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第５回日野町議会定例会会議録 

 

平成２７年１２月１４日（第３日） 

開会  ９時０５分 

散会 １６時１０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 宣 夫  生 涯 学 習 課 長  山 本 和 宏 

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

 学校教育課参事  安 田 寛 次     

 

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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６．議事日程 

日程第１ 一般質問 

１２番  池元 法子君 

 ８番  蒲生 行正君 

 １番  堀江 和博君 

 ２番  後藤 勇樹君 

 ６番  中西 佳子君 

１１番  東  正幸君 

１０番  髙橋  渉君 

１３番  對中 芳喜君 
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会議の概要 

－開会 ９時０５分－ 

議長（杉浦和人君） 皆さん、おはようございます。全員ご起立をお願いいたしま

す。一同礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 ただいまの出席議員は、全員であります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元へ印刷配付のとおりであります。 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 11日に引き続きまして、一般質問通告表に基づき、順次発言を許可いたします。 

 12番、池元法子君。 

12番（池元法子君） おはようございます。それでは、通告に従いまして、県用水

供給原価引き上げについてと空き家対策（定住促進）について分割方式で質問をい

たしますので、よろしくお願いをいたします。 

 まず、県用水供給原価の引き上げについての質問です。滋賀県は、浄水場ごとに

市町への卸売り単価が異なっていた湖南水道用水供給事業について、来年４月から

単価を統一し、使用水量１立法メートルごとの単価を、現行の27円から31円30銭に

引き上げると報道がされました。供給区域８市２町のうち、甲賀市以外の９市町で

は県への支払額が値上がりするとのこと。県議会11月定例会に単価改訂を盛り込む

県水道用水供給条例の一部改定案を提案し、審議中だと思います。 

 湖南水道用水供給事業は、野州にある吉川浄水場から草津、守山、栗東、野州、

湖南の５市に、近江八幡市の馬渕浄水場からは近江八幡、東近江、竜王、日野の２

市２町に、水口浄水場は甲賀市に、それぞれ飲料水を供給しています。各市町への

卸売額は、契約水量に応じた使用水量の合計で算出しているそうです。現在、使用

料金の単価は１立米当たり27円で同じですが、基本料金の単価は、浄水場の開設時

期が異なるため、吉川浄水場の５市は１立米当たり月額1,270円、馬渕浄水場の２

市２町は1,315円、水口は1,679円とばらつきがありました。改定により、基本料金

単価を1,270円に統一し、同時に電気代の値上げなどを加味し、使用料金単価を31

円30銭にするとのこと。県企業庁によると、市町が県に支払う額は、甲賀市で１立

米当たり13円程度安くなるが、吉川浄水場関係の５市は４円程度、馬渕浄水場関係

の２市２町は２円程度高くなると言われます。 

 このように、今回の引き上げが実施されると、関係市町にとっては受水原価が大

幅に引き上げられるため、水道会計に大きく影響し、ひいては水道料金の引き上げ

につながりかねない状態になり、住民の暮らしに直結する問題です。 
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 そこで何点かお尋ねをいたします。 

 １つ目に、日野町における影響額はどのぐらいなのかをお尋ねします。 

 ２つ目に、全国的に見ても高額な日野町の水道料金として、今回の件について県

に対して述べられた点、努力をされた点についてお尋ねをいたします。 

 ３つ目で、この件で日野町水道料金の改定のお考えはありますでしょうか。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 12番、池元法子君の質問に対する町長の答弁を求めます。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） おはようございます。ただいま池元議員から、県の用水供給

原価の引き上げに係るご質問をいただきました。 

 まず最初に、滋賀県企業庁の受水料金の改定についてでございますが、５ヶ年計

画の経営計画により検討がなされてきたところでございます。現在は、平成23年度

から平成27年度の経営計画期間に当たり、平成23年度には１立米当たり10円の値下

げをいただいたことなどで、平成25年度より日野町水道料金の基本料金を20パーセ

ント引き下げることができました。今回の改定は、平成28年度から平成32年度の次

期５ヵ年の収支計画に基づき、料金が改訂されるものでございます。当町への影響

額につきましては、平成26年度に受水した水量をもとにして計算をいたしますと、

１年間で約660万円の増額となると試算をいたしております。 

 次に、今回の料金改定の提案を受けて、日野町として努力した点についてでござ

いますが、実際の受水量と基本水量に差が生じているため未達料金が加算されるこ

とから、その解消を図るために基本水量を見直すこと、そして施設更新の再検討や

工事期間の延長、また維持管理費の軽減に努めるよう、関係市町と連携しながら繰

り返し要望を行ってきたところでございます。その結果、滋賀県企業庁から、今回

の料金改定は平成32年度までとなっておりますが、その間に基本水量の見直しを行

うことと、維持管理費用の削減に努力するとの回答を得たところでございます。 

 次に、今回の滋賀県企業庁の料金改定に伴う日野町の水道料金改定の考え方につ

いてでございますが、今回の値上げによる影響、先ほど600万円余と申し上げまし

たけれども、何とか現行の予算といいますか、会計の中で回っていけると判断して

おりますので、改定は考えておらない、こういうことでございます。 

 日野町の水道事業は、県から県水を購入することによって成り立っているという

ことでございまして、県水の動向が大きな影響を及ぼすということでございます。

あわせて日野町の地形がかなり上がったり下がったりということで、それに伴う施

設の費用や管理経費も高額となることから、全体として県内における水道料金の位

置づけでは、日野町は大変高い水準にあるということはこれまでからご指摘いただ

き、また説明もさせていただいているところでございますが、引き続き日野町にお
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ける水道事業の効率的な運用とともに、供給先でありまして大きな影響を及ぼす滋

賀県企業庁の運営についても、関係市町とともに意見を申し述べながら、安定な供

給とともに効率的な運営に努めるよう、町としても意見を申し述べていきたい、こ

のように思っております。 

議長（杉浦和人君） 池元法子君。 

12番（池元法子君） それでは、再質問をさせていただきます。 

 １点目と３点目につきましては理解をしましたし、また改定は考えていないとい

うことで、本当にありがたいと思っております。これは平成25年度より日野町の水

道料金の基本料金を20パーセントに引き下げをしていただいて、本当に住民の人か

ら喜ばれているところでもありましたので、このことを聞きましたときに、「あ、

これ、大変だな」というふうに本当に思ったものです。 

 ２つ目の質問で、全国的に見ても高額な水道料金の日野町として、努力された点

というところについてでありますけれども、日野町は以前は高料金対策の補助金を

結構国から受けることができたので、本当に水道、高い水道料金でありましたけれ

ども、運営の方については本当に順調にいっていたというふうに思うんです。しか

し、それが計算が変えられたのか、計算式を変えられたのか、何かそのあたりから

高料金対策が余り受けられなくなって、そのことについても本当に日野町としても

全国的に高い水道料金ですので、このことについて、その後、国への働きかけはさ

れているのかどうかというのを１つお尋ねしたいと思います。 

 また、私は、以前から生きていくのに欠かすことができない水を供給することは、

福祉的要素が強いものだというふうに主張してまいりました。だから儲ける必要は

ないというふうに思っております。しかし、企業庁の昨年度決算によると、内部留

保金が72億円を超えて、また、単年度決算で見ても約８億6,000万の黒字決算とい

う企業会計の実態から見て、体力は十分にあると思うんですね、県の企業庁の。関

西電力も、状況によっては電気代の引き下げもというふうに示唆しているというこ

とも聞いております。それを見ても、値上げの理由にはならないのではないかとい

うふうに思いますがいかがでしょうか。 

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、池元議員から再質問をいただきました。 

 高料金対策につきましては、今ご指摘のとおり、国への働きかけというのは、基

本的に前々年度の原価に対しての国の金額が決められておりますので、その辺の数

値をなかなか操作するということは、もうこれは不可能な状態でございます。そう

いうようなことから、国自体も枠をとっておられますので、そういうことへの働き

かけにつきましては、そういう機会があるごとに今後も続けてまいりたいと思って

おります。 
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 それから、内部留保資金につきまして、県の方、72億ほど内部留保ということで

抱えておるということにつきましても、今回の改定について、関係市町からの意見

としても言わせていただいたところでございますけれども、内部留保資金というの

は、基本的には建設改良、そして企業債の償還ということに基本的には充てるべき

ものであるというふうに考えておるところでございます。そういうようなことから、

内部留保資金を使用料金の補塡に充てるということは適当ではないのかなというふ

うにも考えておるところでございます。 

 しかし、今回の改定の中で、内部留保資金を有効に使うという中で、企業債の借

り入れを、企業債につきましても有効に使うということが１つの基本ではございま

すけれども、企業債の借り入れの抑制を内部留保資金でやっていこうということで、

基本料金を1,270円に抑えてもいただいているというようなことの関係もあるのか

なということを思っております。 

 それと、電力料金につきましては、今ご指摘のとおり、今後、関西電力の方がど

ういうふうに変わっていくかということは分かりませんので、先ほど町長の回答あ

りましたように、基本水量の見直し等を含めて、毎回毎回電気料金の状況を見なが

ら、関西電力の料金の状況を見ながら、その時点で改定といいますか、その料金が

下がるというようなことについては、その時点で検討を加えるというような回答を

いただいておりますので、その辺につきましても、今後、十分な協議を、検討を重

ねる中で、日野町の水道料金についても十分検討しながら進めていきたいと思って

おりますので、どうかよろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 池元法子君。 

12番（池元法子君） 再々質問は行いませんけれども、日野町の水道料金が高いと

いうのは、もう当局の皆さんの方が十分分かっていただいていることですので、こ

れからもぜひ住民負担ができるだけ尐なくなるように、努力をしていただきたいと

思います。 

 次に、空き家対策（定住促進）についての質問に移ります。 

 全国的に、特に地方では尐子高齢化や人口流出に伴い、年々増え続ける空き家問

題は深刻なこととなっています。米原市では、昨年度に行った空き家調査で、2007

年度に比べ約３倍となり、その現状に歯どめをかけようと、市民団体、まいばら空

家対策研究会という名でありますけれども、それが市や自治体、自治会と連携して、

空き家バンクの登録や移住希望者の支援に乗り出した新聞記事が載っておりました。

この研究会は、市民ら６人が市の委託を受け、空き家活用について知恵を絞り、空

き家を改装した施設でのイベント、店舗開設といった活用方法も紹介されています。

2014年度、空き家実態調査を実施し、全自治会へのアンケートや空き家見学も行い、

所有者の意向も聞き取り、これまで延べ36件の空き家バンク登録があったといいま
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す。空き家への移住希望者から相談を受けた際は、所有者や自治会長らとの面談す

る場を設け、地域の年間行事や自治会費などを説明し、地域の特徴や決まり事を知

ってもらうことも心がけておられます。空き家は地域の不安材料でもあり、所有者

もどうしていいのか分からないということがあります。住まいとしてその土地に定

着をしてもらい、コミュニティーの担い手として、地域に新しい風を吹き起こして

もらえればと期待をされています。また一方、どんな人が移住するのか、管理者や

住民にとって心配の種でもありますので、今後も橋渡しを進めたいと意気込まれて

います。 

 そして、米原市も移住・定住を促進するため、補助金や奨励金制度も始めたそう

です。市の担当者は、「所有者が責任を持つことが第一だが、自治会や行政が一体

となって管理していることも必要です。店を開いたりイベントを開催したりと、多

様な活用の仕方を知ってほしい」と話されています。このような問題は、どこでも

同じようにすればよいのではないと思います。その町独自の取り組みが大事だとは

思っていますが、参考にする価値はあるのではないかと考えます。 

 日野町の空き家対策（定住促進）の取り組みは、平成18年度から先進地での取り

組み事例等の調査、視察から始まりました。昨年、平成26年７月から11月の空き家

状況調査（新興住宅地を除く）では、おおむね349件もありながら、利用希望者の

登録数と比較して登録物件が尐ないという状況が続いています。今年、27年度に入

って、空き家見学ツアーも２回取り組まれ、９月補正では国の地方創生交付金事業

（地方創生先行型）を活用し、空き家の実態および管理状況等を調査し、定住促進

を行うとしています。 

 そこで、何点かお尋ねをいたします。 

 空き家見学ツアーの実施状況、成果についてお尋ねをいたします。 

 ２つ目に、空き家の実態および管理状況等の調査の進捗状況についてお尋ねをい

たします。 

 ３つ目に、大幅なリフォームが必要と思われる空き家や、リフォームが困難と思

われる危険な空き家もかなり出てくると思われますが、今後、特別措置法の強制代

執行の有効活用をどのように考えておられるのかをお尋ねいたします。 

 ４つ目に、空き家対策は地域住民とともに進めることが不可欠だと思います。せ

めて各公民館ごとでの取り組みを進めてはどうかと思いますがいかがでしょうか。 

 ５つ目に、農家民泊の受け入れは、昨年度、日野町は3,600人だとのことです。

日野町の空き家対策（定住促進）情報を持って帰ってもらうなど、家族の人に宣伝

拡大を図ってはどうかと考えますがいかがでしょうか。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 
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町長（藤澤直広君） 空き家の対策についてご質問をいただいたところでございま

す。 

 まず、空き家見学ツアーについてでございますが、今年３月と７月に実施をさせ

ていただきました。３月のツアーには、22組38人の参加があり、５組の空き家利用

希望登録がございました。また、７月のツアーには、21組31人の参加があり、１組

の空き家利用希望登録があったところでございます。 

 次に、町における空き家等の対策についてでございますが、国においては空き家

対策等の推進に関する特別措置法が本年５月に施行されております。町では、従来

から町に対し相談のあった空き家等の所有者等に対し、法律に基づいた措置を行う

としているところでございます。法律では、現地調査により適切に管理されていな

い空き家に対しては助言・指導を行い、改善されない場合は、所有者等に対し勧

告・命令を行い、それでも改善されない場合は、最終的には町による行政代執行を

行うことができるとされております。また、勧告をした場合は、当該空き家等に係

る敷地について、固定資産税等の住宅用地特例から除外されることとなります。町

としては、適切な管理が行われていない空き家等がもたらす問題を解消するために

は、第一義的には空き家等の所有者等が自らの責任により的確な対応をすることが

前提でございまして、行政代執行を行うことがないよう、住民の方や地元役員の皆

さんとともに、助言および指導を粘り強く行っていき、地元とともに空き家等に関

する問題解決を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、空き家対策（空き家情報登録制度）についてでございますが、行政懇談会

や区長文書のほか、出前講座の機会を活用して、地域へ働きかけを行っているとこ

ろです。しかしながら、区長さんなどから所有者等への働きかけが難しいとの回答

も多い状況でございます。このため、所有者等への直接的な働きかけにより、空き

家対策を進めております。今後は、先進事例等を自治会や公民館等へ情報提供し、

地域とともに取り組みを進めていく必要があると考えております。 

 また、当町の空き家対策の情報の宣伝についてでございますが、農家民泊で日野

町を訪れた方に対し、定住促進パンフレット、キラリ日野ライフなどの配付につい

て、今後、協議もしていきたいなというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 池元法子君。 

12番（池元法子君） 空き家対策の中で言いましたけれども、危険な空き家ですね。

もう倒壊寸前とかそういう空き家については、本当に地域の安全面から見ても、い

ろいろと問題があるというふうにも思われます。答弁でもありましたけれども、や

はり所有者自らの責任によって的確な対応をすることというのが一番大事であって、

助言・指導を行っていくということでありますけれども、所有者の方がもうその土

地を要らない、その家も土地も要らない、もうあと活用することを考えていないと



3-9 

いうふうに思われた場合、そういうことになった場合に、町としてどういうふうに

考えておられるのか。また、取り壊す費用もないというようなことになった場合に

どのように考えておられるのかということをお尋ねいたします。 

 そしてまた、地域とともに取り組みを進めていく必要については、行政の方も分

かっていただいているわけですけれども、区長さんというのは大体１年で交代をさ

れますので、次の人に回してしまうということがよくあるんですね。私はここで質

問しました、例えば公民館単位でというところでは、例えば今の人推協の人たちが

だいたいまちづくり委員会というような、まちづくりを中心としたそういう活動を

されておりますので、そういうところに働きかけをするのもどうかなということが、

そのことを進めていくのにいいんじゃないかなというふうに思いましたので、一応

提案をさせていただきました。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） おはようございます。それでは、池元議員さんの方

から再質問をしていただきましたので、答弁の方、させていただきます。 

 危険な空き家ということで、今現在も調査をしておるわけですが、各自治会の方

からもそのような問い合わせの方を町にもいただいておりますので、その件につき

ましても、現在、調査と並行して所有者の方に連絡をとりながら、適切な管理をし

ていただきたいということでコンタクトをとっているところでございます。 

 代執行が有効な手立てということをご提案されているんですが、町としては今ま

での生活共同体ということで、地域に根差したその家を、生活をされてきた中で、

付近の方に迷惑をかけるということを含めまして、区長さんなり地域の方と粘り強

く、その対策については第一義的な所有者であります所有者の方に説明をさせてい

ただいて、指導・助言を繰り返す中で、適切な管理をしていきたいなということを

思っています。代執行といわれましても、やっぱり公費の投入がございますので、

その辺のことを慎重に考えながら、町としては粘り強く地域の方と一緒に適切な管

理、取り壊しを含めたそのようなことをお願いするというスタンスで考えておりま

す。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） おはようございます。ただいま池元議員の方からご

質問をいただきました地域とともにという部分で、公民館単位ということですけど

も、既にある人権啓発の推進協議会が各地区にございますので、そういうものを利

用というか、一緒に働きかけができないかというご提案、ご質問をいただきました。 

 先ほど米原の事例をいただきましたけれども、実際、先例地の中では、県下では

長浜、高島の方に、本来、町が、自治体がさせていただく前からＮＰＯさんの形で

活動されていたという経過がございます。若干、自治体というのは後追いの部分が
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ございますけども、実際、私どもが望む部分といいますのは、やはり既存のところ

の公民館の目的としましては、まちづくりの部分を含めて、人権啓発といいますの

は広く捉まえてまちづくり、福祉のまちづくりということでさせていただいている

わけでございますけども、空き家の部分につきましても、当然、暮らしに関係して

地域の課題として捉えていただくことができると思いますが、それを直接的に云々

という話はちょっと難しいかなとは思っております。ただ、町として望むところは、

そのことについて大きく課題として取り組んでいただける、もしくはそこを何とか

しないといけないと思っていただける方と、今のＮＰＯ的な活動をしていただける

方、その方と協働できると非常にいいんじゃないかな。特に、こちらの官製ＮＰＯ

みたいな形になるのはあまりよくないというふうに思っていますので、その辺、情

報提供をする中で、同じそういう課題について、特にしなあかんねと思ってくれは

る人を掘り起こすことも含めて、取り組んで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） 池元法子君。 

12番（池元法子君） 私が米原市の事例を報告いたしましたけれども、市民団体の

人との協力というのは本当に必要だなと思いますし、その町々独自の取り組みとい

うのがすごく大事で、絶対これが絶対だというではないようには思いますので、日

野町が、今、進めていっていただいている空き家対策を、やっぱり住民の皆さんと

協力をして進めていけるように、私たちも地域の問題としてそのことにも取り組ん

でいきたいと思いますので、また今後ともよろしくお願いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 次に、８番、蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） 皆さん、おはようございます。それでは、一般質問通告書に

基づきまして、今日までと同様に、今回も分割方式にて質問を行わせていただきま

す。 

 本題に入ります前に、まず、前回９月定例会での私の一般質問、１問目、氏郷ま

つりと氏郷音頭についてと題して行いました蒲生氏郷公の生誕地アピールについて

の、その後の関係者と西大路小学校の状況について、尐し述べることとさせていた

だきます。 

 今秋の、今年の秋の西大路小学校とその周辺は、蒲生氏郷公でにぎわいました。

国道477号線と日野東部地区広域営農団地農道沿いの２ヵ所の圃場には、「純米大吟

醸、平成28年販売予定、氏郷公酒米栽培田、日野・松阪・会津蒲生氏郷公顕彰会」

と記されたのぼり旗が何本も立っておりました。９月19日の西大路小学校の運動会

では、４年生、５年生、６年生の児童が、日野の戦国武将蒲生氏郷をテーマにした

組み体操の演技を披露してくれました。11月21日の西大路小学習フェスタでは、６

年生が日野の戦国武将蒲生氏郷を子ども歴史ガイドにより案内してくれていました。
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また、10月24日、25日に開催されました氏郷まつり「楽市楽座」2015では、９月定

例会での私の一般質問を受け、氏郷音頭が３年ぶりに復活いたしました。さらに、

氏郷音頭をＢＧＭとして何度も何度も流していただきました。喜ばしい限りであり

ます。しかし、私が地元の方から受けました要望の第一は、氏郷まつり「夏の陣」

における氏郷音頭の採用であります。どうか来年の氏郷まつり「夏の陣」において

もよろしくお願いを申し上げておきます。 

 次に、建設計画課と農林課の住民要望の対応を評価するものであります。西明寺

区からの西明寺川の流木と堆積土砂除去の要望について、月日を置くことなく県の

河川担当者を迎え、望主課長と松尾参事には現場確認を西明寺区役員と行っていた

だきました。また、後日、西明寺区から要望があった、県道西明寺水口線の道路ひ

び割れ箇所の修繕も含めまして、11月27日には町長、望主課長、松尾参事には東近

江土木事務所に陳情に行っていただきました。ありがとうございました。望主課長

と松尾参事の素早い対応を大いに評価するものであり、今後もこの姿勢を続けてく

ださるよう望むところであります。 

 また、先月、門坂農林課長には住民に寄り添った対応をいただきありがとうござ

いました。この対応を私は評価するものであり、今後もこの姿勢を続けられること

を望むところであります。 

 次に、ＮＨＫ総合テレビにおいて、12月９日夜７時30分から、クローズアップ現

代で、「若い世代が過疎を救う 移住１％戦略とは」と題して、ＮＰＯ法人ふるさ

と回帰支援センターの活動等が放映されました。去る11月13日、蒲生郡町村議会議

長会の行政視察研修で、東京有楽町駅前の東京交通会館５階と６階にありますＮＰ

Ｏ法人ふるさと回帰支援センターを訪れ、高橋 公代表理事と、河野里奈窓口相談

員から説明を受けました。河野窓口相談員は岐阜県よりの出向職員で、本来は岐阜

県専属の担当でありますが、滋賀県が数尐ない相談窓口未設置地帯であるため、隣

県のよしみで、滋賀県内自治体への移住問い合わせや、来客の対応をされておりま

す。 

 そこで、滋賀県にも相談窓口の設置を望むものであります。滋賀県はおくれてお

りますが、日野町のお隣、東近江市は、この10月１日より滋賀県内の自治体で唯一、

パネル展示と資料のブースを開設されました。ふるさと回帰支援センターでの移住

相談には、移住には働き先や骨休め先も必要であり、近隣市町の情報も必要とのこ

とでありました。幸い、東近江市の引き出しケースには空の引き出しがまだありま

したので、東近江市にお願いされ、活用されてはと思いました。先ほど池元議員か

らの答弁で、町長はキラリ日野の配布と、こういうようなことも申されましたが、

このケースに入れられるのも１つの方法かな、お願いしておいて入れられるのも１

つの方法かなと思ったところでございます。 
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 また、当日、同じ東京交通会館の２階にあります滋賀県東京観光物産情報センタ

ー（びわこビジターズビューロー「ゆめぷらざ滋賀」）を訪れ、伊藤雅博所長と山

崎のり子さんと渡辺千束さんにお出会いいたしました。何と物産販売コーナーのメ

ーンの場所に、日野町の日野菜の漬物や鹿肉の缶詰が置かれておりました。日野町、

頑張っているなと関心をいたしたところでございます。お聞きいたしましたところ、

日野町観光協会の北浦さんが足を運ばれているとのことでありました。また、11月

にあった物産展では、日野菜が一番の人気で全て完売となったとのことでありまし

た。我が家の遠方の親戚へのお歳暮はいつも日野菜のお漬物であり、なるほどなと

納得した次第でございます。 

 今議会の一般質問もまたまた前置きが尐し長くなってしまいました。前置きはこ

の辺までといたしまして、通告書に基づきまして、一般質問に入らせていただきま

す。 

 今議会の一般質問、福祉医療費助成についてと３歳児保育の町内全幼稚園での実

施については、今期の私の選挙公約であります。選挙公報には、「地域のシンボル

である幼稚園、小学校を守ります。高校卒業までの医療費無料化を図ります」と掲

げました。また、後援会の皆さんへのパンフレットには、「地域のシンボルである

幼稚園、小学校を守ります。幼稚園の預かり保育、３歳児保育の拡大を図ります。

高校卒業までの医療費無料化を図ります」と掲げております。ゆえに、今議会は選

挙公約の実現に向けてお伺いをいたします。 

 それでは、まず第１問目の質問、福祉医療費助成についてお伺いをいたします。

この質問につきましては、１年前の昨年12月議会におきましても、子育て支援の環

境整備から取り上げてお伺いをいたしました。昨年に続き、今年の議会報告会にお

いても、11月25日の南比都佐公民館での住民の意見として、医療費無料化が出され

ておりました。このことは日野町民の切なる願いでもあります。 

 昨年11月４日に、会派の同士であります髙橋議員は厚生常任委員長でありました

ので、髙橋議員を除く私蒲生と、冨田議員、中西議員、村島議員の４名が紹介議員

となり、日野町内の医師会と歯科医師会と薬剤師会の代表者の連名、近江八幡市蒲

生郡医師会会長 河村医院 河村英生医師、近江八幡市蒲生郡医師会日野班 医療

法人社団朝日医院 朝日 晋医師、近江八幡市蒲生郡歯科医師会日野班班長 住井

歯科医院 住井浩剛歯科医師、近江八幡市蒲生郡歯科医師会日野班副班長 門坂歯

科医院 門坂和昭歯科医師、そして、近江八幡市蒲生郡薬剤師会 きしむら調剤薬

局 岸村一夫薬剤師の５名の連名で、尐子化対策、出産や子育て支援の環境整備と

して、「小中学校の医療費の無料化を求める福祉医療費助成事業に関する請願書」

が提出され、12月25日、小中学生の医療費の無料化に要する経費を平成27年度予算

編成に組み込まれることを強く要望する、小中学生の医療費の無料化拡充を早期に
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求める決議を全会一致でいたしました。 

 残念ながら、本年３月での改正は、小学校卒業までの通院時の医療費助成を10月

１日より新たに実施する、日野町福祉医療費助成条例の一部改正にとどまりました。

しかし、滋賀県下の多くの自治体では、人口減尐対策の１つとして、中学校卒業ま

で通院時の医療費助成範囲を拡大されています。橋本住民課長に滋賀県下の自治体

の子ども福祉医療の状況資料を求めましたが、昨年、平成26年４月１日現在の尐し

古い資料でありましたので、私が持ち合わせております昨年、平成26年10月１日現

在の資料に基づきますが、滋賀県下の自治体では、既に豊郷町では高等学校卒業ま

で、甲賀市、米原市、高島市、愛荘町、甲良町、多賀町は中学校卒業まで、通院時

の医療費助成範囲を拡大されております。恐らく本年10月１日現在では、もっと多

くの自治体に拡大されていることでしょう。また、関係者から聞き及びますところ、

東近江市では平成28年度から、近江八幡市では平成29年度から、中学校卒業まで助

成範囲を拡大されるようでございます。 

 ＮＨＫ総合テレビにおいて、９月８日に放映されました「くらし解説」で、村田

英明解説員が、「どうする 子どもの医療費無料化」と題して解説をされました。

その中で、通院費に係る医療費で見てみますと、中学校を卒業するまでを対象にし

ている自治体が何と930あって、最も多いとグラフで解説され、高校卒業までが201

自治体であること、さらには、北海道の南富良野町では大学を卒業するまで無料で

あること、この紹介がされました。そして、医療費が無料かどうかで引っ越し先を

決める人がいるということを紹介されたところでございます。 

 また、９月25日に、昨年、小中学生の医療費の無料化を求める福祉医療費助成事

業に関する請願書を提出された先生より、「今年も請願書を出しましょうか。出さ

ないと中学校卒業まで通院時の医療費助成範囲を拡大されないのでしょうか」と相

談を受けました。「議会では、昨年、全会一致で決議をいたしておりますので、も

し平成28年度に実施されないようでしたら、来年秋に出して下さい」とお答えをい

たしておきました。 

 そこでお伺いをいたします。 

 第１点目、11月11日に開催されました町村議会議長全国大会で、中学校卒業まで

の医療費の無料化を全国一律の制度として創設することを、関係大臣や地元選出の

国会議員に要望することを決し、蒲生郡町村議会議長会では、翌12日に、加藤一億

総活躍担当大臣や滋賀県選出の国会議員、大岡敏孝衆議院議員、上野賢一郎衆議院

議員、武村展英衆議院議員、林久美子参議院議員に、「現在、全ての自治体におい

て子どもの医療費助成が行われているが、年齢、所得制限などの助成内容はまちま

ちである。尐子化対策は我が国の国家的課題であることに鑑み、国の責任において

子どもの医療費助成制度の創設をお願いしたい」と記した要望書を提出いたしまし
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た。日野町も国や滋賀県に要望されていると思いますが、その状況と感触を伺いま

す。 

 第２点目、子どもの医療費助成に地方自治体が独自に実施する独自助成には、国

からの負担金を減額するペナルティーがあります。この減額措置は尐子化対策を進

める国の政策と矛盾をいたします。自治体の足を引っ張るような制度は一日も早く

見直すべきであると考えますが、日野町が平成27年度に受けている削減額はいくら

なのかお伺いいたします。 

 第３点目、子どもの医療費無料化は、基本的には国、県が責任を果たすべきでは

ありますが、日野町も近隣市町におくれることなく、昨年12月の議会決議に基づき、

医療費の無料化拡充を早期に図るべきであります。平成28年度予算編成に組み込ま

れるのかお伺いいたします。 

 以上３点について、再質問や再々質問をする必要のない、誰もが納得できる分か

りやすい答弁をしていただくよう求めまして、第１問目の質問といたします。 

議長（杉浦和人君） ８番、蒲生行正君の質問に対する町長ならびに教育長の答弁

を求めます。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） 蒲生議員から、福祉医療に対する質問をいただきました。 

 福祉医療助成につきましては大変大事な課題でございまして、中学校までの医療

費無料化について町村議会議長会においても要望をいただいたということで、大変

ありがたく思っておるところでございます。日野町におきましては、県の制度であ

ります就学前への助成ということを実施してまいりましたが、昨年10月から小学校

３年生まで、さらに今年の10月から小学校６年生まで、医療費助成の拡充をさせて

いただいたところでございます。議会においてもそういう決議も昨年いただいたと

ころでございます。 

 こうした中で、町といたしましても県へ町村会を通じて、今、ご指摘のありまし

たように、子育て支援の観点から、小中学校に就学中の児童生徒に係る医療費の無

料化を進められたい、こういう要望を行ってまいりました。私も、11月13日に、知

事や県の首脳部と６町長との意見交換会の中で、そうしたことについても直接要望

をしたところでございます。 

 ご指摘のとおり、全国的には都道府県レベルで、小学校全てにまでなど対応して

いるところがあるわけでございまして、滋賀県における就学前という県の対応とい

うのはおくれているのではないかと、まさに尐子化対策、地方移住・定住対策のも

とで、この問題についてはぜひ進めてほしいということを強く県に要望をいたした

ところでございます。その際に、県の方ではまだ今の11月の段階でございますので、

当然明確な答えにはならないわけでありますが、福祉医療の回答の中で、福祉医療
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の拡大は市町の強い要望を受けとめていると、しかし、県財政の状況もあり、就学

前までとなっている現制度の維持をさせていただいていると、子育て支援を進める

にあたって、どういう施策が有効か、しっかり議論をさせていただくと、こういう

ような答弁でございまして、なかなか抜本的に前に進める、こういうような雰囲気

ではないわけでありますが、問題意識は持って、何とか、何がしかやりたいのかな

と、こういうふうなことで感触として私は思ったところでございまして、現在、県

の予算編成も、今後、年明けから知事復活等に向かっていくという時期でございま

すので、６町長をはじめとしたこうした要望内容が前に進むように引き続き努力を

してまいりたいと、このように思っております。 

 また、国に対する要望につきましては、全国町村会ならびに国保連合会を通し要

望を行っておりまして、11月19日には国保制度改善全国強化大会がございまして、

この部分につきましては、子どもの医療費助成等の地方単独事業実施に係る国庫負

担金、調整交付金の減額措置を廃止することを決議し、その後、手分けをして全国

の役員レベルで国会議員、さらには政府等に要望活動を行い、私も衆議院第一会館

を班長として回らせていただいたところでございます。この前日には、全国の知事

会、市長会、町村会でも減額措置を直ちに廃止するよう政府に要請されておられる

ところでございます。厚生労働省の検討会で、子どもの医療費のあり方も含め、検

討が始まっていますが、その取りまとめは来年夏ごろの予定が示されておりまして、

このままでは減額措置が現状のまま当面継続される危機感がございましたが、その

後、厚生労働大臣と全国知事会会長が11月29日に会談をされ、減額措置について大

臣より春をめどに答えを出したいと伝えられた記事も出ておりまして、今後、動向

を注視してまいりたいと考えております。 

 独自助成に対する減額措置については、議員ご指摘のとおり、尐子化対策に逆行

する措置であることから廃止の要望をしておりますが、その額については、26年度

の減額措置額は、福祉医療全体で約843万3,000円で、乳幼児医療の部分では約96万

円となっております。小学校低学年への拡大部分では、１年間で９万円と見ている

ところでございます。 

 次に、無料化への拡充についてでございますが、総合戦略での事項でもございま

して、近隣の状況も見ながら、ご指摘のとおり、早期に中学校まで拡充ができるよ

う検討をさせていただきたいと、このように考えております。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） それでは、再問を行わせていただきます。 

 無料化拡充についての町長のご答弁は、近隣の状況も鑑み、早期に中学校まで拡

充が図れるよう検討させていただきたいと、こういうことであろうと思いますが、

まさに玉虫色の答弁であり、いつかというのがもうひとつ、28年度であってほしい



3-16 

んですが、28年度であるともないとも、こういうところではないのかなと思います。 

 昨年12月議会の福祉医療費助成についての一般質問のとき、昨年３月議会の町の

答弁からして、小学校１年生から３年生の通院時の医療費給付見込み額は年2,000

万円であること、中学校卒業まで助成範囲を拡大すると、単純計算で新たに年

4,000万円が必要となることを申し述べました。町では、小学校１年生から３年生

の通院時の医療費見込み額は年2,000万円、小学校４年生から６年生の通院時の医

療費給付の見込み額は年1,500万円くらいを、合計3,500万円くらいが必要と考えて

おられたかと、こういうふうに私は思うところでございます。 

 平成26年10月１日から平成27年９月30日までの小学１年生から３年生までの日野

町の医療給付費は、入院を含めまして1,262万7,989円でありました。この金額から

入院と、入院に伴う調剤と、療養費を除くと、約1,100万円程度と考えられるとこ

ろでございます。町の想定額2,000万円の55パーセントくらいであるところでござ

います。 

 また、厚生労働省から出されています医療保険に関する基礎資料、平成24年の尐

し古い資料でございますが、平成24年度の年齢階層別１人当たりの医療費から見ま

すと、５歳から９歳の医療費を１としますと、10歳から14歳の医療費はその71.29

パーセントとなり、15歳から19歳の医療費は57.48パーセントとなります。 

 これらのことから、私なりに試算いたしますと、中学校卒業まで通院時の医療費

給付を拡大いたしましても、通院時の医療費給付見込み額は合計2,650万円となり、

町が小学校卒業まで必要と見込まれたと考えられる金額3,500万円の範囲内でおさ

まります。高校卒業まで拡大をいたしましても3,280万円となり、町が小学校卒業

まで必要と見込まれた金額と考える3,500万円の範囲内でおさまります。 

 そこで町長にお伺いをいたします。 

 財源がないのなら別ですが、財源は現時点でもあると、こういうことになります。

昨年の答弁で、町長は「助成対象事業の動向や財源の必要性などを見きわめて、町

全体の財政状況も考慮し、また他の市町の動向も勘案しながら、段階的な拡充につ

いて検討していきたいと、このように考えております」と答えられております。ま

た、再質問の答弁で、町長は「拡充の努力はしたい、こういうふうに思っておりま

す」と答えられました。先ほど申し述べましたとおり、通院に係る医療費で見ます

と、中学校を卒業するまでを対象にしている自治体が930あって、最も多いところ

であります。また、近隣の市町も実施されています。日野町も近隣市町におくれを

とることなく、昨年12月の議会決議に基づき、医療費の無料化拡充を早期に図るべ

きであります。再度、今、申し上げましたことを踏まえまして、平成28年度予算編

成に組み込まれるのか、町長に伺います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 
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町長（藤澤直広君） 蒲生議員から、つぶさな積算を、ちゃんと計算に基づいた発

言をいただいたところでございます。 

 今、お話ありましたように、人口減尐社会の中で子育て対策の必要性というのは

本当に大事なことであるというふうに思っております。蒲生議員もご指摘ありまし

たように、こうした部分について、国や県がしっかりと拡充をしていくということ

は大変大事だというのも同感でございますし、滋賀県自体がその部分ではベースの

ところで低い段階にとどまっているということで、それ以上の独自措置については

市町村が独自の制度でやっているというところがございまして、ここのところの改

善を強く、もちろん国にも県にも求めてまいりたいというふうに思っておりますが、

とは言うものの、日野町の尐子化対策、人口に対する定住や移住対策も含めて、こ

の分野は大変大事だと、このように認識をいたしております。 

 現在の日野町の財政は、決して豊かというものではございません。全体的にはや

はり民生費関係の経費が大変伸びているということでございますので、全体予算の

やりくりも含めて、当然、判断をしていかなければならない、このように思ってお

りますが、予算編成につきましては、今現在、精査を原課においてやっている、財

政当局においてやっているところでございまして、来年度の予算編成の中で大きな

問題意識を持って、全体の日野町の財政の状況を踏まえ、そこはまた全体状況を見

る中で、１つの課題というふうに受けとめて最終編成に取り組んでいきたいなと、

このように思っております。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） なかなか現時点では答えられないと、こういうふうに思いま

すが、玉虫色であると、こういうふうに解釈をいたしますが、厚生労働省では、９

月２日に、子ども医療制度の在り方等に関する検討会の初会合が開かれています。

この検討会の中で、地方自治体が独自に実施する子どもの医療費助成に対する国の

ペナルティーの廃止も検討されております。そう遅くない時期に国のペナルティー

の廃止と、国による就学前までの医療費無料化、また県が、今、就学前までをまた

その範囲の拡大をされるであろうと、こういうことが実現するであろうと私は考え

ますし、そうなるように町も議会も努力をしていかなければならないと思っており

ます。 

 そうなりますと、私の選挙公約であります「高校卒業までの医療費無料化を図り

ます」が現実のものとなります。既に201の自治体で高校卒業までの医療費無料化

が図られております。国がペナルティーを廃止されましたら、町長が先ほど答弁さ

れました、日野町で843万3,000円が浮いてくると、こういうことになります。私の

試算では、高校生の通院時の医療費給付見込み額は年630万円でありました。国の

ペナルティー額の範囲内でおさまることとなります。 
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 そこで、町長にお伺いをいたします。 

 なかなか答えられないと思いますが、国がペナルティーを廃止し、就学前までの

医療費無料化が行われた場合、高校卒業までの医療費無料化を図られるお考えがあ

るか否か、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） ぜひそういうペナルティーがきっちり廃止されるように、町

としても、そして議会の皆さんとともに力を合わせていきたいと、このように思っ

ております。 

 今ほどいろいろな試算をいただいたところでございますが、この点についてはそ

れを停止条件というような形ではなくて、今、ご指摘いただきました中学校への医

療費助成の拡大、高校への医療費助成の拡大、この間、議会の皆さんのご意見やご

提言も含めて、就学前から小学校３年生まで、さらには今年は小学校６年生まで、

このように拡充をさせてきていただいておりますことから、ここのところは全体の

町財政の状況も踏まえて、実施するにあたっては一歩一歩進めていくということが

大切なのではないかと。ただ、その方向性としてはそういう方向に歩んでいく努力

をすべきものと、このように考えております。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） もうこれ以上質問をすることができませんので、最後に要望

を１つ。 

 昨年も申し上げましたが、私は、福祉医療費助成が滋賀県下で一番進んでいる町

を日野町は目指すべきであると、こういうふうに思っております。福祉医療費助成

が滋賀県市町の中で一番進んでいると誇れる日野町としていただくことを強く望み

まして、次の質問に移らせていただきます。 

 それでは、続いて、通告書２つ目の質問を行わせていただきます。 

 ２つ目の質問は、３歳児保育の町内全幼稚園での実施についてお伺いをいたしま

す。冒頭に申し述べましたが、このことも今期の私の選挙公約であります。先ほど

も申し上げましたが、選挙公報には「地域のシンボルである幼稚園、小学校を守り

ます」と掲げました。またパンフレットには「地域のシンボルである幼稚園、小学

校を守ります。幼稚園の預かり保育、３歳児保育の拡大を図ります」と掲げており

ます。ゆえに、選挙公約の実現に向けての質問であります。 

 前期15期でも、選挙公約に今期度のように「地域のシンボルである幼稚園、小学

校を守ります」を掲げておりました。このことから、３歳児保育の町内全幼稚園で

の実施については、平成24年に３月議会、６月議会、９月議会、12月議会と、１年

を通して全定例会で一般質問を行いました。関連いたしまして、平成25年には３月

議会と６月議会に、通園・通学区域柔軟化モデル対策事業について一般質問を行い
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ました。 

 平成24年の３月議会では、「３歳児保育の全幼稚園での実施について」と題しま

して行いました。「３歳児保育を実施されている地域には保育所もあります。日野

幼稚園の地域にはあおぞら園とわらべ保育園、必佐幼稚園の地域にはこばと園、桜

谷幼稚園の地域にはさくら園があります。逆に、保育所がなく、３歳児保育の場が

ない西大路と南比都佐地域に限って３歳児保育が実施されていません。なぜなので

しょうか」「子どもの減尐化が著しい西大路と南比都佐地域。尐子化時代の今、一

人っ子だったり、近所に友達がいないなど、子ども同士で遊ぶ機会を持ちにくい子

どもは尐なくありません。そういう環境であればこそ早く幼稚園に入り、さまざま

な体験を通して社会性や感性を幅広く培う機会をつくってあげることが大切ではな

いでしょうか。乳幼児の心や生活を豊かに充実させていくためにも、近所に友達が

いない地域の幼稚園である西大路幼稚園と南比都佐幼稚園での３歳児保育を強く求

めます」。奥村前教育長の答弁は、「西大路幼稚園ならびに南比都佐幼稚園の通園区

域における３歳児の保育につきましては、当該通園区域における適正な集団保育の

確保や保育室の整備状況、就学までの期間があることなどを考慮し、近接する先行

実施園で対応しているところでございます」でありました。 

 平成24年の６月議会では、「預かり保育と３歳児保育の活用推進について」と題

して行いました。「平成19年６月に学校教育法が改正され、預かり保育が法律上位

置づけられ、平成20年３月には幼稚園教育要領が改正され、預かり保育が教育活動

として適切な活動となるよう、具体的な留意事項が示されました。今や、全国の幼

稚園の８割が午後の預かり保育を行っています。そこで、せめても、保育所未設置

地域の幼稚園である西大路幼稚園と南比都佐幼稚園での預かり保育を強く求めま

す」。また、「日野町地域への一極集中を改め、日野町内、各地域の均衡を図るため、

日野幼稚園で実施されている預かり保育を、保育所未設置地域の幼稚園である日野

幼稚園鎌掛分園での実施に箇所変更されては」と伺いました。最後に、「平成25年

度の幼稚園入園児申し込み受け付け開始まであと４ヵ月となりました。３月議会で

求めました西大路幼稚園と南比都佐幼稚園での３歳児保育実施に向けてのどのよう

な研究をされているのか」と伺いました。奥村前教育長の答弁は、「預かり保育は、

在園児で希望された人だけを対象に実施しているものでございまして、４、５歳児

の園児数が尐ない園での実施は難しい」「西大路幼稚園と南比都佐幼稚園での３歳

児保育についても、町全体の３歳児保育が充足している状況であります」でありま

した。 

 再問で、私は「幼児教育をしっかり受けた子どもは、受けなかった子より、高校

を中退せず卒業する比率や年収が高く、犯罪による逮捕率は低いという調査に基づ

き、ノーベル経済学賞を受賞したアメリカの労働経済学者ヘックマン氏は、教育投
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資は乳幼児期が効果的であることを示されました。ＯＥＣＤ、経済協力開発機構の

調査により、15歳の学習到達度を高めるには幼児教育が必須というのが、今や全世

界の共通認識となっています。学習到達度を高めるためには、分け隔てなく、どの

地域の子どもにも必要な幼児教育や多様な保育を、採算性を抜きにして、町は公平

に提供すべきであります。就学前の子どもたちの育ちを支えるべきであります。こ

れこそが真の子育て支援策であると私は思っています」と申し述べました。 

 平成24年の９月議会では、「３歳児保育の町内全幼稚園での実施について」と、

今回と同じタイトルで行いました。「どこの地区の公民館でも行っておられます、

幼稚園に通うまでの幼児が集うサロン、西大路地区ではちびっこサロンとの名称で

ございますが、このようなサロンがあります。この西大路地区のちびっこサロンは、

毎月第１、第３金曜日に開催されています。このサロンには、西大路地区以外から

も、日野地区や必佐地区からもお子さんがお見えになっておられます。このちびっ

こサロンの親御さんは、西大路幼稚園で３歳児保育が行われたら、このまま西大路

に来られるのに、西大路幼稚園に通わせたいと言ってもおられます。しかしながら、

残念なことに、西大路幼稚園の３歳児保育は未実施であります。３歳児で一旦自ら

のお住まいの学区の幼稚園に入園した園児が、４歳児に西大路幼稚園に転園される

ことはありません。３歳児保育未実施の幼稚園は、まず最初の段階で、スタートで

出おくれております。いくら教育委員会が通学通園区域柔軟化対応モデル事業をＰ

Ｒされても、西大路地区と南比都佐地区は大きなハンディを最初から背負っており

ます」「教育投資は乳幼児期が効果的であります。どの地域の子にも、必要な幼児

教育を町は公平に提供すべきであります。幼稚園３歳児保育を実施されている学区

には、保育所もあります。逆に、保育所がない西大路学区と南比都佐学区に限って、

幼稚園３歳児保育が実施されていません。３月議会での教育長答弁は「今後研究し

てまいりたい」、６月議会での答弁は「町内全ての子どもたちに適切な就学前教育、

保育のあり方を研究してまいりたい」でありました。 

 そこで、１つ目は、毎月行っておられます定例の教育委員会では、議会の報告が

なされており、一般質問事項について論議をなされておられますが、この半年間、

教育委員会でのご議論はどうであったか。どのような研究をされてこられたのか。

２つ目は、現在の教育委員さんに西大路地区の委員さんがおられませんが、教育委

員さんのご意見はどうであったか、研究の成果はどうであったのか。３つ目に、例

年、幼稚園入園申し込み受け付けは、10月10日前後に始まります。平成25年度の幼

稚園入園児申し込み受け付け開始まであと１ヵ月を切りましたが、西大路幼稚園と

南比都佐幼稚園での３歳児保育を実施されるのか」と。奥村前教育長の答弁は、

「３歳児保育につきましては、町域全体で充足している」「３歳児保育の実施につ

きましては、議会での議論の状況を教育委員会で報告してまいりましたけれども、
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就学前教育全体を捉え、適正な集団の確保による保育を重視する必要性のご意見が

多くございました」「西大路幼稚園と南比都佐幼稚園での３歳児保育の実施につき

ましては、本年度と同様の対応をさせていただきたい」でありました。また、再問

での答弁は、「西大路幼稚園で３歳児保育をしようと思いますと、教室が足りませ

んので増築しなければならないということでもございます」でありました。 

 平成24年の12月議会では、「幼稚園１学級の編制人数の改善について」と題して

行いました。「文部科学省では、幼稚園の学級定員は、現在３歳児20人以下、４、

５歳児35人以下となっていますが、９月議会で申し上げましたように、国では、子

育て支援策として、３歳児は15人学級に改善されようとしておられます」「小学校

と比べて幼稚園児は、それぞれの１つの行い、行動に長く時間がかかります。教諭

の手間もかかります。教諭１人当たりが見られる人数も、限られております。同じ

幼稚園児でも、３歳児と５歳児では大きな違いがあります。９月議会で教育長は、

適正な保育集団の確保による保育を重視すると答えられました。さて、その適正な

保育集団の人数とは、一体何人なのか。幼稚園の１学級の定員は、何人が適正とお

考えなのでしょうか」「教育長の９月議会のお答えからすると、教育委員さんのご

意見は、西大路幼稚園と南比都佐幼稚園は、適正な保育集団の人数に至っていない

ことになりますが、適正な保育集団に至っていないこの２つの幼稚園を、今後、ど

うされようとお考えなのでしょうか」と。奥村前教育長の答弁は、「幼稚園は15人

から25人程度ではないかというふうに思っております」「尐人数のよさを生かした

特色あるきめ細やかな保育を実施する」「今後につきましては、幼稚園教育の目標

達成のため、引き続き通園区域の柔軟化対応モデル事業を推進する」でありました。 

 幼稚園通園区域柔軟化対応モデル事業は、私が教育次長でありました平成19年に、

西大路小学校の児童数の急激な減尐傾向の歯どめ策を校園長会で協議した折、当時、

桜谷幼稚園の高木園長先生より、高木園長先生がお住まいの近江八幡市で、小学校

通学区域柔軟化対応事業が島小学校で行われると、このようにお聞きし、高木園長

が資料を収集してくださり、この資料をもとに教育委員会で１年間協議し、平成21

年４月より、小学校の前段となります幼稚園より、通園区域柔軟化対応モデル事業

として実施し始めた事業であります。丸６年経過した今日、事業の効果があらわれ、

平成27年度の西大路幼稚園の園児は４歳児16名、５歳児14名、合計30名であります

が、このうち８名が日野地区から通園されております。ちなみに、平成27年度のＰ

ＴＡ会長は、日野地区の保護者であります。 

 幼稚園の３年制は、学校教育法第３章幼稚園、第26条の改正がなされたことによ

り、３歳児も幼稚園教育を受けることができるようになりました。日野町では、こ

の学校教育法の改正を受け、まずはモデル事業として、平成10年４月より、鎌掛小

学校の廃校により、教室の確保が容易な日野幼稚園鎌掛分園で３歳児保育を始めら
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れました。以降、モデル事業の成果を踏まえ、各園へ広げられることとなり、本格

実施がされることとなりました。平成13年４月より必佐幼稚園で、平成14年４月よ

りは桜谷幼稚園西分園、２つの教室を３つに仕切り直して、区切り直して行うこと

とし、平成15年４月よりは日野幼稚園でと、次々と拡大されてきました。平成16年

７月に藤澤町長にかわられてからは停滞となっておりましたが、ようやく平成28年

度より、平成28年４月より南比都佐幼稚園においても３歳児保育が実施されること

となり、３歳児保育未実施幼稚園は西大路幼稚園のみとなりました。 

 平成27年度の西大路地区の３歳児は、近年で最も尐ない６名でありますが、平成

28年度に西大路幼稚園への入園を希望された児童もありました。しかし、平成28年

度の４歳児の入園児はゼロとなってしまいました。平成28年度の入園児申し込み受

け付けは、10月５日から30日まででありましたが、この期間終了前に、平成28年度

の西大路幼稚園の入園児がゼロとなりそうと、西大路幼稚園児の保護者から連絡が

入りました。受付期間終了後には、何名かの保護者から、西大路幼稚園のみ３歳児

保育が実施されていないために、入園児がゼロとなった。これは西大路地区の子ど

もへのいじめとも言えるというような、悲痛な声をいただきました。 

 そこで、11月８日に、藤澤町長に、「平成28年度西大路幼稚園４歳児の入園申し

込み児がゼロであったこと、西大路地区在住の日野幼稚園鎌掛分園に通園している

３歳児が西大路幼稚園になぜ帰ってこられないのか。幼稚園通園区域柔軟化対応モ

デル事業に反するのではないでしょうか」とただしました。町長は、「申し込み児

がゼロであったことは聞いている。しかし、通園区域柔軟化のことは知らないので、

調査してみる」と答えられました。町長から私に調査結果の報告があると思ってお

りましたが、残念ながら、今日ただいままで一言の報告もありませんでした。まさ

か町長の地元、南比都佐幼稚園において、平成28年４月より３歳児保育を実施する

ので、西大路幼稚園のことなどどうでもいいことと思っておられるとは考えたくは

ないのですが、報告がない以上、結果的にはそういうこととなります。 

 そこでお伺いをいたします。 

 第１点目、西大路幼稚園では３歳児保育が実施されていないため、現在、日野幼

稚園鎌掛分園に通園されている園児がおられます。広報ひの10月号、20ページに掲

載し、明らかにされておりますとおり、日野地区と必佐地区の通園区域におられる

園児を除いては、通園区域は小学校の通学区域と定められています。このため、平

成28年度は西大路幼稚園への通園となりますが、なぜか日野幼稚園へ通園されます。

複雑な事情があったとはいえ、このことは幼稚園通園区域柔軟化対応モデル事業に

反することではないでしょうか。誰がどのような理由でもって許可されたのか伺い

ます。 

 第２点目、幼稚園通園区域柔軟化対応モデル事業をないがしろにするこの許可に
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ついての、教育委員さんのご意見はどうであったのかお伺いいたします。 

 第３点目、保育所におられる西大路幼稚園児の弟さんが平成28年度の入園を申し

込まれましたが、１名のみとなり、もう１年、保育所に在園されることとなりまし

た。平成27年度の南比都佐幼稚園の４歳児は、２名で１クラスであります。奥村前

教育長は答弁で、「常に適正な集団保育の確保」と言われてきました。しかし、２

名で１クラスが成立しておりますので、西大路も２名で１クラスとすべきではなか

ったのではないでしょうか。お伺いいたします。 

 第４点目、平成28年度の日野幼稚園への３歳児保育申し込み児が、40名定員のと

ころ47名もありました。７名が抽選で日野幼稚園に通えないこととなりました。こ

の47名の中には、西大路幼稚園で３歳児保育を行っていたら通園したいという児童

が何名かおられたと聞いております。このことからも、町内で唯一未実施の西大路

幼稚園においても、３歳児保育の実施を求めるものであります。平成10年４月より

幼稚園での３歳児保育が実施されてよりこの方、いつまでモデル事業の名を冠して

いられるのかお伺いいたします。 

 第５点目、教育投資は乳幼児期が効果的であります。どの地域の子にも必要な幼

児教育を、町は公平に提供すべきであります。特に小さな幼稚園や小学校に対する

配慮、手を差し伸べるのが行政の役割ではないでしょうか。お考えをお伺いいたし

ます。 

 以上、第２問目の質問といたします。明解な教育長よりの答弁を求めます。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（今宿綾子君） 皆さん、おはようございます。よろしくお願いいたします。

ただいま蒲生議員より、３歳児保育の町内の全幼稚園での実施についてご質問をい

ただきました。 

 まず、ご質問をいただきました、日野幼稚園へ申し込みをされたことへの対応の

経過についてでございますが、平成28年度の幼稚園入園申し込みに際しまして、現

在、お子様が入園中の保護者の方で、新たに兄弟姉妹３歳児の入園を希望されてお

られまして、兄弟で同一園に通わせたいとのご相談を受けました。これまでから、

兄弟姉妹が同年度に入園される場合には、送迎をはじめとして行事対応等でいろい

ろ保護者負担がかかるかというようなことがありますので、できるだけ軽減ができ

るようにという観点で、保護者支援の観点から、同じ園に入園できるよう配慮する

取り組みをしてきたところでございます。平成28年度からは、３歳児と、それから

４、５歳児の本来園が異なるのが西大路地区のみとなりました。これらのことから、

西大路地区の兄弟姉妹が同じ園に入園できるよう、保護者支援を優先することが望

ましいと考えまして、日野町立学校の通学区域柔軟化モデル事業実施要綱を改正し

まして、入園願を受け付けたものでございます。 
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 また、次のご質問の入園許可につきましては、出された入園願に対しまして来年

の２月上旪に許可しまして、入園許可通知を送付する予定でおります。入園願の受

け付け状況につきましては、12月の定例教育委員会に報告をする予定をしておりま

す。 

 さらに、ご質問いただいております保育所３歳児の保護者の方の件につきまして

でございますが、来年度、西大路幼稚園への入園をご相談されまして、入園申し込

み数の状況によっては、入園について検討したいというようなことでございました。

ご質問の中の、南比都佐幼稚園に通っている今年の４歳児２名の子どもの状況につ

きましてでございますが、この２人は、昨年度３歳児のときに既に幼稚園に入園さ

れているという状況の中で、その２名の方がともに南比都佐幼稚園に入園されたと

いうものでございます。今回の西大路幼稚園の状況につきましては、幼稚園在園中

の３歳児はお一人で、そのお一人を除く全ての３歳児が、今年度、保育所に入所さ

れているという状況の中のことでございまして、そのような結果の中でございまし

たので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

 なお、今後も西大路幼稚園と西大路小学校との連携接続の観点を重視して、しっ

かりと幼稚園から小学校へつなげていけるように対応してまいりたいと考えており

ます。 

 続きまして、日野町幼稚園の３歳児保育につきましてでございますが、全町的な

視野のもとで実施をしてきたところでございます。保育所での保育ニーズの高まり

への対応、それから、先ほどおっしゃっていらっしゃいます、適正な学習集団の確

保の観点で対応していきたいと。このことにつきましては、かねてからお答えして

きたとおりでございます。現在、桜谷幼稚園と保育所さくら園との合同保育を実施

しているところでございまして、この検証をしっかりと行いながら、西大路幼稚園

の３歳児保育の方向性についても、日野町立小学校及び幼稚園のあり方に関する調

査検討委員会を中心にしまして、さらに検討を進めていきたいと考えているところ

でございます。そして、こうした中で、幼稚園の３歳児のモデル事業につきまして

も議論をしてまいりたいと思っているところでございます。 

 また、議員のおっしゃるとおり、乳幼児期の教育の大切さということにつきまし

ては、その年代に応じた学習時期を逃さないというかかわり、効果的な対応という

のは欠かせないということはおっしゃるとおりでございます。現在、日野町では、

幼児期の教育というのは学びの芽生え、また学びの基礎を、これらをしっかり育ん

でいくという観点で指導しております。そして、それを小学校における主体的に学

ぶ姿勢、また学び方、また学習規範を育てることにつなげていきたいというふうに

考えております。幼尐接続を大事にしたいという観点でございますが、これらを通

して小学校における学びに向かっていく力、学びに向かう力というふうに表現をし
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ているわけでございますが、その力を育成していきたいと考えているところでござ

います。遊びと学びの連続性を軸として、いわゆる交流を通した連携というものか

ら幼稚園や小学校でどんなことをしているのか、学習内容、カリキュラム等も理解

をしていってつなげていくという接続の観点へと広げていって、発展させていくと

いうような必要があるというふうに考えているところでございます。 

 こうしたことを踏まえまして、町では保護者のニーズ、それから乳幼児期の状況

に応じて、全町的な視野で就学前教育、保育に取り組んでいるところでございます。

小規模学校、小規模園に対しまして、きめ細やかな一人ひとりを大切にした教育が

なされているということは十分ご存じいただいているとおりでございますが、その

地域の特性ですとか、その地域のよさを生かした保育や教育に努めるよう配慮して

もらっているというところでございます。西大路小学校、幼稚園の状況や、連携と

接続の大切さも踏まえまして、今後よりよい教育に取り組んでまいりたいと存じま

すので、どうぞご理解をよろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） それでは、再問を行わせていただきます。 

 教育長、今あなたは「ご理解をお願いします」と、こういうふうに言われて答弁

を締めくくられましたが、教育長、このような答弁で理解をしてもらえると心底思

っておられるのでしょうか。もしそうなら、よほどお人よしと私のことを思ってお

られるのではないでしょうか。 

 第１点目の答弁、「これまでから兄弟姉妹が同年度に入園される場合には、送迎

をはじめ、行事対応等の保護者負担を軽減できるよう、保護者支援の観点から、同

じ園に入園できるよう配慮する取り扱いをしてまいりました」。この配慮は、日野

地区在住の園児に対しての配慮であります。逆に、３歳児保育未実施の西大路幼稚

園をないがしろにする配慮であります。本当に西大路地区の兄弟姉妹が同じ園に入

園できるよう、保護者支援を優先することが望ましいと考えるのならば、特別に西

大路幼稚園での３歳児保育を認めるべきではないでしょうか。これこそが血の通っ

た配慮ではないでしょうか。お伺いをいたします。 

 また答弁、「日野町立学校の通学区域柔軟化モデル事業実施要綱を改正し、入園

願を受け付けしたものです」と。この通園・通学区域柔軟化モデル事業は、先ほど

も申し上げましたが、１年間かけて園長会で、校園長会で、教育委員会で検討に検

討を重ねて実施した事業であります。教育長、教育委員会にも諮らず、あなたの独

断で判断をし、改正されたのでしょうか。お伺いをいたします。 

 第２点目の答弁、「12月定例教育委員会に報告する予定をしております」。西大路

地区では、平成21年４月より、西大路自治会が中心となって、西大路地区と学校を

考える会を設立し、西大路幼稚園と小学校の園児と児童数減尐対策を熱く考えてお
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ります。西大路小学校の体育館の西側には、大きな字で「地域の宝、西大路小学

校」と掲げております。これらのことは、町長も教育委員会もよくご存じのことと

思います。西大路地区住民にとっての重要課題を、この間、教育委員会に諮ってお

られない。教育長、あなたは独裁者ですか。 

 第３点目は、１点目で申し上げました、血の通った配慮を、また何よりも小さい

幼稚園に対する配慮を教育委員会が行われればそれでよいだけのことであります。 

 第４点目の答弁、「適正な学習集団の確保の観点で対応していきたい」。２名で１

クラスを成立させておきながら、適正な学習集団の確保とはよく言えたものであり

ますね。また、答弁にありました日野町立小学校及び幼稚園のあり方に関する調査

検討委員会とはいつ発足し、誰が委員で、委員長は誰なのですか。 

 以上、第２問目の再質問といたします。教育長の答弁を求めます。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（今宿綾子君） 再質問にお答えをいたします。 

 まず、３歳児の子どもたちへの保護者支援ということについてどうだったかとい

うことでございますが、日野町では、全町的に考えますと、120名の定員のところ、

平成27年度は78名の入園だったということで、また、鎌掛幼稚園におかれましては

４歳児、５歳児がゼロ名で、３歳児が10名であったというような状況でございまし

た。そしてまた、保育ニーズがますます高まりを見せているという中で、今年も二

十数名の不承諾、不承知を出しているということでございましたので、これらのこ

とから、やはり次年度もかなりの保育園につきまして、特にゼロ、１、２歳の要望

が大きくございましたので、その対応をするために鎌掛幼稚園さんと地区の皆さん

とも協議させていただきまして、公的なあおぞら園のいわゆる分園というような措

置をさせていただいたというところでございます。 

 つきましては、常に保護者のニーズということも一番に考えておりますし、また、

子どもたちの適切な集団による質の高い保育の提供ということもございますし、そ

してまた地域の要望といったこともいろいろ考えながら、それこそ全町的に考えて

いく中で、３歳児保育についてどこでどういうふうにしていったらよいのかという

ことにつきましては、十分に協議をしてきたという状況の中でございます。 

 それから、今回のいろいろな取り決めについての経過でございますが、まず、日

野町立学校の通学区域に関する規則というものがございます。その中で、３条のと

ころに、入園希望者が定員を超過するときは、抽選により入園児を決定する。ただ

し、入園を希望する幼稚園に兄弟姉妹が現に入籍し、入園を希望する年度において

も兄弟姉妹が在籍する見込みがある入園志望者については、抽選によることなく入

園できるものとするという規則がございます。そうしたことですとかによりまして、

幼稚園の入園規則、日野町幼稚園規則というものも定めておりますし、また、教育
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事務を教育長に委任するという要綱も、規則も決めているところでございます。そ

の日野町教育委員会の権限に属する教育事務の一部を教育長に委任する規則の中に

いわゆる17の項目がございまして、まず、１つ目の項目としましては、学校教育ま

たは社会教育に関する一般方針を定めるですとか、教育委員会の所管に関する学校

その他の教育の設置および廃止を決定することとか、そうした項目の17の項目につ

いては教育委員会で諮るが、その他のことについては教育長に委任するというよう

な規則がございますので、このことにつきましてはあくまでも保護者さんの支援と

いう面につきまして、本来園は西大路幼稚園でございますけれども、特別な事情が

あるということで、日野幼稚園４歳児の入園を認めさせていただいたという経過が

ございます。 

 そもそもといいますか、この柔軟化についてでございますが、議員がおっしゃっ

ていただいていますように、日野町の柔軟化ということは町内の幼稚園、小学校の

均衡を願っているものでございます。町内の小学校、幼稚園では、それぞれの規模

の大小はありますけれども、地域の皆さんとの触れ合いを大事にして、また地域や

子どもの実態に即して特色のある教育活動に取り組んでいるところでございますが、

やはり適切な集団の必要性というのは必要であるというふうに思います。多様な価

値と触れて尊重したりとか、自己表現をするとか、そうした社会性を育てるという

ことについての集団をつくるという中で、柔軟化を進めてきたわけでございますけ

れども、これにつきましては、そのもとには国のいわゆる就学校の変更、校区の変

更というものが認められるようになったということから、そうした柔軟化の動きと

いうのも出てきているのかというふうに考えております。その見直しの概要としま

しては、個々の児童と生徒によりよい教育の場を提供するという観点から、近年進

む家庭環境の複雑化や、転校によるいじめ、不登校への不安感などに配慮して、現

行の通学区域制の維持を保ちつつ、個々の児童生徒の具体的な事情に即した中で拡

充する改正が行われていますので、多くの市町では就学校の変更ということが決め

られているわけでございますが、日野町では、日野町の独自のいわゆる小規模校、

大規模校の均衡を図るということで、柔軟化の要綱を決めてきたということでござ

います。 

 しかしながら、先ほどから申しておりますように、特別な事情に配慮していくと

いうことも大事な観点でございますので、今回の事例の方につきましては、３歳、

４歳の日野小学校の入園を受け付けさせていただいたということでございます。そ

して、それを12月に教育委員会でお示しして、お諮りしたいというふうに思ってい

るところでございます。ですから、決して独断で決めさせていただいたというわけ

ではございません。ご理解いただきたいと思います。 

 それから、２名で南比都佐でできていたのに、その２名の可能性があるのに西大
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路ではどうかというようなことで再質問でございますが、そのことにつきましては、

先ほど経過を申し上げましたように、まずは集団というのは複数ということがあり

ますので、南比都佐幼稚園さんにつきましては、昨年度から３歳で幼稚園に入園し

ておられて、また４歳に入られるということが見込まれた中での４歳児保育という

ことでございますが、西大路につきましては１名の方が幼稚園で、あと５名の方が

もう既に保育園に入園されているという中で、非常に、単数ということになるかも

しれないというようなことも思われた状況でございます。そのような結果になった

ということで報告させていただきます。 

議長（杉浦和人君） 暫時休憩します。 

－休憩 １０時５１分－ 

－再開 １０時５４分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 教育委員会教育次長。 

教育次長（古道 清君） 日野町立小学校・幼稚園のあり方に関する調査検討委員

会の件でございますが、平成25年11月１日施行で設置をされまして、今現在、日野

幼稚園、南比都佐幼稚園、桜谷幼稚園の園長３名と、西大路、日野小学校、桜谷小

学校の３小学校の校長、そして教育委員さん２名で構成をしております。現状況で

の検討状況というのは、第１回の会議を８月に行ったというような状況でございま

す。今後、幼稚園や保育所の状況を踏まえて、さらに会議はする予定をしていると

いうふうなことでございます。委員長は、神田松雄必佐小学校の校長先生でござい

ます。副委員長が横山教育委員さんでございます。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） それでは、再々問を行わせていただきます。 

 全町的に見て全町的に見てと、いつもこういうふうに答えられるんですが、全町

的に見る場合、西大路地区は入っていない、まさにそういう教育長のお考えかなと、

こういうふうに思います。非常に悲しいところでございます。私が総務課長のとき、

鎌掛小学校が閉校となっており、そのときの鎌掛地区の保護者の方々から、悲痛な

心境をお聞きいたしております。ゆえに、日野幼稚園鎌掛分園において３歳児保育

が行われている間は、今日までずっとソフトにただしてまいりました。今日は、だ

からもうその必要がないのでソフトにやっていないと、こういうところでございま

す。もうその必要がなくなった、こういうところでございます。 

 一昨日、西大路幼稚園の保護者からお手紙が届きました。４枚も、たくさんいろ

んな方のご意見が書かれております。教育長、保護者の叫びを両耳で漏らさず聞い

てほしいと思います。ただもう時間が今回大分過ぎているので、全部が全部読んで

いたら、これだけでまた私の時間を超過してしまいますので、一部分だけを申し述
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べていきたいなと、こういうふうに思います。 

 「西大路幼稚園の尐人数ならではのよさを認め、通えるものなら通わせたいとい

う親御さんもいるが、３歳児保育がないことで選択肢から除外されている。３歳児

で他園に通園すると、そこでの友達関係もでき上がっているので、そこから引き離

すのはかわいそうなので、よほどの理由がない限りは転園の可能性はない」。 

 「西大路幼稚園で28年度から３歳児保育が実施されるならば、入園する予定人数

は」、ここ大事ですよ、聞いて下さいね、「現在は４名はいます。声をかければ、も

う数名増える予定です」。最低でも４名はいはると。２人で認めとるんです。これ、

４名ですよ、倍ですよ。 

 次に、「３歳児から４歳児への２度の入園になると、幼稚園毎の制服が違うため

改めて購入しなければならず、事実、会計にも負担がかかっています。日野町内全

ての幼稚園の制服が統一できるならば、買いかえる必要がなくなるのではないかと

思います」。このことは、３歳児保育がない西大路幼稚園園児の保護者のみが不利

益をこうむっている、不当な措置を受けていると、こういうことを如実に表してい

ることでございます。 

 また、「長女の日野幼稚園の抽選日のときに、「日野幼稚園に在園している兄弟姉

妹がいる方たちは抽選を免除し、入園を許可します。よって、残りの席数しかあり

ません」という一方的な説明の中、進められました。今回、次女はまた日野幼稚園

３歳児保育に行くわけですが、なぜか抽選免除で入園が決まっているそうです。回

り回って、友達や西大路幼稚園の園長先生などから伝わってきました。しかし、日

野町教育委員会からは何の連絡もないです。この件については私たちに一番に知ら

せる必要があるにもかかわらず、先に赤の他人が情報を知っていて、私たちは一番

最後に情報を得る、おかしいとは思いませんか。これこそが個人情報が漏れている

事実だと確定せざるを得ません。このようになった事実関係を知る必要がありま

す」。 

 教育長、今は一部だけを申し上げました。この西大路幼稚園児の保護者の切実な

叫びをどう受けとめられましたか。この叫びに対してのお答えを求めます。 

 また、11日の對中議員の質疑で、来年度の保育園児が31名増えるとの答弁があり

ました。先ほどもまた増えると、こういう教育長からもございました。西大路幼稚

園希望者が、やむなくもう１年保育所に在園となっている園児もおられますし、ま

た西大路幼稚園で３歳児保育が実施されていれば、西大路幼稚園へ移られる園児も

おられ、保育所の待機児童解消にも貢献できるのではないでしょうか。 

 以上、第２問目の再々問といたします。教育長の答弁を求めます。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（今宿綾子君） 蒲生議員の再々質問についてでございますが、まず、西大
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路地区をないがしろにしているなどといったことは決してございませんので、ここ

で言わせていただきたいと思います。 

 今ほど保護者さんの声を何通か聞かせていただきました。私も、昨日も地域の方

とお話しもしていたこともございまして、保護者の方のなかなか聞き取りにくい、

見えにくい部分での思いもやっぱり耳を傾けて聞かせていただく中で、よりよい政

策ができていくなということを感じているところでございますので、また機会があ

れば聞かせていただきたいと、このように思っているところでございます。 

 できるだけ大規模校と、それから小規模校とで不利益にならないように、平等な

教育の機会均等というのはもちろんこれは決められていることでございますので、

努めているところでございますけれども、そうした中で、今回の日野幼稚園の47名

と、抽選をしなければならないというような状況になった場合は、鎌掛地区と西大

路地区の方については抽選を行わずに希望をかなえさせていただくということにつ

いても協議をさせていただきまして、そのことについてしっかりと事前にお伝えが

できていなかったということでございますが、そのことについてはまた気をつけて

いきたいというふうに思っているところでございます。 

 それから、西大路幼稚園、西大路小学校だけに限らず、やはり小規模校園の方々

というか、保護者の方も含めての不安としましては、やはり尐人数ということのメ

リットもあるけれども、やはりいわゆるいろんなたくさんの価値に触れるというよ

うなことが果たしてどうかなというようなことで、不安も持っておられるというこ

とを聞かせてもらっておりますので、特に注意してといいますか、小学校、小小交

流といいますが、小学校同士の交流ですとか、また幼幼交流、幼稚園同士の交流と

いったものも大事にして、同じ町内の小学校の子どもたち、同じ町内の幼稚園の子

どもたち、全ての子どもたちが中学校区へ進んでいくという中でございますので、

いわゆる中学校へ行くまでの、小学校へ上がるまでの交流を十分に持たせて、友達

を増やしていこうというようなことを取り組んでいるところでございます。そうし

たことも踏まえながら、またそれぞれの校、園での特色ある活動に取り組んでいた

だくというような方針を出しているところでございますので、その点については説

明をさせていただきたいと思います。 

 それから、今後の方向につきましてですが、これも今も申し上げましたとおり、

桜谷幼稚園とさくら園の合同保育というのを、今、行っております。保育のニーズ

の増えている中ではございますが、また、幼稚園機能を生かした形での合同という

のがどういう形ができるのかということを検証しているところでございますが、そ

ういったことを含めながら、いわゆる３歳児保育というものをどう考えていくのか

ということも含めて議論をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いを

いたします。 
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 西大路幼稚園が不利益をこうむっているということにつきましては、今から３歳

がずっとあれば、今回、そういった事態ではなかったのではないかというようなこ

とでもございますけれども、そういったことも解消に努められるように、また協議

をしていきたいというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） 今回は時間を気にしながらの質問になってしまいまして、一

部、早口でしゃべったり、まだ言うべきことがたくさんある中で、一部しか言えな

かった。幼稚園、この保護者の叫びの中に、「どこの子どもにも平等に教育の機会

が与えられるべきである」と、こういうことも書かれています。十分にそういう点

を考えていただきたいと思います。今年は、忘年会で教育委員さんと一緒にあるそ

うでございます。ここのときに、教育委員さんも、さっき横山教育委員がさっきの

副委員長をしていますので、私も友達ですので、十分にこんこんと言い聞かせたい

なと、かように思います。 

 また、今、教育長がおっしゃったように、３歳児保育がない西大路幼稚園児のみ

保護者が不利益をこうむらない、こうなるように、十分に検討を今後、そうなった

ら、服買うのやったらせめて制服分ぐらい補助しようやないか、そういうふうに思

います。そういう、不利益をこうむらんようにきちっとしていただきたいなと、こ

ういうふうに思いますし、また、早期に西大路幼稚園においても、全町全部が３歳

児保育が実施されると、こういうことを切に望みまして、平成27年の一般質問を終

えさせていただくことといたします。若干まだ時間余りました。 

議長（杉浦和人君） 次に、１番、堀江和博君の質問に入りますが、もし、午後の

会議の日程もございますので、会議を続行しますが、用を足される方、随時また足

されていただいても結構かと思いますので、このまま会議を続けさせていただきま

すのでよろしくお願いいたします。 

 それでは、１番、堀江和博君。 

１番（堀江和博君） 皆様、おはようございます。それでは質問をさせていただき

たいと思います。早速入らせていただきます。 

 まず１点目でありますが、学校教育現場における教師の現状についてお伺いをさ

せていただきます。先ほど、蒲生議員からは保育に関した質問でありましたが、私

の方は大きく日野町全体の教育、そして教師の現状について質問をさせていただき

ます。 

 先月11月14日に日野中学校、そして、16日には桜谷小学校におきまして公開授業

が行われまして、私も参加をさせていただきました。まず、実施いただきました教

育長初め、関係各位の皆様に感謝を申し上げさせていただきます。私も日野中を卒

業しましてかれこれ16年、桜谷小学校は卒業して20年となります。やはり10年、20
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年たちますと、学校も私の時代よりも、皆様と比べるともう大きく変わっていると

思いますけれども、私自身、まだ若い自分にとっても大きく変わったなと、改めて

しみじみ感じさせていただきました。もちろん校舎がきれいになったのは当然であ

るんですけれども、授業も今回はＩＣＴ、インターネットを使ったり、またタブレ

ットを用いたりとか、そういった本当に今の授業でありまして、先生も一方的に、

私の時代もずっと教科書を読んでいる先生ばっかりだったんですけれども、今はや

っぱり生徒とのコミュニケーションも大切にされた授業も工夫をされて、本当に先

生も頑張ってくださっているんだなということを、授業も聞かせていただいて、改

めて感じた次第であります。 

 もちろん、やはり私たちの時代よりも生徒数は尐なくなったなとも思ったんです

けれども、一番改めて感じたのは、先生がみんな若いなというのを一番実感いたし

ました。皆様も同じ見解だと思うんですけれども、学校の先生といえば年齢もそこ

そこいっていらして、そして一種の威厳といいますか、そういうものを持ち合わせ

ている、そんなイメージで、私も先生というものはそういうものだろうと思ってお

ったんですが、教壇に立たれている先生が私と同年代か、それか、自分よりも下の

20代の先生も出て教鞭をとっていらして、本当に若いなと思いました。 

 いろいろ調べ物もさせていただきますと、団塊の世代の先生方がやはり一気に退

職をされて、若い先生方がここ近年、どっと入ってこられたと。その中間の30代後

半から40代ぐらいのちょうどいい具合の先生方がなかなか尐ないというのが日本全

体の教育の現状であるというふうに、一般的に言われていると思います。自分より

も若い先生方が、やはり結構教育現場で大変ですので、困難な状態に陥るのは普通

に考えて多くあり得ることだなというのを改めて感じさせていただきました。 

 通告にも出させていただいておりますが、一般論として、今の教育現場は非常に

多くの課題に直面していると言われております。学級崩壊やＡＤＨＤなど、軽度の

発達障害のお子さんもやはり一般的に増えていると言われていますし、また、なか

なか言うことを聞かない子どもたちとか、教師に対しての暴力であったりとか、そ

ういった話もニュース等でもよく聞かれます。これは一部の保護者でありますけれ

ども、いわゆるモンスターペアレントという言葉も、最近、ニュースとかドラマと

かでもよく出てくるようになりました。そして、やはり先生方が若いということも

ありまして、同僚とか上司とかの関係性、問題を共有するというのも薄くなってい

る時代であるというふうに言われていると思います。ただ、やはり大津のいじめの

問題等もありましたけれども、いじめとか体罰等が発生すると、必ず論調は、責任

はあるんですけれども、先生の方に100パーセントに近く向いてくるとは思います。

マスコミの一面的な報道等も加速する時代となりました。 

 そういった中で、やはり精神的にすごくダメージを受ける先生が増えて、これは
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文科省の調査ではありますけれども、今や教師という仕事は、一般の会社員と比較

し、2.5倍鬱病になりやすい仕事とも言われているわけであります。もちろん、一

部教師が引き起こす不祥事等というのは、依然後を絶ちません。ですが、私も友人

に先生はおりますし、親戚も先生をやっておったりするわけですので、大部分の教

師の先生方は熱心な方々であると思います。教育問題はよく子どもの視点から議論

がなされると思いますけれども、その子どもの教育にやはり直接的また間接的につ

ながってくる先生の質を上げたりとか、環境を改善する、その視点が非常に重要で

あると思います。我が日野町の教育行政においても、従来どおり子どもへの視点と

ともに、先生の視点から教育現場の改善について、日々再考していくことが重要で

あります。 

 そこで、早速ですが、２点お伺いをいたします。 

 ここ近年で、日野町の学校教育において、軽重問わず、鬱病などの精神疾患によ

る教師の休職や退職の件数や、その詳細についてお教えください。 

 ２点目です。ここ近年、日野町の学校教育におきまして、教師と児童生徒、保護

者とのトラブルの件数、またその詳細についてお教えください。 

 以上、結果的に大きな問題となっていなかったとしても、教育委員会において把

握されているものを可能な限りお教えください。 

議長（杉浦和人君） １番、堀江和博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） 堀江議員から、学校教育現場における教員の現状について、

２点ご質問いただきました。 

 まず１点目の、学校教育における教員の精神疾患による休職や退職に関する件数

についてでございますが、文部科学省の調査結果によりますと、教育職員のうち、

精神疾患による病気休職者数は高い水準にございまして、平成25年度末には全教職

員の0.55パーセントに当たる教育職員が、精神疾患による病気休職をしているとい

うようなことを聞いております。 

 また、本町におきましても、ここ数年で見てみますと、ご指摘いただいておりま

すような事例が過去に数件あったところでございますが、精神疾患による休退職の

内容につきましては、プライバシーにも係る内容であることから、個別の詳細内容

について申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。 

 学校を取り巻く情勢としましては、本当に今ほども堀江議員さんから言っていた

だきましたように、これまでにも増して配慮を要する事項が増えております。仕事

量も増加しておりまして、また学校に寄せられるニーズも多様化、複雑化してきて

いるというような状況でございますが、１人の教職員が１人で悩んで精神的に課題

を抱え込まないように、常に複数のチーム体制で、同僚としての仲間意識を持って
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いろんな課題に対することができるように、さまざまな機会を捉えて先生方には話

をしているところでございます。 

 教育委員会としましては、今後も町内の各学校の状況にアンテナを張りめぐらせ

て注意をしていき、さまざまな課題に向き合っている現場の先生方を支援していく

という姿勢を大切にしていきたいと思っているところでございます。 

 次に、２点目の、教育と児童生徒、また教員と保護者とのトラブルについてでご

ざいますが、その軽重はあるにせよ、どこの学校においても年間に数件程度はご意

見や改善を求めるというような声をいただいております。その都度、保護者さんと

十分に話し合って解決をするようにというふうに努めているわけでございます。そ

の詳細につきましては、また児童生徒、その保護者が特定されていきますことにも

配慮しまして、詳細を申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。 

 なお、ここ数年間の教職員の不祥事に係る事例はございません。 

 昨今では、さまざまな声を学校に寄せられるケースも増えてまいりました。常日

ごろ、学校現場の先生方にもお願いしておりますのは、そのようなケースを困った

親というふうにして捉えるのではなくて、困っておられる親というふうに捉えると

いうこと、また、数々の問題を起こす子どもを困った子というふうに捉えるのでは

なくて、困っている子というふうに捉えて、いろいろな児童生徒や保護者の方に寄

り添う姿勢を大事にするということと、それから保護者同士のネットワークといい

ますか、気軽に相談できる相手とか、気軽に話ができる機会をできるだけ増やす働

きかけを大切にするということを中心にお話をしているところでございます。これ

らのことを通しまして、教職員の資質向上にも努めていきたいと考えているところ

でございます。 

 さまざまな課題をよりよい方向に向けていくには、学校だけの力では十分ではな

いというふうな時代に入ってきていると思います。子どもを中心に据えて、学校と

家庭、そして地域と行政が四輪駆動となって、さまざまな課題に粘り強く対応して

いきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） まず１点目の、精神疾患の件数ということでありますが、も

ちろん私も多尐そういう話を聞いたことがある上で聞いております。ですが、いろ

いろなプライバシーの問題もありますし、過去数件であったというご回答であった

と思います。 

 ただ、ここで一番大事なことは、そういう状況の方が、過去にもですし、今も、

どこまでか分からないですけども、いらっしゃる可能性は日野町においてもあると

いうことで、それが、今後、予防や対策というのもやはり適切にやっていかないと

いけないということだと思います。 
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 先ほど教育長のご答弁の中に、「常に複数のチーム体制で諸問題に対応するよう

にして、さまざまな機会を捉えて先生方にその話をしているところです」とのご回

答がありましたが、そのあたりのシェアをしていく、課題に対して、教育上の課題

に対して１人の先生が抱え込まずにシェアをしていくということを、しっかり、例

えばルールとか決まりとしてやっておられるのかなと。今、「話をしているところ

です」という最後、語尾であったので、しっかりして下さいねぐらいで、教育長は

現場にもおられたと思いますので、上、教育委員会から、上が現場の人たちに、

「じゃ、これが大事ですからこうして下さいね」と言ったところで、本当に現場の

問題が解決するとは普通には思わないので、そこで制度化とかマニュアルとか、あ

る程度本当に本気でしっかりシステムを組んでいかないと、こういう問題はなかな

か解決しないのではないかなと思います。 

 最終的には子どもの教育に一番影響することでありますので、１点目の再質問と

しまして、具体的な予防策、再発防止策について、具体的にお教えいただきたいと

思います。 

 そして、２点目の質問に関しまして、先生と子どもと、保護者とのトラブルにつ

いてですが、大なり小なりありますということであったと思います。そういった中

で、過去に、具体的なことは申し上げないんですけれども、これもある方から直接

話を伺いまして、日野町のある学校で、ある若い先生が保護者からの要請によって

おやめになったという話が過去にあったと聞いております。終わった話であります

ので、今さら具体的に掘り返すつもりはないんですけれども、その話によると、そ

の先生は、お若い先生なんですけれども、保護者さんと会ったときにろくな挨拶も

まずできなかったと。そして休日の休みの日に、何と、僕もびっくりしたんですが、

自分の生徒の家に遊びに行くと。休日に、先生が休日のときに、生徒も休日ですの

で、その休日に自分の教え子の、今いる教え子のところに遊びに行くと。一緒にゲ

ームをしたりと。そんな先生が現にいらっしゃったらしいです。授業の質も、聞く

ところによると低かったので、非常に問題になったと。先生というよりか、もう連

れのお兄ちゃんみたいな、同級生のお兄ちゃんみたいな、そんな先生がいらっしゃ

ったとの話を聞きました。僕は直接それをもちろん見ておりませんし、あくまで伝

聞でありますので、そのまま全てが本当かどうかは確かめようもないんですけれど

も、ただ、その方がおっしゃるにそうであったと。それゆえに、その先生は保護者

さんからの要請によって辞めさせられるというか、異動なのか、させられるという

話が現に過去にあったと聞いております。ちなみに、その先生は、もう今は先生を

やっていないらしいです。 

 私が危機感を持ちますのは、短期間でそのように異動ないし、させられるような

先生が、この日野町内の学校にいて教鞭をとられていたわけであります。とられて
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いたわけです。それを未然に防ぐことができなかったのか。また、そういったちょ

っと素質を疑うというか、そんな先生への教育ができていなかったのか、その点に

非常に、また同じことが起こってしまったら問題だと思いますので、不安を感じた

わけであります。 

 そこで、再質問としまして、まずどういった基準でそういった新しく来られる先

生を採用されているのか。もちろん県とのやりとりがあるかと思うんですけれども、

その基準についてまずお伺いしたいのと、先ほど教育長のご答弁で、「教職員の資

質向上に努めている」と申されましたが、いかにしてそういった、特に若い先生の

資質向上に努めていらっしゃるのかお伺いをいたします。そして、それに付随して、

質のいい教員を採用確保することが非常に大事だと思います。先ほどの例の先生と

いうのは、そのとおりであれば質の悪い先生を採用したということであります。県

内で先生の取り合いということがあるかと思うんですけれども、それについて、今

宿教育長は町外の学校にもお勤めであったと思いますし、お顔が広くいらっしゃる

と思います。そういった質のいい教師を本当に一生懸命この日野町で確保していた

だくということの見解についてお伺いをいたしたいと思います。 

 以上４点でございます。まず、精神疾患についての再発防止策、２点目が教職員

の採用の基準について、３点目が教職員の資質向上の具体的な内容、そして最後が

質のいい教師の確保について、明解なご答弁をお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（今宿綾子君） 再質問についてでございますが、まず、いわゆる具体につ

いてお尋ねをいただいたと思いますが、教職員のはじめに組織でございますが、ち

ょうどアルファベットのＭの字を思い浮かべていただきましたら分かると思います

が、50代の教職員、それから若い、経験がもう３年未満の教職員の２つの山ができ

ております。そしてまた大量退職時代に入りまして、いわゆる若い層がずっと増え

ていくということが滋賀県の教職員の今後の年齢層、年代層でございますので、私

たちのベテランと言われる教職員は、若い教職員を育てるということもいわゆる職

務の１つに入っているということを考えて日々取り組んでほしいということを、ず

っと言わせていただいているところでございます。 

 さまざまな事例に対してどう対応していくのかということにつきまして、やはり

若い教職員は経験が尐ないですので、そういった対応とかについてのノウハウとか

については、やはりベテランの教職員がたくさん持っておりますので、そうした中

の若手とそれからベテランの組織で、いわゆる複数体制でいろんなことに、学校の

中にいろんな校務分掌というのがございまして、分担して仕事をしているわけでご

ざいますが、複数体制で仕事をして、いろんなことを伝えていくということを工夫

してしているということが１つにあります。 
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 それからいじめですとか、それから虐待ですとか、不登校といった問題を抱えた

場合には、その委員会、いじめならいじめ対策対応委員会、虐待なら虐待対策委員

会、不登校なら不登校対策委員会という委員会を、４月当初に組織の中にもうつく

っておきます。そして、何かこれはちょっとみんなで今日相談しようというという

ふうなときには、委員会がずっと集まって、ケース会議と言っているわけですが、

ケース会議を開いて対応策を考えております。 

 そしてまた、先ほどに申しましたように、学校だけでは抱えきれない場合は、チ

ーム学校というような考え方のもとで、いわゆる学校の中では担当の担任とか管理

職とか、また生徒指導、教育相談の担当者、それからまた外部におきましては、ス

クールカウンセラーとかスクールソーシャルワーカーの専門的な方、そしてまた福

祉関係の方、児童相談所といった、虐待とかのケースについてはですね、そういっ

た外部の方が一緒になってケースについての協議をして、この方向で誰が何をする

というようなところも細かく決めて、そして実践をまた学校の担任が目の前の子ど

もたちに対応していくというようなことで、詳しく手順を決めてそういったことに

取り組んでいるというのが具体でございます。 

 それから、採用の基準についてですけれども、いわゆる県費教職員につきまして

は、県の教職員課の方で、いわゆる退職者を見込んでかなりの多くの採用になるわ

けですけれども、されています。それから、さらに講師の先生も来て下さいますし、

そうしたことにつきましては、いわゆるこれからが人事の季節になりますけれども、

本当にできるだけよりよい先生方に日野町に入っていただくということで、最大努

力をしたいと思っております。いわゆる教師の力というのは授業の力、授業力もで

すし、それから人としての人間力もありますので、そういった総合的な力というも

のを、まずはでも学校の中で育てていくというような観点が必要かなというふうに

思っております。 

 それから、教師の資質向上についてですけれども、このことにつきましては、詳

しい内容と数字等は参事の方から報告させていただきたいと思っておりますが、い

わゆるステージ研修といいまして、初任のときの研修、それからまた５年終わった

とき、10年終わったときというふうに研修のある時期を決めまして、それぞれのス

テージに合わせた内容について研修をしているというようなところでございます。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課参事。 

学校教育課参事（安田寛次君） 堀江議員から再質問いただきました。教育長の方

から答弁があったわけですけども、何点かお話しをさせていただきます。 

 学校の、私も含めてなんですけども、学校の教員というのは、子どもたちの人生

にとって非常に大きな影響を与えるというふうな、最大の私は環境ではないかなと

いうふうに感じています。いつも先生方にお話をしているのは４つあります。１つ
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は、しっかりとした使命感を持ってほしい。ミッションという話です。２つ目が、

教育に対する情熱を持ってほしい。パッションを持ってほしい。３つ目が、教育は

専門性が要求されますので、スペシャリティーであってほしい。そして今、教育長

の方からありました、４つ目が、しっかりとした人間性、ヒューマニティーを持っ

てほしいというふうなお話をいつも先生方にしています。 

 その中でも、特に学校の教員というのは人と接するというふうなことが非常に多

い職業でございますので、人間関係のプロフェッショナルであってほしいというふ

うなことを感じています。全然知らない人であっても短時間のうちに心を通い合う

というふうな、そういう関係づくりが上手な人であってほしいなというふうなこと

を感じるんですが、人間関係を取り結ぶ中でいろんな課題も生まれているというふ

うなことで、先ほど議員の方からお話があったところでございます。 

 そうしたところで、４つ、お話があるんですが、１つが、教師自身が自己肯定感

を持って仕事に臨んでほしいと。自尊感情が高い先生方であってほしいなというの

が１つ目です。２つ目は、先ほどチームで支援という話がありましたが、ほかの先

生に助けを求める、そういうふうなことが気軽に言い合える、そんな職場集団であ

ってほしいなということ。３つ目が、自分のメンタルヘルスも含めて、セルフケア

がしっかりとできるかどうかというのが３つ目かなというふうに思います。４つ目

が、１人で悩みを抱えずに周囲に助けを求めて、その助けに対して周りの者が支援

をしていくというふうな、そういう職場集団であってほしいなというふうなことで

いつも思うんですが、再発防止ということとかかわって、これまでに管理職も含め

て、学校の方に配信をさせていただいたチェックポイントというのがあります。 

 １つは、前段の精神疾患にかかわるメンタルヘルスの保持に向けて、具体的にど

んなふうな指導をしたのかということで紹介をさせていただきます。可能な限り、

１日１回は教職員全員に声をかけてほしい。管理職になる立場の者、同じ学年集団

の中で、できるだけ声かけをしてほしい。２つ目が、相手の性格に配慮して声かけ

をしてほしい。３つ目が、表情や健康状況に気を配り、気になる場合は声をかけて

いるかどうかというふうなことを含め、チェックポイントを設けて先生方に声かけ

をしてもらっているというのが１つです。 

 その中で、メンタルの関係で、先ほど文科省の方から数値がありましたけれども、

特に気をつけなければならないのは、私どもも含めてそうなんですが、異動をして

１年から２年目にある先生方、職員の方、あるいは臨時講師の方、そういった方々

には細心の配慮をしなければならないというふうに感じています。現状、文科省の

調査でも、精神疾患に陥っている方々の中で、48.3パーセントの方が異動して１年

目から２年目の方がそういった状況になっているというふうなことを聞きますので、

特に配慮が必要だなというふうなことを感じています。そういう意味で、観察をし
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っかりとしてほしい、しっかり声かけをしてほしいというようなことをお話しをし

ています。 

 それから、児童生徒、保護者に対しての対応に関してというところの再発防止な

んですけれども、先ほどからも複数対応でというようなこともあった中で話があっ

たんですが、情報の共有をできるだけ学校全体でしていこう、チーム全体でしてい

こうというのが１つと、具体的な指導方針だとか方法をみんなで共有していこう、

さらには、速やかに報告をして、トラブルが大きくならないうちに初期対応を大事

にしていこうというふうなことで対応しているところでございます。教育長の方か

らありましたとおり、若い先生の率が増えてまいりました。若い先生、人間関係で

いろいろとトラブっているというふうなことがあってはなりませんので、チームで

支えをしていきたいというふうなことを感じています。 

 先ほど、ある学校の話が出ましたけれども、現の採用については、本年度も初任

の先生が小学校で222名の採用でございます。222名では、残念ながら滋賀県の欠員

がすべて埋まらないというふうな状況にあります。埋まらないところについては各

学校の方で臨時講師をお願いして、臨時講師で来ていただいているというふうな状

況が日野町内においてもございます。その採用も含めて、市町の教育委員会あるい

は学校とが連携をして、先生方を願いしていくというふうになるんですけれども、

そういった方々については、先ほどステージ研修の話がありましたが、正員につい

てはそういった研修が行われているんですけども、臨時講師の先生についてはそう

いった点が手薄になっているというふうなことがありますので、異動した１年目、

２年目の先生でございますので、手厚くしっかりと配慮をして、先生方と一緒に取

り組んでいき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） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） 具体的なところもご紹介いただきまして、すごく理解をさせ

ていただきました。特にそこの講師のところが、多分その質を担保するというとこ

ろで、非常に課題だというふうにおっしゃられた部分が、その先生はもう、講師だ

ったのかもしれないですし、そこまでは細かくは聞いていないですけれども、しっ

かりお取り組みいただければと思います。 

 そこで、ちょっとお話、メンタルヘルスのところで再々問なんですが、出てくる

かなと思ったんですけれども、１点だけなんですが、精神疾患についてのケアなん

ですけれども、ご存じだと思うんですが、今年の６月25日に公布をされました改正

労働安全衛生法に基づいて、ちょっとニュースにもなりましたけれども、ストレス

チェック制度というのが今月の12月１日から施行をされました。労働者が50人以上

いる事業所では、この12月からこのストレスチェックを毎年１回やれと、そういう

義務づけがなされたわけであります。これは民間だけではなくて、私立、公立を問
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わず、学校の職員についても実施対象であるとのことであります。来年、この12月

から来年１年のこの１年間の間で、どこかで先生方に対してこのチェックを実施し

ないといけないというわけであるかと思いますが、その取り組みの準備といいます

か、その現状についてお教えください。 

 また、この関連で、これは地方公務員、自治体の職員さんも対象となっておりま

す。町職員さんに対するストレスチェック制度についての取り組みも、あわせて現

状をお教えいただければと思います。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課参事。 

学校教育課参事（安田寛次君） 再々問いただきました。 

 労働安全衛生法の改正に伴って、平成27年の12月から50人以上の職場でストレス

チェックの実施義務が発生したというふうなことになります。日野町内の学校につ

いては、50人以上というところについては該当はないんですけれども、県の方から

積極的に実施していこうというふうな指示が来ているところでございます。具体的

には、「あなたの仕事を進める上でどのような状況ですか」というふうな仕事の内

容、最近１ヵ月の状況、周りの方々のことについて、さらには仕事の満足度等々を

含めて、全て57項目のチェックリストがありまして、そのチェックを来年度から実

施していくというふうなことになります。教職員自身のストレスへの、自分自身が

ストレスへの気づきをはっきりさせるということが１つと、ストレスへの具体的な

対処の方法、対処の支援の仕方というふうなことについても目的ではないかなとい

うふうに思いますし、そういったことを職場環境全体としてどう受けとめていくの

かというふうなことについても大きな目的になってくるというふうに考えています

ので、各学校でもストレスのチェックについて実施をしていきたいというふうなこ

とを考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 関連をいたしまして、日野町役場での労働安全衛生法の

一部改正についての対応ということでご質問をいただきました。 

 議員おっしゃっていただいておりますように、精神疾患の関係の労災の認定が

年々増加しているというようなことで、こうした法改正の中にストレスチェックと

いうようなことでつけ加えられておるというようなことでございます。労働者の心

理的な負担の程度につきまして把握をするため、医師ですとか看護師による検査の

実施が事業者で義務づけをされたということでございますので、町の方といたしま

しても、現在、内部でどういうふうな対応をしていくのかという検討をしておりま

して、28年度には一定の法改正に伴う対応について実施していかなければならない

ということで、現在、準備をしておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 
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１番（堀江和博君） 要望を申し上げて終わらせていただきます。 

 ＩＣＴ教育等のタブレットなど、一瞬、時代に即して派手な側面が取り沙汰され

がちですけれども、やはりそれを運用、うまいこと使っておられるのは先生やと思

います。先生の側面から日野町の学校教育が、本当、子どもたちにとってすばらし

いものになるように、これからもご尽力いただきますようよろしくお願い申し上げ

まして、１つ目の質問を閉じさせていただきます。 

 早速、２点目の質問に移らせていただきます。 

 ２点目は、男女共同参画の取り組みについて質問させていただきます。本年の３

月にも中西議員から質問があったかと思います。男女共同参画といいますと、やは

り特に女性が質問することが多いのかなと、私個人的には思っておるんですけれど

も、やはり共同参画と言っておりますので、やはり男の視点から問題に取り組んで

いくということがさらに大事なのだろうなと私も思っております。 

 先日、同級生の夫婦が子どもを連れて家に遊びに来てくれたときがありまして、

小さい子が２人いまして、２歳と１歳の子を連れてきたんですけれども、ずっと世

話をしているのがお父さんでございまして、最近はお父さんもおむつをかえられな

いとやっていけないみたいです。もちろん経済的な側面で共働きというところもあ

るんですけれども、やはり今の女性というのは、自分の仕事を続けたいと思う女性

も数多くおられます。最終的には各家庭の方針になるかと思うんですけれども、や

はり社会全体として、今回の場合は共働きの夫婦ということを例に挙げましたけれ

ども、やはり意識と制度を同時に変えていく必要がある、そういったものであるな

と思っております。 

 男女共同参画については、歴史をたどりますと、しばしばフェミニズムの一環と

して語られることも多くあるかと思います。ただ、経緯はどうであっても、今の厳

しい経済情勢とか、育児とか介護などの状況が非常に大変になってきた現代におき

まして、男だから仕事だけしていればいいとか、女だから家庭の家事をしておけば

いいといったことを言っている、もう余裕も、現実的余裕がないのかなと思います。

そういった中で、男女共同参画が推進されるべきであると私も考えております。日

野町では、そういった男女共同参画社会づくりとして、平成26年３月にひのパート

ナープラン21の改定を行い、後期計画を策定し、取り組みを進めておられます。 

 そこで、６点お伺いをいたします。 

 ここ近年の日野町におけるＤＶ、ドメスティックバイオレンスの相談件数につい

てお教えください。また、ＤＶ防止の取り組み状況や成果について教えて下さい。 

 ２点目、防災に女性の視点を入れるという点において、取り組み状況や成果をお

教えください。 

 ３点目、パートナープラン21には「企業に対してワーク・ライフ・バランスの大
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切さを啓発するなどとし、男女が格差を感じることなく働ける環境づくりを進めま

す」とありますが、具体的にどういった啓発、環境づくりを行っているのか、成果

とともにお教えください。 

 ４点目、男性も女性も協力して一緒に介護を担う意識啓発について、取り組み状

況を教えて下さい。 

 ５点目、地域における女性の参画について、現状と課題をお教えください。 

 最後ですが、ひのパートナープラン活動事業補助金制度の活用状況についてお教

えください。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） ただいま、男女共同参画の取り組みについてご質問をいただ

きました。 

 まず最初に、ＤＶ相談の状況や取り組みの成果についてでございますが、ここ直

近５年間では６名の相談があり、内容によっては警察とも連携し、東近江保健所の

相談員とともに相談に当たっております。本人が自分の意思で今後について考える

ことができるよう、さまざまな支援について情報を伝えております。また、ＤＶに

関する相談があれば、いつでも応じられるようにしているところでございます。今

回の後期計画におきましては、ひのパートナープランの周知、防災に女性の視点を

入れる、ワーク・ライフ・バランスの推進とあわせてＤＶの防止、相談窓口の正し

い知識の普及に努めているところでございます。また、児童がいる家庭におけるＤ

Ｖは、児童虐待の中で12人の子どもに対して心理的虐待として対応をいたしており

ます。子どもの安全を第一に、児童相談所をはじめとする関係機関と連携して対応

をしているところでございます。 

 次に、女性の視点での防災の取り組み状況や成果についてでございますが、防災

対策の中には、女性の特性や事情に即したきめ細やかな対応を求められるものもご

ざいます。対策を講じるにあたって、女性の視点に立った検討を進める必要がある

物ものと考えております。そうしたことから、平成26年度に修正いたしました地域

防災計画には、避難所の運営に女性の参画を推進するとともに、女性の視点に立っ

た避難所運営や備蓄物資など、女性のニーズへの配慮を反映したところでございま

す。また、女性の視点を生かした防災対策を進めるためには防災リーダーの育成が

必要でありますことから、昨年度から取り組んでおります町の防災リーダーとして

の防災士にも、現在９名中３名の女性が防災士の資格を取得いただき、住民の防災

意識の普及啓発等にご尽力いただいております。本年２月には女性防災士が中心と

なり、日野町パートナープラン事業の活動として、西大路地区で地域内の各種団体

代表者による避難所運営の研修に取り組まれ、男女共同参画の視点を踏まえた防災

への意識を高められたところでございます。 
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 育児や介護の負担は仕事を継続する上で大きな課題となっており、仕事と家庭を

両立していくためには、男女が共に家庭責任を担っていくことが必要でございます。

こうしたことから、企業に対し、家事、育児、介護は男女が共に担うべきであると

いう意識を浸透させることが非常に重要となっております。昨年度、企業経営者お

よび人事担当者を対象に実施した労働講座、人権学習会では、ワーク・ライフ・バ

ランスの専門講師を招き、その意味や内容、意義等について講演をいただきました。

また、毎年実施しております企業訪問時におきましても、ワーク・ライフ・バラン

スの重要性や社内研修等を実施いただけるようお願いしたところでございます。さ

らに男女雇用機会均等法により、男女にかかわらず公平な採用、昇進等、仕事の能

力で評価が行われるよう啓発もいたしました。今後も引き続きワーク・ライフ・バ

ランスの大切さや、男女が格差を感じることなく働けるよう、人権学習会や企業訪

問時の場面で、企業に対し、協力依頼を行ってまいりたいと考えております。 

 次に、男女が協働して介護を担う意識啓発の取り組み状況についてでございます

が、現状においては要介護者の妻、子の妻、娘など、女性が介護を担っていること

が多いと考えられております。町では、ひのパートナーシッププラン21において、

介護の負担が特定の人に偏ることなく、男女が共に介護への参画を促進していくた

め、若いときから介護について考え、体験していく機会を提供する取り組みを行う

ことを具体的施策としており、高齢者の理解、認知症に対する正しい認識などを深

めるために、中学校３年生を対象とした講演会を実施しております。また、町社会

福祉協議会では、夏休み期間中に施設訪問などの体験をするボランティア講座を毎

年開催しているところでございます。このほか、小中学校や幼稚園、保育所におい

ても、施設訪問などを通じて利用者の様子などを見て感じることで、思いやりある

豊かな心を育てる福祉教育推進に取り組んでおります。今後においては、介護予防

などの啓発を中心に取り組んでいる出前講座などにおいても、男女が共に担う介護

の啓発に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、地域における女性の参画についてでございますが、現在、女性の区長はお

られませんが、自治会役員には女性を含めて選出されている自治会もあると聞いて

おります、男性、女性に限定することなく、地域の一員としてそれぞれが責任を持

って地域の活動にかかわることが大事であり、地域の女性参画を促すためには家庭

での男女共同参画も同時に促す必要があります。仕事と家庭、地域での生活を両立

していくためには、男女がともに家庭責任を担うとともに、社会全体で支えていく

ことが必要でございます。町では、仕事、家庭、地域や健康、趣味など、自分の希

望するバランスで充実した生活が送れるよう、ワーク・ライフ・バランスを推進し

ておるところでございます。 

 次に、日野町パートナープラン活動事業補助金でございますが、これまで６つの
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団体が活用されました。活動内容は、自治会内の男女共同参画に関する意識調査と、

その結果をもとにした講演会の開催、畑のとれたて野菜を使った男女共同参画料理

教室の開催など、さまざまでございます。今年度は西大路地区のグループ、ユース

な西大路が２年目に取り組まれております。昨年度に引き続き、男女共同参画の視

点を盛り込んだ地域防災の学習を予定されているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） 細かい現状について理解をさせていただきました。 

 １点だけ再質問をさせていただきます。 

 ご答弁の中で、企業への啓発について、「企業に対し家事、育児、介護は男女が

共に担うべきという意識を浸透させることが重要となっています」とお答えいただ

きまして、各種講演会とか企業訪問時のお伝えというふうに対応されていらっしゃ

ると思います。ただ、やはり企業の方々からすると、では、日野町役場においてそ

ういうことをやってんのかいなと。男女共同参画の取り組み、ワーク・ライフ・バ

ランスをしっかり推進しているのかというふうに疑問を思うのかなと思います。 

 そこで、１点、お伺いをさせていただきます。 

 日野町役場において、男女共同参画に関する具体的な取り組みをお教えください。

例えば役場内での共同参画に対しての職員さんでの勉強会をやっているとか、また

女性の育休はもちろんですけども、男性職員の育休、また女性を幹部に採用すると、

など、具体的に男女共同参画の役場内での取り組みをお教えいただきたいと思いま

す。今年８月に女性活躍推進法が成立して、来年４月から、300人より多い従業員

を抱える企業に対して、さまざまな義務化がなされたかと思います。地方自治体に

対しては努力義務ではあるんですけれども、この活躍推進法に対しての対応につい

てもお教えをいただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（池内俊宏君） 男女共同参画にかかわりましての、日野町での町の職員

に対しての取り組みということで再質問を頂戴いたしました。 

 今の、具体的にたくさんの事例のもとに、どういうことをされているのかという

ご質問をいただいたところでございますが、まずは１点目は、ただいま堀江議員の

方からもお話がございましたとおり、日野町男女共同参画行動計画、いわゆるひの

パートナープラン21というのを作成にあたりまして、日野町の各課職員が、担当課

だけではなくそれぞれのかかわります部分で担当しているということで、当然そう

いう認識のもとにこの計画ができておるということでございます。 

 そうした中で、この計画ができました際には、職員研修ということで、ちょっと

今、手元に資料はございませんが、複数回に分けて職員研修を実施して、これのパ

ートナープラン21の周知をしておるということでの研修をしておるわけでございま
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す。 

 そうした中で、個々、具体的な町の取り組みといいますのは、個別になかなかさ

せていただける部分はございませんが、管理職の登用も含めまして、今、ご意見ご

ざいましたけれども、現状の職員の中で職員の登用についても実施をしておるとい

うようなことでございますので、なかなか全体の中でやっていくという部分では、

今おっしゃっていただいているようなことが難しい部分があるかも分かりませんが、

そういう中でやっているということでございます。なお、男性、女性ということを

視野に入れての登用ということは特に意識をしてやっておるというような状況では、

今の現在のところないということでございます。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） ただいまの堀江議員さんの方からのご質問あった中

の、いわゆる企業関係と、それから日野町としての今の法に基づく努力義務の計画

等を定めるということがございますが、企業につきましては300人以上ということ

でございますので、それは所管の方を通じまして、そうした対象になるところにつ

いては啓発をさせていただいているというところでございます。あと、特に最近の

流れの中では、なかなか企業さん自体が厳しい中で、県自体も管理職をターゲット

にして、イクボスという啓発をされていまして、いわゆるワーク・ライフ・バラン

スを推進するのは、働いている中の管理者がその意識をしっかり持たないといけな

いという、かなりそこを最近は強調しております。そうしたことも踏まえまして、

町の方の計画にもそのことも踏まえて当て込んでいきたいということで、総務の方

と一緒に作成しているということを計画しております。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） もう質問はさせていただかないですけれども、やはり参画推

進にあたっては、こちらから企業さんにお願いしたりとか、地域にお願いすること

になると思いますので、もちろん議員、我々議員ももちろんそれには漏れないと思

いますし、議員とともにまた役場の皆さんで、女性も大変有能やと思いますし、も

ちろん男性も変わらず有能やと思いますので、いい意味での垣根がない取り組みを

していくべきやと思います。皆様ご存じやと思いますけれども、日野には「関東後

家」という言葉があると思いますので、男は外で仕事をしてきて、女性は家をしっ

かり守るという、やっぱり雰囲気はどうしても、特に上の世代になると残ってくる

と思うんですけれども、やはりそういった意識とまた制度を同時にうまいこと計画

も、今、つくってくださっているということですので、お取り組みいただきますよ

うよろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） ここで昼食のため、暫時休憩いたします。再開は、13時から

再開いたします。よろしくお願いいたします。 
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－休憩 １２時００分－ 

－再開 １２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。 

 ２番、後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） ２番、後藤勇樹です。よろしくお願いいたします。 

 まず、一般質問に入らせていただきます前に、まず今年の６月議会にて取り上げ

させていただきました獣害対策への対応に対して、10月に鳥层平に最新型の囲いわ

なを設置していただきましたこと、本当にありがとうございます。今後はこの設備

を活用いたしまして、地域一体となって、しっかりと獣害対策に取り組んでまいり

たいと思います。 

 それでは質問に入らせていただきますが、今回は空き家対策と休耕田・耕作放棄

地の活用についてという話題と、それからＴＰＰに関連した話題の項目の２つを取

り上げさせていただきます。２つとも１問１答方式でお願いいたします。 

 まず、１つ目ですけれども、日野町の行政では比較的早期から空き家バンクに取

り組んでおられ、インターネットでも物件の情報が公開されるなど、企画振興課さ

んを中心に定住対策に取り組んでおられることは、大いに評価されることであると

思います。私も家族とともに、平成23年の暮れに、日野町のホームページ上に公開

された空き家バンクの情報をきっかけに、この町に移住してまいりました。この５

年間で二十数家族、七十数人が、私と同様、町の空き家バンクを通じて移住してこ

られたと聞いております。 

 現在、日野町に移住を希望しておられる方はまだたくさんいらっしゃるようです

が、現在のところ、空き家バンクに登録してある物件の数が全く足りておらず、そ

のような移住の希望がかなえられていないのが現状であるとも聞いております。人

口減尐が叫ばれる昨今、私ども議会でも人口減尐対策特別委員会を立ち上げ、この

問題への調査研究を進めている中、これはとてももったいないことであるとも思い

ます。空き家の数自体はたくさんありますので、現在、議会の奥平議員をはじめ、

業者さんによる空き家の実態調査も始まりましたが、町としてこのような積極的な

取り組みにより、尐しでも空き家バンクへの登録物件数が増え、移住希望者の期待

に応えることができるよう、私も願っております。 

 また、今年の６月議会にて、一般質問や、私が所属しております産業建設常任委

員会などにて私が取り上げさせていただいた、移住者の移住後の地域における交流

や生活上の諸問題への支援についても、日野町くらし安心ひとづくり総合戦略の中

において、空き家を活用した定住促進として、空き家情報登録制度の周知を図り、

定住に結びつけていくため、移住された方に対して町の支援だけでなく、地元自治
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会と連携した取り組みを推進しますとの施策を早速盛り込んでいただき、こちらも

移住者の立場から、ありがたいことと感謝申し上げたいと思います。 

 このように、藤澤町長をはじめ、行政の皆さんの取り組みに対して大いに評価さ

せていただいている一方で、この空き家バンクについては、移住後に物件の状態や

物件管理者との契約などでトラブルが起きているケースがあることも聞いておりま

す。町として、空き家バンクの情報カードに記載された情報や、町から移住希望者

に伝えられた情報には十分に責任を持っていただき、物件の所有者、管理者からの

申告の真偽をしっかり確認していただくなどの慎重さと、町のホームページにせよ、

企画振興課の窓口にせよ、そこから発信された情報にはしっかりとした責任を持っ

て最後まで面倒を見るという姿勢をお願いしたいと思います。 

 また、この空き家を活用した定住促進と関連して、私が今回取り上げるもう１つ

の問題は農地の問題であります。周知のとおり、日野町では農家さんの高齢化や後

継者の不足などから、農業そのものの存続が既に危機的状況にあると言えます。私

が暮らす鳥层平や東桜谷の地域でも、現在、耕作放棄地が日増しに増えてきており、

数年内に離農を余儀なくされている方もたくさんいらっしゃいます。日野町の周辺

部では、多くの圃場が中山間地域に属しており、たとえ中間管理機構を通して農地

を提供しようと思っても、なかなか難しいというのが現実です。 

 そのような中、私の息子などは、新規就農して、尐しでも耕作放棄地が減らして

いけるよう頑張ると言っておりますが、実際のところ、そのような新規就農者があ

らわれてくれるのは非常にまれなことと言え、全ての地区でそれを期待することは

難しいでしょう。とは言うものの、誰かにどうにかして農地を利用し続けてもらわ

なければ、このままでは放棄地が増えていく一方です。 

 藤澤町長もよく口にされる言葉に、田園回帰という言葉があります。都会で暮ら

してきた人たちが、複雑な社会形態や人間関係などに疲れ、癒しを求めて田舎へ移

住計画されたり、自分で米や野菜などの農作物を収穫し、それらの自給を目指す目

的で移住を計画される方々などです。私も移住者の１人として、このような田園回

帰を目指す方の心情はよく分かります。そのような田園回帰を目指す方々は、空き

家バンクや不動産屋さんで物件を探す際、敷地内に畑として利用できる土地がある

かどうか、また敷地内になくても、近くに利用させてもらえる畑や田んぼがあるか

どうかを１つの指針にしております。 

 移住してある程度地域になじみ、仲のよいご近所さんができたりすると、その

方々に畑や田んぼを紹介してもらうことはできます。ですが、多くの移住希望者は

近くに余っている田畑があることも知りませんし、また、田畑というもの自体が貸

してもらえるものであるということすら知りません。実際、私も知りませんでした

ので、最初から敷地内に畑がある物件に絞って探しておりました。最近、新規就農
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の方を増やすための補助や助成制度がつくられておりますが、このような田園回帰

を目指してきて移住してきた方々が、最初から新規就農として認められるだけの規

模の農業を営むことは、現実的に見て不可能に近いと思います。初めは家庭菜園の

範囲で農作業を楽しみ、その後、尐しずつでも範囲を広げて、やがて新規就農を目

指すというのが自然な流れと思います。 

 そこで、空き家対策と休耕田・耕作放棄地の問題について、幾つか質問をさせて

いただきたいと思います。 

 まず１つ目ですが、空き家対策についてですが、外観上きれいに見える物件が空

き家バンクに登録されており、町が発行する空き家情報カードにも修理の必要なし

と記載されていても、実際に入层すると雤漏りや腐食がひどかったとか、また売買

について、地域の相場とかけ離れた法外な金額を提示されたなどのトラブルを耳に

することがあります。定住を目指し、また町からも定住を勧められて移住してきた

家族にとっては、これらの問題は家族全員の人生を左右する問題にもなりかねませ

ん。 

 そこで、これらの問題を避けるためにも、従来型の空き家バンクに加えて、空き

家を定期借家権により町が借り受け、公費で改修した上で移住希望者に貸し出し、

賃料で改修費を補塡するという空き家リニューアルを事業化されている自治体があ

ります。日野町でもこの空き家リニューアルに取り組むことはできないでしょうか。

ご答弁お願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ２番、後藤勇樹君の質問に対する町長の答弁を求めます。 

 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） ただいまの後藤議員の方から、公費の方で改修して、

それを貸し出してという形でご提案をいただいたところでございます。 

 空き家を町が借り受けて、公費で改修するという部分で、空き家物件によっては

改修費がかなり高額になるという問題が１つあるのと、なかなか合致するような物

件というのがなかなか難しいというのも言われております。特に、後、町が管理す

るということになってきますと、町営住宅ではないですけども、そういうような形

の部分が果たしていいのかどうかということも含めて、いろいろな課題があるとい

うところでございます。ただ、実際に先例の自治体がございますので、その辺につ

きましても、聞き取りもさせていただきながら研究することは大事だというふうに

も考えております。現在、町では日野町の空き家情報登録制度でございますけれど

も、それに登録されている空き家の改修につきましては助成制度を設けようという

ことで、今現在、検討している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） それでは、再質問させていただきます。 
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 空き家物件によっては改修費が高額で、収支が合わないことがあると、そういう

ことでありますけれども、私もそういうたくさんお金をかけないと直らないような

物件については想定はしていないわけなんですけれども、直前まで住人の方がお住

まいになっていらっしゃって、場合によってはお亡くなりになるとか、息子さんの

ところに行かれたりして、今までちゃんときれいに保たれていたところが突然空き

家になっちゃってもったいないなというような物件を、私たちも目にすることがよ

くあります。こういった物件などでも、地域と連携をとっていただいて、そういう

物件が出たという時点ですぐに、例えば空き家リニューアルの制度みたいなものを

登録していただいたら、比較的、大分壊れてしまってからじゃなくて、修繕費も安

い、あるいはかからない状態からで、こういうのがうまく循環していけば、常に新

しい空き家が発生することを未然に防いでいけるんじゃないかと思うわけなんです

けれども、その辺はいかがでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） ただいまご質問いただきました件でございますが、

確かに早いに越したことないので、できるだけ町としてもそのような形で行きたい

と思っています。ただ、公費をかけてということになってまいりますと、なかなか

そこの部分をクリアするのが非常に難しいかなと、今、考えています。先ほども申

しましたように、先例の中でそれを実際にされておられるところもございますし、

貸すという形で、例えば300万という上限を設ける中で、300万以下であれば、一定、

その対象にしようやないかと、こうしたとした場合に、それを何年間で分割でとい

う形で、賃借料の形でそれを償還いただくという形になるのかなというふうに思う

んですが、じゃ、それを何年という形で、それを契約違反したら、次、町営住宅の

ように次を募集したりなんかするのかと、その辺の細かいところがございまして、

私どもとしましてはしっかり研究をして、実際に、先ほどおっしゃいましたように、

町の方でも、こちらの情報と来ていただく方と、実際に入ったときに相違があると

いうことはできるだけないような形で、今現在は登録物件を確認するときには建築

組合の方にも同行いただくとか、そういうような形もだんだんと取り入れながら、

そのトラブルをできるだけ減らすようにというふうに考えております。ご提案いた

だきました公費の部分につきましては、もう尐し研究を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） 後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） ご存じと思いますけど、島根県の海士町さん、議会でもこの

２月ぐらいにちょっと視察に行かせていただこうかという話になっていたようです

けれども、冬季のフェリーの運行などの予定もあったりして流れてしまいましたけ

れども、そういったところでも既に取り組んでおられまして、町営住宅を新たに新
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設して住みやすい条件を提示したりして、それとあわせてこの空き家リニューアル

でよい結果も得られているようですので、ぜひ空き家バンクに登録されている物件

の改修の補助金創設という話もあるみたいですけれども、こういうものとあわせて、

今、おっしゃられたように研究検討していただけたらと思います。よろしくお願い

いたします。 

 次に、２つ目の質問ですけれども、先ほどお話ししましたとおり、日野町におい

ても耕作放棄地や休耕田が日増しに増えているのが現状です。そこで、これらを町

が借り受けて、畑などに利用できるようにきちんと整備した上で、空き家バンクな

らファームバンクを創設し、小規模に区切って家庭菜園用に貸し出したり、また空

き家バンクと組み合わせて、セットにして移住希望者に紹介するとか、また他の市

町の方でも家庭菜園用の農地だけを借りることができるようなシステムをつくるこ

とはできませんでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（門坂俊男君） 耕作放棄地や休耕田の貸し出し等についてですが、現在

のところ、耕作放棄地などを町が借り受けて、畑地などに整備して貸し出すことは

難しいと考えております。農地を貸農園として活用したい農家と、家庭菜園などを

したい方の橋渡しはできるような取り組みを進めていきたいと考えておりまして、

空き家バンクの利用の方につきましても、農地の借用が可能というふうなことで、

日野町内に既に住んでおられて、社宅等に入っておられるとか、持ち家があるけれ

ども農地はないよというふうな方が、ちょっと家庭菜園とかをしたいというふうな

ことに関する貸農園についての取り組みを研究していきたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） それでは、再質問させていただきます。 

 中間管理機構や農業組合を通して圃場を借りる場合、あくまでも農業を行う方が

借りることを前提としておりまして、趣味としての家庭菜園や、小さな農地を借り

ることは前提としていません。ですが、実際のところ、移住希望者や町内の振興団

地などにお住まいの方で、そのような小規模の農地をなりわいとしてではなく家庭

菜園として貸してほしいという方はそれなりの数いらっしゃると思いますし、私ど

もも移住者ですので、移住者の集まりなどに顔を出すと、実際、そのような声もよ

くお聞きします。また、ご存じかと思いますが、湖周道路沿いにある草津の道の駅

では、家庭菜園用に小さく農地を区切って貸し出しており、こちらも人気を博して

いると聞きます。町が借り受けるという方法でなかったとしても、ファームバンク

のような制度をとり、空き農地を登録してもらい、橋渡しとか指導などをしていく

ということは可能でしょうか。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 
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農林課長（門坂俊男君） 農家さんで貸農園をというふうな話を先ほどさせていた

だきまして、農家さんによって栽培指導とか、農園として貸し出した農業者から指

導していただくことがいいかなというふうに考えております。また、菜園の指導だ

けでなく地域との触れ合いの機会ということで来ていただく方、また指導していた

だく方にも、両方が楽しくなるような事業ができたらというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） 今のご答弁は、もしかすると私が次にしようとしていた質問

に対するご答弁かもしれないとちょっと思いました。ありがとうございます。 

 農業は、この地で代々農家を営んでおられる方だけのものではありません。本気

で農業や農地の衰退を防ごうと思えば、農業を継承していく人材にももっと門戸を

広げていく必要があると思います。最初は家庭菜園からスタートしても、米づくり

や野菜づくりの楽しさを学べば、そこから新たなアイデアを持った人が新しいスタ

イルの農業を生み出していくかもしれません。その可能性を見出していくためにも、

ぜひ町が借り受けるわけじゃなくても、ファームバンクのような制度を実現してほ

しいと思います。 

 それでは、３つ目の質問に移らせていただきます。 

 先ほど、農家さんと家庭菜園をしたい方の間で橋渡しができるように進めていっ

てくださるというふうに、非常にありがたいご答弁をいただいたわけですけれども、

その際に、農家さんなどにお願いして、ご自分の得意な栽培分野でファームインス

トラクターになっていただき、農業の指導者ですね、ファームバンクから畑を借り

ておられる方への指導をしていただき、ファームバンクから農地を借りれば、いく

らかの講習料さえ支払えば、必要なときに適切な指導がプロから受けられるという

ことをメリットとして、空き家バンクやファームバンクをアピールしていくことと

いうのはできませんでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（門坂俊男君） 先ほどからも言わせていただいている、空き家利用の方

だけでなく、現在お住みの方も含めて、そういったことをしていきたいというふう

に思います。家庭菜園をされる方、先進地のところなどの話を聞きますと、もう種

をまいたら、次は収穫に来たらよいというふうな感じで農作物ができると思ってお

られる方もあるようですし、日々の水まきとか草引きとか、いろいろな作業があっ

て、何回もしんならんていうあたりも含めて、そういったことも指導もしんならん

し、どうしても来られへん方については、かわって手間もかけてあげんならんとい

うふうなこともあるかと思いますが、そういったことで農地を貸される方について

も、それなりの指導料というのか、経済的に回るようなことができればいいかなと

いうふうに思っております。 
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議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） それでは、再質問をさせていただきます。 

 農地を貸し出した農業者さんから指導をいただくことが望ましいというふうに、

１つ前の答弁でおっしゃっていただきましたけれども、私の集落でも、つい最近、

こういったことがありました。といいますのは、今まで地域の農業サークルとして、

私は鳥层平ですけれども、その農業サークルとして活動しておられた鳥层平ファー

ムというものがあったんですけれども、諸事情により、今年度で解散をすることに

なってしまいました。この農業サークルでは、集落内の地主さんからサークルが農

地を借り受け、その借用地にて農業活動をしておられたわけです。今回、このサー

クルが解散したことにより、今まで貸し出していた農地が、大量に各地主さんのも

とへ返ってきてしまいました。ところが、地主さんの中には、農地は保有している

んですけれども、実際には農業はしていないと、営んでいないという方もおられま

して、このように、農地の保有者であっても農業は営んでいないというケースはほ

かにもたくさんあると思いますし、特に今後、いわゆる、この言葉が適切かどうか

分かりませんけど、小作と言われる方々が、農地を借りていらっしゃった方が現役

を引退されると、このケースはますます、今後、増えてくるものと思われます。こ

のような場合、地主さんに作物づくりを指導してもらおうと思っても無理があると

言えます。シルバー人材センターや観光協会のボランティアガイドさんのように、

派遣されて指導してくれる農業アドバイザーの制度を創設して、作物づくりが得意

な方に登録してもらい、家庭菜園をされている方が役場の窓口で、例えばですけれ

ども、今度トマトづくりに挑戦したいんだけどと申し出れば、アドバイザーの方が

品種の選定や土づくり、支柱の立て方、防虫や鳥対策に至るまでアドバイスしてく

ださる、そのようなファームインストラクターの制度を創設していただくことはで

きませんでしょうか。このような制度が整っていると、家庭菜園から始めて楽しさ

を覚えて、本格的な農業へ興味を持たれる方や、田園回帰で移住を考えている方に

とって、日野町を選択するメリットがますます増えるものと考えます。私も移住者

の１人として、そういうものがあれば間違いなくそういう町に行きたいと思うと思

います。いかがでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（門坂俊男君） シルバー等にそういう指導をしていただいてはどうかと

いうふうなことでございます。 

 採算性というふうな部分で、どれだけの面積でどれだけの方がどれぐらいの頻度

で来られて、そういう指導者の方を張りつけて、収益的に採算が合うのかどうか、

非常に、趣味にお金をかけるということで借り農地を借りて、お金もそこそこ使っ

てもいいわと思っておられる方だけじゃなくて、買うより安いかもしれないと思っ
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て家庭菜園に取り組みたいというふうな方もあるかと思いますので、観光の方でも

ボランティア、観光ボランティアさんとかに実費ぐらいでやっていただいている部

分もありますので、またそういった部分も含めて研究していかなければならないと

思いますので、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） 新規就農を増やすというのは、単に需要と供給のバランスと

か、費用対効果のような数字の上での問題だけでなく、土を触り、愛情をかけて作

物を育てるということに意義を感じてもらう、心情的な部分にも大きくかかわって

くる問題と思います。先ほどシルバーのような制度をと言ったわけで、シルバーに

登録してもらってと言ったわけではないんですけど、私、そういった方が時々指導

にお願いしたら来ていただけるというのがあれば、安心して農作業をやってみよう

と思ってこの町に来る方も増えてくると思います。ぜひ具体的に取り組んでいって

いただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、４つ目の質問なんですけれども、この質問はさっき答弁いただいた中に含

まれておりますので、割愛させていただきます。 

 そして、次に、５つ目の質問に移ります。 

 ぜひこのファームバンクを実施し、町が管理することは当面難しいにせよ、休耕

田などを所有する個人の農家さんが登録できる制度にして、家庭菜園用に、町内外

を問わず、例えば県外からも週末菜園に来ていただけるようにすることは、日野町

に愛着を持っていただける方が増加し、そこで新たな人間関係なども生まれ、将来

的には移住を考えてくださる方も増えてくると思います。 

 そこで、さらに一歩進んで、町として一定規模の圃場を借り上げ、野菜、お茶や

稲作などの作物圃場として整備し、家庭菜園ではなく、新規就農を目指す方を対象

とした研修用の農場をつくり、家庭菜園がさらに本格的な農業へとステップアップ

したい方をはじめ、町内外を問わず募集、選考を経た上で、研修生を受け入れるこ

とはできませんか。また、日野町への定住希望者などと組み合わせたシステムをつ

くり、新規就農希望者を日野町へと誘致することはできないものでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（門坂俊男君） 借り上げた農地を研修用農場とすることで、定住へ結び

つけるというご提案をいただいておりますが、町単独で耕作放棄地や休耕田などを

町が借り上げて研修施設をつくるということは難しいと考えております。ただ、農

村部への定住希望者は、農業を始めたいと希望される方も多いとは思いますので、

県や農業関係機関とも連携して、県内の農業研修先の案内や必要な情報を県などに

提供して、就農への支援をしていきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 
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２番（後藤勇樹君） 町単独では難しいので、県や農業関係機関と連携して就農支

援を行うとのことでしたが、この農業問題と日野町のような小規模な町の抱える問

題は、切っても切れない関係にあると思います。農業人口が減れば町の人口も減り、

老齢化が進み、出生率も低下し、放棄地も増えます。逆に、酪農も含めた農業人口

が多かった時代は人口も増加し、出生率も高く、放棄地問題もありませんでした。

工業用地を整備し、工場を誘致することも大切かもしれませんが、今の工場はオー

トメーション化が進んでおり、広大な敷地に働く人の数は知れており、中にはロボ

ットだけが働く無人工場も増えております。また、工場ができても従業員は町内の

人とは限りません。そのような観点からも、私たちのような地方の町は、その地域

の特色を生かし、この地でこれからもしっかりと農業や林業を中心に置いたまちづ

くりが望まれると思います。 

 町単独が無理なら、そのような研修農場の運営や、若い農業者を育てる大学校な

どを営む企業と連携をとっていくことも可能です。私は先週、大阪の梅田で行われ

た、そのような企業さんのセミナーに参加してまいりました。北海道からフィリピ

ンまで、そのような研修農場や若い農業者を育てるための教育を手がけておられ、

つい３週間ほど前もテレビで特集番組が組まれて出演されていらっしゃった企業さ

んです。セミナーの後に代表者の方や責任者の方にお会いし、日野町の現状や地域

性をお話ししましたら大変興味を持っていただくことができ、日野町への進出も含

めて大いに話が盛り上がりました。再質問はいたしませんが、ぜひこのような民間

活力も取り入れて、町とコラボレーションできる可能性も含めて、今後、研究検討

していただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、２つ目ですけれども、「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」についてお尋

ねいたします。 

 政府は、11月25日、環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）総合対策本部の会合

を開いて、総合的なＴＰＰ関連政策大綱を決定しました。ＴＰＰに対する国民の懸

念、不安の払拭に腐心し、中堅、中小企業の海外展開を後押しする新輸出大国や、

貿易、投資の国際中核拠点、農産物輸出を中心にした農政新時代といった構想を打

ち出しました。また、これらの具体的な内容は、来年の秋をめどに詰めるというこ

とです。 

 分野ごとの政策では、農産物重要５品目関連の施策を特記し、政府の言う大筋合

意で約束した国別輸入枠の新設で輸入量が増加する米については、政府備蓄米の保

管期間をこれまでの原則５年から３年程度へと短縮し、国別輸入額に相当する量を

今後は備蓄米として買い入れるそうです。ただ、米価下落に対する効果は不透明で、

農家の方々の不安解消には至っておりません。関税が削減される牛肉と豚肉につい

ては、肉用牛飼育経営安定特別対策と養豚経営安定特別対策の事業を法制化して、
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両事業による補塡率を引き上げると言っています。また、農林水産物の輸出拡大を

強く打ち出し、2020年の農林水産物・食品輸出額である１兆円の目標を前倒しする

そうです。しかし、輸出の促進は農業の再生や国民に対する食料の安定供給の保障

にはなりません。 

 中堅企業、中小企業の海外進出の後押しでは、金融機関による支援のほか、支援

対象とする企業の海外事業の拡大で、成功率60パーセントの目標を明記しておりま

す。 

 日野町は稲作農家が多く、また酪農家もおられますので、農業の面ではＴＰＰの

影響を強く受ける方が多いと推測され、その心配をしておられる方が多いと思われ

ます。 

 そこで、町長にＴＰＰおよび総合的なＴＰＰ関連政策大綱についての見解をお尋

ねいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） ただいま、ＴＰＰに関するご質問をいただきました。 

 国の方ではＴＰＰ交渉の大筋合意を受けて、総合的なＴＰＰ関連政策大綱を定め、

今年度の補正予算や来年度予算編成に反映させるというふうに言っているところで

ございます。農政新時代を提唱されていますが、ＴＰＰで大きな打撃を受ける農業

に対して具体的な対策は示されず、大筋合意の内容も明らかにはなっておりません。 

 大綱では、大量の輸入拡大を約束した米については、備蓄米対策の改善で国産に

影響をさせない、関税を大幅に引き上げる牛肉や豚肉についても、経営安定事業の

補塡率を引き上げるなど、当面の対策は打ち出されましたが、こうした対策は逆に

言えば影響の大きさを示すものではないかと、こう考えております。５項目以外の

関税撤廃品目や、当町も含め、影響の大きい中山間地の対策はまだ明らかではござ

いません。 

 農林水産省が発表いたしました2015年農業センサスの速報値によると、全国の農

業就業者人口は2010年から５年間で51万6,000人も減尐しており、地域農業の困難

さをあらわしております。農業は食料の安定供給だけでなく、農業生産により地域

の経済を支え、また農地の保全による美しい農村風景、国土保全といった重要な役

割を果たしております。今回、大綱が示されましたが、ＴＰＰ大筋合意と協定案の

情報を全面的に公開し、国民の中で活発な議論が行われ、地域農業、農村集落はど

うなるのかなど、国民の暮らし全般への影響を検証されることが必要であると、こ

のように考えております。 

 なお、日野町の農業に関する影響は、滋賀県が米の生産額への影響を18億円の減

尐と試算しており、日野町に当てはめると6,300万程度の減となるというふうにな

ります。酪農については、農林省も乳産品への影響は大きいと公表をしているとこ
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ろでございます。 

 ＴＰＰ交渉自体が秘密裏に行われてきたこと、今もそうであることから、その中

身をまずはしっかりと明らかにし、議論をする、そして対策を立てるというよりも、

そもそもＴＰＰを合意するのかどうかも含めて議論をする必要があると考えており

ます。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） 藤澤町長もＴＰＰの農業へ与える影響の大きさ、また日野町

へ与える影響の大きさを懸念していらっしゃるとのことで、農業就労者や私たちと

思いを共にしていただいているという面においては安心いたしました。 

 ただ、今、町長もおっしゃっていましたけれども、このＴＰＰの合意文書、同じ

文書であるにもかかわらず、ニュージーランドでは1,500ページにわたる文書が公

開されており、ひるがえしてこの日本では九十数ページしか公開されていないとい

う、非常にまだ明らかになっていないところがたくさんあって、調印ということに

ついては納得がいかないと思っていらっしゃる方もまだまだ多いと思いますし、私

もそう思っております。 

 今、私のご近所やおつきあいしている方の中でも、田んぼを何十町もやっていて

も利益を上げるのは難しいとおっしゃっている方がたくさんおられます。言うまで

もなく、米は私たちの主食であり、その米作りを守ることは国を守ることに等しく、

農業、とりわけ稲作農業は単なる一産業として片づけてはいけないものと思います。

このような農業をしっかりと保護し、食料の自給率を上げ、生きていくために必要

不可欠な食料を他国に依存しないことこそ、安保法制などより本当の意味での国防

であると私は認識しております。この後の質問で、東 正幸議員もＴＰＰについて

より突っ込んだ質問をされると伺っておりますので、再質問はいたしませんが、今

後、この日野町での農業を衰退させないためにも、ぜひしっかりとした農業保護の

政策を打ち出していただけるよう期待いたしております。 

議長（杉浦和人君） 次に、６番、中西佳子君。 

６番（中西佳子君） 通告書に従いまして、質問をさせていただきます。 

 まず、観光振興によるまちづくりについてお伺いいたします。 

 観光振興は、地域の自然、歴史、文化等の資源を活用することで地域の魅力を再

確認し、町内外からの交流人口を増大させ、地域の活性化を促すことにつながりま

す。また、町の特産品や工芸品等の地場産業への波及効果も期待され、地域経済を

活性化することにもつながるのではないでしょうか。よい観光地、行きたい観光地

の条件は、観光施設の整ったところや行き届いた接客サービスなどもありますが、

近年は、尐し不便な状況でも自然のままのところや、人情味のある接客、地元の人

との触れ合いなどのニーズが高くなっているように思います。 
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 先月、縁側カフェに行ってまいりました。茶畑が広がる山間の集落ですが、そこ

には自然と、昔ながらの人と人のつながりがある場所でありました。県外からのお

客さんやリピーターも増えているとお話をされていました。 

 日野町の観光事業は、観光協会をはじめ、各種関係団体の協力をいただき進めら

れておりますが、また、住民の方々にもご協力をいただいて進められているものと

思っております。本年、近江日野商人ふるさと館が開館し、伝統料理の食体験も始

まりました。日野菜のブランド化や、生産量の増加や、販路拡大も進められるもの

と考えています。総合戦略の中にも、「まちの「たから」を活かし、観光などで

「人と人」の出会いの機会をつくり、日野の魅力を伝えることで交流から移住・定

住に結び付く、魅力あるまちをめざします」としています。住民意識調査では、日

野の宝と思うものはとの問いに、豊かな美しい自然環境、日野祭、伝統行事、文化、

町民の人柄などを多くの人が挙げられ、名産品として、日野菜を一番多く挙げられ

ています。日野の宝を生かし、町の活性化の取り組みを何点かお伺いします。 

 １点目は、魅力ある町に向けて、観光振興策をどのように推進されるのかを伺い

ます。 

 ２点目は、近年は海外からの観光者が増えていると聞きます。町の海外からの観

光客に対しての取り組みを、またお考えを伺います。 

 ３点目は、日野の宝、日野菜は、学校では給食食材や日野菜の栽培などに取り組

まれています。日野小学校では、毎年、日野菜漬けを習われ、今年は３年生が習わ

れたと聞いております。子どもたちにとって、日野菜は身近な野菜となっているの

ではないでしょうか。日野菜の生産拡大加工などが進められますが、販路拡大も進

めていかなければならないと考えます。他町から来られた方は、日野菜の看板は目

にするが、どこに売られているのか分からないという声を聞きます。また、日野に

は日野椀や木工、陶芸など、工芸品もあります。日野菜をはじめ、地域の特色ある

食材や工芸品など、販路の拡大や情報発信は不可欠です。日野の産物を知って交流

の場となり、地元野菜や工芸品の販売や、情報発信の拠点となる道の駅設置を考え

てはどうかと思います。以前も住民の方から要望があったと聞きます。齋藤議員の

質問にもありましたが、議会報告会でも意見が出されておりました。町の考えをお

伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） ６番、中西佳子君の質問に対する町長の答弁を求めます。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） 観光振興によるまちづくりについてご質問をいただきました。 

 日野町の観光は、シャクナゲや藤の花など、そして、町のシンボル綿向山をはじ

めとした自然、そして800年以上の歴史を誇る日野祭や、中山の芋競べ祭りに代表

されるさまざまな祭り、馬見岡綿向神社など、数多くの寺社仏閣や古い町並み、さ
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らにはブルーメの丘や近江日野商人館などの施設を合わせて、年間約60万人の観光

入込客がございます。町の中では、桟敷窓アートやひなまつり紀行の取り組み、さ

らには綿向山デー、氏郷まつりなど、それぞれ日野の魅力の発信のために地域の皆

さんがご活躍いただいているものと、このように考えております。 

 そうした中で、魅力ある町に向けた観光振興の取り組みでございますが、観光協

会による年間を通じた観光情報の発信、桟敷窓アートやひなまつり紀行など、地域

の団体と連携した事業の取り組みによる町なか観光の推進、観光ボランティアガイ

ドによる観光案内、季節に応じた花の観光、ブルーメの丘との連携などを行ってお

ります。地域おこし協力隊も採用し、さまざまな地域資源を活用した観光事業の企

画などに取り組んでおります。さらに、体験型観光の推進や、大学、企業等の研修

受け入れによる交流人口の拡大を図るとともに、近江日野商人館、まちかど感応館、

ふるさと館の連携による事業の共同開催などにより、町なかへの誘客に取り組んで

いきたいと考えております。このことによって住民の皆さんがおもてなしの心をさ

らに醸成できるような取り組みにつなげ、伝統料理を中心に食体験の拡大を図り、

地元食材の振興にも努めたいと考えております。 

 次に、海外からの観光客に対しての取り組みでございますが、日野町にも毎年海

外から来られる方も尐なくないわけでございまして、この間も中国の大学生が民泊

で来られたということでございます。そうした中で、全体としてパンフレットの外

国語表示なども今後の課題でございます。訪日客が伸びている状況でもあり、今後

の対応については関係課や観光協会とともに研究をしていきたいと考えております。 

 次に、日野菜をはじめとした農産物や、工芸品などの販売や情報発信拠点として

の道の駅についてでございます。平成16年度には正野薬店を改装いたしまして、日

野町の情報発信の拠点である日野まちかど感応館としてオープンいたしまして、日

野観光協会が精力的に業務に当たっていただいております。また、ふるさと館の整

備や感応館駐車場やトイレ、商人館駐車場整備にも取り組み、課題であった町なか

への観光客誘導に努力をいたしております。日野町の情報発信については、拠点で

ある日野まちかど感応館の充実が重要と考えております。道の駅につきましては、

いろいろな課題もございますので、慎重に研究をする必要があると考えております。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

６番（中西佳子君） 再質問させていただきます。 

 私も商人館、観光協会などは、本当に三重テラスとかアウトレットなどの観光キ

ャンペーンなども行っておられますし、またラジオや新聞、ホームページなど、情

報発信をされているというふうに思います。また、観光ボランティアの方にも多大

なご協力をいただいていることに感謝をいたしております。 

 日野町には年間、今、約60万人の観光の方が来られるということでございました
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が、来られた方は日野町にどれだけ満足度といいますか、そういうのを持っておら

れるのか。改善すべきところは何というふうに考えておられるのかということをお

聞きしたいと思います。 

 近江日野商人館とかまちかど感応館は町の中にありますので、町外から来られる

方にとっては場所が分かりにくいという声をお聞きしたことがあるんですが、その

点についてはどう考えておられるのか。また、リピーター状況というものが分かり

ましたら教えていただきたいというふうに思います。 

 商人館、感応館、ふるさと館の連携による、事業の共同開催というお話もご答弁

の中にあったと思うんですが、どのような計画を考えておられるのか具体的にお聞

かせいただきたいと思いますし、コンセプトのようなものがあればお聞かせいただ

きたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） ただいま中西議員の方から、観光について幾つか

再質問ということで、まず、60万人といいますが、半分ぐらいがブルーメの丘でご

ざいます。あと、それぞれ綿向山とかシャクナゲとか、そのシーズンシーズンとか、

町なか観光とかいうようなことで、それぞれの集客をさせていただいていますが、

確かにおっしゃられたとおり、先日も言われたのが、今、今年オープンしましたふ

るさと館の位置がちょっと分かりにくいというのがございます。商人館につきまし

ても、やはり町外から来られる方に札の辻とかいう場所の説明の仕方が難しいとい

うふうに思っていますので、その辺はちょっと今、案内の看板とか矢印表示とか、

そういうことをちょっと取り組んでいきたいなというふうに思っております。確か

に分かりにくいと思いますので、その点はパンフレットの方の地図の説明とか、そ

ういうのはもうちょっと工夫をしていきたいなというふうに思っております。 

 それから、そのほかでは、日野駅からの交通とかがちょっと不便というんですか、

バスの本数とかが尐ないとか、自転車のレンタサイクルで、駅前でも貸していただ

いて回ってもらっているんですけども、ちょっとやっぱり結構広い範囲が観光地と

いうんですか、場所をご案内しているものですから、そういうような回遊性という

んですか、交通の利便というのがちょっと不便だなというのはお伺いはさせてもら

っています。 

 あと、リピーターということなんですけども、ちょっとあまり統計というんです

か、アンケートもとっていないんですけども、ブルーメとかはやっぱりリピーター

が相当多いというふうに聞いていますし、綿向山しかり、それからシャクナゲ谷も

そうですけども、大概毎年お客さんとお話しさせてもらっているときには「去年も

来たでよかったさかいに、また今年も来たんや」というようなお話はいただいてい

ますし、ひなまつり紀行におきましても、「毎年何かまた新しい取り組みをされて
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いますので今年も来ました」というようなお話は聞かせてもらっています。きちっ

としたアンケートみたいなものでは、観光協会の方でスタンプラリーとか、そうい

うような形でとっていただいていますので、ちょっと今、データとしてはないので、

そのようなお声はいただいているということでございます。 

 それから、３館連携ということでございます。日野商人館、ふるさと館と、商人

の、まちかど感応館もそうですけども、日野商人の旧宅を活用させていただいてい

ますので、今後もやっぱり昔の日野商人というような１つのキーワードがございま

すので、そういうようなのをテーマにしたような形、期間を設けたり、それからテ

ーマを統一した中で、商人館へ来たらふるさと館も行きたくなるような連続性みた

いなものに取り組んでいきたいなというようなことで、またこの春から新しいそう

いうようなそれぞれの館で協議をしながら、そういう新しいテーマについて、みん

な３館が同じ連続したような形で進めていけるようにしたいなというふうに思って

います。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

６番（中西佳子君） それでは、再々質問をさせていただきます。 

 商人館、感応館、ふるさと館、３館連動した取り組みということでお聞かせいた

だいたんですけれども、いろいろ考えていただいているというふうに思うんですけ

れども、スタンプとか３館共通の入場券ですとか、また、１館しか時間の都合で行

けない方もいらっしゃると思いますので、先に行かれた館で１つ押していただいて、

次の、入場料をとられるところは２館になっただけですけれども、後の方は次回に

来られたときにスタンプでも押してもらって、そのときは割引ができるとか、２館

行けば、五箇荘のように共通の入場券なんかもつくっておられますけれども、やっ

ぱり小さなことかも分かりませんが、先ほどもおもてなしのという言葉が出ました

けれども、小さなことに気を配っていくところにやっぱりリピーターというのが生

まれると思いますし、また心は伝わると思いますので、また日野町に行って、今度

はここを見ようということにつながると思いますが、そういう連動の、入場金額の

ことについてですが、そういう取り組みということも検討がされるのかお伺いした

いと思います。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（外池多津彦君） ３館連携という中で、今、商人館とふるさと館に

ついては、入館料ということで300円を同額でいただいておるんですけども、日野

商人館に来られて入館された人については、ふるさと館へ行ってもらったら割引し

てもらえますよという紙を、割引券をお渡しするように、この10月からはもう既に

取り組みの方をさせていただいていまして、そのおかげで日野商人館からふるさと

館へ来られるという、またふるさと館へ来られた方も、こちらで入っていただいた
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ら商人館へご案内、割引というような取り組みはもうさせていただいています。 

 今おっしゃっていただきましたように、スタンプを押してもらって、幾つも行っ

たら何か観光協会で何かもらえるとか、サービスが受けられるとかいうような取り

組みについても、またこれも研究させていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

６番（中西佳子君） それでは、次の質問に移らせていただきます。 

 次に、国民健康保険事業についてお伺いいたします。近年、高齢化の進行や医療

を取り巻く環境の変化などで、医療保険財政が厳しいと言われており、平成24年度

の国民医療費は約39兆円で、１年間で約0.6兆円増加、10年前の平成14年度は約31

兆円であったと言われています。今後も医療費上昇が見込まれます。日野町の国民

健康保険の医療費についても年々増加し、今年度も医療費上昇が見込まれ、補正予

算も計上されております。けがや病気など、誰もが必要なときに必要な医療が受け

られる体制を確保した上で、効率化できる部分は効率化を図ることが重要です。 

 その中で、薬剤費について患者負担の軽減、医療保険財政の改善としてジェネリ

ック医薬品の使用促進や、残薬を有効に活用する取り組みが進められています。一

人ひとりの協力によって医療費削減ができ、保険料の抑制につながり、医療保険制

度を維持していくためにも薬剤費の効率化に取り組んでいただきたいと考えます。 

 ２点お伺いいたします。 

 １点目は、厚生労働省では、ジェネリック医薬品の利用目標を、平成30年から平

成32年度末までに80パーセント以上の新たな目標が示されましたが、日野町の現状

と今後の普及への取り組み、また目標をお伺いいたします。 

 ２点目は、残薬の問題についてお伺いします。日本医師会によると、75歳以上の

高齢者だけでも、残薬は年間およそ475億円に上ると推計がされています。厚生省

委託調査結果では、医薬品が余ったことがある患者が約５割以上存在すると言われ

ています。残薬発生の理由は、飲み忘れ、自己判断で飲むのをやめたが多いようで

す。残薬の問題は医療費だけではなく、飲み忘れの薬を管理が難しく、多量に飲ん

でしまう危険性もあります。薬を飲まなかったため病状が改善されず、医者が薬の

処方を増やすという悪循環に陥っているケースがあるとも言われています。治療の

効果を上げるためにも、残薬はなくしていかなければなりません。薬剤師さんによ

る残薬の確認も行われておりますが、残っている薬の数量を記憶に頼ると、何種類

もあれば間違う場合も多いと思っています。残薬の数量を確認メモなどにして薬局

に持っていく方法も有効だと考えますが、滋賀県薬剤師会の取り組みでは、残薬問

題の対応として、お薬持参袋と啓発チラシを県内の507薬局で配付し、平成26年12

月から平成27年２月の３ヵ月間で、91の薬局に延べ537人が残薬を提出、有効利用

は残薬の74パーセントというふうに言われています。当町においても医師会、薬剤
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師会との連携協力を強化していただき、残薬をなくす取り組みを進めていただきた

いと思います。町の現状と今後の取り組みをお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） ジェネリック医薬品に関する日野町の現状と今後の取り組み、

目標についてでございます。 

 最新の平成27年６月調剤分使用率を見ますと、県平均が53.4パーセントでござい

ますが、日野町は県内一の60.3パーセントの高い使用率となっております。ジェネ

リック医薬品の普及に係る具体的な取り組みにつきましては、年２回、ジェネリッ

ク医薬品差額通知書の発行、広報への掲載、新規で国民健康保険に加入される方へ

お願いカードを配付し、ジェネリック医薬品の説明を行っております。平成28年度

からは、保険証やお薬手帳に張って使用いただけるように、ジェネリック医薬品希

望シールを配布する予定をいたしております。今後も普及啓発に努めてまいりたい

と考えております。 

 次に、残薬についての取り組みでございますが、医師、歯科医師、薬剤師の方に

お集まりいただく三師会や、国民健康保険運営協議会の中で残薬の状況をお聞きし

ており、残薬についての具体的な取り組みについて検討をしているところです。ま

た、滋賀県薬剤師会の今年度からの取り組みとして、お薬持参袋を店舗に備え、家

に残っている薬を持参することにより、薬のチェックや処方箋の調整のお手伝いを

される仕組みをつくっていただいているところでございます。今後、広報などによ

る啓発に努めてまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

６番（中西佳子君） それでは、再質問をさせていただきます。 

 ジェネリック医薬品の使用率が60パーセントで県内１位ということで、本当に差

額通知など、また広報などで啓発をいただいてお取り組みいただいた成果だという

ことで、大変評価をいたします。 

 ジェネリック医薬品に切りかえていただいた効果というのは、昨年度でも結構で

すが、どれぐらいというふうに推計をされているのか、分かりましたら教えていた

だきたいというふうに思います。 

 日野町の残薬状況なんですけれども、分かる範囲で教えていただきたいというふ

うに思うんですけれども、誰もが割と経験があると思うんですが、量の多い尐ない

は別であれ、大変残薬というものが、今、多いというふうにも言われておりますし、

その状況が分かりましたらお教えいただきたいと思います。 

 また、滋賀県薬剤師会が取り組まれているお薬袋と啓発チラシの取り組みなんで

すけれども、町内の薬局で取り組まれたところがあるのかということも分かりまし

たら教えていただきたいと思います。 
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 啓発につきましては、町民の皆様のご協力が大変必要だというふうに思いますの

で、現状をやっぱり知っていただいたら残薬の問題の取り組みが進むというふうに

思います。私も最近、問題ということでちょっと調べてよく分かったんですけれど

も、まず現状を知っていただいて啓発に取り組んでいただきたいと思いますが、啓

発の取り組みについて、もう尐し詳しくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（橋本敦夫君） ただいま中西議員の方から再質問ということで、４点ほ

どお聞きいたしました。 

 ジェネリック切りかえの効果ということでございますが、効果につきましては、

実は参考にお教えできる数字というものがございます。これはあくまで参考という

ことになります。これにつきましては、差額通知書を送られた方、平成26年８月分

別の調剤分の中から、差額通知対象者１万4,301名に通知を送られた、そのものを

調査された結果がこの12月にこちらの方へ来ましたので、その内容について説明を

させていただきます。 

 通知効果の確認を行った期間としましては、平成27年１月から平成27年６月調剤

分の６ヵ月間でございます。これによりますと、６ヵ月間の軽減効果額としまして

は、滋賀県全体では3,190万9,000円ほどになってございます。これが日野町分にな

りますと、54万6,000円程度が効果だというふうな資料が出てございます。ただ、

これにつきましては１万4,000人の中での状況ということと、またジェネリックに

つきましては、オリジナル品とジェネリックの薬との差額が大きいもの、小さいも

のがございますので、どれがどういう割合で見られているかというのは、この対象

となったレセプトの分だけでございますので、全レセプトを全て点検するというの

は正直大変かと思いますので、ちょっとこれは参考ということでお願いをしたいと

思います。 

 続きまして、残薬の状況でございますが、日野町の方でどれぐらい残薬があるか

という調査については正直できておりませんので、それぞれがどれぐらい薬を残し

ておられるかという分については、つかめないのが現状でございます。ただ、議員

申されましたように、滋賀県の薬剤師会の方で、今年度の取り組みでお薬持参袋と

いうことで、このような袋を店舗に置かれておって、調剤をされるときにお薬が余

っているのがありませんかという問い合わせをされまして、残っているよというこ

とでありましたらこの袋をお渡しになって、次回持ってきて下さいということで、

量を確かめるなり、また先生の方と調整なりをされて、通常20日出されているもの

を10日に調整されるとかいう動きをしていただいているようでございます。 

 啓発の関係でございますが、残薬がかなり残っておるという状況でございますの

で、その辺、私どもの方としましてもチラシを配るなり、住民の方に徹底の方をし
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ていくと残薬も尐なくなり、ジェネリックにも切りかえていただけるというふうに

思っておりますので、啓発の方を進めてまいりたいと、このように思います。 

 各店舗の状況でございますが、確認をいたしましたところ、ドラックユタカさん

については、このお薬袋というのの取り扱いはしていないということではございま

すが、その辺、お薬を渡されるときに状況等については確認をしながら、患者さん

の方に薬の方をお渡ししておるということでございます。ほかの薬店については、

この袋はありますよというようなお話を聞いておりますし、若干、きしむら調剤さ

んですと小児科の関係でございますので、お薬を出されるのが１週間とか２週間と

か、短い期間ということでございますので、残薬についてはうちは尐ないですよと

いうお話も聞きましたので、その辺のところ、調剤薬局さんの状況によって尐し違

うようなことも聞いておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

６番（中西佳子君） もう再々質問はいたしませんが、本当にジェネリックはさま

ざまな取り組みをしていただいて、この60パーセントというのを達成していただい

ているというふうに思いますので、残薬につきましても、また今後、取り組んでい

ただきたいというふうに思っております。 

 やっぱり高齢者の方ですと、たくさんの種類、何種類も飲んでいただいている方

もいらっしゃると思いますので、啓発がまず大事だというふうにも思っております。

また、医師会や薬剤師会などの連携をまたさらに強力にしていただきまして、町民

の皆様にも現状をさらに知っていただきまして、残薬問題の啓発に取り組んでいた

だきたいと思います。また、医療費削減だけではなく、病状の改善にもつながると

いうこともありますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 次に、11番、東 正幸君。 

11番（東 正幸君） それでは、通告に従いまして、ＴＰＰ「大筋合意」について

を質問させていただきます。 

 ５年余りに及びました、期間を要しましたＴＰＰ交渉が、米、アトランタでの閣

僚会合で大筋合意したと発表がされました。７月末のハワイでの会合では不調に終

わり、９月30日に再開され、各国の交渉が難航する中、何度も延長され、５日の朝、

各国がぎりぎりの徹夜交渉を続ける中で合意されたが、その場所の日本の交渉団は

もう蚊帳の外に置かれていたといわれております。 

 安倍首相は、「最後の最後までぎりぎりの交渉を続けた」としましたが、それを

信じる周りの関係者は誰もいなかったともいわれております。聖域なき関税撤廃を

前提とする限り、交渉参加に反対としていたが、これもまた嘘でありました。また、

関税下げは関税撤廃反対公約に違反しないとまで言い切り、これも度重なる嘘かご

まかしか屁理屈でしかないのではないかと、こう思います。「ＴＰＰ断固反対、ぶ
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れない、嘘つかない」、2012年12月の選挙公約は、見事にこれも嘘でありました。

また2013年には、「国際会議において、私がドリルとなって規制という岩板を打ち

破る。いかなる既得権益も私のドリルから無傷ではいられない」と述べ、翌2014年

６月には、「私の第３の矢は日本経済の悪魔を倒す」と題して、規制の撤廃、エネ

ルギーや農業、医療分野を外資に開放することを言明したと新聞報道がありました。 

 ＴＰＰについては、国会決議において農産品重要５品目、米、麦、牛肉、豚肉、

乳製品、砂糖などの甘味資源については関税の撤廃削減も行わない除外を求め、こ

れが満たされない場合は交渉から撤退するとまで言っておりましたが、既にＮＨＫ

をはじめマスコミなどは、安いものは焼き肉など、たくさん食べられるなど、ＴＰ

Ｐ大筋合意が発効したかのように宣伝しております。 

 この状況は、町長はこのＴＰＰ合意をどのように見るのかお伺いいたします。 

 また、農業重要５品目、米、小麦、牛肉、豚肉、乳製品、砂糖など、合意内容は

どのようになっているのかお伺いもいたします。これ以外の、５品目以外はどうな

っているのかもお伺いしたいと思います。当町でも、米、小麦、牛肉、豚肉、牛乳、

野菜、茶など生産されておりますが、その影響はどうなるのかお伺いしたいと思い

ます。 

 国では、米、麦等の生産コストを４割削減しようと、担い手に農地の８割を集積

するとしております。当町でも６割を担い手に集積へとしておりますけれども、そ

れでもコスト云々になりますと、到底それには及ばないと思われます。それよりも

地域農業、集落が維持できるいろんな形態の農業や、小規模農家も認定してはどう

なのか。また、大小かかわらず、家族農業形態をしっかり支援する、そうした取り

組みを町当局がかかわって指導してはどうなのか、そうしたことをお伺いしたいと

思います。 

 最大の狙いと言われておりました医療分野について、例えば盲腸の手術でも200

万円以上かかるとも言われ、多大の影響があるとお聞きいたしますがどうなるのか。

また保険や医薬品についてもお伺いしたいと思います。 

 食の安全対策はどうなるのか。食品の検疫などの検査体制はどうなるのか。現時

点では、遺伝子組みかえや残留農薬作物には規制があると思われるが、ＴＰＰでは

農薬、狂牛病、遺伝子組みかえなど無表示となり、食の安全が崩壊してしまうので

はないか。 

 また、公共事業など、地方自治体にも影響があるとされております。どのような

事情がいえるのか。例えば公共サービス等において、インターネットから自由に諸

外国から入札できるようにしなければならないのか、そういうところもお願いした

いと思います。 

 ＴＰＰ発効までの流れはどうなるのか。発効してしまって、国民に全てが分かる



3-66 

のは４年を経過してからでないと明らかにされないとあります。どうすることもで

きないのでしょうか。そこら辺もお願いいたします。 

 一度決めたら問題が起こっても後戻りはできないとするラチェット条項も、今回

盛り込まれたと聞きます。またＩＳＤＳ条項もあり、国の法律よりも条約が優先す

るのか、このことについてもお尋ねしたいと思います。 

 また、命の産業である農業は、全く競争原理には適さない。ましてＴＰＰは社会

全体、国の主権をも放棄してしまうのかまで問われている問題でもあります。先の

農協の中央会も潰されてしまいました。もう一度町長を先頭に、阻止運動の構築、

再構築を、戦線拡大を日本はどうか、町長の見解をお聞きします。 

 このＴＰＰ問題につきましては、先ほど後藤議員も質問されておりました。本当

に遠慮される方ではないんですけれども、私の質問で遠慮されたんやったら申しわ

けないと思います。重なる部分はありますけども、町長のご回答をよろしくお願い

いたします。 

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

 町長。 

町長（藤澤直広君） ＴＰＰに関するご質問をいただきました。 

 ＴＰＰへの交渉参加に関しましては、日野町の農林業はもちろん、医療や福祉、

公共事業など、多くの分野で影響が出る恐れがあると考えておりますことから、町

村会と連携しながら、交渉に参加しないことをこれまで求めてきたところでござい

ます。しかし、今年10月５日に、日本も参加した中でのＴＰＰ大筋合意が発表され

ました。大筋合意については概要しか公表されていないものの、特に農林水産業に

ついては、農業重要５品目を含め、多くの農林水産物が関税撤廃へ進むこととなり、

日本の農林水産業に深刻な打撃を与えることともに、将来にわたって安全・安心な

食料の確保が懸念されるなど、残念ながらＴＰＰ参加に反対する世論が危惧してい

たような結果になっているのではと感じております。 

 農林業関係のＴＰＰ大筋合意の内容についてでございますが、自治体や農業者団

体向けに、今年の10月19日と22日に、近畿農政局主催で近畿ブロック意見交換会が

開催された際の資料など、農林水産省などからの情報収集と状況把握に努めており

ます。農林水産物は、2,328品目の８割に当たる1,885品目で最終的に関税が撤廃さ

れることとなり、米、麦や牛肉、豚肉、乳製品、甘味資源作物の重要５品目も一部

を関税撤廃し、586品目のうち、３割に当たる174品目で関税が撤廃される内容とな

っております。 

 重要５品目の内容ですが、米については、現行の国家貿易制度と枠外税率を維持

するほか、世界貿易機関協定枠77万トンの枠外で、輸入業者と国内の実需者との実

質的な直接取引を可能とする売買方式により、米国に７万トン、オーストラリアに
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8,400トンを上限とする国別の枠が新設され、既存の枠内でも６万トンが中粒種、

加工用に限定し、売買方式へ変更される予定であります。そのほか、輸入量が尐な

い関税率が低い品目は、関税を削減、撤廃するなどとなっております。小麦は、現

行の国家貿易制度と枠外税率を維持するが、現行のＷＴＯ枠に加え、米国、オース

トラリア、カナダに国別枠を新設、既存のＷＴＯ枠内で国が輸入する際に徴収して

いる差益を９年目までに45パーセント削減し、新設する国別枠内の差益も同じ水準

に設定をするということでございます。国別枠内に限り、主要５銘柄以外の小麦を

輸入する場合には、差益を９年目までに50パーセント削減した水準に設定するなど

となっております。牛肉は、現行の関税38.5パーセントを段階的に削減し、16年目

以降は９パーセントに下げる。全参加国からの輸入量が一定水準を超えた場合に、

関税を引き上げる緊急輸入制限措置も導入することなどとなっております。豚肉は、

差額関税制度を維持するとともに分岐点価格を維持、低価格帯の豚に係る１キログ

ラム当たり482円の重量税を10年目に50円まで引き下げ、高価格帯の従価税は4.3パ

ーセントの関税を10年目にゼロにする。セーフガードも導入するが、12年目には廃

止するなどとなっております。乳製品は、脱脂粉乳やバターは関税削減を行わない

が、低関税輸入枠を設定すると。チェダーやゴーダなど、一部のチーズやホエイ

（生乳）は長期間かけて関税を撤廃する。プロセスチーズはオーストラリア、ニュ

ージーランド、アメリカに各150トンの国別関税割り当てを設けるなどとなってお

ります。重要５品目以外については、これまでの経済連携協定で関税を撤廃された

ことがない248品目がありましたが、今回の大筋合意では、この89パーセントに当

たる221品目で関税が撤廃されることになります。 

 当町での、日野町での影響額についてでございますが、12月３日の新聞で、「米

生産額18億円減」の見出しで報道された、滋賀県が推定した影響額により試算しま

すと、日野町では約6,300万円の減収となるということでございます。 

 次に、小規模農家の認定と支援についてでございますが、町では農業経営基盤強

化促進法による基本構想を策定し、目指すべき農業経営の所得水準および労働時間

を定め、１人当たりそれぞれおおむね500万円、おおむね2,000時間としております。

農業者が自らの農業の５年後の目標や、その達成に向けた取り組み等を内容とする

農業経営改善計画を作成いただき、その計画を町で認定する制度が現在の認定農業

者制度となっているところでございます。農業は、親が行っている姿を見て覚えて

いくことが多くありますが、見ている本人は意識しなくても、自分自身が農業を行

うときが来ると思い起こされてきました。こうした親から子への継承が日本の原風

景、農村集落をつくってきました。今後、さまざまな形態の農家が力を合わせて地

域農業を守り、集落が維持できるように、担い手農家とともに家族農業、小規模農

家への支援についても研究をしてまいりたいと考えております。 
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 また、議員も心配されておられます、ＴＰＰで問題視されているのが医療等の問

題でございます。国民に広く示されていないのが現状でございます。政府は、公的

医療制度は対象外としておりました。また政府対策本部は、10月22日にＴＰＰに伴

う国内法改正について、国民皆保険制度は変更の必要なしと認識を示したところで

ございます。しかし、医療の自由化により外国企業が医療に参入してくると、現行

の一律３割負担が崩れるのではないかとの指摘もございます。保険適用内の医療と

適用外の医療を認める混合診療が認められると、所得の低い方には十分な医療が回

らないのではないかという心配もされております。日本の国民医療費には税金が投

入されており、このまま参入すれば利益が出るのが難しいと考えられております一

方で、参入すれば利益の出る形となりますので、高所得者用の高額な保険料で手厚

い医療を、低所得者用の保険料を抑えて、その分、給付制限、上限などを行うなど

の問題が生じる可能性があるともいわれております。 

 医療品、医療器具では、海外承認されているものが安く輸入されるメリットがあ

るといわれておりますが、安全性の確保の面でのデメリットも指摘をされています。

人の命は平等であるという原則から、安くよいものを安心して使えることが一番大

事でございます。医療分野のＴＰＰがどのような現状なのかということについても

注視する必要があると考えております。 

 次に、食の安全対策でございますが、ＴＰＰに参加することにより、食の安全基

準についても変わる可能性が指摘されてきました。現在の日本には、遺伝子組みか

え食品や食品添加物の表示義務、狂牛病の検査、残留農薬基準など、日本独自の基

準がございます。また、その中には国際基準よりも厳しいのもの多くあるというこ

とでございます。これらがＴＰＰ交渉へ参加する中、非関税障壁とみなされ、安全

基準の緩和を強いられることになるのではないかといった心配の声が報道もされて

おります。政府は、大筋合意後、ＴＰＰに伴う国内法改正について見通しを示し、

その中で、食の安全について現行制度から変更は必要ないと認識を示していますが、

今後も日本の食の安全が確保されるかどうか、推移を見守っていく必要があると考

えております。 

 次に、公共事業等の入札についてでございますが、国の概要においては、政府調

達は特定の調達機関が基準額以上の物品、およびサービスを調達する際の規律を規

定しているとされております。特定の調達機関および基準額が確定しないため、日

野町に影響があるかは明らかではございません。仮に特定の調達機関となれば、基

準額以上の物品、サービスの調達については、外国企業も日本企業と同じ条件で入

札に参加できるようになると考えられるところでございます。 

 ＴＰＰの発効までの流れにつきましては、来年の早い時期にＴＰＰ協定を12ヵ国

間で署名後、各国での議会承認を得て、各国が国内法の手続を完了し、発効となる
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ようでございます。協定の内容については、首相の署名後に国会での承認を得るた

め協定文書が公表され、国会で議論される予定でございます。そうしたことから、

国会で承認について議論されるときに、しっかりと働きかけをはじめとして取り組

むことが必要ではないかと考えております。 

 また、国際法は国内法に優先するということで、日本においては憲法、条約、法

律の順番に優位性がつけられております。なお、ＩＳＤＳ条項は、相手国において

外国企業であるがために投資に係る差別的な取り扱いを受けた場合に提訴できる制

度ですが、日本においては外国企業と国内企業と同じ扱いの制度であることから、

日本がその条項により提訴されることは想定されていないというようなことが言わ

れているところでございます。また、ラチェット条項では、自国の国民の健康や社

会保障等に悪影響があるなど、合理的な理由により効力を留保することができると

いうことになっており、既に協定加盟しているＷＴＯやＦＴＡにも含まれていると

いうことが言われております。 

 しかし、政府は大筋合意の全容を明らかにしているわけではございません。今回

の大筋合意が国会決議にどう関係するのかと、責任ある説明も不十分であります。

こうした中、ＴＰＰ協定の調印をとめることも含めて、国民的議論が展開される必

要があるのではないかというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

11番（東 正幸君） 総じて、やはりこれは大変なことだなと思っているところで

ございます。 

 先ほども後藤議員からもありましたけれども、概要しか公表されていないという

ことであります。後藤議員からも言われておりました合意の文書ですけども、付属

文書を含めて、やはり1,300ページに及ぶということであります。ニュージーラン

ドでは、先ほどもありましたように、1,000ページを公開している。また日本は97

ページしか、今、公開していないということで、やはりこれはもう、本当にもう秘

密にしているということで、何とかこういうことも町村会等を通じて、６団体も含

めて、もっともっと公開するように求めていってほしいなと、このように思ってい

るところでもございます。 

 次に、麦のマークアップも経営安定の部分であります。これも削減されていくと

いうことで、本当に麦もどうなっていくのかなという心配でもございますし、また

後で麦に関してはもう尐し内容を述べていきたいなと、このように思います。 

 それと、当町への影響でありますけども、先ほども生産額が、米が約6,300まで

減収になるということでありますけども、余り全体的なことで分かりにくいので、

もし分かれば米60キロがいくらぐらいになるのか、そこもお願いしたいと思います。 

 そして、問題にも書いておりますように、日野町でもやはり野菜がつくられてお
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ります。そんな中で、即時に関税が撤廃される品目も相当あるかなと思うんですけ

ども、その品目と、やはり関税が即時に撤廃されると、即ここら辺でも野菜が安く

なっていって、生産ができないのではないかなと、こう思うんですけども、その辺

についても、もしできましたら再質問としたいと思います。 

 それと、私のところも農業に関しては認定農業者も近くにあるんですけども、や

はり、若い人も参加してもらえるようになったわけですけども、なかなか二十何町、

30町ぐらいを人の家でしていくとになると非常に難しい。今回も中間管理機構の受

け手として申請されたわけですけども、それでもやっぱりこれだけはできんという

ことで断られたということも言われております。 

 そうした中で、何としても形態、農家の形態、力を合わせて地域農業を守るため

に、集落はどうやってその地区を守っていくのか。私はやはり、もちろん家族農業

を大切にしながらも、小規模農家を新規でも受け入れていく、それがやっぱり大事

かなという思いでございます。私のところも、六十何歳の元気な人がおられまして、

企業を退職されて、一遍やってみやへんかというようなことを話していたんですけ

ど、ほら、ま、一遍また教えてもらいながらできたらなということで、その人に入

ってもらうように言うてたんですけども、なかなか、ほな、これ、どうすんねんあ

あすんねんということでは、そういうことが一致しない部分があるんですけども、

やっぱりそういう人がちょっとでも入ってもらわないと、これ、もう本当にやって

いけない部分が、道普請やら川掃除やら、そして田植えの草刈りも、今までから言

っておりますけども、そういうことができていかない。ほうするともう、認定農業

者のあれでもう草ぼうぼうということで、非常に迷惑になるわけでありますので、

ここら辺は本当にもう、ど真剣になって日野町を守るために考えて、ともに考えて

いきたいと思うんですけども、何かいい方法がもしありましたらよろしくお願いし

たいと思います。 

 それから、一番心配しております医療制度でありますけれども、先ほどもジェネ

リックの問題もありました。本当にこの交渉の中ではジェネリックの問題が大変大

きかったということで、大変心配しております。いろんなことになってくると、混

合診療、あるいは病院に企業が参加してきて株式会社になってくると、本当にお金

を持っている人しか医者にかかれなくなって、私ら貧乏人は本当にこれはもうかか

れないようになる。例えば、今、盲腸でも200万円と書いておりますけども、最近

のジャーナリストの報道を見ておりますと、700万円もかかるということで出てお

ります。お産でも七、八百万はかかるというようなことが出ておりましたし、そん

なことになってきたら大変やなという思いでおります。これは、もう尐し詳しく情

報が集められたらなと思いますけども、これは結構ですけども、そういうふうに思

っております。 
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 それと、やはり食の安全ですけれども、尐し小麦のことを言いますと、今、マー

クアップがだんだん尐なくなっていくということで、経費も原価しか見てもらえな

いということで、つくれない部分が出てきます。ところが、輸入小麦が危ないとい

うことが最近報道、前からあるんですけども、今、余計に報道されました。小麦の

アレルギーは血糖値を急上昇させ、肥満、糖尿病、アレルギー、がん、鬱、関節病

など、さまざまな病気の原因になっているとされておりまして、パン依存症も起こ

してしまう。そしてまた、小麦は87パーセントがアメリカから輸入しているところ

でもございますし、これはやはりポストハーベストが原因ということまでも言われ

ております。こうしたこととか、狂牛病のＢＳＥの検査でも、アメリカでは検査は

１パーセントもされていないということで、このアメリカ、米国産の牛乳の輸入を

禁じてから乳がんが急減したということで、ＥＵ各国が報じております。アイルラ

ンド、イングランド、スペイン、ノルウェーなど、アメリカでの牛の肥育にエスト

ロゲンなどがかなり投与されていることが判明いたしまして、発がん性があるとい

うことで、日本では、国内では使用禁止をしておるんですけども、輸入されている

ものについては日本はオーケーなんですね。こういうことが行われている。それに、

国内の検査でも、最近、米国産牛乳から日本の600倍のエストロゲン、女性ホルモ

ンが抽出されたという報道がされました。こういうことやら、半年も腐らない米国

産レモン、防腐剤、防カビ剤が使用してあったということまでも報告されておりま

す。 

 こういうようなことが一般には知られていない。ＴＰＰはやっぱり農業やなとい

うことで、農業の者が主になってやっているんですけども、本当は医療の問題とか

こういう食の安全は、何とかこれ、みんなに知ってもらうために、今年は戦後70年

でああいう講演をされたんですけども、そういうみんなに知らせていく、住民にこ

ういうのはこういうのだぞということで知らせていく勉強会といいますか、講演会

などができないものかと私は常々思うんですけども、日野の消費者活動もそうはし

ておられないように思うですけども、そういうところへ促していくことも必要では

ないのかなと私は思いますので、その点についてできたらご答弁をお願いしたいと

思います。 

 そんなことで、やはりこのＴＰＰは、僕は何としても批准をさせない、そういう

運動がもっともっと展開されていかないと、これはもう大変なことになるのではな

いのかなという思いでございます。先ほど見せてもらった中日新聞でも、自治体の

首長さん、知事や市区町村さんにアンケートをされた経緯があります。そんな中で、

やはり農林水産業の盛んなところでは高い比率で反対をされておられますし、全体

としては分からないというのが多かったんですけども、賛成された都道府県は４県

ということが出ておりましたし、やはり北海道や東北、九州の農業県では、七十何
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パーセントに及ぶ、これはあかんということで反対が表明されております。そうし

たことから、何としてもこれは批准しないということで、また運動を進めていただ

きたいなと、こう思っております。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） ＴＰＰの危険性について、詳しくご指摘をいただいたところ

でございます。 

 確かにこの問題が出た四年、五年ぐらいになりましょうか、そのころは全国町村

会も農山村の状況を鑑みて、ＴＰＰは反対なんだというスローガンを全国町村会も

掲げておったところでございますが、残念ながらおったところということでござい

まして、今回も大変この点については全国町村会も懸念をいたしておりまして、き

ちんとした対策を講じることというような特別決議を、全国町村長大会で特別決議

として可決をいたしておりますが、以前のこれは反対だということにはなっていな

いというところが、私は尐しといいますか、かなり不満であるということでありま

す。 

 もともと、今、ご指摘ありましたように、農業、食料生産の問題、さらには医療

の問題、そして食の安全の問題、いずれもこれは利益動機、市場原理だけでは守れ

ないものでありまして、そこのところは日本だけでなくヨーロッパも含めて、これ

はそれぞれの国々の事情に基づいて、保護なり補償なりの対応をしてきたというこ

とでありますので、それをいわゆる市場原理が全てというようなことが大原則とな

るようなＴＰＰによって崩されるということはもともとあってはならないことであ

ると、こういうふうに根本として思っているわけでございます。 

 そういう意味では、滋賀県でも町村会や農協グループや医療関係者の皆さんと、

県民会議を三年、四年前からつくることにもかかわってきたわけでありますが、今

度12月23日にも県民会議でこうした学習会をされるというふうに聞いておりますの

で、私も積極的に参加をいたし、またそういう講演で現下の状況も勉強する中で、

ともにこの部分については運動を進めていかなければならないものだなと、このよ

うに思っておるところでございます。 

 ご指摘ありました混合診療の問題、医療の企業の参入の問題、こういうようなこ

とがいわゆる全てがアメリカスタンダードというような形でやられる、それがよい

かのようなことで、今これが進んでおると。決してよいわけではないということが

いろいろ報告をされているわけでありますので、むしろ日本の医療制度でいえば、

日本の医療制度こそがすばらしいという評価を受けているわけでありまして、ここ

のところはしっかりと本当に守っていく。そのために、繰り返しになりますけれど

も、このＴＰＰ大筋合意で何を合意したのか、何を隠しているのか、もともと秘密

主義が根本の、原則的な中でやられてきておりますから、そこをやっぱり国民の前
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に明らかにしてもらう、そのことは私は大変大事なことなのではないかと、このよ

うに思っております。 

 あわせて、農業、農村の維持ということになりますと、ご指摘ありますように大

規模農家も大切でありますし、集落営農も大切でありますし、家族農家も大切であ

るというふうに思います。それぞれを大事にしながら地域の農業を守り、発展させ

ていく、そのことが大きな国の農政の中ではありますけれども、日野町としてでき

ることは何なのかというようなことも当然考えていかなければならないものと、こ

のように思っておるところでございます。 

 今後ともしっかりと情報収集の努力をしながら議論をしていく必要があると、こ

のように思っております。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（門坂俊男君） ＴＰＰの農産物の影響で、米につきまして、滋賀県が18

億円というふうな影響の試算をしておりまして、それを日野町の部分に当てはめる

と6,300万円ということでございますが、県の方にそれを導き出してきた根拠等を

確認していきますと、１俵当たりの価格が4.7パーセント下がるというふうなこと

で、平成25年産でいいますと、60キロ１万4,341円が667円下がるというふうな試算、

数字から、6,300万円が日野町の米の部分というふうなことでございます。 

 野菜について、農林省もいろいろ結果のシミュレーションをしているんですけど

も、野菜につきましては余り影響が大きくなるよというふうなものはなくて、カボ

チャなんかはまあまあ、日本の生産時期と輸入品が入ってくる時期が違うからそん

なに影響がないとか、タマネギは中国からが多いのでＴＰＰには余り影響がないと

か、そういった感じで、生鮮野菜、生ですぐ調理に使わなければならないというふ

うなものは余り影響がないような書きっぷり。輸入品でも加工食品にされるものが

輸入に置きかわるのかなというふうなぐらいで、具体的な影響までは国の方も今の

ところ発表していないということで、日野町でもそういうところかなと思っており

ます。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（橋本敦夫君） 再質問の中で、町長のご答弁の中で、医療につきまして

は、日本の国民皆保険制度というものは大変優れておるということも申されました。

私もそのように思っておりますので、この制度につきましては、低所得者であって

もきちっと医療を受けられるというすばらしいものかというふうに思っております

ので、これについての堅持は必要ではないかというふうに思っております。 

 また、食の安全ですけれども、このことにつきましても大変重要なことでござい

ますので、私どもの方で研究なりも必要というふうに理解をしておるところでござ

います。今後、消費者の方なりのニーズについても注視しながら研究の方にあたり
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たいなと、このように考えておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

11番（東 正幸君） なかなか対策としては、町長も言われていたんですけど、町

村会できちんとした対策をせえということでございますけども、なかなか対策、仮

に農業部分だけでも１兆二、三千億要るとか、それが本当にこちらへ直接出してく

れないけど、そんなことはとっても到底できないということではありますし、やは

りこれはなかなか、私は合意というのは全く批准できないなという思いで、今後も

そうした運動に取り組んでいきたいと思います。そういうことで、町民の皆さんに

こうこうこうやというようなことをやはり言える行政、研究会、講演等も含めて実

施していただければな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） ここで暫時休憩いたします。再開は15時10分から再開いたし

ます。 

－休憩 １４時５２分－ 

－再開 １５時０９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。 

 10番、髙橋 渉君。 

10番（髙橋 渉君） それでは、２項目について質問をさせていただきます。 

 まず、１項目めでございますが、水害対策、水害の防止対策というものにつきま

してご質問をさせていただきたいと、こういうふうに思います。台風、梅雤、大雤、

また最近では温暖化現象、異常気象による影響と言われております、降雤の変化が

あらわれております。ゲリラ雤による影響といわれております降雤の変化のあらわ

れ、ゲリラ雤の規模が非常に拡大し、また高い頻度で発生し、また今までと比較す

ると長時間続くなどのパターンで各地で発生し、それらによります土砂災害や河川

の決壊、越流、溝の排水能力を超えた水路などにより家屋への浸水、道路、田畑の

冠水を各地で引き起こすことはもとより、人命が失われるなどの痛ましい被害が増

大をいたしております。 

 ゲリラ雤などによります大雤による被害は、それぞれの地域の地理の特性によっ

て異なります。そのため、自治体がそれぞれ過去の自然災害から学び、河川の拡幅

や浚渫などを行い、その地域に必要な防災、減災対策を講じる重要な課題を求めら

れているというふうに思っております。その中におきまして、日野町においての水

害の現状と課題、今後の取り組みについてまずお伺いいた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町長の答弁を求めます。 

 町長。 
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町長（藤澤直広君） 日野町内における水害の現状と課題、今後の取り組みについ

てでございますが、日野町内における、まず現状でございますが、近年では平成25

年度の台風18号、平成26年度、９月６日に発生した集中豪雤などにおきまして、町

内の数ヵ所で床下浸水が発生しております。浸水の原因としては、短時間に降る雤

に対し、各家庭の宅内排水路に流れ込む水の排水ができなくなった場合や、道路側

溝の排水能力を上回る雤が降り、あふれた水が浸入したことが原因であります。 

 課題といたしましては、いかに速やかに河川や道路側溝にて排水することが必要

であると認識をしております。河川断面を確保するには、引き堤や河道内の浚渫、

宅内排水路や道路側溝の排水能力を高めるには、水路断面の拡大などが必要となり

ます。町におきましても、順次改良整備を進めていかなければと考えております。 

 滋賀県では、流域治水の推進に関する条例を制定し、大雤による水害の危険性を

明らかにし、住民と危険性の認識を共有することが必要であるとされています。流

域治水の４つの対策に、流す、ためる、とどめる、備えるがございますが、この４

つの対策を組み合わせて実践することが重要でございます。流すというのは、洪水

を防ぐために、降った雤を河川に安全に流す対策などでございます。ためるという

のは、河川や水路に水を流せる量には限界があることから、公園やグラウンドや建

物に降った雤を一時的にとどめ、川の負担を軽くすることでございます。とどめる

ということは、洪水があっても被害を最小限にとどめる対策となります。備えると

いうのは、ハザードマップなどを利用し、避難対策など、水害に備える対策をする

ことでございます。 

 具体的な流す対策として、県事業として、日野川河川改修事業の実施と、河川の

浚渫を行っていただいております。また、自治会でも川ざらえ事業で河道の確保を

していただいております。道路排水につきましては、平成26年９月に発生した町道

大窪内池線沿いの排水対策として、同路線の側溝改修に着手しているところでござ

います。また、雤水排水事業と連携を図りながら、町内の排水対策を行ってまいり

ます。さらに、町道の新設道路をする場合には、道路によって排水系統に大きな影

響などが出ないように設計を行っております。今後、流す、ためる、とどめる、備

えるを含めた、総合的な取り組みを進めていくことが必要であると考えております。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

10番（髙橋 渉君） お答えいただきました。 

 それで、今の対策につきましては、特に防災の水害についての幾つかの部分を述

べていただきました。昨今言われておりますのは、ソフト対策というのがございま

すが、ソフト対策というのは、観測システムとか、情報伝達を行っているとか、避

難誘導、それに対する教育を行っているとか、こういった部分があるわけなんです。

それはそれとして非常に重要な意味を持つわけなんですけど、しかし、それらにつ
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きましては、基本的に人的な災害を最小限にするという形の部分が中心になるんじ

ゃないかなというふうに思います。そういった意味で、実際災害を、水害に対する

対策を防止するという形については、やはりハードが大切であるということが基本

になるじゃないかなと、こういうふうに思っております。 

 今、幾つかそういった形で述べていただきました。まず、この中で、今、出てま

いりましたのが、田んぼの活用ですね。田んぼの活用というものが出ていました。

田んぼを活用して、一時的にそこで貯水をするというようなこともここで述べられ

ておりますが、それから、学校等におけるグラウンドを囲いながら、そこに貯水を

するという形のものも、今、述べていただきましたが、それらについて、今、具体

的なところがどういう形で進んでいるのかどうか、あるいは計画をどう持っておら

れるのか聞きたいというふうに思っております。例えば今の田んぼを利用した一時

的な利用については、これは兵庫県でやっておられますが、そうしますとどういっ

た形のものになるかといいますと、もちろん田んぼに関しては稲が生えているわけ

です。稲が植わっているわけですので、そうすると、とめることによって稲に影響

が出る、こういう懸念がされます。したがって、どういう対策をとっているかとい

いますと、時期によって止水板の高さを変えているんですね。４月に田んぼをつか

う場合はこの高さですよ、６月でしたら止水板をこのくらいの高さにしますよとい

うような形の対策まで、今、兵庫県の方はやっているわけですね。そういった意味

の中で、農協との連動、それから基本的には農家の方の協力を得ないとそういった

ことができませんよね。そういった形のものについて一挙にはできませんので、尐

しずつやっていかなきゃいけないという形が、今、そういった形のものがどこまで

進んでいるのか、計画が進んでいるのかお聞きしたいのと、それから学校もそうで

す。大体兵庫県で聞いていますと、30センチの高さにしているみたいですね、グラ

ウンドの周りを30センチの高さにブロック等々を積んで、一時的に貯水ができると

いう形にしている。そういったものの中で、じゃ、どこから１ヵ所でもやっていこ

うとか、そういった計画があるのかどうか、この辺についてお聞きをいたしたいと

いうふうに思います。 

 それから、今、大窪に関しての部分ですね。道路関係もあわせてやっていただい

ていると思うんですが、そういった中において、例えばアスファルトの親水性、そ

ういった形のものに着手するとかいう形のものはやっておられるのかどうか。それ

から、今、側溝等々における溝の部分の中で、一時的な部分、いかに早く流すかと

いう形の中で、浚渫等をやっておられるわけですが、現在、日野町における部分の

中で、最近側溝に溝ぶたをしてという形で、道路にするという形のものが非常に多

くなってきております。溝ぶたをすることによって異物、結局阻害するものが入る

要素は尐ないんですが、入ってしまうとなかなかそれが掃除ができていないのが現



3-77 

状でございます。そういったものに関しては地域との連動が必要になりますので、

そういった形のものについても着手しておられるのかどうか、ここの部分について

お聞きをいたしたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） 髙橋議員の方から、水害の対策についての再質問を

頂戴いたしました。 

 ハードが重要ということは承知はしています。さっき町長が答弁していただいた

とおり、河川の改修そのものも日野川の方からずっと上がっていっていただいて、

そして河道の確保をしていって、速やかに水を排水するということが一番重要かと

いうふうに思っております。 

 26年３月に県が定めました流域治水の考え方も、まだ十分な検討が、これからハ

ード的な部分なりも進めていくことになっております。さっき言っていただいた学

校のグラウンドであったり、学校のビオトープに、高月の方では学校のビオトープ

というところに水を一時的にためるとか、そのような考えで、今、進めていくこと

も承知はしていますので、今後そのようなことを具体的な中で検討ができるかどう

かを含めた中で検討していかないといけないのかなと思っていますが、もう尐しま

だ町の方としては、このような方針でということはまだ定まっていない状況でござ

います。今後としては、県の流域治水の考え方も含めた中で検討させていただきた

いと思っております。 

 そして、今のもう１点、新しい舗装というかそのようなことでございますが、浸

透性のある舗装ということで、現在、歩道とかには、もう尐し歩道の水が速やかに

流れるようなそういうことがありますが、車道の分につきましては、そこのような

部分については町の方ではまだ従来の舗装でやっていますが、歩道については開粒

度の舗装の方もしていますが、今現在は車道については従来のものと同じような部

分で行っております。 

 また、地元さんの方につきましては、道路改良の部分、特に開渠の部分を溝をか

けてふたをして、そして広く使いたいというご要望は確かに多うございます。その

中で、一旦ふたをしてしまいますと、なかなか子どもさんの足が入らないような、

今、構造になっていますので、かなり持つところが狭くなっていますので、その辺

のところの維持管理につきましては、町の方でも溝ぶたをすぐに開けるような、て

こを応用した器具も貸し出しをさせていただきながら、あと維持管理につきまして

は地域の方にお願いしているところが多くございますので、いろんな器械もこちら

の方でも準備をしていますので、その中で地域として管理をしていただきたいなと

いうふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 農林課。 
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農林課長（門坂俊男君） 洪水の一時滞留につきまして、田んぼの活用はどうかと

いうふうなことでご提案をいただきました。 

 農林サイドの方では、新潟県が先進地のようで、田んぼダムというふうな名称で

の取り組みで、そういうふうな事業の紹介とかは来ております。滋賀県でもそうい

ったことにどうして取り組むのかというふうな中で、農地まるごとの中でそれに取

り組むところで単価アップをしてもらえれば取り組んでもらえるところがいくらか

でも増えるんじゃないかと。ただ、転作、時期にもよりますし、議員は、４月６月

で水位の高さを変えるんやと言われたんですけれども、転作、麦とかそういった時

期の場合どうするのかとか、そういったこともありまして、全てのところで一遍に

できるかというとなかなか難しいかもしれないですけれども、そういったことにつ

きましてまるごとの中で単価アップやらして進めてはどうかというふうなことを県

の方にもこちらからも要請しているような状況で、まだ具体的にいついつからこう

いう単価でやったらできるよとかいうところまではいっていない研究段階でござい

ます。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

10番（髙橋 渉君） 先日、世界的にも温暖化防止採択という形のものがありまし

て、地球温暖化に伴います、結局水害という形ですね。これは、今回の対策におい

ても、地球の平均温度は２度ぐらい上がるだろうという形ですよね。そういったば

かりにおいて、水という形のものについての影響なんですけど、もちろん潮流によ

る変化というのは非常に大きく出てまいりまして、それのこれ、被害、それから降

雤量、これが大きく増えるだろうという形の予測が協定でも出ているわけですね。

そういったものについて、地球規模もそうなんですけど、日野町においても今以上

に降るという覚悟、降水量が増えるという形の覚悟はしておかなければいけないだ

ろうというふうに思います。そういった意味での対策は、しっかりとやっぱり自治

体としてしなきゃいけないというふうに思います。 

 先ほど述べさせていただきましたように、その要因というのは各自治体、小規模

な自治体しか分からないだろうということなので、したがって各小自治体がしっか

りとその対策をとっていくということが基本的になるんじゃないかなというふうに

思います。そういった意味で、大きな一級河川の改修とかそういったものは別にし

て、地方自治体としてできるものについてはしっかりとやっぱりやっていく必要が

あると思いますので、そういった意味で、今言いました田んぼの活用であるとか、

グラウンドの活用であるとかいう形のもの、一挙にすぐできるわけありませんので、

尐しずつでもそういった形のもの、一応、試験的でも結構ですので、取り組めるよ

うにひとつお願いを申しておきたいというふうに思います。 

 それから、次に、歩道の管理についてお伺いをいたします。９月の一般質問にお
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いても、歩道の管理、安全対策について質問をさせていただきました。質問後、歩

道の多くの箇所での除草、また車道との分離ブロックの補修など、歩道の安全対策

が実施され、見た目にもそれまでの歩道と様相が一遍にきれいになったというふう

に感じた次第であります。多分この作業は当初よりこの時期になっていたというふ

うに思いますが、歩道の安全確保への取り組みがなされたことは非常に重要であり、

喜ばしいことだと思っているところでございます。 

 しかし、現在の歩道を見ますと、多くの草は枯れ、一見問題がないように見えま

すが、よく見ますと、越年草それから多年草、根はアスファルトを持ち上げ、歩道

の３分の１ぐらいまで進出いたしておるところがございます。これらが春になりま

すと繁殖し、通行障害となることは、毎年のことですが間違いないというふうに思

います。学童、学生の通学路の安全確保を重点とした歩道の整備への取り組みは、

現道路に歩道を設置する、現歩道の改良により安全性を高める対策事業を優先した

国の道路予算措置指針に見られますように、歩道によります安全確保が非常に重要

視されております。一方、歩道設置後の維持管理状態はどうでしょうか。自治体の

中でも、いろいろ工夫される自治体もあります。日野町における現歩道の維持管理

状況と課題、今後の取り組みについてお伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 歩道の維持管理についてでございますが、それぞれ道路管理

者が行っておりますが、県道における除草作業におきましては、危険と判断された

箇所について、随時、職員による草の除去を行うなど、対応もしていただいており

ます。町道につきましても同様の取り組みを行っておるところでございます。 

 歩道をはじめとする通学路につきましては、職員による目視を通年行っておりま

すが、４月には、滋賀県ならびに東近江警察署、小学校、教育委員会および建設計

画課の職員が通学路点検を行い、危険箇所の確認を行っております。また小学校、

中学校の保護者の皆さんからも通学路の改善要望をお聞きしており、指摘を受けた

場所等においては現場を確認し、対応するべき箇所について維持補修で対応をいた

しておるところでございます。今後も適正管理に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

10番（髙橋 渉君） 今お答えいただきましたように、多くの団体であり、それか

ら地域の方が、歩道に関して、歩道だけじゃないでしょうけど、道路に関しての注

視をされているというようなことでございますが、１つに、誰でもが、多くの方が

やっている、どこの箇所もやっているという形のものの中で、誰がどこをどういう

形の管理をするかという形のものですね。何でもそうでしょうが、責任区分をはっ

きりできているのかどうかということですね。ここの部分をひとつお聞かせ願いた
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いというふうに思いますが、それから、前回の質問のときに、管理にあたっての部

分の中で、国道、県道、町道の町一括管理はできないのかどうかという形のものを

述べさせていただきまして、検討をいただくという形のものが出ておりました。そ

れについてどういう形の結論になっているのかというふうに、形のものをお聞きい

たしたいというふうに思います。 

 それから、これはちょっと、なんですけど、非常に歩道に関しての注視度という

のは高い自治体がございまして、非常に重要視して対応をしているところがござい

ます。日野町もそうだと思うんですけども、ボランティア、ＰＴＡ、それから地元

自治会、それからいろんな形のもの、それが一括して会議を開いておいて、それで

対策をしていると。特に職員、日野町でいいますと日野町の職員になるんですけど、

何でもやる課、すぐやる課という形のものが直接除草、それから補修、これも行っ

ているというようなことを聞いたり、例えば５メートルぐらいのところが、ものす

ごく草が繁盛していると。そういった形のものがありましたときにおいて、役場の

職員の方が草刈り機を持っていって、除草するというようなこともあるところもあ

るそうです。そういった形のものの中で、今、日野町もいろんな形の団体等々に協

力してもらっていると思うんですが、どういう分担になっているかどうか、その辺

についてありましたらお聞きをしてみたいと、こういうふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） 歩道のことについて再質問を頂戴いたしました。 

 責任区分といいますと、やはり道路をつくった管理をしている国道、県道、町道、

そして里道ということで大きく分かれるかと思います。国道、県道につきましては

県の方で管理をしていただいていますし、町道につきましては町が管理、また里道

については各自治会の方で管理をしていただくということになっておりますので、

場所についても明確に分かれておりますので、その手順によって管理をさせていた

だいています。 

 また、県道、国道につきましては、各住民さんについては、どこが所属している、

管理をしているかすぐ分かりませんので、一時的に町にご連絡をいただければすぐ

に町の職員が現場に赴き、そして確認をさせていただきますし、尐しのことであれ

ば従来から町の職員が対応させていただいておりますので、住民の方には分からな

いところを全て町の職員で網羅したいなというふうな、そういう心がけで今までは

対応させていただいております。 

 そして、道路法の第17条の中にある管理の特例ということで、９月議会のときに

お話しをしていただきました。過日、県の方にも確認をさせていただいたところ、

県下でこの道路法の第17条の特例でしている自治体は、今のところないということ

でございます。また、提案していただいていますような歩道の部分だけ、国道の歩
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道の部分だけ関係市町が管理するようなことは、法のことで読んでおりますと、で

きないのかな、車道の部分も含んだ中で、その市町が管理をするような法の読み取

り方かなというふうに思っております。また、このことを行いますと、道路の維持、

補修、全てを町がすることになりますので、その財源についても今は手当がござい

ませんので、それを町が持って国道のある部分を管理するということですので、か

なり財政的にも厳しいのかなということを思っていますので、現在、県下ではない

という状況で聞いております。県の方に言わせますと、もし何かあればすぐに連絡

していただければ土木事務所の方が対応するので、すぐに言って下さいということ

を言っておられました。 

 現在の道路の管理につきましては、ボランティア、ＰＴＡ、地元自治会、いろん

なことでご協力をしていただいております。県道の草刈りの道路愛護の部分につき

ましては、そのようなボランティアの団体さんであったり、自治会の団体さんが草

刈り等をしていただくと、県の事業でございますが、その部分で尐し補助の方もさ

せていただいて、道路を健全な状況で守っていただきたいということで、地元の方

にご協力願って、健全な状態で今現在していただいているというふうに、大変あり

がたく思っております。 

 また、今ほど何でもやる課というておっしゃっていただきましたが、建設計画課

の職員の方もすぐに聞けば迅速にやっておりますので、私どももかなり今年は草刈

りに行ったり、いろんなことをさせていただきましたので、建設計画課といたしま

しては、道路管理につきましてはすぐいただければすぐに対応させていただいてお

りますので、また今後ともそのような体制で進みたいと思っていますのでよろしく

お願いします。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

10番（髙橋 渉君） 今、僕、建設計画課、直接草刈りをされていると今初めて聞

きました。本当にありがとうございます、ご苦労さまでございます。 

 そういった中におきまして、今、出ておりました道路愛護につきまして、各地域

の中で実施されている団体もあるというふうに思うんですが、まだ浸透性が非常に

低いように思われます。そういった意味の中で、各自治体に働きかけをひとつよろ

しくお願い申し上げたいというふうに思います。 

 それから、実はこれを取り上げましたのは、４月になりますと、間違いなく草、

草木関係が繁栄してまいります。毎年のことですが、どうなっているんだと、早く

しろよと、これは苦情とか要望とか、範囲が非常に分からない部分ですけど、必ず

まいります。どの部分までが許容範囲なのかよく分からないんですが、要望があり、

そういった苦情に近いものがあるということに関しては、何らかのやっぱり影響が

生じているという形のものの判断をしまして、それまでに何とかそういったものの
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是正ができないかなと、こういう形のものでちょっと質問をさせていただいている

んです。 

 今、いろんな形で方策はしていただいているんですが、住民からそういった、特

に草木に関しての部分なんですけど、そういった苦情が出ない前に、何とか町とし

てそれを是正する形でお願いをいたしたいと、こういうふうに思うんですが、何か

その辺のところのお考えがありましたらお聞かせ願いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（望主昭久君） 除草作業についてのご質問をいただきました。 

 その前に道路愛護の方ですが、いつも区長会の、４月当初の区長会の方でお知ら

せなどに入っているんですが、その辺についてももう尐し工夫をさせていただいて、

分かりやすい方法をできるだけ考えたいと思っております。 

 今、草の措置ということですが、９月議会で奥平さんの方からもご質問をいただ

きました。県の方も、草の方の維持管理を年に一度ということで出していますし、

また、その一度出す草刈りのところも、もう尐し効果的な時期にやるのが一番ええ

ということでも再三県の方にも連絡もしておりますし、今回、11月27日は行政懇談

会の要望を含めた中で、再度町長と一緒に土木事務所も行きまして、そのときも道

路の草刈りのことを申し上げていましたので、そのような効果的な、予算の範囲内

ですが、効果的な措置をするように再度申し上げたいと思っております。 

 また、町の方につきましても、主要路線についても草刈りは年に１度程度させて

いただいていますので、そのときも効果的な時期にさせていただくようにして、有

効な予算を使わせていただきたいというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

10番（髙橋 渉君） 予算そのもの自体の財源が絡んでくることですので、頻繁に

除草等々についてやるわけにいかないというのは理解できます。しかしながら、そ

れがもとに大きな事故、学童における事故等々が発生するということになりますと、

また違った形の財源で金が必要になります。そういった形の是正をするためにも、

今ありましたように、より効果的な除草作業、歩道管理について努めていただきた

いと、このように思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 次に、13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、今回、日野町国民健康保険の制度につきまして質

問させていただきます。 

 これはもう皆さん、特にご承知だと思いますけれども、国民健康保険制度という

のは、戦後、憲法25条、国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利、さらに

国は社会福祉、社会保障など、向上に努めなければならないと、国の保障と義務が

明確化された中で、それに基づき、戦前の国保制度から国民全てが医療保険に加入
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する国民皆保険制度、現在の国民健康保険制度に生まれ変わってのものであるわけ

であります。 

 現在、市町村が保険者として行っている国民健康保険制度について、保険税が高

いとか、何とかならないか、払いたくても今の生活では無理だ、国保運営が財政的

に厳しい、国からの支援を求めたいなど、多くの加入者や自治体から悲鳴と要望の

声が上がってきているわけであります。そのような声が上がる背景の中には、国保

制度の構造的な根本問題が解決されていないところに問題があるということである

わけであります。それは、国保制度では加入されている方の年齢構成が高く、医療

費水準が高いということ、さらには無職や失業者、非正規労働者など低所得者が多

く、所得水準が低いということであります。それに伴い、被保険者にとっては負担

が重いということであるわけです。だからこそ当初から困難性があるということが

指摘されていた、そういった制度であるわけであります。 

 国は、この問題解決のために、医療費の４割以上の国庫負担割合と定められてい

たものが、ちょうど今から30年ほど前から割合がどんどん引き下げられ、今日では

社会保障の切り捨てなどで、２割から３割という国からの財政支援に低下している

ところに問題があり、当初からの困難性をさらに助長しているところに大きな根本

問題があるわけであります。私は、改めて市町村が一丸となって、国に対して市町

村国保財政に責任を持つことを粘り強く求めていく必要を強く感じるものであるわ

けであります。 

 そのような状況のもとで、国民健康保険法が、今年度、改正されました。平成30

年、あと３年でありますけれども、30年から国民健康保険の基盤強化を目的に、国

保の財政運営責任主体が町から県に移管することになりました。しかし、町が国保

の運営から撤退するわけではありません。県と町の両方が保険者となって制度を共

同で運営するというのが、改正の趣旨であるわけであります。つまり、法律が改正

されても保険証の発行とか保険税の決定、賦課徴収、医療の給付、保健事業などは、

引き続き町が行うわけであります。今回の法の改正により、国保財政の基本的な構

造は何ら変わらないにもかかわらず、その上、県から標準的保険料率や標準的収納

率の提示によって、県が町への指揮監督が強まる恐れが十分に予測されるわけであ

ります。町の主体性が損なわれないよう、注視していく必要があると思うわけであ

ります。 

 さて、そんな中、国は国保の都道府県化推進を行うために、その一部として、平

成27年度より、低所得者対策として従来からあった保険者支援金を上乗せする処置

がとられました。今の日野町の議会で2,000万円余りの補正予算がそれであり、国

の支援を増やしたこと自体、町にとっては大いに助かるわけであることは言うまで

もありません。しかし、定率の国庫負担を引き上げるものではなくて限定的なもの
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であって、町の国保財政を根本的に解決するものではないことは明らかなことであ

ると私は思うわけであります。 

 現在、国の国保財政運営について、町当局は幾度となく厳しいと発言されておら

れます。低所得者層が多く加入していることで、確かに保険税収が減収してきてお

ります。現在の税率に改正いたしました平成23年度と比較して、2,000万円余り減

ってきております。また反面、加入者の年齢構成が高いことから、医療機関にかか

られる方が増えて、医療の給付費が多くなってきております。平成23年度と比較し

て、１億4,000万円余り支出が増えているわけであります。つまり、以上のことか

ら言えることは、全国的にも、また国自らが認めざるを得なくなった国保制度その

ものの構造的な根本問題は、この日野町にも当てはまるものと言えるものでありま

す。ただ、言えることは、全国的だからやむを得ないで安易に税収を増加に頼るこ

とは禁物であると私は特に指摘するものであります。現在、町は国保運営協議会で

その実態などを説明し、新たな認識を持っていただこうと行っていると聞いており

ます。 

 そこで伺うわけでありますけども、１つ目には、国保運営協議会でのその実態を

説明されておられますけれども、運営状況はどのようであるのか、ひとつ明らかに

していただきたいと思います。 

 ２つには、国の保険者支援金の活用は2,000万円でありますけれども、この活用

はもちろんのこと、高い国保税を何とか引き下げての住民の願いに応えるためにも、

一般会計の法定外繰り入れも含めて、最低でも値上げしない、こういった決断を求

めるものでありますけれども、どうか明解なる答弁よろしくお願い申し上げます。 

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

町長（藤澤直広君） ただいま、日野町の国保の運営状況等についてご質問をいた

だきました。 

 今、縷々ご指摘があったところでございますが、全国的にも国民健康保険は、他

の医療保険制度と比べて、高齢者や低所得者の加入割合が高いという構造的な問題

を抱え、国民医療費が年々増加していることから、国保財政を取り巻く状況は大変

厳しいものとなっております。 

 日野町の国民健康保険加入者の総数は、平成25年度末で5,248人でございました。

平成26年度末は5,163人となり、減尐傾向にあります。世帯数は26年度2,995世帯で

前年度より４世帯減となっております。65歳以上の加入者は25年度末2,085人、26

年度末2,153人と増加傾向にございます。26年度末の65歳以上の割合は41.7パーセ

ントとなっており、県下でも高い率となっております。 

 日野町の平成26年度の全体医療費は17億7,296万でございまして、25年度より１

億4,874万円増と大きく伸びております。27年度になりましても大きな伸びが続い
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ている状況でございます。 

 また、レセプト件数の伸びを上回る費用額の伸びとなっておりますので、レセプ

ト１件当たりの費用額が高くなっていることになります。診療行為別で見ますと、

医科の入院における伸びが大きくなっております。レセプト件数では全体の1.5パ

ーセント程度でありますが、医療費では全体の38パーセントを占めている状況とな

っており、重症化予防と早期発見、早期治療の対策が必要と考えております。26年

度の入院での疾病分類では、悪性新生物、脳血管疾患が大きな伸びになっておりま

す。また、悪性新生物、がんは、27年度も引き続き大きな伸びとなっております。

１件当たりの費用が100万円を超える事案が多くなっているのが現在の状況でござ

います。１人当たりの費用を見ますと、入院、入院外、歯科、調剤とも、年々増加

をしている状況となっております。 

 国保会計のこうした状況は、27年度当初予算では、基金を取り崩し、対応をして

まいりました。補正予算、今回の補正予算第２号では、保険給付費の当初予算でも

伸びを見込んでいたのですが、それ以上の伸びとなっており、６月、９月の議会で

も出ておりました、国の公費拡充に伴う日野町分の保険基盤安定繰り入れとして

2,098万8,000円、また医療費の伸びに伴う国の負担金等を見込み、保険税の減収分

も含めて今議会で補正予算として提案したこととなっております。何とか27年度は

回れるというふうに認識をいたしております。 

 これまで、平成21年度に税率改正を提案させていただき、その議論の中で、22年

度に一般会計より5,000万円の繰り入れをし、平成23年度より現在実施の税率で今

年度まで運営を続けてきたところでございます。しかし、来年度については、保険

税収納額の減や医療費の伸びの状況を見ておりますと、現状では回り切れない状況

となっており、国保運営協議会において11月５日、11月24日に現状を伝えるととも

に、保険税の適正算定についても協議をさせていただいたところでございます。ま

た、国民健康保険の安定化の観点から、平成30年度から都道府県が財政運営の責任

主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保を行う方向となることについ

ても報告をいたしております。こうした国保の運営状況を報告させていただき、国

保税の改定が必要である状況にあることも説明し、ご意見を賜るなど、議論をいた

だいておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、質問させていただきます。 

 １つは、例の国保運営協議会の中で、いろいろ実態なんか、今、みたいな話をさ

れていると思いますけれども、今ほど説明ありました、改定の必要があるというよ

うな意味で、ある意味では値上げをするという、そういった方向も含めた、今、議

論がなされているのかなと思いますけれども、具体的に来年度の予想ではどれだけ
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の不足で、はっきり言えば、この26年度、27年度、皆全て3,000万、4,800万ほど毎

年基金を取り崩して国保会計の中で運営してもらったわけで、もう現在、基金が24

万円ぐらいしか残っていないと、こういうことも１つの原因があると思いますけれ

ども、そういう中で、基金を取り崩すこともできない状況の中で、今、来年度を含

めてどれだけ不足を予測されているのか。そういった意味で、そこらをどうするか

が、今、これからの大きな議論になると思いますけども、まずその点の事態を１つ

明らかにしていただきたいと思います。 

 それと、先ほど蒲生議員が質問されておりましたけれども、医療費の各地方自治

体での無償化、そういうことをやることによってペナルティーの話がありました。

国保に対するペナルティーが多分これは大きいと思いますけども、国からの財政調

整交付金が減額されていると思いますけども、それは先ほど述べられた全体の840

万円というような扱いでいいのかどうか。ぜひ国保での財政調整交付金がどれだけ

減額されているのか、ちょっとその点だけご説明もよろしくお願い申し上げたいと

思います。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（橋本敦夫君） 今、對中議員の方から、実際に来年度どれぐらい足らな

くなるのかというご質問をいただきました。 

 これにつきましては、ざっと言いますが、１億円足らない状況ということでござ

います。 

 それから、医療費の無料化ということで、蒲生議員にお答えさせていただいたと

きにつきましては、これは福祉医療についての関係でございまして、これにつきま

しては医療費の、福祉の医療費の無料化を行いますと、現物支給といいまして、病

院の窓口で２割なり３割のお金を負担しなくて済む方について、波及増ということ

で、病院に行かれる数が増えるというふうに国の方は判断をされまして、これにつ

きまして、国の方については増えた分に相当する分について減額をするというふう

なことをしているという状況のものでございます。これにつきましては福祉医療と

いうことでございます。 

 国保全体の部分につきましては、正直、いろんな要素がかみ合っておりますので、

正直、福祉医療に対しての分の減額措置については、朝申し上げたとおりに受けて

おるようなことでございますが、他の部分につきましても、極端に言ってしまえば、

昔ですと国の負担率は50パーセントでございましたが、今現在は基本的に32パーセ

ントになっております。そこのところ、50パーセントを補うために調整交付金なり

云々ということで９パーセント、また、もう１つの調整交付金におきまして９パー

セントということで、トータルすると50パーセントにはなっておるわけなんですけ

れども、その９パーセントなりの部分について、いろんなちょっと制約等も入って
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おるという状況でございます。 

議長（杉浦和人君） 對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） ぜひ、僕は国民健康保険の財政調整交付金に、減額の分、減

らされているという、何かそういうふうに思っていまして、ちょっと私ももう一遍

調べますけど、ぜひまた今後調べておいていただきたいと、このように思います。 

 そこで、ざっとの１億円の不足という話が出ましたけれども、このお金は本来で

あれば基金から取り崩してやるということやけども、そのお金がない。なければど

うするかというところになれば、基本的にこれはぱっと計算してみると、それはど

うしても税を上げなければならんと、こういう状況になるし、安易に今、改正の必

要性があるということを述べられているということは、裏返して見れば値上げをせ

ざるを得ないという、そういう、今、実態があるということは私も分かりました。

数字的には分かっているわけであります。 

 ただ、これは特に今、各自治体、国保会計、財政に対して、運営に対して、今、

30年には都道府県化されますけれども、それにちなんで全国的に、全国の知事会も

含めてでありますけれども、相当国保に対する国の冷たいやり方に対して、厳しい、

今、批判が出ているわけです。現に今、各全国的に法定外の繰り入れをやっている

のが、何と3,500億円あるということが全国的に言われているわけです。そのため、

全国知事会は１兆円を地方にばらまけという、下ろしてくれんと困るということを

言ったらしいです。その中で、もうやむにやまれず、今回、27年度から1,700億円

下ろします、30年からは3,400億円下ろしますとこういうことで、今、収集をつけ

ようというところになってきている。今、日野町もそうでありますけど、全国的な

自治体が、国のもっと、今回の、今、保険制度そのものが低所得者が多い、この根

本的な構造的な問題があるということが全国的に問題となっているわけです。これ

に対して、先ほど言われているペナルティーも含めて、やめさすことも含めて、今、

全国をそういったことがちまたで、今、起こっている背景の中で、この１億円をど

うするかというように私は見ていく必要があるんじゃないかなと、このように思い

ます。 

 そういった意味から見ていると、やはり日野町、行政自治体、地方自治の精神と

いいますか、生存権を保障、守っていく、地方自治の精神を生かしていくためにも、

例えば今の国民健康保険、いずれ皆さん、通らんならん道なわけですね。この道に

対して、何としても最低でも今、平成30年に都道府県化される、ここまで持ちこた

えることがまず必要だと私は思うわけです。本来、ずっとやってもらいたいわけで

すけども、まずとりあえずの段階として。そういった意味から見ていくと、平成22

年に行った、日野町が法定外の一般会計からの繰り入れ5,000万円があったわけで

ありますけれども、これを上回るような繰り入れもやっていくこと自体が、今の構
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造的な国保会計を、財政を、運営を守っていくために、日野の果たす役割ではない

かなということを私は特に思います。現に、この間、確かに低所得者が増えてきて

おります。軽減税率、軽減の該当者、７割、５割、２割の該当者が年々、私も調べ

ましたけど増えてきておりまして、それから、資格証明、短期証明、短期証明書に

至っては、百七十何件ほどあるわけで、資格証明、100パーセント払わなければな

らない資格証明を持っているのが、17件ほど日野はあるわけですね。従来、以前で

したらそんなことはなかったわけです。今、これだけの今、経済的な状況が厳しく

なってきた、そのあらわれとして出てきているわけです。これを今、町として守る

必要があるんではないかなということを思われます。ある意味では、藤澤町長が今、

試されているような、そういう今、重大な時期に入っているというふうに私は認識

しているわけです。 

 確かに、来年も2,000万円は国からお金が来るわけです。いずれは4,000万ほどま

たお金が来るわけです。そういうことも活用しながらでもやれば、即１億円という

金額ではないと思いますけれども、これは何としても町が乗り切るために、町から

の支援も出してやっていくという、そういう姿勢をぜひ町長自らが出していただけ

ればありがたいと思いますけれども、その点について、最後、お伺いしたいと思い

ます。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 国保の構造的な状況については、對中議員のご指摘のとおり

というよりも、これは地方６団体も含めて全てが、国も含めて現在の国保の状況に

ついての認識というのは変わらないのではないかと。ですから、一般会計からの法

定外繰り入れ約三千数百億、だから、都道府県一本化に向けて3,400億の国保は税

金投入をするという中で、今、国保の都道府県一本化が進んでおるという状況でご

ざいます。 

 そうした中で、医療費が伸びて、高齢化、さらには医療の技術の高度化などによ

って医療費が年々伸びていること、そしてもう１つ、大変残念なのは、住民の皆さ

んの所得が落ちていることによって、国保税が減収しておると。減収しているから、

またそこが歳入欠陥になるという悪循環を繰り返しているというのが、これはまさ

に国保の構造的な問題であると、このように認識をいたしております。 

 そうしたことから、今縷々ご指摘があったわけでありますけれども、かなりの額

ということもございますし、国保運営協議会の委員さんからもいろんなご意見を頂

戴いたしているところでございます。確かに30年に向けて、来年あたりからどのよ

うな保険税、標準保険税率になるのかということも、今後、明らかになってくるだ

ろうというようなことでございまして、今、改訂をお願いせざるを得ないような状

況にあるというふうに、国保運営協議会でも説明をさせていただいているところで
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ございますが、どのような対応、抑制も含めて対応ができるのかどうかについては、

もう尐し来年度の状況、日野町全体の状況も踏まえて慎重に議論をしていかなけれ

ばならないと、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） 對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） もう質問はしませんけれども、私、特に議員の果たす役割と

いうのか、住民の代表と言われますけれども、特に議会の、私たちとしては住民の

立場で、立場に立って物事を考えていくという、そういうことを議会で絶えず貫い

ていることが必要だと思います。そういう意味では、私、あえて言いましたけれど

も、法定外の繰り入れ、22年に5,000万しましたけれども、それ以外は法定内の繰

り入れしか入れていないわけですね。全く変わったことを、今回踏み込んだことを

やらなければ、国保財政はどうしても低所得者層に負担増と、跳ね返るという、も

うそういう悪循環が起こるわけです。そういうことから見るならば、私たちの議員

は住民の立場に立つ議員として、どうしても背を向けられないという、私は考え方

を特に持っております。これ、今日ここにおられる議員も皆そうだと私は思うわけ

です。そういった意味で、ぜひ何としても改定は必要であることはもう当然であり

ますけれども、ぜひ慎重にしていただいて、何としても値上げをしないという立場

で慎重に、この二、三ヵ月間ですか、ぜひ取り組んでいただいて、福祉を守る日野

町ということを誇れるようにぜひ頑張っていただきたい、このことを最後に申し上

げまして私の質問を終わります。 

議長（杉浦和人君） 以上で通告を受けました13名の一般質問は全て終了いたしま

した。 

 以上をもって本日の日程は全て終了いたします。 

 委員会審査および調査につきましては、明15日に午前９時から予算特別委員会、

午後２時から厚生常任委員会、16日には、午前９時から総務常任委員会、午後２時

から産業建設常任委員会、17日には、午前９時から人口減尐対策特別委員会、午後

２時から地域経済対策特別委員会をそれぞれ開き、委員会での審査および調査をお

願いいたします。各委員会への招集につきましては、委員長の通知を省略いたしま

すので、あらかじめご了承をお願いいたします。 

 12月22日には本会議を開き、委員長報告を求めますので、定刻ご参集をお願いい

たします。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 一同起立。礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご苦労さまでございました。 

－散会 １６時１０分－ 


