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第２回日野町議会定例会会議録 

 

平成２４年３月１２日（第２日） 

開会  ９時００分 

散会 １６時２９分 

 

１．出席議員（１４名） 

 １番  村 島 茂 男  ８番  小 林  宏 

 ２番  中 西 佳 子  ９番  西 澤 正 治 

 ３番  齋 藤 光 弘  １０番  東  正 幸 

 ４番  堀 江 清 一 郎  １１番  池 元 法 子 

 ５番  蒲 生 行 正  １２番  平 山 敏 夫 

 ６番  冨 田  幸  １３番  對 中 芳 喜 

 ７番  髙 橋  渉  １４番  杉 浦 和 人 

 

２．欠席、遅刻、途中退席および早退議員 

   な  し 

 

３．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２１名） 

 町 長  藤 澤 直 広  副 町 長  岡 村 明 雄 

 教 育 長  奥 村  薫  総 務 政 策 主 監  竹 村 喜 久 夫 

 教 育 次 長  久 村 重 次  総 務 課 長  西 川 光 夫 

 総 務 課 参 事  髙 橋 正 一  企 画 振 興 課 長  平 尾 義 明 

 税 務 課 長  渡 辺 民 夫  住 民 課 長  森 口 雄 司 

 福 祉 課 長  岡  常 夫  介 護 支 援 課 長  川 東 昭 男 

 農 林 課 長  横 山 増 雄  農 林 課 参 事  門 坂 俊 男 

 商 工 観 光 課 長  塚 本 信 雄  建 設 計 画 課 長  岸 村 義 文 

 上 下 水 道 課 長  中 井 宣 夫  学校教育課参事  古 道  清 

 学校教育課参事  神 田 松 雄  生 涯 学 習 課 長  福 永  豊 

 会 計 管 理 者  山 田 繁 雄     

 

４．事務のため出席した者の職氏名（２名） 

 議 会 事 務 局 長  沢 田 友 男  総 務 課 主 任  小 島  勝 
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５．議事日程 

日程第 １ 選第１号 日野町選挙管理委員および同補充員の選挙について 

 〃  ２ 議第３号から議第４６号まで（人権擁護委員の候補者の推薦につ

いてほか４３件）について 

〔質疑〕 

 〃  ３ 議第３号から議第１０号まで（人権擁護委員の候補者の推薦につ

いてほか７件）について 

〔採決〕 

 〃  ４ 請願第３号 環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）交渉に関する意見

書提出を求める請願 

 〃  ５ 請願第４号 「こんな時に消費税増税は行わないこと」との意見

書の提出を求める請願書 

 〃  ６ 議第１１号から議第４６号まで（滋賀県市町村職員研修センター

規約の変更についてほか３５件）について 

〔委員会付託〕 

 〃  ７ 一般質問 

９番 西澤 正治議員 
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会議の概要 

－開会 ９時００分－ 

議長（杉浦和人君） 皆さん、おはようございます。全員の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。 

 はじめに、昨年３．11に発生いたしました東日本大震災から１年が経過いたしまし

た。改めて被災地の皆さんに心からお見舞いを申し上げますとともに、１日も早く穏

やかな日々が訪れますよう心からお祈り申し上げます。 

 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 選第１号 日野町選挙管理委員および同補充員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第２項の規定によ

り、指名推薦といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、選挙の方法は指名推薦で行うことに決定い

たしました。 

 お諮りいたします。指名の方法については、議長が指名することといたしたいと

思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、議長が指名することに決定いたしました。 

 それでは、指名いたします。選挙管理委員には、岩田富蔵君、岡 茂夫君、奥野

友一君、坪倉清司君、以上の方を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議長が指名した方を選挙管理委員の当選人に定める

ことにご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、ただいま指名いたしました岩田富蔵君、岡 

茂夫君、奥野友一君、坪倉清司君、以上の方が選挙管理委員に当選されました。 

 次に、選挙管理委員補充員については、奥村健一君、小西 廣君、石岡英明君、

北岡ひろ子君、以上の方を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議長が指名した方を選挙管理委員補充員の当選人に

定めることにご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、ただいま指名いたしました奥村健一君、小
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西 廣君、石岡英明君、北岡ひろ子君、以上の方が選挙管理委員補充員に当選され

ました。 

 次に、補充員の順序についてお諮りいたします。補充員の順序は、ただいま議長

が指名いたしました順序にいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、補充員の順序は、ただいま議長が指名いた

しました順序に決定いたしました。 

 日程第２ 議第３号から議第46号まで（人権擁護委員の候補者の推薦についてほ

か43件）を一括議題とし、各案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） おはようございます。 

 何点か質疑をさせていただきます。 

 まず、議第20号、日野町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について。保

険料の改正がされますが、介護給付費準備基金や財政安定化基金の取り崩しなどで

どれだけ保険料の引き下げが抑えられたのかをお尋ねをいたします。 

 また、保険料の減免措置などの状況といいますか、その利用料の軽減措置対象者

は昨年どれぐらいあったのかお尋ねいたします。 

 続いて、議第26号、平成23年一般会計補正予算（第５号）、事項別明細書、53ペー

ジ、教育費、学校建設費に日野中学校給食施設整備事業として３億6,700万円計上さ

れています。国の補助金内定も受けたとのこと、大変喜ばしいことだと思っていま

す。しかし、先日の学校給食問題検討特別委員会において、当局より提示された設

計図面の不備が出されましたが、その修正などはされたのでしょうか。お聞きいた

します。 

 次に、議第36号、平成24年度日野町一般会計予算ほか、主要施策の概要から何点

かお尋ねをいたします。 

 １つ目に、２ページの総務費、企画費、路線バス対策事業で、今年もデマンドタ

クシー試行事業として、青葉台を追加して続けられますが、昨年の利用実績や、利

用者等の反応をお聞かせ下さい。 

 ２つ目に、５ページ、国民健康保険特別会計のうち後期高齢者支援金が昨年度よ

り3,051万7,000円増額になっている要因は何でしょうか。 

 また、６ページの保険事業費の特定健康診査等事業費が昨年より518万7,000円増

額になっておりますが、その理由をお聞かせ下さい。 

 ３つ目に、６ページの後期高齢者医療特別会計の広域連合納付金が、23年度より

2,579万5,000円増額になっていますが、これは24年度から保険料が引き上げられる

との説明がありました。どれだけの引き上げになるのか。また、介護保険料も引き



2-5 

上げられ、その上、後期高齢者医療保険料も引き上げられるとなると、年金暮らし

の方の暮らしはますます苦しくなると思われますが、町としてどのように考えられ

ているのかお尋ねをいたします。 

 ４つ目に、８ページの民生費、保育所費の公立保育所運営事業が、23年度より1,253

万1,000円増額になっている理由は、なぜでしょうか。 

 最後に、衛生費、予防費、ワクチン接種緊急促進事業が23年度の４分の１程度に

なっていますが、その理由と昨年の接種状況等をお尋ねいたします。 

議長（杉浦和人君） 11番、池元法子君の質問に対する当局の答弁を求めます。介護

支援課長。 

介護支援課長（川東昭男君） おはようございます。池元議員さんの質疑でございま

すが、まず、介護給付費関係の準備基金の活用で、いくら保険料が下がるのかとい

うご質問でございますが、まず１つ目に、町の介護給付費準備基金の活用につきま

しては、現状で38円分相当でございます。また、県に設置しました財政安定化基金

の取り崩しの可能額につきましては、この基金を活用して軽減します額といたしま

しては、約61円相当分でございます。両方で約100円ぐらいの保険料が軽減できるも

のというふうに思ってございます。 

 続きまして、利用の関係でございますが、まず、利用の中でどういう軽減がある

のかということでございます。１つは、利用が高額になったときの軽減措置でござ

いますが、給付金の方で高額介護サービス費というのがございます。これは介護保

険料に基づく居宅施設サービスを利用された際、その月の自己負担額が一定の額を

超えた場合に、その差額をお支払いさせていただくという制度でございます。先ほ

ど22年分と申されましたけれど、直近の１月分のサービス費でご説明を申し上げた

いと思います。利用料が高額になったときの高額サービス費でございますが、課税

世帯につきましては、限度額上限が３万7,200円となってございまして、利用者は10

人。それから非課税世帯の１でございまして、上限が非課税世帯は２区分に分かれ

てございます。上限が２万4,600円の部分につきましては36名、非課税世帯の年金収

入が80万円以下で、これは上限が１万5,000円となってございますが、この利用者が

135人でございます。 

 それから、福祉年金や生活保護世帯に係ります部分については12人ということで、

合計１月利用分で193名の利用者がございまして、約200万円の制度の利用をしてい

ただいたということでございます。 

 それから、食費とか居住費関係のまた負担軽減の措置、これは特定入所者サービ

ス費ということでございますが、保険料の負担段階の第３段階の方で46人、第２段

階の方で107人、第１段階で16人ということで、延べ169名の利用がございます。こ

れに係る費用でございますが、約400万円ということで、利用料の軽減措置が図られ
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ているところでございます。 

 また、減免でございますが、減免につきましては、この間、１件ございました。

条例の15条に基づきます災害に係る減免ということで、平成21年４月17日に１人暮

らし老人の方の家が火災により焼失いたしましたので、この方の21年度の８月から

23年の７月までの分につきまして減免をさせていただきました。 

議長（杉浦和人君） 教育委員会、教育次長。 

教育次長（久村重次君） おはようございます。 

 それでは、議第26号、平成23年度日野町一般会計補正予算（第５号）、中学校給食

施設整備事業に関連してのご質問をいただきましたので、お答えをさせていただき

ます。 

 ２月23日、学校給食問題検討特別委員会を開催をいただきまして、その中で図面

等の説明をさせていただきました。その中でご指摘をいただきました、更衣室を男

女分けておらないのではないか。また、休憩室の面積はこれだけでいいのか。また、

ランチルームの机の幅について、もう尐し余裕が必要ではないか。そういったご指

摘、また、ご意見をいただきましたので、その後、修正案を今現在作成をしており

まして、３月14日の学校給食問題検討特別委員会の中で、この部分につきましては

修正案を説明させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（森口雄司君） それでは、住民課関係につきまして３点、ご質問を受けま

した。まず、国保特別会計につきまして、後期高齢者の支援金3,051万7,000円増額

になった理由でございますが、これにつきましては、今回の後期高齢者にかかわり

ます保険料の改定の部分につきまして、保険料が上がった部分がございます。そう

いった関係もございまして、それに伴います国保会計から後期高齢者に支援します

部分の額が増えている点、さらに、後期高齢者に対する医療費の増額、さらに被保

険者に対する増額、こういったことが影響しまして、使用額が増えたというところ

でございます。 

 ２点目に保険事業にかかわりまして、特定健診の需要額が増えた理由でございま

すが、特定健診事業につきましては、治療の一環として行われた検査の内容の一部

を特定健診に活用する仕組みを今年度、いわゆる日野町方式としてつくりました。

こういったことによりまして受診率をアップさせるための手だてを行いましたが、

このことを新年度の24年度は県内の医療機関であればどこでも受診できる方法に変

更する体制を整えることが必要ではないかといったことで、医療機関への委託料の

増額、また、情報の整理を行うための臨時職員の賃金、こういったことを増額する

もので、これに伴いまして、その費用を充てることというようになります。 

 ３点目の後期高齢者医療にかかわります診療報酬の改定でございますが、これに
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つきましては、２年に一度の改定ということで、平成20年度に後期高齢者医療制度

ができまして、今回は３期目の改定ということになります。24年、25年度の保険料

を広域連合において設定すると、このようになっております。去る２月16日に開会

されました滋賀県広域連合議会におきまして、提案が可決ということになりました。

この保険料の率については、被保険者均等割が４万1,704円、所得割率が8.12パーセ

ントで、１人当たりの平均保険料額は年額６万1,618円ということになります。前回

の第２期の保険料の設定と比較しますと、年額で5,569円、上昇率にしまして9.94

パーセントの上昇となりました。確かに保険料の額はかなり、前回が３パーセント

程度の率でございましたので、非常に高い率になりましたが、これは医療費が右肩

上がりで上昇している中で、何とか10パーセント以内に抑えようという、それぞれ

の思いの中でその数値が出てきたというところでございます。非常にそんな中で、

ましてどうかということでございますが、なかなか厳しい医療費の中で抑制も図り

ながら、10パーセントに抑えられたというところが１つの評価ではないかなと、こ

のように思っております。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（平尾義明君） それでは、議第36号の24年度の一般会計の中で、主要

施策の概要の２ページの路線バス対策の中のデマンドタクシーについて、ご質問が

ございました。今年度７月から試行ということで、５集落について運行させていた

だいたところでございます。実績といたしましては、ちょっと低調でございました。

平均、大体１ヵ月58人程度乗っていただいております。稼動日数を稼動可能日数で

割るパーセントは、63パーセントということで、稼働率は63ということになってい

ます。アンケート等もとらせていただいて、どういったニーズがあるかということ

を聞かせていただいたんですが、やはり乗られる対象者が尐ない。今は車があるの

で、今は利用をしないけども、将来は乗りたいというふうなことがありましたので、

ただ、対象者が尐ないということと、今、試行させていただいている人数がどうな

のかということもありますので、来年も引き続いて試行をする中で今後検討をして

いきたいなと、このように考えている次第でございます。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（岡 常夫君） 失礼いたします。議第36号の平成24年度日野町一般会計の

主要施策の概要の８ページの保育所費の関係でご質問ちょうだいしました。公立保

育所運営事業で、昨年より1,253万1,000円増額となっている、その理由はというこ

とでございます。これにつきましては、昨年の12月の補正予算の中で人件費も補正

をお願いをしたところでございますが、現在、支援の必要な子どもさんや、土曜の

保育、ならびに早朝や、夕方の保育士さんの臨時でお願いをしている保育士さんの

賃金等が年々増加しております。本年度当初から、その見込みをさせていただきま
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した分がほぼ前年対比800万の増となってございます。そのほかには、保育所の工事

の関係で、一部調理室の床等の修理ならびに低年齢児の園庭の方のフェンスを一部

設置をしたいということで、140万の工事請負費ならびに子どもさんが増える関係で

机といす等の備品を尐し購入をさせていただきますのと、ストーブの購入費でほぼ

70万円、そして、給食のまかない材料費、これまた、子どもさんが増える関係もご

ざいますので、物価の分も見込みまして200万円の増額を考えております。さらに燃

料費で30万円ということで、ほぼこの部分が1,253万に匹敵する金額になるというこ

とでございます。その点、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 ワクチン接種の関係で、ちょっと資料の準備で、今ここにないわけでございます

が、接種緊急促進事業の中で昨年対比3,875万5,000円の減となってございます。こ

れにつきましては、新生児ならびに新の中学１年生を新年度で計上したことにより

まして、それ以外の真ん中の年代が23年度にお受けをほぼいただいたということで、

前年対比この金額の減額になっているということでございます。実際にはそれぞれ、

子宮頸がんですと中１から高３、ヒブワクチンは２ヵ月から４歳、小児用肺炎球菌

につきましては２ヵ月から４歳ということでございますが、今申し上げましたよう

に、その中間年の方はもう既に、ほぼ接種されているということで大幅な減額とさ

せていただいたものでございます。よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） おはようございます。それでは、条例の方だけ尐しお聞きした

いと思います。議第14号でありますけれども、水道の布設工事監督者の配置および

資格とその技術管理者の資格を定めるものでありますけども、水道の工事監督者を

配置する対象工事とはどういうものがあるのかお尋ねしたいなと思います。通常の

土木工事として適正に施工されればいいのではないかなと思われるんですけども、

そこら辺をお願いしたいと思います。 

 議第15号でございますけれども、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和

条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正

する等の法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてでありま

すけれども、全員協議会で尐し説明をいただいたんですけれども、もう尐し詳しく

教えていただければ、と思います。住民基本台帳法が一部改正され、外国人登録制

度が廃止されまして、日本人と同様に住民基本台帳の適用の対象となるわけですけ

れども、在留資格とか、在留期間とか、どういう流れになっていくのかお伺いした

いなと思います。 

 また、議第22号と議第23号ですけれども、今何でこういう文言を入れられたのか

ということと、いつもこの学識経験者とはどう理解されるのかということなんです

けども、公民館の審議委員ですけれども、公民館には公民館運営委員があり、その
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中に入っていると思うんですけれども、この学識経験者というのは、公民館ではど

ういうように理解されているのか、理解したらいいのか、また、図書館ではどのよ

うに理解したらいいのか、その点をちょっとお聞きしたいなと思います。 

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

水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） おはようございます。今、東議員さんの方から、議第

14号の水道工事に伴う条例の制定についてのご質問をいただきました。これにつき

ましては、今、提出させていただいております条例の第２条のところに書かれてお

ります水道の布設工事ということについて、内容はどういうものかというご質問で

あったかと思います。これにつきましては、水道法第３条10項において定められて

いるものでございまして、水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、

送水施設および排水施設の新設工事ということでございます。また、新設工事以外

の水道法施行令で定めているものにつきましては、１日の最大給水量、または水源

の種別、取水地点、または浄水方法、こういうものの変更に係る工事を挙げており

ます。また、日野町には、平子・熊野の浄水場以外には、県水を購入しておる関係

上ございませんけれども、沈殿池、ろ過池、消毒設備、または排水池の新設、増設、

または大規模な改造に係る工事ということで、通常日野町が施工しております管の

入れかえとか、修繕工事についてはこれに当たらないということでございます。現

在、青葉台とか、五月台の方で排水池を設置しております工事等はこれに該当する

ということでございます。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（森口雄司君） ただいま東議員より、議第15号の外国人住民にかかわる住

民基本台帳の移行についてのご質問を受けました。詳しい内容や、また、今後の流

れについてのご質問だったと思います。まず、今回の対象になる方については、お

おむね申し上げますと、観光目的など短期滞在者を除く、適法に３ヵ月を超えて在

留する外国人であって住所を有する者および特別永住者が対象となります。年齢要

件については、特にはございませんが、新たに入国された場合については、発行さ

れる残留カードの期限が満16歳未満を区切りとしまして行われることになります。

法改正以降につきまして日本に入国された場合でございますが、中長期残留者につ

いては、通常は入国時に本人の残留資格などが掲載された残留カードが発行され、

このカードを持参して居住される。日野町ですと日野町の住民課の方で住民基本台

帳に基づく登録を行うことになります。 

 それから、町では、法務省の入国管理局と情報連携をしながら、入国、在留の確

認を行うことになります。ただし、在留カードの発行については、しばらくの間は

国内の４大空港と言われる、いわゆる関空、中部、羽田、成田のみとなりまして、
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それ以外から入国された方については、転入された居住地と法務省との情報提携で

連携を図って、後日、ご本人に郵送で在留カードをお渡しする方法をとることにな

ります。 

 今言いましたのは入国された場合でございます。現在、日野町におられる方につ

いては、在留カードや特別永住者証明書がございませんので、当面の間は現在お持

ちの外国人登録書が在留カードとみなされ、今後は、現在の期限が切れる段階で切

りかえを行うということになります。原則としましては、最長３年以内にすべて在

留カードに切りかえを行って管理をするということになります。 

 おおむねはそういったことで、住民基本台帳に基づく住民票に切りかえがされる

のが７月９日施行日でございますが、現在考えているところでは、５月７日の月曜

日を基準にしまして、町内に在住しておられる外国人の方には住民基本台帳に基づ

く仮住民票を作成しまして、ご本人にこれでよいかという確認の案内をさせてもら

って、その確認をしながら作業を進めると。そして、７月９日の移行日に間に合わ

せるということで手続を進めております。 

 以上が流れでございます。よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（福永 豊君） おはようございます。それでは、東議員の方から、議

第22号、日野町公民館設置条例の一部を改正する条例の制定について質疑をいただ

きました。今回の提案につきましては、今日まで社会教育法第30条の中で規定がさ

れてございまして、公民館の運営審議会の委員の委嘱基準を定める規定を、地域主

権一括法に基づきまして日野町公民館設置条例の中で規定するということになった

ものでございます。 

 また、学識経験者をどのように理解するのかというご質問でございますが、今日

まで公民館の運営審議委員の構成につきましては法規定のとおり、小学校の代表者

の方、社会教育関係団体の代表者の方、家庭教育の関係者の方、そして、学識経験

者であるというふうになってございます。町といたしましては、７地区の公民館で

ご活躍をいただいております方々を学識経験者として位置づけをさせていただきま

して、各地区公民館から１名、計７名の方を館長推薦のもと２年の任期として教育

委員会で承認をいただき、ご活躍を現在いただいているところでございます。よろ

しくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（久村重次君） それでは、議第23号、日野町立図書館設置条例の一部を改

正する条例の制定についてご質問をいただきましたので、お答えをさせていただき

ます。改正については先ほど生涯学習課長が申したとおりでございますが、この図

書館におきましても学識経験者という部分がございます。そこをどのように理解し



2-11 

ておるのかということでございますが、図書館の今現在の協議会の委員といいます

のは、社会教育、家庭教育、また町内の教職員、それらの方々が、委員となってい

ただいております。学識経験等の選考につきましては、やはり町内外から多くの専

門的意見を聞かさせていただける方というようなことで位置づけをしております。

今現在のところは、近隣の図書館長さん、高校の先生、また、いろいろと見聞の広

い方を学識経験という形で選考をさせていただきたいと思っておるところでござい

ます。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） ありがとうございます。この浄水池も入るということですけれ

ども、そういうところの消毒といいますか、水質検査の結果は、最近なんかは余り

変わってないのか、今は、大震災があって、放射能の汚染があるんですけれども、

そういう部分は出てきているのかどうかをお聞きしたいなと思います。 

 それから、議第15号ですけれども、特別永住者になってくると、ずっといられる

のか、期間をお聞きしたいのと、そうなってきますと、関係ないかも分かりません

けれども、私の住んでいる大字西大路は地縁団体を結成しているわけですけれども、

そこへ加えたらだめなのか、ちょっとそこら辺はどうなのかお聞きしたいなと思い

ます。 

 以上、２点です。 

議長（杉浦和人君） 上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） 今、東議員さんの方から、水質検査についてというこ

とでご質問いただきました。水質検査につきましても水道法等で規定をされており

まして、日野町として、毎日検査ということで、日野町内各所におきましての残留

塩素等の調査は毎日やっておりますし、毎月検査という形で、水質の検査等も実施

しておるところでございます。現在のところ、今まで数年の形と、その基準が変わ

ったということはないんですけれども、こちらの方で検査をしている結果では、す

べて良好という形でやっておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（森口雄司君） ただいま外国人の登録に関係しまして２点、ご質問を受け

ました。まず、１点目の特別永住者の関係でございますが、特別永住者につきまし

ては、特別永住者証明書というのを発行することになりますが、この方については、

通常の在留カードですと５年が最長でございますが、特別永住者については、７年

を最長に切りかえを行うということで、尐し期間が長くなっております。 

 ２点目の地縁団体の関係でございますが、これにつきましては、それぞれ地縁団

体におきます規約、会則等があろうかと思いますが、そういった内容に基づいて行

われることでございまして、今回の法の改正、さらに条例の改正に伴いまして、そ
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れぞれの地縁団体に影響するということはないと思われます。 

議長（杉浦和人君） ４番、堀江清一郎君。 

４番（堀江清一郎君） それでは、お尋ねいたします。議第26号、平成23年度一般会

計補正予算の中学校給食に伴う建設の取り組みについて質疑いたしますので、教育

長、よろしくお願いいたします。 

 これまでの議会の多くの意見は、センター方式が望ましいということでしたが、

財源関係もあって自校方式もやむを得なく、計画に至ったわけでございます。ご案

内のとおり、そうした中で議会として、財政の関係もあり、運営は公設民営化でや

るべきと付帯決議を行ったところでございますが、そこで、お尋ねいたします。こ

の付帯決議を教育委員会の定例会などで、どのような時点で説明されたのか。そし

て、また、教育委員さんの意見は、どのような意見が出されていたのか。また、地

元紙の世論調査では民営化を支持される方が多いということでありますが、その点

についてご意見があったかお尋ねしたいと思います。 

 次に、今後のスケジュールについてお尋ねいたします。当局は、平成25年度から

事業実施をお考えということで、工事入札を経て、工事着手、工事完成ということ

でございますが、いつごろ行うのか。また、議会が付帯決議を付議している公設民

営化を実施するならば、平成25年４月から逆算して、業者の選択に伴う事業説明、

選定の最終タイムリミットはいつごろかお尋ねしたいと思います。 

 そうした中で、私なりに、議会の付帯決議に沿って進んでいるのか、それに伴う

時期の関係につきまして、教育長の方からいろんなことを聞かせていただきたい。

よろしくお願いいたします。 

 それと、議第36号、平成24年度日野町一般会計予算について、３点ばかりお尋ね

いたします。ページ、51ページ、新しい老人クラブ創造推進員設置事業につきまし

て、具体的に説明をお願いしたいと思います。 

 ページ、61ページ、結核対策事業、委託料175万9,000円、載っておりますが、結

核患者さんは昔よりも尐なくなっていると思われますが、委託される事業内容につ

いて具体的に説明をお願いしたいと思います。 

 ページ、87ページ、防災活動事業につきまして、災害時の備蓄の予算につきまし

て、需用費、備品購入費と載っておるんですが、その中に備蓄の経費が含まれてい

るのか、その点についてお尋ね、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ４番、堀江清一郎君の質問に対する当局の答弁を求めます。教

育長。 

教育長（奥村 薫君） 堀江議員から、議第26号の補正予算についてのご質問をいた

だきました。中学校の給食についての付帯決議等についてのご質問であったかと思

います。教育委員会定例会での説明等につきましては、大体毎月、定例会を行って
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おりますので、議会での報告ですとか、そういったものを逐一させていただいてお

ります。そして、委員さんの意見ということでございますけれども、委員さんの方

からは、地場産を増やすということも進めていかないといけないし、それから、人

と人とのつながりも大事である、教育上の観点から直営の方が望ましいという意見、

そして、また、教育委員会は子どもの教育を中心に考えるので、経費のことは教育

委員会で考えることではないのではないかというようなご意見をいただいたところ

でございます。 

 私の意見ということであろうかと思うんですけれども、私も付帯決議は重いもの

であるというふうに認識しておりますし、これまで民営委託について研究してまい

りました。しかしながら、現時点では、今後さらに食育を推進して、子どもたちの

健やかな成長のために、経費はかかるかもしれませんけれども、中学校は直営でお

願いしたいというふうに考えているところでございます。ただ、小学校の給食施設

の改修ですとか、それから、幼稚園、小学校の町としてのあり方など、今後の全体

構想を考える中で民営化等いろいろ研究していきたいというふうに考えております。

経費の軽減について、もちろん考える必要があると思いますけれども、私としまし

ては、子どもたちの教育に尐しでもプラスになるよう日々いろんなところで意見を

述べさせていただいているところでございます。あとは政治的にご判断いただくも

のと思いますけれども、日野の宝である子どもたちのためには、やはり経費をかけ

る必要のあるところには経費をかけていただきたいなという思いを持っております。

あとのことについては次長の方からお答えさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（久村重次君） 議第26号、日野町一般会計補正予算に関連いたしまして、

教育長の答弁した以外の部分につきましてご答弁させていただきます。中学校の給

食の部分で今後の工程についてのご質問でございます。今後の工程につきましては、

まず、今のところ、６月の定例会には入札をし、工事請負の承認をいただき、７月

着工で、年度内完了で今現在進んでおります。工事期間としては約６ヵ月ほどかか

るのではないかと思っております。 

 それと業者選定でございますが、６月に入札となりますと、５月の上旪あたりに

建設工事審査会におきまして起工を上げた後、業者選定を審査会の中でさせていた

だき、その後、見積りの期間を経て入札というような形になかろうかと思います。 

 民営化の部分でございますが、先ほども教育長がお答えいたしましたように、今

現在は公設で、直営というような形でご提案をさせていただいています。設計の内

容につきましては、民営の部分につきましても、両方対応できる形をとっておりま

す。その民営化については、今現在検討をしておるところでございます。方式につ

きましては、入札を行いましても、その場所で工事をかかっていただきましても、
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民営の部分で対応できる設計という部分でございますので、今現在、町としては民

営については検討はしておりますが、もう尐し後ででも、その方式については考え

ていける部分ではないかなと思っております。 

議長（杉浦和人君） 介護支援課長。 

介護支援課長（川東昭男君） 当初予算におきます新しい老人クラブ創造推進員設置

事業の具体的な内容について、ご質問いただきましたので、お答えさせていただき

ます。この事業につきましては、事業目的といたしまして、老人クラブ連合会の活

動を支援するという目的でございます。 

 内容につきましては、老人クラブが地域社会の福祉の担い手として自主的な活動

ができるよう老人クラブの組織づくりと活動を推進するため実施指導に当たる推進

員を設置するということでございまして、現在、勤労福祉会館内に老人クラブ連合

会の事務局がございます。ここで事務を担当していただいています推進員さんがお

一人いらっしゃいます。この推進員の設置に伴いまして、県の補助要綱に基づきま

して町も半分補助すると、このようなことでございますので、よろしくお願い申し

上げます。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（岡 常夫君） 議第36号の平成24年度一般会計の中の衛生費、61ページの

結核対策事業につきまして、ご質問をちょうだいしました。この中の175万9,000円

の委託料のその内容と計画の検診等の状況をお聞きをいただきました。平成23年度

でございますと、5,549人の対象者に対してほぼ27パーセントの1,475人を受診対象

にさせていただいておりますのを参考に、24年度は5,800人の対象者の方々にご通知

申し上げまして、そのうちほぼ３割が受診をいただくということで、65歳以上の

1,750人分の胸部レントゲンの費用を見込んでおります。これによりまして、大体そ

の中の３パーセント程度の方が精密検査が必要になってこようかなということの経

費をこの中で見ているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 総務課参事。 

総務課参事（髙橋正一君） 議第36号、平成24年度日野町一般会計予算の中の防災活

動事業、87ページの中の需用費と備品購入費の中に備蓄品等の予算が含まれている

かどうかというご質問でございました。この中には備蓄品は含んでございません。

備蓄品につきましては、平成23年度の補正予算で飲料水と毛布等をお認めをいただ

きまして整備をさせていたところでございまして、この当初予算の中では見込んで

ございません。よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） ４番、堀江清一郎君。 

４番（堀江清一郎君） 先ほど来、教育長、また次長からご説明をいただきました。

我々はいつも言っていることなんですけれども、町民の皆さんに喜んでいただける
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給食をということで、回も重ねてやっているわけでございます。そうした中で一番

大事なことは経費面。確かに、子どもたちにはそういう地産地消等々も大事かと思

いますけれども、経費面については、一番そういうことは、こういう厳しい状況の

中で、日野町の財政の中で考えていったならば、やはりそういう経費面については、

節約できるところはしていって、子どもの健康管理等々につきましては、私個人と

しても、それは大事なことで、お金のかかるところはかかっていってもいいと思う

んですけれども、そういう人件費等々で尐しでも経費節減して、本当によかったな

という給食をつくりたいのが我々の願いでございます。そういう点につきましても、

今後、民営化については検討するという次長のお答えでございますので、その辺も

しっかりした今後話し合いをしていきたい。このように思うわけでございます。よ

ろしくお願いしたいと。 

 それと、防災活動事業で、需用費と備品関係に備蓄品は含まれておらないという

ことでございますけれども、毛布と飲料水については十分整えてあるんですか。お

答えよろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） ４番、堀江清一郎君の再質問に対する当局の答弁を求めます。

総務課長。 

総務課長（西川光夫君） 備蓄品の関係で再質問いただきました。飲料水と毛布につ

いて十分かというところでございます。十分というところの数字がどの辺かという

のは、分かりませんが、予算の中で購入する範囲内で、今までの予定しています分

につきまして備蓄はしております。それが十分かと問われますと若干疑問ですが、

どれだけがという部分がございますので、備蓄としてはしておりますので、よろし

くお願いします。 

議長（杉浦和人君） ４番、堀江清一郎君。 

４番（堀江清一郎君） 今、総務課長の方からお話があったわけでございます。また、

これは一般質問でもさせていただきたいと思うんですけれども、最低の水であれば、

１人１日３リットル要るというようなことでございます。実際、公民館にそれだけ

のことができてないというのが現状でございます。果たしてそういうことでいいの

かということを１つ、そのことについてもしっかりと検討していただく必要がある

かなと、思います。７つの公民館があるわけですけれども、そこに備わっているの

が非常に申しわけ程度の備品でございます。これでは備品というようなことは言え

ません。その辺のことについては慎重にやっていただきたい。よろしくお願いしま

す。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 質疑をさせていただきます。議第36号、平成24年度日野町一般

会計予算についてお尋ねいたします。予算説明書の39ページ、路線バス対策事業に
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ついてでございますが、前年度当初予算は4,229万8,000円、平成24年度予算は57万

8,000円増額の4,287万6,000円となっております。広報ひのによると、町営バス利用

者数は、平成22年度は前年より2,354人の減、平成23年度は前年度より3,916人も減

っております。平成23年度よりデマンドタクシーも試行され、利用者が増えるので

はないかと私は考えてしまいますが、利用者が大幅に減った要因は何だとお考えな

のでしょうか。お尋ねいたします。 

 41ページの自治の力で輝くまちづくり推進事業についてお尋ねします。進取のま

ちづくり講座として、女性のむらづくり講座というふうにお聞きいたしましたが、

町全体で開催をされるのか、地区や公民館単位での開催となるのか、何回、講座を

開催されるのか、趣旨等ももう尐し具体的にお聞かせいただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君の質問に対する当局の答弁を求めます。企画

振興課長。 

企画振興課長（平尾義明君） 議第36号の一般会計予算案につきまして、ご質問がご

ざいました。路線バスにつきましては、今言われましたとおり、非常に利用が落ち

ているところでございます。この要因といたしましては、当初からこのバス路線に

つきましてはスクールバスの関係がございまして、それを主に運行をしているとこ

ろでございます。ついては教育委員会の方から補助金が出てます状況を見てみます

と、まず、安部居が今まではバスに乗っておられたんですが、もうやめられたとい

うことと、やはり対象者が減っているという要因というふうに私どもはつかんでい

るところでございます。また、一般的に言われています車の移動が多くなっている

ということで、これも大体落ちているということで、やっぱり乗っていただきたい

ということで、広報にも毎年、掲載をしているところでございます。 

 続きまして、自治の力で輝くまちづくりの講演の関係なんですが、講演について

は、今年も開催しましたとおり、町内全体で１回やりたいなと思ってます。今年、

熊本大学の徳野先生にいろいろお話を聞かせていただいた中で、やはり村づくりの

基本は、子どもを産み育てる女性の方が大事であるということを受けまして、それ

なら女性をターゲットとした講演会をしていこうというふうなことで現在考えてい

るところでございます。 

 また、地区での講演というか、研修につきましては、出前講座の中で考えていま

す。昨年も上迫の方で話をしてほしいというふうなことがございましたし、また来

年度も引き続いて、なかなか難しい課題でございますので、そこら辺は地区でいろ

んな問題点を発掘していただいて、どういう手法でしたらいいかという私どもの提

案をさせていただいて、皆、自治の中で考えていただくということが大切だという

ふうに考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。１番、村島茂男君。 
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１番（村島茂男君） 学校給食問題の方で、先ほどの堀江議員のちょっと補足のよう

な形になると思うんですけれど、一般会計予算の107ページに、職員人件費、学校給

食事業とあり、学校給食事業費というのが材料費に当たると思うんですけれど、こ

の辺の材料とかは今、教育長がおっしゃられたように、残さず、十分な材料を使っ

ていただきたい。それは分かるんですけれど、この職員人件費というので5,392万

6,000円の予算が出ています。その辺の細かい人件費の人数に対しての、給料面とか、

その辺の詳しいことをお聞きしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君の質問に対する当局の答弁を求めます。教育

次長。 

教育次長（久村重次君） それでは、村島議員さんからの平成24年度一般会計に伴い

ます給食費の人件費にかかわりましてのご質問をいただきましたので、お答えをさ

せていただきます。事項別明細107ページの職員人件費（学校給食費）でございます。

これにつきましては、正規職員の８名分を計上をさせてもらっておりまして、平均

674万を上げさせていただいております。詳細につきましては、また総務課長の方か

ら補足をいただけるのかなと思うのですが、これについては給与費明細に出ており

ます給与、また職員手当、通勤手当、そういった部分が計上がされております。ほ

か給与に関連しましての共済費を計上いたしまして5,392万6,000円を計上をいたし

ておるところでございます。 

 この部分については正規職員の人件費でございますので、そのほか、学校給食運

営事業の中で、パートさん、臨時さんの賃金等についてはここで計上をさせていた

だいておるところでございますので、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（西川光夫君） 平成24年度の予算につきまして、学校給食の中で職員の人

件費でございます。今、次長が申しましたように、正規職員８名の人件費でござい

ます。それぞれ給料、職員手当、共済組合というところでございます。給料は本給

でございます。職員手当につきまして、全部で1,061万7,000円でございますが、先

ほどのとおり、時間外勤務手当や期末勤勉手当、通勤手当、扶養手当、こういうも

のが含まれております。また、共済費としまして1,155万4,000円でございますが、

健康保険等の共済組合の負担金、また、退職手当等の組合の負担金、それから地方

公務員の災害補償の負担金、こういうものが含まれているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（久村重次君） すいません。答弁漏れがございました。学校給食運営事業

の中で、パートさんの人数でございますが、当初予算では、７人分を計上いたして

おります。日額6,300円というような形で計上いたしております。そのほか、通勤手

当等はこの賃金の中に含まれておりますので、よろしくお願い申し上げます。 
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議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） ９月議会の一般質問の方でさせていただきました公設民営化と

いうことで、私はその方を希望しているわけなんですけれど、そのときに、ちょっ

と調べさせてもらったときに、22年度分なんですけれど、国税庁から出ている年間

給与実態統計調査結果が９月に発表されたというので調べてきた中で、国民の平均

給与は412万円、女性に限ってみると平均給与は269万円となっています。業種別の

平均給与を見ますに、飲食サービス業は、男性を含めて平均給与で247万円でありま

す。公務員給与がいかに高いが如実にあらわしていますし、民営化により多額のコ

スト削減が図れることが分かると存じますが、この辺の所見を当局に伺います。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君の再質問に対する教育次長の答弁を求めます。

教育次長。 

教育次長（久村重次君） 村島議員さんからの再質問にお答えをさせていただきます。

先ほど全国的な平均給与という部分が言われておりましたが、一応給与等につきま

しては、社会保険料等については、そういった部分、共済費あたりは個人負担もご

ざいますが、町の方からも一定支出をする部分につきましては、この予算の中で計

上をしております。そういった部分で額的には、そういった額が上回ってきておる

のかなと思います。また、実際その計算については、事業者負担の部分については

入っておらないのかなと。そこで全体的な差が出ておるものと思っておるところで

ございますので、よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） こういう時代ですので、いろんな面で削減していただきたいと

思うのは希望ですし、やはり先ほど教育長がおっしゃられたように、材料、そうい

うものは十分に、その分でもこういう人件費を抑えてでも、よりよい材料を使って

いただいて、当然子どもたちの食育という面に対して頑張っていただきたいと思い

ますし、また、その辺はひとつ、こういう時代ですので、町民が納得するような給

与体系でしていかなければならないかなというので、お願いして、これで終わりま

す。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 何点か質疑いたします。１つ、議事37号 国民健康保険特別会

計、主要施策の概要４ページ、総務費賦課徴収費、保険税収納率向上対策事業、予

算額317万6,000円について、基本的な考え、税の公平性について、また、１名の徴

収嘱託職員雇用とありますが、仕事の内容、個別訪問の戸数、延べ件数、収納率向

上実績、数値等、お尋ねします。 

 ２つ、当初予算案の概要の８ページ、固定資産税16億8,038万1,000円、前年度比

１億5,531万円減収、比率で8.5パーセント減となっており、内容として、家屋の評
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価替えに伴いとなっておりますが、これは路線価の下落によるものか。また、地域

全体にわたっておりますか。 

 それと、中道地区の地先、松尾地先など新規住宅地開発地先ですね。それと新規

マンション、アパート、住宅建設で固定資産税の状況はどういう形になっておりま

すか。お尋ねします。 

 ３つ目、当初予算案の概要の平成24年度に取り組む主な事業資料６ページ、商工

観光課、商工費、観光ＰＲ推進事業、観光看板10ヵ所の更新を行うとあります。町

長の提案説明冒頭でも、ひなまつり紀行を評価され、地元新聞で「日野ひなまつり

紀行、今や全国一のイベント」の見出しが踊っていました。ひなまつり紀行をＰＲ、

情報発信する看板設置が必要と考えていますが、このことも含めて詳しく説明をお

願いいたします。 

 ４つ、主要施策の概要15ページ、商工観光課、農林水産事業費、グリーン・ツー

リズム推進事業718万2,000円について、対前年度比518万円、比率で258.7パーセン

トと大幅な増となっています。また、近江日野田舎体験推進協議会に委託等を行う

とあります。詳しく説明をお願いいたします。 

 ５つ、議第26号、教育費、日野中学校給食施設整備事業３億6,700万円について、

いまだ民営化についての調査・研究の報告が行政側から開示、提示されず、議論の

テーブルにもほとんど上がっていない状況で、甚だ遺憾で、職務怠慢と申し上げる

ほかありません。このようなことで、住民、将来負担をお願いすることになるだろ

う次世代に説明責任を果たすことができると到底考えられません。私はこういうこ

とも踏まえ拙速を避けるべきであると考えます。考えをお尋ねします。 

議長（杉浦和人君） 質疑の途中ですけれども、ここで暫時休憩いたします。 

 答弁は休憩後お願いします。10時半から再開いたします。 

－休憩 １０時１６分－ 

－再開 １０時３２分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 それでは、休憩前に引き続き質疑を行います。小林議員の質問に対する答弁は、

議第26号、議第36号、議第37号の順でお願いいたします。教育次長。 

教育次長（久村重次君） それでは、議第26号、平成23年度日野町一般会計補正予算

の中学校給食にかかわってのご質問をいただきましたので、お答えをさせていただ

きます。議員の方からは、早くし過ぎではないかと、そういったご質問でございま

すが、この部分につきましては、毎議会ごとに給食問題についてはご論議をいただ

いておりますし、特別委員会の中でも、十分ご論議をいただいておる部分でござい

ます。 

 今回、提案をさせていただいておりますのは、11月に設計予算を認めていただき、
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国の方へも補助金申請等もしていき、23年度の補正予算で内示もいただいておると

ころでございます。早くするのではなく、また十分論議がされてないという部分で

ございますが、町といたしましても、民営化についてはいろいろな部分で研究もさ

せていただいております。今現在、特別委員会、また議会でも、ご報告や説明をさ

せていただいておりますので、町として慌ててやっておるものではないということ

については、ご理解のほどよろしくお願をいたしたいと思います。 

 それで、今回の補正については、実施設計の予算を認めていただき、また、工事

費の予算を計上させていただき、繰越明許というような形で提案をさせていただい

ておりますので、今後と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） 税務課長。 

税務課長（渡辺民夫君） 議第37号、国民健康保険に関連いたしまして、徴収嘱託員

の部分につきまして、ご質問をいただいております。まず、税務課におきまして徴

収嘱託員２名を採用させていただいておりまして、うち１名を国民健康保険特別会

計より支出をさせていただいておるところでございます。この徴収嘱託員につきま

しては、国保を含めまして町税全体で訪問徴収を年間通じて行っていただきまして、

現年分を翌年に繰り越さないために、現年分を中心に徴収をさせていただいておる

というところでございます。ちなみに、国民健康保険税、この平成23年度におきま

しては、１月末日現在におきまして、訪問件数、これは２名で、1,816件の訪問をい

ただきまして、国民健康保険税を含めまして税全体におきまして1,780万円からの徴

収を行っていただきました。うち国民健康保険税については493万4,000円の徴収を

行っていただいたところでございます。 

 次に、議第36号の平成24年度一般会計におきまして、固定資産税の部分につきま

してご質問をいただいたところでございます。この平成24年度は、固定資産の評価

替えの年でございまして、平成21年の課税時点から見てみましたときには、全国的

に土地というものは下落傾向にございまして、一定、この24年度の評価替えの部分

におきましても、それなりに路線価が全体的に下がってきておるという部分でござ

います。ちなみに、これは松尾部分におきましては約3,000円からの下落、また中道

部分におきましても1,100円からの下落という部分を見せていただいておるところ

でございます。 

 こうした中にありまして、一戸建ての建屋の部分におきましては、やはり従来か

らの家屋につきましては、評価部分、やはり年々下がっておるということもござい

まして、固定資産税全体におきまして減収を見込みさせていただいておるところで

ございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（塚本信雄君） ただいま小林議員さんから、議第36号、平成24年度一
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般会計予算の中のまず農林水産業費のグリーン・ツーリズム推進事業、事項別明細

書の68,69ページでございますが、ここで一昨年より518万増加しております。これ

は平成21年度から23年度の３年間、実施してきましたふるさと雇用再生特別事業が

終わりましたので、この事業で近江日野田舎体験推進協議会の方へ委託をして事業

をしておりましたのですが、この事業をグリーン・ツーリズム推進事業の中で実施

していこうということでございます。内容といたしましては、推進協議会の職員１

名分が主でございまして、その後、事業に使います自動車、パソコンのリース代を

見ております。 

 それから、商工費の観光ＰＲ推進事業でございますが、これにつきましては、観

光看板の更新もしていきたいと思います。これは、ブルーメの丘ができまして15年

たちます。そのときに、日野町へ来ていただくためにたくさんの看板を設置いたし

ましたのですが、やはり色も落ちてきたということで、ここで更新をしていきたい

というように思っております。 

 それから、日野ひなまつり紀行につきましては、今年もたくさん来ていただきま

した。これにかかわります看板につきましては、２月、３月の季節的なものでござ

いますので、常設という考え方は現在持っておりません。やはり季節的なものでご

ざいますので、そのとき、そのときに看板を設置していくという考え方で今後も続

けていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 民営化については十分に研究していると、それと説明責任も果

たしているということなんですが、これ、具体的にどういう説明をしているのかを

お聞かせいただきたいと思います。 

 それと、国保税の戸別訪問戸数が分かったら教えて下さい。 

 それと、固定資産税、新規マンション、アパート、それと中道地先、松尾地先、

他の新規住宅地開発、そういったものの固定資産税の増はどういう状況か。それを

教えて下さい。 

 それと、日野ひなまつり紀行の看板設置、季節的なものであるから、増設は考え

ていないということなんですが、これは工夫１つで十分に看板設置、一部合同でも

表示できると思うんですが、この点についてもう一度、答弁をお願いします。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君の再質問に対する答弁を求めます。教育次長。 

教育次長（久村重次君） 小林議員さんから再質問をいただきましたので、お答えを

させていただきます。民営化について、どういうような研究をしているのか具体的

にという部分でございます。これについては委員会において、お答えはさせていた

だいております。近隣の市町におきましての民営化の具体的な方式、どのようなも

のをされておるのか、また、金額的なあたり、聞いている部分についてはお答えは
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させていただいておるところでございます。 

 果たしてそういった部分が日野にどうなのかという部分も研究をしておるところ

でございます。また、民間委託について法的な部分もどうなのかということで、国

の機関等へもそういった調査もさせていただいております。そういった部分で、委

員会でお答えをさせていただいておるとおりでございますので、その点、よろしく

お願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 税務課長。 

税務課長（渡辺民夫君） 国民健康保険の徴収員の部分におきまして、訪問件数はと

いうことでご質問をいただいたわけでございますけれども、この訪問件数につきま

しては、平成23年度、先ほど1,816件と申し上げました。往々にいたしまして、国民

健康保険税だけを滞納されているという部分ではなく、どうしても同一の方が複数

の税において滞納されているということ等がございまして、国民健康保険税だけの

訪問件数という部分については、資料を持ち合わせをしておりません。数字につい

ては把握させていただいておりません。平成23年度におきまして1,816件という部分

で訪問いただきました。そうした中で先ほど申し上げましたように、国民健康保険

税としては493万4,000円というものの徴収を行っていただいたという状況でござい

ます。大変申しわけございませんが、そういった部分でございます。 

 それと、固定資産税の関係についてでございますけれども、アパート、マンショ

ン等につきましては、今現在、この建設の方につきましては一定一段落をしてきた

という部分で、それらの建設につきましては下火になってきておるというような状

況でございます。21年度の評価基準をもとにいたしまして一定の数値を出しておる

わけでございますけれども、再建築価格等、調査物価等におきましても一定の部分

下落しております。この固定資産税家屋の部分につきましても下落の傾向にあると

いう部分でございます。 

 また、まち全体でございますけれども、先ほども申し上げましたように、路線価

というものは国全体で下落傾向にございます。そういった部分におきまして、まち

全体で下落してきておるという部分、そして、また、新しい新増設のそういう住宅

団地等におきましての建設の部分につきましても、今日、家屋の建設等につきまし

ては下火の傾向にあると。以前からは200件を超えての評価を歩かせていただいたわ

けでございますけれども、この23年度におきましては90件を超えた段階で、現在、

評価を歩かせていただいておる。このように新築家屋等が大分尐なくなってきてお

るという部分でございます。どうかよろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（塚本信雄君） 観光ＰＲ推進事業について再質問いただきました。日

野ひなまつり紀行、今年は関係地域の約200軒の方々にご協力いただき、ひな人形を
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飾っていただきました。このひな人形を飾っていただくのはやはり２月、３月とい

うものでございまして、常時、常設はされておらないものでございます。そういっ

た意味でもありますし、それから、ひなまつり紀行実行委員会の皆さんが工夫した

看板を作成していただいています。冬の時期の殺風景な時期でもございます。そう

した中で、実行委員の皆さんが赤い目立つ、ひなまつりにふさわしい看板をつくっ

ていただきました。やはりこういったものはその季節、季節のものであると思って

おりますので、今後もそういうような形で設置していきたいなと思っておりますの

で、ご理解をいただきますようよろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 看板についてお尋ねします。季節物、２月、３月の季節的なも

のという答弁がございました。例えて悪いんですが、日野菜の看板がありますね。

日野菜は年間通じての季節的には関係ないと。そういう判断をされておられますか。 

 それと、ひなまつり実行委員会と看板について協議する考えはお持ちですか。お

尋ねします。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（塚本信雄君） 今、再々質問いただきました。日野菜の看板につきま

して比較していただきました。日野菜につきましては、やはり漬け物でございます

ので年中、ほぼそういった時期にあるというふうに思っておりますので、そういっ

た部分では、ひなまつりというのは、やはり基本的には大体２月から３月３日とい

う本当に一時期だと思っています。そういった時期でございますので、そのときに

立てる方が効果あるのではないかというように思っています。あと、看板だけでな

くて、チラシ等でもひなまつり紀行のＰＲもさせていただいておりますので、そう

いった部分で、いろんな形で県内外の皆さんにもお知らせしていきたいというよう

に思っていますので、よろしくお願いいたします。 

 看板につきましては、やはり実行委員会の方でつくっていただいています。いた

だきましたご意見につきましては、また実行委員会の方へ伝えていきたいというよ

うに思っています。 

議長（杉浦和人君） ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 看板につきましては、実行委員会とも十分協議していただいて、

できるだけ設置いただくような状況を生み出していただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 質問に入ります前に、本日、冒頭、議長より東日本大震災１年

に哀悼の意を表されましたが、私からも申し上げたいと存じます。昨日、３月11日、

東日本大震災発生から１年がたちました。そこで、まずもって、お亡くなりになら

れたたくさんの方々に衷心より哀悼の意を表します。そして、今も仮設住宅などで
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避難生活を余儀なくされておられる34万人余りもの方々に心よりお見舞いを申し上

げる次第でございます。 

 それでは、今回も何点か質疑を行わせていただきます。まず第１点目は、議第17

号、日野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありま

す。本案は、給与から控除することができるもの、および口座振替の方法による給

与の支給の規定を追加するものであります。この改正案の第30条第６号、団体契約

生命保険料、損害保険料および共済金について、お伺いいたします。今日まで、給

与から保険料を引き去り、保険会社に納めることで保険会社より取扱手数料が町に

納められております。議第36号、平成24年度日野町一般会計予算事項別明細書、29

ページの歳入、第20款・諸収入、第４項雑入・第２目雑入に団体生命保険取扱手数

料として127万1,000円が計上されています。今日まで欠かすことなく、民間の生命

保険会社からは取扱手数料が町に納められております。４社から納められているよ

うでございます。 

 しかし、郵便局からは１度たりとも納められておりません。かつては、親方日の

丸の国営企業であり、特別待遇であったのかもしれませんが、今は民営化された一

企業であります。郵便局は取扱手数料を町に納めない分、保険料が安く有利ですと

勧誘をされていました。これでは他の保険会社と公平な競争になっておりません。

今日までは、日野町職員の給与に関する条例に給与から控除することができるもの

の規定がありませんでしたので、一定いたし方ない面があったのかもしれませんが、

今条例の改正で明記されることになりましたので、平成24年度の引き去りからは取

扱手数料をいただくべきであります。出納責任者の山田会計管理者と給与事務担当

課長の西川総務課長より明確な答弁を求めます。 

 第２番目は、議第24号、日野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてであります。費用弁償金額の改正に是非を

論ずるものではありません。５日の全員協議会における議案説明会のとき、総務課

長は、日野町職員である消防団員への費用弁償は時間外のとき以外は支給しないと

言われました。このように言われましたが、今回、この条例のどこにそのようなこ

とが規定されているのか、何条のどこに規定されているのかお伺いいたします。 

 また、同じ公務員である他市町の職員や滋賀県職員や教職員である日野町消防団

員への報酬、費用弁償、退職報償金の支給は行われているのか、いないのか。この

場合の支給、無支給は条例のどこに規定されているのかお伺いいたします。 

 私には総務課長のさじ加減でなされているように思えます。これではどうかと思

い、きっちりとした規定が必要と思うのですが、お考えをお伺いいたします。 

 以上、３点について、だれにでも理解できる明解な答弁を西川総務課長に求めま

す。 
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 第３番目は、議第25号、日野町介護報酬改定臨時特例基金条例を廃止する条例の

制定についてであります。日野町介護報酬改定臨時特例基金条例は、付則の２に、

この条例は平成24年３月31日限りその効力を失うと規定されています。有効期限を

定めた条例、時限条例であります。わざわざ廃止しなくとも、平成24年３月31日限

り効力を失うものをなぜ効力を失う日に廃止する条例を制定するのか。その意図を

お伺いいたします。 

 インターネットで３月議会に提案されている近隣の市の状況を見てみました。

土・日に見ましたので、役所は休みですので電話をして聞くことはできませんでし

た。市のホームページに掲載されていた近江八幡市と甲賀市の状況を見る限りでは、

私の見方が十分でないのかもしれませんが、介護報酬改定臨時特例基金条例を廃止

する条例は提出されていませんでした。担当課長の川東介護支援課長と例規審査会

を束ねる西川総務課長より明解な答弁を求めます。 

 第４番目は、議第26号、平成23年度一般会計補正予算（第５号）であります。４

番目の第１点目は、事項別明細書27ページの歳出、第２款総務費・第１項総務管理

費・第５目財産管理費、減債基金積立金１億8,325万5,000円についてお伺いいたし

ます。12月議会では、１億8,766万7,000円を取り崩し、３ヵ月後の今議会で１億8,325

万5,000円を積み立てる。このような予算規模を大きく見せかける補正をしなくとも、

戻入戻出措置を講ずる会計処理で済むべきことであります。なぜ予算規模を大きく

見せかける粉飾のような補正をなされるのか。その意図をお伺いいたします。担当

課長の西川総務課長より明解な答弁を求めます。 

 第４番目の第２点目は、事項別明細書53ページの歳出、第10款教育費・第４項中

学校費・第３目学校建設費、日野中学校給食施設整備事業３億6,700万円についてお

伺いいたします。何名もの方が質疑をされておるところでございますが、今日まで

施設整備に２億4,700万円、厨房設備に１億円と聞いておりましたが、工事費３億

4,700万円の内訳はどうなのか。また、池元議員の先ほどの質疑の回答では、学校給

食問題検討特別委員会で出た意見と、それらの意見を参考に設計書を修正中である

と久村次長より答弁がありましたが、まだ設計業務が完了していないこの段階で、

確かな積算積み上げができていない段階での予算計上は早計ではないでしょうか。 

 また、多くの方々が、先ほども小林議員が拙速と、こういうふうにおっしゃいま

した。研究していると、こういうふうに次長の答弁でありました。研究している。

尐し疑問に思ったところでございます。本当に近隣市に行って詳しく調査をされて

いるのか、中身を聞き取られたのか、疑問に思うところでございます。一般質問で

中西議員よりただされますので、ここでは詳しくは申し述べませんが、近江八幡市

に行ったときに、市役所の職員からは、非常に残念なことですが、直営の職場の正

規職員より民営化の職員の方がよく働き、学校の評判もよく、資質が違うと言われ
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るほど民営化の職員の方が上であると。食品衛生管理上も民営化職場の方が直営の

正規職員職場より、職員の衛生管理が徹底しており格段上である。問題になってお

りました人件費の件では、直営の正規職員４人の職場が民営化後、３分の２の人件

費で繁多時には６人の職場になっていると。このため、アレルギーも民営化後の方

がきっちりと対応している。これらの点から、民営化には問題なく、民営化してい

る方が、した方がよかった。こういう回答でございました。こういう調査を我々が

したところでは、そういうところでございました。 

 本当に調査をされているのか。先ほどの食育に対する堀江議員の教育長の答弁、

食育の基本は、12月議会で髙橋議員が申されておりました。まさに私もそうかなと

思っています。地場産品を使う。これは近江八幡市は民営化でもやっておられます。

そういう点をきちんと調べて、先ほど申されたのか。非常に残念でなりません。食

育から直営をお願いしている。この考え方は非常におかしいと、こういうふうに思

います。また、これらの点については一般質問でただされるので、私からはこの辺

にとどめておきます。 

 第４番目の第３点目は、予算書７ページの第３表 繰越明許費、第10款教育費・

第４項中学校費、事業名、中学校給食施設整備事業３億7,100万円についてお伺いい

たします。平成23年度に使用する500万円のうち、設計委託料の456万7,000円は分か

るのですが、残りの43万3,000円の内容と、平成24年度に繰り越す３億7,100万円の

内容はどうなのか、久村教育次長にお伺いいたします。 

 第４番目の第４点目でございます。給与費明細書についてお伺いいたします。事

項別明細書60ページの（３）給料および職員手当の状況、ア、職員１人当たり給与

について、行政職、教育職ともに対前年度比マイナスとなっておりますが、労務職

だけアップしています。この理由をお伺いいたします。 

 事項別明細書61ページのウ、行政職の級別職員数について、職員数がこの１年で

５人も増となっております。行政改革で、職員数の減員化が図られていると思って

おりましたが、５人もの増。この理由を伺います。以上の理由は担当課長の西川総

務課長より明解な答弁を求めます。 

 次に、第５番目は、議第36号、平成24年度日野町一般会計予算であります。５番

目の第１点目は、事項別明細書27ページの歳入第18款繰入金・第１項基金繰入金・

第１目財政調整基金繰入金３億5,000万円についてお伺いいたします。日野町の一般

会計当初予算は、平成14年度から11ヵ年度連続して財政難を理由に、財政調整基金

より繰り入れして編成をなされています。このような予算編成は異常であります。

毎年度の繰り入れは日野町財政調整基金条例第６条の処分に適合しないように考え

ますが、財政担当課長のお考えをお伺いいたします。 

 財政難を理由に数年間に一度の繰り入れなら理解ができるのですが、現在の予算
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編成は、イソップ童話のオオカミ尐年、オオカミと羊飼いの尐年のお話そのもので

あります。かつては、平成13年度以前はどれだけ厳しい財政状況下にあってもこの

ような財政運営はなされてきておりません。対前年当初比で見る予算編成から、現

時点での補正予算時と比べる予算編成に変える時代となってきているのではないで

しょうか。 

 以上、担当課長の西川総務課長より明解な答弁を求めます。 

 第５番目の第２点目は、給与費明細書についてお伺いいたします。事項別明細書、

112ページの（３）給料および職員手当の状況、ア、職員１人当たり給与について、

教育職の平均年齢が平成23年度日野町一般会計補正予算（第５号）に掲げられてい

る数値とつじつまが合いません。ほかはつじつまが合うんですが、ここだけつじつ

まが合いません。50歳６月と49歳６月ではなく、間違っているとすれば50歳７月と

49歳７月ではないでしょうか。間違えでないのなら、間違いでないという積算根拠

をお示し下さい。 

 以上、担当課長の西川総務課長より明解な答弁を求めます。 

 以上、５つの議案、９つの質疑を申し上げました。あらかじめ申し上げている点

もございますので、総務課長をはじめとする各担当の管理者より、納得できる明解

な再質問をしなくてもよい答弁を求めます。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君の質問に対する当局の答弁を求めます。山田

会計管理者。 

会計管理者（山田繁雄君） 蒲生議員の方から、議第17号、日野町職員の給与に関す

る条例の改正に伴いまして、団体生命保険取扱手数料についてのご質問をいただき

ましたので、ご回答をさせていただきます。団体生命保険につきましては現在、民

間の保険会社５社から、毎月取扱保険料の平均して3.15パーセント、そこに消費税

を掛けた部分を取扱手数料として徴収をさせていただいております。郵便局につき

ましては、2005年に郵政民営化の関連法案が成立いたしまして、現在、郵政保険会

社として継承されているところでございます。2017年の９月までには完全民営化を

するというようなことで今、進められていると思っておりますが、議員ご指摘のと

おり、郵政の方につきましては、現在１人大体６から７パーセントを個人の保険料

から減額されているというふうになっております。ただ、この保険の個人さんの減

額される内容がどのような契約の内容になっているのか、私どもでは分かりません

が、今後、完全民営化に向けて進められているという状況の中でございますので、

保険料の徴収に向けての執務上の検討は前向きにさせていただきたいというふうに

思いますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（西川光夫君） 何点か、たくさんのご質問いただきました。答弁させてい
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ただきます。まず、議第17号の日野町職員の給与に関する条例改正でございますが、

今、会計管理者の方から答弁をさせていただいたとおりでございます。実際上、郵

便局につきましては手数料をとっていないという状況でございます。会計管理者の

とおりの答弁でお願いしたいと思います。 

 続きまして、議第24号の日野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてでございます。日野町の職員が消防団の場

合に、費用弁償につきましては時間外のみ支払っております。時間内は支払ってお

りません。これにつきましては、消防団の方も一定、町民の安全を守るということ

で公務に該当すると思いますので、時間中につきましては職務免除をしております。

この関係で費用弁償につきましては支払っていないのが状況でございます。なお、

そのことが条例なり規定に載っているかということですが、載っておりません。 

 それから、あと、町の職員が消防団に入っている場合は、報酬につきましては支

払っておりません。それから、退職手当につきましては支払いをさせていただいて

いるところでございます。これにつきましても、無支給等の規定というか、条文、

その文面の規定はございません。報酬につきましては、農業委員や非常勤の特別職

の報酬がございます。これにつきまして、一般職の職員が兼ねる場合には支給しな

いという規定が条文上載っております。これにならいまして支払っていないのが現

状でございます。 

 それから、議第25号の日野町介護報酬改定臨時特例基金条例を廃止する条例の制

定についてでございます。これにつきまして、なぜ廃止するかというところでござ

います。今年の３月31日で効力がなくなるという規定がございますが、そのままに

しておく手もございますけど、そのままにしておきますと例規集等に条文も残るわ

けでございますので、今回、きちんと整理するという意味で廃止の条例を出させて

いただいたところでございます。よろしくお願いします。 

 続きまして、議第26号、平成23年度日野町一般会計補正予算（第５号）の減債基

金でございます。12月に取り崩して、今回、また積み立てるというところで、予算

規模を膨らませているのではないかというご質問でございます。戻入戻出で措置し

てはどうかというご質問でございます。これにつきましては、12月補正ではご存じ

のとおり、基金から取り崩して繰り上げ償還の財源とさせていただいたところでご

ざいます。今回の補正でございますが、歳出の大きなものと、事業としましては、

農業体質強化基盤整備促進事業、日野中学校給食施設整備事業、この２つが補正の

主なものでございます。これにつきましては、すべて国の補助金や分担金、起債で

特定財源を充てているところでございます。 

 歳入につきまして、町税で約3,400万ほどと、それから、譲与税等の県税交付金で

1,200万ほど、一般財源で6,200万ほど増というところで見込んでいるところでござ
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います。また、歳出の方は、その２つの事業の他につきましては主に精算でござい

まして、一般財源約１億2,000万ほど出てきたというところでございます。年度末、

他に事業等、これからするものもございませんし、この減債基金につきましては、

12月に取り崩しました残高につきまして7,400万円となったところでございます。今

年度の準備として、積み立てるという思いも持っておりましたし、また、１月ごろ

に県のヒアリング等におきましても、残高が尐ないのではないかというご指摘もご

ざいました。今回そういう一般財源が出てきましたので、これを積み立てることと

したものでございます。 

 戻入戻出ということでございますが、取り崩すときには特定財源で取り崩してお

ります。今回、一般財源としてのものがございましたので、積み立てということで

予算として明確にさせていただいたものでございます。よろしくお願いします。 

 60ページの給与費明細、給料および職員手当の状況で、ア、職員１人当たりの給

与で、労務職の方だけ平成23年２月１日と平成24年２月１日の比較で増えているの

はなぜかというところでございます。労務職につきましては、特に採用等はしてお

りませんので、年齢がそのままでございます。ちょっとこれにつきましては、確か

なことを言えませんので、後ほど答弁させていただきたいと思います。 

 それから、61ページの23年２月と24年２月、職員数が159から164に増えていると

いうところでございます。これにつきましても後ほどさせていただきます。よろし

くお願いします。 

 それから、議第36号、平成24年度日野町一般会計予算につきまして、３億5,000

万の財政調整基金繰入金があるということで、異常ではないかというところでござ

います。財政調整基金につきまして、３億5,000万、当初予算で取り崩しています。

平成14年度から11年間、ずっとこういう状況でございますが、基金の条例の処分に

合わないというご意見もあったわけでございます。 

 これにつきましては、当初予算の査定の過程でございますが、一般会計で各課か

らの要求もございます。その要求が今の一般財源で61億あったわけでございます。

この中で予算の査定を行いまして、今回、一般会計全体で74億7,600万円の予算を組

まさせていただいたわけでございます。うち一般財源が57億7,226万円というところ

でございます。歳入見込みの一般財源が54億2,126万円となりましたので、今回、３

億5,000万円が不足するので、財政調整基金から繰り入れを余儀なくされ、予算編成

となったいうところでございます。一般財源の不足する分では大きな歳入の枠を占

めるのは町税と普通交付税でございますが、主に町税でございますが、毎年、その

時点で翌年度税収の予想を行っており、やはり安全とか、そういう控え目という部

分で考えているところでございます。年度末になって町税が当初予算から大きく減

額されるのは避けるべきであると考えておりますので、そういう厳しい状況の中で
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取り崩し、予算を編成しておりまして、重点的な事業はやっていかないといけませ

んし、そういう中で、不足する分を財政調整基金を取り崩して予算編成をしている

ところでございます。こういう状況の中で予算編成しておりますので、余儀なくと

いうことでございます。どうかご理解をお願いしたいと思います。 

 本来、財政調整基金は、将来に社会経済の大きな変化により町税等の収入が大き

く減尐するとか、また、災害等で大きな支出を余儀なくされる場合に、その補完の

意味で財政調整基金というのがあり、基本はそういうふうに思っておりますが、こ

ういう厳しい財政状況でございますので、その中で緊急の課題等、いろんなやらな

くてはならないことがございますので、依然そういうふうな手法をとらせていただ

いているところでございます。ご理解をお願いいたします。 

 続きまして、同じく当初予算112ページの給与費明細書（３）給料および職員手当

の状況の教育職の年齢の関係でございます。これにつきましても後ほど答弁させて

いただきます。 

議長（杉浦和人君） 介護支援課長。 

介護支援課長（川東昭男君） 蒲生議員より、議第25号、日野町介護報酬改定臨時特

例基金条例を廃止する条例の制定について。この条例は付則において、その失効を

すると期限を定めているので提案する必要はないのではないかというご質問でござ

います。蒲生議員のご指摘のとおり、時限法においてもご指摘のとおりでございま

すけれども、効力を失った条例がそのまま残るということになりますので、今回の

廃止の提案をさせていただいたところでございます。また、近隣市町の関係でござ

いますが、私どもで調査させていただきましたところ、日野と竜王町がこの廃止の

条例の提案をしているところでございます。それぞれの市や町の考え方で取り扱い

は多尐違うものがあるというふうに思いますので、日野町といたしましても、法の

改正に合わせたこの時期に提案させていただくことが適正であると、このような判

断をしているものでございます。ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（久村重次君） 蒲生議員から、議第26号、日野町一般会計補正予算にかか

わりまして、日野中学校給食施設整備事業につきまして、何点かご質問いただきま

したので、お答えをさせていただきます。まず、３億4,700万円の工事請負費の内訳

でございますが、建築の工事費として２億4,700万円、付帯設備として、これは給食

用のかま、流し、食器洗浄器、揚げ物機、そういった部分の付帯設備の部分合わせ

まして３億4,700万円でございます。 

 それと、工事の委託料の関係で、500万円から43万3,000円残る費用の内訳、部分

でございますが、これにつきましては、躯体、建築を２階建てにしました関係から、

ボーリング調査が必要となってまいりましたので、その予算を計上をさせてもらっ
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たものでございます。 

 それと、設計業務につきまして完了するのかという部分でございますが、３月23

日までが設計予算の工期となっております。今現在、構造的な部分については設計

当初からしてはいただいておりますが、中身の詳細の部分でございますので、図面

の修正ごとに、設計業者の方に箇所については指示をしておりますので、今、躯体

全体の部分について、大きい部分までは修正はかかっておりませんので完了できる

ものと思っております。 

 また、民間委託の調査はしておるのかという部分でございますが、議員各位にお

かれましてもいろいろと調査・研究をしていただいておりまして、本当にありがと

うございます。町としても、近隣の市町への民間委託の状況調査、そういった部分

には先ほどもお答えをいたしましたとおり、研究を今現在もしておるところでござ

いますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 続きまして、議第26号の第３条、繰越明許費の内訳でございます。３億4,700万の

内訳でございますが、まず、工事費として、先ほども言っております工事請負費で

３億4,700万円、委託料として管理料が520万5,000円、役務費として、建築確認の手

数料が51万円、消耗品として806万8,000円、これにつきましては給食用の食器類で

ございます。給食用の深皿、カレー皿、トレー等でございます。備品購入につきま

しては1,021万7,000円で、ランチルームのテーブル、いす、配膳用の食缶等を計上

いたします。合わせまして３億7,100万となっておりますので、よろしくお願い申し

上げます。 

 それと地産地消の関係の部分でのご質問もいただいております。これにつきまし

ては、今、各市町の状況も知っておりますが、町といたしましても、地産地消、ど

のような形で進めていくのかということで、人件費等については計上しておりませ

んが、ほか関係機関とそういった部分について、今後どのような形で進めて組織的

に行くのか、そういった部分が現在、検討しておる部分でございます。24年度に向

けて体制整備もさせていただきたいと思っているところでございます。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） それぞれご回答をいただいたところですが、まず最初の議第17

号ですが、疑問に思っておるか、検討していくと、こういうところですが、どう見

ても公を大切にする、そういう姿勢が見えて仕方ない。民間を大切にする、それぞ

れを大切にする、そうでなければ公平でない。この点は早急に改めていただきたい

と思いますが、その点について、総務課長の方からご答弁をいただきたい。 

 次に、議第24号についてですが、規定に載っていない。こういうところですが。

だから、規定が必要であると、こういうふうに申し上げてお伺いしているのに、そ

のことに対する答弁はありませんでした。 
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 次に、議第25号についてでございますが、日野と竜王町のみ出している。他市は

出していない。こういうところでございますが、例規審査会でどのように審査をさ

れているのか。そのことについて、他市町の状況を調べるとか、担当課長の川東課

長は調べておられますが、例規審査会を束ねる総務課はどうであるのか、お聞きい

たしたいと思います。 

 議第26号についてであります。私には、疑問に思えるところでございます。これ

は財政見通しができていない。１年間を通して財政見通しができていない。それか

ら起こるところでないのかなと、こういうふうに思います。財政見通しがきちんと

できていたら、こんな見せかけはしなくてもいい。これも総務課長にその辺の見解

をお聞きいたします。 

 中学校の給食施設の先ほど43万3,000円はボーリング調査に充てると、こういうと

ころでございました。中学校の建設時にボーリング調査を行っているはずでござい

ます。なぜか分かりません。お答えいただきたいと思います。 

 そして、給与費明細書について、補正の方の給与費明細書、これは、年齢は関係

ありません。よく見てもらえば分かります。あとは年齢もみんな一緒のように上が

ってます。同じように上がってます。構成も何も関係ありません。そして、後ほど

と、こういうふうに言われました。これ、９月議会でも、12月議会でも言ってます。

そして決算特別委員会のときも言ってます。提出されたら、提案されたら、提出し

た内容についてきちんと担当課長は答えられるようにしておく。これは当たり前の

ことです。それができていない。姿勢ができていない。強く申し上げておきます。 

 次に、議第36号の財政調整基金の繰入金です。これは先ほども言いましたように、

平成13年の以前は、どれだけ厳しい財政状況があっても、このような財政運営はさ

れていません。だから、提案として、現時点での補正予算と比べる予算編成に変え

たらどうか、こうまでも言っております。かつては歳入に見合った歳出、２億円の

事業を行うときだったら、１億円計上しておいて、その後、１億円を追加する。状

況を見てやるという工夫もされていました。今は、なければ崩したらいい、こんな

ことばかりやっている。だから、イソップ童話のオオカミ尐年である。こんなこと

ではどうかと、こういうふうに思います。 

 また、この当初予算の給与費明細書についても後ほどという答弁でした。これは

確か９月議会でも、ここで一般質問でさせていただきましたが、議会の後、議会の

反省会をしないと、する気もないと、こういうふうに副町長は答えられました。だ

から、こういうことが起こっている。その点について、副町長からご答弁いただき

たい。 

議長（杉浦和人君） 蒲生君にお諮りいたします。この質問、再々質問のときには議

第36号のこの件についても、今、後ほどということで、それも含めて質問するなら
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ば、ここで昼食のために休憩しますけれども、よろしいですか。 

５番（蒲生行正君） よろしいです。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（岡村明雄君） 議会の質疑で的確なご答弁ができていないということで、今、

指摘をいただきました。大変申しわけございません。なかなか議員それぞれ大変ベ

テランでございますので、大変難しい質問があって、なかなかできてないというこ

とでございます。議会の始まる前には十分勉強をしておくようにということでやっ

ておりますが、今、さきにお話をいただきました、そういう反省会等については、

それぞれ別にする気はないということで私は答弁をさせていただきましたが、議会

の前については課長会等で、これはもう従前より一般質問のすり合わせ等の協議を

しておる中で、これはやっぱりやっていこうというふうに思っております。議案の

部分については、それぞれ担当課長は十分勉強をしておくようにということでお願

いをしておるところでございますが、なかなか的確な答えができてないということ

で、大変申しわけないと思っております。今後も引き続いて十分な勉強をしておく

ように指示をしたいと思います。よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（西川光夫君） 再質問いただきました。まず、議第17号の日野町職員の給

与条例の改正でございます。郵便局の関係の生命保険でございますが、今後、検討

ということで、また勉強させていただき、また研究もさせていただきたいと、この

ように思います。 

 それから、議第24号消防団の報酬等の条例の改正でございます。規定が必要とい

うご意見でございます。現実的には、今、中の規範等でこういう措置をとっている

わけでございます。これにつきましても、そういうのが可能かどうか。今後、ご指

摘もございましたし、もう尐し研究、検討させていただきまして、考えていきたい。

このように思っております。 

 議第25号の介護報酬改定臨時特例基金条例の廃止に伴いまして例規審査会の検討

は、というところでございますが、例規審査会におきましては、その例規の改正の

内容、趣旨、それから文言等の審査につきましてやっているところでございます。

他の市町までどうこうということまでは、審査はしていなかったのは現状でござい

ます。 

 それから、議第26号の補正予算につきまして、減債基金でございます。財政の見

通しができていないのではないかというところでございます。これにつきましては、

12月補正の段階で他に財源がございませんでしたので、基金を取り崩させていただ

いたところでございます。今回、補正で精算という形でたくさんの一般財源、多く

の１億以上の財源が出てきています。これにつきましてもなかなか見通せないのが



2-34 

現状でございます。今後より一層の適正な財政運営を進めたいと、このように思っ

ております。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（久村重次君） 議第26号、補正予算に関しまして再質問をいただきました

ので、お答えをさせていただきます。中学校建設のときにはボーリング調査を行っ

ておるのに、なぜ必要なのかという部分でございますが、本体とは離れております。

また、県の建築関係とも調整をさせていただいたんですが、別建物という扱いでご

ざいますので、ボーリング調査が必要ということから計上をさせていただいたもの

でございます。よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） ここでとことん言い合っても仕方ないところでございますが、

ただ、議第17号について、検討をすると。いつまでにされるのか。早急にしていた

だきたいと思いますので、その点、これが５年後とか、６年後とか、こんなばかげ

た答弁はないと思いますが、その点だけの答弁はひとつ、ここの場ではっきりとし

ていただきたいと思います。 

 議第24号については、内規でも定められたらいいのかなと。職員の１つの中で決

められる。こういう形でもできるのかなと、こういうふうに思います。そういう方

向も検討するということも必要かなと、こういうふうに思います。 

 もう長くなりますので、その２点だけ。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（西川光夫君） 議第17号の給与条例の関係でございます。いつまでにその

改善をするかという期日でございますが、今、こういう質問ははじめていただいた

いうところでございます。今ここでどれだけでできるのかも分かりませんし、早い

うちにということで検討はさせていただきたいと、このように思っております。ち

ょっといつまでということは申し上げられませんので、ご了承をお願いしたいと思

います。 

 また、議第24号の日野町消防団の給与等の関係でございます。町職員の報酬等の、

また費用弁償の支出につきましては、今回もご指摘いただいておりますので、もう

尐し勉強させていただきまして最善の方法で取り組みたいと、このように思ってお

りますので、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 今の議第17号の回答は納得できません。今気づいた。あなたは

出納室長もされていたんでしょう。それで今気づいた。これはどう考えても、あな

たは出納室長のとき、何してたんですか。 

議長（杉浦和人君） 要望でよろしいか。 
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 ここで、昼食のため、午後１時20分まで休憩いたします。 

－休憩 １１時５０分－ 

－再開 １３時２０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、質疑を行います。 

 ほかに質疑ございませんか。総務課長。 

総務課長（西川光夫君） 午前中の質疑の中で一部、答弁ができておりませんでした

ので、蒲生議員さんの質疑に対しましてご答弁申し上げます。まず、１点目でござ

いますが、議第26号の平成23年度日野町一般会計予算の第５号の中で、給与費明細

につきまして、（３）の給料および職員の手当の状況で、ア、職員１人当たりの給与

の中で行政職、教育職は上がっていないが、なぜ労務職で上がっているかという理

由でございます。ここにつきましては、人勧等もございましたので、マイナスの部

分が大きいございます。労務職につきましては、人勧のマイナスよりも定昇の方が

高かった。そのために上がったものでございます。 

 それから、同じく議第36号、平成24年度日野町一般会計予算の給与費明細と補正

予算の給与費明細との関係で、教育職の平均年齢が１歳違うのと２歳上がっている

部分がございます。これにつきましては、それぞれの計算の中で整数以下の端数処

理がございまして、当初と補正でその端数処理の方法で１歳と２歳というところで、

整合性がとれないということになっております。今後、その事務処理につきまして

は、同じような方法で整合性がとれるようにさせたいと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 それともう１点でございますが、行政職の級別職員数の中で、平成23年２月１日

現在で159名、24年２月１日現在で164名となって５名増えております。職員を減ら

しいる中で、なぜこの５名が増えたということでございます。これにつきましては、

23年３月31日現在で退職者が６名ございました。もう１つ、前置きでございますが、

この給与費明細は一般会計に属する行政職のみを挙げております。さっき言いまし

た６名の退職者のうち、一般会計の行政職に該当する方は１名でございます。です

ので、ここで１名減でございます。採用が４月１日で９名ございました。うち一般

会計の行政職に該当する方が６名でございます。この差の５名が増加しているとこ

ろでございます。 

 全体的に職員を削減している中で、５名が増えているという状況でございますが、

平成22年４月１日から平成23年１月１日の間で、年度途中でございますが、ここで

職員が、休職者等もありましたが、３名退職となっておりますので、実質は一般会

計の行政職の増加は２名というところでございます。この２名につきましては、保

育士なり、心理判定員を若干採用しておりますのでこういう状況でございます。全
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体の職員数、集中改革プランでも207名ということを申しておりますが、この数字は

そう大きく変わりません。他のこの会計のほかに技能職、労務職なりございますが、

退職者がございましたけど、不補充というところで来ているところでございますの

で、職員全体では、そう増加はしていないというのが現状でございます。よろしく

お願いします。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） ３点ほどお願いしたいと思います。議第36号新年度予算でござ

いますが、51ページの在宅高齢者福祉推進支援事業455万3,000円。その中に、備品

購入費として450万5,000円ございます。これはお聞きしますと緊急通報システムと

いうことでございますけど、66台購入分ということで話は聞かせていただきました。

高齢者の方で在宅ひとり暮らしの方にということではございますが、予備で３台置

くということでございます。しかし、家に若い方がおられても、皆お勤めに出てお

られて、残されたお年寄りが昼間１人という方もございます。昼間１人で、なかな

か緊急な場合、通報ができないということもあると思いますが、そのような方にも

配布されないものかなと思います。配布していただけて、配備していただけるよう

なことはできないものかな、もっと数を増やしていただけないものかな、と思うの

でございますが、回答をひとつよろしくお願いいたします。 

 そしてから、この主要施策の概要の中で２ページに、自治の力で輝くまちづくり

推進事業338万9,000円という経費がここで計上されております。これは第５次総合

計画の中に、どのようにリンクされているのか。いろいろ内容は書いていただいて

いますが、もう尐し中身を詳しく、ひとつお願いしたいと思います。 

 そしてから、予算案の55ページに、重症心身障害者等特別加算負担金ということ

で244万8,000円とあります。この重症心身障がい者の方は何名ぐらいおられるのか

なとお伺いをしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君の質問に対する当局の答弁を求めます。介護

支援課長。 

介護支援課長（川東昭男君） 西澤議員さんから当初予算におけます在宅の部分の緊

急通報システム装置更新事業につきましてのご質問をいただきました。この事業に

つきましては、在宅65歳以上のひとり暮らし高齢者の急病および事故等の緊急に対

処する緊急通報システム事業ということで引き続き実施するために、老朽化した緊

急通報装置の66台を購入するということで、その経費として予算を計上させていた

だいております。 

 利用者につきましては、65歳以上の独居高齢者のうち身体上の慢性的な疾患等と

いうことで、脳血管疾患、心疾患、慢性閉塞性肺疾患の日常生活を営む上で常時見

守りが必要とするという方が対象としてございまして、これにつきましては、この
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東近江地域の緊急システムの市町の同じ条件で、このシステムの対象者を決めてご

ざいますので、西澤議員が言われますように、どのようなひとり暮らしの方でもと、

こうなりますと、現在のところ、そういった緊急の必要を要する方ということに位

置づけてございますので、現状では広く、それ以上の部分については考えてござい

ませんので、よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（平尾義明君） 続きまして、企画で持っております、自治の力で輝く

まちづくり推進事業でございます。これは主要施策の概要でもご説明を申し上げま

したが、第５次総合計画が23年度から始まっております。その中で住民の皆さんに

いろいろと考えていただこうという情報提供も含めた事業となっております。まず、

地域づくりシンポジウムにつきましては、来年度につきましては、地区公民館単位

のコミュニティのあり方を考えるということで、現在、教育委員会の生涯学習課で

は、公民館をどのような形で進めていくかという議論もされております。そこで、

私ども企画とタイアップいたしましてシンポジウムを開く予定をいたしております。 

 続きまして、進取のまちづくり講座でございます。中西議員さんの方にもご質問

ございましたとおり、来年度は女性のむらづくり講座ということでやらさせていた

だきます。内容についてはお答えをしたとおりです。 

 あと、元気ある地域活動推進事業補助金というのがございます。これは各自治会

で創意工夫をしながら特色あるまちづくりを進めていただくために、地域で課題を

見つけていただきまして、それを解決するというふうな話し合い等についての経費

を20万に対して２分の１の10万円を最高補助しようということで、現在、地区は決

まっていませんが、５ヵ所の50万を見させていただいております。 

 もう１つは、宝くじの関係で、一般コミュニティ助成事業の補助金を250万見てお

ります。これも概要で説明しましたとおり、小野自治会で区民の健康増進のため、

また、憩いの場ということで、ふれあいの広場を整備されますので、250万計上を合

わせて338万9,000円となってございます。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（岡 常夫君） 議第36号平成24年度当初予算につきまして事項別明細書の

53ページから55ページにかかります重症心身障害者等特別加算負担金につきまして

でございます。まず、この金額244万8,000円でございますが、先般来、新聞紙上で

も何回か出ておりますが、びわこ学園の入所者の加算を滋賀県の県独自予算で行っ

ておりましたものを、法律改正に伴いまして滋賀県で半分、市町で半分ということ

で、いろいろ議論が重ねられてきましたが、市長会等のいろんな議論等もありまし

て、24年度は今のところ、県が負担をしようかというところになってございます。

予算編成時期には、この予算につきましては２分の１を町が負担するということで
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ございましたので、計上させていただいているものでございます。実際にびわこ学

園に18歳以上で入っておられる方の日野町分の特別加算の負担金１人６万8,000円

の２分の１の町の負担ということで、12ヵ月分でこの金額を計上させていただいて

いるところでございます。６人ということでございます。 

 なお、日野町内の身体障害者手帳１級、２級をお持ちの方の人数は百五十数名と

いう状況でございます。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） ありがとうございます。そうすると、ただいまびわこ学園の分

が６万8,000円、６人分、２分の１ということでございますが、今後県からこの補助

が出たら全額戻ってくるものですか。ちょっとここら辺のことを再度お伺いします。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（岡 常夫君） これにつきましては、滋賀県知事の方から各市町の方に対

して説明を丁寧に24年度４月以降行うということで、条件が整い次第、すべての市

町が了解次第、これは負担をそれぞれ町がするということになりますので、全額が

24年度に削除されるかどうかは、まだ状況が分からない状況でございます。年度途

中から12ヵ月分の何ヵ月分かを負担することになる可能性も残っております。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 議第36号、平成24年度日野町一般会計予算。予算書の107ペー

ジでございまして、学校給食費の問題でございます。これは多くの議員さんから質

疑をされておりますので、やや重なる部分があるかと思いますが、教育長の答弁を

お願いしたいと思います。 

 教育次長の答弁にありましたように、この人件費5,392万6,000円、これは正規職

員の８名の方の年間の予算で、１人にしますと674万円というふうに説明を受けたと

ころであります。その下に、学校給食運営事業ということで、共済費、賃金合わせ

て、これは７名の方のパートさんの費用だというふうに聞いております。これを７

名で単純に割りましても、１名170万円程度でいけると。当然この問題を申し上げま

すのは、恐らくパートさんであれ、正規職員さんであれ、給食は、野菜を切り、御

飯をたいたり、同じことをされているように思います。この年額といいますか、年

俸の差であるような作業の仕分けはないように、私は思っております。 

 当然、このパート職員さんの年間170万円というのは、民間委託をしたところ、こ

んなふうにはもちろん収まるとは思っておりませんが、この件については、村島議

員さんからも国税庁からの話もしていただきました。ただ、堀江議員の質疑の中で、

教育長から、人件費は削減する予定はないというふうに聞いておりますが、恐らく

この国税庁からの民間の年間の給与を見ますと、我が町、今、８名の正規職員の674

万、これの半額、あるいはそれ以下に収まって町の財政もやれるんじゃないかとい
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うふうに思います。 

 なぜこういう形で民間委託が検討されないのか。この問題についても、先ほど蒲

生議員が言われましたように、近江八幡でも、決して直営から民間に変わって子ど

もたちに迷惑がかかるとか、困っているというような話はなくて、逆によくやって

もらっているというふうな報告もございました。この問題について、もう一度、こ

の給与格差の問題、いかに町の財政、あるいはこの給与の削減を考えていく上で民

間委託を考えることができないのか。これだけ再度質問をいたします。よろしくお

願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君の質問に対する当局の答弁を求めます。教育

次長。 

教育次長（久村重次君） 議第36号、平成24年度日野町一般会計の予算に関連いたし

まして、学校給食費のご質問をいただきましたので、お答えをさせていただきます。

先ほどから答弁をさせていただいておりますとおり、正規職員の給与、また、臨時

さんの賃金という部分で計上はさせていただいています。やはり正規職員さんにつ

いては、その調理する部分だけじゃなく、いろいろな発注の部分もございます。ま

た、一定まとめの部分、そういった部分で、正規職員さんは正規職員さんの業務、

それ以外の部分がございますので、その点をご理解をいただきたいと思います。臨

時さん、また、パートさんにつきましては一定補助的な部分、臨時さんについては

同じような形になろうかと思いますが、補助的というような形でご協力をいただい

ておるところでございます。 

 それと、なぜ民間の部分を検討していかないのかということでございますが、先

ほど来から、お答えをいたしますとおり、教育長も言っていますとおり、やはり自

校、直営という部分は、調理する部分だけじゃなく、教育の分野でも給食調理員さ

んについてはかかわりを持っていただいておる部分も大きいかと思います。教職員

というような位置づけもしておるところでございますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 それと、なぜ検討しないのかという部分では、先ほどからも言っていますとおり、

近隣の市町の状況、また、公的な機関等への調査・研究も行っておりますので、そ

ういった部分については、何もしておらないという部分ではございませんので、そ

の点もご理解のほどよろしくお願いをいたしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 今民間委託した場合に、学校教育法に基づくその辺の教育的な

ことが何かできないようなことを、答弁されたように思うのですが、大変疑問に思

います。委託をした場合に、当然衛生面からも、調理面からも、もしものことがあ

った場合は大変なことになるわけです。そうした人たちが学校の給食調理について、
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入札などで委託を受けた場合に、そんないいかげんな気持ちで対処はされないと思

うんですが。 

 それと、先ほど申し述べました正規職員さんが８名、それから、パートの方が７

名ないし８名おられるという中で、いわゆる１対１ですね。その方々が補助的な仕

事をされておられると、ちょっと理解に苦しむところがございます。先ほど申し上

げましたように、同じような材料を刻んだり、調理をしたりという仕事をされてい

るんじゃないかというふうに思いますので、決してパートさんが軽微な何か洗い物

ばかりをされているというふうにはとても理解ができません。ぜひともその辺を熟

慮いただきまして、民間委託の方も十分に検討をしていただきたいというふうに申

し上げて終わりたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） それでは、端的に質問をさせていただきます。端的で結構でご

ざいますので、ご答弁をお願いしたいと思っております。 

 まず、議第26号でございますが、補正予算についてお伺いをいたします。農業体

質強化基盤整備促進事業として２億6,710万計上されております。農業においての土

地保全が継続的に実施される環境整備事業として非常に有効なことだと、このよう

に評価するわけでございます。 

 まず、１点目、これにつきましての財源はどのようになっているのかお聞きをし

たいと思います。 

 それから、これは事業計画について、もう決まっているだろうというふうに思い

ますが、地区ごとにどのぐらいの箇所が実施されるのか、これについてお知らせを

お願いしたいと思います。 

 この補正予算について２点目ですが、日野中学校給食施設整備事業費について、

今たくさんの方から、本日、質疑の内容で出ておりますが、ちょっと違う観点で質

問をしたいと思っております。教育委員会、教育長として、これは非常に大事に取

り組もうとされていることは非常に理解できるわけなのですけど、今論議されてい

るのは、ある程度明確になったことは、直営と、それから民間に委託するときにお

いて、かなりの運営費が違うということ、これが明確になってきたというようなこ

とです。それも１年間の端的な数字じゃなくて、これは継続的にそれが続くという

ようなことですね。この金額、例えば５年間合わせたらどのぐらいになりますか。

多分1,000万を超えると思います、中学校給食だけにおける運営費において。 

 そして、その中におきまして、今、教育委員会として、ほかに困っている予算は

ないのですか。満足行く予算配分になっているのですか、教育委員会として。恐ら

くそうじゃないと思うのです。そういった意味で、教育委員会の長として、どのよ

うな形で、給食問題は大事ですよ。しかしながら、全的なバランスを考えてこれは
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判断しなきゃいけない。このような時期に来ているんじゃないかなと思います。そ

ういった意味で、担当している方はいい形にしたいと思いますが、長として、これ

は判断する必要があるんじゃないか、この時期に来ているんじゃないかなと思いま

す。そういった意味で、教育長としての判断をお聞きしたいと思います。 

 それから、議第36号24年度予算について質問をさせていただきます。平成22年度

が79億9,000万、それから、平成23年度が77億9,200万、24年度が74億7,600万です。

というふうに、一般会計予算についての当初予算は年々減額され策定されているわ

けです。そうしますと、タイトルとして、前年、何パーセント、97パーセント、94

パーセントいう形で補正予算時に上がってまいります。この予算を作成される基本

的な部分、どういう形で総額が決められているのか明確にお願いしたいと思います。

例えば前年を下回ることを目標として立てられているのか、あるいは歳出を基盤に

して積み上げた予算なのか。その辺のところの基本的な総額に対する予算の考え方、

これがどういうようになっているのか、１つ、お聞きしたいと思います。 

 それと、例えば平成22年度、79億9,000万の当初予算でございましたが、実質的に

は84億2,400万というような形で、予算と最終的には決算金額が違うというふうなこ

とでございますね。この23年度当初予算で77億9,200万、現在における、補正予算に

出ている金額を見ますと91億2,100万です。このような開きがあるわけですね。そう

いった形から見ましたときにおいて、当初予算とこの補正を組んだ決算予算との差

がかなり大きい。補正予算というのは、事実上においてやらなきゃいけない。ある

いは国・県の施策によって変えなきゃいけない。これは分かるんですが、できるだ

け当初予算と決算予算が近づけるような形の精査が必要じゃないかなと思うのです

が、そこの部分に対してどうお考えなのかをお聞きをしたいと思います。 

 それから、その観点から、平成24年度予算、歳入の町民税の個人ですが、８億9,130

万、予算が計上されております。これは1,550万、昨年の当初予算と比べて増額にな

っておるというようなことでございます。この根拠です。今の状況において増額す

るような根拠はどうなっているのか。ここら辺をお聞きしたいと思います。 

 実は22年度の決算状況において、個人町民税が補正において１億700万、減額補正

がされていますね。このときの僕の記憶なんですけれども、恐らく減額補正された

理由というのは、欠損処理があったんじゃないかなと。なかったですか。ちょっと

１億700万の減額補正された内容をお聞きしたいのですが、こういったことが起こる。

実際に22年度決算においてこのようなことが起こっているわけなのです。この辺の

ところをちょっとお聞きしたいと思っております。 

 それに伴いまして、今の税収における未収金、この辺がどのようになっているの

かお聞きをしたいというふうに思います。 

 それから、土木の方でちょっとお聞きしたいんですが、屋外広告物許可手数料と
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いうのが15万円計上されております。この許可については恐らく県から昨年、変更

があり、町の方におりてきたと思うのですけれども、この１年間の一体、実情はど

うなっているのかお聞きをしたいと思います。 

 それから、平成24年度当初予算案の概要の中からお聞きをさせていただきたいと

思います。その中の資料１の１ページ目ですが、民生費、障害者自立支援事業がご

ざいまして、個人の働く意欲を支援するとありますが、これは非常に大事ことだと

思いますが、ただ、安易なことではないと思います。大変なことだと思いますが、

これはどのような形で実施されるのかが１つと、それから、もう１つは、この先に

目的とされているものがあるかどうか。これだけで終わるのか。自立する意欲だけ

で終わるのかどうか。その先に見えるものがあるのかどうか。ここら辺は、もしあ

るとするならお聞かせ願いたいと思います。 

 それから、同じく４ページの教育費ですけれど、桜谷小学校大規模改修事業を実

施すると。それに伴って設計予算が計上されておりますが、これは老朽化に伴う大

型の改修を行うという形になっております。恐らく老朽化に伴って、もちろんその

老朽化に伴う改修を行うのですが、そこで改修ポイントはあるのか、ないのか。ど

ういう形で未来に向かって何かを改善しようとするポイントがあるのかどうか。あ

るならば教えていただきたいと思います。 

 それから、実際あるならば、いつの時期を考えておられるのか。この辺について

もお聞きしたいと思います。 

 それから、これは総務になると思うのですが、今回の予算の消防施設費に関連し

て、12月に実は一般質問いたしまして、格納庫から消火ホース、あるいはスタンド

が盗難に遭うというような形で質問申し上げまして、最後に、この盗難防止策につ

いて何らかの検討をして欲しいと申し上げたと思うのですが、検討がされたのかど

うかということです。実は正確な情報はまだつかんでいませんが、昨日、ちょっと

聞いたのですが、２月に蓮花寺地先において、盗難が発生したというようなことで

す。総務課は情報をつかんでおられるのかもしれませんが、今関係者に電話したん

ですけれど、ちょっと捕まらなくて、発生したというようなことをお聞きをいたし

ております。そういったことが実質的に起こっているならば、これは放置しておけ

ない状態です。金で済む問題じゃないと。いつどのような形で火災が発生するか、

状況になるか分からないです。今、聞きますと、１月の時点では大丈夫だったとい

うようなことを聞いておるんです。 

 ところが、今回、点検してみたら、そういう状況になっているというふうなこと

をお聞きをいたしました。そういう観点からいたしますと、これは放置しておくわ

けにはいきませんので、改めてこれについての考え方をお聞きしたいと思います。

ご答弁お願いします。 
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議長（杉浦和人君） 教育委員会の方に求めます。先ほど来、何人かの方からずっと

この給食問題について質問があるわけですので、誠意ある答弁をしていただかない

と、教育委員長の方に議長名でそういうことを申し添えなければならないようなこ

とになりますので、十分そこらを適切に誠意ある回答で論戦していただきたいと要

望しておきます。教育長。 

教育長（奥村 薫君） 髙橋議員から中学校の給食について、直営と民間で運営費が

違うと、継続的に続くことであるからということでございますけれども、先ほど堀

江議員にお答えしましたとおり、私としましては、現時点におきましては、今後さ

らに食育を推進して、子どもたちの健やかな成長のために、経費はかかるかもしれ

ませんけれども、中学校は直営方式でお願いしたいというふうに思っております。 

 理由につきましては、昨日も健康フォーラムがわたむきホールで行われましたけ

れども、その中でもゼロ歳からの生活習慣病の課題が出ておりました。今までは40

歳以上とか、そういったオーダーで言われていたわけなんですけれども、私もその

とおりだというふうに思っております。ゼロ歳から小学校、中学校、発達段階に応

じた食育を進めていかないといけないと強く思っているところでございます。 

 そうした中で、現在、町の方では給食献立委員会というのを毎月行っております

けれども、各学校の調理員とか、栄養士とかが集まって次の月の献立を検討してい

るわけなんですが、これは、24年度は拡大しまして、ＰＴＡの方とか、あるいは関

係者、保健所関係の方も入っていただきまして、仮称ですけれども、食育推進委員

会というようなものを設けまして、ゼロ歳、幼児から中学生まで、町としては大人

も高齢者も全部ですけれども、特に食育を推進するということで検討していきたい

なというふうに思っております。 

 そうした中で、中学校の給食を進めるためには、やはり中学校の教員はもちろん

でございますけれども、調理員、あるいは中学校の栄養士等も参加してもらった中

で進めていきたいというふうに思っております。そういったときに、民間委託では

直接指導ができないといったようなことも聞いておりますので、そういった点を私

は心配しているところでございます。 

 何年間にもわたってというふうなお話をお伺いしましたけれども、先ほどもお答

えしましたように、小学校の給食施設の改修もしていかないといけませんし、幼稚

園、小学校の町としての全体的なあり方、全体構想も考えていかないといけないと

思っておりますので、民営化等についても、いろいろその中で、小学校、中学校も

含めた中で研究していきたいというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 農林課参事。 

農林課参事（門坂俊男君） 髙橋議員より、議第26号、平成23年度の補正予算の中で、

農業体質強化基盤整備促進事業について、ご質問いただきました。財源につきまし
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ては、国の補助が50パーセント、受益の農家のその集落の負担が25パーセント、残

りが町25パーセントが基本でございまして、一部事務費等補助対象にならない部分

は町の持ち出しというふうな形になります。そして、町の部分につきまして7,200

万円を地方債の借り入れを組んでおるところでございます。 

 地区別の事業の状況でございますが、日野地区が舗装が18路線、舗装以外が１ヵ

所、東桜谷地区が舗装が11路線、舗装以外が６ヵ所、西桜谷地区が舗装が10路線、

舗装以外が２ヵ所、西大路地区は、舗装が８路線、舗装以外が１ヵ所、鎌掛地区が

舗装が２路線、舗装以外が２ヵ所、南比都佐地区が舗装が21路線、舗装以外が１ヵ

所、必佐地区が舗装が６路線、舗装以外が15ヵ所という内訳になっています。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（西川光夫君） 当初予算の関係につきまして、ご質問２点ございました。

まず、予算の策定の仕方でございます。前年度を目標にやっているのかという方法

でございます。新年度予算の編成につきましては、当初予算の編成方針というのを

昨年の11月ぐらいで示させていただきまして、それぞれの担当課から見積りを上げ

て予算を上げてくる状況でございます。その24年度の予算としましては、78億8,800

万が上がってきたわけでございます。その中で査定をさせていただきまして、74億

7,600万円と、こういうところに落ちついてきたというところでございます。前年度

の数字を目標とするというよりも、その予算編成と方針に伴いまして、重要な施策

等もございますし、今日までも継続した事業もございます。そういうものを各課か

ら重点的に上げていただきまして、その各課の要求の内容を精査いたしまして、今

回、当初予算を編成しているというのが実情でございますので、よろしくお願いい

たします。 

 それと、当初予算と決算の違いがというところでございます。当初予算で町税歳

入が一番多くございます。これにつきましても当初で見積りはさせていただきます

けれど、安全等も考えて、堅く当初予算を見ている部分がございます。また、さら

には、以前ですと交付税等の関係、国の施策の関係で若干多く入ってくるという、

それを見込めない部分がございます。そういうところ、当初で見込めるものを正確

に見させていただいている所存でございますけど、結果的に、そういう国の関係の

事情とか、それから経済状況によりまして、やはり町税等も増えてくる状況もござ

います。こういう、途中の要因がございまして違いが出てくる状況でございますの

で、できる限り見積りを正確にするということで事務をとっているところでござい

ます。どうかよろしくお願いします。 

 それから、もう１点でございますが、消防の消火栓のスタンド等の盗難の関係で

ございます。これにつきましては12月までに、区長さんに盗難防止の啓発も文書を

通じさせていただいてますし、消防団を通じましても啓発をさせていただいている



2-45 

ところでございます。それと、12月末でございますが、各区長さん、町代さんの方

へ文書を出させていただきまして、その盗難された場合にスタンドパイプとか、そ

ういうものを購入されます。それにつきましても、一度、消防の補助金を受けた場

合は、その年度は１回しかだめですよということがあったんですけど、これにつき

ましては、再度補助金の対象にさせていただけますいうことで処置をとらさせてい

ただいたところでございます。それで、何件かは補助金の申請もしていただいたと

ころでございます。そういうのを通じまして啓発もさせていただいています。そう

いう地元の消火栓でございますので基本はやはり地元できちんと管理していただく

というところでございますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 税務課長。 

税務課長（渡辺民夫君） 町税の部分につきまして、数字につきましてご質問いただ

いたところでございます。今の総務課長のお話もございましたように、当初予算で

税収を見込む場合におきましては、前年の同時期の調定額をもとにいたしまして予

算を、収入を見込みさせていただいておるところでございます。平成22年度に１億

700万円の減収という部分で補正を組ませていただいたということでございますけ

れども、この前の年にリーマンショックという部分でございまして、法人税につき

ましては、当初予算からその部分を減額させていただいた中で、法人税の当初予算

を組まさせていただいたわけでございますけれども、個人の所得までは影響がない

であろうという部分の中で、当初、22年度は予算を組まさせていただきました。そ

れがこのリーマンショックの影響というものが個人の所得という部分までも及んで

おりまして、その部分で一定減額を、補正をさせていただいたというところでござ

います。これがこの欠損云々の部分で減額になったとか、そういったことではござ

いませんので、その点、ご理解のほどよろしくお願いをしたいと思います。 

 未収額の状況についてででございますけれども、今現在の状況におきましては、

昨年を上回る部分の中で、収納ができておるという状況でございまして、一定、昨

年よりは徴収率の方はよくなると、このように見込んでおるところでございます。

よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 屋外広告物の許可手数料の関係でご質問いただきまし

たので答弁の方をさせていただきます。24年度の中で15万の計上をさせていただい

ております屋外広告物の実情でございますが、この計上等につきましては、平成23

年度以前、いわゆる看板の手数料でございまして、なかなか１年度、単年度で把握

するのが非常に難しいところがございます。そういう中で、前年度、または前々年

度にさかのぼりまして、それを実績に基づいて予算の計上をさせていただいたとこ

ろでございます。 
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議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（岡 常夫君） 議第36号、平成24年度日野町一般会計予算につきまして、

福祉の関係で障害者自立支援法の関係によります自立支援事業につきまして、ご質

問をちょうだいしました。これにつきましては、主要施策の概要等にも記載をさせ

ていただいておりますが、障害者自立支援法に基づく福祉サービスの給付費という

ことで、国の特別対策事業になってございます。基本的には、国が２分の１、県が

４分の１、町が４分の１という形で負担をさせていただくものでございます。 

 主なものとしましては、就労支援につなぐということが大きな観点でございまし

て、作業所等の通所によります就労継続支援事業ならびに短期入所、自立訓練、ま

た通所の施設サービス、さらには居宅訪問介護等ということで、住みなれた地域で

生活をしていただく中で、尐しでも就労につなげるような事業展開、訓練を行って

いただくと。最終の目的は、それぞれの方の能力等に応じまして一般企業等への就

労を進めていく就労支援という部分もございますので、その辺、関係団体、福祉関

係団体ならびに東近江圏域・保健所と、また、県の方とも連携をとりながら、それ

ぞれの事業展開、本人さんに応じたサービスの提供を行う事業ということで、この

事業費を上げているところでございます。その点、地域での生活の自立と安定とい

うことを究極の目的にしているものでございます。よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（久村重次君） 髙橋議員さんから、議第36号、平成24年度一般会計予算に

関連いたしまして、桜谷小学校大規模改修事業の改修ポイントと実施時期はという

ご質問にお答えをさせていただきます。改修ポイントにつきましては、今現在考え

てはおりませんが、大規模改修の基本的な考えにつきましては、現校舎の改修でご

ざいます。廊下をやりかえたり、また、建具をやりかえたり、そういった部分が改

修の基本の部分でございます。 

 しかしながら、桜谷小学校につきましては、屋外の環境整備、また、自然豊かな

学校でもございますので、そういった部分につきましては、実施設計の段階で、ま

た学校と協議をさせていただきまして、方向を進めていきたいなと思っておるとこ

ろでございます。また、時期につきましては、24年度の設計予算でございますので、

前年度で設計をし、翌年度で実施というような考えで、25年度を今のところ、予定

をしておるところでございます。よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） それでは、尐し再質問をさせていただきます。教育長の方から

給食問題についてお話をいただきまして、その中で、そうしますと食育についての

スケジュール化、幼稚園、小学校低学年・高学年、中学校、おのおのにおける食育

計画というのはきちんとできているわけですね。中学校では何をしようかという形
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のものがきちんと食育計画の中に盛り込まれていると、これが第１番目のポイント

ですね。それがあってこそ、中学校における食育というのが大事だという形になる

わけですけど、そこの押さえができていますか、どうですかということです。 

 それから、先ほども教育長に教育の現場においての予算の正当性、これはバラン

スを見てほしいというような形でお話をいたしましたが、当初予算案の概要中でも

上がってきておりますのが、例えば資料１の４ページ、教育の中で、小中学校の要

保護・準要保護児童生徒援助事業、このような形のものが出ておりますね。その中

に、小学校で年3,290円、年間における補助、そこに記載されておりますけれども、

中学生が4,070円、年間における補助金額として。これは予算じゃなくて、実績です

ね。どっちですか、これ。どちらにしても、そういった形のものは、僕は個人によ

って、家庭の事情によって、教育の現場において差別を受けるということのないよ

うに保護して、補助していかなければいけないというようなことですね。 

 果たしてこの金額でいいのかどうかとか、だから、精査されているのかどうか。

そういったものを含めて全体におけるバランス、この辺は考えてほしいなと思いま

す。また後で答弁をお願いします。これの考え方をお願いしたいと思います。 

 それから、格納庫の先ほどホースの件につきまして、じゃ、盗難に遭ったら補助

しますので申し出て下さいと、こういうスタンスなんですね。だから、防災という

より、防犯対策、これについては一応通達しておりますから各自治体でやって下さ

いよと、こういうことなんですね。12月において、防犯における予防対策を検討し

てくれと、こんなような形で申し上げたつもりなんですけど、それが今回の予算に

計上されてない。今なおもって、盗難に遭った場合は補助しますよと。あと、防犯

対策については各自治体でやってくれよと通達しているわけですから、こういうス

タンスなんですよね。 

 この前、申しましたように、これは起こってはいけないことなんです。でも、そ

ういった形が起こっている。それは財産、それから生命における部分の中で非常に

重要なことであるという認識を持っていただけるかどうかということなんですね。

そういった意味での対策が必要ではないかということで、対策の方法はいろいろあ

るでしょう。しかしながら、それはそちらの方で考えていただきたいと、こういう

ような形で要望したつもりなんですが、これは要望としてぜひ検討していただくよ

うにお願いをしておきたいと思います。 

 それから、今、予算編成にあたって、編成方針に基づきまして基本的に考えると

いうようなことですが、この編成方針というのはどこからどのような形で策定され

ているのか。この辺のところを１つ、お聞かせ願いたいと思います。 

 以上の点について再質問しましたので、お願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君の再質問に対する答弁を求めます。教育委員
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会。教育長。 

教育長（奥村 薫君） 再質問をいただきましたので、お答えしたいというふうに思

います。食育計画ができているかどうかということなんでございますけれども、町

の方での食育計画はできておりますし、それから、県の方でも示されております。

そして、また、今現在は学校、小学校、中学校も含めてですけれども、それぞれの

学校での食育計画というのをつくって、それに基づいて進めているところでござい

ます。 

 予算の全体のバランスをということでございますけれども、先ほどほかに困って

いる予算がないかとか、いろいろご質問いただいたわけなんですけれども、七、八

年前は本当に日野町の予算、大変厳しい状況であったというふうに聞いております。

それぞれいろいろな皆さんのご苦労をいただいたおかげで一定、危機的状況ではな

いというように、私は伺っているところでございます。 

 しかしながら、町税は本当に貴重な予算でございますので、大切に使わせていた

だかないといけないという思いは十分持っておりますし、無駄は省いていく。しか

しながら、必要なところ、私にとりましては、子どもたちに必要な予算はつけてい

ただきたいというふうな思いを持っているところです。例えば今年度、日野小学校

に図書館の司書をつけていただきましたけれども、その結果で大変本の、図書室の

利用率が上がりまして、貸し出し冊数も去年の２倍に伸びておりますし、本当に効

果が大きかったなというふうに思っております。そういった、人をつけるにはかな

り予算が要るので大変なことであるというふうに理解はしておりますけれども、子

どもたちの教育的な効果は大きいものというふうに思っておりますので、全体的な

教育予算の中でのバランスも考えながら検討していかないといけないというふう考

えております。よろしくお願いいたします。 

 援助費等につきましては、次長の方からお答えさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（久村重次君） 髙橋議員さんからの再質問にお答えをさせていただきます。

先ほど援助費の部分につきまして、小学校、中学校という部分で額が示されておる

わけでございますが、これにつきましては、生活保護基準によりまして学業支援費

が定められております。また、そのほか、学校給食費、入学支度金、修学旅行補助

等がございます。それで額につきましては、小学校で130人分、また中学校について

は65人分が計上をいたしておりますので、それを平均した形で小学校、中学校とい

う形で上げさせていただいておりますので、実績という数字ではございませんので、

よろしくお願いいたします。今現在の対象人員を平均した額を上げさせていただい

ておる部分ですので、よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 
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総務課長（西川光夫君） 当初予算の予算編成方針をどのような形で作成しているか

というところでございます。これにつきましては、予算は総務課の財政担当が主で

担当しておりますので、そこで国の経済情勢、また県の経済情勢、それから町の収

入の状況、そういう社会情勢等も文面に記述しながら、来年の当初予算の編成方針

をつくっているわけでございます。今年度ですと４つの重点施策を設けて、それに

対する施策をする。また第５次日野町総合計画の２年目であり、これも入れながら

予算編成をするということで、総務の財政担当の方でつくるわけでございます。こ

れを町長なり、副町長と協議いたしまして、最終的な案にさせていただきまして、

各課に通知をさせていただくわけでございます。 

 また、各課の財政担当の者がおりますので、それの説明会の時間をとらさせてい

ただきまして、方針なり概算要求の要求の方法なりも説明させていただきまして、

24年度の当初予算をつくっていくところでございますので、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） ありがとうございました。最後になりますが、一応、今、学校

給食問題、本日もたくさんの方が質疑をされております。これから討議されるだろ

うと、直営にしろ、それから、民間にしろ、いろいろなプラス・マイナスあると思

うんですが、真摯な形で向き合って討議をしていただきたいなというような形でお

願いをしておきたいというふうに思います。ありがとうございました。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） ２点だけ質疑を行います。議第36号、平成24年度日野町一般会

計予算、77ページ、商工費、商工振興費、商工会運営事業1,698万8,000円のうちの

新規事業、商店街等活性化推進事業補助金51万3,000円についてお聞きします。これ

については、商工会、商店街の人たちとどのような協議があって、どのように要望

されてきて、どのように協議をされて、自分らの努力はどれくらいされるのか。自

分は、商売屋さんの努力が今、日野町の商売屋さんが見えるかと言ったら見えない

んですね。その中でどのような努力をするというふうに言われて補助金をつけられ

るのか。そこをお願いしたい。 

 この、当初予算案の概要でいきますと、商工会の商店街活性化推進事業、お買い

物バスへの補助金だと書いてあるんですね。先ほど質疑の中でも、デマンドタクシ

ーが余り利用されていない。湖国バスが走っている。またまたこのお買い物バスが

走るのかというと、ほんまにもうちょっと利用の仕方を考えれば、もっと違う形が

できてくるのかなというふうな部分も、自分は思うたんです。そこについて、もう

ここで議論されたのかな、されてないのかなという部分をお願いしたいなと思いま

す。 

 ２点目に行きます。２点目は99ページ、教育費、社会教育総務費、青尐年育成地
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域活動支援事業134万8,000円の新規の部分。悩みを抱えた中学生の居場所づくり事

業委託という部分なんですが、すごい難しい事業だなというふうに感じます。これ

は自分も民泊、何回もやらせてもらって、１泊２日で子どもらの性格が分かるかな、

子どもらとどれだけ話し合えるかなという部分からしても、１泊２日よりも２泊３

日の方がはるかに子どもらが打ち解けてくれて、今もちょくちょく電話をくれる子

どももいます。その中でどのように子どもらと接して、どのような悩みを抱えてい

るのかというのをどのような形で見つけようとされているのか。すごい難しい事業

なんですね。そこまで見つけて、対応までいくと楽なんだと思います。気持ちでど

れだけきちっとしたつき合いができるか。そこまで子どもらにこっちの気持ちも分

かってもらえるか。どれだけのつき合いをするのかなというのを考えると、すごい

難しいなと。そこはどのように協議されて、どのように取り組もうとされているの

かお願いしたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君の質問に対する当局の答弁を求めます。商工

観光課長。 

商工観光課長（塚本信雄君） ただいま議第36号の平成24年度一般会計予算につきま

して、ご質問いただきました。この中で商工会の運営事業に係ります事業でござい

ますが、まず商店街等活性化推進事業費補助金で51万3,000円、これは買い物バスで

ございます。これは現在、取り組んでおられまして、24年度につきましては県の補

助金をいただきまして、205万2,000円の事業を実施しようということで、その４分

の１を町が補助をするものでございます。これにつきましては23年度から実施され

ておりまして、24年度も引き続きこの事業をすることで、尐しでも商業振興になれ

ばということで現在検討され、実施されるものでございます。 

 それから、商業活性化補助金200万円でございます。これは22年度から実施はされ

ておりますが、氏郷スタンプラリーということで取り組まれております。23年度も

夏期と、それから冬の間の消費が落ち込む時期、こういった時期に尐しでも商業の

振興になればということで、皆様方が売り上げの増に向けて取り組んでおられる事

業でございます。24年度につきましても引き続き町が助成する中で、この事業を支

援してまいりたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（福永 豊君） 平山議員さんの方から、議第36号、日野町24年度の一

般会計の予算につきまして、ご質問をいただきました。青尐年の地域活動支援事業

の中のお悩みを抱える中学生の居場所づくりについての具体的な状況を説明をせよ

ということでございます。お答えをさせていただきたいと思います。 

 事業の概要のときにもお話をさせていただきました。この事業につきましては、

平山議員もご存じのように、今、中学校で教室に入ることができず、尐し反発もあ
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りながら、公園で時間を過ごしているという子どもさんの姿が以前ちらほらと見え

たところでございます。そういうような中で地域の方から、どういうことなんだと、

中学校はどうなっているんだというようなお電話も何度かあったようでございます。

そういうような中で、その子どもたちが今どんな状況にいるのか、どのような家庭

環境にあるのかというようなことを考えますときに、何とか中学校だけではなくて、

地域の者がその子どもさんたちを何とか面倒見られないだろうかというような発想

のもとで、昨年の10月に９月の補正予算をさせていただきましてご承認をいただい

た後、尐年センターの全面的な協力をいただきながら、学校等で授業に入れない子

どもさんたちを毎週月曜日と金曜日の２回、３時から５時までの間、ほっと健じゅ

くということで開設をさせていただきました。ホットな環境で居場所がつくれない

か。健は、健やかに子どもたちの健康を保てないか、じゅくは生活熟度を尐しでも

上げられないかということとあわせて、勉強の方にも尐し目を向けていただけるよ

うな、そういうふうな部分での事業として開設をさせていただいたところでござい

ます。 

 ２名の指導員さんにお願いをさせていただきました。１人は教員のＯＢの方でご

ざいます。もう１名の方は、事業等を通じて青尐年のいわゆる更生をされている実

績のある方、この２名でいろいろと子どもさんたちの状況を見ていただきました。

実績といたしましては、２月24日ぐらいの現在でございますけれども、36回、開催

をさせていただきまして、157名の子どもさんたちがほっと健じゅくに寄っていただ

きました。うち女生徒が87名でございました。ほっと健じゅく以外にもこの状況を

継続するということで、尐年センターの全面的な協力をいただきながら、145名、内、

女生徒が80名ということで、合計302名の者が何らかの形でほっと健じゅくへ顔を向

けてくれました。 

 じゃ、何をしたんやと、中ができてるんやというご意見でもございますが、今ま

でコンビニエンスストアの横でたむろしながら生活といいますか、時間送りをして

いた子どもさんたちがほっと健じゅくに来ていただいて、勉強まではなかなか行き

ませんでしたけれども、トランプをしたり、将棋をしたり、もう尐し学習の方に目

を向けていただければなと思いながらも、こちらの方で状況把握できる現状があっ

たという状況でございます。このことで、今の中学生が卒業いたしますと、対象者

といいますか、そのような状況の方々が十五、六人おられましたが、24年度はどの

ような状況になるかは非常に難しいところでございますが、今日までの正しい指導

であったかどうかは別にいたしましても、子どもさんたちと一般の方が一緒に生活

ができるといいますか、一緒に触れ合いができたということは重んじまして、24年

度も同じく指導員さんの２名分の人件費を主なものとして、続けてほっと健じゅく

を開設し、中学生の子どもさんたちの居場所づくりにできればなということでござ
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います。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 商店街のスタンプラリーについては、４店、スタンプを押して、

ガラガラ抽選をやっているのかな。そこの部分だけかなと。それも住民さんから聞

くと、４店回らないといけないなというのがあるし、これは当然活性化の部分から

したら、４店回らないと無理やわなというのはあるのです。それでも、どんどんハ

ンコ押しておられる部分も見えます。お買い物をされないでですよ。これは、そう

いう部分も全部とは言いません、きっとある部分がありますわね。どことは言えま

せんし。そういうことからしても、ほんまに商店の人らがどんだけの意識を持って

いるかが大事やと。この買い物バスについても町が４分の１出しているんだと言う

のなら、やはりそれだけの部分は、商店の人たちがどれだけの意識を持って、どう

いうふうに取り組んで、何を得たいのかという部分がきちんと行政の方で把握しな

かったら、それこそそういう部分を引っくるめて今の平和堂の話でも、もっと早く

からきちんと商店の人たちが協議をされるべき話なんや。そこができていないとい

うことは、こういう部分についても、結果の部分について協議をされていないから、

そういう状況になってくるのかなというふうに思えてならないのです。そこらの指

導は、行政としてはやはり補助金出したからには、どういうふうにされているのか

なというのは大事かなと思うのです。そこは、もう一度、どういうふうな結果が出

てきて、どういうふうな指導をされているのかお願いしたいなと思います。 

 この子どもの部分についてなのですが、居場所を提供する、それに子どもらが参

加してくれたというのはすごいありがたい話。そこで、どのように大人、地域の人

らが取り組んでいくかというと、自分は一般質問に上げている部分がここでものす

ごく出てきているんです。やはり地域の人たちが子どもを育てるという部分が大事

なんやと。そこの部分について、今、尐年センターとか、いろいろな形でやってお

られるけども、それなら、それをもっと広げる話、それはどこら辺まで進めようと

されているのか。そこが大事やないかなと。 

 それで、余りにも広げ過ぎても、子どもらからしたら、また塀をつくってくる。

そこやなしに、どういうふうに自然な形で、どういうふうに取り組もうとされてい

るのか。そこは考えておられるのか、おられていないのかお願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（塚本信雄君） 商店街の活性化につきまして、再質問いただきました。

今のスタンプラリーにつきましては、商店街の方から見ますと、やはり売り上げが

尐なくなる時期にこの事業をすることによって売り上げが伸びる。また新たなお客

さんが来てくれるといった効果があるということで、引き続きやってほしいという

ような話があり、商工会の中でも十分検討され、実施するものでございます。効果
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につきまして、もう尐し、今年度の実施されたこと、また、24年度に実施されるこ

とにつきましては、また商工会と十分に議論もしながら、その中で新たな商店街の

振興に結びつくような形で一緒に議論をしてまいりたいと思いますので、その点、

よろしくお願いいたします。 

 買い物バスにつきましては、商店街の部分だけやなくて、買い物弱者というお話

もございましたので、商店街の商店の皆さんもそういった部分を何とかしたいとい

う思いもございました。そういうようなことも、もう１年実施する中で商工会とと

もに考えてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（福永 豊君） 平山議員の方から再質問いただきました。具体的に24

年度に向けて青尐年の健全育成、どのようにしていこうとしているのかということ

やというふうに思います。今回のほっと健じゅくをスタートしましたのは、大きく

青尐年育成町民会議が実施主体となりまして委託としてやらせていただいたという

ところに大きなところがあろうかと思います。２回の常任委員会を通じまして、団

体のそれぞれ代表者の方でございますが、それは大変なことやと、何とか協力して

いこうということでスタートしたことには間違いがございません。 

 また、23年度の事業として、小さなころから子どもさんたちにかかわっていこう

ということが大切なことであろうと思います。中学校まで大きくなってまいります

と、なかなか性格的にも、いわゆる精神的にも難しくございますので、余り多くの

方がわっと寄って、どうしているのやというのはかなり厳しいのではないかなとい

うふうに思います。そういうふうな子どもさんたちにならないためには、小さいこ

ろから家庭を大事にしていこうとか、地域で子どもを育てていこうという、こうい

うふうな気風を高めていかなければならないなというふうに思っています。 

 東桜谷の通学合宿もその事業の１つでございました。地域で一生懸命子どもを見

ていこう、２泊３日で子どもを育てていこうという思いもございましたし、文化の

カルチャーもこのことを思いまして、できるだけ文化面にも入っていただこうとい

うことで、24年度新規事業としても上げさせていただいております。 

 いずれにいたしましても、日野町子育て・教育合同研究会の研修でもございまし

た。悩みある子は、悩んで困っているんじゃなくて、本人が一番困っている子なん

だということの姿勢の高さ、目の高さになって、大人ももう一度しっかりと子ども

を育てていかなければならない、地域で育てていかなければならないというような

部分での活動をできるだけ実践をしていきたいなというふうに考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 商店街についてなのですが、もうこれは要望にしておきます。
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平和堂が来ると、12月、町長がこの場で言われました。その中で本当に自分が心配

するのは、商店街が終わってしまう。ほんまにシャッター街になりますよと。それ

ぐらいの意識を持って何をするか。それが今こういう補助金を得てやっている部分

からすると、大事にここをやってもらわないとだめなのかなと。ほんまに自分のと

ころの近くに平和堂が来るのは、自分はいいと思ってません。自分はほんまにああ

いううっとうしいものが来てほしくないというのが自分の意識です。けど、本当は、

こういう話は商店街の人たちが一番に感じて、一番に何をするのか、一番どういう

ふうに自分らは対抗するのかという部分を協議していかなかったら、絶対に日野の

商売人はすべて終わると自分は思ってます。そこを心配しているから、こういう事

業はきちんと生かしていかないといけないのは、効果はどういうような状態で出て

きているのかというのはやはりきちんと把握しないと、これは商売屋さんの方が感

じていかないといけない部分やないかなと思いますので、その点、力強く、ここは

きちっと商売屋さんの方にも言ってもらえればありがたいなと思っています。 

 あとのことについては、また一般質問で同じような部分が出てきますので、また、

ここを参考にしてやります。ありがとうございます。 

議長（杉浦和人君） ここで暫時休憩いたします。 

 再開は３時５分からいたします。 

－休憩 １４時４４分－ 

－再開 １５時０５分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 質疑はありませんか。13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、質疑をさせていただきます。まず最初に、議第12号

の東近江行政組合の規約変更についてであります。特に今回、愛知郡消防との広域

化、また、これが平成24年の10月から広域化がされるという、そういう方向になっ

ております。広域化のメリットとしては、消防体制の基盤強化による住民サービス

の向上、また財政基盤強化による各市町の財政負担の軽減、こういったことがこの

広域化の協議の中で一応クリアされたわけであります。広域化の後、検討としては、

今後、署の廃止、署の配置とか、管轄区域、さらには職員定数を２年後に見直し協

議を行うということにもなっているわけであります。 

 特に今、日野町の場合は、隣にあります日野署の建てかえ、ちょうどもう約38年

間たつわけでありますけれども、その建てかえが間近に迫ってきている中で、特に

職員定数がその中で見直される。そういった部分の懸念もあったわけです。私も杉

浦議長と一緒に東近江行政組合の議会に入っておりまして、この間の定例会でそう

いったことについて質疑をさせてもらったわけでありますけれども、現場について

はそんなことはしない、極力減らすということはしないということは言われました
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けれども、これですべて解決されたものではないということを私は考えております。

そういう意味で、ぜひ私も、そういった住民のサービスを守る、向上を目指して財

政負担の軽減を図っていく、この点は貫いていく必要があると思います。そういっ

た意味から見て、行政組合の副管理者であります町長自身のこの考え方というのか、

ぜひ一言お願い申し上げたいと、このように思います。 

 続きまして、議第26号の平成23年度一般会計の補正予算であります。特に12ペー

ジに歳入で町税、法人税があります。これ、まだまだ景気の回復とは言い切れませ

んけれども、例えば昨年の12月の補正では、法人税が9,000万円増額されました。ま

た、今回、2,200万円増額されるわけであります。これが新たな申告によって、こう

なっていると、そういった説明でありますけれども、その2,200万円の内容について、

若干ご説明をいただきたいと、このように思います。 

 また、同じく歳入で、20ページのまちづくり応援寄附金であります。今回、補正

予算として191万円が寄附金として増額されると、そういった補正がされました。平

成23年度で見てみますと全体で291万円というような寄附になるわけです。特に今回

の191万円のこの内訳というのか、どういった傾向であるのかという、いろいろ種別

があると思いますので、その点についてのご説明もお願いしたいと思います。 

 続きまして、32ページであります。これは歳出の方でありますけれども、民生費

の老人福祉費です。この中で特に今、老人の方が住みなれた地域で最後まで暮らし

たい。こういった願いがたくさんある中で、介護基盤緊急整備事業が行われます。

この間、桜谷、旧のさくら園のところにも建っておりますけれども、こういった基

盤緊急整備というのか、これは、今回の補正予算で当初予定しておりました3,000

万円が減額されます。これは何かというと、不執行というのか、今年はしないとい

うことであります。同時に、これは新年度で同じような金額が3,000万円設けられて

おります。つまり、そういう地域密着型サービス施設整備事業、これが今年はなく

なるけれども、来年は行うということでありますけれども、私は、ちょっと考える

のは、例えば今回は第４期介護保険事業計画の最後ですね。来年は第５期のこの保

険事業がスタートするわけです。第４期に計画していたのは断念して、第５期に回

さざるを得ないということになれば、結果的にやむを得ないかなということを思っ

ておりますけれども、それなりの整理はしておく必要があるのではないかなという

意味で、ぜひそういう執行できなかった要因、または新年度やれる見通し、そうい

った一定の反省の上に立って、ぜひその点のお考えを聞かせていただきたいと、こ

のように思います。 

 続きまして、38ページの労働費、緊急雇用創出特別対策事業であります。これは

国費でありますけれども、23年度は16事業で81名の雇用計画でありました。約１億

円のお金が予算化されておりました。その中で最終的に、今回の補正で2,000万円が
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減額ということになるわけです。実質8,000万円を使ったということになりますけれ

ども、同時にまた、ふるさと雇用再生特別対策事業も同じく今年やりました。2,200

万円の３つの事業で５人ということになっておりまして、この2,200万円のうちから、

今回400万円が減額されるということになっております。全体的に２割程度が減額、

精算ということになるわけでありますけれども、この16事業、81人の雇用、それか

ら３事業、５人の雇用で計画をやっていく。この２つの事業の計画に対して、この

減額はどういうような対応で見ていったらいいのか。ぜひその点のご説明をお願い

したいと思います。 

 続きまして、42ページの農林水産業費、これは先ほども若干ありましたけれども、

農業体質強化基盤整備促進事業であります。これはこの平成23年度の国の第４次補

正予算のいわば国の新年度事業の前倒しの事業であります。これで各集落が希望を

上げて、今回されるわけであります。特に持続可能な力強い農業基本方針というの

は、どちらかというとＴＰＰ参加が見え隠れするような内容でも若干あるわけであ

りますけれども、いずれにしても、町での有効活用は地域にとってプラスになるん

じゃないかな、このように思います。 

 そこで、今回、総額２億6,710万円、７地区で、先ほど説明ありましたけれども、

100ヵ所におよぶ工事がされるわけで、それの受け答えも含めすべて24年度継続事業

として町がするわけであります。 

 そこで、私は、特に心配するのは、100の事業を町で受けるわけです。そして、同

時に、ここ、以前から行われております農地・水保全管理支払交付金事業も行って

おります。ものすごく今、農林サイド、たくさんの仕事があるんではないかなとい

うことを思います。事務的な面が大変ですし、各集落の指導もやらないといけない

という点で、ややもすれば、私はこの職員体制の問題を心配しているわけでありま

して、これは担当課長の率直なお考えをぜひ聞かせていただきたいなと、このよう

に思います。 

 続きまして、46ページ土木費の道路新設改良費、これは社会資本整備総合交付金

事業であります。この中で、公有財産購入費が補正予算として971万5,000円増額さ

れました。これについての内容について、ご説明をお願いしたいと思います。 

 続きまして、議第30号で、平成23年度公共下水道事業特別会計補正予算について、

若干聞かせていただきたいと思います。これは特に一般会計の補正予算でも、公共

下水道特別会計に出す繰出金を2,496万8,000円減額する。そういった一般会計補正

予算も今回出されているわけでありますけれども、それとの関連もあるわけです。

そこで、特別会計の中で工事請負費が結果的に8,098万2,000円減額されるというこ

とになっております。いろいろ説明があり、曙とか、椿野台での工事が減になった

と、そういった意味があります。それと関連しながら、新年度の24年度の予算では、
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曙とか、椿野台、五月台、これが工事が今後見込まれているわけであります。これ

は率直なところを聞きたいわけでありますけれども、平成23年度では、工事は、そ

こはしなかったけれども、24年度では行います。そして、五月台も新たに入れて行

いますという、そういった新年度の計画でもあるわけでありますけれども、ちょっ

とそこの点について、見通しはどうなのか、経過も含めてご説明いただければあり

がたいかなと、このように思うわけであります。 

 それと同時に、曙、椿野台、五月台全体の下水道の計画がどこまで進捗されてい

るんかな、工事が終わっているんかな。これをぜひ分かる範囲でご説明もよろしく

お願いしたいと思います。 

 続きまして、議第27号の国民健康保険特別会計補正予算であります。この中の74

ページに保険給付費があります。一般被保険者療養給付費は年間10億円を超えてい

るという大きなものになっているわけであります。これを極力、今、押さえていく

ことが必要かなということを思うわけでありますけれども、今回の補正予算で4,200

万円が減額されているわけです。つまり、給付費がそれだけ、4,200万要りませんで

したということになるわけであります。私は、特にもう３月あたりに行きますと冬

場であってインフルエンザなんかが流行している中で、医療機関にかかる人がたく

さんある中で、当然あってはならないことでありますけれども、給付費が増えるの

が普通なんかなと、このように見ておりましたけれども、今回、減額にされており

ます。それについて、どのように23年度の給付費というのを分析されているのか、

ぜひお考えを聞かせていただきたいなと、このように思います。 

 続きまして、議第36号の平成24年度一般会計予算であります。この中で何点か聞

かせていただきますけれども、１つは、歳入の関係で、個人町民税が前年度より1,550

万円増と見込んでいるわけであります。その根拠について伺いたいわけであります

けれども、これ、私の考え方、間違ってるかなと思いますけれども、どうか分かり

ませんけれども、子ども手当が今年いろいろ改正されて、ややこしくなっておりま

すけれども、国の方はこの財源を何とか確保するための導入策として、年尐扶養控

除を廃止ということで今、子どもさんたちを持っておられる方なんか相当、ちょっ

と心配されておられます。例えば控除の廃止によって、保育料がぐーんと上がる。

そういったことも懸念されている方もおられるわけでありますけれども、そういっ

たことの廃止によって、町民税が増えるんかなというようなこともちょっと思って

おりましたけれども、そうでなければ、ないということをぜひご説明いただければ

ありがたいかなと、このように思います。 

 それと、次、14ページ、これ、同じく歳入ですけれども、分担金および負担金、

これは民生費の中で、公立保育所の入所者負担金が平成23年度、4,710万円、これを

平成24年度では6,282万6,000円。つまり23年度から見ると1,500万円ほど増額を見込
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んでいるわけです。今年の新年度の予算で見ると、公立保育所運営費が保育所の入

所者も増えるということを見越した予算が組まれておりまして、多分そこらもある

んかなとは思いますけれども、それにしても1,500万円という増というのは、これは

どうなんかという意味で、ぜひご説明をお願いしたいと、このように思います。 

 続きまして、57ページに移りますけれども、この中で民生費の児童福祉総務費で

あります。特に地域子育て支援事業、今年、23年度から県の事業も含めてスタート

しましたほっと安心子育て支援事業費、つまりゼロ歳児から一時預り保育を行いま

す、そのために無料券をお渡ししますという県の制度もあるわけですけれども、こ

れをやろうということになりました。こういう中で、今回、補正予算でも200万円の

予算を設けながら、実質４分の１、約56万2,000円、今回、補正予算で減額されてお

ります。そういう中で、さらに新年度では200万円、同じように出されております。

これ、どれだけの利用状況があるんか、ちょっとリアルにその点のご説明もお願い

したいなと、このように思います。 

 それから、66ページでありますけれども、労働費の緊急雇用創出特別対策事業で

あります。今年は昨年度とは違い、若干大分尐なくなって、2,429万9,000円の事業

ということになります。その中で、雇用創出事業を５つの事業、それから、震災関

係対応の事業として２つの事業、合計、人員では15名を計画に上げているわけであ

りますけれども、これはぜひお願いでありますけれども、予算特別委員会がいずれ

行われますけれども、この間も一連の説明を受けましたけれども、ちょっと項目的

に分かりやすい一覧表を渡していただくというのか、そういうことがぜひ必要かな

と、このように思いますので、その点、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 続きまして、92ページから94ページの教育費であります。この小学校および中学

校の教育振興費。この中では生徒たちに対して検定、学力調査、意識調査が行われ

ます。これは新規事業として上がっておりますけれども、300万近くの予算でありま

す。英語、国語、算数、それから漢字。それから、意識調査と、こういうようなこ

とで、５年、６年とか、中学校２年とか、こういった限定されて調査されるわけで

ありますけれども、これは今回、新たにされたということになりますけれども、こ

れはなぜされたんかという、もう１つ、説明がなかったように思いますんで、そし

て、それをどのように活用。そして、全国的にはどうなのか。滋賀県の中でも日野

だけなんかどうか、そこらも含めてご説明をお願いしたいことと、特にこれをやる

ことによって現場の教職員の考え方というのか、そこらはどのように把握されてい

るんかなということも思うわけであります。あえて、これ、ここで言うわけではあ

りませんけれども、今、大阪のいろいろ市長が学力調査の問題でよくマスコミで話

題となっておりましたけれども、そんな内容でないということになればいいわけで

あって、大いに活用するんやったら、していったらいいなと思いますけれども、そ
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ういった部分は、払拭するためにも、ちょっとその点のご説明というのかお願いし

たい、このように思います。 

 最後になりますけれども、この94ページに、中学校教育振興費の中で、中学校の

中で、特に35人学級に対応する加配教員２名を予算化されているわけであります。

これは大いにいいわけでありますけれども、今、国の政府の方が昨年来から、35人

学級を全国的にやっていこうと。そのために、この23年度からは小学校まず１年か

ら、そしてから、24年度からは小学校２年まで拡大するということをなかなかすべ

てまで行きませんけれども、徐々ではありますけれども、やっておられるわけであ

ります。 

 そこで、ぜひこの点は分かる範囲でご説明もいただきたいのは、町での小学校、

中学校、それから国での対応、これを具体的にどこまでどうなっているか。小学校、

中学校も含めて35人学級はどうなっているか。ここまでは国の対応、ここからは町

の対応と、そういうような形をぜひご説明をしていただきたいなと、このように思

います。どうかよろしくお願い申し上げたいと思います。 

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

町長（藤澤直広君） 對中議員から、消防の広域化に伴うことについて、どのように

考えているのかと、こういうことでありますが、議員も行政組合の議員として、広

域化問題にも取り組むといいますか、議会代表として参加をいただいているところ

でございまして、そこでも議論になっておりますように、基本的には、現場の消防

力の低下になってはならないということは当然大前提であるというふうに思ってお

ります。あわせて、統合することによって経費が抑制をされなければ、する意味が

ないというふうにも思っております。こういうことを基本にして、町としてもいろ

いろ議論をしてまいったところでございまして、今、東近江行政組合における課題

といたしましては、指令台を更新すること、それから、無線のデジタル化に対応す

ること、こういう大変大きな金額を要する事業があります。そういうことから、今

回の広域化を契機にして、有利な補助制度等を活用するということで経費の抑制が

できるということ。さらには総務部門等の人員の適正配置など、さらには消防機材

の双方利用による効率化などによっても経費が節減できるものと、こういうふうに

思っております。 

 確かに東近江市の愛東・湖東地区が愛知郡消防で、こちら側が東近江消防と、こ

ういうようなことがありまして、日ごろの消防行政について苦慮されておられると

いう実態があるわけでございますが、町といたしましては、やはり東近江消防、特

に日野地区とは言いませんけれども、東近江行政組合のところで原則、消防力の現

場力を低下させない、経費は抑制につながる、このことをしっかりと押さえた上で、

この議論に参加をして、それがかなえられるというふうに思っておりまして、合意
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をしてまいったところでございます。 

 もちろんこの消防の広域化をする、しないにかかわらず、日野消防署の老朽化に

伴う対応というのは当然しなければならないというのがこの統合以前からの課題で

ございますので、これはこれとして、当然実施すべきものということで、この点に

ついても確認をいたしておるところでございます。よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 税務課長。 

税務課長（渡辺民夫君） 議第26号、平成23年度日野町一般会計補正予算（第５号）

に関係いたしまして、歳入の部分で、法人・町民税の増収の部分につきまして、ご

質問をいただいております。これにつきましては、議員仰せのとおりでございまし

て、中間報告をいただきました段階におきまして、一定、法人税の増額が見込める

という部分をもちまして、今回、増額をさせていただいたところでございます。ど

のようなということでございますけれども、傾向につきましては、全体的に増えて

おるという部分でございまして、幾分かは景気が回復してきたのかなと、このよう

に思うところでございます。 

 次に、議第36号、平成24年度日野町一般会計予算におきまして、町民税の部分に

おきまして、一定、所得割の部分におきましての増額というものがあるわけでござ

います。やはりこの部分につきましては、年尐扶養というものが今回から所得控除

がなくなりました。そういった部分で一定の増額というものがあるのかなと、この

ように分析をするところでございます。そういったことでございます。よろしくお

願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（平尾義明君） 議第26号の補正予算の20、21ページのまちづくり応援

基金についてのご質問でございます。今年度も大変うれしいことでございまして、

８名の方から寄附金をいただきました。291万円ということで、県内が３、県外が５

ということになっております。その内訳でございますが、条例によりまして９つの

分類に分けさせていただいております。１番の福祉または医療の充実に関する事業

に充ててほしいというのが４人の方、また、教育・文化、またはスポーツ振興に関

する事業の方が２、その他、活性化のためにということで２の状況となってます。

傾向ですけれども、その他の活性化、また今言っています福祉の関係が多くなって

いる状況です。 

議長（杉浦和人君） 介護支援課長。 

介護支援課長（川東昭男君） 對中議員より、議第26号、補正予算につきまして、特

に介護基盤緊急整備事業の減額の要因と新年度予算との関係についてご質問がござ

いましたので、お答えさせていただきます。まず、この間の経過を申し述べたいと

思います。第４期事業計画に基づきまして、地域密着型サービスの認知症高齢者グ
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ループホームの事業者の公募を昨年の６月に要項を公表し、７月１日から20日まで

の間、公募を行いました。この間、１事業者が応募されまして、町の中では選定委

員会を開催し、調査、聞き取り等などを行い、審査を行ってきたところでございま

す。そういったことを踏まえて選定するという結果を出したわけでございますけれ

ども、９月の最終段階におきまして、事業者より辞退の申し出がございましたので、

これを運営協議会等に諮りまして、辞退の報告を行うとともに、引き続き再公募し

ようというふうにご提案申し上げたんですけれども、余りにも事業期間が短く、単

年度で施設を建てるということはできないということから、第４期から第５期の計

画に計画の時期を移して、平成24年度の一般会計の当初予算に同じく3,000万円を計

上させていただいたところでございます。 

 認知症の高齢者が増加しておりますことから、第４期から引き継いだ第５期事業

計画に基づき、地域密着型認知症グループホームの施設整備を行っていきたいと。

事業者につきましてはできる限り近くの事業者にお願いしていきたいなというふう

に思っているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（塚本信雄君） 議第26号の補正予算にかかわりまして、緊急雇用創出

特別対策事業とふるさと雇用再生特別対策事業について、ご質問いただきました。

ただいまちょっと細かな資料を持ち合わせておりませんので、細かくはちょっと申

し上げにくいんですが、賃金につきましては、各事業におけます直接雇用しており

ます職員、臨時で来ていただいた方々の勤務日数によりまして、その分、減額とな

っております。 

 それから、委託料も1,920万減額しておりますが、これは委託事業をする中で入札

残などが出ましたので、それの事業精算によりまして減額をさせていただいており

ます。同じくふるさと雇用につきましても、事業の精算をさせていただきまして、

それぞれの事業の中で減額ということでございます。今、資料を持ち合わせており

ませんので、細かなことについては申し上げることできません。 

 それから、議第36号の同じく緊急雇用の事業でございます。これにつきましては、

一覧表の作成につきましては、まず作成いたしましてお配りしたいなと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（横山増雄君） ３月補正の中から農業体質強化基盤整備促進事業について

の職員体制についてご質問いただきましたので、お答えをさせていただきます。議

員申されたように、非常に金額も２億6,000万という大きな金額でございます。１地

区２億6,000万でも大変だと思っております。そういう中で、各地区から要望いただ

いておりますので、地区数も100ヵ所ぐらいとなってございます。その辺につきまし



2-62 

ては、当然今の人員、今の技術的な部分で言いますと、現体制では厳しいというこ

とでございますので、その辺につきましては、町長、副町長も含めながら人事担当

課と協議をさせていただいておりますので、24年度の執行体制の中で人員体制を確

保していただけるものというように思っております。 

 それと、事業量的に言いましても、今申し上げましたように、100ヵ所という、非

常にたくさんの場所がございます。入札執行にあたりましては、何回かに分けて発

注をしていく計画をしております。初めは、大体６月ごろを１回目思っておりまし

て、その次には、大体８月ごろ、そして、秋、刈り取り後、そして、最終調整とい

うことで、何期かに分けて発注をしながら、できるだけ早く執行をしていきたいと

いうように考えております。よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 對中議員さんの方から補正予算の中で社会資本整備総

合交付金事業の中の公有財産購入費の内訳についてご質問いただきましたので、お

答えをさせていただきます。これにつきましては、町道の野出山本線歩道整備事業

でございます。これの公有財産の購入ということで、現在、山本の畜産技術センタ

ーの入り口から、湖南サンライズの西側の入り口までの事業を進めておりますが、

湖南サンライズの役員さん、またはＰＴＡの役員さんとも、安全に子どもたちに利

用していただくために、いろいろ協議をさせていただいておりました。その中で、

町道野出山本線歩道整備事業に伴う湖南サンライズ入り口箇所の追加箇所でござい

ますが、土地所有者との用地交渉の中で早急に契約締結が必要となったため、２月

３日に契約締結をし、２月７日に所有権移転登記が完了しております。そのことか

ら、工事請負費より公有財産購入費に予算流用をさせていただき、２月24日に支払

いさせていただいております。こうしたことから、今回の補正につきましては、予

算の流用戻しの補正であり、その分を計上させていただいたところです。よろしく

お願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） 議第30号の平成23年度公共下水道事業の補正予算の関

係でご質問いただきました。補正予算書の115ページの工事請負費8,000万余りが減

額になっている理由でございます。この平成23年度につきましては、３．11の震災

によりまして、当初割り当ての67パーセントの割り当てになりました。途中で割り

当て変更で５パーセントの上積みをいただいたんですが、72パーセント程度の割り

当てであったということと、曙、椿野台工区におきます精算によるものも減額でご

ざいます。 

 今申し上げました割り当てが尐なかったところによりますけれども、事業内容的

には、おかげさまで、23年度、当初考えておりました、ほぼ100パーセントに近い形
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で工事は完了させていただいておるところでございます。平成24年度の見通しにつ

きましては、現在のところ、聞かさせていただいているところでは、こちらが要望

しておる約100パーセント、満額に近い形での割り当てが来るということを聞かさせ

ていただいております。 

 また、曙、椿野台、五月台の進捗状況でございますけれども、平成23年度末にお

きまして管路工事、曙地区につきましては、蒲生ゴルフの入り口がございますけれ

ども、それの北側はすべて完了いたします。椿野台地区につきましては、全体の約

４分の３が完了をいたします。五月台につきましては、23年度末では、まだ手をつ

けておりませんので、よろしくお願いいたします。 

 平成24年度につきましては、曙地区と椿野台につきまして管路工事については完

了をする予定をいたしております。五月台につきましては、現在のところ、約３割

から４割程度の管路工事を実施したいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（森口雄司君） 議第27号、平成23年度日野町国民健康保険特別会計補正予

算（第２号）につきまして、ご質問をお受けしました。事項別明細の75ページの療

養給付費につきまして4,200万円の減額の理由でございますが、療養給付費につきま

しては、会計の中の非常に大きなシェアを占めております。また、非常に予測が難

しいという部分がございます。そんな中で、23年度の前年度の実績に基づきまして

予算の組み立てをしているところでございます。特に減額になりました理由は２点

ございます。１点については、その下に退職被保険者等療養給付費553万7,000円の

増額がございますが、これはなるべく町費を尐ない額で行くということで、一般か

ら退職への移行を進めたというところで、退職が逆に増額になってきているという

ところが１点でございます。 

 それから、２点目は、一応補正につきましては、12月までの療養給付費の実績に

基づきまして今後の予測を立てたところでございます。ご心配いただきましたイン

フルエンザ等のかかわりも心配しているところでございますが、そんな中で、これ

で十分行けるんじゃないかなという編成をさせてもらいました。現在、直近では１

月分までの療養給付費が分かっております。この療養給付費については３月から２

月分までの費用を実績で出しておりますので、残り１ヵ月というところでございま

す。この予算内で十分行けるという見込みでございます。よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（岡 常夫君） 議第36号、平成24年度日野町一般会計予算の歳入の部分と

歳出で質問をちょうだいしました。まず保育料の収入の方でございますが、今年度

入所のご希望を多数いただきまして、公立保育所で230名、目いっぱいの人数を見て

おるところでございます。それと、まだ、今、入所決定をしたところでございまし
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て、今後、昨年の所得に関します保育料決定はこれからもう尐し後になるわけでご

ざいますが、第５、第６、第７階層あたりの希望をされている方が多いのではない

かというところで、昨年の当初との大幅な増額になっている部分がございます。 

 なお、その点で、おっしゃっていただきました税の年尐扶養控除と保育料の算定

の関係でございますが、現在の国等からの連絡の中では、年尐扶養控除分ならびに

特定扶養の控除分、ゼロ歳から15歳の人数ならびに16から18歳の人数を打ち込むこ

とによって、保育料の計算ができるという電算のシステム改修の手順が来ておりま

すので、年尐扶養控除が税の方で廃止になったということが保育料の増額につなが

るということは全くございませんので、年尐扶養控除をしているというふうにみな

すということになりますので、その辺は今後、国の動きを見ながら、保育料決定の

ときに反映ができるようにしたいなというふうに考えております。 

 なお、もう１点、歳出の方で地域子育て支援事業のほっと安心子育て支援事業費

補助金200万円につきまして、ご質問をちょうだいをいたしました。これにつきまし

ては、滋賀県の方のほっと安心子育ての新生児等を保育所で預っていただく無料ク

ーポン券の配布というので、県の方の事業を受けてしているものでございます。23

年度につきましては、実際に預れるのが６ヵ月後ということでございますので、４

月からスタートしておりますものの６ヵ月間ということで、10月以降の事業になっ

ているということで、23年度で減額の補正をさせていただきました。この200万円に

つきましては、子育て支援センターの方で預りをしていただきます保育士さんの人

件費補助ということで、県費と町費を合わせて交付をさせていただくものでござい

ます。23年度はこれまた４月からということで、200万円見込んでおりましたんです

が、実際に３ヵ月おくれての交付ということになりましたので、補正予算で56万

2,000円の減額をさせていただきました。24年度は４月から丸々１年間、この事業を

行うということで200万円全額を見ているところでございます。 

 なお、実際の利用されているシビアな数字をということでございました。補正予

算ならびに新年度予算の策定時につきましては、ご利用いただいたのは１件でござ

います。その後、ＰＲも進め、この４月以降はさらに６ヵ月を済んで１年間でござ

いますので、受けていただく人も増えるんじゃないかなという思いをしております。

よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 教育委員会、学校教育課参事。 

学校教育課参事（神田松雄君） 平成24年度事業の中で教育費、教育振興費について、

大きく２つのご質問をいただいたと思います。まず、小中学校における検定につき

ましてでございますが、まず、漢字検定につきましては小学校５年生、６年生全員

を対象に７級、６級、５級のいずれかを選択していただき受験していただくという

ものです。ねらいといたしましては、小学校のその学年で全員が受験することによ
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って、共通の目標を持ち、仲間とともに漢字はもとより学習全般に向かう意欲を高

めるためにということで設定させていただきました。 

 また、英語検定でございますけれども、これにつきましては、中学校２年生全員

を対象といたしまして、５級、または４級を全員が受験するというふうなところで、

このねらいにおきましても、学年全員がその英語検定を目指して勉強するというこ

とによって、仲間とともに勉強するという意識を高めるとともに、学習全般に意欲

を高めるために行うものでございます。 

 いずれにいたしましても、県下でも、他市町におきましても、このような取り組

みがされているというふうなところがございまして、聞きますとかなり学校全体が

学習に向かう力がついてきた。あるいはまた、落ちついて全体の授業を受けられる

ようになったというようなよい結果が出ているというふうなことも聞かされている

ところでございます。これらにつきましては特別活動の分野では、小学校、中学校

におきましては、学年や学校において運動会とか、あるいは学年で旅行とか、そう

いったようなことが進められております。そういった面において非常に子どもたち

はすばらしい力を発揮します。この英語検定、あるいはまた、漢字検定におきまし

ても、１つの学年での目標としてやっていけば、かなり大きな成果が上がるのでは

ないかというようなことを期待しているわけでございます。 

 また、学力標準検査でございますけれども、現在のところ、全国学力調査問題等

が小学校の６年生、それから中学校３年生で行われてきております。その学年にお

きましては、いろいろな形で学力の分析が行われているわけでございますけれども、

小学校のほかの６年生以外の学年、あるいはまた、中学校のほかの学年では、そう

いったような学習の状況がなかなかつかみにくいというふうなこともございまして、

今回、小学校２年生から５年生まで、そして、中学校１年生、２年生におきまして、

小学校は国語、算数、それから生活一般の質問、中学校１年、２年におきましては、

国語、数学、それから一般の生活の質問というふうな形で、３つについて行う予定

をしております。これらにつきましても、早い時期に、４月、５月当初に行いまし

て、これは市販のものでございますけれども、業者から個票、あるいは学年全体の

その傾向が出るようになっておりますので、早期に全体像をつかんで、先生たちの

指導に生かしていただくというふうな目的でやっていくものでございます。 

 教職員の理解でございます。この標準テストにつきましても、検査につきまして

も、他市町におきましても、今現在、取り組みが増えているところでございまして、

これにつきましてもかなりよいデータがいただける。あるいはまた、先生の指導に

大きく役立っていく。子どもたちの一人ひとりの把握につながっているというな評

価をいただいていますので、本町におきましても取り組んでいきたいなというよう

なことを思っております。また、こういった形の教職員の理解でございますけれど
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も、現在のところ、校・園長会を通じまして、こういった取り組みを町を挙げてや

っていきたいというふうな希望を教育長から説明をしていただいているところでご

ざいます。さらに一層の理解を得ていきたいなということも思います。 

 そして、また、もう１つ目の教育振興費にかかわって、中学校２年生における35

人学級の実施でございますけれども、国、あるいは県全体の形で言わさせていただ

きますと、国では、先ほど議員がおっしゃられましたように、小学校１年生、そし

て来年度は小学校２年生ということで35人学級が順次進められていくところでござ

います。本県におきましては、それと並行しまして早くから中１におきまして35人

学級が実施されているところでございます。本町におきましては、さらにその35人

学級を中２に広げて取り組んでみてはどうか。かなりの成果が期待できるのではな

いかというふうな思いで実施するものでございます。これにつきましても、他市町

では、大きくはございませんけれども、小学校の中で低学年において、あるいは小

規模の学校において学級編制上、国の基準、あるいは県の基準を満たない場合の町

独自の尐人数の学級編制が行われているというふうなことも多尐ではございますけ

れども、聞いております。 

 以上、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） ありがとうございます。再質問という形でありますけど、１つ、

いろいろ確認だけしておきたいことがあります。１つ、例の民生費の老人福祉費の

介護基盤緊急整備事業で、この間の旧のさくら保育園のあった、あの分については、

あれも一たんは予算を決めたけれども、延ばして、また新しい年度につくりかえた

と、そういった経過があるわけでありますけれども、なかなかこの認知症グループ

ホームをつくるのであれ、経費面からなかなか厳しいということも言われているの

ではないかなと思います。そういったこともありまして、辞退される理由というの

か、もしあえて言う必要がなければ結構でありますけれども、そんな最低限の理由

がありましたら、教えていただきたいと、このように思います。 

 また、先ほどから言いました緊急雇用の関係でありますけれども、また、特別委

員会で今の平成23年度も含めて、言葉で言っているより、分かりやすい簡単なメモ

でも結構ですので資料がありましたら、そのときによろしくお願い申し上げたいと、

このように思います。 

 また、今、特に学力の関係で、検定と同時に学力・意識調査もそうでありますけ

れども、これからだと思いますね。教職員なんかとの話し合いというのは、なかな

か教職員さん、何か新たなものが出てくると、またこんなこと言われるのかと、し

ないといけないのかということにならないように、きちっと意思統一をしていくと

いうのか、腹を断ち割って、子どもの立場に立ってどうなのかという姿勢で、上か
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ら押しつけということは絶対やめてもらいたいなと私は特に思います。 

 そこで、この最後に１つ、聞きたかったのは、いろいろやっているところ、やっ

ていないところがある。つまり、取捨選択を市町村がするということだと思います。

日野町はやろうという積極性を出されるんでしたら、どのような形で、活用の仕方

があるわけですね。つまり、教育委員会できちんと管理して、これを本当に学力向

上につなげるのだということと、そして、仲間意識を強めるということと並行して

やれるということをやらないと単なるテストだけに終わってはならないということ

を思うわけでありまして、ちょっとその点についての意気込みは、ぜひ教育長あた

りからも述べていただければありがたいかなと、このように思います。 

議長（杉浦和人君） 介護支援課長。 

介護支援課長（川東昭男君） 再質問をいただきました。介護基盤緊急整備事業でご

ざいますけれども、辞退された理由は、いろいろございますが、端的に申し上げま

して、事業者が大津の方の応募であったと。それから所有者が日野町の方でアパー

トを経営していたということから、当時は、スタート時はうまく回転していたんで

すけれども、最終の段階になりまして、事業に対する考え方の相違などということ

の理由によって、今回、辞退されたということが理由でございます。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 学力調査等についてでございますけれども、日野町の子ども

たちの学力につきましては、全国学力状況調査が行われて以来、分析をしているわ

けでございますけれども、尐しずつはよくなっているというふうに理解はしており

ますけれども、やはり学力の方も二極化と言われるような面も見られております。 

 そこで、６年生、そして、また中学校３年生になってからでは、その結果だけで

はなかなか学力がどういう状況になっているのかということが把握できないという

ふうに私は考えました。それぞれの学年において、それぞれの一人ひとりの子ども

たちの学力の状況をしっかり把握することによって、その年の指導の方針なり、方

向性をしっかりと把握した上での事業、指導をしていただきたいと、そういう思い

で学力調査をすることにしております。先生方に押しつけ、仕事が増えるというこ

とは確かではございますけれども、日野の子どもたちの学力を上げる。低位の子ど

もについてはさらなる取り組みをすること。そして、また、学力の高い子どもにも

さらに高くしていく。あるいは、また学習に対する意欲を育てるということも大事

でございますので、そういったことも含めて漢字検定、英語検定も含めて子どもた

ちの意欲向上を図って、日野町の学力を向上させていきたいというふうに思ってお

ります。 

 もう１つ、先ほど35人学級で参事の方が答弁させていただきましたが、１つ追加

をさせていただきたいと思います。35人学級は県の方の措置で、現在、小学校の１
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年生から３年生、そして、中学校の１年生で、もう１つ、小学校の４年生から６年

生までの尐人数選択で１学年選択で可能になっております。県の方の35人学級が先

に行われておりまして、今年度から小学校の１年生は国の制度が入ってきたと、そ

ういう状況でございます。新中学校２年生を町の方で35人学級にしていきたいとい

うことでございます。よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 ないようでありますので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ございませ

んか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第３ 議第３号から議第10号まで、人権擁護委員の候補者の推薦について、

ほか７件について、人事案件の関係上、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思

いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、これより採決いたします。 

 議第３号、人権擁護委員の候補者の推薦について、原案のとおり適任と認めるこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。起立全員であります。よって、議第３号、人権

擁護委員の候補者の推薦については、原案のとおり適任と認めることに決しました。 

 議第４号、人権擁護委員の候補者の推薦について、原案のとおり適任と認めるこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。起立全員であります。よって、議第４号、人権

擁護委員の候補者の推薦については、原案のとおり適任と認めることに決しました。 

 議第５号、日野町公平委員会委員の選任について、原案のとおり同意することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。起立全員であります。よって、議第５号、日野

町公平委員会委員の選任については、原案のとおり同意することに決しました。 

 議第６号、日野町情報公開・個人情報保護審査会委員の委嘱について、原案のと

おり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。起立全員であります。よって、議第６号、日野

町情報公開・個人情報保護審査会委員の委嘱については、原案のとおり同意するこ
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とに決しました。 

 議第７号、日野町情報公開・個人情報保護審査会委員の委嘱について、原案のと

おり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。起立全員であります。よって、議第７号、日野

町情報公開・個人情報保護審査会委員の委嘱については、原案のとおり同意するこ

とに決しました。 

 議第８号、日野町情報公開・個人情報保護審査会委員の委嘱について、原案のと

おり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。起立全員であります。よって、議第８号、日野

町情報公開・個人情報保護審査会委員の委嘱については、原案のとおり同意するこ

とに決しました。 

 議第９号、日野町情報公開・個人情報保護審査会委員の委嘱について、原案のと

おり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。起立全員であります。よって、議第９号、日野

町情報公開・個人情報保護審査会委員の委嘱については、原案のとおり同意するこ

とに決しました。 

 議第10号、日野町情報公開・個人情報保護審査会委員の委嘱について、原案のと

おり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。起立全員であります。よって、議第10号、日野

町情報公開・個人情報保護審査会委員の委嘱については、原案のとおり同意するこ

とに決しました。 

 日程第４ 請願第３号から日程第５ 請願第４号まで、環太平洋経済連携協定、

（ＴＰＰ）交渉に関する意見書提出を求める請願ほか１件を一括議題とし、本日ま

でに受理いたしました請願は、お手元へ配付の文書表のとおりであります。朗読を

省略いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、朗読を省略いたします。 

 各請願は、文書表のとおり所管の常任委員会に付託し、審査をお願いいたします。 

 日程第６ 議第11号から議第46号まで、滋賀県市町村職員研修センター規約の変

更について、ほか35件については委員会付託を行います。 

 お諮りいたします。委員会付託については、付託案件の朗読を省略し、お手元に
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配付いたしました付託表により各常任委員会に付託いたしたいと思いますが、ご異

議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

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

常任委員会に付託いたします。 

 続いて、日程第７、一般質問を行います。お手元へ印刷配付の一般質問通告表に

基づき順次発言を許可いたします。９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） それでは、通告に従いまして一般質問に入らせていただきます。 

 私、３月議会、今回、最初の一般質問者となりました。質問に先立ち、昨日は東

日本大震災から丸１年がたちました。死者１万5,854人、行方不明者3,271人、避難

者数34万3,935人、これは２月末までの調べでございますけど、今なお余震に脅え、

また、原発の被害を受けられた東日本の皆様方には心からお見舞いを申し上げたい、

このように思います。１日も早い復興を願うものでございます。 

 昨日11日は、官公庁でそれぞれ半旗を掲げるということでございましたが、日野

町は半旗ではなかったぞというような、友達の方がそのようなことを言われており

ました。昨日は日曜日でございましたので、どうだったかな。このようなことは、

私、知りませんが、町長さんは余り日の丸が好きじゃないので、されなかったのか

もしれないなというようなことを言っておりました。 

 それでは、通告に基づきまして質問をさせていただきます。 

 有線放送についてをお伺いしたいと思います。当町における有線放送は、昭和42

年、日野町農業協同組合の事業として開設をされております。平成６年には、広域

合併によりましてグリーン近江農業協同組合に引き継がれ経営されております。有

線放送電話、45年の長期にわたって組合員がそれぞれ各利用してまいりました。今

年の１月20日付で各利用者に、平成25年３月31日をもって終了という通知書が届き、

配達されました。加入者はＪＡ一方的な考えで、私たち加入者も戸惑って、戸惑い

を隠せないかな、このように思っております。町としても、どのようなお考えをお

持ちかお伺いをしたいと思います。 

 一番はじめに、まず、現在、高齢化社会になり、多くのお年寄りが各集落にも生

活されております。その方たちは隣の方への連絡にも、それぞれ皆さん方、お年を

とられて、足腰が痛いので、有線電話に頼って連絡を取り合い、日々を送られてお

ります。また、安否確認にさえ利用されておられます。町としても、身近な通話手

段として考えられないものかお伺いしたいと思います。 

 ２点目に、緊急時の放送として、近い将来、確実にこれは発生すると言われてお

ります大地震、30年間の間には必ず来るだろうと、このように新聞各報道でされて

おります東海・東南海・南海地震、当滋賀県にも花折断層や琵琶湖西岸断層を有し
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ております。地震が起きれば最大震度も６弱と想定されております。また、近年、

地球温暖化により局地的に降る集中豪雤災害に備えておくためにも必要性が高いと

思われます。有線放送は一斉に、また強制的に情報が伝達される手段でございます。

災害時のときなどには特にこのように思うわけでございます。町として、これはど

のようにお考えかお伺いしたい、このように思います。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治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） 有線放送について、西澤議員からご質問をいただきました。有

線放送につきましては、これまで存続をお願いしてきたところでございますが、昨

年10月に、グリーン近江から25年３月末をもって廃止するということを聞かされた

ところでございます。廃止する理由といたしましては、施設の老朽化により維持管

理の費用がかかり、機器更新ともなれば、さらに多額の投資が必要であること、ま

た、電話はもとより、携帯電話の普及により加入者が減尐していることから、必要

性が低いと判断したということで聞いております。こうした状況でございますので、

町が引き継ぐということは難しいと考えております。 

 高齢者の安否確認などにつきましては、何よりも身近な地域住民の皆さんの声か

けや見守りが大切であると思っております。日常的には、顔の見える地域コミュニ

ティのもとで、民生委員や福祉協力員さんなど地域の皆さんのご協力をお願いして

おります。町といたしましては、ひとり暮らし高齢者に対する安否確認として、緊

急通報システムによる対応や、配食サービス事業による昼食・夕食の配達や回収時

の確認、また、現在、試行中でございますが、シルバー人材センターに委託して、

日常生活に必要な宅配・見守りサービスを実施しているところでございます。 

 次に、災害時の情報伝達手段についてでございますが、現在、町内に９基設置し

ております同報無線による屋外拡声器による放送や、携帯電話によるエリアメール

の配信などを通じての災害時の緊急通報をはじめ消防団や地域内での人から人への

情報の伝達など、手段を組み合わせて災害時における的確な情報伝達ができるよう

引き続き努力しなければならないものと考えておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） 先ほども質疑でお伺いしましたが、いろいろ緊急通報というこ

とにはそれぞれ縛りがあって、なかなかこれも大変だな、このように思うわけでご

ざいます。本当にいつ災害があるか分からないということで、ほんまにこの緊急通

報というのは大事なものではないかな、このように思うわけでございます。私も、

これは農協の幹部の方に聞きました。「最低でも機械を更新しようと思ったら、５億

円ぐらいかかるんじゃないかな。」と「えーっ、そんなにかかるものなのかな。」と

言って聞いてました。そして、また、今度、撤去するに至っても、各電柱を抜いて

いかなければならないということで、「電柱の撤去だけでも１億円ぐらい。特に日野
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はたくさん電柱を立てているので１億円ぐらいかかるだろう。欲しい人があったら、

全部もらって下さい。」と、そんなことを言っておられましたが、そのぐらい費用が

かかるというようなわけでございます。やはり地震とか、そういう場合には線を使

った施設ではだめで、無線で飛ばすことをされた方がよいだろうというようなこと

も、この幹部の方が言われました。ぜひともこの無線で飛ばせるように。今のスピ

ーカーのついた施設をもっと増やして、それぞれ各地区には立っているのですが、

なかなか隅々までにはこの放送が行き届かない。ただいま鳴らしていただける時刻

のチャイムでも、なかなかひろいところでは隅々まで聞こえないというようなこと

でございます。このような無線というか、スピーカーの数をもっと増やしていただ

きたいな。このように思うわけでございますが、どうでしょうか、お伺いいたしま

す。 

議長（杉浦和人君） 西澤正治君の再質問に対する当局答弁を求めます。総務課長。 

総務課長（西川光夫君） 緊急時の通報の関係で再質問をいただきました。現在、先

ほども町長が申しましたように、同報系無線ということで、各地域に９基設置して

いるわけでございます。このほか、携帯電話のエリアメールもこの２月から配信さ

せていただくようになっております。これは緊急時の通報でございます。この同報

系無線、スピーカーの部分をもう尐し増やせばどうかというところでございます。 

 今のこの９基では、私どもでも十分な通報手段が整っているとは思っておりませ

んので、今、防災計画を見直している最中でございます。そういう中からも、今後、

有線もなくなることでございますので、その通信手段について、費用もたくさんか

かりますし、より日野町としてどの方法がよいかいうのを今後、検討させていただ

きたい、このように思っています。 

議長（杉浦和人君） 西澤正治君。 

９番（西澤正治君） ぜひともこれは研究をしていただきたい、このように思うわけ

でございます。それならば、この今の有線の電柱をある程度利用してでも、小さな

スピーカーでもつけていただいたら、この設置費でも安くつくのかな、このように

思いますので、ぜひともよい研究をしていただきたい。このように思うわけでござ

います。 

 それでは、２点目に移らさせていただきます。ひのなの種子のブランド化につい

てということでお願いしたい、このように思います。日野町の特産品でございます

原種日野菜として、行政、ＪＡ、商工会、深山口日野菜原種組合、また、日野菜生

産部会という、それぞれ部会が町を挙げて取り組んでいただきまして、毎年、生産

量が上がっていることは大変喜ばしいことでございます。さらに各部門が努力して

いただけるよう、行政の指導、ご支援をお願いするものであります。 

 今回、深山口の日野菜原種組合への支援をお願いするつもりでございましたが、
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新年度、ちゃんと予算化していただきまして、活動助成金を増額していただきまし

たことは本当にうれしいことで、先にこれを質問をしようと思う前に、このように

出していただきましたので、農林課長さんの大変すばらしい配慮だな、このように

思うわけでございます。 

 そこで、２点、ちょっとお伺いいたします。深山口生産の日野菜の種子から栽培

された日野菜は色やつやもよく、一級品が生産、収穫されます。近年は外国産の種

子、オーストラリア産も種苗会社より多く販売されております。また、一部の農家

でも種子を採取している人があるようにも聞いております。今をさかのぼること、

鎌倉時代に鎌掛、しゃくなげ渓の奥、観音屋敶にして本当の日野菜の原種というの

を発見され、それ以来、今日まで脈々として受け継がれ、また改良されて今日に至

ってきました。町の日野菜として、種子のブランド化、商標化はできないものかお

伺いしたい、このように思います。 

 また、次に、日野菜種子販売に際しまして栽培用のみに限定する。種子栽培用に

使用することを禁ずるような何か契約販売に関する条件、条例などは考えられるも

のか。この２点をお伺いします。 

議長（杉浦和人君） 西澤正治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） 西澤議員から日野菜の種子のブランド化等についてご質問をい

ただきました。日野菜の振興につきましては関係者の皆さんのおかげで成果が上が

りつつあり、ありがたく思っております。また、種子につきましては、深山口日野

菜原種組合が伝統野菜の種子として守り続けていただいているところでございまし

て、感謝をしておるところでございます。 

 ところで、日野菜の種子の商標化ができないかということでございますが、単な

る日野菜では無理でございまして、近江日野原産日野菜種子など限定した形で申請

しなければならないと聞いております。深山口日野菜原種組合などが登録すること

が望ましいと考えておりますが、任意団体であるため申請できないということでご

ざいますので、今後、関係者と協議をして研究をしてまいりたいと考えております。 

 次に、種子の販売についてでございますが、日野町で栽培されております日野菜

の種子は現在、深山口日野菜原種組合が生産され、日野菜の出荷用種子以外に、滋

賀県種苗生産販売協同組合にも販売をされております。今後は、深山口日野菜原種

組合以外の農家でも日野菜種子を生産される可能性もありますことから、民間での

商取引、契約行為を条例で規制するということは難しいのではないかと考えている

ところでございます。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） ぜひとも、この深山口でつくられている日野菜は商標化をお願

いしたいな、このように思うわけでございます。やはり日野原産ということでござ
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いますので、ぜひともしていただいて、この原種、原々種は日野でとれたというよ

うなことで、商標化をお願いしたいと、このように思います。 

 ２番目のことですが、私も牛を飼っておりまして、以前に和牛、肉牛の種でござ

いますが、それが海外、オーストラリア、アメリカへ、二十数年前に流れました。

それで今、その種で、海外で日本人向け用に牛肉が生産されているということにな

っております。海外からほとんど日本の和牛と変わらないような肉が輸入されてく

る。それも外国で、オーストラリアなんかはたくさん牛がいます。アメリカにもた

くさんいます。日本人の口に合った牛肉が生産され、日本の畜産農家を悩ませてい

るようなことでございます。やはり種が海外に流れてしまうと、現在オーストラリ

アでこの日野菜の種が種苗組合の商社の出先によってつくられているというような

ことでございまして、だんだん日野菜の質が下がってくるのではないかな、このよ

うに思います。 

 日野でも、小井口なんかで日野菜の種を生産されております。昔ですと、これか

らアブラナの花の咲く白菜だとか、大根だとか、いろいろなそういう花が一緒でご

ざいますので、チョウとか、アブなどが媒介をして品質が薄れてきて、不安の種に

なってくるというようなことになります。やはり商標化して、きちんとしたところ

でつくっていただき、ブランド化、ぜひともこれはお願いしたい、このように思う

わけでございますが、そこら辺のこと、農林課長さん、どうでございますか、ひと

つ、指導の方をよろしくお願いしたい、このように思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（横山増雄君） 日野菜のブランド化について、再質問いただきましたので、

お答えをさせていただきます。先ほどの町長答弁にもございましたように、本当に

種につきましては深山口の方でずっと守り続けていただいております。今年度も、

実を言いますと、その種を守るにつきましても、いい種を続けて継続していくとい

う部分では相当、深山口原種組合でも栽培方法についても大分研究などをしていた

だいております。当然ブランド化の話と、実際、物として、いいものをずっと守り

続けていただく。そういう部分も含めまして、24年度の新年度の中で一定増額を考

えたところでございます。そういった中で、先ほどの答弁にもございましたように、

直接任意団体ではなれませんので、その辺のことは、先ほどの答弁の繰り返しにな

りますが、関係団体とも協議をしながら、ぜひともそれは進めていきたいなという

ふうに考えております。よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） ぜひともこの日野菜の種子については、深山口ですばらしい種

をつくっていただき、本当に生産された日野菜はブランド化を。商工会でもいろい

ろ、日野菜のお茶漬けのもとだとか、ドレッシングだとか、本当に今研究されてい
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ろいろ商品につなげていただいております。ぜひともよい種をつくっていただきた

い。このように思うわけでございます。どうぞよろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 以上で西澤正治君の質問は終わりました。その他の諸君の一般

質問は明13日に行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、それでは、その他の諸君の一般質問は明13

日に行いますので、定刻ご参集をお願いいたします。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 一同起立。礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご苦労さまでございました。 

－散会 １６時２９分－ 

 


