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第２回日野町議会定例会会議録 

 

平成２４年３月２６日（第５日） 

開会  ９時１９分 

閉会 １３時２７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  １ ０ 番  東  正 幸 

 ４ 番  堀 江 清 一 郎  １ １ 番  池 元 法 子 

 ５ 番  蒲 生 行 正  １ ２ 番  平 山 敏 夫 

 ６ 番  冨 田  幸  １ ３ 番  對 中 芳 喜 

 ７ 番  髙 橋  渉  １ ４ 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（１６名） 

 町 長  藤 澤 直 広  教 育 長  奥 村  薫 

 総 務 政 策 为 監  竹 村 喜 久 夫  教 育 次 長  久 村 重 次 

 総 務 課 長  西 川 光 夫  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  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 

 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 为 任  小 島  勝 
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５．議事日程 

日程第 １ 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）および請願第３号から請願第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）について 

〔委員長報告・質疑・討論・採決〕 

 〃  ２ 議第２６号 平成２３年度日野町一般会計補正予算（第５号）に

対する付帯決議について 

 〃  ３ 決議案第１号 環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）交渉に関する意

見書決議について 

 〃  ４ 議員派遣について 

 〃  ５ 委員会の閉会中の継続調査について 
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会議の概要 

－開会 ９時１９分－ 

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

 一同礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 ただいまの出席議員は全員であります。定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元へ印刷配付のとおりであります。 

 日程第１ 議第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）および請願第３号から請願第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）についてを一括議題

とし、各委員長による審査結果の報告を求めます。 

 総務常任委員長 ８番、小林 宏君。 

８番（小林 宏君） 皆さん、おはようございます。それでは、平成24年第２回３月

定例会の総務常任委員会の委員長報告をいたします。 

 去る３月19日、午前８時58分より第２委員会室において開催いたしました。出席

者は委員全員と議長、執行側より藤澤町長をはじめ関係職員の出席がありました。 

 町長のあいさつをいただき、続いて議長のあいさつをいただきました。 

 ９時２分、議第11号、滋賀県市町村職員研修センター規約の変更について、質疑

に入りました。 

 質疑なく、質疑を終了し、９時３分、議第12号、東近江行政組合を組織する地方

公共団体の数の増加、共同処理する事務の変更および規約の変更について、質疑に

入りました。 

 質疑なく、質疑を終了し、９時４分、議第13号、財産の取得について質疑に入り

ました。 

 委員より、図書館システム電子計算機器類の取得について、今までになかった機

器の購入はどれか、コンピュターシステムはどのように変わるのか、貸し出し状況、

利用者の状況はどうか。教育次長より、開館の平成15年度から使用してきましたウ

インドウズＸＰが新しいものになります。タッチパネルのパソコンとなります。今

まではマウスを使用していました。台数はほぼ同じで最新式のものに変わります。

ホームページを分かりやすく、使いやすく、新しい情報を早く出せ、更新ができま

す。新着図書案内、事業案内ができ、携帯電話のホームページの改善ができます。

検索システムが子どもにも分かりやすく、児童書のみの表示が可能となり、調べ物

についてメールで受け、メールで回答できます。統計データーを使いやすくします。
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手でしていたことが速く処理できます。貸し出し件数等については後ほど答えます。 

 委員より、７月以降になると思いますが、変わったことが住民に伝わり、活用し

てもらえるようにアピールして下さい。教育次長より、蔵書点検期間についても短

縮できます。システムの入れかえは休館なしで５日ほどかかます。夏休みまでに利

用でき、住民周知します。平成23年３月で利用冊数は１万8,000冊、１人4.3冊の利

用であります。 

 ９時13分、議第16号、日野町課制条例の一部を改正する条例の制定について、質

疑に入りました。 

 委員より、固定資産評価審査委員会の事務について、税務課で担当するより別々

にすべきでよいと思う。どれくらいの開催か。総務課長より、ここ数年は審査につ

いては開催されていません。毎年度末には、１回は開催されています。 

 委員より、今年は固定資産税の評価替えであるが、固定資産税評価審査委員会は

それを審査するのか。総務課長より、毎年、固定資産税の通知に評価額が表示され

ますが、不服がある場合は、不服審査を申し出されます。 

 委員より、今、評価替えになり、税務課窓口に相談に来られるが、その状況を審

査会に報告されているのか。そのように進めてほしい。総務課長より、審査委員会

にお知らせします。 

 委員より、空き家が増えています。集落で解体してほしいと思っている。解体す

ると税が高くなるのか。瓦が落ちたり、危険である。住んでいないのに課税される。

空き家について疑問に思う。総務政策为監より、居住用の建物が建っている土地は

税が軽減されます。空き家を除去し更地になると、その土地には軽減が適用されま

せん。制度上、このようになります。 

 委員より、住んでいないのにいかがかと思う。国へ要望してほしい。議長より、

評価委員会を年に１回している。全国の問題を提起すべきです。都会では、担当職

員が資産の評価をし、課税をしているが、課税のミスによる不服申し立てが全国的

に多い。所有者が鑑定を入れて、課税者が税を返した例がある。チェックミスで紛

争になっている。高度な勉強をして、適正な課税をすることが必要。異動で担当と

なり、研修を受けるが、経験がなくても評価に行かなければならない。日野町はよ

そと違い、きちんとやってほしい。要望とします。 

 ９時24分、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、質疑に入りました。 

 質疑なく、質疑を終了し、９時25分、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、質疑に入りました。 

 委員より、公民館運営審議会について、どれくらいの人数、開催回数および内容

か。生涯学習課長より、委員定数については条例では22名以内であり、現在、15人
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が社会教育委員会を兼ねて務めていただいています。毎年２回から３回の開催です。

今年度は、総合計画の公民館分野をより具体化するために検討いただき、延べで30

回以上開催しています。 

 委員より、公民館の役割は変わってきています。公民館の活用に努めてほしい。 

 委員より、関連して、公民館職員が地域の雇用となって３、４年が経過する。地

区で格差がある。地域の問題が上がっているのか。雇用の関係の日がずれており、

日野の職員がほかへ行き、日野は養成所になっている。生涯学習課長より、地区公

民館については、館長のもとに为事がいて運営しています。雇用については３年間

でありますが、途中で退職されるとずれが生じ、各館で交代時期が異なります。退

職は本人の意向であり、やむを得ない。公民館運営の諸課題等についは、定例館長

会や为事会で検討しています。 

 委員より、館長は非常勤で町が任命する。为事は常勤であり、館長がどれくらい

把握しているのか。館長により出勤日数はばらばらである。为事の責任は大きい。

それを地域で雇用している。どう認識しているのか。もっと協議してほしい旨要望

します。 

 ９時34分、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、質疑に入りました。 

 委員より、図書館協議会について、どれくらいの人数、開催回数および内容か。

教育次長、10人で年に３回開催されています。全体に図書館運営の審議、年間運営

の協議、住民の利用がしやすいための協議、昨年から小学校に図書館司書を配置し

ましたが、この中で協議しています。委員より、よろしくお願いします。 

 ９時37分、議第24号、日野町消防団員の定数、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、質疑に入りました。 

 質疑なく、質疑を終了し、９時39分、議第45号、平成24年度日野町西山財産区会

計予算について、福永日野町西山財産区書記より提案内容の説明を受け、質疑に入

りました。 

 委員より、財産区の書記について、地域以外の者が担当することがあるのか。延々

と続けるのか。地域のことであり、地域ですればいいことではないのか。総務課長

より、財産区の管理者は町長であります。本来、総務課で担当すべきでありますが、

地域の状況を承知している者がよいので、関係ある町職員が担当しています。地域

の関係の町職員がいない場合、地域でない職員が担当することもあります。財産区

として法で認められた組織であり、地縁団体とも違う。 

 委員より、西山財産区の関係集落等について説明をほしい。日野町西山財産区書

記より、西山財産区は、別所・猫田・内池東西の４ヶ字で構成しています。財産に

ついては、現在の曙団地や天理教の敷地となっているところを山林として所有して
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いましたが、昭和40年代に土地交換や分譲により、今の滋賀銀行裏の駐車場と、大

窪岡本町駐車場、そして日野町内池大堀花店上の駐車場の３ヶ所を所有しています。 

 質疑を終了し、各案一括で討論に入りました。 

 討論なく、討論を終了し、総務常任委員会に付託されました議第11号ほか８件に

ついて、一括採決しました。全員起立であります。よって、議第11号、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８件は、原案どおり可決すべきものと

決しました。 

 以上で本委員会に付託されました案件については審査を終了し、９時49分、会議

を閉じ、町長より閉会のあいさつを受けました。 

 ９時50分、暫時休憩。 

 10時５分、再開しました。 

 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

請願書について。 

 10時７分、紹介議員の提案説明を受け、質疑に入りました。 

 委員より、紹介議員は以前に民为商工会に入っておられた。第４の部分について、

消費税は５パーセントの今でも中小企業は価格転嫁できないとある。身銭を切るこ

とは仕方ないことである。税金滞納額の半分が消費税が占めているとあるが、消費

税は預かり税なので滞納ではなく、犯罪であり、犯罪者を擁護されるのか。紹介議

員より、消費税反対の部分を重視しています。 

 委員より、今、消費税を上げるべきでないとの思いは同じであるが、４項目めは

書く意味があるのか。消費者にとって、企業に身銭を切ってもらい、消費税分を値

上げしないと言いながら、預かり税を納めないのは認められない。 

 委員より、売り上げ1,000万円以下の業者は身銭を切って出す。滞納の半分は事実

である。背景がある。消費税が上がって困るのは事実であります。議長より、滞納

の処理は当然である。納税しないことを認めることになる。 

 委員より、預かった消費税を納めないのは横領である。消費税値上げは反対であ

るが、この請願は採択すべきでない、民为商工会がこのように思っているのは事実

だ。無理してでも払うべきで、滞納は認められない。 

 委員より、滞納を認めるわけではない。 

 委員より、滞納を済ませてから、請願を出すべきだ。 

 10時20分、暫時休憩。 

 10時45分、再開。 

 討論に入りました。 

 委員より、消費税を上げるべきでないが、この請願は納得できない。 

 委員より、前段はそのとおりであるが、４番目の滞納が当たり前では犯罪と言わ
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れるが、それほどに困っている人がいるのである。趣旨を理解してほしい。 

 10時47分、討論終了、採決しました。賛成尐数で不採択と決しました。 

 委員長の責任において委員会報告を行う旨承諾を受ける。 

 10時50分、総務常任委員会を閉会しました。 

 以上、総務常任委員会委員長報告といたします。 

議長（杉浦和人君） 次に、産業建設常任委員長 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） それでは、平成24年日野町議会第２回定例会の産業建設常任委

員会の委員長報告をいたします。 

 委員会は、去る３月21日水曜日午前８時56分より第１委員会室で開会しました。

出席者は、議員より委員全員であります。執行側より藤澤町長、岡村副町長、竹村

総務政策为監、西川総務課長、関係課長など、関係職員の出席をいただきました。 

 開会あいさつの後、町長よりあいさつを受け、今回、委員会への付託案件は議第

21号、日野町営住宅の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついてほか６件であります。 

 まず、議第21号、日野町営住宅の設置および管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題し、既に全員協議会において説明を受けていたので、質

疑に入りました。 

 委員より、現在の戸数、利用されている戸数、空き家数などの状況はどうか。答

弁として、現在の入居戸数は、管理戸数が81戸、入居戸数が66戸、空き戸数が15戸

となっている。現在、内池第１第２、中山大谷、西山、増田の管理をしているが、

中山大谷につては、政策空き家とするため、今後退去された場合は入居者の募集は

しないで、最終的には廃止としていく。 

 続いて、議第29号、平成23年度日野町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算

（第２号）についてを議題とし、提案説明を受け、質疑に入りました。 

 委員より、12月補正で債務者に対する裁判所の手数料の増額をされたが、今回の

補正にその効果が出たのか。また、諸収入は債務に対する収入ということか。答弁

として、支払い督促制度ということで、住宅の家賃と今回の住宅資金の貸付につい

て12月議会で補正をしたが、既に住宅家賃については手続きをしているが、住宅貸

付については裁判所の手続きが済んだところであり、今回の予算には反映されてい

ない。諸収入については、通年の滞納整理の結果である。 

 委員より、収入を基金に入れられているが、活用はどうなるのか。答弁として、

現在滞納者が８名で10件ある。今回４件について支払いの督促をしている滞納者に

対する収納および裁判所との協議をすることを含めて予算が必要となり、基金に積

み立てた。 

 委員より、基金積立金について、123万8,000円、積立の規定はあるのか。一般財
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源に入れている根拠は何か。答弁として、基金積立の規定はない。一般財源の投入

は、前年度からの繰越金である。 

 続いて、議第30号、平成23年度日野町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

についてを議題し、提案説明を受け、質疑に入りました。 

 委員より、１億5132万5,000円の減額補正であるが、工事の進捗状況は計画どおり

なのか。答弁として、平成23年度は当初、曙、椿野台、湖南サンライズの計画を積

算しているが、３．11の震災により割り当ては約３分の２の66.7パーセントに落ち

着いた。最終は72パーセントとなり、低入札により当初予定していた事業量は施工

できたところである。 

 続いて、議第31号、平成23年度日野町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号）についてでありますが、提案説明を受け、質疑に入りました。 

 委員より、公債費3,400万円の減額での金利はどのようになるのか。答弁として、

他の事業については平成19年度から３年間にわたり公的資金補償金免除繰上償還が

認められていましたが、農業集落排水事業につきましては、23年度は５パーセント

以上について補償金免除繰上償還が認められました。5.5パーセントのものを0.4パ

ーセントから0.6パーセントの３本の借りかえができたということであります。 

 次に、議第39号、平成24年度日野町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算につい

てを議題し、既に提案説明を受けていますので、質疑に入り、質疑なく、続いて議

第40号、平成24年度日野町公共下水道事業特別会計予算についてを議題し、質疑に

入りました。 

 委員より、事業費が減ってきているが、今後、世帯が集中している住宅地は個々

の整備口数が多くなるので、専門員を配置すべきではないか。建設計画課、農林課、

上水道には配置されているが、下水道には配置されていない。このことについてど

う考えているのか。答弁として、専門員を配置している課としていない課があるが、

上下水道課については技術的な部分も多いが、現在の技術の中で回れています。専

門員がぜひ必要であれば配置も考えられるが、現在の職員で一定回れているという

思いであります。 

 委員より、３団地の残工事はどれくらいか。答弁として、曙地区については24年

度に1,500メートル管渠の予定。舗装の復旧工事となる。椿野台地区は500メートル

管渠で完了。あとは舗装工事。五月台は全体で6,000メートルあり、24年度は2,000

メートル施工。３分の１のエリアで完了するということであります。３分の２につ

いては工事残といたします。３団地については水道と一緒に工事をすることから、

水道の加入金、工事負担金、公共下水道の受益者負担金などと重なるため、計画的

に進める必要から、地元の方と相談しながらの進捗となる。 

 委員より、供用開始の時期、３団地の水道の整備はどうか。答弁として、曙地区



 

5-9 

は23年度末でゴルフ場の入り口から市街地側の整備が完了。供用開始は６月をめど

にしている。残りは、24年度で整備するところについては、早い時期に供用開始を

したい。椿野台については４分の３整備した分の半分について、平成24年６月に供

用開始を、残りの日野川寄りは工事を終えた段階と考えている。五月台は24年度に

３分の１の工事を予定。25年度にポンプ場の工事を予定。一部供用開始は25年度中

にと思っている。水道の本設について、下水道と一緒に進める。椿野台は水道の仮

設を平成23年度ですべて行い、水道給水を行った。五月台は平成24年度半分仮設し、

残り半分は平成25年度に予定している。 

 続いて、議第41号、平成24年度日野町農業集落排水事業特別会計予算についてを

議題し、質疑に入り、質疑なく、討論に入り、討論なく、採決に入り、議第21号、

日野町営住宅の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について

ほか６件について一括採決に入りました。全員起立で、賛成により原案どおり可決

すべきと決しました。 

 以上で当委員会に付託されました案件の審議はすべて終了し、町長のあいさつを

受け、９時50分、閉会をしたところでございます。 

 続きまして、請願について、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について紹介議員から説明を受け、審議し、質疑

に入り、質疑なく、討論に入り、討論なく、採決に入り、全員起立、賛成により、

採択すべきものと決しました。続いて、意見書の審査をいたしました。 

 文言について調整の意見があったが、委員長、副委員長に一任となり、意見書の

提出者は委員長、賛成議員は議長、副議長を除くことで了解を得、10時10分、案件

審議終了となりました。 

 以上で、平成24年日野町議会第２回定例会産業建設常任委員会の委員長報告とい

たします。 

議長（杉浦和人君） 次に、厚生常任委員長 11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） それでは、平成24年第２回３月定例会における厚生常任委員会

の委員長報告を行います。 

 当委員会は、去る３月19日午後２時より委員会室において開催いたしました。議

会より委員全員、執行側から町長以下、関係職員の出席のもとに会議を行いました。 

 ３分ほど前でありましたが、全員おそろいでしたので、町長あいさつの後、本委

員会に付託されている案件について順次審査に入りました。 

 まず初めに、議第14号日野町布設工事監督者の配置および資格ならびに水道技術

管理者の資格を定める条例の制定についての質疑に入りました。 

 委員より、工事監督は現在どうなっているのか。新しく制定されるのかとの質問

に、上下水道課では３名の職員がいる。これまで、水道法によって資格の基準が定
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められていたが、法令の改正で自治体において定めることとなった。現行法令の基

準と同様の内容となっているとの答弁があり、続いて委員より、水道指定工事店だ

と給水装置为任技術者がいないと、町の水道工事はできない。課にはこの資格を持

った職員がいるのか。請負業者と同等の資格を有す者がいないと工事内容など理解

できないのではとの質問に、現在、課には資格を持った者はいないが、経験年数で

布設工事監督者になり得る資格者は数名いる。また、ここ数年採用していない技術

職の採用も検討すべきとの認識を持っているとの答弁があり、同委員より、これか

らは専門職と言われている。今後も採用に配慮いただきたい旨の要望があり、他に

質疑なく、質疑を終了し、次に議第15号、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の

質疑に入りました。 

 委員より、修正に、外国人の住居地届出および特別永住者証明書と書かれている

が、具体的な内容と該当者についての質問があり、現在の状況について２つの対応

があり、１つは、従前の外国人の方については、外国人登録証明書を持っておられ

る、外国人の住居地届出というのは、今後において３ヶ月以上在住される方を対象

に残留カードを発行しようとするもので、中長期的に残留する方を対象としている。

今後は、その更新期間が切れていく方を最高５年間の残留カードに変えていく。２

つ目は、外国人登録証明書を特別永住者証明書のカードに変え７年間の期間とする。

対象者は朝鮮や韓国の方が特別永住者の該当になる。外国人全体では、385人の方で、

そのうちブラジル人の方が４割を占めている。この２つの方法で順次対応するとの

答弁があり、また、同委員より、犯罪被害者等支援条例で、旧外登法に基づき外国

人に登録されている者以外の方がおられるのかとの質問に、犯罪被害者の方で、今

後、該当になる場合は、概ね３ヵ月以上居住される方を対象にカードを発行する。

３ヵ月以内の方は今回の対象から外されることとなる。現在外国人登録されている

方のうち、今回の改定によって住民基本台帳へ移行される方は３名減ることとなる

との答弁があり、他に質疑なく、質疑を終了し、次に議第18号、日野町保育所入所

児童に要する費用の徴収条例の一部を改正する条例の制定についての質疑に入りま

した。 

 委員より、最低基準という項目がなくなっているのはなぜかとの質問に、国の省

令で題名が変わっただけで、保育所の改定はなく内容はまったく同じであるとの答

弁があり、委員より、年齢が高い１番目、２番目との表現があるが、どのように理

解すればいいのかとの質問に、第１子、２子、３子については、保護者から見て１

番目、２番目の子どもとなるとの答弁がされ、他に質疑なく、質疑を終了し、次に

議第19号、日野町介護老人保健施設設置条例の一部を改正する条例の制定について
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の質疑に入りましたが、質疑なく、質疑を終了し、続いて議第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の質疑に入りました。 

 委員より、第５段階のいずれにおいても、121パーセントの率で上がっている。最

高が８万6,400円で約1.3倍になり、情勢から見てやむを得ないかとは思うが、これ

の運営の実態、保険料の構成、国からの割合を問う質問に出され、費用負担は、サ

ービスの利用者本人が１割負担、あとの９割を保険料と公費負担でそれぞれ50パー

セント、そのうち国が25パーセント・県が12.5パーセント・町が12.5パーセント、

第１号被保険者65歳以上が20パーセント、第２号被保険者40歳から65歳が30パーセ

ントとなっている。今回の改正で第１号被保険者が20パーセントから21パーセント

に、第２号被保険者が30パーセントから29パーセントに変わる。この制度ができて

12年が経過し、制度の利用をためらっていた方々が制度の定着とともに利用される

ようになってきていることや、「ひとり人暮らしの老人」、「老人のみの世帯」、「認知

症高齢者」が増えていることで、利用者が多くなっている。４期では３年間で約40

億円、５期では45億円ぐらいになる見込みであるとの答弁があり、他の委員より、

地域で自立した生活を送るための対策を問う質問があり、保険料が高くならないよ

うに元気な高齢者をつくることが町の課題である。運動機能、口腔機能向上と予防

に力を入れていくとの答弁があり、また、他の委員より、24時間対応型のサービス

提供についてやヘルパーの医療行為の質問が出され、事業者がいないとできないこ

とがあり、現状では難しいく、事業者がどのように取り組んでいくかが課題である

旨の答弁がされました。 

 委員より、今回の値上げを抑制するために行った基金の取り崩しについての質問

に対し、５期の24年度からの３年間は、23年度末の準備基金残高の700万円余り、県

の財政安定化基金1,200万円余りを３年間で割って取り崩していくとの答弁がされ、

他に質疑なく、質疑を終了し、続いて議第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を議題とし、質疑に入りましたが、質疑なく、

質疑を終了し、次に議第27号、ここからは補正予算に入りますが、日野町国民健康

保険特別会計補正予算についての提案説明を受け、質疑に入りました。 

 委員より、国民健康保険税の減額補正の理由を問う質問に対し、減額の为な内容

は、税収の調定で当初より税の減収となったことと、被保険者の数が減尐している

こと、大きいのは、75歳になって国保から後期高齢者へ移行されることになるもの

で、年間100人近い方が減尐しているとの答弁があり、また、委員より、保険給付費

の減額理由を問う質問に対し、退職者被保険への移行が大きいことと、12月までの

医療費の支払いが比較的安定してきていることで減額となったとの答弁がされ、ま

た、委員より、22年度の決算額が５億6,900万円、今回５億3,000万円であるが、未

収納金における欠損処理は入っていないのかとの質問に、見込んでいない、５月決
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算で処理をしたいとの答弁がされ、他に質疑なく、質疑を終了いたしました。 

 続いて議第28号、議第32号、議第33号、議第34号、いずれも補正予算ですが、こ

れについて各提案説明を受け、質疑に入りましたが、質疑なく、質疑を終了し、議

第35号、平成23年度日野町水道事業会計補正予算の提案説明を受け、質疑に入りま

した。 

 委員より、水道使用料の減額理由を問う質問に対し、昨年３月11日の東北地震に

よりエネルギーに対する住民意識が高まったことが原因と考えられるとの答弁があ

り、他に質疑なく、質疑を終了し、次に議第37号、平成24年度日野町国民健康保険

特別会計予算に入ります。この審査に入りました。 

 委員より、保険収入で国・県の財政調整交付金はどうなっているのか。町は減っ

ているのに県は逆に増えているのはなぜかとの質問に、23年度と24年度で国の対応

が変わっている。国庫負担金が34パーセントから32パーセントに落ち、療養給付費

負担金も下がっている。この２パーセント補てんについては、県も財政調整交付金

にプラスする方向である。また、前期高齢者の方で医療が必要な時期に国保に移っ

ておられること、平成20年度から後期高齢者医療制度創設で前期高齢者負担金は安

定化を図る仕組みとして制度が変わっているとの答弁があり、ほかに、繰越金の考

え方、保険料の滞納対策等の質問があり、徴収体制の説明がありました。 

 他に質疑なく、質疑を終了し、次に議第38号、平成24年度日野町簡易水道特別会

計予算に入り、質疑なく、質疑を終了し、続いて議第42号日野町介護老人保健施設

特別会計予算の質疑に入り、委員より、施設費の昨年との増額理由についての質問

に対し、リスターあすなろの施設は指定管理で委託をしており、24年度から５ヵ所

の修繕が必要であり、協定で町が２分１を負担することになるとの答弁があり、他

に質疑なく、質疑を終了し、次に議第43号日野町介護保険特別会計予算の質疑に入

りました。 

 委員より、オムツ助成の現状と傾向について。また、在宅介護者のつどいについ

ての質問があり、オムツ助成については、平成22年度は830件の297人、平成23年度

12月末では614件の178人であった。平成24年度は800件程度を見込んでいる。つどい

は社協に委託をし、３月の実施状況は20人の参加であったとの答弁があり、他に質

疑なく、質疑を終了し、続いて議第44号日野町後期高齢者医療特別会計予算の審査

に入りました。 

 委員より、介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療とも、このままでは今後も

保険料が高くなり、町財政も圧迫されるので予防事業をしっかり行ってほしい要望

が出され、他に質疑なく、質疑を終了し、続いて議第46号日野町水道事業会計予算

の審査に入りました。 

 委員より、青葉台の水道工事の完了予定を問う質問が出され、青葉台は平成23年
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度で配水池が完了、平成24年度で配管が終わる予定である。他の３団地は、五月台

は平成24年度から工事に取りかかり、３ヵ年で終わる予定。椿野台は平成23年度で

３分の２が完成、24年度で完了予定であるとの答弁がされ、また、委員より、宮前

橋の災害復旧工事で橋の工事完了が来年３月と聞いているが、水道管の完成時期は

との質問に、前と同様に橋に添架するので、上部工の締めつけが終わった時点で、

橋の完成より尐し早く完成するとの答弁があり、他に質疑なく、質疑を終了いたし

ました。 

 その後、一括討論に入りましたが、討論なく、議第14号、日野町布設工事監督者

の配置および資格ならびに水道技術管理者の資格を定める条例の制定についてほか

17件について一括採決を行い、起立全員により、全議案、原案どおり可決すべきも

のと決しました。 

 15時27分、本委員会に付託されていました案件はすべて審査を終了いたしました。 

 これで、厚生常任委員会の報告を終わります。 

議長（杉浦和人君） 次に、予算特別委員長 ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 予算特別委員会委員長報告を行います。 

 ３月15日の午後、16日の午前と午後の１日半、予算の審査を行いました。出席者

は委員13名と議長、すなわち全委員が出席し、執行側からは町長、副町長、教育長

以下、総務政策为監、教育次長、担当の課長、参事、課長補佐、専門員、为任など

の関係職員が出席。 

 ３月15日は午後１時30分より午後５時まで委員会を持ちました。３月16日は午前

８時57分より午後３時56分まで委員会を持ちました。傍聴の申し出があり、委員異

議なくこれを許可いたしました。15日の傍聴者は18名、16日の傍聴者は１名であり

ました。 

 町長と議長よりあいさつを受けた後、議第26号、平成23年度日野町一般会計補正

予算（第５号）の説明を担当課より受け、その後質疑に入りました。 

 次に、議第36号、平成24年度日野町一般会計予算の審査を行いましたが、担当課

長からの説明は、過日開催されました議員全員協議会において受けておりますので、

説明は省略し、質疑に入りました。 

 それでは、まず議第26号、平成23年度日野町一般会計補正予算（第５号）につい

ての委員長報告を行います。第１条、歳入歳出予算の補正のうち、特定財源を除い

た歳入と歳出に入り、第１款議会費・第２款総務費・第３款民生費・第４款衛生費・

第９款消防費・第11款公債費およびこれに伴う特定財源ならびに第３条繰越明許費

のうち、微量ＰＣＢ汚染廃電機器廃棄処分事業、ライフライン機能強化等事業（青

葉台配水池）に係る一般会計出資事業、給水車購入にかかる一般会計出資事業およ

び第４条地方債の補正のうち、上水道一般会計出資債について、担当課長より説明
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を受け、質疑に入りました。 

 委員より、町たばこ税1,230万円、ゴルフ場利用税800万円増額となっているが、

その分析は。答弁は、たばこの本数は前年度とは減っているが、税率が上がったた

め、税額は伸びた。前年同期と比較して1,700万円伸びている。ゴルフ利用税は、当

初は年３回の交付で7,000万円を見ていたが、２回目の交付段階で6,280万円となっ

たため。 

 委員より、消防の関係で、旅費の補正が140万円増額、報償費が100万円減額だが、

1,700円を次年度から2,000円に上げるのに報償費が減額とはどういうことか。答弁

は、報償費は退職報償金であり、当初予定より退団が尐なかった。旅費は出動手当。 

 委員より、各種保険給付金120万4,000円は、エイエースの事故の分と思うが、西

大路小学校の事故の分は保険の対象とならないのか。答弁は、総務費雑入の120万

4,000円は公用車の事故の分で、教育費雑入90万2,000円が西大路小学校の事故の分。 

 委員より、国際交流分、ブラジルと韓国が延期となったということだが、平成24

年度はどうなるのか。答弁は、ブラジルは、エンブー市に大学が建設中で、この工

事が遅れているため延期となった。来年の２月には竣工するので行く予定。また、

韓国は中学生の招聘事業であり、８月上旪に来ていただく予定。 

 委員より、広報発行事業57万9,000円の減額だが、その内容と業者選定方法は。答

弁は、１ページ当たりの単価見積もりで、当初１万750円としていたが、入札で9,500

円となった。入札参加業者数は５社。 

 委員より、町単独福祉医療費助成事業、増額の実態は。人数とかの傾向はどうか。

答弁は、重度心身障がい者・障がい児に対しては、補正額総額の392万5,000円を占

め高額となっている。対象者は、県単では身体障害者手帳の１級・２級などを対象

としているが、町単ではさらに身障の３級・４級や精神の１級・２級など対象を拡

大している。対象者は、昨年度では障害児で143名だったのが、今年度は181名に増

えたことが要因。 

 次に、第５款労働費・第６款農林水産業費・第７款商工費・第８款土木費・第10

款教育費・第12款災害復旧費およびこれに伴う特定財源ならびに第２条継続費の補

正、第３条繰越明許費のうち農業体質強化基盤整備促進事業、町道野出山本線およ

び町道豊田中山線歩道設置事業、日野中学校給食整備事業、第４条地方債の補正の

うち、一般補助施設整備等事業債（農業体質強化基盤整備促進事業）、学校教育施設

等整備事業債（日野中学校給食施設整備事業）、防災対策事業債（公共施設等耐震化

事業）、公共事業等債（社会資本整備総合交付金事業）、道路橋梁災害復旧事業債に

ついて担当課長より説明を受け、質疑に入りました。 

 委員より、緊急雇用の財源は100パーセント支出金ですが、今回3,121万1,000円の

減額をされておりますが、雇用の需要があれば充てられるのか。答弁は、それぞれ
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の担当課において入札差金など精査したところ減額となりました。補助対象に当た

る業種であれば補助事業として実施可能です。 

 委員より、緊急雇用対策により多くの中高年の方が一時的に雇用された。しかし、

期間が切れれば仕事がなくなる。このような繰り返しにならないために、次につな

がるステップアップの指導はされていますか。答弁は、指導していません。 

 委員より、農林関係で多額の補正をされました。農地関係で100ヵ所ほどの事業と

のことですが、発注時期はいつごろになるのか。答弁は、発注時期は地元調整が必

要ですが、６月、８月、刈り取り後、最終調整として４期に分けて発注予定であり、

地元協力が得られる箇所から順次発注していきます。 

 委員より、緊急雇用の日当は、事務職から現場作業まで同じ金額ですか。答弁は、

業種により違います。6,000円の日当から１万円以上まで業種によって異なります。 

 委員より、近江米振興対策事業、ヘクタール当たりの単価はどれだけですか。答

弁は、散布金額に対して30パーセント補助しており、ヘクタール単価は単純平均し

て10アールあたり約2,000円。 

 委員より、農業体質強化基盤整備促進事業において賃金693万円計上されています

が、それに対して共済費が尐ないようですが。答弁は、雇用はフルタイムでなく週

３日程度と見込んでいるためです。実施によって雇用日数が増えるようであれば、

流用もさせていただきます。 

 議長より、学校建設費で国庫補助金を1,844万2,000円見込んでいますが、対象と

なる生徒の人数、基準日はいつですか。答弁は、計画は５月１日の予想人数で計上

し、実績は２月１日の人数。 

 議長より、規定においては建設設置日となっているのでは、つまり平成24年の建

設だから、その建設基準日になるのでは。答弁は、県とも協議をいたしました。計

画段階で600名を超えて、実際には600名を下回る実績となります。平成23年の実数

となります。 

 議長より、昨日の委員会でのことですが、給食室の雤漏れ対策として既存部分と

一体にコンクリートを打つということだったのが間違いではないですか。答弁は、

スラブの打ち継ぎは、躯体と一体という説明をしました。既設部分と一体で打つと

いうことではありません。 

 議長より、はりの部分の構造計算はしているのか。答弁は、昨日の説明で、おお

むね了解をいただいた最終プランで指示しています。 

 議長より、３月23日の期限には間に合うのか。答弁は、完了できるように努力し

ます。 

 委員より、利子および配当金で基金利子はどれくらいか。答弁は、金融機関にも

よりますが、１年で0.31パーセント、３か月で0.09パーセントです。 
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 委員より、借入の利率ですが、４パーセント以内となっていますが、この数字は

今の状況から合わない数字です。その点、どう考えますか。答弁は、実際の借入利

率は２パーセント弱です。今後検討します。 

 委員より、給料および職員手当の状況の中で、行政職と教育職は平成23、24年に

かけて下がっていますが、労務職は逆に上がっています。その説明は、労務職の定

昇が人勧より上がっているとの説明でしたが、そのとおりですか。答弁は、今、説

明できる資料がありませんので後日させていただきます。翌日での答弁は、定昇は

57歳を超えてから、４号が２号になり、人事院勧告は17名の労務職のうち６名が全

体で月額7,800円下がるが、14名が昇給で、全体で月額３万9,000円上がる。３名は

平成18年の給料表改定に伴う暫定給与のままで上がらない。 

 委員より、給食施設整備事業のことですが、学校側にも委員会がありますが、学

校側との打ち合わせはできていますか。答弁は、学校側とは３回の協議をしてきま

した。３月は学期末でありできていないが、現場である先生方と協議を交わしてい

きます。 

 委員より、図面での説明はされましたか。答弁は、終えています。 

 以上、議第26号、平成23年度日野町一般会計補正予算（第５号）についての報告

とします。 

 次に、16日の審査、議第36号、平成24年度日野町一般会計予算についての委員長

報告を行います。 

 まず、第１条歳入歳出予算の補正のうち、特定財源を除いた歳入の質疑に入りま

した。 

 委員より、財政調整基金の繰り入れについて、年度末に多額の繰り戻しをされる

のであれば、予算規模を過大に見せているという指摘もあり、当初から規模を縮小

してやればいいのではないか。答弁は、重点項目や必要な事業を査定し、歳入の見

込みを行い、社会保障等はやめるわけにいかず、やらなければならない事業もあり、

一般財源が不足する分を財政調整基金で補っている。 

 委員より、予算を絞り込んでおいて、不足する分を６月や９月議会で、その都度、

補正できないのか。答弁は、施策は１年間を通して年度当初からしていかないとい

けないので、特別な事情で補正していくのを除き、当初で見るのが当然と思ってい

る。 

 委員より、固定資産税について、土地・建物の両方の評価替えによるものか。答

弁は、評価替えについては、３年に一度であり、前回は21年度に行い、24年度に土

地も家屋も新たな評価替えを実施したもの。 

 次に、歳出に入り、第１款議会費・第２款総務費およびこれに伴う特定財源なら

びに第３条地方債の補正のうち、緊急防災・減災事業債、庁舎耐震改修事業および
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臨時財政対策債についての質疑に入りました。 

 委員より、財産管理費の委託費・庁舎の実施設計について、震災に関連して東北

３県に予算措置され、これに乗じて全国に震災対応で活用できるような話を聞くが、

そういう扱いなのか。震災対応の今後の方向性を聞きたい。答弁は、東日本大震災

については、被災団体にかかる分と全国的な防災事業に使用できるものとに分かれ

ており、その中で全国的なものとして緊急防災・減災事業が予算措置された。この

事業では、有利な地方債が借りられ、100パーセント充当でき、後年度において70

パーセントの交付税措置が受けられる。これに庁舎耐震化等が含まれており、何年

か先には庁舎の耐震化を予定していたので、有利な起債ができるうちにやっていき

たいということで計上した。今後の事業等については、緊急の情報通信関係や、有

線がなくなることもあり、同報無線が９基しかないので早期の検討をし、庁舎につ

いては今年度実施設計をすることから庁舎改修をし、今後デジタル化もしなければ

ならないので、有利な財源等があれば活用したい。 

 委員より、復興特別会計は時限的なものではないのか。答弁は、国では平成24、

25年度で措置しているということで、その先は不明で、とりあえず25年度までとい

う話を聞いている。 

 委員より、広報発行事業について、記事の内容の検討はどうしているのか。十分

配慮されていると思うが、偏った広報の発行とかの点のチェックはどうしているの

か。答弁は、広報の発行は、町のお知らせや町の話題を为に載せている。 

 委員より、同報無線について、７地域と平子・熊野、西明寺、小野の10ではない

のか。答弁は、日野公民館にはないので９です。 

 委員より、インターネットには７つの公民館となっているが、間違っているのか。

答弁は、ホームページを確認する。確認後の答弁は、公民館７ヵ所に設置と記載さ

れていますが、６ヵ所であることと、公民館以外に設置されているところもあり、

精査し、掲示内容を変更します。 

 委員より、デマンドバスに対しての予算は、路線バス対策事業に入っているのか。

答弁は、路線バスの中に245万6,000円を計上。 

 委員より、昨年７月から試行された予算と比べた差はどうなっているのか。路線

はどう計画されているのか。答弁は、昨年度と比べて４万4,000円の減となっており、

現在、松尾・大谷から日野記念病院までが午前・午後の各２本、奥之池・奥師から

中之郷バス停までが行き２本、帰り２本、第３緑ヶ丘から鎌掛までが行き２本、帰

り２本で運行している。来年は、松尾・大谷が、早い便の利用がないので行き１本、

帰り１本、奥之池・奥師も早い便がないので３本に、第３緑ヶ丘も早い便がないの

で行き１本、帰り１本になる。新たに青葉台を行き２本、帰り２本にし、11運行す

る予定。 
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 委員より、昨年７月からの実施と今年１月の実施とでは、本数減であっても昨年

より予算減となっているのはなぜか。答弁は、23年度は看板、バス停時刻表、デマ

ンドタクシーの表示などの初期費用がいったので当初が多いということ。 

 委員より、運行費用は減額なしに増ということか。答弁は、そういうことです。 

 次に、第９款消防費・第11款公債費・第13款予備費およびこれに伴う特定財源、

ならびに第３条地方債の補正のうち防災基盤整備事業債、消防防災施設整備事業、

第４条一時借入金・第５条歳出予算の流用についての質疑に入りました。 

 委員より、備蓄関係はどこに含まれるのか。答弁は、新年度の当初では、備蓄の

購入予算は計上していない。 

 委員より、毛布や水などと言われる中で、装備が尐なくて、安心して避難所で暮

らせるのか。答弁は、備蓄については、23年度は補正で上げたが、十分とは思って

いない。住民個々で備蓄をしていただきたい。公費でどれだけ備蓄できるか、どれ

だけ備蓄すれば十分かというところもあり、他市町の様子も研究していきたい。通

常３日ほどすれば援助が来ると言われるが、その間すべてを公費で賄うとすれば大

変な額となり、住民の方がそれぞれで備蓄していただく中で、公費でどれだけでき

るか検討したい。 

 委員より、要望。地域と家庭、行政が一体となって取り組む必要があり、行政と

して最低これだけはやっており、行政ができない分を地域や家庭でどれだけやれば

いいかを、この４月の区長会などから伝えていってほしい。 

 委員より、消防費防災活動事業のコミュニティー施設耐震診断事業はどれくらい

を対象にしているのか。答弁は、各自治会の集会所で昭和56年５月31日以前に建て

られた建物を対象に、耐震診断費用の補助をする事業です。 

 委員より、相当あると思うが、できるのか。答弁は、把握が難しいところもある

が、今のところ21自治会を把握している。建築年度不明が30自治会あるので、果た

してどれだけの申請があるのか分からない。 

 委員より、路線バス、町営バスの利用者が減っているので、原因をしっかりと調

べてほしい。ステップが高く乗りにくい状況があるなど、研究するつもりはあるの

か。答弁は、バスのステップが高いことは住民の方からも言われているが、改造が

困難である。バスの更新も先だが、更新時には考えたい。利用者については、22年

度から23年度で約4,000人減となっている。スクールバスで児童の定期が为で、教育

委員会の通学補助で22人減っており、为に安部居の児童13人が徒歩通学に戻られた

ことなどがある。全体的に近江鉄道、コミュニティーバス、路線バスを含めて利用

が減尐しており、観光客に乗っていただけるよう、ひな祭り紀行などでアンケート

をしている。田舎体験などでもＪＲ、近江鉄道の利用をお願いし、利用が伸びてい

る。近江鉄道は利用客が増え、沿線企業の業績向上が影響している。日八線は、特
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に日野北畑口間が尐なく、国も補助を３分の１を２分の１とされ、町の持ち分も減

っている。利用の形態を変え、デマンドや企業への乗り入れの工夫が必要。住民の

方に公共交通の利便性をさらに知らせていきたい。 

 委員より、防災活動事業地域防災計画原子力災害対策編の策定業務とあるが、詳

しく説明されたい。啓発資料の配布は考えているのか。答弁は、23年度で防災計画

の見直しを行っているが、原子力災害対策については、国が放射能災害の及ぶ範囲

を原子力施設の半径10キロメートルから30キロメートルに見直すということで国の

防災計画の見直しがされ、県もこれにあわせて原子力防災対策編を23、24年度に引

き継いで見直しされる予定であり、町もこれをもとに原子力災害編を見直していく。

その後、想定できることや、避難等について考えられることを啓発していく。県の

避難計画では高島市や長浜市が30キロ圏内となり、そこから避難されてくることや、

日野町は70キロ圏内にあるが、内部被爆の可能性もあるかもしれないと県のシミュ

レーションが出されており、そういうことを知らせることも大事だと思っている。 

 委員より、男女共同参画の町民意識調査の実施を計画しているのか。生活実態を

見た調査が必要と思うが、どう考えているのか。答弁は、ひのパートナープランを

21年から10年計画で進めているが、この浸透度を見る必要がある。調査を18年度に

実施して５年が経過しており、する必要があり、20万円計上した。調査項目につい

ては、まだ議論をしていないので意見を踏まえ内容を精査していきたい。 

 委員より、大きな事業があるときは一時借入金を大きくしないといけないが、建

設事業量に応じて一時借入金を見ていく考え方があるか。答弁は、ここ数年は一般

会計で８億円を計上しているが、慣例により定額で計上しているのが現状。 

 委員より、予備費も100万円で、総予算に対してどれだけかとの基本的な考えはあ

るのか。それとも惰性か。答弁は、今日までの経過からいうと同様の金額で、今日

までの状況により上げている。 

 委員より、予備費は行路病傷人などへの対応としてあったが、最近はほとんどな

いのでこういうことになっていると思うが、公債費、一時借入金とあわせて基本的

な考え方、基本路線を持たれた方がよいと思う。 

 次に、第３款民生費およびこれに伴う特定財源についての質疑に入りました。 

 委員より、民生委員児童委員の行動規範について、個人情報保護等のこともあり

ますので、この範囲まではよい等の基準があれば教えてほしい。答弁は、民生委員

児童委員さんには、守秘義務が在任中はもちろんのこと、その後におきましてもご

ざいます。どこまで立ち入れるのか、基準につきましては事案によりその範囲が異

なってくるかと思います。したがいまして、関係機関と情報を共有することで進め

ていくことが重要と思っております。 

 委員より、要望。東桜谷でもひとり暮らしの老人がお亡くなりになられた事案も
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あり、個人情報の関係もありますが、かかりつけ医、服用中の薬等を知っておく、

安否確認の方法を確認しておく。また、情報を共有して、その方を守る姿勢が大事

であると思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 委員より、後期高齢者医療の関係で約６万円に引き上げとなるが、この額は全国

でどれくらいの順位となるのか。また、副町長はこの検討会議に出席されているが、

その姿勢と結果について聞かせてほしい。住民生活に光をそそぐ基金から平成24年

度225万2,000円の活用先の内容は何か。国民健康保険特別会計繰出金で特定健康診

査等事業をされ、日野町の方法がよく受診率が上がっているようですが、その方法

について聞かせて欲しい。副町長答弁は、9.94パーセントの引き上げ率となりまし

たが、会議前にアンケートをとられた市町もあり、昨年秋の段階では14パーセント

引き上げの話もありました。これは前回の引き上げが滋賀県は抑えていた経過もあ

ります。この際、市町が一定公費を入れる議論も行っていましたが、結果として9.94

パーセントにとめることは評価できるのではと思っています。今後も医療費が増え

ることから、運営にあたって注視していく必要があると思っています。課長答弁は、

住民生活に光をそそぐ基金を充てる事業の内容ですが、戸籍住民基本台帳費のポル

トガル語支援員の賃金として75万円、保健衛生総務費の嘱託職員賃金に75万2,000

円、社会教育総務費の子ども読書活動推進事業の賃金に75万円の計225万2,000円を

充てています。後期高齢者医療の１人平均年額保険料は、厚生労働省からの発表で

はありませんが、新聞報道では滋賀県の保険料６万1,618円は高い方から18位となっ

ております。現在、特定健康診査等事業での日野町方式は、医療機関にかかられた

治療中の方も対象に入れたものを、県下の医師会との協議が整い、次年度からは日

野町以外の医療機関でも受診できることとしたものです。これらのことから、３月

９日現在、40歳から74歳までの3,855人中1,345人が受診とされ、前年度と比較して

9.6パーセント受診率が上がる結果となりました。病院にかかっておられる方は健康

診査での項目の検査を行っておられますので、医療機関の同意を得てデータをいた

だき受診されたとして処理しております。 

 委員より、保育園入所者の過年度分があるが、取り扱いを変更されたのか。答弁

は、従来は、滞納分も現年度で受けておりましたが、平成24年度より過年度分の欄

を設けたもの。 

 委員より、福祉タクシーの対象者、利用状況について教えて下さい。答弁は、こ

れまでガソリンとタクシー利用の２事業で補助しておりましたが、23年８月から統

合したものです。対象は身体障害者１級・２級の方、３級・４級の方、療育手帳Ａ

所持者、精神障害者保健福祉手帳１級所持者で、それぞれ所得制限を設けておりま

す。対象者は516人おられ、23年度は372人より申請をいただきました。１ヵ月、月

1,500円で500円利用券を３枚交付させていただいており、町へ業者から請求をいた
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だき支出している。 

 委員より、後期高齢者医療での努力の内容を聞かせて下さい。保育所運営事業の

増額の内容と入所希望者が多かったと聞いておりますので、待機児童がどうなって

いるのか、これが増額と関係しているのか。答弁は、今回は第３期改定で２年毎に

行われるものです。第２期の改定時には剰余金があり３パーセントの引き上げ率と

なりましたが、今回は、昨年10月ころの試算では14パーセントの引き上げ率となり

ました。その後、12月ごろまで検討された中で、県からの積み増しができないか、

再度、試算の再検討をされ、被保険者に対して10パーセントを超える引き上げは困

難である議論をする中で、最終9.94パーセントで理解を得ることとなったものです。

10パーセントを超える県は２県しかなく、引き上げ率でいうと滋賀県は全国３位と

なりました。保育所については、10月受付、12月面接で進めてきました。その際、

希望者は361名で、例年の50人増の状況でした。入所の確認には、条件による点数、

就労証明による確認等を行い、承諾をするわけですが、入所限度いっぱいの230名ま

で算定させていただきました関係もあり、運営事業費が増額となっています。なお、

不承諾を19名出しましたが、点数が同じであるため、同条件としていたもので、そ

の後就労などが決まった方は就労証明を提出いただき、面接の上で承諾としていま

す。入所人数は、100パーセントが基準でありますが、120パーセントまで緩和が認

められており、わらべ園120パーセント、あおぞら園・こばと園で110パーセント超

え、さくら園で若干の余裕がある状況です。今後、年度途中で転入や就労状況変更

が生じ、申し込みがあった場合、面接、就労状況確認等を行い決定していく方向。 

 委員より、県からの積み増しはたくさんあったのか。副町長答弁は、県からの積

み増しは現在されておりません。その中で引き上げを抑えておりますので、積み増

しの要請をしている。 

 委員より、福祉サービスで以前実施されていました灯油の補助を、価格の高騰も

あり再度実施することはできないか。障害者自立支援に多額な予算を投入している

が、助成対象者の人数は。答弁は、灯油の補助は状況を見ながら議論をしてまいり

たい。自立支援事業の対象人数ですが、ケースがいろいろございますので、カウン

トは難しい状況です。障害者手帳等をお持ちの方で、例えば共同作業所への通所に

よる就労継続支援や、施設入所、居宅介護、療養介護など、その方に合った就労サ

ービス等を相談しながら進めている。 

 委員より、社会福祉協議会活動事業で民間福祉団体活動支援の内容について教え

て下さい。答弁は、社会福祉協議会へ町から補助金を出し、社協より交付されてい

る団体は、のぞみ会、身障更生会、手をつなぐ育成会、更生保護女性会、保護司会、

傷痍軍人会、遺族会の７団体です。 

 委員より、老人クラブ活動事業について、町としてこのような事業をやりなさい
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と指導があるのか。自为的に地域で実施しているのか。答弁は、老人クラブ活動は

基本的に自为的な活動としております。基本的な補助金額は、単位老人クラブ30人

以下３万100円、30人以上３万7,200円としており、連合会では総額81万4,200円を補

助。 

 次に、第４款衛生費およびこれに伴う特定財源についての質疑に入りました。 

 委員より、ワクチン接種で町独自で実施のものは何か。浄化槽維持管理事業補助

金の内容は。ポンプ等の交換もあるのか。わたむきの里、エコドームが開設された

が、その状況と日曜日の利用はできるのか。答弁は、子宮頸がん予防ワクチンは国

では、高校２年生までとなっておりますが、当町では高校３年生まで、また卒業後

１年間単独で補助を行っています。浄化槽維持管理の補助は、１基あたり１万6,000

円の補助をしております。点検、水質、清掃等の費用で各戸１基あたり約５万円支

出されており、公共下水道、農村下水道の使用料金を考慮して定めています。町か

らの委託については、白色トレイ、蛍光管、自転車、ＣＤ等の廃プラ、３Ｒの推進

の５項目について委託しており、平成24年度も引き続き委託を予定。また、平成24

年度からは乾電池引き取りも予定。日曜日は開設され、月曜日が休館。 

 委員より、母子手帳の内容が変更されましたが、費用はどうなりますか。答弁は、

購入価格に変更はありません。 

 委員より、不妊治療は時間がかかり１年間の補助ではどうかと思うが、どのよう

になっているのか。答弁は、県での補助を超える部分と一般不妊治療に対して補助

をするもので、年３回、５年間まで認めることとしています。 

 次に、第５款労働費、第７款商工費およびこれに伴う特定財源ならびに第２条債

務負担行為、日野町小規模企業者小口簡易資金貸付事業についての質疑に入りまし

た。 

 委員より、緊急雇用の資料をもらったが、平成23年度の19事業のうち一般財源に

より代替で継続する事業はあるのか。答弁は、平成24年度に引き続いて行うのは、

日野中学校の特別支援員配置、三方よし！田舎暮らしサポート、高齢者の地域相談

体制強化など、一般財源に振りかえて継続する事業としては、外国語指導助手配置、

学校給食地場産食材活用、体験型観光、有害鳥獣対策など。 

 委員より、現在の商店街における売り上げ状況はどうなっているか。答弁は、売

り上げについては把握していません。 

 委員より、先進地事例も含めて町がアドバイスをする時期にきているのではない

か、検討してほしい。 

 次に、第６款農林水産業費・第12款災害復旧費のうち農林水産業施設災害復旧債

およびこれに伴う特定財源についての質疑に入りました。 

 委員より、水田農業推進対策について、戸別所得補償の対象戸数を専業、兼業の
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別に。答弁は、所得補償は水稲での加入者は1,100戸程度となっています。農業だけ

で食べていける専業農家は２ないし３戸、認定農家は40戸余り。 

 委員より、従事している人数は。答弁は、お答えした数字は水稲農家であり、畜

産農家は10戸余り、養鶏が１戸、養豚が１戸あります。１戸あたりが１つの事業体

であり1,100人が生産者数。 

 委員より、自分の集落では10年後には後継者がいなくなると感じている。１集落

１農家になるぐらいの感覚でいる。10年後にどうなっているのかお考えをお聞きし

たい。答弁は、米価、野菜の価格などが下落しており、戸別に農家として自立は難

しいと考えています。町ではほとんどが兼業であり、集落営農によるコストダウン

で水田農業を継続していくことを考えています。地为も含めて農業にかかわっても

らい、協業経営を目指していきます。 

 委員より、要望。補助をもらってもいつまで続けられるか分からない。自分の集

落は各自が農地を守ろうとしている。集落営農で維持できるのか、半分以下になる

のではないか。補助金だけでは守れない。経営者から見れば、農業には甘えがある。

農業者にもっとプレッシャーをかけて頑張ってもらわなければならない。補助金も

よいが、意味のあるものにするため現在の流れを把握し危機感を持ってほしい。 

 委員より、琵琶湖森林づくりパートナー協定を各地域で結ぼうという取り組みが

あるが、日野町のかかわりはどうか。該当地域はどうなっているのか。答弁は、パ

ートナー協定は趣旨に賛同した企業が地元とともに整備にかかわっていこうという

もので、日野町ではサントリーが30年間、積水樹脂が５年間、いずれも綿向生産森

林組合の所有する山林を対象に共同で事業に取り組んでいます。ほかには、竜王町

の谷口工務店が鎌掛地先を候補地に平成24年度にももう尐し詰めて協定を結ばれる

予定。 

 委員より、予算はどうなっているのか。答弁は、町の予算はありません。 

 委員より、農業再生協議会は年間に何度も開催できていないが、町として今後農

業をどうしていくのか。集落営農、法人化、耕作放棄地などをどうしていくのか。

町の職員も農協職員などと夜、集落を訪問するなどしてはどうか。答弁は、農家の

意識を上げていく事業にも平成24年度に取り組みたい。 

 委員より、アグリサポートでも補助金だけで生産意欲が見えてこない。再生協議

会も年３回くらいしか開催できていない。行政とＪＡが連携して進めてほしい。答

弁は、アグリサポートについては集落を超えた受託組織として取り組みを進めてお

られる。集落ごとに共同を基本としていますが、無理な部分はそれを超えて取り組

みもしていかねばなりません。本来は戸別経営10ヘクタールが損益分岐点、認定農

家や集落営農を組み合わせて広域的に考えています。ＪＡとも連携を密にして考え

ていきます。 
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 委員より、日野町の水田面積はどれくらいか。また、平均の収量はどれくらいか。

年収500万円にはどのくらいの経営面積が必要か。答弁は、所得500万円が農業経営

基盤強化促進法の目安であり、農業として成り立つ額です。日野町の場合、20ヘク

タールが最高で２戸、認定農家は５から10ヘクタール。 

 委員より、500万円をベースと考えておられるが、生産面積はどれくらいか。答弁

は、水稲30ヘクタールで500万円と考えています。 

 委員より、日野町の水田面積はどれくらいか。答弁は、水田面積は1,500ヘクター

ルありますが、転作を含むので水稲の作付面積は900ヘクタールくらいです。 

 委員より、500万円得るのに30ヘクタール、900ヘクタールならば30戸である。職

員の給与と比較しても大変な状況だと思う。経営として成り立つには補助金など相

当のことを考える必要がある。答弁は、試算が出ていますので紹介します。水稲30

ヘクタールで農業所得300万円、水稲20ヘクタールと麦10ヘクタールで農業所得420

万円、水稲20ヘクタールと麦10ヘクタール、裏作大豆10ヘクタールで農業所得640

万円となっています。 

 委員より、要望。里山整備によりきれいになっても２、３年で元の木阿弥となる

ところも見受けられる。せっかくきれいにしたので、これを保持するために行政の

指導も必要。 

 議長より、要望。グリーンツーリズムは今年度から緊急雇用対策の制度がなくな

り、一般財源から持ち出しになる。かつて３年をめどに協議会でという思いを述べ

られたこともあり、協議会の収支を明確にしてほしい。住宅リフォームについて、

愛荘町で職員に助成されて問題になったこともあるが、日野町ではないと思うが、

住民が優先されるよう配慮してほしい。 

 委員より、要望。体験型観光について今後の方向をどうしていくのか、町でも検

討してほしい。 

 次に、第８款土木費・第12款災害復旧費のうち公共土木施設災害復旧費およびこ

れに伴う特定財源ならびに第３条地方債のうち公共事業債、社会資本整備総合交付

金事業および道路橋梁災害復旧事業債についての質疑に入りました。 

 委員より、河川愛護活動事業で、今年度は昨年度と比べて200万円の増額が認めら

れています。認められた分は箇所が増えたのかどうか。県の河川清掃工事単価が毎

年下がっているが、どうなのか。答弁は、河川管理で河川費が増えているのは、県

の川ざらえ事業です。24年度の予定は、６地域５河川を計画しております。ただし

県との調整があります。町としては、それだけを行っていきたいという思いです。

川ざらえの１河川１地区あたりの委託契約を上乗せし、その分が昨年度より増えて

います。単価の関係では、23年度の河川愛護事業で大幅に増となって、かなりの地

域の方に還元されています。道路愛護については、22年以降大きな変動はございま
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せん。 

 委員より、川ざらえの関係の６地区はどこか。単価は上がっているのか。答弁は、

川ざらえの単価は上がっておりません。通常の土木事業の積算で算定しています。

川ざらえの地域は、野川の中在寺、前川の中之郷、法光寺川の北脇、杉川の杉、出

雲川の松尾と河原、準用河川の蓮花寺の鳥羽谷川を考えています。 

 委員より、公営住宅管理事業で、前年度より3,000万円増加、もう尐し詳しく聞か

せていただきたい。マスタープランで立てかえ計画を立てられたが、どのようにな

っているのか。答弁は、公営住宅管理事業の維持管理としては、修繕費として住宅

の返還事業、緊急的な修繕で260万円を計上しています。委託料905万4,000円は、日

野町住生活基本計画および公営住宅等長寿命化計画策定業務を考えております。工

事請負としては、西山団地の下水道接続と接続に伴う一部改修工事、大谷団地のＡ

棟、Ｂ棟の解体工事を計画しております。そして、内池団地北側の町道の防護柵の

新設などで増となっております。マスタープランの関係では、平成23年度でマスタ

ープラン策定から10年を経過しました。24年度には、新たな計画策定が必要になる

ことから、日野町住生活基本計画および公営住宅等長寿命計画を策定し、今後の住

宅の持っていき方の計画を新たに作成したいと思っています。 

 委員より、地籍調査事業は、鎌掛と西大路地区となっている。今年度で終わるの

か。答弁は、鎌掛は、現地立会を終えているが、法務局への資料の提出になり、県

や国との調整が必要になってきますので、引き続きとなります。西大路は22年度か

ら進めており、24年度は現地の立会を含めてやっていきたいと考えています。 

 委員より、町単独道路改良事業の測量調査２路線、改良工事８路線となっている。

その内容は。答弁は、用地測量を伴う測量設計が町道内池中道線の内池、そして本

町南２号線の大窪３区地先を考えております。工事請負費の８路線は、町道猿橋線

の奥師地先、町道野出北出線の野出地先、町道本町南１号線の大窪１区地先、町道

内池山本線の山本地先、町道深山口中央線の深山口地先、町道裏町線の西大路１区

地先、町道中山中央線の中山東地先、町道鎌掛深山口線の鎌掛地先の８路線です。

内容は、側溝改修が大部分で一部道路改良もございます。 

 委員より、要望。交通安全対策費で街灯等の補助金、補助事業で交換等もありま

すが、街灯はついているが、非常に見えにくいところ、街灯に適さないところがた

くさんございます。一度見て点検していただいて、至急に危険なところから交換し

ていただきたい。 

 委員より、社会資本整備総合交付金事業の中で橋梁の部分ですが、これは半分ぐ

らい診断指導が終わっているのか。全体として、小さな橋も含めてどの程度なのか。

西大路の高橋はどうなっているのか。答弁は、橋梁の社会資本整備の関係で、通常

は町道で为要な道路を含めて122橋について診断も含めてやっていきたいと考えて
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います。既に15メートル以上の44橋については診断を終わっていて修繕計画を立て

ていますので、24年度より順次修繕を行っていきます。24年度は78橋について診断

をさせていただきます。西大路の高橋については、現在架かっているところの修繕

をさせていただくこととなっています。 

 次に、第10款教育費およびこれに伴う特定財源についての質疑に入りました。 

 委員より、社会教育総務費の新規事業でスポーツ・芸術文化大会出場激励金が取

り上げられ、評価しています。この設定の基準をどのようにされるのか。答弁は、

スポーツ・文化芸術等の大会に出場します激励金については、今年４月１日を施行

日として要綱を策定いたしました。要綱では、スポーツ・芸術文化の両面で国際大

会・全国大会・近畿大会に出場する個人ならびに団体等について、基準に適合すれ

ば申請手続きをいただき交付することとさせていただきます。 

 委員より、幼稚園に養護教員を新規に配置することですが、どのような形でされ

るのか。中学校の格闘技を取り入れる場合、日野は何をされ、指導者は十分にある

のか。いろいろと事件が起こっているので、その対策は立てているのか。答弁は、

養護教諭の関係ですが、幼稚園の保健指導でインフルエンザ等の問い合わせがあり

ます。現状では、園医さんに相談しています。特にインフルエンザの休園の判断が

専門的な部分で問われていますので、24年度から専門的な知識を持つ養護教諭を配

置していきます。日野幼稚園にいて全体的な幼稚園の保健指導等を行います。中学

校の武道の取り組みが24年度から始まり、剣道、相撲、柔道から日野は剣道を行い

ます。この点では、剣道の指導者もたくさんおられ、ミニスポーツにおいても小学

校から行っています。その方々の協力を得て剣道を行います。 

 委員より、幼稚園の養護教員は、ほとんど日野にいて管理される。各幼稚園に回

られないのか。答弁は、配置については日野幼稚園ですが、各園の状況を知るため

に、各園を回っていただこうと思っております。 

 委員より、検定と学力調査について、各学校は学校独自で意識調査とか学力調査

をすればいいと思います。先生にとっても新たな問題が出てくるような感じがする

し、生徒はそれによって委縮するような傾向になる感じがする。明確に踏み切られ

た原因を経過も含めて、再度聞かせていただきたい。答弁は、全国一斉学力調査は、

小学校６年生、中学校３年生で実施をしています。他の小学校については２年から

５年でさせていただき、中学校は１・２年です。この調査は全国の調査とは別に委

託し、全国学力調査と同じではございません。学校や学年での学力低下に、今後ど

のような教育を行ったらいいか考えているものです。また、それ以外学力調査と生

活調査に関しての調査も実施し、生活の部分でどういう問題があるのか、どういっ

た指導を行うのか、学力と生活指導面での調査をし、判断をさせていただき、より

よい教育をしていくという調査です。 
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 委員より、小学校では日野は大きな学年ですが、それ以外は尐ない生徒です。先

生が学校ぐるみで生徒に責任を持てば、学力調査をするより学校独自でできると思

います。学力調査に頼る傾向が好ましくないのではないかなと思うので、姿勢の問

題だと思うのですが、教育長の考えを聞かせていただきたい。教育長答弁は、学力

テストについて、学力のとらえ方はいろいろで、全国学習状況調査もいろいろな意

見がございますが、新学習指導要領になり内容等も尐しずつ変わってきている。そ

ういった中で、全国学力テストがすべてとは思っておりません。しかし、高校入試

とか、そういう学力という面でとらえられる面があり、日野町の子どもたちの将来

を考えたときに、学力がどうなのか。そういう面を伸ばしていくものと考えており

ます。全国で行われます６年生と中学３年生の資料も各学校で活用していきますが、

それをもとに各学年でどういうふうにしていくのかということは、学校で研究し進

めていますが、学年の全体の傾向とか、また、一人ひとりの学力の傾向とか状況を

しっかりと把握した上で、次の学年の指導をしっかりとできるか、さらに学力がつ

いていくのではないかと考え、学力テストをすることにしました。業者テストとな

りますが、全国的な問題の傾向も把握できますし、結果も詳しい資料がもらえます。

次長が申しましたように、学力と生活面でのリンクした結果等をもとに、それぞれ

の学年で指導を強めていきたいと思っています。 

 委員より、毎年行われるんですか。今年だけですか。答弁は、今年度が初めてで、

今後続けていきたいと思っております。 

 委員より、教育相談子ども活動支援事業について、臨床心理士が今までの２名の

ところが2.5人にする、そこを教えてほしい。中学校の教育振興事業で中学校２年生

の35人学級をするため加配教員の配置を行う。１年生・２年生が35人学級で、３年

生も大事だと思いますのですが、全学年を対応していくように考えられているのか。

答弁は、近年、子どもさんまた保護者の方、幼稚園にからも、悩みを持たれている

方、子どもさんが自立障がいの方等がおられます。そうしたことから、今まで２人

だったのを0.5人分増に。教育長答弁は、中学校３年生も35人学級にできればいいな

と思ったわけですが、中学３年生は、１年のときに県の措置で６学級になり、今年

度は５学級に、また今度３年生で６学級ということになり、中学校は２年生から３

年生へ学級とか担任とかの流れがあるという理由がございます。もう１点は、新２

年生と新３年生の両方をしますと、中学校の場合、教科がありまして、１人配置し

ただけではできないという点があります。新３年生も、35人学級にしますと教員が

３人必要になってきます。担任ができる教員が尐ないというような状況の中で、両

方の学年を35人学級にすることが難しいという点があり、24年度は新２年生だけと

いうことでお願いしたいと思っております。 

 委員より、学校給食に関しての質問。昨年11月の議会に設計予算が手続きされ、
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執行議決ののち運営に当たっての民間委託の検討も含めた計画になるよう付帯決議

が採択されました。その後、学校給食問題検討特別委員会で給食施設の設計が提案

され、議会での質疑の中で答弁をいただいておりますが、一体付帯決議をどう思っ

ておられるのかなと感じる回答です。私としては、事業が適正に効率的に行われよ

うとしているのか、また、行われているのかを確認しなければなりません。その意

味で、直営でいいのか、民間委託でいいのか、この検討が十分にされなければなら

ないと思っております。また、中学校給食の同意については、給食施設整備検討委

員会が平成20年12月から平成22年３月まで検討された結果、両論併記の結論がなさ

れております。しかし、最終的なまとめでは、町の財政を見極め早期対応に努力さ

れ、遅くとも平成23年度中に実施設計を終えるなど、具体的な整備に着手されたい。

このような答申であります。その後、学校給食問題検討特別委員会を中心に、施設

について研修または勉強をされた結果、財政面での考え、教育的観点から自校方式

と訂正されております。今後もこの答申に沿って早い時期に運営方式も決定し、25

年度４月に十分な体制を組んで進んでいくと考えております。残念ながら、この付

帯決議の中身についての精査ですが、どちらの運営方式が決定されたとしても町民

の方に説明ができる検討内容が必要だと思います。民为为義の議会においても、今

言われている教育の中で、教育者として、議会運営の内容を説明が自信を持ってで

きることをお願いしておきたいと思っております。要望も含めて考え方を述べさせ

ていただきました。教育長にこの考え方についてご意見をお聞かせいただきたい。

教育長答弁、中学校の給食につきましては、本会議・給食問題検討特別委員会でも

お答えしておりますとおり、現時点では、中学校の給食は直営でお願いしたいとい

うように思っております。本会議でもお話しいたしましたが、食育も進めていきた

いという思いでございます。民営化では心配があるということでお話をさせていた

だいておりました。私は、日野町の公教育を守って子どもたちの健全な育ちを保障

するために、各学校では教職員が組織として取り組んでいるところです。教員も調

理員も用務員も事務職員もみんなで同じ立場で、子どもたち一人ひとりの教育を進

めております。特別委員会でもお話させていただきましたが、職員会議等でそれぞ

れの教育方針に従い食育の大きな部分を食育担当の教員とともに、調理員さんにも

進めてもらっています。今後、幼児から中学生までの食育を進めるためにも、中学

校の食育担当とともに中学校の栄養士、調理員にもかかわってもらいたいと思って

おります。そういった観点で、直営でお願いしたいと思っております。ただ、本会

議でも申し上げましたが、今後、小学校あるいは中学校の給食施設の改修ですとか、

幼稚園、保育園も含めて小学校のあり方、町としての全体構想を考えていかなけれ

ばいけないと思っておりますので、そうした中で民営化も検討していきたいと考え

ております。 
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 委員より、ご提案を申し上げましたのは、それについて学校給食問題検討特別委

員会で議論をされているわけですので、それは何だろうという疑問が浮んできまし

た。いろんな資料を１つ１つ検討して、最終的にどちらになるかは分かりませんが、

いいものを引き上げていく、町民の方にも説明ができる、この姿勢を聞いている。

そういった意味で、本会議の会議で言いましたが、真摯にその問題に対応いただき

たい。結果を言っているのではない。その途中の段階に対して真摯に何事に対して

も向き合って結論を求めていける、この姿勢が大事だから、このように思うわけで

す。その姿勢を聞きたかった。教育長答弁は、決していいかげんな考え方ではなく、

真摯に考えた結果がこういうことであると、私は考えているところです。私自身も

事務局の方もいろいろ調べた結果を考え、私は日野町の公教育、子どもたちの健や

かな発達・教育に責任を持っていると思っていますので、現時点では直営が望まし

いと判断させていただいたところです。 

 委員より、今、現時点ではという言葉をいただきました。それで結構だと思いま

す。しかし、これからの検討は、学校給食問題検討特別委員会で論議がされると思

います。その中で向き合う姿勢としてどうであるか。当局としては、直営を望み提

案を承っている。討議に対して真摯に向き合う姿勢を言っているわけです。それに

対して、どうなのか。もう一度お聞かせいただきたい。教育長答弁は、学校給食問

題検討特別委員会でもいろいろ論議をいただいて本当にありがたいと思っています。

いろいろなご意見を参考にさせていただいて、今後、私自身の思いは伝えさせてい

ただきたいと思っております。皆様方のご意見も、町民の皆さんの言葉を受けてい

ただいていると考えておりますので、町民の皆さん、そして子どもたちにとってよ

い給食を進め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。 

 委員より、皆さんの声を聞きながら進めていくということをお願いしておきたい

と思います。 

 議長より、学校問題、給食問題云々じゃなしに、予算の関係で確認したいと思い

ます。学校給食費の予算で、昨日、教育長は給食費に伴って地産地消の確認は、伝

票で地産地消が表示されていますと答弁されました。昨日、調理員に「購入されて

いる伝票に産地が全部書かれていますか」と聞くと「書かれていないものもありま

す」と言われました。これだけでは心配なので、代表監査委員さんに確認しますと、

「確かにそういう部分もある」ということでした。教育長、事務局は昨日書いてあ

ると説明をされた。今後については、きちんとそのことについて伝票には確認して

下さいと申し上げ、そのように徹底しますと。昨日の答弁では、書いてありますと

限定されたので、ここは誤りですから、「書いてないものもありますけれども」と、

ここが真摯に向き合っていないと言いたい。この財政の中で6,789万4,000円が保護

者から負担されています。給食費は、学校給食法第11条の規定によって保護者負担
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が言及されています。施行令第７条は、教育長ご存知ですか。教育長答弁は、学校

給食法の方で施設等は町の方で、食材等は保護者負担等までは覚えておりますが、

施行令の方は記憶しておりません。 

 議長より、施行令第４条に該当して補助金の請求をされている。７条を分析した

ら、給食費の例えば国の制度の標準価格があり、標準価格に適した減免をされたら、

国が２分の１補助をしましょうと書かれている。一昨日小林議員が「民間で浮いた

お金を減免するとか考えられないか」と質問したと思うのですが、既に平成23年４

月から兵庫県や北海道、沖縄等で学校給食費の減免実施要綱、徴収条例などという

条例が議会で議決され運用されている。減免される措置もある。保護者にとって負

担も軽減できる。ここらを研究されていますか。答弁は、給食費につきましては、

今現在も平成６年から同じ額できております。その中で賄い材料を購入しておりま

すが、補助の部分については検討いたしておりません。 

 議長より、要望。実質提案をされていろんな意見をいただいたので、当局なりに

研究しますという回答なら真摯に向き合っていることになる。一方的にできないと

いう話では、堀江委員長が言うように、本人に喜ばれるようにしようととらえてい

る。保護者にもよい、町民にもよい、そして子どもさんにもいい、みんながいい、

町にもいい、そういう思いがみんなに喜ばれるという話なのです。提案された例え

ば偽装請負の話の問題でも、尐し真摯に、例えば杉並区で偽装請負の裁判の判例が

出て、実質上これは偽装請負に当たらないと明らかになっています。そういうこと

を次回の委員会に出して、その判例は原告が敗訴になっています。これなどをきち

っと調べる。そして、いろいろな問題があるのに都道府県が、自治体が問題になる

ということで、我々の上部でもある国の内閣府にもこういう推進機関が公共サービ

ス改革推進室、ここに公共団体の適正な請負（委託）推進のための手引きというも

のがあります。これが現実偽装になるか、ならないかを調べて、資料を出して我々

に説明したら理解ができる。一片のものしか出さないのは、高橋議員が言うように、

向き合っていないということです。答弁もそうです。そこは十分にやっていただき

たい。このことを強くお願いしておきます。 

 以上、議第36号、平成24年度日野町一般会計予算についての質疑の報告とします。 

 以上で付託されました議第26号、平成23年度日野町一般会計補正予算（第５号）

と議第36号、平成24年度日野町一般会計予算についての質疑を終え、討論に入りま

した。 

 討論なく、採決に入りました。 

 まず、議第26号、平成23年度日野町一般会計補正予算（第５号）の採決を行い、

全員賛成により原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 ここで、小林委員より、可決しました議第26号、平成23年度日野町一般会計補正
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予算（第５号）に付帯決議をつけることの動議が提出されました。 

 そこで、付帯決議の趣旨の分かる書面の提出を求め、提案説明を受けました。 

 小林委員よりの付帯決議案の提案説明は、町長と教育長は、日野中学校給食施設

を建設されるに当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 

 １、平成23年11月１日の議会決議「議第74号平成23年度日野町一般会計補正予算

（第３号）に対する付帯決議」を強く受けとめ、民営化に向けての業者選定に早急

に着手すること。 

 ２、先進地事例に学び、食材料は、教育委員会内に日野町学校給食会、物資調達

委員会を設け、教育委員会学校教育課が購入する方式に改めること。なお、地場産

品の活用を図り、地場産品使用率が50パーセント以上となるよう、生産者との協議

に早急に着手すること。また、地場産品使用率を高めるため、平成22年６月30日付

けで日野町教育委員会森晃一委員長より示された「町立学校における給食のあり方

と方向性について」の提案、「地場産品の活用も重要であり、特に野菜などの品目に

ついては、町を挙げて出荷と生産の組織設立に向けた準備委員会を早急に設置して

いただくよう提案する」を尊重すること。 

 ３、大阪府茨木市の公式ウェブサイトの学校給食民間委託Ｑ＆Ａに「児童数501

から900人の標準的な学校の人件費等は、年間約2,400万円かかっています。一方、

委託料は年間1,600万円と試算していますので、差し引き年間約800万円のコスト節

減になると考えています」と述べられています。日野町の平成22年度決算では、正

規給食調理員１人当りの人件費は637万円であり、平成24年度予算では674万円であ

ります。国税庁の平成22年度分民間給与実態統計調査結果を見るに、国民の平均給

与は412万円であります。業種別の平均給与を見るに、飲食サービス業は247万円で

あります。民営化により多額のコスト削減が図れます。このことから、今後、正規

給食調理員の採用を行わないこと。 

 ４、教育委員会は謙虚に先進地事例に学び、民間の調理員であっても、学校教育

施設で働く者としての自覚を持って、日常的なコミュニケーションの中でのあいさ

つを交わしたり、給食週間での児童との交流、学校行事への参加を図るなど、現在

と同じように、ふれあいや交流を保つよう指導すること。 

 以上でありました。 

 次に、付帯決議案に対する質疑、討論に入りました。 

 なお、採決については、全会一致とならない場合は委員会での採決を差し控え本

会議に委ねることといたしました。 

 質疑に入り、對中委員より、４番目の給食調理員さんが日常的に学校とのつなが

りを持てるように指導するふれあいや交流を保つように指導すると書かれています

が、民間のやり方で単に調理員さんを送り込むやり方と、施設は公立の建物として
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中身そのものを入れて一緒に送り込むといろいろある。そういうことであっても地

域的なことが民間は請け負っているので、人間的なつながりはできるとしても、決

められたことは守らなければならないので、なかなか難しいのではないかと思う。

その点について考えを伺いたい。３番の点で民営化は安くつくという文書も出てい

るが、本当にそうなのか。いろいろな角度から研究する必要が相当あるのではない

か。このような形で書かれるのはどうなのかと思う。町当局も否定しているわけで

はなく、研究していこうと理解している。実施までに詰めなければならない部分も

あり、協議がされることから、これを出す必要がないのではないかと思う。小林委

員の答弁は、これは、行政または教育委員会が独自に仕様書を策定して、その範囲

で取り決めを行うことで解決すると思います。民間はコストの削減をできるという

ことなので、いろいろなデータを調べると、民間に委託する方がコスト削減につな

がっている例が多くある。ほとんど下がっている。 

 ほかに質疑なく、ここで質疑を終え、討論に入りました。 

 討論に入り、對中委員より、付帯決議について特に感じる点でありますが、この

付帯決議をつくるより、民営化でやっていただきたいという具体的な内容が４番ま

で書かれています。特に給食の憲法と言われる学校給食法には、公教育の大切さが

うたわれています。それ以降、国から民間にしたらという通達も若干あったわけで

すが、そういう中で各自治体では民間でやっているとこ、そうでないとこ、いろい

ろあります。そんな状況の中で、杉並区の判例もその一部です。私たちも理解して

いるとこは、労働基準局に聞けば、偽装請負だという話も民間のことでもあったわ

けであります。そういうことで本当にきちっとした公責任を果たしていく、施設建

物についても、中身についても、人についても、公施設は責任を果たしていくとい

う観点が学校教育では必要ではないかなと考えます、この点では、問題ではあると

私は特に思います。この付帯決議を出すより、補正予算が通り早く実施されること

を望む立場で、反対をしたいと思いますと、反対討論。 

 堀江委員より、給食の委員長をお預かりさせていただいて、特別委員会を10回重

ねてまいりました。委員長という重責をお預かりして、いろいろな人から「何で学

校の給食をするのか、弁当がよいじゃないか」と言われる方、「何で給食がなかった

のですか」等々、いろんなご質問があります。それぞれコストが決まった中で、３

回に１回は食べていただかなければ成長盛りの子どもには栄養たっぷりのものを食

べさせたいという教育長の願いです。そんな中で、今回は給食をすることでいろん

な保護者には説得して、私はお弁当がよいと言う人、いろんな状況によってはつく

れない家庭もあります。だから給食をつくるのですよと話をしてまいりました。し

かし、財政難が厳しい日野町において、尐しでもコストが安くて本当に喜んでいた

だける給食をつくらないとだめだと思っておりました。皆さん方からいろんなご意
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見を聞かせていただいて、だれが考えてもよいと言われる給食をする。地産地消の

問題についても、放射線をはかる機械の購入の提案もありましたが、日野町でつく

った野菜を使うことなどについて非常に難しいことがある。教育委員会で取り組ま

れてきたのかなと言いたい。農協職員さんにも来てもらって、給食を地産地消でや

りたいが、どうしたらよいか。東桜谷ではキャベツを、西桜谷では玉ねぎを、必佐

では白菜をなどということがされたのか。そういう地産地消を、安心して食べられ

る野菜を作っていただくようにしていただきたいと思います。 

 それともう一つは、皆さんの税金で給料をいただいています。日野町の財産を皆

さんからいただいたお金をむやみやたらに使うより、みんながよいものをつくって

もらったなと。そうなれば、やはりここにも書いてあります、人件費の節減をして

でも、いろんな方法でしたならば「よい給食をつくってくれた」になるのじゃない

かと思います。皆さん方、胸に手を当てて考えて下さいよ。水道料金の値上げで、

全国的に高い水道料金を安くして下さい。町長も頑張っていただいています。我々

は皆さんのために働いているのです。皆さんがそんな気持ちで取り組んだならば、

素晴らしい給食ができます。民営化にしたら偽装契約になるとか、そんなんじゃな

い。私は近江八幡の桐原、金田、教育委員会に行ってきました。そのようにやって

くれましたか。それが教育委員会は、していませんとか、電話で聞きましたでは、

誠意がないのと違いますか。足を運んで下さい。私は委員長として責任を感じてい

ます。そういう気持ちで真剣になって、町民の皆さんから「さすがやったな、よい

のしてくれたな」と言われるものにしていきたい。よろしくお願いしますと、賛成

討論。 

 ほかに討論なく、ここで討論を終えました。 

 賛成、反対の双方の討論が出されましたので、委員会での採決を差し控え本会議

に委ねることといたしました。後ほど同特別委員会に提出されました付帯決議案の

採決をお願いいたします。 

 次に議第36号、平成24年度日野町一般会計予算の採決を行い、全員賛成により、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 町長よりあいさつを受け、予算特別委員会を閉じました。 

 以上、予算特別委員会委員長報告とします。 

議長（杉浦和人君） 委員長報告の途中でありますけれども、ここで暫時休憩いたし

ます。再開は11時45分から再開いたします。 

－休憩 １１時２６分－ 

－再開 １１時４５分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 続いて、諸般の報告を行います。 
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 学校給食問題検討特別委員長 ４番、堀江清一郎君。 

４番（堀江清一郎君） 学校給食問題検討特別委員会委員長報告をさせていただきま

す。 

 学校給食問題検討特別委員会は、３月定例会前の２月23日および３月14日の２回、

いずれも第２委員会室において、委員全員と議長、執行側より藤澤町長ならびに奥

村教育長、以下関係職員の出席のもと開催いたしました。 

 まず、２月23日の委員長報告をさせていただきます。 

 午前９時に開会し、委員会傍聴申請について、全員異議なく入室を許可し、町長、

議長よりあいさつをいただき、執行側より、日野中学校給食補助金経過報告および

日野中学校給食室新築工事設計図について説明を受け、質疑に入りました。 

 委員より、救急車両の進入路やランチルーム、ミーティングルームの設置、給食

手続きなどについての質問がありました。ランチルームは、面積的な数字では、最

大250人分の配膳が可能で、学年単位の食育の学習を考えており、中学校に方針を定

めてもらうようお願いをしている。調理手順については、学校給食衛生管理基準に

より、民間、直営にかかわらず、かわりなく、またミーティングルームは、ミーテ

ィングの場が必要なら直営でも必要なので、今後考えると答弁がありました。 

 学校との協議はどれぐらいされているのかという質問に対して、視察を含め４回

協議しており、費用面は今詰めているところで、機械的な装備については栄養士と

も協議しているとの答弁で、委員より、十分中学校の意見を聞いてよいものにして

ほしいと意見がありました。 

 また、委員より、ランチルームのレイアウトや配膳車両の通行についての質問に

対しては、躯体構造は変えないが、中身についてはレイアウトの変更は可能であり

ますと答弁があり、議長より、副町長が議会には何回か聞く機会がありますという

ことでありましたが、図面に対する議会の意見をどこまで反映しているのか、付帯

決議は重いもので大事にしてほしいとの意見がありました。 

 また、その他に、調理員の募集や放射能検査機の購入についての質問があり、特

に測定器の設置は予定していない。産地をしっかり確認することに取り組みたいと

答弁がありました。 

 閉会のあいさつを町長からいただき、午前10時28分に終了いたしました。 

 次に、３月14日、特別委員会の報告をいたします。 

 午後２時に開会し、委員会傍聴申請について全員異議なく傍聴人の入室を許可し、

町長、議長よりあいさつをいただき、執行側より、前回２月23日の特別委員会に出

された意見をもとに修正、図面について説明を受け、質疑に入りました。 

 ミーティングルームは休憩室と会議室を兼ねて使っていただくとの説明後、立面

図のグランドライン（地面高）とフロアライン（床高）との高低差については、そ
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れぞれの搬入口の前はフラットにしたいと答弁がありました。 

 設備関係で１億円と聞いたが、経費をかけるのは設備で、人件費ではない。かま

やスチームコンベクション等は幾らぐらいのものかとの質問に対し、現在、提出す

る資料はない。最新のもので設計に上げて、食数にあった規模のものを考えている

と答弁がありました。 

 また、２階のつなぎ部分が地震等で雤漏りがするかもしれないという質問に対し

て、２階の床とフラット、うちつなぎなしでの１階でやります。雤漏りのないよう

にやりますと答弁がありました。 

 委員より、ランチルームを食育に使うとのことだったがとの質問に対して、学年

全部が集まったり、縦割りなりグループなりの給食が可能。また、地域の方や親子

給食も可能で、中学校の検討委員会で今後検討してまいりますと答弁がありました。 

 委員より、今、議会の質問は給食問題が多く、教育長は地産地消の件、民間の調

理員は学校行事に携われないとの理由で直営でお願いしたいとのことですが、近江

八幡市では、教委に学校給食会、物資調達委員会を設けて、食材は教委で全部購入

している。日野がそれぞれの学校で地域の商店を使おうということで購入している

ため、値段もばらばらで、不具合である。森教育委員長のときには、地場産品の活

用も重要で、町を挙げて出荷と生産の組織設立に向けた準備委員会を早急に設置す

るよう提案ありましたが、どこまで進んだのかとの質問に対し、農林課、教委、Ｊ

Ａの間で協議し、ＪＡを通じて増やす努力をしてもらっているが、組織的には進ん

でいないとの答弁がありました。 

 執行側より、調理員は夏休みや毎月の職員会議に代表が１名出てもらっており、

行事や給食の内容を考えていく体制をとっている。子どもたちとのかかわり、教職

員とのかかわりが大事であり、直接的な指導ができないことを危惧していると答弁

がありましたが、委員より、今言われたことがなぜ民間にできないのか、民間でも

可能だ。民間は資質の向上はしないと聞こえるが、親切、丁寧が現実であり、先進

地では給食委員会ですべて解決されている。 

 執行側より、町でまとめて検討した資料を配布したいという申し出があり、午後

３時10分、暫時休憩し、３時28分再開し、資料の提出がありました。 

 議長より、小学校の材料調達の仕組みについて、地産の把握や地元産のチェック

について質問があり、地産の確認は請求書等伝票で確認し、地場産が入らないとき

もあるが、地域の商店であり、顔の見える関係で対応してもらっていると思うとい

う答弁がありました。 

 委員より、石部中に視察に行ったとき、人件費が高いので民間委託と思っている

が、子どもたちの食の安全を考えると直営がいいと思っており、いまだに民間委託

されていない。また、偽装請負になり、違反と言われたという意見もありました。 
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 委員より、給食調理員の給与が674万円であるが、これは何日の勤務で、この給与

についてどのように思うかとの質問に対して、正規職員なので約200日ぐらいで、８

人の平均給与です。高齢なので平均の給与が高くなっていますと答弁がありました。 

 議長より、民間委託はすべて偽装請負と解釈されているのかとの質問に対して、

それぞれの自治体で判断されていることなので、それについては答えられないと答

弁ありました。 

 給食費の削減による保護者の負担の軽減や偽装請負について調査が必要であると

いう意見もあり、委員長より、教育委員さんを交えて意見交換をしたいと申し出を

いたしました。異議なしの声があり、後日、意見交換の日を設定させていただくこ

とになりました。 

 閉会にあたり、町長よりあいさつをいただき、午後４時20分に終了いたしました。 

 以上で学校給食問題検討特別委員会委員長の報告を終わらせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 次に、企業誘致・幹線道路整備特別委員長 ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） それでは、平成24年度第２回定例会、企業誘致・幹線道路整備

特別委員会の委員長報告を行います。 

 去る３月21日、午後１時57分より第２委員会室において企業誘致・幹線道路整備

特別委員会を開催いたしました。出席者は委員全員と杉浦議長、執行側より藤澤町

長をはじめ担当課職員の出席のもと、町長および議長のあいさつを受け、12月以降

本日までの経過について、塚本商工観光課長ならびに橋本建設計画課参事の説明を

受け、直ちに意見交換に入りました。 

 委員より、土山蒲生近江八幡線改良事業の要望について、知事と話した中で感じ

たこと、町の思いは何か。町道西大路鎌掛線で建物補償交渉の見通し状況が聞きた

い。また、平和堂新店舗について、地元の商店街も含めて町に対して問い合わせは

あったのか。町と商店街と商工会との協議は進んでいるのか。12月28日に県に対し

て町の意見書を出したが、どのような内容か。県の回答との整合性の説明が聞きた

い。答弁、土山蒲生近江八幡線は甲賀土山インターから蒲生スマートインターまで

の接続道路で、大変重要であるとの認識であります。知事は道路事情を知っておら

れ、事業費はいくらかかるかの確認がありました。県の財政事情もあり、大きな事

業費について苦慮されているようであります。町の思いは、重要な路線であり、ア

クションプログラムに計画されており、費用はかかるが、早期に着手すべき路線と

の認識を持っているので強く要望していかなければならないと思っております。ま

た、甲賀市と協議、調整をしながら進めていくことが必要と考えています。 

 ２番目に、町道西大路鎌掛線の用地補償については、23年度において２件の補償

物件とも前向きに補償交渉に向き合ってもらっております。建てかえも含めて本人

と協議をしているところであります。 
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 ３つ目、新平和堂については、４月に地元商店街と商工会で委員会を立ち上げ、

協議していくことを商工会から聞いています。ここから事業計画平面図を示してい

ただきながら、１万平米以上の開発事業を行う事業者は事前に滋賀県知事に届出を

出す必要があり、知事はこの開発に対して市町に意見を求め、市町が意見を知事に

提出すると県から開発事業者に通知をする。町は農地法に関する関係手続き、里道・

水路の協議ならびに官民境界の手続き等、法律に基づく諸手続きを進めることの意

見を提出しました。具体的にはそれぞれの項目について事業者が関係部署と協議が

整えば、日野町と開発協定を結ぶことになります。 

 委員より、都市計画道路街路番号333は４車線化となっているのか。答弁として、

国道307号の交差点改良の時点で出雲川まで都市計画道路の幅員を確保した買収を

しています。 

 委員より、町内のすべての事業者が加入している商工会の企業協議会があるが、

今はどうなっているのか。機能しているのか。答弁、年に２回程度の研修会に参加

している。 

 議長より、新平和堂の用地内で文化財の試掘調査が行われている。開発申請の届

出との兼ね合いはどうなのか、法的に文化財の調査はできるのか。答弁、文化財の

発掘調査は、開発業者から事前に届け出があった場合は試掘ができます。 

 議長より、信号機の設置について、国道477号の信号機と近いが、協議はしている

のか。交通渋滞を考え、企画振興課で現状把握をし、関係各課の意見を聞いて、出

入口はこの辺りが望ましいと計画段階で押さえておいてほしい。答弁、交通関係に

ついては関係部署と事前協議をするよう意見はつけております。県からも、東近江

警察署と交通渋滞について協議をすることの意見がついていると聞いておりますが、

現時点では、こちらから具体的な指示はしておりません。 

 議長より、土山蒲生近江八幡線の工事費は50億円ほどかかると言われている。そ

のため、県の技術者が内池バイパスから町道内池水口線に結び、曙団地の307号を南

下して国道１号に結ぶルートが一番早いと言っている。こんな計画はとんでもない

話であります。従来の要望活動でよいのか。町として強い要望活動が必要ではない

のか。答弁、県の担当者や部長もネックとなるのは事業費であり、費用対効果が厳

しいとの考え。要望は、期成同盟会とも歩調を合わせ強いものにしていかないとと

の思いがあります。この路線のメリットは、日野の方が大きく、甲賀市をどう動か

すかである。アクションプログラムの後期に着手の計画で、東近江土木事務所では

法線検討もされ、投資もしている。両市町で調整を図り、期成同盟会ともタイアッ

プして一緒に動く必要を感じている。 

 委員より、内池バイパスをアクションプログラムに載せるのは24年度か、その反

応はどうか。答弁、県では、今年度に必佐バイパスの終点から町道内池水口線まで
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の交通量調査と概略設計を実施している。このことにより、日野駅前の交通緩和、

国道307号への接続に効果があると理解されていると認識しているものです。改めて

アクションプログラムに載せてもらう路線であることを再度示したものであります。

県の方も進めていくべき路線の認識はされていると感じております。 

 委員より、安心・安全と過疎化防止対策上から道路は必要である。費用対効果と

言われてどのように考えているか。答弁、車両の離合も困難な道路は安心・安全と

は言えないことは要望書にも記載をしております。費用対効果だけで判断されると、

山間部の集落等はこのままではよいとはならない。県は、財政事情により、事業費

の大きいもの、費用対効果の上がらないものは採択が難しいというが、費用対効果

だけで割り切れないところはあるので、町としても採択にあたり、そこへの配慮を

要望してまいります。 

 議長より、内池バイパスの先線について、近江鉄道や日野川を越える計画となる

と100億円近い費用がかかる事業となるが、１号線につなげる話が既成事実となって

は困るので、木津の方に抜ける思いを通してほしい。答弁、土山蒲生近江八幡線は

試算で50億円を越える。今後は計画ルートも含めて、いかに安価にできないか、十

分な検討が必要になるのではないか。町として一番よいのは、日野から甲賀土山イ

ンターへ、また、日野から蒲生スマートインターに接続するのがベターな形である

という思いであります。 

 委員より、進出企業について、地元への説明はどのような内容なのか。また、年

に数回の問い合わせがあるということだが、問い合わせについての説明をしてほし

い。昨今は企業が海外へ出て行く状況が続いているが、企業が日野町から出て行か

ないように事前に情報を集めることはしていないのか。答弁、進出企業の地元説明

会は、製造業は製造されるものの説明であり、地元からの要望はありません。廃棄

物処理業の場合は、環境アセスにかかわる説明会を２回しなければならないので、

公害防止の話が出てくる。現状は、出ていかれれば新たに企業が入ってこられるの

でありがたく思っておるところです。撤退される企業の情報は大変つかみにくい。 

 委員より、年に数件の問い合わせについて説明をお願いしたい。答弁、県の企業

誘致推進室が窓口になって県から本町に問い合わせがある。業種や敷地面積に適合

する場所がないかとの問い合わせが多い。町に直接問い合わせの場合は、県のホー

ムページを見ての場合が多い。第二工業団地に２区画、寺尻工業団地に１区画があ

るが、最近の問い合わせは面積的に小さく、500坪や1,000坪程度で、条件が要望に

合わないのが現状である。 

 委員より、要因は面積的な問題か。答弁、寺尻工業団地は製造業しか誘致できな

いため、物流関係はお断りしている。第二工業団地は国道沿いで細長い形状であり、

進出の条件には入ると思う。 
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 委員より、検討の余地があるところではあるが、撤退の話は聞いているか。答弁

として、具体的な話はない。また、撤退の話も今のところ聞いておりません。 

 以上で意見交換を打ち切り、午後３時５分、町長のあいさつをいただき、委員会

を閉会しました。 

 これにより、企業誘致・幹線道路整備特別委員会の委員長報告を終わります。 

議長（杉浦和人君） 以上をもって、各委員長の報告を終わります。 

 昼食の時間ですけれども、会議を続行しますので、ご了承をお願いいたします。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

－な     し－ 

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

ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

 １番、村島茂男君。 

１番（村島茂男君） 「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

求める請願書の不採択について反対討論をさせていただきます。 

 委員長の報告で、請願趣旨の４番目のところが問題となったことについて、私は、

委員長の報告の中にもありましたが、請願者側だけが滞納しているのではなく、納

税義務のある者全体的にこのような判例があるという説明であると理解しておりま

す。私も納税者であり、きっちり払っている者としては、滞納は当然いけないとい

うことは思っていますが、この上、増税はますますの状況悪化を引き起こすことは

必至であると思います。このことが問題になったわけですが、私は、これ以上に、

このような状況の中、また、デフレの中、震災復興の最中に消費税を上げるのはど

うかと思っております。消費税は、名のとおり、消費また生活に直接かかわる税で

すので、すなわち低所得者に重くのしかかるのは必至であります。私は、このこと

を重く感じ、請願の不採択に大変残念に思い、反対討論をさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） ほかに討論ありませんか。 

 12番、平山敏夫君。 

12番（平山敏夫君） 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に対し、原案不採択、委員長報告に賛成の立場で討論を行

います。 

 消費税導入時からいろいろ問題のある税が導入されたと思っていました。ぜいた

く品も、生活用品、食材に対して一律のパーセントでかかる税は、低所得者を苦し

めるだけであり、過酷の税金となっています。今国会において消費税増税の議論が
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行われていますが、まず国会議員、国家公務員が姿勢を正すべきであります。日野

町議会においては、私が初めて参加させてもらったときから３割の議員削減を図り、

地方公務員においても権限委譲により仕事の量、内容も大変な状況であり、給与に

ついても減額している状況であります。まずは国民に対して説明責任を果たして、

増税への理解を求めるべきであります。このようなときに、当然、地方議会の立場

は、住民の苦しみ、地方が疲弊している状況を国会に対し意見書の提出は当然の行

為であると思いますが、今回の請願書について、第１項目めから第３項目ならば採

択すべきと思いますが、第４項目めに書かれている文面は理解できません。消費税

は５パーセントの今でも価格に転嫁できない中小業者において身銭を切って納税す

る過酷な税金になっており、近畿では税金滞納額の半分を消費税が占めているほど

です。消費税10パーセントが中小業者を一層の営業困難や廃業に追いやることは必

至で、地域経済や地域社会への一層の疲弊につながるからですと書かれています。

私の思い、問題点は、自分の仕事の確保に相当な努力が必要であり、身銭を切って

まで行っている状況は、私も同じですが、消費税への転嫁とは別問題であります。

税金滞納額の半分を消費税が占めているとある部分は、問題であります。消費税は

預かり税であり、請願を採択することは議会が横領罪を認めることになります。議

会においても、多くの議員が滞納について指摘されている。現状を考えても、今回

の請願は議会が認め採択できるものではありません。以上のことから、委員長報告

の不採択に賛成して、討論を終わります。 

議長（杉浦和人君） ほかに討論はありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、討論を終わります。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。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、別に反対討論がありませんので、一括

採決をいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、一括採決いたします。 

 各案に対する委員長報告は、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）については原案可決であります。各案は、

委員長報告のとおり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、委員長報告のとおり原案可
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決と決しました。 

 続いて、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」について採決いたします。 

 本請願に対する委員長報告は採択であります。本請願は、委員長報告のとおり採

択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、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」については、委員長報告のとおり採択と決し

ました。 

 続いて、請願第４号、「こんな時に消費税増税を行わないこと」との意見書の提出

を求める請願書についてを採決いたします。 

 本請願は、委員長報告は不採択であります。したがって、原案について採決いた

します。 

 請願第４号、「こんな時に消費税増税を行わないこと」との意見書の提出を求める

請願書について、原案のとおり採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

－起 立 尐 数－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立尐数であります。よって、請願第４号、「こんな時に消費税増税を行わないこ

と」との意見書の提出を求める請願書については、不採択と決しました。 

 日程第２ 議案第26号、平成23年度日野町一般会計補正予算（第５号）に対する

付帯決議についてを議題といたします。 

 付帯決議案の内容については、お手元へ印刷配付のとおりであります。提出者よ

り提案理由の説明を求めます。 

 ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） ただいま議題となりました日程第２ 議第26号、平成23年度日

野町一般会計補正予算（第５号）に対する付帯決議についての提案説明を申し述べ

ます。 

 この付帯決議案は、先ほど予算特別委員会委員長報告で申し上げました小林議員

より出されました付帯決議案そのものであります。学校給食問題検討特別委員会の

正副委員長をはじめ、委員の代表者ならびに委員以外の代表者の合計５名の署名議

員の賛同を得まして、私が代表して提案理由を申し述べます。 

 昨年11月１日、平成23年度日野町一般会計補正予算（第３号）、日野中学校給食室

新築工事設計委託料計上予算に対しまして、学校給食に民営化を導入することの付

帯決議が賛成多数で可決されました。しかし、以降の議会、本会議や学校給食問題
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検討特別委員会における町長や教育長の答弁は、この付帯決議を無視したものであ

ります。今議会におきましても、教育長の答弁は、経費はかかるかもしれないが、

中学校給食は直営方式でいきたいの繰り返しであります。 

 昨年９月21日の学校給食問題検討特別委員会で、私は、公設民営化について、年

内12月をめどにどのような委託契約を結ぶことが教育上の観点から大切か調査研究

されたいと提案いたしました。答弁は、年内12月をめどに調査研究していきたいと

の答弁でありました。しかし、教育委員会事務局の調査研究は付帯決議に真摯に向

き合わず、民営化を阻止するためのものでありました。 

 そこで、議第26号、平成23年度日野町一般会計補正予算（第５号）に対する付帯

決議ついて、当該予算の可決に伴い、皆様のお手元にお配りさせていただきました

とおり、町長と教育長に適切な措置を求めるものでございます。 

 議員各位のご賛同をよろしくお願い申し上げ、提案理由とさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 議第26号、平成23年度日野町一般会計補正予算（第５号）に対

する付帯決議案について、質疑をさせていただきます。 

 付帯決議案によりますと、民営化による調理員の人件費削減を強く要望されてい

ます。私は、ここまで人件費削減にこだわることよりも、一番に大切なことは、子

どもたちにきちんとした給食を提供することであると考えます。そのためには、き

ちんとした給食を提供するための、きちんとした環境を整備することが最も大切で

あると考えます。現在は教育委員会ならびに学校教員、栄養教諭と調理員が一丸と

なって献立の作成、食材の調達、そして事前に調理員との調理の段取りや調理手順

の打ち合わせを行い、限られた時間の中で給食の時間に間に合うように大変な業務

に勤務していただいていると認識しています。給食は学校教員、栄養教諭、調理員

などの教職員全員で行うべきものであり、調理員だけを民間業者に頼んで、果たし

てきちんとした給食の配給はできるのか懸念をし、心配するところであります。中

学校給食においては初めての取り組みでもありますし、なれるまでは混乱するので

はないかと心配もされるところです。給食運営にあたっては、混乱が起きないよう

に、これから現場である学校との話し合い、議論、調整がまだまだ必要である状況

にあります。そんな中において、調理員と学校教員、そして子どもたちとの関係は

一体的なものでないとスムーズに給食をスタートすることができないのではないか

と心配されます。給食の運営が混乱しないように、安定するまではきちんとした給

食を提供することを優先して直営方式での調理員の採用をするべきと考えますが、

どうですか。お伺いをいたします。 
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 そして、４番にあります児童との交流、学校行事への参加を図ることなど、現在

と同じように、ふれあいや交流を保つよう指導することとあります。子どもたちと

の日常的なコミュニケーションが食育の中で大事な部分であることは認識されてい

るようです。この部分についても、私も同意見であります。果たして民間の調理員

にここまで求めることが可能なのか、疑問視するものであります。私は、現在と同

じように求めるならば、直接の調理員にすべきと考えます。 

 以上、この２点について提案者であります蒲生議員のご意見をお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君の質問に対する発議者の答弁を求めます。 

 ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） ただいま齋藤議員からご質問をいただきました。環境整備が大

切だと、このために環境整備をするための費用を惜しまないと、こういうことには

私も賛同をいたすところでございますが、だから、今現在、小学校にある給食施設

は、整備はできていない。こういう中において、今中学校はいろんな設備がきちっ

と整う、環境整備ができてくる、こういうふうに思っております。安定するまで、

こういうところでございますか、だからこそ、一番に申し上げているように、民営

化に向けての業者選定に早急に着手する、問題のないように今から取りかかる、こ

ういうところでございます。 

 ４番目の可能なのかと、こういうところでございますが、先進地事例を見る中に

おいて、十分その面については問題がないと、こういうふうに思っております。ま

ず業者選定にあたるときに、それらを十分聞き取り、その中でつくっていけば、そ

の問題は解決すると、こういうふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） それでは、付帯決議につきまして３点ほど質問させていただき

ます。 

 まず第１に、２番目に書かれております食材料、教育委員会云々で、そういった

方式に改めるという、そういったことが書かれておりますけれども、これは何を意

味されているのか、その点、ご説明をお願いしたいと思います。 

 それと２つ目でありますけれども、特に３番のところで書かれておりますけれど

も、民営化によって人件費の削減が図れるとして、今後、正規の給食調理員さんを

採用しないということが明記されております。私は、特に現在、小学校や保育所に

も町の採用の調理員がいるわけであって、近く、１年、２年すれば退職される方も

おられるかと思いますけれども、この民営化のために採用しなければ、単に中学校

だけでなくて、小学校や保育所、日野町全体に影響を与えていくものだということ

は言えるのではないかなと思います。そういった意味から、特に教育現場や保護者
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との協議、議論もまだ今のところない、全町的な議論はないわけでありまして、経

費節減できるということだけで民営化を強要というのか、強引に为張されることは、

余りにも乱暴的な言い方ではないかなということを思いますけれども、その点につ

いてご説明をお願いしたいと思います。 

 あと１つは、特に公共的な、公的な、とりわけ教育現場においては、あくまでも

公的な責任、責務、これは特に重視されると私は思います。そういった意味から、

民営化はそぐわないものであるということが結論的に言えると思うわけであります。

そういった意味から見て、調理員を民営化すれば偽装請負という話になり、違法行

為にあたるということがいろいろ言われているわけでありますけれども、そういっ

た点につきましては、現時点ではどのようにお考えであるのかご説明をお願いした

いと、このように思います。 

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

 ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） ３点ご質問をいただきました。 

 １番目は、この地産のことについて何を意味しているのか、こういうところでご

ざいます。現在の食材の購入は、各小学校で行っております。このために、それを

教育委員会が行うと、一括購入してやっていくと、こういうふうに改めて、こうい

うふうに求めるものでございます。何を意味するかとは、今個々にやっているもの

を全体でやっていくことによって効率化を図っていく、こういう意味合いでござい

ます。 

 ２番目の人員の件でございますが、先ほどの提案説明でも申し上げましたが、昨

年の11月１日の付帯決議案に真摯に向き合ってこられていない、こういうところで

ございまして、先ほど申し上げましたが、ここに載っております、地方公共団体の

適正な請負（委託）事業推進のための手引き、こういうものがございます。こうい

う出ているものをきちっと調べて、これに対応できると書いてある、そのことをき

ちっと調査する、そういう姿勢が全くできていない。そういうことに真摯に受けと

めてやられるまでは、こうすべきかほかにないのかなと、こういうふうに思います。

公的な責任についても、民営化はよろしくないと、こういうところでございますが、

偽装請負についての答弁は、11月１日のときにも、對中議員からの質問にお答えし

ておるとおりでございます。法的には、委託者が委託請負業者の個々の事業に対し

て、直接、恒常的に指揮命令を行うことを禁じているのであり、仕様書に基づくも

ののほか、日常的、一般的な調理行為の指示等を業者の業務責任者と打ち合わせ、

協議により行うことは問題がないところでございます。また、食品衛生上等により、

緊急な場合は必要に応じて直接指示を行うことができるとされております。 

 先ほど申し上げました地方公共団体の適正な請負（委託）事業推進のための手引



 

5-45 

き、ここの効率的な取り組みモデルの紹介、学校給食調理業務の効率的な実施方法

の紹介がございます。ここでもそのことは申されていると、こういうふうに解して

おります。 

議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） 最初に、食材の例の一括購入の関係でありますけれども、現時

点では各小学校ごとに購入されているということを一括にするという意味でありま

すけれども、１つ、これもいろいろ検討はしていかなければならない部分もあるの

かなと思いますけれども、今、各小学校で購入されているのは、地元業者を育成、

そういった立場からされているわけであって、単に食材費が安くつくから云々とい

う発想ではどうかなということを思います。そういう意味では、その地域、その地

域で購入できるよさがあるのではないかなと思いますけれども、その点から見て、

この一括購入はどうなのかということを逆にまたご質問させていただきたいと、こ

のように思います。 

 それから、２つ目の例の給食調理員さんの正規職員を採用しないということであ

りますけれども、確かに真摯に向き合っていない、こればっかりを言われているわ

けでありますけれども、私は、この中で、特に民営化の問題は、現在の中学校のと

ころの民営化で、給食調理員さんの民営化の議論がいろいろされてきたわけであり

ますけれども、この議論をしてきた内容が小学校、保育所まで影響する範囲を広げ

てしまっている、そういう付帯決議ではないかなということから見ても、順序から

見ても、これはおかしいのじゃないかなということを思うわけですね。その点、拡

大されてきている。何か真摯に向き合ってないから、さらにやるんだという、そう

いうような乱暴的なやり方だなということを私は思いますけれども、その点につい

てのご説明をお願いしたいと思います。 

 それからあと、最後の偽装請負の問題でありますけれども、いろいろ直接指示な

どがされると違法行為に近づく、違法行為になるということがいろいろ言われてい

るわけで、あの手、この手で仕様書に書くとか何とか、こうとか言われております。

ただ、問題なのは、今、偽装請負を回避しようと思えば、設備や資材や業務、すべ

てをその業者に任す、まさに丸投げをしなければこの偽装請負は解決しないわけで

すね。そういう点から、あの手、この手でやっても、結果的には偽装請負に近づく

というところに問題があるわけです。そういう意味では、私は、特に調理業務だけ

を民営化にするという、こういうことは重大な問題だと思います。そのためには、

公の立場の責務としては、疑わしいことには手をつけない、これは基本だと思いま

すけれども、その点についてのお考えを聞かせていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 食材が安くつくから、そういう意味で申し上げているわけでは
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ございません。一括することによって地元産品を有効に、今以上に、今の地元産品

使用率は非常に尐ないところでございます。それをいかに増やしていくか、こうい

うところでございます。そのための策でございまして、また、他市町村において、

先進地はこのようにやって上げておられる、先進地に学ぶ姿勢が大切かなと、こう

いうふうに思うところでございます。 

 ２点目でございますが、教育長答弁を聞いておると、今後、小学校もそういう形

に持っていきたい、こういう答弁も端々に伺えるところでございます。保育園につ

いては、それぞれ各ところでやっていかねばならない、これは当然のことでござい

まして、それを委託化するということには、私は今は時期尚早であろうと、こうい

うふうに思っておりますが、小学校のいずれ施設の改修のときには委託化、民営化

等の検討もなされるべきだ、こういうふうに思っておりますし、そういう姿勢を示

しておられますので、あえてこういうふうに掲げたところでございます。 

 ３点目の偽装の問題でございますが、先進地で行っておられる。現に民営化は民

間委託が増えてきている。減っていれば、對中議員の言われることもそれなりに理

解ができるのですが、現に増えてきている。そのことは問題が解決されてきている、

こういうふうに思っておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 13番、對中芳喜君。 

13番（對中芳喜君） 最後に私の一言を述べておきたいと思います。今回、偽装請負

の問題、いろいろ、民間委託化の問題が全国的に増えてきている、これは確かにそ

うだと思います。ただ、私たちが今本当にここで考えなければならないのは、学校

給食法がきちっとした公の教育、教育的な立場が食の教育をすごく強めて書かれて

いるわけです。これを大いに推進していくことが行政の立場であるし、公の立場か

なと、このように思います。ただ、今問題なのは、これに付随したありとあらゆる

国からの通達があるわけですね。この通達が学校教育法と逸脱しているわけです。

そこの問題をやって、今けんけんがくがく、全国的に行われているわけです。つま

り、それだけ大きな問題、もめているような状況の中で、私は、公の立場としては、

きちっと疑わしいところには手をつけない、こういう姿勢を望んでいる、そういっ

た立場で質疑をさせていただきましたので、どうかそういった立場をさらに私は訴

えまして、質疑は終わらせていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

－な     し－ 

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

ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 



 

5-47 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認めます。質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） 議第26号、平成23年度日野町一般会計補正予算（第５号）に対

する付帯決議案に反対する立場で討論をいたします。 

 まず、前回の付帯決議同様、この付帯決議を出す提案も、検討も学校給食問題検

討特別委員会においてされていませんし、民間委託については、その委員会におい

ても意見が分かれております。ですから、前回の付帯決議についても全会一致のも

のではなく、５名、日野町議会では３分の１以上の反対があり、賛成は３分の２以

下でありました。全会一致と多数での議決は重みは全く違うものです。まずそのこ

とを最初に申しておきます。 

 私は今回、日野町の子どもたちの教育、食育はコスト削減、運営の合理化よりも

町が責任を持って行う安心・安全な直営方式が最善だと思い、討論をいたします。 

 今回の付帯決議案は、私から見れば、どれも大変乱暴なことが書かれています。

まず、先進地事例に学びという言葉がよく出てきておりますが、民間委託をしてい

るところが先進地であるとは思いません。学校給食における民間委託は、1985年、

昭和60年に行政改革により文部省が学校給食業務の運営の合理化についてという通

達を出し、民営化が進みました。全国的に受託業者の多くは、日本給食サービス協

会に所属し、2008年４月現在で286社の株式会社が参入をしています。その日本給食

サービス協会の集団給食経営合理化マニュアルの中の学校給食への提言では、つく

り手の負担を考えない強化磁器の使用はやめる、作業の大変な手づくりはほどほど

にする、食材の一括購入と冷凍食品の活用をする、献立が複雑すぎては採算が合わ

ないというものです。こうしたマニュアルの存在は、食の安全の観点から無視でき

ない要素となっています。その後、2005年、平成17年に食育基本法が制定され、栄

養教諭制度も導入し、学校給食を生きた教材として活用し、食に関する指導を行っ

てきました。2008年、平成20年には学校給食法が改正され、第１条の目的に、学校

における食育の推進が加えられ、第２条の目標では、学校給食が単なる栄養補給の

ための食事にとどまらず、学校教育の一環であるという趣旨がより明確になりまし

た。食育基本法も、学校基本法も、学校給食法も、いずれも学校給食を生きた教材

としつつ食育を推進する上で重要な観点となっています。 

 そんな中、民間委託の労働者派遣法の違反、偽装請負の疑いが持ち上がってきま

した。2010年の衆議院文部科学委員会においての日本共産党の宮本議員の、偽装請

負を回避しようとすれば、丸々業者に任せてしまうか、あるいは調理業務の民間委

託をやめて直接、安全に責任を持つか、どちらかしかないとして、昭和60年に文部

省が出した学校給食の民間委託を推進する学校給食業務の運営の合理化についての
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通知の撤回を求める質問に対し、川端文科大臣は、合理化通知の撤回までは判断は

つきかねるとしながらも、効率化を求めるために食育が犠牲を強いられることはあ

ってはならない、また、学校給食本来の目的、果たすべき役割を損ねてまで合理化

するのは本末転倒だと答えています。 

 このような情勢の変化の中で民間委託を計画していたところも、行政が疑わしい

ことには手をつけないというところから直営に変えているのです。学校給食の民営

委託が先進的ではなく、学校給食本来の目的を町が責任を持って行うことこそ、い

まや学校給食法、食育基本法に沿った先進的なことだと私は思います。 

 また、予算特別委員会においての賛成討論で、学校給食問題検計特別委員会の委

員長は、名前を間違え、對中議員の質問でと言われていましたが、原発問題で学校

給食食材用の放射能測定器を町の各学校に設置を望む質問をしたのは私です。その

質問をなじるかのように、そんな質問をするよりすべてを地産地消にすることを進

めるべきだとの旨の発言があり、私は、自給自足と地産地消を間違えておられるの

かなと思いました。地域でとれるものは地域で消費すること、地域の産物を学校給

食に活用する、これが学校給食における地産地消であり、自給自足は自らの需要を

自らの生産ですべて満たすことであります。日野町はもとより、滋賀県は海に面し

ておらず、給食に使う魚、海草、また気候の違うところでとれる野菜、果物は地元

でとれないので、必然的によそのものを仕入れることになります。その食材に使う

ための測定器を私は言いました。給食における地産地消を進めることは必要ですが、

地場産品使用率50パーセントも容易なことではありません。 

 また、３項目めに、今後、正規給食調理員の採用を行わないこととうたわれてい

ますが、現在８名の正規給食調理員がいますが、24年度末で３名が退職となります。

退職補充も行わないとなれば、現在、給食を行っている小学校での給食まで民営化

せよということになり、このことは町全体の教育委員会、学校現場、保護者等の間

で十分議論すべき大きな問題であります。このことを見ても、大変乱暴なものです。 

 第５次総合計画の基本方針には、子どもがはつらつと育つまちとあります。まさ

に子どもたちは日野の宝です。子どもたちが健全に育つために、町が全責任を持っ

て直営での学校給食を実施することが当然であり、最良だとの観点から、私はこの

付帯決議案に反対といたします。 

議長（杉浦和人君） ほかに討論ありませんか。 

 ４番、堀江清一郎君。 

４番（堀江清一郎君） 付帯決議につきまして、賛成討論を申し上げます。 

 学校給食問題検討特別委員会を今日まで11回開催し、いろいろと委員会の中で議

論を重ねてまいりました。今日、会社等の不景気等で収入が減額され、また、国民

の義務で苦しい中でも税金をおさめられている皆さんのお気持ちになって、今回の
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学校給食室をつくるにあたり、適正な税金を使わなくてはなりません。本当にこれ

でいいのか自問自答してまいりました。委員会として、自校方式の方がセンター方

式よりもコスト面で高くつくが、日野町においては合併特例債を活用することがで

きないがゆえに、今、センターを建設する資金の余裕すらなく、住民の要望にこた

えて建設する自校方式となりました。しかし、ランニングコストが高くつく面につ

いては、運営方式を考えることでランニングコストを抑えなければなりません。日

野町の平成22年度の決算では、正規給食調理員１人当たり637万円であり、平成24

年度の予算では674万であります。国民の平均給与は412万であり、今日の厳しい状

況の中、直営方式で住民の皆さんが本当に納得していただけるのでしょうか。納税

される住民の立場に立って考えるならば、経費の削減を図り、学校給食の民営化を

導入しなければなりません。経費節減された分においては、給食設備にすばらしい

器具を導入し、時間の短縮や内容の充実を図ることが望ましいのではないでしょう

か。特別委員会の中でも地産地消の食材を使わなくてはならないという意見も出て

おりますが、本当に食の安全を考え、早急に町を挙げて取り組み、安全・安心な学

校給食をつくらなくてはなりません。 

 今、定例議会前に公設民営化を実施されている近江八幡へ勉強に行ってまいりま

した。委員会の中で公設民営は偽装請負になるということでしたが、実際、実施さ

れている学校があるのです。公設民営化により経費削減の成果が出ており、問題な

く実施されていることを聞いてまいりました。学校給食委員会や物資調達委員会等

を設置し、生徒や保護者、住民の皆さんが本当に喜んでいただける学校給食を一日

でも早くつくることをお願い申し上げ、付帯決議の賛成討論といたします。 

議長（杉浦和人君） ほかに討論ありませんか。 

 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 私は、議第26号、平成23年度日野町一般会計補正予算（第５号）

に対する付帯決議案に反対の立場で討論を行うものでございます。 

 学校給食法第１条には、学校給食が児童および生徒の心身の健全な発達に資する

ものとし、食に関する正しい理解を養う上で重要な役割を果たすものであります。

学校給食の普及充実と学校における食育の推進を図ることを目的としており、第２

条では、学校給食の目標が定められ、適切な栄養摂取による健康の保持や望ましい

食習慣を養うこと、また、学校生活において協同のつながりの中で社交性を身につ

け、自然の恩恵に感謝しながら、地域の伝統的な食文化にも理解を深め、学校教育

法に規定する義務教育諸学校で実施し、第４条では、この義務教育諸学校の設置者

は当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるよう努めなければならないと

されています。また、第５条では、国や地方公共団体は学校給食の普及と健全な発

達を図るよう努めなければならないとしております。第７条には、学校給食栄養管
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理者についてでありますが、教育に関する資質と栄養に関する専門性を持ち合わせ

る職員として、栄養教諭や栄養士法によるもので、学校給食の実施に必要な知識、

経験を有する者でなければならないとされております。第８条には、学校給食の実

施基準が設けられ、第９条には、学校給食衛生管理基準が定められ、従来の通知か

ら義務化へと法制化されました。義務教育諸学校の設置者は、学校給食衛生管理基

準に照らして適切な衛生管理に努めなければならないとされております。また、学

校給食法施行令第２条では、学校給食に従事する職員に要する給与やその他の人件

費は義務教育諸学校の設置者が負担すべきものとしております。 

 こうしたことから、各法を素直に総合的に理解するならば、設置者は自らの責任

において直接的に学校給食を実施する義務があり、これを民間業者に委ねることは

許されないものであります。ところが、残念なことに、労働者派遣法に無頓着な自

治体も多くあります。先ほども言われましたとおり、80年代の後半に地方行革が叫

ばれる中で、学校給食の調理業務の民間委託が進められてきました。これは小中学

校の給食調理業務だけを取り出して、民間企業に委託するというものであります。

ちょうどそのころ文部科学省も学校給食実施状況調査がされ、学校給食の民間委託

が増加しているとされていました。また、これと同時に、これは請負ではなく違法

派遣であると指摘されることが相次ぎました。 

 ここで問題にしたいのは、この派遣と請負との区別の基準についてであります。

派遣ではなく、請負であるというためには、労働省告示第37号に定める１つには、

労務管理上の独立性のことであります。２つ目として、事業経営上の独立性のこと

であります。この２つのいずれの要件も該当しなければならないとされております。

とりわけ学校給食の調理の民間委託の場合に問題となるのは、まず１つ目の労務管

理上の独立性の問題であります。そのうち、業務の遂行に関する指示、その他の管

理を自ら行うという要件でございます。すなわち、調理員に対する業務の遂行方法

に関する指示は、給食会社がしなければならないということです。ところが、学校

給食は無理なことです。なぜなら、調理員は自治体職員である栄養士の指示に従わ

なければならないとされています。 

 先ほど来、淡々と申し述べてきました学校給食法の第７条に、学校給食栄養管理

者の職員について、文科省の局長通知では、学校栄養職員の職務内容について、栄

養職員の指導、助言の義務が明言されております。また、成立いたしました学校給

食法第９条に学校給食衛生管理基準が定められました。文科省平成21年３月31日告

示第64号、学校給食衛生管理基準でありますが、このことにより、学校給食調理場

の衛生管理に関する指導体制についてでも、学校給食調理場等において栄養教諭お

よび学校栄養職員が衛生管理に関する職務を円滑に遂行できるよう職務内容につい

て定められています。１つには、学校給食に関する基本計画の策定の参画でありま
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す。２つ目に、学校給食における栄養量および食品構成に配慮した献立の作成であ

ります。学校給食の調理、配食および施設整備の使用方法等に関する指導・助言で

あります。調理従事者の施設設備の衛生および食品衛生の適正を期すための日常の

点検指導であります。学校給食の安全と食事内容の向上を期すための検食の実施お

よび検査用保存食の管理であります。学校給食用物資の選定、購入および保管への

参画などが考えられるとされております。そうなりますと、１つ目の管理上の独立

性の要件がもうここで満たされておりませんので、この段階で適法な請負とは言え

ないのであります。 

 また、前回の臨時会のやりとりの中でも、今回も質疑の中での議論がありました

けれども、その民間委託を推進しようとされる方は、栄養士は給食会社の管理者に

対して仕様書による指示をすればよいと言われましたが、しかしながら、これは現

場を全く見ていないものであります。栄養士は単に献立決定やカロリー計算をすれ

ばよいというわけにはいきません。野菜の切り方や細かな味つけまでも責任を持っ

て指示、管理しなければなりません。給食開始時間に間に合わせるためには、適切

な調理開始時刻や加熱時期についての指示も不可欠であります。このように現場の

調理に対して毎日子どもたちに最もよい状態で給食を提供するためには、詳細な指

示文書を使って栄養士や調理員との打ち合わせは、これは不可欠なものであります。

つまり、栄養教諭等がこのようなことを現場の調理員に対して直接指揮命令ができ

なければ、安全でおいしい給食ができるはずがないのであります。したがって、学

校給食調理業務の民間委託は必然的に偽装請負とならざるを得ません。 

 先日も議論の中でありましたが、湖南市の小中学校の給食の調理業務を民間委託

し、市の栄養職員が作成した献立表をもとに教育委員会が食材料を購入し、民間調

理員が調理するという計画でありましたが、受託業者が自ら調達する設備、資材に

より業務を処理することに違反すること、さらに、栄養職員が委託業者の現場責任

者に対して指示することも指揮命令する行為になるとして、偽装請負に該当すると

いう見解であったため、民間委託を見送っております。このことは、滋賀中日新聞

の９月５日付けに掲載されております。 

 また、兵庫県の丹波市の柏原・氷上学校給食においても、同様に断念されており

ます。2010年２月には、愛知県春日井市学校給食もそうであり、蒲郡市、鳥取県の

岩美町、新潟、長野など、一たん民間委託されたところも直営に戻されているので

あります。 

 そこで、民営化、民間委託では労働者の賃金をできるだけ安く抑えようとするた

め調理義務はパート労働者が中心になり、結果、定着率が低くなり、安定した給食

づくりに不安が残るわけであります。学校給食は教育の一環でもあります。正規の

職員を置かないとすると、当町の教育ビジョンすら不安定になるのではないでしょ
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うか。今、子どもたちは、先ほども言われましたが、日野の宝です。家庭はもちろ

んのこと、地域、学校、行政が一丸となって丁寧に育てなければなりません。公共

サービスがどうあるべきか、一人ひとりの子どもたちの育ちとはどうあるべきか、

教育はどうあるべきか、間違っても安上がりが効率化を求めるために学校教育、食

育が犠牲を強いられるということがあってはならないのであります。これは先ほど

も池元議員から言われましたとおり、国会論戦でも明らかになっているところでご

ざいます。今、付帯決議の議案が出されましたが、このような乱暴な議案こそ即時

撤回を求めるものであります。 

 以上、反対討論といたします。 

議長（杉浦和人君） ほかに討論ありませんか。 

 ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 議第26号、平成23年度日野町一般会計補正予算（第５号）に対

する付帯決議案について、賛成の討論をさせていただきます。 

 学校給食問題について、今日まで視察研修、行政視察などを行い、議論を重ねてま

いりました。住民の皆様に安心していただける中学校の給食の実施となるために、

学校給食の民営化についても議論、調査、研究をしてまいりました。近隣の先例地

においても、学校給食の民営化は食品衛生管理も徹底されており、仕事がより丁寧

になった、アレルギー食の対応もきっちりとできており、民間化に問題はないと言

われています。 

 ３月14日、学校給食問題検討特別委員会に教育委員会より提出されました滋賀県

７市５町の学校給食調理業務委託状況によりますと、単独の小中学校の委託状況は、

平成23年度31.7％、平成25年度には34.6％、2.9ポイントの増となり、共同の小中学

校では、平成23年度は34.2％、平成25年度は51％で、16.8ポイントの増となってお

ります。民営化に問題がないから県下でもこのように民営化が増えてきているので

はないでしょうか。 

 また、子どもたちとのふれあいも、日常的あいさつはもちろんですが、学校行事

等の参加など、委託契約内容により可能と考えます。日野中学校の給食調理員は６

人予定と聞いております。今後、新たに６人分の経費が必要となってまいります。

茨木市公式ウェブサイトの例や近隣の先例地でも民営化の人件費は一般的に３分の

２と試算をされています。民間委託をすれば６人分の人件費が約４人分の人件費で

済み、コスト削減が図れます。削減した経費は老朽化した小学校の改修整備や食育

の推進など、子どもたちのために学校給食の充実が図れると思います。町民の皆様

の大切な税金を有効に活用するため、運営経費節減は不可欠であると考えます。 

 以上の点から、議第26号、平成23年度日野町一般会計補正予算（第５号）に対す

る付帯決議案に賛成いたします。 
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議長（杉浦和人君） ほかに討論ありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、討論を終わります。 

 これより、採決いたします。議第26号、平成23年度日野町一般会計補正予算（第

５号）に対する付帯決議について、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

－起 立 多 数－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立多数であります。よって、議第26号、平成23年度日野町一般会計補正予算（第

５号）に対する付帯決議については、原案のとおり可決することに決しました。 

 日程第３ 決議案第１号、環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）交渉に関する意見書

決議についてを議題といたします。 

 決議案の内容は、お手元へ印刷配付のとおりであります。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） それでは、環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）交渉に関する意見

書（案）を申し述べます。 

 昨年11月11日に野田総理大臣は記者会見において、環太平洋経済連携協定（ＴＰ

Ｐ）交渉参加に向け関係国との協議に入るとの方針を表明いたしました。また、同

時に、2011年11月13日にハワイで開催されましたＡＰＥＣにおいて、積極的にＴＰ

Ｐに交渉参加を表明したところであります。 

 ＴＰＰ参加は日本農業に壊滅的な影響を及ぼすほか、農業だけでなく、医療、食

品の安全、金融、サービス、投資、労働、保険、医薬品の安全基準の緩和など未承

認の薬が横行し、国民の命までも脅かされ、今まで安全社会と言われてきた日本社

会を根底から覆すような影響があるとされています。国の形までも変えるほどの極

めて危険な状況に追い込まれるおそれがあるとされています。 

 しかしながら、関係各国との事前協議が一巡したにもかかわらず、国民に十分な

情報を提示しないばかりか、国民の多くの反対の声を無視していることは断じて容

認できるものではありません。国民に対して詳細な情報提供を行い、国民の合意を

得る議論が必要であります。 

 よって、国会および政府は、我が国の国民生活、社会に与える影響を十分考慮し、

下記の対応を実施されるよう強く求めるものであります。 

 １つ目といたしまして、国民の総意を得ることができない中で表明したＴＰＰ交

渉への参加方針は即時に撤回すること。また、日本が誇ります国民皆保険制度など、

国民の命に直結する重要な制度・仕組みを堅持する方針を明確にすることなど申し
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上げ、以上、地方自治法99条の規定によりまして、意見書を提出したいと思います。

平成24年３月26日。日野町議会。 

議長（杉浦和人君） 以上で提案理由の説明を終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

－な     し－ 

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

ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、討論を終わります。 

 これより採決いたします。決議案第１号、環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）交渉

に関する意見書決議について、原案のとおり決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、決議案第１号、環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）

交渉に関する意見書決議については、原案のとおり可決決定いたしました。 

 本決議案は、日野町議会議長名において、内閣総理大臣ほか関係機関に送付いた

します。 

 日程第４ 議員派遣についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。会議規則第112条の規定により、お手元へ配付の議員派遣一覧

表のとおり議員派遣をすることといたしたいと思います。 

 なお、派遣の変更および緊急を要する派遣の場合は、議長において決定いたした

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、派遣についてはそのように決定いたします。 

 なお、派遣された議員は、派遣の結果を議長まで報告をお願いいたします。 

 日程第５ 委員会の閉会中の継続調査についてを議題といたします。 

 各委員長から、お手元へ印刷配付いたしました文書表のとおり、会議規則第71条

の規定に基づき、閉会中の所管事務継続調査の申し出がありました。 

 お諮りいたします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査にするこ

とにご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 
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議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の

継続調査とすることに決しました。 

 以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたす。 

 お諮りいたします。予算特別委員会および学校給食問題検討特別委員会ならびに

企業誘致・幹線道路整備特別委員会は、問題調査のため引き続き設置いたしたいと

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、引き続き設置いたすことにし、閉会中の調

査をお願いいたします。 

 以上をもって本日の会議を閉じます。 

 町長あいさつ。 

町長（藤澤直広君） 閉会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 今日も朝からなごり雪がちらついておりましたが、季節は間違いなく春の訪れを

一歩一歩感じさせるようになってまいりました。 

 議員の各位におかれましては、提案いたしました平成24年度予算案など議案44件

につきまして慎重なご審議を賜り、議員全員の賛成により原案どおり可決をいただ

きましたことに厚くお礼を申し上げます。 

 さて、３月11日で東日本大震災から１年がたち、国をはじめ、被災された各地で

追悼の行事も執り行われました。しかし、いまなお被災地は厳しい状況が続いてい

ます。また、原発事故の解明も進んでいません。国は新たな原子力発電の安全基準

などを提示されていない中で、福井県大飯原発の再稼働をさせようとしています。

また、滋賀県の一部が30キロ圏内に含まれるにもかかわず、再稼働の同意が必要な

地元に含まれないとの認識もされ、批判が高まっているところでございます。こう

した状況をしっかりと見据えていかなければならない、このように思っております。 

 さて、今年も町内各小中学校、幼稚園、保育園で卒業式、卒園式が行われました。

子どもたちと教職員、職員が一丸となってこの日を迎え、保護者や地域の皆さんが

見守る中で温かな雰囲気に包まれ、心に響く式となりました。言うまでもなく、子

どもたちは次代を担うかけがえのない日野の宝であります。第５次日野町総合計画

でも、子どもがはつらつと育つまちを目指してを掲げております。子どもたちの健

全な成長を保障するために、家庭、地域、学校、行政が一体となって取り組むこと

が大切であります。 

 また、この間の行事として、３月17日には町道野出山本線の開通式を行い、地元

の皆さん、嘉田知事、杉浦議長、北條ダイフク社長など、関係者に出席をいただき

ました。西桜谷地区の通勤時間帯における交通渋滞の緩和を図るため、平成20年度

から測量設計に着手しましたが、地元のご協力によって早期に完成することができ
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ました。地元野出区の皆さんの全面的な協力に心より感謝を申し上げるところでご

ざいます。 

 さて、３月24日から明日27日までの４日間、韓国恩山面に恩山面別神祭訪問使節

団として、岡村副町長を団長として６名を派遣しております。別神堂で開催される

別神祭への参加、恩山面事務所、恩山中学校の訪問を通じてさらに有効の絆を深め

て帰国されることを期待いたしております。 

 さて、３月22日をもって日野町内における交通死亡事故ゼロ1,000日を達成するこ

とができました。平成21年６月26日から1,000日ですが、日ごろから交通安全協会、

老人クラブ連合会をはじめ、各種団体が一生懸命交通安全に取り組んでいただいて

いる結果であり、感謝を申し上げますとともに、今後もこの記録を一日でも延ばし

ていきたいと思います。交通安全のこうした啓発に一役をかっていただき、昨年秋、

一日東近江警察所長を務めていただきました伊藤みきさんは、３月18日、フリース

タイルモーグルのワールドカップ最終戦で見事に準優勝を果たされました。３月24

日には町内の子どもたちを対象にスキー教室も開催をしていただきました。世界で

活躍する伊藤みきさんがいつもふるさと日野のことを大切に思っていただいている

ことをありがたく思うところでございます。 

 また、３月17日の近江日野の歴史第７巻日野商人編を発刉するにあたり、記念講

演会には町内外から130名もの皆さんにご参加をいただきました。参加者の中には、

県外から現在も活躍されている日野商人の商店、企業の皆さんもおられ、日野を大

切に思っていただいていることをうれしく思いました。３．11を契機として、こう

したふるさとやコミュニティーを大切にする思いが広がっています。日野の宝であ

る子どもたちもしっかりとそうした思いを育んでほしいと思います。そして、その

ために全力で教育や子育て支援に取り組みたいと思います。 

 本議会で給食施設の民営化の付帯決議が賛成多数で可決されましたが、質疑や討

論を通じて、民営化の問題点も明らかにされました。食育は教育の基礎を支えるも

のであり、学校教育は教育の一環であります。切り離すべきではないのではないか

とも思います。学校が、地域が、行政が一体となって子どもたちの健全な育ちのた

めに全力を尽くすことが大切だと思います。３．11を契機として、この国は変わら

なければなりません。経済効率至上为義から、だれもが幸せになる社会に変えなけ

ればなりません。経済効率至上为義の蔓延によって、この国は格差と貧困が広がり、

閉塞感が漂っています。その根っこに派遣労働や偽装請負がはびこる社会構造があ

ります。安ければいい、もうかればいいという価値観が、だれもが幸せなる社会の

対極にあることは明らかです。私は、３．11の教訓をしっかりと活かすまちづくり、

温かい社会を築く実践を町民の皆さんとともに取り組むために全力を尽くす決意で

あります。 
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 町民の皆さん、議員各位のご支援とご協力を心よりお願いいたします。 

 議員各位におかれましては、年度末、新年度を控え、公私ともご多用のことと存

じますが、健康には十分ご留意をいただき、各方面でのますますのご活躍をご祈念

申し上げまして、閉会にあたりのごあいさつといたします。ありがとうございまし

た。 

議長（杉浦和人君） 去る３月１日から本日まで、平成24年度日野町一般会計予算を

はじめとする数多くの諸案件の審議にあたられました議員各位のご苦労に深く感謝

を申し上げます。 

 平成23年度もあとわずかとなってまいりました。それぞれの事務事業の遂行完了

について、行政執行担当者の適切な処理をお願いをするとともに、平成24年度の各

会計予算および事務事業の執行については、計画どおり万全を期して遂行されるよ

う心からお願いを申し上げます。 

 また、いよいよ日野中学校給食施設整備事業に着手されることになりますが、今

議会において可決されました平成23年度日野町一般会計補正予算（第５号）に対す

る付帯決議については真摯に対応していただきますよう、申し添えます。 

 野山の緑も日一日と青さを増す季節となってまいりました。４月に入れば、学校

では入学式、社会では就職と新しい門出があります。議員各位におかれましても、

お体をご自愛いただきまして、心身ともに新たな感覚で町政発展のために、住民福

祉の向上のためにさらにご奮闘いただきますことを心からお願いを申し上げまして、

これをもちまして、平成24年第２回日野町議会定例会を閉会いたしたいと思います。

一同起立をお願いいたします。礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご苦労さまでございます。 

－閉会 １３時２７分－ 
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