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第５回日野町議会定例会会議録 

 

平成２７年１２月１１日（第２日） 

開会  ９時１０分 

散会 １６時２１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（１９名） 

 町 長  藤 澤 直 広  副 町 長  平 尾 義 明 

 教 育 長  今 宿 綾 子  総 務 政 策 主 監  沢 田 友 男 

 教 育 次 長  古 道  清  総 務 課 長  池 内 俊 宏 

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

 住 民 課 長  橋 本 敦 夫  福 祉 課 長  壁 田  文 

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

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

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

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

 学校教育課参事  安 田 寛 次     

 

４．事務のため出席した者の職氏名（２名） 

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

日程第 １ 議第７２号から議第８５号まで（日野町公平委員会委員の選任に

ついてほか１３件）について 

〔質 疑〕 

 〃  ２ 議第７２号 日野町公平委員会委員の選任について 

〔採 決〕 

 〃  ３ 請願第４号 「治安維持法犠牲者国家賠償法（仮称）」の制定を

求める請願書 

 〃  ４ 請願第５号 ＴＰＰ交渉「大筋合意」に関する意見書を求める請

願書 

 〃  ５ 議第７３号から議第８５号まで（八日市布引ライフ組合を組織す

る地方公共団体の数の減尐、同組合の規約の変更および財産処分

についてほか１２件）について 

〔委員会付託〕 

 〃  ６ 一般質問 

 ４番  山田 人志君 

 ３番  奥平 英雄君 

 ７番  齋藤 光弘君 

 ９番  冨田  幸君 

 ５番  谷  成隆君 
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会議の概要 

－開会 ９時１０分－ 

議長（杉浦和人君） 皆さん、おはようございます。全員、ご起立お願いいたしま

す。 

 一同、礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 ただいまの出席議員は全員であります。定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元へ印刷配付のとおりであります。 

 日程第１ 議第72号から議第85号まで、（日野町公平委員会委員の選任について

ほか13件）を一括議題とし、各案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 ８番、蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） 改めまして、皆さん、おはようございます。 

 それでは、いつものように質疑に参加をさせていただきまして、質問を行わせて

いただきます。 

 毎度申し上げておることでございますが、答弁漏れのないように、また納得でき

る、分かりやすい答弁を冒頭に求めておきます。 

 それでは、まず、議第76号、日野町林業センターの指定管理者の指定についてと、

議第77号、日野町勤労福祉会館の指定管理者の指定についてと、議第78号、日野町

町民会館わたむきホール虹の指定管理者の指定についての３議案について、お伺い

をいたします。 

 12月１日の議員全員協議会では、平成29年度に消費税率の２パーセント引き上げ

があるため、指定管理料が２パーセント引き上がりますとの説明でありました。平

成26年度に、消費税率が５パーセントから８パーセントに、３パーセント引き上が

ったときには、指定管理料が、林業センターで3.12パーセント、勤労福祉会館で

3.66パーセント、町民会館わたむきホール虹で1.68パーセント引き上がっておりま

す。平成29年度には、林業センターで1.47パーセント、勤労福祉会館で1.41パーセ

ント、町民会館わたむきホール虹で1.44パーセント引き上がることとなります。き

っちりと定められた計算式により算出され、出された指定管理料であると、こうい

うふうには思いますが、施設によって引き上げ率がそれぞれ違うところでございま

す。この理由を、分かりやすく説明いただきたいと思います。 

 次に、議第80号、日野町税条例の一部を改正する条例の制定についてお伺いいた

します。平成26年度決算での、町たばこ税は１億2,939万2,209円でありましたが、
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紙巻きたばこ３級品にかかる税は、このうちいくらであったのか。また、この金額

が、平成28年度には、平成29年度には、平成30年度には、平成31年度には、いくら

になると想定されているのかお尋ねいたします。 

 次に、議第82号、平成27年度日野町一般会計補正予算（第２号）について、何点

かお伺いをいたします。 

 １点目は、予算説明書、事項別明細書10ページ、11ページ、歳入第１款町税・第

２項固定資産税・第１目固定資産税・第１節現年課税分、説明、償却資産分5,400

万円についてお伺いいたします。去る11月11日と12日、蒲生郡町村議会議長会では、

加藤勝信一億総活躍担当大臣、世耕弘成内閣官房副長官や、滋賀県選出の国会議員

に、日野町と竜王町の課題に対しましての要望を行ってまいりました。その要望の

中でも最重要要望が、償却資産にかかる固定資産税の権利でありました。竜王町の

平成26年度の償却資産分の金額は、ダイハツさんがある関係から、何と８億766万

8,500円にも上っております。日野町においても、平成26年度の償却資産分の金額

は、工業団地の関係から４億3,034万2,705円であり、現行制度の権利を強く求めた

ところでございます。そこで、今補正の償却資産分5,400万円は、前年度の平成26

年度の１割を超える金額でございます。この金額は、どこの工業団地のどのような

業種の企業の設備投資によるものか、また、否かをお伺いいたします。 

 ２点目は、予算説明書、事項別明細書20ページ、21ページ、歳出第６款農林水産

業費・第１項農業費・第４目農地費、説明欄の町単土地改良事業補助金240万円に

ついて、どこの集落のどのような土地改良事業に補助をされるのか伺います。 

 ３点目は、22ページ、23ページ、歳出第６款農林水産業費・第２項林業費・第２

目林業振興費、説明欄の町単林道および林内作業道整備事業補助金742万6,000円に

ついて、どこの組合の、どの集落のどのような内容の事業に補助をされるのか、伺

います。 

 ４点目は、予算説明書、給与費明細書、事項別明細書31ページの２、一般職、

（１）総括の、時間外勤務手当700万円について。給料は1,343万7,000円もの減額

でありますのに、時間外勤務手当が700万円も増加した理由をお伺いいたします。 

 ５点目は、予算説明書、給与費明細書、事項別明細書32ページの２、一般職、

（２）給与および職員手当の増減額の明細の給与、給料、給与改定に伴う増減分ゼ

ロについてと、34ページの２、一般職（３）給料および職員手当の状況を、期末手

当、勤勉手当、支給率計補正後、補正前4.1月分変わらずについて伺います。12月

１日の議員全員協議会での総務課長の説明では、人事異動等による人件費に関する

ものと、この人事異動等の「等」の字に力を込めて、人事院勧告に伴う引き上げ分

については、今補正の予算の中に含まれているかのような説明でありました。しか

し、今議会に、日野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例が提案されて
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おりません。給与条例の改正は、国に合わせ１月にされるのか。人権費予算につい

ては、今補正の中に既に含まれているのか、含まれていると解していいのかお伺い

いたします。 

 次に、議第83号、平成27年度日野町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）に

ついてお伺いいたします。予算説明書、事項別明細書46ページ、47ページ、歳出第

２款保険給付費・第１項療養諸費・第１目一般被保険者療養給付費4,200万円につ

いて。療養給付費がどのような要因で、原因で増えたのか、お伺いいたします。 

 次に、最後に、議第84号、平成27年度日野町介護保険特別会計補正予算（第２

号）についてお伺いいたします。予算説明書、事項別明細書68ページ、69ページ、

歳出第２款保険給付費・第１項介護サービス等諸費・第１目居宅介護サービス給付

費5,304万9,000円について伺います。私の母も、月、水、金と週３日間、デイサー

ビス、通所介護に通わせていただいており、このサービスの恩恵を受けており、あ

りがたく、深く感謝をいたしております。12月１日の議員全員協議会での介護支援

課長の説明では、デイサービス、通所介護者の増加によるものとのことでありまし

たが、現在何名がこの通所介護に、デイサービスを利用されており、１年間に延べ

人数が何名なのかお伺いをいたします。 

 以上、７議案について、明解な答弁を求めます。 

議長（杉浦和人君） ８番、蒲生行正君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） おはようございます。 

 ただいまの蒲生議員の方から、何点かご質問ございましたので、答弁の方、させ

ていただきたいと思います。 

 まず、１点目でございますが、議第76号から78号までの、各施設の指定管理者の

指定についてでございます。３議案につきまして、平成28年度から29年度の指定管

理料の額の引き上げの分につきまして、消費税が８パーセントから10パーセントに、

引き上げられる２パーセント分を加味しているというような説明の中で、各施設に

よって引き上げ率が異なる理由はというような質問でございました。全体にかかわ

る部分といたしまして、お答えをさせていただきますと、指定管理料につきまして

は、各施設での必要経費を見込んで積算をしております。その中で、人件費ですと

か、消費税に直接関係のない項目につきましては、その引き上げの対象にはしてい

ないということもございまして、物件費などの項目について、引き上げ分を積算し

ておるというようなことになってございます。そうしたことで、消費税に関係する

項目と関係しない項目の割合が、それぞれの施設によって異なりますことから、引

き上げ率が異なっておるというような状況になってございます。 

 続きまして、議第82号、平成27年度日野町一般会計補正予算（第２号）の、人件
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費補正にかかわる部分につきまして、ご質問をいただきました。給与費明細書の中

で、時間外勤務手当の増加の理由ということでございます。主なというようなこと

でございますけれども、まずは、総合計画の後期計画に向けましての進捗点検です

とか、地方版総合戦略の策定、また、日野町のＰＲ冊子「近江日野のくらし」の作

成、地域おこし協力隊の設置への取り組み、あと、地方創生の先行型事業の实施に

伴う業務、あとマイナンバー制度への対応ですとか、６町クラウドシステムの移行

に伴う調整の業務、あと、子どもなどの虐待ですとか生活相談支援が増加をしてい

るということで、そういったことに対応するために、当初想定をしておりました以

上の業務が生じたということで、増額させていただくものでございます。ご理解の

ほど、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

 あと、今回の補正予算で、人事院勧告に伴う引き上げ分は含まれているのかとい

うことで、そういうふうに解してもよいのかというご質問を頂戴いたしました。人

事院勧告につきましては、蒲生議員ご指摘のとおり、一応、国家公務員の給与は法

律で定めておられまして、国会における審議を経て決まっていくということでござ

いますが、今年度は国会の召集時期の関係もございまして、現在のところ、国家公

務員の給与法の改定は、まだ行われていないというような状況でございます。補正

予算の編成時点で、臨時国会の状況が不明確でもありましたことですとか、人件補

正が全体として減額補正をさせていただくということもございまして、人勧分の影

響分を、一定、財源を確保させていただくようなことで、減額幅を縮小させていた

だいておるところでございます。職員の給与改正につきましては、当然条例改正が

必要でございますので、国の給与法の改正が行われた後、また、議会に提案をさせ

ていただくことになると思いますので、その節にはよろしくお願いいたしたいと思

います。そうしたことから、今回の補正予算で、人勧分に伴う人件費補正が含まれ

ているのかというようなことになりますと、含まれていないということになるとい

うふうに思ってございます。人件費の中で、人勧分に伴う影響分の財源を一定確保

しているということで、ご理解をいただければありがたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 税務課長。 

税務課長（増田昌一郎君） おはようございます。 

 ただいま、蒲生議員の方から、２点、議第80号と議第82号に関しまして、ご質問

いただきましたので、答弁をさせていただきます。 

 まず、第１点目の議第80号の、税条例の改正に関しまして、町たばこ税に関する

ご質問がございました。ご質問にありましたように、平成26年度の決算で、町たば

こ税の税収は、１億2,900万余りとなっております。このうち、今回税率が改正に

なります３級品の分が、いくらあるのかということですけれども、３級品につきま

しては、１億2,900万余りのうち302万4,490円となっておりまして、割合にします
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と2.3パーセントを占めております。 

 参考までに、販売本数で申し上げますと、全体では2,522万7,370本の販売本数が

ございますけれども、このうち３級品の占める本数が121万2,220本ということで、

割合にして4.8パーセントになります。これは、税率が低いという関係になります

ので、尐し割合が異なるのは、その部分になるかと思います。 

 それと、今回の改正によります今後の見通しについても、ご質問いただきました。

現在、平成27年度のたばこ税の推移を見ておりますと、11月分までを26年度と比較

をしましたところ、税収では、前年度100に対しまして100.43、販売本数につきま

しては、前年度を100にしまして100.50ということで、ほぼ前年並みを確保する推

移でございます。このため、税率改正の影響を試算という形で算定させてもらうに

あたりまして、平成26年度の数字をもとにして、今回の改正分で算定した数字を申

し上げますと、平成28年度につきましては、26年度の300万余りの数字が354万

5,000円と、約50万アップする計算になります。29年度につきましては406万6,000

円。それから、30年度につきましては484万8,000円。それから、31年度につきまし

ては637万8,000円ということで、平成26年度と比較しますと、約2.11倍という数字

が、改正の経過からは出てまいります。 

 ただ、当然、たばこの方も好みとかいろいろ、嗜好品でもありますので、たばこ

の場合は、販売価格に占めるたばこ税の割合が非常に高くございまして、大体約60

パーセントぐらいは、たばこ税が占めております関係で、特に今回の３級品につき

ましては、特例の廃止が販売価格にはね返ってくるのは確实かなというふうにも思

いますので、特に３級品のたばこというのは、販売価格が安いというのは大きなメ

リットの１つかと思います。ですので、今後の税率改正が販売価格の方にどのよう

にはね返るのか。あるいは、愛煙家の方々が、それによってやめられる方もあるか

もしれませんし、違うたばこに変えられる方もあるかもしれませんので、そこはも

う尐し動向を見守っていく必要があるかと思いますけれども、現時点での推移を予

測しますと、先ほど申し上げたような数字になるということで、ご理解をいただき

たいと思います。 

 それから、もう１点、議第82号ということで、歳入のうち、固定資産税の償却資

産の増額補正についてご質問をいただきました。償却資産につきましては、ご質問

にもありましたように、固定資産税の中でも、特に町の重要な財源の１つというふ

うに認識をしております。特に、今回町村議会、議長会で要望活動をいただいたと

いうことで、我々にとりましても、大変心強く感じているところでございます。 

 それでは、答弁ですけれども、今回、一般会計の補正予算で、償却資産につきま

しては、5,400万円の増額補正をさせていただいております。ご承知のように、償

却資産というのは、事業者の申告に基づいて課税する仕組みをとっております。具



2-8 

体的には、例えば、平成27年度の課税につきましては、平成27年１月末を申告期限

として、事業者から、個人も含めて、個人、法人の事業者から申告をいただいて、

27年度を課税させていただくという関係がございまして、なかなか当初予算の編成

時期に数字を積み上げるのは、難しい税目の１つでもあります。そんな状況ですの

で、歳入見込みを立てるにあたりましては、その時点の資産の状況から、大体種目

別に一定の減分、あるいは増分の割合を見込みまして、当初予算を編成しておりま

す関係で、例えば、工場とかあるいは店舗の新増築があって、それに伴います償却

資産、設備投資がある分については、なかなかちょっと見込みにくいという状況に

なりますので、今回増額補正の主なものにつきましても、26年中に工場ですとかあ

るいは店舗等の新増築がありました分について、設備投資がされた分が大部分を占

めているというふうに、ご理解をいただきたいと思います。 

 具体的には、当初見込んでおりました額を上回った事業所というのは複数ござい

ますけれども、中でも比較的金額の大きかったところを拾い上げてみますと、１つ

は、第２工業団地の企業の中で、工場等が新築されたということでございます。業

種でいいますと、１つは印刷業を営んでおられる業種さん。それからもう１つは、

機械部品の製造業ということで、ほかにも設備投資されているところはございます

けれども、金額的な割合の大きなものは、この２業者さんが、第２工業団地の中で

は大きいというふうになります。 

 それから、もう１つ大きな割合を占めましたのは、国道沿いの商業施設の関係に

よる設備投資でございます。ですから、今回の増額補正につきましては、主に今述

べました事業所さんでの設備投資が、当初の見込みよりも大きく上回ったというこ

とで、増額補正ということにさせていただきましたので、ご理解をいただければと

思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（門坂俊男君） 指定管理の関係と補正予算の関係で、質問をいただきま

した。 

 林業センターの指定管理の関係でございますけれども、引き上げが3.12パーセン

トであったのはというふうなことでございますが、消費税が上がった部分、これに

つきましては、指定管理者の人件費分につきましては、消費税のカウントはしない、

町では負担しないというふうなことで、対象から除かせていただきまして、そのほ

かの物品費等につきまして、消費税分を乗せさせていただいております。また、利

用料につきましても、条例改正によって、使用料を、本来消費税が上がるときに使

用料も上げるのが基本なんですけれども、それを上げないということで、使用料に

かかる分の部分を足すということ。そのほか、消費税にかかわりのない部分で、電

気代が随分上がりましたので、その分を見させていただいて、変更をさせていただ
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いております。 

 補正予算につきましてですが、町単小規模土地改良事業でございます。240万円

でございますが、９月に起こりました台風18号と、その後の豪雤によりまして、日

野町でたくさんの被害が出まして、このうち、国の補助で、災害復旧事業に乗れる

ものと、そこに乗れないであろうというふうなもの。また、地元自力とか、まるご

と保全向上対策で対応されるかなというふうな見込みのものと、被害としてはたく

さんあったんですけれども、今回の部分で、町単小規模土地改良事業、台風18号の

復旧にかかるものにつきましては、補助率を75パーセントというふうなことで、今

現在、予定、見込んでおりますところは、奥之池の農地畦畔、中之郷の水路、小野

の畦畔水路、中在寺の道路、西大路の水路、村井の道路を想定して、予算をお願い

しておるところでございます。 

 また、林道の方でございます。林道につきましても、雤によりまして、たくさん

の被害が起こっておりまして、今回、林道につきましても、台風18号の復旧にかか

るものにつきましては、75パーセントの補助率というふうなことで、綿向生産森林

組合の管理されている林道で、北畑、蔵王、音羽、鎌掛、そして三峰山南山生産森

林組合の管理されている原の林道、そして鎌掛生産森林組合が管理されています鎌

掛の林道、そして林道台帳に記載されない作業道につきましても、被害を受けまし

たので、綿向生産森林組合、三峰山南山生産森林組合の作業道に対しましても、補

助をさせていただきたいということで、予算をお願いしておるものでございます。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（山本和宏君） 皆さん、おはようございます。 

 蒲生議員さんの方から、議第76号、日野町町民会館わたむきホール虹の指定管理

者の指定についての部分の中で、施設によって引き上げ率が違う理由をということ

で、ご質問をいただきました。 

 わたむきホール虹の管理委託料につきましては、今回、消費税がアップするとい

うことに伴いまして、各科目ごとに、消費税のアップ分を計算させていただきまし

た。その中で、分かりやすく申しますと、事務局費関係では、人件費にかかります

経費を除いた部分のうち、需用費であったり役務費、使用料および賃借料等で増額

となりました。また、施設管理等の部分で申し上げますと、電気代、上下水道代の

光熱水費とか、建物管理であったり、機械警備、舞台保守管理等の委託料、備品購

入等の方で、消費税の影響を受けた結果となっております。また、事業を開催する

中での文化事業費の関係ですが、需用費のほか、役務費であったり、事業の委託料、

使用料とか、そういったところでの消費税の影響を受けた結果となってございます。 

 その積算の結果、約130万8,000円が消費税のアップ分となりまして、この金額を

平成28年度の指定管理料に加えた分を、29年度からの指定管理料と、28年度からの
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指定管理料とさせていただいたものとなります。 

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。 

 勤労福祉会館の指定管理についてでございますが、２つの指定管理と同様に、人

件費、給与、賃金の方には、消費税のアップ分を見込みませんでしたので、それ以

外の物件費に対するアップ分ということで、年ごとでいきますと４万円アップさせ

ていただいたのでございますけれども、この分が人件費などと一緒になりまして、

引き上げ率が1.41ということにうすまったということでございます。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（橋本敦夫君） おはようございます。 

 ただいま、国民健康保険特別会計補正予算（第２号）にかかります一般被保険者

療養給付費4,200万円増の原因について、質問をいただきました。 

 平成26年度の一般被保険者療養給付費支出金が、約11億6,092万円でございまし

て、月平均にしますと972万4,000円となります。現時点で把握しています平成27年

度の療養給付費の月平均は約１億426万となっており、毎月702万円の増という状況

になってございます。 

 この原因につきまして、毎月平均の件数では、平成26年度6,337件、平成27年度

6,525件となり、毎月188件増えておる状況となってございます。月別１人当たりの

費用額につきましても、平成26年度２万7,946円、平成27年度３万160円となり、

2,214円増えております。また、平成26年度から、がん等によります入院を伴う高

額医療費が伸びており、平成27年度も続いている状況となっております。当初予算

におきましても、増の見込みとしておりましたが、それを超える大きな伸びとなっ

ており、今回の大きな補正額となったものでございます。よろしくお願いいたしま

す。 

議長（杉浦和人君） 介護支援課長。 

介護支援課長（夏原英男君） おはようございます。 

 ただいま、蒲生議員さんの方から、議第84号、平成27年度日野町介護保険特別補

正予算（第２号）について、居宅介護サービス給付費5,304万9,000円の増額補正に

おける要因の１つとして、デイサービスの利用の増加に係る利用人数についてご質

問をいただきました。 

 質問につきましては、利用人数をお尋ねいただいておりますが、利用人数につい

てのデータがございませんので、利用件数についてということで答弁をさせていた

だきますので、よろしくお願いします。 

 利用件数につきましては、例えば、お１人の方が、曜日によって異なる２カ所の

デイサービスを利用されている場合については、２件とカウントさせていただくこ
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とになりますので、实際の人数よりも多いということで、ご理解いただきたいと思

います。 

 最新の数値といたしまして、平成27年９月利用の件数につきましては309件でご

ざいます。また、１年間の延べ利用件数につきましては、平成26年度の１年間の件

数が3,313件でございます。月当たりの平均利用件数といたしますと、約276件とい

うことになります。また、平成27年９月利用までの件数で、平成27年、まだこれは

見込みですのであれなんですけど、今年度、そのままいきますと、3,750件ぐらい

の件数になるかな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、２点について再問を行わせていただきます。 

 まず、指定管理者の指定についてでございます。きっちりと定められた計算式に

出されておると、人件費を除くと、こういうご説明でそれぞれあったということで、

それについてはいいんですが、この農業公園は利益を生む団体なんですが、あとの

林業センターにしろ勤労福祉会館にしろ、わたむきホール虹にしろ、利益を生む、

若干利益を生むと思いますが、生まない団体であるところでございます。そういう

ところで、政府の方も、給与の引き上げを経団連にやはり求めておられるところで

ございます。この中には給料は含まれないということは、給料の引き上げ分は含ま

れていないと、こういうことでして、利益はおまえらのところで確保せよと、こう

いうことになるのかなと思いますが、若干、それではかわいそうかなと。こういう

利益を生まない団体がかわいそうかなと、こういうふうに思ったりもしたところで

ございまして、そこの点の、どう思っておられるのか、ちょっとお聞きしたいなと

思います。 

 次に、人事院勧告の件についてでございます。もうひとつ、総務課長の答弁、分

かりにくかって、国の改正を待ってから、１月補正に、１月かいつか分かりません

が、国が条例改正、１月にされますので、それを待って行うと。当然のように、人

事院勧告に伴う日野町の給与改正の条例の一部改正については、議会、臨時会か、

３月まで待っていることはできませんので、当然のように早いことしなければ、職

員も給料が、今年の給料が来年もらわなあかんと、こんなことになりますので、早

期にされるという形で、１月にでも臨時会開催され提案されると、こういうふうに

思うんですが、その、いつ行われるかと、こういうことと、今のこの現行予算の中

に、その会計の引き上げ分が含まれていると、こういうふうに私は解釈していたん

ですが、含まれていないかのような先ほどの答弁やって、ちょっと。この間の、こ

の前の12月議会時の答弁を、若干変わってきているのかな。これはどういうことな

のかなと、こういうふうに思います。その点。 

 そして、国の改定を待ってから分かるというんですか、政府の方では、この12月
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４日に給与改定の閣僚会議を行って、既に12月４日に人事院勧告の完全实施をもう

既に決めておられます。このため、国はもう決めてやられることですので、今議会

に給与条例の改正案を出されても、僕は問題がないのかなと、こういうふうに思う

んですが、もし国より先に行ったらペナルティーでもあるというんでしょうか。そ

の点についてもお伺いしたいなと、かように思います。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（山本和宏君） 蒲生議員の方より、職員さんの給料の考え方といっ

たところで、ご質問をいただきました。 

 蒲生議員おっしゃるとおり、委託料の中では、定期昇給分という部分については

見られてございません。そういったところから、入場料の収入でカバーしていただ

く。また、ほかの一般的な収入でカバーしていただくといったようなところになっ

てございます。 

 基本的に、指定管理制度導入時より、金額の増減はないということになっており

まして、人件費や管理経費、消費税、消耗品等が経費がアップすることで、大変事

業団の方にはご無理をお願いすることとはなっていますが、できるだけ経費の削減

をお願いするであったりとか、収入源の確保等、経営の努力をお願いすることとな

ってございます。そういったところで、ご理解をお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） ただいま、指定管理料につきましての人件費の考えにつ

きましては、先ほど、生涯学習課長さんがおっしゃっていたご答弁をいただいたと

おり、ほかの団体についても同様の考えになるのかなというふうに思ってございま

す。それぞれの団体との協議の中で、決めていただいておるというような状況でご

ざいます。 

 人事院勧告の関係につきまして、尐し分かりにくい答弁であったということで、

申しわけなく思ってございます。 

 まず、先ほども申し上げましたとおり人事院勧告の分の影響分につきましては、

人件補正全体が減額補正でありますことから、一定、その財源分につきましては、

確保させていただいておるというような状況でございます。そういった意味につき

ましては、全体的な額につきましては、一定の金額を見ておるというようなことで

ございますが、先ほども、蒲生議員おっしゃっていただいておりますとおり、人勧

分の給与改定にかかわる、職員の給与改定にかかわる部分につきましては、あくま

でも一部改正につきまして、議会の方に提案をさせていただいて可決をいただいて

決めていただけるという、可決をいただければ執行できるというようなことでござ

いますので、そういった意味では、給与改定に伴う分いうことでは、見込ませてい

ただいていなく、財源として確保を、その分見合いでしておるというような状況と



2-13 

いうことで、ご理解をいただければありがたいというふうに思います。 

 また、時期ということでございますけれども、国の給与法の改正の時期を見て、

適切な時期に執行させていただきたいというふうに思ってございます。先に行えば

ペナルティーというようなことでございますが、一応、国の方からは、国における

給与法の改正措置をもって行うべきものであると、こういうような通知をいただい

ておるというような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） 今、お二人の答弁、苦しい答弁かなと、こういうふうに思う

ところでございますが、私も一定理解はできないわけではございませんので、これ

以上、問い詰めることをやめたいなと思いますが、ただ、勤福とか林業センター、

それぞれ利益を生まない団体ですので、こういう面じゃなくて、その他の面で、社

協の方に対する一定の配慮をするとか、そっちの面で配慮が必要になるのかなと、

こういうふうに思うところでございます。その点は、よろしくお願いいたしておき

たいなと思います。 

 給与については、財源は残してあるけど、条例を改正してからと、こういうこと

であろうと、こういうふうに思います。問い詰めても仕方ないので、これで終わり

ます。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（橋本敦夫君） 申しわけございません、先ほどの蒲生議員の答弁の中で、

ちょっと桁を間違って読んだようでございまして、平成26年度の療養給付費の月平

均額でございますが、先ほど900と言ったということでございますが、9,724万円で

ございます。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑はありませんか。 

 ７番、齋藤光弘君。 

７番（齋藤光弘君） 議案の、２点ほどについて質問させていただきます。 

 議第74号、財産取得について質問させていただきます。 

 耐用年数の経過により更新されたとのことであります。この前も、11月14日、16

日と、中学校、桜谷小学校の情報機器の活用の授業参観をされたように、情報機器

を活用した授業が多くなっているように思います。 

 そこで何点かお聞きしたいんですけど、入札状況はどうであったのか。 

 ２つ目に、更新前の台数に変更はあったのか。 

 そして今までのパソコンから、タブレットパソコンにされたのはなぜか。 

 何年生くらいから、どのような活用の仕方を考えておられるのかということで、

４点についてお伺いをいたします。 

 次に、議第82号、平成27年度日野町一般会計補正予算（第２号）について、２点
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ほど質問させていただきます。 

 事項別明細書15ページの、地方創生交付金事業、地方創生先行型についてであり

ますが、日野菜の加工施設整備ということで、ＪＡグリーン近江が事業主体である

ということは、ＪＡグリーン近江に町から補助金を出して、ＪＡで工事をされると

いうことでありますが、今後のタイムスケジュール、補助金の使用方法について、

日野菜のブランド化の促進をどうリンクしていくのか、お伺いをいたします。 

 ２つ目に、事項別明細書19ページの、公立保育所運営事業の、保育所あおぞら園

の鎌掛分園についてでありますが、設備等の必要経費を増額補正とありますが、ど

こをどのように整備される計画なのかお伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） ７番、齋藤光弘君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 学校教育課長。 

学校教育課長（髙橋正一君） 今、齋藤議員さんの方から、議第74号、財産の取得

についてご質問いただきました。４点、ご質問をいただきました。 

 まず、第１点目でございますが、入札の状況はどうであったのかということでご

ざいます。平成27年11月19日に、14社の氏名競争入札で入札を行いました。そのう

ち、応札をされましたのは４社ということでございまして、この金額で、キノンビ

クス株式会社さんが落札されたという状況でございます。 

 第２点目の、更新前の台数に変更はあるのかということでございます。これは、

変更がございます。現在まで整備しております台数につきましては、日野小学校の

方が41台、それから南比都佐小学校が33台を、現在整備をしているところでござい

ます。合計74台ということでございます。今回、整備を新たにさせていただくもの

につきましては、日野小学校が46台、南比都佐小学校が21台ということで、合計67

台ということで、合計としては数が減っていると、そういう状況でございます。こ

れにつきましては、今、見込める各小学校ごとの生徒数を精査しまして、それにあ

わせて整備をさせていただいたものでございます。 

 それから、３番目の、今までのパソコンから、タブレットパソコンにされた理由

はということでございます。現在コンピューター审に整備をしています機械、パソ

コンにつきましては、デスクトップ型といいまして、据え置き型の機械、パソコン

を整備しているところでございます。今度、タブレット型というものに変えさせて

いただきましたが、タブレット型につきましては、現在ございますコンピューター

教审で一斉に使うということも可能ですが、それを取り外して持ち出して、普通教

审、また特別教审で授業のときに活用するということも両方できると、そういうこ

とで活用したいということで、タブレット型に今回導入をさせていただくというこ

とになったものでございます。 

 それから４点目の、どういう使い方を考えているのか、そういうことでございま
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すが、これにつきましては、参事の方から回答させてもらい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） 学校教育課参事。 

学校教育課参事（安田寛次君） おはようございます。 

 今ありました４点目の、何年生からどのような活用を図ろうとしているのかとい

うふうなことについての、ご質問をいただきました。ありがとうございます。 

 小学校１年生から中学校３年生まで、各学校において幅広く活用を図っていきた

いなというようなことを考えています。これまでからも、情報教育の全体計画とい

うふうなものがありますけれども、そういったものを見直しを図って、さらにバー

ジョンを高めていきたいというふうなところでございます。 

 先ほど、課長の方からあった内容と補足になりますけれども、まずもって、子ど

もたちの学ぶ力をいかに向上させていくのか、そのための授業改善はどうあるべき

なのかというようなことを、大切にしていかなければならないというふうに考えて

います。そのための学習効率を上げるツールとして、非常に有効なタブレットにな

るんではないかなというふうなことで、具体的な活用に関して、これまで以上に、

教材を子どもの手もとで大きく見せることができるなというふうなことが１点、さ

らには、動画機能が搭載されていますので、教材の内容をイメージ化しやすいとい

うのもあるんではないかなというふうに思います。録画の機能もついているという

ふうなことで、学習をした内容を振りかえることもできますし、さらに、お友達の

学習した内容を、グループだとか友達全体で共有化を図るというふうな点でも、非

常に便利なツールではないかなというふうに感じています。さらには、特別支援を

要する、配慮を要する子どもたちのためにとっても、視覚支援を図ることができる

ということだとか、学習の興味づけを図ることができるというふうな意味でも、非

常に有効だと。さらには、課長の方からもありましたように、インターネットにつ

ながる環境にあるというふうなことになりますので、従来でしたら、パソコン教审

でしかできないというふうなことだったんですけれども、普通学級の教审において

も、利用が可能になるというふうなことで、学習の内容の幅がさらに広がるんでは

ないかなというふうなことで、期待をしています。 

 さらに、そのタブレットの中に、ソフトとして、ジャストスマイルというふうな

会社なんですけれども、そちらの方でソフトを入れていただきまして、低学年の方

から、小学校１年生の方から、具体的にははがきをつくったり名札をつくったり、

いろいろなカード類をつくったりというふうな学習もできますし、学習の内容を新

聞にまとめるというふうな、まとめ学習にも使うことができるんではないかなとい

うふうなこと。さらには、ジャストスマイル以外に、デジタルの教科書を入れてい

ただきますので、そのデジタル教科書を利用することによって、教科書の内容をデ
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ジタルで学習し、動画や、さらなる発展学習が可能になるというふうなことで、有

効利用ができるんではないかなというふうに考えています。 

 小学校３年生の教科書をお持ちしました。盲導犬のお話が出ています。盲導犬の

訓練という単元があるんですが、この単元でも、この写真の、このところにタブレ

ットを使いますと、この盲導犬の動きが動画で見られるというふうなデジタルの教

材が入れていただけるというふうなことで、学習内容の幅がさらに広がるんではな

いかなというふうなことで、期待をしているところでございます。有効な活用が図

られるように、指導してまいりたいというふうに感じているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（門坂俊男君） 地域創生交付金、地方創生先行型の補正予算につきまし

て、ご質問いただきました。 

 日野菜の加工施設等の整備促進補助金で、1,800万円というふうなことでござい

ますが、今年度の補助金ということで、年度内に事業をするものが対象になるとい

うふうなことでございます。現在、農業協同組合グリーン近江で、日野菜の加工場

について、位置、規模等の検討をしていただいております。来週月曜日に、最終決

定、経営役員会等まで含めた決定がされるというふうなことで聞いておりまして、

建築全体としましては、29年度に国の補助金をもらって、町からの補助も農協に入

れて建築施設整備がされるということで、その準備段階としまして、今年度に開発

許可の申請をするための測量とか予定建築物の設計とか、地下水の調査などをやる

というふうな加工場の準備の関係。それと、加工場を活用しまして、新しい商品の

開発の研究、また今現在ある製品につきましても、販売拡大をするためのパッケー

ジの見直しなど、そういったことにつきまして、補助をさせていただくというふう

なことを農協と協議しておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 鎌掛分園の改修の工事についてでございますが、現在、

鎌掛分園の方ですけれども、教审が２つございます。その２つを保育审ということ

で使わせていただきたいなと思っております。１歳、２歳児の幼児さんですので、

お部屋のすぐ近くに便器がないといけないということで、両方の部屋に、しかも小

さい幼児用の便器をつけるという工事でございます。１つは、今の便器を取りかえ

るとかという工事でよろしいんですけれども、もう１つは、今、教具庫になってお

ります部分を、トイレとしてできるように改修するという工事でございます。 

 それともう１つ、大きな工事といたしましては、給食が来ましたら配膳审が必要

になりますので、遊戯审の横の収納庫のところを配膳审に改修をするという工事が、

主なものでございます。 

 そのほかには、やはり３歳以上児さんのお部屋としてつくられたものでございま
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すので、一、二歳児さんで使うとすると、フェンスをつけたりとかそれからほふく

审という形で、赤ちゃんが寝るような部屋という形も必要になってきますので、お

部屋の方のそこを、畳を入れられるようにするとかフェンスをつけるとか、そうい

う細かな改修もございますけれども、大きくは、トイレと配膳审の改修ということ

でございます。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

７番（齋藤光弘君） 財産取得についてでございますけど、再質問しませんけど、

この間も授業参観に行かせてもらいまして、情報機器を有効に使われて、生徒にと

って興味を持たれるような授業を進められたということで、大変よかったかなとい

うふうに思います。タブレットを、今も聞かせてもろうて、いろいろな幅広い学習

に有効活用されるということでありますので、今後、またその方向での取り組みを

していただければというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 ２番、後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） おはようございます。 

 議第82号、平成27年度日野町一般会計補正予算（第２号）についてと、議第85号、

平成27年度日野町水道事業会計補正予算（第１号）についての中から、何点かお尋

ねしたいと思います。 

 既に、私、お話を伺いにいって、個人的にお話を回答いただいている部分もござ

いますが、本会議の場で、こうやって公開されている場で、住民の方にも知ってい

ただければと思うこともありまして、あえて、既に回答いただいたこともお尋ねさ

せていただきます。 

 まず、総務費についての中で、個人番号カードについての記載がございますが、

この11月10日から、簡易書留にて通知表が配布されております、このいわゆるマイ

ナンバーについてですけれども、膨大な数が郵便局から簡易書留で皆さんのお宅に

届いたと思います。その中で、やはり数が数ですし、内容が内容ですので、混乱も

あったのではないかと。郵便局の方側でもそうですし、受け取られることを拒否さ

れる方も出てこれたというふうに、配達員の中からお伺いもしております。こうい

ったトラブルが实際にあったのかどうか、そういうことを聞いていらっしゃるのか

どうかということと、また、こういうことに対して、どのような対処をしていらっ

しゃるのかということを、まずお尋ねしたいと思います。 

 それから、同じ総務費の中ですけれども、委託料を支払われて、今、空き家対策

について、業者の方が空き家の状況を調査に回っていらっしゃるというふうに伺っ

ております。この中で、先日もお話に出ておりましたが、空家対策特別措置法によ

り、特定空家を解体するように、持ち主さんに何度か要請しても応じていただけな
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い場合に、強制代執行も可能になったということで、日野町としても、それを視野

に入れた上で要請していく、あるいは交渉していくというようなお話があったと思

いますけれども、もしその強制代執行になった場合に、それでも持ち主さんの方か

ら、お金がちょっととか、いろいろな理由でお支払いいただけなかった場合に、ど

ういうふうに対処されるのか。また、そういったことによってマイナスが起きない

のかどうかということを、お尋ねしたいと思います。 

 それから、水道事業についてなんですけれども、今度、県の用水が、料金が上が

るというふうに伺っております。これについて、各市町にちょっとお尋ねしました

ところ、影響額というのが大体出ておりますけれども、その中で、まず、草津市に

ついては、約200万円ほど影響するけれども、値上げをしないと、住民に対して。

栗東市については、1,520万円ほど影響するけれども、これも値上げをしないと。

守山市については、2,600万円ほど影響するけれども、これについては、ちょっと

回答を得ることができませんでした。また、野洲市につきましては、1,730万円ほ

ど影響するけれども、これも住民に対する値上げは考えていないと。甲賀市につい

ては、約１億5,000万円影響するけれども、これ、一般会計でこれまで繰り入れし

ていた分がなくなるだけであって、これは変更しないと。近江八幡については、約

1,400万円影響するけれども、これも値上げをしていくつもりはないと。竜王町に

ついても、700万円ほど影響するけれども、これも変更するつもりはないと。湖南

市についても、3,000万円ほど影響するけれども、これも現行のままで改定するつ

もりはないというふうに伺っておりますけれども、日野町としては、どういうふう

にしていかれるのかということを、ぜひお話、伺いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ２番、後藤勇樹君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 住民課長。 

住民課長（橋本敦夫君） 後藤議員の方から、マイナンバーに関するところの問い

合わせの方、いただきました。 

 通知カードの返戻の状態等につきまして申し上げますと、私どもの方へ、郵便局

から配達され、配達されずに戻っておる部分については、最終確定数ではないんで

すが、550通ほど返ってきてございます。 

 話にございました、拒否された方はということで、郵便局の方が行かれて拒否と

いう形になっておるものが８枚ございます。したがいまして、これらの方に対しま

しては、役場で預かっていますよということで、お知らせの文書などを発送する予

定をしておるところでございます。また、郵便局の方で、お届けしたけれどもとい

うことで通知の方が入っておりまして、郵便局でのとめ置き期間が過ぎた方が、こ

ちらの方へ来られまして、受け取っておられる方等もございますので、今の状況と

しては、返ってきたのが約550、返ってきておるということでございます。 
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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。 

 ただいまの後藤議員の方から、空き家の調査についての関連のご質問をいただき

ました。 

 今現在、空き家調査につきましては、委託ということで、今、調査の段階でござ

います。５月に法律ができましてから、住民さんの方の認知度も高まっているよう

な感じがしておりまして、調査をしている間でも、自主的に家屋の取り壊しをして

いる事例とかを、尐しお聞きすることもございますので、法律によった効果が高ま

っているんかなというふうに感じております。 

 基本的に、今回の法律が整備されましても、町としては、特定空き家にあります

ときにも、指導、助言、そして勧告、命令ということで、各手続を踏んだ中で、最

終的には強制代執行ということもできるというふうになっていますが、町としては、

指導、助言を粘り強く繰り返す中で、第一義的には、所有者の方の責任において、

適切に家屋の方の保全、またはそれの処分ということも考えていただきたいなとい

うことを考えています。ただ、それもできずに、代執行というふうなこともなるや

もしれませんが、今は、助言、指導を繰り返して、粘り強くしていきたいなという

ふうに感じています。 

議長（杉浦和人君） 上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） ただいま後藤議員さんの方から、議第85号に伴うご

質問をいただきました。 

 県用水供給事業による単価の値上げの件でございますけれども、日野町におきま

しては、平成26年度ベースで考えます、試算いたしますと、約660万円ほど金額が

総量的に上がってくるというような状況でございます。これに伴います、日野町に

おける水道の使用料の値上げということにつきましては、現在考えておらないとこ

ろでございます。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） マイナンバーの方も、非常に慎重にやっぱり扱っていかなけ

れば、その一人ひとりの方の人生に影響するような内容であるというふうに思いま

すので、ぜひ、これからも慎重に対応していただきたいというふうに思います。 

 また、水道の方ですけれども、値上げなしということを再度伺いまして、安心い

たしました。やはりライフラインですので、心配だというだけでも、やっぱり日々

の生活に影響してきます。これが、支払いがやっぱりできない方も中にはあるかも

しれませんし、ですから、できるだけ、今後も引き続き、上がっていかないように

お願いしたいというふうに思います。再質問はありませんので、どうもありがとう

ございました。 
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議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 ９番、冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） 議第82号、平成27年度日野町一般会計補正予算（第２号）、齋

藤議員の、何か再質問のような質問になるかもしれませんが、もう尐し具体的にお

聞きしたく思いまして、質問をさせていただきます。 

 ただいま答弁ありました地方創生交付金事業、地方創生先行型でございますが、

この概要書にもありますように、まず、地域のたからであります日野菜の生産拡大

と、日野菜を生かした地域づくり事業に必要な経費を、計上するというふうにござ

います。この辺を、もう尐し具体的にお願いをしたいと思います。皆さんご存じの

ように、私ども深山口は、日野菜の種を、原種をとっております。原種組合を立ち

上げて種をとっておりますが、青菜は大変やりにくい土地柄でございまして、どの

ような町内において生産拡大を考えておられるのか、お願いをしたいと思います。 

 それともう１点は、先ほど、課長の答弁では、この日野菜の加工場の拡充のため

の、今年度は調査をすると。そして、29年度に建築等にかかる予定だというふうに

お聞きしましたが、もう尐し具体的に、どの辺の土地でもって、加工場を今の拡幅

され、拡張されるのか、あるいは新規に別のところで考えておられるのかも、あわ

せてお聞きしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ９番、冨田 幸君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 農林課長。 

農林課長（門坂俊男君） 地方創生交付金についてご質問いただきました。 

 日野菜の生産拡大の部分でございますけれども、今回の地方創生交付金事業の中

で、負担金補助金および交付金と委託料があるんですけれども、町の方で生産拡大

につきましては、いろいろ検討していくというふうなことで、委託を考えたいとい

うふうに思っております。農協の方で、日野菜の加工場を新たに設ける、新たに現

在もありまして、建てかえるというふうなことの中で、一番心配しておられるのが、

日野菜の生産量が後々続いていくのか、拡大していくのか。箱はつくったのに、原

料の日野菜がなかったら、漬物やできひんというようなことで、農協さんの方から、

随分、日野菜の生産量の心配をされております。そういったことで、町が直接つく

るという、日野菜の種をまくわけでもないので、どうしたらいいかというふうなこ

とを考えている。今現在も、日野菜の生産部会に対しまして、補助を出しておりま

す。こういったことを今後広げていって、集落営農で時間のある方も集めて、田ん

ぼでの転作作物として使ってもらうというふうな、取り組んでもらうとか、そうい

った方から拡大していけないかなというふうなことを、研究していきたいというふ

うに思っております。 

 場所につきましては、農協の方が14日に最終決定をされるというふうなことで、
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執行部側の方は既に意思決定をされておりまして、経営役員会に諮るというふうな

ことでございます。場所につきましては、鎌掛のライスセンターの場所に建てると

いうふうなことで、執行部の方は、現在の敷地の中で収まらないかということを、

随分こだわっておられるんですけれども、ちょっと無理というふうなことで、用地

買収も尐し伴うというふうなことでございます。最終決定でなく、14日が最終決定

ということですけれども、間違いないというふうに聞いておりますので、そういっ

たことでございます。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） 先ほど申し上げましたように、私ども、实は漬物のために、

今のＪＡの施設に、加工場に持ち込んだんですが、これ以上は、とても今、たちま

ち無理だということで、大変、現在の加工場は、もう手狭ということははっきりし

ていると思います。それで、今の課長の答弁では、別のところに、ライスセンター

ですか、加工場をつくられるんじゃないかというふうにお聞きをしました。 

 たちまち、今の現状の加工場では、この前持って行ったときには、もうとてもこ

れ以上、ちょっと今は数が多過ぎて、待ってくれと言われたときがございました。

そのようなことのないような施設を、またお願いしたいと思いますし、先ほどの答

弁にあったように、施設はつくったけれども、日野菜がないというようなことでは

困りますので、大変、日野町の土地柄からしましたら、私ども南比都佐の方は、土

地は多分大変難しいかなというふうに思っておりますが、もっといい場所があろう

かと思います。例えば、日野川を渡ったところの集落、非常に、言い方が悪いです

が、田んぼに砂利が混じっているような田んぼ、あるいは猫田でも同じようなこと

ができると思います。ただ、皆さんもよくご存じで、日野菜、青菜をつくっても、

収益に結びつかないのが現状かなというふうに思います。その辺で、当然拡大をす

ることをお願いしても、難しいんじゃないかなという面もあるかと思いますが、こ

こで書かれております地域づくり事業等にも、生産を拡大していくということを掲

げておられますので、ぜひとも日野菜をブランド化するためにも、その辺の活動と

いいますか、考え方に基づいて、日野菜の生産拡大と、それを地域に生かした事業

に取り組んでいただきたいというふうに思っております。 

 加工場の方については、まだ結論が今日の時点でははっきりしていないというこ

とですので、いい場所にできることを望んで、質問を終わります。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑はございませんか。 

 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、１点だけ質疑を行わせていただきたいと思います。 

 議第73号、八日市布引ライフ組合を組織する地方公共団体の数の減尐、同組合の
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規約の変更および財産処分について、お伺いをいたします。 

 周知の通り、旧安土町と合併した近江八幡市が、本年３月末で斎苑の利用、そし

て来年３月末でし尿処理を含め、八日市布引ライフ組合から脱退されるということ

になりました。諸般の理由があるにせよ、一部事務組合を担う市町の構成が変化す

ることで、それが最終的に住民の皆様のサービスの低下につながっていくようなこ

とは、必ず避けなければならない、そのように私も思っております。 

 日野町、今回、質問なんですけれども、今回のライフ組合、ほかに中部清掃組合

等、そういった一部事務組合に関することで、２点質問をさせていただきます。 

 まず、今回の八日市布引ライフ組合に関してですが、布引斎苑の方は昭和56年か

ら稼働して34年が経過して、施設自体の老朽化、将来の火葬需要への対策、利用者

ニーズに配慮した施設更新、また東近江の市民の方の利用施設の一元化もあわせて、

全面的改修計画が進められているというふうに伺っております。今年９月には、東

近江市にお伺いしますと、地元瓜生津の自治会にも、その改修の同意を得たとのこ

とであります。また、それに伴って、東近江市によると、斎苑の改修とともに、周

辺整備ということで、斎苑の向かい側の山林を里山として整備し、環境学習の施設

にするという計画も聞いております。 

 そこで１点目の質問として、斎苑の全面改修につきましては、現状、どのような

状況であるのか。そして日野町としてのかかわり方、具体的には、経費とか負担金

が増額等がなっていくのか、そういった現状についてお教え下さい。また、先ほど

申し上げました、里山を整備するという計画についても、地元の瓜生津町の了解を

得ておるんですが、日野町の北脇と非常に接する場所であると思います。土地の問

題とか排水の問題等、諸問題等発生する可能性もありますので、そのあたりの整備

計画について、日野町としての見解、現状についてお教え下さい。以上が１点にな

ります。 

 ２点目に、中部清掃組合について、ちょっと関連でお伺いをさせていただきたい

と思います。近江八幡市では、来年平成28年８月に、近江八幡市環境エネルギーセ

ンターが供用開始となります。現在、近江八幡市の旧安土地区は、中部清掃組合に

所属はしておるんですけれども、新施設が供用開始となる平成29年３月末をもって、

中部清掃組合から安土は脱退して、同年４月から新エネルギーセンターにおいて処

理をするという計画を伺っております。その件について、現状の状況をお教えいた

だければと思います。そして、中部清掃組合の最終処分場が安土地区に現状ござい

ますので、安土が仮に脱退されるとなりますと、最終処分場が廃止をされるのか、

それとも従来どおり運用をされていくのか、そのあたりの方向性についても、お教

え下さい。 

 以上２点になります。 
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議長（杉浦和人君） １番、堀江和博の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 住民課長。 

住民課長（橋本敦夫君） 議第73号、布引ライフ組合の財産処分に関連して、聞い

ていただきました。 

 ライフ組合の近江八幡が抜けることについての影響ということでございまして、

直接の影響としましては、負担金にかかわるもので、今年度の近江八幡市の負担金

が約1,900万円ありますことから、衛生プラントの約２割を負担している日野町の

負担金としては、単純に380万程度増えると考えております。ただし、布引に委託

しております収集運搬や料金収集事務については、来年度安土分が減ることから、

現在も交渉を行っておりますが、その分については減額の予定となることでござい

ます。 

 それと、斎苑の方でございますが、斎苑の周辺整備の関係で、国道を挟みました

向かい側の山林の整備の計画があるということでございまして、この分につきまし

ては、計画について、瓜生津さんの方から、整備してほしいという従来のからの思

いがあって、それが進もうとはしておりますが、現段階では、どのような計画にす

るかということで調査に入られるという段階でございまして、北脇区に対しまして

も、そういう調査に入られますという連絡は、北脇区の方にもさせていただいてお

るというところでございます。 

 また、関連しまして、中部清掃組合の方なんですが、八幡の関係でございますが、

これにつきましては、順次、今、清掃組合の方で詰めておるというところでござい

まして、議員が申されます安土地区にございます最終処分場でございますが、最終

処分場につきましては、以後、組合の方がそのような状況で、今の現状で使ってい

くという話についてはできてございます。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） 布引ライフのことに関しまして、今、調査ということでどう

もありがとうございます。 

 これも桜谷の方ですけれども、東部広域農道ができて、今もよくご相談いただく

ことであるんですけれども、旧永源寺の新出と杣との間の東部広域農道のちょうど

頂上のところの、愛知川土地改良区が管轄している残土置き場の、そこの雤水が、

全部奥之池に流れているという状況が、ご存じやと思うんですけども発生していま

して、今、調査という段階だと思うんですけれども、その東部広域農道においては、

その工事をしているそのときに調査して、日野町には連絡しているんですけれども、

そういった排水の問題は何の問題もないという説明が、国の方から、またその業者

からもなされていたので、ある程度ノータッチをしていたら、今、いろいろな問題

が起こってきていますので、今の計画の段階、調査の段階で、北脇さんとかに相当



2-24 

迷惑がかからないような、工業団地とかに迷惑がかからないように、配慮といいま

すか考えていただければと思います。 

 そして、中部清掃組合の方ですが、今後議論をさらに進めていかれるということ

だと思います。 

 １点だけなんですけれども、今後、東近江市としては、その行政効率の面で、旧

愛東町とか旧湖東町も中部清掃組合に加えていくような、そんなことにもなるのか

なと思うんですけれども、その点について、１点だけ見解をお伺いさせていただけ

ればと思います。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（橋本敦夫君） 中部清掃組合の効率化の関係で、東近江市の方が、旧の

愛東、湖東について、どのように考えておられるかということでございますが、東

近江市からは、入りたいというような意思表示についてはございましたが、これに

つきましては、近江八幡市が脱退されることの解決というんですか、それを見た後

に、しっかりと議論をしていくというふうに、今のところは考えておるところでご

ざいます。 

１番（堀江和博君） 引き続き、住民サービス、維持向上のために、ご尽力賜りま

すようよろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑はございませんか。 

 ６番、中西佳子君。 

６番（中西佳子君） それでは、１点だけ質問をさせていただきます。 

 議第75号、日野町農業構造改善事業施設の指定管理者の指定について、お尋ねい

たします。 

 滋賀農業公園は、日野町の農業振興と地域の活性化を図ることを目的に、民間活

力を導入して实施され、町所有の施設のほか、株式会社ファームが設置、管理する

遊園施設等を含めて、総合的に成り立っている公園ということであります。当該施

設の管理運営は、平成18年度から、指定管理者制度導入にあたっては、株式会社フ

ァームを指定管理者として選定されております。農業公園運営の知識技術を生かし

ながら、町との協定に基づき、農産物の加工体験教审、馬や羊などの触れ合い体験

を行ってきている。また、公園施設の維持管理など、現在まで適切な運営を行って

きていると評価をされております。滋賀農業公園は、町内外から毎年多くの来園者

があり、季節の花々、サツマイモやブルーベリー収穫体験、パンやバターづくり体

験、また、さまざまなイベントなど行われており、評価するものであります。その

中で、特産物の販売で、地元野菜や花など、青空市場で販売をされております。来

園者の方など多く利用されているというふうに思っておりますが、地元農業の方と

の連携状況をお伺いいたします。 
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 また、家族入園券など配布されており、利用しやすい取り組みが行われておりま

すが、行政と指定業者との会議など、連携体制などは行われているのかを伺います。 

 また、指定管理料等はゼロということでございますが、今後、この払い下げとい

うことは考えられるのか、お伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（門坂俊男君） 滋賀農業公園の指定管理につきまして、ご質問をいただ

きました。 

 青空市場の農家との連携は、どうなのかというふうなことでございますが、青空

市場の建物は町の施設で、指定管理でファームに指定管理を委託しておりますが、

ファームからまた農協の方に貸されておりまして、農協の青空部会という生産者の

組織、農産物直売所への納入をされる方の部会をつくられて、その方々で運営され

ているというふうな状況でございます。家賃とかそういったものはなしで、ファー

ムさんはまるっぽ貸しておられるというふうなことで、支援とかのことをやってい

ただいております。青空部会の部会員さんによります総会とかがありまして、町も

その総会に参加というか、一緒に会には呼んでもらっておりまして、どういったこ

とが部員さんたちの課題になっているのとか、そういったことは、そういった会議

の中で聞くことはできるというふうなことでございます。 

 部会結成以来、70人ほどの部員さんおられるんですけれども、だんだん高齢化も

されてきていて、脱会まではしていないけれども、もう品物を長いこと納めていな

いというふうな農家もおられます。じり貧状態になっておりまして、部会でもいろ

いろ、そこで直売所を開ける以上、棚に農産物を出さなあかんわなということで、

なかなか売れないかもしれないけれども、品物は出すように努力しているんやとい

う方も、何人もおられますということで、営業時間も尐し縮めながら、対応をして

いってもらっているというふうな関係でございます。 

 ファームと町との連携につきましては随時やっておりまして、何かあれば相談に

来られるというふうな形で、定期的に月１回定例の協議をするということまでは、

できておらないというふうなことでございます。 

 払い下げにつきましては、国の補助金で町が建てておりますので、それを譲渡す

るということにつきまして、手続を踏めば、同一の用途で使うということに関しま

して、そんなに問題はないとも思うんですけれども、一定、町がお金を出して建て

た施設ですので、ただというのも町はどうなのかなと思いますし、向こうは、今、

ただで借りて営業しているというふうなことで、お金出してまで、買い取ってまで

というより、今の状態がいいのかなと思われているというふうに、こちらも思って

おるところでございまして、耐用年数とかが過ぎた時点で、35年ぐらいが耐用年数

かなと思っているんですけれども、それが過ぎた時点で、そういったことも、また
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論議するかなと思うんですが、随分先のことと思っております。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

６番（中西佳子君） 本当に、町の大きな集実施設でございますので、しっかりと

また町と連携もとっていただいて、発展するようにお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑はございませんか。 

 11番、東 正幸君。 

11番（東 正幸君） １点だけ、こう質疑をしたいと思います。 

 議第80号の、日野町税条例一部改正でありますけれども、ここの８条から12条の

新たな追加というところでありますけれども、このことについて尐し教えていただ

きたいと思うんですけれども、地方税法第15条の地方収納猶予については、このこ

とについては、これまでから、財産の災害を受けたとか盗難に遭ったとか、また納

税者が病気や負傷したとか、事業の廃止や休止、損失を受けたなどについて、徴収

の猶予があったと思うのでございますが、改めて、ここに新たな追加ということで

あります。 

 今回、この主な改正は、納税のために差し押さえられていた財産を、換価購買す

ることを猶予してもらう。今までは、この職権によって換価と猶予でありましたけ

れども、納税者の申請によって換価と猶予ができたという、そういう解釈でいいの

か、そこら辺をお伺いしたいと思います。 

 ところが、この申請型になりますと、いろいろな書類や質問もあるとは思うんで

すけれども、かえって、納税者にとっては事務負担が増えるのではないかなという

思いがあるんですけれども、そこら辺はどうなのかと思います。 

 といいますのは、もちろん、財産目録は、そういうこともありますし、納税者に

とっては大変かなという思いがあるんですけれども、そこら辺はどうなのかと思い

ます。 

 今までから、こういうこと、滞納についてのあれはあったと思うんですけれども、

ちなみに、当町では、どういうものを担保にされてきたのか、土地などはどうだっ

たのかもお伺いしたいと思います。 

 また、全員協議会の中での説明でも、マイナンバーの方が出ておりましたけれど

も、９月議会にもお尋ねしたんですけれども、いろいろな税務に関する書類につい

ては、今年度はよいという、よいというのか、別にということでありましたけれど

も、来年度からの申告書とかそういうことについては、必ず義務的に書かないとだ

めなものか。全国的に見ますと、義務的という言葉はあんまり使っていないところ

もあるように、こう聞いておるんですけれども、そこら辺のところをひとつ教えて

いただきたいなと思います。 

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

税務課長（増田昌一郎君） ただいま、東 議員の方から、議第80号の税条例の改

正に関しまして、大きく分けて２つ、１つは、納税猶予制度の見直しに関するご質

問と、もう１点は、今回番号法の施行に伴いまして、税務の手続等にも番号利用と

いう形になりますので、提案の中にも幾つか項目を挙げさせていただいていますけ

れども、その辺の運用についてのご質問かなというふうに受けとめておりますので、

順次答弁をさせていただきます。 

 まず、納税猶予制度の見直しですけれども、ご質問にもありましたように、これ

までから、地方税法の中でも納税の猶予制度というのは規定がございました。具体

的には、災害とか盗難に遭った場合とか、あるいは本人、またはご家族が病気ある

いはけがをされたとかいうことで、事業を営むことができなくなったときについて

は、納税者からの申請によって、徴収の猶予をすることができるという制度がござ

いました。 

 それと、もう１つは、滞納が生じて、徴収猶予とかに関しまして担保を提供いた

だいた場合に、当然担保財産ですので、町の方が、例えば不動産であれば競売に付

してお金に換えるということができるわけですけれども、そちらの方も、その財産

によりましては、居住用ですとか事業用になりますと、生活そのものに支障を来す

おそれもありますので、そういう判断のもとで、町の方が職権でそういう換価処分

を猶予できるというのも、従来から地方税法の中に規定がございました。 

 全員協議会でも尐しお話をさせてもらったんですけれども、これまでは地方税法

の中で規定がございましたので、内容的には、全国一律の制度という形になります

ので、特に町の税条例の中で、納税の猶予に関しての規定はございませんでした。

ただ、今回の地方税法の改正に伴いまして、先に申し上げた２点以外にも、担保物

件の処分の猶予については、納税者からの申請でもできるようになったというのが、

改正のポイントの１つでございます。 

 それともう１つは、納税の猶予の内容につきましては、これまでは、先ほど言い

ましたように全国一律であったけれども、町の条例で決めることができる項目が、

幾つか出てきたということになります。例えば、具体的なものでいいますと、基本

的には、滞納がある場合は、担保財産を差し出すというのが地方税法上の規定では

ございます。ただ、一定の金額を超えない滞納額であるとか、あるいは猶予期間が

短い場合については、担保を差し出す必要はないという規定がございますけれども、

そこの金額ですとか期間については、これまでは一律でしたけれども、それぞれ地

方の、県も含めてですけれども、地方団体の裁量で決められるようになったという

のが、今回の地方税の改正のポイントではあります。 

 ただ、これも全員協議会の方でお話をさせてもらいましたように、手続上は、ご
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質問にもありましたように、大変細かい書類にもなりますので、当然、納税者の方

の負担も大きいのも事实でございます。また、それと猶予期間というのは、基本的

に１年という限りがございますので、金額、あるいは収入の状況によりまして、な

かなか１年でその回収が図れるケースというのは尐のうございます。そういうこと

もありまして、これまでから、地方税法の規定に基づく納税の猶予というのは、全

国的にも利用はかなり尐なくなっておりまして、それは日野町でも例外ではござい

ません。 

 ということで、これまでから決算特別委員会でも、いろいろこう滞納整理に関し

てはご質問いただいておりますけれども、滞納者の、分割して納付を認めておるわ

けでございますけれども、この手続につきましては、従来の地方税法の規定による

ものではなくて、町独自の判断でしているというふうになります。ただ、町独自で

やってはおりますけれども、当然、納付期限を過ぎて納められないということなり

ますので、分割納付が基本にはなりますけれども、一定、その収入の状況ですとか、

あるいは月々の生活費に、どういったものにいくら使っているかとか、あるいは財

産の状況とか、例えば、保険にどんなものを入って、月々掛け金はいくらあるかと

か、細かな聞き取りは行いまして、それを含めました形での納付の誓約、分割納付

の誓約をいただいているような状況ですので、それによって、計画どおりに進まな

い場合につきましては、財産調査も踏まえて、預貯金等の差し押さえに至るケース

もございます。 

 ご質問の中にもありましたけれども、これまで担保として提供いただいてきたも

のの中には、現在は預貯金等、お金に比較的かえやすいものを中心にしております

けれども、以前、県といろいろ、県の職員さんも派遣いただいて、共同で取り組ん

できたころには、不動産も幾つか差し押さえしたものがございます。現在まで残っ

ているものもあるんですけれども、なかなかちょっと不動産といいますのは、正直

申し上げて、特に、先ほど申し上げましたように、居住用ですとか事業用ですと、

なかなか競売というふうにもなりませんので、当時は、どちらかといえば、納付相

談なりを有利に進める材料の１つとして、ですから、計画的な分割納付が可能であ

れば、押さえてはあるけれども、これは解除しましょうと、そういう形での納付相

談をより有利に進めるための方法の１つとして、不動産の差し押さえをしたものも

ございます。ただ、ちょっと現在まで残ったままになっておるものもありますので、

その辺につきましては、ですから、当時、差し押さえをした効果というのは、非常

に薄れてきているわけでございますので、その辺をどうするかについては、現在の

課題の１つというふうに把握をしております。 

 ということで、今回、新たにこれまでは地方税法で一律に決められておりました

けれども、町独自の部分も条例で決められるということで、今回の条例改正という
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ことで、第８条から12条までを新たに追加したような形にはなりましたけれども、

内容的には、ですから納税者にとっては、なかなかちょっと有効、实際に納付を進

めていっていただく上では、正直申し上げて、有効にはなかなか使えない部分もま

だまだあるということになりますので、独自に条例で定める部分はございますけれ

ども、全員協議会で申し上げましたように、県内の中でも、横並びの内容となって

いるのが、今回提案させていただいた内容ですので、もちろん、今後、これを利用

するという話が、納付相談の中で進む可能性はあるわけでございますけれども、町

としては、従来の形での納付相談、納付誓約というのが主流に、引き続きなるのか

なというふうに思っております。 

 ということで、１つ目の納税猶予に関しましては、以上のようなことで、ご理解

をいただければと思います。 

 それからもう１点、マイナンバーに関しましてでございます。 

 今回、町税に関する手続の幾つかにつきまして、これまでですと申告、申請、あ

るいは申し出の中で、氏名名称を書いていただいていた部分については、新たに個

人番号、あるいは法人番号を記入して下さいよということでの改正内容になってお

ります。ですから、法律で決まっておりますものも含めまして、あるいは、今回条

例で決めさせていただくものも含めて、書類の中には、新たに個人番号を、記載を

求めていくということになりますので、本人確認も含めて、その手続を進めていき

たいと思います。具体的には、平成28年１月１日以降に町の方へ出していただく書

類については、原則として、個人番号を書いてもらうものが大部分になるのかなと

いうふうに思います。 

 ただ、实際には１月１日以降になりますけれども、具体的には、納税者の方にと

っては、一番身近なのは確定申告でございますけれども、確定申告につきましては、

前回にもお話しましたように、平成28年分の収入の申告から記載ということになり

ますので、次の次の申告からは、番号の記載ということをお願いすることになって

おります。ただ、今回、来年２月の申告では、次からは個人番号を記載してもらう

必要があるということを、徹底する必要もあるのかなというふうにも思いますし、

番号の提供を受けるにあたりましては、本人確認を、より徹底しなければならない

ということで、幾つか提示をいただかんならん書類も新たに出てきますので、次回

の申告では、番号を提供いただくことはないですけれども、その次の申告からは番

号を記載してもらうためにも、周知をしていきたいというふうに考えております。 

 税務関係でいいますと、償却資産の申告が、年が明けてから、先ほど言いました

けれども、28年度分については、28年１月末を申告期限として申告していただくこ

とになりますので、その中で、番号の記載を原則としてはお願いすることになるの

かなというふうに思います。ただ、まだ通知カードが、それぞれ手元に行き渡って
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いる状態ですので、制度そのものに関する住民の皆さんの理解度が、どの程度浸透

しているかというのは、まだまだちょっと難しいところもあるかと思いますので、

番号を提供いただかんならんというご説明は、させてもいただこうと思っておりま

すけれども、それによって、例えば、書類を何度も取りに帰ったり、窓口に来られ

た方がしなければならないというのは、できるだけ避けなければならないというふ

うに思っておりますので、当面は、番号の記載は求めてはいこうとは考えておりま

すけれども、最終的に、番号の記載がすぐできる状態でなかっても、書類はお預か

りをすることにはなるのかなというふうには、考えております。 

 ということで、全体的には、今、ちょっと税条例に関係しまして、税務課のお話

をさせてはもらっているわけですけれど、庁内の中にも、マイナンバーの導入に関

しましては、本部会議、あるいは担当者での調整も今しておりまして、今、お話し

しました内容の、最終的な細かな部分については、もう尐し調整をしておりますの

で、１月１日施行ということで、なかなか期限はないんですけれども、もう尐し、

ちょっと細部については内部で詰めさせていただいているということで、ご理解を

いただければと思います。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

11番（東 正幸君） 丁寧にご説明いただきましてありがとうございます。 

 やはりこの滞納整理といいますか、担保をもらって、そういうことでありますけ

れども、取り扱いにおいては、日野町はもうやってもらっているんですけれども、

慎重に、納税者の不利にならないようにお願いしたいと思っております。 

 もう１つは、マイナンバーですけども、確定申告で税務署に直送する場合がある

んですけども、そういう場合は、もう別に書かない、何かまた戻って来たりするこ

とがあるんでしょうか。そこら辺は、まだ決まっていないのかも分かりませんけど、

直送する場合がほとんど僕らはあると思うんですけれども、そこらについて、お聞

きしたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 税務課長。 

税務課長（増田昌一郎君） ただいま、東 議員の再質問で、申告書郵送される方

というのは多数おられますので、具体的には、次の次の申告からというふうになる

かと思いますけれども、記載されていなかったら、返ってくるかどうかということ

なんですけれども、申告にあたっては番号の記載が必要ですよということは、それ

以前の段階で周知もされると思いますし、郵送の場合は、例えば必要な書類があれ

ば、これとこれをコピーをつけて下さいというような宠伝はされるかと思いますの

で、それに応じて出していただくというのが、基本にはなるかなというふうには思

います。ただ、書いていないものを送ったので、受け取らないかどうかということ

については、ここではちょっと申し上げにくいところではありますけれども、でき
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るだけ可能な限り書いていただいて出していただくということで、ご理解をいただ

ければと思います。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

11番（東 正幸君） どうぞまたよろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 10番、髙橋 渉君。 

10番（髙橋 渉君） それでは、議第75号、議第76号、議第77号、議第78号、指定

管理について、共通的な形で、尐し教えていただきたいというふうに思います。し

たがいまして、共通項目になりますので、副町長さんか、総務政策主監さん、共通

項目で質問いたしますので、答えていただければ結構じゃないかなと、こういうふ

うに思います。 

 まず１つに、今回の選定にあたって基礎となります部分で、このような形のもの

が資料として出されております。指定管理者候補申請要項仕様書という、このよう

な、これは基本になっておるわけでございますが、その中において、ちょっと質問

をさせていただきます。このおのおのの施設についての内容についてあるわけなん

ですが、これの業務内容等々についての決定というんですか、ここに記載されてい

る部分については、どこが作成されているのかお聞きをいたしたいと思います。 

 それと、今回のこれ、前回５年前でございますか、ですので、５年前と、その内

容について変更があったところがあるのかどうかということを、２つ目にお聞きい

たします。 

 それから、この内容について、どこかに配付されているのかどうか。どこにこれ

を使用されているのかどうか、これをお聞きいたしたいというふうに思います。 

 そういった中で、先にお聞きしておきます。 

 この内容について、申請にあたって、説明会は实施いたしません。それから、質

問事項の受け付けはいたします。それから、提出期間を定めています。この３つが

記載されている。これはどういう内容なのか、お聞きをいたしたいというふうに。

これ、全部４つの指定管理者、そこに同じ共通項目として入っておりますので、こ

れはどういうことを指すのか、教えていただきたいというふうに思います。 

 それから、議第82号、平成27年度日野町一般会計補正予算の中において、公債費

の繰上償還4,062万というのが計上されております。これはお聞きいたしましたが、

利子の1.7から1.8パーセントのものを中心に、繰上償還をいたしたいと、このよう

にお聞きをいたしておるんですが、これによります効果金額というのは、どのぐら

いを見ておられるのか、これについてお伺いしたいというふうに思います。 

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

 副町長。 
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副町長（平尾義明君） ご指名でございますので、お答えをさせていただきます。 

 詳細については、また各課の課長からあるかと思いますけれども、まず、この指

定管理につきましては、全体の内容が多課に渡りますので、総務課一括で整理をさ

せていただいて、各項目と共通の部分は、やっぱり逸脱をしていないかどうか調整

をさせていただいています。これは、５年前にも、そのような形で調整をしながら

進めてきた経過がありますので、内容は総務課がしています。 

 前との変更でございますけども、ちょっと私どもでは承知をしていませんので、

大きい変更があれば各課長の方から報告をさせたいと、このように思います。 

 それと、説明会は实施しませんとかこうあるわけですけども、一定、今までして

きた業者がどうなのかということを決めさせていただいて、その方に説明会をして

いますので、新たに説明をしているということはないかと思います。 

総務課長（池内俊宏君） ただいま、議第82号、平成27年度日野町一般会計補正予

算（第２号）にかかわりまして、繰上償還の関係につきまして、ご質問をいただき

ました。 

 今回の繰上償還につきましては、全協でもご説明をさせていただきましたとおり、

縁故債の利率の1.7パーセントから1.8パーセント台のものを中心に、５本の縁故債

を繰上償還させていただこうとするものでございます。 

 今年度の、これに伴います利子の軽減額と利息の軽減額と申しますのは、約80万

円でございます。来年度の公債費につきましては、今回繰上償還をさせていただく

というのに伴いまして、来年度の公債費の減額の効果は約980万ございます。 

議長（杉浦和人君） 議第75号から議第78号までの担当課長の説明を求めます。 

 農林課長。 

農林課長（門坂俊男君） 農林課で担当しております林業センターの指定管理の関

係でございますが、以前と変わりはないのかというふうなことの中で、変わりはな

いんですけれども、敷地の駐車場が、保健センター、商工会、共通で使うというふ

うなことで、その辺はどうなんやということで、管理はしていただきたいというこ

とで、敷地内の外構舗装を含むというふうなことを入れております。以前からも、

管理はしていただいておりまして、内容には変更はございません。 

 そして、滋賀農業公園につきましては、変更ございません。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（山本和宏君） まず、選定にあたりまして、業務内容の作成等につ

いては、先ほど副町長の方が申し上げました、私どもとしましても、総務課さんと

いろいろ協議をする中で、いろいろご意見を申し上げさせていただいたところでご

ざいます。 

 あと、大きな変更点でございますが、わたむきホールの場合は、管理料が消費税
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がアップされるという部分のところで、１点、変更がございました。その他、基本

的な部分については、変更点はございません。 

 あと、こういった部分、仕様書、そういった部分での配付先ということのご質問

もございました。こういった部分の諸書類につきましては、一定、この選定にあた

るときに、選定委員さんを選考しまして選定させていただいた関係で、そういった

委員の皆さんには、ご提示をさせていただいたところでございます。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 勤労福祉会館の指定管理につきましても、内容について

は変更ございません。 

 それと、社会福祉協議会を指定管理者とするということで、管理者の候補として

いいかという委員会の中で協議をいただきまして、その管理が確实性があるとか、

そういうとこら辺の優位な点といいますか、具体的に、きちんと管理していただい

ているということで、この申請をしていただくということなっております。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

10番（髙橋 渉君） 先ほどお聞きしたの、これの、实はこれをどこにお使いにな

っているのか。おそらく配付するとか、そういった形でお使いになっていないのか

どうかということ。なぜ、先ほど説明会は实施しませんとか、ここに、質問事項の

受け付けはいたしますとか、それから、提出期間を定めていますと、ここに記載さ

れているわけですね。ということは、これをご覧になる方に対する、これは中に入

っているわけですので、これがどこに配付されているかということなんです。ちょ

っとその辺のところ、もう一度お願いをしていただきたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 総務政策主監。 

総務政策主監（沢田友男君） ただいまの髙橋議員さんのご質問でございますが、

指定管理者の指定に係る作業でございますが、概略申しますと、まず、選定委員さ

んを募集させていただきまして、募集、選定委員さんの名簿については、今の資料

の中に入ってあると思うんですが、例えば、農業構造改善事業の１ページでありま

したら、経過として、９月８日に第１回の選定委員会が開催されておりますが、そ

の前段で、選定委員さんを関係団体のところなり、関係部署の職員も入って選定委

員会を設けております。 

 この選定委員会の中で、今、２回目の更新になります指定管理ですが、公募をす

るのか、非公募にするのかということを審議いただきまして、それぞれの施設につ

きまして、例えば、わたむきホールであれば、文化振興事業団というところが設立

当初からずっと運営をいただいていますし、この指定管理になる前は、委託という

形でやっておりましたが、地方自治法の改正で、委託という形ができなくなりまし

て、指定管理か直営でするかということで、今の事業団にそのまま指定管理という
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形で管理運営をお願いしているんですが、選定委員会の中で、公募、非公募という

のを決定いただきまして、今の提案させていただきます施設、それぞれ委員さんが

いらっしゃいますが、委員さんの中で、非公募という形で決定いただきまして、そ

の中で、この仕様書というのは、次のページでございますが、仕様書についても、

その選定委員さんの中でご協議いただきました。そして、实際、その非公募であり

ますので、この仕様書に基づいて、それぞれの指定をしようとする団体の方へ、見

積書等の内容を、提案内容をいただいているというわけで、仕様書については、そ

の団体にしかお渡ししていませんし、その団体について、ご質問については承ると

いうふうな内容となっております。そして、その提案をいただいた内容については、

２回目の選定委員会で、それぞれの指定しようとする団体から説明をいただきまし

て、委員さんの中でご協議いただき、指定をするということで、決定いただいた次

第の流れでございます。 

 内容については、それぞれの選定委員さんの方にはお配りしておりますが、外部

的なところへは開示はしておりません。 

 本日、このように指定管理者候補者の選定の結果ということで、参考資料として

つけさせていただきましたのは、今回、議会の方でご審議いただく資料として、議

員の皆様に、選定経過なり仕様等をご確認いただきまして、ご審議いただくように、

本会議につけさせていただいたような次第でございます。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

10番（髙橋 渉君） 選定結果につきましては、一応公募はしないという形の結論

に至っているということは、ここに書いてあるとおりだというふうに思うんです。 

 僕の方の理解といたしまして、ここの全体に書いてある、その「説明会はしな

い」とかいう形については、これは案かなと思ったんです、事務局からの。説明会

をしない、それから、質問の受け付けをいたしますとか、これは实際は、しないだ

けですね。しないだけですね。説明会いたしません、しないわけですね。質問の受

け付けもいたしません。これもしないわけですね。という形で僕は理解させてもら

ったんですが、提出期間はいつまでですよとかありますので、それ一連の流れを見

ますと、提案事項であって、したがって、その審査委員会の中で公募はいたしませ

んという形のものの中でそれは消えたと、こういう形の理解をさせてもらったんで

すけど、そうではないんですか。ちょっとそこの分だけ。 

議長（杉浦和人君） 総務政策主監。 

総務政策主監（沢田友男君） 今の仕様書の方を見ていただきますと、仕様書３ペ

ージ、構造改善事業の施設の３ページを見ていただきますと、今申しましたように、

第１回の審査会の中で、公募はしないということで、構造改善センターであればフ

ァームの方へ提案いただこうということで、お願いするんですが、この仕様をお渡
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しした段階で、その団体から不明な点があったら、この７番ですが、説明会は实施

しませんが、不明な点があれば農林課へお問い合わせ下さいということと、質問事

項については、いついっかまで受け付けしますということで期間を設けて、それぞ

れの団体からの質問は受けた中で、最終的に提案書をいただきまして、２回目の選

定委員会でプレゼンをしていただいているというような説明を、いただいていると

いうような内容でございます。よろしいでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 暫時休憩します。 

－休憩 １１時２５分－ 

－再開 １１時２８分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 髙橋議員。 

10番（髙橋 渉君） ありがとうございました。大体つかめましたので、また理解

をさせていただきたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、質疑をさせていただきます。 

 ダブる部分は、皆、抜かせていただきました。 

 議第82号の平成27年度一般会計補正予算についてであります。14ページ、15ペー

ジで、企画費で、先ほどからも質問ありました、地方創生交付金事業であります。

国より1,900万円追加交付されるということについてであります。私自身も、この

中で、特に大半が特産の日野菜振興、とりわけ加工施設の整備促進に充てられると

いうことであって、私自身も、この間、地域の活性化とか町の特産振興、労働雇用

の拡大、そういった立場から、鎌掛地域での促進を強調してきたわけであります。

なかなか、当時、ＪＡとの関係で、スムーズに進まなかったわけではありましたけ

れども、いろいろ町の努力によりまして、整備促進が、どちらかといえば、この交

付金によって町に追加されるということによりまして、ある意味では、１つの起爆

剤になってきているんではないかなという。そういう意味で、私は大いに評価して

いきたいと思います。ぜひ、加工や生産物などで、まだまだクリアしなければなら

ない点があると思いますけれども、ぜひ、積極的に執行されますことを、よろしく

お願い申し上げたいと思います。 

 そこで、確認というのか、お考えもぜひ聞かせていただきたいのは、２つほどあ

ります。 

 １つは、やはり土量改良、生産量を伸ばしていくために、人も必要であると同時

に、土地そのものがいろいろ日野の土地では難しいなという声、いろいろ聞いてお

ります。そういった意味では、土量の改良を、やっぱり思い切ってやっていく必要
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があるんではないかなということを思います。土の入れかえ、砂地的な分を入れる

とか、そういったことを含めたことも今後多分問われてくると、私、思いますが、

その点についてのお考えを聞かせていただきたい。 

 それと、これはお願いでありますけれども、14日にほぼＪＡとの内容が決まると

いう方向であります。ちょうど予算特別委員会が15日に行われます。もし、公に出

して、言える分でありましたら、ぜひ、予算特別委員会の中でご報告も、よろしく

お願い申し上げたいと、このように思います。 

 それから、18ページ、19ページの保育所費であります。これも公立保育所の、例

のあおぞら分園、鎌掛幼稚園の分園を廃止するに伴った分園での、特に１歳、２歳

児保育を行うための園舎整備で、600万円が今回補正されるわけであります。ぜひ、

これはスムーズに来年４月から入られるためにも、よろしくお願い申し上げたいと

思います。 

 そこで、これは関連もありますけれども、平成28年度の園児募集が、もうなされ

たと思います。現状はどうであったのか。とりわけ、待機児童がどうなのか。保育

所の募集状況がどれだけ多いのかという、そういう具体的な数字が分かりましたら

教えていただきたいし、とりわけ、私たちも心配しております鎌掛の保育所の分園、

本当に来ていただけるんかなという不安も、今なお持っておりますけれども、現状

で見て、１歳、２歳児の保育の希望状況、特に鎌掛分園では大体ここらあたり行け

そう、見通しは行けるということでしたら、それでよろしいんですけれども、その

点についての内容が分かりましたら教えていただきたい、このように思います。 

 それから26ページ、27ページの教育費であります。これは、特に小学校の教育振

興費の中で、今議会で、財産取得として提案されております、例の日野小学校、南

比都佐小学校の教育費、教育用のコンピューター用の機器、これを設けられている

わけでありますけれども、この中での予算3,800万円を町の教育施設整備基金に全

て全額戻し入れるという、そういう内容であります。戻し入れたらどうなるかとい

えば、日野町の一般財源でその分を賄おうという、そういう今回補正予算でありま

す。基金の戻し入れは、今後の施設整備を行っていく上で、いざというとき、やっ

ぱり必要となってくるものであって、ある意味から、私は大切な分があるんかなと

思いますけれども、この基金に頼らなくても、一般財源で何とかやりくりができる

んやというように、私たち、つい見てしまうわけでありますけれども、町の財源、

そのように私も見てしまうわけでありますけれども、このように至った当初がなか

なか予算が組めなくて、基金をおろした。何とか余裕ができたので、基金返します

という、そういう論調かなと思いますけれども、その点について、もしご説明があ

りましたら、よろしくお願いしたいと思います。 

 というのは、教育基金、施設整備基金というのは、ある意味では目的基金であっ



2-37 

て、こういったことに必要なときに使わなければ、ある意味ではいかんのかなと思

います。これまた戻してというよりも、なかなか一般基金とは違いますので、そう

いう意味では、使えるときに使って、また残すときは残していくというパターンを

とったのがいいのかなと思いますので、ぜひ、質問で聞かせていただきたいと、こ

のように思います。 

 最後になりますけれども、議第83号の、平成27年度国保特別会計の補正予算であ

ります。これは、一般会計からの繰り入れの部分も含めでありますけれども、42、

43ページの歳入であります。この歳入の中で１つは、国保税が年々やっぱり収入が

厳しくなっているというような、今、状況が、日野町でも言われております。低所

得者が多いという部分もあるわけでありますけれども、その中でも、さらに今回国

保税が2,245万8,000円減額せざるを得ない状況になったわけです。その要因につい

て、ぜひ聞かせていただきたいと思います。これは、全体の国保税収入を見込んで

いるうちの５パーセントを減らすという、そういう金額でもあるわけです。そうい

う意味で、ぜひその要因を、ひとつ聞かせていただきたいということを思います。 

 ２つ目には、これは以前から、特に、池元議員なんかも質問されたと思いますけ

れども、今回、国によって国保の低所得者対策として、また財源支援として、

2,000万円余りが新たに日野町に予算化される、国からお金も含めて出されるとい

うことになったわけであって、ある意味では、厳しい日野町の国保財政にとって、

これほどありがたいことはないということを私は思います。だから、これも今後、

さらに何年かずっと今後も続いていくという、恒久的な予算であるというように言

われております。 

 そこで、この低所得者対策という名目で、今回このお金が2,000万円余りが入る

わけでありますけれども、現实に、どういうような使われを今回補正予算でなされ

たのか、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） 13番、對中芳喜君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 農林課長。 

農林課長（門坂俊男君） 地方創生交付金の関係とあわせて、日野菜の生産拡大の

土壌改良の取り組みはどうかというふうなご質問をいただきました。 

 今回の地方創生の交付金、農協に補助金として補助する部分と、町、農林課で直

にやる部分についても、若干予算、1,900万円の中であるんですけれども、そうい

った土壌改良の研究は、していかないとだめだというふうに思っております。田ん

ぼで日野菜の生産ができるとなると、多くの農地が活用できるんですが、一定、田

んぼを永久畑に転換した方が、いいものがとれるというふうなご意見もいただいて

おるというふうなこともありますし、研究というふうなことで、今年度にも成果が

出るところまではいかないですが、今年度もそういったことに着手はする予定をし
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ておりますので、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 保育所の28年度の入所申し込み状況について、ご質問を

いただきました。 

 11月26日現在で、487人の申し込みがありました。これは、昨年の申し込み、11

月現在で456人でございますので、ここ数年、皆さんにお伝えしていますように、

30人程度ずつ申し込み者が増えているということで、同じように増えてきたという

ことでございます。 

 それと、新規の申し込みをされた方は150人と、大体百二、三十人当たりを推移

していたんですけど、新規申し込みで150人にもなったということで、多くの保育

所入所の申し込みがあったという状況でございます。 

 ということでございますので、あおぞら園の鎌掛分園の方の、定員30名というと

ころの保育所入所を見込まなければ、より多くの、将来入所していただけない方を

出すということになると思います。そこで今、12月６日に新規入所者の面接を行い

まして、入所の調節をしているというところでございます。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 對中議員から、教育施設整備基金の積み立て基金の繰り

戻しにつきまして、町全体の財政状況のことも含めまして、ご質問を頂戴いたしま

した。 

 對中議員からも尐しお話をしていただいておりますとおり、町の全体的な財政状

況でございますが、毎年のように財政調整基金を、取り崩しを３億余りさせていた

だかないと、当初予算が組めないというような状況が続いております。そういった

中で、非常に厳しい財政状況に強いられているというような状況の中で、27年度当

初予算につきましては、学校施設の整備に関しまして、教育施設の整備基金の積立

金の取り崩しも充当をさせていただきながら、予算を編成させていただいたところ

でございます。 

 そうした中、まことにありがたいことでございますが、税収の関係、交付税の関

係等、先の議会では、財政調整基金の取り崩しにつきましては、繰り戻しをさせて

いただいたというようなことでございます。そうした中、今後につきましても、小

学校施設、教育施設の整備につきまして、来年度以降も大きな改修が見込まれると

いうようなこともございまして、できますれば、そういったことも含めて対応して

いかなければならないということで、今回基金の取り崩しの取り戻しをさせていた

だけたらなというようなことで、こういうようなことにさせていただいたところで

ございます。予算書の事項別明細書の36ページをご覧いただきますと、地方債の現

在高の調書というものがございます。そちらの方もご覧をいただきますと、27年度
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の起債の新たな借り入れにつきましては、一番下の合計欄でございますが、約６億

1,200万ございます。今年度中の元金の償還は、５億1,200万ということでございま

すので、約１億、地方債の現在高が伸びているということでございます。国の経済

対策に呼応して、町の方でさまざまな事業を行っておりますこともございまして、

地方債も増加傾向にあるというようなことでございます。決算特別委員会でもお話

がございましたとおり、平成30年度には、現在のところ、償還のピークを迎えると

いうような見込みにもなってございます。 

 補正予算書の28ページをご覧いただきますと、28ページの款12公債費の項１公債

費・１元金でございますが、４億7,600万の補正前の額、いわゆる当初予算の額で

ございます。利息が約9,000万ということで、あわせて５億6,700万余りが公債費と

いうことで、借金の返済にかかる経費でございます。平成30年度には、今の状態、

現在の状態で26年度末の状態で計算をいたしまして、ここから約１億余り、単年度

で公債費が伸びていくというようなことになってございます。こうしたことから、

公債費も年々今後伸びていく、あるいはその社会保障の経費も、毎年のように伸び

ていくと、こういうような中でございますので、尐しでも後年度に備えていきたい

ということで、今年度、繰上償還の、今、予算も上げさせていただいたところでご

ざいますし、積立金の取り崩しにつきましても、繰り戻しというようなことで、さ

せていただいておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（橋本敦夫君） 對中議員から、国民健康保険税が多くの減額が出ておる

ということでございまして、これには、議員が申されましたとおり、国保の被保険

者につきましては、低所得者が多いということが、大きな原因になっておるところ

でございます。 

 また、軽減措置の影響ということで、所得の低い方に対しまして、２割、５割、

７割等の軽減がございまして、今回は２割軽減の方が５割に行かれたとかいうこと

で、かなりの数が移動があったことも、大きな要因になっておるところでございま

して、このような大きな減額が出たということで、また、国の拡充分ということで、

今回2,098万8,000円なんですけれども、これにつきましては、实はそういう２割な

り、５割、７割の軽減をしていきますと、その軽減については、保険料の軽減分と

いうことで、基盤安定制度の中から一定補填される部分があるんですが、今回は国

の拡充を受けて、５割なりが増えた部分なり中間層的なところを補うということで、

保険者支援分ということで、国の方が拡充したものを受けるという形で、2,100万

程度入ってきたということでございますので、この分をどのように使うのかなとい

うふうなんですが、これにつきましては、全体の入の中で受けとめながら、出に充

てていくということで、何々に使えというような形のものではございませんので、
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有効に使わせていただいたらというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、ちょっといろいろと聞いていると、きりがありま

せんので、また、予算特別委員会とか各常任委員会で議論されますので、また、こ

れを踏まえながら、お話をさ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） ほかに質疑ございませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、質疑を打ち切りたいと思いますが

ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 日程第２ 議第72号、日野町公平委員会の委員の選任については、人事案件の関

係上、討論を省略し、直ちに採決をいたしたいと思いますが、ご異議ございません

か。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認めます。 

 議第72号、日野町公平委員会委員の選任については、原案のとおり同意すること

に賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。起立全員であります。 

 よって、議第72号、日野町公平委員会委員の選任については、原案のとおり同意

することに決しました。 

 日程第３ 請願第４号から日程第４ 請願第５号まで、治安維持法犠牲者国家賠

償法（仮称）の制定を求める請願ほか１件については、一括議題といたします。本

日まで受理いたしました請願は、お手元へ配付の文書表のとおりであります。朗読

を省略いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、朗読を省略いたします。 

 各請願は、文書表のとおり総務常任委員会、および産業建設常任委員会に付託し、

審査をお願いいたします。 

 日程第５ 議第73号から議第85号まで（八日市布引ライフ組合を組織する地方公

共団体の数の減尐、同組合の規定の変更および財産処分についてほか12件）につい

て、委員会付託を行います。 

 お諮りいたします。 
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 委員会付託については、お手元へ配付いたしました付託表により、各常任委員会

および予算委員会に付託いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

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

各常任委員会および予算特別委員会に付託いたします。 

 ここで、昼食のため暫時休憩をいたします。休憩ですけれども、１時から開会を

いたしますので、ご了承をお願いいたします。というのは、何件か問い合わせがあ

りまして、１時ということを申し上げておりますので、先般、議会運営委員会にも

１時ということで、ご了承していただきたいと思います。 

 それでは、暫時休憩いたします。 

－休憩 １１時５１分－ 

－再開 １３時００分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 日程第６ 一般質問を行います。 

 お手元に印刷配付の一般質問通告表に基づき、順次発言を許可いたします。 

 ４番、山田人志君。 

４番（山田人志君） それでは、早速質問させていただきます。 

 ２つ質問を用意しておりまして、１つ目は、地区公民館の管理運営についてとい

うことで、お願いしたいと思います。 

 平成19年４月から、町内の地区公民館の活動は、それぞれ地域の民間団体、多く

は運営協議会という形をとっておられるようですが、その民間団体が实施するよう

になりまして、どうもそれは、その前年、18年２月に行政改革懇話会の答申が出さ

れたことが、１つのきっかけになっているという話も聞き及んでおります。そして、

それを实現するために、19年に地区社会教育活動補助金交付要綱というものが制定

されて、その民間団体に補助をするということで、地区公民館が運営されるように

なっております。その交付要綱を見てみますと、その補助対象となる基準事業とい

うのが示されているんですが、その中に、公民館運営委員会、あるいは公民館实行

委員会の会議の实施という補助対象が、項目がございます。しかし、これらの２つ

の委員会というのは、もともとは町立公民館の管理運営に関する規則、つまり町の

規則によってできている委員会でありまして、本来、町がしないといけない、教育

委員会が設置したもので、その会議の運営とか实施というのは、教育委員会自体が

しないといけない仕事のはずだと思います。民間団体が自発的にする仕事に対して、

それが公共公益性があるし、制度にも合致しているということで、応援しよう、支

援しようというのが補助というものですが、逆にもともと町がしないといけない、

行政がしないといけない仕事を民間に任せていこうというのは、その概念は、委託
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という概念のはずです。現行制度には、その委託という部分が完全に抜け落ちてい

るん違うかなと。それによって、不備がいろいろ生じているん違うかなという気が

します。 

 今、さっき言った委員会の話というのは、口だけの話ではあるんですが、本当に

今現行を見ていまして問題なのは、地区公民館の建物と設備の施設管理の話なんで

す。公民館施設というのは、当然町の所有、町の持ち物ですから、その管理という

のも、町がせんならん仕事のはずなんですが、これについては何の取り決めもない

ままに、何の根拠もないままに、その民間団体が、日常の管理をやっているという

实態がございます。もしも、何か事故があった場合には、コンプライアンスの形で

は、これではできていないやんかという状態が、もう10年近くも続いていまして、

そこで、これらのことに関して４つの点を伺いたいと思います。 

 １つ目ですが、最初に申し上げましたように、行革懇話会の答申というのが１つ

のきっかけやと聞いているんですが、その答申によって、同じ年の３月に行政改革

大綱というのが策定されています。その行革大綱には、あんまりそのことについて

はっきり書いているわけではないんです。具体的には、地域に根ざした公民館運営

ができるよう、体制等検討するという程度で書かれているだけで、もう地域に任せ

ていきましょうというようなことが、はっきり示されているわけではない。それで

も、あえて、当局が地域の団体に任せていこうというふうに決められた趣旨が何で

あるかを、まず伺いたいと思います。ちなみに、この質問というのは、地域に公民

館運営を任せていくということについて、批判反対しているという意味ではありま

せん。むしろ、今後、その方針を進めていくために、地域、あるいは議会も含めて

それを応援していくために、改めてその趣旨というのを、再確認させていただきた

いという意味です。これが１点目でございます。 

 そして２つ目ですが、その地区公民館の防火管理者には、民間団体の職員が指定

されているケースがございます、全てではないんですが。また、その人件費補助の

名目の中には、施設管理員という種類の職種がございます。文字どおり、施設の管

理をするということが、補助の対象になっている職員であります。しかし、いずれ

の場合でも、その民間団体が、役場の建物、施設の日常管理まで請け負った覚えが

ない、その取り決めがないと。根拠がないままでなされている措置であって、こう

いうことも含めて、建て前的にははっきりしているんですが、現状、当局では、公

民館施設の管理責任は、誰が請け負っているというふうに認識しておられるのか、

それを教えていただきたいなというのが、２点目のお話であります。 

 そして３つ目ですが、社会教育法第28条では、主事ほか公民館職員の任命権者は

教育委員会というようになっています。それがどのような手続をもって、その民間

団体の職員を、公民館職員に任命されているのか。それとあわせて、地区公民館の
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館長は、町の非常勤特別職でございます。いわゆる、町の所属の人です。社会教育

法27条第２項、第３項には、館長から始まる職員の指揮監督命令系統ということが

書いておりますが、果たして、町の所属の館長さんと、それから民間団体の職員さ

ん、その間で、どうしてこの社会教育法に規定されている監督命令系統が構築され

ているのか、あわせて伺いたいなというふうに思います。 

 そして４つ目なんですが、今、申し上げた問題で、とりわけ２つ目、３つ目の問

題というのは、もともと補助金交付要綱だけでは無理があるん違うかと、私は思っ

ていまして、最初申し上げたように、委託という概念が絶対どこかで必要やなとい

うふうに思っているんです。したがって、教育委員会とその地域の民間団体との間

に、たった委託契約書が１枚あれば、ほとんどのその問題、不備や未整理が解消さ

れると思っているんですが、これについて、当局の見解を伺いたいと思います。 

 以上、４点でございますが、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） ４番、山田人志君の質問に対する教育長の答弁を求めます。 

 教育長。 

教育長（今宿綾子君） 改めまして、皆様、こんにちは。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 ただいま、山田議員より、地区公民館における管理運営のあり方について、ご質

問をいただきました。 

 まずはじめに、公民館活動についてでございますが、社会教育法に、公民館は市

町村、そのほか一定地域内の住民のために、实際生活に即する教育、学術および文

化に関する各種の事業を行い、もって、住民の教養の向上、健康の管理、情操の純

化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とすると規定さ

れております。 

 町におきましても、この趣旨を尊重いたしまして、社会教育事業を推進すること

が重要であると認識をしております。 

 日野町の公民館におきましては、これまでの経過から、地域福祉や防犯、防災な

どの拠点といたしまして位置づけられております。地域住民の皆様の手によって、

育まれてきたというようなことでございます。 

 このように、日野町における公民館は、社会教育の場だけでなく、住民活動の拠

点ともなっていると思っております。そしてまた、公民館では、運営委員会や实行

委員会などにより、多彩な事業が自主的に企画、運営されておりまして、各地域に

よりまして、それぞれの活動が等しく尊重されてまいりました。このことは、日野

町の公民館活動の誇るべき特色でありまして、これゆえ、公民館が中心となって、

地域でのさまざまな社会教育活動を、約65年間も継続してきていたということがで

きると思います。 
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 このように、日野町の公民館活動は、地域住民が主導する形で、脈々と受け継が

れてきておりまして、全国的にもまれな活動でありまして、誇れるものでございま

す。この住民主導型の公民館活動を、今後もより一層継承、発展させてまいりたい

と考えているものでございます。 

 次に、公民館の施設の維持管理についてでございますが、貸し出しにつきまして

は、公民館の事務分掌でございまして、施設の使用や備品の貸し出しに関する事務

は、それを委任された館長の命を受けて、職員が行っております。したがいまして、

公民館施設の管理責任は館長が負うものでありまして、最終責任は、任命権者であ

る教育委員会にあります。なお、防火管理者につきましては、消防法に基づきまし

て、一定の資格を有し、かつその防火対象物において防火上必要な業務を遂行でき

る者を、防火対象物の管理権限者が選任するというものでございます。公民館では、

管理権限者である館長が非常勤でございますので、館長が、常勤の公民館職員を防

火管理者に選任しているというところでございます。 

 続きまして、任命手続についてでございますが、社会教育法第27条には、公民館

に館長を置き、主事、その他必要な職員を置くことができると規定されております。

館長は必置でございまして、教育委員会が、同法28条の規定によりまして任命して

おります。また、主事、その他の職員は必置ではございませんけれども、地域の实

情に応じまして、町雇用、または地域雇用の公民館職員としているところでござい

ます。現に、在職する地域雇用の公民館職員は、企画立案から運営管理まで、公民

館事業全般に深くかかわっていただいているというところでございます。そして、

その監督命令する責務というのは、地域で人選していただき、教育委員会が任命し

ている館長が、公民館活動ならびに社会教育活動に、地域の一員としてかかわる職

員を管理者として負うものでございます。 

 最後のご質問についてでございますが、日野町の公民館活動の特色を踏まえまし

て、地域の社会教育活動の取り組みを維持していくために、補助金は意義のあるも

のと認識をしております。今後も継続していくものと考えているところでございま

す。 

 なお、公民館にかかわる体制や仕組みにつきましては、各地区の状況を十分把握

した上で、全町的にも、公民館活動がさらに充实、発展するように、今後も調査研

究を重ねてまいりたいと考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 再質問させていただきます。 

 １点目につきましては、よく分かりました。 

 逆に、２点目、３点目については、かなり苦しいご答弁と分かった上で、ご答弁

いただいたのかなというふうに感じているところでありまして、逆に言いましたら、
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条文のすき間とか施策のすき間をつないで、本当にご苦労いただいたのだなと、逆

に感心させていただきます。 

 ところが、残念ながら、今ご答弁いただいた内容を簡単に要約すると、よその団

体の人を、勝手に公民館職員と呼んでいるんですと。任命もしていないし、その他

根拠もないということは、勝手に呼んでいるということです。さらに、よその人に

防火管理まで任せていますと、そういうロジックになってしまうんですね。これは

あってはならないことなんですけども、万が一、例えばボヤとか事件、事故とかが

あった場合に、館長は非常勤ですよと。公民館職員といっても、实は任命していな

いんですよと。防火管理者もよその人ですよという状態の中で、一体誰が責任を持

つことになるんでしょうね。これは、本当にコンプライアンス以前の問題、つまり、

決まりを守るということ以前に、決まりがないという状態であって、私の常識から

言わせていただければ、行政施策としては考えられない状態でして、ちょっと尐し、

日野町さん、おおらか過ぎるんじゃないかと、实は思っているところです。 

 教育長の答弁にありましたように、地区住民主導の公民館活動というのは、日野

町、町の誇りでもあります。私も本当にそのとおりだと思っていまして、先進事例

だと思っているんですが、その逆に、その裏側で、さまざまなことが曖昧にされた

上で、もっと、悪く言えば、いい加減になった上で成り立っている先進事例という

のが、残念ながら現实の姿のように思いまして、その辺も含めて、地区公民館にか

かわる体制とか仕組みについては、４点目で調査研究するというふうにご答弁をい

ただきましたが、最初申し上げましたように、地区公民館の運営が地域の団体に任

されるようになって、来年で10年目なんです。10年は長過ぎるでしょう、そのまま

にしておくには。したがって、10年目を迎える前に、その調査研究を置いていただ

いて、一定の解決策を見出していただきたいというのが、やっぱり年度内にその答

えを見出していただきたいと思っているんですが、いかがでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（今宿綾子君） 先ほども申し上げましたように、公民館活動といいますの

は、地域の住民様の力によりまして、それぞれの地区の实情にあわせて、それぞれ

工夫も重ねながら、今日まで至っているものでございます。 

 先ほども申し上げましたように、各地区の状況を十分にこう踏まえながら、全町

的に公民館活動がより充实できるように、今後研究していきたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（山本和宏君） 山田議員さんの方から、施設の管理責任であるとか

任命の問題につきまして、再質問を頂戴いたしました。 

 公民館のことにつきまして、教育委員会の管理のもと、公民館活動を管理運営し

ていくということは、以前から変わるものではございませんし、今後も、このよう
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なことで続けてまいりたいというふうに考えてございます。 

 山田議員ご承知のとおり、公民館は、地域の学習の場だけではなくて、地域の拠

点として位置づけられておりまして、地区住民によって組織されました運営委員会、

实行委員会によって運営されまして、それぞれの事業が、自発的な住民の意思に基

づいた知恵と力で運営されているということは、ご承知おきのことと存じます。こ

のことから、日野町の公民館活動が住民の自立を促すものとなっておりまして、日

野町の公民館の原動力であり、大きな特色であると考えています。 

 そこで、地域の団体に任せようというものでございません。長年にわたる地域の

すばらしい活動拠点として、引き続き公民館活動を進めていただくことが、重要で

あるのかなというふうに考えておりまして、公民館長の指揮監督指示のもとに、公

民館運営を、今後もお願いしていきたいなというふうに考えております。 

 しかしながら、公民館が地域の核として、地域に密着し、地域住民による公民館

活動を柔軟に運営できる体制が、一部分で難しくなっているということは否めませ

ん。今後は、運営がスムーズにできるように、館長さんをはじめまして、公民館関

係者と十分な議論をするとともに、公民館の現状把握といった部分につきましても

十分にさせていただく中で、今後の活動について研究してまいりたいと考えます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 年度内にということはお答えいただけませんでしたが、再々

質問いたしません。これは要望として申し上げて、それともう尐し大きなところで、

最後には意見、要望を申し上げたいと思うんですが、先ほども尐し触れましたよう

に、地区の公民館の運営、先進的な部分とその裏側で、幾つかの問題を抱えている

かと思うんです。その問題の共通している部分というのは大体同じでして、方向性、

方針としてはすごくいいものがあるんだけども、それに制度設計、体制とか制度が

追いついていないという部分が共通してありまして、今日申し上げたのは、その中

でも一番ちょっと危ないん違うかなと、急がなあかんの違うかなという問題を取り

上げて、質問させていただいたんですが、逆に、一番最も基本的な部分で申し上げ

ますと、もともと町内の地区公民館は、運動会とか納涼祭とか、ほかの市町でいっ

たら地域の団体が主催しているような行事を、社会教育法という社会教育という概

念を拡大して解釈して、公民館事業として捉えてやってこられたという歴史がござ

います。それはいいことだと思うんですよ。その上に、近年は、教育長の答弁でも

ありましたように、また課長の答弁でもありましたように、地区公民館を地域づく

りの拠点と捉えられまして、まちづくりとか福祉とか防災とか、いわゆる社会教育

の範囲を超える、守備範囲を超える活動まで、取り組まれるようになっています。

ところが、体制は、制度は公民館のままなんですよ。つまり、教育施設のままとい

うことなんです。その教育施設のままのところに、いろいろなものが乗っかってき
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ているというのが、今の現状ではないのかなと思います。 

 県内の例では、教育施設じゃなしに、コミュニティーセンターというふうに制度

変更をしてやっているケースも多い、そういう例が増えてきているんですが、私は、

日野町の場合、もう慣れ親しんだ公民館ということで、皆さんがそういうふうに支

持されているなら、公民館の方向でいくのがいいのかなとは思っています。 

 ただ、その場合は、逆に教育委員会の守備範囲を超えるようなことについては、

それは町長部局で持ってはるわけですから、その町長部局の資源、つまり人とか予

算とか、何より情報ですわ、特に。そういうものを、ご担当の生涯学習課とか、何

より現場の地区公民館に集まるような仕組みをつくっていかないと、なかなか担当

課も現場の公民館も、ジレンマを感じるだけと違うのかなという気がしております。 

 こちらの、年度内にということには答えていただけませんでしたが、できるとこ

ろから一歩ずつ改善していただいて、本当に名实ともに先進事例、日野町の地区公

民館の先進事例になるように、改善を進めていただくようにお願い申し上げまして、

１点目の質問は終わらせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 答弁、よろしいか。 

４番（山田人志君） よろしいですか。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（古道 清君） 日野町の公民館活動と申しますのは、既に皆さんご承知

のとおり、先進的な活動をしてきたということで、社会教育活動が拡大して、それ

をさらに公民館事業で行っているということでございますが、もともと社会教育そ

のものにつきましても、やはり地域の課題、自分たちの暮らしの課題を出し合って、

それをさらにどう解決したらいいかという学習をして、その学習の結果に基づいて、

そういう仲間で、地域の仲間で解決していくというのが、社会教育活動の輪廻とい

うか回転だと思います。 

 そういった意味では、公民館事業がそこに集約されているという部分がございま

すが、それがある意味では、日野町の全てではないかというふうに感じておるとこ

ろでございます。 

 今後、特にそういう流れの中で、今、地域の暮らしの課題というのが、さまざま

な分野に及んでおりまして、昔のように、何かをつくれば解決するとか、そういう

ところから、さらに個々の関係であったりとか、地域間のサービスのやりとりだっ

たりとか、そういう部分までやっていかないと、なかなか地域の課題が解決できな

いということになっております。そういった意味では、いろいろな課にかかわる部

分が出てきたわけではございますが、そういったものにつきましては、それぞれの

課の部分で対応することになりますが、やはり公務、行政の分野と地域での守備範

囲の分野、だんだんソフト化して変わってきている部分がございますので、そうい
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った部分では、お互いにカバーしあわなきゃいけないという分もあるかと思います。

そういった意味では、全てが公民館でするのではないんですが、そういうようなも

のと、議員おっしゃるとおりに、結びつきながら、あるいは情報、あるいは資源、

お金を集約しながらやっていくという関係は大切だと思いますので、そういった思

いでは、今後も、今までやってきた日野町のよりよい公民館活動を、さらに発展さ

せていくという観点で進めていくべきかと思いますので、引き続き、公民館の精神

を進めていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 議員、期限を求めているんだけど。 

教育次長（古道 清君） 期限の部分につきましては、年度内というふうにご意見

いただいてございますが、今日までも、正直なところを申しまして、公民館活動の

あり方というのは、ここ数年間にかけて、いろいろ議論もしてきておりまして、な

かなかそこが結論に至っていないというのが事实でございますし、ただ、組織的に

どう対応するかということにつきましては、尐しでも早くそういう方向性が出され

るようには、対応してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 今日の一般質問に限らず、今後もその調査研究されるという

ことに、私の方もお手伝いさせていただければと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

 それでは、２つ目の質問に移らせていただきます。 

 ２つ目は、地域内資金循環についてということで、これは一問一答方式でお願い

したいと思います。 

 先々月10月30日に、まち・ひと・しごと創生法第10条に基づく、日野町くらし安

心ひとづくり総合戦略、いわゆる日野町版の地方創生総合戦略でありますが、策定

されました。その基本目標①の中、あるいはその中の具体施策の中に、地域内経済

循環という記述がございます。そこで、町内の経済、特に経済の３要素、人、もの、

資金の循環を促進させる政策について、当局の考え方を伺っていきたいというふう

に思います。 

 はじめに、今年上半期に、県内の市町の投資を調べる機会がございまして、その

県内の市町で、民間投資が、それぞれの地域内の経済波及効果に、どのように影響

を及ぼしているかということを調べる機会がございました。ここでいう投資という

のは、企業活動に関する支払いという意味の投資でして、いわゆる経済学でいう意

味での投資ということでありますが、その結果、小さな町ほど、投資による地域内

への経済波及効果は極端に小さくなると。極端に小さくなるということが、分かり

ました。これは、考えたら当たり前のことでして、小さな町ほど、企業活動で仕入

れ先とか、経費の支払い先とかいうのは限られてきますから、当然、波及効果が小
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さくなるというのは、考えたら当たり前のことなんですが、そこで日野町のように

小さな町では、もう一歩、消費から始まる経済循環というのが、物すごく重要にな

ってくるのかなと思います。 

 ただ、消費から始まる経済波及効果を高めようとすると、消費行動を経済循環に

向かわせるような、意識誘導というのが必要になってきます。これが、地域内経済

循環の促進にとって大きな意味を持つと思いますので、その前提で、まず質問させ

ていただきますが、今月、「おさんぽカード特典付き商品券」というものが発行さ

れました。なかなか好調なように聞いています。これは、総合戦略の中に書かれて

いる商業振興の一環で、地方創生交付金を活用していただいて、早速实践していた

だいたという事業だと思っています。早速实践していただいたことに、ありがたく

評価させていただいておりますが、その上で、改めて、この取り組みにかかる、も

ともと経済循環に対する考え方がおありだったでしょうから、その考え方とか期待

とかいうのを教えていただきたいたいと。 

 そして、あわせて、予算規模がかなり違ってくるんですが、６月にプレミアム付

き商品券が発行されました。このプレミアム付き商品券は、大型店も使用対象にな

っています。もちろん、大型店を除く券も併用して発行されましたが、その際に、

使用対象を地元商店など域内資本だけに限ると、大型店は、逆に省くというような

お考えはなかったのか、あわせて伺いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） 山田議員のご質問にお答えさせていただきます。 

 おさんぽカード特典付き商品券のことにつきましては、こちらの方、おさんぽカ

ードにつきましては、もともと日野町の商業協同組合が発行していただいておりま

して、運営しておられます。お買い物に応じてポイントが加算され、満点になると、

そのカードで、またさらにお買い物ができるというようなカードでございます。ま

た、商業協同組合では、このほかにも、独自で町内の商業協同組合の加盟店でお買

い物いただける商品券も発行していただいて、こちらにつきましては、昨年まで、

現在も、リフォーム補助や太陽光発電などの補助の補助金としても、活用させてい

ただいております。 

 今回のおさんぽカード特典付き商品券につきましては、この商品券とはまた別に、

期間を限定されて発行されたもので、この商品券でお買い物をすると、おさんぽカ

ードのポイントが、通常のお買い物のときのポイントよりも、たくさんついてくる

というようなことで、今回の地方創生交付金事業としまして、地域での購買向上の

ためにということで、商業協同組合において、いろいろご協議いただいた中で考案

されたというふうなものでございまして、商品券でおさんぽカードのポイントがた

まって、またそのカードでお買い物をやるというような、二重の購買につなげると
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いう考え方でございます。 

 地方創生交付金事業では、またこのほかにも、商工会が实施していただきます

「氏郷シールラリー」にも、またご活用いただけるというふうな予定になっており

まして、こちらの方は、年末年始商戦が一段落する２月ぐらいに实施されるという

ことで、500円ごとにシール１枚が進呈され、５枚たまると抽選に参加できると、

このようなものでございまして、これらについては、全て町内事業者のみで实施さ

れるということで、町内での経済波及効果が期待できるものと考えております。 

 次に、６月発行されましたプレミアム商品券、こちらの方の使用対象を、限定し

なかったのはなぜかというご質問でございます。この事業の实施にあたりましては、

商工会と何度も協議を重ねた結果、全ての加盟店でこのプレミアム商品券の、全て

の加盟店で使用できる全店の共通券、大型店を含みますが、これと地元商店でしか

使用できない一般商店専用券という２種類の券を、１冊に束ねて、２種類を束ねて

発売していただきました。このことによりまして、商品券販売、まずは商品券が売

れなくてはなりませんが、それらの相乗効果がまず図れたというふうに思っており

まして、大型店でも使用ができるということで、発売数は5,000セットでございま

したが、申込数が１万1,000セットを超えるというような、好評をいただいたとこ

ろでございます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 商工会と協議をしたプレミアムつき商品券のことですが、商

工会と協議をしてもらって、結局折衷案で、大型店も使える部分もあるし、そうで

ない部分もあるという組み合わせになったというような、多分ご答弁なのかなと思

います。 

 实は、県内では、高島市さんが、大型店とかそういう市外資本を除外して、完全

に地元事業者だけに使えるプレミアム商品券を発行されています。ただ、高島市さ

んの場合は、長年地域通貨の流通ということを促進されておられまして、今回は、

その地域通貨を使って、プレムアムつき地域通貨というような形で発行されたので、

多分、消費者の方もほとんど違和感がなかったというふうには聞いています。つま

りは、長年の積み重ねの上、できたことやということだそうですので、日野町がす

ぐにそれがまねができるというわけではないんでしょうが、ですから、今後の長い

積み重ねの話になるんですが、今回発行いただいた特典付き商品券を小さな一歩と

していただいて、それが、えてして商業振興というのは、一過性で終わってしまう

ところがあるんですけれども、そうじゃなしに、地元商店での継続的な消費構造に

つながるように、３年先、５年先というところまで、切れ目なく経済循環の輪が広

がっていくように、この小さな一歩を次々にと生かしていただきたい。戦略的に考

えていただきたいと思うんですが、その辺のお考えはどうでしょうか。 
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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） 今、山田議員のおっしゃるとおり、これまでも、

先ほど申しました、氏郷シールラリーにつきましては、もうこれで５年、６年目だ

というふうに、毎年このような形で、シールラリーにつきましては、年間２回の発

行とかいう形で事業を实施させていただいておりますし、日野町の商業の活性化に

対しまして、できるだけ、何か町の方でできることはないかということで、これか

らも商工会とともに、いろいろまた考え方、いろいろ考えていきたいというふうに

思っております。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長、大型店を抜くことはできなかったのかという

質問です。 

商工観光課長（外池多津彦君） まず、大型店をなぜ抜かなかったのかということ

なんですけれども、昨年度、おさんぽカード会の方で、プレミアム商品券を発行さ

れた経過がございまして、そのときに、1,000セットを販売されたんですけれども、

ちょっと全部は売れ切れなかったということもございまして、やはり小さい市場の

中での、ちょっと販売ということになりましたので、今回のおさんぽカード特典付

きの方につきましても、500セットの販売ということでございまして、ちょっと町

が思っている、この地方創生の交付金を使った事業につきましては、5,000セット

とちょっと桁が違いましたので、その辺も踏まえて、ただ、この券がまず売れんこ

とには何もならないというような考えのもとで、いろいろと協議の中で、そのよう

な形になったという経過がございます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 要は、そういうことを申し上げたいわけでして、今の現在の

特典付き商品券と、６月のプレミアム付き商品券、予算規模で多分50倍ぐらい違い

ますよね。だから、なかなかそんな大きなものは、地元の商店では、よう扱えんと

いうことやったと思うんですけれども、だから、今の小さな一歩からだんだん広げ

ていっていただいて、輪を広げていただいて、そして、もし次に大きな予算がつい

て、プレミアム商品券を発行するというような機会がありましたら、そのときは、

ぜひ地域内経済循環ということを考えて、地元事業者ということを考えて、そうい

う施策を講じていただくようにお願いしておきたいなと思います。 

 次に、消費行動、消費者意識に影響を及ぼす、またちょっと別の話をさせていた

だきたいんですが、日野町では、昨年平和堂さん、あるいはコメリさんとの間で、

災害時救助物資調達協定、応援協定という言い方をされていますけれども、締結さ

れました。しかし、こうした地域貢献は、大型店だけが持っているわけじゃなしに、

当然、地元事業者は、より大きな地域貢献の意識を持っているはずですので、そこ

で地域全体、町全体に、そういう地元事業者の地域貢献という意識を知ってもらう
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ように、また事業者自身もそれを認識するように、町の商工会と同様の協定を結ぶ

お考えはあるのかないのか、伺いたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 大規模な災害等が発生した場合に備えまして、食糧です

とか生活必需品などの備蓄が大切というふうに思ってございまして、町としても、

一定の備蓄に取り組んでいるところでございますけれども、町単独で常時多量のも

のを備蓄しておくことは、なかなか困難でありますことから、各家庭におきます備

蓄をお願いしておりますほか、民間事業者の流通備蓄等によりまして、一定の確保

をする中で、災害時の応急配給体制を、整備を図っていくというようなこととして

おります。 

 そうした中、ただいま、地元事業者の地域貢献ということで、商工会との応援協

定のご提案をいただいておるところでございます。 

 商工会にご加入をされておられます方につきましては、さまざまな事業者の方が

おられますので、どのような支援を町にしていただくことができるのか、商工会さ

んともお互いに相談をしながら、研究をさせていただきたいなというふうに思って

ございます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） もともと、県内の幾つかの市町では、この応援協定、災害協

定を、地元の商工会議所とか商工会と締結するということが、もう随分前から行わ

れていまして、大型店と締結するようになったのは、割と最近のことだろうという

ふうに認識しています。 

 日野町の場合では、平和堂さんもコメリさんも商工会の会員ですから、商工会と

協定を結んでおけば、例えば、その物資が大量に要るという場合は大型店に頼むだ

ろうし、深夜、もうすぐに要るという場合はコンビニとか、そうでない、いろいろ

な柔軟な対応をしてほしいという場合は地元の事業者とか、そういう判断を商工会

と結んでおけば、商工会が判断して要請できるんです。事实、２年前の台風18号、

県内でも避難があった地域がございましたが、そのときに、避難があった地域で、

深夜に大量のおにぎりが必要だということが、ある地域でありまして、そこは商工

会と協定を締結していましたので、商工会が要請して、平和堂の物流センターから

おにぎりを運んだという事例が实際にありますので、そういうこともぜひお考えを

いただきたい。相手のある話ですので、簡単には、相手のこともあるでしょうから

いかないでしょうが、ぜひ、地元事業者の地域貢献ということが、共通認識として

地域の中でできるように、ご検討をお願いしたいなというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 山田議員ご指摘いただいておりますとおり、彦根市です
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とかは、愛荘やら豊郷、甲良、多賀町さんともどもに、商工会さん等と応援協定を

結んでおられると、こういった事例もございますし、今、そういった中で、一定何

もかもということではなしに、供給物資の対象を決めながら、締結をされておられ

るやに伺っております。そうしたことも踏まえまして、商工会さんとも、そういう

事例もお示しをしながら、ご相談をさせていただいておりますところ、一定、前向

きにもご検討もいただけるようでございますので、何とか締結をさせていただける

と、町としても非常にありがたいなと思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） 山田人志君。 

４番（山田人志君） ぜひ、締結に至るように、町当局としてもご努力いただきま

すように、よろしくお願いします。 

 次に関連で、今度は町外から、人、物、資金というのを呼び込んだ上で、それら

を町内で循環させるというお話に移らせていただきたいんですが、奈良県明日香村

でも、何でも聞いていますと、日野町の民泊事業、田舎体験民泊事業を参考の１つ

にしていただいて、今現在、熱心に民泊受け入れをされているというやに聞き及ん

でおります。ただ、明日香村の場合は、事業の立ち上げ当初から、村内での経済循

環ということを強く意識されて、商工会を中心に、ニューツーリズム協議会という

組織を立ち上げて、その組織が中心になって、村内への経済波及効果というのを一

元管理されているというふうに、今、聞いています。つまり、民泊事業を、初めか

ら観光ビジネスというふうに捉えられて、その結果、今、明日香村は、全国的に知

られる地域内経済循環の先進事例というような扱いを受けておりますが、そこで日

野町は、その先輩格として、日野町では、民泊事業による経済循環のスキームをど

のように考えておられるのか、伺いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） 日野町では、平成21年度から民泊事業の方を受け

入れの方をさせていただいております。こちらの方につきましては、基本的に、教

育旅行の受け入れを柱に取り組んでおります。これは、団体旅行ということで、た

くさんの方が一度にお見えになるというスケールメリットと、田舎体験を通した心

の交流を大切にしたいという思いでございます。 

 ご質問の経済効果につきましても、当初から、地域の人々の活性化とあわせて、

大きな期待を寄せて取り組んできたところでございます。民泊による受け入れ家庭

の体験料収入はもとより、調理体験のための食材の購入や、体験にかかる消耗品の

購入などによる経済波及効果は、期待させていただいておりますし、また、あわせ

て、その受け入れた随行の先生とか、方々の食事とか、そういうようなのも、町内

で全て賄っていただいておるというようなことで、波及効果を期待しているという
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ことでございます。 

 また、現在、地方創生交付金事業ということで、おみやげのパンフレット、来ら

れた修学旅行生とかにパンフレットを配って、日野町の物産を販売できるような、

このような作成を取り組んでおりまして、こちらの方につきましては、当然、商工

会をはじめ、観光協会、また地元商業者さんとの連携により、地域経済の活性化に

また努めていきたいというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 町の声では、民泊で修学旅行で来はった人は、土産を京都で

買わはるんやみたいな話も聞いたりしますので、その点について、パンフレットを

つくって啓発していただくということですから、それが实効性を伴うようにお願い

したいというふうに思います。 

 ただ、明日香村の場合は、もともと観光事業に軸足を置いてはりますから、最近

はインバウンド、外国人に重点を置いてはるみたいなんですけど、日野町の場合は、

交流人口の増加ということも目標に置いてはりますから、日野町の特性考えたら、

それを重点に置く方がいいのかなと思っています。要は、今後はその経済対策とバ

ランスよく考えていただきたいなと、これについて答弁は要りませんので、よろし

くお願いしたいと思います。 

 ここまでは、消費から始まる経済循環ということで、それに関連して幾つかお聞

きしましたが、最初に申し上げた投資の話に、尐し戻るんですが、最初に申し上げ

たように、民間投資から始まる経済循環というのが限られる小さな町では、公共投

資ということが、結構地域経済にとって大きな意味を持っているように思います。 

 10月に決算委員会がありました際に、役場発注の工事とか物品調達の中で、町内

事業者が受注する割合はどれぐらいですかということをお聞きしまして、その際に

もご答弁いただきましたが、後日、詳しいデータをいただきまして、それを見ると、

物品とか工事だけじゃなしに、委託とか役務の提供も含めた合計で、町内の発注割

合が、大体６割か７割ぐらいで毎年推移しているというのが分かりまして、日野町

の公共投資は、地域経済にとってありがたい状況になっているんやなと、改めて感

じさせていただきました。 

 もう何か競争原理が、唯一の正義のように勘違いされるような世の中の風潮があ

って、どうしても、例えば一般競争入札の方に流れていくとかいう傾向がある中で、

日野町では、指名競争入札を中心に執行していただいているということも、その一

因なのかなというふうに思いますし、そこで改めて、公共投資の町内への経済波及

効果を高めるということで、何かしらの方針を持っておられるのか、その辺のこと

を伺えればありがたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 
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総務課長（池内俊宏君） 町の工事の発注ですとか物品等の調達におけます方針に

ついてでございますけれども、山田委員のおっしゃっておられます、地域内経済循

環の促進というふうにおっしゃっていただいておられますが、従前より、公共投資

が果たします役割というのは、大きいものがあるというふうに考えておりまして、

町の方では、町内業者で行える工事、また、町内業者が調達をできる物品につきま

しては、できる限り町内業者に発注をさせていただこうというような考えのもとに、

取り組みをしておるというところでございます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 公共投資が地域経済に果たす役割が大きいと考えていただい

ているというのは、非常にありがたい。その方針は、今後もぜひ維持していただき

たいと思います。 

 とともに、もう一方で、ボリューム的に、もうちょっと増えへんもんかなと、实

は、量的に増えへんもんかなと思っておりまして、これは予算編成、つまり財源措

置の話になってこようかと思うんですが、例えば、交付金とか補助金とかを、より

一層アクティブに、積極的に取りに行っていただくとか、あるいは社会インフラの

整備ということを重点施策に置いていただいて、予算全体の中で選択と集中を図っ

ていただくとか、あるいはもっと言えば、公債費率は今後だんだん増えてきますよ

ということを午前中聞いたばっかりで、なかなか難しいんですが、投資目的の起債

というのは、いわゆる単なる借金とは違う意味を持っていますので、中長期的に戦

略的に起債を考えていただくとか、いろいろな方法論はあるかと思います。地域内

経済循環の視点で、公共投資にかかる予算を、もう尐しダイナミックに編成してい

ただくという考えがおありかどうかの、その辺を伺いたいと思うんですが、どうで

しょう。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） ただいまは、地域内経済循環とあわせまして、全体の枞

をもう尐し規模を大きくできないかというようなことでございます。そのことにつ

きましては、今、山田議員ご指摘のとおり、予算編成全体にこうかかわる問題でご

ざいますし、国の方での予算補助金を確保していくという中におきましても、100

パーセント補助金ではないという部分がございまして、一般財源、いわゆる税金等

をどこにどういうふうに配分していくかという、全体のパイの中でちょっと考えて

いかなければならないなというふうに思ってございますので、山田議員がご指摘い

ただいたこともまた踏まえまして、予算編成の方で取り組んでいきたいなというふ

うに思います。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） その点についても、よろしくお願いします。 
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 予算編成ということで、やっぱり尐し視点を変えて申し上げますが、日野町は福

祉にかかわる予算のウエートが、だんだん重く、大きくなっていくのかなと感じて

おります。それは、経済的な視野で、見方を変えれば、福祉関連の経費が、だんだ

ん右肩上がりに上がっていく公共投資というような見方もできるわけでして、福祉

関連の予算というのは、拠出とか給付という関係が多いですから、直接経済活動に

結びつけるのは難しいとは思うんですが、最近、福祉とか医療介護といった分野を

軸にして、経済を視点から考えようという動きも实際ございます。例えば、県の産

業振興ビジョンには、医療福祉を軸とした経済振興というのが書かれていますし、

お隣の東近江市の地域医療連携ネットワーク「三方よし研究会」から派生して、こ

の日野町では、わたむきネットという、医療福祉介護で切れ目のないサービスを提

供するというモデルづくりの取り組み、研究をされているやに聞いています。 

 こうした動きというのは、これからの地域社会は、入り口で、おそらく福祉分野

の困り事というのが、だんだん大きくなっていくだろうと。逆に、今度は出口の部

分で、それをビジネスモデルとして組んでいこうという発想だと思うんですが、こ

ういった福祉関連の予算増加に伴って、ぜひ、出口での出しっぱなしの経費という

ことじゃなしに、その先で経済循環があるんやという発想で、地方行政で研究して

いただきたい分野かなと思っています。 

 また、先に幾つかお聞きしたんですが、消費ということに関して、消費行動に関

係する意識誘導というのは、もう最近すっかりデフレマインドに染まっていまして、

その社会の中では、なかなか自然に価値観が変わるというのは難しい。また、その

事業者側から、その意識誘導をするというのも、なかなか抵抗感があって難しいと

いうことがあります。ですから、先、幾つかお話をしました。ああいう事例のよう

な形で、行政が自然な形で仕掛けをつくっていくというのが、最もありがたい、望

ましい形かなというふうに思っています。 

 こうしたこの消費のこと、それから投資のこと、公共投資のこと、いろいろ含め

てお聞きしましたが、総合的に、町の今回の総合戦略に書かれている、まちぐるみ

で中小企業等を軸とした地域内経済循環を推進しますという施策が書かれています

が、果たして、これをどのように实践向けたマネジメントをされるのか、ガバナン

スというマネジメントですよね。この点について、最後に町長の見解を伺いたいと

思いますが、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） まず最初に、福祉関係経費の支出による経済循環についてで

ございますが、ご指摘ありましたように、介護保険給付、障害者総合支援給付、国

民健康保険の給付をはじめとして、福祉関係の支出というのは、日野町だけでなく

て、全国的に大変大きな額となっているわけでございまして、毎年国の予算編成に
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おきましても、社会保障関係の経費をいかに国の方では抑制するのかと、こういう

議論がされているところでございます。基本的には、こうした部分の経費について

は、しっかりといろいろな見直しは当然としながらも、しっかりと確保されていく

ということが大事であると、このように思っております。 

 そういう意味で、社会保障を充实させるという観点からの予算等の確保の問題が、

１つ根本としてあるわけでございますが、そうした中で、それを支出され、地域で

循環していくということが、まさにこの地域の中で循環していけば、外に流れて行

かない、こういうことになるわけでございまして、介護の部分でも医療の部分でも

見てみますと、大変大きな、まずは雇用を生んでいるということでございます。日

野記念病院にしても、それぞれの福祉施設においても、大変たくさんの若い人から、

もう尐し高齢の人も含めて、大変多くの方がこうした事業に雇用をされ、かかって

いただいているということになりますと、これは社会保障としての経費を支出しな

がら、一方で、そのことによって、雇用をはじめとした経済の循環がされていると、

こういうようなことでございまして、介護サービスの部門におきましても、町内の

事業所での活用が多くを占めているということでございますし、医療や福祉サービ

スについても、そうした状況があるということでございますが、それは、そういう

福祉や医療や介護のサービスを提供する事業所などが、日野町内になければ成り立

たないことでございますが、この点については、それぞれの事業所の皆さんのご努

力によって、こうしたことが町内の力で進めていただいている。結果として、それ

が地域の中で循環をしているということは、大変ありがたいことだと、このように

思っておりますので、介護医療をはじめとして、これはまた一方では、資格を有す

る方の確保というのは、これは大変大事な問題でございますので、そうした資格の

取得をはじめとして、地域でそういう方に雇用を定着していただける、そういうよ

うなことも大事にしていくことが、地域内の経済循環につながるのではないかと、

またこのようにも思っております。 

 さらに、総合戦略の中では、福祉関係とかかわって、ファミリーサポートセンタ

ー、まだ規模はこれから準備するところでございますけれども、地域内においてサ

ービスの受け手と提供側が結びつくような形で、サービスもでき経済も動く、そう

いうようなことも取り組んでいきたいなというふうに思っております。 

 また、高齢者の生活支援などにつきましても、住民の皆さんやＮＰＯ法人などが

設立して、地域の支え合いとして各種の事業を实施されている先進市町もございま

すので、その点についても研究もしていかなければならないものと、このように思

っております。 

 次に、中小企業等を軸とした地域経済循環の観点でございますが、町内には中小

企業、いろいろな事業の形態の事業所が活動をいただいておりますし、その分野も
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いろいろ幅広くあるわけでございますので、こうした企業の間で、お互いが販路の

拡大などをはじめとして、経済的な結びつきを強化していただくことが大切であり

まして、今回の総合戦略のキーワードでもございますつながりに注目して、町内企

業、事業者の皆さんと、商店をはじめとして、それを結びつける取り組みが進めら

れればと考えております。このために、従来から開催しております企業懇談会のさ

らなる活性化、さらには、企業から行政への要望をお聞きするだけでなく、企業同

士での交流なども、新たな商取引に結びつけることになるのではないかと、このよ

うなことについても取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 また、町民の皆さんの消費行動に対する意識の誘導ということでございますが、

これも総合戦略のキーワードとなっております、人と人がつながり、顔の見える関

係が重要ということが大変大事なことでございまして、これ、現在、そしてこれか

らの暮らしの中でも、安全・安心に地元商店や事業所が大きな役割を果たしている、

また果たすことを、広く住民の皆さんにも認識していただくということから、住民

の皆さん、ならびに対して、関係団体とともに、こうしたことを啓発していくとい

うことにも取り組んでまいりたいと、このように考えております。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 今ほど、町長からご答弁いただいたように、要は、行政施策、

政策の先に、いろいろな地域経済の姿があると。いろいろな、一見関係なさそうな

政策、施策にも、その先には経済があるということを、ぜひ意識していただきたい

ということでございます。 

 ６月定例会の際に一般質問で申し上げましたが、日野町はほかの市町と比べても、

地域内経済循環を推進するその原動力となる、有形無形の資源、たくさん残ってい

るように思うんですよね。地元の商店とか工務店とか、その他の事業者も本当に頑

張っておられるようにお見受けしています。それらの資源が自然消滅しないように、

自然消滅していくのをただ眺めているということにならないように、お願い申し上

げて、私の質問を終わらせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 次に、３番、奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 改めまして、こんにちは。よろしくお願いします。 

 私の質問ですけれども、まず１番目に、９月議会にも質問しました、東洋アルミ

とカネボウとの間の道、これにつきましては、もう既に直されたということをお伺

いしております。私、昨日もまた耳に挟みましたので、現場の方、見に行って、確

かに、溝こも草も道も直されていたのを確認しました。ありがとうございます。 

 そのことにつきまして、またどういう状態であったか。私、９月の議会のときに

も写真を撮ったんですけれども、見た限りでは、道の真ん中から湧水が湧いたよう

な状態になっていたのを、写真で残しております。ほんで、昨日見た中では、アス
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ファルトが、ある一部切って、アスファルトでまたおさめたった状態で、溝こも掃

除されていたという状態を確認しました。そのことについて、また後で、どういう

状態だったかを聞きたいと思います。 

 ２点目ですけれども、日野町周辺のカーブミラー、私、大窪３区なんですけども、

区長さんはじめ、南大窪町の小林電機さんのところのカーブミラーを、以前からや

いやい、町の方に区長さんの方から頼まれたと思うんですけど、それもまた新しく

されたんですけれども、ここ３日ほど前にも、残念ながらそこでまた事故がありま

して、車がひっくり返った状態で、消防車、パトカー等が、近所、わーわー鳴らし

て行きましたけれども、この近年、日野町のカーブミラーがかなり古くなって、ひ

びも入って、どういうんですか、鏡の下に何かもうひとつ、うろこみたいな状態に

なった部分があったり割れてあったり、佐川急便さんとか、そんなん言うたらあか

んのか知らんのやけど、アルミの車、２トン車とか３トンぐらいの、あの方たちが

運搬するのに、内回りし過ぎるのか知らんけど、私、一遍現場で見たんですけど、

カーブミラー、もろにすって出ていかはるのも見たこともあるんです。ほんで、そ

の中で、私、ちょっと見に回ったんですけれども、大窪下寄りの岡本町が、特に中

岡本町、それと上、特にひどいのは、魚市さんの十字路のカーブミラー、あそこ、

もう欠けているし、傷もいっています。それと割れがあります。それと越川町の八

百助さんのちょっと上ですね。それから西大路の郵便局前、それと日野小学校の前

の電電公社、昔の。あそこをずっと上へ上がっていっていただくと、村井地区へ入

り、どんつきに船川建築さんがあるんですけど、そこの前にもカーブミラーがある

んですけれども、そこもかなりくすんでいたような状態で、それと本町の市田さん

という家があるんですけど、そこの家の前と、本町の地蔵堂、昔、今もやってはる

のか、私、ちょっと定かではないんですけど、北八さん、家具屋さんのちょっと下

に地蔵堂があるんですけれども、そこのカーブミラーも、かなりひどくなっていま

す。それと札ノ辻、そこがさっきの事故のところなんです。その辺が、かなりひど

くなっております。ほかにもあると思うんですけれども、できれば、予算もあると

思うんですけれども、カーブミラーを磨いてきれいになるんだったらいいんですけ

ども、だめなやつは、できればさらに交換してもらえたらなというのが２点目です。 

 ３点目なんですけれども、これからまた雪が降ると思うんですけれども、この間、

９月議会にも、私、鳥居平等の草を刈って下さいというお願いをしまして、あれは

きれいに刈っていただきまして、本当にありがとうございます。その中で、竹や枯

れ木、ああいうふうなのがまだ残っている中で、これから目にされると思うんです

けど、私、毎年自分だけが見ているのか分かりませんけども、雪が積もって竹が折

れて、道をふさぐんです。ああいう道が、日野町で何カ所かあるんです。その中で、

この間刈っていただいた鳥居平に行く道、それと今、もうなくなりましたけれども、
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ゴルフ場の打ちっぱなしのあそこのカーブ、あそこ、一番特にひどいと思うんです

けれども、昨日も通ったんですけれど、枯れ木も竹も、皆、ちょっと道の方に倒れ

ています。それと、旧の鳥居平への道、それとこの間刈ってくれはった道、それと

石原の福本りんご園さんから野出道へ抜ける道、あそこが２カ所ぐらいあったと思

うんですけれども、その辺の竹や枯れ木、撤去できたら、してもらいたいと思うん

ですけれども、その３つについて、まずお尋ねしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ３番、奥平英雄君の質問対する町長の答弁を求めます。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） 奥平議員の方から、町道の管理等についてご質問をいただき

ました。 

 最初の第１点目は、町道石原鳥居平線の大谷地先の道路補修についてでございま

すが、既に業者発注を行い、工事を完了したところでございますが、どのような状

況であったのかということについては、後ほど建設計画課長の方から答弁をさせて

いただきます。 

 次に、カーブミラーについてでございますが、いろいろ地域のことを見ていただ

いて、今、ご指摘いただいたところでございますが、ご指摘のように、見えにくく

なる部分や破損したものについては、随時修繕費で対応しなければならないと、こ

のように思っております。たくさんのカーブミラーが設置されておりますので、そ

れぞれ職員も気をつけているわけでございますけれども、また区長さんはじめ、住

民の皆さんからの通報などもお聞きする中で、それぞれ必要なものについては交換

をしてまいりたいと、このように考えております。 

 次に、雪が降るときの倒竹木に対する事前対策でございますが、まずは県道につ

いてでございますが、懸念される部分につきましては、滋賀県東近江土木事務所に

事前対応処理をお願いして、一定の対応をしていただいております。町道につきま

しても、建設計画課で対応をしておるところでございます。 

 しかし、道路区域外の民有地の所有地に関しましては、基本的には、土地所有者

または土地の管理者が管理し、伐採していただくのが原則でございますので、なか

なかそこは難しいところもあるわけでございますが、見て、通行障害の発生、もし

くは、そのおそれがある場合については、適宜伐採を行っております。県道につい

ても、同様にそうした対応をしていると、このように聞いているところですので、

引き続き安全対策については留意をしてまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） ９月議会にご質問いただきながら、まずもって最近

の行為になって申しわけございませんでした。 

 先日、舗装板を片側半車線の方を、舗装をめくりまして、そして状況確認いたし
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ましたところ、地下水の湧水というというか、そういうことで、センターライン付

近から湧水の方が出てまいりましたので、これにつきましては、暗渠管を道路の舗

装の下に設けまして、それを横断的に１つ設置して、縦にも１つ設置をして、それ

でその湧水をとって排水路に抜くという、そういうふうな舗装の下の方に、そのよ

うな構造物の方をさせていただきました。 

 ただ、湧水も、なかなかそれだけで１回きりの工事で終わってしまえるかどうか

は、ちょっとまだ分からないんですが、今のところ、表面にはにじみ出していない

ので、もう尐し様子を見ながら、今後もまた注視していきたいなというふうに考え

ていますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 今、町長が言われた３番目の質問なんですけども、土地の地

主さん等とは、町の方とは話をしたりされているのか、ちょっと聞きたいんですけ

れども。もし、されているようであれば、早い目に撤去してもらうように、町の方

から頼んでいただけたらと思うんですけども、その点いかがですか。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） 倒竹木の雪のときの対処なんですが、雪が降って道

路をふさぐようになって、交通に支障が出るときには、役場の職員でたちまちのと

ころは、払ったりはしていたところで、明確に土地の所有者であったり、その辺の

ところはまだあたっていませんので、今後またそのことがないようなことを含めた

中で、地元の自治会の区長さんであったり、その辺のことについて、お話をさせて

もらいながら、対処したいと思っています。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） それでは、２点目に移りたいと思います。 

 これもまた９月議会にちょっと質問したんですけれども、平成27年６月１日から、

自転車運転について交通法が施行されました中、このことから、自転車の運転、交

通ルールの指導を、中学校の方、また小学校の方で指導されているのかという質問

なんですけれども、この中で、私、このところ多々聞くんですけども、私も一遍見

たところ、日野のトラヤスポーツさん、あそこの滋賀銀行から日田の方に向けてな

んですけど、あの通り、朝の登校時だったら、どうしても生徒さんが集まってくる

の分かるんですけれども、ヘルメットをかぶっていない、４列にはなる、左右には

いる、そんな状態を見たんですけれども、そういうところの指導はどうされている

のか、ちょっと質問したいです。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（今宿綾子君） 奥平議員より、中学生の自転車交通安全指導について、ご

質問いただきました。 
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 今年度、日野中学校に入学しました新入生を対象にいたしまして、４月10日に字

別集会を開きまして、各自の通学路と危険箇所等を確認することとあわせまして、

道路交通法が改正されたことによりまして、自転車の危険運転に対する指導や罰則

等が強化されたということについての、指導をさせていただきました。このことに

つきましては、中学１年生が４月10日と、それから５月７日、５月８日に、特別に

時間を設けて、学級で指導をしているというところでございます。また、２年生、

３年生につきましては、終業時の学級指導におきまして、担任の方から指導を行っ

てきたというところでございます。また、夏休みに入る前にも、自転車による事故

やけがにつきましては同様の指導を、そのときにも字別集会という集会がございま

して、そのときと、それからまた学級で、繰り返し指導をしてきたということでご

ざいますが、以前に比べますと、ヘルメットの着用率も徐々に向上してきているも

のと感じてはおりますが、しかしながら、まだまだ交通安全に対する意識やマナー

の低いことも見られまして、さらなる指導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。 

 そのことから、11月14日に、これは全校の生徒を対象にいたしまして、東近江警

察署から講師を招きまして、ヘルメット着用ですとか、それから危険運転によって

加害者となった場合の損失などについて、指導をしていただきました。こうして全

体としましては、例年にも増して、交通安全についての指導を行ってまいったとい

うところでございますが、やはり全ての生徒が安全ルールの順守ができているかと

いいますと、なかなかそういうふうな言いがたい状況にあるのではないかというこ

とも、思っております。 

 特に、議員がご指摘いただいましたように、下校時の交通ルールの順守につきま

しての指導が、必要であるというふうに思っております。このことにつきましては、

不十分なところにつきましては、教員による下校指導も必要ではないかなというふ

うに考えているところでございます。 

 また、地域の皆様にも、挨拶運動とあわせまして、交通安全についても声かけを

お願いしながら、学校、地域、家庭で協力しながら、自他、自分と他人様の安全と、

それから命をしっかり守れる子どもを、育てていかなければならないと思っている

ところでございます。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 再質問させていただきます。 

 私も中学のころあったんですけれども、記憶にあるのが、朝も夕方も、学校の先

生方が隠れてというか、辻へ隠れて、生徒の帰るのを見たり、登校するのをちゃん

と見て監視されたりされていたんですけど、今はそういうことは全然されていない

んですか。ちょっとその辺も聞きたいんですけれども。 
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議長（杉浦和人君） 学校教育課参事。 

学校教育課参事（安田寛次君） 奥平議員から再質問いただきました。 

 先生方の指導についてでございますけれども、今現在は、朝の指導については、

そういった対応はできておりません。下校については、どうしても時間が固まりま

すので、同じ下校の時間に校門のところで指導してもらうというふうな対応をして

もらっています。 

 それとかかわる内容なんですけれども、子どもたちのその自転車の乗り方につい

ては、本当にいろいろな機会を捉えて、粘り強く指導をしているというふうなとこ

ろが、正直なところでございます。实は、今朝も、中学生が絡む交通事故が起こっ

ております。信号待ちをしていた車と車の間から生徒が飛び出して、車と衝突する

というふうな事故でございました。幸い、ヘルメットをかぶっておりましたので、

大事には至らず、病院には運ばれましたけれども、大事には至らなかったというふ

うなところでございまして、安堵しているところでございます。 

 今、教育長の方から答弁がありましたけれども、学校での、本当にタイムリーな

指導が重要になってくるなというふうなことを、ひしひしと感じています。事故の

発生を、今回あった内容も含めて教訓として、自分のこととして、自分の命を自分

で守るんやというふうなことも大切にしながら指導していくということが、必要や

なというようなことを思うんですが、今、先生方の指導はどうだろうかというよう

なこともあったんですけれども、比較的、登校のときはヘルメットの着用率も高ま

ってきたんではないかなというふうに、私は認識しているんですが、下校のときに

は、まだまだやなというふうなお声もあります。いろいろな課題があるんですけれ

ども、子どもたち自身の課題に、十分なり得ていないというふうなところがあるん

ではないかなということであれば、指導がまだまだ不十分であるなというふうなこ

とも感じていますので、２点のことを、いつも学校の方にはお願いをしています。 

 １つは、自分のことと考えられるような働きかけを、他人事とせずに自分のこと

として、自分の命を自分で守るんやというふうなことを大事にしてほしいというこ

とと、もう１つは、生徒同士の声かけを大事にしてやってほしいということで、子

どもたちの自主的な取り組みを活性化するというふうなことが、非常に重要なポイ

ントになるんではないかなというふうなことで、お願いをしているところでござい

ます。 

 先般、12月５日にも、中学校の入学説明会がございました。そのときにも生徒手

帳をお持ちしましたけども、校則の中にも書いてありますし、部活の顧問の先生の

方からの、いろいろな働きかけがあるんやぞというふうなこともありますし、先生

方のスピーチの中での内容にも、ヘルメットかぶって、安全に登校してねというふ

うなメッセージを発してもらうというふうなこともありました。さまざまな機会を
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捉えて指導してもらっているところです。冒頭にも申しましたけれども、今後も粘

り強く指導していきたいというふうに思いますが、校門のところでの指導だけでは

不十分であるということであれば、路地、路地に行って指導するということも、重

要かなというふうなことも思うんですけれども、先生方のご負担もたくさんありま

すので、可能な範囲で対応していこうというようなことも、お願いをしていこうと

いうふうに思うんですけれども、地域の皆さん方の働きかけも、よろしくお願いし

たいなということを思っているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 今、朝の方の立ち番というか、あれはしていないと言われま

した。やはり、再々質問しませんけれども、朝はみんな結構ばたばたしているとい

うか、急ぎの方がたくさんおられる中で、そうやって今の事故が起きたと言われま

したけれども、すり抜けされたり信号無視も、この間もちょっと聞いたところでご

ざいます。やっぱり、これからもまた今の自分の命は自分で守るという指導を、ま

たよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、３点目の質問ですけれども、ここにもまた６月の議会にちょっと質問

させていただいたんですけど、これはもう既に、私、今日また朝も昼もなんですけ

ども、確認しに行きましたけれども、日野小学校のプールと日野の幼稚園の間に、

幼稚園児の遊具が置いてありまして、日野小学校のプールは、以前私、言いました

けども、質問しましたけども、防火水槽として使われているということで、鍵をお

預かりしました。そのことにつきましては、本当にありがとうございます。その中

で、有事の際に、ああいう対象物があると、やっぱし１秒でも早く火を消そうとい

う消防団の活動、また消防署の活動の妨げになるということで、ちょっと質問をさ

せていただいたんですけれども、もうどけられたということで伺っておりますし、

確認もしました。今後、またその点につきましては、今、もう消防署、向こうへ移

動しましたけれども、ちょっと解釈の仕方がおかしいかもしれませんけれども、こ

こが通り道やいう把握をしていただきまして、駐停車禁止とか、よう書いています

ね。ああいう状態の場所だと思うといてくれはったら、間違いないかなと、私、個

人的には思っているんですけれども、物を置かないとか、もちろん立ててもらうの

はだめなんですけれども、それでのうても、今のこのご時世、鍵を皆かけておられ

るので、その鍵、開けるだけでも時間かかりますので、その辺の解釈の仕方を、も

うちょっとしてもらえたらありがたいなと思うています。どういう解釈をされてい

るのか、ちょっとそれもまた聞きたいんですけども、それが１点と、それと、平成

21年４月17日に、大窪で建物火災がありまして、もう今、なくなりましたけど、中

島寿司屋さんですけれども、あの当時、私、今も現職で消防団をさせていただいて

おりますけれども、水利がなくて、かなり困ったのを覚えています。その中で、今
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ももうたたまれましたけど、近江屋さんというたばこ屋さんがあったんですけど、

その前に法務局がありました。法務局の前に防火水槽があったんですけれども、法

務局とともに防火水槽もなくなりました。私、当時、そこも水利点検、第１分団に

つきましては、７日、７日に点検日を行っています。その中の点検の中の１つの水

利部署だったんですけれども、それがなくなったということを聞きまして、法務局

と一緒に解体されたということで、その中に、なぜ解体されなあかなんだんか、ち

ょっとその辺も聞きたいんですけれども。 

 それと、今、越川町の方が駐車場として管理されているとも聞いております。そ

の中で、越川町さんの方からというか聞いているんですけど、アスファルトを敷け

ないかとか、そういう話も聞いております。その辺に関して、ちょっと質問したい

と思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 防火水槽の設置についてなど、ご質問をいただきました。 

 第一線で防火活動に活躍いただいているということで、大変ありがたく思ってお

ります。そういう意味では、防火体制を整え、消防施設の整備を進めていくことは

当然大事なことであると、このように考えております。 

 そうした中で、防火水槽のそれぞれの地域における整備でございますが、日野町

におきましては、これまでから自治会からの要望等をいただく中で、各自治会で用

地の確保や経費的な負担もお願いして、整備をしてきているという経過がございま

すので、今後もそういうスタンスで、地域の皆さんと相談をしながら対応をしてま

いりたいと、このように考えております。 

 なお、法務局の跡地についてでございますが、何の経過で建物と一緒に防火水槽

がなくなったのかということは、今、かなりもう前のことになってしまいましたの

で、経過を調べても、なぜ撤去されたのかということは、確認ができないというと

ころでございまして、これまでから大窪の両越川町に、駐車場用地として賃貸借契

約をしておるところでございまして、現状でお貸しをしているというところでござ

いますので、そのままお使いをいただきたいなというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（今宿綾子君） 続きまして、消防水利としての日野小学校プールに関して

でございますけれども、ご指摘いただきました小学校のプール西側の、幼稚園の園

庭に設置しております小屋型の木製遊具につきましては、消防車両の通行の妨げに

なるというふうに認識させていただきまして、他の場所に移動をいたしました。 

 今後とも、教育施設に関しまして、消防、防災に関しての意識向上に向けて取り

組んでまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 
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３番（奥平英雄君） 再質問させていただきます。 

 今の防火水槽についてなんですけど、法務局の跡の解体されたところには、もう

全然防火水槽としては設ける気はないというか、考えられないのか、ちょっとその

辺聞きたいんですけども、先ほど、総務課の方にも話をしたら、何割かの負担をさ

れて、つくることはできるというようにも聞いたんですけれども、その点をちょっ

と聞きたいんですけども。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 奥平議員から、再質問を頂戴いたしました。 

 まず、防火水槽でございますけれども、防火水槽の設置につきましては、町の方

でどんどん設置をさせていただければよいんですけれども、なかなか全町的に町で

設置をしていくということは、経費的にも大変ということもございまして、現在は、

各自治会の方で、先ほど町長の答弁にございましたように、用地を確保していただ

きたい。また、一定の経費的な負担もお願いをしたいということで、お願いをさせ

ていただいております。 

 毎年、１基か２基、防火水槽の方を予算に計上させていただきながら設置をして

おりますが、地元の区長さんからは、地主さん含めて、ここの場所で話をまとめた

のでというようなご苦労もいただきながら、経費の捻出も一定いただきながら、設

置をしておるというような状況でございます。 

 そうした中、この旧法務局の地域あたりに防火水槽をというようなことにつきま

しては、また、各自治会の方からご要請があれば、いろいろとご相談にはさせてい

ただきたいなと思ってございますが、現在のここの法務局の跡地につきましては、

駐車場の用地としてお貸しをしているという契約を、地元さんとさせていただいて

おるところでございますので、そういったことも含めまして、ほかの場所も選べな

いのかということも含めて、いろいろご相談もさせていただきながら、対応をさせ

ていただきたいなというふうに思ってございます。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 再々質問になりますけど、あの土地は町の土地だと聞いてい

るんですけども、ただ、町から越川町に貸されている状態でよろしいんですね。 

 その中で、町が管理されている、もとは町のものだというのなら、町として防火

水槽することできないんですか。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 旧法務局の跡地ということでございますが、現在は総務

課が管理をしております、特に行政的に、直接すぐに何か使うというようなもので

はない、普通財産というような取り扱いの状況でございます。そうした状況の中で、

地元さんの方から、駐車場として使いたいので、何とか貸していただけないかとい
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うような話の中で、地元さんにお貸しをさせていただいておるところでございます。 

 そうした中、町といたしましても、一定、行政目的が生じたときには、返して下

さいよと。その行政目的のために、用地が有効に活用したいというようなことで、

地元さんとお話をさせていただいている中で、借りていただいているというような

状況になってございます。 

 そういった土地でございますので、あそこで町として、あそこに防火水槽を設置

をするというようなことにつきましては、先ほどの全体的な町の、ほかの自治会と

の全体的なお話の中で、どうかなというふうに、現在のところ考えておるところで

ございます。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 私的には、町としてつくっていただけたらありがたいなと思

っている次第です。強く要望することとします。 

 私、これをなぜ言うかというとあれなんですが、やっぱり中島屋さんの大将が亡

くなられたというのが、やっぱり頭にあるので、私は、今24年消防団をさせていた

だいていますけれども、火事で亡くなられたというのが、本当に頭に焼き込んでい

ますので、できたら、前も言ったと思うんですけれども、消火栓のある筋々は、も

う１つの消防車、車両がついた時点で、ほかの車両がそのレーンの消火栓から水を

上げるということは、絶対だめなんです、基本的に。その中で、日野町の今の大窪

周辺につきましては、ここにも書いています、井戸水、自然水利、あれも限りがあ

ります、水出る。その中で、中島さんの当時の火事のときには、大和町、南大窪町、

また上鍛冶町、あらゆるところから、車をあっちに移動させ、火事の現場に消火を

したんですけれども、残念ながら亡くなられたということで、本当にショックを受

けました。その年に退団された班長も泣いて謝ったのを、私は頭に焼き込んでいま

す。そういうようなのを見ているということが、やっぱりちょっとでも、１つでも

多くの防火水槽があったらええなというのが私の思いで、まして大窪周辺は、どこ

の地区でも一緒なんですけど、大窪地区というのは隣との間が60センチもありませ

ん。本当に類焼するおそれが十分あります。その中で、そういうようなのも町とし

て考えていただいてほしいなというのを、きつく要望します。 

 それでは、最後の質問ですけれども、日野記念病院の駐車場についてなんですけ

ども、私もちょっと体の調子が悪く、ここ何年かずっと日野記念病院に通っている

んですけれども、307号線側の駐車場、あそこがアスファルトがされていません。

今年の夏でしたと思うんですけど、湖国バスがドラックユタカの方で待機されてい

て、砂利道を通るんです。そうするとほこりがすごくひどく、年寄りの方も若い方

もおられるんですけども、かなりひどいほこりで困られたのを見まして、これは何

でやねんなという疑問を持ちまして、今こうやってしゃべらせていただいているん
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ですけども、日野記念病院の中にも投書箱というのがありまして、私も先生としゃ

べったりするので、こういう要望を受けるところないんかという話をした中で、玄

関の横にありますというので、何回か書いて出したんですけれども、やっぱり町と

しても、アスファルトしてもらえるような要望を出してもらえへんかなというのが

私の思いで、その点につきまして、ちょっとお尋ねしたいんですけども。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 日野記念病院でございますが、設立30周年を迎えて、日野の

医療機関の中核として、大変なご奮闘をいただいているということで、ありがたく

思っておるところでございますし、また、脊椎センターをはじめとして特徴ある医

療もしながら、救急体制についても大変頑張っていただいている病院ということで、

感謝をしておるところでございます。 

 そうした病院の取り組みが、今では日野記念病院、ここが中心になっております

けれども、湖東記念病院や能登川の東近江市民病院の指定管理という形も受けて、

この東近江圏域全体の医療の中で果たす役割というのは、大変大きい病院であると。

それがまた、それが日野町で、本拠地ということで置いて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。 

 そうした中で、今もご指摘ありますように、駐車場の件でございますが、これは

医療法人昴会のもとで設置をされている駐車場用地でございますので、町からどの

ようにということは、なかなか難しい部分がありますが、こうしてご意見も賜った

ところでございますので、そういう趣旨については、病院の方にもお伝えをしてま

いりたい、このように考えております。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 再質問になると思うんですけれども、私、やっぱりきっかけ

というか、病院がよい病院やなけりゃ、日野の方々も、日野からよその病院に移ら

れるという、今の人口減尐やないんですけれども、毎回言うています、ちょっと話、

横にそれるんですけど、産婦人科もなくなりました。日野町の病院という名前が上

がっているので、町の人は、町民の方は、私たちに要望を言うてきはるのは、前も

言いましたけれど、やっぱり町が力を入れて病院の方に一生懸命言うてもらわんと、

よくならないと思うので、その辺の要望もきつく要望してもらえたらなと思います。

これにも書いていませんけども、産婦人科も増やしてほしいという話もありまして、

だんだん日野から離れていかはる方が増えていくきっかけになってしまうんかなと、

私、個人的に思っていますので、できたらきつく要望をお願いしたいと思います。 

 その点につきまして、よろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（壁田 文君） 病院の駐車場につきましては、町長答弁いたしましたと
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おり、機会があるごとに、また病院の方にお願いしようと思っております。 

 議員おっしゃっていただきますように、日野の町の病院として、日野記念病院に

いろいろな診療科が増えていくということは、望ましいことかと思うんですけれど

も、またそれも、病院としての経営というところもございますので、こちらの方の

要望というか、そういう需要があるということですとか、ご意見があるということ

は、伝えていくようにしたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 何遍も言いますんやけど、できたら、町の方からきつく要望、

よろしくお願いしたいと思います。 

 これで私の一般質問を終わらせていただきます。 

議長（杉浦和人君） ここで、暫時休憩いたします。再開は、３時から再開いたし

ます。 

－休憩 １４時４０分－ 

－再開 １４時５９分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 休憩前に引き続き、一般質問を許可いたします。 

 ７番、齋藤光弘君。 

７番（齋藤光弘君） ７番、齋藤です。 

 通告書に基づきまして、３つの項目について分割で質問させていただきます。 

 はじめに、寺尻の野田道遺跡の活用について質問いたします。 

 寺尻地先にあります野田道遺跡の竪穴住居は、補助整備事業（1993年）の際に、

遺跡調査され発掘されました。私は、このような遺跡が寺尻の地にあることを知り

ませんでしたが、今回「蒲生野を守る会」の植田慶一氏のご功労による、野田道遺

跡案内板設置の除幕式を、11月８日に行われたことから、知ることができました。 

 この案内板の設置にあたっては、東京都在住の胡口靖夫教授の篤志により設置す

ることができました。胡口靖夫教授はウズベキスタンの名誉教授で、日野町へのふ

るさと納税を毎年していただいている方と聞いています。11月８日の除幕式には、

東京から教授に来訪していただき、教育委員会の協力をいただき、今宿教育長と地

元寺尻区長をはじめ、住民の方々の参加のもとで挙行されました。 

 野田道遺跡の特徴は、竪穴住居の中のかまどに併設された、オンドル状遺構が存

在したことであります。オンドルは、朝鮮半島や中国東北部で古くから伝わるもの

で、この竪穴住居は渡来系の遺構であると考えられます。日本書紀に、663年の百

済滅亡に際し、我が国に逃れてきた人々が、「天智８年、佐平余自信、佐平鬼审集

斯という百済の高官と男女700人余りが蒲生郡に移住した」と記載されています。
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このことから、この野田道遺跡は、我が国に逃れてきた人々が、住み暮らしていた

奈良時代から平安、审町時代の集落跡であると考えられます。小野にあります鬼审

集斯が祭られています鬼审神社ともつながる、重要な遺跡と言えます。今回の案内

板設置で、日の目を見たわけですが、日野の宝とも言える遺跡を埋没させておくこ

となく、日野の観光の名所として、小野の鬼审神社とあわせて発信できないものか

と考えます。地元寺尻地区の方々は、この遺跡を生かして地域おこしができないも

のかと期待されています。 

 そこでお伺いをいたします。 

 １つ目に、この野田道遺跡をどのように受けとめているのか。 

 この野田道遺跡を公開発信して活用してはどうか。 

 この野田道遺跡を学校教育に生かしてはどうか。 

 ４つ目に、今後、地元との協議を含めて、遺跡を生かす取り組みをしてはどうか。 

 以上、４点についてお伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） ７番、齋藤光弘君の質問に対する教育長の答弁を求めます。 

 教育長。 

教育長（今宿綾子君） 齋藤議員より、野田道遺跡を、どのように受けとめている

かというご質問をいただきました。 

 はじめに、このほど寺尻の地区の皆様と関係者の方々のお力添えで、看板を設置

されまして、野田道遺跡の歴史的意義を後世に伝えられることができましたことに

対しまして、深く敬意を表する次第でございます。 

 この野田道遺跡は、平成６年度に行われました県営圃場整備に伴う滋賀県文化財

保護協会による発掘調査で、オンドル状遺構を伴う竪穴住居や鍛冶遺構などの遺構

が検出されまして、渡来系の遺跡として、当時行われました現地説明会にも、県内

外から多くの見学者が訪れたものでございます。調査終了後は埋め戻されまして、

水田の下で保存されて、現在に至っているという状況でございます。 

 こうしたことから、町内におきまして、渡来系文化を示す数尐ない遺跡の１つと

しまして、地元のご協力とご理解のもと、現地で保存されている遺跡という認識を

しているところでございます。 

 次に、野田道遺跡を公開発信して、活用してはどうかとのご提案につきましては、

野田道遺跡の詳細な調査結果につきましては、平成７年と８年に、滋賀県教育委員

会より発掘調査報告書が刉行されました。また、日野町史第５巻文化財編で、遺構

の特徴を、分かりやすく紹介しているところでございます。今後は、この３月に発

刉を予定しております町史のダイジェスト版でも紹介をいたしまして、地域学習や

講座を開催する中で、情報発信をしてまいりたいと考えております。 

 続きまして、野田道遺跡を学校教育に生かしてはどうかということにつきまして
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でございますが、現在、学校教育では、総合的な学習の時間や社会科の学習を通し

まして、地域にある身近な学習素材を教材化しまして、ふるさとのすばらしさを、

できる限り、子どもたちに伝えようと努力をしているところでございます。 

 例えば、小学校３年生から６年生の子どもたちにありましては、社会科の副読本

でもございます郷土資料の「わたしたちの日野」、今年改訂したところでございま

すが、これらを活用しまして、日野町の中のすばらしいもの、出来事、人、「もの」、

「こと」、「ひと」でございますが、それらにつきまして、さまざまな視点から学ぶ

活動を大切にしまして、ふるさとを誇りに思う子どもの育成に、努めていきたいと

考えているところでございます。 

 その副読本の歴史編の中にも、今から約2,000年前の日野における「むらのはじ

まり」の項におきまして、村の周りを溝で囲まれた墓があるというような記述です

とか、それから天智天皇が大津に都を置いていたころに、日野の地に朝鮮半島の百

済から渡来人が移り住んで、新しい文化や技術を伝えたことなどの記述もございま

すことから、今後、発展的な学習の１つとして、生かしてまいりたいと考えており

ます。 

 最後に、今後地元との協議を含めて、遺跡をどう生かしていくのか、生かす取り

組みをしてはどうかということのご意見をいただきました。そのことにつきまして

は、今後は日野町史等を用いまして、野田道遺跡を含めて、数多くございます埋蔵

文化財を、学習用教材として活用できないかということにつきまして検討するとと

もに、地元の状況に応じて、町としてできる対応を研究してまいりたいと考えてい

るところでございます。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

７番（齋藤光弘君） 再質問させていただきますが、野田道遺跡に対するお考えを

お聞かせ願いたいと思います。担当課であります生涯学習課長と、そして、観光面

からも、商工観光課長にもお聞かせ願いたいと思うわけでございますが、野田道遺

跡を評価すべきものと受けとめていただいていることは、ありがたいことかなとい

うふうに思います。 

 今回の野田道遺跡を、日の目を見ることができたのも、先ほども言いました考古

学者であります胡口教授の思い、そしてその思いを受けとめて、案内板の設置の段

取りをしていただいた小野の植田氏の協力、そして地元の大きな協力があって、实

現できたものと思っております。この皆さんの思いがなければ、この遺跡を、日の

目を見ることができなかったというふうに思いますし、この遺跡が貴重な遺跡やと

いうことは、私たちのもとにはなかなか分からないんですけど、学者の方によりま

すと、この竪穴住居、オンドル遺構の遺跡は、大変貴重なものであるということで

語られております。そこがしっかりと町としても受けとめていただいて、今後、学
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習、そしてまたその発信をしていただいて、町のための取り組みをしていただけれ

ばという思いで、一般質問をさせていただいているわけでございます。 

 野田道遺跡は現在埋め戻されて、目には見えておりませんが、实在する遺跡とし

ては貴重な歴史的文化財と考えますので、今後、遺跡を生かす取り組みとして、で

きることからしていただきたいというふうに思います。 

 ここに、野田道遺跡がありますという宠伝、広告するには、町の広報紙やホーム

ページにも掲載することができますし、道路の案内板の表示看板を設置することも、

可能かというふうに思います。今後は、町史ダイジェスト版等の活用をした教育学

習にも生かしていただくということであります。そして、地元の寺尻区としては、

野田道遺跡に対する熱い思いを持っていただいておりますので、今後地元寺尻区と

の調整協議をしていただいて、实りあるものにしていただきたいというふうに思っ

ております。 

 その辺のところで、生涯学習課のお考え、そして観光課長のお考えをお聞かせ願

いたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（山本和宏君） 野田道遺跡のことに関しまして、何点か再質問を頂

戴いたしました。 

 文化財の遺跡にありましては、遺跡を保存、整備するということの中で、遺跡の

内容を正しく理解してもらう、また遺跡を、長らく長寿命化というんですか、そう

いったところで、今後の保護をしていくということが、非常に重要なことでござい

ます。 

 地上に構築物がある場合には、その性格を非常に理解しやすいわけでございます

が、集落の跡のように地上に現存する構築物がない場合、こういった場合では、地

上の上に何らかの表示をして、遺跡の内容を正しく認識してもらうというようなこ

とが非常に大事となってきます。そういったところで、今回の看板の設置というこ

とにつきましては、非常に有効な手段であったかなというふうに思っております。

このことから、今回の看板設置につきましては、地元の方々をはじめまして、関係

いただきました皆様に敬意を表するものでございます。 

 今後の活用でございます。 

 遺跡の歴史的意義や価値を学んで理解する場の提供を实施していくということは、

大事であるというふうに考えています。そのことから、日野町史や、今現在発刉の

準備を進めています日野町史のダイジェスト版、こういったものを活用した地域学

習であるとか講座を開催することで、情報発信を十分していきたいなということを

考えてございます。 

 もう１点、野田道遺跡のございます寺尻区さんとの協議は、どうかといったよう
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な内容のご質問を頂戴いたしました。 

 日野町には、大変数多くの埋蔵文化財がございます。こういった埋蔵文化財を１

つの題材としまして、地域の方々が集われ、文化遺産にとって望ましい保存である

とか活用について、いろいろ議論していただくことが大事かなというふうに思って

おりますし、そのことが、まちづくりであるとか地域の活性化につながれば、非常

に友好的な１つの資源かなというふうに考えてございます。そういったときに、町

としまして、どういったサポートができるのかというところで、今回の寺尻区さん

との、こういったことを１つの契機としまして、今後の研究ということでさせてい

ただきたいというふうに思っております。 

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） 私も、齋藤議員の方から、野田道遺跡のことにつ

きまして初めて伺わせていただいて、それで初めて知ったというようなことで、勉

強不足を大変痛感しておりました。 

 ただいま生涯学習課長の方からもお話がありましたように、学習教材として使っ

ていただくだけではなくて、蒲生氏郷公がつくった町というようなキャッチフレー

ズで、いろいろ日野町を宠伝したりはしておるんですけれども、もっと昔のそうい

うような遺跡がたくさんあるという古い文化財というんですか、そういうものがた

くさんある歴史の深い町であるということも踏まえまして、今後、観光振興などに

も進めていきたいなというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

７番（齋藤光弘君） 再質問いたしませんけど、寺尻区の方は、まずは寺尻区で住

民の方が野田道遺跡のことを知るということは、また学習するということは大事か

ということでも言われておられます。そして、全面的にも協力をしていきたいとい

うことでありますので、本当に熱い思いを持っていただいております。今日も、ま

た傍聴も来ていただいておりますし、地域に生かすことができないかということで

の期待もされております。地元寺尻区と十分な協議も重ねて、前進していただきま

すことをお願いしておきます。 

 それでは次に２つ目の、道の駅設置計画について質問いたします。 

 道の駅は、道路利用者の休憩施設であるとともに、地域の触れ合いの場として、

地域の顔となる施設です。休憩のためのパーキングとしてはもちろんのこと、地域

の文化や歴史、名所や特産物などを紹介する情報発信機能を持った多機能型休憩施

設で、ドライバーだけでなく、誰もが気楽に利用できる地域の連携機能を持ってい

ます。 

 平成５年より、地域を代表する市町村等が、道路管理者と協力して、道の駅の整

備がされています。現在、全国で1,079カ所が登録され、滋賀県では20カ所の道の
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駅ができています。近くでは、甲賀市のあいの土山、東近江市あいとうマーガレッ

トステーション、竜王かがみの里、せせらぎの里こうら、最近では、奥永源寺渓流

の里、アグリパーク竜王があります。道の駅が設置された当初は、ドライバーの休

憩場所としての度合いが濃かったのですが、特色のある地元産品の取り扱いやイベ

ント開催により、今では、観光実だけでなく、地元住民にとって重要な購買の場と

なっています。 

 日野町にも、国道沿いにこうした道の駅を設置する計画を考えてほしいという声

があります。以前からこの要望を聞いておりましたが、今回の11月25日、26日の２

日にわたる議会報告会の中でご意見をいただきましたので、質問をさせていただき

ます。 

 南比都佐地区は、深山口の交差点のところで、毎週土曜日朝市をされています。

大変盛況であるように伺っています。しかしながら、今の場所では発展がなく、集

実に伸び悩んでいるとのことです。そこを打開するには、国道の、車の量が年々増

加していることから、沿道サービスによる販売促進につなげることができないもの

かと考えます。道の駅といったものができれば、日野町の農産物、特産品、ジビエ

料理、工芸品等の販売促進、販路拡大につながり、生産意欲、就労意欲を拡大する

ことで、雇用促進、生活基盤強化に役立ち、町の活性化に発展するものと期待がか

かっています。農業従事者は、平均年齢、滋賀県は67.6歳と、大変高齢化していま

す。農業で生活が成り立つように、若者に希望の持てる農業の基盤整備と支援が必

要であります。農業は、町の存続を左右する大きな課題を抱えています。こうした

農業の深刻な問題がある中で注目されています、道の駅に託される農業振興、地域

振興の期待は大きいと考えます。 

 道の駅設置にあたっては、設置位置、設置者の公的団体、施設の建設運用方法、

将来展望も含めて、道の駅を实施するには多くの課題があり、大変な事業であると

考えますが、ぜひ一度、調査研究をしていただきますよう、お願いをいたします。 

 そこで、関連する農業のことについても、あわせてお伺いをいたします。 

 １つ目に、町として、道の駅設置の構想をどう考えるのか。 

 ２つ目に、町の農業生産、開発、発展する取り組みを、将来展望も含めて、どの

ようにするのか。 

 ３つ目に、若者が農業を営むことのできる、希望の持てる環境整備を、どのよう

に支援し、協働していくのか。 

 以上の３点についてお伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 道の駅と農業の関係について、ご質問をいただきました。 

 今、質問にありましたように、道の駅につきましては、全国各地で1,000を超え



2-75 

る駅が設置されているということでございまして、最近では、奥永源寺渓流の里が

オープンをしました。 

 道の駅は、休憩機能や情報発信機能、地域連携機能をあわせ持つ施設でございま

すが、農産物の直売所やレストランを設けているところもあるわけでございます。

また、設置は自治体で行われておりますが、管理運営は、通常法人や公社等が行っ

ているところでございます。なかなか課題があるというふうに、齋藤議員もお話し

されましたけれども、日野町において、道の駅のことを考えるにあたっては、当然、

特産品はじめとして、農業産品の供給ができるのかどうか、運営主体がどこか担当

することができるのかどうか。運営自体が成り立つのかどうか、こういうような点

も含めて、慎重に議論をしていく必要があるというふうに考えております。 

 また、道の駅に伴う町の農業生産、発展等についての取り組みでございますが、

今ご指摘ありましたように、現在の南比都佐地区の朝市につきましては、毎週土曜

日の一日開催をされておられまして、農産物や加工品の品ぞろえも可能であって、

出店する農家の当番制によって対応をされており、多くの方が購入に来られている

というふうに認識をしております。 

 しかし、毎日開催するとなると、品ぞろえも大変になるのではと思われるところ

でございます。ブルーメの丘の青空市場につきましても、ＪＡグリーン近江の青空

部会員の皆さんが販売をされておられますが、会員の高齢化等による減尐をはじめ

として、なかなか難しい課題もあるというふうに聞いているところでございます。 

 日野町の農業の中心は、兼業農家による水稲栽培でございまして、土壌的にも、

野菜づくりには障害が多く、生産者がまだまだ尐ない状況でございます。最近にな

って、キャベツやトマトなどの取り組みをされている農家もございますので、こう

したところを支援しながら、広げていく必要があるだろうと、このように思ってお

ります。 

 また、若い人が、農業を営むことについての環境整備についてでございますが、

そもそも農業を営むことによって生計が成り立つということが大前提であると、こ

のように思うわけでございますが、新規就農等の相談につきましては、県やＪＡな

ど関係機関と連携をしながら、取り組んでまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

７番（齋藤光弘君） 再質問させていただきます。 

 日野町における道の駅の設置につきましては、運営が成り立つかどうかというこ

とで、慎重な議論が必要であるというような回答をいただきました。私も確かにそ

のように思うわけでございますが、南比都佐地区の朝市に出荷されている方、そし

て、平和堂へも出荷されている方、そして、先ほども言われるように、ブルーメの

青空市にも出荷されておりますし、町外にも出荷されている方もおられます。また、
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営農でもされている方とか、そうして、商工会、農業委員会、ＪＡといったところ

の方々の声も、そして若い方々の、農業をされている方の声も聞きながら、どのよ

うにするべきかということを、慎重審議をしていただいていくことが必要ではない

かなというふうに思います。地域の盛り上がりがあって、こういうことができるの

かなということで、その辺が大事なところでありますが、町の応援、支援というこ

とを求められます。若者が農業に営むことができる、また希望を持つことができる

環境整備の一助となればいいのかなという思いで、道の駅を提案しているわけでご

ざいますが、实際、道の駅を实現するには、先ほどもありますように、多くの課題

があります。その辺のところで、担当課長の道の駅に対するお考えを、再度お聞か

せ願いたいというふうに思います。 

 そしてまた、道の駅の関連で回答をいただきましたが、農業に関しましては、農

業従事者の高齢化が進む中で、地域ぐるみによる組織体制の構築を、さらに発展、

強化して努めていくことが必要であるというふうにも考えます。町の農業への取り

組み、支援協力につきましても、再度、その辺のところをお聞かせ願いたいと思い

ますので、よろしくお願いをいたします。 

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） ただいま齋藤議員の方から、道の駅についての熱

い思いをお聞かせいただきまして、町としましても、今、町長の方、申しましたよ

うに、今すぐに取りかかるというところまでは、行っていないんですけれども、今

後、可能性についての調査というか研究については、一度進めてみたいなと。それ

とあわせまして、先ほどおっしゃいましたように、商工会とか農業者さん、農林課

とも、ＪＡさんとも含めまして、可能性については研究してまいりたいというふう

に思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（門坂俊男君） 道の駅に関する農業を、どうして頑張っていくかという

ふうなご質問をいただいております。 

 近くで、あいとうマーガレットステーションが、大変盛況というふうなことでご

ざいまして、道の駅をつくれば農産物が売れるというふうな感じもあるんですけれ

ども、愛東はもともと国道沿いで、農家の方が自分たちでテントを建てて、直売所

を設けてやってこられたのが発展していって、道の駅になったというふうなことで

ございます。日野町で道の駅ができて、軒下を借りて、農家が直売所を開くぐらい

のことですと、農家もできるだけ頑張るわというふうなことになるんですけれども、

道の駅といえば、もう農産物直売所というふうな、そこが主体になってくるという

ふうな近年の傾向がありまして、そこで日野農業が、道の駅を運営していけるだけ

の甲斐性があるかといいますと、今の日野町の農家の状況では非常に厳しい。米主
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体で、野菜とか果物とか、そういったものに取り組む農家というのはごく尐なく、

365日農産物直売所の棚を、毎日毎日並べていくというふうなことは難しい。そう

いう道の駅については、お実さんも増えていかない。京都でも、和束とかは道の駅

を廃止されたような経過のところもありますので、もっともっと農業が頑張って、

売れる先を探すというふうな状況が先かなというふうに思っておりますので、また、

その辺、農業支援というふうな形で、頑張っていけるように支援したいと思います。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

７番（齋藤光弘君） 今の答弁、ありがたく、調査研究していくということでもあ

りますし、前向きに捉えて、やはりそういうようなことにもチャレンジしていく、

取り組んでいくということも、大事かなというふうに思います。日野町の農業のあ

り方や地産地消の促進、ＴＰＰのこと等を考えますと、若者でも農業はできるよう

にすることは、どうすればよいかという話し合いを、今後もしていかなくてはなら

ないというふうに思いますし、町は、道の駅の設置も含めて、若者が希望の持てる

支援をしていただくように、また調査研究の方を進めていただきますことを、お願

いしておきます。 

 次に、３つ目の、第５次総合計画についての質問をさせていただきます。平成23

年度から10年間のまちづくり計画を作成された、第５次日野町総合計画が、今年で

５年の中間点となります。平成23年から、どんな流れで進んできて、どんな課題が

あって、今後どうしていくのか点検する懇話会を、今年４月に立ち上げられました。

この懇話会の中で14回の議論を重ね、進捗状況のまとめをされ、町の方に答申を出

されたとお聞きします。その中で、特に言われていたのが、日野町の特徴である７

つの公民館を活用し、もっと大いに地域の活動を広めていこう、行政も援助すべき

だと言われています。11月の議会報告会の中でも、さらに主事の報酬も配慮してほ

しいといった意見が出されています。 

 そこでお伺いをいたします。 

 １つ目に、第５次総合計画の中間点としての進捗状況はどうなのか。 

 ２つ目に、懇話会から出された答申はどうであったのか。 

 ３つ目に、答申を生かす、今後の第５次総合計画の取り組みはどうか。 

 ４つ目に、日野町総合戦略と、どのように連動していくのか。 

 ５つ目に、公民館運営事業に対する行政支援拡充は必要と考えるがどうか。 

 以上、５点についてお伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 第５次日野町総合計画の中間年にあたっての進捗状況等につ

いてのご質問でございますが、第５次日野町総合計画につきましては、平成23年か

ら10年間の計画として策定をいただき、当時も大変な住民の皆さんのご議論をいた
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だく中で、つくり上げていただきました。 

 この、日野町の第５次総合計画の特徴というのは、ここに建物を建てるだとか、

ここに道路をつくるだとか、そういうようなことが主流の計画ではなくて、また、

役場が何をするかというだけの計画ではなくて、日野町の住民が、どのようにこの

町のために一緒に協働して頑張るのかと、こういう中で総合計画を立てていただい

たもので、大変素晴らしいものであると、私は認識をいたしております。 

 そういう中で、５年が経過するということで、総合計画懇話会の委員さんに、何

回も議論をいただきながら進めてまいり、進めていただき、答申も頂戴をしたとこ

ろでございますが、そうした中で、施策の総合評価ということでございますが、何

分、総合計画自体が多岐にわたっておりますので、進捗状況をストレートに50パー

セントできただとかいうような形で、なかなか表現できるものではないわけでござ

いますが、答申の中で、取り組みがしっかりと進んでいるというふうな評価をいた

だいているもの、また、取り組みがまだまだおくれているのではないか。それぞれ

の評価をいただいたところでございますので、町といたしましては、そうした答申

をいただいた内容も含めて、今後の施策の中に反映をしていかなければならないも

のと、このように思っております。 

 そうした中で、特徴的なのは、先ほどもお話がございましたけれども、公民館の

活動への期待などもあるわけでございます。この施策につきましても、報告書で見

ていただきますと、複数の施策が関連をしており、施策間の総合性や相互関連性を

意識した取り組みにより、質と効果を高めていく必要があると、このように思って

おりまして、引き続きといいますか、この答申を受けて、しっかりと取り組みを進

めなければならないものと、このように思っております。 

 次に、答申を生かす今後の第５次日野町総合計画の取り組みでございますが、施

策間の関連を意識することが求められておりますので、職員には、部署を超えた施

策、政策に関する意見交換を实施するとともに、28年度当初予算の編成にあわせて、

各所属で、事務事業への反映について検討をしながら進めているところでございま

す。 

 次に、第５次日野町総合計画と、総合戦略の連動についてでございますが、第５

次日野町総合計画につきましては、策定段階から、人口減尐社会、尐子化、高齢化

社会を見据えた中で議論をしていただき、策定をされております。この第５次日野

町総合計画の多岐にわたる施策について、既に取り組みを進めておりますことから、

総合戦略、いわゆる地方創生と絡むわけでございますが、第５次日野町総合計画に

ある、雇用や観光、交流、子育て、学び、安全・安心な地域づくりなどの施策をベ

ースに、より地方創生に特化したものとして、策定をしております。こうしたこと

から、総合計画の各施策を進める中で、総合戦略に合致する施策については、地方
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創生の効果を高めていく取り組みをしていくことになるというふうに考えておりま

す。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（今宿綾子君） 続きまして、公民館事業の行政支援の拡充についてでござ

いますが、公民館では、館長のもと、運営委員会ですとか实行委員会を中心にしま

して、それぞれ工夫を凝らして、社会教育活動を实施していただいているところで

ございます。 

 その活動経費に対しましては、日野町地区社会教育活動補助金を交付していると

ころでございます。また、これ以外にも、公民館での通学合宿における防災学習の

取り組みには、県の委託金を活用いたしました。また、地域での婚活事業を支援し

たりしてきたところでございます。またウォーキングや健康講座など、各課の事業

趣旨に合致する事業を、公民館と積極的に連携をして实施をしているところでござ

います。 

 このように、今後も活動を充实させるため、予算の確保をはじめ、公民館に対す

る提供や助言等を、積極的に行ってまいりたいと思っております。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

７番（齋藤光弘君） それでは、再質問させていただきます。 

 第５次総合計画の施策の進捗点検等による総合評価報告書というものを、議員の

皆さん、私もいただいております。その報告書を見てみますと、本当に詳しく細か

に点検をされたということが分かるような答申を出されております。よっぽどしっ

かりと見ていかないと、分からないというようなものでありますけど、今後もじっ

くりこの基礎となる総合計画の、見ていきたいというふうにも思っております。 

 ５年目の到達点ということで、点検については、懇話会委員の視点による総合的

な評価も行われております。また、そういう評価と進捗状況の評価を、14回にわた

って議論をされたということであります。 

 また、人口減尐と尐子化、高齢化に進行する社会を見据えての、日野町版の総合

戦略の内容についても検討されたということで、載せていただいております。 

 重点施策として、住民参加による住民の地域づくり、新しい公共的な関係づくり

に関しては、公民館に対して高い期待がされており、自治会活動などコミュニティ

ー活動の重要性を認識した議論がされてきました。公民館に対しては、総合計画策

定時から変わらぬ高い期待が示されており、今後、公民館活動へのてこ入れは、重

要施策であると考えられますと答申が出されています。この部分が、公民館がこれ

から力を入れていかなあかんぞということでの、答申かなというふうに思っており

ます。 

 この答申を受けて、各担当の企画振興課としては、平成28年度当初予算よりの検
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討をされているようであります。今後、どのような姿勢で、総合計画の施策に取り

組まれるのかというところをお尋ねいたします。 

 そしてまた、生涯学習課に関連する公民館運営事業につきまして、お尋ねをいた

します。 

 回答では、今後も活動を充实させるため、予算の確保をはじめ、公民館に対する

提供や助言を積極的に行ってまいりますという回答をいただいておりますが、予算

確保していただけるのかなというふうにも思います。公民館によっては、事業費が

不足しているので、思うように事業ができない公民館がありますということで聞い

ております。それだけ頑張って、公民館事業をやっていただいているということか

なというふうに思いますし、公民館事業をしたことによって、その事業に対して事

業費をつけてもらえるような形にしてもらいたいという声もあります。新たな事業

をしたくても、予算がないのでできないという状況であります。今後は、さらに子

どもを中心とした事業も行っていきたいということで、公民館も考えておられるよ

うでありますが、なかなかそういう今の現状では難しいということもありますので、

懇話会の回答にありましたように、今後、公民館活動への高い期待があります。よ

りその活動の充实を図るには、また主事の仕事量も、事業が増えれば、増えてくる

わけです。それで、今の現状では、振替休日をとりながらもされているんですけど、

まだサービス残業というようなことになっているのは、現状であるというふうにも

聞いております。このような主事の待遇改善についても、必要であろうかというふ

うに考えていますので、これについての対応、どのように取り組もうと考えておら

れるのかという部分についても、お伺いしたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

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

 再質問でございますけども、おっしゃるとおりでございまして、住民参加をどの

ように入れながら、それぞれの総合計画、さらに総合戦略の方に進んでいくかとい

うことになろうかと思っております。 

 特に、この評価報告書という中で、細かく出ておりますけども、進んでいる部分

という評価につきましては、そのまま当然推進をしていくということになりますし、

さらにこの総合計画自体が、各政策、広くわたっておりますので、それにつきまし

ては、その評価の部分で、もうちょっとできてたん違うかと、進んでたん違うかと

いう部分を、それぞれの各課でしっかりと確認をしていただいて、それを今現在で

きるものは、そこに当然取り組んでいただくわけですが、予算を伴うものにつきま

しては、一定、やはり28年度から、この分はこう改善していこうやないか、このと

おりにしていこうやないかということで、今現在、新年度の予算の関係で、それに
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つきましても、予算のヒアリングのときに一緒に、その辺をどのような視点で入れ

ていくことを考えているのか、どのような改善をしようとしているのか、どのあた

りをするのかということを、事細かく、これにヒアリングもさせていただいている

ところでございます。 

 また、総合計画に基づきます中に、先ほど申しますように、総合戦略がある。い

わゆる強化する部分として、尐子化、高齢化、それから人口減尐という部分の施策

をどのようにしていくのかというところの、特化した部分をこの総合戦略でしてお

りますので、その部分につきましては、例えば、尐しおくれているという部分で評

価をいただきました、日野菜の取り組みとかいう部分につきましては、もう既に今

回、たまたまこの補助金をいただく中で、強化することができる。じゃ、それをさ

らにどのように進めていくのかという部分も含めて、総合戦略では、いわゆる総合

計画の中でも当然進めていくわけですが、さらにそこへスピードを上げてせよとい

うことでございますので、そこへ強化して、それもどのようなことで取り組んでい

くのかということで、今現在、28年度予算、今の地方創生の中で、新制度として一

定の交付金の方を、28年度についても、一応手当をしておこうやないかということ

を国の方も発表しております関係で、私どもにつきましては、それに該当するもの、

今の総合戦略に合致して強化できるものを取り組んでいけるように、関係の課にも

指示をし、ともにできるような、いわゆる素地は、やはり住民さんとの意識を持っ

ていただくということが大事ですので、そうした学びの機会も強化をしていかなあ

かんやろということで、今のところ、取り組んでいるところでございますし、今後

も取り組んでいくつもりでございます。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（山本和宏君） 齋藤議員さんの方より、総合計画に伴いまして、公

民館の運営の行政支援拡充についての再質問をいただきました。 

 総合計画の懇話会や総合戦略の会議の中で、今後の地域課題の解決に向けた公民

館活動に対しまして、数多くのご意見をお聞きしております。また、その運営や活

動について、地区公民館が地区ごとの独自性を十分に発揮できる公民館となるよう

に、先頭に立って各種事業の展開も期待されていることは、十分に承知していると

ころでございます。 

 そういったところで、現在は、先ほど教育長の答弁にもございましたように、日

野町地区社会教育活動補助金を交付させていただきまして、社会教育活動の補助を

させてもらっているところでございます。 

 また、先ほども教育長の方で答弁いたしましたが、防災キャンプであるとか婚活

事業の補助金であるとか、公民館事業に活用できそうな町や県の制度を取り入れる

ことで、公民館活動をしっかりと支援させていただきたいなというふうに考えてご
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ざいます。 

 また、各種助成金や補助金等の活用も考えながら、情報を幅広く収集するととも

に、今後の活動が有意義なものとなるように、研究してまいりたいというふうに考

えてございます。 

 職員さんの待遇改善についても、ご意見を頂戴いたしました。 

 そもそも、現在のこの地域雇用の制度がスタートした際でございますが、主事さ

んは、社会を一旦リタイアされた定年後の方で、地域でもう一旗頑張ってもらおう

というような方を想定していた経過がございます。このことが、今の实情とは尐し

ギャップになっているところかなというふうには、考えてございます。 

 また、事業が増えるところで、職員が多忙になるということは必然的なことでは

ございますが、实行委員さんやサポートをしていただける方々を、広く住民の方を

巻き込んで、協働して開催ができないかなといったようなところで、今後地区公民

館の館長さんと十分な議論を重ねることで、公民館の实態や状況を把握し、今後の

支援拡充に向けて研究してまいりたいというふうに考えてございますので、よろし

くお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

７番（齋藤光弘君） 今の回答もありますように、館長間の中では、その辺、会を

重ねてということでありますが、館長さんの方からも、そういうようなご意見を聞

いているわけでございますので、その辺がうまくちょっとかみ合っていないのかな

というふうにも思います。 

 公民館運営事業につきましては、公民館の現状把握をやっぱりしっかりとしてい

ただいて、各公民館との調整、協議を行っていただきたいというふうに思います。 

 そして、懇話会の答申に答えるように、第５次総合計画の推進をしていくには、

地域の公民館活動への支援充实が必要であるというふうに思いますので、よろしく

お願いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 次に、９番、冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） それでは、通告書に基づきまして、１点だけに絞っておりま

すが、町内の農業と獣害対策についてということで、一括で質問をさせていただき

ます。 

 この問題は、今日までもいろいろな議員さんからも、いろいろ質問があった問題

で、大変難しい問題だと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。 

 近年、農業に携わる人の減尐に歯どめがかからないことを、先日11月27日に新聞

報道がありました、農林水産省がまとめた、2015年の農林業センサスで発表がされ

ました。それによりますと、農業の就業人口は209万人で、前回５年前の調査より

51万6,000人の減尐となっております。ご存じのように、高齢化による離農が原因
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で、平均年齢は0.5歳上昇して66.3歳となり、滋賀県はこれを上回る67.6歳であり

ました。また、全国就業人口のうち、65歳以上が63.5パーセントを占めるに対し、

39歳以下の割合は、6.7パーセントにとどまるというような結果でございました。 

 国は、長期的な視点で担い手を育てる有効な具体策づくりを、急ぐ必要があると

いうふうなことを言っているそうでございますが、日野町はそんな悠長なことを言

っている場合ではないように、私は思うところでございます。それと、今のこの平

均年齢の67.6歳というのを申し上げましたが、先日の地方新聞によりますと、昨年

で69.8歳、今年はもう70歳を上回るという新聞報道が出ておりました。日野町を取

り巻く農業環境はさらに厳しく、先日の議会報告会でも意見が相次いだ、圃場の高

低差のある圃場、それから草刈り場が多く、用水の確保が困難な上に、隣接する産

地から出没する獣害に苦しめられ、とても、後継者が育ち、営農に意欲を持っても

らえるような状況ではないと思われます。現在の使用している農機具が壊れたり、

あるいは我々60歳を超えた者がいなくなれば、農地は荒廃し、原野と化すことは容

易に推計されるところであります。 

 こういった意見が相次いだ現状を、当局はどのように考えておられるのか、次の

何点かについてお伺いをいたします。 

 １つに、町内就業者数と、その中で、65歳以上の割合はどれだけか。 

 ２つには、町内の荒廃地を最小限にする手だては、あるいは考えはあるのか。 

 ３つには、先ほど申し上げました後継者、担い手を確保するための施策は、どう

したものか。どういうお考えがあるのか。 

 もう１つは、また、大変深刻な問題でありますが、獣害対策はどのようにすれば

よいのかを、以上についてお伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） ９番、冨田 幸君の質問に対する町長の答弁を求めます。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） 農業と獣害対策についてのご質問をいただきました。 

 ご指摘ありますように、日野町だけでなくて、日本の農業の今後の課題というの

は、大変多岐にわたっておるところでございます。今日の新聞などを見ておりまし

ても、農地を貸しつけないと、税額を上げるぞというようなことまで検討がされて

いるということでありますが、そういう何といいますか、むちの政策、あめとむち

という意味では、むちの政策ではなくて、本当に農業をやり続けることが、きちっ

と生産がとれて、働きがいがある、そういうような農政を進めていくことが大事で

ありますし、現在議論されておりますＴＰＰの課題も、農業の部分では大変心配を

されているところでありますし、私もしているところでございます。 

 そうした農業の果たす多面的機能をはじめとした大きな役割を、しっかりと国全

体でも支えていく、こういうことが位置づけられる。そして、そういう中で、県や
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自治体も、ここ、地域の需要に合った支援をしていくということは、大変大事な課

題であると、このようにも認識をいたしております。 

 そうした中で、農家人口の課題で、農家の人口の割合の問題でございます。町内

の農業就業者数とその中で、65歳以上の割合についてでございますが、2015年の農

林業センサスでは、速報として入手している資料によりますと、町内の農業就業者

数は1,037人で、65歳以上の農業就業者数は813人で、78.4パーセントの割合となっ

ておるところでございます。 

 次に、荒廃地を最小限にする手だてについてでございますが、農業委員会活動の

一環として、農地の荒廃を守る活動として、農地パトロールに取り組んでいただい

ております。農業委員会と連携し、荒廃農地の早期発見と発生防止に努めることが

大切というふうに考えております。また、農地水まるごと保全向上対策でも、荒廃

農地発生防止に取り組みをしていただいております。担い手の確保や担い手への農

地集積、獣害対策とあわせて、荒廃農地の発生を抑制する取り組みを進めていかな

ければならない、このように思っております。 

 次に、後継者、担い手を確保する施策についてでございますが、５年先の地域の

中心となる経営体、担い手と、近い将来、農地の出し手となる方と、農地の問題を

考えていただく、人・農地プランの作成を推進しているところでございます。平成

24年度から推進しておりますが、今年度は３地区で作成いただき、合計11地区、16

農業組合でプランの作成ができたところでございます。今後も引き続き取り組んで

まいりたいと考えております。あわせて、集落営農についても、活性化や法人化に

取り組むことが必要であり、支援をしてまいりたいと考えております。 

 次に、獣害対策についてでございますが、獣害防止総合対策事業などによる防護

柵の設置補助や、銃器や箱わなによる有害鳥獣駆除を、引き続き实施してまいりた

いと考えております。特に、最近の傾向では、日本猿による農作物の被害が多く見

受けられ、地域からも捕獲を強化するよう要望をいただいております。猿の対策は、

餌場価値を下げる、追い払いなどが基本でございます。集落でもこうしたことにつ

いて徹底いただきますよう、啓発もしてまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） 冒頭で、町長の答弁がありました。 

 土地を貸しつけて、いわゆる農地バンク、それに貸しつけて集約化を図るという

問題も、新聞にも確かに出ておるんですが、日野町の農地は大変形状も悪いし、今、

先ほど申しました田んぼの条件も悪いわけでございます。なかなか、しかし預かっ

てくれ、貸し出しますといったところで、そう借りてくれる農地バンクがあるんか

どうかということも、大変心配するところでございます。 

 それともう１つ、２番目の、この荒廃地を最小限にとどめるということで、パト
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ロールをしながら取り組んでいるし、また早期発見と発生防止に努めていきますと

いうことですが、もう今現在の時点で、大変な荒廃地が出ております。この今の、

この荒廃地をどうするか。あるいは、そのままで何かほかに利用することがないの

かということを、町の方としても考えていただき、各地元、特に我々痛切に感じて

いるのは、皆さんご存じと思いますが、南比都佐は特に日野川の主流であります砂

川、そして迫谷川、さらにその枝線に谷があるわけです。ヒトデのような谷でござ

います。そうしたところの、先ほど申し上げました、多分借り手もないでしょうし、

そういった先から、その谷田の上流部から、順番に荒廃地が進行しているわけであ

ります。こういったことに対する取り組みを、パトロールとかそんなことだけじゃ

なしに、町として何か考えがないのかということを、お伺いしたいと思います。 

 それと、担い手も大変な問題だと思っております。今、町長の答弁で、人・農地

プランの問題も承知はしておりますが、今申し上げました我々のような現地の状況

を考えますと、なかなか集落営農にも取り組んでいないところもございますし、大

変な問題かなというふうに思っております。 

 それと、今、荒廃地が発生をそもそも始めたのも、やはりその谷田であるのと同

時に、４番目の獣害対策であります。今、町長の答弁にもありました、我々も確か

に獣害防止のフェンスを張ることによって、鹿あるいはイノシシの侵入は、かなり

効果がありまして、イノシシにつきましては、なかなかその防護柵を除いて、開け

て入ってきますので、地元でもそういう対策を、定期的に見に回って、補強をして

いるようなことでございます。今現在、むしろ猿の方がひどい害が及んでおります。

餌場価値を下げて、あるいは追い払うというようなことも言われておりますが、追

い払うような問題でないように思いますので、この猿を捕獲する方法がないのかも、

あわせてお伺いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（門坂俊男君） 再質問いただきまして、町の荒廃農地を最小限にする手

だてというふうなことで、農業委員会のパトロールだけではなかなかというふうな

ことでございます。町長の答弁にもありましたように、地域の環境を守るというふ

うなこと、農業で収支が上回るんじゃなくて、地域の環境を守るというふうなこと

で、頑張っていかなければならないということで、集落営農に取り組んでいないと

いうふうなことも、今、委員おっしゃったわけですけれども、やはり地域を守るの

は、最後は地域かなというふうで、地域の人が団結して、集落営農を地域に合った

形で取り組めるようにされるお手伝いをしていく。もう谷の奥の獣害ひどい、条件

が悪い。全部を守るんじゃなくて、集落の周りだけでも、どうして守っていくのか

というふうなところまでも含めて、守れるところは守るというふうな、ちょっと国

の方からは、全ての農地を有効活用せえというふうなかけ声はかかっておるんです
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けれども、無理なところは無理ってあきらめるところも、あるやもしれない中でも、

どうしてもそんだけは、集落の環境を守るために頑張らなあかんというところは、

やっぱり守っていっていただく。町はそれを支援するというふうなことに、なるの

かなと思っております。 

 鹿、イノシシはフェンスで対策ができてきたけれども、猿はなかなかというふう

なことで、猿に対しても、今の溶接金網だけでなくて、その上に電気柵をするとい

うふうな対策とかも、対策としては取り組んでいく余地は、まだまだあると思って

おりますが、何せ数が多いし、追い払いをしても逃げよらへんというふうなことも

聞いております。猿を一定、今現在、町の有害捕獲では、群れの10パーセント程度

までが、捕獲の許可が出せるというふうなめどになっておりまして、それを超える

部分につきましては、県の方で頭数、個体数調整の許可をとらなきゃ、承認を得な

ければならないというふうな手続になります。これをするには、地域でどれぐらい

の出没があって、どういう被害があって、地域ではどういう対策をしているのかと

いふうなことが、学者さんを含めた審議会でご理解をいただかないと、その許可を

得られないというふうなことで、地域もこんだけ頑張っているというのを、データ

にまとめて県の方に出していくというふうなことが、次の手だてを進めるというふ

うなことになりまして、こういったことに関しまして、また地域で団結していただ

いて、それぞれの集落じゃなくて、地域全体として取り組んでいただいて、追い払

うところもないというふうなところの群れにつきまして、次の捕獲の手続をしなけ

ればならないというふうに考えておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） どうなったらどうなるって、こうなるというと、結論は出な

いと思いますが、今、農林課長の答弁の中で、荒廃地の問題についての支援という

のがあるんですか。今、何かそんなふうに聞こえたので、その件に関するものを、

もう一度お願いしたいと思います。 

 それと、猿の捕獲は、数を把握しないとできないんですか。わな、おりになるの

か。わなですか。それで、捕獲することはできないのかどうかということを、もう

一度お伺いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（門坂俊男君） 谷の奥の農地に関しまして、支援はあるのかというふう

なことのご確認でございますが、荒れてしまった田を復元する支援の制度というの

は、確かにあるんですけれども、所有者にかわって違う方が耕作するから、ここを

復元するというふうな、機械とか手間とかの支援はあるんですけれども、それをや

って頑張っていける、頑張り続けられる農地でありましたら、そういうふうな支援

も考えさせてもらいますけど、まあまあ、もう先知れているわというふうなんやっ
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たら、そんなことより、守るところを守るというふうなことが課題かなというふう

になってくると思っています。 

 猿のことでございますけれども、県の方で、群れの調査というのはやっておりま

して、そこのデータとして、出没等、何月何日にここの集落には何匹来よった、隣

の集落には何月何日に何匹来よった、こういうふうな追い払いをした。畑のものを、

こういうふうに被害に遭った、家の屋根に登って、かわらをめくりよった、そうい

った被害とかを集めていくことによって、次の大量捕獲の許可を得られると。今の

10パーセントの許可の頭数制限の中で、集落等でおりの設置もしていただいており

ますけれども、なかなか猿はおりに入らないというふうなことで、入れば有害の中

で猿もとってもらっていける手続はあるんですけれども、なかなか猿は、日野町で

も年間に数頭、10頭いかない、おりでつかまえられる猿って、10頭もいかないとい

うふうになっていますので、普通の箱わなじゃなくて、大きな囲いわなとかで、そ

れなりの知識を持っている業者等であれば、捕獲をされているというふうな状況は

あります。その手続をするには、やはり集落でどういう被害があって、どういう対

策をしたという实績がないと、そこまでたどりつけないというふうになっておりま

す。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） これ以上、質問ができないんですが、何とか、今の猿を捕獲

する囲いわな、そのための資料を地元で整えるというようなことは、できるわけな

いと思うんですが、何かええ方法で、囲いわなを設置してもらえるようなことを、

またいろいろとご指導いただきたいと思います。 

 結局、この今の収穫をした後は、もう何も田んぼにありませんので、みんな人家

の方に猿が寄ってくるわけです。みんなも、安全なまちづくり協議会でも、いろい

ろな取り組みをされていまして、通学道路で子どもたちの安全のことにも心配はあ

りますので、何とかこの猿は捕獲したいなというふうに、我々も考えていますので、

今、囲いわなという言葉が出ました。方法を、またいろいろと教えていただいて、

地元に教授いただきたいなというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 次に、５番、谷 成隆君。 

５番（谷 成隆君） 一般質問に入る前に、１件、報告をしたいと思います。 

 ６月定例会の一般質問で、日野駅舎の総合的な保存と活用についての中で、駅舎

にある昔のままのトイレが放置された、景観がよくないと申しましたが、駅のトイ

レがこの夏に解体され、きれいに整備され、駅や県道から商店街からの死角がなく

なり、景観がよくなりました。日野駅も、通勤通学時を除き、無人駅となりました

ことから、安心・安全を考えますと大変喜ばしいことです。 

 それでは、通告書に従いまして、一般質問に入ります。 
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 社会教育施設の１つである町営グラウンド等について、お伺いします。 

 日野町には、大谷公園、内池公園多目的グラウンド、松尾公園テニスコートほか、

日野川ダム公園多目的グラウンドなどがありますが、平成26年度の松尾公園テニス

コートの利用件数は年間276回、また、日野川ダム公園多目的グラウンドの年間利

用件数が97回とある中で、内池公園多目的グラウンドは、年間利用件数がわずか２

回しか利用されていませんでした。これら施設の公衆トイレ、グラウンドの草刈り

等維持管理経費はいくらかかっているのか。金額も分かっているのなら、教えてほ

しい。そして、年間利用がわずか２件の内池公園多目的グラウンドの費用対効果を、

町当局はどのように考えておられるのか。今後も、何らかの事情により年間利用が

見込めなく、低下するのなら、内池公園多目的グラウンドの施設自体の抜本的な見

直しが必要と考えますが、町当局の方向性をお聞かせ下さい。 

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） 内池公園のグラウンドについてのご質問をいただきました。 

 内池公園は、昭和46年６月、中学校の統合により廃校となった跡地グラウンドを、

住民の憩いの場と位置づけて、都市計画公園として計画決定を行い、多目的グラウ

ンドとして利用をいただいております。 

 現在、町で維持管理している公園は、大谷公園、内池公園をはじめ６公園ありま

すが、このうち都市公園として位置づけている大谷公園、内池公園、松尾公園の維

持管理につきましては、維持管理を一括して業務委託をし、適正な管理に努めてお

ります。 

 利用数が減尐していることにつきましては、近年さまざまな社会的要因によって、

これまで公園を利用していただいていた各種団体の、利用形態が変わってきている

ことによるものでございます。 

 なお、内池公園の維持管理経費につきましては、年間約110万円となっておりま

して、都市公園全体の維持管理経費の約６パーセントとなっております。公共施設

であることから、費用対効果につきましては、管理している公園全体を対象として

行っており、各公園単位での効果について、特に検証をしているわけではございま

せん。 

 今後につきましては、利用される皆さんの意見などを聞きながら、利用しやすい

公園施設となるよう、対応をしてまいりたいと考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 谷 成隆君。 

５番（谷 成隆君） それでは、質問させていただきます。 

 グラウンドは使われるのは、社会的要因、また利用形態が変わってきたので、使

われないということでありますが、グラウンドは社会教育施設の１つであることか
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ら、日野町では、尐子化といえども、スポーツ尐年団などに入っておられる子ども

さんたちが、たくさんおられると思うんです。その中には、ミニ陸上やサッカーな

どで使ってもらえるよう、提案してはいかがでしょうか。また、町に関係のある団

体企業の皆様にも、呼びかけてみたらどうでしょうかということを、また出せてい

ただき、担当課の課長のご意見もいただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） 内池公園のことについて、ご質問をしていただきま

した。 

 ただいま提案していただきました、スポーツ尐年団でございますが、社会的要因

ということで書いておりますが、今まで尐年野球のチームの方がご利用していただ

いておりました。ただ、尐年野球の方のチーム数も現在１チームになり、かなり部

員の方も減ってきた状況で、年々そのグラウンドを使用するための費用の捻出にも、

大変だということを聞いておりますので、費用のかからないところで練習をされた

り、いろいろな工夫をされているところで、使用料の伴う内池公園の利用が、尐し

減っているということになっていると思います。サッカーとかにつきましても、同

じように、小学校のグラウンドでもサッカーゴールを設置したところで交渉してい

ただいたり、そのようなことで今はされている状況でございます。 

議長（杉浦和人君） 谷 成隆君。 

５番（谷 成隆君） 建設計画課長が申されましたように、また尐しでも使ってい

ただけるようには考えていってもらって、また呼びかけていってもらうと助かると

思うんです。 

 ここも、先ほど町長が申されましたように、都市公園という施設に、中学校の跡、

登録されたということで、この都市計画公園というのは、変更されるということは

できないのかということと、その横には、内池団地第１、第２とあるので、都市計

画区域が、ここの変更ができるのなら、またそういう住宅とか、そういう用途を変

えていくということは考えられるのかということも、ちょっとお聞かせ願いたいん

ですけど。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） 再質問をいただきました。 

 都市計画公園という位置指定をしておりますので、現在、法律に都市公園法とい

う中の位置づけになっておりますので、その中の16条の中に、都市公園の保存とい

う中で、なかなか指定を外すということを、都市公園を廃止することについては、

なかなか難しいというふうなことで認識をしております。その中では、先ほど言っ

ていただいた、今ある施設を有効利用してもらうような、その使いやすい状況にな

るように、考えていきたいなというふうに考えています。 
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議長（杉浦和人君） 谷 成隆君。 

５番（谷 成隆君） 分かりました。 

 それでは、またこれからも、私らも、いろいろなことを提案させていただき、グ

ラウンドの活用できるように、せっかくこの維持管理費もかかっているわけなので、

私らも協力していきますので、町もまたいろいろと提案していただきまして、いろ

いろな新しい考え方で進んでいきたいと思いますので、これで終わらせていただき

ます。 

議長（杉浦和人君） 以上で５名の諸君の質問は終わりました。その他の諸君の一

般質問は、次週月曜日14日に行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認めます。 

 それでは、その他の諸君の一般質問は、次週月曜日14日に行いますので、定刻ご

参集をお願いいたします。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 一同起立。礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご苦労さまでございました。 

－散会 １６時２１分－ 


