事ですので、その辺のことの要求

かと思います。 

 19年の道路法改正では、そのような趣旨ということも説明をしていただいたとお

りなんでございますが、管理につきましては、基本的には道路をつくった管理者が

いるわけでございます。その中で、言っていただきました法の17条の３項につきま

しては特例という形であるかと思います。県下の状況、県の方にも一回、そのよう

な県下の状況等を踏まえた中で、また、県ともども相談なり検討させて、調査させ

ていただきたいというふうに考えます。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

10番（髙橋 渉君） 質問はいたしませんが、弱者に、歩道というのは、弱者を守る

という形の観点からも、安全な道路を維持するということが我々の責務じゃないか

なというふうに思います。 

 また、環境面からも、国道、県道、特に日野町の方だけでなくて、市外の方、い

ろんな形の方が通られるわけで、日野町について歩道は特に目立ちますので、そう

いった意味で、国道、県道で目立ちますので、そういったことでの環境面について

も考える必要があるんじゃないかなというふうに思います。 

 そういった意味で、管理密度を上げる、管理速度を早くする、そういった意味の

中で、道交法の17条の改正も１つ検討する必要があるんじゃないかなと思いますの

で、ひとつよろしくお願い申し上げまして終わらせていただきます。 

議長（杉浦和人君） ここで暫時休憩をいたします。再開は11時05分から再開いたし

ます。 

－休憩 １０時５１分－ 

－再開 １１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、一般質問を行います。 

 ６番、中西佳子君。 

６番（中西佳子君） それでは、通告書に従い、質問をさせていただきます。 

 まず最初に、健康づくり計画についてお伺いいたします。 

 我が国において尐子高齢化や疾病構造の変化が進む中で、生活習慣および社会環

境の改善を通じて、子どもから高齢者まで、全ての国民がともに支えあいながら希

望や生きがいを持ち、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会を実現し、国民の

健康増進を図るための基本的な方針、21世紀における第２次国民健康づくり運動を

厚生労働省では推進をされています。厚労省によると、日本人の健康寿命は、2013
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年で男性71.19歳、女性74.21歳、同じ年の平均寿命に対し、男性は約９年、女性は

約12年の開きがあると言われています。国民生活基礎調査から、介護が必要となっ

た原因を見ると、関節疾患や骨折、転倒、脊髄損傷などの運動器障がいが要支援者

の37.7パーセント、要介護者の19.9パーセントとなっており、適度な運動を促すこ

とが重要と言えます。 

 滋賀県では、健康いきいき21‐健康しが推進プランなど、健康増進計画が策定さ

れています。その中で、高齢者の運動器の健康維持の重要性についての啓発の中で、

ロコモティブシンドロームの啓発があります。日野町でも広報ひの９月号で紹介さ

れておりましたが、滋賀県健康医療課主催、村五１区長寿会、健康のための健康づ

くり教室が開催をされ、ロコモティブシンドロームとは運動器症候群のことですが、

ロコモについて学び、実際に体を動かし、トレーニング方法を学ばれました。 

 また、町では、地域福祉・健康づくり・食育計画を策定されています。計画の策

定にあたり行われたアンケート結果から、運動習慣について、日ごろから健康増進

のため、意欲的に運動をしていますかとの問いに、していないが38.1パーセントで

最も高い比率ですが、平成16年度の結果より１割程度減尐しており、運動する人が

確実に増えているというふうになっていました。また、どのような運動をしている

のかとの問いには、ウォーキングが46.5パーセントでトップとなっています。 

 現在も、運動習慣への意識は年々上がっているというふうに思います。町では、

町民の健康維持増進を図ることを目標に、さまざまな取り組みが進められておりま

す。 

 そこで何点かお伺いいたします。 

 １点目は、健康づくりなどの計画は、平成23年度から平成27年度となっておりま

す。計画の進行管理として進捗状況と状況を点検し、必要に応じて新たな提案があ

ったのかをお伺いいたします。 

 ２点目は、本年は計画最終年であり、新たな計画策定を実施されるというふうに

思いますが、計画策定状況をお伺いいたします。 

 ３点目は、健康づくり、生活習慣病の予防や体力づくりのためには運動習慣の定

着が大切であり、先のアンケートでは、特にウォーキングはどの年代でも多くの方

が取り組んでおられます。運動の頻度では、ほとんど毎日と週３、４回程度の合計

は、男女とも65歳から74歳が一番多くなっていました。健康づくりの意識がとても

高い年代と考えます。 

 そこで、高齢者も使える健康遊具を公園に設置し、気軽に運動できる場所にして

はどうかと考えます。体に負担をかけず背筋を伸ばせるベンチや、足を伸ばして柔

軟性を上げる器具などの健康遊具があると聞きます。これまでの公園の遊具は子ど

も向けの遊具でしたが、今後ますます進む高齢化社会の中で、ウォーキングの実践
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とともに公園で大人が軽い運動ができる健康遊具は、運動習慣づくりに役立つとい

うふうに考えます。町の考えをお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） ６番、中西佳子君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 地域福祉・健康づくり・食育計画に関するご質問をいただきま

した。 

 健康づくり計画では、栄養・食生活の改善・充実、身体活動・運動の啓発など、

９項目の目標を設け、平成23年度から５年計画で、各地区の健康推進員さんを中心

に、栄養や食生活の改善、ウォーキング事業などに取り組み、啓発を行い、おおむ

ね計画どおり実施をしてまいりました。 

 計画の進捗や点検については、住民課や福祉課の担当職員だけではなく、国保連

合会や東近江保健所の保健師や管理栄養士で日野町健康づくり事業検討会議などを

開催し、健康課題の解決に向けて進めております。 

 新しい取り組みといたしましては、昨日９月14日から、町内保育園、幼稚園の５

歳児へのフッ化物洗口も始めさせていただきました。また、健康づくりには食は欠

かせないものとして、離乳食の時期からの食を大切にするため、今日から始める離

乳食として、月１回、離乳食教室を実施しております。 

 次に、来年度から５年間の新計画の策定に係る進捗状況でございますが、本年２

月に、町内在住の20歳以上の2,500名を対象に、計画づくりの基礎資料とするため、

55項目からなる住民アンケートを実施させていただいており、地域福祉と健康づく

り、食育の２つの部会を設け、集計結果の分析を加えながら年内に素案を取りまと

め、来年２月末をめどに計画策定を進めてまいります。 

 次に、運動習慣の定着という観点から、健康遊具の設置についてでございますが、

町では生活習慣病予防として、おたっしゃ教室での運動指導や、さわやかウォーキ

ングを実施しております。また、各地区公民館でもウォーキング事業が実施され、

多くの方が参加をされておられます。さまざまな事業に参加いただき、気軽に運動

していただくことで運動習慣が定着していければと考えております。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

６番（中西佳子君） それでは、再質問をさせていただきます。 

 まず１点目は、日野町健康づくり事業検討会議などを開催して、健康課題の解決

に向けての検討をされているというご回答でございましたが、日野町の健康の課題

というものは何なのでしょうか。教えていただきたいと思います。 

 また、反面、取り組んでこられて、向上や、また改善があった部分というのは何

なのかということをお尋ねしたいと思います。 

 ２点目は、２つの部会で検討されている、またアンケートもとられているという

ことでございますが、計画の策定にあたり、前回は策定委員会というものを設置さ
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れておりましたが、今回はどのようにされるのかということをお尋ねしたいと思い

ます。 

 ３点目は、ウォーキング事業を中心に行っていくというようなご答弁であったか

というふうには思うんですが、健康遊具についてはどのようにお考えなのか、もう

一度お聞きしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 中西議員の方から再質問ということで、健康づくり事業検

討会議などでの検討課題はということでございました。 

 この会議の中で、会議を進めていく中では、日野の方では脳血管疾患ということ

で、脳梗塞ですとか、そういうことの病気が多いということが分かりまして、それ

に対する対策としては、やはり先ほどからも中西議員おっしゃっていただいていま

すように、食と運動、それから、生活習慣をきちんとするということが大事である

ということで、各町の方から、住民の方から要請がありました健康づくり講座につ

きまして、そういう形で、先ほども村五の方で運動の指導を受けられたということ

をおっしゃっていただいたんですけれども、健康づくりの講座の中では、そういう

疾患が多いということで、生活習慣で塩分のとり過ぎに気をつけようということと、

それから、運動を習慣的にしましょうということを健康づくり講座の中で中心に添

えるように、今までの健康づくり講座の中身を変えていったということが成果の中

ではあるかなと思います。 

 それと、先ほども町長の答弁の中にあったんでございますけれども、いろんな生

活習慣病の中でも、歯の方の、口腔の健康が大事ということがありまして、また、

子どものころからそのことにつきましては虫歯予防が大事だということで、この９

月14日からフッ化物洗口を始めさせていただいたということも成果ではないかなと

いうふうに思っております。 

 また、食の大切さということでは、本当に離乳食の時期から、食に関しまして、

離乳食で濃い味を覚えてしまいますと、一生濃い味ということになります。濃い味

ということには塩分が高かったり、糖分が多かったりということになりますので、

その辺の食をきちんと小さいうちからとってもらおうということで、離乳食を月１

回、離乳食教室を実施させていただいたところでございます。これに関しましては、

月１回ということになりますと、その対象者の方が年間で180人ほどお生まれになり

ますけれども、その月生まれの方ということになりますと、10人とかちょっと、10

人そこそこの方になるんですけれども、月齢が違って、その月生まれということだ

けではございませんので、大体亓、六組から七組ぐらい毎回来ていただいていまし

て、本当にその日から離乳食を始めるということでは、お母さんや子どもたちにと

ってよかったのではないかなというふうに思っています。 
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 それから、２番目の策定委員会についてでございますが、今回の計画につきまし

ても、策定委員会の中でその計画について話をしていただこうと思っております。

アンケートの集計の結果とかを踏まえまして策定委員会を実施する予定をしておっ

たんですけれども、開会の実施が遅れまして、９月４日に第１回目を開催いたしま

した。先ほどの計画をどういうふうに進めていくかという中で、今年度末には素案

を取りまとめていきたいというふうなこともございましたので、早速第２回目の部

会ということで、９月中に健康づくりの部会の方で第２回目を開催していただきま

して、また、この週末には、地域福祉計画の方の部会の方を開催していただく予定

をしております。委員の皆様にとってはタイトなスケジュールになるんでございま

すけれども、そこのところご理解いただきまして、会議の方を詰めて、策定に向か

っていきたいと思っております。 

 それから、健康遊具についてでございますが、県下の中でも、水口のスポーツの

森ですとか、ほかにも守山の方の児童公園ですとか、そういうところに健康遊具が

設置されているということは聞いてございます。ご提案の、健康遊具の公園設置と

いうことでございますけれども、先ほども言いましたけれども、健康づくり、生活

習慣予防というのは身近なところで習慣的に行われる方がいいなというふうに思っ

ておりますので、町の大きな公園というよりは、地域のちょっとあります遊園地、

そういうところとか、地域の方とかご協議いただきまして、そういうところにそう

いうものが設置されるというのがいいのかなというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

６番（中西佳子君） それでは、再々質問をさせていただきます。 

 部会というお話がありまして、またもう１回検討されるということでございまし

たが、このメンバーの中には住民も入っているのでしょうか。住民の声を入れると

いう意味で、どのようなメンバーなのかということをもう尐しご説明をいただきた

いというふうに思います。 

 また、健康遊具についてでございますが、夏休みなんかはラジオ体操が行われて

おりまして、各地域でも本当に子どもたちとともに高齢者の方とか中高年の方が混

ざって、本当に熱心に進められておりまして、大変ほほ笑ましいなというふうに見

ておりました。健康遊具を公園に設置することによりまして、世代間を問わずに公

園を利用することができる、コミュニティーの場というふうになるのではないかと

いうふうに私は考えるのですが、その点についてもう一度お願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 策定委員会のメンバーについてでございますが、自治会の

区長代表さんの方、それから地区社協の代表の方、ボランティアの代表の方、民生

委員児童委員の代表の方、それから、学識経験者として大学の教授の方お二人と、
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それから、大きな視野でということで、これは地域福祉計画もございますので、県

の社会福祉協議会の方、それから、健康ということでは東近江の保健所の方、それ

から、どういう状況のときにもということで、障がい者の代表として身体障がい者

の更生会の代表の方、ひのたに園の代表の方、それから小児科医の相坂医院さんと、

それから歯科医の輪田歯科医師さんと、それから薬剤ということで、薬剤薬局の代

表の方、それから、社会教育とかそういうことの観点からということで、公民館か

らの代表ということでお二人、それと、先ほどもありましたけれども、健康推進委

員さんの代表の方、老人クラブ連合会の代表の方ということで、さまざまな住民の

方も含めまして、視点から、その計画についてご議論いただければなと思っておる

ところでございます。 

 それから、健康遊具についてでございますけれども、議員おっしゃっていただき

ますように、そういう遊具を近くに設置、遊園地などに設置いただくことというの

は、非常に交流ということもいいかと思いますけれども、先ほども言いましたけれ

ども、大きな場所ということよりも、身近なところでそういう設置がされるといい

なと思いますので、地域などにおいてご議論いただきまして、遊具の設置等につき

ましてはご議論いただければなというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

６番（中西佳子君） 誰もが健康でありたいということは望んでいるものなんですけ

れども、時間の制約とか、また、きっかけがなかったりということで時間が過ぎて

いっているのではないかなという現状ではないかと思っております。 

 医療費とか介護費が増大する中で、運動のきっかけづくりとか食育など、健康づ

くりへの取り組みということは大変重要であるというふうに考えておりますので、

今後ともまた健康づくりの策定、ならびに運動習慣の啓発をまたお願いしたいとい

うふうに思います。 

 それでは、次の質問に移らせていただきます。 

 次に、国の財政や年金など、将来に不安を感じている若者が多いというふうに思

っております。人口減尐が課題となっている中、地域や社会に対して、若者の意欲

や関心を高めるとともに、若者の声が反映される社会とならなければいけないとい

うふうに考えます。 

 本年６月19日に、選挙権年齢を18歳以上とする改正公職選挙法が公布され、１年

後に施行となります。今回の改正を受けて、国政選挙では来年夏の参議院から実現

する見通しといわれています。国では、18歳、19歳の未成年者、約240万人が新たに

有権者になるようです。日本で選挙権年齢が変更されるのは、1945年に25歳以上の

男子から現在の20歳以上の男女となって以来、70年ぶりの法改正となりました。未

来を担う若者の声を政治に反映させていくことが期待されますが、社会や地域の課
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題を自分の問題と捉えて、主体的にかかわるようにする主権者教育が重要となって

まいります。 

 先の６月定例会において、蒲生議員が、子ども議会の開催と主権者の自覚教育に

ついて一般質問をされています。その中で、町長は、若者の政治への参加、そして、

意見表明をはじめとして、この18歳選挙権が通ることによって政治的感覚が広がる

というのは大変好ましいことなのではないかと思っているとのご答弁がございまし

た。若者の政治参加への意識を高めるとともに、未来を見据えた政策で若者の活躍

推進ができる社会となることが求められているのではないでしょうか。 

 そこで、何点かお伺いいたします。 

 １点目は、日野町の来年18歳、19歳、新有権者は何名ぐらいになるのかお伺いい

たします。 

 ２点目は、18歳選挙権成立に伴い、町民や新有権者に対する啓発や周知が必要と

考えますが、町のお考えをお伺いいたします。 

 ３点目は、我が国の主権者教育は18歳選挙権が定着している欧米諸国に比べて遅

れていると言われています。今回の改正に基づき、中立性を保ちながら主権者教育

の充実が望まれます。初めて選挙を経験する高校生などの未成年者のために、政治

活動などのガイドラインの作成など、教育委員会のお考えをお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 選挙権年齢の引き下げについてでございますが、公職選挙法等

の一部を改正する法律の公布日であります平成27年６月19日から起算して、１年を

経過した日から施行され、その施行日後に初めて行われる衆議院議員総選挙または

参議院議員通常選挙の公示日以降にその期日が公示または告示される選挙から適用

されることとなっております。 

 質問いただきました選挙権年齢の引き下げにより、新たに有権者となる人数でご

ざいますが、平成27年４月１日現在の住民基本台帳によりますと、来年度に18歳を

迎える学年は、日野町では210人、また、19歳を迎える学年は216人となっておりま

して、その合計は426人でございます。 

 次に、新有権者に関する啓発につきましては、滋賀県選挙管理委員会と連携しな

がら取り組みを進めてまいりたいと考えております。滋賀県選挙管理委員会では、

平成17年度より毎年20歳の選挙権年齢の付与に関する啓発を目的として、高校３年

生を対象に、選挙に関するアンケートを実施されていましたが、平成27年度からは

選挙権年齢の引き下げに伴い、アンケートの対象者を来年度に18歳を迎える高校２

年生に引き下げ、現在アンケートを通じて県下の高校生に対して啓発が行われてお

ります。また、滋賀県選挙管理委員会では、県内の小中学生を対象に、選挙に関す

る出前講座等にも取り組まれております。 
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 町としましても、こうした取り組みと連携協力しながら啓発を進めてまいりたい

と考えております。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（今宿綾子君） 中西議員のご質問でございますが、高校生などの未成年に対

する選挙啓発等に関しましてでございますが、現在、町内の小中学校におきまして

は、学習指導要領によりまして、社会科の公民的分野におきまして、小学校６年生

では地方自治に関すること、また、中学校３年生では民主政治と政治参加等につい

ての学習において、我が国の政治の働きについて調査をしたり、また、資料を活用

したりして調べたり、国民主権と関連づけながら、政治は国民生活の安定と向上を

図るために大切な働きをしているということ、現在の我が国の民主政治は日本国憲

法の基本的な考えに基づいていることを考えるように学習を行っているところでご

ざいます。 

 また、若者が意欲や関心を持って、地域や社会に対して主権者としての自覚を高

める、養うためにはということにつきましては、小中学校の段階におきましては、

子ども自身が学校や地域での生活をよりよくするために、学習をもとにして生活上

の諸問題を発見したり解決したり、諸課題を準備したりして、主体的に参加、参画

するということを通して、子どもの学びを大事にしようということを考えていると

ころでございます。 

 ご質問いただきました、高校生などの未成年に向けての選挙啓発に関しましては、

町の教育委員会が独自にガイドライン等の資料を作成するということは現在は考え

ておりませんけれども、国におきましては、文部科学省と総務省が連携しまして、

高校生向けの政治や選挙に関する副教材が作成されておりまして、また各学校での

学習に活用されるというふうに聞いているところでございます。 

 町の教育委員会としましては、町選挙管理委員会とも連携した中で、今後もこれ

ら子どもの主権者教育にあたっていきたい、進め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） 中西佳子君。 

６番（中西佳子君） 再質問をさせていただきます。 

 滋賀県選挙管理委員会では、県内の小中学生を対象に、選挙に関する出前講座と

いうものに取り組まれているというご答弁がございましたが、出前講座についても

う尐し詳しくご説明いただきたいと思うんですが、県内の小中学生ということです

ので、日野町にも出前講座を要請すれば来ていただけるのか。また、そういう要請

をするように考えておられるのかというところをお伺いしたいと思います。 

 また、主権者教育の充実に今後も取り組まれるということでございますけれども、

この法改正で主権者教育ということが大変重要になってくるわけですが、時間的に
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増えていくとか、また、このように取り組んでいきたいということがありましたら

教えていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） ただいま、中西議員から再質問を頂戴いたしました。 

 県選管の出前講座の関係でございますが、県の選管では、年に10校から20校ぐら

いの小中学校を対象にした出前講座をされているというふうに伺っております。内

容につきましては、その学校ともご相談ということになると思いますが、実施をさ

れますことになりますと、町の方も協力をさせていただきながら、投票箱なり記載

台も提供させていただきながら、ともにさせていただくということになるのかなと

いうふうに思ってございます。現在のところ、日野町内の小中学校での実施はまだ

されておられないというような状況でございます。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課参事。 

学校教育課参事（安田寛次君） 中西議員から再質問いただきました。 

 今も答弁ありました出前の講座ですが、今答弁がありましたとおり、町内の学校

ではまだそういった講座は持たれておりませんが、県教委の生涯学習課の方で学校

支援メニューというのがありまして、そちらの方にも登録をされている内容でござ

いますので、各学校にはこういったメニューがあるよということについては周知を

しているところでございます。 

 主権者教育にかかわって、町としてはガイドラインを作成するというところには

至っていませんけれども、先ほどずっと教育長の方から答弁がありましたとおり、

18歳以上の選挙権が拡大するということにかかわって、高校生だけでなく、中学生

の段階から関心を持って、基礎的なものを学ぶ必要があるというふうなことを感じ

ています。例えば、教科書の記載だけではなくて、いろんな自治問題がありますの

で、そういった問題を取り上げて日ごろの授業の中で議論したり、あるいは、新聞

を活用していろんな授業を構築したり、今年から各教室に子ども新聞を購読してい

ただくことになりました。そういった新聞の内容も活用して、授業で役立てていく

というふうなことを実践しているところでございます。 

 また、ある学校では、自治問題のいろんな記事を宿題で取り上げて、そのことに

ついても自分のコメントを書くということの実践を通して、書く力の向上につなげ

るというふうなことの課題を出してもらっている教室もあります。 

 今、本当に子どもたちに求められている力として、いろんな地域社会の問題を自

分の課題として捉えて、考えて、判断し、さらに主体的に行動していくというふう

なことが本当に求められている力ではないかなというふうなことを感じますので、

今後もそういった実践を大切にしていきたいなというようなことを思います。 

 県の方でありました、先ほどありました出前の講座、あるいは、いろんな問題に
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ついて子どもたち自身がディベートをしたり、プレゼンテーションの力を高めたり

というふうなことも非常に重要な実践やと思いますし、特別活動において、学級会

だとか児童会、生徒会の活動において、自由闊達に子どもたちが議論し合うという

ふうな実践も今後大事にしていきたいなというふうなことを思います。 

 高校の方では、県の選挙管理委員会の方で、７月にアンケートが行われました。

高校２年生を対象に、県内全部の高校２年生、１万4,500人を対象にアンケートをさ

れたところでございます。そのアンケートに答えることによって、選挙の内容につ

いて学習するというふうなことも同時にできるというふうな内容であったというこ

とも聞いておるところでございます。高校のそういった学習につながるような中学

校の公民教育のあり方ということについても、今後いろいろと勉強していきたいと

いうふうなことを思っています。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） すいません、先ほど出前講座、県選管の出前講座のお話を

させていただきましたが、出前講座ではなしに、町内の小中学校等で選挙に関しま

して学習なりされる場で、町の選管の方に投票箱の提供等ありましたらお貸しをし

ているという状況もございますので、申し添えておきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

６番（中西佳子君） 再質問ではありませんが、最後に、私たちもしっかりと若者の

声を聞き、若者が生き生きと活躍できる環境をつくっていかなければならないとい

うふうに思っているところでございます。 

 地方創生の鍵となる子どもたちや若者支援をさらに充実していただけることを望

みまして、質問を終わらせていただきます。 

議長（杉浦和人君） ここで暫時休憩をいたします。再開は13時00分から再開いたし

ます。 

－休憩 １１時３９分－ 

－再開 １３時０１分－ 

議長（杉浦和人君） それでは再開いたします。 

 休憩前に引き続き、一般質問を許可いたします。 

 ８番、蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） それでは、一般質問通告に基づきまして、今日までと同様にお

伺いします。分割方式にて質問を行させていただきます。 

 本題に入ります前に、前回６月定例会での私の一般質問、１問目、子ども議会の

開催と主権者の自覚教育についてと、２問目、職員の接遇向上と懲戒処分について

のその後の状況につきまして、尐々述べることとさせていただきます。 

 子ども議会の開催につきましては、今日までの一般質問の中において、質問後の
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住民の反応といいますか、私へのサポート、問い合わせが最も多かった質問の１つ

となりました。なぜ町長、教育長は実施をされようとされないのか、子ども議会の

開催を望みます等々、中には、学校教育に直接かかわられた教育関係者から、地域

情報新聞「ヒノメイト紙」を読まれて、「町長も教育長も消極的やな、なんでやねん。

もっと前向きに捉えたらよいのに。開催の方法、やり方はいくらでもあります。例

えば、規模の大きい学校は１校で、規模の小さな学校は、数校が一緒になっての開

催とする。今年は日野小学校、来年は必佐小学校、再来年は桜谷、西大路、南比都

佐の３小学校が一緒になってというように順番に開催するとか、いろいろと考えら

れます」とのご意見をいただきました。また参考にしていただければ幸いと存じま

す。 

 次に、職員の接遇向上と懲戒処分につきまして、６月定例会での私の一般質問以

降、窓口担当課であります住民課をはじめ、２階の事業課、２階へ上がればすぐ中

五さんにこんにちはという元気な声をいつもかけてもらっておりますし、３階の事

業課でもおはようございます、こんにちはと、はきはきとした元気な声で挨拶を受

けるようになりました。以前と比べて、格段によくなりました。この点は評価する

ものであります。今後もこの姿勢を続けて下さるよう望むところであります。 

 また、職員の住民対応も向上してきております。８月10日、月曜日で図書館が休

館日でありましたので調べることができないため、保健センターへ出向き、野菜嫌

いの子どもに食べさせる料理の工夫が載ってあるパンフレットがありますかと問わ

れた女性に対しまして、親切に調べ、掲載されてある箇所をコピーしたものを下さ

れたとのこと。この対応を私は大いに評価するものであります。今後も住民に寄り

添った対応をお願いいたします。 

 また、７月に住民課、住民担当係においてちょっとした取り扱いミスがあったの

ですが、その後の対応が住民課長、住民担当ともに速やかで丁寧でありました。そ

して、何よりも驚きましたのは、このちょっとした取り扱いミスが総務政策主監、

副町長、町長にまで報告されており、問題の共有化が図られていた点であります。

この姿勢でおられれば、今後ミスが減尐していくことになると思われますので、今

後もこの姿勢を続けられることを望むところであります。 

 なぜこのようなことを申し述べたかといいますと、先日、近江日野郵便局に行き

ました。いつものように受付番号を取りました。午後２時過ぎで、珍しくお客さん

が１人もおられませんでした。５分たっても呼ばれませんでした。窓口の職員は、

他の職員とおしゃべりを続けておられました。そこで、窓口の方に声をかけました。

すると、慌てたような対応をされました。このような窓口対応ではだめですね。こ

のような職場の上司も上司であると思います。 

 また、このことの以前にも、近江日野郵便局の窓口で、受付番号を呼ばれ窓口に
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行きましたら、そこに別のお客さんが来られました。そうしたら、そのお客さんの

対応をされ、私はほってけぼり。横の窓口で次の番号の方が、また横の窓口で続い

て次の番号の方が呼ばれました。さすがに私も怒りがこみ上げ、窓口に注意いたし

ました。家に帰ってからも窓口対応に納得がいかず、郵便局の上司に電話をいたし

ました。しかし、のれんに腕押し、ぬかにくぎでありました。上司への報告がなさ

れていない、問題の共有化が図られていない、これではだめなところでございます。

日野町役場の窓口はこのような窓口でなく、安心をいたしたところでございます。 

 前置きがいつもより大分長くなってしまいました。前置きはこの辺までにいたし

まして、それでは、まず第１問目の質問、氏郷まつりと氏郷音頭についてお伺いを

いたします。 

 ８月１日に開催されました氏郷まつり「夏の陣」2015は、若者や家族連れ等、１

万2,000人もの多くの方で、今年も大いににぎわいました。また、10月24日、25日に

開催される氏郷まつり「楽市楽座」2015も、盛大な開催となることでしょう。イベ

ント実行委員会事務局の皆さん、ご苦労さまでございます。 

 この夏のイベントは、私が産業課商工労働係長でありました昭和62年に、担当者

でありました福永 豊さんの斬新な発想により、８月14日の火ふり祭に夏の虫干し

をされる曳山を結びつけて、火ふり曳山夜まつりとして始まり、いろいろな問題か

ら平成６年から８月の第１土曜日の開催となり、平成６年は８月６日にサマーフェ

スタinひの‘94として開催され、その後、サマーフェスタinひのの名称の前に氏郷

まつり「夏の陣」の名称がつけられるようになり、その後、サマーフェスタinひの

の名称がなくなり、今日の氏郷まつり「夏の陣」となりました。もうすっかり日野

町の夏の最大のイベントとして定着をいたしました。この種をまかれた福永 豊さ

んの功績を覚えておいていただきたいと思います。 

 秋のイベントは、昭和57年12月４日に第１回日野町産業フェアとして始まり、最

初は農林部分が中心でありました。その後、商工観光部分が充実し、工業団地への

進出企業にもご参加いただき、今日の参加の形となりました。開催日につきまして

は、当初は日野菜の育つ時期ということで、11月末から12月初めの初冬でありまし

た。木枯らしの吹く年もあり、また、日野菜の生産を早めることができるようにな

り、徐々に開催日が早まり、今日の秋の好季節の時期となりました。昭和の時代に

は、木枯らしを避けるため、また、工業団地への進出企業の企業紹介を兼ねて、大

谷体育館で開催されたこともありました。今日では、日野町の農林、商工、観光を

一堂に集めた、30年以上も続く、日野町の１年で最も最大のイベントに成長をいた

しました。 

 核心に入ります。 

 この日野町の２大イベントについて、７月に蒲生氏郷公顕彰会の会費をいただき
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に会員さん宅を訪れましたとき、会員さんより、氏郷まつりといわれるのに、なぜ

氏郷音頭を踊られないのか。江州音頭踊りの前か、特設ステージショーのときに踊

られるようにすべきではないか。町に進言してほしいと言われました。 

 蒲生氏郷公顕彰会に対しましては、８月26日の理事会におきまして、このことを

申し述べました。どう誤解なされたのか、日野観光協会にさせるのはかわいそうと

言われる方が１名おられましたが、他の理事の方々にはご理解をいただき、イベン

ト実行委員会で行うべきということになり、イベント実行委員である顕彰会の金子

副会長が、実行委員会でこのことを申し述べられることとなりました。日野観光協

会に対しましては、９月１日に藤澤一浩さんを事務所に訪ね、このことを申し述べ

ております。 

 そこで、イベント実行委員会事務局である日野町の長である町長にお伺いをいた

します。 

 第１点目、氏郷まつり「夏の陣」においては大抽選の陣の前に、氏郷まつり「楽

市楽座」においては千両箱大抽選の前に、氏郷まつりのメーンイベントの１つとし

て、氏郷音頭をステージで、日本舞踊の方々、かたばみ会等の方に30分間程度踊っ

ていただくとともに、踊り方を教えてもらってはどうでしょうか。 

 第２点目、氏郷まつり「夏の陣」、氏郷まつり「楽市楽座」の開会セレモニー、閉

会セレモニーのバックグラウンドミュージック、ＢＧＭとして、氏郷音頭のカラオ

ケを流されてはどうでしょうか。 

 第３点目、日野観光協会の喫茶コーナーや展示コーナーのＢＧＭとして、氏郷音

頭を常時流されてはどうでしょうか。このことにつきましては、既に観光協会の藤

澤さんに申し入れをいたしておりますが、観光協会を指導されている町にもお伺い

いたします。 

 第４点目、氏郷音頭の歌詞の４番に、「はるか松阪 若松かけて」とあります。松

阪市、会津若松市に氏郷音頭を紹介されるとともに、両市との交流時には氏郷音頭

を歌われてはどうでしょうか。 

 以上４点について、再質問や再々質問をする必要のない、誰もが納得できる分か

りやすい答弁をいただくよう求めまして、第１問目の質問といたします。 

議長（杉浦和人君） ８番、蒲生行正君の質問に対する町長の答弁を求めます。 

町長（藤澤直広君） 蒲生議員から、氏郷まつりと氏郷音頭の活用についてのご質問

をいただきました。 

 また、冒頭、役場職員の対応についても一定、評価をいただく発言をいただき、

引き続きそうした町民の皆さんに親切で細やかな配慮ができる役場づくりを続けて

まいりたいと、このように思ったところでございます。 

 さて、氏郷音頭は、日野が生んだ童謡作家、細川雄太郎さんが作詞され、中島昭
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二さん作曲によるものでございます。氏郷まつりでの氏郷音頭の披露につきまして

は、平成24年度までは秋の氏郷まつり「楽市楽座」において、蒲生氏郷公顕彰会の

ご協力で、日本舞踊のかたばみ会さんにステージにて音頭を踊っていただき、町民

の皆さんにもご披露いただいたところでございます。昨年度はご都合が合わず、出

演をいただけませんでしたが、過日、今年は出演をとのお返事をいただいておりま

す。どのような形で踊っていただくのか、指導していただくのかなどの状況につき

ましては、イベント実行委員会においてご議論いただき、検討をしていただく必要

があると、このように思っております。 

 次に、氏郷まつりの開会、閉会セレモニーや、まちかど感応館でのＢＧＭの利用

についてご提案をいただきました。この件につきましても、それぞれイベント実行

委員会や日野観光協会に提案をしながら、活用策を一緒に協議させていただければ

と思っております。 

 次に、氏郷音頭の４番に「はるか松阪 若松かけて 日野の情けが いついつま

でも」と歌詞がございます。松阪市、会津若松市との交流にも活用をとのご提案で

ございますが、当面、９月23日には会津若松市の会津まつりに町の方などからも参

加をさせていただくことになりますので、両市の関係者ともお出会いをいたします

ので、そうした関係者の皆さんと相談しながら、氏郷音頭のまずは紹介をさせてい

ただければと、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） それでは、再問を行わせていただきます。 

 私の提案に対しまして、今回は珍しく前向きな回答をいただけたかなと、こうい

うふうに思っております。 

 平成24年３月議会で、観光行政と町おこし、がもにゃんの活用についての一般質

問を行ったとき、今日もつけておりますがもにゃんのピンバッジをつけて行いまし

た。また、平成25年12月議会ならびに平成26年９月議会で、第79回国民体育大会に

ついての一般質問を行ったときには、東京オリンピックの招致バッジをつけて行い

ました。私は、今日は胸に、氏郷まつりと氏郷音頭についての質問を行うにあたり、

町長が６月25日の日につけておられました、日野記念病院が制作されました乳がん

撲滅運動のピンクリボンとがもにゃんをコラボしたピンバッジをつけてまいりまし

た。 

 氏郷まつり「夏の陣」と氏郷まつり「楽市楽座」のときには、スタッフの皆さん

にはがもにゃんのピンバッジをつけていただきたいと考えますが、いかがでしょう

か。１つ目としてお伺いをいたします。 

 日野町を代表する歌といえば、日野小唄と氏郷音頭ではないでしょうか。この日

野町を代表する２つの歌の作詞者は、ともに郷土が生んだ作詞家細川雄太郎さんで
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あります。また、ともに日野観光協会の手でつくられております。日野小唄は昭和

31年に、氏郷音頭は昭和63年４月30日の蒲生氏郷公銅像完成記念としてつくられて

おります。また、氏郷音頭の振りつけは、昭和63年の１月から２月にかけて、日本

舞踊の舞踊家の若柳さんの手によりでき上がっておりまして、これも私が商工労働

係長でありました昭和62年度に、これまた担当者でありました福永 豊さんと、日

野観光協会の藤澤一浩さんの実績によりでき上がっているものであります。このお

二人の実績を無にしてはいけないところでございます。日野小唄は、日野町スポー

ツ推進委員会により、健康体操として毎年スポーツ天国の日の大会セレモニーで披

露をされております。彦根市の夏の総踊りは、江州音頭ではなく彦根ばやしであり

ます。 

 先ほどの回答に、氏郷まつり「夏の陣」においての回答が抜けております。私が

地元の方から受けました要望の第１は、氏郷まつり「夏の陣」における氏郷音頭の

採用であります。再度この点を２つ目としてお伺いいたします。 

 以上、第１問目の再問といたします。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） ただいま蒲生議員の方から、まず、がもにゃんのピ

ンバッジをスタッフがつけてはどうかというご提案をいただきました。 

 ピンバッジの方が残りが尐なくなってきておりますので、その辺の在庫やらも見

ながらまた考えていきたいなと思っておりますし、そういう形でがもにゃんを宣伝

していくということは必要なことかなというふうに思っておりますので、今後、イ

ベント実行委員会の方にもご提案の方をさせていただきたいなというふうに考えま

す。 

 「夏の陣」での氏郷音頭の披露につきましても、先ほど、「楽市楽座」の方ではス

テージの方で踊っていただいておりますので、そういう時間がとれればやっていき

たいなと思うんですが、「夏の陣」につきましては、ずっと伝統的に江州音頭を踊る

というのが通例になっておりますので、その辺、またイベント実行委員会と協議し

ていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） 私は、別に江州音頭のかわりに氏郷音頭をせよと、こういうふ

うに申し上げているのではございませんので、最初も申し上げましたように、大抽

選の陣の前に尐し氏郷音頭を紹介し、踊られ、また、踊り方を秋のときと同じよう

にされればどうかと、こういうふうに伺っておるところでございまして、それなら

十分可能かなと。踊り自体、江州音頭は十分定着いたしていますので、それを云々

ということを申しているのではありませんし、また、私に言われた会員の方もそう

いうことであろうというふうに、私は解しておるところでございます。 
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 ９月19日の日に、米原市のＮＰＯ法人が毎年米原市で開催されている花嫁行列を、

福島県の下郷町の大内宿で開かれると、こういうことが新聞に載っておったところ

でございます。この花嫁行列は、近江日野などを統治した戦国武将の蒲生氏郷公が、

後に福島県の会津地方に入ったことに由来すると、こういうふうにいわれており、

日野の文化や風習を国がえ後の会津でも伝えたと、こういうふうにされておるとこ

ろでございます。日野町もこのイベントに参加し、蒲生氏郷公の生誕地をアピール

されてはいかがでしょうか。急なことでございますので、なかなか無理かと思いま

すが、この点をお伺いいたしまして、第１問目の再々問といたします。 

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） 大内宿の花嫁行列ということで、先日私も新聞の方

で拝見させていただきまして、ここにも氏郷公の名前がとどろいているんだなとい

うふうに思った次第です。 

 ただし、時期もすぐでございますし、今年も松阪、会津若松、日野町の氏郷公ゆ

かりのネットワークということで、会津まつり、また、松阪の氏郷まつりにも参加

をさせていただいておりますが、もう１つとなりますと、ちょっとすぐに回答させ

ていただけないかなと思います。また今後の検討課題とさせていただきますのでよ

ろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） 私は、氏郷音頭が氏郷まつり「夏の陣」と氏郷まつり「楽市楽

座」等で末長く披露されることを強く願うものであります。もうこれ以上質問する

ことはできませんので、最後に要望を１つ。日野町は歌の町と、こういうふうにい

われております。合唱祭や文化祭でも氏郷音頭が歌われますことを、また、そうい

うふうに言っていただくことを強く望みまして、次の質問に移らせていただきます。 

 それでは、続いて、通告書２つ目の質問を行わせていただきます。 

 ２つ目の質問は、上下水道事業における包括業務委託についてお伺いをいたしま

す。昨日の質疑で、議第59号、日野町一般会計歳入歳出決算、監査委員さんからの

審査意見書から、職員数についてお尋ねいたしました。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、採用をされております。このことにより、当然職員

数が増となりました。そこで、せめても、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。 

 また、報第12号、私債権の放棄について（水道料金（上水道））についてお尋ねい

たしました。この質問は、今質問への序章、前段でありました。 
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 さて、上下水道事業における包括業務委託につきましては、竜王町さんの状況を

見ながら、１年前より調査研究を行ってまいりました。竜王町さんで成果が上がり、

高評価をなされておりますので、今回お伺いすることといたしました。 

 日野町におきましても、検針業務や簡易水道の管理業務を個別業務委託しており

ますが、近年、直営業務を包括的に業務委託される市町が増えてまいりました。竜

王町では、水は生活に本当に大切なもの。業務を民間委託することにより、安心で

安全な水を町内の隅々まで届けられるラインベースの確立につながるとして、平成

25年度より包括業務委託を検討され、行われ、その結果、１つに、住民サービスの

向上、２つに、事業の安定性等の確保および人材育成の必要性の軽減、３つに、役

割分担等による業務の深度化、４つに、委託料等の削減等、これらのことが期待で

き、成果が上がるとして、平成26年７月８日にプロポーザルにより受託業者を選定

され、７月23日に契約、８月１日より受託業者による事前準備が開始され、10月１

日より業務の履行が開始されました。 

 平成26年度の包括業務委託のまとめと評価をされ、監査委員さんによる平成26年

度の決算審査を終えられるのを待って、９月１日に包括業務委託の評価と効果につ

いて、竜王町に赴き、上下水道課長の徳谷さんにお尋ねをいたしました。竜王町は、

包括業務委託を高く評価されておりました。委託された業務の中でも、滞納整理業

務においては、開始前と比べて４倍から５倍の収納と、顕著な成果があらわれてお

りました。 

 そこで、お伺いをいたします。 

 日野町も竜王町のように、町の職員はコア分野と課題分野に専念し、他の分野は

民間業者に包括業務委託をされてはどうでしょうか。竜王町ではそうすることで成

果を上げておられます。 

 以上、第２問目の質問といたします。明解な答弁を求めます。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 水道業務の包括業務委託についてのご質問でございますが、現

在、上下水道課では、上水道施設の保守点検と水道メーターの検針業務を民間委託

しております。 

 竜王町では、上下水道の窓口業務の全般と施設の維持管理を民間委託されました。

包括業務委託により、従来の委託料より高額となるものの、特に住民とのトラブル

は発生していないと聞いております。包括業務委託に踏み切った理由として、現在

の職員数では十分な業務ができないとの判断があったようでございます。 

 竜王町の包括業務委託を日野町に当てはめて試算いたしますと、１年間で約2,700

万円の増額となると試算いたしております。そこで、今年度実施しております今後

の財政状況を把握するアセットマネジメントの結果を踏まえ、施設更新や災害時の
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対応を考えた技術者の継承や、住民サービスの向上などの効果、近隣市町の業務委

託の状況などを勘案して研究をしてまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） それでは、再問を行わせていただきます。 

 研究してまいりたいと、この回答であったところでございます。 

 昨日の質疑で、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

とお尋ねをいたしました。総務課長の回答は、用務員を正規職員から臨時職員にか

え、専門職を増やしているということでありました。しかし、職員数は増え続けて

おるところでございます。民間に委託することにより、職員数を減らすこともでき

るところでございます。 

 また、竜王町では、滞納整理業務において大いなる成果を上げておられます。私

債権を放棄する前に、もっともっと徴収することができたのではないでしょうか。 

 先ほど、竜王町では、水は生活に本当に大切なもの、業務を民間委託することに

より、安心で安全な水を町内の隅々まで届けられるラインベースの確立につながる

としておられると、こういうふうに言いましたが、この言は竹山竜王町長の言葉で

あります。 

 もう一度言います。水は生活に本当に大切なもの。業務を民間委託することによ

り、安心で安全な水を町内の隅々まで届けられるラインベースの確立につながる。

ここに、これまでの日野町行政との大きな違いがあります。竜王町長は民間を信用

されておりますが、日野町はまだ残念ながら民間を信用されていない。これでは、

行政の肥大化を目指しておられて、行政改革に逆行していると言わざるを得ないの

ではないかと考えますがどうなのでしょうか。１つ目としてお伺いをいたします。 

 今、町長の回答の中に、アセットマネジメントという聞きなれない横文字を申さ

れましたが、日本語に訳すとどういうことになるのでしょうか。私も横文字は弱い

方でございますので、２つ目としてお伺いをいたします。 

 以上、第２問目の再質問といたします。 

議長（杉浦和人君） 上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） ２問、再問をいただきました。 

 １問目の、職員の関係についてでございますけれども、現在日野町におきまして、

昨日もご質問いただきました、いろんな窓口業務の点について、日野町としても昨

年、監査の方でもこういうようなご提案をいただいて、その後、竜王町の方の確認

をさせていただいて、先ほど町長の方から説明がありましたように、うちの方に置

きかえると、その当時、4,100ほどの金額が出てまいりまして、うちの方の委託をさ

せていただいている部分を差し引きしますと、先ほどの説明のように2,700万が出て
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くるというような状況でございます。 

 そういうような中で、人数的には現在、完璧ということではないんですが、その

完璧を目指す中で一生懸命努力をしておるというような状況でございますので、そ

ういう中で現在やっておるというような状況でございます。 

 そして、２問目のアセットマネジメントにつきましては、日本語で言いますと資

産管理というような部分でございます。この部分につきましては、平成、今年度発

注をさせていただいて、３月末をめどに全体的に、今日の午前、質問、堀江議員さ

んの方からご質問ありましたように、水道ビジョンをつくっておりまして、それに

基づいて平成32年から更新事業等が出てまいりますので、それにあわせての資産を

どのように活用していくのかという、活用というか、更新をしていくのかというよ

うなことについて検討をしておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） それでは、再々問を行わせていただきます。 

 以前にも申し上げましたが、私は民間活力導入の賛成者であると、これはこの場

でもたびたび申し上げてきたところでございます。 

 昨日の質疑で、對中議員が申されておりました。現在の職員体制で住民の要望に

答えることは非常に難しいと、こういうふうに申されましたし、また、保育園は民

間の方が時間的にも充実していると、このようなことを申されたところでございま

す。そういうふうに私は理解をいたしておりますが、日野町の考え方は世間の一般

的な考え方と尐々ずれがあるというふうに私は思っております。民間に任せれば、

専門の方に任せた方がよいと考えるところも多々あるところでございまして、民間

委託の可能性をどの程度お持ちなのか。今、今後考えていかれるというところです

が、その中において可能性がどの程度あるのか、その点をお伺いいたしたいと思い

ます。 

 以上、第２問目の再々問といたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 民間事業所の方にも当然多くの分野で日野町の仕事をやってい

ただいているところでございまして、そういう民間の皆さんのご協力、そして、役

場公務がしっかりと責任を持っていく、こういう部分も含めて、今後ともバランス

よく、必要なことについてしっかりと町が責任を持ち、そして、やっていただける

ことについては民間事業者の皆さんにもしっかりと仕事をしていただくという基本

的な姿勢で臨んでまいりたいと、このように思っております。 

 水道の業務につきましては、先ほど来、答弁させていただいておりますが、まさ

にお話ありましたように、安全・安心な水を町内全域に届ける、さらには、防災訓

練も実施しておりますが、いざというときに給水をする、さらには、漏水があった
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ときにしっかりと対応する、こういうことも含めて、役場職員が一定の技術の継承

もするということも私は大事なのではないかなというふうに思っておりますので、

技術の継承ができるような状況もしっかりやりながら、そして、民間にお任せでき

るところについてはお任せをする。 

 しかし、そのことについても、費用対効果も含めて見ながら検討しなければなら

ないというふうに思っておりますので、今回も研究するという答弁をさせていただ

きましたが、竜王町においても何千万かおかけになられましたけれども、人員削減

ということよりも、むしろ職員は職員で残しながら、できていなかった部分につい

て対応をされたというようなことのようでございますので、これまで竜王町役場で

やっておられた直営の部分の事業量といいますか、どの分野を持っておられたのか、

日野町ではどの分野を持っているのか。そして、町が責任を持って技術の継承をす

るためのスタッフ体制とはどれぐらいが必要なのか。そうした中で、どの部分を民

間委託した方がよいのか、しない方がよいのか、このことについても研究をする中

で判断をしていくということであるだろうと思いますので、決して民間事業主の方

をどうのこうのということじゃなくて、役場がしっかりと責任を果たす。そして、

その中でできることについては民間の事業者の方にお願いをするという、これは全

てに通じてそういうことだというふうに思っておりますので、最初に回答させてい

ただきましたように、竜王町の状況も、他市町の状況も見ながら研究をしていくと

いうことでございます。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） それでは、最後に要望を１つ。 

 たびたび申し上げておるところでございますが、技能労務職やコア部分でない起

業職、いわゆる現業職を民間に委託し、真に必要な職場を充実されることを願いま

して、今議会の一般質問を閉じることといたします。 

議長（杉浦和人君） 次に、11番、東 正幸君。 

11番（東 正幸君） それでは、通告に従いまして、２問ばかり質問をお願いいたし

ます。私は、マイナンバー制度についてと、農業関係をお願いいたします。 

 はじめに、マイナンバー制度でありますけれども、このマイナンバー制度につき

ましては、これまで議会で再三質問をしてまいりましたけれども、本年の10月５日

以降、住民票を持つ全ての人に新たな12桁の個人番号が付番され、その番号が通知

カード、紙製でありますけれども、により通知されることとなっております。 

 政府の説明によりますと、公平公正な社会を実現するために、国が強制的に番号

をつけ、行政サービスに利用するとしております。当面は税と社会保険、災害に関

する行政サービスに限定するとしていますけれども、最近の番号を用いた個人情報

が外部に漏えいするおそれや、不正利用、改ざんなど、マイナンバーを悪用され、
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成り済まし等による犯罪等の危険にさらされ、重大なこれは侵害に及ぶと警鐘を鳴

らす研究者が多いことも事実でございます。 

 そこで、上記の通知カードが住所地の世帯主に送付されますけれども、住民への

周知等についてどのようにされていたのか。また、それが住民に行き渡っているの

かお伺いしたいと思います。 

 また、質疑等もありましたけれども、ひとり暮らしで長時間にわたって医療機関、

施設等に入院、入所されている方や、当町では該当しないかもしれないんですけど、

ＤＶの関係者や、あるいは、児童虐待等の被害者にはどのように対応されるのかお

伺いしたいと思います。 

 また、事業者や法人にも付番されるとありますけれども、対象はどのような職種

なのかお伺いしたいと思います。 

 膨大な経費がかかると言われておりますが、導入当初、2014年度、また、今年度

の2015年度の自治体、当町の持ち出し分はどうであったのか。今後の運営経費等に

ついてはどのようになるのかお伺いしたいと思います。 

 当初、消費税増税の逆進性対策として、社会保障・税・一体改革の骨子は正確な

所得の把握を番号制度で行い、真に手を差し伸べるべき人への救済構想でありまし

たけれども、最近は大きく方向転換をいたしまして、利便性を求める官民広範囲で

の利用を、政府ＩＴ総合戦略本部はワンカード化を打ち出しております。この共通

番号がどの分野にまで情報連携が見込まれているのかお伺いをいたします。 

 町が国の法定受託事務として行えるのは、個人番号の付番と通知と個人カード交

付であって、あとは自治事務であり、情報の外部提供等、限定的に自治体が責任を

持って取り組むことを望むわけですけれども、それが本当にできるのかどうか。 

 共通番号制ではなく、分野別番号制度への整備はできないのか。 

 行政においても民間においても、あの年金機構のような事件が起こりうる可能性

は十分にあります。共通番号でそのような事件が一度起これば重大な犯罪につなが

るおそれがあり、共通番号制度について一度棚上げするとか、国に働きかける必要

があると思うのでありますが、見解をお聞きしたいと思います。 

 また、諸外国でも導入されて、相当な年数がたっているところもあろうかと思い

ますが、そういう番号制度を導入しているとお聞きしますが、その状況はどうなの

かお伺いをいたします。 

 マイナンバー制度は、社会保障・税番号制度でありますけれども、税に関してど

のようなことが国民に求められているのかお伺いしたいと思います。 

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

町長（藤澤直広君） マイナンバー制度の運用に関して質問をいただきました。 

 まず、制度の住民の皆さんへの周知でございますが、国の方では新聞広告、テレ
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ビＣＭなどでの周知がされ、町ではホームページの掲載を本年２月より、また、広

報ひのへの掲載を本年５月号からさせていただいております。また、この９月には

各世帯へ自治会を通じてチラシの配布を行っているところでございます。 

 次に、長期にわたって医療機関等へ入院、入所されている方、ＤＶ等の被害者の

方で、住所地で通知カードを受けることができない方などについてでございますが、

これらの方につきましては、居所登録の申請ができることとなっております。こう

した方々につきましては、各公民館、病院、療養施設へ居所登録ができる旨の案内

文書、リーフレット等を配布し、周知を行っております。また、ホームページにも

掲載しているところでございます。 

 次に、事業所や法人にも付番されます法人番号についてでございますが、国税庁

から通知される13桁の番号であります。個人番号と同じく、平成27年10月から法人

等に通知されますが、個人番号と異なり、公表されることになっております。その

対象といたしましては、民間企業等の設立登記法人、国の機関、地方公共団体、こ

れら以外の法人、または人格のない社団等であって、法人税、消費税の申告納税義

務者、または給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体となりま

す。 

 この法人番号は、１法人に対して１番号のみ指定され、法人の支店や事業所等に

番号は指定されません。また、個人事業者に対しても番号の指定はされませんとい

うことでございます。 

 次に、番制度を導入、運用するための町の経費についてでございますが、電算シ

ステムの改修にかかわる費用として、平成26年度、27年度の総額で5,221万円を支出

する一方で、3,240万4,000円の補助金を見込んでいるところでございます。今後に

つきましては、中間サーバーの運用経費に年間200万円程度負担金を見込んでおると

ころでございます。 

 次に、マイナンバー制度がどの分野まで情報連携される見込みかについてでござ

いますが、利用範囲は法令によって社会保障、税、災害対策の３分野とされており

ます。なお、今回９月３日に成立した改正法では、平成30年１月から預金口座にも

任意で番号が適用されることや、特定健診、予防接種にも利用できることとなりま

した。また現在、消費税10パーセント引き上げに伴う増税軽減についても、マイナ

ンバーを活用することが検討されているように報道されております。 

 次に、自治事務についてでございますが、自治体が責任を持って取り組めるかに

ついては、法令の国民の手続負担の軽減、本人確認の簡易な手段、その他の利便性

の向上が得られるようにという目的に基づき、法令および条例や、国の特定個人情

報保護委員会の規定により、厳格に運用をしてまいります。 

 次に、分野別番号で整備すればどうかということでございますが、システム情報
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連携は国が個人情報を一元管理するのではなく、従来どおり各機関での分散管理と

なっており、番号の漏えいによって全ての情報が漏えいしないような仕組みになっ

ているところでございます。 

 当制度を一時棚上げするなど、国へ働きかけてはどうかということでございます

が、法施行日が平成27年10月５日、そして、個人番号カードの交付利用が平成28年

１月１日と決まっておりますことから、現時点において遺漏なきよう進めてまいり

たいと考えております。 

 次に、諸外国の状況についてでございますが、主要国ではドイツ、イギリス、ア

メリカ、スウェーデン、オーストリア、フランス、デンマーク、韓国などで導入さ

れておりますが、制度上もその取り組みも、それぞれさまざまでございます。例え

ば、ドイツでは納税者番号制度で税だけに限定され、民間利用は禁止となっており、

身分証明はＩＣカードとなっております。アメリカは、社会保障番号として利用さ

れ、年金、医療での使用、民間利用制限なしとなっておるところでございます。 

 次に、マイナンバー制度が税に関してどのような行為を国民に求めているのかと

いうことでございますが、税業務として取り扱うマイナンバーは、従来から使用し

てまいりました個人を特定する情報の１つであり、氏名、住所、性別、生年月日な

どと同様だと考えております。マイナンバー制度の開始により、個人を特定する作

業などにおいて税業務は効率的に実施することが可能となります。また、税情報を

算定根拠としている他の業務などへも波及することになります。 

 これらのことから、税業務に限らず、住民の方々に対しましてはマイナンバーを

ご自身の氏名や生年月日と同様に本人の大切な情報として常に日ごろから管理運用

していただきまして、必要なときにはマイナンバーを慎重に提供していただき、そ

れ以外のときにはマイナンバーを保護していただ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） 東 正幸君。 

11番（東 正幸君） それでは、何点か再質問をさせていただきたいと思います。 

 私はマイナンバー制度について否定的でございますので、このような回答をいた

だけると、これはどうなんやという思いでおります。何と言うのか、本当に核心に

触れてもらっているのかということも非常に、私の問いが悪いのか分かりませんけ

れども、そういうふうに思うところでもございます。 

 そんな中で、何点か再質問をお願いします。 

 １番目の、通知カードが書留郵便で郵送されますけども、その中には共通番号カ

ードの申請書も入っているのかなと、こう思っております。何回かの周知カード、

何かの周知に、このカードの申請は、個人のカードの申請は自由でありますよとか

の、そういうような呼びかけといいますか、やはりまだまだ町民の方は、ほとんど
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これ、知らない方が多いのではないのかなという思いでありますし、また、大切な

漏えい等も、先ほどお示ししましたとおり、あるように報道もされておりますし、

私もそう感じておりますので、なるべく個人の不利にならないように、このカード

の申請は個人の自由ですよというような周知をお願いできないものか、よろしくお

願いしたいと思います。 

 それから、２番目の、居所での受け取りでありますけれども、そういうことに関

して、公民館や病院施設などへの指導は、これは行政の方ができているのかどうか。

これはどういうふうにされているのか。そこもお尋ねをいたします。 

 それから、３番目もなんですけれども、法人にはされますけれども、仮に法人の

中で、事業所やら法人の中で、個人番号や配偶者とか、そういう人のを皆聞かんな

らんと思うんですけども、そこら辺でもし、その事業所の店主か会社の従業員さん

が、そんなんよう言わんわ、断るとかいう場合も出てくると思うんですけども、そ

んな場合はどういうふうになるのかなと思ったりもいたしますので、その点につい

てもお尋ねしたいと思います。 

 また、経費の面で、先ほど5,200万ほど26年度、27年度に出しているということで、

そのうち、国の補助金が3,200万ということで、大方2,000万は自前で持たんならん

ということでありますけれども、また、それと中間サーバーの運用経費が年間200

万ということで、これについても国の補助対象、国から補助をもらうような、そん

なことはできないのか。結局、自治体の財政が大変だなというふうに思っておりま

す。 

 それから、もう１つは、特定健診。医療機関への情報ということで、特定健診、

メタボ健診や予防接種にも利用されるということでありますけれども、これは本当

に悪用されないのか。病名や病歴によって、その患者が今後の不利益を受けないの

か。国民のプライバシー侵害等について、もう１つは、国民のプライバシー侵害等

について、日本医師会や薬剤師会などはどういう態度を示されているのか、そこら

辺までもお聞きしたいなと思います。 

 それと、消費税増税の10パーセント引き上げに伴う軽減税率についても触れられ

ておりますけれども、マイナンバーシステム活用となるような検討がされていると

いうことでありますけれども、このことについてはすぐさま異論が出ておりました。

こういうことを、回答を何でこんなのを出されるかなと思ったり、ほんまにこれ、

私はこれは大分無責任やないのかなという思いでございます。この件につきまして

は、いろんな新聞等でも、「声」の欄で非常に怒っておられる場合もありますので、

こういう回答をここで出されるという、「検討されているようです」ではありますけ

れども、おかしなことではないのかなというふうに思っております。 

 そのことについては、もう皆さんご存じでありますけれども、先日、麻生太郎財
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務相が、会見で「カードを持っていきたくなければ持っていかなくていい。その分

の減税がないだけだ」というような報道がされていたことは皆さんご存じだと思う

んですけども、これは本当に常時カードを持ち歩く必要が、そうなってくると必要

があって、後日、紛失や盗難のリスクがありますし、何よりも個人の買い物の情報

が、買い物のあれも国に管理されてしまうというふうに思うわけであります。また、

そういう設置者に対しても多額の導入コストをかけることになりますので、これは

いかがなものかなという思いでございます。 

 それと、法令によって国民の負担の軽減とか簡易な本人確認ができ、利便性にな

っているとか、そうではなしに、自治体として個人情報については丁寧に扱うよう

にと、昨日もそういうふうに申し上げましたけども、できれば本人への連絡とか、

了解とか、そういう扱いはできないのか。最後のそれに何か書いておりますけれど

も、個別にするというようなことを書いておりますけれども、線につながれており

ますので、昨日の質疑でも、即時に瞬時に出てくるというようなことでありますの

で、これはいかがなものかなというふうに思っております。そういう扱いができな

いものか、よろしくお願いいたします。 

 ８番につきまして、法による施行日に粛々と進めていくことになっていますが、

ということでありますけれども、民間においても日本年金機構のような事件が起こ

り得る状況下であります。そんな中で、やはり町村会を通じてでも、性急な共通番

号制ではなく、住民の基本的人権をなるべく守るべく働きかけを願うところであり

ますが、もしご回答いただければその点についてお伺いをしたいなと思います。 

 ９番でありますけれども、同様のマイナンバー制度を利用している外国は、韓国、

スウェーデンなど、ほんの一部であります。韓国では成り済ましによる犯罪が頻繁

に起こっておるということでありますし、社会保障番号として使用されているアメ

リカでは、民間で広く個人番号が使用されて、７パーセントにも及ぶ成り済ましの

被害が多く出ているということでございます。ドイツ、イタリアでは納税分野のみ

とされておりますので、そのように日本も民間利用は禁止すべきであるかなと思い

ますけれども、その点についても、もしいろんな機会がありましたら、そういう述

べていただきたいなと、このように思っております。 

 もう１つ、マイナンバーが税務関係にはどうなのかなという問いでありましたけ

れども、いろいろ何やらぼかっとしたような回答でありましたけれども、とりあえ

ず、具体的には税務署長に提出する申告書や申請書、届出書、法定調書、要は個人

番号の記載を義務づけられているのではないのかなという思いでございますし、さ

らに、扶養控除等の移動申告書や、扶養控除の番号記載までも求めているのではな

いのかなという思いでございます。そういうことで、毎年毎年確定申告するにおい

ても個人番号の記載を求められているように思いますし、その漏えいはするのでは
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ないのかなという思いでございます。 

 以上、再質問をお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君の再質問に対して、各課長の答弁を求めます。再質

問のみの答弁をお願いいたします。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。私ど

もの方は、個別の部分を除きまして、通知カードの受け取り等につきましては、後

ほど住民課の方からご説明をさせていただきます。また、経費の面につきましては

総務課の方からご説明をさせていただきます。 

 私の方からは、医療関係の方の利用がどうなるかという部分の、不安の声をいた

だきました。今現在、法は通ったというところでございますが、実際に具体的には

30年ということでございます。そこの部分につきましては、今、東議員がおっしゃ

ったとおり、血液検査の結果とか、細部にわたる部分がございますので、その辺を

どのようにされていくのかという部分が懸念されているというふうにはお聞きして

おりますけども、それ以上の部分につきましては、私どもの方ではまだ分からない

ということでございます。 

 また、医療業界の方はどうかということでございますが、これもいろいろ賛否あ

るようでございますし、明細の方もそのカードで全部できるとか、そういうことも

考えておられるので、そこにつきましても、そこの業界はどうなのかというのも私

どもではちょっと分かりませんので、そこまでしか答えられません。 

 それから、消費税関係の部分でも、おっしゃるとおり、今回、回答の中に一部入

っておりますけども、実際にどの程度の分野へ広がっていくというふうに考えてい

るのかということの私どもの情報としましては、実際には新聞報道もこういうのが

あります、出てきましたというのも入れさせていただいたということだと思います。

実際には、このナンバー制度は、2020年の東京オリンピックを目指したような部分

で、短期のうちにそこそここういうことを進めていこうとしておられるということ

が見られますといいますか、読み取れます。 

 そうした中で、さらにはどんなものが考えられるかというので、情報の中では、

今回挙げておりませんけども、例えば戸籍の方もありますし、パスポートもどうだ

とか、証券分野はどうだとか、その辺の部分まで実際に今年の６月の閣議の中で、

成長戦略日本再興戦略改訂版というところで一部挙がっているということは、そう

いう方向を考えておられるというように考えられますので、その辺までこの辺は来

ている、国の方では考えているのかなというふうに思っています。 

 消費税の方は、恐らく私ども、町の方としましても、各商店にそういうものを置

いてまで本当にするのかという部分もございますので、その辺は今後議論はされて

くるのかなというふうに思っております。 
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 それから、当然、個人情報を丁寧に扱うということはもう当然のことでございま

すし、利便性だけを云々という部分もございます。ただ、その辺の部分を、利便性

という部分で、私どものところだけ、日野町だけがこれはちょっとこうしませんと

いう形になると、その住民さんの利便性も１つございますけども、ほかの自治体の

情報の中でどうするのかという問題が出てきますので、うちの町だけがどうのとい

うのは、ちょっと非常に、法的に決まった中で難しい状況というのはございます。

ただ、おっしゃるとおり、個人情報でございますので、法の枞組みの中で慎重に扱

っていくのは当然というふうに考えております。 

 それから、８番目に、町村会への働きかけでございますが、現段階では法が通っ

た中で、そこの細部にわたる運用の中でこういう改善ができないかというのは提案

できるかも分かりませんけども、その辺につきましては他の市町とも当然連携しな

いといけない部分でございますので、その辺は他の町ともそういう話はどうかとい

うことをお話しさせていただくということかなというふうに考えております。 

 諸外国でございますが、おっしゃるとおり、アメリカとか韓国では成り済ましと

か、というような事例が出ているということで、そういうことを踏まえまして、ド

イツ、イタリアでは分離様式、方式をやっているという部分でございますが、そう

いうところというのは、日本が導入するに当たっては、当然先進でやっておられま

すので、そこを調べた上で、いかに安全性を確保できるかという部分で検討された

結果を、現在法的な部分と、それから、施行の中で出されてきたというふうに私ど

もは信じておるわけでございますが、そういう部分の中で、先ほど言いましたよう

に、分離の管理といいますか、それぞれの行政機関にございます情報というのはそ

れぞれの機関でしっかりと管理していくという形が今成立していますので、１つの

ナンバーだけで全部の情報が芋づる式に出てくるという形にはなっていないという

ところで、現在は国の方はその制度でやっていくという方向になっております。 

 あと、税の部分につきましても、税務課の方からご説明をしていただきたいと思

いますので、私の方からは以上でございます。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（橋本敦夫君） 東議員の前段での質問、①番、②番に該当するところが住

民課の部分かと思われますので、回答の方をさせていただきます。 

 まず１点目、通知カードに申請書の方は入っているのかということでございます

が、これについては入ってございます。１世帯８枚入れる形になってございますの

で、日野町のほとんどの世帯について、１枚の簡易書留のが届きまして、そこに通

知カードのが入っておるという状況になろうかというふうに思っております。 

 また、呼びかけはどうされとるんやということでございますが、先ほど町長の回

答でございました、各世帯の方へ自治会を通してチラシの方を配布するというふう
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に申し上げました。このチラシにつきましては、近々お家の方に届くかと思います。

そこに大切な事項について書いてございますので、それを読んでいただくというこ

とになってこようかと思います。10月の中ごろから来るんやなという認識を皆さん

お持ちかと思うんですが、最新の情報で、そこに日野町におきましては10月の10日

ぐらいから11月の末にかけて、郵便局の方から配達の方ができるだろうということ

についても若干触れさせていただいておるところでございます。十分、区長さんな

りから配られるチラシの方に目を通していただけたらなと、このように思っており

ます。 

 先に申しました申請書が入ってございますので、個人番号カードが、これにつき

ましては必要な方が申請をしていただくということでございますので、これにつき

ましては税の申告に使われる方、また、今後コンビニ交付の方を開始いたしますの

で、その交付を受けたいと思われる方がカードの申請をしていただくというふうに

なりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 もう１点、居所登録ということでございまして、これにつきましては、住所を置

いておられるところで受け取ることができない方が、居所登録という申請を上げて

いただくことによって、今現在おられるところに届けられる申請ということになっ

てございます。これにつきましては、ほとんどの方が病院なり施設の方へ入所され

ている方が該当するかというふうに思いますが、基本的には、その方々につきまし

ても、長期の方については住所を移されておるということでございますのでそこへ

届きますし、６ヵ月なりの入院なり入所やということでございますと、現住所のと

ころへ置いておかれる方につきまして、施設の方が居所登録をされるなりという制

度を利用されることがあるかも分かりません。 

 現在のところ、居所登録の関係で町の方へ提出して、今現在受理しているものに

つきましては１件でございます。問い合わせにつきましては何件かあったんですが、

当然、これは本人がされている申請かということで確認が必要になりますので、お

返しをした分はございます。それと、この登録につきましては９月の25日までにし

ていただく必要がありますので、もうあと10日間ほどの申請ということになってご

ざいます。居所の登録につきましては以上です。 

議長（杉浦和人君） 総務課参事。 

総務課参事（池内 潔君） 費用の点についてご質問いただきましたので、ご説明さ

せていただきます。 

 答弁で申し上げましたとおり、大きなお金がかかっております。日野町におきま

しても、町費で2,000万円程度ほど支出しなければいけないという、大きなシステム

の改修になってございます。当然、国が責任を持って補助を打つということで、補

助も受けながら、町費も使いながらシステムの改修をしているところでございます。 
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 中間サーバーにつきましては、まだ尐し正確な額が提示されておりませんで、人

口10万人以下の市町については、年額で200万円程度の負担を必要とするということ

が告げられております。これらについての地方の財政措置については、まだ未定と

なっております。 

 とりわけ、この中間サーバーの運用につきましては、具体的に申し上げますと、

私たちが持っている住民情報の中で、法令または条例で定めをいたしました情報の

みを登録するという仕組みのサーバーになっておりまして、そこに登録された情報

のみが情報連携ネットワークシステムを介してやりとりをされるということになり

ますので、私たちが管理しております住民情報のシステムをそのまま預けるという

ことではなくて、必要最小限の情報を中間サーバーにお預けして、お預けすると言

うよりは、私たちの範疇の中でデータを載せに行くということになりますが、それ

らを全国1,800の市町村がそれぞれの中間サーバーを持って、その中間サーバー同士

でデータのやりとりをするということが中間サーバーの目的でございます。それら

の管理運用費用については、今申し上げましたとおり、年間200万円程度が必要であ

るということで、詳細についてはまた決定されるということになってございます。 

議長（杉浦和人君） 税務課長。 

税務課長（増田昌一郎君） ただいま東議員から再質問で、税に関する部分で２点い

ただきました。 

 質問の中では、③の法人の関係で、番号収集における課題。それと、10番目の、

税に関してどのようなことを求められているかということで再質問をいただきまし

たけれども、先ほど町長の答弁にもありましたように、個人番号といいますのは、

基本的には積極的に保護するというふうに述べさせてもらいましたけれども、本来

はあっちこっちに番号をお知らせするものではないのは基本かというふうに考えて

おります。 

 ただ、その中で、税の業務に関しましては、法律の中でもかなりの分野で収集す

ることになっております。東議員がおっしゃいましたように、税務署へ提出する書

類のほとんどは個人番号の記載が義務づけられていることにもなりますので、そう

いう意味で、番号を提供する必要がある際には慎重にしていただきたいというのが

先ほどの答弁の趣旨でございます。 

 そういう中で、具体的に税に関して皆さんにかかわりのある部分で１つ申し上げ

ますと、確定申告でございます。具体的には、平成28年分の所得の申告からは申告

書に個人番号の記載が義務づけになりますので、次の次の申告からはそのような形

になるかと思います。 

 それから、もう１つは、東議員がおっしゃいましたように、事業所が扶養親族、

あるいは、の届等の、いわゆる法定調書といわれている部分なんですけれども、そ
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の書類の作成の段階において、従業員の方から個人番号を取得する。本人の番号だ

けでなくて、扶養親族があります場合は扶養親族の方の個人番号も取得をすること

になります。こちらの方は法律での義務づけですので、収集を事業所がされる場合

には、法的に義務づけられているということを十分に従業員の方に説明をしていた

だいた上で、従業員の方から個人番号の提供を求めることになるんだろうと思いま

すけれども、ご質問にありましたように、拒否される場合とかも当然想定はされる

わけでございます。聞き及んでおりますのは、仮に番号の記載がなかった場合にも、

書類を預からないということはないとは聞いておりますし、番号の提供を拒まれた

方に対する罰則も、現時点ではないように聞いております。ただ、特に理由もなく

断るということは、義務づけという形になっております関係上、ありませんので、

どうしても提供を求められない場合は、その経過だけは記録なりをしておくことも

必要なんじゃないかなというふうには考えております。 

 ということで、ちょっと運用が始まってみないと何とも言えない部分はございま

すけれども、事業所が従業員の方から番号を収集するという作業も来年以降発生し

てまいりますので、全国的な状況も踏まえて注視をしていきたい部分でございます。 

 ということで、一応税分野につきましては、税務署へ出す書類のほとんどに個人

番号を記載していただくことになりますので、当然集める事業所の側にとりまして

は、集めた番号を管理ということに対しては徹底を期さなければなりませんし、集

めた情報を漏えいした場合には、当然法律の中でも罰則規定がございますので、そ

のように取り扱いがされるものと考えております。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

11番（東 正幸君） それでは、再々質問といいますか、私も余り、分かりにくい部

分もありますねけども、１点目の、簡易書留で共通番号の通知書、通知カードが送

ってくるということで、そういう共通番号カードの申請書が８枚も送ってくるとい

うことでありますけれども、答弁の中で、必要な方、それは必要であるかないかと

いうのは個人の自由でございますけれども、必要な方というのは、もちろん個人が

判断されるわけでありますけれども、年齢的には、何かそういうなのがあるのかど

うか。やはり、乳児とか幼稚園児とか、いわゆる児童だとか、そんなことがあれば

余りせん方がええと思うんですけども、そこら辺まではどのように考えておられる

のかお聞きしたいということと、もし、この郵便を、こんなんもうかなわんで受け

取らへんのやというようなことが出てくるかも分かりませんが、そういう場合はど

うなっていくのか。それも許されるのかなと思いますけども、お聞きしたいなと思

います。 

 なかなか詳細までは分かって、分からんというのか、どうなっていくのか分かり

ませんけども、とにかく個人の情報を何とか守っていかなあかんし、やはり犯罪が
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起こる可能性は、もうこれは本当に100パーセントないということは絶対ないので十

分気をつけていただきたい。このことに関して、もし何か町長からお言葉を聞けれ

ばありがたいんですけども。これは国の制度ですので、したのでええんですけども、

何かの機会でやはりこれは危ないんやということも、声を大にして言っていってい

ただきたいなという思いもありますので、そこら辺のことも分かりましたら、もし

できたらお願いしたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 東議員、昨日質疑で確認されたことについては割愛させていた

だきたいと思いますので。 

11番（東 正幸君） はい。 

議長（杉浦和人君） どうぞ、続けて下さい。 

11番（東 正幸君） そういうことでございます。よろしく。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 東議員から、マイナンバー制度について、年金問題をはじめと

して、情報の漏えいが心配でないかと、こういうようなご指摘であります。 

 昨日の質疑、さらには、今日のご議論を含めて、行政庁だけでなくて、民間事業

所においても個人の番号を管理していただくことになるということになりますので、

本当にセキュリティの問題は本当に国を挙げて万全を期さなければならないという

ふうに、これからもずっと継承しなければならないというふうに思っております。 

 あわせて、このカードといいますか、番号の使い方についても、当初言われてお

りましたように、税や社会保障や災害ということを、当初から限定的なことが最初

言われていましたけれども、その後、どんどん拡大するような方向で言われており

ますので、これについてもやはりセキュリティの問題をしっかりと念頭に置いた中

で、今後の運用がされなければならないものと、こういうふうに思います。 

 通知番号を受け取らない人がいたらどうなるんだ、こういう話でありますが、行

政庁サイドにおきましては、それぞれの住民番号は承知しているわけでありますの

で、これはそういう制度だということでありますので、今後、先ほど企画振興課長

が言いましたけれども、私どもとしては法律が通って、10月始めから個人番号通知

業務をさせていただかなければならないという立場でございますので、現時点にお

いて考えられる部分で、町としてできる安全・安心といいますか、プライバシーの

保護を含めた取り組みをしっかりとしていかなければならないと思いますし、今後

出てくるいろんな課題につきましては、その都度必要なものについては、先ほども

課長が申し上げましたけれども、町村会などを通じてこれを、問題点は明らかにし、

改善なりは要望していきたいと、このように思っております。 

 先ほど、消費税の還付の問題について、こんなことまで答弁するのかというお叱

りの言葉を受けたわけでありますが、これは申しわけなかったというふうに思いま
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すが、これは今、まさにそういうことが言われているという部分でありまして、何

も価値を込めて言ったわけではございません。これはもうすぐに多くの国民の皆さ

んがこれはないやろうというふうにおっしゃっていることでありますし、私も同感

であります。それぞれの方が買い物をされるにあたって、カードを持ち歩かなけれ

ばならない。さらに、その買い物の中身がどうなのか分かりませんけれども、本当

の意味で、消費税の還付の問題のよしあしは別にしても、税の公平性の問題も含め

て、これは問題があると思っておりますが、先ほどの答弁については申しわけない

ですけれども、別に価値観を入れずに新聞情報をしゃべったということで、軽率で

あったというふうに思っています。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

11番（東 正幸君） このマイナンバー制度におきましては、あらゆる機会を捉えて、

個人の情報が漏えいしないように、ひとつまたよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、次の農業問題でございます。北山農業団地についてでございますけれ

ども、日野町の出来事といいますか、見ておりますと、昭和49年10月に、北山農用

地開発事業乳牛畜舎３棟起工と、こう掲載されておりました。ちょうど昭和40年ご

ろと思うんですけれども、県事業として北山パイロット事業が展開されました。当

時は、私らの近くでは相当自分の家で牛舎で乳牛を飼っておられておりまして、そ

こへ入植された方もおりますし、そのまま自宅、自家で使用されてした方もおられ

ます。と言いますと、酪農が盛んな時期でもあったと思います。北山におきまして

も、県下でも酪農団地ということで、県下の６パーセントぐらいは占めていたと思

うんですけども、何かそのように記憶はしております。 

 そんな中で、その後、やはり食料が高くなりまして、特にトウモロコシなどは100

パーセントの輸入の依存でありまして、大豆につきましても93パーセント。ともに

関税は撤廃されております。当然乳価も下落を続け、近年の日本の酪農、畜産経営

は輸入飼料の高騰に苦しめられ、非常に乳用牛の飼養戸数が減ってきているという

ことでございます。 

 当町におきましても、酪農家はここ１、２年で非常に廃業が目立ってきておりま

す。北山茶も後継者が非常に困難な状況でもあります。この農業団地について、現

在の状況と今後の振興についてのお考えをお尋ねいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 北山地区の農業団地の状況と振興についてご質問をいただきま

した。 

 北山地区県営農地開発事業は、早くからこの地域で取り組みのあった酪農や茶業

について、飼料作物の栽培や放牧条件の改善、経営規模の拡大等を図るとともに、

生産性の高い安定した近代的な酪農、茶生産団地を形成することを目的として、昭
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和47年度から実施をされたところでございます。途中、オイルショックによる事業

費の高騰などで計画変更された後、昭和58年度に完成し、東西約4.5キロメートル、

南北約１キロメートルの、細長い丘陵地帯の中に開かれた約175ヘクタールの開発事

業となったわけでございます。 

 北山地区の現在の状況でございますが、畜産農家については、平成３年度は10経

営体ありましたが、現在は５経営体に減尐しております。北山茶につきましても、

造成時は町内21経営体でありましたが、現在では１経営体に減尐し、町外の経営体

の方が入作されている状況でございます。 

 こうした状況は、生乳と茶の需要や単価の低迷、一昨年以来の飼料価格の高騰、

後継者不足など、我が国農業が抱える共通の課題がございまして、なかなか解決策

が見出せていないところでございます。あわせて、農地の多くは家畜用の飼料畑、

牧草地として造成されておりますが、現在では多くの未利用地にもなっているとこ

ろでございます。 

 こうした状況が続いておりまして、この地区における振興策というのはなかなか

難しい部分があるというふうに認識をいたしておりますが、本来の農地開発事業の

目的と農業振興地域の区分に従って取り組むことが大切だというふうに思っており

ます。なかなか難しい課題ではございますが、関係者、ＪＡをはじめとして、現在

の利用者の方をはじめとして、皆さんと協議をして対策を講じる必要があるのでは

ないかと、このように考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

11番（東 正幸君） なかなか、農業の稲作自体も難しい状況ではございますので、

まして酪農とか、そういうことは非常に難しいところでございます。 

 そうした中で、やはりこういう土地開発事業の目的といいますか、そういうこと

に沿って、何か関係者の皆さんと協議していきたいということでございますけれど

も、私もこの間、東近江やら種畜場、そこら辺をちょっと回ってみたんですけども、

なかなかそういう関係でこれやということはないんですけども、やはり県を通して

農業高校がそこら辺に入られるとか、なかなか難しいかも分かりませんけれども、

そういうところまでも何かそういう協議といいますか、相談等の方法はないのかな

という思いでございます。せっかく開いたんですので、ああいう荒れてしまうと、

またまた元も子もないと言いますか、その地域の指定が終わるのかどうか分かりま

せんけども、それでもああいうところでございますので、何とかそういうような現

状を維持していただいて、誰かが入っていただくとかそういうことが、今現在は誰

もないのか分かりませんけども、そこら辺のことがもし情報がありましたお聞かせ

願いたいなと思いますし、今後においても、県と共同して農業高校とか、そういう

ような若い方がやれるような施策はないものかなと思いますので、そこら辺、もし
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何か思っておられましたらよろしくお願いしたいと思います。 

 当然、地元といたしましても、公害問題とか、そういうことも出てくるわけであ

りますけれども、そこら辺はいろんな協議の中で進めていけばいいんですので、た

ちまちのところ、そういう人がないものか、後継者を探す手段をお願いしたいなと

思います。何かもしありましたらよろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（門坂俊男君） 北山の開拓地につきましてご質問いただきました。 

 開拓が畜産とかお茶というふうな用途ででき上がっておりまして、これを見直す

というのはなかなかできない状況でございますので、そういった目的で今後も入植

というか、そこで事業をしたいというふうなご希望があれば相談に乗っていきたい

というふうに思っております。県の方も、そこに畜産系の利用可能な土地があると

いうふうな認識は持っておりまして、県にそういうご相談があれば、日野町にもあ

るよというふうな紹介はされているというふうに聞いておりますので、具体的な話

があって、地元とお話をしなければならないときには情報提供をして、またともに

取り組んでいきたいと思っております。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

11番（東 正幸君） 近いところでは、ＪＡとか、そういうなのも共同して、いろん

な関係でそういう協議をしていただきたいなと、こう思っておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 以上で私の質問は終わらせていただきます。ありがとうございました。 

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

－休憩 １４時４０分－ 

－再開 １５時００分－ 

議長（杉浦和人君） それでは再開いたします。 

 休憩前に引き続き、一般質問を許可いたします。 

 ２番、後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） それでは、通告書に従いまして、２点質問をさせていただきま

すが、１点目は分割方式で、２点目については１問１答方式でお願いいたします。 

 まず、１問目の質問をさせていただきます前に、６月議会で取り上げさせていた

だきました空き家の対策につきまして、地方版の総合戦略を拝見させていただきま

すと、その中に盛り込んでいただいているようですので、企画振興課さんには改め

て感謝申し上げます。 

 また、２点目で取り扱っておりました獣害対策につきましても、この10月の中ご

ろには鳥居平に大型の電動式の箱わなをつけていただくということで、こちらの方

も農林課さんの方にご尽力いただきましてありがとうございます。 
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 それでは、まず１点目の、鳥居平区内にあります２つの事業所の臭害、においの

害などの改善についてお尋ねさせていただきます。この問題は、なかなかまだまだ

周知されて、鳥居平外の方には周知されていない問題ですので、まず、この問題に

ついてのご説明をさせていただきます。 

 現在、鳥居平区では、養鶏事業および鶏ふんなどを処理する事業を業務とする、

株式会社シガポートリー日野農場（以下、シガポートリー）と、鶏ふん、牛ふんな

どを処理する業務を行うＪＡ畜環センター、以下、畜環と呼びます、の２つの事業

所が稼働しており、そこから区内に発散される臭害、においの害により、区民は大

変な苦痛を強いられています。特に、シガポートリーと高度、海抜が近い鳥居平新

田の臭害は耐え難いほど強烈なときもあり、食事などの日常生活に支障が出るほど

です。 

 また、畜環は、かつては東洋一と呼ばれたほどの設備を誇っており、臭害につい

ても大型の換気、脱臭システムが備えられていますが、老朽化が非常に著しく、修

理をしなければ機能をしない状態に陥っております。 

 このような問題を改善してもらうため、鳥居平区では行政懇談会に取り上げても

らったり、区として環境改善特別委員会を立ち上げるなどの活動をしてきました。

特に、シガポートリーについては、鶏ふんの攪拌のにおいもさることながら、養鶏

中に死亡した、圧死などです、した鳥を焼却する際の匂いに住民が強い不快感を感

じることが多く、これは、昔の火葬場のようなにおいがするわけですけれども、平

成25年の12月には、地元選出の五阪県会議員と環境改善特別委員会でシガポートリ

ーを訪れ、現地視察を行った後、東近江農業振興課、日野町農林課と合同で、鳥の

焼却炉を中心に現地確認に行った結果、東近江環境事務所の野村主事、これは当時

ですけれども、より、次の４点について、要改善点を指摘したとの連絡をいただき

ました。 

 まず、１つ目、焼却炉の温度計が壊れていた。そして、２つ目、焼却炉の温度が

800度以上にならない。これは故障しているのかもしれませんけれども、温度が上が

らないとにおいは減らないわけですね。３つ目、煙突から、尐量ではあるが黒い煙

が出ている。そして４つ目、焼却後の灰をその場に放置している。そのほかにも、

区として、流末排水槽、これは鶏ふんなどを含む水が外に出ていくときに、ろ過す

るためのそういう槽があるわけですけれども、ここが目詰まりしないよう、常に掃

除を心がけていただく。鶏ふん堆積場の東入口に臭気防止用のカーテンを設置して

いただく。西側入り口には引き戸を設置していただく。南北の側壁についてもカー

テンなどで閉じていただくなどの要求事項を、シガポートリーに伝えました。 

 また、25年の12月12日には、日野町農林課の当時おられた奥村氏からも同様の連

絡があり、町に対してにおい測定器を使用しての調査をシガポートリーおよび畜環
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において行っていただくように要請いたしました。 

 上記の状況を受けて、今年の７月27日には、鳥居平区長の麻原克司氏と環境改善

特別委員会および私とで、再度シガポートリーと畜環を訪れて、両事業所への立ち

入り調査を行った結果、次のような結果でした。 

 まず、シガポートリーにつきましては、１つ目、流末排水路、先ほどお話しした

ろ過槽の稼働状況、これは一応掃除され、機能している様子ではあるけれども、設

置当初からはかなり目詰まりしているのではないかというふうに感じます。２つ目、

鶏ふん堆積場の臭気対策ですけれども、東の入り口は、依然として臭気防止用カー

テンは設置されていません。西側入り口は引き戸が設置されております。南北側壁

のカーテンは一応閉じられていましたが、北側は隙間が大きい。これについては、

農場長より、近々にふさぐ計画を持っているとのことを伺っております。３番、農

場までの町道の保全管理についても、立ち入り調査の数日前にバラスを入れて保全

したような状態です。４番、死亡した鳥の焼却炉につきまして、修理したので1,000

度以上で焼却しており、今は黒い煙も出ていないというふうに伺いましたけれども、

住民としては相変わらず焼却時の異臭がひどいために、作業記録の提示を求めまし

たが、作業記録はつけておらず、要請しても、今後もその予定はないとの回答をい

ただいております。 

 畜環につきましては、１つ目、以前の立ち入り調査時に、ほかの牧場で効果が出

ているえひめ菌の飼養実験をしていただく約束になっていたが、実施されていない。

これは、広嶋牧場さんでえひめ菌という菌を使って、これを牛ふんに混ぜたり、牛

が暮らしているところに散布することによってにおいが大幅に減っているというよ

うな実績がありますので、こういったことを実験してほしいというふうに要請した

わけですけど、これがまだ実施されていないわけですね。２つ目、大規模脱臭設備、

排水浄化水槽などは資金難で修理されておらず、設備の外壁も老朽化により外れた

り、破損したりしている箇所が非常に多く、臭気が外にだだ漏れの状態になってい

る。 

 以上が、現在までのこの問題における状況です。 

 これについては、もう何度も農林課さんとか、住民課さんにもお越しいただいて、

一緒にも視察をさせていただいておりますので、非常に感謝しているわけですけれ

ども、これを受けて、以下の点についてお尋ねしたいと思います。 

 まず１つ目、平成25年12月12日に要請した、におい測定器を用いた立ち入り調査

は、その後どうであったでしょうか。これをお答えいただきたいと思います。 

 そして、２つ目、シガポートリーは民間企業ですが、日野町民である鳥居平区民

が実際に苦痛を強いられているという状況です。このような環境問題に対して、町

民を守るための手段を町としてとることはできませんか。 
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 そして、３つ目、シガポートリーで行われている死亡した鳥の焼却処分について、

その作業記録などを毎回残していくように行政指導などはできませんか。特に、具

体的に言うと、焼却された鳥の数であるとか、焼却された温度であるとか、あるい

は、そのときの天候によってもにおいが左右されますので、そのときの気象状況で

あるとか、業者が引き取られるわけですけど、業者引き取りの控えなどを残してい

っていただくように行政指導していただきたいと思います。 

 また、４つ目、２つの事業所とも、他の牧場やほかの地域での例などを参考に、

臭害、においの害の改善策を、町が先頭に立って研究していくことはできませんか。 

 そして、５つ目、２つの事業所とも、湿度も高く、また南風が吹く日や、それか

ら休日、盆休みなど、６月から８月は可能な限り作業の自粛を指導していただくこ

とはできませんか。というのも、８月のお盆ぐらいが非常ににおいがきついわけで

す。今年もそうでしたけれども、お盆というと、やはり外に出ていらっしゃるご家

族が帰ってこられましたり、また、ちょうどお盆に鳥居平の場合には納涼祭などが

予定されておりますので、こういったときに外でいろいろ食べたりしているときに

このにおいがするというのが、非常にやはり苦痛に感じられます。このにおいがあ

るから帰ってきたくないというようなお話も若い方から聞くというふうに私も伺っ

ております。 

 そして、６番目ですけれども、シガポートリーの副農場長さんより、堆積、発酵、

攪拌作業工程のみ別の場所に移す方法もあるというような意味の発言がありました

が、町としても移動先の地域の選定やあっせん、実現しやすい条件の提示などをし

ていただき、一緒になってこの案を検討していただくことはできませんか。 

 そして、７つ目、畜環については、破損している外壁の修理などをしやすくする

ための条件提示などはできませんか。 

 そして、８つ目、畜環において、えひめ菌を牛ふんに散布してのにおい防止実験

など、改善に向けた取り組みについて町が加わり、そして、リーダーシップをとっ

ていただくことはできませんか。当初、畜環で稼働していた大規模な脱臭装置が再

稼働すれば、この事業所での臭害の問題はほとんど解決します。当初はほとんどに

おっていなかったそうです。日野町民である鳥居平区民が長年の苦痛から解放され

ます。それが可能となるように、町から畜環に対してよい提案はできませんか。ま

た、不可能なようなら、現在畜環に牛ふんなどを持ち込まれている酪農家、３軒あ

ったわけですけど、現在２軒に減ってきておりまして、これも近い将来にもう１軒

だけになってしまうようでありますけれども、この方々に対する対処を何か考えて

いただいた上で、この施設を閉鎖するという選択を町も一緒になって考えていただ

くことはできませんか。 

 以上についてお尋ねさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
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議長（杉浦和人君） ２番、後藤勇樹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） 鳥居平地区の臭害対策についてのご質問をいただきました。 

 まず最初に、立ち入り調査についてでございますが、当時の区長様より、口頭に

て集落内での臭気測定器による計測はできないかと、こういう話をお聞きしました。

県の農産普及課へ問い合わせをいたしましたが、臭気測定器は臭気を発する物体か

ら直接臭気強度を計測するもので、臭気を発する物体から離れた場所で計測するこ

とは困難であると聞いており、実施には至っておりません。 

 次に、シガポートリーの環境問題の改善についてでございますが、事業者が悪臭

などの公害防止のための最善の措置を講じることにより、鳥居平地区の生活環境の

維持保全が図られなければなりません。そのために、事業者と鳥居平地区との間で、

例えば公害防止協定のようなものが締結できはしないかなど、地元の皆さんとも協

議をしてまいりたいと思います。 

 次に、両施設の臭害改善対策でございますが、先例なども参考にして、県の農産

普及課などと連携して指導をしていきたいと考えております。 

 また、両作業所の作業日の日程の調整などについてでございますが、尐しでも改

善できないのかどうか、要請をしていきたいと考えます。 

 また、鶏ふん堆積場等の移転についてでございますが、町で移転先をあっせんす

るというようなことはなかなか難しいというふうに思いますが、事業者において適

切な候補地を見つけられる場合などについては、いろいろ相談、協議はさせていた

だきたいと考えます。 

 次に、畜環センターのにおいの防止について、悪臭防止実験などの改善に向けた

取り組みについてでございますが、これも県の農産普及課などと連携し、グリーン

近江農業協同組合へ要請をしたいと思います。 

 また、畜環センターの外壁修理と脱臭装置の稼働についてでございますが、現在、

センターを利用する畜産農家は２経営体に減尐しておりますので、利用料収入から

考慮すると、大規模な修繕はなかなか困難なのかと思われます。今後、グリーン近

江農業協同組合から２経営体の将来的な意向を聞き取りし、修繕方法も話し合って

いただきたいと考えております。 

 また、においの発生しやすい夏の牛ふんの搬入制限など、関係者が知恵を出し合

って、尐しでも改善ができるよう要請をしてまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） まず、臭気測定機については、においを出している物体そのも

のに近づけないと計測ができないということですので、これについては了解いたし

ました。ですが、においを出している物体そのものもですけれども、実際に、先日

農林課の方と住民課の方、一緒に来ていただいて、非常ににおいが強く感じられる
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お宅の方に伺って、聞き取り調査をさせていただいたわけですけれども、やはり非

常に耐えがたいにおいということをおっしゃっていました。ですので、今度、にお

いを出している物体ではなくて、実際におっているご家庭の方に、これは数値で見

るのは難しくても、例えばにおい鑑定士さん、こういった方がいらっしゃるように

伺っております。何か資格があるみたいでして、こういった方がご自分の鼻でもっ

てこれはどれぐらいなにおいであるとか、この種類のにおいは人間にとって非常に

耐えがたいにおいであるというようなことを判断していただいた上で、その被害と

いいますか、臭害を把握していただくというようなことも考えていただければなと

いうふうに思いますが、こういったことができるかどうかをお尋ねしたいと思いま

す。 

 それから、公害防止協定の締結について支援していくというご答弁いただきまし

た。これは非常にありがたいと思います。心から感謝いたします。ただ、何分にも

村の役員というのは毎年変わっていきますので、これは一貫してにおいは続いてお

ります。村の役員が変わっても、においは続いていきます。ですので、ぜひこれを

していただけるのであれば町が中心になって進めていき、村の方から一つ一つこれ

をしてほしいんですけど、これをしてほしいんですけどと町に依頼していくわけじ

ゃなくて、町にリーダーシップをふるっていただいて、これを進めていただくこと

ができないものかというふうに思います。 

 そして、畜環センターについてですけれども、これもグリーン近江農業協同組合

の方へ町から要請していただくということで、非常にこれもありがたいと思います

けれども、これについても、具体的に進捗状況などを随時字の方へ報告なりしてい

ただければありがたいと思いますけども、こういったことができますでしょうか。 

 この点について再質問させていただきます。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（門坂俊男君） 再質問いただきました。 

 シガポートリーの近くのにおいが一番きついというふうになっている家で、臭気

の鑑定士というんですか、そういうことができる人にはかってほしいというふうな

ご相談でございますけれども、町にそういう職員がおるわけでもありませんので、

県の方に相談して、どういったことでそういうことができるのか研究させていただ

きたいと思います。 

 公害防止協定の締結の支援につきましては、やはり町は支援というふうな立場で、

村と事業者の取り組みの方を応援させていただくということで、町がやるというふ

うなことはちょっと難しいのかなと思っております。 

 グリーン近江の要請の状況の報告というふうなことにつきましては、都度都度ご

説明を集落の方にさせていっていただきたいと思います。 
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議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） 町の方から積極的に働きかけるのは難しいというお話をいただ

きましたけれども、においというのは目にも見えませんし、触ることもできません

けれども、実際に臭害というものに日野町民が脅かされているということでありま

すので、ぜひ、今までも取り組んでいただいておりますけども、より一層こういっ

た公害防止協定をはじめ、臭害が尐しでも減っていくように対策を立てていただき

たいと思いますし、また、この畜環であれ、シガポートリーであれ、こういった酪

農関係は農林課さんの担当であると思いますし、また、住民の生活が脅かされてい

るということについては住民課さんの担当であると思います。 

 ですけれども、これは我々生活している者にとっては１つの問題です。ですので、

ぜひ縦割りの行政ではなくて、横の連携をしっかりとっていただいて、実際困って

いるのは日野町民であるということを念頭に置いて、これからも動いていただけれ

ばというふうに思います。再々質問はしませんけれども、この点よろしくお願いい

たします。 

 そうしましたら、次の質問に移らせていただきます。 

 次は、１問１答で質問をさせていただきます。 

 今、非常に国会の方でも問題になっております安全保障法制についてお尋ねいた

します。今国会の衆議院本会議にて、政府与党が７月16日に強行採決で可決し、現

在、参議院で審議されている安全保障法制、以下、安保法制と呼びますけれども、

これは名前こそ平和安全法制ときれいな名前がついておりますけれども、その中身

を見ると、まさに日本を再び海外で戦争できる国にするための戦争法案と言える内

容です。 

 特に、武器の輸送については、８月15日の参議院特別委員会にて民主党の白真勲

議員の「核ミサイルの運搬は可能か」との質問に対し、安倍首相自らが「核兵器の

運搬も法文上は排除していない」と述べ、横畠裕介内閣法制局長官も、「憲法上、核

兵器は保有できる」とまで述べております。 

 また、８月11日には、日本共産党の小池 晃参議院議員が防衛相の内部文書を暴

露し、その日程表では、統合幕僚幹部が５月時点、５月というと、まだ国会に安保

法制が提出もされていない時点ですけれども、この時点で８月に安保法制成立、そ

して、来年の２月には法施行、そして、南スーダンのＰＫＯについては年明けの２

月から新法制のもとで運用するという、まさに戦前の軍部の独走とも言える記述や、

アメリカ軍と自衛隊に対して「軍軍間の」というような記述があったりしました。

もう軍と呼んでいるわけですね。 

 この法案の参議院での審議にあたっては、私がこの質問通告書を作成している８

月28日時点で77回もの審議中断という異常な事態に陥っており、今日ではもう100
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回を超えているわけですけれども、既に理論破綻していることは明白となっており

ます。 

 この安保法制には、次に挙げる３つの大きな問題点があります。 

 まず１つ目ですけれども、自衛隊員に戦死者が出る可能性が非常に高まる、戦闘

地域での軍事支援の問題。アメリカが戦争に乗り出した場合、いつでもどこでもど

んな戦争にでも、後方支援と称して、自衛隊が従来禁じられていた戦闘地域まで行

って、弾薬や燃料の補給、武器の輸送などの軍事支援を行うようになります。自衛

隊が戦闘地域にまで行って活動すれば、非常に危険な問題として、１つ目に、相手

から攻撃を受ける可能性が当然あります。２番目に、攻撃されたら、必要な場合、

自衛隊も武器を使用する。これは、安倍首相も中谷防衛相も認めておられます。３

つ目に、相手がさらに攻撃してくれば、自衛隊が応戦するという危険があり、たと

え武力行使を目的にせず、補給や輸送などの後方支援が目的であっても、結果とし

て自衛隊が戦闘を行うことになりますが、これは憲法９条が禁止した武力行使その

ものです。まず、これが１つ目ですね、危険な問題点として。 

 ２つ目の問題点が、ＰＫＯ法、これは国連治安維持活動ですけれども、このＰＫ

Ｏ法の改定の問題です。今回のＰＫＯ法改定では、国連が統括していない活動にも

自衛隊を参加させ、形式上の停戦合意がなされていれば、戦乱が続く地域にも自衛

隊を派遣し、治安維持活動に取り組むようになります。アフガンでは、武力行使を

目的としていない国際治安維持部隊、ＩＳＡＦ、これは既に今は解散しております

けれども、これが13年間で約3,500人の隊員が戦死しているという事実もあり、また、

日本と同様に解釈改憲で集団的自衛権行使を容認して、アメリカ軍とともにアフガ

ンに派遣されたドイツ連邦軍は、後方支援、これは一般的には兵たんと呼ばれてい

ますけれども、自衛隊が行わされるかもしれないのと同じ任務ですけれども、この

後方支援を行う任務の中で、55人もの戦死者を出しています。 

 そして、３つ目、集団的自衛権行使容認の問題。政府与党は、昨年の７月１日に

集団的自衛権の行使容認を閣議決定しましたが、７月10日の衆議院特別委員会で、

安倍首相は「アメリカの艦船が攻撃されていなくても、攻撃される危険があるだけ

で集団的自衛権を行使する可能性がある」と自ら発言し、また「相手国が日本に対

し攻撃する意図がなくても、アメリカ軍とともに集団的自衛権を行使する可能性が

ある」と述べています。この根拠は、今は日本を攻撃する意図がなくても、実は表

に出していないだけで攻撃しようと思っているかもしれないし、将来攻撃するかも

しれないからというような理由を言っております。集団的自衛権に基づく武力行使

については新３要件が設けられていますが、その判断はあいまいで、時の政府に委

ねられています。 

 以上のように、自衛隊が海外で戦争に巻き込まれる危険性が非常に高くなる安保
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法制ですが、日野町の戦後70年記念事業の一環として、先日わたむきホール虹で公

演された、日本遺族会名誉顧問で、元自民党の幹事長を務められた古賀 誠氏がそ

の講演の中でおっしゃったように、戦争に巻き込まれるか巻き込まれないかという

問題ではなく、戦争をするかしないかの問題であり、そういう意味では、まさしく

この安保法制は戦争をすることができる国にするための戦争法案と言えると思いま

す。 

 そこでお尋ねいたします。 

 まず、１つ目ですけれども、安保法制の危険性を、日野町長として藤澤町長はど

の程度認識しておられるか伺いたいと思います。また、十分に認識しておられた場

合、その危険性を広く町民に周知していただくために、どのような努力をしておら

れるか。また、あるいは、周知していただくためにどのような策が考えられるかと

いうのを町長にお伺いしたいと思います。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） 後藤議員から、安保法制についてどの程度理解をしているのか

と、こういうご質問でございますが、まず、安保法制の危険性でございますが、現

在国会で終盤論戦をされているわけでございますが、この法案を巡って、若者や若

いお母さんをはじめとして、各層、各世代の人たちがこれは危ないというような声

を挙げられ、日本全国でそうした集会などが行われ、戦争反対の声が上がっている

ということはすばらしいことであるというふうに思いますし、また、学者、弁護士

さんをはじめとした法曹界の方々も、これは憲法違反だと、こういうような話をさ

れているわけでございます。そういう意味では、元の内閣法制局長官だとか、最高

裁の判事、長官、さらには、そうした法曹界の方々が集団的自衛権の行使は憲法違

反であると、こういうようなことを指摘されているわけでありますし、私もそのよ

うに思います。 

 基本的に、集団的自衛権については他国防衛であり、先制攻撃をすることになる

ということでありまして、この間、日本が平和憲法９条のもとで、自国を守るため

に最小限度の軍事といいますか、力を行使する、さらには、専守防衛という形で、

先に攻撃することはないということなども含めて、個別的自衛権のもとで憲法解釈

をしてきたことからすると、今回の解釈というのは憲法違反という意見がたくさん

出ておりますが、私もそう言わざるを得ないのではないかと、このように思ってお

ります。 

 あわせて、この間の議論を見ておりますと、いわゆる近代国家における立憲主義

が軽視されているのではないかと、こういうことも感じるわけでございます。武力

行使の新３要件にいたしましても、結局のところは政府の判断によることというこ

とでありまして、法令上、禁止をされない、裁量の余地が無限定に広がるというこ
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とでありますので、立憲主義が軽んじられているのではないか。さらには、この間

の国会論戦を通じて答弁がころころと変わっているというようなことも含め、さら

には、内閣の幹部の方が、法的安定性は二の次なんだというようなこともお話しさ

れますと、やはり近代国家における法の支配のもとで国民が生きていくという一番

の根本が軽視されているということも、大変心配をいたすところでございます。 

 一方で、やはりいろんな外国の諸情勢もあるから、かつての湾岸戦争のときのよ

うに、日本だけが派兵をしなくてええのかというようなこと、当時、いわゆるブー

ツ・オン・ザ・グラウンドだとか、ショー・ザ・フラッグというような形で、金だ

けじゃなくて人を出せよということを言われたことがトラウマとなって、何として

もこういう国際紛争にも武力でもって参加しようというようなこともあるというこ

とも言われておりますし、そうしたことが必要であるという考えられる国民の皆さ

んもおられるのではないかと、このように思います。 

 しかしながら、憲法９条の枞の中でできることとできないことは、仮によその諸

外国と同じように、武力行使的なものをよその外国並みに実施することがいいと思

われるとしても、これはやはり憲法というものを超えることはできないわけであり

まして、そうしたことをするのであれば、当然憲法９条を改正してからするべきも

のであって、そういう意味では、冷静に憲法９条の条文を見た上で議論をすべきも

のであると思います。 

 逆に言うと、そういうふうなことからして、これまで声を出されてこなかった法

曹界の人々が、これはやっぱり憲法解釈上、問題があるよと。憲法を改正した方が

いいと思う人も思わない人も含めて、現在の憲法の解釈というのはそこまで行って

いないよということが共通の念に広がっているのではないかと、こういう気がいた

すわけでございます。 

 そういう意味では、憲法の二度と戦争をしないと誓った憲法の精神こそ、日本が

世界に発するべきものだと私は思っております。当然、私も含めて公務員は憲法擁

護義務を負うものでございますので、そうした立場で憲法の全ての条項を実践する

という立場に立たなければならないというふうに思っております。私もそういうよ

うな今の現在の状況というのは大変危惧をいたしておりますので、いろいろな会議、

さらには広報や綿向雑感や「自治刻刻」なども含めて、私としての思いも伝えさせ

ていただいているところであります。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） よく分かりました。 

 次に、もう一度藤澤町長にお伺いしたいわけでありますけれども、今この時間帯、

今まさにこのときに、国会では中央公聴会が行われておりまして、今まさに藤澤町

長おっしゃったように、憲法について、やはり戦争をするしないや、いい悪いは別
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として、こういう問題を扱うのであれば、まず憲法改正から入っていくべきだとお

っしゃっていらっしゃる小林 節さんも、この公聴会で今意見をおっしゃっていら

っしゃるところであると思います。 

 そういったことも含めまして、新聞、テレビなど、多くの世論調査では、今６割

以上の国民が安保法制に反対し、８割以上の国民が政府の説明が不十分と回答して

います。また、８月30日には、皆さんも新聞、テレビなどでご存じと思いますけれ

ども、国会の前に12万人もの人が集まって、安保法制反対のデモを行ったのをはじ

め、昨日も14日行動と新聞に報道されておりましたが、４万5,000人が国会を取り囲

んで憲法を守れ、そして、戦争反対というデモを行っております。全国各地で数十

万人が今、デモを毎日のように繰り広げているわけですけども、このことについて、

海外のメディアもこの大行動に注目して、８月30日から31日にかけて、特に報道が

相次ぎました。 

 安保法制について、イギリスのＢＢＣニュースでは、これは国立放送、国営放送

ですね。第二次大戦後、初めて日本の軍隊が海外で戦うことを許すものと指摘した

上で、安保法制反対のデモが学生や若者を中心に夏中行われてきたことにも注目し

ています。 

 また、イギリスのフィナンシャルタイムズ紙は、安倍の軍事的計画にこれまで最

大のデモで非難の見出しで報道しており、日本国民の多くは、憲法があってこそ日

本が戦後70年間、戦闘で一発の銃弾も発射してこなかったと考え、今なお憲法を守

りたいと思っていると指摘。また、30日の行動は、日本が平和国家としての世界か

らの信望を維持する最後のチャンスとの声を紹介しています。 

 また、アメリカのニューヨークタイムズは、国会周辺での大規模なデモなどの行

動に対して、第二次大戦後制定された平和憲法における軍に関する規定を緩めよう

としている安倍政権に抗議する、日本全国300ヵ所での行動の１つとして紹介し、中

東の衛星テレビ、アルジャジーラは、軍国主義と闘うために、日本国民が国会を包

囲して抗議の声を上げたと報道しています。 

 私自身も、家族や有志の方とともに、７月の初頭から今日まで、東桜谷の中之郷

交差点や三十坪交差点、役場前の河原西の交差点、国道の松尾北交差点などに、そ

の後、これを、私が通告書をつくった以降にも、まださらに西大路ですとか別所と

か、増えておりますけれども、こういったところに私も毎朝立って、安保法制反対

のアピールをしております。県内のあらゆる場所で行われる安保法制反対の集会や、

デモにも参加しております。22歳になる息子は、県内はもちろん、東京の渋谷や国

会前のデモにも参加しております。 

 また、毎週金曜日の夕方には、日野郵便局の近くで、この議場におられる對中芳

喜議員や齋藤光弘議員らとともに、マイクを使った安保法制反対のリレートークや
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署名活動も行い、今までに700筆近い、現在ではもう1,000筆近くなっておりますけ

れども、この署名を集めております。さらに、宣伝カーを使って、町内全域で安保

法制反対の宣伝を行っております。 

 安保法制が与党の強行採決などにより可決成立してしまいますと、日本が海外で

戦争する国になる危険が非常に高まり、戦地での自衛隊員さんの犠牲のみならず、

国内でもアメリカをはじめとした戦闘当事国同様のテロが起きる可能性も出てきま

す。それゆえに、安保法制成立を断固阻止するために、６月議会で對中芳喜議員が

質問された、県内６町長の行動の実現に向けた藤澤町長の努力や、その進捗度合い

などをお尋ねしたいと思います。藤澤町長、お願いします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 町内、滋賀県では６町長がいるわけでございます。そうした中

で、事あるごとと言いますか、機会があるたびに、日野町におきます戦後70年の取

り組みをはじめとして、紹介などもしているところでございます。 

 また、そういう中で、この安保法制に対することについても一定議論をいたした

ところでございますが、それぞれの６町長の中には、賛同といいますか、この際、

そういう立場を明らかにすべきだと、こういうことをお話しされる方もおられます

し、思いはともかく、どのような形で対応するのかはそれぞれ自らが判断するとい

うようなご意見の方もおられましたので、現時点で６町長が打ちそろって一定の見

解を述べるというところには至っていない状況でございます。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） ぜひ実現に向けて、今後も努力を続けていただければと思いま

すのでよろしくお願いいたします。 

 もう１つ、次も町長にお伺いしたいんですけれども、これは皆さんも報道でよく

ご存じと思いますけれども、高島市にあります饗庭野演習場では、1986年以降、13

回もアメリカ軍と自衛隊が合同演習を行っております。2012年には、イラク戦争な

どで陸の侵攻作戦の中心として使用されたストライカー装甲車が加わって演習を行

っております。 

 こちらに写真がございます。これは見えにくいかもしれません。こちらの液晶モ

ニターを見ていただくと分かるかもしれませんけれども、これが実際に饗庭野で使

用されたストライカー装甲車というもので、タイヤがたくさん、８つついておりま

して、上に乗っております大砲は、これは日本の七四式戦車という、饗庭野に装備

されております戦車と同じ威力を持った、105ミリ砲という非常に強力な戦車の砲身

と同じものです。３キロぐらい離れたところからでも通常の戦車の装甲板を打ち抜

けるという、非常に強力な武器を積んだ、これは装甲車ですけれども、こういった

ものも使われておりますし、また、2013年には、空からの侵攻作戦の中心として使
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用されている有名なオスプレイが使われて、戦闘地域へ自衛隊を派遣するための訓

練が行われています。 

 報道機関からこれはお借りしてきた、実際の生の写真なんですけれども、これが

オスプレイ。饗庭野を飛んでおりますオスプレイですね。ヘリコプターのように上

にプロペラが２つついておりますけれども、これを上に向けているときは、ヘリコ

プターのようにして静止したりもできます。垂直に離着陸します。横向きに飛ぶと

きには、このヘリコプターのプロペラの部分が前に傾いていくわけですね。これで

飛行機のように前に飛んでいく。すると、やはりヘリコプターより早く飛べるとい

うことで、アメリカ軍をはじめ、自衛隊も今度装備するということになっているよ

うですけれども、このプロペラが上から、上を向いているときから横を向いている

ときに、傾くときに落ちるという事故が今多発しているわけですね。先日もハワイ

で落ちて、死者が出たりしているわけですけれども、このオスプレイも使われてお

ります。先ほどのストライカー装甲車が、よく、一般的にネットなどで見ておりま

すと、陸の殴り込み兵器と呼ばれているのに対して、オスプレイが空の殴り込み兵

器というふうによく紹介されております。 

 また、この演習場内には、市街地の戦闘、市街戦を訓練する模擬市街地があり、

敵兵を攻撃し、制圧する訓練が行われ、これは海外の戦闘地域で殺し殺されること

を想定したもので、武力行使を禁じた日本憲法では許されないものです。 

 これも、実際に饗庭野で行われております。これは饗庭野です。市街地戦闘の様

子です。訓練の様子です。砂利とか砂地とか土とかいう上に、こういうコンクリー

ト製の箱型の建物を建てまして、そこでアメリカ軍と日本の自衛隊が共同で市街戦

の訓練をやるんですね。皆さん、イラク戦争などをご覧になっていて分かると思い

ますけれども、砂地あるいは砂利とか土とかの上に、箱型の家が建っている。こう

いう町はどこかというと、大体中東を想定しているわけですね、これは。日本の自

衛隊の場合には、迷彩の、これは軍服と言わないんですけど、戦闘服は、基本的に

は今提示しております緑色を基調にした迷彩服、この迷彩１色しかないんですけれ

ども、アメリカ軍は多種多様な迷彩服を持っておりますが、饗庭野で戦闘訓練を行

っておりますアメリカ軍の軍服は、全てイラクやアフガンに派遣されておりますデ

ザート色と呼ばれるそうです。砂漠色をしたものです。つまり、アメリカ軍は既に

砂漠戦を想定して饗庭野で訓練しているわけですね。よく、尖閣諸島を中国が取り

に来たらどうするんだとか、いろいろ政府は言っておりますけれども、現実には訓

練は砂漠戦を想定して行われております。こういったことが今、饗庭野で、すぐ近

くで行われているわけですね。 

 私がこういったことになぜいろいろ詳しいかというと、うちの上の息子は自衛隊

員です。私の父も自衛隊員でした。だから、自衛隊についての知識も多尐あります。
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それだけに、よけい日本を守るはずの自衛隊が出ていって外で戦う。あるいは、日

本が攻撃されていないのに、自衛隊員が先に攻撃するというようなことにはやっぱ

りなってほしくないわけです。 

 こういったことが、７月16日には、皆さんも新聞でご存じと思いますけれども、

高島市の今津町の保坂の住宅の屋根と天五を、重機関銃の実弾が貫通するといった

ような事態も発生したりして、非常に危険が高いということが今、私たちに、滋賀

県におりましても身に迫って感じるわけであります。特に饗庭野というところは、

西日本で最大の第３戦車大隊という、非常に多数の戦車が装備された大きな戦車大

隊が駐屯しております。こういったことも、ほとんどの滋賀県民が知っておりませ

ん。まさか、西日本で一番たくさん戦車が集まっているのが滋賀県だなんて、ほと

んどの人は知らないと思いますね。 

 こういったことが現実にすぐ近くで行われているわけですけれども、そこで、町

長にお尋ねしたいわけですけれども、同じ滋賀県内の自治体として、県内でこのよ

うな訓練が行われていることに対し、どのように思っておられますか。また、今後

このように危険な訓練が県内で行われないようにするために、非核日野町宣言を持

ち、平和を願う町である日野町から、何か意思表示をすることは考えておられるで

しょうか。お願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 高島市にある陸上自衛隊饗庭野演習場での訓練につきましては、

特に本年７月に、実弾射撃訓練の際の跳弾により、演習場外に着弾するという事案

が起こり、記憶に新しいところでございます。改めて基地を抱える地元住民の方々

の不安というのは本当に大変なものがあるだろうと、あるのだなと、このように思

いました。あわせて、そうした中で高島市という自治体があるわけでございますの

で、大変この部分についてもご苦労なされているのではないかと、このように思う

ところでございます。 

 そういう意味では、当該自治体の中で、大変な苦労の中でいろいろな対応をされ

ているということでございますが、基本的には、やはり日本において平和憲法のも

とで、枞内でしか、訓練と言いますか、活動というものはされてはならないのでは

ないかと、このように思っておるところでございます。そういう意味で、基本的に

憲法を守るという立場からできることについては対応をする必要があるのではない

かと、このように思っています。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） 大変よく分かりました。 

 最後に、１つだけお尋ねしたいんですけれども、今年は戦後70年記念事業が行わ

れ、戦争当時の物品展示をした戦争の記憶展、また、戦争体験を語り伝えるつどい、
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また、前述の、日本遺族会名誉顧問で、元自民党の幹事長であった古賀 誠氏によ

る講演など、さまざまな企画が行われました。そしてまた、６月議会では、全会一

致で安保法制に対して強行採決を行われないようにという、そういう意見書を国に

出すという、日野町議会においても非常に歴史に残るんじゃないかというようなこ

ともありました。 

 中でも、戦争反対、核兵器なくせの運動が、この日野町では60年も前から町ぐる

みで行われてきたことなどを含め、これらのことに対してどのように町長として評

価し、また、総括しておられるのかを藤澤町長にお伺いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 今年は戦後70年ということで、戦後の日本の平和の歩みを再確

認する大事な年であると、こういうような思いから、戦後70年の記念事業を実施す

るということで、町も含めて、各種団体の皆さんに実行委員会を結成いただき、特

に８月を中心に、いろんな事業を展開いただいたところでございます。振り返りま

すと、10年前の戦後60年のときにも、こうした取り組みを町を挙げて実施をしてき

ていただいているということでございます。 

 また、ご指摘のありました、60年前からもということでございますが、そういう

意味では、この町で平和の大切さをしっかりとつないでいく、そういう取り組みが

営々として続けられているということこそが、今年の70年事業実施できる下地とい

いますか、そういう町民性をあらわしているのではないかと、このように思ってお

ります。 

 あわせて今、この８月は、テレビや新聞も含めて、かなり意欲的な企画が放送な

りされてきたというふうに思いますので、そういう意味では、戦後70年、この日本

の国民がやはり二度と戦争はしないんだという誓いを持って国際社会に復帰し、歩

みを進めてきた、この国民風土というのは今に生きていると。だからこそ今、若い

人も含めて安保法制に対する大きな声になっているのではないかというふうに思い

ますが、日野町だけでなくて、この国で憲法を守り、平和の歩みをしっかりと続け

ていこうと、こういう世論がさらに一層広がることを期待いたしたいと思っており

ます。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） よく分かりました。 

 先日も、鬼怒川のあたりの水害であるとか、ああいった悲しいニュースが入って

きたりするときに必ず救助に入ったり、また、災害に対する対処で、そこの現地に

入られる自衛隊員さんがいらっしゃるわけで、皆さんも記憶に新しい東日本大震災

とか、あるいは、私が出身しました神戸の阪神大震災とか、こういったところでも

自衛隊さんたちが本当に命をかけて人命救助、あるいは、町の復興に頑張っておら
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れる姿を見たら、本当に涙が出ますし、感動いたします。こういうところを見てお

りましたら、自衛隊さんたちの苦労、そして、私たちがいつもそういった災害から

も復興するに当たって、自衛隊員さんたちのおかげもたくさんありまして、感謝も

しておりますし、私たちの誇りでもあります。 

 万が一、外国が攻めて来たときに、やはり守っていただくという任務も、今のと

ころ自衛隊員さんということになっております。こういったところでもしっかり頑

張っていただきたいというふうにも思いますが、ただ、やはりそういった万が一が

ないように一生懸命尽くしていただくのが政府の任務であって、外国が攻めて来る

かもしれないから、それに対していっぱい軍備を持っておこうとか、あるいは、攻

めるかもしれないからアメリカと一緒に攻めていこうという姿勢は、もう私として

は間違っていると思います。こういったところに私は非常に不安を感じるわけです。

だからこそ、毎日そういったものに反対する運動も展開しております。 

 町としても、ぜひ平和がいつまでも続いて、この日野町から戦争に行く方や、日

野町がテロに遭ったりするようなことがないように、この先も町長をはじめ、行政

の方にもしっかりと日野町を守っていっていただきたいと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 次に、13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、まず最初に、この９月に、茨城とか栃木、さらに宮

城、つまり関東・東北豪雤、そのために亡くなられた方にはお悔やみ申しながら、

また、被害に遭われた方に対して心よりお見舞い申し上げたいと思います。まだ行

方不明の方が15名ほどおられるということも聞いております。１日も早く救出され

ることを心から願っているものであります。 

 それでは、主要地方道蒲生近江八幡線道路改良について質問させていただきたい

と思います。 

 この道路改良につきましての前に、この去る８月26日、これは日野町の建設計画

課の方、５、６人に来ていただきまして、西大路鎌掛線、町道でありますけれども、

この生い茂った、覆いかぶさったというのか、枝木とか樹木、また草の除草、こう

いったことの処理とか整理に対してご苦労いただきました。私たち役員の方も出ま

して、応援させてもらったわけです。本当にきれいになってありがたいなというこ

とを思います。本当にありがとうございました。その点、まずお礼申し上げたいと

思います。 

 それでは質問に入りますけれども、平成20年に、今から７年前でありますけれど

も、主要地方道土山蒲生近江八幡線の道路改良が、滋賀県の道路整備アクションプ

ログラムに実施区間として位置づけされました。そもそも、鎌掛から土山の頓宮ま

で、国道１号線に出るところまででありますけれども、約６キロあるわけでありま
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す。これが位置づけされましたけれども、その後、具体的な検討がなかなかなされ

なくて、双方のルートが検討が決まりませんでした。 

 そういった中で、日野の鎌掛、さらに、甲賀市の土山の双方の地域の代表者、さ

らには、各甲賀とか東近江の土木事務所の関係者、道路関係者などによって、鎌掛

頓宮道路ルート検討委員会が約１年かけて議論していただき、このルートを決めて

いただきました。それを県に答申したわけであります。そのルートが実は大きな問

題がありまして、概算事業費が何と60億円かかるという、そういった試算を発表し

たわけであります。そういったことから見て、県はたちまちこういった滋賀県の中

で多額の費用がかかるとして、なかなかこれは進展がしなかったわけであります。

私ども、地域の期成同盟会が再三要望してきたにもかかわらず、膠着状態がこの間

ずっと続いてきたわけであります。 

 それがために、この５年ごとに滋賀県の道路整備のアクションプログラムが見直

しされます。見直しされますけれども、平成25年には、ちょうど今から２年前に、

またアクションプログラムの見直しがあったわけです。その中で、鎌掛、つまり日

野土山蒲生近江八幡線は、このアクションプログラムに再度位置づけはされました

けれども、平成20年にされた実施区間から、今度はどちらかといえば検討区間に、

いわば格下げという状況になったわけであります。 

 そういった状況の中で、私はぜひ土山蒲生近江八幡線そのものについて、どうい

ったものかということについて、もうあと一つ説明していきたいと思います。それ

は、通称御代参街道線と言われております。かつては東海道と中山道を結ぶ御代参

街道として、盛んな往来があったわけであります。また、多賀大社とか伊勢神宮へ

の参宮にも利用されたという、まさに信仰の道でもあったわけであります。同時に

今、日野と近江八幡、さらに亓個荘など、近江商人が活用した商いの道としても利

用されていたわけであります。まさに、歴史的な街道でもあったと言われておりま

す。 

 現在、主要地方道ということで明記されている関係もあり、カーナビなどにこれ

が出てきております。そういったことで、その誘導によって通行車両も増加してき

ています。しかし、この道は現道が狭く、またカーブ区間も多くて、一般車両の通

行に大きな支障をきたしている状態でもあったわけであります。 

 そういった道でありますけれども、今回、本当に道路改良する必要性は、私たち

地域住民からも願いとして持ってきているわけでありますけれども、その必要性に

ついて、１つは、新名神と名神とを結ぶアクセスの道路である、最短の道であると

いうことが１つです。それから、２つ目には、大規模災害というのか、特に震災、

それから今の、福五に原発がありますけれども、そういったところの避難ルートと

して一番最適な道であるという、そういうこと。同時に、３つ目には、日野菜の特
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産をはじめ、地域の経済の発展につながっていくという道である。４つ目には、地

域住民の生活道路になる。もともと、当時、びわこ空港が計画されているときに、

ハイウエー型の道路をつくろうという、高規格道路が計画されておりましたけれど

も、びわこ空港そのものが白紙になった関係もあり、やはり平面交差での生活道路

が今、優先されるようになったわけです。そういった意味で、住民の生活道路が、

地域にとっても重要であるし、地域の活性化にとっても重要な役割になると、こう

いった位置づけがされるものだと私は思っております。ぜひ一日も早くこの実現が

できることを私は求めていくわけであります。 

 そこで、平成８年に、旧土山町の頓宮、それから、日野町鎌掛の地元住民から成

る期成同盟会を発足し、今日まで18年、19年たっているわけであります。今日まで

粘り強く要請行動を行ってきました。何としても実現させるために、多額の費用、

60億といわれる多額の費用がかかる、こういったバイパス的なルートにこだわらず、

現道の拡幅も含めた整備ルートの見直しを行うための、調査費の予算を求めてきた

わけであります。 

 そういった意味で、今年の、今月、夏の８月31日、甲賀選出の県会議員２名と、

日野地区選出の県会議員２名ともどもに、県の副知事、県の土木交通部長にも要請

を行ってきたわけです。もちろん、地元役員や甲賀市、日野町の担当課長、課も来

ていただいたわけであります。その中で、県の桑山県土木交通部長は、18年もの長

きにわたる鎌掛、頓宮地区の熱心な取り組みに敬意を表する。現在のルート候補で

は60億円と多額の経費を要し、実現は難しい。現行のアクションプログラムでは、

業化検討路線として位置づけている。現道拡幅も含めて、経済的で実現可能な方策

を検討していかなければならないと考えている。そのために、平成28年に概算設計

費を予算化したい。その上で、実施可能かどうか見きわめていきたい、このような

回答があったわけであります。 

 また、西嶋副知事は、土木交通部長の考え方を重視して予算編成にあたっていき

たい。予算は県議会の合意が必要であって、地元県議の支援を当然お願いしたい。

ように述べられたわけであります。 

 こういった意味から見て、しばらく膠着状態が続いたこの事業が、着手の見通し

すら立たない状況が続いてきましたけれども、長年の粘り強い要望活動が実を結ん

で、事業着手に一歩前に進むことになったと私は思うわけであります。そういった

意味から見て、町当局の支えに、今日までの支えに大いに感謝するわけであります。 

 そこで、当路線の道路改良の必要性を当然認識されておられると思いますけれど

も、これが現実的な着工ができるためにも、やはり町行政の引き続き力強い支援が

必要だと思います。そういった意味で、この支援に対してどのような対応で臨まれ

ようとされているか、ぜひその点についてお聞かせいただきたいと思います。 
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議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 主要地方道土山蒲生近江八幡線の道路改良についてでございま

すが、今縷々お話ありましたように、對中議員には改良期成同盟会発足当時からか

かわっていただき、活動いただき、まことにありがたく思っておるところでござい

ます。 

 当該道路は、新名神高速道路と名神高速道路を結ぶ重要路線でございます。あわ

せて、町道西大路鎌掛線とも接続する道路でございますので、今後も引き続き地域

の方々、また、同盟会とも密接に連携をしながら取り組んでいくことが必要である

というふうに考えているところでございます。 

 土山蒲生近江八幡線につきましては、別とは申しませんが、名神名阪連絡道路と

いう話もございまして、なかなかそこが難しい中で、実際土山インターと蒲生イン

ターを結ぶ、そういうような地域の経済の活性化につながる、現実味のあるこの土

山蒲生近江八幡線を進めていこうやないかと、こういう形で、町も地域も取り組ん

でまいったところで、アクションプログラムに一定位置づけられてきたという経過

がございますので、さらにそれを一層前に進めるということで、町としても期成同

盟会の皆さん、そして、甲賀市とも力を合わせて取り組んでまいりたいと、このよ

うに思っております。 

議長（杉浦和人君） 對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 そこで、もう一度確認だけ。当然だと思いますけれども、特にどのように取り組

むかという、意気込みはよく分かるわけでありますけれども、県への要望、当然年

内にいろいろ県に対する要望があると思います。この道路もぜひ重点項目として上

げていただきたいし、同時に、これは日野町だけの問題ではなくて、甲賀市との連

携が必要でありますので、ぜひ甲賀市との連携も強化をさらにしていってもらいた

いということを思いますけれども、もし、その点についてご意見がありましたらよ

ろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） 再質問をいただきました。 

 先日も、８月31日に県の方にも要望もしております。28年度の早期にということ

で、答えもいただいていますが、予算次期編成に向けまして、また当町としまして

も甲賀市と連絡をとりまして、その辺のことを力強く要望したいと思いますのでよ

ろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それではよろしくお願いします。 

 ２つ目に入ります。 
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 就学前教育・保育についてであります。鎌掛幼稚園が、今分園となっております

けれども、これが廃園されるという内容の条例がこの９月議会に提案されているわ

けであります。特に、そういった意味で、私は、ちょうど60年ぐらい携わってこら

れました鎌掛の幼稚園、これが廃園になるわけであります。 

 その中で、特に近年の尐子化の傾向のもとで、私たちは100年以上にわたって子ど

もの学びやとして大きな貢献を果たしてきた鎌掛小学校、これがちょうど今から14

年前の平成13年に廃校、日野小学校に統合となったわけであり、地元もそういった

決断を行ってきたわけであります。そして、同時に、鎌掛幼稚園におきましては、

尐子化傾向による園児の減尐を、最大限にその当時も食いとめようということで、

集団生活が最低限行えるようにと、町教育委員会の支援のもとで、全町に先駆けて

幼稚園の３歳児モデル事業を、ちょうど今から17年前、平成10年より開始したわけ

であります。 

 そのときに、鎌掛幼稚園が日野幼稚園鎌掛分園となったわけであります。これは、

当然鎌掛地区だけの園児数では絶対数が尐ないわけでありますので、そのために、

日野地区などから園児の方にも来ていただいて、当時は３歳児は20名、４歳児、５

歳児に至っては十数名と、ほかの園から比べれば小規模であったものの、立派に幼

稚園の運営ができる活気ある園として続けられて、今日まで10年間続けてきたわけ

であります。 

 しかし、尐子化傾向とともに保育のニーズの高まりのもとで、年々園児数が減尐

してきております。３年前からは、ちょうど４歳児、５歳児はゼロです。３歳児も

10人足らず。それが、今年に至りましては10名おられますけれども、鎌掛は１名で、

他の地区から９名来ていただいております。そして、当然４歳、５歳もゼロであり

まして、４歳、５歳児になれば、他の地域の方たちは、当然小学校の近くの幼稚園

に行かれます。ということで、自然と減ってしまうという、こういう、どちらかと

いえばさみしい状況があったわけであります。 

 その間、私たちは、それを解決する対策として、幼稚園でも預かり保育を鎌掛で

もやってもらいたいという、そういった要望を出したこともあります。議会でも質

問しました。また、幼稚園の園児は、今定数は35というのが決められておりますけ

れども、それを日野独自で30に落としていただいて、その５名の分が当然鎌掛に回

ってきてもらったらどうやという、そういうせこいと言えばせこいような話をした

ことも覚えているわけであります。しかし、実質的には実現しなかったわけであり

ます。 

 現在、全町の幼稚園が、聞きますと、定数が680名おられます。３歳、４歳、５歳

児で680名の定数に対して316名、約半分以下しか入っておられず、当然、半分以上

がまだあいているというのが幼稚園の実態だと聞いております。ちなみに、保育所
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で行けば385、０歳児から５歳児までの定数が385に対して、400を超える方たちが入

っておられる。こういう変な状況が、今ここ２、３年来続いてきたということにな

ってきて、そんな中で、この鎌掛分園が、来年28年度、果たして一定の園児数が入

るのかどうかと、この園に入ってもらえるかということを突き詰められれば、何と

も言えない状況になったのが現状だと私たちは思っているわけであります。そうい

った意味から見て、本当のところ、この分園がなくなるという点については、さみ

しい思いがいっぱいするわけであります。 

 そこで、町の教育委員会から、どのようにされるのかというような話も要請もあ

りました。このまま放置できない問題であるという立場から、私たちは、就学前教

育また保育のアンケートを、該当する保護者20名近くの方々に行いました。結果は、

今後の動向については、幼稚園として残すべきが13パーセント、保育所として残す

べきが20パーセント、また、何らかの子育ての支援施設として残すべきが33パーセ

ントでありました。なかなかこれだという決定的な数字は上がりませんでしたけれ

ども、しかし、幼稚園とか保育所を含め、子育ての公立施設として残してもらいた

いという声が結果的には７割に上ったというところに、今回のアンケートの中身が

あったのではないかと思います。 

 私どもは、あくまでも保護者や関係者の意向が優先されるべきとの立場から判断

を下さなければならないと、このように思っております。町の教育委員会当局は、

８月に行った関係する保護者への話し合い、さらには、地元住民対象の話し合いな

どで理解が得られたという、今回も説明がなされてきております。 

 しかし、地元といたしましては、鎌掛地区内の幼児数、１学年大体５名程度ぐら

いしかいない、今、以下ぐらいになる可能性もありますけれども、そういう尐なく

なってきた実態を直視する中で、致し方ないという思いのもとで幼稚園の廃園、ま

た、１歳、２歳児の保育所への移行を決断しなければならなくなったという心情を

ぜひ認識していただきたいと私は思うわけであります。廃園は残念ではありますけ

れども、保育所移行となった限りは、ニーズに合った公的施設としての保育所施設

の充実を私は特に求めるものであります。 

 そこで、就学前教育・保育の充実、子育て支援強化の立場から、次の点について

伺います。 

 その１つは、なぜ鎌掛のこの施設が保育所の１歳児、２歳児を行うこととなった

のか。また同時に、このことによって、今保育への待機児童の解消をうたわれてお

りますけれども、これで果たしてできるのかどうか。その点について、１つお伺い

したいと思います。 

 ２つには、この鎌掛の今、幼稚園は分園でありますけれども、保育所に切りかえ

られるわけであります。そのための施設整備はどのようにされるか。また、同時に、
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大体通われる方は幼児よりも０歳、１歳、２歳と、ほんまちっちゃい幼児でありま

す。そういった意味から見ても、安全な駐車場確保が必要かなということを考えて

おります。そういった意味から見てどのように考えておられるのか、ぜひ聞かせて

いただきたいと思います。 

 ３つ目には、就学前教育、さらには保育の幼児に対して、特に保護者の負担軽減

の立場から、今いろいろ言われておりますけれども、第２番目の子どもさんから保

育料を、利用料を無料化にするという、これを今、全国でやっている市もあるわけ

でありますけれども、ぜひその点について、日野町も待機児童をなくしていこうと

いう、そういう立場から、子育てを大切にする立場からも、第２子からの保育料の

無料化、現在は２分の１でありますけれども、無料化に一遍踏み込んでもらったら

どうかなと、こういったことを私は思っているわけでございますけれども、ぜひそ

の点についてのご意見をお伺いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 就学前保育についてご質問をいただきました。 

 今回、日野幼稚園鎌掛分園をあおぞら園鎌掛分園と変更をさせていただくことに

つきましては、地域の鎌掛地域の皆さん、保護者の皆さんのご理解をいただき、今

議会に設置条例等の提案ができたことは大変ありがたいことだというふうに思って

おりますが、今、對中議員から縷々お話がありましたように、そうした決断をして

いただいた中には、大変な決断といいますか、ご苦労をいただいたものと、心より

感謝を申し上げる次第でございます。 

 さて、10月から入園申し込みに間に合いますようにということで、そうした鎌掛

地域の皆さんに対して説明会、地域の皆さんへの説明会も実施をさせていただいた

ところでございまして、本当にありがたく思っております。 

 そうした中で、まず最初に、鎌掛分園、あおぞら園の鎌掛分園での１歳児、２歳

児の保育と待機児童の解消についてでございます。平成23年度までは、何とか申し

込みいただいた方全員に入所していただくことができておりましたが、平成24年度

から待機児童が出てまいりました。その後、平成26年度には第二わらべ保育園を開

園いただき、平成27年度には公立のこばと園、保育園の定数増を図ってまいりまし

たが、保育所入所申し込みが増加し、平成27年度には二十数名の方に入所いただけ

ない状況となりました。 

 年齢別に分析しますと、申し込みが増えておりますのは３歳未満児でございまし

て、中でも、１歳までの育児休業を取得し、職場復帰される方が多い１歳、２歳児

の定員を増やすことが待機児童の解消につながるということでございまして、鎌掛

分園で保育を行おうとするものでございます。また、27年度の入所決定時に二十数

名の不承諾を出したことから、鎌掛分園を30名定員とすることで解消に役立てたい
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と考えております。 

 次に、保育施設への施設整備についてでございますが、低年齢児用のトイレを保

育室の近くに設置する改修、配膳室の設置などが、主な改修が必要となると考えて

おります。また、駐車場につきましては、日野幼稚園鎌掛分園で使わせていただい

ておりますスペースを、引き続きお借りしたいと考えております。 

 次に、保育料の無料化等の課題でございますが、現在は第２子が半額、第３子が

無料となってございます。保護者の負担軽減を図るということでは、平成27年９月

から利用者負担金の額を改正してまいりたいと考えておりますので、まずはそうし

た対応を図りたいというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、３つの点について質問させていただきたいと思いま

す。 

 １つは、①の部分で、１歳、２歳児の保育を行うことと、なぜこのようにしたの

かとか、待機児童の解消の関係につきましてでありますけれども、中身はよく分か

るわけで、ただ、鎌掛の分園に、今、今度は保育園の分園になりますけれども、こ

こに来ていただく１歳、２歳児。１歳、２歳児は鎌掛だけで１学年３人か４人ぐら

いで、皆来てもらえそう、どうかなという、ちょっと心配もしているわけでありま

すけど、それだけでは全然園にはなりません。当然外から来てもらわなければなら

ない。これはもう今までの幼稚園と同じようなやり方で、外から来ていただくとい

う意味から見ると、果たして鎌掛に入園してもらえるのかなという、そこをものす

ごく心配するわけですね。 

 ということで、30名までできるという意味で、今、全町的に１歳、２歳児が、０

歳も含めて、待機児童になっているんだという話がありますけれども、それがそっ

くり鎌掛に来ていただければ大いにありがたいわけでありますけれども、その点を

実は心配して、何とかして鎌掛を大いに利用してもらうためにも、鎌掛の保育園の

よさというのか、そこを浮き出すことが必要ではないかなということを思うわけで

ありますけれども、そういった意味で、昨日、質疑の中で聞かせていただいた保育

時間です。 

 鎌掛まで、日野からちょっと、そんなに時間がかかりませんけども、来るという

関係で、終わる時間が６時半が、町立は皆そうなっておりますけれども、鎌掛は７

時までするとか、そういうようなメリットを与えるようなことも必要ではないかな

ということを思うわけですけども、今、こばと園が７時までやられております。わ

らべ保育園は当然７時まででありますけれども、それがそういう形までできたらな

ということで、昨日質問で聞いたわけでありますけれども、そういう意味で、きち

っと待機児童を解消するために入っていただくことが肝心だと思います。そのため
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にも、そういうメリットをきちっとつくる必要があるということを私は思いますけ

れども、もしその点についてのご意見をお伺いしたいと、このように思います。 

 と同時に、今の保護者を集めた説明会の中に、当然教育長さんも皆聞いておられ

て分かったと思いますけども、保護者の中からこういう話がありましたね。減らす、

待機児童を減らすということはよく分かる。減らすわけは分かるけれども、待機児

童ゼロを町の施策に掲げるんだという、その意気込みがないとあかんぞということ

を言われたお父さんがおられたと思いますけれども、そういう、何とか待機児童を

ゼロに近づけますというのはできるけれども、ゼロにするというところまで行こう

と思ったら、相当大変なことだと思います。 

 というのは、裏返して見れば、隠れ待機児童がたくさんあるという。申し込みし

たいけれども、言うても仕方ないでやめとこうという、そういう待機児童もあると

いう点から見れば、相当な数になるということを私は思うわけでありますね。そう

いったことも含めて、鎌掛分園にきちっと入っていただくという保障をつくる必要

があるためにも、何らかのメリットをきちっとつくる必要があるという意味で、ぜ

ひその点についてひとつ意見をお伺いしたいと、このように思います。 

 それから、２つ目の、施設等、駐車場の関係でありますけれども、特に今３歳児

でありまして、今現在使っていただいている駐車場は個人の土地でありまして、広

い土地で、今、５区の、第５区の隣組が管理もされているわけでありますけれども、

その一部を今、小学校と幼稚園と同じように使わせていただこうということで、地

元もそんなことをいかんということは言われないと思いますけれども、どうしても

そこは町道でありまして、道を隔てなければならんということもあって、何か園に、

園庭の中での駐車場ができないものかなということを私なりに思っていたわけであ

りますけれども、今の現在の駐車場確保に対してどうなのかということを、ぜひ再

度、もう一度聞かせていただきたいと思います。 

 それから、３つ目の、保育所ならびに幼稚園に行っておられる第２番目からの子

どもさんの保育料また幼稚園の使用料は、今現在半額でありますけれども、これを

ぜひ全額２番目からゼロにし、３番目は、３番目の方はもうゼロになっております

けれども、２番目からしていってもらいたいということを私は特に今回求めたわけ

でありますけれども、その点がどうかなと思います。 

 といいますのは、今、地方創生の総合戦略の中で、向こう30年、40年、20年、30

年先の将来人口が大体計算されているわけで、その中で、特殊出生率を、今現在１.

何某か、７ほどありますけれども、それを1.8から最後は2.07人まで伸ばしていきた

いという、そういうように計画を上げようとされておりますけれども、それを裏づ

けるためにも、第２子から日野は保育料また幼稚園料はゼロですよということを掲

げることが特に必要かなという。これは、当然保護者の負担軽減にもなって、子育
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てを支援していく大きな力になるのではないかなと、このように思いますけれども、

その点についてのご意見をぜひ聞かせていただきたいと、このように思います。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 對中議員から再質問ということで、鎌掛の分園の方に１歳、

２歳児ということで分園設置をされるけれども、入園者があるのかなという心配を

されているようでございますけれども、保育園の入所につきましては、町内全域と

いうことで、どこの保育園を希望されるかということにつきましては、やはりお母

さん方がお仕事をするのにお家に近い方、もしくは、仕事場に近い方ということを

お望みになっているというのが現状でございます。 

 しかしながら、全体で考えまして、ご希望されているところはいっぱいで、次は

この園しかあいていませんよというお話をさせてもらいますと、お仕事をしていか

なくてはいけないという状況にありますので、そちらの園を希望されますので、鎌

掛がちょっと遠距離だから預けられないということよりも、やっぱりどこか預かっ

て、預かる場所があるなら預けて仕事を、就労したいという希望の方が多いのでは

ないかと思いまして、全体の、26年度に二十数名ほどの不承諾を出しました分で、

やはりいっぱいになるというところまではいかないかもしれませんけれども、その

分の人数というのは鎌掛の方で見ていかなくてはいけないのかなというふうに思っ

ているところでございます。 

 それと、メリットということでございますけれども、延長ということもあるんで

すけれども、鎌掛の分園の場合、１、２歳児さんにとってはとってもよいメリット

として、環境があるのではないかなというふうに考えています。自然が豊かですし、

それから、近くに行きますと広い場所もございます。そういうところで１、２歳児

さんはのびのびと過ごすということが大事なことかなと思っておりますので、お母

さんのニーズからしますと、やはり長時間預かるということもとても大事なニーズ

になっているのかなと思いますけれども、メリットというところでは、そういうと

ころにも着目していけたらいいのかなというふうに思っております。 

 それから、駐車場の関係ですけれども、１、２歳児さんですので、對中議員おっ

しゃっていただきますように、本当は入口の近いところに駐車場があるというのは

一番望ましいかなと思うんですけれども、雤の日はちょっと大変かなと思いますが、

お母さんが車からおろしていただいて、園のところに送ってくるというこの間、一

緒に手をつないで歩くとか、そういうことも含めまして考えますと、今ある広いあ

の駐車場をお借りすることがいいのではないかなというふうに考えております。 

 ３番目の、２人目の保育料をゼロにするということでございますけれども、現在、

県内では甲賀市と米原市が２人目さんをゼロに、２人目さんを減免にということで、

日野町よりも拡大している施策をしています。甲賀市では、小学校に入った児童も
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第１子と考えて、階層の低い人と所得の低い人のみ、所得制限していますけれども、

２番目の減免をされています。米原市では、18歳までの児童も第１子と考えて、保

育所にいる子どもを減免されています。 

 第２子をゼロにするということは、保護者の負担軽減になるということはよく承

知しておりますけれども、まずは保育所や幼稚園、就学前のお子さんが対象という

ことよりも、甲賀市や米原市のように、第２子の考え方をどうするのかというとこ

ろから検討していけたらなというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、あと１回だけちょっと質問というのか、聞かせてい

ただきたいと思います。 

 １つは、１番目の方で質問しましたけれども、保育時間の、公立と民間、特に民

間、わらべ保育園さんが民間であるわけで、あとは公立がこっちの３つあるわけで

ありますけれども、特に民間でもやっている７時から７時、ここは、公立は７時半

から６時半。中には、こばと園だけは７時半から７時までありますけれども、同じ

ような７時から７時にしようと思えば大変なのかどうか、ぜひその点、検討の一遍、

材料に一遍していただけないかなということを思います。 

 といいますのは、今、わらべ保育園のところで０歳児、１歳児、２歳児を預かっ

ているのが、日野町全体の保育所で預かっている中の４割を預かっていただいてく

れはる。６割を町の方で、町の公立で持っているという話がありますけども、もう

尐しバランスをよくできないのかな。これは、やっぱり保育時間の関係もあるのか

なということを私は思います。その点について、もし、そんなの絶対やってはなら

んというわけでは私はないと思いますけれども、ぜひお考えがありましたら聞かせ

ていただきたいことと、それから、今３つ目にありました、第２子の保育料の無料

化の関係につきまして、これは、今検討はしていく必要があるのではないかなと思

います。 

 といいますのは、現在、今回保育料を、中身を若干軽減されるような状況があり

ますけれども、従前の改正前のままで計算すれば、２人預けると、大体６万5,000

円ぐらいかかります。それが今度、改定後は５万5,000円、１万円ほど安く、尐なく

なるという、こういうところで、負担軽減がされるというところでは、これはもう

保護者の方は大いに喜ばれると思います。そういえども、２人預けると、改訂され

た金額でも５万亓千いくら、平均でかかる。これが、なかなかお母さんたちが勤め

ている中での５万、６万が厳しいというのが実態だと私は思います。そういった面

から見ても、ぜひご検討していただきたいと思いますけども、その点について再度

お聞かせいただきたいと、このように思います。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 



3-89 

福祉課長（壁田 文君） ７時から７時までの保育ということになりますと、朝早く

から夜遅くまで、１人の人が勤務するわけにはいきません。町の役場もそうでござ

いますけれども、８時間勤務ということになります。ということは、それだけの時

間帯、どういうふうに回っていくか、ローテーション、勤務のローテーションとい

うんですけれども、その人数を割り振るだけの保育士の数がないと、なかなか、ご

要望があるからといってそれを実施して、結果、その時間帯に保育士がいなくて、

子どもさんたちに大きな影響が出たというようなことがあってはならないのかな。

やっぱり安全にちゃんと保育しなくてはいけないということがあると思いますので、

それを考えますと、ニーズが多い中でも、すぐにそのことを実施するということは

なかなかできないかなというふうに現在のところは思っております。 

 それから、保護者の負担軽減についてでございますが、今回、27年の９月からの

保育料の方を改訂させていただきました。議員さんおっしゃっていただきましたよ

うに、負担軽減という意味では、今年度はそういうところが保護者の方に感じてい

ただける、保護者の方の負担軽減にはなっているかなと思います。 

 第２子をゼロ歳にすると、具体的にゼロ円に、無料になるんだから、２人預けて

いても１人分だけで済むから、すごく負担が軽減されたなということでございます

けれども、まずは先ほどもお話しさせていただきましたけれども、第２子の考え方

をどういうふうにするのかというところから検討に入っていきたい。よその、県下

の市町の動きも見まして、検討していけたらなというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） 質問はありませんけれども、ぜひ子育ての関係、多岐にわたる

部分が多いわけです。ぜひ検討も含めて、２番目の子どもさんをどうするか、その

検討を一遍リアルにしていく必要があると思います。今日明日やってくれと、そん

なことを言っておりませんし、ぜひ実現に向けてお願いしたいと、このように思い

ます。 

 ということで、私の質問をこれで終わります。ありがとうございました。 

議長（杉浦和人君） ここで、住民課長より発言を求められておりますので、これを

許可いたします。 

住民課長（橋本敦夫君） 先ほど、東議員さんのマイナンバー制度に係る答弁の中で、

私の方、通知カードが皆様のお手元に届く期日の予定のところで、10月の10日から

11月の末というふうに申し上げたところでございますが、日野町におきましては11

月の10日から11月の末に配達予定という予定になって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） 以上で、通告を受けました一般質問は全て終了いたしました。 

 以上をもちまして本日の日程を終わります。 
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 委員会審査および調査につきましては、16日午前９時から予算特別委員会、午後

２時から厚生常任委員会を、17日には午前９時から総務常任委員会を、午後２時か

ら産業建設常任委員会を、18日には午前９時から人口減尐対策特別委員会を、午後

２時から地域経済対策特別委員会を、それぞれ開き、委員会での審査、調査をお願

いいたします。各委員会の招集につきましては、委員長の通知を省略いたしますの

で、あらかじめご了承をお願いいたします。 

 ９月28日には本会議を開き、委員長報告を求めますので、定刻ご参集をお願いい

たします。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 一同起立、礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

－散会 １６時３８分－ 


