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第５回日野町議会定例会会議録 

 

平成２４年９月１３日（第２日） 

開会  ９時００分 

散会 １６時２７分 

 

１．出席議員（１３名） 

 １番  村 島 茂 男   ９番  西 澤 正 治 

 ２番  中 西 佳 子  １０番  東  正 幸 

 ３番  齋 藤 光 弘  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 

 ８番  小 林  宏     

 

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  平 尾 義 明 

 企 画 振 興 課 長  高 橋 正 一  税 務 課 長  山 田 繁 雄 

 税 務 課 参 事  西 沢 雅 裕  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  池 内 俊 宏  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  生 涯 学 習 課 長  福 永  豊 

 学校教育課参事  神 田 松 雄  会 計 管 理 者  西 川 光 夫 

 代 表 監 査 委 員  曽 羽 松 司     

 

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 議第５２号から議第７３号まで（日野町教育委員会委員の任命に

ついてほか２１件）および報第５号から報第１０号まで（専決処

分の報告についてほか５件）について 

〔質 疑〕 

 〃  ２ 議第５２号 日野町教育委員会委員の任命について 

〔採 決〕 

 〃  ３ 請願第５号 「所得税法第５６号廃止」に向けた見直しを含む意

見書提出を求める請願書 

 〃  ４ 請願第６号 陸上自衛隊饗庭野演習場における日米合同演習の中

止を求める請願書 

 〃  ５ 議第７４号 決算特別委員会の設置について 

〔および委員会付託〕 

 〃  ６ 選第 ２号 決算特別委員会の委員の選任について 

 〃  ７ 議第５３号から議第７３号まで（財産の取得についてほか２０件）

について 

〔委員会付託〕 

 〃  ８ 一般質問 

 ３番 齋藤 光弘議員 

 ６番 冨田  幸議員 

 ９番 西澤 正治議員 

 ２番 中西 佳子議員 

１０番 東  正幸議員 
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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。全員の方、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、町長から発言を求められておりますので、これを許可いたします。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） おはようございます。 

 議長のお許しを得まして、この場で発言をさせていただきたいと思います。 

 今議会に報告をいたしました専決処分についてでございます。専第３号、工事請

負契約の変更についてでございますが、専決処分を行った翌日７月31日の第４回臨

時会において本来報告すべきところ、時期がおくれて今議会となったわけでござい

まして、大変申しわけございませんでした。今後速やかな報告に努めさせていただ

きますので、よろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 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52号から議第73号まで、日野町教育委員会委員の任命についてほ

か21件についてを一括議題とし、各案に対する質疑に入ります。また、報第５号か

ら報第10号まで専決処分の報告についてほか５件についても質疑を許可いたします。 

 暑い時期ですので、上着を外していただいて結構かと思います。 

 質疑はございませんか。 

 ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 皆さん、おはようございます。 

 それでは、議第53号、議第54号、議第56号、議第58号、議第63号の５議案につい

て、10点ほど質疑を行わせていただきます。 

 それでは、まず議第53号、財産の取得についての質疑を２点行わせていただきま

す。日野町ホームページのお知らせ欄に、情報公開の一環として、入札情報が掲載

されております。議会運営委員会や、議会全員協議会の席での説明では、８月20日

に指名競争入札を行ったとの説明でありました。私はほとんど毎日、日野町のホー

ムページを見ておりますが、気づかなかったので、入札情報を見直してみましたが、

どこにも掲載されていませんでした。尐額の工事請負契約や測量設計委託業務、果

ては草刈り委託業務に関するまでの入札予報と開札結果が掲載されているのみで、
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今回の指名競争入札はありませんでした。住民の関心が非常に高い、予算額で１億

円と言われた中学校給食室の厨房設備機器の入札が、町のホームページで公開され

ていない。これはどういうことなのでしょうか。公開したら、何かやましいことで

もあったのでしょうか。なぜ、町のホームページに公開されなかったのか、契約審

査会会長の副町長に伺います。 

 次に、厨房設備機器が最新の機器に変わることとなりますが、このことによりま

して、同規模の日野小学校給食室での調理と比べまして、どれだけ調理時間が短縮

されることとなるのか。また、地産地消がどの程度まで向上できるようになるのか、

久村教育次長に伺います。 

 次に、議第54号、特別職の職員の給与等に関する条例および日野町教育委員会教

育長の給与および勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、

お伺いいたします。この条例の前回の改正は昨年12月議会であり、このときにも、

私は質疑を行っております。昨年12月議会では、特別職報酬等審議会の開催を求め

ました。その結果、今回は平成16年11月以来実に８年ぶりに、８月に特別職報酬等

審議会を開催され、特別職の給与の審議をなされたとのこと、私の忠告を受けられ

ましたことに対しましては、評価をさせていただきます。また、特別職の給料の削

減に関しましては、前定例会６月議会の一般質問で行いました。平成24年２月１日

に日野町ホームページに、日野町行政改革大綱、日野町行政改革実施計画（集中改

革プラン）の進捗状況を掲載されました。その中で、特別職の給料の削減、平成17

年１月１日から特別職の給料を削減しました。町長10パーセント、副町長、教育長

７パーセントとありますが、この数値が町長は7.6パーセント、副町長は4.9パーセ

ント、教育長は4.6パーセントであり、正しくないことをただしました。今回、この

間違いを正され、町長は10パーセントに、副町長は７パーセントに、教育長は校長

級の給与との関係上かどうかは分かりませんが、５パーセントの削減に改められま

した。このことに関しましても、評価をさせていただきます。ただ、私の言いたか

った本心は、このようなことではありません。私は、特別職の給与は、その激務に

比して安価であると思っております。もっと正当に評価されてしかるべきと思って

おります。もっともっと高くてもよいとも思っております。だから、特別職報酬等

審議会の開催を求めたところであります。また、平成16年の町長選挙で掲げられま

した、町長給与の10パーセント削減。このようなパフォーマンスを、私は決して好

みませんが、町長の選挙公約の数値と違っておりましたので、この間違いをただし

たところであります。そこで、今回の給与の削減は、町長の意思とのことでありま

すので、町長にお伺いいたします。教育長の給与の削減が、従前のお考え方の７パ

ーセントから５パーセントに縮減された理由を。また、教育長の給与の削減に当た

って、校長級の年収と比較検討をなされたのか、お伺いいたします。私は、教育長
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の年収が、校長級の年収を下回るようなことになってはいけないと思っております。 

 次に、日野町猟区入猟承認料徴収条例の一部を改正する条例の制定について、お

伺いいたします。昨年の決算特別委員会の席で、猟区の廃止を求めましたが、平成

23年度が更新年であり、今となっては無理とのことでありました。平成22年度の入

猟承認料は、９人で９万円。平成23年度の入猟承認料は、２倍を超える19人で19万

円でありました。今回入猟者を増やすためとして、入猟承認料を１万円から3,000

円に引き下げられますが、昨年度の入猟承認料19万円を得るためには、63人もの方

に入猟していただかねばなりません。現在現時点で、この63人の入猟は難しいので

はないでしょうか。イノシシやシカを減らすためには、猟区を廃止し、だれでもが

狩猟できるようにすることがベターではないでしょうか。平成27年度まで猟区が設

定されていますが、期限を待たずに、設定を解除されてはいかがでしょうか。池内

農林課長に伺います。 

 次に、議第58号、平成24年度日野町一般会計補正予算（第１号）に関しまして、

３点お伺いいたします。まず、補正予算書15ページ、第２款総務費・第２項総務管

理費・第10目交通安全対策費の交通安全施設対策事業1,800万円について、お伺いい

たします。通学路の安全確保のため、町道３路線にグリーンベルトを設置される等

とのことであり、西大路小学校区では、ゴルフ場への来客の車が通り危険な箇所で

あります音羽から小学校までの間1,327メートルに、グリーンベルトの設置をありが

とうございます。このことに関しましては非常にありがたいのですが、西大路地区

の行政懇談会で、北畑区から長年にわたり毎年要望されております、県道西明寺水

口線の北畑音羽間の交通安全対策について、去る７月24日の行政懇談会で、グリー

ンベルトで対応したいと口頭にて回答をいただきましたが、県道のことであります

が、どうなっているのか、岸村建設計画課長に伺います。 

 次に、補正予算書19ページ、第８款土木費・第２項道路橋梁費・第１目道路維持

費の道路維持補修事業1,520万円について、お伺いいたします。行政懇談会等による

要望や、台風などにより損傷した三十数カ所の道路補修とのことでありますが、町

内７地区別の件数と金額を、お示しください。この件も、担当課長の岸村建設計画

課長にお聞きいたします。 

 次に、補正予算書19ページ、第10款教育費・第３項小学校費・第１目学校管理費

の小学校管理運営事業743万4,000円について、お伺いいたします。この経費は、必

佐小学校グラウンドの外便所の改修工事等とのことであります。私は今議会の一般

質問で、小学校体育館トイレの洋式化について、町のお考えをお伺いいたします。

そこでは、町内のすべての教育施設、町内全公共施設のトイレの洋式化を求めるこ

とといたしておりますので、せっかくの改修工事でありますので、この際、洋式化

を図られてはどうかと考えますので、久村教育次長に、これもお伺いいたします。 
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 次に、議第63号、平成23年度日野町一般会計歳入歳出決算について、３点お伺い

いたします。 

 質問に入ります前に、昨年の決算特別委員会の席で指摘した事項の改善がなされ

ている点については、評価いたしておきます。昨年教育部門を中心に、単純なミス

による決算資料等の訂正が多々ありました。一読しかいたしておりませんが、学習

効果のあらわれか、昨年と同じ誤りはないようでありました。また決算資料の中に、

新たに地方債借り入れ先別および利率別現在高の状況を加えられるなど、改善の努

力が見られました。評価いたしておきます。ただ、私が求めました資料とは、尐し

違っておりました。 

 それでは、決算内容の詳細につきましては、決算特別委員会で審議されますので、

基本的な点に絞ってお伺いいたします。 

 まず第１点目は、今申し上げました地方債についてであります。私が求めました

のは、当該年度の決算の審査でありますので、当該年度の借り入れ事業ごとの金額

と利率と借り入れ期間でありました。そこで、平成23年度に借り入れられた一般会

計の地方債について、借り入れ事業ごとの金額と利率、借り入れ期間をお示しいた

だきたい。平尾総務課長に伺います。 

 次に、決算資料の３ページの時間外手当を見ると、昨年度より改善されています

が、昨年の決算特別委員会で一番問題となりましたのは、時間外勤務手当でありま

した。平成22年度の時間外勤務時間のベスト３名の時間は、１位が837時間、２位が

712時間、３位が673時間でありました。時間外勤務手当額のベスト３名の金額は、

１位が278万円、２位が209万円、３位が180万円でありました。そこで、平成23年度

の時間外勤務時間のベスト３名の時間、時間外勤務手当額のべスト３名の金額をお

示しいただきたい。これも、平尾総務課長に伺います。 

 最後に、３月議会で、会計管理者ならびに総務課長に伺いました、郵便保険の事

務取扱手数料についてであります。決算書では、42ページの備考欄の団体生命保険

取扱手数料125万1,804円に関してであります。ちなみに、平成22年度の金額は、127

万541円でありました。現在、郵便局を除く民間の保険会社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分を取扱手数料として徴収さ

れている金額が、平成23年度には125万1,804円であったということであります。３

月議会での私の質問の後、当時議員であられた堀江清一郎さんが、郵便局長を長年

されておりましたので、日野郵便局長にこのことを話され、郵便局から取扱手数料

を支払う意思があることの確認をとっておられます。聞くところによりますと、郵

便局から支払われるべき取扱手数料は、年間50万円程度とのことであります。３月

議会での会計管理者の答弁は、徴収に向けて前向きに検討するとこのことでありま

した。郵便局に支払の意思がありますので、スムーズに交渉できるのかと考えます。
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半年間の検討の結果について、いつから徴収されるのか、これは総務課長、会計管

理者それぞれ協議をされておられますので、それを総括する竹村総務政策主監にお

伺いいたします。 

 以上、５つの議案について、10点の質疑を行いました。明快な答弁を求めます。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君の質疑に対する当局の答弁を求めます。 

 副町長。 

副町長（岡村明雄君） 財産の取得について、ご質問いただきました。ホームページ

で公表していないのはなぜかということでございます。今日までホームページで公

表している契約の関係につきましては、工事請負契約、それから工事にかかわるコ

ンサル業務等でございまして、備品等の取得についての契約関係については、公表

をしておらないということで掲載をしていないと、こういうことでございます。 

議長（杉浦和人君） 教育委員会次長。 

教育次長（久村重次君） おはようございます。 

 それでは、蒲生議員の議第53号、財産取得につきましてのご質問にお答えをさせ

ていただきます。 

 今回新たに設置される部分で、どれだけ時間短縮がされるのかという部分でござ

います。日野中学校では、新衛生基準により、設置をさせていただきます。日野小

学校との比較というのは、なかなか難しいものがございますが、例えば、次のもの

が考えられます。今１つとして、下処理部分、野菜を洗う部分でございますが、そ

ういった部分につきましては、シンクの下へ流れる部分でございますので、そうい

った部分では容量的にも尐量で済みますし、早く洗えてくるということ。スライサ

ーの設置によりましては、日野小学校では手切りで行っておりますが、そういった

部分では半分で済むのかなということでございます。たまねぎで約20分、白菜あた

りでは30分の短縮ぐらいが考えられるということでございます。それと真空冷却機

では、あえもの、夏場にはなかなか、急速に冷やすという部分ができておらなかっ

たのですが、夏でもこういった献立が可能になってくるということでございます。

それと、スチームコンベクションオーブンにつきましては、バリエーションが広が

ってまいります。蒸し作業が省けるということでは、時間短縮になってくると思わ

れます。ほかの部分も最新の部分ですので、詳細の部分は申し上げられませんが、

そういった部分で時間短縮等も図っていきたいと思っております。 

 次に、地産地消について、どれだけ図れるのかという部分でございますが、中学

校では週３回3.5日の米飯としていきますので、炊飯をさせていただきます関係から、

米の消費が増えてまいります。それと、先ほど言いました新機種の導入によりまし

て、献立の食材のバリエーションが広がってくるということでございますので、率

としては申し上げられませんが、地場産活用がこういった部分でも図られ、また率
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としては上がってくると思っております。 

 次に、議第58号の補正予算に関しましての、小学校管理の部分で、必佐小学校の

屋外トイレの洋式化の部分でございますが、現在の計画では、男便所小便器が５つ、

和式が大で１つ。これを小便器を３、大の和式を１、洋式を１。女子については、

４つでございまして、和式を２、洋式を１ということで、現在の計画では、男女と

も各１個ずつ設置する予定でございますので、よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 特別職の給与削減について、ご質問をいただきました。平成16

年からこれまで特別職三役の給与削減をやってきたところでございますが、ご承知

のように、平成16年というのは、地方財政危機、大変な時代でございまして、その

ときにそういう状況の下で、カットをしてきたところでございます。そうした中で

８年が経過いたしたわけでございますが、報酬審議会においては、平成16年の報酬

審議会と同じ額で据え置きという答申を、いただいたということでございます。し

かしながら、平成16年の状況と現在の状況は、尐し変わってきている状況もござい

ますが、依然として厳しい状況であることには変わりがないということで、引き続

き、基本的には同レベルで、平成16年に約束、公約に掲げた部分について、そこを

準用する形で実施をさせていただこうということで、今回提案をさせていただきま

した。しかしながら、蒲生議員の指摘も含めて、10パーセントといいながら、七点

何パーセントというのは分かりにくいじゃないかと、こういう話もございますし、

そこのところについては、基本は当時の約束を継続するということにしながら、74

万円から10パーセントという形で提案をさせていただくもの。さらには、副町長も、

そういう形で７パーセントでさせていただくものでございます。また、教育長につ

きましては、そうした８年の流れの中で、同程度を基本に考えておりましたので、

５パーセントということでございますが、おっしゃるように、校長職との給与につ

いても意識をしたことは事実でございますので、こうした形で、10、７、５パーセ

ントという形で今回させていただくこととともに、４年間の任期中について、毎年

更新ということでなくて、提案をさせていただいたというところでございます。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（池内俊宏君） おはようございます。 

 ただいまの蒲生議員から、議第56号、日野町猟区入猟承認料徴収条例の一部を改

正する条例の制定について、ご質問をいただきました。期限を待たずに、猟区の設

定を解除をされてはどうかと、こういうご質問であったというふうに思います。猟

区の設定にあたりましては、地権者であります各森林組合の方からは、作業員の方

の危険回避の面から、狩猟の期間中に不特定多数の方が狩猟に入られるというよう

なことよりも、狩猟者が特定できる猟区の設定を希望をされておられます。また、
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有害鳥獣駆除にご協力をいただいております日野町の猟友会の方からも、猟区設定

の継続について、希望をされているというような状況でございます。こうしたこと

から、昨年、猟区の運営委員会では、猟区の活性化を図っていくために、入猟料金

を引き下げて、入猟者を増加をさせるようにすべきと、こういうようなお話もあっ

た中で、こうしたご意見を踏まえながら、今回入猟承認料を引き下げることで、入

猟者の増加を図ろうということでございます。先ほど蒲生議員からご指摘のありま

したように、昨年の決算で言いますと、63名の方が入猟されないと、同じ収入にな

らないのではないかというようなご指摘もございましたが、なかなか63名というと

難しい面はあろうかと思いますが、尐しでも入猟者を増やすことによりまして、有

害鳥獣の駆除と併せて、そうした対応をしていこうというようなことを思ってござ

います。そうしたことから、期限を待たずに解除するというような考えは、今は持

っておりません。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） おはようございます。 

 議第58号、一般会計補正予算（第１号）の中から、２点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。 

 まず１点目の、交通安全施設対策事業費の関係でございます。県道西明寺水口線

の北畑地先、いわゆる、行政懇談会での要望も含めてでございますが、グリーンベ

ルトの現在の状況でございます。これについては、通学路の安全点検の中で、７月

９日、10日に、全６小学校の点検を行っております。その中でも、一定の話は出て

おります。町の方からも、県に対して、グリーンベルトの要望も含めてやらせても

いただいてきたところでございます。現在のところ、警察と県の道路管理者であり

ます県の土木、そして教育委員会との三者の中で、グリーンベルトがよいのか、ま

たそのほかに、もう尐し安全面が保てるものがあるのかも含めて、協議をさせてい

ただいているところでございますので、よろしくお願いしたいというふうに思いま

す。 

 続きまして、土木費の道路維持補修事業の1,520万の関係でございます。それに対

して、行政懇談会の要望から、何カ所、各地域別ということでございます。内容的

には、行政懇談会では、全７地域に対して、37カ所の要望をいただいておりました。

その中で、現在のところ、そのうち２カ所程度は補修では若干難しいところもござ

いまして、その辺は再検討が必要ということで、現在のところ、35カ所の対応とい

うふうに考えております。日野地区については11カ所、東桜谷については６カ所、

西大路が７カ所、鎌掛が２カ所、南比都佐が１カ所、必佐が８カ所、西桜谷につい

ては、行政懇談会では、維持補修に対しての要望はいただいておりませんでした。

以上35カ所ということで、37カ所中35カ所の対応を、現在のところ考えております。
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金額につきましては、個々の金額としては出ておりませんので、地区別という形に

はなりませんが、1,520万のうち、行政懇談会、そして行政懇談会以外にも、いろい

ろな補修は出てまいります。その一般の通常の補修を含めて、650万円を考えており

ます。そして、あとの870万については、修繕費委託料、そして工事請負と台風また

は樹木の管理等を、委託料として計上をさせていただいたところです。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） それでは、議第63号の、平成23年度日野町一般会計歳入歳

出決算の中の、23年度に借り入れられました一般会計の地方債の借り入れ事業ごと

の金額と金利、また借り入れ期間をお示し願いたいということでございます。資料

につきましては、決算資料の４ページをご覧いただきたいと思います。これが、23

年度に借り入れました起債の内容でございます。順を追って説明をさせていただき

ます。まず一般会計出資債でございます。2,870万円につきましては、1.7パーセン

トで起債の前借りでございますので、期間は確定しておりません。続きまして、公

共施設等耐震化事業の860万につきましては、0.8パーセントの12年でございます。

続きまして、農業体質強化基盤整備促進事業でございます。これも、起債の前借り

でございまして、0.7パーセントでございます。続きまして、社会資本整備総合交付

金事業の地方道路等整備事業の臨時の8,850万円と、通常の1,820万円につきまして

は、1.4パーセントの20年でございます。公共事業等債につきましては、2,330万円、

1.3パーセントの20年でございます。続きまして、国の予算等貸付金の地方道路整備

臨時貸付金の1,730万円につきましては、無利子で20年となってございます。続きま

して、日野中学校給食施設整備事業でございます。360万円については起債前借りと

いうことで、1.2パーセントでございます。宮前橋災害復旧事業の補助分でございま

すが、これも起債前借り890万円で、0.6パーセント。単独につきましても4,030万に

ついても、起債前借りで0.6パーセントとなってございます。続きまして、臨時財政

対策債でございます。３億8,085万1,000円と、１億5,678万1,000円につきましては、

0.9パーセントの20年となってございます。 

 続きまして、時間外の関係です。３ページにも、時間外の金額を書いてございま

すが、ベスト３ということでございます。時間外の時間数につきましては、１番が

667時間、２番目につきましては660時間、３番目については649時間でございます。

手当につきましてのベスト３につきましては、１番が180万円、２番が177万、３番

目も177万となってございます。 

議長（杉浦和人君） 総務政策主監。 

総務政策主監（竹村喜久夫君） 議第63号、平成23年度一般会計歳入歳出決算につい

ての中の、郵便局の簡易生命保険の手数料につきまして、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。これまでの協議の状況でございますが、郵便
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局におきましても、他の生命保険会社と同様に取扱手数料を納付してもらおうとい

うことで、会計管理者の方から郵便局の方に出向いて、その辺の協議を行ってござ

いますが、郵便局から直接その手数料を支払うということはできないということで

ございました。そうなりますと、今割引をされておられます、それぞれ加入者から

手数料の分を徴収するという形になりますので、これまでの経過がございますので、

その辺の対応については、総務課の方で現在も協議をしているというところでござ

います。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 町長はじめ、それぞれの方から分かりやすく説明をいただいた

かなと、こういうふうに思っておりますが、何点か再質問を行っていきたいと思い

ます。 

 まず、第１点目の、財産取得の指名競争入札の公開でございます。従前から物品

購入については載せていない、これは私も存じておるところでございますが、100

万や200万ではなく、金額が、金額です。今審査会では130万以上が競争入札になる

と、こういう形になりますが、この今回の給食施設の厨房設備機器の購入は、予算

額で１億円と言われていました。今回、7,000万円近いお金で契約されるんですが、

金額が金額。こういう点は何も考えないで載せられなかったのか。今は情報公開の

時代でございます。何もかもきちっと載せていく、これが町の姿勢であろうと思い

ます。藤澤町長はそういう姿勢をとられる方やと、こういうふうに思いますが、そ

れがなされていない。これはちょっと職務をおろそかにされているのか。考え方が

おかしいのかなと、こういうふうに思います。今後、改めてほしいと思いますが、

この点について、副町長のお考えを、もう一度お聞きいたしたいなと、かように思

います。 

 次に、厨房設備の最新化によって時間短縮が図られると、これについて久村次長

から、詳しくご説明をいただきました。このことによって、よりよい給食になれば

なと、こういうふうに思うところでございます。 

 次に、特別職の職員の給与等の条例に関する件でございますが、町長の方から分

かりやすく説明をいただいたんですが、校長級の年収を考慮したと、こう言うふう

にお答えをいただきましたが、私には、校長職の年収がどのくらいあるのか分かり

ませんが、どれくらいの差があったのか。これは審議会を担当された総務課長なら

御存じかと思いますので、どのくらいの差があったのか、その点をお聞きいたして

おきたいと思います。同レベルではおかしいと思いますので、それはきちっとお答

えいただきたいなと思います。 

 次に、猟区の件に関してでございますが、今猟区を行っているのは、滋賀県下で

日野町だけではないでしょうかね。そういう状況の中において、森林組合からの要
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望、猟友会からの要望、こういうふうにありますが、日野町だけ、このためには経

費を使っていますので、入猟承認料の経費は決算額を見てもはっきりしていますが、

何倍もの経費が必要ですので、それにはいかがなものかなと。日野町だけ経費を使

って、今なおやっている。それについては根拠が尐し乏しいのかなと、こういうふ

うに思いますので、この点、再度農林課長にお伺いいたします。 

 補正予算につきまして、グリーンベルトの件について、建設計画課長から、協議

中と、こういうご回答でございました。協議中、それはいいんですが、非常に長年

要望されています。住民の要望にいかに答えるか。今回、亀岡で事故がありました

ので、こういう形になっていますが、県のことは町はほっておくというのは、いか

がなものかなと、こういうふうに思います。早急にできるように、これはお願いを

いたしておきます。 

 次に、道路維持補修の件、この件についても、よろしくお願いをいたしておきた

いと思います。 

 次に、必佐小学校のグランド外の便所でございます。洋式化を図られるという形

で、教育施設では初めてのことかなと、こういうふうに思います。学校の中、障が

い者用は別にして、こういう形では初めてかなと思います。ただ、ウォシュレット

つき、これは今どこの家庭でも、ウォシュレットつきです。そういう点についても、

できたら考慮いただきたいなと、こういうふうに思います。これはまた一般質問も

行いますので、今ご答弁は結構でございます。 

 次に、歳入歳出決算についてです。平尾課長の方から、地方債について説明をい

ただきました。こういうものを決算資料に出して下さいというふうに、去年申し上

げたところでございます。そういうのがあれば、すぐ分かります。ああ、去年、ど

のくらいで借りてあって、どうなのかな、何年のものを借りてあったのか。最初の

予算書のときには、期間も書いていませんし、利率は４パーセント以内。４パーセ

ントのものは、きょうびありませんので、だからそういう点をきちっと分かるよう

にして下さい、こういうことを去年申し上げたところでございます。こういう形に

改めていただきたいな、こういうふうに思うところでございます。 

 郵便局の郵便保険の事務取扱手数料についてでございますが、協議中とこういう

ところでございますが、年間50万円ですよ。それをずっといつまでもほっておくの

は、これはいかがなものかな。日野町に、そんな微々たる金だからという思いでし

たら、これはだめだと思いますので、その点、いつまでにという形で、総務政策主

監に再度ご回答いただきたいと、かように思います。 

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

 副町長。 

副町長（岡村明雄君） 備品購入等についての入札に関して、金額がかなり高いとい
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うことで、そのことも含めて考えるべきではないかと、こういうご指摘をいただき

ました。ホームページに掲載しているのは、今日までのルールで、そういう形でご

ざいます。備品購入の見積もり入札はございますけれども、なかなか備品購入で指

名競争入札というのは、金額に絡んで、そうはないと思いますけども、そのあたり

についても、おっしゃるように研究をしていきたいなと、このように思っておりま

す。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） 特別職の給与等の関係でございますが、教育長の関係です

が、ちょっと今手持ち資料がございませんので、後で報告をさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（池内俊宏君） ただいま蒲生議員から、猟区入猟承認料徴収条例の一部を

改正する条例に関しまして、再質問をいただきました。経費がかかるというような

ことで、そのあたりについての考えはどうかというようなことでございます。経費

につきましては、23年度の決算で、36万8,465円の歳出と、入猟承認料19万円、差し

引き17万8,465円の、それだけでいうと赤字というようなことの、決算の中身でござ

います。 

 猟区への入猟者を増加をさせることによりまして、併せて有害の駆除を促進をし

ていきたいなと、こういう思いを持ってございます。今現在、駆除の報奨金が１頭

２万円、10頭で20万と、こういうような単純計算になるわけですが、そういった面

につきましては、尐しでも猟区を活性化することによって、捕獲を増やしていくと

いうことで、全体的に経費の節減に努めていければなと、このように考えておりま

すので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 総務政策主監。 

総務政策主監（竹村喜久夫君） 郵便局の簡易生命保険の手数料についての、再質問

にお答えをさせていただきます。先ほどもお答えをさせていただきましたが、郵便

局からこの手数料を納めていただくということは、できないということでございま

す。ですので、それぞれ加入者から納めてもらうということになりますと、これま

での経緯がございますので、総務課の方で、その辺の協議をしているというところ

でございまして、なかなか今いつということを申し上げられる状況ではございませ

ん。 

議長（杉浦和人君） ５番、蒲生行正君。 

５番（蒲生行正君） 副町長がお答えになられた、財産の取得についてでございます。

確かに、物品購入で指名競争入札は、今日までほとんどなかったかなというふうに

思います。ほとんどが随意契約の形でございます。こういうのは尐ないから、だか

ら公表をしたらどうかと、ホームページに載せたらどうかと、こういうことを申し
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上げておると、こういうところですので、私の意図はご理解いただけるかなと思い

ますので、今後は、そういう形に努めていただきたいなと、かように思います。 

 一番最後の、保険料の手数料の件でございます。この件に関しましては、どうい

う方向で思っておられるのか知りませんが、私の言いたいのは、取扱手数料を納め

ておられる民間の５社と、これでは均衡がとれない。そういう点もあります。その

点を、５社とのバランスもやはり考慮しないといけないのかなと、こういうふうに

思います。だから、そういう点も十分考えて、早急に検討していただくよう、お答

えいただけないと思いますので、そういう形で検討いただくように要望しまして、

今回の質疑はこれで終えたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 11番、池元法子君。 

11番（池元法子君） それでは、私からは、大きく２点ほど質疑をさせていただきま

す。 

 議第58号、平成24年度日野町一般会計補正予算（第１号）５ページの第３表、債

務負担行為補正に、集団健康診査等業務委託料が、平成24年度から平成25年度まで

の期間で2,145万7,000円計上され、また日野町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）、28ページの第２表、債務負担行為にも、同じ名称の集団健康診査等業務委託

料として、平成24年度から25年度までの期間、811万6,000円計上されています。主

にがん検診のように伺いましたが、その違いを、分かりやすく説明をお願いいたし

ます。 

 また一般会計補正予算（第１号）の15ページの衛生費、予防接種事業について、

ポリオワクチンが生ワクチンから不活性ワクチンに変わり、今までの保健センター

での集団接種から、各医療機関での個別接種になるための、主に委託料だそうです

が、以前の生ワクチンに比べ、予防薬そのものの金額はどうなのでしょうか。また、

この予防接種に係る国、県、町の負担割合を教えてください。また、ほかの予防接

種についても、同じ割合なのかどうかもお尋ねいたします。 

議長（杉浦和人君） 11番、池元法子君の質問に対する当局答弁を求めます。 

 福祉課長。 

福祉課長（岡 常夫君） 議第58号、日野町一般会計補正予算に関連しまして、２点

ご質問いただきました。 

 まず、５ページの方の債務負担行為と、それから28ページの国保の債務負担行為

の内容、名称が同じであるので、その違いをということでございます。これは、ま

ず、債務負担行為としまして、25年度当初早い時期に、健康づくりカレンダー等を、

住民の皆さんにお伝えをするために、健診の業者さんとの見積もり徴収等を行い、

日程調整等を早い時期からさせていただきたいという意味合いで、債務負担行為を
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お願いをするものでございます。 

 まず、５ページの一般会計でございますが、23ページの方に、若干この内容とい

いますか、金額の内訳等を記載させていただいておりますが、一般会計のこちらの

方につきましては、がん検診等で19歳から39歳まで、さらには75歳以上の方を対象

とした集団健診の業務委託料の積み上げでございます。がんと肝炎、結核ならびに

後期高齢者の健診の部分ということでございます。集団健診の方で、19歳から39歳

の方で180人、後期高齢者で150人、そしてがんと肝炎、結核の検査等を一般会計で

見ておるものでございます。なお、国保の方の債務負担行為でございますが、これ

は40歳から74歳までの国保加入の方の、特定健診ということでございます。これは、

集団健診ということで行っておりますので、この部分は特定財源で、国、県から支

出金を見る中でしているものでございます。この特定健診は、主に、メタボリック

シンドロームの部分の、早期改善といいますか指導も含めまして、そのような内容

が分かる検査項目を入れていこうというものでございます。 

 それから予防接種の方で、15ページの衛生費の予防接種事業で、今回不活化ポリ

オのワクチン接種に伴います委託料のお願いをしているところでございます。これ

までは、生ポリオで経口ということで、口からの投与をさせていただいておりまし

たものが、国の方の方針といいますか決定で、この９月から生ポリオは廃止をして、

不活化ポリオワクチンにしようということでございます。これまでは、保健センタ

ー等での集団の接種をさせていただいておりましたので、金額的に安価でございま

したが、今回不活化のポリオになりますと、１回当たり9,380円というふうな単価に

なってまいります。該当者を350人と一応見込んでおりまして、それの３回分という

ことで、984万9,000円を見込んでおります。本来は、不活化のポリオワクチンで接

種をしようと思うと、４回になるわけですが、時期的にこの時期からですと、目い

っぱい接種ができても３回までが限度でございますので、今回は３回分を見込んで

いるものでございます。この分の負担でございますが、これは予防接種法によりま

すものでございますので、町費といいますか、一般財源の方で見ていくということ

になります。国の方からの補助につきましては、今のところございませんので、町

村会等を通じまして、補助の要望を今現在もし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。 

 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） それでは、先ほども、蒲生議員、池元議員からありましたけれ

ど、何点か質疑をしたいと思います。 

 議第56号、日野町猟区入猟承認料徴収条例一部改正についてでありますけれど、

蒲生議員の方から、平成23年の状況は言われましたけれども、改めて、近年の入猟

状況、もし分かれば数年ぐらいをお聞きしたいなと思いますし、県内の状況や近隣
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市町村はどうかということで、お聞きしたいと思ったんですけども、猟区がないと

いうことでしたので、ないのかなというふうに思います。この入猟に際しましては、

猟区管理規程では、管理者が承認した案内人を付するものとあるが、どのようにし

ておられるのか。そのほか、巡視員等も、どうなっているのか、そこら辺をお聞き

したいなと思います。 

 それから、議第58号、平成24年度日野町一般会計補正予算（第１号）でございま

すけれども、地方交付税の確定ということで、１億2,000万の補正があったわけであ

りますけれども、国の特例、国債発行の決議がされていないということから、県単

位では影響があり、市町村には影響がないと報道されておりますけれども、何か市

町村の方にも影響があるのか、まったく影響がないと言えないのではないかと思う

のでありますが、もう尐しこの点について、説明をお願いしたいなと思います。 

 同じく、衛生費の予防接種事業の不活化ポリオワクチンの接種とありますけれど

も、尐し細かくなりますが、不活化ワクチンの接種回数や年齢、方法はどのように

されるのか。広報等で示されておりますが、もう尐し詳しくお願いできないものか

と思います。それから、2012年９月からということで、不活化ワクチンの定期接種

でありますけれども、ずっとこのまま３種混合と不活化単独ポリオワクチンなのか、

お伺いしたいと思います。先ほども回答があったわけですが、そこで、今回の補正

で、今年度はそのまま行けるのかどうか、これもお尋ねしたいなと思います。 

 それから、もう１つ、農林水産業費の農業振興費、有害鳥獣駆除事業であります

が、東近江地域鳥獣被害防止計画が、平成23年４月に策定されております。という

ことは、本年度の当初予算には、このことがなぜ計上できなかったのか。ほかの説

明項目で計上されているかも分かりませんが、計上されているとすれば、東近江地

域鳥獣被害防止対策協議会が、なぜ出てこなかったのか、そこら辺の説明をお願い

したいなと思いますし、また、この東近江地域鳥獣被害防止についてですけども、

昨年の県の監査報告が、平成23年８月11日にされております。その中で、鳥獣被害

防止に関し、農業農村振興事務所や、市や町がそれぞれ事業を展開しておりますと

あり、さらに連携を図るために、地域協議会を設置し取り組まれてきたが、成果が

なかなか見えてこないことがあります。このように報告されています。そうした中

で、東近江地域協議会を設置された。そういう計画を見ても、各市町の計画書が提

示されているだけで、総合的に何をするのか、私には見えてこないわけですけれど

も、その点について、どういうように思っておられるのか、お伺いしたいなと思い

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。 

 農林課長。 

農林課長（池内俊宏君） ただいま東議員から、２点のご質問をいただきました。 
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 １点目は、議第56号、日野町猟区入猟承認料徴収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。幾つか、その中でご質問をいただきましたが、１つは、

まず、猟区の設定につきましては、滋賀県下で猟区を設定しておりますのは、現在

日野町だけというような状況でございます。そして、入猟者の状況というようなこ

とでございますが、尐しさかのぼりまして入猟者の状況をご説明申し上げますと、

尐し前になりますが、平成12年度、町内外303名の方から入猟をいただいております。

そして13年度に猟区の見直しがございまして、猟区の区域を見直しをしたというこ

とで、地権者の同意がなかなか得られないといったような関係から、猟区の区域が

約３分の１の区域になりました。そうしたことから、13年度の入猟者数は71名とな

りまして、14年度では44名、15年度では22名、16年度で17名、17年度で７名となり

まして、18年度の猟区の見直し後も、18年度はゼロ、19年度は５名、20年度ゼロ、

21年度９名、22年度９名、23年度19名といったような状況でございます。また、案

内人についてということでございますが、猟区管理規程で、入猟者に対しまして、

案内人を置くというようなことになってございますので、通常猟区の地理に精通を

しておられます日野町の猟友会の会員の方に、案内をお願いしているというような

状況でございます。また巡視員についてということでございますが、これも猟友会

の会員の方にお願いをし、入猟の承認をしております方以外の方が入猟されていな

いかなど、猟区の適正な管理を行うために、巡回をお願いをしているというような

ことでございます。 

 続きまして、議第58号、平成24年度日野町一般会計補正予算（第１号）について、

ご質問いただきました。17ページの有害鳥獣駆除事業についてでございます。東近

江地域鳥獣被害防止対策協議会負担金の100万円につきまして、なぜ当初予算で計上

をされていなかったのかというような趣旨のご質問であったかというふうに思いま

す。当初予算につきましては、当該事業につきましての詳細が決まっていなかった

ということがございまして、補助金の事業として、農作物獣害防止対策事業補助金、

当初予算で281万1,000円の中に、合わせて計上をさせていただいておったところで

すが、協議会の詳細が分かってまいりましたために、今回組み替えをさせていただ

くということで、補助金の中から、負担金の方に組み替えをさせていただいて、新

たに今上げさせていただいたということでございます。そうした中、組み替えをさ

せていただいた減となる補助金につきましては、有害鳥獣の被害防止の防護柵の設

置要望が多いということで、100万円の減額の方は、そのまま置かせていただきたい

というようなことで、このような予算組みにさせていただいておるところでござい

ます。 

 そして、県の監査の体制整備についてのお話がございました。県の方では、今年

度から、森林政策課に新たに鳥獣対策室の設置をされまして、従前、自然環境保護
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課の事務であった一部を統合して、野生鳥獣によります被害対策を、総合的に見渡

し取り組む体制を整備をされているといったようなところでございます。また、広

域協議会としての機能が、うまく働いていないのではないかと、そういったご指摘

もございました。獣害対策につきましては、個々の市町だけの対策ではなく、市町

境の対策も含めまして広域的に事業を計画し、連携をとった対策が必要というよう

なことになろうかと思います。しかしながら、現状といたしましては、今回の負担

金の100万円は、国から直接協議会へ支出されます100万円と、町の負担金の100万円、

合わせまして200万円で、日野町内での事業をする分の経費ということで、鎌掛地区

に大量捕獲技術のモデル事業として、カゾエモンという機械を設置する経費を予定

をしておりますが、それぞれの市町はそれぞれの市町で、当該市町区域での事業を、

２分の１の負担を出し合いながらやっていくということで、市町の連携をとった広

域的な取り組みというのは、まだ今後の課題かなというふうに思ってございます。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） それでは、同じく58号の、平成24年度一般会計補正予算（第

１号）の中の11ページの、普通交付税の関係でございます。 

 議員が申されましたとおり、国では赤字の国債の発行に必要な特例公債法案の成

立のめどが立たないということで、交付税の一部が延期、執行抑制されたわけでご

ざいます。しかしながら、閣議の中で、財政基盤の弱い市町については全額交付を

するということで、おかげさんで日野町につきましても、６日おくれでしたけども、

３億入ってきたところでございます。県におかれましては、交付分が３分の１にな

りました。その影響はということでございますが、補助金等につきましては、年度

末というふうになりますので特に影響はないかなと、このように思っている次第で

す。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（岡 常夫君） 議第58号の日野町一般会計補正予算（第１号）の中の、衛

生費の予防接種事業のことに関しまして、ご質問を２点頂戴いたしました。 

 まず、１点目でございますが、不活化ポリオのワクチン接種のことでございます

が、接種回数とか年齢とか詳細をということでございました。基本的に、これから

初めてワクチン接種をされる方は、４回ということになります。年齢につきまして

は、生後３ヵ月から７歳半までの間で、町内の指定医療機関で、注射による個別接

種をしていただきます。なお、これまでに生ポリオを１回されている人とか、その

年齢等によりまして、それぞれのケースも異なりますので、またそのときは主治医

とも相談をしながら、この注射による個別接種をしていただこうということで、保

健センターの方からも、それぞれまた予防接種に関しますカレンダー等も、配布を

させていただいているところでございます。なお、これまでに生ポリオを２回接種
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されたこの該当年齢の方は、生ポリオは２回で終了をしておりますので、不活化ポ

リオは４回になっていますが、もう接種してもらう必要は、ないということになっ

てまいります。 

 今後につきましてでございますが、３種混合と不活化単独ポリオワクチンが続け

られるのかということでございまして、今回補正予算をお願いしていますが、今後

の動きによっても、このままで行けるのかということでございます。これにつきま

しては、百日咳、ジフテリア、破傷風のこの３種混合のワクチンを別に今行ってお

りまして、それプラス不活化のポリオワクチンということでございます。政府の方

針では、11月ごろから４種混合のワクチンにしていこうと、これも定期接種にして

いこうという動きもありますが、まだ明確な文書等がまいっておりません。状況に

よっては、今のままの３種と不活化ポリオの併用ということになるかも分かりませ

んが、年度内には一定の方向が示されるものと思います。予防接種法に伴いますも

ので、国の方の方針が決定してから、それに対する対応をということでございます。

予算的に考えますと、３種混合の費用プラス今回の不活化ポリオのワクチンの接種

費用と、仮に４種混合になった場合の経費、費用を考えますと、恐らく４種混合に

なった方が、単価が下がるんじゃないかなと思います。そうなりますと、今回の補

正でお願いしますこの予算の範囲内で、今年度回らせてもらえるのではないかとい

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） 東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 再質問でありますけれども、この議第58号の入猟でございます

が、１万円を3,000円に下げるということでありますけれども、この案内人は猟区を

地理的によく知っておられる方に頼んでいるということでありますけれども、この

管理規程を見ておりますと、案内人に入猟者がその案内料を払うというように、こ

うなっているんですけども、そこら辺はどういうようにされているのか。町の方か

らは、もう一切そういうようなことには出ていないのか、お聞きしたいなと思いま

す。 

 それから、当初予算を見てみますと、有害鳥獣駆除事業で、農作物獣害防止対策

事業補助金として281万1,000円上がっていますけれども、そこからの100万円なのか、

補正で上がってきた組み替えということなんですけども、ちょっと分かりにくかっ

たので、お尋ねをしたところでございます。 

 それと、東近江地域鳥獣被害防止対策協議会ですけども、今のところ、あまり活

動といいますか、計画がされていないということでありますけれども、市町境なん

かの連携、それは分かるんですけども、今後やはり実施隊というのか、当町でもそ

うなんですけど、猟、狩猟される方が尐なくなってきているし、そういうことの編

成をされて、実施隊なんかが組まれていくのか、そこら辺はどうなのか、ちょっと
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お聞きしたいなと思います。 

 ポリオワクチンでございますけれども、そうすると11月ごろから４種混合がされ

るということでありますけれども、単価が下がることから、この広報では生後３ヵ

月から生後12ヵ月までが接種することが望ましいということになっておりますけれ

ども、そうすると３ヵ月以上ということで、それを待っていた方がええのか、そこ

ら辺はどのように考えられるのか、お聞きしたいなと思います。 

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

 農林課長。 

農林課長（池内俊宏君） ただいま東議員から、何点か再質問をいただきました。 

 １点目につきましては、その案内人の件ということでございます。案内人につき

ましては、すべての入猟者のグループに対しまして、案内人をつけていただくとい

うことで、案内人の方は、先ほど申し上げましたとおり、猟友会の方にお願いをさ

せていただいておりますが、町から案内料を支出はしておりません。入猟された方

が、案内人の方に案内料をお支払をいただくというようなことになってございます。

なお、金額については定まっておりませんので、双方で決めていただくというよう

な状況でございます。 

 ２点目でございますが、今回の補正予算の組み替えの内容が分かりにくいという

ことでございます。当初予算の有害鳥獣駆除事業、先ほどご指摘をいただきました

農作物獣害防止対策事業補助金281万1,000円、この中に100万円の補助金が含まれて

おりましたので、それを今回事業の中身が明確になってきたということで、負担金

に組み替えをさせていただいたというものでございます。なお、この補助金を減額

をさせていただかなかったのは、防護柵の要望が多いということで、防護柵の補助

金を100万入れさせていただいたということで、ここの補助金は100万円のプラスマ

イナスゼロということで、表に出ない、補正予算にあらわれない形になってしまい

まして、当初予算で見ておりませんでした負担金だけが、表に出たというような格

好になってございます。 

 それと、広域の地域協議会での対応ということでございますが、先ほども申し上

げましたとおり、現在この協議会での活動ということでは、補正予算にもございま

すように、各市町が負担金を出し合って、ここの協議会に国から補助金が直接入り

まして、各市町が希望している事業を展開をしているというようなことになってご

ざいます。そうした中、各市町の事業での展開ということで、町域境での連携した

取り組みについては、もう尐し課題があるということで、今後の課題かなと思って

おるところでございます。また、実施隊の編成につきましてのご質問もいただきま

したが、実施隊につきまして、広域協議会でやっていくということではなく、恐ら

く各市町で実施をしていくということになろうかと思いますが、日野町で実施隊の
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編成をしていくという計画は、現在のところは持ってございません。 

議長（杉浦和人君） 福祉課長。 

福祉課長（岡 常夫君） 11月ごろからということで、それを待っている方がいいの

かなというふうな感じのご質問を頂戴しました。ですけれども、これもこの予防接

種だけじゃなくして、ほかにも任意でありますヒブワクチンなり小児用肺炎球菌ワ

クチン、またＢＣＧなり、この７歳半までに子どもさんがお受けになる予防接種は、

非常にたくさんの種類がございます。加えて、この不活化ポリオワクチンにつきま

しては、１回目は３ヵ月から12ヵ月までに接種することが望ましいということがさ

れておりますし、そして１回目と２回目は、20日から56日間の間隔を開けなければ

ならないとか、いろいろ制約がございます。これは、主治医さんなり町内の指定の

医療機関等ともご相談をいただきながら、ほかの予防接種と調整をしながら、その

間をぬって接種をしていただくのか、今おっしゃっていだきますように、11月ごろ

を待っていただくのがよいのかは、ちょっと今の時期では、なかなか難しい判断で

ございます。と言いますのは、まだ明確な通知が来ておりませんということで先ほ

ど申し上げましたが、この11月ごろというのは、厚生労働省の方の担当課の方での

一定の方向でございますが、今後この薬が承認をされて販売をされて初めて接種が

できるわけでございますが、それまでに国家検定を受けてもらって、それで認めら

れてからということになります。国家検定が、なかなかうまくいかなければ、11月

の導入はずれる可能性もありますので、明確な時期が示されてから、若干調整され

るのはまだいいかも分かりませんが、今の時期から11月を待とうということになり

ますと、もし時期がずれましたら、予防接種のスケジュール、それぞれの子どもさ

んのスケジュールに、段取りが狂ってくるといいますか、また今後の接種時期等の

関係で影響が出るといけないので、今の時期としては、この９月から不活化ポリオ

のワクチンをしていただくのが、望ましいのではないかなと考えております。 

議長（杉浦和人君） 質疑の途中ですけども、ここで暫時休憩いたしまして、再開は

10時45分から、引き続き質疑を行います。暫時休憩いたします。 

－休憩 １０時２７分－ 

－再開 １０時４５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。 

 その前に、総務課長から発言を求められておりますので、これを許可します。 

 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） 先ほど、蒲生議員の質疑の中で、答弁漏れがございました

ので、お答え申し上げます。 

 教育長の金額と校長の金額の差は、いくらほどということでございます。教育長
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の月額が55万5,000円でございます。校長の最高号俸でいきますと、給料月額と管理

職手当の合計額で53万2,324円でございますので、その差につきましては２万2,676

円、教育長の方が高くなってございます。 

５番（蒲生行正君） 年収を聞いているのですが。 

総務課長（平尾義明君） また後ほど、お答えさせて頂きます。 

議長（杉浦和人君） 後ほどお願いします。 

 ほかに質疑ありませんか。 

 ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） ２つ質疑をいたします。 

 １つ目は、議第52号、日野町教育委員会委員の任命について質問いたします。日

野町教育委員会委員に、横山増雄氏を任命する提案がされています。開会日の３日

に提案説明がありましたが、今年役場を３月で退職されました横山氏を推薦された

経緯、経過を説明お願いいたします。 

 ２つ目は、議第56号、日野町猟区入猟承認料徴収条例の一部を改正する条例の制

定について、質問いたします。猟区入猟承認料を１万円から3,000円に改正した理由、

根拠を何かお聞きいたします。そして、これまでの年間猟区入猟数をお聞きしよう

と思っていましたが、先ほどの質疑でお聞きしましたので結構でございます。承認

料を引き下げることで、入猟者を増やし、捕獲の拡大を図ろうとされているのか、

先ほどの入猟者数をお聞きしていますと、かなり減ってきてはおりますが、改正し

てその効果の見通しはどうか、お聞きいたします。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君の質問に対する当局答弁を求めます。 

 教育次長。 

教育次長（久村重次君） それでは、教育委員さんの任命についての経緯をというこ

とでございます。教育委員さんの任命については、９月末で任期満了となるという

ことで、これについては、従来から各地区割りを一定させていただいております。

全町的な教育委員さんを選出いただくようにと思っておりますところから、今回に

つきましては、西桜谷地区の音羽委員さんが任期満了でございますので、東西桜谷

地区の関係がございまして、東桜谷地区からご推薦をいただいたということでござ

います。なかなか地区の中の人選の部分につきましては、難しいものがございます

ので、議員さんなり、また地区の区長代表さん、その地区全体の中からご推薦をい

ただくというような方法を、従来からとってきておりまして、そういった部分では、

今回東桜谷地区区長代表さんの方からご推薦をいただき、提案をさせていただいた

ところでございます。この区長会でも、推薦までには３回の協議をされまして、ま

た全体の地区委員会の中でも協議されましたし、運営協議会でも３回あたりの協議

を重ねていただいて、推薦をいただいたところでございます。近年は、なかなか教
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育委員さんの役割が重要になってきておりますので、そういった点も配慮いただい

た中で、ご推薦いただいたものでございますので、どうかよろしくお願い申し上げ

ます。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（池内俊宏君） ただいま齋藤議員から、議第56号、日野町猟区入猟承認料

徴収条例の一部を改正する条例の制定につきまして、ご質問をいただきました。 

 まず１点目につきましては、改正の根拠ということで、3,000円の根拠というよう

なことかなというふうに思います。各市町の入猟承認料の金額の状況を見ておりま

すと、滋賀県では設定がないということでございますので、他府県になりますが、

高いところでは１日１人１万5,000円、低いところでは１日１人2,100円といったよ

うな状況で、非常に幅があるというような状況でございます。日野町の猟区につき

ましては、平成３年度から入猟承認料を１万円にしてまいっております。そうした

中、平成13年度の猟区の改正で、猟区の区域を縮小してきたということで、非常に

減ってきているというようなことでございます。そうしたことから、有害鳥獣駆除

の促進もあるという側面もございますことから、今回思い切って３分の１程度に引

き下げることにより、入猟者の増加につなげようとするものでございます。 

 効果につきましてということでございますが、入猟承認料を引き下げることによ

りまして、現在極めて尐ない状態にある入猟者が、尐しでも多く入っていただくと

いうことで、野生鳥獣の捕獲数が増えたり、あるいはその野生鳥獣を、猟区の中か

ら乱場の方に追い出すというような効果があるというふうに考えておりますので、

全体として有害鳥獣駆除の効果もあるのかなと、このように考えておるところでご

ざいます。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 再質問ではありませんが、猟区、乱場での猟の活性化を図る意

味でも、また駆除対策の一環といたしましても、今後の効果を期待しております。 

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） 冒頭、蒲生議員が10点の質問をされましたうち、１点だけ再度

質問をさせていただきたいと思います。 

 議第58号、平成24年度日野町一般会計補正予算（第１号）でございます。この中

で、交通安全施設対策事業の件でございます。先ほど、建設計画課長からの答弁も

賜っておりますが、これは行政懇談会、あるいは通学路安全点検の結果を踏まえた

ということで、区画線やカーブミラーの修理、それから今話に出ておりましたグリ

ーンベルトの設置ということでございますが、この中に、私、６月の議会で一般質

問をさせていただきました。各学区の交通危険箇所の質問をいたしました。答弁と
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して、16カ所の危険箇所を把握したというふうに賜っております。１つには、この

16カ所のうちの１つが、この交通安全対策事業に含まれているのかどうか。そして

もう１つは、昨日京都新聞に、大変タイムリーな記事が出ておりました。大津市が、

今の亀岡の事故等にかんがみ、危険な通学路を市内全域において調査し、通学路危

険箇所路面表示台帳ということで、この危険箇所を台帳化するというような記事が

出ております。これはこの町としても、台帳をつくっておられたら大変失礼でござ

いますが、この台帳には、１地点ずつ住所とか危険とされる状態あるいは写真をつ

けて、センターラインを直すとか、車を減速させる道路標示やカーブミラーを設置

するなどの対策を記していくというようなことが書かれております。その点につい

て、今この、例えばグリーンベルト１つにしましても、全町における箇所のうち、

ここをどういう形で優先されたのか等含めてお伺いをしたい。建設計画課長の答弁

を、よろしくお願いしたいと思います。 

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。 

 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 冨田議員の方から、議第58号の一般会計補正予算の中

から、ご質問いただきました。 

 交通安全施設に対するご質問ということで、危険箇所については、通常いろいろ

な危険箇所がございます。カーブミラーも含めて、防犯灯、区画線等がございます。

行政懇談会でもそうですが、100パーセントではないですが、交通安全対策について

は、要望をいただいたところについては、ほとんどのところをやってきているとい

う状況でもございます。そして、危険箇所等については、これは教育委員会、また

は警察、道路管理者、そして県事業もございますし、そういう中で把握した中で、

必要なところについては設置も含めて、今回計上もさせていただく中で、一部工事

もさせていただこうというように考えております。 

 そして、危険箇所の台帳化でございます。これについては、日野町の場合、町道

についてはまだ不十分ではございますが、先ほど言いましたように、交通安全対策

については、予算化も含めて充実した形でやらせていただいておりますのが、現実

かなというふうに思っています。ただ、区画線の消えている部分が、若干おくれて

いる部分がありますが、カーブミラー、防犯灯、防護柵等については、要望にお応

えする形で設置もさせていただいているところでもございます。区画整理等につい

ては、特に停止線が多く消えている部分もございます。停止線については、公安委

員会の設置等にもなりますし、その辺の対応が若干おくれているというか、予算が

非常に公安委員会が尐ないということもあって、消えているところが多いというの

があります。その分については、公安委員会の方には、要望も含めてやらせていた

だいているという状況でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 
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議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 関係するようなことにつきましては、また後ほどの一般質問で

も出させていただきますけれども、これは交通安全にかかわらず、行政懇談会でも

出てくる問題も含まれると思います。町として、地元の要望を聞くときに、こうい

った台帳を設けておれば、いろいろな、危険箇所の順位づけもできるでしょうし、

こういう理由で、今しばらくはちょっと着手することができないというような答弁

も、我々、期待できるんじゃないかというように思います。そういう意味で、この

台帳というのは、大津市の場合は、各中学と小学校にアンケートをとられたそうで

ございます。そういうことからかんがみますと、なかなか一長一短があり、こうい

う台帳化は難しいといいますか、時間がかかろうかと思いますが、その点について

今後どうお考えかだけを、もう一度答弁をお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 危険箇所の台帳化の関係で、再質問いただきました。

先ほども言いましたように、交通安全施設の維持補修なり、いろいろな安全面の対

策については、現在まで町として、予算も含めて充実した形で対応をしてきている

いうのが現実かなというようには思っております。行政懇談会でも、いろいろな要

望をいただいておりますが、優先的に予算計上も含めてやらせていただいておりま

すので、今の状況では、現在のところは、台帳の作成までは考えていない状況でご

ざいますので、ご理解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。 

 ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） ７番、髙橋です。 

 １点だけ質問をさせていただきます。 

 議第64号、平成23年度日野町国民健康保険特別会計歳入歳出決算について、お伺

いをさせていただきます。御存じのように、日野町の税収につきましての未収入額

が２億8,400万円強となっているというような形で掲載されておりますが、その中で、

国民健康保険税の未収入額として、１億975万2,269円というような形の金額が掲載

されております。なお、不納欠損額として、565万4,592円と、このような形になっ

ておりますが、反対に心配いたしますのが、特に一般被保険者医療給付費の問題な

んですけど、未収入額が8,138万2,298円でございますが、この人たちの健康保険と

の関連ですが、健康保険というのは、だれでもがいつでも医療診療を受けられると

いうような保険になっておりますが、この未納者との関連性について、ひとつお答

えをいただきたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 住民課長。 
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住民課長（森口雄司君） ただいま、議第64号、国民健康保険特別会計の決算につき

まして、ご質問を受けました。未収額が多いのに対しまして、実際保険を受けてお

られる方の環境はどうなのかということでございますが、未納の方については、保

険証の期間限定であります、通常は１年間の保険証を発行しているわけですが、そ

れが６ヵ月の保険証になってあったり、また３ヵ月の保険証になってあったり、さ

らに未納の多い方については、資格証明書の発行をすると、こういった段階での対

処をしているわけでございます。通常保険にかかられる場合については、その保険

証が３ヵ月、６ヵ月の場合には、期間が満了しますと、全額で医者にかかってもら

うということになりますので、そのことに対して、町の方に、保険証の再交付に来

られるということになります。そういったときには、税を徴収します税務課と交付

の資格証明書を発行します住民課とお互いに関係します課が一緒になりまして、そ

の税の納付の指導をさせてもらうという形で、対応させてもらっていると。当然、

医者にかかるのも必要なことでございますし、そこらをその窓口で、個々に対応を

図りながら進めてまいりたいというように考えております。 

議長（杉浦和人君） ７番、髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 今のご説明ですと、未納者に関しては、６ヵ月あるいは３ヵ月

限定した形の保険証を交付されると。また、それを過ぎますと、資格証明書を発行

するというような形になっているというような説明でしたが、その資格証明書とい

うのは、ずっと継続をして発行されるわけですか。その辺もう一度、お答えをお願

いします。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（森口雄司君） 資格証明書の取り扱いでございますが、資格証明書は、ご

本人が国保の被保険者であるというだけの証明でございますので、お医者さんにか

かる場合には、当然10割負担で払ってもらうと。また、税の納付のあった場合には、

その後の対応をさせてもらうということでございますので、あくまでも、国保の被

保険者であるという確認のための証明書でございます。当然、その方が今後また税

を納めていただくなり、そのような状況になってまいりますと、３ヵ月証であるな

り、また６ヵ月証であるといった対応に変えさせてもらうと。その間、町からは、

いろいろな方面で納付に関する指導をさせてもらうということになります。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） 今の説明ですと、そうしますと、10割負担の方が発生している

というようなことでございますよね。現在日野町で、そういった方はおられるのか。

もしおられるとすれば何人ぐらいおられるのか。それからもう１つは、説明の中で、

その人たちに対して、サポート体制を組んでいる、相談しているというようなこと

なんですけど、そういった相談件数等々、分かりましたらお知らせ願いたいという
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ふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（森口雄司君） ただいまご質問を受けました資格証明書の関係でございま

すが、ちょっと人数につきましては、具体的な資料の手持ちがございませんので、

後ほど報告させてもらいます。基本は、医療にかかる住民の命というのは、大変大

切なものでございますので、これを基本において、そういったいろいろな資格証の

発行なり、期間証の発行について対処させてもらっているということでございます。 

 相談件数と、それから資格証の発行の人数については、今手持ち資料がございま

せんので、後ほど報告させてもらいます。 

議長（杉浦和人君） 髙橋 渉君。 

７番（髙橋 渉君） いずれにいたしましても、今ご発言がございましたように、人

の命にかかわる部分もございます。したがいまして、ご相談については、医療にか

かれるような状況になるように、ぜひご指導いただきたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ありませんか。 

 はい、９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） １点だけ、お聞きしたいと思います。 

 先ほどの髙橋議員と、よく似ているんですが、議第63号、平成23年度日野町一般

会計歳入歳出決算についてでございます。この決算審査意見書の５ページでござい

ますが、毎年９月議会には、この決算が出され、話題になるんですが、22年と23年

と比べて、前年度対比いくらかということが言われております。中でも、この表の

中に出ておりますが、負担金の保育所保育料というのは、かなり大きく突出し、ま

た学校給食費も、パーセントでは、前年度対比大きく伸びているということでござ

います。また、幼稚園保育料というのも、これも額的には尐ないんですが、すごい

パーセンテージになっておるわけでございます。これはどのようなことか、ちょっ

とお聞きしたい、このように思います。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君の質問対する当局の答弁を求めます。 

 福祉課長。 

福祉課長（岡 常夫君） 今質問いただきました平成23年度の決算審査意見書５ペー

ジのところに、歳入の収入未済額の表等がございまして、この中で、保育所保育料

等の状況につきまして、ご質問を頂戴したところでございます。保育料につきまし

ては、現在も鋭意滞納がないようにということで、毎月１ヵ月の締めで、保育料等

の収入を見た後、納まっていない方には、すべてに連絡をする。また窓口に来てい

ただくということの体制をとり、現年度分を何とか100パーセントに近い金額で収入

が得られるように、努力はさせていただいておりますが、中には、前年の所得によ

りまして保育料を決定をしておりますので、現在前年は所得があったのに、今年は
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収入が減っているとかいうおうちもございまして、またローンの返済とか、ほかの

税金の滞納の部分もございまして、関係課でその内容を情報の共有も含めて、対策

をしているところでございます。今後につきましても、未納額の削減に努めてまい

りたいというふうに考えておりまして、今年度特に先日からも、福祉課の方から保

育所のお迎えにこられるところへ直談判をしたりという形の対策をしているところ

でございます。今後も、増えないように努力をしてまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（久村重次君） 西澤議員さんからの、歳入の学校給食費、また幼稚園の保

育料の滞納の部分で、ご質問をいただきました。 

 先ほど、保育所の方からも説明がありましたように、学校給食費では、年々増え

てきておるのが現状でございますが、やはり現年、また在学中にこういった部分に

ついては徴収をしないことには、卒業をされては、なかなかできない部分がござい

ます。この中にも、やはり外国人の方等がおられまして、急遽国外に帰られるとい

う部分も中にはございます。そういった部分については、なかなかすぐできなかっ

た部分がございますが、やはり現年の徴収をということで基本に置いております。

これにつきましては、各校、園、また教育委員会等調整する中で、鋭意努力をさせ

ていただいておる部分でございます。 

 幼稚園の保育料につきましても、額的には尐ないわけでございますが、人数的に

もごく限られた方でございます。この23年の部分につきましても、24年度で一部収

納をさせていただいた部分がございます。やはりここにつきましても、在園中とい

うようなことを基本において、鋭意努力をさせていただいておりますので、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） 西澤正治君。 

９番（西澤正治君） 徴収には、本当に大変努力をしていただいている。ありがたい

ことでございますが、やはり給食費などは、現年度で学校におられる間に、徴収を

きちっとしていただきたいなと、このように思うわけでございます。 

 また、来年から、中学校の給食が始まります。やはり中学校でも、同じようなこ

とが、また起こるのではないかなと、このように思うわけでございます。ぜひとも、

この現年度分、食べた月に払えるように、きちっとここら辺は周知徹底のほどをお

願いしたい、このように思います。 

 また、国保特別会計、水道会計、未納率が高いように思われます。やはり、未納

のないように、きちっとここら辺も精査して皆さん努力していただいて、徴収をし

ていただけるように、お願いをしたいと思います。特に、国民健康保険なんかでは、

不納欠損額というので、毎年大きな額が落とされます。だんだん減ってきたなあと
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思ったら、不納欠損で落ちていくという、マジックのようなことが行われますので、

ひとつここら辺もきちっと精査してお願いしたい。このように思います。 

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） それでは、まず最初に議第54号であります、先ほどからも質疑

がありましたので、あえてこれだけ聞かせていただきたいと思います。 

 １つは、この報酬審議会が開かれたわけでありますけれども、その項目内容が、

どのような項目で審議されたのか。例えば、議員報酬の関係なんかも、議題の中に

上がっていたのかどうか、そこらのことにつきましても含めて、ご説明をまず最初

にお願いしたいと思います。 

 それから、議第56号の、猟区入猟承認料徴収条例、１万円を3,000円に減額する承

認料でありますけれども、それも先ほどからもお話がありまして、私は特に、これ

は今後の課題ということで、ぜひ質問したいと思います。というのは、もともとこ

の猟区というのは、猟区の区域の維持保全という、そのために猟区が設定されてい

るわけであって、今や有害鳥獣よりも、鳥獣駆除によって農作物の被害を食い止め

るために、多くの獲物をとってもらいたいという、そういう願いが今強くなってき

ております。そういう中で、今入猟者が大きく全体的に減ってきているのは、先ほ

どからも言われましたけれども、この3,000円にしたことによって、これも増えるん

だという保証はないということは、私も思っております。そういう中で、今全体的

には、猟区そのもののさま変わりがしているという、その点ははっきりしておく必

要があるんではないかなと思います。つまり、滋賀県でも日野町だけが猟区を設定

する。隣の土山あたり、また多賀町もそうでありますけれども、猟区の中心的な大

きな力を持っていたわけでありますけれども、そこも結果的になくなってきている

わけであります。そういうことで、私は、今猟区の設定云々よりも、農家被害をな

くすため、農作物の被害をなくすために、獲物をたくさんきちっととる。そのこと

をきちっとやることが、まず第一ではないかなということを思います。そのために、

今有害鳥獣駆除で、いろいろやってもらっておりますけれども、ぜひ、この今回の

猟区の設定の中でも、プラス面やマイナス面も十分あるわけであります。短期間で

決めよというのは決められませんけれども、金額を3,000円にして、入猟して、その

ことの一定経過を見ながら、今度の４年後には、この見直しがあるわけです。この

見直しの中で、本当にどうするのかというのを、ちょっと時間をかけてきっちりや

らないと、単にその地域、その団体の、いろいろ思惑ではありませんけども、考え

方からの意見が意外と通っているような気がしますし、ぜひ大きな立場で物事を見

てもらう。そういう見直しも含めて、今後検討するという、そういう立場にぜひ立

っていただきたいということを、この質問、あえてさせていただきたいと思います。 
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 続きまして、議第57号の、日野町防災会議条例の改正、災害対策本部条例の改正

であります。特に、この防災会議についてでありますけれども、はっきり言いまし

て、現状はどうなっているのかなという、そういうことです。といいますのは、東

日本大震災後、各自治体では、今防災計画の見直しが、大きくクローズアップされ

ております。そういう中で、幅広い人が集まる防災会議、この役割を大いに発揮し

なければならないし、果たさなければならないと思います。けれども、予算上、決

算上も見ておりましても、そういった形跡がもうひとつないということであります。

そういう状況があるのかどうか、今の状況をぜひ聞かせていただきたいということ

と、２つ目には、防災会議の位置づけについてであります。この条例改正の中で、

特に第２条、第２項に、現行では、町の地域に係る災害が発生した場合において、

当該災害に関する情報を収集すること、これがこの業務として義務づけられており

ます。しかし、今回の改正では、それがなくなるわけですね。つまり、情報収集、

そういったことをきちっとするとうたわれていたのが、それがなくなるということ

であります。その理由、何らかもう尐し別の条項があるんかなと、いろいろ見てお

りましても、もうひとつ分かりませんでしたので、その理由をぜひ伺いたいと思い

ます。同時に、防災の関係では、この防災計画、震災も含めてでありますけれども、

今見直し計画がされるということがあります。県との動きもあるわけでありますけ

れども、現在日野町の進捗はどうであるのか、ぜひその点も聞かせていただきたい

と思います。 

 続きまして、議第58号の平成24年度一般会計補正予算であります。この中で、ま

ず最初に、歳出の15ページ、総務費の諸費であります。その中で、町税等過年度還

付金が、つまり年度当初から以降、過年度分、昨年度分の税金を返しますという還

付金が、新たに1,600万円補正されました。当初予算が1,140万円でありましたので、

合計2,740万円がこの過年度還付金となります。ちなみに、平成23年度の決算が今出

ておりますけれども、それを見ますと、過年度還付金は520万円弱ということになっ

ております。つまり、この還付金は、いろいろ各企業側の決算の日によって変わる

ということがあるわけでありまして、予想がつかない分があるわけでありますけれ

ども、そういったことも含めて、大幅に増えた内容、また、そういったことが予期

できなかったのかなということを、いろいろ思いますけれども、そういった根拠に

ついて、ぜひ伺いたいと思います。 

 続きまして、同じページ15ページの交通安全対策費の中で、駅前の駐輪場の管理

の補正がされているわけでありまして、私はこれはこれでいいわけでありまして、

それに関連してであります。この特に日野駅の前の部分ですね。舗装している近江

鉄道の敷地内だと思われますけれども、この中、多分皆さんもご承知だと思います

けれども、意外と大きな穴くぼが、ずっとあいております。自転車で入れば、がっ
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たんとこけるような穴くぼが、今なおあいております。そして、舗装が割れている

とか、すっきりいっていない。ほんとに駅らしい駅の敷地ではないような感じがす

るわけ。つまり、そういった近江鉄道のずさんさがあるというわけでありませんけ

れども、そういった傾向が見られます。同時に、徳原内池線、県道になりますけれ

ども、あの県道と今の近江鉄道の敷地内との区域が、はっきりしないわけですね。

それで、駅から出たらちょうど県道がカーブになっておりますので、すごく交通量

も多く危ない。ストップという白線もついていない。穴ぼこがあいている。こんな

状況が、いっぱいあるわけで、玄関口と言われるところが、そんな状況である。こ

れは、当然近江鉄道に問題があるわけでありますけれども、地元からもいろいろ要

望はされていると思いますけれども、やはり町も、近江鉄道側に、それなりの沿線

沿いということで一定の補助も出している関係もあり、ぜひきちっとえりを正して

直すようなそういった指導とか要請は、やはりすべきではないかなということを思

いますけれども、その点についてお伺いしたいと思います。 

 続きまして、17ページの農林水産業費の農業総務費であります。つまり、豊田の

共同作業場、農機具保管施設の修繕経費が、今回800万円補正されました。いろいろ

聞いておりますと、修繕後、地元に、農業組合だと思いますけれども、譲渡すると

言われております。これは私としては、特に同和対策事業で行ったこともあり、一

般化されてきている中で、地元で維持管理していくというのは大きな発展だと私も

思いますし、大いにそれをやるべきだと思うわけでありますけれども、ただ、これ

はこの豊田の地域だけでなくて、ほかの地域もそうであります。私たちの鎌掛地域

もそうでありますけれども、いろいろ村では、建物を持っているわけです。敷地も

持っているわけでありますけれども、この私たちの年代層は何とか維持できますけ

れども、次の年代層がそれを維持管理するのかといえば、すごく不安になって、後

からこんな荷物をもらって困ったなと言われるような、そんな傾向にもなるのでは

ないかなという、お荷物的な扱いになるということも、いろいろ言われております。

そういった意味で、慎重に協議される必要があると思いますけれども、もし分かり

ましたら現在の状況を伺いたいと、このように思います。 

 続きまして、議第63号の平成23年度一般会計の決算についてであります。各項目

細部にわたっては、決算特別委員会で審議されると思いますので、私は次の二点だ

けお願いしたいと思います。 

 その１つは、この平成23年度決算見ていただくと分かるとおり、残念ながら、先

ほどからもお金の問題はいろいろ取りざたされておりますけれども、町税におきま

しても国保税におきましても、この不納欠損処理が今多く出てきております。例え

ば、町税においては約900万円の不納欠損処理、国保税においては500万円以上の不

納欠損処理となっているわけであります。この不納欠損をなくすために、処理をし
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なくても済むように、今滞納整理も含めて努力されるわけでありますけれども、そ

ういったことがされているかどうか、不納欠損処理の状況とか特徴について、１つ

は伺いたいと思います。 

 同時に、不納欠損処理とはいかなくても、滞納額が増えてきております。しかし、

滞納対策においても、それなりの町の方は努力はなされて、今税務課の方にも、専

属の滞納担当というのか、職員さんが二名おられるわけでありますけれども、この

間の、特に23年度のこの決算におきまして、どういった努力をされているのか。つ

まり、払わない人は別の問題があるわけでありますけれども、町側の姿勢としては、

どうやっていったのかという、その点をぜひご説明をお願いしたいと、このように

思います。 

 また、代表監査委員さんに１つ伺いたいと思いますけれども、この決算審査意見

書の中、34ページであります。この中に、平成23年度水道事業会計決算のまとめで

書かれている中で、特に文書の部分がすごく気になるところがあるわけです。それ

は何かと言いますと、後ろの方に載っておりますけれども、水道使用料の滞納者や

滞納額が、今増えてきております。このことに対して、未納額の解消に努めるとい

うそういう姿勢がうたわれて、書かれております。それはごもっともだと思います。

その中で、次、今後も給水停止の実施という、この給水停止の実施という言葉が、

初めて明記されたわけです。昨年22年度決算までは、給水制限などの実行と、こう

なっていたわけです。これが停止という部分が明記されたということに対しては、

これは大きな問題だなと私は思います。つまり、給水停止ということは、本人が払

う払わないは別にしても、結果的に事が起これば、行政は何をしていたというとこ

ろにつきつめられるわけです。そういう意味から見ていくと、人の命にかかわる問

題であるという、そういうことであるならば、この気持ちは分かりますけれども、

給水停止というこの言葉、これは変えるべきではないかなと思います。つまり、慎

重に行う給水停止とか、また給水制限などと、こういうような文面に変えるべきだ

と思います。現実にこの給水停止があったかどうかにつきましては、いずれ池元議

員が、その一般質問でされますので、私はこの監査のこの意見書の文書についてだ

け、問題を提起するわけで、ぜひ監査委員さん、ご厄介ですけれども、ご説明をよ

ろしくお願い申し上げたいと思います。 

 最後に、報第７号、平成23年度の健全化判断比率が報告されました。これは日野

町の財政の健全化がどうなっているのかという、指標が出されているわけでありま

すけれども、すべてにわたって、前年度よりも大きく前進してきている、そういっ

た指標が出されて、私は日野町の財政健全化への努力が、一歩一歩着実に進んでき

ている、このように見ているわけでありますけれども、財政当局は、どのように判

断されているのか、ぜひご意見をお聞かせいただきたいと思います。 
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議長（杉浦和人君） 13番、對中芳喜君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） まずはじめに、議第54号、特別職の職員の給与等に関する

条例および日野町教育委員会の教育長の給与および勤務時間等に関する条例の一部

を改正する条例の改正についてのご質問でございます。これにつきましては、町長

の意向もございまして、町長、また副町長、教育長の給料について、改正をしたい

というふうなこともございましたので、条例に基づきまして、審議会を開かせてい

ただいたところでございます。前回は平成16年ということもありまして、本則を改

正することになるんですが、蒲生議員も申されましたとおり、長いことたっていま

したので、今回本則においての金額について、妥当かどうかというのを、審査をい

ただいたところでございます。８月10日に諮問をいたしまして、８月10日、８月21

日に審議会を、10名の委員さんによりましていただいたところでございます。１日

目は全体の説明、21日については、審議をいただいたということになります。審議

の内容でございますが、近隣の町、また全国の類似団体と比べて、現行の額で順当

であるというふうなご意見が、非常に多かったところでございます。しかしながら、

民間の企業や公務員の給料は下がっているというふうなことも、一部ご意見がござ

いましたので、答申の中に一部そういった文言を入れさせていただいて、現行のと

おり据え置くというふうな形で、答申をいただきました。また、別途削減につきま

しては、引き続き、不足で措置されることが適当であるというふうなこととされて

おります。また教育長の給与については、参考の意見として、現行の金額で据え置

くということのお話があったところでございます。 

 続きまして、議第57号、日野町防災会議条例および日野町防災対策本部条例の一

部を改正する条例の制定についてでございます。この条例につきましては、説明も

いたしましたとおり、東日本大震災から得られた教訓を今後に生かし、災害対策の

強化を図ることを目的に、今回国の災害対策基本法の一部が改正されたことに伴う

ものでございます。所掌事務の改正の２条の２項の変更でございますが、情報の収

集をなくして、重要事項の審議と町長への意見を述べるということになっています。

この考え方につきましては、国、地方公共団体の防災会議と、防災対策本部の役割

の見直しをされたということでございます。従来防災会議につきましては、防災対

策の総合的、また計画的な推進を担う場でありまして、平時におきましては、防災

計画を策定するほか、非常防災に関して救急の措置に関する計画の策定、また実施

することが、所掌事務とされてきたわけでございますが、やはり被災者の救助、支

援をはじめとする災害応急対策、また災害に関する情報収集につきましては、９月

２日にありました日野町総合防災訓練でも実施しましたとおり、その状況について、

災害対策本部への報告、またそういうことがされてきたところでございます。こう
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いったことで、機動性が求められます災害応急対策は、災害対策本部に一元化する

ことが効果的であるというふうなことで、両者の役割の分担を明確にされたという

ことで、防災会議につきましては、平時におけます防災に関する諮問的機関として

の機能を強化するため、地方公共団体の長の諮問に応じて、防災に関する重要事項

を審議するというふうなことに、所掌事務を追加されたことでございます。 

 続きまして、議第63号の23年度一般会計歳入歳出決算に伴いまして、防災の計画

はどうなっているのかということでございます。23年度、24年度にかけまして、防

災計画を今変更しているところでございます。その中身の予算につきましては、主

要施策の成果の47ページの、災害対策費の中の防災活動事業の防災計画改定委託業

務の211万500円という形で委託をして、作業を進めてきているところでございます。

現在も発注をいたしまして、計画を立てているところでございます。23年度につい

ては、今までの防災計画の見直しをさせていただいて、原課に詳細について協議を

させていただいて、一度直したんですが、今年度になりまして、再度この計画の手

直しをした部分について、協議をいただいているところでございます。今後につき

ましては、議会でも申しましたとおり、避難場所、避難収容施設が、各集落におい

て適切であるかどうかということも、住民の方と協議を進めていこうということで、

計画をさせていただいているところでございます。 

 続きまして、報告の第７号の23年度決算に基づく日野町健全化判断比率の報告で

ございます。年々改善をしてきているということでございます。繰り上げ償還をし

てきておりますので、その経過が、徐々にあらわれてきているのかなというふうに

考えているところでございます。今後につきましても、繰り上げ償還をしてまいり

たい、このように考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（池内俊宏君） ただいま對中議員から、２点の質問をいただきました。 

 １点目は、議第56号、日野町猟区入猟承認料徴収条例の一部を改正する条例の制

定にかかわりまして、猟区の設定につきましては、野生鳥獣の保護についての本来

の趣旨というようなものから、現在は、有害鳥獣の駆除に住民の目なりがいってい

るということで、そういう対策を推進していくべきやということで、県下の猟区に

つきましても、そういうようなことから日野町だけになったのではないかと、その

ような趣旨のご質問と、あと、猟区の設定について、今後どう考えているのかとい

うような中身であったかというふうに思います。おっしゃっていただいております

ように、猟区の本来の目的というのは、鳥獣の保護というのが大元にあるわけでご

ざいます。しかしながら、先ほども答弁でさせていただきましたが、地権者であり

ます各森林組合さんの皆さんからは、作業員さんの危険回避という面も含めまして、

狩猟の期間中が法律で決まっておりますが、そういった期間中に不特定多数の方が
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狩猟をされるということで、日野町以外の方やさまざまな方が、予約や申し込みも

なく狩猟ができるということでございますと、作業員の危険回避の面から困るとい

うようなことで、一定の制限がある猟区の設定を求められているといった状況がご

ざいます。また、町では、有害鳥獣駆除でも非常に協力をいただいております猟友

会の皆さんからも、猟区設定の継続の要望もあるということで、こういったことか

ら、全体的には、日野町では猟区に際しまして大きな問題もなく、有害鳥獣の方も、

県下でもスムーズに全体として進んでいるのではないかと思っておりますので、今

回入猟承認料の引き下げをさせていただくことによりまして、さらに入猟者の増加

を図るとともに、中におります野生獣を捕獲していただく、あるいは乱場に追い出

していただくことによって、全体として有害駆除の促進も併せて図っていきたいな

と、このように考えておりますので、現在のこうした取り組みなりを、経過を見な

がら、今後の対応については考えてまいりたいと、このように考えております。 

 次に、議第58号、平成24年度日野町一般会計補正予算について、17ページの農業

総務事務事業につきまして、豊田の共同作業所と農機具保管庫につきましての修繕

の経費に際しまして、地元との経過についてのご質問をいただきました。現在のと

ころ、２つの施設につきましては、財産管理委託契約ということで、豊田の農業組

合長との管理委託契約を毎年行っております。現在では、そうした管理契約を行っ

ております財産処分の権限についての期限が、経過をしたということもございまし

て、地元の皆さんと、譲渡についての話を継続的にさせていただいておったところ

でございます。そうした中地元でも、先ほどもございましたが、維持管理をしてい

くにはあまりにもひどいところについては、何とか修繕をというような話もござい

まして、屋根の修繕、そしてシャッターの修繕をさせていただくというようなこと

の中、今後譲渡をさせていただくということで、話をさせていただいておるところ

でございます。現在では、地元の方では、農業組合長様の方から、譲渡の申請もし

ていただいているというようなことでございますので、地元の方では、特に問題な

く譲渡の方は受けていただき、適切に維持管理をしていただけるものというふうに

考えておりますので、今後修繕が終わりましたあかつきには、改めて譲渡につきま

して議会の方に提案をさせていただきながら、事務を進めてまいりたいと思ってお

りますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 税務課長。 

税務課長（山田繁雄君） 對中議員さんの方から、３点ばかりご質問をいただきまし

たので、お答えをさせていただきたいと思います。 

 まず、議第58号の日野町一般会計補正予算に関します、町税の過年度還付金等の

部分でございます。過年度還付金につきましては、個人さん、法人さん両方で還付

が発生し、個人の場合につきましては、配当割とか株式割の申告、また更正申告さ
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れた場合に発生します。法人さんの部分につきましては、個人の町民税と同様に均

等割と、法人さんの所得に応じて課税されます法人税割という部分がございます。

均等割につきましては、資本金の額とそこの従業員さんの数で算出させていただい

ておるわけでございますが、法人税割につきましては、事業年度の終了時に、確定

申告までに予定申告、または中間申告という形で申告をいただいております。この

うち、予定申告につきましては、事業を開始されまして以後、４月１日からですと

６ヵ月ですので９月末、その経過した日から２ヵ月以内に、均等割の２分の１と、

前年度の事業の法人税割の２分の１を納めていただくということになります。中間

申告につきましては、先ほどの均等割の２分の１と、その事業の開始以後４月１日

だったら４月１日の開始以後、６ヵ月間を経過した段階を１事業年度としまして計

算した法人税割を、仮決算という形で納付いただくという形になるわけでございま

す。こうした中におきまして、事業年度によりまして、前期が好調であっても、後

期において急激に実績が変動があった場合、当然法人税割が減額されるということ

になって、還付が発生するということになります。今回の過年度還付金につきまし

ては、第１工業団地にあります法人の企業さんが、省エネとしての事業を順調に展

開をしていただいていまして、海外においても、同じく非常に著しく伸びていると

いうようなことでございましたけど、ここに来まして、急に欧州の金融不安により

ます景気の動向によりまして、急激にその太陽光発電といいますか、こうした部分

での実績が落ち込んだということで、今回過年度還付金が１社で、発生したという

ような状況でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして、議第63号の不納欠損についてでございます。不納欠損につきまして

は、税の公平性、公正性という部分から、極めて重要ということでございます。こ

うした中で、納税につきましては、再三催告等もさせていただいているわけでござ

いますが、やはりこうした中でも誠意のない滞納者という方がおられます。こうし

た方には、財産調査を実施して、預金とか債権、給与等の差し押さえ等もさせてい

ただいているというようなところでございますが、しかし現下の長引く非常に厳し

い経済状態の中にありましては、現実に納税が無理やという方、困難やというよう

な方もおられるというような状況でございますので、納税相談におきまして、個々

の生活状況等を、十分に聞き取りをさせていただいているというような中で、どう

しても担税力が認められないという場合につきましては、滞納処分の執行停止を行

う等によりまして、適正に処理をさせていただいているというところでございます。

不納欠損には、地方税法によります３つに大別されるわけでございますが、今回の

不納欠損処分につきましては、地方税法第15条の７の４項に規定によりまして、滞

納処分の停止が３年間継続したという部分の方が、そのうち滞納処分をする財産が

ない第１号該当者という方が167人で、551万8,000円。それと、滞納処分をすること
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で、その生活自体を著しく窮迫させるおそれがあるという２号該当者いう方が、延

べ10人で13万4,000円。所在や財産共に不明と言われています３号該当者の方が、延

べ41人おられまして、114万3,000円です。延べ218人で679万5,000円でございます。

また、第５号の規定によります方でございます。滞納処分の執行停止をした場合に、

徴収金を徴収することができないということが明らかだということで、直ちに納付

納入を消滅させるという部分でございます。この方が１人で、24万8,500円でした。

あと、消滅時効が到来した方、18条の１項によるものが、35人で188万8,000円とい

うような状況になってございます。 

 ３点目の、滞納者への対応でございます。滞納処分につきましては、先ほど申し

ました各調査等も厳密にさせていただいていますが、それ以外に、できるだけ新規

の滞納も増やさないということで、徴収嘱託員２名を雇用させていただいておりま

す。徴収嘱託員につきましては、昨年度の実績としまして、４月から３月末までで

2,109件の事案に着手をいただきました。このうち、収納をいただいた部分が777件

で、金額にしまして2,124万7,000円分の収納を、徴収嘱託員としていただいたとい

うところでございます。これ以外の差し押さえ等につきましては、合計228件で2,025

万6,000円分の差し押さえをさせていただいているというところでございます。また、

できるだけ収納の機会を拡大するということで、コンビニ収納を平成21年度から着

手させていただいておりますが、コンビニ収納が、全体で件数として一般会計で

7,522件で9,955万3,000円分のコンビニの利用、国保会計におきましても、2,341件

で2,487万円分の収納が見られたというところでございます。こうしたことで対応を

させていただいているというような状況でございますので、よろしくお願いいたし

ます。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（高橋正一君） 議第58号、平成24年度日野町一般会計補正予算の15ペ

ージの、駅前駐輪場管理事業の補正予算に関連しまして、日野駅前の整備について

ご質問いただきましたので、お答えさせていただきます。この補正予算につきまし

ては、駅前駐輪場の照明施設の修繕を行うための補正を上げたものでございます。

ご指摘をいただきました近江鉄道日野駅の構内といいますか、そこの整備につきま

して、確かにおっしゃられるように、日野駅の構内は町の玄関口として、利用者の

安全性、また町を訪れる方の印象というのが、大変大切なものだと思っております。

管理主体でございます近江鉄道さんに要望させていただいて、協議をしていきたい

と思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 代表監査委員。 

代表監査委員（曽羽松司君） 對中議員より質問のございました、決算審査意見書の

34ページのところに、給水停止の実施という表現がございます。確かに昨年は給水
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制限という表現がしてあったかと思いますが、今回給水停止ということで、表現を

させていただきましたけれども、先ほどからも西澤議員さんから、保育料とかある

いは給食費、国保税、いろいろの滞納額が年々増えておるということでご質問があ

りましたが、この前の議会で口述で申し上げました、日野町全体のそれぞれ各項目

で、３億5,000万の滞納額が累積されているというようなことでございましたので、

給水停止の表現でございますが、担当課では、給水停止の通知を出しておるという

ようなことでございましたので、監査委員といたしましては、その気持ち、何とか

未納額をできるだけ減らしてほしいといった気持ちのあらわれで、給水停止という

表現をさせていただきましたので、何とぞご理解のほどを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。 

13番（對中芳喜君） 猟区の関係でありますけれども、今回の23年度の猟区の設定の

部分についても、委員会ではされていると思いますけど、地元で議論するのは、ほ

んとに目前に迫ってからという、そういうこともあったわけです。そういう意味で

は、多分この点は、いろいろ立場によって言い方があると思います。よい点、悪い

点、いっぱいあると思います。そのすべて出し合って、この４年間にきちっとこれ

をまとめてくるということをしなければ、これ、どうなっているのという感じに、

なりますので、ぜひそういう姿勢で、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

 それで、防災会議の関係でありますけれども、現実開かれていないということで

すね。ということだと思いますけど、その確認も１つしていただきたいことと、ぜ

ひ防災会議の中では、防災計画の見直しも１つの防災会議の仕事にもなっておりま

すので、中間的なものも、その防災会議の中で出そうと思えば出せますし、また年

１回の会議で、日野町の防災が災害がどんな状況であったかという報告も、その会

議でも十分できると思いますね。そういうことも、本来やろうと思えばできるわけ

であって、防災会議は、行政側が行う災害対策本部だけでなくて、防災会議もきち

っとやっていくという、あえてこの条例を改正するのでありましたら、そういう姿

勢をぜひ貫いてもらいたいと思いますので、その点について、ご意見だけお聞かせ

いただきたいと思います。 

 また、税金の関係につきまして、いろいろ述べていただきましたので、大変だと

思いますけど、ぜひ頑張ってもいただきたいと思います。それと同時に、先ほど監

査委員さんも述べられまして、私は気持ちは分かってのことだと思いますけど、せ

めて代表監査委員さんの中から、今後も給水停止の実施ということを書かれている

けれども、これはあくまでも慎重にやってもらうという意味も含めてあるんだとい

う、そんな言葉ぐらい最低ほしいなということを思っているわけでありますけれど

も、その点がどうなのか、ぜひ一言だけお願いしたいと思います。 
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 また、報第７号の町の財政健全化の問題でありますけれども、僕は聞きたかった

のは、日野町の財政健全化、繰り上げ償還やって、それの成果があがって、今後も

やっていく、努力していくという意味でということで、健全化への方向、どこまで

が健全化なのかということの、先はないわけでありますけども、努力がされている

ということは私も評価しておりますし、町の方も、そういう立場で先ほどの答弁が

されたんだなということを思います。もし、そうでないということがありましたら、

その点がありましたら意見を聞かせてもいただきたいと、このように思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） それでは再質問であります、防災会議の議第57号でござい

ます。これにつきましても、私の言葉足らずで申しわけなかったんですが、この会

議の所掌事務の中に、地域防災計画を策定し、およびその実施を推進することとい

うのがありますので、昨年もこの会議において、この計画についてご説明をさせて

いただいたところでございます。今年度につきましても、10月ごろにこの会議を開

かせていただいて、再度協議を願うというふうなことを考えておりますので、よろ

しくお願いしたいと、このように思います。 

 もう１点につきまして、報第７号、日野町健全化判断比率の報告につきましてで

ございます。議員申されましたとおり、努力をするゆえに、繰り上げ償還を積極的

に行っていくという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） 代表監査委員。 

代表監査委員（曽羽松司君） 私の方から気持ちの方がおおせいに出まして、その問

題だけを強調いたしましたけれども、もちろん、今後の対応については、それぞれ

担当部署におきまして、町民とのトラブルの起こらないように、十分その辺は実施

に当たっては配慮してほしいということを、いつも申しておりますので、その辺は

監査委員としても心配をし、今後の指導もしていきたいということを思っておりま

すので、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） 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。 

 お諮りいたします。 

 日程第２ 議第52号、日野町教育委員会委員の任命について、人事案件の関係上、

討論を省略し、直ちに採決をいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、これより採決いたします。 
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 議第52号、日野町教育委員会委員の任命について、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 多 数－ 

議長（杉浦和人君） ご着席ください。 

 起立多数であります。よって、議第52号、日野町教育委員会委員の任命について

は、原案のとおり同意することに決しました。 

 日程第３ 請願第５号から、日程第４ 請願第６号まで、所得税法第56条廃止に

向けた見直しを含む意見書提出を求める請願書ほか１件については、一括議題とい

たします。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、総務常任委員会に付託し、審査をお願いいたします。 

 日程第５ 議第74号、決算特別委員会の設置についてを、議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は、議第63号から議第73号まで、平成23年度日野町一般会計歳入歳出決算に

ついてほか10件についてを審査するため、６名の委員で構成をいたします決算特別

委員会を設置し、これを付託するものであります。ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認めます。よって、議第63号から議第73号まで、

平成23年度日野町一般会計歳入歳出決算についてほか10件については、６名の委員

で構成する決算特別委員会を設置し、お手元へ配付いたしました付託表のとおり、

決算特別委員会に付託し、審査をすることに決しました。 

 日程第６ 選第２号、決算特別委員会の委員の選任についてを、議第といたしま

す。 

 お諮りいたします。 

 ただいま設置いたしました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例

第６条第１項の規定により、お手元へ配付いたしました名簿のとおり指名し、選任

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名簿表のとおり

選任することと決しました。なお、休憩中に決算特別委員会を開催をお願いいたし

ます。 

 日程第７ 議第53号から議第73号まで、財産の所得についてほか20件についてを、

委員会付託を行います。 
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 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、お手元へ配付いたしました付

託表により、各常任委員会、および予算特別委員会に付託いたしたいと思いますが、

ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

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

各常任委員会および予算特別委員会に付託いたします。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 なお、休憩中に決算特別委員会を、第１委員会室において開催をお願いをいたし

たいと思いますので、委員の方はご参集をお願いいたします。 

 再開は、１時40分から再開をいたします。 

 暫時休憩いたします。 

－休憩 １２時１０分－ 

－再開 １３時４０分－ 

議長（杉浦和人君） それでは再開いたします。 

 住民課長から発言を求められておりますので、これを許可いたします。 

 住民課長。 

住民課長（森口雄司君） 髙橋議員からの質疑の中で、答弁漏れがございましたので、

お答えをいたします。 

 国民健康保険被保険者の平成23年度資格証明書発行状況でございますが、８世帯

９人でございました。また、資格証明書発行者における相談件数は、平成23年度１

件でございました。回答がおくれましたことを、申しわけありませんでした。 

議長（杉浦和人君） それでは、休憩中に決算特別委員会が開かれ、委員長に小林 宏

君、副委員長に冨田 幸君が決定した旨の報告がありました。また決算特別委員会

委員長により、付託案件に対する審査につきましては、会議規則第71条の規定に基

づき、閉会中の継続審査の申し出がありましたことを、ご報告いたします。 

 お諮りいたします。 

 決算特別委員長からの申し入れのとおり、閉会中の継続審査にすることに、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、決算特別委員会委員長からの申し入れのと

おり、閉会中の継続審査とすることに決しました。 

 日程第８ 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。 

 ３番、齋藤光弘君。 
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３番（齋藤光弘君） それでは、一般質問をさせていただきます。 

 通告書に基づきまして、２点を分割で質問させていただきます。 

 はじめに、国民健康保険税における固定資産割額についてであります。国民健康

保険は、毎日の生活の中で、いつ起こるか分からない病気やけがのときに、安心し

て医療が受けられるように、加入者の皆さんで支え合う制度であります。その国民

健康保険税の算定方式は、所得割額、資産割額、均等割額、そして平等割額の４つ

の区分が加算され、決められています。これは各市町村によって決められており、

市町村によっていろいろであります。県下の市町村を調べてみますと、資産割額は、

13市のうち12市で廃止になっています。日野町を含む６町については、資産割額は

賦課され、採用をされています。 

 そこで質問をいたします。資産割額が廃止になった理由は何か。町としては、資

産割額をどう考えているのか。住民からの要望で、資産割額の廃止の声があります

が、将来的に町はどうするのか。以上３点の回答をお願いをいたします。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君の質問に対する町長の答弁を求めます。 

町長（藤澤直広君） 齋藤議員から、国民健康保険税に係る資産割についての考え方

のご質問がございました。国民健康保険は、日本の国における国民皆保険を支える、

大変重要な柱の１つと認識いたしております。いわゆる、サラリーマンの皆さんな

どが入っておられます協会健保とは違いまして、農業者や個人事業主をはじめとし

て、さらには、年金世帯などの皆さんが、国民健康保険に加入をいただいておりま

すが、昨今の厳しい経済状況の折から、相対的にといいますか、ある意味では、所

得階層の低い皆さんも、入っていただいているものでございまして、町として運営

をいたしておりますが、高齢化の進展、さらには、伸びる医療費のもとで、国民健

康保険財政をめぐる状況については、大変、どの市町村においても厳しいものがあ

ると、こういうことでございまして、そうした中で、国民皆保険を根っこで支える

この健康保険の制度について、心して運用をしていかなければならないものと、こ

のように思っております。そうしたことも含めて、国民健康保険の運営につきまし

ては、国民健康保険の運営協議会で住民の皆さん等の参加もいただきながら、ご審

議をいただき、この国民健康保険の保険税について、住民の皆さんに負担いただく

負担のあり方などについても、議論をしていただいているところでございます。そ

うした中で、日野町におきましては、今指摘がございましたように、所得割、資産

割、均等割、平等割を組み合わせた４方式により、賦課を行っておるところでござ

います。そして、この４方式を採用しているところは、滋賀県内すべての町でござ

いまして、全国的にも、８割を超える町村で４方式を採用しているところでござい

ます。こうした中で、県内においては、資産割を廃止するという流れにあるのでは

ないかということでございますが、それの理由につきましては、それぞれの市によ
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って異なると思いますが、一般的には、利益を生まない固定資産に課税される税金

を基本として賦課されることについて、どうなのか。市町村合併などにより、保険

者規模が大きくなることを契機に廃止をする、こういうようなことで、３方式に移

行する流れが広がったのではないかと、このように考えております。 

 次に、資産割の考え方についてでございますが、当町では４方式を採用しており

まして、仮に資産割をなくしますと、そのほかの所得割や均等割、平等割の負担割

合が変わってまいりますので、そうしたところに影響を及ぼすことになりますから、

国保運営協議会において、慎重な十分な議論をしていくことが必要であり、そうし

た中で、４方式の割合等も検討していくことが大事であるというふうに考えており

ます。 

 将来的な考え方でございますが、前回の国保税の改定につきましては、平成21年

度にご議論をいただきまして、議会でもご議論いただいたところでございます。基

本的には、地方税法の中で、保険税の賦課の標準割合が定まっておりまして、当時

所得割額は40パーセント、資産割額は10パーセント、そして被保険者の均等割が35

パーセント、平等割が15パーセント、こういうような形が地方税法の標準的な割合

でございまして、いわゆる世帯に、家族に対してかかる部分と、人数割に対してか

かる部分は、応益負担といいますか、頭数にかかってくるわけでございますし、所

得だとか資産というのは応能割、つまり能力に応じて払っていただく応能というこ

とでございまして、基本的には、だれにでもかかってくる応益割50パーセント、そ

して資産や所得に能力に応じて、負担いただく部分が50パーセントと、これが基本

になっているわけでございます。日野町も、こうした基準でもって税の設定をして

まいりましたが、前回の改定のときには、資産割の割合を尐しゆるめにしてはどう

かと、こういう議論もございまして、基本的には資産割を10パーセントから７パー

セントに、もちろんこれはシミュレーション上の問題でありますけれども、ウエイ

トを下げたということでございます。所得割は40パーセントから48パーセントに、

その影響で上がりました。ここで３パーセント減って８パーセント上がっておるわ

けですが、これは当時、均等割を５パーセント所得割の方へシフトしたことから出

てきました。こうしたことによって、当時の議論の中では、頭数に係る応益割につ

いては45パーセント程度に設定し、資産割や所得割という能力に応じて負担いただ

く部分については55パーセントにシフトした。つまり、負担能力のある人に負担し

ていただくという方向に、前回の見直しの中ではシフトをいたしまして、さらに資

産税の割合を所得割の方へシフトしたと、こういうような経過がございます。こう

した中で、今後の改定をする必要が生じた場合には、一挙に資産割をなくしてしま

うということになりますと、７パーセントを、例えば所得割の方へ振り分けなけれ

ばならないことになりますので、現在のそれぞれの住民の皆さんにご負担をいただ



2-44 

いている負担ベースが、かなり大きく上がる人が出てくる、下がる人が出てくると、

こういうようなことでございますので、そこはまた国保の運営協議会の中で、資産

割を縮減していくのであれば、どのような部分でウエイトを変えていくのかなどを

見きわめた中で、慎重に対応していかないと、よその市町で資産割をなくしている

から、日野町も直ちになくすとなりますと、かなり保険者間の料金改定に伴うプラ

スマイナスの幅が広くなりますので、そこは慎重に対応をしなければならないと、

このように思っております。そうした中で、現在国においては、後期高齢者医療制

度をはじめとする医療制度改革が検討をされておりまして、国民健康保険について

も、この影響を大きく受けることになります。さらに、滋賀県では、現在県が定め

ました国民健康保険広域化等支援方針に基づいて、将来のあり方を検討しておりま

す。これについては、市町村が保険者で現在ございますが、県レベルで統一しては

どうかと、こういうような議論もあるわけでございまして、こうした議論の状況も、

当然将来的には踏まえなければならない、このように思っておりますので、料金改

定、さらには制度改定等について、注視をしていく必要があると思いますし、いず

れにいたしましても、医療費が増えていく状況のもとで、健診制度などで住民の皆

さんが健康でいていただくための取り組みをするとともに、国保財政の基盤の強化

のために、国などにしっかりと働きかけていくことが必要であると、このように考

えております。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 再質問させていただきます。 

 資産割については、さまざまな問題が指摘されております。近年では、資産割を

廃止する市町村が増えてきています。不公平性、また不平等性を生じているからで

あります。その問題としてご指摘もありましたが、ほとんどが利益を生まない固定

資産税なのに、課税がされているという点。また資産には既に固定資産税が賦課さ

れていますので、二重課税ではないかという点。そして、町外に所有している資産

は、資産割の対象にならないため、不公平正が生じている。そして、アパートやマ

ンション経営など利益を得る資産では、所得割でも賦課されるので、資産割と重複

しているという点。また、共有資産の場合には、持ち分の特定が難しいという点。

そして、高齢化が進み、住宅のみの資産を所有している世帯が増加しているという

ことで、いろいろ今も聞いていますと、市と町との条件が違うように思われます。

そこで、再度担当課長に質問したいのですけど、市において廃止となった理由、そ

の辺のところを、もう尐し明確に説明をしていただきたいと思います。 

 そして２つ目の質問でありますけど、当然必要な保険税額は確保しなければなら

ないということで、仮に資産割額を廃止しても、その分先ほどご説明あったように、

ほかの所得割額、均等割、そして平等割の区分に転換することにもなります。それ
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で、今度は資産を持たな世帯に、負担がかかるということにもなります。そこで、

適切な税率、均等割、平等割を算出計算していただいてということで、お願いでき

ないかなというふうにも思います。 

 そしてまた３つ目の質問でありますが、県では、国民健康保険の広域化というよ

うなことも検討をされておりますが、まだまだそれは時間のかかることであるとい

うように思いますので、資産割を、すぐに廃止することは難しいとは思いますけど、

税率を下げることはできるのかなというふうにも考えます。段階的に税率を下げて

いき、今もあります不公平感を和らげて、最終的に廃止していくような方向を検討

していただきたいと思うのですが、どうですか。お伺いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（森口雄司君） ただいま齋藤議員から、資産割につきまして、３点のご質

問をいただきました。 

 １番目は、市が廃止しておられる理由を、もう尐し具体的に説明してほしいとい

うことでございました。既に議員から、何点かのこういう問題があるんじゃないか

なというご指摘がございましたとおり、いろいろと市におきましては、市街化を形

成しているということで、評価額が高くなることから、資産を持っておられる方と

持っておられない方の差が、著しくなってきているんじゃないかなという思いは、

確かにしているところでございます。特にそういったことが大きいのじゃないかな

と思われますけど、基本になっていますのは、先にも答弁しましたとおり、町村合

併に絡みまして市の区域が広がってきた経過というのが、一番にあるんじゃないか

なと、このように思っております。 

 ２点目の、適切な判断でございますが、これについては、資産割額を設ける場合、

設けない場合のメリット、デメリットというところをしっかり把握した中で、対応

していかなくてはならないのではないかなと、こう思っております。特に所得が尐

なく、資産税が多い世帯の場合には、資産割を課税しないことで、低所得者の負担

軽減になるということはありますし、その反面、今の現在の４方式から３方式なり

２方式にすることによって、ご指摘のように資産割の部分が、ほかの所得割に負担

がかかってくるといった内容等、十分議論していく必要があるんじゃないかなと。 

 今後の方向性と資産割の見直しについての３点目の回答でございますが、特に日

野町の国保税の税率を改正してきました今日までの経過の中には、この所得割、資

産割、均等割、平等割の４方式による税額の算定ということが、長い保険運営の歴

史の中で、また日野町の地域の実情に合った中で、適切と、こういう判断をしてき

たんじゃないかなと、このように思っております。資産割のあり方については、ご

指摘いただきましたように、制度の発足当時から比べますと、社会の状況の変化と

ともに、その趣旨も議論されていくべき問題だと認識しておりますし、今後税率の
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改正につきましては、まず国保運営協議会がございますので、そこで十分な協議を

いただいて、その中でしていくと。全体的な今日までの傾向としましては、資産割

率を減額していくという見直しがされてきたという事実もございますし、全体的な

流れの中では、資産割率が下がってきたというところでございます。今後において

も、国保運営協議会で十分なる協議をいただいて、そんな中でまた議会への提案を

行い、住民理解のもとで適切な見直しができるようにしていきたいと、このように

考えております。 

議長（杉浦和人君） ３番、齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 再質問はしませんけど、要望といたしまして、資産割について

は、問題、課題があるということで、今後運営協議会の中で検討していただきたい

なというふうに思います。 

 また、国民健康保険の財政につきましては、毎年増加している医療費などの要因

によりまして、大変厳しい状況にあるということであります。それで、後期高齢者

医療制度、介護保険制度ができましたことから、国民健康保険の中で一緒に徴収さ

れるということになっております。そういうようなこともありまして、事務として

は、高く感じるというわけでもありますが、加入者の負担は、非常に厳しい状況で

あります。保険税の加入者負担の軽減を強く要望しておきます。それに、財政改革

や制度改革を求める国や県への働きかけ、そして要望活動をお願いしたいと思いま

す。また、医療費を抑制する取り組みといたしまして、健康管理といったこと、そ

して保険税の未納者への対策、取り組みに努力をしていただきますことを、要望し

ておきます。 

 次に、２つ目の、水道料金引き下げについて、質問をいたします。日野町の水道

料金は、滋賀県下で最も高い金額となっております。その理由として、琵琶湖の水

をくみ上げている関係上、日野町は中山間の地域性から、県水の給配水に高いコス

トがかかることから、日野町の水道料金は高くなっていると聞いております。昨年、

平成23年度から10年間を計画する、日野町水道ビジョンが作成されました。ここち

よい生活環境は安心な水道から。日野のたからとなる水道を目指してとあります。

日野町水道ビジョンについて、質問をいたします。平成23年度日野町水道事業会計

決算の状況はどうか。日野町の水道料金を、どう受け止めているのか。住民からの

要望で、高い水道料金に対して引き下げの声がありますが、将来的に町はどうする

のか、以上３点について回答をお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 水道料金についてのご質問をいただきました。水道事業につき

ましては、住民の生活を支えるインフラとして、大変大事な事業であると、このよ

うに思っております。今全国的には、渇水で節水を呼びかける自治体等が出ておる
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ということも、報道されているわけでありますが、日野町につきましては、おかげ

さんで、琵琶湖の逆水をくみ上げて給水をしておりますことから、そういう水不足

というような状況には、ここずっと、なっていないということで、安心して給水が

できておるということは、大変ありがたいことであると、このように思っておりま

す。しかしながら、水道料金が高いということについては、大変住民の皆さんに、

そうしたご負担をしていただいているものと、このように思っております。 

 そうした中で、平成23年度の日野町水道事業会計の決算でございますが、5,268

万6,000円の、当年度の純利益を計上することができたわけでございます。日野町水

道ビジョンにも、財政収支予測を出しておりますが、今後30年間ほどは、経常利益

を見込めるのではないかというふうに思っておりまして、現時点で引き下げにかか

る財源は見込めるのではないかと、このように思っておりますが、将来的に発生す

る施設更新費用なども、頭に入れておかなければならないのではないかと、このよ

うに思っております。そうした中で、日野町の水道料金をどのように受けとめてい

るのかというご質問でございますが、齋藤議員がお話になられたとおりでございま

す。琵琶湖の逆水を給水していることから、県から琵琶湖の水を買っているという

ことで、この受水単価が高いということが、大変大きな要因になっております。約

経費の半分が、県から購入しております受水費用でございまして、契約水量と使用

水量との差を未達料金として払っているところであります。こうしたことから、県

に、料金引き下げを含めて見直しを求めてきたところでございますが、平成23年度

決算の利益計上は、県が料金改定をして値下げをしてくれたことが、大きな要因に

なっているというふうに思っております。水道料金については、こうした日野町に

ついては、琵琶湖の逆水を高い料金で買っているということとともに、日野町の地

形が山あり谷あり、さらにはヤツデのように集落が広がっているということから、

加圧ポンプ、減圧ポンプ、さらには、配水の管をのばしていかなければならないと

いうことでございまして、そうした事情から、県下で高い料金を設定させていただ

いているところであると、このように認識をいたしております。 

 その次に、水道料金の引き下げについての話でございますが、住民の皆さんから

は、そうした声を頂戴しているところでございまして、８月29日には、本年度第１

回の日野町水道事業運営委員会を開催いたしまして、平成23年度水道事業の決算状

況や、将来の収支予測などを説明させていただきました。今後の料金改定について、

この運営協議会で議論をいただくこととしておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 再質問をいたします。 

 23年度水道事業会計決算については、昨年度に続き、利益計上されているという

ことであります。今後30年間の見通しはどうなるのかということを、もう尐し詳し
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くお聞かせ願いたいと思います。 

 そして、８月29日に水道運営委員会を開催されたということを聞いておるんです

が、今後、こういった水道料金を決めるのは、運営委員会の開催の中で協議される

というように思うんですけど、今後運営委員会の開催の予定は、どうなっているの

かというところをお聞きいたします。 

議長（杉浦和人君） 上下水道課長。 

上下水道課長（中井宣夫君） 今齋藤議員さんの方から、２点の再質問をいただきま

した。 

 １点目につきましては、先ほど、町長の答弁にございました30年間の見通しとい

うことで、水道ビジョンのところで予測をさせていただいております、約30年間の

見通しにつきましては、１年間で1,400万から9,000万の利益が出るということで、

約、おしなべますと年間平均6,000万程度の利益が出るという状況でございます。 

 今後の状況につきましてでございますけれども、水道運営委員会につきましては、

各一月に１回ぐらいの程度で、開催をお願いしているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 齋藤光弘君。 

３番（齋藤光弘君） 今後30年間の財政収支予測というのが、黒字であると予測され

ています。また今後も運営委員会で協議を重ねていくということでありますが、県

内の水道料金の一覧を見てみますと、明らかに他の市町村と比べてみても高いとい

うのが分かります。町も日野町の水道料金に対して、高いという認識を持っていた

だいているということでありますので、住民の声をしっかりと受けとめて、できる

だけ早い時点で、水道料金の値下げを実施いただきますよう、強く要望するもので

あります。 

議長（杉浦和人君） 次に、６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） それでは、通告書に基づきまして、２点を分割で質問いたしま

す。 

 まず最初に、今年も町内各地域で、行政懇談会が開催をされましたところであり

ます。この中から、次の点についてお伺いをいたします。 

 要望事項の中でも、南比都佐地区は、土木行政に関する要望が多数出ております。

どこの地域でも似たような傾向ではないかというふうに思っておりますが、今年南

比都佐地区の懇談会に出席をさせていただきましたところ、各字からの要望が出て

おるんですけれども、地区の最重点要望事項、あるいはまた地区全体要望事項とし

て、行政懇談会に要望をされていたように認識しております。町の方は、これらの

要望に対しましても、いつも同じ回答でございまして、緊急性の高いところからと

か、これから後で申し上げますが、例えば、県に要望を伝えておりますというよう

なことで、返事をいただいているのが現状かというふうに思っております。特に、
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当地の幹線の河川、これは砂川でございまして、これに関する要望が大変多ござい

ます。端的に申し上げまして、河川に堆積した土砂がたくさんたまっていると。こ

れを各字ごとに何とかしてほしい、除去をしてほしいという話が出ております。今

申し上げました南比都佐には、砂川と迫谷川、このメインの河川が２本しかござい

ません。この辺も、南比都佐地区として、どういうふうな問題点があって、これか

らどういうふうに、県にも要望をしていきますというようなことを、ちょっと行政

懇談会で話を出していただきたいなというふうなところもあるわけです。今申し上

げましたように、河川の川ざらえなんかが、なかなか県に頼んでおりましてもでき

ません。当局としては、そういった事業もありますので、また相談をして下さいと

いうような返答が、大変多ございます。そうじゃなくして、こういう事業で、地区

として順番に年度を追って、自分たちの地域で川ざらえ事業を進めていけば、県が

直接測量なり設計なりをやらなくてもできますよというような指導をしていただき

たい。そうすれば、各区長さんも、集落に持ち帰っての話ができるんじゃないかと

いうふうに思います。 

 そして２つ目には、これも今申し上げましたが、特に県の事業におきましては、

当局は７つの地域の行政懇談会が終了した時点で、町としての要望内容を整理し、

県に対し要望をいたしますと、これは大変ごもっともな返事でございます。ただ、

こうした中で、この県事業、特に県道と河川、各日野町内の要望事項が出ている中

で、緊急性のあるものという言葉を再三聞くんですが、こういった把握といいます

か、どういう順序づけをされているのか。また、その辺の要望の順位とか優先順位、

これを各地域に公表ができないのかどうかということについて、この２点について、

お伺いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君の質問に対する町長の答弁を求めます。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） 冨田議員から、行政懇談会の要望事項等について、今ご質問い

ただきました。毎年それぞれ７つの地域で行政懇談会を開いていただいておりまし

て、それぞれの地域の皆さんから、いろいろなご意見や要望をいただいておるとこ

ろでございます。各地区にわたる意見や、要望、最近では、４つの地域では、事前

に懇談会テーマを設定いただきまして、意見交換もしていただいているということ

で、大変有意義なものと、このように思っております。そうした中で、それぞれの

集落から出てきた要望については、それぞれしっかりと回答をさせていただくこと

が大切であると、このように思っております。併せて、道路や河川の県事業につき

ましても、それぞれの箇所を町として現場を確認しながら、県に対して要望をいた

しております。ただ、なかなか県の方も財政状況が厳しゅうございますから、分か

りましたということにならない部分が多いわけでございますが、特に河川の浚渫に
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つきましては、川ざらえ事業というのがございますが、これはかつて下迫の区長さ

んが、県に金がないのであれば自分らでやるから、それで良いかと、こういうお話

をされたことを受けて、県下全体に県の制度として広がったすばらしい事業でござ

いまして、現在では県下はもちろんのことでございますが、日野町でも大変活発に、

各地域で住民の皆さんの力による川ざらえ事業を実施をしていただいておるところ

でございまして、それに対する経費負担も、当初から比べますと、かなりあらかた

ペイできるような状況になっているというふうに思っております。こうしたことか

ら、例えば砂川につきましても、清田ほど幅が広いところについては、なかなか住

民の皆さんの力でというのは難しいかも分かりませんけれども、上駒月、下駒月、

深山口の比較的川幅の狭いところについては、こうした川ざらえ事業でも対応でき

るのではないかと、こういうことで建設課の方でも、これまで区長会長さんや区長

さんにも、こういう形でやることができますよと、こういうような提案もさせてい

ただいた経過がございますので、引き続きそういう提案もさせていただきながら、

地域の皆さんとともに事業が進むように取り組んでまいりたいと思っております。

迫谷川につきましては、もともとこの川ざらえ事業発祥の地でございますので、下

迫も上迫も、そうした手法を使いながら実施をしていただいているところでござい

ます。 

 また、道路なども含めて、県に要望しますと、こういうような回答が多いんでは

ないかということでございますが、河川も県道も、県が管理者でございますので、

町として判断できるものではございませんので、地元の要求をしっかりと伝えてい

くということが、大事であるというふうに思っております。そうした中で、とりわ

け河川などにつきましては、川の氾濫といいますか洪水の恐れなどについては、直

接生活にかかわる部分でございますので、そういう災害につながる恐れの強い部分

については、当然県にもしっかりと伝えておるところでございます。いずれにいた

しましても、それぞれ要望をいただいた箇所につきましては、県にも現場を確認し

ていただいて、判断をしておるところでございます。しかしながら、順位づけを町

として、しているわけではございませんので、その箇所箇所の状況を、危険度も含

めて、しっかりと伝えておる、こういうことでございますので、現在のような形で、

しっかりと県と連携を図りながら取り組んでまいりたい、このように思っておると

ころでございます。 

議長（杉浦和人君） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 今、町長の答弁の中で、こちらが申し上げました、砂川の氾濫

につきましては、昨年の台風12号のときから、建設課を通じて県に要望したところ

もございます。もう１つ、いついつ、どうしようとか、今こうしているとかいうよ

うな話を返してもらっていないということを、区長さんからもお聞きしております。
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下駒月地先で、家屋が隣接をしておるところで、堤防が実際高さにして60センチメ

ートル切れているところがあるんですが。それの護岸の天まで水が来て、もう今度

大水がくれば、どうしてくれるのだというような話を言われたことがございました。

この辺についての、まさにこれは緊急を要する事業じゃないかというふうに思いま

すので、できましたら、この辺の返事も早急にやっていただきたい。この今の件に

ついての、今後の予定等が把握できておるのであれば、建設計画課長に返事をお願

いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 冨田議員の方から再質問いただきましたので、答弁の

方させていただきます。 

 昨年の台風12号によって、下駒月地先の護岸のところで、氾濫しかけたというこ

ともございまして、そして護岸自体が若干、一部決壊したところもございます。昨

年度に応急的に復旧をさせていただいております。今後の予定としては、今年度に

ついて測量調査をきちっとやった中で、今後事業としてどのような形で進めるのか

も含めて、きちっと集落の区長さんなりに報告の方もさせていただきたいというよ

うに考えております。県としては、今年度測量調査に入って、計画を立てたいとい

うよ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） ６番、冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 今年度に調査設計をやるということでございますが、ちょっと

信用できない部分がございます。今の話で、課長がやりますということは言えない

ということは、重々承知しておりますので、できるだけ要望をしていっていただき

たというふうに思います。 

 それでは、２つ目の、緊急災害について、その町の対応について、お伺いをいた

します。今年は、特に全国各地でゲリラ豪雨、スポット的に大雨が降るというよう

なことで、大変な災害が発生をしたところであります。皆さん御存じのように、８

月中旪には、京都府南部とあるいは大津市の南部地域で強烈な豪雨災害が発生し、

多くの方が犠牲になられ、また家屋や施設に被害を及ぼしたところであります。こ

の流域もございまして、その下に小さな河川があるわけで、そこへ一気に水がきて、

その川が氾濫したということであると思いますけれども、当町におきましても、こ

ういった豪雨災害等の危険箇所を、ハザードマップというのが、各地域の公民館に

も、字にも、掲示はしておりますけれども、また今回のこういった集中豪雨という

のは、ちょっと特性が違いますので、この前も９月２日に日野町防災訓練がありま

したが、この辺も踏まえて、町としてどの程度把握して、もしものときの対応はど

うしようと考えているのかを、お伺いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 
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町長（藤澤直広君） 災害に対する質問をいただいたわけでございますが、日野町の

豪雨災害の大部分については、土砂災害が想定をされます。土砂災害、つまり、が

け崩れ、土石流、地すべりなどが想定されるわけでございますが、土砂災害の危険

箇所の把握につきましては、平成24年３月30日現在で、がけ崩れ危険箇所116カ所、

土石流危険箇所22カ所について、土砂災害警戒区域等の指定を行っております。区

域の指定につきましては現在も調査中で、県では平成32年度をめどに、すべての地

域において指定を完了する予定としているところでございます。土砂災害から住民

の命を守るためには、土砂災害の恐れのある区域についての対策工事、土地利用の

規制、ソフト対策としての危険の周知、警戒避難体制の整備等を進めることが必要

であり、それぞれの部分で対応していかなければならないものと、このように思っ

ております。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 今、町長の答弁にありました箇所数、土砂災害の危険箇所、そ

れから土石流危険箇所、この指定地域につきましては、公表はされているんでしょ

うか。あるいは、ほとんどが当町の東の方面じゃないかと思うんですが、その該当

しないところにも、この辺の危険箇所がこうでありますよというようなことを、公

表されているのかどうか、お伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（岸村義文君） 冨田議員の方から、再質問いただきました。 

 土砂災害の危険区域でございます。現在では、がけ崩れ116カ所、土石流が22カ所

ということでございます。これについては、県の方で調査に入っていただいておる

わけでございますが、調査に入る前に、対象となる家屋の地主さんなり区の方に説

明に行かせていただいて、そして現地の調査に入って、調査が終わった段階で、こ

ういう状態ですということも、地域の方に報告をさせていだいているという状況で

す。そして現在の土砂災害のハザードマップを、全戸配布させていただいている中

にも、この危険箇所については、場所も含めて提示をさせていただいているところ

です。そうしてまだ平成32年が最終調査の完了というふうになっておりますので、

現在すべての調査が終わったわけではございません。まだ、継続中でもございます

が、写真なり、現在県が把握している危険箇所については、マップの中で掲示もさ

せていただいているという状況でございます。最終的に、この土砂災害の危険箇所

の調査がすべて終わった段階では、再度マップの方の訂正も踏まえて、やっていく

必要があるのかなというように思っております。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

６番（冨田 幸君） 皆さん御存じのように、最近の豪雨は、テレビでインタビュー

されたら、すべて今までかつて遭ったことのない雨が降ったと、生まれて初めてや
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というようなことが、口ぐちに言われております。当町におきましても、いつどう

いう豪雨があるやも分かりませんので、答弁のあったような形で、日野町の皆さん

の人命、あるいはいろいろな施設についての安全を確保できるように、ご指導の方

を、お願いして質問を終わります。 

議長（杉浦和人君） 次に、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、２点お伺いしたいと、このよう

に思います。 

 エネルギーの地産地消についてということでお伺いします。平成23年６月定例会

において一般質問をさせていただきましたが、再度質問をさせていただきます。 

 今年も猛暑日が続き、熱中症患者が全国的に大変多く出ました。当町でも、死者

が出たところでもあります。原子力発電事故以来、特に関西では、昨年同様に夏の

電力不足が予測され、計画停電も心配されました。15パーセントの節電が目標でも

ございました。企業やそれぞれ家庭でクーラーの使用が控えられたのが、この熱中

症患者が大変多く出た一因だと、このようにも思われます。しかし、議論を呼ぶ中

で、大飯原発再稼働がされました。現政府では、2030年に原発を不要なものにする

とも考えており、代替エネルギーに変えなければならないと、このように思います。

風力、地熱、バイオマス、太陽光を利用した発電など、多くの手法や方法もござい

ます。原子力に頼らない太陽光を利用した発電、一時は、このメガソーラーの話が

出ておりましたが、いつの間にか消えております。一般家庭での地産地消というよ

うな形で、発電した不要電力の買い上げ価格も決まりました。クリーンなまちづく

りは、太陽光からというようなキャッチフレーズで、新しいエネルギーづくりはい

かがなものでしょうか。町行政も、住宅リフォームの助成のような考えで、一般家

庭への普及はいかがなものか、お伺いをします。ちなみに、守山市においては、本

年度より太陽光発電装置やＬＥＤの照明等を備える事業者に、上限50万円という補

助をされておられるようですが、これもお伺いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤 正治君の質問に対する町長の答弁を求めます。 

 町長。 

町長（藤澤直広君） エネルギーの地産地消について、ご質問をいただきました。エ

ネルギーをどのようにしていくのかというのは、大変大事な課題でございまして、

こうした自然再生エネルギーに対する取り組みというのは、大変大事であると、こ

のように私も認識をいたしております。 

 町の方では、第５次総合計画において、再生可能なエネルギーの利用を進めるこ

とを施策の１つに掲げておりまして、エネルギーの地産地消の観点から、官民問わ

ず、再生可能エネルギーの利用を促進していくことが、大切であると認識をいたし

ております。町の方では、道路の街灯のＬＥＤ化への改修による省エネの推進や、
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公共施設では、中学校や図書館にソーラーパネルを設置し、使用電力の一部を賄う

とともに、再生可能エネルギーの利用促進、啓発にも努めております。こうした中

で、国や県では、個人住宅における太陽光発電の設置に対する支援制度があり、県

内でも補助金制度を設けている市町もあるところでございます。東日本大震災以降、

再生可能エネルギーへの国民の関心が高まってきておりますことから、今後は日野

町に適した再生可能エネルギーが何かを見きわめることなど、町内にある資源を有

効に活用できるよう研究するとともに、普及利用促進に対する支援についても研究

していく必要があると、このように考えておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 西澤正治君。 

９番（西澤正治君） 再質問をさせていただきます。 

 近年、高齢者の家庭や、それぞれ認知症患者のおられる家庭では、オール電化の

キッチンの改造とか、それぞれ普及しております。ガス、灯油の使用が危険という

ことで、このことからも、この電気の再生エネルギー、太陽光発電は、大変大事な

ようにも思われます。今も町長お話いただきましたが、暮らしとエネルギーの確保

ということで、言っていただきました。今後これをどうしていくのかということで

ございます。前回では、真摯に議論をしなければならないということで、お答えを

いただいております。行政で、これはきちっとした議論をしていただいて、再生可

能、太陽光エネルギーというのを大いに利用して、清らかな自然を守り、郷土を守

っていく中で、エネルギー政策は本当に必要なことでございます。行政も十分な力

を注いでいただきたいと、このように思うわけでございますが、いかがなものです

か。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） ご指摘の通り、エネルギーをどのようにしていくのかというの

は、大変大事な課題でございます。原発再稼働に対する国民の思いは、何とか脱原

発で行こうじゃないかと、こういうような世論も高まっておりますことから、そう

いう意味では、今ご指摘のとおり、自然再生可能エネルギーへの転換について、国

で十分議論されるとともに、地域におきましても、地産地消という言葉がございま

したが、町としてできる部分はどういうところがあるのかということについては、

一生懸命議論してまいりたいと、このように思っております。 

議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） 総合計画にもございます。十分な検討していただいて、よろし

くお願いしたいと、このように思います。 

 続きまして、巨大地震について、お伺いしておきます。関東大震災記念日を前に、

８月30日に、各新聞紙上で、被害想定の資料が発表されました。東海、東南海、南

海地震などが同時に発生する南海トラフ巨大地震ということで、新聞に大きく出ま
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した。マグニチュード９クラスの被害や、津波の想定も公表されました。平成23年

３月11日に発生した、東日本大震災の17倍にもおよぶ被害でございます。死者数は、

最大だと32万3,000人にもおよびます。滋賀県では津波の心配はございませんが、死

者が最大で500人ぐらい出る。建物の全壊、焼失が１万3,000棟となる。本当にショ

ッキングな記事を見ました。発生確率は極めて低く、過度に心配することもないと

いうことと記されておりましたが、いざというときの準備だけはしておくことが大

事だと、このように思います。 

 そこでお伺いいたします。住民の安全確保・確認、また非常食の備蓄および防災

無線は万全なのか。行政と各字区長や、役員さんへの情報伝達の手段の整備はでき

ているのか。３つ目、幸いにも当町が軽度の被害で済んだ場合、県内外から、被災

者の受け入れ体制も整備を考えておくべきだと思っております。東日本大震災のと

きには、多くの被災者が来られるということで、滋賀県も準備に大変だったことを

思い出します。事前想定は必要だと思っておりますが、お伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 巨大地震についてのご質問をいただきました。今、西澤議員も

ご指摘のとおり、おかげさんでと言いますか、滋賀県では津波の心配はないという

ことでございますので、想定される災害につきましては、地震災害、さらには先ほ

ど来お話がありました、集中豪雨等による土砂災害、こういうところが想定される

んでないかなと、このように思っておりまして、そういうところにしっかりと対応

していくようにしなければならない、このように思っております。そうした中で、

住民の皆さんの安全確保でございますが、毎年総合防災訓練を実施させていただい

ておりまして、今年は南比都佐地区でさせていただいたわけでございますが、たく

さんの住民の皆さんに参加いただいております。併せて、関連団体ということで、

消防団、消防署、日赤、さらには建設工業会やプロパンガス協会、電気保安協会、

造園協会など、いろいろな皆さんが支援の輪を広げていただいて、この訓練にご参

加をいただいているわけでございまして、こうした日ごろの訓練が大変大事である

と、このように思っております。併せて、自分たちの地域は自分たちで守るという

意識も、持っていただく必要もあるというふうに思っております。日野町の集落で

は、毎年防災訓練を実施されておられるところもございますし、そういう地域での

危険箇所の洗い出しを含めた訓練をはじめとした取り組みというのは、大変大事で

ございます。併せて、地震災害ということになりますと、やはり建物の倒壊でござ

いますので、耐震診断、耐震改修、このことについては、個人の財産になるわけで

ありますが、地震に耐えられる建物として補修改築をしていただくことが、必要に

なろうかというふうに思います。町の方では、今年度それぞれの集会所の、耐震診

断に対する補助を実施させていただくこととなったわけでありますが、一番根本に
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は、それぞれの住宅の耐震診断改修というふうなのが大事でございますので、それ

ぞれ補助制度などを持っておりますので、ぜひ町としても啓発をいたしております

が、活用いただいて、安全確保に努めていただきたいというふうに思っております。

併せて、やはり一旦事が起こった場合には、消防団や自警団をはじめとした、自主

防災組織の取り組みも大変大事でございますし、安否確認の件からいきますと、民

生委員さんや地区社協の皆さんをはじめとした取り組みも、大変大事でございます

ので、役場行政等がやること地域がやること、そして個人で対策を講じていただく

ことなどを総合的に対応していく。そのために、町としても啓発対応してまいりた

いと、このように思っておるところでございます。 

 そうした中で、非常食の備蓄などについてでございますが、飲料水としては、500

ミリリットルおよび２リットルのペットボトルが、それぞれ1,000本ずつございます。

非常食としては、クラッカー、ビスケットおよび水で簡単に調理可能なアルファ米

が、それぞれ1,000食備蓄をいたしております。また、各地区の公民館には、それぞ

れクラッカーを105食備蓄をしております。飲料水につきましては、上水道の２カ所

の配水池に、緊急遮断弁を設置しておりまして、地震が起こってパイプが壊れても、

水が流れてしまわないように、タンクにとまる装置をつけておりまして、全町民が

１日１人３リットル使用するとして、３日間の飲料水が確保できるような対応をし

ておるところでございます。しかし、いざというときに備えて、各家庭におきまし

ても、こうした備蓄には努めていただきたいと思っております。防災行政無線につ

いてでございますが、現在町内９カ所に、同報系防災行政無線を設置しております

が、全町をカバーするというものではございません。こうした中で、多種多様な情

報伝達手段が、今ではあるわけでございまして、地域防災計画の見直しの中で検討

をしていきたいというふうに思っております。 

 次に、区長さんなどへの情報伝達方法に対する質問でございますが、平常時と同

様、電話もしくは携帯電話による連絡をすることとしております。このことにつき

ましても、地域防災計画の見直しの中で、検討をしてまいりたいと思っております。 

 さらに、大規模災害における県内外の被災者の受け入れに対する対応でございま

すが、東日本大震災のときにおきましては、住民の皆さんのご協力によりまして受

け入れを行い、現在も７世帯18名がお住まいになっておられます。これは町で把握

している部分でございます。国においては、東日本大震災の教訓を生かし、災害対

策の強化を図るため、平成24年６月27日に災害対策基本法の一部が改正をされ、市

町村、都道府県の区域を超えた被災住民の受け入れに関する規定が、新たに定めら

れたところでございます。町といたしましても、県と連携を図りながら、大規模災

害時に伴う被災者の受け入れ等についても、検討をしてまいりたいと考えておりま

す。 
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議長（杉浦和人君） ９番、西澤正治君。 

９番（西澤正治君） ９月２日に、南比都佐地区で防災訓練がございました。そのと

きに非常食ということで、南比都佐のプールの水を飲ませていただきました。大変、

プールの水やということで、初めはちょっと躊躇しておりましたが、すばらしいろ

過措置ができていて、本当にすばらしい装置が、南比都佐には備わっているんだな

あ、このように思ったわけでございます。情報の伝達、個人、それぞれ区長さんの

伝達、これは本当に個人の安全確認ということで、大変なことだと思います。町内

には、アパートやとか、それぞれマンションが多くあり、区長さんですら、近所の

人ですら、その人の確認ができていない。お昼は勤め、夜は夜勤やとか、それぞれ

帰りが遅いということで、なかなか住民の把握ができていないのではないかなと、

このように思います。やはり、そのような管理をされている管理責任者は、きっち

りとした把握をしていただいて、区長さんに、また町代さんに、それぞれこういっ

た方が、何人住んでおられますということを、確認しておいてもらうことが大事な

ことではないかなと、このように思います。それぞれ、このごろは個人情報という

こともありまして、確認は難しいと思いますが、しっかりとした把握だけはしてい

ただきたいな、このように思います。 

 それから、この間の防災訓練のときに、消防団と建設工業会と共同して、土のう

積みをされておられました。水防訓練ということで、消防団の方、スコップで土の

うに土を入れて積み上げておられました。一生懸命していただいているところを見

ておりました。しかし、現実には、台風とか風水害、本当にひどい現場で、土を土

のう袋に入れなければならないということでございます。そこに土があるのではな

くして、土を探して入れるということで、本当に大変なことでございます。私も消

防団のときに、小さな河川が決壊しかけて、土のう積みに行きました。本当に危険

なとこで、土は雨で流れるし、どろどろになるし、夜暗いところでということで、

大変な思いをしたわけでございます。積んでもすぐに流れてしまう。泥水ですので、

なかなかうまく積めないということで、本当に大変でございました。こういう現場

に行くと、大変なことでございますが、こういう土を入れた土のうを、ある程度そ

れぞれ地域で確保しておけば、それを車に積んでいって、ぽんぽんと積めるという

ようなこともしておけばよいのではないか、そういう確保は、それぞれ準備はでき

ないものか、そこら辺のところをお伺いしたいと、このように思います。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（平尾義明君） 西澤議員さんの再質問でございます。 

 日野町の防災訓練につきましては、いろいろご協力をいただきまして、ありがと

うございます。あのときにも、建設工業会と消防団が協力して土のう積みをしてい

ただきました。日常でも、有事の際にできるように、そういった土のうを準備して
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おいたらどうやというふうなことでございますけども、建設工業会の中で、土をど

こから持ってきたらいいとか、そういうことは打ち合わせしていていただいている

ようです。その有事の際に、備蓄して土のうを置いておくということが、なかなか

難しいと、現在では思っているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 西澤正治君。 

９番（西澤正治君） 土のうに入れて置いておくというのは、ほんとに場所も要るし、

それぞれ大変だと思いますが、町有地のあいたところなんかに、土は尐しぐらいは

積んでおいて、いざすぐそこから持っていくというようなことも、しておいたらよ

いのではないかな、このように思うわけでございます。いずれにしても、現場へ出

れば、大変危険がつきまといます。ぜひとも、いざというときには、危険のないよ

うなところで土をとって運べるという、このような形にしていただければ、ありが

たいなと、このように思うわけでございまして、どうかひとつ、その点考慮してい

ただきたいと、このように思います。 

議長（杉浦和人君） 次に、２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） それでは通告書に従いまして、分割で質問をさせていただきま

す。 

 昨年10月、大津市の中学生が自ら尊い命を絶たれました。まことに残念でなりま

せん。いじめや暴力が放置された結果、自殺に追い込まれた可能性が高いと考えら

れるアンケート結果であり、徹底した原因究明と抜本的な対策を望みます。いじめ

は、どの学校にも、どのクラスにも、どの子どもにも起こりえると言われています。

９月11日に発表された文部科学省の問題行動調査が、新聞に掲載されました。いじ

めの認知件数は、平成23年度７万231件、いじめを認知した学校の割合は38.0パーセ

ントで、学校全体の半分にも満たない数字です。いじめが見逃されているのではな

いかとの不安を感じます。いじめは大きな社会問題として、日野町においても、い

じめ撲滅への対策、自分の命も人の命も大切にする心を育む取り組みが、重要と考

えます。安心できる学校づくり、教育環境の充実について、お伺いいたします。 

 １点目は、いじめ撲滅には、未然防止、早期発見、早期対応ができる体制が必要

と考えます。いじめの実態把握は、どのようにされているのか、子どもを守るため

の問題解決への対策、取り組みをお伺いいたします。 

 ２点目は、学校の中で子どもたちを見守っているのは、教員だと思います。実際、

教員の目の届かないところで、いじめは起こっています。いじめに対して、教員の

対応の仕方によっては、教員への不信、学校への不信へとつながります。教育現場

の教員は、授業の準備、カリキュラム、学校行事、事務等々、多忙な日々の中、１

人ひとりの子どもと向き合う時間が、果たしてとれているのでしょうか。教員にも

心の余裕が必要だと感じます。教員への支援、教職員が、子どもと接する時間の確
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保、子どもたちが話しやすい機会、環境が整っているのでしょうか、お尋ねいたし

ます。 

 ３点目は、地域での子どもたちへの見守りが、大変重要になっています。子ども

の連れ去り、監禁事件、また不審者出没など、子どもたちを取り巻く環境は、危険

なことが多く起こっております。登下校時など、地域で見守りや声かけをしてくだ

さっている姿を、よく見かけます。子どもたちは、地域の人たちの顔を見ると安心

し、また大人が見守っているところでは、いじめは起こりにくいと考えます。地域

の人たちが子どもたちを見守り、気になる状況があれば、学校に連絡、相談するな

ど、学校と地域との連携体制は、確立しているのかお伺いいたします。 

 ４点目は、文部科学省のホームページによりますと、地域ぐるみで学校を支援す

る学校支援地域本部事業で、県下を見ますと、平成22年度設置状況は７市４町が設

置をされていました。平成23年度からは、補助事業で、学校支援地域本部と放課後

子ども教室、学校教育支援等の教育支援活動を、各地域の実情に応じて有機的に組

み合わせることが可能となり、今まで以上に学校、家庭、地域の連携協力の強化を

図ることができるとされています。コミュニティスクールについても、地域ととも

にある学校づくりを推進されています。学校支援地域本部や、コミュニティスクー

ルなどに対する町の考えをお伺いします。 

 ５点目は、学校は子どもたちが１日の多くの時間を過ごす場所です。また、災害

時には、地域の避難場所にもなっています。大規模地震において、天井材や外壁材

の落下などの被害が発生しています。特に致命的な事故が起こりやすい屋内運動場

の天井材、照明器具、内外装材、バスケットゴールの防止対策が必要と言われてお

ります。学校を安全の拠点にしていくために、学校の天井、照明器具など、非構造

部材の耐震検査をされたのか、調査結果と対策を伺います。 

議長（杉浦和人君） ２番、中西 佳子君の質問に対する教育長の答弁を求めます。 

教育長（奥村 薫君） 中西議員さんから、教育環境について５点質問をいただきま

した。 

 まず１点目、いじめの実態把握についてでございますけれども、毎月いじめも含

めた児童生徒の問題行動等、不登校状況を報告用紙で学校から提出してもらいまし

て、県教育委員会へも報告しているところでございます。重大な事案につきまして

は、その都度詳しい報告、説明をもらいまして、現状把握の上、県教育委員会へも

連絡し、ケースによりましては助言も受けながら、指導や支援に当たっております。 

 次に、２点目ですが、多忙な中、教職員と子どもが接する時間の確保が難しくな

っているのが現状でございます。町としましては、学習支援員などの配置や、ＩＣ

Ｔ機器の充実などを行うことによりまして、子どもと向き合う時間の確保につなげ

るよう努めております。また、各学校では、教育相談日や面接の日を設けたり、日
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記や作文、アンケート等で、子どもたちの思いを把握したり、担任や養護教諭等、

担任以外の先生との連携をしたり等、工夫をしているところでございます。今後も

現場の要望を聞きながら、環境の整備に努めてまいりたいと思っております。 

 次に３点目の、学校と地域の連携でございますけれども、尐年センター主催の連

絡会が、学期に１回開催されまして、警察や補導委員の方と学校の生徒指導担当が

情報交換を行ったり、民生児童委員さんや保護司の方による学校訪問、情報交換が

行われたりしております。また、各学校では、１学期に地区別懇談会を開催し、情

報交換や要望の聴取などを行っております。この夏休み、青尐年育成町民会議や老

人会等のご協力を得まして実施しましたラジオ体操も、町民の皆さんの健康づくり

はもちろんでございますが、異世代の方と子どもたちが、朝のあいさつとともに顔

見知りになり、ふれあいの場として設定させていただいたところでございます。多

くの方々が、子どもたちの育ちを見守っていただければ、ありがたく思います。い

じめの疑いのある事案について、その都度、保護者や地域の方から、学校や教育委

員会事務局にご連絡をいただいていることもございます。日常的には、スクールガ

ードや多くの地域の皆さんの見守りもいただいているところでございますけれども、

今後とも、多くの方々による見守りやご指導をいただきますよう、ご協力をお願い

いたします。 

 次に、４点目の、コミュニティスクール等でございますが、町としましては、新

たな制度を導入するのではなくて、今進めております学校が主体的に地域の施設等

を活用させていただき、体験的な学習を展開したり、学校内で地域の方のお話を伺

ったり技能を学んだりする活動を大切に考え、さらに推進していきたいと考えてお

ります。そのことによりまして、地域の多くの方が学校を見守り、支えてくださる

開かれた学校、風通しのよい学校になるというふうに考えております。しかしなが

ら、いろいろな新しく制度がございますので、子どもたちのためになることにつき

まして、今後研究を進めてまいりたいというふうに思っております。 

 最後に、学校の耐震等でございますが、学校の天井や照明、窓ガラスなどの非構

造部材の耐震化対策につきましては、平成22年３月に文部科学省から、学校施設の

非構造部材の耐震化ガイドブックが示されましたが、建築基準法に基づく、天井脱

落対策の技術基準、規制強化は、試案段階にございます。今後、防災拠点や、多数

の人が利用する建築物など、特に早急に改善すべき建築物につきましては、行政指

導が行われ、特殊建築物の定期報告での点検が必要になると予想されておりまして、

学校体育館の改修の必要が生じてきまして、当面はこれへの対応を急ぐ必要がある

と認識しております。また、身近な備品等の配置等に関しましては、学校防災の取

り組みの中で、学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブックを活用して点検し、で

きるところから対策を講じてまいりたいと考えております。 
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議長（杉浦和人君） ２番、中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 再質問させていただきます。 

 学校の教育体制を聞かせていただいたんですが、各校にスクールカウンセラーと

いうのが配置されているというふうにお聞きしているんですが、全校に配置されて

いるのか、また常勤はされているのか、どういう体制なのかというのを、聞かせて

いただきたいと思います。 

 それと、学校支援地域本部事業とかコミュニティスクールはいろいろな取り組み

なんですが、日野町は、いろいろな地域等のコミュニケーションということで、独

自のことをしているということでございますが、近隣の先進のところをしっかりと

学んでいただいて、日野町にも合うものがあると思うんです。それを取り入れる努

力を、していただきたいなというふうに思います。あまり独自ということにこだわ

ると、開かれていないということになりますので、もう尐し先進的なところを取り

入れていただけたらというふうに、思うところでございます。 

 そこで日野町にとって、この学校支援地域本部事業とかコミュニティスクールを、

取り入れるのに問題点と考えておられるところを、お聞かせ願いたいと思います。 

 それと、小学校の非構造部材の点検なんですが、ガイドブックとか通達とか、も

ちろんあったと思うんですが、いつぐらいに点検をされる予定を、今されているの

か、予定がありましたら、聞かせていただきたいと思います。今まで実施されなか

った理由を、伺えたら伺いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課参事。 

学校教育課参事（神田松雄君） 中西議員から、再質問をいただきました。 

 １つ目のスクールカウンセラーの件でございますけれども、現在中学校の方に、

県下ほとんどの学校に、スクールカウンセラーが配置されております。小学校の方

は、それにかわり、不登校支援加配というものが、幾つかの学校で配置されている

ということで、小学校には現在のところ、スクールカウンセラーとしては派遣はな

いということで、日野中学校に、現在のところ週に半日、１回の配置でございます。

これも、当初におきましては、時間数的にもう尐し多かったんでございますけれど

も、いろいろな財政の理由で、どんどん減りまして、現在のところ週に１回半日の

配置ということでございます。十分に活用をしていただいておりますけれども、や

はりもう尐しいてほしいなということを、現場の方から聞かさせていただいており

ます。 

 それから２つ目のコミュニティスクール、また学校支援地域本部の事業でござい

ますけれども、教育長が答弁いたしましたように、本町におきましても、子どもた

ちにとっていいことについては、取り入れたいというようなことを考えております

けれども、現在のところ、コミュニティスクールの方では、平成24年３月現在では
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８校園が指定されているということで、まだまだ尐のうございますし、そういった

ような中での成果、あるいは課題、そういったものを研究させていただきながら、

また取り入れていくべきものについては、取り入れていきたいというふうに思って

おります。 

 ３点目の件につきましては、次長の方から答弁を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） 中西議員さんからの再質問にお答えをさせていただきます。 

 非構造部材の部分で、いつごろこういった、検査をするのかという部分でござい

ます。この検査項目、チェックリストといわれるものは、おおむね、天井、照明等

の部分でございますので、学校の先生、また教育委員会がチェックリストで行った

ものが、今回公表された部分でございます。日野町におきましては、日常、学校管

理上、危険な部分については管理はいただいておるところでございます。今回は、

そういった部分については、実施をしておらないという回答で報告をさせてもらっ

たものでございます。 

 それで、今後につきましては、今回の補正予算で特殊建築物の報告の部分がござ

いますので、そういった部分でも、検査の一部報告がされてくるものと思っており

ますし、また、今現在桜谷小学校におきましては、大規模改造の委託を発注してお

ります段階でございますので、そういった部分につきましても、危険な部分につい

ては点検をしていただくということでございます。 

 それと、日野町におきましての小中の体育館につきましては、天井材は使用して

おりませんので、そういった部分では安全でございますし、バスケットのゴールに

つきましても、小学校は壁につけておりますので、その点については問題がござい

ませんので、ご了承いただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 再々質問させていただきます。 

 日野町においては、日野小学校に児童数が集中するということで、他の小学校が

ちょっと減尐傾向にあるという状態でございます。やっぱり、特色ある学校をつく

っていけば、ここの小学校に行きたいという子どもさんたちも、増えていくんじゃ

ないかなというふうに考えます。それについては、コミュニティスクールのような

学校、地域、またご家庭が参画して、新しい学校づくりというのは魅力あるのでは

ないかなと考えるんですが、その点についてはいかがでしょうか。 

 それと、非構造部材の点検をしていただくときには、学校の設置者がされるのか、

教員がされるのか、学校設置者と教員がされるのか、どのように考えておられます

か。 

議長（杉浦和人君） 教育委員会学校教育課参事。 



2-63 

学校教育課参事（神田松雄君） 中西議員の再々質問の１つ目のところを、お答えさ

せていただきます。 

 議員のおっしゃるように、コミュニティースクール、そういったものの研究を十

分にまだ進められていないものですので、そういった面について、その結果、どう

いうふうなよさをもたらすか、またマイナス点があるのかというようなことを、十

分検討しながらやっていきたいと思いますけれども、今おっしゃられる範囲におき

ましては、非常によいものがあるというような感じを受けております。ただ、日野

町におきましても、特色ある学校支援事業というので、各学校に10万尐しの補助金

を出しまして、特色ある取り組みを進めてもらっています。教育長が答弁申しまし

た中にありましても、学校におきまして、いろいろな講師を派遣招へいして、子ど

もたちに、体験的な学習あるいは感動的な学習授業を提供するように、工夫してい

ただいております。そういったものをさらに推し進めていけば、これに近いものが

できるのではないかなというのが、今の考え方でございます。ただ、当初に申しま

したように、非常にコミュニティスクールも魅力あるものに感じておりますので、

そういったよさ、あるいは短所、そういったものを十分研究しながら、子どもたち

にプラスになるようなものであれば、十分に活用していきたいというようなことを

考えております。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（久村重次君） 特殊建築物、非構造部材の再質問にお答えをさせていただ

きます。点検方法についてでございますが、点検につきましては、学校の設置者、

または学校側、学校だけでするという、いろいろな方法がございますが、まず今現

在思っておりますのは、特殊建築物については委託業務に出させていただいて、専

門家によるそういった報告をいただくということ。また、それ以外にも、学校の方

でも点検、日常していただいておりますので、問題点があれば、そういった部分で

報告をいただくことにしていきたいと思います。桜谷小学校については、設計段階

で、学校との調整をし、危険な部分については報告をいただいておりますので、そ

ういった報告でいけるものと思っております。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

２番（中西佳子君） しっかりとまた取り組んでいただいて、子どもたちが安心して

学校に登校できるような環境をつくっていただきたいと思います。 

 続きまして、男女共同参画社会について、お伺いいたします。 

 日野町では、日野町男女共同参加計画を策定され、この計画に基づき、男女共同

参画社会の実現を目指して、施策を進めておられます。９月17日の男女共同参画の

視点から防災減災を考えるをテーマに開催される集いは、多くの方に参加いただき、

男女共同参画について、みんなで考え、一歩前進できることを願っております。東
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日本大震災の教訓から、災害対応における男女共同参画の視点も重要であることが

明らかとなりました。防災会議など、積極的に女性を登用する自治体が増えていま

すが、まだまだ女性委員の比率は低いのが現状です。３月定例議会でご答弁いただ

きました、日野町の防災会議委員は、16名中女性２名で12.5パーセントとなってお

ります。日野町共同参画計画の中で、審議会、行政委員会等、委員の選任方法の見

直しを図り、女性委員のいない委員会などをなくしていくとともに、平成30年度末

までに、女性委員の比率を30パーセント以上に高めるための仕組みづくりに努力し

ますとあります。今後の男女共同参画の促進を願って、何点かお伺いいたします。 

 １点目は、女性の就業については、出産、育児、介護など、就業継続が困難な環

境が考えられます。女性が活躍できる職場や制度が、整っていないのが現状だと思

います。日野町役場の正規職員208名中、男性111名、女性97名、これは４月１日現

在ですが、そのうち課長級役職者は、男性24名、女性５名。女性は2.4パーセントし

かおられません。日野町では、嘱託職員や臨時職員を含めると、男性より女性が圧

倒的に多く行政の仕事に携わっておられます。身近に管理職として活躍されている

女性がいることは、女性にとって、家庭と仕事の両立への目標になるのではないで

しょうか。町は、積極的に女性を登用されないのか、お伺いいたします。 

 ２点目は、育児休業を取得している女性は増えているが、出産後に継続就業して

いる割合は増えていないと言われています。仕事と生活の調和の推進状況は、依然

厳しいと言えます。白書によると、男性の育児休業取得率は、民間企業で平成23年

度2.63パーセント、国家公務員で平成22年度1.8パーセント、女性は民間企業87.8

パーセント、国家公務員97.9パーセントと、男女間に大きな差があります。日野町

役場職員の、男性の育児休業取得率を伺います。 

 ３点目は、自治会における女性役員登用は、なかなか進んでいない状況でありま

す。行政だけが進めるものではありませんが、行政として、問題点と取り組みをお

伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君の質問に対する町長の答弁を求めます。 

町長（藤澤直広君） 男女共同参画社会に向けてのご質問をいただきました。大変大

事な課題であると、このように認識をいたしておりますし、９月17日に開催をいた

します防災をテーマとした男女共同参画社会づくり事業についても、ご理解をいた

だいておりまして、大変ありがたく思っておるところでございます。 

 そうした中で、１点目の、役場職員の女性職員への役職への任用についてでござ

いますが、職員が培った知識や経験を含めた能力などを判断をして、登用をいたし

ておりますので、男性であるからとか女性であるからという理由で、任用を行って

いるものではございません。しかしながら、数値が低いんではないかと、こういう

ご指摘でございますけれども、現在日野町役場におきまして、課長級レベルは、お
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おむね50歳以上が多く、ほとんどでございまして、そうした年齢構成の中で、女性

職員の在籍が尐ないということが１つございます。併せて、女性職員が数多い職場

は、幼稚園だとか保育園の職場が多くございますが、そうしたところについては、

役職がたくさんあるというわけではございませんので、なじまないという分もある

ということでございますので、数字の上ではポイントが尐ないわけでありますが、

日野町役場において、男だから、女だからということで、昇任の判断をしているも

のではございません。それぞれの経験や能力によって、役職登用をしておるところ

でございます。 

 次に、役場職員の男性の育児休業の取得についてでございますが、取得者は、平

成23年度の１名でございます。男女が共に、職場と家庭、地域生活ができるように

育児休業制度の普及に努めてまいりたいと、このように考えております。 

 次に、自治会における女性役員の登用の問題でございますが、町といたしまして

は、男女共同参画に関する施策について取り組んできておりまして、初期の段階で

は、女性、男性共同参画リポーター制度を実施をいたしておりましたが、平成18年

度からは、この制度を発展的に解消し、現在パートナープラン活動事業補助金制度

を創設をして、対応をしているところでございます。この事業を活用していただき

まして、団体や自治会において、研修会や先例地研修などをしていただいておりま

す。こうした事業を通じて、女性の皆さんが、より主体的に自治会活動などに参画

することの必要性などについて、意識を高めていただいたのではないかと、このよ

うに考えております。しかしながら、現在で区長さんなどへの女性役員の就任は、

なかなか多くないというのが状況でございます。このことにつきましては、それぞ

れの集落の成り立ちや歴史的な経過など、要因はさまざまであると思いますけれど

も、町といたしましては、補助事業の取り組みを行っていただける団体を増やすな

ど、引き続き町の男女共同参画行動計画に基づいて、取り組んでまいりたいと、こ

のように考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

２番（中西佳子君） 再質問させていただきます。 

 育児休業でございますが、やっぱり育児というのは女性の役割という意識がかな

り根深くて、男性も意識改革をしていただきたいなというところが、望むところで

ございます。また、そういう方がおられましたら、今度は、とりにくい環境をつく

らずに、とりやすい環境をつくっていっていただきたいなというふうに、思ってい

るところでございます。 

 自治会における女性役員の登用についてでございますが、以前川原区がそういう

モデル事業として取り組まれたということをお聞きいたしましたが、それの参考事

例がありましたら、お聞かせいただきたいと思います。 
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議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（高橋正一君） 男女共同参画に関しまして、先ほど町長が答弁申し上

げました事業ではなくて、モデル事業ということで、ご照会を今いただきました。

これにつきましては、平成13年度から、滋賀県が行いました男女共同参画のモデル

実践事業補助金ということで、幾つかのところで取り組みをされました。町内でも

取り組みをいただいたところでございます。その中で、今おっしゃっていただきま

したように、14年と15年度２年間にわたって２年事業ということで、東桜谷の川原

地区の自治会でも取り組みをいただいてございます。これにつきましては、集落の

中、またグループの中で、日常生活、仕事、自治会活動それぞれにおいての、男女

の共同参画についての話し合いをする、アンケートをする、そういうことを通じて、

お互いの理解を深めていく。そういうことのために、モデル事業としてされたとこ

ろでございまして、ちなみに、内池東自治会、清田自治会でもお取り組みをいただ

いてございますし、その前年では、寺尻自治会、西大路３区自治会でも取り組みを

いただいているというものでございます。男女共同参画につきましては、それぞれ

役職に就任すると、そういうことが目的じゃなくて、住みよい地域をつくるという

ことが目的でございますので、今18年度から日野町がやってございますモデル事業

の、パートナーシッププランの事業にもぜひお取り組みをいただいて、地域の中で

そのような機運が盛り上がっていくことにより、男女共同参画社会づくりが進んで

いくものと思いますので、どうぞ議員様のご支援の方も、よろしくお願いしたいと

思います。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

２番（中西佳子君） やっぱり行政の役場から、この男女共同参画への取り組みを広

げていっていただかないと、地域にはなかなか広まらないんじゃないかなというふ

うに思いますので、役場が率先してお取り組みいただくことを望みます。そしてま

た、ほんとに男女の区別なく、みんなが住みやすい日野町になるように、取り組み

を願って質問を終わらせていただきます。 

議長（杉浦和人君） ここで暫時休憩をいたします。再開は３時45分からといたしま

す。 

－休憩 １５時２８分－ 

－再開 １５時４５分－ 

議長（杉浦和人君） それでは再開いたします。 

 休憩前に引き続き、一般質問を行います。 

 その前に、総務課長の方から発言を求められておりますので、これを許可いたし

ます。 

総務課長（平尾義明君） 蒲生議員さんの質疑に答弁漏れがございましたので、改め
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て報告をさせていただきます。 

 教育長の年収と県教育職の校長の最高号俸者の年収でございます。まず、教育長

でございます。給料月額55万5,000円掛ける12ヵ月で、666万円ちょうどです。期末

手当55万5,000円に２割り増し1.2を掛けまして、2.6ヵ月173万1,600円になります。

合計839万1,600円になります。県教育職校長の最高号俸者でございます。給与月額

から申し上げます。45万8,900円掛ける12ヵ月、550万6,800円。期末手当でございま

す。まず、給料月額45万8,900円、プラス地域手当３万1,939円、プラス職務段階別

加算額９万8,167円の足した和に2.6ヵ月を掛けます。合計額は、153万1,415円とな

ります。校長さんには、別に管理職手当、勤勉手当、地域手当があります。順番に

申し上げます。管理職手当は、合計額88万1,088円。勤勉手当79万5,158円、地域手

当６パーセントになると思います。38万3,268円。合わせまして、合計でございます、

909万7,729円となります。なお、交通費、また扶養手当につきましては、状況が変

わりますので入れておりませんので、ご了承お願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） それでは、一般質問を行います。 

 10番、東 正幸君。 

10番（東 正幸君） それでは、通告に従いまして、３点ほど質問したいと思います。 

 まずはじめに、町史編さん事業でございますけれども、日野町は、滋賀県の東南

部に位置をいたしまして、鈴鹿山脈のふもと、東には綿向山がそびえ、日野川が流

れているところでもございます。比較的平坦な豊かな自然の中で、早くから開けま

して、１万年前にはもう人々が住みついたとされ、歴史の重みが刻まれているとこ

ろでもございます。この日野町の歴史や文化の足跡を、より確かなものにするため

に、近江日野町史編さん事業が平成14年にスタートし、早10年が経過いたしました。

現在の予定では、最終版の資料編が平成26年ころとされています。現在までの発行

状況や、今後の見通しはどのようになっているのか、また発行部数について、販売

状況はどうであったのかをお聞きしたいと思います。 

 このように歴史書の発刉につきましては、相当な資料の収集や、あるいは考察に

かかる編集員といいますか、そういうことが重要なポイントとなると思いますが、

町内外の古文書や古記録などの資料は、どの程度にのぼり、保管保存はどのように

されているのか、お伺いいたします。現在の町史編さん室は非常に老朽化が激しく、

職場としても厳しい状況にあり、地震や風水害でも倒壊の危険があるのではないか

と考えておりますけれども、どのように認識されているのか、お伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 10番、東 正幸君の質問に対する教育長の答弁を求めます。 

教育長（奥村 薫君） 東議員さんから、町史についてのご質問をいただきました。

日野町史編さん事業につきましては、平成14年度からスタートしまして、平成26年

度まで13年間にわたりまして、全９巻発刉予定としております。発行状況につきま
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しては、第１回配本自然・古代編から、第３回配本民俗編までは、2,000部を作成し

ておりましたが、販売の状況も見きわめた中で、第４回配本中世編以降は、1,300

部としております。販売状況ですが、各関係機関に贈呈しました数も含めまして、

今年８月末現在では、自然・古代編が1,383部、文化財編が1,157部、民俗編が1,035

部、中世編が1,129部、資料編が951部、日野商人編が924部となっております。今後

も発刉済みの町史はもちろんのこと、以後発刉予定の３巻につきましても、できる

限り多くご購入いただきますよう、町民皆様のさらなるご協力をお願いしたいと思

います。 

 次に、古文書、絵図、古写真等の保管につきましては、これまでに台帳に整理す

る中、写真撮影でデジタル化した後、資料にラベルを貼りつけて、封筒、専用保管

箱に入れ、原則として台帳の複製とともに、所蔵者へ返却しております。ただし、

所蔵者の申し出により、町史編さん室または近江日野商人館において寄託、寄贈を

受けているものもございます。実績寄託点数は、山中兵右衞門家文書約7,900点をは

じめ、各資料をすべて合わせますと、３万点を超えております。また、所蔵としま

しては、東桜谷公民館文書約4,600点をはじめ、関係書物約9,000点にのぼります。 

 次に、町史編さん室の管理等につきましては、ご指摘のとおり、老朽化がかなり

進んでいることは事実で、盗難防止対策として機械警備で対応しているものの、雨

漏りなどは応急的対策でしのいでいるのが現状でございます。また、木造建物であ

るがゆえ、夏季の高温多湿、冬季の乾燥は避けることができず、古文書等の保管に

は、良好な環境とは言えません。古文書をはじめとする文化財を、総合的に保存、

活用していくには、一定の温湿度管理が可能で、防災、防犯機能も保てるなど、例

えば所有者のご理解など条件が整うようでありましたら、町内に現存する不在家屋

の土蔵を改修するなどして、有効活用することも手法の１つではないかと考えてお

りますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 東、正幸君。 

10番（東 正幸君） 私、もう尐し点数が多いのかなと思っておりましたけれども、

５万点ぐらいを保管保存されているということでございます。所有者に返却されて

いることでありますけれども、これは、無理やりといいますか、所有者が返して欲

しいという部分と、こちらには保管できないという部分があるのかなと思いますけ

ども、そこら辺、所有者に返された分は、どれぐらいあるのかなと思うんですけど

も、やはり個人に返されると、そのお宅もどうなっていくのか分かりませんし、こ

ういった貴重な資料は、デジタル化されておられますけども、これは町史編さん事

業として預かり、保存された方が良いのかなと、こう思うわけでございます。 

 それと、販売状況についてやはり大分売れ行きが悪い、残っているということで

はありますが、今後どのようにして販売していくのか、そこら辺もしお考えがあり
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ましたら、お聞きしたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（福永 豊君） ただいま東議員さんの方から、町史編さん事業につき

まして、再質問をしていただきました。今預かっている古文書の数は、お知らせを

いただいたが、預かっていない、お返しした数はどの程度かというようなことでも

ございます。現在ちょっと今ここに、お返しをさせていただいた数というのを、資

料として持ってございませんけれども、逆に今町史編さん室で預かっております数

と、商人館で預かっております数につきましては、把握ができてございまして、ま

ず、寄贈いただきましたのは、町史編さん室では１万1,200点余り、箱数にいたしま

して201箱。箱といいますと、Ａ３版が入る箱でございまして、この箱は、中性紙で

できておりまして、できる限り湿気や乾燥を防げる、そういう箱でございまして、

そこにそれぞれの内容でかためて保管をしてございますが、寄贈いただきました町

史編さん室にありますのが、201箱でございます。商人館に寄贈でいただいておりま

すのは、今商人館に入れておりますのが1,500点余り、16箱で保管をしてございます。

合計で217箱程度を、寄贈としていただいてございます。寄託、預かっているという

部分につきましては、資料室の方では２万2,000点程度、225箱程度で保管をしてお

ります。商人館では9,000点余り、50箱を今管理をさせていただいております。合計

で、寄託、預かっておりますのは３万点余り、275箱で管理をしてございます。合計

でいきますと、先ほど教育長から話しました４万4,000点ほどになりますが、全部で

492個の箱で、今管理をさせていただいております。あの状況の場所で、私とこの大

事な古文書や資料を置いておくのは、ちょっとと言われます方が３件ほどございま

して、そのところの部分が、お返しをさせていただいている部分です。ほとんどの

ところは、もうとても家で管理ができないので、せっかく町の方で整理いただいた

ので、保管をしてほしいということで預からせていただいているのが、大半でござ

います。 

 それと、販売の部数でございます。先ほども教育長がお話をさせていただきまし

たように、最初は2,000部でスタートいたしました。しかし、実績等見ますと、４巻

以降は、1,300で行こうということになりまして、そこの部分についての在庫は、200

尐ししか残ってございませんが、2,000部つくりましたところの在庫が、若干尐し残

ってもおりますので、その辺の販売等につきましては、今後もさらにＰＲをしなが

ら、販売の推進をしてまいりたいなというように思いますので、まだご購入されて

ない方、町民の方でおられましたら、できるだけ公民館等もご協力いただきながら、

販売に推進をしていきたいなと、このように考えてございますので、よろしくお願

いいたします。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 
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10番（東 正幸君） 今、私も見に行きましたけども、その箱は虫よけぐらいにはな

るのかなという思いはあったんですけども、やはり、先ほど教育長の答弁でも、雨

漏りがひどいということで、これは早急に何とかしてもらわないといけないのかな

と思うわけでございますけれども、教育長のおっしゃった土蔵なんかを、ひとつ考

えているというようなこともありますけども、土蔵での状況といいますか、そうや

って保存に適しているのか、そこら辺のことは、温度とか湿度とか、尐し分かれば

教えていただきなと思いますが、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） 東議員の方から、古文書の管理、保存等についての、

再々質問でございます。教育長の、先ほど終盤の方で申し上げました、条件が整え

ば、不在家屋等で空いてあります蔵について、一定の改修をしながらも利用ができ

ると、担当としてはいいなという思いをもってございます。なぜいいのかというこ

とでございますが、基本的に、昔から土蔵というのは湿気もしっかりとりまして、

一定の防火等にも非常にすぐれているというところでございまして、湿度は大体55

パーセントプラス５パーセントを標準としますし、温度としては20℃を２度上下の

管理が適しているという部分でございます。新たな施設を建てて、一定の費用をか

けてということは、なかなか厳しゅうございますので、土蔵であれば、その辺の状

況は、尐なからずともクリアができるのかなと。一定の期間、それなりの資料とし

て保管ができるのではないかなというように思ってございます。なお、放置したま

までは、当然だめでございますので、当然雨が降れば尐し開けて湿気を逃がしなが

らも、その都度虫よけ等噴霧しまして、虫干しもしながら管理をしていくと、今の

状態よりは、さらに良好な環境で保管ができるものというように考えてございまし

て、土蔵はそれなりの効果があるんではないかなということでの、担当は判断をし

ております。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 非常に貴重な５万点近くになる資料の保管でございますけれど

も、防災はもちろんのこと、長期にわたる保存、保管が可能な施設整備が、緊急に

必要であると思います。今ご回答いただきましたように、早急にご検討いただきま

して、古文書等に親しむ方も最近は非常に多いと聞いております。一般の住民の方

も、いろいろな方面から、また来町される方にも、その古文書を活用できるといい

ますか、そうした教室も開けるような施設、整備をお願いしますし、それとともに、

町並み保存と併せて、ご配慮いただければなという思いでございます。これは要望

ということで、お願いしておきます。 

 続きまして２点目の、各学校の環境衛生についてでございますけれども、平成20

年６月11日に成立いたしました、学校保健安全法によりまして、環境衛生基準が整
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備策定されております。子どもたちの活動範囲は、１日の大半を学校で過ごすわけ

でございますけれども、そういうことから、当然児童生徒の健康保持や、学校職員

もそうでありますが、そうした中での健康保持、学習意欲の向上をはかるための学

校の学習環境が、よりよいものでなければならないと思うところでございます。当

町では心配ないように思われますが、学校環境衛生基準について、どのように策定

されているのか。策定されているとすれば、点検等はどのようにされているのか、

お伺いしたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 学校環境衛生基準につきましては、議員もおっしゃっていた

だきましたように、学校保健安全法に基づきまして、文部科学省において定められ

ております。 

 町内各校、園につきましては、この基準に基づいて、学校薬剤師と連携し、教室

等の換気、保温、採光、照明、騒音等の環境、飲料水の水質および施設設備、学校

の清潔保持、水泳プールの管理等について、毎年適切な時期に検査点検を行い、良

好な学習環境の維持に努めているところでございます。また、学校、園の現場にお

きましては、学校環境衛生の維持を図るため、目視等によりできる身近な点検を、

日常業務の中で留意して行っているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 今、教室等の環境に係る学校環境衛生基準、換気、保温、採光、

騒音、あるいは水質とか設備、学校の清潔、プールの時期にはプールということで

ありますけれども、適切に行っているということでありますけれども、具体的には

どういうようにされているのか、お聞きしたいなと思います。薬剤師がされている

ということではございますけれども、日常の点検は、教師とかそこら辺もされてお

られるのか。薬剤師の点検は、何ヵ月あるいは、１年に１回なのか、またプールな

んかになってくると、何回も必要かなと思うわけでありますけれども、そこら辺に

ついて、もう一度お聞きしたいなと思います。 

 それと、日野町全体で基準がされておりますけれども、各学校によっては、小学

校も改築するような時期にも来ている学校もありますし、採光や照明なんかも本当

に適当なのか。あるいは、西大路の小学校につきましても、オープンスペースがあ

りますので、ダニとか衛生害虫とか、そういうようなのも出ていないのか。騒音に

つきましても、南比都佐小学校なんかは相当あって、どうなのか。そこら辺につい

て、お聞きしたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（久村重次君） 東議員さんからの、各学校の環境衛生につきましての再質

問をいただきましたので、お答えをさせていただきます。具体的な部分、またいつ
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ごろされておるのかということでございます。先ほども言いましたように、換気ま

た飲料水、水泳のプール等の部分でございます。まず、簡易用水道、これは高架タ

ンクの部分でございますが、これにつきましては、昨年の場合ですと、９月に検査

をしていただいております。それについては、高架タンクの外部、また内部の状況

を点検していただいております。こういったことによりまして、昨年度については

南比都佐小学校の部分で、高架タンク、受水槽が割れておりましたので、改修をさ

せていただいた状況もございます。また、プールにつきましては、プールの使用前

という部分で、７月時点で昨年はさせていただいておりました。これにつきまして

は、塩素等の状況とか、水をつけた状態での検査をしていただいております。それ

と、教室の換気あたりにつきましては、３月の時点で報告はいただいておりますが、

やはり閉めきった状態での状況で検査をしていただいておりまして、これについて

は、ＣＯ２の問題、ストーブ等の関係がございますので、冬場に、していただいて

おる部分でございます。日常、そのほかの点検項目についても、定期的に薬剤師さ

んの方が、照度計を借りていただいて、学校の方で照明の関係についても計ってい

ただき、それは報告をいただいております。それと、騒音の問題については、具体

的なデシベル等については報告はいただいておりませんが、それ以前から学校の方

からも報告はもらっておりますので、そういた騒音の、例えば南比都佐小学校につ

いては、夏場あたりですと、開けておくと交通量の関係から騒音がひどいというこ

とでございましたので、そういった分についてはクーラーを設置し、環境を保持し

ていくというようなことで、対応をさせていただいております。やはり定期的な薬

剤師さんの点検もございますが、各学校とも日ごろから清掃等については心がけて

いただいておりまして、各学校の環境衛生に努めていっておるのが現状でございま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 今、南比の騒音について、デシベル等の値も何も分かっていな

いという、そういうところなんですけども、そこらはやはりきちっとすべきだなあ

と思うのでありますけれども、そうした中で、南比にはクーラーを設置されたとい

うことで、全教室にされたんですか。それも、ちょっとお聞きしたいなと思います

し、この西大路地区でも、たまには臭気が、結構蒸し暑い日なんかは、体育館とか

教室にも入ってくる場合があるんですけれども、そこら辺のことは何も対応はして

もらっていないのか、状況はどうなのか、もう一度お聞きしたいなと思いますけど

も、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（久村重次君） 再々質問に、お答えをさせていただきます。 

 先ほど、ちょっと答弁漏れがございまして、ダニ等のクリーニングにつきまして
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は、年１回をさせていただいております。 

 それと、騒音につきまして、デシベル等の報告でございますが、ちょっと今各項

目の部分まで資料を持ってきておりませんが、騒音についても、衛生基準の中では

計るようになっておりますので、それは報告いただいておるものと思っています。 

 それと、南比都佐小学校については、道路側の部分でございますので、音楽室等

にクーラーを設置しておりまして、すべての教室というわけではございませんので、

よろしくお願いいたします。 

 それと、臭気の問題でございますが、臭気につきましては、なかなか臭気測定機

という部分はございませんので、学校の方からは、何かございましたら、そういっ

た連絡はありますが、住民課の方で測定なり、また農林課等でも、以前そういった

臭気の測定についてはさせていただいたところでございます。なかなか臭気の部分

については、改善というのは難しい部分がございますので、発生源を断っていくと

いうのが現状ではないのかなと思っておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 環境は大事ですので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 これは学校環境衛生基準に該当するのかどうか分かりませんけれども、その他、

日常点検として、学校の教師、先生なんかは、生徒の危険行動といいますか、先ほ

ど来、いじめ問題が出ておりますように、そうした行動も、チェックしていく必要

があるのではないのかなと思っております。といいますのは、今の中学校では、危

険行動といいますと、喫煙とか、あるいはもう尐し上になっていくと性行動とか、

そういうことがありますので、やはり学校の教師自体も、そこら辺、忙しいですけ

ども、日常点検を欠かさないということが一番大事ではないのかな。これは要望に

しておきますので、ひとつ学校衛生基準の中へ、そういうことも考えてほしいなと

いう思いでございます。 

 それでは次に３番目でございますけれども、武道の必修化ということでございま

す。平成20年３月に、中学校新学習指導要領が文部科学省から告示されまして、本

年平成24年４月１日から、中学校１年生に対する武道の必修化が始まったところで

あります。いわゆる、柔道、剣道、すもう等であり、その中で、当町では剣道を選

択されたわけであります。そのことにつきまして、安全性等に問題はないのか、ま

た道具類等はどのようにされているのか、お伺いするところでございます。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（奥村 薫君） 中学校の武道についてでございますけれども、日野中学校は

剣道ということで、剣道の道具につきましては、既に町の方で買いそろえておりま

す。竹刀につきましては、カーボン製で裂けにくい部材が使われているものを、用

意しているところでございます。指導に当たる教員は指導経験もございまして、研
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修会にも参加し、第一に安全に心がけ、指導できるよう準備を進めてきているとこ

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） 東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 問題は安全性、柔道より安全性があるのかなという思いはしま

すけども、今教育長の答弁ですと、道具類につきましては町が購入しているという

ことで、防具類、面、こて、胴、全部生徒数分そろっているわけですか。他の人が

使ったものを使うではなしに、個人個人がそろっているのか。そこら辺をもう１つ

お聞きしたいのと、この武道の授業は、どの程度されているのか、そこら辺ももう

一度お尋ねしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課参事。 

学校教育課参事（神田松雄君） 東議員からいただきました再質問について、お答え

をさせていただきます。 

 まず、剣道の方の道具の準備でございますけれども、学校の要望をお聞きしたと

ころ、防具類については20セット、それから竹刀については40本ということであり

ましたので、その数を準備させていただいております。 

 なお、剣道、武道の授業実数でございますけれども、きちっとは決まっておりま

せんが、おおむね８時間から10時間程度ということでございますので、年間８時間

から10時間の授業を、日野中学校ですと１月、２月ぐらいに、現在のところ予定さ

れているというところでございます。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

10番（東 正幸君） 20セットということでありますけれども、これで全部いけるの

かなという思いがあるんですけども、このことの中で、他の人が使ったものを次の

人が使うということで、衛生面なんかは、どういうようにされているのか。嫌がる

生徒もあるんではないのかなと思ったりしますし、もし、分かればお願いしたいな

と思います。 

議長（杉浦和人君） 教育課参事。 

学校教育課参事（神田松雄君） 東議員の再々質問にお答えします。 

 議員がおっしゃるように、防具について、特に面については、汗などがついてい

るということで、非常に衛生面、そういったものが心配であったり、あるいは子ど

もたちによっては、嫌がるというようなことも予想されます。そういう面で、学校

の要望で、先ほど申しましたように20ということで、使いまわしていかなければな

らないというか、そういうようなことがあるわけですけども、その辺のところの指

導につきましては、今年度始まったところですので、他校、あるいは研修会で、そ

の辺をどのように克服していくかというようなことを学んでもらいながら、進めて

いきたいなというようなことを思っております。アルコール消毒も、場合によって
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は必要なのかなというようなことを思いますし、また、適切なかびが生えないよう

な保管とか管理とか、そういったものも必要かなと思いますので、そういった状況

に応じて、また出てきた問題について対応しながら、混乱ないよう進むように、支

援していきたいというふうに思っていますので、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 以上で、５名の諸君の質問を終わりました。その他の諸君の一

般質問は明14日行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認めます。 

 それでは、その他の諸君の一般質問は明14日行いますので、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２７分－ 


